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環境マネジメント
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。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。

　また、「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。当社およびグループ各社

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。

環境報告

1. 事業活動がおよぼす環境への影響把握
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. 自然環境の確保と保全
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.  資源循環の推進
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. ステークホルダーと連携した生物多様性の保全
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

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

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。

生物多様性行動指針

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。

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
生物多様性の保全、循環型社会の構築に向けて取り組むことが重要です。京王グループは「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。

環境基本方針／生物多様性行動指針



53環境報告│環境マネジメント

　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。

2011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。
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京王グループ環境マネジメントシステム推進体制図

［組織］ ［会議体］

社 長 取締役会・常務会

環境経営協議会
[役員協議会]
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協議会
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[社長 ]
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環境管理責任者

[役員 ]
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[社員 ]

環境管理責任者（副）
[各部長 ]

環境リーダー
[各部課長・補佐・担当者]

（電鉄）
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[総務部長 ]
メンバー

[各部課長・補佐 ]
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（現業を含む）

事務局
[総務部環境担当]

　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。2010年

度は、本社20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、提案事項1件（不適合の指摘事項なし）の指

摘がありました。

　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。2010年度は、生物多

様性講演会をはじめ、環境マネジメント教育、廃棄物

適正処理セミナー、廃棄物処理施設視察会など3種

類・6回のセミナー等を開催しました。

分 類 会 社 名

ISO14001 認証取得（4社）
●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
準拠した活動（8社）
●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

グリーン経営認証 認証取得（6社）
●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

エコアクション21 準拠した活動（23社）
●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

EMS内部監査 環境教育

京王グループ各社のEMS構築状況

環境マネジメントシステム（EMS）
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2014 年度までの中期環境目標
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。
持続可能な社会づくりには、私たちの暮らしや事業の前提となっている地球環境を保全する必要があります。当社は、
事業の継続的な発展と、地球環境の保全を通じて、持続可能な社会づくりに貢献するため、2014 年度までの事
業計画の一環として、中期環境目標を設定しました。今後は、目標の達成に注力するとともに、長期的な視点に立っ
た環境目標の策定に取り組んでいきます。

　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 1km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。

　東京都環境確保条例の対象となる大規模ビル8物件※1

では、空調設備やボイラー設備等の省エネルギー化など

により、積極的なCO2排出量削減に努めています。条例

では基準値※2に対し、2010 ～ 2014年度に年平均

　2010年4月に改正省エネルギー法が施行され、当

社は2009年度より、エネルギー使用状況を省庁に届

け出ています。2010年度（2010年 4月～ 2011

年3月）までの実績は約464kℓ※で、床面積あたりの

原単位は47ℓ/m2でした。これは2009年度に対し

て4.4％削減した計算になります。

環境報告

8%のCO2 排出量削減義務を課しています。当社は

2012年度に基準に対して12％の削減を目指しており、

これにより都の削減義務の達成を図ります。

　また、この目標の達成をより確実なものとするために、

京王グループの所有する都内中小物件のCO2排出削減

量をクレジットとして売買できる「都内中小クレジット※3」

を活用する予定です。

開発事業部門のCO2排出量削減計画

鉄道事業部門のエネルギー
使用量削減計画

省エネルギー法による
エネルギー使用状況の届出

大規模ビル8物件のエネルギー使用量削減実績と目標

運転用電力および
CO2排出量（運転原単位）の削減計画

 30%
削減 

1990年度 2014年度 
1.378kg/c・km
2.48kWh/c・km

CO2排出量
運転用電力

0.977kg/c・km
1.76kWh/c・km

50,000

64,000

62,000

60,000

58,000

56,000

54,000

52,000

t-CO2

基準年
（2002～2007）

CO212％削減

-12％

-8％

平均
2010 2011 2012 2013 2014 年度 

東京都環境確保条例の
削減義務2010～2014
年度の年平均 -8％ 

※ 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。

※1   京王プラザホテル新宿、京王プラザホテル八王子、京王プラザ
ホテル多摩、京王品川ビル、京王八王子明神町ビル、京王百
貨店新宿ビル、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター、京王八
王子ショッピングセンター

※2   「基準値」とは、2002～2007年度のうち任意の連続した3ヵ
年におけるCO2 排出量の平均値をいいます。

※3   都内中小事業所の省エネルギー対策によるCO2削減量を、総
量削減義務のある大規模事業所が利用できる仕組み。
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環境報告│環境負荷の把握

環境負荷の把握

環境報告
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当社では ISO14001 に準じた EMS 活動に取り組んでいます。当社の事業として、列車の運行・駅施設の運営
を行う「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 つの事業部門があり、このほ
かに会社全般の管理業務を行う「一般管理部門」があります。これらの部門は、それぞれ運営形態が異り、主な
環境負荷も異なります。そのため、各部門で重点課題を特定し、環境負荷の低減を推進しています。
※以下の数値は、当社のEMS活動の範囲を対象としており、東京都環境確保条例および改正省エネルギー法で定められた開示の対象とは一部異なります。

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推進していきます。

電力
都市ガス
LPG
石油系燃料
水
事務用紙

電力
都市ガス
LPG
石油系燃料
水
事務用紙

電力
都市ガス
LPG
石油系燃料
水
事務用紙

一般廃棄物
産業廃棄物
CO2排出量

一般廃棄物
産業廃棄物
CO2排出量

一般廃棄物
産業廃棄物
CO2排出量

INPUT 

INPUT 

INPUT 

OUTPUT 

OUTPUT 

OUTPUT 

　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
である電力使用（＝CO2排
出）については車両や駅の省
エネルギー化を進めてきまし
たが、猛暑や駅のバリアフ
リー化にともなう昇降装置の
設置などにより若干増加しま
した。
　廃棄物については、微減と
なりました。

　集計対象は、自社管理の
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。
　今回、計画停電への対応の
ためショッピングセンターの
自家発電で重油を使用したこ
とから、石油系燃料の使用が
突出して増加しました。CO2
排出量も、約1.2％増加しま
した。
　廃棄物については、テナン
トの協力を受けて削減しま
した。

　本社、診療所、研修施設、社
員クラブを対象としています。
　電力使用量は、空調機器の
効率的な運転、LED照明化、
センサーによる点灯・消灯な
どを導入することにより、記
録的猛暑の中でも微増に止
まりました。
　廃棄物については、昨年に
引き続き更なる分別の徹底
と社内教育を進めたことによ
り削減しました。

対前年度比

対前年度比

対前年度比

対前年度比

対前年度比

対前年度比

290,133千kWh
234千m3

14千kg
50kℓ

344,792m3

7,027千枚

52,842千kWh
244千m3

̶　    
5kℓ

315,453m3

432千枚

1,924千kWh
27千m3

̶　
18kℓ

15,294m3

10,422千枚

1,076t
1,183t

162,852t-CO2

3,109t
299t

29,851t-CO2

89t
24t

1,187t-CO2

+3.7%

-16.4%

-20.0%

-12.6%
+0.2%

+12.6%

+1.2%

+0.8%

̶　

+150.0%
-0.5%

+9.9%

+0.5%

0.0%

̶　

-10.0%
-3.8%

-0.3%

-1.9%

-2.1%

+4.4%

-11.3%

-9.4%

+1.2%
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+1.9%
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本社ビル・一般管理部門 
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京王電鉄の活動事例

［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

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。

［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。この装置で、使用済みの水の汚れを取り

除き、洗浄水などに再利用しています。現在、洗浄に

用いる水の約40%はこの装置により処理されたもの

です。

［車輪フラット発生の早期発見］
　車輪の振動を自動的に検出するセンサーを京王線・

井の頭線に各1ヵ所設置し、車輪フラットによる騒音・

振動を早期に発見・改善しています。また、レールを溶

当社では、事業部門別に様々な環境活動を実施しています。

環境報告

接して継目箇所を少なくしているほか、鉄橋に防音材な

どを使用することで、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。

鉄道事業部門

省エネルギー施策

省資源・廃棄物削減

騒音・振動対策

※ 省エネルギーの取り組みについてはP8をご覧ください。

車輪の削正

車輪の削正

車両洗浄水の節水

※ 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。

雨天時などのブレーキ中に車軸がロッ
クしてレール上を滑ると平らな部分（フ
ラット）ができ、騒音・振動のもとにな
ります。

フラットによって生じる車輪の振動を自
動的にセンサーで検知し、すぐに車両基
地へデータが転送されます。

車両基地で車輪の削正や交換を行いフ
ラットをなくし、騒音・振動・乗り心地
を改善します。

車両基地で
データ処理

自動検知センサー
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［オフィスの省エネルギー化］
　空調エリア別インターバル運転（交互運転）をはじ

め、照明の一部消灯、パソコンの省電力設定などで

200kWの節電効果を上げています。特に今夏は、中

央監視でオペレータが監視して、使用最大電力を超え

ないようコントロールしました。

［トイレ照明の省エネルギー化］
　トイレに人感熱センサーを導入し、照明の省エネル

ギー化を図っています。

［共用部照明の LED化］
　通路やトイレの照明をLED化しました。

［非常口や非常階段の照明省エネルギー化］
　非常口誘導灯をLED照明に変更しました。また、夜

間は非常階段を自動消灯することで、省エネルギー化

を図っています。

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2010年 5月に受診し、「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半分程度」という評

価をいただきました。
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　東京都環境確保条例のCO2排出量削減義務の対象

となる当社単独所有の大規模ビル８物件のCO2排出

量について、基準値から2012年度までに12％の削

減を目指しております。これにより、2010 ～ 2014

年度における年平均8％（一部6％）の削減義務達成

を図ります。そのために、現在まで省エネルギー施策

を実施しております。

　省エネルギー施策は主に２つの方法、①省エネル

ギー化工事（高効率設備への更新等）と②施設運用改

善（照明や空調の効率的稼動等）があります。①とし

て、建物全体のエネルギー使用量において大きな比率

を占める空調設備を中心に、省エネルギー効果が高い

工事は補助金を取得しながら工事を実施しました。京

王プラザホテル新宿、京王品川ビルでは、空調・熱源

設備を高効率な仕様へ更新し、合理的に空調機の運転

を制御できるシステムを導入しました。また、京王プラ

ザホテル札幌・八王子はボイラーの更新、京王聖蹟桜ヶ

丘ショッピングセンターではヒートポンプ給湯システム

を追加導入しました。②では、照明器具の間引き、トイ

レの暖房便座・エアータオルの使用停止・空調機の設

定温度変更など、各建物関係者の協力を得ながら実施

しました。

　また、都外の物件や、都内の中小物件でも同様の取

り組みを進めております。ＣＯ2削減義務の達成に向け

て、今後これまでの取り組みを東京都のＣＯ2排出量取

引制度によって活用していくことも検討しています。

　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。

［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。

開発事業部門

本社ビル・一般管理部門化学物質の削減

省エネルギー施策

省エネルギー施策

省エネルギー診断の受診

通路照明

本社節電の様子
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2010 年度の活動実績と2011年度の環境目標

2010年度の活動実績／2011年度の環境目標

2010年度は、環境目標をほぼ達成しました。2011年度は、さらに活動のレベルアップを図ります。

環境報告

目標分類 環境目標 2010 年度活動実績

1.
環境推進体制

環境活動監査 ・各種環境施策の実施状況監査　３８ヵ所　（電鉄１６部署、グループ２２社）
・廃棄物処理状況の監査（一般廃棄物・産業廃棄物） １５件（電鉄４部署  グループ１１社）
・「生物多様性行動指針」の制定

2.
地球温暖化
対策

本社ビルの
環境施策

・年間電力使用量　１，４４２千ｋＷｈ（前年度比０．３５％減）
・ＬＥＤを導入　非常口誘導灯・ダウンライト
・人感センサースイッチを導入して従業員トイレを消灯
・本社ビルにて昼休みの消灯率９３％を全期間で達成

節電対策 ・省電力型案内看板設置　１１駅　４４台
・高効率照明機器の導入設置　９駅　５踏切
・既存の京王線車両７０００系１８両をＶＶＶＦインバーター制御装置に更新
・ＶＶＶＦインバーター制御装置の整備率　９６%を達成
・京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターに空冷式空調機を導入
・当社開発物件で空調エリア合理化工事、空調機高効率ファン化工事、インバーター化工事を実施

自然エネルギーなどの
利用推進

・太陽光発電装置を設置　永福町駅３．３ｋＷ・　花公園駅１０．０ｋＷ
・京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターに太陽光発電の街路灯を設置
・京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターに床発電装置を設置

廃棄物削減 ・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８４％
・京王百草園の廃棄物排出量削減　前年度比１３．８％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１，８７０t（前年度比１.７％減）
・ショッピングセンター（７ヵ所）の分別排出徹底

緑化推進 ・「永福町駅ビル」において屋上庭園「ふくにわ」、壁面の緑化を実施
・聖蹟桜ヶ丘駅西口のタクシー乗り場、屋根上を緑化

節水施策 ・節水型小便器を２駅に導入、大便器節水システムを１６駅に導入
・雨水利用システムの導入、永福町駅に設置

環境に配慮した
電気設備の導入 ・低騒音・低電磁波・フロンガスを使わない変電所を新設し、従来機器の一部を更新した設備を導入

3.
資源循環

紙資源の削減 ・年間使用枚数１０，８０７千枚　７％増

廃棄物再資源化推進 ・再資源化率　８５．６％

グリーン購入 ・備消品等の購入に占める割合
　　京王電鉄：事業推進部58%、経理部81％、法務部89％、計画管理部65％、開発事業部門58％
　　京王グループ：４５．５％（目標４６．２％）

磁気式乗車券のリサイクル ・リサイクルベンチ設置　２２台

工事発生資材の
リサイクル

・PCまくら木　車庫線での再利用および他社への売却　６，４３２本

・レール　他社への売却　９６本（２，４００ｍ）

廃棄予定パソコンの
リサイクル ・リサイクル率１００％　（２９６台）

廃棄物のリサイクル ・京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターから排出される廃プラスチック、食品残さ、古紙のリサイクル率７２．７％

4.
生物多様性

環境保全活動の
実績

・「京王クリーンキャンペーン高尾山」、「京王クリーンキャンペーン多摩川」の清掃活動を２回実施
・「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４５名参加
・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）　年６回

生態系調査 ・多摩動物公園の協力で多摩地域の生きものの調査を実施
・「高尾の森わくわくビレッジ」敷地内の生態系調査を実施

5.
環境
コミュニケーション

環境関連イベント
への参加促進 ・法務部で延べ２１名参加、環境担当で延べ２８名参加

環境関連活動の
PR

・ＰＲポスターを年間１１回掲出
・ニュースリリースを年間９回発信
・社内報へ年間９回掲載

環境教育活動 ・「高尾の森わくわくビレッジ」でエコキャンプ（１泊２日）を８月に実施
・京王グループ全体で環境教育を新入社員に実施

※　○ 目標を達成　　△ 目標を未達成
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当社は 2004 年度から毎年、新たな環境目標を設定し、活動のレベルアップを図ってきました。2010 年度は、
鉄道の運転電力削減に向けて VVVF 車両の導入率を 96%に向上したほか、「生物多様性行動指針」を制定す
るなど、目標をほぼ達成しました。2011 年度もさらなる活動のレベルアップをしていきます。
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自己評価※ 2011 年度環境目標
○ ・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
○
○ ・継続実施　年間電力使用量　前年度実績以下（京王新宿三丁目ビル含む）
○ ・継続実施　省エネルギー化
○
○ ・継続実施　消灯率90％以上
○ ・継続実施　省電力型案内看板の導入
○ ・継続実施　高効率照明機器の導入
○ ・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
○
○
○ ・省エネルギー化の推進実施
○
△
○
○ ・継続実施
○ ・継続実施
○ ・継続実施　前年度実績以下
○ ・継続実施
○ ・継続実施　駅壁面の緑化を推進
○
○ ・継続実施　駅トイレの節水化を推進
○

○

△ ・継続実施　前年度実績以下

○ ・継続実施

△

・継続実施　備消品等の購入に占める割合

　　京王電鉄：カード戦略部80％以上、事業推進部70％以上、経理部75％以上、法務部80％以上、計画管理部70％以上

　　京王グループ：４５％

○ ・継続実施

○ ・継続実施　軌道工事で発生する関連部材のリサイクルを推進

○ ・継続実施　軌道工事で発生する関連部材のリサイクルを推進

○ ・継続実施　リサイクル率100％

○ ・継続実施
○ ・継続実施　年２回（５月は高尾山、１１月は多摩川）
○ ・継続実施
○ ・継続実施　年6回
○
○ ・継続実施（生態系調査の実施後、調査結果をもとに新たな環境教育プログラムを検討予定）

○ ・継続実施

○ ・継続実施
○ ・継続実施
○ ・継続実施
○ ・継続実施
○
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京王グループ各社の活動事例

　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11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、2009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、2010年度は路線バス車両の燃費効率が

2005年度比で11.1%向上し、年間でおよそ143万

8千ℓの軽油を削減することができました。

　また、自然エネルギーの利用拡大に向けて、2010年

に完成した桜ヶ丘営業所の新事務所屋上に、最大発電能

力10kWの太陽光発電パネルを設置しました。所内の空

調や厨房、洗車機などで利用しています。

　

京王グループ各社では、業態に応じた環境負荷の低減を推進しています。

環境報告

　西東京バスは、アイドリング・ストップ装置をほぼ全車

両（２０１1年３月末現在で９７．８%）に装着しているほ

か、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ます。また、エコドライブ

（アイドリング・ストップ実施やエンジン回転数の抑制

等）推進のため、デジタルタコグラフを２００７年度から

順次導入し、同データに基づき運行管理者が乗務員の

個別指導を実施しています。デジタルタコグラフは、

２０１１年度に全車両への導入が完了する予定です。

　京王自動車は、2010年度にハイブリッドカーを5

台導入しました。また、横須賀市の「EV（電気自動車）

タクシー導入モデル事業」に参加し、電気自動車タク

シーを横須賀営業所で2台運行しています。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

車両も引き続き導入しており、2011年 7月末現在で

導入台数はタクシー 826台中257台となりました。

　エコドライブについてはEMS（エコドライブ管理シ

ステム）を全車に搭載し、各乗務員の急発進・急加速・

急停車の有無やアイドリング時間を数値化していま

す。今年度より、この数値を活用した「エコドライブ表

彰制度」を設け、目標を達成した営業所を表彰するこ

とで、全社員のエコドライブを推進しています。

京王グルーフの運輸業各社では、エコドライブを推進し、輸送の省エネルギーに取り組んでいます。また小売業各
社では、お客さまと一体になった環境活動を進めています。さらに、棚田での活動など生物多様性保全の取り組み
を進めているグループ会社もあります。

運輸業の取り組み

西東京バス

京王自動車（タクシー・ハイヤー）

京王電鉄バスグループ

新事務所の屋上に太陽光発電パネルを設置

※ 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。
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　京王運輸は、従来から「エコドライブ講習会」や「省

燃費運動」などを開催し、燃費効率向上に取り組んで

います。2011年 7月からは、東京都トラック協会主

催のグリーン・エコプロジェクトに参加しています。

　「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、本年は14名の運転者が参

加しました。この講習会は、同社運転者とインストラク

ターが乗車をして行います。１回目の走行は普段通り

の運転を行い、２回目の走行はインストラクターの指

示通りに運転を行います。インストラクターからの結

果報告と助言を受けた参加者は、環境に対する意識が

変わり、日常のエコドライブ推進に役立っています。

　4月21日～ 6月20日までの2ヵ月間は、震災な

どの影響による燃料不足を受け、運転手一人ひとりの

燃費に対する目的意識を持たせることを目的に「省燃

費運動」を展開しました。
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スマート・クール・バッグの販売
　日本百貨店協会の主催・作成によるソフトクーラー

バッグ「スマート・クール・バッグ」の販売を行い、

2011 年 7月1日から8月3日の間に250 個をお

買い上げいただきました。売上金の一部は震災の復興

支援として、日本赤十字社に寄付しました。
※現在は販売を終了しています。

京王運輸（トラック）

　京王ストアは、エコバッグを販売してお客さまにマイ

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。　

流通業の取り組み

京王ストア

京王百貨店

オリジナルエコバッグ

スマート・クール・バッグ

運転講習会
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環境報告

農作業体験と棚田観察
　京王観光では、2000年から長野県の棚田で、田植

えや稲刈り、脱穀・精米といった農作業体験と棚田観

察を続けています。この活動は、「国土・環境保全」、

「生態系の維持」、「日本古来の農耕文化の継承」など

を目的としており、これまでに300名以上の社員や家

族、友人が参加しました。

花粉の少ない森づくりの支援
　現在、多摩地区の森林の約6割がスギ・ヒノキの人

工林で、国産材の需要低迷により伐採・植替えが遅れ

ています。東京都は「花粉発生源のスギの伐採」と「花

粉の少ないスギへの植替え」を推進するための募金活

動を展開しています。御岳登山鉄道では、「ハイキング

イベント」や「けんていイベント」などを通じて、参加

されるお客さまの環境意識啓発を行うとともに、参加

費の一部を寄付するなどして「花粉の少ない森づくり

募金」に協力しています。2010年度の活動を通じ

て、花粉の少ないスギ約75本を植える協力ができた

計算になります。また、約5万株が自生するレンゲショ

ウマ（山野草）の保護活動として、観光協会と協力し、

下草刈りや歩行路の整備を行いました。

イベントの開催
[ ハイキングイベント ]

　2010年度は、エコイベントと銘打って、御岳山や

周辺の山を同社社員と御岳山ビジターセンターの解説

員の方や、ボランティア解説員の方と一緒に歩く、初

心者から上級者まで楽しめるハイキングイベント等、

10本を開催しました。年間参加者170名の参加費か

ら、1名につき100円を寄付しました。

[けんていイベント ]

　春には「花ごよみけんてい」、秋には「花めぐり・も

みじ狩りけんてい」を開催しました。「けんていイベン

ト」の応募券は7,159枚集まり、1枚につき10円を

寄付しました。

その他グループ会社の取り組み

京王観光

御岳登山鉄道
ハイキングイベント

見ごろを迎えたレンゲショウマ

けんていイベント

棚田での稲刈りの様子

棚田での田植えの様子
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社会・環境コミュニケーション

環境報告│社会・環境コミュニケーション

コミュニケーションや啓発活動を通じて、社会との信頼関係づくりにつなげています。

　小学生を対象にした1泊 2日の「環境を学ぶエコ

キャンプ」を、高尾の森わくわくビレッジ※で開催して

います。このキャンプは2006年にスタートし、第6

回となる今年は、8月19日～ 20日に実施しました。

子どもたちが環境について考えるきっかけになるだけ

でなく、社員ボランティアがキャンプ活動をサポートす

ることで、社員の意識啓発にもつながっています。

　沿線地域の環境保全を目的に、春は高尾山、秋は多

摩川の清掃活動を行っています。京王グループ社員を

はじめ、地域の皆さまにも参加いただけるよう、駅のポ

スター、京王ホームページ、京王ニュースで呼びかけて

います。この活動は1991年にスタートし、これまでに

41回実施しました。

　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。2010年度は、「高尾の森 

親子森林体験スクール」、「京王ピンクリボンキャン

ペーン」など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。

環境報告
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京王グループは、持続可能な社会づくりに向けて、積極的に活動を推進するとともに、啓発活動や情報発信を行うこ
とも重要だと考えています。京王グループの社会・環境に対する活動や考え方を、お客さまをはじめとする様々なス
テークホルダーにお伝えし、コミュニケーションを活性化することで、社会から信頼される存在を目指しています。

2010年度に開始した社会貢献活動

　本社ビルにおける新たな社会貢献の取り組

みとして、不要になった書籍・使用済みの切手

やカード類の回収・寄付を開始しました。回収

した書籍・切手・カード類の売上金は、ＮPＯ

「シャプラニール」が、バングラデシュやネパー

ル、インドの子どもたちを支援する活動に役立

てられます。

第6回環境を学ぶエコキャンプの様子

京王ピンクリボンキャンペーン高尾の森　親子森林体験スクール

京王クリーンキャンペーン高尾山 京王クリーンキャンペーン多摩川

環境を学ぶエコキャンプ 社会・環境ポスター

京王クリーンキャンペーン

※高尾の森わくわくビレッジについては、P51をご覧ください。
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環境会計

環境報告│環境会計

　当社は環境負荷の削減を目指し、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のレベルアップを図

るために、従来から積極的な環境投資を行ってきました。

2009年度までで概ねVVVF関連の投資が完了したこ

とから、2010年度の地球環境保全コストが減少し、全

体も89億円に減少しております。

［対象期間］
2010年4月1日～ 2011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。

環境報告

2010年度の環境保全コスト（投資・費用額）
内　容 主な取り組み 具体的内容 投　資 費　用

（1）事業エリア内コスト  6,690 2,040

①公害防止コスト
●騒音振動防止
●大気汚染防止
●水質汚濁防止

◎連続立体交差化  ◎省力化軌道
◎草刈  ◎ストレート屋根置換
◎節水コマ

4,966 680

②地球環境保全コスト

●省エネルギー化

●モーダルシフト
●オゾン層破壊防止

◎VVVF化 ◎導光式看板整備
◎ビル空調のインバーター化
◎エレベーター・エスカレーター新設  ◎幅広改札機
◎冷凍機点検  ◎消火設備補修

1,582 89

③資源循環コスト
●廃棄物処理・処分
●廃棄物減量
●廃棄物リサイクル

◎駅清掃費  ◎車両清掃費
◎PASMO関連費用
◎座面シート更換  

141 1,270

（2）管理活動コスト
●景観保持
●自然保護・緑化
●教育・啓発

◎緑化
◎植裁管理  ◎環境アセスメント
◎環境報告書制作  ◎環境啓発広告作成
◎社内教育

42 132

（3）社会活動コスト
●自然保護・緑化 
●環境保全の寄付
●社会的取り組み

◎「京王クリーンキャンペーン」実施
◎各種寄付
◎「環境を学ぶエコキャンプ」実施

0 3

合計 6,732 2,176

コスト総計 8,909
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環境保全活動のレベルアップに向けて、2010年度は89億円の環境投資・
費用を行使しました。

（単位：百万円） 

環境保全コストの推移




