
路線名 区間 営業キロ 路線名 区間 乗入れキロ

南北線（1） 麻生～真駒内 14.3

東西線（2） 宮の沢～新さっぽろ 20.1

東豊線（3） 栄町～福住 13.6

計 48.0

南北線 泉中央～富沢 14.8

東西線 八木山動物公園～荒井 13.9

計 28.7

日比谷線（2） 北千住～中目黒 20.3

銀座線（3） 浅草～渋谷 14.3

丸ノ内線（4） 池袋～荻窪 24.2

中野坂上～方南町 3.2

東西線（5） 中野～西船橋 30.8

南北線（7） 目黒～赤羽岩淵 21.3 埼玉高速鉄道線 赤羽岩淵～浦和美園 14.6

有楽町線（8） 和光市～新木場 28.3

千代田線（9） 綾瀬～代々木上原 21.9

北綾瀬～綾瀬 2.1

半蔵門線（11） 渋谷～押上 16.8

副都心線（13） 小竹向原～渋谷 11.9 みなとみらい線 横浜~元町・中華街 4.1

小計 195.1 18.7

浅草線（1） 押上～西馬込 18.3

三田線（6） 目黒～西高島平 26.5

新宿線（20） 新宿～本八幡 23.5

大江戸線（12） 都庁～光が丘 40.7

小計 109.0

埼玉高速鉄道（株） 埼玉高速鉄道線 赤羽岩淵~浦和美園 14.6 南北線（メ） 目黒～赤羽岩淵 21.3

総武線 品川～両国 11.6 東西線（メ） 中野～西船橋 30.8

横須賀線　 千代田線（メ） 綾瀬～代々木上原 22.9

京葉線 東京～潮見 5.4 りんかい線 新木場～大崎 12.2

小計 17.0 小計 65.9

田園都市線 渋谷～二子玉川 9.4 副都心線（メ） 渋谷～和光市 20.4

半蔵門線（メ） 渋谷～押上 16.8

南北線（メ） 目黒～赤羽岩淵 21.3

埼玉高速鉄道線 赤羽岩淵~浦和美園 14.6

三田線（都） 目黒～西高島平 26.5

みなとみらい21線 横浜~元町・中華街 4.1

小計 9.4 小計 103.7

小田急電鉄（株） 千代田線（9） 代々木上原～綾瀬 21.9

日比谷線（メ） 北千住～中目黒 20.3

有楽町線（メ） 和光市～新木場 28.3

副都心線（メ） 和光市～渋谷 20.2

半蔵門線（メ） 渋谷～押上 16.8

みなとみらい21線 横浜~元町・中華街 4.1

小計 小計 89.7

京成電鉄（株） 京成上野～日暮里 1.4 浅草線（都） 押上～西馬込 18.3

京浜急行電鉄（株） 品川～泉岳寺 1.2 浅草線（都） 押上～西馬込 18.3

北総鉄道（株） 浅草線（都） 押上～西馬込 18.3

芝山鉄道（株） 浅草線（都） 押上～西馬込 18.3

京王電鉄（株） 新宿～幡ヶ谷 2.7 新宿線（都） 新宿～本八幡 23.5

西武有楽町線 小竹向原～練馬 2.6 有楽町線（メ） 小竹向原～新木場 20.0

副都心線（メ） 小竹向原～渋谷 11.9

みなとみらい21線 横浜~元町・中華街 4.1

小計 2.6 小計 36

東葉高速鉄道（株） 東西線（メ） 中野～西船橋 30.8

東京臨海高速鉄道（株） りんかい線 新木場～大崎 12.2

計 441.9 477.8

ブルーライン 関内～湘南台 19.7

ブルーライン 関内～あざみ野 20.7

グリーンライン 日吉～中山 13.0

小計 53.4

みなとみらい21線 横浜~元町・中華街 4.1 副都心線（メ） 小竹向原～渋谷 11.9

有楽町線（メ） 小竹向原～新木場 8.3

4.1 20.2

計 57.5 20.2

東山線（1） 高畑～藤が丘 20.6

名港線 金山～名古屋港 6.0

鶴舞線（3） 上小田井～赤池 20.4

名城線 ナゴヤドーム前矢田 26.4

～ナゴヤドーム前矢田

桜通線（6） 中村区役所～徳重 19.1

上飯田線 平安通～上飯田 0.8 小牧線（名） 上飯田～味鋺 2.3

小計 93.3 2.3

地下鉄営業キロ 地下鉄への乗入れキロ

東日本旅客鉄道（株）

東京急行電鉄（株）

都市名 企業者名

札幌市

仙台市

札幌市交通局

仙台市交通局

東京
・

その他

名古屋市交通局名古屋

東武鉄道（株）

東京都交通局

西武鉄道（株）

横浜市交通局

横浜高速鉄道（株）

東京地下鉄（株）

（平成31年４月現在）

◎地下鉄営業路線の現況

横浜

路線名 区間 駅業キロ 路線名 区間 乗入れキロ

名古屋鉄道（株） 瀬戸線小牧線 栄町～東大手 1.5 鶴舞線（市） 上小田井～赤池 20.4

上飯田～味鋺 2.3 上飯田線（市） 平安通～上飯田 0.8

小計 3.8 21.2

計 97.1 23.5

烏丸線 国際会館～竹田 13.7

東西線 太秦天神川～六地蔵 17.5

小計 31.2

阪急電鉄（株） 京都本線 西院～河原町 3.8

京阪大津線 東西線（市） 御陵～太秦天神川 8.8

京阪本線 出町柳～七条 4.6

鴨東線

近畿日本鉄道（株） 京都線 烏丸線（市） 竹田～国際会館 13.7

計 39.6 22.5

御堂筋線（1） 江坂～中百舌鳥 24.5

谷町線（2） 大日～八尾南 28.1

四つ橋線（3） 西梅田～住之江公園 11.4

中央線（4） コスモスクエア～長田 17.9

千日前線（5） 野田阪神～南巽 12.6

堺筋線（6） 天神橋筋六丁目～天下茶屋 8.5

長堀鶴見緑地線（7） 大正～門真南 15.0

今里筋線（8） 井高野～今里 11.9

小計 129.9

（株）ＯＴＳ 中央線（4） 大阪港～コスモスクエア 2.4

北大阪急行電鉄（株） 御堂筋線（市） 江坂～中百舌鳥 24.5

阪急電鉄（株） 堺筋線（市） 天神橋筋六丁目～天下茶屋 8.1

阪神電気鉄道（株） 阪神なんば線 西九条～大阪難波 3.8

奈良線 難波～上本町六丁目 2.0 中央線（市） コスモスクエア～長田 17.9

阪神なんば線 西九条～大阪難波 3.8

京阪線 淀屋橋～天満橋 1.3

中之島線 天満橋～中之島 3.0

関西高速鉄道（株） ＪＲ東西線 京橋～尼崎 12.6

西日本旅客鉄道（株） ＪＲ東西線 京橋～尼崎 12.6

計 155.0 66.9

西神線（1） 新長田～名谷 5.7

西神延伸線（3） 名谷～西神中央 9.4 北神急行線 新神戸～谷上 7.5

山手線（2） 新長田～新神戸 7.6

海岸線 新長田～三宮・花時計前 7.9

小計 30.6 7.5

阪神電気鉄道（株） 本線 岩屋～元町 3.2
神戸高速（株）
東西線

元町～西代 5.0

南北線 湊川～新開地 0.4

西代～高速神戸 3.5

東西線 高速神戸～三宮 2.2

　　　　～元町 1.5

小計 7.6

神戸高速（株） 西代～神戸元町 5.7

東西線 高速神戸～元町 1.5

神戸高速（株） 湊川～新開地 0.4

南北線

神戸高速（株） 新開地～三宮 2.8

東西線

北新線 新神戸～谷上 7.5 山手・西陣 新神戸～西神中央 22.7

・西神延伸線（市）

計 48.9 45.6

広島 広島高速交通（株） 広島新交通１号線 本通～県庁前 0.3

空港線（1） 姪浜～福岡空港 13.1

箱崎線（2） 中洲川端～貝塚 4.7

七隈線 橋本～天神南 12.0

小計 29.8

九州旅客鉄道（株） 空港線（市） 姪浜～福岡空港 13.1

計 29.8 13.1

総計 947.9 669.6

（注）　 １．括弧つき数字は、当該路線の番号（運輸政策審議会-旧都市交通審議会の答申上の路線番号）を示す。

２．地下鉄への乗り入れ路線については，括弧内に、当該路線の地下鉄事業者名（略称）示した。

３．（株）ＯＴＳは、（株）大阪港トランスポートシステムの略称である。

地下鉄営業キロ 地下鉄への乗入れキロ
都市名

福岡市交通局

福岡

山陽電気鉄道（株）
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阪急電鉄（株）

北神急行電鉄（株）

神戸高速鉄道（株）

神戸市交通局

神戸

名古屋

京阪電気鉄道（株）

京都

大阪市高速電気軌道（株）

近畿日本鉄道（株）

京阪電気鉄道（株）

大阪

京都市交通局

企業者名
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