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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
推進していきます。

2

鉄道は、自家用車などと比べてエネルギー効率
の優れた交通手段です。他の交通手段から鉄道へ
転換していただくことによって、CO2排出量削減が
期待できることから、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。
当社全体の事業を見ると、鉄道事業における

CO2排出削減のため、VVVFインバータ制御車両導

●●

（単位 : g-CO2／人キロ）   出典：「運輸・交通と環境2009年版」（交通エコロジー・モビリティ財団）より　
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環境負荷の集計対象は、列車の
運行、駅など鉄道事業に関わる事
業所（本社を除く）です。

INPUT
対前年度比

電気 279,870千kWh -2.7%

都市ガス 31千m3 -16.2%

LPG 257千kg +8.7%

石油系燃料 57k -6.5%

水 343,991m3 -0.0%

事務用紙 6,241千枚 +2.7%

OUTPUT
対前年度比

一般廃棄物 1,097t -18.6%

産業廃棄物 1,208t -13.6%

CO2排出量155,985t-CO2 -3.1%

環境負荷の集計対象は、自社で直
接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。

INPUT
対前年度比

電気 52,211千kWh -1.1%

都市ガス 242千m3 -0.4%

LPG － －
石油系燃料 2k +29.8%

水 317,148m3 -7.2%

事務用紙 393千枚 -14.9%

OUTPUT
対前年度比

一般廃棄物 3,505t -3.5%

産業廃棄物 330t +4.7%

CO2排出量 29,486t-CO2 -1.1%

環境負荷の集計対象は、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。

INPUT
対前年度比

電気 1,914千kWh -8.9%

都市ガス 27千m3 +3.8%

LPG － －
石油系燃料 20k +17.6%

水 15,905m3 -20.5%

事務用紙 9,650千枚 -1.9%

OUTPUT
対前年度比

一般廃棄物 104t -4.5%

産業廃棄物 25t -3.8%

CO2排出量 1,165t-CO2 -3.7%

※環境負荷の経年変化とレビューについては、P58・59をご覧ください。

入など、今後も車両の省エネルギー化に努めてまい
ります。
開発事業部門においても、テナントと協力のうえ

省エネルギー機器を導入するなど、積極的にCO2削
減に取り組んでまいります。
この他に一般管理部門も含めた会社全体で地球
温暖化防止に貢献していきます。
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持続可能な
社会づくりに向けて、

2014年度までの
中期環境目標を
設定しました。

2014

鉄道の運転用電力について、車両のVVVFイン
バータ制御化など省エネルギー化を推進することに
より、2014年度における運転原単位（1車両1キ
ロ走行あたりの消費電力量）を1990年度比で
30％削減することを目指します。

鉄道で使用する電力は、電車の運転用電力と、
駅の照明、昇降機、空調、信号機などに使用する付
帯用電力に大別できます。
当社では、運転用電力削減のために最も有効な

施策である車両のVVVFインバータ制御化を積極
的に進めており、2009年度には全車両のうち
91％がVVVF車両となっています。2010年度には
96％、2012年度には全車両がVVVF車両となる
計画です。

鉄道部門のエネルギー
使用量削減計画

開発部門のCO2排出量削減計画

 30%　
削減 

1990年度 2014年度 
1.378kg／c・km　
2.48kWh／c・km　
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都内に所有する大規模事業所8物件のCO2排
出量を、基準年に対し2010～2014年に平均8％
削減します。
これは、東京都環境確保条例に対応するもので、
当社とテナントの協力による省エネルギー活動や高
効率エネルギーシステムの導入によって達成する予
定です。

当社は、2010年7月に改正省エネルギー法によ
るエネルギー使用状況を経済産業省に届け出まし
た。2009年4月から2010年3月までの実績で、原
油換算52,475k でした。
この値には鉄道の電力は含まれず、主に当社の
所有する賃貸物件のエネルギーです。
今後、このエネルギー量をもとに、エネルギー削減

に取り組みます。

省エネルギー法による
エネルギー使用状況の届出
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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。

当社では、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

環境基本方針

ープ環境基本方針」を制定しました。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継続的運用を通じて浸透を図
っています。

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

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。
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当社は、「生物多様性の保全と持続可能な利用
の確保」に関する社会の関心が高まるなか、「京王
グループ環境基本方針」に基づき、2010年9月に

「生物多様性行動指針」を制定しました。当社では、
生物多様性に配慮した事業を行うとともに、社員や
お客さまなど様々なステークホルダーと連携した取
り組みを展開していきます。

京王グループ各社は、それぞれの事業形態に合
わせた環境マネジメントシステムのもとで活動の継
続的改善に向けたPDCAサイクルを回しています。
当社は、2004年度に本社において環境マネジ

メントシステムの構築を開始し、その後現業へ拡大
しました。2010年度は、全員参加で7回目となる
PDCAサイクルを回し、地球温暖化防止や資源リ

環境マネジメントシステム（EMS）
サイクルなどのレベルアップに努めています。
グループ各社の環境マネジメントシステム構築状
況は、ISO14001認証取得4社、ISO14001に準
じたシステム構築8社、グリーン経営認証取得6社、
エコアクション21に準じたシステム構築23社とな
っています。

私たちは、生活に身近な事業を展開していくなかで、自然の恩恵を継続的に享受していることを認
識し、持続可能な利用や自然と共生する社会の実現に向け、生物多様性に配慮した事業活動を
行います。

1．
事業活動と生物多様性とのかかわり（恵みと影響）を把握するように努め、取り組みの必要性に
対する認識を高めます。

2．
事業活動における自然環境への影響の回避または低減に取り組むとともに、緑化を推進し、地
域の豊かな自然環境の確保と保全に努めます。

3．
資源の利用が生物多様性におよぼす影響を低減するために、グリーン購入など環境に配慮した
調達や3R活動（リデュース・リユース・リサイクル）を推進し、環境負荷低減に努めます。

4．
従業員をはじめ、取引先企業、お客さまなど多くのステークホルダーと連携し、情報の発信と収集
を行いながら生物多様性の保全に努めます。

2010年9月8日制定

京王グループ環境基本方針

生物多様性行動指針
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EMS

ISO14001

グリーン経営認証

エコアクション21

4
●京王設備サービス●京王建設 ●京王地下駐車場 ●京王エージェンシー

8
●京王百貨店 ●京王重機整備 ●東京特殊車体 ●京王 ITソリューションズ
●京王アカウンティング ●京王ビジネスサポート●京王ユース・プラザ ●京王子育てサポート

6
●京王電鉄バス●京王バス東 ●京王バス中央 ●京王バス南 ●京王バス小金井
●京王運輸

23
●西東京バス●京王自動車 ●京王ストア ●京王書籍販売 ●京王リテールサービス
●京王パスポートクラブ ●京王アートマン●京王食品 ●京王グリーンサービス
●京王不動産 ●京王プラザホテル ●京王プラザホテル札幌 ●京王プレッソイン
●京王観光 ●京王レクリエーション●レストラン京王 ●京王シンシアスタッフ
●京王商事 ●新東京エリート●エリート●京王友の会 ●京王コスチューム●御岳登山鉄道

当社の本社部門では、ISO14001に準じた活動
の一環として、内部監査を実施しています。2009年
度は、本社ビル内の全19部門（各部署およびグル
ープ3社）のうち16部門から各2名のEMS監査員
を選出し、新任監査員はトーマツ環境品質研究所
の教育を受けました。内部監査は、2部署の監査
員が被監査部署をチェックする体制で、これを相互
に実施しました。その結果、軽微な不適合1件、提
案事項3件の指摘があり是正処置を行いました。

EMS内部監査
京王グループ全体で、環境関連法令や環境マネジ

メントシステムに関するレベルアップを図るため、積極
的に環境教育を実施しています。2009年度は、5種
類・10回のセミナー等を開催しました。また、2010
年7月には、生物多様性講演会※を開催しました。
※生物多様性講演会については、P9をご覧ください。

環境教育

社 長　

環境管理責任者　
［総務部分担役員］　グループ各社　

［社長］　

グループ各社　
［社員］　

環境管理責任者（副）　
［各部長］　

事務局　
［総務部環境担当］　

（電鉄）　
EMS監査チームリーダー　

［総務部長］　
メンバー　

［各部課長・補佐］　

グループ各社　
環境管理責任者　

［役員］　
環境リーダー　

［課長以上の管理職］　

取締役会・常務会　

環境経営協議会　
［役員協議会］　

グループ環境経営協議会　
［社長会］　

環境活動推進委員会　
［部長会議］　

環境リーダーミーティング　環境リーダー　
［各部課長・補佐・担当者］　

［社員］　
（現業を含む）　
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① 改正環境法令対策セミナー
（改正省エネルギー法、改正東京都環境確保条例への対応）
第1回　電鉄役員およびグループ会社向けの“トップセミナー” 30名 7月
第2回　環境リーダーなど実務者を対象としたセミナー 104名 8月

② EMS内部監査員養成セミナー（対象：新任EMS監査員） 17名 9月

③ 廃棄物適正処理セミナー（対象：電鉄各部・グループ各社） 114名 11月

④ EMS構築に関する勉強会（ISO14001を基にしたEMS） 15名 1～3月
（対象：鉄道現業・京王重機整備・東京特殊車体） （5回）

⑤ 廃棄物処理施設視察会（視察先：「彩の国資源循環工場」） 38名 3月

2009年11月、当社およびグループ会社の担当
者を対象に｢廃棄物の適正処理に関するセミナー｣
を開催しました。環境コンサルタントを講師に招き、
廃棄物に関する基礎知識から実務レベルにおける
産業廃棄物のリスク、マニフェストの適正運用につ
いて周知徹底を図りました。

2010年3月、当社およびグループ17社から38名
が参加し、「2009環境研修　廃棄物処理施設視察
会」を実施しました。食品や蛍光管など処理特性の
異なった廃棄物の処理施設が複数あることから、埼
玉県の民間活用モデル施設を視察地としました。参
加者は廃棄物ごとの分別・処理の実態を「見て」、現
地関係者から「聴いて」、廃棄物処理全体像の理解

を深め、日常の適正な分別廃棄とマニフェスト運用
の重要性を再認識しました。

当社本社ビルでは、紙のマニフェストを発行してい
ましたが、2010年6月に電子マニフェストへ運用を移
行しました。これにより廃棄物処理過程の確実な把
握が可能になったほか、マニフェストの保存と報告が
不要になり、業務の効率化を図りました。

廃棄物適正処理セミナー

廃棄物処理施設視察　

電子マニフェストの導入
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本社ビルの環境施策

節電施策

廃棄物削減

節水施策

環境に配慮した電気設備の導入

2009 2010

56 2009 2010

2009 ／2010
2009

環境活動監査

④
生物多様性

⑤
環境
コミュニケーション

③
資源循環

①
環境推進体制

②
地球温暖化
対策

各種環境施策の実施状況監査 16部署実施（電鉄4部署、グループ12社）
廃棄物処理状況の監査（一般廃棄物・産業廃棄物）7部署実施（電鉄3部署、グループ4社）

年間電気使用量 1,447千kWh（前年度比10.9％減）
空調機を省エネルギー効果の高い設備に更新
本社ビルにて昼休み消灯率88％を全期間で達成
省電力駅看板設置 6駅・26台
VVVFインバータ制御装置を搭載した新造車両を導入
（京王線9000系車両60両、井の頭線1000系車両45両）
既存の京王線7000系車両16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78％から91％へ

ICカード移行促進による磁気乗車券利用削減 ICカード利用率80.8％
京王百草園にて廃棄物排出量削減 前年度比20％減
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター廃棄物分別の徹底 年間排出量97t（前年度比4.5％減）
京王八王子ショッピングセンター、フレンテ南大沢 食品廃棄物処理をリサイクル業者へ委託開始
節水型小便器設置 2駅・13基

変電所においてフロンガスを使わない水冷式整流器と低 騒音変圧器を設置
（三鷹台変電所・高尾変電所）

紙資源の削減
廃棄物再資源化促進
グリーン購入促進

磁気乗車券のリサイクル
工事発生資材のリサイクル
廃棄予定PCのリサイクル

裏紙使用の推進により、年間使用枚数7,469千枚（前年度比19.6％減）
再資源化率 86.1％達成
備消品等の購入に占める割合
京王電鉄：開発事業部門59％、計画管理部70％、経理部70％、法務部87％
京王グループ：45.5％

リサイクルベンチ設置 74台
PCまくら木 車庫線で再利用1,612本、売却900本
リサイクル率 100％達成

環境保全活動の実施 「京王クリーンキャンペーン」の実施（11月7日開催）5月は雨天のため中止
高尾の森づくりの会主催の植林活動参加 京王グループで36名参加
高尾の森 親子森林体験スクールの 実施（4～6月・9～11月）年6回

環境関連イベントへの参加促進
環境関連活動のPR

環境教育活動

環境担当部門から参加 11名
PRポスターの掲出（年11回）
ニュースリリースの発信（年7回）
社内報への掲載（年8回）
「高尾の森わくわくビレッジ」でエコキャンプ実施 8月
京王グループ全体の新入社員教育に、環境活動を取り入れ 4月

2009年度の活動実績を受け、
2010年度は活動の

レベルアップを図ります。

2004
2009

VVVF
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2010

継続実施各種環境施策の実施状況監査
継続実施廃棄物処理状況の監査
生物多様性行動指針の制定

継続実施 年間電気使用量 前年度実績以下（新宿三丁目ビル含む）
非常口誘導灯のLED化
継続実施90％
継続実施
京王線7000系車両の省エネルギー化（VVVFインバータ制御化）を推進

太陽光発電装置の新規設置を検討
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターにて、太陽光と風力発電の併用型街路灯を設置
継続実施
継続実施 前年度目標以下に削減
継続実施
京王ショッピングセンター（7箇所）の分別排出徹底
継続実施
雨水利用システムの新規設置の検討・推進
変電所において環境配慮型の変圧器・整流器を導入

駅・踏切・ずい道の照明器具を省エネルギー型に置換検討・推進

継続実施 3Rの推進 印刷枚数カウントを10,100千枚以下
継続実施 再資源化率 85％
継続実施 備消品等の購入に占める割合

京王電鉄：開発事業部門70％、計画管理部70％、経理部75％、法務部80％
京王グループ：46.2％

継続実施
継続実施
継続実施 リサイクル率 100％

継続実施 年2回（5月は高尾山、11月は多摩川）
継続実施 4月
継続実施 年6回
「高尾の森わくわくビレッジ」での自然環境把握

継続実施 8名
継続実施 PRポスターの掲出（年5回）
継続実施 ニュースリリースの発信（年6回）
継続実施 社内報への掲載（年6回）
継続実施 8月
継続実施 4月、5月

2010

5



環境負荷の集計対象は、列車の運行、駅など鉄
道事業に関わる事業所です（本社除く）。鉄道事業
の主な環境負荷であるCO2排出量は、車両の省エ
ネルギー化、駅での省エネルギー化※などにより、対
前年比3.1％低減しました。廃棄物についても、ゴ
ミの分別、リサイクルなどにより、対前年比16.1％低
減しました。いずれも、5年間のグラフのとおり減少
傾向で推移しています。

井の頭線を中心に進めている、省力化軌道工事※

にともなうまくら木の交換により不要となったPC（コン
クリート）まくら木を、当社車庫線に再利用したり、他
の鉄道会社に売却することで、有効活用しています。

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。

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箇所に設置し、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。

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。

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。
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当社では、事業部門別に目標を設定し、
環境負荷の低減に努めています。

●●
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5年間の推移

活動事例

※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。

※省エネルギーについてはP6・7をご覧ください。

ペットボトルをリサイクルした駅案内板

車輪の削正



環境負荷の集計対象は、本社ビル、診療所、研
修施設、社員クラブです。CO2排出量は、空調機
更新、積極的な省エネルギー活動などにより、対前
年比3.7%低減しました。廃棄物についても、分別
の徹底や減量活動の効果などにより、対前年比
4.4%低減しました。5年間のグラフにおいても、減
少傾向が確認できます。

［
クールビズ・ウォームビズの実施、休み時間消灯、
照明器具・空調システムの更新などの省エネルギー
施策を実施しています。また、2010年5月には、財
団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診
断を受診しました。その結果、「単位面積あたりのエ
ネルギー消費量は通常事務所ビルの約半分程度」
という講評を受けました。今後も新たな省エネルギ
ー施策に取り組みます。

事務所や打合せコーナーの照明器具は紐を取り付
け、トイレや給湯室の照明はスイッチによりいずれも使
用時のみ点灯するなど、必要最小限の点灯を行って
います。

LED
共用部照明器具に、エネルギー効率に優れた

LED照明（一部インバータ化）162台を導入し、消費
電力を44.5％削減しました。

エレベーターの利用を控えるために、階段利用の
「2アップ3ダウン」を推奨するとともに、21時以降
のエレベーターの運転を停止しています。

通常のシュレッダーを使用すると、紙の繊維が切
断されて再資源化が困難になります。繊維が長く残
り再生紙の原料としてリサイクルしやすい「ひきちぎ
り破砕方式」のシュレッダーを9台導入しています。
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●●

本社ビルでの活動事例

照明紐を導入した打合せコーナー

環境負荷の集計対象は、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、新店舗展開の電気使用量増加にともな
い、CO2排出量が増加しましたが、その後は減少して
おります。2009年度は、省エネルギー改修工事がひ
ととおり完成し、対前年比1.1％低減しました。廃棄
物についても、対前年比3.5%低減しました。

5年間の推移

●●
5年間の推移
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京王電鉄バスグループは、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
料とする車両を50台導入したほか、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。こうした活動により、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※」を取得し
ました。一方、昨年度までにデジタルタコグラフを
全車両に導入したほか、社員教育の一環として、乗
務員のエコドライブ教育を行うなど、意識改革にも
積極的に取り組んでいます。この結果、2009年度
では乗合バス車両の燃費効率が前年比6.7％向
上し、年間でおよそ66万4千リットルの軽油を削減
することができました。
また、西東京バスグループでも、京王電鉄バスグ
ループ同様、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るほか、2007年度から導入を開
始したデジタルタコグラフのデータを活用しながら、
全乗務員に対してのエコドライブ教育実施や指導を
徹底した結果、2009年度では乗合バス車両の燃
費効率が前年比3.8％向上し、年間でおよそ16万
4千リットルの軽油を削減することができました。

京王自動車は、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」を全車両に搭載し、積極
的にエコドライブを推進しています。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、急発進・急加速・急減速の有無やアイドリン
グ時間を数値化することができます。デジタルタコ
グラフの記録カードをパソコンに入れると、即座に
評価結果をプリントアウトできるため、車庫に戻った
後、すぐに客観的な検証を行うことができます。
また、停車時に自動的にエンジンを停止させるア
イドリング・ストップ車両をタクシーに導入しており、
2010年7月末現在で導入台数は854台中203台
となりました。

京王運輸は、「エコドライブ講習会」「燃費向上運
動」などを開催し、燃費効率の向上と経費削減に
取り組んでいます。
「エコドライブ講習会」は、交通エコロジー・モビリ
ティ財団認定の講習会で、運転者の安全とエコに
対する意識向上を目的としたものです。「人と地球に
やさしい」をテーマに毎年実施しており、現在の受講
者数は21名と全運転者数の30％弱になりました。
また、社内運動の一環として、9月21日から11月

20日までの間に「燃費向上運動」を実施しました。
これは、車両の燃費効率4.0％向上を目指すコンテ
スト形式の活動で、全営業所が目標を達成しました。
京王運輸は、2010年6月にグリーン経営認証の

更新を受け、さらに積極的に環境保全活動に取り
組んでいきます。
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京王グループ各社は、
それぞれの業態に応じて、

環境負荷の低減に努めています。

※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。

京王自動車（タクシー・ハイヤー）

京王運輸（トラック）

●●

京王電鉄バスグループ
西東京バスグループ

デジタルタコグラフ

評価結果
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●●

京王百貨店は、お客さまのご要望を確認したうえ
で、包装の簡略化（スマートラッピング）や手提げ袋
の削減などを推進しています。また2006年10月よ

り、繰り返しご使用いただけるよ
うにオリジナルマイバッグの販
売を行い、2007年10月か

らは当社の包装紙と
同じ鳩をモチーフにし
た新柄をご用意しまし
た。オリジナルマイバッ
グの収益は、日本山
岳会自然保護委員会
「高尾の森づくりの会」
に寄付しています。

京王ストアは、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
ジ袋不要とお申し出いただいたお客さまのご協力
に感謝し、グリーンカード（スタンプカード）を発行し
ています。スタンプが貯まると、京王ストアのお買
い物券としてご利用いただけます。

京王グループ8社※は、レストランなどで使用した
廃食用油を、石けんや家畜の飼料原料にリサイクル
しています。2009年度の総排出量は255,758kg
で、天ぷら店（座席数30）約761軒の年間排出量
分の廃食用油をリサイクルした計算になります。

京王プラザホテルでは、厨房に積算計を設置し、
水・電気・ガスの使用量の数値をグラフ化して「見え
る化」を行っています。いつ、どれだけ使用しているか、
どれだけ無駄が発生しているかを把握することで、職
場の環境意識が高まりました。
また、新宿企業ボランティア連絡会の主催で、

2006年から実施されている「打ち水会」にも参加し
ています。2010年8月4日の夕方、京王プラザホ
テル前の歩道で実施された打ち水会に参加すると
ともに、植栽用の井戸水を提供しました。打ち水は、
蒸発する際に地表の熱を奪うことで周囲の気温を
低下させる効果があり、最大で4℃地表温度を低下
させることができました。

京王百貨店

打ち水会の様子

京王ストア

●●
8

オリジナルマイバッグ

※京王電鉄、京王プラザホテル、レストラン京王、
京王レクリエーション、京王リテールサービス、京王百貨店、
京王ストア、京王設備サービス

●●
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コミュニケーションを通じて、
社会との信頼関係づくりに

つなげています。

2008年4月より、京王グループの社会・環境活
動を紹介するポスターを制作し、お客さまとのコミュ
ニケーションを図っています。2009年度は、環境を
テーマに「高尾の森 親子森林体験スクール」、社会
貢献につながる「京王ピンクリボンキャンペーン」な

ど、毎月異なるテーマで京王グループの活動をピッ
クアップし、駅の「京王PRボード」に掲示しました。
今後も、積極的に京王グループのCSR活動をアピ
ールしていきます。

●●

2009年度
キャッチフレーズ
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春は高尾山、秋は多摩川の清掃を行う京王クリ
ーンキャンペーンに、多くの方にご参加いただくた
め、駅のポスター、京王ホームページ、京王ニュー
スで参加者を募集しています。

日本山岳会「高尾の森づくりの会」との共催で、
森林作業や自然観察などを通じて自然の大切さを
学ぶ「高尾の森　親子森林体験スクール」を春と
秋に開催しています。より多くの方にご案内できる
よう、京王ホームページや京王ニュースでお知らせ
しています。

当社本社ビルでは、ペットボトルのキャップを回収
し、NPO法人「エコキャップ推進協会」に届けてい
ます。

2009年12月から約半年間で58,000個のキャッ
プを回収し、発展途上国の子どもたち72名分のポ
リオワクチン購入に充てられました。

ペットボトルのキャップ回収による
ワクチン購入支援

●● 2009

広報部企画宣伝担当課長
駒寄健夫

京王グループでは「京王クリーンキャ
ンペーン」や「高尾の森　親子森林体
験スクール」等、自然の大切さを感じな
がら環境保全活動に取り組んでおりま
す。これらグループの社会・環境に関す
る活動は駅ポスター等を通じて皆様
にご報告させていただき、環境
活動にご理解・ご協力いただ
くとともに、次世代にも環境
にやさしい心をつなげていき
たいと考えております。

ペットボトルキャップアートで回収の呼びかけ

回収されたペットボトルのキャップ

京王クリーンキャンペーンの募集

高尾の森 親子森林体験スクール第4期募集チラシ

京王クリーンキャンペーン2009秋のポスター

高尾の森　
親子森林体験スクールの募集
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2009年度は、143億円の環境投資・費用を行使しました。

当社は環境負荷の削減を目指し、従来から車両
や駅などの省エネルギー化、廃棄物のリサイクルな
どに取り組んできました。さらに2004年度には、環
境投資・費用によって得られた効果を定量的に把

握・公表するために環境会計を導入しました。
2009年度は、VVVF車両の導入による省エネル

ギー化推進や連続立体交差による踏切の解消などに
約143億円の環境保全投資・費用を行使しました。

2009

（1）事業エリア内コスト

①公害防止コスト

②地球環境保全コスト

③資源循環コスト

（2）管理活動コスト

（3）社会活動コスト

合計

コスト総計

●騒音振動防止 ◎連続立体交差化 ◎車両新造
●大気汚染防止 ◎草刈 ◎アスベスト処理費 ◎水性塗料
●水質汚濁防止 ◎PCB機器保管庫新設 ◎変圧器PCB含有検査

●省エネルギー化 ◎車両新造◎VVVF化◎駅空調機省エネルギー対策
◎ビル空調のインバーター化

●モーダルシフト ◎エレベーター・エスカレーター新設 ◎車両新造
●オゾン層破壊防止 ◎冷凍機点検 ◎車両冷房機更新

●廃棄物処理・処分 ◎駅清掃費 ◎廃車車両解体撤去費
●廃棄物減量 ◎ ICカード移行費用
●廃棄物リサイクル ◎座面シート交換 ◎リサイクルトイレットペーパー購入

●景観保持 ◎法面改修
●自然保護・緑化 ◎植裁管理 ◎樹木剪定
●教育・啓発 ◎PRポスターの提出 ◎環境報告書制作

◎サービス介助士受験 ◎社内教育

●自然保護・緑化 ◎「京王クリーンキャンペーン」実施
●環境保全の寄付 ◎各種寄付
●社会的取り組み ◎「環境を学ぶエコキャンプ」実施

11,732 2,358

5,565 798

6,162 164

5 1,396

64 121

0 4

11,798 2,484

14,282

［対象期間］
2009年4月1日～2010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のみ計上しています。
3．減価償却費は計上していません。

単位：百万円（百万円未満切捨）
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