社会性報告

特集

沿線活性化の取り組み
京王電鉄は、
「住んでもらえる、選んでもらえる沿線」
を目指して、
暮らしに役立つさまざまなサービスを提供しています。

お客さまのニーズにお応えすることで進化する 京王ほっとネットワーク
京王グループでは、少子高齢化が進むなか、高齢者世代が生き生きと暮らせる街づくり、子育て世代が
暮らしたくなる街づくりに積極的に取り組んでいます。2 0 0 7年からスタートした生活サポートサービス
京王ほっとネットワーク は、お客さまのニーズにお応えすることで、サービスメニューを拡大してきました。

顧客ニーズから
「生活サポートサービス」
を拡充
店頭お買上げ商品
当日宅配

家事代行
（水まわりの掃除など）

住まいのサポート
（リフォーム、庭木のお手入れ、
引っ越し・不要品処分など）

2007年
3月〜

2007年
11月〜

高幡店開業
（各種相談受付、お手軽OAスポット、
相談会・セミナー・イベントの開催）
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2008年
4月〜

お買いもの代行

2009年
2月〜

パソコン・デジタル家電
訪問サポート
京王・ALSOK
ホームセキュリティ

2009年
3月〜

桜上水店開業

● 京王電鉄株式会社 ● 安全・社会・環境報告書 2013 CSRレポート

2009年
5月〜

2010年
4月〜

2011年
3月〜

永福町店開業

2013年内
移動販売の
開始

沿線活性化の取り組み

特集

京王ほっとネットワーク の新たなサービス
京王ほっとネットワーク には、高幡・桜上水・永福町の3店舗での店舗サービスと、お買い物や家事の代行、
リフォームやホームセキュリティなどを行う生活サポートサービスがあります。2013年内には、新たなサービ
スとして多摩ニュータウンを中心としたエリアで、日常のお買い物に不便がある高齢者の方を対象に、生鮮品
をはじめとする食料品などの移動販売を開始します。

カウンターサービス
各種相談受付・お手軽OAスポットなど

店舗サービス
コミュニティサービス
相談会・セミナー・イベントの開催

お買物の ほっと サービス
店頭お買上げ商品当日宅配、お買いもの代行

住まいの ほっと サービス
リフォーム、外壁・屋根・屋外工事、庭木のお手入れ、
引っ越し・不要品処分など

生活サポートサービス
家事の ほっと サービス
水まわりの掃除、外出時の付き添い、お話相手、
不在時の家事代行、季節のお手伝いなど

安心の ほっと サービス
京王・ALSOKホームセキュリティ、
パソコン・デジタル家電訪問サポート

NEW!
日常の買い物不便を解消
●多摩ニュータウンを中心とした生鮮品をはじめとする
食料品などの販売
●生活サポートサービスの紹介や受付

移動販売サービス※

※移動販売の実施に先立ち、地元自治体である多摩市と地域の持続的な発展に資することを目的として
「地域発展の推進に関する包括連携協定」
を締結しました。
※このサービスは、経済産業省の
「地域自立型買い物弱者対策支援事業」
の補助対象です。

お客さまの声

忙しくても家族の時間をつくれます
東京都世田谷区

T.Y様（33歳・女性）

自宅（2階建て）の各部屋の基本的な掃除をお願いして

定期的に家全体の清掃を依頼
東京都府中市

Y.O様（64歳・男性）

キッチンやお風呂、トイレなどの定期的な清掃で利

います。わが家は夫婦共働きで子どもがまだ小さいので、

用しています。プロならではの仕上がりに満足してい

家事の中で一番負担が大きな掃除の手助けが欲しいと考

ますし、家の中が常にきれいに保てるのは気持ちの良

えていました。京王ほっとネットワークのおかげで、忙

いことです。週末の自分の時間が増えたこともうれし

しい中でも家族で一緒に過ごせる時間をつくることがで

いですね。京王のサービスは信頼性が高いのでこちら

きています。

を選びました。
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社会性報告

お客さまの利便性・快適性の向上
すべてのお客さまに安心してご利用いただくため、鉄道・バス
などの交通機関やショッピングセンターなどのバリアフリー設
備の充実を進めています。また、列車の運行情報を迅速かつ
分かりやすくお知らせする機能や、駅や車内でより快適にご利
用いただくための環境整備などに取り組んでいます。

バリアフリーの充実
駅設備
●エレベーター・エスカレーター・スロープ

●誘導・警告ブロック

全6 9駅の出入口から各ホームまで、階段などの段差がな

目の不自由なお客さまを誘導・注意喚起するブロックを全

く移動できるよう、エレベーター・エスカレーター・スロー

6 9駅に設置しています。ホーム縁端部にある警告ブロック

プを設置しています。エ

にはホームの内側を示す

レ ベ ー タ ー は6 6駅 に、

内方線の整備を進めてい

に設置しています。

→
内方線

エスカレーターは4 6駅

ます。

エレベーター

●だれでもトイレ

内方線付き点状ブロック

●触知案内図・点字による案内

車いすをご利用のお客さまや小さなお子さま連れのお客さ

どなたにも駅構内の施設の配置をご確認いただけるよう、

まにも安心してご利用いただける多機能トイレを6 7駅に設

凹凸・点字・ピクトグラム
（案内用図記号）
を用いた案内図を

置しています。また、オ

6 8駅に設置しています。また、自動券売機には点字または

ストメイト対応の水洗器

音声案内機能を備えてい

具も整備しています。

るほか、点字運賃表を全
6 9駅に、点字手すりを
必要な箇所すべてに設置
しています。

だれでもトイレ

●幅広自動改札機

触知案内図

車いすをご利用のお客さまや大きな荷物をお持ちのお客さ
まなどにご利用いただけるよう、通路幅の広い自動改札機を
68駅に設置しています。

●音声音響案内
目の不自由なお客さまに駅施設の配置などを音声または音
響でお知らせする装置を全6 9駅に設置しています。ホーム

●自動券売機の蹴込み

の階段は鳥の鳴き

車いすのお客さまにご

声、改札口などは

利用いただけるよう、つ

チャイムでお知ら

ま先部分に蹴込みを設け

せしています。

た自動券売機を設置して
います。
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音声音響案内

社会性報告

お客さまの利便性・快適性の向上

●案内表示器・ドアチャイム

●階段の明度差
階段の段差を視覚的に

停車駅などを文字でお知らせする案内表示器（L E Dまたは

認識しやすいよう、全69

液晶画面）と、ドアの開閉を音でお知らせするドアチャイム

駅の階段踏面の端部に明

を京王線・井の頭線車両の全編成に設置しています。

度差をつけています。

明度差のある階段

LED式の案内表示器

車内設備
●車いすスペース
車いすスペースを京王

液晶画面を用いた案内表示器

線・井の頭線車両の全編
成に設置しています。

●開閉予告表示灯
車両のドアが開閉することを光の点滅でお知らせする開閉
予告表示灯を、京王線の一部車両の各ドア上部に設置してい
ます。

車内車いすスペース

バス
●点字シール
目の不自由なお客さまが、ご乗車になっている車両の号車・

京王電鉄バスグループおよび西東京バスは、2012年3月に

ドア位置が分かるよう、車両のドアに点字シールを貼付して

路線バス（高速・貸切を除く）の全車両がどなたにも乗り降りし

います。

やすいバリアフリー対応となりました。
車体が傾斜し床面が下がり乗降しやすくさせるニーリング機
能のあるノンステップバス937両をはじめ、リフト付きバス45
両、スロープ板付きワンステップバス13両を導入しています。

車内点字シール

●ユニバーサルデザイン

ノンステップバス（ニーリングタイプ）

新造車両の導入や既存車両のリニューアルでは、ユニバー
サルデザインの考え方を採り入れ、つり革や荷棚の高さを低

タクシー

くし、手すりやつり革は握りやすい形状にしています。さら
に座席端部に仕切り板を設置するなど、車内環境の整備を進

京王自動車では、2012年12月から八幸自動車
（株）
、ニュー
タウン交通
（株）
と共同で、誰もが利用しやすいユニバーサル

めています。

デザイン
（UD）
タクシーを導入しました。

ユニバーサルデザインによる
車内例

UDタクシー
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社会性報告

お客さまの利便性・快適性の向上

ショッピングセンター

定後も毎年フォロー研修を継続し、お客さまに一定水準の
サービスが提供できるよう努めています。さらに、8階の介

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターでは、お身体の不自
由なお客さまや乳幼児をお連れのお客さまなど、どなたでも

護用品売場では介護福祉士や社会福祉士がお客さまのお手
伝いをしています。

安心してご利用いただける
「だれでもトイレ」
の整備をはじめ、
身体障がい者用駐車場の設置、段差の解消などに取り組みま
した。またピクトサインを大型化し、視認性を向上させた案
内サインに更新しました。さらにはAED（自動体外式除細動
器）の使用法や心肺蘇生法などを習得する「救命講習会」をテ
ナント従業員向けに開催しています。
また京王八王子ショッピングセンターでは、京王八王子駅
構内のバリアフリー化にあわせ、直結する館内への通路・エ
レベーターの一部をバリアフリー化しました。

手話アシスタントによる
接客

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター
「だれでもトイレ」

京王百貨店新宿店4階の化粧室

霊園
西東京バスが管理運営する都内三大民間霊園の一つである
八王子上川霊園には、開放的な欧風庭園をイメージし、車い
すでも移動しやすい完全バリアフリー対応の区画「ヴェルデ
ピクトサインを大型化した館内案内サイン

の庭」
があります。また、無料休憩所の緑葉会館にも
「だれで
もトイレ」
を設置し、人にやさしいつくりになっています。

百貨店
京王百貨店新宿店は、多くのシニア層のお客さまが安心・
快適にご利用いただけるよう、各階に休憩場所を設けるなど、
きめ細かな対応を行ってきました。
1階から8階までの各階に「だれでもトイレ」を設置したほ
か、床のフラット化や、フィッティングルームへの手すりの
設置などを行っています。
また、店内では、耳の不自由なお客さまのお役に立つよ
うに、手話の読み取り・表現において一定レベルに達した
社員が「手話アシスタント」として接客しています。資格認
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ヴェルデの庭

社会性報告

お客さまの利便性・快適性の向上

ホテル
（京王プラザホテル）
●ユニバーサルルーム
1988年にアジア地域初の「世界リハビリテーション会議」

●ボランティア・プラザ
バリアフリーやエコロジーの取り組みを多くの方に知って

の会場となったことがきっかけとなり、バリアフリーを推進

いただき、それを社会貢献につなげることを目的に、2 0 0 4

してきました。2 0 0 2年3月には、ホテルをご利用いただい

年からチャリティイベント
「ボランティア・プラザ」
を開催し

たお客さまの声や専門家の指導をもとにデザインした新しい

ています。
2013年3月の第10回
「ボランティア・プラザ」
では、

ユニバーサルルームを10室設置しました。また、2003年か

チャリティバザーなどに加え、震災復興支援の一環として

ら2004年にかけて本館2階と南館4階にユニバーサルトイレ

J Aい し の ま き 桃 生 ガ ー ベ ラ 部 会 か ら 仕 入 れ た ガ ー ベ ラ

を、2 0 0 7年には補助犬ユーザーの方々の声を参考に設計し

1 , 0 0 0本を販売し、収益金は日本赤十字社やJ Aいしのまき

た
「補助犬専用トイレ」をロビーの外側に設置しました。

などへ寄付しました。

ユニバーサルルーム

ボランティア・プラザの様子

●コルク回収・リサイクル

●バリアフリー推進活動

2 0 1 2年2月から宴会場で提供したワインやシャンパンの

さまざまなお客さまの目線でソフトの充実化を図ることが

コルク栓を集め、資源のリサイクルと障がい者の就労支援に

お客さま満足度の向上につながると考え、
「バーズアイ」プロ

取り組んでいるNPOに寄贈しています。集まったコルクは、

ジェクトとして全社から約2 0名が公募で集まり、バリアフ

学校の教材や雑貨に製品化されます。

リー
（おもてなしサービス）
や社会貢献などをテーマに活動し
ています。

コルク栓の回収

震災ボランティアの活動
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お客さまの利便性・快適性の向上

分かりやすい情報の提供
●行先案内板

●サービススタッフ

列車の発車時刻や種別・行先・停車駅などを文字でお知ら
せする案内板を全69駅に設置しています。

不慣れなお客さまにも安心してご利用いただけるよう、運
賃や所要時間、乗り場や駅周辺の施設などの案内を専門に行
う
「サービススタッフ」
を新宿駅、新線新宿駅、渋谷駅に配置
しています。

行先案内板

●お客さま案内ディスプレイ
通常時は電車の発車案内などを表示するほか、事故や災害
などで列車の運行に支障が発生した時には、支障区間や振替
輸送経路などを、視覚的に分かりやすく表示する「お客さま
案内ディスプレイ」を66駅の改札口付近に設置しています。

サービススタッフ
通常時表示例

●外国語による情報提供
外国人のお客さまに対して、駅の看板や電車内の案内表示
器などで4カ国語表記（日・英・中・韓）によるご案内を行っ
ています。また、一部の車両には自動放送装置を導入し、日
本語と英語による停車駅や乗り換えなどのご案内を実施して
異常時表示例

います。

●列車運行情報提供サービス

●高尾山外国語ガイドブック

事故や災害などで列車に遅延などが発生した際、駅のお客

外国人のお客さまにより高尾山を満喫していただけるよう、

さま案内ディスプレイや車内案内表示器、「京王ホームペー

高尾山の魅力や観光スポット、山頂までの登山ルートを紹介

ジ」
、携帯電話のサイト「京王ナビ」などで運行情報をお知ら

したガイドブックを4カ国語表記（日・英・中・韓）で作成し

せしています。また、「KEIO MOBILE NEWS」からご登録

ています。

いただいたお客さまへ、最新の列車の遅延情報などをメール
でお知らせするほか、Twitterでもお知らせしています。

メール配信イメージ
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日英版

社会性報告

お客さまの利便性・快適性の向上

快適な空間の提供
●ホーム待合室
電車が到着するまでの間、快適にお待ちいただけるよう、
冷暖房付きの待合室を58駅に設置しています。

●女性専用車
2 0 0 0年に実施した試験結果を踏まえて、2 0 0 1年から平
日23時以降に新宿駅発の急行系列車の最後部1両を女性専用
車として運行を開始し、2 0 0 5年から平日朝間・夕間の通勤
時間帯にも拡大しました。
なお、女性専用車には女性のお客さまのほか、小学生以下
のお客さま、お身体の不自由なお客さまとその介助者もご乗
車いただけます。

女性専用車
案内ステッカー
ホーム待合室

●おもいやりぞーん
● お客さま用トイレの環境改善
より快適で清潔感のあるトイレを目指して、改修を行っ
ています。

京王線・井の頭線全車両で車内の優先席を明確にするため、
優先席付近のつり革や座席の色を変えた
「おもいやりぞーん」
を設置しています。
「おもいやりぞーん」
付近では医療機器を
使用しているお客さまをお守りするため、携帯電話の電源を
お切りいただくようご案内しています。

おもいやりぞーん
リニューアルした渋谷駅のトイレ

優先席案内ステッカー
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お客さまの利便性・快適性の向上

輸送サービスの利便性向上
●鉄道のダイヤ改定
2 0 1 3年2月に京王線・井の頭

●バス運行状況案内システム
西東京バスでは、リアルタイムに路線バスの運行状況が分

線のダイヤ改定を実施しました。

かる案内サービスを全エリアで開始しました。
主要停留所（京

相模原線に
「特急」
を新設したほか、

王八王子駅・JR八王子駅北口・高尾駅北口など）25カ所に設

早朝時間帯における上り「特急」の

置した音声案内機能付きのLED表示機で運行状況を提供して

新設、終電の繰り下げなどを実施

います。その他の停留所においては、バス到着時刻や目的地

し、利便性の向上を図りました。

までの所要時間などを予測し、パソコン・携帯電話・スマー
トフォンに情報提供しています。

（らくらく）
エクスプレス｣
●IC金額定期券、通勤高速バス｢楽々
西東京バスでは2 0 1 3年4月から、定期券に設定した運賃
内なら西東京バス全路線が乗り放題の新しい定期券「I C金額
定期券」のサービスを開始しました。I C金額定期券は、例え
ば通勤ルートが行きと帰りで異なる場合でも、定期券に設定
した運賃内なら1枚の定期券でご利用いただけます。この他
にも、乗り越した場合は定期券との差額のみの精算、お手持

リアルタイム

ちのI Cカードに書き込むだけで電車とバスの定期券を一枚

運行状況

に統合、さらにI Cカードの6カ月定期券の導入など、利便性
が向上しました。

●タクシー呼出アプリ

また、青梅・福生・拝島方面から新宿駅西口・四ッ谷・新

京王自動車では、2013年2月

橋駅へ早朝の通勤に乗り換えなしで便利な「通勤高速バス

から多摩・相模原地区、2 0 1 3

『楽々（らくらく）エクスプレス』」の運行を開始しました。

年5月から都区内、武蔵野・三
鷹地区において、スマートフォ
ンのアプリを使用してタクシー
を呼び出せる
「タクシー呼出アプ
リ」
サービスを開始しました。こ
のアプリはスマートフォンの
G P S機能と既存の無線配車サー
ビスを活用し、お近くにいる配
車可能なタクシーをご案内する
もので、無料でダウンロードい

楽々
（らくらく）
エクスプレス

ただけます。

メニュー画面

TOPICS
公共輸送機関の利用促進

輸送量当たりのCO2排出量
（2011年度）

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、C O 2排出量削減が期待できます。京王グループは、

（単位 : g-CO2/人キロ）
鉄道

バス

21
51

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。

航空

自家用車

98
170
出典：国土交通省HP
（運輸部門におけるCO2排出量）
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社会性報告

お客さまの利便性・快適性の向上

●高尾山きっぷ

お客さまとの対話

京王線・井の頭線の各駅から高尾山口駅までの往復割引乗
車券と、高尾山ケーブルカーまたはリフトの乗車券（往復ま
たは片道）がセットになったきっぷを販売しています。

お客さまからお寄せいただいたご意見に対し、適切な対応
を図ることで、さらに安全な鉄道づくりにつなげています。
また、ご理解と信頼をいただくために、さまざまな情報を提
供しています。

高尾山へ

高尾山きっぷ

●京王お客さまセンター
当社では
「京王お客さまセンター」
を設け、
お電話やメール、
お手紙などによりお客さまからのご意見ご要望をいただいて
おります。2 0 1 2年度はご指摘、お褒めの言葉などあわせて
27,647件のご意見を頂戴し、うち24,151件は鉄道に関す
るものでした。いただいたご意見に対しては、速やかに回答
させていただいているほか、担当部署においてサービス向上
や従業員教育に活用させていただいています。
お電話 042-357-6161

FAX 042-371-1469

受付時間9：00〜19：00年中無休（年末年始を除く）
●お客さまの声
●TOKYO探索きっぷ

その他 2,047件

京王線・井の頭線の各駅から新宿駅までの往復割引乗車券
と、都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライ

グループ会社
1,449件

7%
5%

ナーの一日乗車券（大人700円、小児350円）がセットになっ
たきっぷを販売しています。

鉄道サービス
14,950件

12%

お問合せ
27,647件

鉄道施設・
車両
3,207件

54%

22%

都心へ

TOKYO探索きっぷ

鉄道ダイヤ
5,994件

●
「お客さまの声」
受付件数
（件）

━●━ ご意見・ご要望
━●━ 苦情
━●━ 称賛

■ グループ会社・その他
■ 鉄道

700
600

55

541

500
400
300

636

45

400

401

42

35

337
25

337

406
469

329

366

296

100
52

420

34

363

44

36

5
6月

5
7月

496
62

475

10
8月

371

396
331 345
39

33

309

312

292

312

19

26

503

43
348

353

513

41

50

581

81
38

0
11
7
4月 5月
2012年

35

288

200

559

29

352

312

51

504

33

296
358

564

3
9月

5
3
7
10月 11月 12月

7
11
1月 2月
2013年

67

10
3月
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社会性報告

地域社会への貢献

子育て世代や高齢者が生き生きと暮らせるよう、次世代育成へ
の取り組みや地域貢献を行っています。

次世代育成への取り組み
●乳幼児保育

●学童保育

京王沿線における子育て支援サービス全般の運営を行う京

京王グループは2011年7月、民間学童保育施設「京王ジュ

王子育てサポートは、東京都認証保育所「京王キッズプラッ

ニアプラッツ」
を千歳烏山に開設しました。
「知育
（学習）」
「徳

ツ」を、永福町、千歳烏山、東府中、高幡不動、京王多摩川、

育（社会性）
」
「体育（健康増進）
」にバランスのとれたプログラ

南大沢にて運営しています。2 0 1 4年2月には、京王よみう

ムで、小学生のお子さまに安心安全で有意義な放課後生活を

りランドにも開設予定です。また、世田谷区の子育て支援複

提供し、健全な成長をサポートしています。

合施設「子育てステーション烏山」において、一時預かり、親

2 0 1 2年4月からは、指定小学校からのお迎えサービスも

子ひろば、病後児保育の受託運営も行っています。

開始するなど、サービスの充実を図っています。

年齢にあわせた作品づくり

一人ひとりと向き合うプログラム

全身運動の様子

プログラム「おもしろ実験」
の様子

●京王キッズプラッツ・京王ジュニアプラッツ施設一覧
京王キッズプラッツ烏山

京王キッズプラッツ永福町

京王ジュニアプラッツ烏山
京王キッズプラッツ高幡
吉祥寺
京王キッズプラッツ東府中
京王八王子

高幡不動

東府中

調布

千歳烏山

永福町
桜上水

新宿
明大前

京王多摩川
高尾山口

京王キッズプラッツ多摩川

キッズ星人
©Taro Miura

京王よみうりランド
橋本

南大沢

京王キッズプラッツ南大沢

京王キッズプラッツよみうりランド
（2014年2月開設予定）

渋谷

子どもたちが楽しく元気よく過ごせる場
であることを表現したキャラクター
「キッズ星人」
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地域社会への貢献

●京王キッズおしごと隊
京王グループへの理解を深めていただくことを目的として、
夏休み期間中に、小学生とその保護者の方を対象に、京王グ

験プログラム「京王キッズおしごと隊〜ぼくの、わたしのお
仕事体験〜」
を2009年から実施しています。

ループのさまざまな職場で実際の仕事を楽しく学べる職業体

職業体験の様子

2013年開催の京王キッズおしごと隊概要
京王電鉄

駅のおしごとを体験しよう！

京王食品

オリジナルパンを作ろう！

電車の乗務員のおしごとを体験しよう！

京王グリーンサービス

お花屋さんになって花束を作ろう！

電車の仕組みを知ろう！

京王不動産

家づくりを学ぼう！

電車の整備のおしごとを知ろう！

リビタ

リノベーションで住まいづくりを体験しよう！

京王電鉄バスグループ

バスのおしごとを体験しよう！

京王プラザホテル（新宿） ホテルのおしごとを体験しよう！

御岳登山鉄道

ケーブルカーのおしごとを体験しよう！

京王エージェンシー

京王百貨店

百貨店でプレゼント包装をしよう！

京王レクリエーション

テニスの楽しさを体験しよう！

京王ストア

スーパーのおしごとを体験しよう！

京王設備サービス 杉並公会堂

最高級のコンサートホールでおしごとを体験しよう！

京王書籍販売

本屋さんのおしごとを体験しよう！

京王子育てサポート

保育士さんになって一緒に遊ぼう！

京王アートマン

京王アートマンのおしごとを体験しよう！

カメラマンになってスタジオで撮影しよう！

●京王沿線子育てファミリーお出かけマップ
京王電鉄では、
「京王沿線子育てファミリーお出かけマッ
プ2012」を作成し、京王線・井の頭線の全69駅で2012年4
月から配布しました。
このマップでは、アミューズメント施設や飲食店、子育て
に便利なグッズの店舗や施設など、お子さま連れのファミ
リーに楽しくお過ごしいただける京王線・井の頭線沿線のス
ポットをご紹介するとともに、最寄り駅のバリアフリー設備
などをご案内しています。

京王沿線子育てファミリーお出かけマップ2012
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社会性報告

地域社会への貢献

●髙尾山峰中
（ぶちゅう）
修行体験合宿

コミュニティづくり

豊かな自然に囲まれた高尾山で、子どもたちが座禅、法話、
写経、水行など、髙尾山薬王院の修行体験を通して、
「新し

●街はぴ

い友達をつくる」
「自然に触れて自然を大切にする」
「心に残る

沿線のお客さまからの情報発信により街の魅力を共有す

思い出をつくる」ことを目的としています。19 7 0年から

るため、2007年に開設した京王沿線クチコミ情報サイトで

2013年までに41回実施しています。

す。お出かけやグルメなど、沿線ライターの魅力的な記事
が京王線・井の頭線の全69駅ごとに展開されています。また、
「てんきち母ちゃんの今週の晩ご飯」などの特別企画も連載
され、子育て世代に役立つ情報もいっぱいです。
街はぴ
QRコード
〈モバイル〉 〈スマホ〉

座禅

水行

街はぴ

自然観察ラリー

街はぴキャラクター
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地域社会への貢献

●りえんと多摩平

充実したシニアライフ

2 0 1 1年に築約5 0年の団地5棟をリノベーションした「た
まむすびテラス」は、高齢者住宅、ファミリー向けの菜園付
賃貸住宅、そしてリビタが企画・設計・運営する シェアハ
ウス「りえんと多摩平」で構成する多世代コミュニティです。
リビタの企画から運営までのノウハウも活かし、まちびら

●アリスタージュ経堂
京王初のシニアレジデンス事業として、2 0 1 2年8月に世
田谷区に介護付有料老人ホーム
「アリスタージュ経堂」が入居
を開始しました。

きイベント以降もどんど焼き、さくらまつりなどを開催して

京王ウェルシィステージが事業の運営主体となり、安心の

住人の世代を超えた交流が広がっています。また、フリーマー

医療と充実した介護、京王グループ各社が連携した生活サー

ケット、音楽ライブ、写真展などを通じて団地と地域とのつ

ビスを提供することにより、充実したシニアライフをサポー

ながりも広がっています。

トします。

人々が集う新たな場所へと生まれ変わらせたことが評価さ
れ、「たまむすびテラス」は（公財）日本デザイン振興会が主催
する「2012年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

アリスタージュ経堂

●移住・住みかえ支援機構
「
（一社）移住・住みかえ支援機構」
（JTI）に協賛社員として
たまむすびテラスでのイベントの様子

参画しています。「J T I」に参画することで、シニア世代のラ
イフスタイルにあった住まいへの住みかえを応援するととも
に、シニア世代から借り上げた優良なマイホームを子育て世
代に転貸し、沿線における子育てを応援します。
「移住・住みかえ支援機構」
モデル図
京王グループ
マイホーム
循環型賃貸事業

マイホーム
借上げ事業

3年の定期借家契約

参画
移住・住みかえ
支援機構
（JTI）

子育て世代

終身借家契約

シニア世代
（制度利用者）

再契約

りえんと多摩平

●良質な借家の循環
●敷金・礼金なし
●壁紙など自らの
一定の改修可能
●3年毎に優先して再契約

万が一の
場合の保証

●公的制度に基づく
一生涯の家賃収入
●3年毎に解約の自由
●建物・土地は子どもに相続

国の基金
（5億円）
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地域社会への貢献

文化・地域振興
●京王音楽祭
1994年から開始した「京王音楽祭」は2012年で19回を数
えました。毎回テーマに趣向を凝らし、多彩なアーティスト

●京王沿線ウォーキング
1997年に開始した「京王沿線ウォーキング」は、これまで延
べ2 0万人以上の方にご参加いただいています。京王沿線の見
どころや隠れた名所を中心に、どなたでも参加しやすい10km
程度の散歩コースをご用意し、例年8回実施しています。

を迎えて開催するチャリティコンサートです。2 0 12年の入
場料は、東日本大震災により被災した子どもたちのために、
「東日本大震災みやぎこども育英募金」
「いわての学び希望基
金」
「東日本大震災ふくしまこども寄附金」
へ寄付しました。

京王沿線ウォーキング

海外支援活動
京王音楽祭

●寄付を通じた国際協力
京王電鉄本社ビルでは、2 0 1 0年から不用となった中古書

●小山内裏公園ウォークラリー
京王電鉄と
（公財）
東京都公園協会共催で、
「春はもうすぐ！

籍、使用済切手を回収し、国際協力N G Oシャプラニールを
通じて、南アジアなどの支援活動に役立てています。

自然の宝さがしウォークラリー」を2 0 13年3月に都立小山内
裏公園周辺にて開催しました。当日は90名が多摩丘陵に残る

●バラのフェアトレード

多様な自然に親しむ3コースのウォークラリーに参加。ゴー

京王グリーンサービス※では、フェアトレード認証を受け

ルの小山内裏公園を目指しながら、途中に設置されたポイン

たバラを2008年9月から販売しています。
フェアトレードは、

トで「指令書」に書いてある設問を解きながら、自然の新たな

安定した価格で継続的に取引することで生産者を支援する仕

魅力を発見しました。

組みです。ケニア産の高品質なバラを仕入れた一定額がケニ
アの労働環境の改善などに役立てられています。
※ 取扱い店舗：フラワーショップ京王 永福町店、つつじヶ丘店、府中店
桜ヶ丘東口店、京王多摩センターSC店、橋本店

小山内裏公園ウォークラリー
バラのフェアトレード
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行政・協力会社との連携
●コミュニティバス
東京都内では、地方自治体が中心となって、コミュニティ
バスを開設しています。京王電鉄バスグループと西東京バス
は、利便性の高い街づくりに貢献するため、以下のバス路線
を受託・運行しています。

杉並公会堂

京王グループのPFI事業一覧

みたかシティバス

物件名

開始年月

主な業務内容

高尾の森わくわくビレッジ

2005年4月

施設維持管理・運営全般

杉並公会堂

2006年6月

施設維持管理・
イベント等の企画運営

地域路線バス
（コミュニティバス）
の運行受託状況
名称

行政

運行

開始年月

ルミエール府中

2007年12月

施設維持管理・
窓口運営補助

日野市ミニバス

日野市

京王電鉄バス 1986年8月

多摩市ミニバス

多摩市

京王バス南

1997年11月

東京地方･
家庭裁判所立川支部

調布市ミニバス

調布市

京王バス東

2000年3月

稲城市立iプラザ

るのバス

あきる野市

西東京バス

2000年10月

すぎ丸

杉並区

京王バス東

2000年11月

CoCoバス

小金井市

京王バス中央 2003年3月

ぶんバス

国分寺市

京王バス中央 2003年3月

はちバス

八王子市

西東京バス

ちゅうバス

府中市

京王バス中央 2003年12月

ハチ公バス

渋谷区

京王バス東

2004年9月

しています。このほか、作業中に列車の接近を見張る列車監

はむらん

羽村市

西東京バス

2005年5月

視員に対しても専門教育を実施しています。

新宿ＷＥバス

新宿区

京王バス東

2009年9月

みたかシティバス

三鷹市

京王バス東

2012年3月

2003年3月

2009年3月

施設維持管理

2009年10月

施設維持管理

●協力会社への教育
軌道・土木・建築、電気、車両などの保守管理や施設改良
工事を委託する協力会社の社員に対し、定期的な教育を実施
しています。工事の実施にあたっては作業前に毎回行う安全
作業指示に加えて、当社の社員と合同で安全総合点検を実施

●PFI事業
P F Iとは民間資金主導型の公共施設整備手法で、民間の資
金とノウハウを活用して、効率的で効果的な公共サービスを
提供する仕組みです。
2 0 0 6年に杉並区のP F I事業として杉並公会堂がリニュー
アルオープンしました。屋上緑化や雨水利用トイレなど、環
境に配慮した施設となっており、施設の維持管理や、コンサー
ト・イベントなどの企画・運営を京王設備サービスが手がけ
ています。

協力会社への教育
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社会性報告

株主・投資家の皆さまとの対話
●ディスクロージャー・ポリシーに基づいた
適時適切な情報開示
株主・投資家の皆さまへの情報開示を行うにあたっての基

●株主の状況
当社の2 0 1 3年3月3 1日現在の株主数は3 6 , 8 9 9名です。
全体の約7割が、沿線の個人株主です。

本的な考え方として、2006年4月に「ディスクロージャー・
ポリシー」を制定し、本ポリシーに掲げる内容の実現を図る

株式の状況

発行可能株式総数

1,580,230,000株

発行済株式総数

ため、ディスクロージャー委員会を設置しました。ディスク

642,754,152株

株主数

36,899名

ロージャー委員会は、四半期ごとの業績開示にあわせて開催
し、決算資料の内容確認を行うほか、年間を通じて適時適切
な情報開示を行っています。
具体的には、四半期ごとの業績開示をはじめ、年2回の決
算説明会の開催、インベスターズガイド「けいおう」などの発
行を通じて、財務や株式、営業の概況に関する情報を積極的
に開示しています。これらの開示資料やニュースリリースな
どについては、ホームページ上でも公表するなど、個人投資
家の皆さまにも分かりやすい情報開示に努めています。

京王グループ・ディスクロージャー・ポリシー
http://www.keio.co.jp/company/stockholder/
disclosure/

株式分布状況
証券会社
9,134千株
自己名義株式
31,913千株

その他の法人
44,586千株

（2013年3月31日現在）
1.42%

0.00%

4.97%

政府・地方公共団体
1千株

6.93%
13.52%

39.73%

金融機関
255,342千株

33.43%

外国法人等
86,890千株

個人・その他
214,885千株

●施設見学会
株主の皆さまに当社および京王グループへの理解を深め
ていただくため、施設見学会を開催しています。2 0 1 3年8
月は当社鉄道教習所・京王資料館での訓練体験・見学、京

●株主総会
2013年6月27日に京王プラザホテル八王子にて第92期定
時株主総会を開催し、830人の株主さまにご出席いただきま

王重機整備の北野事業所での整備見学、京王設備サービス
が管理・運営を行う杉並公会堂において、ミニコンサート
と施設見学を実施しました。

した。当日は、2 0 1 2年度の事業の経過や業績について分か
りやすくお伝えするよう努めました。

電車の整備を見学

第92期定時株主総会

●指定格付機関からの評価
当社では、鉄道事業における安全性の向上策や、沿線の活
性化と競争力の強化に取り組みながらも、常に財務体質の健
全性を意識しながら、3 0％を超える自己資本比率を維持し
ています。
このような着実な事業展開を行っていることが評価され、
1998年に取得した（株）日本格付研究所（JCR）によるAA（ダ
ブルAフラット）
の格付けを継続して得ています。
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人材の活用と働きやすい職場づくり

京王グループは、
「信頼のトップブランド」を目指し、社員一人
ひとりが、社会人として仕事を通じて社会に貢献できるよう、
誰もが働きやすい職場づくりに取り組んでいます。

多様な人材雇用
●女性在籍人数の推移

●公正な採用方針
京王グループは、公正採用選考人権啓発推進員制度（厚生
労働省）
、採用選考に関する企業の倫理憲章（日本経団連）に

（名）
200

基づき、秩序ある就職・採用活動を心がけています。
150

150

159

161

2009

2010

171

169

125

●女性の登用
1 9 8 7年以降、京王グループは毎年4年制大学卒の女性を

100

総合職として採用してきました。当社の2 0 1 3年3月末にお
ける女性社員は1 6 9名、うち主任以下の総合職は4 0名、管

50

理職は1 5名となっています。総合職からは、グループ会社
の社長も誕生しています。

0
2007

2008

2011

2012 （年度）

●従業員満足度の向上に向けて
京王電鉄では2011年、紙および W E Bを使用した無記名
式アンケートによる
「従業員意識・満足度調査」
を実施しまし
た。対象2 , 7 7 0名のうち9 4 . 5％から回答があり、満足度は
概ね良好な結果が得られました。社員一人ひとりが主体的に
働きやすい職場づくりをするために、調査結果を社内報で公
女性運転士

表し、課題の共有化を図りました。

女性社長の声

生花事業の発展を牽引
京王グリーンサービス（株） 代表取締役社長

中瀨

真実

地元密着で幅広い事業を展開していることに魅力を感じて入社しました。
現在の出向先であり、
京王グループの生花事業を担う京王グリーンサービスには約9 0名の従業員が働いています。企
業の代表者として会社全体の強みと課題を分析し、お客さまのニーズの変化に合わせて従業員が
一丸となって同じベクトルになれるよう指揮を執っています。
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人材の活用と働きやすい職場づくり

●障がい者雇用

人権・労働安全衛生

2004年に特例子会社「京王シンシアスタッフ」を設立しま
した。2 0 0 6年からは、関係会社特例認定を取得し、グルー
プ会社の障がい者雇用も拡大しています。2013年8月現在、

●人権・労働に対する基本的な考え方
京王グループは、
中核的労働基準
（国際労働機関）
を尊重し、

当社および関係会社特例認定を取得した京王グループ8社を

京王グループ行動規範に基づき、誰もが働きやすい職場づく

含めた障がい者雇用率は2 . 3 7％となり、1 6 1名が社内施設

りを目指しています。

の清掃業務などに従事しています。
●ハラスメント防止
京王グループ各社では、
セクハラ防止のために研修を実施し、
相談窓口を設置しています。2009年からは、セクハラだけで
なく、パワーハラスメントなどにも対応する相談窓口を設け
ています。

清掃作業の様子

●高齢者再雇用
2001年度から老齢厚生年金支給開始年齢の65歳への段階
的な引き上げが開始され、高齢者等の雇用の安定等に関する
法律の改正に対応して、当社は定年退職した社員を再雇用す
る「継続雇用制度」を2006年に創設しました。2013年8月現
在、再雇用社員は137名となっています。
セクハラ防止ポスター

●地域限定雇用
西東京バスでは、東京都檜原村と共同で、檜原村居住者
（移
住者）限定でバス運転士の採用活動を2012年8月から実施し

●労働安全衛生委員会
京王電鉄では、「安全・衛生のひろば」を定期的に開催し、

ました。檜原村は島しょ部を除いた東京都で唯一の村で、秋

安全衛生活動の概況や安全衛生委員会の活動状況などについ

川渓谷などの豊かな自然に恵まれています。この檜原村で暮

て議事録を作成し、周知しています。

らしながら、通勤圏にある当社事業所（五日市営業所：東京
都あきる野市）
のバス運転士
（正社員）
を募集、
地域と密着した、
地域に貢献する雇用施策として推進しています。

安全・衛生のひろば
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人材の活用と働きやすい職場づくり

次世代育成支援対策についても今後推進を図り、仕事と家

●衛生講演会を開催
京王電鉄では、定期的に衛生講演会を開催し、京王電鉄診
療所の所長による健康に関する講演を行っています。

庭がより両立できる職場づくりに努めます。
京王グループ社員の育児を支援し、仕事と育児の両立を支
援するため、2006年に事業所内保育所「サクラさーくる」を
設置しました。京王グループ社員7名（2013年9月現在）が、

●メンタルヘルスケア
京王グループは、1 9 9 8年から「ストレスチェック」
「心の

この施設を利用しています。

健康調査」
「メンタルヘルス管理職セミナー」を実施し、組織
の健康度把握、セルフケア、産業保健スタッフによる「心の病」
のケアを導入しました。さらに、2 0 0 7年には社外の臨床心
理士による相談窓口を開設し、2 0 0 8年からは保健師単独で
の職場訪問を開始しました。

ワーク・ライフ・バランス
●年休の取得率向上に向けて
「ワーク・ライフ・バ
働きやすい職場環境づくりのため、
ランス推進のためのセミナー実施」などに取り組んでいます。

事業所内保育所「サクラさーくる」

また「夏期有給休暇取得推奨」
「年次有給休暇の半日単位付与」
などにより休暇の取得を推進しており、2 0 1 2年度の年次有
給休暇の取得率は78.9％となっています。

●社員の子どもによる職場見学会
社員の家族に職場への理解を深めてもらうため、夏休み期
間中に「社員の子どもによる職場見学会」を開催しています。
2013年度は60名の子どもとその保護者が参加し、鉄道の教
習所や車両工場を見学しました。

両立支援セミナー

●育児支援
子どもを養育し、引き続き勤務する意思のある社員が育

職場見学会の様子

児に専念するために、子どもが満1歳に達して以降最初の4
月1 5日まで休職できる制度を設けてい
ます。また、この制度を利用しない社
員に対して、超過勤務を命じないこと
や、休職復帰後の社員に対する育児の
ための就業時間などに関する措置（子ど
もが3歳まで・小学校就学前まで・小
学4年まで）についても定めています。

次世代認定マーク
「くるみん」
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