
■ 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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