
50

　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

環境マネジメント

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（EMS）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

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。

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。

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。

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。

京王グループは「京王グループ環境基本方針」のもと、地球温暖化防止や生物多様性保全など、
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

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

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

環 境 報 告
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実施月 内容 対象 回数 人数

10月 内部監査員養成研修 新任内部監査員 2 30

11 月 廃棄物適正処理セミナー グループ全社実務者 1 68

12～3月 エコアクション21セミナー グループ各社
環境リーダー 5 36

1 月

環境セミナー
「多摩の里山に目を向けよう、出か
けよう
～京王沿線の多摩の里山～」

社員および
一般参加 1 170

3 月 廃棄物処理施設視察会
（東京都墨田区） グループ全社実務者 1 23

3 月 廃棄物適正処理研修
（e ‒ラーニング教育） 本社在籍者 1 950

環境教育実績（2011年度）

環境マネジメントシステムのもと、
活動のレベルアップを図っています

　当社は、2004年度に本社において環境マネジメント

システムを開始し、その後現業へ拡大しました。2012

年度は、全員参加で8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7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25社となっています。

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]

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

グループ環境経営
協議会
[社長会]環境管理責任者

[広報部分担役員]グループ各社
[社長 ]

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]

グループ各社
[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）
EMS監査チームリーダー

[広報部長 ]
メンバー

[各部課長・補佐 ]
[社員]

（現業を含む）

事務局
[広報部企画・環境担当]

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（7社）
●京王電鉄　●京王百貨店   ●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（25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  ●京王重機整備  ●東京特殊車体
●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

京王グループ各社のEMS構築状況

■ EMS内部監査
　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。2011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

■環境教育
　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。

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、提案事項および不適合の指摘事項はありません

でした。
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2014年度までの中期環境目標

　鉄道で消費する電力は、電車の運転に使用する電力と、

駅施設（照明、昇降機、空調設備など）や保安設備（踏切、

信号機など）などに使用する付帯電力に大別できます。

　当社では、このうち電車の運転に使用する電力につい

て、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、省エネルギー化を推進するこ

とで、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。

運転用電力および
CO2排出量（運転原単位）の削減計画

　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などの省エネルギー化に

 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

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年度～ 2014年度に年平均

8%のCO2排出量削減義務を課しています。当社は

2012年度に基準値に対して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、この目標達成をより確実なものとするために、

「都内中小クレジット※3」を活用して、京王電鉄が所有す

る都内中小物件のCO2排出削減量を大規模ビル8物件

に充当する予定です。

　車両のVVVFインバータ制御化は、2012年9月に

100%達成しました。1998年度に全車両への導入が完

了している「回生ブレーキ」と合わせると、これらの装置

の導入前に比べ、消費電力量は約45％削減しました。

　このほか、従来の蛍光灯に比べて大幅に消費電力を削

減できるLEDや高効率照明を、駅の照明設備や内照式の

案内看板などに順次導入するなど、電力使用量の削減に

努めています。

当社は、事業の継続的な発展と、持続可能な社会づくりに貢献するため、事業計画の一環として
中期環境目標を設定しています。

電車の運転用電力を1990年度比で
30%削減します

開発事業部門は、東京都の基準を超える
12%のCO2排出量削減に取り組みます

賃貸物件のCO2 排出量を
13.6%削減しました

環 境 報 告

　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。2011年度の実績は約40千 kℓ※で、

床面積あたりの原単位は42ℓ/m2でした。これは

2009年度に対して13.6％削減した計算になります。

大規模ビル8物件のCO2排出量削減実績と目標

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年度～2014
年度の年平均 -8％ 

※ この値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年度～2007年度のうち任意の連続した3
カ年における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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当社の事業には、「鉄道事業部門」と、土地・建物の賃貸・販売を行う「開発事業部門」、会社全般の管理業
務を行う「一般管理部門」があり、各部門で重点課題を特定しています。

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異なります。

2011年度の環境負荷と5年間のレビュー

環境負荷の把握

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

INPUT OUTPUT 

　集計対象は、列車の運行および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たほか、照明の消灯・減灯な
ど夏期を中心とした節電対策により、2.9％の減少となりました。
　廃棄物については、7.8％の減少となりました。

対前年度比 対前年度比

283,807千kWh
242千m3

11千kg
51kℓ

374,759m3

6,725千枚

711t
1,372t

158,177t-CO2

-2.2%

+3.4%

-21.0%

+2.0%
+8.7%

-4.3%

-33.9%

+16.0%

-2.9%

電力
都市ガス
石油系燃料
水
事務用紙

一般廃棄物
産業廃棄物
CO2排出量

INPUT OUTPUT 

　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。
　計画停電の影響で前年度増加した石油系燃料の使用量は減少し、
空調・照明管理の徹底などの節電努力により電力使用量は16.9％の
減少となりました。
　廃棄物については、テナントの協力を得て0.9％の減少となりました。

対前年度比 対前年度比

43,910千kWh
183千m3    
2kℓ

293,483m3

792千枚

3,066t
311t

24,806t-CO2

-16.9%

-25.0%

-40.0%
-7.0%

+83.3%

-1.4%

+4.0%

-16.9%

電力
都市ガス
石油系燃料
水
事務用紙

一般廃棄物
産業廃棄物
CO2排出量

INPUT OUTPUT 

　集計対象は、本社、診療所、研修施設、社員クラブです。
　空調の運転方法を工夫するなど徹底した節電・省エネルギー対策に
より、9.3％の減少となりました。
　廃棄物については、全社員を対象とした廃棄物分別のe－ラーニング
を実施するなど、社内教育と分別の徹底により9.7％の減少となりました。

対前年度比 対前年度比

1,688千kWh
26千m3

13kℓ
19,478m3

10,540千枚

84t
18t

1,077t-CO2

-12.3%

-3.7%

-27.8%
+27.4%

+1.1%

-5.6%

-25.0%

-9.3%

鉄道事業部門

開発事業部門 

一般管理部門 

0

1,000

2,000

3,000

4,000
t

0

140

150

160

170

180
千t-CO2

2,599 2,746
2,305 2,259 2,083

千kWh電力使用量

250,000

275,000

300,000

325,000

350,000

167
161

156

163
158

299,320
287,723

279,870
290,133 283,807

廃棄物排出量

2007 2008 2009 2010 2011（年度）2007 2008 2009 2010 2011（年度）

CO2排出量

0

2,000

4,000

6,000
t 廃棄物排出量

2007 2008 2009 2010 2011

4,290 3,946 3,835
3,408 3,377

（年度）2007 2008 2009 2010 2011（年度）
0

10.0

20.0

30.0

40.0
千t-CO2 千kWhCO2排出量 電力使用量

30.5 29.8 29.5 29.9
24.8

25,000

50,000

75,000

100,000

54,054 52,811 52,211 52,842
43,910

0

2007 2008 2009 2010 2011（年度）2007 2008 2009 2010 2011（年度）
0

0.5

1.0

1.5

2.0
千t-CO2 千kWhCO2排出量 電力使用量

1.22 1.21 1.17 1.19 1.08

2,500

5,000

7,500

10,000

2,306 2,101 1,914 1,924 1,688
0 0

100

200

300
t 廃棄物排出量

129 135 129 113 102
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2011年度の活動実績と2012年度の環境目標

目標分類 環境目標 活動範囲 ２０１１年度の活動実績

1.

環境推進体制

ＥＭＳ活動の監査
全部門 ＥＭＳ内部監査（共通目標・個別目標をＩＳＯ１４００１規格に準じた形態で年１回実施）

グループ各社 各社で設定した環境目標の実施状況を個別にヒアリング（１２月に実施）

廃棄物処理の法令遵守 グループ全体

廃棄物処理状況の監査（一般廃棄物・産業廃棄物）　電鉄１０部署・グループ１３社で実施

廃棄物適正管理セミナー開催（１１月実施　電鉄・グループ各社の環境リーダー・実務者が参加）

廃棄物処理施設の視察会開催（３月　墨田区内の処理施設を視察　同上のリーダー・実務者が参加）

2.

地球温暖化対策

消費電力削減

本社ビル

年間使用量１，１４２千kWh（目標値比１６．８％削減／前年度実績値比２０．８％削減）
※ 夏期の電力使用制限（使用最大電力を昨夏の１５％削減）：２３．８％の削減を達成

窓ガラスに貼付している飛散防止フィルムを空調効率を高める断熱フィルムに貼り替え

昼休みの年間平均消灯率９４．８％（目標９０％以上）を達成

鉄道事業部門

京王線車両の既存７０００系６両をＶＶＶＦインバータ制御車両に整備し、全車両の整備率９８％を達成

京王線車両（１編成８両）、井の頭線車両（１編成５両）の客室内照明にＬＥＤを採用

ＬＥＤ照明を２駅のダウンライトに導入、照度感知センサー設置による駅照明の効率的な点灯（１駅）

高効率照明機器（無電力型電球）を踏切１８カ所に導入

開発事業部門
京王プラザホテル（新宿・札幌）の省エネルギー化工事が完了

京王八王子ショッピングセンターの既存空調機器４台をインバータ化

廃棄物削減 鉄道事業部門 ＩＣカード移行促進による磁気乗車券の利用削減
ＩＣカード利用率　２００９年度：８０．８％、２０１０年度：８４．０％、２０１１年度：８６．７％

緑化推進 鉄道事業部門 東府中駅で壁面・屋上を緑化、つつじヶ丘駅で屋上緑化

節水施策 鉄道事業部門 １９駅で節水型のトイレを整備

3.

資源循環

印刷用紙の使用量削減 本社ビル 年間使用量１０，３８９千枚（目標１０，８００千枚以下に対し３．８％削減／前年度実績比３．９％削減）

グリーン購入の推進 グループ全体 グループ平均４３．３％（目標４０％以上）　電鉄平均４７．４％（目標４５％以上）

廃棄物の再利用推進 鉄道事業部門 工事発生資材の再利用（ＰＣまくら木５００本を鉄道他社へ譲渡／１４０本を当社車庫線などで活用）

廃棄物の再資源化推進
本社ビル

再資源化率８４．４％（分別廃棄が難しいまとまった粗大ゴミの排出で目標８５％以上、
前年度実績８５．６％のいずれも下回った）

廃棄パソコン１５３台を全てリサイクル処理

開発事業部門 ショッピングセンター（７カ所）の館内テナントを含めた分別廃棄・リサイクル処理を徹底
（分別不十分な廃棄物は館内排出者へ再分別を指示）

4.

生物多様性

環境保全活動の実施
グループ全体

「京王クリーンキャンペーン」５月に高尾山、１１月に多摩川の清掃活動を実施
（年２回の実施で一般参加者を含め延べ１，６０８名が参加）

「高尾の森づくりの会」主催の裏高尾小下沢国有林再生活動を支援
（4月の植樹祭他、年間の手入れ作業に参加）

一般管理部門 「高尾の森　親子森林体験スクール」の実施（２期６回開催）

情報発信
一般管理部門 環境セミナー「多摩の里山に目を向けよう、出かけよう」を多摩森林科学園と共催で開催

（１７０名来場）

鉄道事業部門 京王百草園周辺に生息する動物の紹介看板を園内に設置

5.

環境

コミュニケーション

環境関連活動のＰＲ 一般管理部門
環境ＣＳＲの取り組みをポスターで年６回ＰＲ

ニュースリリースを年９回発信

環境教育
一般管理部門 「高尾の森わくわくビレッジ」にて第６回「環境を学ぶエコキャンプ」（１泊２日）を8月に開催

グループ全体 新入・転入の社員を対象にさまざまな環境教育プログラムを実施

環境ＣＳＲ
本社ビル 海外の子どもたちの生活支援を行うＮＰＯ（民間非営利団体）法人へ、社内で不要となった

書籍７４冊、使用済みの切手６千枚を寄付

本社ビル他 海外の子どもたちへポリオワクチンを届ける活動団体へ、ペットボトルキャップを寄付して支援
約９３千個（ポリオワクチン約１１６人分相当）を寄付（目標７０千個以上）

6.
公害防止

ＰＣＢ廃棄物の適正な
保管・管理

鉄道事業部門
開発事業部門 ＰＣＢ混入機器の適正な保管・処分

2011年度は、環境目標をほぼ達成しました。2012年度は、目標達成に向けて鉄道車両・駅施設の
省エネルギーなどを推進していきます。

環 境 報 告
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掲載ページ 活動範囲 ２０１２年度の環境目標

Ｐ51
全部門 継続実施（前年度と同様に共通目標・個別目標の取り組み状況について監査）

グループ各社 継続実施(６月と１２月頃に実施予定）

グループ全体

継続実施（計画に基づき順次監査）

Ｐ51
継続実施

継続実施（新たな処理施設を視察予定）

本社ビル

年間使用量１，２２７kWh以下

（前年度目標と同様に２０１０年度使用量比で使用量・使用最大電力ともに１５％以上の削減を目指す）
Ｐ５7 一部照明に直管型ＬＥＤ蛍光灯を導入

消灯率９３％以上

Ｐ６

鉄道事業部門

継続実施

継続実施（ＬＥＤ照明、ＬＥＤ式の案内看板設置を推進）

継続実施（導入推進）

開発事業部門
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター（Ａ館）空調機用インバータ盤更新

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の誘導灯をＬＥＤ化
本社ビル 廃棄物（一般廃棄物・産業廃棄物の総量）を年間排出量６６．６ｔ以下
鉄道事業部門 継続実施（磁気乗車券の利用削減）

鉄道事業部門 継続実施（緑化推進）

鉄道事業部門 継続実施（駅トイレの節水化を７駅で整備予定）

本社ビル 年間使用量１０，６００千枚以下

グループ全体 継続実施（グループ平均４３％以上　電鉄平均４８％以上）

Ｐ５6 鉄道事業部門 継続実施（工事発生資材の再利用）

本社ビル
再資源化率８５％以上

リサイクル率１００％

開発事業部門 継続実施（分別廃棄・リサイクル処理を徹底）

Ｐ60
グループ全体

継続実施（例年どおり年２回開催）

Ｐ１2 継続実施（4月の植樹祭をはじめ、年間の森林再生作業に参加）

Ｐ１3 一般管理部門 継続実施（２期６回開催）

Ｐ60
一般管理部門 継続実施（環境セミナーを開催予定）

Ｐ５9
一般管理部門 継続実施

Ｐ61 一般管理部門 継続実施（８月開催予定）

グループ全体 継続実施

本社ビル 書籍を５０冊以上、切手を３千枚以上寄付

本社ビル他 ペットボトルキャップを年間８５千個以上寄付

鉄道事業部門
開発事業部門 継続実施(適正な保管・処分）
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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など、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、車両や部品の洗浄などに用いる水

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。

　また、2011年度には、若葉台車両基地内に、洗浄

に使用する水を約50％削減できる車両洗浄装置を導

入しました。

※ 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
のくるいを防止し、保守の省力化を図るための工事です。

ロングレール化

鉄桁防音対策

　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。

特集1（P6 ～ 7）をご覧ください。

鉄道事業部門

　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カ所設置し、車輪のフラットによる騒音・

振動を早期に発見・改善しています。

車輪の削正

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。

　1本が２００ｍ以上の長いレールを使用し、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４００

ｍ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。

　桁が鉄製の橋梁においては、下面および側面に防音

材を、また、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。

車両基地で
データ処理

自動検知
センサー

清掃用シンナーの再利用を進めています

省エネルギー施策に取り組んでいます

資源や水の有効利用を図っています

電車の走行音の低減に努めています

環 境 報 告

車両洗浄水の節水
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　京王電鉄本社ビルでは、省エネルギーに関するさまざま

な機器や技術の情報収集を行い、導入効果の高い施策を中

心に、計画的な実施を行っています。

断熱フィルムの貼付（２０１１年度実施）
　従来、飛散防止機能のみであった窓ガラスの貼付フィルム

を、断熱機能を備えたフィルムに貼り替えました。夏期には

室内への熱放射が抑えられ、冬期には室内の対流熱損失が

抑制されることで、空調効率を高めることができます。

直管型ＬＥＤ照明の導入（２０１２年度実施）
　ダウンライトのＬＥＤ化に続き、社内に多く設置されている

蛍光灯照明のうち約１５０本について、直管型ＬＥＤ照明を先

行導入しました。

　京王電鉄は、東京都環境確保条例のＣＯ２排出量削減義

務の対象となる単独所有の大規模ビル８物件のＣＯ２排出

量について、２０１２年度に基準値に対して１２％の削

減を目指しています。これにより２０１０年度～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。このほか、都外・中小ビルを含めた省エネ

ルギー施策も実施しています。

　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など）と②施設運用

改善（照明や空調設備の効率的稼動など）があります。

　①として、建物全体のエネルギー使用量の大きな比率

を占める空調設備を中心に、省エネルギー効果が高い工

事については、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、合理的に空調機器の運転を制御でき

るシステムを導入しました。京王プラザホテル札幌でも高

効率ボイラーへの更新を行いました。また、２０１２年度

は京王新宿三丁目ビルで照明器具のＬＥＤ化を予定してい

ます。

　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・空調機器の設定温度変更など

を実施しました。

　ＣＯ２削減義務の達成に向けて、今後は、東京都のＣＯ２
排出量取引制度を活用していくことも検討しています。

開発事業部門 一般管理部門

年度 施策

2009 共用部ダウンライトのＬＥＤ化

2010

トイレスイッチのセンサー化

トイレ個室のダウンライトＬＥＤ化

非常口誘導灯のＬＥＤ化

2011 窓ガラスへの断熱フィルムの貼付

2012 直管型ＬＥＤ照明の導入

これまでの取り組み

省エネルギー化工事、施設運用改善の
2つの視点でCO2 排出量を削減

本社ビルでは、効果の高い施策から
計画的に導入

住む人と地球にやさしい
井の頭線を目指して

沿線の緑化
　降雨による法面の崩壊を防
ぐとともに、お客さまに沿線風
景を楽しんでいただくことを目
的として、線路わきにアジサイ
やツツジ、サザンカなどを植栽
し、緑化しています。

屋上庭園「ふくにわ」
　2011年3月にオープンした「京王リトナード永福町」
には、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。

当社では「Green Happi-
ness井の頭線」をテーマ
に、井の頭恩賜公園や玉川
上水など緑が多い井の頭線
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。

Green Happiness井の頭線

線路わきの緑化
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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。2010年9月から、世界

で最も厳しいとされる排出ガス規制「ポスト新長期規制」

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、2011年度は路線バス車両の燃費効

率が2005年度比で11.9%向上し、年間でおよそ

144万1千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。

グループ会社の活動事例

※ 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。

桜ヶ丘営業所の屋上に設置した太陽光発電パネル

　西東京バスでは、アイドリング・ストップ装置を路線バス

全車両（２７０両）に装着しているほか、「ポスト新長期規制」

に適合した車両を順次導入し、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など）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２０１２年６月に路線バス全車両への導入が完了しま

した。

　このほか、羽村市から運行を受託しているコミュニ

ティバス「はむらん」において、定期路線バスでは日本

初となる電気バスによる運行を２０１２年３月から開始し

ました。

　京王自動車のタクシーは、ＣＯ2排出量がガソリン車よ

り１０～１５％少ないＬＰガス車を使用しています。ハイブ

リッドカーについては、２０１１年度に１０台導入し、ハイ

ブリッドカーの保有台数は１５台となりました。また、

２０１１年に引き続き横須賀市の「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。アイドリング・ストッ

プ車の導入も続けており、２０１２年６月現在での導入台

数はタクシー８２３台中３６４台となりました。

　エコドライブの推進についてはＥＭＳ（エコドライブ管

理システム）を全車に導入し、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取り組ん

でいます。

羽村市役所に設置された
急速充電器で充電

電気コンセントとハートをイメージにデザインされた
「でんきバス」のシンボルマーク

「はむらん」でんきバス

京王電鉄バスグループ、西東京バスは、
エコドライブと新たな排出ガス規制に
対応した車両の導入を推進

京王自動車は、エコドライブと
ハイブリッドカーなどの導入を推進

環 境 報 告



59

京
王
グ
ル
ー
プ
理
念
に
基
づ
く

ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制

特　

集

安
全
報
告

社
会
性
報
告

環
境
報
告

　京王運輸は、従来から「エコドライブ講習会」「省燃費運

動」などの活動を通じて、運転者の意識啓発を通じた燃費

向上に取り組んでいます。

　2011年度は、より積極的に環境問題に取り組むために、

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

参加しました。このプロジェクトは、参加各社が車両ごとの

燃費データを提出し、セミナーなどの開催を通じて、エコド

ライブの推進や事故防止をサポートする取り組みです。ま

た、交通エコロジー・モビリティ財団認定の講習会「エコド

ライブ講習会」には18名の運転者が参加しました。さらに、

社内運動の「省燃費運動」については、9月～ 11月にわ

たって実施しました。

　こうした継続的な活動

の成果として、京王運輸

は、2012年6月に、グ

リーン経営の認証を更新

しました。

燃料給油後に給油量を走行管理表に記入

社会・環境コミュニケーション

京王PRボード
　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。2011年度は、「高尾の森の再生支援」、「京王

音楽祭」などの活動を取り上げ、駅の「京王PRボード」

に掲示しました。

京王音楽祭 京王ニュース高尾の森の再生支援

環境・社会への取り組みや考え方を
お伝えしています

京

京王ニュース
　当社事業や環境への取り組みなどのCSRに関する

情報発信・コミュニケーションをはじめ、京王グループ

からのお役立ち情報や沿線のさまざまなイベントなど

を紹介する月刊の情報誌です。１９５５年に創刊し、現

在の発行部数は１１０万部を越え、沿線をはじめとする

多くのお客さまにご覧いただいています。

京王運輸は、トラックの
エコドライブを推進

リビタは、小さな環境負荷でこだわりの
住空間を提案する「リノベーション事業」を展開

京王グループは、お客さまや社員、地域の方々など、さまざまなステークホルダーとともに環境保全活動を行い、
環境・社会に対する考え方をお伝えすることで、社会から信頼される存在を目指しています。

内装をすべて取り払った状態

　既存の建築物をリニューアル・再生し、魅力ある住宅を供給

するリノベーション事業は、限られた資源を有効に使いＣＯ２排

出量を削減する、地球環境にやさしい手法です。例えば「リノ

ア多摩川ＣＯＲＴＥ」では、省エネルギー改修を行うことで、ライ

フサイクルＣＯ２を７０％削減、廃材発生量を９１％削減すること

ができました。

0 1000

リノベーション

スクラップ＆ビルド

2000 ［t-co2］3000

ライフサイクルCO2の比較

施工 資材製造（設備） 資材設備（仕上げ） 資材製造（躯体） 設計監理 解体廃棄

4000

2373.5 70.7［%］減［t-co2］

※ ライフサイクルＣＯ2とは、建物の建設から運用、解体までのライフサイクルを通じ
て排出される二酸化炭素（ＣＯ2）の量を指します。
※ ライフサイクル廃材発生量とは、建物を解体した場合に発生する材料を指しま
す。建物が与える地球温暖化への影響を評価する指標です。
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　「高尾の森わくわくビレッジ」は、廃校となった都立高校の

建物を改修し、宿泊施設、活動施設（野外活動・スポーツ・

文化学習）、レストランなどを備えた総合的な社会教育施設

として、２００５年４月にオープンしました。豊かな自然環境

を活かして、野外・自然体験活動の「機会」と「場」を提供す

るとともに、自然とのふれあいを大切に考え、暖かみのある

サービスを提供しています。小学校から大学までの学校団

体に教育の場として活用していただいているほか、地域の

団体やご家族など多くの方々にご利用いただき、好評を得て

います。

※「高尾の森わくわくビレッジ」は、京王ユース・プラザが、東京都
　からPFI方式により運営を受託し、社会教育の分野で実績のある
　東京YMCAグループと協働で施設を運営しています。

高尾の森わくわくビレッジ

多摩の里山について講演 野生動物生息の痕跡を実物展示

■京王環境セミナー

　京王電鉄は、２０１2年１月２１日に独立行政法人森

林総合研究所多摩森林科学園と共催で「多摩の里山に

目を向けよう、出かけよう」と題した環境セミナーを開

催し、１７０名に参加いただきました。京王沿線に今も

残る「多摩の里山の人との歴史や関わり」、「里山に生

きるケモノたち」、「里山へ出かけるときのヒント」が多

摩森林科学園の研究員から紹介され、当社からも環境

教育をはじめとした環境への取り組みを紹介しました。

　会場内には、多摩市立連光寺小学校の児童が森林

総合研究所の雑木林で調べた生き物や炭焼き体験な

どの学習成果を紹介した展示物のほか、公益社団法人

日本山岳会「高尾の森づくりの会」が所有する実物の

鳥の巣やリスの巣、リスが食べた後のマツボックリ（通

称　森のエビフライ）などを展示し、多くの方が熱心

に観賞されました。

多摩の里山をテーマに、
「環境セミナー」を開催

高尾の森わくわくビレッジは、
子どもたちの啓発に注力

　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

43回実施しました。

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

沿線地域の環境保全に向けて、
京王クリーンキャンペーンを実施

環 境 報 告

野外森林教室

　多摩森林科学園では都市近郊に残る森林に見られ

る動植物の生態調査やその保全管理、森林環境教育

などの研究を進めています。2012年1月には京王

電鉄と共同で、多摩の里山の生物多様性をテーマに

した「環境セミナー」を開催しました。人が持ち込ん

だり侵入してきた生物が地域の生物多様性を撹乱す

ることが、国内各地で問題になっています。京王電鉄

沿線の多摩地区の森には自然の動植物が多く生育し

ていますが、元々生育していた動植物のことをよく知

ることが今後も重要だと思います。

生物多様性の保全は
身近な自然を知ることから

森林総合研究所多摩森林科学園
　吉丸博志園長
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「パスモ・スイカ直接乗車で
スギ花粉を減らそう！」キャンペーン
　御岳登山鉄道では、２０１１年１０月２９日～１２月４

日に「パスモ・スイカ直接乗車でスギ花粉を減らそう！」

キャンペーンを行いました。期間中、パスモ・スイカで

直接乗車されたお客さまに「東京多摩産ヒノキチップ」

を無料で配布するとともに、同社から１袋につき５円を

公益財団法人東京都農林水産振興財団の「花粉の少な

い森づくり募金」へ寄付しました。９，０００袋を配布し、

４５，０００円を寄付しました。

「花粉の少ない森づくり運動」協賛イベント
　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・植え替えが遅

絶滅危惧種レンゲショウマの保全活動

　御岳登山鉄道は、絶滅危惧種であるレンゲショウマ
の保全活動の一環として、御岳山観光協会と協力し、

レンゲショウマ群生地の下草刈りやハイキングコース

の整備を行いました。

　レンゲショウマをより多くのお客さまに知っていただ

こうと、開花時期にあわせた「レンゲショウマまつり」

や、ボランティアガイドと一緒に歩く「レンゲショウマハ

イキング」を毎年開催しています。このハイキングコー

スには、御岳山名物のロックガーデンも含まれており、

好評を博しています。
　京王観光では、２０００年から長野県内の棚田で、田

植え、あぜ草刈り、稲刈り・はぜかけ、脱穀・精米といっ

た農作業体験を行っています。この活動は、「生態系の

維持」、「日本古来の農耕文化の継承」など棚田の役割

を理解した上で、実際に作業に携わることで、日本の

原風景である棚田の保全に協力することを目的にして

います。これまでに社員や家族・友人など、延べ４００

名近くが参加しました。

れています。御岳登山鉄道では、東京都の展開する

「花粉の少ない森づくり運動」に協力しています。

　２０１１年度は「花粉の少ない森づくり運動」協賛イ

ベントを８回開催しました。このイベントは公益財団法

人東京都農林水産振興財団とのタイアップによるもの

で、財団の職員からイベントに参加されるお客さまへ

同運動の説明を行い、お客さまには参加費の一部

（１００円）を財団に寄付していただきました。協賛イベ

ントには合計２３６名のお客さまに参加いただき、また、

イベント以外でも駅構内に募金箱を設置しています。

京王観光は、棚田の保全に協力

御岳登山鉄道は、お客さまと
一体になった活動を展開

はぜかけの様子

田植えの様子

環境を学ぶエコキャンプ
　京王電鉄では、高尾の森わくわくビレッジにて小学生

を対象とした１泊２日の「環境を学ぶエコキャンプ」を

開催しています。このキャンプは２００６年にスタート

し、７回目を２０１２年８月24日～ 25日に開催しまし

た。子どもたちは、キャンプ生活やプログラム体験を通

じて、自然に対する興味や関心を高め、日常生活で自

分たちにもできるエコを考えました。子どもたちの２日

間の生活をサポートするキャンプリーダーには、社員が

ボランティアで参加しています。

環境を学ぶエコキャンプ

レンゲショウマハイキング

レンゲショウマ
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　当社は、環境負荷の低減に向けて鉄道車両や駅・オフィ

スビルなどの省エネルギー化、廃棄物の分別、リサイクル

などのレベルアップを図るため、積極的な環境投資を継

続しています。

　2011年度は、調布駅付近連続立体交差事業の進捗に

ともない、公害防止コストが減少するなど、環境投資・費

用は全体で10.3％の減少となりました。

［対象期間］
2011年4月1日～ 2012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年版）」および「民鉄事業環
境会計ガイドライン（2008年版）」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。

2011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  6,005 1,816

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  ◎ロングレール化軌道
◎草刈  ◎スレート屋根置換
◎節水コマ  ◎ PCB機器処理

4,347 633

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 ◎受変電設備更新
◎ビル空調・ポンプのインバーター化
◎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

1,366 158

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
◎座席シート更換  

292 1,025

（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  ◎環境啓発ポスター作成
◎社内教育

39 125

（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 2

合計 6,044 1,943

コスト総計 7,987
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環境保全コストの推移

環境会計
環境保全に向けて、2011年度は約80億円の環境投資・費用を行使しました。

環 境 報 告


