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42 京王電鉄株式会社

常務取締役
（経営統括本部長）

お客様

地域社会 株主

社員
行政、自治体取引先

 京王グループとステークホルダーのつながり 

沿線にお住まいの多世代の方の
幸せな暮らしの実現に取り組んでいます

京王グループ行動規範に基づき、ステークホルダー
の皆様に対して以下のような取り組みを進めます。

…お客様の利便性、快適性の向上
…お客様との対話
…多世代が生活しやすい沿線づくり
…地域社会への貢献
…地域社会・行政との連携
…人材の活用と働きやすい職場づくり
…株主・投資家・取引先等への取り組み

　京王グループは、生活関連サービス事業を通じて、つながりあうすべての人に誠

実であり、信頼のトップブランドになることを目指しております。特に沿線にお住ま

いの多世代の方それぞれに、利便性が高くかつ快適と感じられる生活サービスをご

提供していくことで、「住んでいて良かった。」と言っていただける街づくりを進めて

おります。

　具体的には、鉄道をご利用される方のため、駅設備、車両設備をさらに充実させる

ことに加えて、最新の運行情報とコミュニケーション手段をご提供してまいります。

　また、沿線の活性化策として、本年は、調布駅周辺において、大型商業施設「トリ

エ京王調布」を開業したほか、地域の高齢者を支える事業として、サービス付き高齢

者住宅「スマイラス聖蹟桜ヶ丘」を開業いたしました。さらに、空き家対策の一環とし

て、地域の方々と連携した合法民泊事業への参入も進めているところであります。

　文化・教育・子育て・スポーツ振興等の支援策としては、「京王音楽祭」「京王駅伝

フェスティバル」などのイベントを継続実施しているほか、お子様から大人までの幅

広い世代の学びの機会として、「京王アカデミープログラム」を、沿線の大学・団体と

の連携により適宜ご提供しております。

　一方、当グループで働く社員についても、多様な人材に活躍してもらうべく、ダイ

バーシティ・マネジメントを推進しております。なお、京王電鉄では、長時間労働を抑

制し、働きやすい職場作りに取り組んだこと等により、経済産業省から「健康経営優

良法人」（ホワイト500）の認定を受けました。

　今後も、お客様、お取引先、行政・自治体等ステークホルダーの皆さまの声に耳を

傾け、一つひとつ課題を解決していくことで、地域社会へ貢献し続けてまいります。

丸山 荘

メッセージ
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…民泊事業への取り組み
　2015年12月に出資した株式会社百戦錬磨と連携して推進
する合法の民泊事業への取り組みとして、2017年2月に大田
区蒲田において、大田区から特定認定を受けて行う鉄道業界で
は初となる一棟まるごと民泊マンション「ＫＡＲＩＯ ＫＡＭＡＴＡ」が
オープンしました。
　増加する空き家と訪日外国人の増加による宿泊施設不足が
深刻な課題となる中で、「不動産の活性化と旺盛な宿泊ニーズ」
を繋ぐ民泊事業について、今後も法整備の状況を踏まえ、地域
の方々とも連携しながらエリア展開を進め、京王沿線における空
き家対策やまちづくりにも活用し、沿線のさらなる活性化を図っ
ていきます。

　2017年9月に調布駅周辺に商業施設「トリエ京王調布」を開
業しました。「調布らしいちょっとステキな生活」をコンセプトに、
「京王百貨店」のサテライト店舗や関東最大級の「成城石井」、
オーナーが調布市出身・在住の珈琲焙煎工場併設大型カフェ
「猿田彦珈琲」など調布ゆかりの店舗を含む全72店舗が出店し
ています。

　井の頭線下北沢駅の高架下空間に2019年夏までの期間限
定で、飲食店舗、イベントパーク、時間貸し駐車場から構成される

「KEIO BRIDGE Shimokitazawa」をオープンしました。さま
ざまなイベントを展開し、地元下北沢の地域住民の方をはじめ、
たくさんの人々に下北沢を楽しむ場として利用してもらえる施設
を目指していきます。

…KEIO…BRIDGE…Shimokitazawa

沿線のさらなる活性化を目指して

…調布駅周辺開発の推進

topics

KARIO…KAMATA外観・内観トリエ京王調布C館

トリエ京王調布B館

KEIO…BRIDGE…Shimokitazawaイベントイメージトリエ京王調布A館
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住んでもらえる、
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  多世代が生活しやすい 
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   暮らしのお手伝い・健康促進
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   地域高齢者を支える事業
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向上  P.46

 駅設備の充実
  車内設備の充実
 駅・車内での情報提供

   グループの取り組み（バス・ホテル・タクシー）
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   積極的な広聴活動
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  人材の活用と働きやすい 
職場づくり  P.59

   多様な人材雇用
   働きやすい職場環境づくり
   社員のキャリア支援
   ダイバーシティ・マネジメントの推進
   人権・労働安全衛生

   地域社会・行政との連携  
 P.57

   沿線自治体との連携
   中部地方の自治体との連携

  株主・投資家・取引先等へ
の取り組み  P.63

   株主・投資家の皆様との対話
   取引先等との関係

  地域社会への貢献  P.54
   文化・教育・子育て支援イベント 

京王アカデミープログラム
   スポーツ振興・チャリティ・産学連携

KEIO SOCIAL MAP
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 駅設備の充実 

…エレベーター・エスカレーター・スロープ
　全駅の出入口から各ホームまで、階段などの段差がなく移動
できるよう、エレベーターやスロープを設置しているほか、エスカ
レーターを設置しています。エレベーターは66駅に、エスカレー
ターは46駅に設置しています。

…幅広自動改札機
　車いすをご利用のお客様や大きな荷物をお持ちのお客様など
にご利用いただけるよう、通路幅を広くした自動改札機を68駅
に設置しています。

…触知案内図・点字による案内
　凹凸・点字・ピクトグラム（案内用図記号）を用いた構内案内図
を全駅に設置しています。また、自動券売機には点字および音声
案内機能を備えているほか、点字運賃表を全駅に、点字手すりを
全ての階段に設置しています。

…お客様用トイレの環境改善
　より快適で清潔感のあるトイレを目指して、改修を行っていま
す。身体の不自由なお客様や小さなお子様連れのお客様にも安
心してご利用いただけるよう、「だれでもトイレ」を67駅に設置し
ています。

…駅係員呼出インターホン
　ホーム上で緊急事態が発生した場合やご案内が必要な場合な
どに、駅係員と通話できるインターホンを全駅に設置しています。

…サービス介助士
　身体の不自由なお客様や高齢のお客様が安心して鉄道をご利
用いただけるよう、駅係員・乗務員に「サービス介助士」の資格取
得を推進しています。

だれでもトイレエレベーター

誘導・警告ブロック

音声音響案内

自動券売機の蹴込み

触知案内図

触知案内図

エスカレーター

幅広自動改札機

だれでもトイレ 触知案内図

エスカレーター

音声音響案内

誘導・警告ブロック

幅広自動改札機

自動券売機の
蹴込み

エレベーター

お客様の利便性・快適性の向上
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…車内案内表示器・ドアチャイム
　停車駅などを文字でお知らせする車内案内表示器（LEDまた
は液晶画面）と、ドアの開閉を音でお知らせするドアチャイムを全
車両に設置しています。

…車内非常通報器
　電車内で緊急事態が発生した際に、ボタンを押すことで乗務員
に通報できる車内非常通報器を全車両に設置しています。

…女性専用車
　2001年から平日23時以降に新宿駅を出発する急行系列車の
最後部1両を女性専用車として運転を開始し、2005年から平日
朝間・夕間の通勤時間帯にも拡大しました。
　なお、女性専用車には女性のお客様のほか、小学生以下のお客
様、身体の不自由なお客様とその介助者もご乗車いただけます。

…点字シール
　目の不自由なお客様が、ご乗車になっている車両の号車・ドア
位置が分かるよう、車両のドアに点字シールを貼付しています。

 車内設備の充実 

…おもいやりぞーん
　車内の優先席を明確にするため、優先席付近のつり革や座席
の色を変えた「おもいやりぞーん」を設置しています。「おもいやり
ぞーん」付近では、混雑時には携帯電話の電源をお切りいただくよ
うご案内するなど、人に優しい車内環境の整備に努めています。

…車いすスペース・ベビーカースペース
　車いすスペース・ベビーカースペースを全編成に設置していま
す。また、既存車両のリニューアルに合わせ、順次増設を進めてい
ます。

…ユニバーサルデザイン
　新造車両の導入や既存車両のリニューアルでは、ユニバーサル
デザインの考え方を採り入れ、つり革や荷棚の高さを低くし、手す
りやつり革は握りやすい形状にしています。さらに座席端部に仕
切り板を設置するなど、車内環境の整備を進めています。

案内表示器

車内非常通報器
車いす
ステッカー

車いすスペース・
ベビーカースペース

おもいやりぞーん

点字シール

開閉予告表示灯

車内非常通報器

車いすスペース・
ベビーカースペース

点字シール

おもいやりぞーん

車内案内表示器

開閉予告表示灯

車両ドアの明度差

ユニバーサルデザイン
による車内の一例
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…外国語による情報提供
　外国人のお客様へのご案内の拡充を図るため、駅構内の案内
看板や行先案内板、お客さま案内ディスプレイ、車内・車外の案
内表示器などで2カ国語表記（日・英）または4カ国語表記（日・英・
中・韓）によるご案内を行っています。また、一部の車両には、自動
放送装置を導入し、2カ国語（日・英）による停車駅や乗り換えな
どのご案内を行っています。

…駅・電車内での公衆無線LANサービス
　ホームやコンコースで、各通信事業者の公衆無線LANサービス
（Wi-Fi）がご利用いただけます。電車内でもご利用いただける
ように順次整備を進めており、井の頭線では全車両に整備が完
了しました。また、訪日外国人のお客様向けの無料公衆無線LAN
サービス『KEIO…FREE…Wi-Fi』が京王線・井の頭線の9駅でご利
用いただけます。

…列車運行情報サービス
　事故や災害などで列車の運行におおむね15分以上の遅延な
どの支障が発生した際、お客さま案内ディスプレイや車内案内表
示器、京王ホームページ、京王アプリ、携帯電話サイト「京王ナビ」
などで運行情報をお知らせしています。また、「KEIO…MOBILE…
NEWS」から事前にご登録いただいたお客様の携帯電話へ、最
新の列車の遅延情報などをメールでお知らせする他、Twitterの
公式アカウントでもお知らせしています。

 駅・車内での情報提供 
…お客さま案内ディスプレイ
　通常時は電車の発車案内などを表示するほか、事故や災害な
どで列車の運行に支障が発生したときには、支障区間や振替輸
送経路などを、視覚的に分かりやすく表示する「お客さま案内ディ
スプレイ」を全駅の改札口付近に設置しています。

…行先案内板
　列車の発車時刻や種別・行先・停車駅などを文字でお知らせす
る行先案内板を全駅に設置しています。

…駅ナンバリング
　沿線外からお越しのお客様にも当社線を分かりやすくご利用
いただけるよう、アルファベットと色で路線を示し、番号で駅名を
表示した駅ナンバリングをホーム駅名看板や路線図に導入して
います。

…サービススタッフ
　電車のご利用に不慣れなお客様や海外からお越しのお客様に
も安心してご利用いただけるよう、運賃や所要時間、乗り場や駅
周辺の施設などの案内を専門に行う「サービススタッフ」を新宿
駅、新線新宿駅、渋谷駅、吉祥寺駅に配置しています。

ホーム駅名看板 ナンバリング表示
（井の頭線・渋谷駅）

番線案内サイン

【通常時】

【異常時】 車内案内表示器（液晶画面）

京王アプリ通知イメージ Twitter公式アカウント
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…サポートタクシーサービスの充実
　「はぴママサポートタクシー」は、東京防災救急協会のマタニ
ティーサポート講習を受講した乗務員による、妊娠中のお出か
け、病院への送迎、乳児健診の外出時などでご利用いただける
送迎サービスです。「はぴチルサポートタクシー」は、小学生の学
習塾や習い事、学童保育への送迎時にご利用いただけます。

 グループの取り組み 
…バス
　京王電鉄バスグループおよび西東京バスは、2012年から路
線バス（高速・貸切を除く）の全車両がどなたも乗り降りしやすい
バリアフリー対応となっています。
　車体が傾斜し床面が下がり乗降しやすくなるニーリング機能
のあるノンステップバス970両をはじめ、リフト付きバス14両、ス
ロープ付きワンステップバス11両を導入しています。

…バス車内での公衆無線LANサービス
　京王電鉄バスグループでは路線バスの全車両で、西東京バ
スでは山間部を除く路線バス全車両で、公衆無線LANサービス
（Wi-Fi）がご利用いただけます。

※公衆無線LANサービスの提供会社はエリアによって異なります。

…ホテル
　京王プラザホテルでは、聴覚障がいのあるお客様とより円滑に
コミュニケーションを図るために、タブレット端末を用いた音声の
文字変換システムと、遠隔手話サービスを2016年5月に導入し
ました。これによりフロントと客室間のお問い合わせなどに、文字
や手話でスムーズに対応できるようになりました。また、従来から
行っていた筆談でのコミュニケーションも、タブレット端末の導入
で、より迅速に行えるようになりました。

ノンステップバス（ニーリングタイプ）

遠隔手話サービス

　2016年7月、「はぴママサポートタクシー」登録のお客様
が病院に向かうタクシー車両内で出産された際、担当乗務
員が救急車の到着までお客様本人や出産直後の赤ちゃん
を介抱したことで、東京消防庁から消防総監感謝状を贈ら
れました。

……京王自動車町田営業所の乗務員に東京消防庁
が感謝状を授与

topics

京王自動車 町田営業所

山下 成佳

　妊娠中のお客様をご自宅から病院までお送りさ
せていただく「はぴママサポートタクシー」の運転手
として、東京防災救急協会のマタニティサポート講
習を受講しております。車内での出産時は、講習を
思い出し、赤ちゃんの体を拭いてくるみ、お母様にお
声掛けをしながら救急隊の到着を待ちました。生ま
れた赤ちゃんを見た時は頭が一瞬真っ白になりまし
たが、赤ちゃんが泣き声をあげ、体を動かしたときは
とても安心しました。
　今後も、妊娠中の方の検診や陣痛時にも安心して
ご利用いただけるよう、一生懸命務めてまいります。
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 積極的な広聴活動 
…京王お客さまセンター
　当社では「京王お客さまセンター」を設け、電話やメール、手紙
などによりお客様からのご意見・ご要望をいただいています。
　2016年度はご指摘、お褒めの言葉などあわせて28,975件の
声を頂戴し、うち24,445件は鉄道に関するものでした。いただい
た声に対しては、速やかに回答しているほか、担当部署において
サービス向上や従業員教育に活用しています。

電話 042-357-6161
受付時間 9：00〜19：00年中無休 （年末年始を除く）

…車内温度に関するご意見・ご要望
　京王お客さまセンターに寄せられるご意見・ご要望の中で多
いものの一つに、列車内の温度に関するものがあります。ホーム
ページからの専用投稿フォームをご用意し、ご乗車時の詳細な状
況を伺うことで、適切な温度管理に活用しています。

当社では京王ニュース内で、「お客様の声」のコーナーを設け、お客様の声を反映した事例などの紹介を行っています。

…お客様満足度調査
　当社では、電車の運行・ダイヤや、係員・駅施設のサービスレベ
ルなどについて、お客様満足度調査を定期的に行っています。京
王お客さまセンターには寄せられない、潜在的なご意見を伺うこと
で、遅延時の運行情報の適切な提供、より便利なダイヤの設定や
トイレの快適性向上など、問題点の把握と改善に努めています。

…お客様の声（2016年度）

鉄道サービス
16,783件

鉄道施設・車両
2,782件

鉄道ダイヤ
4,880件

グループ会社
1,314件

そのほか　
3,216件

端の座席には仕切り板を設置しています。
　順次実施している車両のリニューアル工事にあわせて、端の座席
に仕切り板の設置を進めています。また、手すりやつり革を握りやす
い形状に変更しているほか、車いす・ベビーカースペースを増設する
など、お客様の利便性向上に努めています。（2016年12月号掲載）

2016年９月のダイヤ改正で、17：30以降に新線新宿発の急行系列車（京王線方面）が
全て10両編成になり、混雑が緩和されました。（2016年10月号掲載）

主要施設までの地図をつくりました。
　お客様からのお問い合わせが多い、京王線沿線の主要施設を記
載した「駅周辺案内地図」をつくりました。目的地への円滑なアクセ
スをお手伝いしますので、お困りの際は、駅の有人窓口までお越しく
ださい。（2016年11月号掲載）

改善活動事例のご紹介

改善しました

改善しました

改善しました

「端の席に座っている
と、もたれてくる人の
荷物が当たり快適に
過ごせないことがあ
ります。」

「夕方に都営新宿線
方面から桜上水に帰
宅する際、混雑してい
て窮屈です。」

「待ち合わせまでの地
図を家に忘れてしま
いました。目的地まで
の道のりを教えてく
ださい。」

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

お客様の
声

お客様の
声

お客様の
声

お客様との対話

お問合せ
28,975件
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 その他のコミュニケーション 
…街はぴ
　各駅の周辺ショップ・イベントや、ライターがオススメするクチコ
ミ情報などをお届けする沿線情報サイト「街はぴ」は、地域の皆様
がコミュニケーションを取りあえるサイトです。

…facebook（けい太くん、プラットガール）
　当社キャラクター「けい太くん」や「プラットガール」による事業
情報、沿線情報の発信をしています。

…交通教室
　当社、京王電鉄バスグループ、西東京バスでは、地域の学校
施設に伺い、交通教室を開催しています。安全な電車・バスの
利用の仕方や利用マナーについて、社員が動画などを利用して
分かりやすく授業を行っています。動画は京王ホームページや
YouTubeなどで公開しています。

   ホームページや冊子における 
多言語案内

…ホームページ
　京王ホームページでは、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁體
字）、韓国語、フランス語での情報案内をしています。電車のご案
内をはじめ、IR・企業情報、沿線情報などを掲載しています。

…各種案内パンフレット・チラシ
　外国人のお客様に人気の高い高尾山へのお得なきっぷの案
内・買い方を説明した冊子や、高尾山の登山コースの紹介などの
楽しみ方を解説する冊子、また京王沿線の観光スポットを紹介す
る冊子などを制作・配布しています。

高尾山ガイドブック
（日本語・英語）

沿線情報誌（英語・中国語・タイ語）

英語版ホームページ

街はぴ

プラットガールfacebook

授業の様子

けい太くん安全・マナー教室ビデオ
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 暮らしのお手伝い・健康促進 
　子育て世代からシニア世代まで家族みんなの生活にゆとりを
届ける生活サポートサービスの提供を行っています。

…京王ほっとネットワーク
●…家事のお手伝い
　水まわりのお掃除やお洗濯などの家事全般を、経験豊かなス
タッフがお手伝いします。
　ひどい汚れや手の届かない場所は、ハウスクリーニング専門の
協力会社をご紹介します。

●…暮らしのいろいろレンタルDEAR…STYLE
　必要な期間、使う分だけベビー用品やトラベル用品、新生活家
電セットをお手軽にレンタルすることができ、…「買う前にちょっと
試してみたい」というニーズにこたえます。

●…お買いものサポート
　お買い上げの商品をその日のうちにご自宅までお届けする当
日宅配を一部の京王ストア・キッチンコートで提供するほか、多摩
ニュータウン地域や日野市平山地域を巡回する移動販売を行っ
ています。

　京王グループでは、…「住んでもらえる、選んでもらえる沿線」を
目指し、幅広い世代の方々が生活しやすくなるよう、ライフスタイ
ルに応じたサービスをお届けしてまいります。

 子育て支援の取り組み 
　妊娠・出産から子育て、働きたいお母さんへのサポートまで幅
広いサービスを提供して、子供たちを健やかに育みながら子育て
しやすい環境づくりをしています。

…京王キッズプラッツ
　東京都認証保育所・認可保育所「京王キッズプラッツ」は、家庭
的な雰囲気の中、お子様一人ひとりの発達や気持ちに寄り添い、
豊かな成長をサポートします。

…事業所内保育所「サクラさーくる」
　2016年10月から多摩市の認可基準に基づく地域型事業所
内保育所として、地域のお子様の受け入れを行っています。

京王キッズプラッツ

事業所内保育所「サクラさーくる」

「家事のお手伝い」の様子

「移動販売」の様子

多世代が生活しやすい沿線づくり
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●…住まいのリフォーム
　網戸張り替えなどの小修繕、給湯器交換や外壁塗装のほか、ラ
イフスタイルにあわせたリフォームまで、住まいのことなら何でも
ご相談いただけます。

●…空き家巡回
　居住していない住居を定期巡回し、郵便物や施錠の確認、通
水・換気や簡易清掃などを行い、写真付きでご報告します。
　少子高齢化が進む中、安心して暮らせる街並みを維持します。

●…セルフ健康チェックサービス
　沿線の方が、駅やショッピングセンターなどで手軽に健康
チェックができる「京王・ケアプロ…ヘルスケアキャラバン」を行い、
日頃健康チェックをする機会が少ない方の健康管理を支援して
います。

 地域高齢者を支える事業 
　多様化するライフスタイルにあわせシニア向け住居の充実を
図っています。シニア世代の不安・不便の解消とアクティブライフ
のサポートを行うことで、安心・安全・快適な住まいを提供します。

…介護付有料老人ホーム「アリスタージュ経堂」
　バリアフリーの居室と魅力的な共用空間を有するシニアレジデ
ンスで、ご入居者の身体の状況に応じて、生活サポートサービス
や介護サービスなどさまざまなサービスを提供しています。

……サービス付き高齢者向け住宅「スマイラス聖蹟桜ヶ丘」
　快適な住み心地にこだわったバリアフリー仕様の居室と２４時
間３６５日の有人管理により、自立した生活が送れるシニアの自由
で安心な暮らしをサポートします。また、周辺地域の方もご利用い
ただける在宅介護・看護サービスの拠点や、医療・介護の総合相
談窓口も設置しています。ご希望があった際には至近の介護付
有料老人ホームに優先入居することができます。

アリスタージュ経堂

スマイラス聖蹟桜ヶ丘

スマイラス聖蹟桜ヶ丘内ライブラリーの様子

住まいのリフォーム＋高幡店

住まいのリフォーム（外壁塗装）の施工例
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…京王キッズおしごと隊
　京王グループでの職業体験を通して、自分の将来の職業につ
いて考え、社会の仕組みを知るとともに、京王グループへの理解
を深めていただくことを目的とするプログラムで、2009年から
実施しています。

　京王沿線には、今も息づく自然と、それらに育まれてきた歴史や、人々の営みによ
る独自の文化がかたちづくられています。
　沿線地域にある多様で豊かな文化資産を沿線の大学・団体などとの連携により、
皆様とともに見つめ直し、ともに楽しむことを京王沿線のくらしへひろげる、学びプ
ログラム。それが、「京王アカデミープログラム」です。
　京王アカデミープログラムでは、沿線で過ごすお子様から大人まで幅広い世代に
向けて、「文化」（歴史・文学・音楽・美術・自然・科学など）・「教育」・「子育て」に関する
学びの機会を提案してまいります。
　ともに学び、ともに創り、ともに育つ。京王アカデミープログラムは、豊かな京王
沿線のくらしに向かう、新しい「学び」のかたちです。

　普段聞けないことが聞けてう
れしかったです。電車を切ると
言っていてびっくりしました。体験
できて楽しかったです。車輪もよ
く見ると大きくて少し数字が書い
てありました。電車が持ち上げら
れた時、電車の裏が見られてうれ
しかったです。

　普段入ることのできない施設
で電車整備の仕組みを勉強する
ことができ、子どもにとっても私
にとっても良い体験になりまし
た。京王線はよく利用しますが、
より親しみを覚えることができま
した。良い機会を得ることができ
ました。ありがとうございました。

小学校3年生

「電車の整備のおしごとを知ろう！」参加者の声

保護者様

京王バスのおしごとを体験しよう！
（京王電鉄バスグループ）

スーパーのおしごとを体験しよう！
（京王ストア）

京王れーるランドで乗務員のおしごとを
体験しよう！（京王電鉄）

カメラマンになってスタジオで
撮影しよう！（京王エージェンシー）

電車の整備のおしごとを知ろう！
（京王電鉄）

百貨店でプレゼント包装をしよう！
（京王百貨店）

地域社会への貢献

 文化・教育・子育て支援イベント　京王アカデミープログラム 
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…親子で楽しむ能・狂言体験教室
　都内で唯一現存する屋敷内能舞台である初台の「代々木能舞
台」を会場に、日本の伝統文化である「能・狂言」を親子で楽しみ
ながら体験するプログラムを実施しました。

…髙尾山峰中修行体験合宿
　子供たちが座禅、法話、写経、水行など、髙尾山薬王院の修
行体験を通して、「新しい友達をつくる」「自然に触れて自然を大
切にする」「心に残る思い出をつくる」ことを目的としています。
1970年から2016年までに44回実施しています。

…子育てサロン…～感性を育む砂絵アート～
　親子で気軽に楽しむアート体験を通じて、手を使ったいろいろ
な感触や、鉛筆やクレヨンのお絵かきとは異なる体験をすること
でお子様の感覚を刺激し、繊細な感性を養うプログラムを実施し
ました。

……沿線めぐり「歴史と文化をはぐぐむ吉祥寺・井の頭公園…
～開園100周年を迎える井の頭恩賜公園の昔と今を…
学ぶ～」
　2017年５月に開園１００周年を迎えた井の頭恩賜公園にちな
み、地域の歴史や文化に触れ、同公園や吉祥寺の魅力を再発見
するプログラムを行いました。

…講演会「世界に誇る日本の伝統文化～花火～」
　府中市の日本を代表する花火製造会社…丸玉屋小勝煙火店社
長・小

お

勝
がつ

一
もと

弘
ひろ

氏と、江戸文化に造詣の深い落語家・林家正蔵氏に
よる対談形式の講演会を実施し、日本の伝統文化である「花火」
について学ぶプログラムを実施しました。

親子で楽しむ
能・狂言体験教室

沿線めぐり

座禅

子育てサロン

講演会

　髙尾山峰中修行体験合宿の歴史は約半世紀にわたり、初
期から参画しております。参加する小学生は、高尾山の豊か
な自然の中で行うレクリエーション活動や護摩・座禅・写経・
滝修行を通して、自分自身や周りの友だちと向き合います。そ
の中で、普段の生活では得ることができない多くの気づきを
得て、心を豊かに育むことができます。大変貴重な精神修養
を体験することができるこの合宿が、是非今後も継続され多
くの子供たちの学びの場となり続けることを願っております。

精神修養の体験が
心を豊かに育みます

露﨑 謙治 様
髙尾山峰中修行体験合宿 町田市レクリエーション連盟 専門指導員

VOICE
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 スポーツ振興・チャリティ・産学連携 
…スポーツ振興
　テニス、サッカー、バスケットボール、軟式野球など、沿線地域
で開催されるスポーツイベントに協賛しています。地域の皆様の
健康な暮らしづくりを応援し、次世代を担う子供たちが心身とも
に健やかに成長するよう支援しています。

…京王駅伝フェスティバル
　2013年から味の素スタジアムで開催しています。駅伝だけで
なく、沿線で人気のキャラクターによる運動会や、沿線の学生・団
体によるパフォーマンス、鉄道イベントなども行っています。
　参加料の一部は、東日本大震災により被災した子供たちのた
めに、「東日本大震災みやぎこども育英募金」「いわての学び希望
基金」「東日本大震災ふくしまこども寄附金」へ引き続き寄付した
ほか、熊本地震の被災地の復旧・復興等のために寄付しました。

…京王音楽祭
　1994年から開始し、2016年で23回を数えました。京王駅伝
フェスティバルと同様に、入場料の一部を東日本大震災により被
災した子供たちや、熊本地震の被災地の復旧・復興等のために寄
付しました。

…多摩未来奨学金
　「学術・文化・産業ネットワーク多摩」が実施している「多摩未来
奨学金」プログラムに参加し、寄付金の提供、企業と学生の勉強
会開催などを通じ、地域の学生・将来の多摩を支える学生の支援
を行っています。

……東洋大学と連携した「三つ星日本アルプスライン旅行…
プランづくりプロジェクト」
　新宿から信州・飛騨を対象とした広域観光ルート「三つ星日本
アルプスライン」（58ページ参照）をめぐる旅行プランのアイデア
について東洋大学国際観光学部に所属する学生独自の視点で
企画・提案してもらうプロジェクトを行い、2017年7月に成果発
表会を開催しました。

京王音楽祭

京王駅伝フェスティバル

京王少年少女サッカーフェスティバル

第33回京王電鉄杯10大学バスケットボール・チャリティマッチ

成果発表会の様子

「多摩未来奨学金」プログラム
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高尾の森わくわくビレッジ

 沿線自治体との連携 
…コミュニティバス
　東京都内では、地方自治体が中心となって、コミュニティバス路線を開設しています。京王電鉄バスグループと
西東京バスは、利便性の高い街づくりに貢献するため、以下のバス路線を受託・運行しています。

…PFI事業
　PFIとは公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金や
ノウハウを活用することにより、公共サービスの提供を行う事業
手法です。
　東京都のPFI事業として多摩地域ユース・プラザ整備等事業を

京王ユース・プラザが受託し、都立高校を改修、2005年に高尾の
森わくわくビレッジを開館しました。その後2015年には、多摩地
域ユース・プラザ運営等事業を受託し、引き続き施設の運営およ
び維持管理業務を実施しています。

■ コミュニティバスの運行受託状況

■ P43 コミュニティバスマップ （カラー1）

それぞれのバスのカラーや模様をつけ、差別化

各運行範囲を示し、分布を明確に

新宿

府中

高幡不動

北野

京王八王子

橋本

調布

明大前

渋谷

高尾山口

吉祥寺

井の頭線

相模原線

高尾線

京王線

小田急線

J
R
青
梅
線

JR中央線

JR五日市線

JR八高線

JR横浜線

JR南武線

JR山手線
はむらん4

11

8
1

9

2

7 6

3

13

5 12

10

名称 行政 運行 開始年月
① 日野市ミニバス 日野市 京王電鉄バス 1986年… 8月
② 多摩市ミニバス 多摩市 京王バス南 1997年…11月
③ 調布市ミニバス 調布市 京王バス東 2000年… 3月
④ るのバス あきる野市 西東京バス 2000年…10月
⑤ すぎ丸 杉並区 京王バス東 2000年…11月
⑥ CoCoバス 小金井市 京王バス中央 2003年… 3月
⑦ ぶんバス 国分寺市 京王バス中央 2003年… 3月

名称 行政 運行 開始年月
⑧ はちバス 八王子市 西東京バス 2003年… 3月
⑨ ちゅうバス 府中市 京王バス中央 2003年…12月
⑩ ハチ公バス 渋谷区 京王バス東 2004年… 9月
⑪ はむらん 羽村市 西東京バス 2005年… 5月
⑫ 新宿WEバス 新宿区 京王バス東 2009年… 9月
⑬ みたかシティバス 三鷹市 京王バス東 2012年… 3月

物件名 開業年月 主な業務活動
高尾の森わくわくビレッジ 2005年… 4月 運営全般・施設維持管理など
杉並公会堂 2006年… 6月 施設維持管理・イベントなどの企画運営
ルミエール府中 2007年…12月 施設維持管理・窓口運営
東京地方・家庭裁判所立川支部 2009年… 3月 施設維持管理
稲城市立iプラザ 2009年…10月 施設維持管理

地域社会・行政との連携
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 中部地方の自治体との連携 
　中央道の高速バスエリアの関係自治体や事業者と連携して、
新たな広域観光ルートづくりや高速バスのフリーきっぷ（企画乗
車券）の販売、新宿の観光案内所を活用した観光情報の提供等
を行うことで、地域の魅力を高め、地域活性化に貢献しています。

…中部地方インフォメーションプラザin京王新宿
　2016年7月、多くの訪日外国人が来訪する新宿駅の「京王
モール」内に中部地方の自治体等が集結した観光案内所を開業
しました。
　この観光案内所を「中央道を主体とした広域観光ルート（三つ
星日本アルプスライン）」の拠点として、岐阜県・長野県・山梨県の
自治体等と連携し観光情報を発信するとともに、お得に中部・北
陸地方へ旅行ができる高速バス乗車券や旅行商品の販売などを
行っています。

……三つ星日本アルプスライン…
（英語名：Three-Star…Japan…Alps…Line）
　中央道を主体に高速バスや地域の路線バスを使って新宿と中
部地方を旅行することができる広域の観光ルートを「三つ星日本
アルプスライン」と名付け、地域の観光産業の活性化に貢献して
います。

…ホームページ、Facebook
　中部地方インフォメーションプラザin京王新宿のホームペー
ジでは、日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁體字）で、
Facebookでは、日本語、英語、中国語（繁體字）での情報案内を
しています。中部地方のおすすめエリアの観光スポット情報やイベ
ント情報、高速バスのお得なきっぷの情報などを発信しています。

…里地里山
　京王沿線の里地里山の風景や自然の素晴らしさを知ってい
ただく目的で発行している冊子「里地里山を歩こう」…について、
2016年度は飛騨地方の散策マップを加えて紹介しています。…　
高山市丹生川支所、飛騨市役所、下呂市役所にコースの選定な
どについてご協力いただき、それぞれの環境保全活動について
も紹介しています。

北陸新幹線ルート

ゴールデンルート

Three-Star Japan Alps Line

富山 白馬

新宿

松本
高山

名古屋

富士山

上高地
白川郷

金沢

（三つ星日本アルプスライン）

中部地方インフォメーションプラザin京王新宿

里地里山を歩こう冊子

三つ星日本アルプスライン

　広域観光ルートにより交通の利便性が向上しただけでなく、
「中部地方インフォメーションプラザｉｎ京王新宿」の開設に
より飛騨地方の旬で魅力満載な最新情報をご紹介いただく
ことができ、中部地方と首都圏を結ぶ繋がりが強くなったと
感じています。
　また、「里地里山を歩こう」の冊子では、住民も気づいてい
なかった飛騨の原風景を散策するコースを再発見していただ
き、自慢の風景を守る活動への励みになりました。
　今後も、海外からのお客様がストレスを感じることなく日本
の観光を楽しんでいただけるよう、より多くの情報のご案内
をお願いします。

協力して
飛騨地方の魅力を

伝えていきます

高原 恵理 様
高山市 商工観光部長

VOICE
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人材の活用と働きやすい職場づくり

 多様な人材雇用 
…公正な採用方針
　京王グループは、公正採用選考人権啓発推進員制度（厚生労
働省）、採用選考に関する企業の倫理憲章（日本経団連）に基づ
いた採用活動を行っています。

…人材・雇用に関するデータ

 働きやすい職場環境づくり 
…働きやすい職場環境づくりに向けた調査の実施
　当社では2011年から社員一人ひとりが主体的に働きやすい
職場環境づくりをするために、紙およびWEBを使用した無記名
式アンケートによる「従業員意識調査」を実施しています。
　2016年に実施した調査では、対象2,779名のうち96.4％か
ら回答があり、従業員の満足度は概ね良好な結果が得られまし
た。調査結果は、社内報を通じて公表し、課題の共有を図ってい
ます。

…年休の取得率向上に向けて
　「計画的な年次有給休暇の取得推奨」「年次有給休暇の半日単
位付与」などにより休暇の取得を推進しており、2016年度の年
次有給休暇の取得率は80.8％となっています。

…柔軟な働き方の実現
　本社勤務者等を対象として、「フレックスタイム制度」を導入し
ています。
　また、新宿と調布に「サテライトオフィス」を整備しています。こ
れにより、外出先と本社間の移動に要していた時間を短縮でき、…
業務の効率化による生産性の向上、育児・介護に携わる社員の勤
務時間確保などにつながります。

 社員のキャリア支援 
…さまざまなキャリア支援制度の整備
　自らのキャリアを自身で変革する機会を提供することを目的と
して、人材公募制度である「キャリアチャレンジ制度」を導入して
います。
　また、当社では得られない経験・スキルの習得や、自社とは異な
る環境に身を置くことによる自律心や忍耐力の体得を目的とし、
グループ外の企業に一定期間社員を派遣する「武者修行制度」を
導入しています。
　その他、非正規社員から正社員への登用制度、有期雇用の非
正規社員を無期雇用へと変更する制度を整備しています。

■ 従業員数、平均年齢
従業員数（人） 平均年齢（歳）

2012年度 2,370… 40.0…
2013年度 2,385 40.2…
2014年度 2,416 40.3…
2015年度 2,447 40.2…
2016年度 2,497 40.3…

■ 月ごとの平均所定外労働時間（正社員対象）
男性 女性

2012年度（2012/8～2013/7） 32.3 20.6
2013年度（2013/8～2014/7） 31.5 20.6
2014年度（2014/8～2015/7） 29.5 17.9
2015年度（2015/8～2016/7） 30.0 19.8
2016年度（2016/8～2017/7） 27.4 17.3

■ 平均勤続年数
男性 18年1カ月
女性 10年11カ月

新宿サテライトオフィス

適正な労働時間管理や当社諸制度に関する説明を行う様子



安 全 報 告 社 会 性 報 告 環 境 報 告

60 京王電鉄株式会社

 ダイバーシティ・マネジメントの推進 
…女性の活躍
　2017年3月末における、グループ会社への出向を含む当社女
性社員は207名、管理職は36名となっています。
　鉄道事業の現場から海外まで多種多様な事業領域でのジョブ
ローテーションを経験する中で、自ら新たな道を切り拓ける人材
が活躍しています。
　また、従来男性中心だった職場においても女性が活躍してお
り、グループ会社社長や、2014年6月からは北村敬子氏が社外
監査役として選任され就任しているほか、2016年7月には初の
女性現業長が誕生しました。

…外国籍の方の採用
　京王グループの事業領域拡大を目指し、成長市場である新興
国への進出を検討・推進しており、中国・上海におけるカレーレス
トランの開業、訪日外国人向けの観光案内所の運営などの事業
を行っています。海外関連事業の拡大に伴い、外国人の総合職社
員を採用しており、現在3名が活躍しています。

■  グループ会社への出向を含む当社女性正社員と 
女性管理職の推移（休職者を除く）

女性の課長級以上の管理職
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■ 女性役員数の推移（京王グループ）
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　東京の大学院に通っていた際に、大学のキャリア支援セン
ターで京王電鉄の外国人総合職社員募集の情報を知りまし
た。京王グループが海外へ事業領域拡大を推進していく姿勢
に興味を持ち入社しました。
　現在は、観光案内所の運営や海外旅行博出展、メディア発
信等を通して、京王グループのサービスを海外のお客様に紹
介する仕事に携わっています。風通しの良い職場で、積極的に
アイデアを出し合い新しい企画を立ち上げることができ、日々
やりがいを感じています。
　今後も、海外のお客様の視点に立ち、京王グループのサー
ビスや日本の魅力を世界に発信していきたいです。

日本の魅力を世界に
発信していきます

蔡 静
海外戦略部 総括担当

VOICE

■ 女性社員の活躍推進に向けた目標設定
　2016年4月1日から施行された「女性活躍推進法」に関する
取り組みとして、当社は行動計画において、女性の課長級以上
の管理職人数を2021年3月までに2016年4月と比較して5
割増とする数値目標を設定しました。

目標達成のために
①「ダイバーシティ推進担当」の新設
②…女性総合職の新卒採用人数を総合職新卒採用人数全体の
３０％以上とする
③…仕事と家庭の両立をさらに充実すべく、より働きやすい職場を
目指し、諸制度の見直しおよび新設を検討・実施する

■ 管理職における女性人数と比率（当社）
管理職総数（人） うち女性（人） 女性比率（%）

2012年度 297 15 5.1
2013年度 295 16 5.4
2014年度 300 12 4.0
2015年度 314 16 5.1
2016年度 328 23 7.0

■ 採用した社員（新卒・総合職）のうち女性の占める割合
2013年度入社 23.5%…（17人中4人）
2014年度入社 26.3%…（19人中5人）
2015年度入社 15.8%…（19人中3人）
2016年度入社 23.8%…（21人中5人）
2017年度入社 42.1％（19人中8人）



KEIO SOCIAL REPORT

61安全・社会・環境報告書 2017 CSRレポート

…高齢者再雇用
　高齢者などの雇用の安定などに関する法律の2度の改正に対
応して、当社は定年退職した社員を再雇用する「継続雇用制度」
を2006年に創設し、2013年に再構築しました。2017年3月現
在、継続雇用社員は221名となっています。

…仕事・育児・介護の両立支援
　子供を養育し、引き続き勤務する意思のある社員が育児に専念
するために、子どもが満1歳に達して以降最初の4月15日まで休
職できる制度を設けています。また、育児をしながら勤務する社員
に対して、超過勤務を命じないことや、終業時間の短縮などに関
する措置（最長で小学校4年まで）についても定めています。
　その他、育児・介護が理由で退職した社員を対象とした再入社
制度を整備するなど、育児期・介護期について多様な働き方を選
ぶことができる環境を用意しています。
　鉄道事業の現業職場は、職場によっては泊まり勤務であるとい
う特性を抱えていますが、育児との両立を実現するため、駅係員
と乗務員の勤務ダイヤに日勤ダイヤを設定し、出産前と同じ仕事
を続けることを可能にしています。

…障がい者雇用
　2004年に特例子会社「京王シンシアスタッフ」を設立しまし
た。2006年からは、関係会社特例認定を取得し、京王グループ
全体の障がい者雇用も拡大しています。2016年度では、当社お
よび関係会社特例認定を取得した京王グループ9社を含めた障
がい者雇用率は2.6%（181名）となり、社内施設の清掃業務、名
刺作成、事務補助作業などに従事しています。当社では、2016
年度から「障害者相談窓口」を設置しています。

■ 育児休業取得者数・育児休業復帰率
取得者数（人） うち男性（人） 復帰率（％）

2012年度 25 0 90.9
2013年度 30 1 100.0
2014年度 33 1 91.7
2015年度 28 4 95.7
2016年度 29 4 100.0

■ 両立支援セミナー
テーマ 対象者

2015年度
上司によるワークライフバランス実現
セミナー
～育児社員の上司としての役割編～

当社管理職
グループ会社…
管理職

2016年度 仕事と介護の両立をするために
～介護への備え、介護のポイント～

当社管理職
グループ会社…
管理職など

■ 障がい者雇用と雇用割合
…障がい者数（人）※ …実雇用率（％）※

2012年度 137 2.1
2013年度 159 2.4
2014年度 163 2.4
2015年度 170 2.5
2016年度 181 2.6

※障がい者雇用促進法に定める計算方法に基づく

■ 継続雇用者総数と再雇用割合
継続雇用者総数（人） 再雇用割合（％）※

2012年度 179 56.1
2013年度 180 60.0
2014年度 191 92.3
2015年度 202 72.6
2016年度 221 86.4

※該当年度における継続雇用者数／定年退職者数

…ダイバーシティ・マネジメントと推進体制

topics

人事部 ダイバーシティ推進担当

河本 美菜子

　私自身、育児をしながら働いていますが、出産前
とは働き方が大きく変わりました。しかし、事業所内
保育所やフレックスタイム制度を活用し、上司・同僚
の理解と協力を得て両立する中で、育児中も働きや
すい職場だと実感しています。また、社内には育児と
両立している社員も多く、女性が活躍していける会
社だと感じています。
　ダイバーシティ推進担当では、多様な人材の能力
を最大限引き出し、全従業員が生き生きと働くこと
ができる職場環境の実現を目指しています。自身の
経験を活かすとともに、多くの社員の声を取り入れ
ながら、社員一人ひとりにとってより働きやすい環境
となるよう取り組んでいきたいです。

　社員一人ひとりが最大限能力を発揮できるよう、ワーク
ライフバランスを意識した職場環境の整備等の取り組みを
推進すべく、2017年6月に「ダ
イバーシティ推進担当」を人事
部に新設し、ダイバーシティ・マ
ネジメントを推進しています。
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 人権・労働安全衛生 
…人権・労働に対する基本的な考え方
　京王グループは、京王グループ行動規範に基づき、人権研修を
実施するなど働きやすい職場づくりを目指しています。

…ハラスメント防止
　京王グループ各社では、ハラスメント防止のために研修を実施
するとともに、相談窓口も設置しています。

…労働安全衛生委員会
　当社では、「安全・衛生のひろば」を定期的に開催しているほ
か、安全衛生概況や安全衛生委員会の活動状況などについて社
内掲示板を活用し、周知しています。

医師による面談

人権研修

安全・衛生のひろば

…衛生講演会を開催
　当社では、定期的に衛生講演会を開催し、診療所の産業医およ
び医療スタッフが、健康に関する講演を行っています。

…メンタルヘルスケア
　当社では1997年から社員のメンタルヘルス調査を実施してい
ますが、2016年からは法令に基づきストレスチェック制度を導入
しました。
　社員本人へは自分のストレス状態を通知し、職場長には組織に
ついての現状分析を報告しています。また、高ストレスと判断され
た社員に対しては産業医との面談を促し、専門医による相談窓口
も設置しています。このほかにも産業医によるセミナーの開催な
ど、自分自身による気づきと対処、職場における支援に役立つよ
う、保健師や精神科医とともにメンタルヘルスケアを進めます。

セクハラ防止ポスター
　長時間労働抑制や職場環境向上のための諸施策を実施
したことなどにより、当社は経済産業省から「健康経営優良
法人」（ホワイト500）の認定を受けました。

…「健康経営優良法人2017」に認定

topics
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●…証券アナリスト向け
　実際の物件を見学することで事業内容の理解を深めていただ
くことを目的に、2017年8月、商業施設「トリエ京王調布」の見学
会を開催しました。

 取引先等との関係 
　京王電鉄行動基準において、一般的なビジネス慣習に則り、公
正な取引関係を築くことに努め、相互に利益を享受できる関係を
つくるよう定めています。

木育イメージ 体育イメージ 知育イメージ

　京王の電車・バス開業100周年を記念して2013年に開業し
た京王れーるランドに続き、2018年春に新たなお子様向けの
全天候型の遊戯施設を開業します。この施設は、木のおもちゃな
どに触れ合うことで木材や環境への理解を深める「木育」、体を
使って楽しむ「体育」、自分で考えてさまざまなものを作り出し学ぶ
「知育」の三要素が楽しめる、国内では大型の施設です。「体育」

エリアには大型ネット遊具、2階には、テラス席を併設したレスト
ランや、屋内の常設としては珍しいミニ機関車を設置するなど、
親子でお楽しみいただけます。そのほか、地域に根差した取り組
みとして、内装材の一部には多摩産の木材を使用します。このエ
リアが子育てファミリーを中心にさらにお楽しみいただけるエリ
アとなるよう、魅力向上・活性化を図ります。

 株主・投資家の皆様との対話 
……ディスクロージャー・ポリシーに基づいた…
適時適切な情報開示
　株主・投資家の皆様への情報開示を行うにあたっての基本的
な考え方として、2006年4月に「ディスクロージャー・ポリシー」を
制定し、本ポリシーに掲げる内容の実現を図るため、ディスクロー
ジャー委員会を設置しました。ディスクロージャー委員会は、四
半期ごとの業績開示にあわせて開催し、決算資料の内容確認を
行っています。
　情報開示の具体例としては四半期ごとの業績開示をはじめ、
年2回の決算説明会の開催、インベスターズガイド「けいおう」な
どの発行を通じて、財務や株式、営業の概況に関する情報を積極
的に開示しています。これらの開示資料やニュースリリースなど
については、ホームページ上でも公表するなど、個人投資家の皆
様にも分かりやすい情報開示に努めています。

…施設見学会
　当社および京王グループへの理解を深めていただくため、施
設見学会を開催しています。

●…個人株主向け
　2016年8月に、「高尾山口駅と周辺施設」および「鉄道教習所・
京王資料館」の見学会を開催しました。

高尾山口駅の見学

鉄道教習所…
（車掌体験）

京王グループ・ディスクロージャー・ポリシー
www.keio.co.jp/company/stockholder/disclosure/

株主・投資家・取引先等への取り組み

今後の取り組み…～多摩動物公園エリアの魅力向上～


