
6 特集│東日本大震災からの復旧および支援活動

京王グループは、震災当日には、鉄道の早期運転再開やバスの終車延長を行うとともに、

京王百貨店や京王プラザホテルでは帰宅困難なお客さまを受け入れるなど、それぞれの

企業使命や業態に応じた活動を展開しました。また、チャリティイベントや被災地の特

産品販売など、被災地の復興に向けた活動も行っています。

3月11日～12日：交通インフラ復旧などの取り組み

特集1：東日本大震災からの復旧および支援活動

鉄道の早期復旧、特産品販売など、
グループ一丸となった取り組み。

京王プラザホテル （新宿）

京王電鉄・バス

京王百貨店  新宿店

　東日本大震災当日、お客さまの帰宅手段を確保するため、京
王線・井の頭線では安全確認の後、終夜運転を実施し、路線バ
スでも運行時間の延長を行いました。また、京王プラザホテル
（新宿・多摩・八王子）では約2,000名の帰宅困難なお客さま
に対し、宴会場等の施設を開放したほか、京王百貨店新宿店で

も翌日まで店内を開放するとともに、飲料や食料の提供を行い、
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターでは、閉店とともに滞留
されているお客さまの一時避難場所として、B館2階センター
コートを開放し、鉄道の運行再開までご休憩いただきました。

　地震発生直後、徒歩による全線および各基地内の点検を開
始するとともに、本社鉄道事業本部内に災害対策本部を設置
しました。22時10分には京王線・井の頭線で全列車運転
を再開し、30～40分間隔で終夜運転を実施しました。
　京王線・井の頭線の終夜運転に対応して、京王電鉄バスは
主要路線で終車の延長を行いました。
　西東京バスでも京王線の運転再開を受け終車を4時40分
まで延長しました。

　閉店とともに、「鉄道の運転が再開するまで店内でお待ち
いただけます」旨のご案内をしました。深夜も滞留されてい
るお客さま約400名にはパンを配布。翌朝、全てのお客さ
まが帰宅されました。

　地震発生直後には、地震発生の案内と注意を館内放送（5ヵ国語）で行い、17時30分には
ホームページに滞在中のお客さまの安否情報を掲示しました。また、帰宅困難な方々のため
に、3つの宴会場とロビーラウンジ2ヵ所を開放し、約1,600名の方に、スタッフが水とお
茶を提供しました。

終夜運転を行うとともに、バスとの連携を図る

鉄道の運行停止を受け、帰宅困難者の方々に店内を開放

鉄道の運行停止を受け、帰宅困難者の方々に宴会場とロビーラウンジを開放

運転再開後の渋谷駅

店内カメラの映像より

ショッピングセンター

　閉店とともに、滞留されているお客さまの一時避難場所として、B館2階センターコートを
開放し、鉄道の運行再開までご休憩いただきました。鉄道の運行再開の後、0時までに全ての
お客さまが帰宅されました。

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター震災当日の対応

地震発生後の新宿駅西口の様子
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　震災後は、計画停電の実施や物流の停滞などの事業制約が
あるなかで、鉄道および路線バスでは輸送の確保に尽力すると
ともに、高速バスでは新宿と仙台を結ぶ路線を早期に再開させ
首都圏と被災地の交通手段の確保に努めました。また、京王グ
ループ各社および社員一同による災害義援金の寄付や毛布・簡

京
王
グ
ル
ー
プ
の
C
S
R

特　

集

安
全
報
告

社
会
性
報
告

環
境
報
告

易トイレなどの救援物資を運搬・提供しました。このほか、京王
ストアなど食品や生活必需品を扱う店舗では、早期に営業を再
開させ可能な限りの営業に努めたほか、被災地の復興に役立て
ていただくため、チャリティイベントの開催や東北地方の特産品
販売などグループ一丸となって被災地の支援を行いました。

危機管理本部

被災地復興支援物産展 Mr.マリックさんとの被災地復興
イベントに、カレーを提供

３月１３日以降：輸送の確保や被災地支援などの取り組み

今後の取り組み

お客さまからの声

　京王電鉄では首都直下地震等が発生した場合でも公共輸送を
確保するため、「大規模災害に関する事業継続基本方針」に則っ
た「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、事故発生に備えた訓練
を実施しております。東日本大震災では、早期に危機管理本部
を立ち上げ情報収集を行ったことで、お客さまへの様々な対応

京王電鉄
「夜中1時を過ぎていたのに、京王線新宿駅は非常に混んでいました。しかし社員の方が
きちんと対応し、順序良く整理していたので、混乱もせず安全に乗車できました。」
「甲州街道を徒歩で帰宅していたところ、京王電鉄の社員が、わざわざ甲州街道まで出て
来て、運転再開のアナウンスをしていました。おかげで、電車に乗って早く帰宅すること
ができました。」

京王電鉄バスグループ
「府中駅では大勢の社員の方が案内に出てくださっていて、経路を親身に考えてくださ
り、不安な中、大変勇気づけられました。乗務員さんも一人ひとり丁寧にやさしく対応し
てくださり、本当にありがたかったです。」

京王百貨店新宿店
「店内で大変良くしていただき、夜の12時過ぎまで居させていただきました。電車が動
き出して帰ろうとすると、親切・丁寧に社員通用口まで送ってくださいました。」

京王プラザホテル（新宿）
「宿泊客でない私に一晩身を落ち着かせる暖かい場所とお茶や水を提供してくださって
ありがとうございました。従業員の方々はお疲れだったでしょうに、礼儀正しくしっか
りとして、やはりさすがと思いました。」

京王グループ各社の対応について、様々な方からお褒めの言葉をいただ
きました。

　当社では2008年に「大規模災害に関
する事業継続基本方針」を制定し、リス
クマネジメント活動として「事業継続計画
（BCP）」による危機管理体制を構築して
きました。今後とも防災対策（初動訓練な
ど）を行うことで、大規模災害時の初動
対応に対する社員の意識向上を図るなど
「お客さまの安全」を第一に取り組みを進
めてまいります。

「 お客さまの安全を第一に、
 防災対策を推進します」

総務部　
災害対策室課長
宮島　勉

を的確に行うことができまし
た。今回の経験を踏まえさら
なる災害に対する強化を行い
ます。

仙台行き高速バス 毛布・トイレなど救援物資の
積みおろし
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消費電力量（1車両1km走行あたり）

VVVF車両の整備率と消費電力の推移
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VVVF車両の整備率

VVVFインバータ
制御装置
電車の加速力や速度な
どに応じて、電圧や周波
数を変化させながらモー
ターを効率よく動かす装
置です。

自然光を採り込む透過式の
太陽光パネル

省電力型案内看板で消費電力を60%削減

回生ブレーキ

パーム・ヤシ脂肪酸エステル入変圧器

　電車の運行については、消費電力削減効果に優れたVVVFインバータ車両の整備率の向上など

を推進しています。

　駅施設においては、省電力型案内看板などの導入に努めて

います。またリニューアルした永福町駅および新たにオープン

した商業施設「京王リトナード永福町」では、太陽光発電シス

テムをはじめ、施設内の温度上昇を抑える効果のある屋上庭

園やドライミスト装置を設置しています。

　1992年にVVVFインバータ装置を搭載した鉄道車両の導
入を開始し、2011年3月に整備率は96%に達しました。これ
により1車両が1kmを走行する際の消費電力は、VVVF車両
導入前の1990年度に比べ、約30%削減しています。

　京王線・井の頭線の全車両に回生ブレーキを装備していま
す。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
動させ、発生した電力を架線に戻して他の車両が使えるように
することにより、省エネルギーを図っています。

　上北沢変電所において鉄道業界初と
なる環境に配慮した「パーム・ヤシ脂肪
酸エステル入変圧器」を導入しました。
この変圧器は電車運行のための電気を
供給するもので、従来の鉱油系絶縁油
に代わって植物油由来の絶縁油を採用
し、ＣＯ2排出量を従来の変圧器と比べ
65％削減します。

京王グループは、鉄道やバスをはじめ、ショッピングセンターやホテルなど、様々な事業における省エネルギー活動によ

り、地球温暖化防止に貢献しております。今後も積極的な施策を展開するとともに、特に今夏は、グループ全社で、使用

電力削減に取り組みました。

■電車

■駅施設

VVVF車両で消費電力を30％削減 電気をムダなく利用する回生ブレーキ

環境対応型の変圧器を導入

架線（直流1500V）

パンタグラフ

VVVFインバータ制御装置モーター モーター

特集2：地球温暖化防止に向けた京王グループの取り組み

鉄道をはじめ、京王グループ一丸となって
積極的なエネルギー削減を推進。　

鉄道

　鉄道やバスは、エネルギー効率の優れた交通手段です。他の交通

手段から鉄道やバスにシフトしていただくことで、CO2排出量削減

が期待できます。京王グループは、鉄道やバスの安全・快適性を高め

ることで、より多くの方々にご利用いただけるよう努めています。

鉄 道 

バ ス 

航 空 

自家用車 

（単位 : g-CO2/人キロ）

出典：「運輸・交通と環境 2010 年版」（交通エコロジー・モビリティ財団）より

19 
48

108
164

鉄道やバスは環境にやさしい乗り物

1人を1km運ぶのに排出するCO2の比較
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京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター
「発電床®」

京王クラウン街笹塚   
LED照明の導入

　ハイブリッド車や電気自動車

を導入し、エネルギー削減に取り

組んでいます。

　当社が所有する物件では、空調設備や照明等の省エネルギー

化などに取り組んでいます。また、お客さまが床を踏むことで発

電する「発電床®」を設置するなど、環境に対する意識啓発にも努

めています。

　京王百貨店や京王ストアなどのグループ各社では、LED照明の導

入など、使用電力削減を進めています。
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　東京都の環境確保条例により
CO2削減義務を課されている大
規模ビル8物件は、全て開発部
門が管理し、主にこれらの物件
に関する省エネルギー施策を進
めております。物件の用途がホ
テル、オフィス、店舗と様々であ
るため、各物件に適した省エネ
ルギー施策を採用し、テナント
や各管理会社の協力を得ながら
取り組んでおります。企業に対
するCO2削減や省エネルギー
に対する社会的要請も高まって
おり、今後も積極的かつ継続的
に取り組みを進めるように努め
ます。

電気自動車
CNGバス供給専用

ステーション

タクシー

ショッピングセンターなど

百貨店、スーパーマーケットなど

今夏の取り組み 京王グループ全社で使用電力を削減

　電気事業法による電気の使用制限（7月1日～ 9月9

日）に対応するため、京王グループ全社で、使用電力の削

減に取り組みました。具体的には、右記のような取り組み

を実施しました。電車やバス、百貨店などをご利用のお客

さまには、ご協力いただきありがとうございました。

「空調設備を中心に、
 省エネルギーを
 推進しました」

開発推進部
施設管理担当課長
河野  敏彦

京王百貨店　屋上ビアガーデン
LED照明で消費電力を90％削減

●  鉄道などの運輸部門：
  節電ダイヤによる運行、駅構内および車内照明の消灯、券
売機の使用台数抑制など

● 大規模ビル8物件：
  エレベーターの一部運休、空調設定温度の調整、照明の間
引き・LED照明の導入など

● グループ各社：
 店舗内照明の間引き、空調設定温度の調整など

※速度とエンジン回転数を数値化し記録する装置です。

ベーカリー＆カフェ ルパ
LED照明の導入

　CNG（圧縮天然ガス）バスの導

入や供給専用ステーションの設

置を進めてきました。また、デジ

タルタコグラフ※を利用したエコ

ドライブの推進も図っています。

バス
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京王グループは、緑豊かな多摩地域と都心を結ぶ地域で事業を行っています。高尾山を舞台にした「高尾の森づくりの会」

への支援や、「親子森林体験スクール」などの継続的な活動に加え、2010年度は、体験型学習施設「高尾の森わくわくビ

レッジ」での環境教育、沿線や駅ビル屋上の緑化を推進しました。今後も生物多様性の保全や啓発活動を積極的に展開し

ていきます。

高尾の森わくわくビレッジを舞台にした活動

特集3：生物多様性の保全と啓発活動

生物多様性に富む沿線で事業を展開するグループとして、
保全と啓発を推進。

　50年の歴史ある多摩動物公園は、京王電鉄と

ともに歩んできました。動物園では希少な野生動

物の飼育繁殖に力を入れているばかりでなく、身

近な哺乳類である、モグラやムササビ、鳥類から

爬虫類、両生類、昆虫に至るまで多くの種類の飼

育を手掛けています。また、園内で野鳥のカウン

トを40年以上にわたり続けています。

　こうした知識やノウハウは京王グループが進め

「今後も、生物多様性の保全に協力していきます」 多摩動物公園　田畑直樹 園長

　当社では、2010年9月に制定した「生物多様性行動指針」

に基づいた取り組みの一環として沿線の自然環境把握と環

境教育を推進しています。「高尾の森わくわくビレッジ」で

は、2010年から2011年7月にかけて秋・冬・春・夏の

4回、敷地内の（財）日本生態系協会による動植物の生態系

調査を実施しました。この調査結果を今後の環境教育プログ

ラムに役立てていきます。

　当施設では、緑豊かな環境のもと、すでに体験型学習など

様々な取り組みを行っています。

自然界の動物たちはどのようにかかわり合
い、生きているのかをゲームを通じて体験
的に学ぶことができます。

る京王沿線生物多様性の把握や保全活動に大い

に役立つでしょう。そして、今後も一緒に生物多

様性の保全に協力していけると確信しています。

動物園線
ラッピング車両

水質調査
生き物にとって無くて
はならない大切な水で
すが、水質を調べるこ
とにより身近な川や池
の水環境を学ぶことが
できます。

野生動物おにごっこ

自然発見ゲーム
子どもから大人までゲームを通じて、楽しみな
がら身近な自然に触れ、生き物のことを学び、
豊かな感性を育みます。

哺乳動物の生態調査
（アニマルハント）
周辺に生息している哺乳
動物の生態を調査するイ
ベントを開催し、雑木林
でアカネズミの巣穴が多
数発見されたほか、足跡
を付ける仕掛けにタヌキ
やアライグマなどの足跡
を確認することができま
した。
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線路わきの緑化 屋上庭園「ふくにわ」

高尾山を舞台にした活動

住む人と地球にやさしい井の頭線

水生生物の観察

京王グループは、沿線地域の高尾山を舞台に、社員参加による植林活動や環境啓発活動を継続的に行っています。

　京王グループは、2002年から10年間にわたって、

日本山岳会「高尾の森づくりの会」が主催する森林再生

活動を支援しています。これは高尾の森（裏高尾小下沢

国有林）に50年かけて75,000本の植樹を行う活動

で、2011年の「第 11回植樹祭」には、ヤマザクラ、

ケヤキ、イロハモミジなど約1,200本の苗木を提供し

ました。京王グループ社員は、植樹祭への参加をはじ

め、地ごしらえ、間伐、歩道整備、下草刈りなど、毎月1

回の定例作業にも参加しています。

　親子森林体験スクールは、京王グループと日本山岳会

「高尾の森づくりの会」が共催する自然体験プログラム

で、小学4年生～中学3年生のお子さまと保護者の方

を対象にしています。2011年の第7期スクールには、

40組の親子が参加し、植樹作業や水生生物・植物・昆

虫観察など自然との触れ合いを通して森の大切さを学

びました。

　2011年3月にオープンした「京王リトナード永福町」
は、地域の方の憩いの場として屋上庭園「ふくにわ」を
併設しています。サクラ、キンカン、ユズなど季節の
木々や草花が香るこの庭園は、環境省が主催する「平成
22年度『みどり香るまちづくり』企画コンテスト」に入
賞しました。

　お客さまに沿線風景を楽しんでいただくことと、降雨に
よる法面の崩壊を防ぐことを目的に、アジサイやツツジ、
サザンカを植栽し、線路わきの緑化を進めてきました。

高尾の森づくりの会支援

沿線の緑化 屋上庭園「ふくにわ」

高尾の森  親子森林体験スクール 第7期開催

10年間で14,300本の苗木を提供

京王グループは「Green Happiness井の頭線」をテーマに、井の頭恩賜公園や玉川上水など緑が多

い沿線地域で、暮らしやすく活気ある街づくりを進めていきます。
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