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常務取締役
（経営統括本部長）

人々の暮らしに寄り添い、沿線地域の
持続的な発展の実現に取り組んでいます

　京王グループは、京王グループ理念のもと、鉄道、バスをはじめとして、利便
性が高く快適と感じられる生活サービスを提供することで、沿線地域が将来に
わたって発展し、「住んでもらえる、選んでもらえる」街づくりを進めています。
　具体的には、本年2月、長距離利用のお客様の着席ニーズにお応えし、有料
座席指定列車「京王ライナー」の運行を開始したほか、3月には、多摩動物公
園駅前に「京王あそびの森 HUGHUG」を開業し、周辺を親子で楽しめる新た
なレジャーエリア「キッズパークたまどう」として活性化を進めています。この
ほか、「京王ほっとネットワーク」における移動販売の拡充など、生活サポート
サービスの充実を推進しています。
　地域社会との連携については、「京王アカデミープログラム」「京王音楽祭」

「京王駅伝フェスティバル」など、文化・スポーツ・教育・子育て支援を継続して
積極的に行っているほか、昨年9月から、岐阜県高山市との新たな経済交流と
して、高速バスのトランクを活用した「貨客混載」に取り組み、中央道の高速バ
スエリアの地域活性化への貢献を図っています。
　一方、京王グループで働く社員について、多様な人材が長期にわたって活
躍できる環境づくりを推進しており、ダイバーシティ・マネジメントの推進、キャ
リア支援など柔軟な働き方を可能とする仕組みづくりを行い、経済産業省か
ら2年連続で「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、様々なステークホルダーの皆さまのニーズにお応えし、地域社会と
ともに成長し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

伊藤 俊司

メッセージ

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
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
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　長距離利用のお客様の着席ニーズにお応えすることを目的
に、2018年2月から新宿発・橋本行、新宿発・京王八王子行で、
夜間時間帯に最速種別の列車として運行を開始しました。新宿
駅出発後の最初の停車駅は、橋本行が京王永山駅、京王八王子
行が府中駅で、それ以降は現行の特急停車駅となっています。平日は20時～0時台、土休日は17時～21時台
で、橋本行・京王八王子行各方面に１時間に１本ずつ、１日合計10本を運行し、ご好評いただいております。

　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「中部地方インフォメーション
プラザ in 京王新宿」を活用した観光情報の提供等を行うこと
で、地域活性化に貢献しています。
　2017年9月からは、岐阜県高山市との新たな経済交流とし
て、京王電鉄バスが濃飛乗合自動車（株）と共同運行する「飛騨
高山線」の高速バスのトランクを活用した「貨客混載」により、飛
騨高山の新鮮な野菜や旬な果物を東京へ輸送し、京王ストアが
運営する「キッチンコート永福町店」で販売する取り組みを始め
ました。

 有料の座席指定列車「京王ライナー」

  高速バスを利用した“貨客混載”による 
飛騨高山の農産物の販路拡大事業

topics

沿線のさらなる活性化を目指して

中央道の高速バスエリアの地域活性化

　“貨客混載”の取り組みにより、飛騨高山の農産物を東京で味わってもらえる機会ができま
した。東京のスーパーで私たちの農産物が受け入れられるか当初は不安でしたが、今ではファ
ンの方もいると聞いており、地元農家のステータスになっています。今後もファンを増やし出
荷量の拡大を目指すとともに、この事業を通してより多くの方に高山の魅力を伝え、訪れてい
ただくきっかけを生み出すことで、地元の活性化に貢献していきたいです。

あじかファミリー会 支配人 特産事業部長

上野　茂　

INTERVIEW

高速バスを利用した貨客混載

中部地方 インフォメーションプラザin京王新宿
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 駅サービスの向上

▶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、エス
カレーターは47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。

▶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、駅係員と通話ができるインターホンを全駅
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、「多機能トイ
レ」を67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、点字手すりを必要な駅すべてに設置しています。

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

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

多機能トイレ

お客様の利便性・快適性の向上
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▶ユニバーサルデザイン
　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。また、座席端部には仕切り板を設
置するなど、車内環境の整備を進めています。

▶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。

 車内サービスの向上

▶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、 「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しています。

▶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。

▶女性専用車
　2005年から平日朝間・夕間の時間帯で開始しました。　
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。

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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▶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、乗り
場、駅周辺施設などを案内するスタッフを、新宿駅、新線
新宿駅、渋谷駅、吉祥寺駅に配置しています。

▶外国語による情報提供
　駅構内の案内看板や車内・車外の案内表示器などで、
2カ国語（日・英）または4カ国語（日・英・中・韓）表記による
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、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無料
公衆無線LANサービス『KEIO FREE Wi-Fi』が京王線・
井の頭線の11駅でご利用いただけます。
　さらに、新型車両5000系の「KEIO TRAIN FREE 
Wi-Fi」サービスを提供しています。

 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
るディスプレイを、全駅の改札口付近に設置しています。
　また、一部のご案内については、英語表記でも行ってい
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
　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。

番線案内サイン 車内案内表示器（液晶画面）

ホーム駅名看板 ナンバリング表示
（井の頭線・渋谷駅）

【通常時】

【異常時】
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▶ホテル
　京王プラザホテルでは、労使共催チャリティイベント 

「ボランティア・プラザ」を開催しています。2017年8月の
ボランティア・プラザでは、チャリティバザーや補助犬のデ
モンストレーションに加え、「全日本盲導犬使用者の会」協
力のもと、京王電鉄駅係員やホテルスタッフが、駅やレスト
ランでの盲導犬ユーザーサポート体験を行いました。

▶レストラン
　レストラン京王が運営する「カレーショップC&C」の券
売機では、3カ国語（日・英・中）表記によるご案内を行って
います。また、一部店舗で、マレーシア政府のハラル認証※

を取得した商品を提供しています。
※イスラム教徒の戒律にのっとって調理された商品であることを証するシステム

 グループの取り組み

▶バス
　京王電鉄バスグループ・西東京バスは、路線バス（高速・
貸切を除く）の全車両がバリアフリー対応となっています。
車体が傾斜し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981両をはじめ、リフト付きバス10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。

▶サポートタクシーサービス
●民間救急タクシー「サポートCab」
　東京消防庁の救命講習を受講した乗務員が、緊急性が
低く症状の軽い患者を搬送する民間救急タクシーサービ
スです。一刻を争うような重症患者に少しでも早く救急
車を回す目的で導入しています。

●送迎サービス
　「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
中の外出時などにご利用いただけるサービスです。「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。

ニーリング機能付ノンステップバス

「ボランティア・プラザ」におけるサポート体験の様子

マタニティーサポート講習の様子 はぴママサポートタクシーロゴ

カレーショップC＆C 券売機
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 積極的な広聴活動

▶京王お客さまセンター
　お客様からのご意見・ご要望をいただいています。
　2017年度は36,823件の声を頂戴し、うち30,820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
　ご意見・ご要望が多い声の一つに、電車内の温度に関
するものがあります。ホームページ上に投稿フォームをご
用意し、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。

▶お客様の声（2017年度）

▶お客様満足度調査
　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、問題点の把握と改善に努めています。

鉄道サービス
20,563件

鉄道施設・車両
2,938件

鉄道ダイヤ
7,319件

グループ会社
1,421件

そのほか
4,582件

お問合せ
36,823件

お客様との対話

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。

2018年2月のダイヤ改正にあわせて時刻表も変更
し、色覚障がいをお持ちの方にも見やすいデザインに
改善しました。
　特急・準特急を白抜き文字にして、急行との違いを強調
しました。色覚障がいをお持ちの方が列車種別を判別でき
るようデザインを変更し、よりご利用いただきやすい鉄道
を目指しました。（2018年3月号掲載）

京王アプリが、鉄道3社の公式アプリと連携しました。
　2017年11月末から、JR東日本アプリ・東京メトロアプ
リ・東急線アプリとの連携を開始しました。各社線の列車走
行位置と時刻表などの情報をよりスムーズに確認できます。
（2018年5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

「視覚障がいを持ってい
ます。駅の時刻表の特急

を示す「赤」と、急行を示す
「緑」が区別しづらく困ってい
ます。」

「新宿駅・渋谷駅などター
ミナル駅で接続する他社

線の運行状況など、京王以外
の鉄道会社の情報も、京王ア
プリで確認できるようにして
ほしいです。」

お客様の
声

お客様の
声

4 9 13

9 134
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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・イベント情報について、地域の皆
様がコミュニケーションをとりあえる沿線情報サイト「街
はぴ」を運営しています。

▶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
　京王電鉄、京王電鉄バスグループ、西東京バスでは、
地域の学校施設を訪問し、電車・バスの安全な利用の仕
方やマナーについて動画などでわかりやすく授業を行っ
ています。動画の教材は、京王ホームページやYouTube
などでも公開しています。

  ホームページや冊子における 
多言語案内

▶ホームページ・Facebook
　京王ホームページでは、英語、中国語（簡体字・繁體
字）、韓国語、タイ語、フランス語での情報案内をしていま
す。また、2018年3月に中国語（繁體字）のFacebookを
開始し、訪日リピーターの多い台湾・香港のお客様により
タイムリーな沿線情報の提供を行っています。

▶各種案内パンフレット・動画
　京王電鉄では、外国人のお客様に京王沿線の観光ス
ポットを紹介する冊子や動画などを配布・公開していま
す。西東京バスでは、バスの乗降ポイントを英語、中国語、
韓国語で解説する動画を制作し、YouTubeで公開して
います。

西東京バス「バスの乗り方動画」

沿線情報誌（英語・中国語・タイ語）

沿線紹介動画
One Day Fun Day! Ride the Keio Line

中国語（繁體字）のFacebook

けい太くんFacebook

街はぴ

授業の様子

けい太くん安全・マナー教室ビデオ
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多世代が生活しやすい沿線づくり

 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様々なサービスを提
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の住戸と24
時間体制の有人管理により、シニアの自由で安心な暮ら
しをサポートします。また、地域の方の利用も可能な在宅
ケアサービスの拠点も併設しています。

　京王グループでは、 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

　子育て世代へ幅広いサービスを提供し、子育てしやす
い環境づくりを行っています。

▶京王キッズプラッツ
　認可保育所・東京都認証保育所「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」
　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も行っています。

スマイラス聖蹟桜ヶ丘

京王キッズプラッツ

アリスタージュ経堂

事業所内保育所「サクラさーくる」
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 暮らしのお手伝い・健康増進

　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
●移動販売
　沿線地域（多摩市内・日野市内・八王子市内など）にて
日常の買い物に不便なお客様を対象に移動販売を行って
います。

●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。

●住まいのリフォーム
　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。

▶京王メモリアル
　セレモニーホールの運営のほか、終活のお手伝いや相
続準備、葬儀に関する心配事等、沿線にお住まいのシニ
ア層やそのご家族の不安を解消するため、幅広いお手伝
いを行っています。

「家事のお手伝い」
の様子

終活相談の様子

「移動販売」の様子

　日常の買い物に不便を感じるご高齢の方が増えているこ
とを受け、多摩ニュータウンを中心に移動販売サービスを展
開しています。移動販売車に住民の方々が集まることで、地
域コミュニティーの活性化が起きていると感じています。販
売場所によっては、移動販売が終了した後もお客様同士談笑
していることも。ご利用いただいた方からは、「重いもの、かさ
ばるものが近くで買えて便利」「駅前まで行くのは大変なの
で助かる」といったお声をいただいています。

地域コミュニティーを
活性化していきます

坪井　悟
事業創造部 事業担当

VOICE
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▶2017年度実施イベント

　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。

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

実施イベント 対　象 内　容

教
　
育

京王キッズおしごと隊 小学生と保護者 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プログラム。（2009年から実施）

髙尾山峰中
修行体験合宿

小学3年～6年生 髙尾山薬王院での座禅、法話、写経、水行などを通して、自然の
中で学びながら心に残る思い出をつくるプログラム。（1970年
から45回実施）

親子で楽しむ
はじめての百人一首かるた

4歳～小学2年生
と保護者

漫画『ちはやふる』の舞台のひとつである府中市立片町文化セ
ンターを会場に、競技かるたの講義やデモンストレーション、初
心者の方でも楽しめる親子ペア対抗「源平戦」を体験するプロ
グラム。

高尾の森
親子森林体験スクール

小学4年～高校生
と保護者

裏高尾において植樹や下草刈りの体験、水生生物の観察などを
通じて、森の大切さを学ぶプログラム。（➡P.83）

親子でたのしく学ぶ
電車のしくみ

小学3年～6年生
と保護者

実験やクイズ等を用いて電車の仕組みを学び、電車や京王の環
境対策について理解を深めてもらうプログラム。

文
　
化

講演会
「明治維新150年
～激動の時代と人物を考える～」

大人向け 「西郷どん」と薩摩藩についての基調講演および、幕府、新選
組、薩摩藩、長州藩、土佐藩の専門家や研究家をパネリストに迎
えた明治維新と人物を考えるシンポジウムを実施。

沿線めぐり「『新国宝・白鳳仏と都内
屈指の古刹～深大寺～』～その歴史
と周辺の豊かな自然を巡り学ぶ～」

大人向け 2017年に国宝指定された「銅造釈迦如来像（白鳳仏）」にちなみ
深大寺や神代植物公園等周辺の魅力を再発見するプログラム。

子
育
て

子育てサロン
～音感・リズム感を育む、
　親子の体験音楽会～

4～6歳と保護者 桐朋学園大学と連携し、講師の多彩な演奏や、身近なものを
使って親子で作った打楽器による合奏を体験するプログラム。
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▶イベントの様子

●京王キッズおしごと隊

● 髙尾山 
峰中修行体験合宿

●講演会
　｢明治維新150年〜激動の時代と人物を考える〜」

●子育てサロン
　 〜音感・リズム感を育む、親子の体験音楽会〜

● 親子で楽しむはじめての 
百人一首かるた

● 親子で楽しく学ぶ 
電車のしくみ

● 沿線めぐり「『新国宝・白鳳仏と都内屈指の古刹〜深大
寺〜』〜その歴史と周辺の豊かな自然を巡り学ぶ〜」

　なかなか子どもと音楽を聴きにいく
ことができないので、私にとっても子ど
もにとっても良い体験でした。
　子どもも楽しそうに合奏に参加して
いました。本物の音楽に触れる・感じ
る・体験することができる貴重な機会
をありがとうございました。

子育てサロン参加者の声

保護者様
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 チャリティ・スポーツ振興・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、地域の
皆様の健康な暮らしづくりを応援しています。

▶京王駅伝フェスティバル
　2013年から、駅伝競技や親子ランのほか、キャラク
ターや学生・団体によるパフォーマンス、鉄道イベントなど
を味の素スタジアムにて実施しています。参加料の一部
は、「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」へ寄
付しています。

▶京王音楽祭
　1994年から24回実施しています。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
した子どもたちのために寄付しています。

▶地域行事への参加（八王子まつり）
　八王子まつりのイベント参加や、八王子まつり翌日の
清掃活動を2017年から実施しています。

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

京王電鉄杯10大学バスケットボール・チャリティマッチ

八王子まつり翌日の清掃活動の様子

　京王観光ではスポーツセールス専門の部署を設置し、中
央競技団体、プロスポーツ、トップリーグといった様々な団
体の遠征やイベント、国内・国際大会のオペレーションサ
ポートやスポンサードを行っています。
　また、「京王カップ高等学校女子バレーボール大会」や
「京王カップ2018マスターズ水泳大会」などのスポーツ大
会を主催し、取引先の協会、連盟、学校等と連携しながらス
ポーツ競技会の場を提供しています。2017年度にはス
ポーツ庁から「スポーツエールカンパニー」、東京都から「東
京都スポーツ推進企業」に認定されました。

  京王観光がスポーツ分野に関する2件の 
認定を受けました。

topics

〈スポーツエールカンパニー〉 〈東京都スポーツ推進企業〉
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 沿線自治体との連携

▶コミュニティバス
　東京都内では、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。

■ コミュニティバスの運行受託状況
名称 自治体 運行

① 日野市ミニバス 日野市 京王電鉄バス
② 多摩市ミニバス 多摩市 京王バス南
③ 調布市ミニバス 調布市 京王バス東
④ るのバス あきる野市 西東京バス
⑤ すぎ丸 杉並区 京王バス東
⑥ CoCoバス 小金井市 京王バス中央
⑦ ぶんバス 国分寺市 京王バス中央
⑧ はちバス 八王子市 西東京バス
⑨ ちゅうバス 府中市 京王バス中央
⑩ ハチ公バス 渋谷区 京王バス東
⑪ はむらん 羽村市 西東京バス
⑫ 新宿WEバス 新宿区 京王バス東
⑬ みたかシティバス 三鷹市 京王バス東

▶PFI事業
　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、閉校した都立高校
を改修して「高尾の森わくわくビレッジ」を開館し、施設の
運営、維持管理業務を行っ
ています。
※ PFI…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

■ PFI事業の受託状況
物件名 主な業務活動

高尾の森わくわくビレッジ 運営全般・施設維持管理など

杉並公会堂 施設維持管理・イベントなどの
企画運営

ルミエール府中 施設維持管理・窓口運営
東京地方・家庭裁判所立川支部 施設維持管理
稲城市立iプラザ 施設維持管理

地域社会・行政との連携

高尾の森わくわくビレッジ

▶指定管理
　京王グループでは、「武蔵野の森総合スポーツプラザ」
や、「高尾599ミュージアム」などの指定管理者として、 
自治体の施設などの管理・運営を行っています。

　2018年秋に、京王プラザホテル多摩2階にサテライトオ
フィス「KEIO BIZ PLAZA」を開業します。本施設は、東京
都の「サテライトオフィス設置等補助事業」の第一回採択事
業となりました。

 サテライトオフィス「KEIO BIZ PLAZA」開業

topics

➡ P.68 
今後の取り組み〜仕事、子育てを支援する取り組み〜 参照

 中部地方の自治体との連携

▶中部地方インフォメ―ションプラザin京王新宿
　岐阜県・長野県・山梨県の自治体等が集結した観光案
内所です。「三つ星日本アルプスライン」の拠点である新
宿にて、中部・北陸方面へのお得な高速バス乗車券の販
売を行っているほか、観光イベントなどを通じて地域の魅
力を発信しています。

▶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。

➡ P.51 topics 
中央道の高速バスエリアの地域活性化 参照

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）
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人材の活用と働きやすい職場づくり

 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。

医師による面談

人権研修

▶メンタルヘルスケア
　法令に基づくストレスチェック制度を実施、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。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。また、研修等においてメンタル
ヘルスに関する情報提供を実施しています。

　当社では、社員の健康維持増進に関する活動目標と具体的な活動計画を定め、疾病予防・早期発見
と健康増進に努め、社員が能力を充分に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。
　健康経営優良法人認定にあたっては、社員の健康課題を把握し対応していること、各種施策の結果
の把握・効果検証の取り組みなどが評価されたものと考えています。今後も、時流をとらえた課題やニー
ズを踏まえたうえで、社員の健康維持増進に資する施策に積極的に取り組んでいきます。

 2年連続で「健康経営優良法人（ホワイト500）」に認定

実施項目 対　象 内　容

「若メタボ」対策 39歳以下、BMI男性28以上、
女性27以上の社員

産業医、保健師、管理栄養士等による生活習慣改善指導を実施しています。

健康増進施策
「京王ヘルスチャレンジ
2018」

全社員 ウォーキングを主体とした通年の健康イベントを実施しています。

衛生講演会 全社員（グループ会社含む） 産業医や外部有識者による健康をテーマとした講演会を年2回開催しています。

がん検診勧奨 35歳以上の社員 大腸がん検診キットの対象全社員への配布を行っています。

メンタルヘルス対策 全社員 ストレスチェック結果に基づく職場環境の改善、高ストレス者への面談等を実施し
ています。

長時間労働の是正 本社員 業務の効率化に取り組んでいるほか、ノー残業デーの設定や深夜残業の原則禁止、
サテライトオフィス（新宿三丁目・調布）の活用等の施策を実施しています。また、
2017年度からフレックスタイム制度を拡充し、勤務時間の柔軟化を図っています。

■当社の健康経営に関する主な取り組み

topics
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 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
　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、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、社内で公表し、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、
2017年度の年次有給休暇の取得率は82.1%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。2017年度からフレキシブルタイムを拡
大し、より柔軟な働き方を可能としました。
　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。

▶労働安全衛生委員会
　「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。

▶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。

■ 従業員数、平均年齢
従業員数（人） 平均年齢（歳）

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 
2017年度 2,518 40.4

■ 月ごとの平均所定外労働時間（正社員対象）
男性 女性

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
2017年度（2017/8〜2018/7） 29.3 19.0

■ 平均勤続年数
男性 20年0カ月
女性 11年8カ月

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・衛生のひろば

 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）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
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 ダイバーシティ・マネジメントの推進

▶仕事・育児・介護の両立支援
　育児・介護ともに休業制度・短時間勤務制度について、
法定以上の制度を整備しています。
　また、鉄道事業の現業職場の一部では泊まり勤務とい
う特性がありますが、駅係員と乗務員の勤務ダイヤに日
勤ダイヤを設定することで、育児または介護に従事する
社員が同じ仕事を続けることを可能にしています。
　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。

　第2子出産時に、職場の協力のもと73日間の育児休職制
度を利用しました。休職中は2歳の長女の保育園の送迎や家
事全般を行い、出産前後の妻の不安を少しでも軽減できるよ
うに努めました。家族力を合わせて第2子の誕生を迎えるこ
とができたことで、さらに絆を深めるきっかけになったと感じ
ています。仕事と育児と忙しい毎日ですが、子どもたちから
自慢されるような父親になりたいです。

育児休暇で
家族の絆がより一層

深まりました

芦野 太郎
鉄道営業部 京王新宿管区 営業掛兼信号掛

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（%）

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
2017年度 340 27 7.9

■ 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（%）

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
2017年度 40 7 100.0

■ 採用した社員（新卒・総合職）のうち女性の占める割合

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）
2018年度入社  51.7%（29人中15人）

▶ライフステージに応じた両立支援
　2017年12月より、積立てた年次有給休暇を不妊治療
を行うために行使できる制度や、カフェテリアプラン制度
を活用し治療費の補助を受けられる仕組みを整え、育児
や介護だけでなく幅広い両立支援を実施しています。

▶女性の活躍
　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月からは女性大学
教授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。
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▶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。

▶ 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、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年度の再雇用割合※は79%でした。
※該当年度における継続雇用者数／定年退職者数

▶ 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、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。

■  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）
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　2014年の会社設立時に社長就任以来、3館のメモリアル
ホールを開業し、葬祭事業への進出と事業の拡大を推進して
きました。当時保育園児2人を育児中だった私を社長にした
会社の度量と、日々の周囲の方の理解と支えに心から感謝し
ています。子どもたちも、「社員の子どもによる職場見学会」
を通じて私の仕事に関心を持ち、応援してくれています。制
度のみでなく、実際に多くの女性社員がその人らしく活躍し
ている姿に、私自身も刺激をもらっています。

チャレンジングな仕事
に大きなやりがいを

感じています

長谷川 尚美
京王フェアウェルサポート株式会社 代表取締役社長

VOICE

■ 障がい者雇用と雇用割合
 障がい者数（人）※  実雇用率（%）※

2013年度 159 2.4
2014年度 163 2.4
2015年度 170 2.5
2016年度 181 2.6
2017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

2013年度 180人
2014年度 191人
2015年度 202人
2016年度 221人
2017年度 224人

名刺作成の様子
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 社員のキャリア支援

　当社では、若手社員から中堅社員、正社員から非正規社員に至るまで様々な社員が自律し、長期にわたって活躍でき
るように、社員のキャリア支援に取り組んでいます。

実施項目 内　容

キャリアデザインシートおよび
キャリア面談

社員の自律性を高めることを目的とし、社員が自らのキャリアを考え、主体的に能力開発を進めていく仕組
みとして「キャリアデザインシート」の導入や上司との「キャリア面談」を実施しています。

キャリアチャレンジ制度 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。

社外派遣制度 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制度を導入しています。

トライアルコース研修 経営層が考える会社のビジョンや仕事観等を直接社員が聞き、意見交換を行う場として「トライアルコース
研修」を実施しています。

生き方・働き方プランニング研修 ５０歳を迎えた社員に対し、「これからありたい自分」になるには今後なにをすべきか修得するための機会と
して「生き方・働き方プランニング研修」を実施しています。

正社員登用制度および
特定社員制度

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特定社員制度を 
整備しています。

▶社員のキャリア支援に関する主な取り組み

　２０１８年秋に、京王プラザホテル多摩２階にサテライトオフィ
ス「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ」を開業し、２０１９年春に、京王多摩セン
ター駅近くの京王相模原線高架下に「企業主導型保育所」の
開設を予定しています。ラッシュ時間帯を避けて通勤したい方
や、子育て・介護などと仕事の両立を図りたい方が、自宅近くの
サテライトオフィスとして利用できます。勤務先が企業主導型

保育所の提携企業となれば、保育所付サテライトオフィスとし
ても利用できます。
　ベッドタウンである多摩センターに「働く場所」を開業し、沿
線の様々な方々の交流、協働、イノベーション、創業を促し、多
摩センターエリアへの新たな来訪者を増やすことで、沿線価値
向上につなげます。

今後の取り組み 〜仕事、子育てを支援する取り組み〜

京王プラザホテル多摩 サテライトオフィス「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ」
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 取引先への取り組み

▶公正・誠実な購買活動の推進
　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、相互に利益を享受できる関係を構築することを定め
ています。
　また、当社の経理部資材担当による定期的な取引先訪
問も実施し、製造工程の現地監査や改善のアドバイスを
行っています。

株主・投資家・取引先等への取り組み

取り組み 時　期 内　容

決算説明会 年２回 社長をはじめとした経営陣幹部が、証券アナリストや機関投資家に対して、当社グループの業績や将来像など
を説明するとともに、質疑応答を行い、経営陣幹部の考えを直接伝えています。

スモール
ミーティング 適宜 「京王グループ中期３カ年経営計画（2018年度～2020年度）」の内容への理解を深めていただくため、2018年

5月に、十数名の証券アナリストや機関投資家と、財務・情報開示担当役員との間でミーティングを開催しました。

個別取材 年50件以上 ＩＲ業務の担当者が、証券アナリストや機関投資家と個別に面談し、業績の内容や事業の具体的な取り組みなど
について、１回あたり約１時間の意見交換を行っています。

施設見学会 適宜
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ため、証券アナリストや機関投資家を対象に、
2017年8月に、商業施設「トリエ京王調布」の見学会を開催しました。また、個人株主を対象に、2017年8月に

「若葉台工場」および「京王れーるランド」の見学会を開催しました。

ホームページ
での情報開示 適宜 投資判断に影響を及ぼすと考えられるＩＲ情報を、当社ホームページに積極的に開示しています。公平性のさら

なる向上を図るため、2018年５月に、「2017年度決算説明会 主な質疑応答」を新たに開示しました。

 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ＩＲ活動（Investor Relations）
　株主・投資家への情報開示に向けた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、 
これに基づきＩＲ活動を実施しています。当社グループの業績や中長期計画を中心とした財務情報の提供に加えて、当社
グループの将来像やＣＳＲに関する取り組みなどについて、株主・投資家と活発な対話（意見交換）を行うとともに、得られ
た声を社内で共有し、適切に経営に反映させるよう努めています。

▶株主・投資家との対話事例

決算説明会 個人株主向け 若葉台工場見学会 個人株主向け 京王れーるランド見学会

取引先との
懇親会の様子

▶パートナーシップの強化
　2018年2月に取引先との懇親会を開催し、対話や交
流を通して、信頼関係構築につなげました。

KEIO SOCIAL REPORT

69安全・社会・環境報告書 2018 CSRレポート




