
令和２3

の廃止を余儀なくされました。

自動車交通量が増大していく流れの
中で、軌道敷内への自動車乗り入れによる輸送効率の
低下が顕著となり、

　車両、軌道、架線、信号、通信ケーブ
ルなどの点検・整備を、定期的に行って
います。

後方から 安全・安心の確保に向けた
訓練を定期的に実施してい
ます。

います。
体調

PASMOは㈱パスモが発行する首都圏の主な鉄道・バスに利用
できる便利なICカードです。都電全車両でご利用いただけます。
PASMOには、都電IC定期券、都電IC一日乗車券の発売が可能で
す。また、対応端末にアプリケーションをインストールすること
で従来のICカードと同様のサービスが利用できる、「モバイル
PASMO」の サ ー ビ ス を 令 和2年3月 か ら、「Apple Payの
PASMO」のサービスを令和2年10月から開始しました。

　停留場からの転落事故を防止し、
お客様により安全にご利用いただけ
るよう、平成24年度から設置可能
な全ての停留場に固定式ホーム柵を
設置しています。

◆ToKoPo（トコポ）◆

PASMOを活用したポイントサービス「ToKoPo(トコポ)」が利
用いただけます。（「ToKoPo(トコポ)」については、P.8を参照）

　車載映像記録装置を全車両に設置しています。記録された映像
とデータを活用して事故の原因を分析するとともに乗務員の安全
教育を実施しています。

45,658 42,546

　営業キロはわずか12.2kmですが、令和３年度は
一日平均約４万３千人のお客様にご利用いただき、
地域に密着した交通機関として親しまれています。
　都電荒川線の魅力を国内外に積極的にアピールし、
更なる利用者の誘致、沿線地域の活性化に寄与して
いくため、外国人を含む観光客の方にも親しみやす
い路線愛称を付けることとし、広く意見募集を行い
ました。その結果平成
29年4月に愛称を「東
京さくらトラム」に決定
しました。

東京さくらトラム（都電荒川線）路線図

8900形車両▶
▲固定式ホーム柵

令和4年4月1日現在

33両
７７００形 8両（定員６２人）
８５００形 ５両（定員６５人）
８８００形 １０両（定員６１人）
８９００形 8両（定員６２人）
９０００形 ２両（定員６４人）

5 7

東京さくらトラム（都電荒川線）の概要

27

東京さくらトラム（都電荒川線）

都電荒川線の乗車人員の推移（一日平均）
都電荒川線のみを運行しています。
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　沿線の景観向上や環境負荷の低減を図るため、都電サポーター
や地元自治体と協力・連携して、沿線の緑化に取り組んでいます。
また、荒川車庫前停留場付近、大塚駅前停留場付近及び町屋駅前
停留場付近では、軌道
を緑化し、植え付けた
植物の生育状況につい
て経過観察を行ってい
ます。

沿線のバラと9000形▶

▲フリースペース

を して
います。

　都電の通勤定期券をお持ちのお客様が、二親等以内の同居のご
家族と一緒に都電に乗車する場合、土・日・祝日等の適用日に限り、
ご家族が割引運賃（大人100円・小児50円現金のみ）でご乗車い
ただける制度です。

　都電の魅力向上と沿線地域の活性化に寄与するため、地元自治

体や都電サポーター（地元で都電の応援・PRをしてくれる皆さん）

との連携強化に努め、沿線のPRや都電の魅力を引き出す地域に密

着したイベントなどを積極的に展開しています。

　荒川電車営業所内に、かつて活躍した車両2両を展示する施設を平
成19年5月に開設しました。
　また、地域と連携したイベント等に
も利用できるスペースも併設しました。
（年末年始を除く土・日・祝日のみ公開。
入場無料。）

　お客様の利便性の向上を図るとともに、地域と

も連携して沿線情報を発信する新たな拠点とし

て、平成30年10月に三ノ輪橋おもいで館を開設

しました。都電をはじめ、都営交通及び沿線情報

の案内や、乗車券・グッズ等の販売、各種案内冊

子の配布などを行っています。

◆三ノ輪橋おもいで館の開設

　都電では平成19年5月及び平成21年1月に地域の観光振興にも
役立てるよう、レトロ調の9000形を導入しました。また平成21年
より景観に調和した優しさと親しみやすいデザインの8800形を導
入、平成27年にはさらなる先進性と快適性、どなたでも乗りやすい
ユニバーサルデザインを取り入れた8900形を導入しました。
8800形と8900形の塗色は沿
線に咲き誇るバラの色をイメー
ジしています。平成28年3月に
は7000形車体をリニューアル
した、クラシックモダン調の
7700形がデビューし、平成28
年度中に8両がそろいました。

▲330形車両

令和4年4月1日現在

令和３年度一日平均乗降人員
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77,507日暮里・舎人ライナー計

22,013
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3,876
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4,372

2,707
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2,006
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77,507

　日暮里・舎人ライナーは、荒川区の日暮里と足立区
の舎人地区9.7kmを結ぶ新交通システムです。
　建設に際しては、インフラ部（支柱、軌道桁、駅の主
要構造物など）を、ルートに当たる尾久橋通りの整備
と併せて東京都建設局が担当、インフラ外部（車両や
電気施設等）を、東京都地下鉄建設㈱（注）が担当し、平
成9年12月に工事着手しました。交通局は、平成19
年10月1日に国から軌道法に基づく軌道事業譲渡許可
を受けて運営することとし、平成20年3月30日に開
業しました。
　令和３年度は一日平均約７万８千人のお客様にご利
用いただきました。
　この路線の開業により、沿線地域の交通アクセスは
飛躍的に向上し、今後も道路渋滞の緩和や沿線地域の
活性化が期待されています。

（注）駅別乗降人員の一日平均は、端数未調整である。

330形・15両（5両×3編成）
320形・5両（5両×1編成）

14

約

245人/編成（300形）  259人/編成（320形）  262人/編成（330形）

　全ての車両で、省エネルギー効果の高いＶＶＶＦ制御を採用し
ています。また車内照明にＬＥＤを導入することにより、省エネ化、
環境負荷の低減及び長寿命化を進めています。

（注）都営地下鉄大江戸線環状部の建設を行った東京都の第三セクター

三ノ輪橋おもいで館▶
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フリー

都電荒川線の魅力向上や地域の活性化
に役立っています。
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