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鉄道の環境優位性
　　　　　　　
鉄道は、自家用車などと比べ環境負荷が少なく、エネルギー効率に優れた交通手段で
す。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、すべてのお客さまに安全・快適にご利用いただけるよう努めています。

環境基本方針と環境マネジメントシステム

京王電鉄では、2000年11月に環境基本方針を定め、環境法令遵守はもちろんのこと、各
事業の特性に応じた省エネルギー化や廃棄物削減、資源リサイクルなどを積極的に推進
してきました。その後、環境問題に対する社会的関心が一段と高まるなか、環境保全への
取り組みは京王グループ共通の課題であるとの認識から、2004年12月に「京王グループ
環境基本方針」を制定しました。京王グループ社員一人ひとりが環境方針の内容、なかで
も自分の業務に関わりがある項目について十分理解し、仕事に活かしていけるよう、環境
教育の実施や、環境マネジメントシステムの導入によって、浸透を図っています。

■京王グループ環境基本方針
私たちは、「環境にやさしく」というグループ理念に基づき、環境問題を地球規模で考え、
持続的発展が可能な社会の実現を目指して、環境保全に配慮した事業活動を行います。
１．地球温暖化防止のため、エネルギーの効率利用に努めます。
２．循環型社会実現のため、廃棄物の削減、リサイクルおよび適正処理を図るとともに
汚染の予防に努めます。

３．環境に関する法令、条例、協定などを遵守します。
４．地域社会との調和を目指し、騒音、振動の抑制ならびに緑化活動の推進に努めます。
５．より良い環境の実現に向けて、地域や社会の環境保全活動に積極的に参加します。
６．従業員一人ひとりの環境意識向上を図るため、啓蒙・教育活動を実施します。
７．これらの環境保全活動を推進するため、鉄道をはじめとするすべてのグループ会社の
事業活動において環境マネジメントシステムを構築し、継続的改善に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年12月9日制定

■環境マネジメントシステム（EMS）
京王電鉄本社ビルは、２００４年度に環境マネジメントシステムの構築を開始しました。
２００９年度は、全員参加で６回目となるＰＤＣＡサイクルを回し、地球温暖化防止や資源
リサイクルなどのレベルアップに努めています。2007年3月には、京王グループの18社
が環境マネジメントシステムの構築を開始しました。2008年6月に京王運輸がグリー
ン経営認証を、2009年3月に京王エージェンシーがＩＳＯ14001の認証を取得し、残り
16社※は環境目標を設定し、活動を改善・継続するＰＤＣＡサイクルを回しています。
なお、京王グループでは、このほかに京王設備サービス、京王建設、京王百貨店、京王
地下駐車場の4社が、ISO14001の認証を取得しています。

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、企業の社会的責任として、
地球温暖化防止や循環型社会の構築に向けて取り組んでいくことが重要になります。
京王グループでは「京王グループ環境基本方針」のもと、鉄道事業をはじめとする各部門や京王グループ各社が
事業形態に合わせて、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

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ています。

※西東京バス、多摩バス、京王食品、レストラン京
王、京王プラザホテル、京王不動産、京王リテー
ルサービス、京王パスポートクラブ、京王書籍販
売、京王観光、京王ストア、京王レクリエーション、
京王プレッソイン、京王アートマン、京王自動車、
京王プラザホテル札幌

VVVF車両の整備率（％）
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環境マネジメントシステム推進体制

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。

● 車両の省エネルギー化
電力を効率的に利用するため、回生ブレーキ※1やVVVFインバータ制御装置※2を装備
した車両を導入しています。

●太陽光発電システムの導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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おり、永福町駅にも設置する予定です。

● 駅の省エネルギー化
駅では、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、お客さまが近づいた際にのみ電源が入る券
売機や、お客さまを感知して自動運転するエスカレーターの導入も進めています。

省資源・廃棄物削減

● まくら木のリサイクル
井の頭線を中心に進めている、省力化軌道工事※に伴うまくら木の交換により不要となっ
たPCまくら木（コンクリートのまくら木）を他の鉄道会社に売却し、有効活用しています。

● ペットボトルのリサイクル
駅売店などで回収された飲料用ペットボトルをリサイクルし、全駅の案内板として使用
しています。

● 駅トイレの節水
駅のトイレには、従来型に比べ約80％の節水効果のある節水型の小便器を導入してい
ます。今後、駅改良等にあわせて順次設置を進めていきます。

※1 回生ブレーキ（整備率：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。

※2 VVVFインバータ制御装置（整備率：78％）
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。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。

リサイクル
案内板

高幡不動車両基地の太陽光発電システム

［ 組 織 ］ ［ 会 議 体 ］

※まくら木周辺の砕石をアスファルトセメントで固
定することで軌道狂いを防止し、保守の省力化
を図るための工事です。

節水タイプのトイレ
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● 車両・部品洗浄水の節水
若葉台工場では「処理水再利用装置」を導入し、車両や部品の洗浄等に使用した水の
汚れを取り除き、再使用しています。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
雨天時の走行中にブレーキをかけた際、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ヵ所に設置し、車輪フラットによる振動・騒音を早期に
発見し、車輪を削正することで騒音・振動の低減に努めています。

● 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
ールとまくら木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
200m以上のロングレールを使用し、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
若葉台工場では、台車や車体を清掃するロボットの清掃時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」を導入しています。回収
したシンナーを再使用することで、シンナーの購入量は導入前に比べて半減しました。

沿線地域の環境保全

● 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、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。刈り草やせん定枝は、肥料や飼料としてリサイクルし、資源
の有効活用に努めています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京王電鉄本社ビルの環境保全

京王電鉄本社ビルは、2004年度に環境マネジメントシステムの構築を開始し、継続的
に環境改善に取り組んできました。特に「紙・ゴミ・電気・水」に関しては、「環境活動に
おける社内推奨ルール」にもとづき、各部で「本来業務で環境を実現できる」目標を設
定し、全員参加で取り組んでいます。

車輪の削正
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京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの環境保全　　　
　　　　　　　　　　
● 壁面緑化を採用した｢さくらゲート｣をオープン
｢京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター｣に、新館｢さくらゲート｣が2009年3月にオー
プンしました。｢さくらゲート｣では｢癒しと健康｣をテーマに、エステティックとフィットネ
スを融合させた女性専用の上質なプライベートサロンをはじめ、ゴルフショップや美容
室、落ち着いた空間でカフェタイムを楽しめるお店など全５店を出店しました。自然と
調和したイメージでデザインし、外装の一部に壁面緑化を採用しました。

● ヒートポンプの導入に対して高い評価
２００8年７月１７日、財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター主催の「第１１回蓄熱のつどい」
にて、同団体から感謝状が贈られました。これは、環境保全や省エネルギーに資するヒ
ートポンプ・蓄熱システムの積極的な導入や普及、技術開発などに貢献した企業や団
体に対して贈られるものであり、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの空調システム
を高効率空冷ヒートポンプ方式へ更新した取り組みが高く評価されました。

地域社会と一体になった環境保全活動

● 京王クリーンキャンペーン
地域の貴重な自然環境の保全を目的に、春は高尾山、秋は多摩川の清掃を行う「京王
クリーンキャンペーン」を１９９１年から実施しています。京王グループ社員をはじめ、沿線
地域の皆さまにも参加いただいています。

● 高尾の森再生支援
京王グループは、社団法人 日本山岳会「高尾の森づくりの会」が、裏高尾小下沢国有林
で行っている植林活動の趣旨に賛同し、2002年の「第２回植樹祭」から継続的な支援
を行ってきました。2009年4月12日に開催された「第9回植樹祭」では、ヤマザクラ、ケ
ヤキ、モミジなど25種類の落葉広葉樹の苗木約1,500本を提供したほか、植林活動に
ボランティアとして参加しています。

● 環境を学ぶエコキャンプ
こどもたちが、日常生活の中で気軽に始められる身近なエコや、環境に優しい工夫を考
えるきっかけづくりとして、2006年から継続的に高尾の森わくわくビレッジで「環境を
学ぶエコキャンプ」を開催しています。キャンプには、こどもたちの活動をサポートするた
め、有志の社員が参加しています。

京王クリーンキャンペーン

植樹祭の様子

環境を学ぶエコキャンプ

さくらゲート

高効率空冷ヒートポンプ
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京王電鉄バスグループ

環境対応型車両の導入や、環境負荷の少ない交通機関として
サービス向上を通じた利用促進を図っています。

京王電鉄バスグループでは、自動的にエンジンを停止させるアイドリング・ストップ装置
を1998年以降導入の車両に装着しています。また、従来の軽油よりも環境負荷の少な
いCNG（圧縮天然ガス）を燃料とする車両49台を導入したほか、専用のCNGスタンド
「京王エコ・ステーション永福町」を設置しました。2006年度からは順次、世界で最も厳
しいとされる排出ガス規制「新長期規制」に適合した車両を導入し、排出ガス中のCO2や
有害物質の削減に取り組んでいます。
一方、社員教育の一環として、デジタルタコグラフを用いた乗務員のエコドライブ教育
を行うなど、意識改革にも積極的に取り組み、京王電鉄バスグループ５社・全12営業
所が、環境保全活動に関する認証制度「グリーン経営認証※1」を取得しました。さらに、
自家用車に比べ環境負荷の少ないバスをより身近な移動手段としていただくために
「環境定期券※2」「ちびっこ50円キャンペーン」といった割引運賃制度を通じて、利用促
進を図っています。

京王自動車（タクシー・ハイヤー）

運転を客観的に評価できるデジタルタコグラフを全車に搭載し、
エコドライブを効果的に推進しています。

京王自動車では、積極的にエコドライブを推進し、計画的かつ継続的に環境負荷を低
減するために、デジタルタコグラフを利用した「エコドライブ管理システム」を導入して
います。これは各車両のデジタルタコグラフに記録された発進・加速・減速・アイドリン
グ時間などのデータをもとに、各乗務員のエコドライブ度を5段階評価するシステムで
す。デジタルタコグラフのカードを入れると、パソコンで即座に評価を行い、評価をプリ
ントアウトできます。入庫後すぐに、数値によって客観的な評価を見ることができるの
で、安全・環境の改善に効果的です。このシステムは2007年2月、全車約1,000台に搭
載を完了しました。
さらに同社では、事故や燃料費の削減メリットが乗務員に還元される仕組みとして、
「無事故・無違反賞」「エコドライブ賞」を設定することでドライバーのモチベーションを
高め、全員参加の安全・環境活動を促進しています。2008年度の燃料使用量は、2007
年度比で134,446リットル削減されました。　

京王運輸（トラック）

環境対応型車両の導入や、「省燃費講習会」への参加など
「地球にやさしく、企業にやさしく、環境にやさしい」トラック運転
を目指しています。

京王運輸では、環境にやさしく効率的なエネルギー利用への取り組みとして、ＣＮＧ車
両や優・超低公害車両の導入をはじめ、「人と地球にやさしい」省エネ対策として年間2
回の「省燃費講習会」を実施しております。これは実際に運転手がテストコース走行で、
通常運転時の燃料使用量と省燃費講習後、インストラクター同乗によるアドバイスを受
けながら運転、1日・1ヵ月・1年間での燃料費比率を、当日の運転手実例に基づいて説
明していただき、参加運転手も驚く講習会です。今まで4回の参加ですが、今後も定期
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デジタルタコグラフの出力結果

「京王エコ・ステーション永福町」

※1国土交通省の外郭団体「交通エコロジー・モビ
リティ財団」が作成したグリーン経営推進マニ
ュアルに基づいて、燃費改善やエコドライブ教
育など、継続的かつ計画的な環境保全活動を
実施していることが認められた団体に認証が与
えられます。

※2京王バスの定期券をお持ちのお客さま、および
同伴する同居のご家族が、土・日・祝日に路線バ
ス全線（高速バスや一部の系統を除く）を１回
の乗車あたり、大人100円、小児50円でご利用
いただける制度です。

  環境報告    TOPICS 地球とつながりあう―京王グループ各社の環境保全活動

京王グループ各社は、事業を通じて暮らしやすい地域づくりに貢献するとともに、
業態にあわせた環境保全活動に取り組んでいます。

燃料削減量 （単位：リットル）
　
　

全体削減量

1台当り削減量

2006年度
（前年度比）

182,197

190.0

2007年度
（前年度比）

264,000

276.7

2008年度
（前年度比）

134,446

142.1
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的に実施し省エネ運転を広げ、「地球にやさしく、企業にやさしく、環境にやさしい」トラ
ック運転を目指します。
また、2009年度には、2007年10月に導入したデジタルタコグラフを活用し、アイドリ
ングオーバー、急発進・急加速・急停車、エンジンの回転オーバーなどの運転解析結果
（発生件数）を個人別・営業所別に掲示することで、運転手自身に安全とエコに対する
目的意識をもたせることを目標としています。

京王百貨店

事務部門での省エネ・省資源はもちろん、
お客さまと一体になった環境保全活動も推進しています。

京王百貨店では、2003年に新宿店でISO14001の認証を取得し、現在は全社で
ISO14001による環境保全の取り組みを進めています。具体的には、電気使用量の削
減、印刷用紙および包装用品の削減、ゴミの減量化ならびに分別の徹底、そして環境に
配慮した「地球にやさしい商品」の開発・販売を重点課題としています。
電気使用量の削減に関しては、事務部門でクールビズやウォームビズに取り組むととも
に、店内でも照明や空調機の省エネ化を推進しています。印刷用紙の削減については、
両面、縮小コピーの励行をはじめ、資料の共有化や電子化を推進しています。
お客さまと一体になった活動としては、包装用品の削減のために、日本百貨店協会が提
唱する「スマートラッピング※1」を推進しています。2006年にはオリジナルマイバッグの
販売を開始し、その収益を日本山岳会「高尾の森づくりの会」に寄付しています。2007
年5月末からは、新宿店地下1階生鮮・グロサリー売場で、保冷剤に「クールアイスエコ
※2」を導入し、お買い物のゴミ削減を進めています。また、独自の基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。

● 新宿店「新宿区ごみ減量およびリサイクル功労者」として表彰
レストランや社員食堂、食品売場などから出る生ゴミの減量を目的として、1997年に
新宿店の屋上に乾燥式の生ゴミ処理機を設置。その後、大学の土壌研究室とともに乾
燥生ゴミの肥料化を実現しました。2006年2月、生ゴミ処理機による減量ならびにリ
サイクルの仕組みが認められ、新宿区長より感謝状を贈られました。これは新宿区が、
ごみの減量と、循環型社会形成の実現に向けて、ごみの減量およびリサイクルの推進に
積極的に貢献している事業者や地域住民を表彰しているものです。

京王ストア

マイバッグ運動とグリーンカードで、
お客さまと一体になった環境負荷低減を推進しています。

京王ストアでは、エコバッグを販売し、お客さまにマイバッグご持参の呼びかけを行って
います。また、レジ袋を不要とお申出いただいたお客さまのご協力にお応えするため、グ
リーンカード（スタンプカード）を発行。スタンプが貯まると、当社のお買い物券としてご
利用いただけます。1回のお買物でスタンプ1個をさしあげることで、環境負荷低減を推
進しています。

生ゴミ処理機で、生ゴミを肥料化しています。

京王百貨店が販売している
オリジナルマイバッグ。2007年6月から、
新色としてベージュ、グリーンが加わりました。

※1 お客さまのご要望に沿い、必要なものはきちん
と包装し不要な場合は簡易な包装とします。

※2 内容物（スーパー次亜水）を除菌剤・消臭剤と
して再利用できるため、保冷剤のゴミ削減に
つながります。スーパー次亜水は、有機物と接
触すると分解して普通
の水になるため、そのま
ま下水に流せます。  

省燃費講習会
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京王地下駐車場

廃棄物処理場の視察などを通じて、
社員の環境意識啓発を図っています。

京王地下駐車場は2007年10月にISO14001の認証を取得していますが、2009年6月
には、ISO推進委員会が同社社員や京王モール（同社が運営する新宿の地下街）の店長、
従業員を対象に、廃棄物処理法のマニフェスト（産業廃棄物の管理伝票）に則ったゴミの
最終処理施設（東京港埋立地）を視察しました。45名の参加者は、自社で排出したゴミの
行き着く施設を自分の目で確かめるとともに、残り少ない東京の埋立地を実感することで、
ISO14001のしくみに沿って、さらなるゴミの削減が必要であることを再認識しました。

京王プラザホテル

厨房の使用済みてんぷら油のリサイクル、
空調機の改善による消費電力削減、屋上緑化による
ヒートアイランド抑制などの省エネに取り組んでいます。

日本の外食産業や食品メーカー等から回収される廃食用油は年間で約20～30万トン発
生していると言われています。京王プラザホテルでは、食品廃棄物等の減量とともに館内各
厨房で使い終わったてんぷら油（廃食用油）を手洗い用の液体石鹸に再生し従業員スペー
スで利用しています。また、消費電力の削減を目的として既存の空調機に高効率モーター
を取り付ける改良や、駐車場と従業員スペースの蛍光灯器具をインバーター式に更新する
など様々な省エネ対策に取り組んでいます。このほか、2008年12月には、本館屋上のうち
約1,000㎡（７階屋外プール横側）を、枯山水の和風庭園も取り入れた緑化を行い、当ホテ
ル施設や周辺高層ビルからの景観向上ならびにヒートアイランド抑制効果を図りました。

京王プラザホテル札幌

割り箸を塗り箸に変更し、CO2排出の削減につなげるなど、
社員一丸となって「環境にやさしいホテル」を目指しています。

京王プラザホテル札幌では、これまでレストランや宴会場で年間約70万膳の割り箸を
使用していました。割り箸の削減を図るため、これに代わるものを調査研究。デザイン性
や高級感を満たしている「塗り箸」を、日本橋にある老舗より選定しました。この塗り箸
は、2008年7月より順次切替えを進め、現在全てのレストランおよび宴会場で使用して
います。塗り箸を繰り返し使うことで、ゴミの削減が図られるだけでなく、新たに木材を
使用しないことで、年間13トンのCO2削減が見込まれています。

レストラン京王

インターネットを利用した新発注システムを導入し、
伝票のペーパーレス化を目指しています。

レストラン京王では、2008年8月にインターネットを利用した発注システムを導入し、
仕入伝票のペーパーレス化を進めています。従来は、紙の仕入伝票をもとに手入力して
いましたが、これによって、仕入伝票の発注枚数は月間3,500枚から100枚となり、
97%を削減した計算になります。今後は、紙の伝票ゼロを目指します。

環境報告  地球とつながりあう̶京王グループ各社の環境保全活動

デザインに趣向をこらし高級感を持たせた塗り箸

　本館7階部分の屋上緑化

　東京港埋立地の視察

  環境報告    TOPICS  地球とつながりあう―京王グループ各社の環境保全活動

ゴミの
ことで、
た。

トン発
館内各
スペー
ーター
新する
のうち

東京港埋立地の視察

調理場より排出

収集運搬業者により
回収します。

食品廃棄物（廃食用油）が発生。
流せば水質汚染、
燃やせば二酸化炭素が発生。
地球温暖化につながります。

独自製法で
リサイクル石けんを
肌で使えるグレードにします。

油脂メーカーにより、
化粧品原料となる高純度な脂肪酸に再生。

食品廃棄物は肥料、
飼料等に有効利用されています。

工場にて石けんに加工

処理業者により精製

廃食用油を脱水・ろ過

廃食用油を回収

廃食用油リサイクルシステム

リサイクル石けんを購入

　　  ―資源の再利用により、水環境改善―
企業等から排出される廃食用油を有効使用した  

高品質の
　リサイクル石けん            



51環境報告  地球とつながりあう̶京王グループ各社の環境保全活動

京王設備サービス

「ビル総合管理」「鉄道施設管理」「総合設備工事」の各事業分野で
環境への負荷を低減する活動に取り組んでいます。

京王設備サービスが関わる「ビル総合管理」「鉄道施設管理」「総合設備工事」の各事
業分野で、環境への負荷を低減する活動に取り組んでいます。すでに、神泉本社・京王
百貨店事業所・京王プラザホテル札幌事業所・北野余熱利用センター事業所（八王子
市指定管理者物件）、および工事事業部門の計５拠点で、ISO14001の認証を取得し
ています。また、ISO9001の取得にも早い時期から取り組み、計20拠点で認証を取
得。環境保全とあわせて最高の品質をお客さまにお届けするため、積極的な取り組みを
行っています。

京王建設

工事部門、オフィス部門、設計部門、営業部門、
それぞれが目標を設定して環境負荷低減に取り組んでいます。

京王建設は2003年11月、ISO14001の認証を取得。マネジメント活動の一環として、
工事部門では、産業廃棄物排出量の削減・リサイクルの推進・現場周辺の環境保全活
動、オフィス部門では電気使用量の削減・事務用品におけるグリーン製品購入、営業部
門では環境関連知識向上のための勉強会の実施、設計部門では環境配慮設計の提案
などに関して、それぞれ目標を設定し取り組んでいます。
また、府中市との協定による府中駅周辺のボランティア清掃活動、府中本社ビル周辺の
自主的清掃活動を継続しているほか、2008年10月に作業服を一新した際、アフリカ
の植林活動支援寄付につながる「グリーンベルト運動」を賛助する作業服メーカーを選
定するなど、積極的な環境・社会貢献活動も展開しています。

京王ユース・プラザ

自然環境を活かした体験型学習の場「高尾の森わくわくビレッジ」は、
施設運営においても環境にやさしい取り組みを行っています。

京王ユース・プラザは、東京都から委託を受け、社会教育の分野で実績のある東京ＹＭ
ＣＡグループと協働して「高尾の森わくわくビレッジ※」を運営しています。「高尾の森わ
くわくビレッジ」は、自然環境を活かした野外・自然体験活動の「機会」と「場」を提供す
る宿泊可能な体験型学習施設です。自然とのふれあいを大切に考え、施設としての「環
境方針」を定め、自然環境にやさしく、温かみのあるサービスの提供を目指しています。
当施設では、快適性と省エネルギーの観点から、都市ガスを燃料にガスエンジンを動か
したコージェネレーションシステムを導入し、発電時に発生する廃熱を冷暖房や給湯に
有効利用しているほか、各機器の運営についても、年間管理計画を策定し、タイマーで
稼動時間を制御するなどエネルギーの効率的な利用に努めています。さらに、野外炊さ
ん場で自然にやさしい洗剤を使用しているほか、ゴミの減量・リサイクルの推進など様々
な取り組みを行っています。
※高尾の森わくわくビレッジでの活動については、p47をご覧ください。

高尾の森わくわくビレッジ

北野余熱利用センター事業所
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2008年度  環境目標と活動実績
環境目標重点項目

  環境報告    2008年度環境目標と活動実績

京王電鉄は２００４年度から毎年、環境目標を設定し、目標達成に向けた活動を行っています。
2007年度は夏季の気温が高く、冬季の気温が低かったため本社ビル全体の電気使用量が増加したこと、および業務の必要上
紙の使用量が増加し、目標を達成できませんでしたが、2008年度は夏季の気温が低かったことと、社員一人ひとりの積極的な
取り組みにより達成できました。引き続き２００９年度環境目標※を設定し、積極的に環境保全活動に取り組んでいきます。　　
※２００９年度環境目標はｐ56をご覧ください。

社員一人ひとりの積極的な取り組みにより、
2008年度の環境目標を、ほぼ達成しました。

（1）本社ビル全体の電気使用量を前年度以下に抑制

（2）車両新造・改造時に、機器の省エネルギー装置への置換え検討・推進

（3）京王百貨店新宿店のCO２排出量を前年度比２％削減

（4）本社事務室の節電の徹底（昼休みの消灯率85％以上）

（5）省エネルギー機器導入によるCO２排出量削減

（1）使用量（総務部購入分）を500万枚以内に抑制（本社プリンタ・現業の使用量を除く）

（2）経理部購入用紙の購入量を前年度以下に抑制

（1）ゴミ再資源化率80％以上

（2）IC乗車券の利用促進による磁気乗車券等の廃棄物削減

（3）園内のゴミ排出量を前年度比３％削減　　

（4）工事発生資材（まくら木等）のリサイクル

（5）従量課金制導入やテナントへの減量指導による廃棄物削減

（1）駅施設における節水の検討（節水型トイレの効果検証や雨水利用など）

（1）京王グループ共同購買におけるグリーン購入の促進および環境の整備

（2）部で購入する備消品を対象としたグリーン購入の推進

（1）産業廃棄物の分別ルールの構築と教育 若葉台工場

（2）軌道周辺の環境美化 施設管理所
　

（3）賃貸ビル運営管理における環境啓発活動の実施（対管理会社）

（4）環境に関するＰＲ活動（ポスター制作、ニュースリリース）の回数前年度より増

（5）「高尾の森づくりの会」の活動支援（植樹）や「高尾の森 親子森林体験スクール」（環境教育）の実施

1.省エネルギー

2.紙の使用量削減

3.廃棄物削減
　リサイクル

4.水の使用量削減

5.グリーン購入

6.環境教育
　啓発活動
　その他
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活動実績活動部署

電気使用量1,530千ｋｗｈ/年（前年度比5.0％減）

エネルギー効率の良いVVVFインバータ制御装置を搭載した9000系車両を60両導入

既存の7000系車両32両をVVVFインバータ制御装置に更新　　　　　　　　

ＶＶＶＦインバータ制御装置整備率65％から７８％へ

前年度比３％削減

本社部門昼休み消灯率９５％達成

せいせきB館の空調機14台を省エネ型機器に更新             

せいせきA館のエレベーター3台のインバータ化を実施

京王八王子ショッピングセンターの誘導灯32台を省エネ型に更新

「さくらゲート」に壁面緑化を施し、あわせて潅水システムを設置

０８年度 ７５７万枚（前年度比０．４％減）　０７年度 ７６０万枚（本社プリンタ・現業の使用量を含む）

２００８年度より四半期報告制度の法制化の本格導入にともない一人当たりの使用量が14.3％増　

ゴミ再資源化率8５％

ＩＣカード乗車券利用乗車率77.4％（前年度比8.5％増）

ゴミ排出削減目標達成 前年度比3％削減

省力化軌道工事により更換したPCまくら木4,250本および締結装置類を中古品とし同業他社へ売却

従量課金制度については、08年7月より京王クラウン街多摩センター、08年8月より京王クラウン街橋本で本稼動開始、

さらに09年3月より京王八王子ショッピングセンターでプレ稼動開始により、管轄全ショッピングセンターでの導入を完了

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターでは前年度比4.5%減、京王府中ショッピングセンターでは前年度比7.5%減

節水型男子小便器を桜上水駅3基、調布駅3基、山田駅2基、京王片倉駅2基設置完了

京王電鉄社内向け「グリーン購入周知・拡大」（1回）、京王グループ会社向け「グリーン購入の内容説明・周知および

拡大の働きかけ」（1回）

（対象品の購入比率）　　　金額比：京王電鉄47.6％　京王グループ全体52.4％

　　　　　　　　　　　　品数比：京王電鉄44.3％　京王グループ全体47.5％

グリーン購入対象商品73.2％（件数比）達成

産業廃棄物の分別ルールを策定し、関係者に教育を実施

京王線・井の頭線全線において、春・秋2回、計659千㎡の草刈りを実施

部内行事として、府中駅～平山城址公園駅間において軌道内外の清掃活動を実施

環境啓発活動４回実施

環境活動取り組みポスターを6回掲載（前年度5回掲載）

社会環境活動への取り組みPRのニュースリリースを6回発行（前年度5回発行）

クリーンキャンペーンを年2回計画　春は雨天中止　秋は１１月8日に実施

「高尾の森づくりの会」主催の植樹祭で1,500本の植林

「高尾の森 親子森林体験スクール」の実施（4月～6月、9月～11月）

　

本社共通

車両電気部

開発企画部
開発推進部

鉄道営業部

SC営業部

本社共通

経理部

本社共通

鉄道営業部

京王百草園（鉄道営業部）

工務部

SC営業部

工務部

グループ事業部

法務部

車両電気部

工務部

開発企画部
開発推進部

広報部

広報部　
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鉄道事業部門（電車・駅）

集計対象は電車の運行、駅など鉄道事業に関わる事業所です（本社除く）。

開発事業部門

集計対象は、自社で管理しているショッピングセンターおよび京王フローラルガーデン
です。2007年度は電気量が新店舗開業により増加しましたが、2008年度は全般的に
削減することができました。

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）、京王クラブ（社員クラブ）
です。2007年度は廃棄物を若干減らすことができました。CO2排出量は2005年度か
ら社員クラブを含めたため2004年度と比べ増加しましたが、その後は減少傾向です。

CO2排出量廃棄物石油系燃料都市ガス電気

1.19 1.271.34
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  環境報告    環境負荷の推移

京王電鉄では、従来から積極的に環境負荷の削減に取り組むとともに、2004年度からは事業部門ごと※の環境負荷を把握し、
負荷低減に向けた活動を推進してきました。2004年度から2008年度の環境負荷の推移をご報告します。
※京王電鉄の事業として「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」、および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、それぞれ事業形態および重要な環境負荷が異なるため、部門ごとの集計としています。
　なお、電気使用量をCO2排出量に換算する係数は省令の値（0.555ｔ-CO2／千ｋWh)としています。

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。

CO2排出量廃棄物石油系燃料都市ガス電気 （千t-CO2）（t）（千㎥）（千kWh）
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京王電鉄では環境負荷の削減を目指し、従来から車両や各種機器の省エネルギー化
や廃棄物のリサイクルなどに取り組んでいます。
2004年度から環境会計を公表しており、環境保全コストは2004年度約44億円、2005
年度約65億円、2006年度約105億円、2007年度は約120億円、2008年度は133億
円となりました。2008年度も、騒音･振動防止や踏切解消のための「連続立体交差化工
事」の推進、地球温暖化防止のための「省エネルギー車両の新造、VVVF制御への改造」、
利便性向上のほか使用済み乗車券など廃棄物削減に資する乗車券のIC化などを実施し
ました。

[対象期間]　2008年4月1日～2009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を対象としています。（京王グループ各社で発生し
たコストは含んでいません）

[算定基準]　1．「環境省環境会計ガイドライン（2005年度版）」および「民鉄事業環境
会計ガイドライン（2008年度版）」を参考に集計しています。

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しています。
3．減価償却費は計上していません。

55

コスト
営業収益に対する割合

百万円未満切捨

合　計 2,6107,938

10,5486,4954,389コスト総計

2006年度2005年度2004年度
分　類 主な取り組み内容

投 資 費 用

（1）事業エリア内コスト 2,4887,887

内　

訳

（1）- ① 公害防止コスト 騒音･振動防止､水質汚濁防止 3,641 1,539

（1）- ② 地球環境保全コスト 地球温暖化防止、オゾン層保護、
省エネルギー化等 3252,673

（1）- ③ 資源循環コスト 廃棄物発生抑制、リサイクル等 6241,573

（2）管理活動コスト 環境マネジメントシステム関係、
教育、周辺緑化 11551

（3）社会活動コスト 70

3,1558,838

11,993

2007年度
投 資 費 用

3,0458,813
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  環境報告    環境会計

2008年度は、連続立体交差化による踏切の解消、
車両の省エネルギー化、乗車券のICカード化による廃棄物の削減など、
約133億円の環境投資・費用を行使しました。

11.1

13,319

 環境保全コスト （単位：百万円）
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2009年度  主な環境目標

1.省エネルギー

2.紙の使用量削減

3.廃棄物削減
　リサイクル

4.水の使用量削減

5.グリーン購入

6.環境教育
　啓発活動
　その他

重点項目 活動部署目　標

本社共通（1）本社ビル全体の電気使用量は前年度を維持

総務部（2）本社ビル空調設備更新　　　　

計画管理部（3）商品購入による環境意識の向上

鉄道営業部（4）節電の徹底（昼休み消灯率85％）、省電力駅名看板設置

車両電気部（5）車両新造・改造計画の立案時に、省エネ装置へ置換え検討・推進

車両電気部（6）電気設備新設および更新時に環境に配慮した機器の導入を検討する

車両電気部（7）現業での省エネ意識向上と活動推進

開発企画部（8）京王百貨店新宿ビルCO２年間排出量削減（前年度比１％削減）

本社共通（1）裏紙使用の推進

本社共通（2）給茶機用紙コップの節約

本社共通（3）本社ビルのゴミの再資源化率８5％以上（前年度の目標：８０%）

カード戦略部（1）機器撤去時のリサイクル実施

鉄道営業部

京王百草園
（鉄道営業部）

（2）ＩＣ移行促進による磁気乗車券利用削減、リサイクル等による廃棄物の削減（リサイクルベンチ）

（3）ゴミの排出量削減（お客さまの持ち込みゴミを含め３％削減） 

工務部（4）工事発生資材のリサイクル

SC営業部（5）廃棄物排出量の削減と分別の徹底

工務部（1）駅施設における節水の導入

グループ事業部

経理部

（1）グリーン購入促進および環境の整備  

（2）エコマーク・グリーン購入商品の推進およびＥＭＳの啓発

法務部（3）グリーン購入の推進　環境配慮製品を率先して選択する

開発企画部（4）グリーン購入の推進　全購入量（件数ベース）の７５％以上

（1）環境関係に関する監査の実施

（2）廃棄予定のPCリサイクル

法務部

広報部

広報部

人事部

鉄道営業部

（3）環境イベントへの参加促進

（4）環境に関するPR活動の回数を前年度よりも拡大する

（5）環境保全活動の実施
  
（6）環境教育活動（新入社員教育）

（7）環境教育の実施
  

  環境報告    2009年度環境目標

京王電鉄では、2008年度の活動実績※を受け、2009年度の環境目標を設定しました。
この目標を事業の現場に落とし込み、社員一人ひとりが目標の実現に向けて取り組んでいきます。
※2008年度環境目標と活動実績については、p52～53をご覧ください。

2009年度の環境目標を設定しました。
目標の実現に向けて、積極的に取り組んでいきます。

監査部

経営企画部
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