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 京王電鉄では、協力会社や行政に対しても「信頼のトップブランド」となるべく、積極的なコラボレーションを進めています。 
 軌道工事や土木・建設工事を委託する協力会社に対して安全教育を実施し、工事の安全性確保に努めています。 
 また、グループの総合力を生かし「沿線地域社会の発展に貢献できること」、そして 
「京王グループ理念に合致する事業であること」という視点を持ち、自治体とのコラボレーションを行っています。 
 

「かけがえのない地球環境」を守り、後世代に引き継いでいくためには、私たち企業はもちろん、 
 行政や市民が、それぞれの立場でつながりあいながら、環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を目指すことが不可欠です。 
 京王グループでは、グループ全体の活動を推進するために、2004年12月に「京王グループ環境基本方針※」を制定するとともに、 
 各事業部門やグループ各社が事業形態に合わせて、積極的に環境保全活動に取り組んでいます。 
 ※京王グループ環境基本方針およびEMS推進体制については、p12をご覧ください。 

 

 

企業の社会的責任の一環として、 
グループ環境経営を推進します。 

地球 
と 

つながりあう 

工事の安全性確保や沿線地域社会の発展に向けて、 
協力会社や行政とのコラボレーションを進めています。 

協力会社・行政 
と 

つながりあう 

 協力会社とつながりあう 
 

 

軌道工事を委託する協力会社の作業員に対しては、新人教育を

はじめ、定期的な安全教育を実施しています。作業中に列車が

近づいたときに笛を吹き、旗を振って作業を中断・退避させる

列車監視員に対しては、年1回の教育を実施しています。また、

土木・建築工事を行う作業員に対しては、工事に先立って安全

教育を行うほか、工事が長期にわたる場合は年1回程度の安全

教育を実施しています。さらに、軌道工事、土木・建築工事とも

に、ゴールデンウイーク、お盆休み、年末休暇前には安全総合

点検を実施し、現場の閉鎖（休みの間、立ち入れないようにする）

を確認しています。 

 

 行政とつながりあう 
 
 

杉並公会堂 

杉並公会堂の老朽化に伴う杉並区のPFI公募に対して、京王

設備サービスと大林組が共同で落札し、2006年6月に新しい

杉並公会堂がオープンしました。阿佐ヶ谷がジャズのシンボ

ルタウンであるのに対し、荻窪の杉並公会堂は日本フィルハー

モニー交響楽団のフランチャイズホールということもあり、ク

ラッシックの拠点と位置付けられています。この公会堂は、

1,189席（車いす席を含む）の大ホールのほか、小ホール、ス

タジオなどを備えています。京王設備サービスは施設の維持

管理だけでなく、京王エージェンシーをはじめとするグループ

会社の協力のもと、コンサートやイベントなどの企画・運営も

手がけ、地域社会の文化振興に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコ・ステーション永福町 

2003年3月に、杉並区初となるCNG（圧縮天然ガス）スタンド

「京王エコ・ステーション永福町」の営業を開始しました。この

CNGスタンドは、杉並区

役所の公用車や、京王電

鉄バスグループのバスの

ほか、一般の方にもご利

用いただいています。 

 

災害復興支援 

沿線地域社会の一員として、沿線住民の方々の災害復興を、

行政を通じて支援しています。東京23区西部地域で2005年

9月に発生した集中豪雨によって大きな被害を受けた杉並区に、

見舞金100万円を寄贈しました。 

  

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数多くのコミュニテ

ィバス路線を開設しています。京王電鉄バスグループ・西東

京バスグループは、住みやすいまちづくりに貢献するため、コ

ミュニティバスの運行を積極的に受託しています。 

1986年に日野市で初めて運行を開始し、その後、多摩市、調

布市、あきる野市、杉並区、日の出町、小金井市、国分寺市、

八王子市、府中市、渋谷区に運行を拡大しており、2005年度

は小金井市「ココバス」の1路線や羽村市「はむらん」などの

運行を新たに受託しました。 

 京王電鉄本社ビルの地球温暖化防止対策 
 
 

2004年度より、京王電鉄本社ビルの環境マネジメントシステ

ムの構築を開始しました。照明のインバータ化やゴミの分別・

リサイクルなど、総務部が中心となったビル全体での取り組み

に加え、省エネや紙削減といった2006年度目標※を部署ごと

に設定し、全員がもれなく活動に参加する仕組みを構築して

います。 

※2006年度環境目標についてはp33をご覧ください。 

 

 商業施設などの地球温暖化防止対策 
 

 

ショッピングセンターでは、省エネ型エレベーター・空調・照

明機器、ガラス面遮熱シートの導入、事務所内での夏季軽装

勤務などを実施しています。また、オフィスビルなどの賃貸物

件に関しては、空調機のインバータ化など電力使用量の削減

に努めているほか、トイレの自動水栓化、雨水・雑排水の再利

用など水使用量の削減も進めています。 

 

 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの環境保全 
 

 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターでは、沿線の身近な地

域環境の保全が、地球環境の保全につながるという考えを、

テナントやお客様と共有しながら、活動を推進しています。 

 

テナントの分別意識啓発 

テナント店長会などでゴミ分別の

重要性を説明するとともに、2005

年1月から分別徹底と排出量抑制

のために、ゴミの処理費用を重量

に応じていただく形に変更しました。

また、排出量の少ないテナントをベ

ンチマークできるよう、全館・全店

舗のごみの排出量を開示しています。 

 

食品リサイクル法への対応 

2005年11月、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピ

ングセンター全館が、「京王リサイクルパ

ッケージシステム※」への対応を完了しま

した。これにより食品ゴミの100%、全館

の廃棄物の72.5%がリサイクルされてい

ます。年間約11トンのCO2削減効果がある計算になります。 

※京王リサイクルパッケージシステムについては、Ｐ31をご覧ください。 

 

お客様への啓発 

地域のお客様にショッピングセン

ターや各テナントの環境活動を報

告し、またお客様にも環境保全活

動に参加していただく｢きっかけづ

くり｣の場となることを目的として、2006年6月に｢第２回せい

せき環境展｣を開催しました。今後も環境対応型ショッピング

センターを目指し、自然エネルギーを活用した太陽光パネルを

設置するほか、環境イベントなどを通して、地域のお客様と一

体になった環境保全活動の推進を図っていきます。 

  

西側広場床面に｢保水性タイル｣を使用 

Ａ・Ｂ館西側広場床面に「保水機能をもつバリアフリータイル」

を採用しました。このタイルは保水性に優れヒートアイランド

現象を抑制するほか、段差が少なく、

車いすをご利用の方や高齢者の方

の通行にも配慮されています。また、

広場脇通路床面には「再生材」を

使用したエコタイルを採用し、「エコ

ロジー」と「バリアフリー」を実現しました。 

  

省電力型エスカレーターの導入 

B館西側回廊に設置のエスカレーターを

省電力型に改修しました。このエスカレー

ターは、人感センサーにより利用者の有

無を判別し、無人のときは通常の3分の1

の速度で運転することで、消費電力を従

来より約40％削減しました。なお、既設エスカレーターの省電

力型への改修は今回のせいせきの事例が日本初となります。 

京王聖蹟桜ヶ丘 
ショッピングセンターの 
テナント別・生ゴミ保管所 

テナントのゴミ計量の様子 

せいせき環境展の様子 

　　保水性タイル 

省電力型エスカレーター 

渋谷区の「ハチ公バス」 

京王エコ・ステーション永福町 

杉並公会堂 
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 鉄道の環境優位性 
 

 

京王電鉄は、地球環境を守ることが企業の責務のひとつである

と考え、環境問題への取り組みを積極的に進めてきました。な

かでも鉄道は、比較的環境負荷が少なく、エネルギー効率に優

れるため、他の交通手段からの利用転換による環境負荷低減が

期待できることから、鉄道の利用促進に向けて、すべてのお客様

に安全・快適にご利用いただけるよう努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鉄道事業の地球温暖化防止対策 
 

 

鉄道および駅などの施設を、よりエネルギー効率良く運営する

ことで、地球温暖化防止に貢献しています。 

 

省エネルギー車両の導入 

電力を効率的に利用するため、VVVFインバータ制御装置、回

生ブレーキを装備した車両を導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅の省エネルギー 

太陽光発電システムを明大前駅・若葉台駅・高幡不動車両基

地に設置し、自動券売機や照明などの電力として使用していま

す。また、ホームやコンコースの屋根に自然光を採り入れるこ

とができる部材を使用することで、照明の消灯に努めています。

さらに、半数以上の自動券売機については、お客様が近づいた

際にのみ電源が入るようになっているほか、比較的お客様の

利用が少ない駅のエスカレーターについてもお客様を感知し

て自動運転する装置を設置しています。このほか、高効率で消

費電力を大幅に抑えた蛍光灯と導光板を用いた、内照式の業

務用看板を順次導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 省資源・廃棄物削減 
 

 

乗車券のリサイクル 

各駅で回収された使用済みきっぷ（普通券・回数券）をトイレ

ットペーパーに再生し、全駅で使用しているほか、使用済みの

パスネットカードなどを材料の一部に用いたベンチをホームや

待合室に設置しています。また、駅売店などで回収した飲料用

ペットボトルを案内看板に再生し、全駅で使用しています。 

車両・部品洗浄水の節水 

若葉台工場では車両や部品の洗浄等に用いる水の使用量を

削減するため、「処理水再利用装置」を導入しています。この

装置により使用済みの水の汚れを取り除くことで、洗浄水など

に再使用することができます。現在、洗浄に用いる水の約40

％は本装置により処理されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 騒音・振動の低減 
 

 

車輪フラット発生の早期発見 

雨天時の走行中のブレーキにより、車輪に「フラット」と呼ば

れる平らな部分が発生すると、騒音・振動が大きくなります。

京王線・井の頭線では、車輪の振動を自動的に検出するセン

サーを沿線の各１箇所に設置し、車輪フラットによる振動・騒

音の早期発見・早期改善に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄桁防音対策 

鉄製の桁を用いている橋梁においては、下面および側面に防

音材を設置するとともに、レールとマクラギの間には防振タイ

プレートを設置し、騒音・振動の低減に努めています。 

 

ロングレール化 

ロングレールとは、200m以上の長さのものをいいます。ロン

グレール化してレールの継目箇所を少なくすることで、列車の

騒音や振動が減り、乗り心地も向上します。これまでに、曲線

半径400m以上の敷設可能区間は、長大橋梁を含めロングレ

ール化を完了しています。 

 

 化学物質の削減 
 

 

シンナーの回収 

台車や車体を塗装するためにロボットを使用しており、作業後

のロボット清掃にはシンナーを用いています。若葉台工場では、

ロボット清掃後に排出されるペンキが混ざったシンナーから、

シンナーを分離・回収する「溶剤再生装置」を導入し、回収し

たシンナーを再使用しています。これによりシンナーの購入量

は導入前に比べて半減しました。 

 

 環境保全 
 

 

線路わきの環境保全 

1991年度から、線路

わきの雑草には除草

剤を一切使用せず、人

力による草刈りを行っ

ています。また、お客

様に楽しんでいただく

ことを目的として、井の頭線を中心に線路わきの斜面にサザン

カ・ツツジ・アジサイなどを植栽し緑化を進めています。この

取り組みは、2001年2月に第7回杉並「まち」デザイン賞を受

賞しました。なお、植栽は降雨時の雨水の流入による斜面の

崩壊防止にも役立っています。 

 

工場排水の浄化、再利用による節水 

工場で車両洗浄などに使用して排出された汚水については、

東京都下水道局が定める放流基準値を満たすように排水処

理設備で油類・有機物を除去し、下水に放流しています。  

 

●回生ブレーキ（搭載率：100％） 
回生ブレーキとは、電車がブレーキをかけた際にモーターを発電機として作

用させ、発生した電力を架線に戻してほかの電車が使えるようにするものです。 

 

●VVVFインバータ制御装置（搭載率：53％） 
VVVFインバータ制御装置とは、架線に流れる直流を交流に変換し、電車の

加速力や速度に応じて電圧や周波数を変化させながら交流モーターを動か

すものです。これにより電力を効率よく使用できるほか、保守に手がかからな

いという特徴を持っています。回生ブレーキとともに使用することで、従来の

車両に比べて約30％のエネルギーが節約できます。 
車輪の削正 

鉄道 

バス 

航空 

自家 
用車 
 

19

53

111

175

1人を1km運ぶのに排出するCO2の比較 

（単位：g-CO2／人キロ） 

出典：「運輸・交通と環境2006年版」（交通エコロジー・モビリティ財団）より 

使用済みきっぷ 
トイレットペーパー1個 
あたり約60枚の 
きっぷが使用される 

高幡不動車両基地の太陽光発電システム 

処理水再利用装置 
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京王グループ各社の 
環境保全の取り組みについて報告します。 

 京王百貨店　 
 

 

京王百貨店では、電気使用量、印刷用紙および包装用品の削減、

ゴミの減量化・分別の徹底を重点課題としています。電気の

使用に関しては環境キャラクター「まめ之介」を使って、社員

の省エネルギーのための行動の促進につなげているほか、店

内にインバーター照明などを導入し、省エネルギー法や東京

都の地球温暖化対策計画書制度※1に基づき設定した目標値、

前年比1.5％削減を達成しました。また、新宿店は2004年より、

聖蹟桜ヶ丘店は2006年よりライトダウンキャンペーン「ブラ

ックイルミネーション」に参加し夜間のイルミネーションを消

灯するなど、意識啓発にも努めています。印刷用紙に関しては

両面・縮小コピーの促進などを図っています。包装用品に関

しては、計画発注と管理徹底のほか、容器包装リサイクル法の

改正を踏まえ、お客様に包装の方法を選んでいただく「スマー

トラッピング」を提唱し、2006年6月5日の世界環境デーを皮

切りに、毎月5日にスマートラッピングのためのイベント等を実

施し、これまでに店内ポスターなどによるお客様への啓発や、

風呂敷の実演イベント、お中元の風呂敷ラッピングの提案など

を行いました。ゴミの減量化に関しては、新宿店で排出された

生ゴミから、店内の処理機を使って土壌改良剤「みどりくん」を

つくり、東京近郊の農家に配布し、そこで栽培した野菜の一部

を販売するというリサイクルを2002年より行っています。また、

独自の規準に基づいて、環境に配慮した商品を認定し、「地球

にやさしい商品」として展開しています。 

ISO14001については、すでに認証を取得している新宿店、

初台ビル、幡ヶ谷ビルに加え、聖蹟桜ヶ丘店、外商事業部を含

む全社マルチサイト認証を2005年12月に取得しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 京王プラザホテル 
 

 

京王プラザホテルでは、電気・蒸気などのエネルギー削減、生

ゴミなどのリサイクルなどに重点的に取り組んでいます。エネ

ルギー削減に関しては、暖房や給湯に使用する蒸気管のバル

ブに断熱ジャケットを巻いて熱が漏れないようにしたほか、空

調用のモーターを高効率モーターに変更しました。また、電力

使用量の大きい宴会場では施設担当者と宴会担当者がきめ

細かく連絡を取り合い、空調を調節するなどの施策を実施し、

東京都の地球温暖化対策計画書制度に基づき設定した目標値、

前年比1%削減を目指しています。生ゴミリサイクルに関しては、

「京王リサイクルパッケージシステム※2」による食品廃棄物処

理が進み、現在、リサイクル率100％を達成しています。節水

に関しては、1日500トンの厨房排水のうち、100トンを中水

処理しトイレで使用しています。 

 

 京王電鉄バスグループ 
 

 

バスは鉄道と同じく環境負荷の少ない公共交通機関です。京

王電鉄バスグループでは、1997年よりアイドリング・ストップ

運動を開始し、翌年以降導入の新車にはアイドリング・ストッ

プ装置を装着しています。燃料については、全営業所で低硫

黄軽油を使用しているほか、CNG（圧縮天然ガス）バスを41

台導入しています。また乗務員は、早めのシフトアップ、エンジ

ンブレーキの使用など、低燃費走行に努めています。さらに、

接遇の向上、路線網の充実、深夜バスなど輸送力の増強、「環

境定期券」「ちびっこ50円キャンペーン」といった割引運賃制

度など、サービスの向上を通じて環境負荷の少ない交通機関

の利用促進を図ってい

ます。 

 

 
 
 
 
 
 京王設備サービス 
 

 

京王設備サービスが関わる「ビルの総合管理」「鉄道関連施設

の保守管理」「設備工事」の各事業分野において、ISO14001

の認証取得に取り組んでいます。すでに、神泉本社・京王百貨

店事業所・工事事業部門の3拠点で認証を取得しており、

2006年度末までには「ホテル管理分野」で京王プラザホテル

札幌事業所を、2007年度末までには「大劇場・ホールの企画・

運営および管理分野」で杉並公会堂事業部の認証を取得する

予定です。 

なお、ＩＳＯの他分野においては、ＩＳＯ9001取得に早い時期

から取り組み、現在、各事業分野の10拠点で認証を取得し、

2006年度末までに5事業所、2007年度末までに6事業所の

認証取得追加を予定しています。環境保全とあわせて最高の

品質をお客様にお届けするため、全社一丸となった積極的な

取り組みを行っています。 

 京王建設 
 

 

建築･土木・軌道工事を行う京王建設では、2003年11月より、

全事業所においてＩＳＯ14001の認証を取得しています。大

きな環境リスクとして、現場での産業廃棄物分別収集後の混

合廃棄物の排出、ホルムアルデヒド※などの室内環境汚染物

質の発生があげられますが、これらについて数値目標を設定し

て、抑制に努めています。混合廃棄物の削減では、産業廃棄物

の分別スペースの確保、またホルムアルデヒド室内濃度低減

に関しては、低ホルムアルデヒド仕様の建材採用率を向上させ

ています。そのほか、低騒音建設機械の導入や排気ガス抑制

のために自社および協力会社の車両のアイドリング・ストップ

を実施しています。 

一方、省エネルギーに関しては、照明・空調・ＯＡ機器の使用

低減を図っています。さらに、府中駅および本社周辺地域のゴ

ミ拾いなどをボランティアで行い、環境美化に努めています。 

  

 

 

 

CNGバス 

※ホルムアルデヒド：人体の遺伝子に影響を与え、強い発ガン性があり、また、
喘息、アトピーの原因物質で最悪・最大の汚染物質といわれている。 

 

　　産業廃棄物の分別収集 

環境キャラクター「まめ之介」 

京王リサイクルパッケージシステムの野菜を 
使ったメニュー例 

※1地球温暖化対策計画書制度とは「都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例（環境確保条例）」に基づき、温室効果ガスの排出量が相当程度多い

事業所を対象に、自主的な目標値を含んだ計画書の提出と公表を求めるこ

とで、温室効果ガスの排出抑制を中心とした地球温暖化対策を進めるもの。 

※2京王リサイクルパッケージシステムに関しては、p31をご覧ください。 
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循環型社会に向けて、 
京王リサイクルパッケージシステム。 

電鉄の事業として、「鉄道事業部門」、土地・建物の賃貸業・販売業を行う「開発事業部門」の2つの事業があり、この他に 
会社全般の管理業務を行う「一般管理部門」があります。 
これらの各部門は、それぞれ事業形態が異なるので部門ごとの集計としています。 

環境会計 
2005年度は、踏切の解消、省エネ車両の導入などに、 
約65億円の環境投資を行いました。 

このシステムは、京王電鉄のショッピングセンターや京王プラ

ザホテルなどの商業施設からの生ゴミを回収・リサイクルし、

堆肥や消臭剤にする循環型の仕組みです。 

 

生ゴミから消臭剤・堆肥へ 

このシステムは、京王電鉄と外部のパートナーシップで成り立

っています。生ゴミの収集・運搬は「(株)北辰産業」、リサイク

ル処理・堆肥製造は「(株)アグリガイアシステム」との業務提

携によって行っています。消臭

剤は、京王線・井の頭線のトイ

レなどで使用しています。また、

京王百貨店や京王アートマンな

どで販売しています。 

 

消臭剤・堆肥から野菜へ 

消臭剤の脱臭効果がなくなった

後は、有機肥料として土に混ぜ、

野菜などの栽培に利用できます。 

また堆肥は、桜ヶ丘カントリーク

ラブの芝に使用するなど、京王 

グループ各社で活用してい

るほか、全国の特別栽培野

菜生産農家を束ねている「オ

レンジファーム」を通じて

野菜の栽培に利用し、収穫

された野菜を、2005年10

月から京王ストアで本格的

に販売しています。また、京

王プラザホテルの一部レス

トランでも、この野菜を使

用した料理をご賞味いただ

けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京王電鉄では環境負荷の削減を目指し、従来より車両や駅舎の

省エネ、廃棄物のリサイクルなどに取り組んできました。2004年

度からは、環境会計の数値を公表することといたしました。2005

年度は、約65億円の環境保全コストをかけ、騒音・振動防止およ

び踏切解消のための「連続立体化工事」、地球温暖化防止のため

の「省エネルギー車両の新造」、磁気カード等の廃棄物の発生抑

制にもつながる「ＩＣカード乗車券システムの導入に向けた駅務

機器の改修・更新」などを実施しました。今後は、コストだけでなく、

環境保全効果についても定量的な把握ができるよう検討を重ね、

環境保全活動をより客観的に評価できるよう努めていきます。 

 

［対象期間］ 

2005年4月1日～2006年3月31日 

［対象範囲］ 

京王電鉄株式会社の鉄道事業部門、開発事業部門、一般管

理部門で発生した環境保全コスト（グループ各社は含まず） 

［算定基準］ 

1．「環境省環境会計ガイドライン（2005年版）」および「民鉄

事業環境会計ガイドライン（2003年度版）」 

2．環境保全コストとして確実に把握したものについてのみ計上 

3．減価償却費は計上せず 

京王リサイクルパッケージシステム 

●京王ストア、キッチンコート 
●京王プラザホテル　 
●京王プラザホテル 多摩 
●京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター、 
　京王高幡ショッピングセンター など 

●食品廃棄物収集運搬（北辰産業） 
●リサイクル処理・堆肥製造 
　（アグリガイアシステム） 
●ゴミの減量化（ゴミ処理機器メーカー） 

●桜ヶ丘カントリークラブ 
●京王フローラルガーデン アンジェ 
●京王百草園 など 

●オレンジファーム（京王ストアの野菜） 
●JAいんば農業協同組合 など 

●ホテル、スーパーマーケット、 
　コンビニエンスストア、レストラン など 

●京王電鉄の一部の駅など 
　グループ施設のトイレ 

●京王ストア、京王百貨店新宿店、 
　京王アートマン、京王グリーンサービス、 
　K-Shop（一部店舗） 

おいしく安全な 
特別栽培野菜など 消臭剤 

消臭＆肥料 

食品 
廃棄物 

堆肥 

堆肥の 
活　用 

野菜の 
生　産 

京王グループ 

外部企業 

消臭剤 
活　用 

販　売 

バイオ消臭剤「消臭＆肥料」 

生ゴミからつくられた堆肥 

京王ストアで販売される 
再生された堆肥を使って栽培された野菜 

ゴルフ場の芝生にも利用される堆肥 

電気 
306,415千kWh

都市ガス 
44千m3

LPG 
17千kg

石油系燃料 
283kL

水 
446,520m3

事務用紙 
1,992千枚 

一般廃棄物 
1,430t

産業廃棄物 
1,253t

CO2排出量 
110,347t-CO2

CO2排出量 
16,451t-CO2

電気 
44,503千kWh

都市ガス 
242千m3

石油系燃料 
10kL

水 
341,398m3

事務用紙 
877千枚 

一般廃棄物 
4,024t

産業廃棄物 
302t

CO2排出量 
698t-CO2

電気 
2,225千kWh

都市ガス 
26千m3

石油系燃料 
18kL

水 
18,900m3

事務用紙 
5,465千枚 

一般廃棄物 
77t

産業廃棄物 
33t

 環境保全コスト （単位：百万円） 

百万円未満切捨 

分　類 主な取り組み内容 投 資 費 用 

（1）事業エリア内コスト 1,6404,695

内
　
訳 

（1）－ ① 公害防止コスト 騒音･振動防止､水質汚濁防止 2,082 813

（1）－ ② 地球環境保全コスト 地球温暖化防止、オゾン層保護、省エネルギー、モーダルシフト 1831,779

（1）－ ③ 資源循環コスト 廃棄物発生抑制、リサイクルほか 644834

（2）管理活動コスト 環境マネジメントシステムの運用､環境教育､事業所周辺の緑化 9559

（3）社会活動コスト 自然保護 70

合　計 コスト総計 1,7424,753

6,495

環境負荷 
データ 

事業部門ごとに環境負荷を把握し、 
負荷低減に向けた活動を進めています。 

 鉄道事業部門の現業事業所 
集計対象は電車の運行と本社を除く鉄

道の事業所です。2005年度は省エネ車

両20両を導入しました。これにより、電

気使用量は前年比3,815千ｋＷｈ減、運

転原単位は前年度の2.825→2.716ｋ

Ｗｈ/car・ｋｍでした。 

 開発事業部門の直接管理物件 
集計対象に、2005年度の新規物件京王

高幡ショッピングセンターを加えたため

廃棄物が440ｔ増える結果となりました

が、電気使用量は4,798ｋＷｈ削減しま

した。 

 本社ビル・一般管理部門 
集計対象は、本社ビル、診療所、平山管

理センター（研修施設）に本年度から京

王クラブ（社員クラブ）を加えました。本社

での省エネ活動では数値を減らせており

ますが、社員クラブを加えたため数値が

増加する結果となりました。 


