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  お客様の利便性・快適性の
向上  P.52

 駅サービスの向上
 車内サービスの向上
 駅・車内での情報提供
 グループの取り組み

  多世代が生活しやすい 
沿線づくり  P.58

 子育て支援の取り組み
 地域高齢者を支える事業
 暮らしのお手伝い

  お客様との対話  P.56
 積極的な広聴活動
  ホームページや冊子における 
多言語案内

 その他のコミュニケーション
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沿線づくり
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  地域社会への貢献  
 P.60

  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

  チャリティ・スポーツ振興・ 
産学連携

  株主・投資家・取引先等へ
の取り組み  P.69

 株主・投資家の皆様との対話
 取引先への取り組み

  地域社会・行政との連携  
 P.62

 沿線自治体との連携
 中部地方との連携

  人材の活用と働きやすい
職場づくり  P.64

 人材雇用
 働きやすい職場環境づくり
 人権・労働安全衛生
  ダイバーシティ・マネジメントの 
推進

 社員のキャリア支援
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地域社会の持続的な発展と
お客様のより良い暮らしの実現に貢献していきます

　京王グループは、京王グループ理念のもと、鉄道、バス
をはじめとした幅広い事業を通じて、お客様にとって利便
性が高く快適と感じていただけるような生活サービスを提
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」沿線づくりを進めています。
　具体的には、国際的なスポーツイベントに向けたホーム
ドアの整備や公共無線ＬＡＮサービスの拡充等により駅や
車内サービスを向上させたほか、座席指定列車「京王ライ
ナー」において、通勤時間帯の快適性向上のため朝間時間
帯の都心方面への運行を開始いたしました。
　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」など、文化・スポーツ・教育・子育て支援を継続してい
くほか、「京王笹塚ビル」をリノベーションした「笹塚テラス」

内の「笹塚アキチ！」を地域住民の方が交流できるラウンジ
とするなど街の活性化につなげています。
　そのほか、京王プラザホテル多摩にサテライトオフィス

「KEIO BIZ PLAZA」を開業したほか、企業主導型保育所
「京王キッズプラッツ多摩センター」を開設するなど、仕事
と子育ての両立を支援しています。
　一方、京王グループで働く社員に対しては、引き続き多
様な人材が長期にわたって活躍できる環境づくりやダイ
バーシティ・マネジメントを推進してまいります。
　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。

お客様

地域社会 株主

社員
行政、自治体取引先

京王グループ行動規範に基づき、ステークホルダーの 
皆さま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

京王グループとステークホルダーのつながり

企業主導型保育所
「京王キッズプラッツ多摩センター」

常務取締役
（経営統括本部長）

伊藤 俊司
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●サテライトオフィス 「KEIO BIZ PLAZA」
　２０１８年１０月、京王プラザホテル多摩２階に会員制サテライト
オフィス「KEIO BIZ PLAZA」を開業しました。職住近接を実現
し、働き方改革の推進や、多様な方々にご利用いただくことで、交
流、協業、イノベーションを促します。

●企業主導型保育所「京王キッズプラッツ多摩センター」
　２０１９年６月、企業主導型保育所「京王キッズプラッツ多摩セ
ンター」を開設しました。
　仕事と子育ての両立を支援するとともに、多摩市の待機児童
解消に寄与し、沿線価値のさらなる向上を図ります。内装や家具
の一部には多摩地域の天然木材を使用し、木のぬくもりを感じる
ことができます。

●「京王ライナー」の運行時間帯の拡大
　2019年2月にダイヤ改正を行い、座席指定列車「京王ライ
ナー」の朝間時間帯の運行（上り）を開始しました。夜間に加え、朝
間におけるお客様の快適通勤や着席ニーズにお応えしています。

●時差通勤を促進する取り組み
　東京都が実施する「スムーズビズ」の集中取り組み期間に合わせ
て、夕間時間帯の臨時京王ライナー「時差Ｂiz号」を運行しました。

 仕事・子育て・創業を支援する取り組み

 通勤時間帯の快適性向上

topics

　保育所の運営は、京王子育てサポートが行い、基準を上回る人数の保育士を配置すること
で、認可保育所・東京都認証保育所と同等のサービス水準のぬくもり保育を提供しています。
　サテライトオフィスと併せて利用していただくことで、「保育所付サテライトオフィス」として
仕事と子育ての両立を支援していきます。

京王電鉄 沿線価値創造部長

古屋 圭子

INTERVIEW

京王ライナー
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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。2018年度は府
中駅東側にエスカレーターを増設したほか、新宿駅、飛田
給駅にエレベーターを増設しました。

▶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）を用いた案内
図を全駅に設置しています。

▶お客様用トイレの環境改善
　車いすをご利用の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
68駅に設置しているほか、お客様により快適にご利用い
ただけるよう、トイレの洋式便器化やリニューアルを進め
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。

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

（900mm以上）（550mm以上）

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

府中駅 エスカレーター

飛田給駅（リニューアル後）

飛田給駅 エレベーター

多機能トイレ
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▶女性専用車
　2000年に実施した試験導入の結果を踏まえて、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他、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の方もご
乗車いただけます。

▶車内案内表示器の2画面化
　車内ドア上に液晶ディスプレイを２画面設置し、運行案
内およびニュースや天気予報などのコンテンツ、交通広
告を放映しています。2018年度は京王線2編成（20両）、
井の頭線3編成（15両）に整備しました。

  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化するため、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。

▶車両のリニューアル
　車両はユニバーサルデザインの考え方を採り入れ、す
べてのお客様がご利用しやすい車内環境の整備を進め
ています。車いすスペース・ベビーカースペースについて
は、全編成に設置しており、既存車両のリニューアルに合
わせ、全車両に拡大します。2018年度は、京王線2編成

（20両）、井の頭線3編成（15両）に整備しました。

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 車いす・ベビーカースペース
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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、駅の看
板や車内案内表示器などで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、日本語と英語による停車駅や乗り換
えなどのご案内を実施しています。

▶駅・電車内での公衆無線LANサービス
　無料Wi-Fiサービス「KEIO FREE Wi-Fi」を20駅3施
設において日本語、英語、中国語（繁体・簡体）、韓国語で
提供しているほか、2017年9月に登場した5000系車両
において「KEIO TRAIN FREE Wi-Fi」サービスを提供し
ています。
　また、2019年から京王線・井の頭線全駅および列車内

（一部の列車を除く）で、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレ
スが提供する訪日外国人のお客様向けの無料Wi-Fi接
続支援アプリ「TRAVEL JAPAN Wi-Fi」での接続対応
を開始しました。

 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や各種情報を表示するほか、
事故や災害などで列車の運行に遅延などの支障が発生し
た異常時には、支障区間や振替輸送経路などを、視覚的に
わ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。
　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。

▶タブレット端末の導入
　お客様に分かりやすいご案内をするため、列車の最新
の運行状況を確認する機能のほか、翻訳・筆談などのアプ
リを搭載したタブレット端末を全駅に導入および車掌が
携帯しています。

車内案内表示器（液晶画面）

公衆無線LANサービス

お客さま案内ディスプレイ

【通常時】

【異常時】
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▶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。

▶ホテル
　京王プラザホテルでは、バリアフリー活動を支える社内
横断的プロジェクト「バーズアイ」のメンバーと京王プラザ
ホテル労働組合による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。
　2018年8月のボランティア・プラザでは障害者スポーツ

「ボッチャ」の体験に加え、盲導犬や介助犬、聴導犬の役割
を紹介する「補助犬デモンストレーション」を実施しました。

 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。

ニーリング機能付きノンステップバス

マタニティーサポート講習の様子

「ボッチャ」の体験ブース

はぴママサポートタクシーロゴ

　内閣府・国土交通省の「戦略的イノベーション創造プ
ログラム（ＳＩＰ）自動運転プロジェクト」のひとつとして京
王電鉄バスが日本総合研究所と共同で、2019年2月、
多摩ニュータウン諏訪・永山団地で自動運転サービス
の実証調査を実施しました。
　今後も、地域のお客様のニーズを捉え、安心・便利・手
軽さを備えた移動サービスの実現をめざします。

 【多摩ニュータウン】 
　自動運転サービス実証調査を実施

topics
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INTERVIEW

鉄道営業部 京王お客さまセンター 所長

　お客様からいただいたご要望の中で、2018年度は無料Wi-Fiサービス「KEIO FREE Wi-Fi」の日本
語対応を実施しました。
　今後も、お客様からいただく声を事業における問題点の把握や改善につなげてまいります。

野宮　満

 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。
　2018年度は34,653件の声を頂戴し、うち29,612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（2018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
20,459件

鉄道施設・車両
2,868件

鉄道ダイヤ
6,285件

グループ会社
1,362件

そのほか
3,679件

お問合せ
34,653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。

無料Wi-Fiサービス「KEIO FREE Wi-Fi」が
日本語対応を開始しました。
　これまでの英語・中国語（繁体・簡体）・韓国語の
3カ国語対応から日本語にも対応しました。
　京王線は新宿駅ほか16駅、井の頭線は渋谷駅・
下北沢駅・吉祥寺駅の計20駅と沿線の３施設で
サービスを提供しています。

改善活動事例のご紹介

新宿駅などで京王の無料
Wi-Fiを利用しようとすると外国
語となってしまいます。日本語で
も使えるようになりませんか。

お客様の
声

改善
しました
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 その他のコミュニケーション

▶街はぴ
　京王線・井の頭線のおでかけスポットやイベント・グル
メ情報をまとめた、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

京王ホームページ（英語）

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。

▶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。
　施設内で、沿線の方を対象とした認知症や遺言・相続
に関するセミナーも開催しました。

　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

セミナーの様子

京王キッズプラッツ

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

　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。

●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。

▶京王メモリアル
　葬儀や法要の施行のほか、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

「移動販売」の様子

終活相談の様子

京王メモリアルの葬儀ホール

　地域に根差す葬儀社として、終活セミナーや人形供養祭の
開催だけでなく、自治会や商店会とのイベントの共催、夏祭
りの運営のお手伝い、清掃活動などの地域活動に積極的に
取り組んでいます。地域活動への参加を通して、葬儀に関す
る不安や疑問を気軽にご相談いただけるような、親しみやす
い存在になることを目指しています。

地域活動に積極的に
参加しています

佐竹 有香子
京王メモリアル 管理部

VOICE
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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 ●沿線めぐり

●子育てサロン
　～ 耳をすまして心ワクワク 音あそび・アニマルシアター～

子育てサロン参加者の声

保護者

　京王では、沿線の大学・団体などと連携して、沿線地域で育まれてきた多様で豊かな文化
資産を見つめ直し、お子さまから大人まで幅広い世代に向けた「学びプログラム」を実施して
います。
　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、より豊かな京王沿線のくらしに向けた、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

▶2018年度に実施した主なイベント
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。

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一泊二日のプログラム。

文
　
化

講演会
「二宮清純が語る『スポーツのチカラ』」

大人向け スポーツの与えるチカラを通じて実現できることや学ぶことを掘り下
げ、社会や自身を見つめ直すきっかけを提供する講演会を実施。

沿線めぐり
「新選組副長 土方歳三 没後150年」
～土方歳三の生い立ちから学ぶ歳三の魅力～

大人向け 土方歳三の菩提寺である高幡不動尊の見学や、護摩祈祷の体験を
通し、沿線の文化資産を見つめ直し「学び」と「成長」のきっかけとす
るプログラム。

子
育
て

子育てサロン
～耳をすまして心ワクワク
　音あそび・アニマルシアター～

4～6歳と保護者 明星大学と連携し、日頃なじみのある「音」をテーマに聴くことの楽
しさや子育てのヒントを気軽に学ぶプログラム。

　子どもが夢中になって楽器を作っていて
とても楽しかったです。アニマルシアターも
充実した内容であっという間の時間でした。
　聴くことの大切さを学び、音に対する関心
が深まるとても貴重な機会をいただき、あり
がとうございました。
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 チャリティ・スポーツ振興・産学連携

▶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25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。

▶スポーツ振興
　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。
　また、八王子がホームタウンであるプロバスケットボー
ルチーム「東京八王子ビートレインズ」と2018年シーズ
ンからスポンサー契約を結びました。京王クリーンキャン
ペーンには選手・スタッフも参加し、イベントを盛り上げま
した。

▶産学連携
　沿線の大学や高校などと連携し、フィールドワークを通
じて地域課題や活性化策に取り組むことで、学生の支援
を行っています。

▶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 京王クリーンキャンペーン

昭和女子大学と連携した
茶道体験の様子

八王子まつり翌日の清掃活動の様子

　2014年から継続して「東日本大震災みやぎこども育
英募金」に寄付をしたことに対して宮城県知事から感謝
状が授与されました。

 宮城県知事から感謝状を授与

topics
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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、13の
自治体から運行を受託しています。

▶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

▶指定管理
 京王グループでは、「高尾599ミュージアム」や「北野余
熱利用センター」などの指定管理者として、自治体の施設
等の管理・運営を行っています。

高尾の森わくわくビレッジ

ちゅうバス（府中市）

▶サテライトオフィス「KEIO BIZ PLAZA」
　多摩市「ビジネス支援施設」に認定され、ワークスペー
スの提供や創業支援策の実施、多摩市・稲城市主催「志
創業塾」への協力のほか、会員交流セミナー・イベントを
定期的に開催し、会員相互の交流や協働、イノベーション
を促しています。
　「テレワーク・デイズ2018」の期間中では、テレワーク
を促す取り組みやセミナーを実施しました。

●地域交流ラウンジ「笹塚アキチ！」
　2019年3月にオープンした中長期滞在者向けの宿
泊施設「ＫＡＲＩＯ ＳＡＳＡＺＵＫＡ ＴＥＲＲＡＣＥ」では、地域
交流の拠点として活用できるラウンジを設けています。
宿泊者同士の交流だけでなく、商店街や地域住民との
交流の場、情報の相互発信の場として、利用者の満足
度向上と地域消費の促進、街の活性化につなげます。

 笹塚アキチ!

topics

地域社会・行政との連携

セミナーの様子高尾599ミュージアム

地域交流ラウンジ「笹塚アキチ！」
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 中部地方との連携

　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乗車券の
販売、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。

▶中部地方インフォメーションプラザin京王新宿
　新宿駅の「京王モール」内に、岐阜県・長野県・山梨県の
自治体などが出展する観光案内所を運営しています。
　「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、各地域の観光情報を提供す
るとともに、高速バス乗車券の販売や観光ＰＲイベントの
開催なども行っています。

▶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。

中部地方 インフォメーションプラザin京王新宿

▶ 高速バスを利用した“貨客混載”による 
農産物の販路拡大

　2017年より開始した岐阜県高山市に続き2018年か
らは長野県駒ヶ根市とも連携し、高速バスのトランクを活
用した「貨客混載」により、両地域の新鮮な農産物を東京
へ輸送し、京王ストアや京王百貨店で販売しています。

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）

高速バスを利用した
貨客混載

　全国的に見ても小規模な卸売市場ではありますが、私たち
には駒ヶ根市内すべての小中学校や保育園などの給食向け
に出荷しているという農産物の安全・安心と、上級品並みの
味へのこだわりと自信があります。また、地元農家からもこの
農産物を都会の消費者の方々にも提供したいという強い想
いもあり、事業開始に至りました。
　東京のお客様からの「駒ヶ根産農産物のファンですよ！」と
いうお声を励みに、地元農家と協力しながらより多くの方々に
「おいしい駒ヶ根」を知っていただけるよう、貢献していきたい
です。

農産物を通じて
駒ヶ根の魅力を
伝えていきます

竹上 文隆
駒ヶ根市 公設地方卸売市場 せり人

VOICE

▶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
ムページおよびFacebookでは、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
なきっぷ情報などを、多言語で発信しています。
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■ 従業員数、平均年齢
従業員数（人） 平均年齢（歳）

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
2018年度 2,549 40.3

■ 月ごとの平均所定外労働時間（正社員対象）
男性 女性

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
2018年度（2018/8～2019/7） 27.5 17.8

■ 平均勤続年数
男性 18年3カ月
女性 10年0カ月

 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

▶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、
2018年度の年次有給休暇の取得率は85.1%となってい
ます。

　働き方改革プロジェクトを立ち上げ、本社部門におい
ては、これまでの働き方を見直し、誰もが健康で安心し
て働くことのできる職場環境を整備し、また、仕事に対す
るモチベーションや業務効率の向上を図っています。
　さらに、新しいことへチャレンジする意欲の創出や
ワーク・ライフ・バランスを充実させることを目標に様々
な施策への取り組みを推進しました。

具体的な取り組み例：�｢夜型勤務」から「朝型勤務」への
転換、コンパクト会議の推進�など

 働き方改革プロジェクトの推進

topics

人材の活用と働きやすい職場づくり

▶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
大したほか、2018年度にはサテライトオフィスを増設し、
より柔軟な働き方を可能としました。

 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
　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。

誰でも健康で安心して働くことができる
職場環境の整備

新しいことにチャレンジする意欲の創出
個人のワーク・ライフ・バランスに資する 

時間の充実

仕事に対する
意識やモチベーション
が高まり、業務効率・生

産性の向上

経営の安定
企業の成長・発展 
より良い人材の 

確保・定着

好循環
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▶衛生講演会・メンタルヘルスケア
　定期的に衛生講演会を開催し、診療所の産業医や医療
スタッフが、健康に関する講演を行っています。また、法令
に基づくストレスチェック制度を実施し、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ているほ
か、専門医による相談窓口の設置や情報提供を実施して
います。

▶ 3年連続で 
「健康経営優良法人（ホワイト500）」に認定

　若年層への生活習慣の改善指導や、ウォーキングを
テーマにした運動への習慣づけ、表彰制度等による健康
増進への取り組みを継続しており、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や効果検証
に取り組んでいることなどが評価されました。

 人権・労働安全衛生

▶人権・ハラスメント防止の啓発
　京王グループ行動規範に基づき、人権研修を実施する
などの啓発を行っています。また、ハラスメント防止に向
け、相談窓口の設置や研修を実施しています。

▶安全衛生の取り組み
　「安全・衛生のひろば」を定期的に開催し労働安全や健
康に関する課題を共有しているほか、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。

安全・衛生のひろば

医師による面談

人権研修

実施項目 対　象 内　容

「若メタボ」対策 39歳以下、ＢＭＩ28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2019」

全社員 運動の習慣づけを目的に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 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。

■当社の健康経営に関する主な取り組み
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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では泊まり勤務があります
が、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
再入社制度などを整えています。

■  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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■ 京王グループ女性役員数の推移
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　父親の介護と仕事を両立することが難しく、その状況がい
つまで続くのか不明だったため、退職し介護に専念すること
を選択しました。退職して３年が経過したところで父親の介
護施設への入所が決まり、直接介護の必要がなくなったた
め、再入社制度を利用して復職することができました。退職
時と同じ条件（職位・給与）で再入社できるため、以前の駅係
員のスキルを活かすことができ、経済的な面だけでなく精神
的にも不安を感じることなく業務に復帰することができてい
ます。

　再入社制度を
利用して復職すること

ができました

雨宮 寿也
鉄道営業部 京王中央管区 指導営業掛

VOICE

■ 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（%）

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
2018年度 29 5 100.0

▶ライフステージに応じた両立支援
　不妊治療を行うために、積立てた年次有給休暇を行使
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
　グループ会社社長や社外監査役、現業長など幅広く女
性が活躍しています。また、「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、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％以上とするなどの施策
を実施しています。
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▶ 高齢者再雇用
　2006年から「継続雇用制度」を実施しており、2018年
度の再雇用割合※は82.0%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。

▶外国籍の方の採用
　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。

　２０１７年４月より、京王キッズプラッツ東府中の施設長とし
て、地域のお子さまをお預かりしています。
　２０１０年に入社し１０年目になりますが、その間に２度の産
休・育休を取得しています。復帰してから子どもが体調を崩し
たりし、早退や休むことがありますが、職員との助け合いや本
社との連携により、不安なく安心して働ける環境です。
　生き生きと働くみんなの表情や動きを感じて、今の仕事の
やりがいを感じています。

ライフスタイルの
変化があっても

長く続けられます

伊藤 美和
株式会社京王子育てサポート 京王キッズプラッツ東府中 施設長

VOICE

■ 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（%）

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
2018年度 332 28 8.4

■ 障がい者雇用と雇用割合
 障がい者数（人）※  実雇用率（%）※

2014年度 163 2.4
2015年度 170 2.5
2016年度 181 2.6
2017年度 181 2.6
2018年度 177 2.5

※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

2014年度 191人
2015年度 202人
2016年度 221人
2017年度 224人
2018年度 220人

■ 採用した社員（新卒・総合職）のうち女性の占める割合

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）
2019年度入社  25.9%（27人中7人）

　2018年9月に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構理事長努力賞として、京王運輸世田谷営業所
の社員が「優秀勤労障害者」、京王運輸が「障害者雇用
優良事業所」として
表彰を受けました。

 優秀勤労障害者表彰を受ける

topics
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キャリア支援経験者の声

 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 キャリアを自身で変革する機会の提供を目的とした人材公募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・スキルの習得等を目的としたグループ外企業への派遣制度を導入しています。

トライアルコース研修 経営層から直接、会社のビジョンや仕事観等を聞き、意見交換を実施しています。

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、「これからのありたい自分」を実現するための考え方を習得する
研修を実施しています。

正社員登用制度・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変更する制度を
導入しています。

▶社員のキャリア支援に関する主な取り組み

社外派遣制度で
グループ外企業へ派遣

開発企画部
新宿再開発推進室

深澤 康之

　三井住友信託銀行株式会社不動産ソリューション部
および三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社に
て、不動産関連の提案書作成やファンドの運営を行い、
信託銀行ならではの業務を学びました。派遣先は温か
い社員が多く、環境に恵まれ、有意義に過ごすことがで
きました。
　派遣制度での経験を踏まえ、これまでの事例にとら
われず、今後の業務に生かしていきたいと思います。

生き方・働き方
プランニング研修に参加

車両電気部
若葉台検車区 区長

相田 安久

　60歳という節目を迎えたときのために、「今後、どん
な人生を送りたいか」自分のありたい姿を前向きに描く
ことが重要であると感じました。
　自分や家族に起こるであろうライフイベントに対して、

「ありたい姿」を実現するために「何をすべきか、どのよ
うな計画を立てるべきか」を今のうちにじっくりと向き
合っていきたいと考えています。

VO ICE
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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、最適な調達活動を推進していくため、当社におい
て社内規程の整備に向けた準備を進めているほか、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。

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、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 経理部長や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、
適宜見学会を開催しています。また、個人株主を対象に、2018年8月に「鉄道教習所・京王資料館」および「京
王あそびの森 HUGHUG〈ハグハグ〉」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、「決算説明会資料」を中心に開示内容の充実を図っています。

 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
鉄道教習所・京王資料館見学会

個人株主向け
京王あそびの森 HUGHUG〈ハグハグ〉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
　2019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。

株主・投資家・取引先等への取り組み
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