
48 ● 京王電鉄株式会社 ● 安全・社会・環境報告書 2013 CSRレポート

もっと環境にやさしい鉄道を目指して
京王電鉄では、太陽光発電設備など環境に配慮した設備を活用した、
高幡不動駅の鉄道現業事務所を6月29日に開設しました。
今回開設した事務所は、従来の施設と比べて大幅な省電力と節水を実現しました。

環境省エネ照明器具 全熱交換換気設備ヒートポンプ式給湯設備

13種類の環境に配慮した設備で約30％の省電力と節水を実現

室内の明るさに応じて照明器具が自
動的に点灯／消灯するなど、ランプ・
点灯回路の技術改良による長寿命化と
照度確保方法の効率化を図ることで、
消費電力を約40％削減します。

換気の際に捨てられてしまう室内の
暖かさや涼しさを再利用しながらの換
気により冷暖房負荷を低減することで、
外気負荷を約70％、全負荷を約20％低
減します。

大気熱を取り込むことにより、熱エ
ネルギーの供給を高効率化（電気エネル
ギーのみを使用した際の3倍以上）する
ことで、CO2排出量を重油ボイラー比
65％削減します。
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特集

環境報告



49安全・社会・環境報告書 2013 CSRレポート ● 京王電鉄株式会社 ●

もっと環境にやさしい鉄道を目指して 特集

トップライト断熱塗装 太陽熱温水器

LED照明器具

太陽光発電システム

高性能低放射ペアガラス

再生木ルーバー

節水型トイレ

省エネブラインド

緑化

多結晶太陽電池モジュールにより太陽
光エネルギーを電気エネルギーに変換
（発電容量20kW）することで、CO2排出
量を約3.7t-CO2/年削減します。変換さ
れた電気エネルギーは建物内で日中使用
する電力の一部を賄います。

羽根が自動的に角度を変え、太陽光を
天井に反射させるなど効率良い自然採光
により、消費電力を約33％削減します。

低放射性能と断熱性により冷暖房負荷
を低減することで、冷暖房用電力を年間
で約65％削減します。

屋上に設置した集熱パネルにより温水
を供給します。

夏季の日照抑制による冷房負荷の低減
と周辺地域への環境配慮のため、建物壁
面および周辺を緑化しています。

建物内すべてのトイレに洗浄水の使用
量を抑えた便器を採用することで、水の
使用量を約70％削減します。

建物壁面に断熱性のある塗料を使用す
ることで空調負荷を軽減します。

天井からの自然採光により照明を減灯
します。

消費電力を白熱電球比約90％削減す
るとともに、低発熱により空調負荷を
低減します。

夏季の日照抑制により冷房負荷を低減
するルーバーは、リサイクル率90％の再
生建材を使用しています。
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環境報告

環境方針・環境管理体制

● 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
当社では、2000年11月に環境基本方針を制定し、環境
法令遵守をはじめ、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（EMS）の継続的運用を通じて浸
透を図っています。

低炭素社会

より良い環境マネジメント

循環型社会 自然共生社会

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。

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。

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。

京王グループ環境基本方針 生物多様性行動指針

2004年12月9日制定 2010年9月8日制定

地球環境を守り、次世代に引き継いでいくため、「低炭素社会」
「循環型社会」「自然共生社会」の構築に向け、環境マネジメント
に取り組んでいます。

基本的な考え方
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環境報告

環境マネジメント推進体制

京王グループ各社のEMS構築状況

● 京王グループEMS推進体制

※2013年3月取得

京王電鉄では、本社をはじめ鉄道現業を含めたすべての職
場において、国際標準規格ISO14001に準じたEMSに取り
組んでいます。9回目のPDCAサイクルとなる2013年度は、
低炭素社会・循環型社会・自然共生社会の実現に向けたレベ
ルアップに努めています。

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　●京王ウェルシィステージ

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 認証取得（1社）
●東京特殊車体※

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
●リビタ　●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　●京王シンシアスタッフ　●エリート
●京王友の会　●京王コスチューム　●京王商事　●新東京エリート　●御岳登山鉄道

グループ会社では、ISO14001を4社、グリーン経営を6社
で認証取得しています。その他の各社は、ISO14001または
エコアクション21に準じてEMSに取り組んでいます。特殊車
両の設計製作を行う東京特殊車体は、2013年3月に京王グ
ループ初となるエコアクション21認証を取得しました。

［組織］ ［会議体］
社 長

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]

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

事務局
[広報部企画・環境担当]

環境方針・環境管理体制
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環境報告

低炭素社会を目指して

● 中期環境目標：
電車の運転用電力を1960年代比で45％削減
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

● VVVFインバータ制御装置
VVVFインバータ制御装置とは、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。当社では1992年に初のVVVF車両として
京王線8000系車両を導入して以降、順次、井の頭線1000
系や京王線9000系車両の導入を進めてきました。また、既
存の京王線7000系車両についてもVVVFインバータ制御車
両への改造を進め、2012年に京王線・井の頭線全車両の
VVVFインバータ制御化を完了しています。現在は、新型
VVVFインバータの試験を行っています。

「回生ブレーキ」と「VVVFインバータ制御装置」の導入により、消費電力はこれらが導入される前の車両と比較して約45％の
削減となりました。

●回生ブレーキ・VVVFインバータ制御装置の整備率の推移
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京王電鉄の整備率　　■ 回生ブレーキ　■ VVVFインバータ制御装置

（参考）　●　VVVFインバータ制御装置の大手民鉄16社平均整備率
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鉄道・バスなどでのよりエネルギー効率の良い設備の導入や
エコドライブの推進を行っています。また、商業施設・オフィス・
住宅での省エネルギー化、太陽光発電などの再生可能エネル
ギーの活用により、CO2排出量削減に取り組んでいます。

鉄道

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、回生ブレーキと合わせて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1960年
代比で45％削減することを目指します。
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環境報告

低炭素社会を目指して

● 上下線一括き電化
上り線と下り線のき電線（電車に電気を供給する線）を接続することで、回生ブレーキで発生した電気を他の電車に最短ルート
で送り、電気を送る際の損失低減を図ることができる装置です。2012年に井の頭線で整備しました。

● 回生ブレーキ
回生ブレーキとは、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すことで
他の電車が使えるようにする装置です。当社では1999年に
京王線・井の頭線全車両への装備を完了しています。

● 駅設備の電源・運転自動制御
照度センサーやタイマーによる照明の自動制御や、お客さ

まが近づくと人感センサーにより電源が入る自動券売機、自
動運転するエスカレーターなどの設置を進めています。

● 駅などのLED照明
従来の照明設備に比べて大幅に消費電力を削減できるLED
照明を駅構内に導入しています。また、調布駅付近連続立体
交差事業による地下化にあわせて、トンネル内の照明設備に
もLEDを用いています。

● 車両のLED照明
2012年に、京王線8000系車両および井の頭線1000系
車両の各1編成の客室内照明を蛍光灯からLEDに切り替えま
した。これにより、消費電力が従来に比べ約35％削減され
るほか、長寿命のため交換サイクルが長くなることから廃
棄物の削減にもつながります。

● 省電力型案内看板
高効率で消費電力を大幅に抑えた蛍光灯やLEDと導光板を
用いた内照式の案内看板を順次導入しています。

●従来
変電所を経由するため、回生電力の損失が大きい

●上下一括き電化
最短ルートで経由するため、効率的に利用できる

上下線のき電線を新たに接続

ブレーキブレーキで
発生した回生電力

加速変電所

ブレーキ
ブレーキで
発生した回生電力

加速変電所

駅構内のLED照明

電車内のLED照明

省電力型案内看板
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環境報告

低炭素社会を目指して

バス・タクシー
● 電気（EV）・ハイブリッド（HV）バス
西東京バスでは、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
る小型EVバスによる運行を2012年3月から開始しています。
2013年3月には、最も負荷のかかる発進時はモーター動
力のみで駆動して燃費を抑え、減速時は高性能リチウムイオ
ンバッテリーがエネルギーを効率よく回収するシステムを採
用したHVバスを導入し、五日市エリアおよび八王子市内を
運行しています。

● ハイブリッド（HV）タクシー・アイドリングストップ車
京王自動車では、タクシーにHV車やアイドリングストップ

車を導入し、エネルギーの効率利用に取り組んでいます。

● 自然採光
ホームやコンコースの屋根に自然採光の工夫を行うことで、
照明の消灯に努めています。

● 京王電鉄バスグループ
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っています。

● 西東京バス
デジタルタコグラフを路線バス全車両に導入しており、デー

タに基づく乗務員への個別指導を実施しています。

※  デジタルタコグラフ：速度とエンジン回転数を数値化して記録する装
置です。

● 京王自動車
タクシー全車両にエコドライブ管理システムを導入し、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、
乗務員の指導に活かしています。

● 京王運輸
「エコドライブ講習会」「省燃費運動」などを通じて、燃費向
上に向けた運転者の意識啓発に取り組んでいます。また、（一
社）東京都トラック協会主催「グリーン・エコプロジェクト」や

（公財）交通エコロジー・モビ
リティ財団認定の講習会など
の外部セミナーにも積極的に
参加しています。

京王グループの運輸業（バス・タクシー・トラック）各社では、
エコドライブを積極的に推進しています。

でんきバス「はむらん」

HVバス 走行管理表に記入

自然採光の屋根

HVタクシー

 エコドライブ
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環境報告

低炭素社会を目指して

● 中期環境目標：
東京都の基準を超える12％のCO2排出量削減
東京都環境確保条例の対象となる大規模8物件※1では、

基準値※2に対し2010年度～2014年度に年平均8％の
CO2削減義務が課せられています。
当社では、空調設備・ボイラーの高効率化、照明の
LED化等の省エネルギー施策の推進や節電運用を図り、
2012年度(単年度)の目標として、基準値に対し12％の

● LED照明導入
京王電鉄およびグループ各社では、ショッピングセンター・
オフィス・ホテルなどの施設において、LED照明を積極的に
導入しています。

２０１２年度の主な導入事例

※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。

●大規模ビル8物件のCO2排出量削減実績と目標

2012 2013 201420112010基準年
（2002～2007）

t-CO2
62,000

58,000

56,000

54,000

52,000

50,000

48,000

46,000
（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％
当社の削減目標
2012年度～2014年度　▲12％/年

実績
CO2
削減量
▲20%

▲8％

▲12％

会社・店舗 導入場所

京王電鉄 本社ビル１階応接スペース全照明

京王新宿三丁目ビル全館照明

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館照明

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター非常口誘導灯

京王八王子ショッピングセンター非常口誘導灯

京王電鉄バスグループ 営業所の一部

京王リテールサービス 駅売店の店内・看板

京王食品（ルパ全23店舗）スポットライト・ダウンライト

リビタ オフィス照明の一部

京王プラザホテル（八王子） 高所ダウンライト

京王プレッソイン（３店舗） 客室階共用部ダウンライトの一部
ベーカリー＆カフェ ルパにおけるLED照明の導入

商業施設・オフィス・住宅

削減を掲げていましたが、目標を上回る20％の削減を
達成しました。
2010～2012年度の3カ年においても、東京都のCO2

削減義務を上回る年平均16％の削減を達成しました。
来年度以降もこの結果を継続できるように努め、東京都
の削減義務を達成できるよう目指します。
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環境報告

低炭素社会を目指して

● 京王プラザホテル（新宿）の屋上緑化
環境に配慮し、2008年に本館7階の約1,000m2を屋上緑
化しました。ホテル施設ならびに周辺高層ビルからの景観向
上およびヒートアイランド抑制効果を図ります。

● IKENOUE04
京王電鉄が建設を進めていた賃貸住宅「IKENOUE04」が、
2013年7月に竣工しました。渋谷、新宿までのアクセスの
良さと下北沢駅徒歩圏内という立地を生かし、ファッション、
デザインなどのクリエイターが集うSOHOスタイルの集合
住宅がコンセプトです。
池ノ上駅改札階から直結の住宅（一部住宅を除く）で、また、

当社が実施している「Green Happiness 井の頭線」※の一環
として駅のホームから見える建物壁面を緑化しています。

屋上緑化

外観イメージ

駅改札階から直結

廃材のレールを利用し、鉄道や駅とのつながりを演出

※  「Green Happiness 井の頭線」とは、「住む人と地球に優しい井の頭
線」をコンセプトとした、環境や暮らしやすく活気ある街づくりへの
取り組みのスローガンです。

● 京王プラザホテル（新宿）
東京都環境確保条例の対象となる大規模ビル8物件では、

CO2の排出量削減に向けて計画的な設備の改修工事を進め
ており、2012年度は京王プラザホテル新宿（本館・南館）に
おいて蒸気配管の断熱強化を施工しました。

施工前

施工後
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低炭素社会を目指して

再生可能エネルギーの活用

● 環境に配慮したエネルギーの活用
当社賃貸物件の一部、車両工場、本社ビルでは、新電力（特

定規模電気事業者）から2013年4月以降、クリーンで安定し
た電気を購入しています。

永福町駅の透過式太陽光発電パネル

京王電鉄バス桜ヶ丘営業所屋上の太陽光発電パネル
高尾の森わくわくビレッジの風力発電

高幡不動車両基地の太陽光発電パネル 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター
A館の太陽光発電パネル

発電種類 場所

太陽光発電

明大前駅

高幡不動車両基地

若葉台駅

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター

芦花公園駅

永福町駅

高幡不動乗務区・施設管理所

京王電鉄バス桜ヶ丘営業所

高尾の森わくわくビレッジ

風力発電 高尾の森わくわくビレッジ

発電床® 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター

京王グループでは、再生可能エネルギーの活用に
積極的に取り組んでいます。

● Hi-ROOMS新代田の省エネ設備
京王の空間志向賃貸住宅「Hi-ROOMS」シリーズ8棟目とな
る「Hi-ROOMS新代田」を2013年2月に竣工しました。本物
件は、1LDK全16戸で、京王電鉄として初めて導入した
HEMS※や全照明のLED化など環境に配慮した賃貸住宅と
なっています。

Hi-ROOMS新代田

※  HEMS（Home Energy Management System）：WEB上で電気・ガ
スの使用量を見られるエネルギー管理システムです。
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循環型社会を目指して

資源の有効活用

● ECOステイ
京王プレッソインでは、「ECOステイ」プランを提供して
います。ECOステイは連泊をされるお客さまを対象に、ク
リーニングの回数を減らして水資源保護・CO2排出削減を図

● 洗浄水の再利用
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。

● 駅ベンチの再利用
「リノア相模原」では、サブエ
ントランス内にある井戸端ガー
デンのベンチに、京王線のホー
ムで実際に使用されていたベン
チを設置しています。● エコバッグ

京王百貨店では、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。なお、収益は（公社）

日本山岳会「高尾の森づくりの
会」に寄付しています。

● 環境負荷を低減した「リノベーション事業」を展開
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。リビ
タが手がけた「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。

京王プレッソイン

京王オリジナルマイバッグ

内装をすべて取り払った状態

リユースされた駅ベンチ

車両洗浄水の節水

京王グループは、「リデュース」「リユース」「リサイクル」の3Rの
観点から、資源の有効活用に取り組んでいます。

※  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。

0 1000

リノベーション

スクラップ＆ビルド

2000 3000

ライフサイクルCO2の比較

4000［t-co2］

2373.5［t-co2］70.7［%］減

■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

る他、ECOカードをご提示いただいたお客さまにはタオル
などの交換を行わない代わりにミネラルウォーターなどをプ
レゼントしています。



工場にて石けんに加工
独自製法でリサイクル石けんを
肌で使えるグレードにします。

リサイクル石けんを購入

調理場より排出
食品廃棄物（廃食用油）が発生。

流せば水質汚染、
燃やせばCO2が発生。

地球温暖化につながります。

処理業者により精製
油脂メーカーにより、

化粧品原料となる高純度な
脂肪酸に再生。

廃食用油を回収
収集運搬業者により回収します。

廃食用油を脱水・ろ過
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環境報告

● 京王百草園の竹灯籠
京王百草園では、園内にある
竹林から孟宗竹（モウソウチク）を
間引きし、その竹を加工した竹
灯籠を紅葉が美しい時期に点灯
するイベントを開催しています。

● 廃食用油のリサイクル（京王グループ6社）
京王グループ6社※は、レストランなどから排出した廃食

用油を、石けんにリサイクルしています。2012年度は53事
業場から211tの廃食用油を回収、有効利用しました。

 廃食用油リサイクルシステム

※  京王百貨店、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

循環型社会を目指して

竹灯籠

● 鉄道（車両・ＰＣまくら木の他社譲渡）
京王線・井の頭線を走っていた電車が、色やデザインを変
えて現在でも日本全国の9つの鉄道で活躍しています。
また、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

※  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。

上毛電気鉄道（群馬県）

アルピコ交通（長野県）

富士急行（山梨県）

一畑電車（島根県）

リート）まくら木も当社車庫線や他の鉄道会社で再利用さ
れています。
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自然共生社会を目指して

生物多様性の取り組み

お客さまとともに自然と共生する社会づくりを進めるため、高
尾山エリアを中心に、生物多様性に富んだ森づくりの支援や
環境保全活動を行っています。

● 100周年記念植樹
京王の電車・バス開業100周年にあたり、2013年4月に

四季を通じて多くのハイカーが訪れる高尾山（一丁平園地）周
辺において、豊かな自然環境を次世代につなげ、訪れる方々
が楽しめるスポットを創出するため、ヤマザクラやカエデの

苗木100本を植樹しました。
沿線のお客さまや各方面の関係者総勢128名にご参加いた

だきました。今後は植樹した苗木が健やかに育つよう、下草
刈りなどの維持管理作業を定期的に実施します。

植樹の様子地鎮祭の様子



堂所山
731m

景信山
727m

小仏峠

548m 高尾山
599m

高尾山駅

至高尾駅

中央自動車道

ケーブルカー城山
670m

一丁平園地

JR中央本線

至相模湖駅

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,500
3,000

4,500
6,000

7,500
8,500

10,000
11,500

13,100
14,300

15,000

2012

15,700

2013（年度）

（本）
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● 継続的に植樹活動を実施
京王グループは、2002年から12年間にわたって、（公社）
日本山岳会「高尾の森づくりの会」が、裏高尾（小下沢国有林）
で行う森林再生活動を支援しています。2013年の「第13回
植樹祭」では、広葉樹の苗木700本を提供しました。

● 高尾の森 親子森林体験スクール
森林再生活動を支援している裏高尾の小下沢国有林におい
て、春と秋に「高尾の森 親子森林体験スクール」を開催して
います。このスクールは小学4年生～中学3年生のお子さま
と保護者の方40名を募集し、植樹や下草刈り作業の体験、
植物や水生生物の観察など自然との触れ合いを通じて森の大
切さを学びます。

自然共生社会を目指して

高尾の森
親子森林体験
スクール

● 種子から育てる苗木プロジェクト
（公社）日本山岳会「高尾の森づくりの会」と京王グループが
植樹する苗木を地元の小・中学校とともに育てる「種子から
育てる苗木プロジェクト」を2013年から開始しました。

授業風景種植え

3月には八王子市立城山小学校を訪問し、児童との種植え
をはじめ京王電鉄社員による授業、里山に暮らす生き物の痕
跡展示、森林作業の道具説明などを行いました。

… 森林再生活動エリア
… 100周年記念植樹エリア
… 両エリアを結ぶ稜線

12年間で
15,700本の苗木を提供



※  同氏の著書「タマゾン川」（旬報
社）は、第60回産経児童出版文
化賞大賞を受賞しました。
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● レンゲショウマ保全
御岳登山鉄道は、御岳山に群生し絶滅危惧種に指定され

ている山野草「レンゲショウマ」の保全活動として、みたけ
山観光協会などと協力し、群生地での下草刈りやハイキン
グコースの整備を行っています。また、夏の開花時期に合
わせて「レンゲショウマまつり」やガイドと共に歩くハイキ
ングイベントを毎年開催しています。

レンゲショウマハイキングレンゲショウマ

自然共生社会を目指して

● 京王クリーンキャンペーン（高尾山・多摩川）
1991年から沿線地域の環境保全を目的に、高尾山と多摩
川の清掃活動を行っています。この取り組みは、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。
2013年5月には、京王線聖蹟桜ヶ丘駅付近の多摩川で実施

し、一般のお客さまと京王グループ社員あわせて737人が参
加し、清掃活動として総計約180kgのゴミの収集をしました。
また、今回初の試みとして稚鮎の放流体験を実施、中学生以
下の方100人が参加し稚鮎約1,000匹を放流しました。

京王クリーンキャンペーン（多摩川）

稚鮎の放流体験の様子

京王クリーンキャンペーン（高尾山）

協力者の声

子どもたちが多摩川の生物多様性に直接関わる取
り組みをしたいとお話をいただいた時は嬉しく感じ
ました。稚鮎は多摩川産を選び、いくつもの堰が鮎
遡上のハードルになっていることなど、将来を見据
えて熱心に企画される姿が印象的でした。
多摩川はこの1～2年で鮎遡上数が急増するなど

河川環境が改善されています。一方で水温が上昇し、
捨てられた外来魚が棲みやすくなるなど生態系の異
変も生じています。清流の象徴である鮎が浅川を遡
上し、高尾で見られるようになれば素敵ですね。

多摩川の清流を次世代に伝えたい
川崎河川漁業協同組合総代　山崎　充哲様
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自然共生社会を目指して

TOPICS

タカオスミレの
観察

ムササビの観察

● ムササビやスミレの観察会
2013年8月に、高尾山のムササビを30年以上にわたり研
究されている岡崎弘幸先生を講師に「高尾山を学ぶ会『夜空を
飛ぶムササビに会おう』」を開催しました。また、2013年4
月には「高尾山を学ぶ会『タカオスミレに会おう』」を開催しま
した。

● 棚田保全
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、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し
ています。これまでに社員や家族・友人など、延べ460名が
参加しました。

田植えの様子

● 沿線の緑化
1991年から、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ために、草刈りは除草
剤を使わず人の手で行い、アジサイ・ツツジ・サザンカなど
を植栽しています。2001年には「第7回杉並『まち』デザイン

賞」を受賞しました。

● 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「2010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。

線路わきの緑化

屋上庭園「ふくにわ」

京王栽培研究所
京王電鉄は、狭間駅前に「京王栽培研究所」を建設

し、2013年4月に稼働しました。本研究所は、
LED・蛍光灯を利用した人工光型植物工場と太陽光
型植物工場からなり、高付加価値の野菜や果物の栽
培の研究・開発を行い、2年後の事業化を目指します。

リーフレタスの
栽培風景

京王栽培研究所
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環境報告

自然共生社会を目指して

● ビオトープの整備
高尾の森わくわくビレッジでは、敷地内の生物多様性の
質をより高め、自然学習の場として整備していくために、
2005年の開業時にビオトープとして整備した池の改善に着
手しました。繁茂している要注意外来生物のオオカナダモ

● 自然!はっけん!エコキャンプ
2006年から体験学習施設「高尾の森わくわくビレッジ」に

おいて、夏休みに小学生を対象とした1泊2日のキャンプを
実施しています。キャンプには社員がボランティアで参加し、

改修後
● 池の外周には、周辺の川や水田から採取した地域在来の植
物を導入し、植生に見合った環境を再現した。

● 多摩川流域の川砂で湿地帯を設けるなど水深や水流に変化
をつけ、多様な生物が棲みやすい環境とした。

改修前
● 悪条件に強いため他の水生植物の生育を阻害してしまう外
来種のオオカナダモが大繁殖していた。

● 水辺を丸太で護岸していたため、水生植物が生えにくく、
生き物の隠れ家や産卵場所となる箇所が少なかった。

オオカナダモ

エコキャンプの様子

グループリーダーとして子どもたちの生活をサポートして
います。2013年8月の開催では、自然観察、野外炊さん、
ドラム缶風呂体験による水遊びなど自然環境を活かしたプ
ログラムを行いました。

を除去し、地域の水辺に本来生えている水生生物を導入す
ることで、自然植生への転換を図っていきます。今後は、
池周辺で見られる動植物の生息環境を確保しながら、これ
を素材とした環境教育プログラムを来館者に提供していき
ます。

⬇  湿地帯整備

地域在来種で植生再現⬆  

⬅ 丸太の護岸

大繁殖

オオカナダモ防除
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環境報告

より良い環境マネジメントを目指して

● 主な教育実績（2012年度）

● 電車の走行音の低減
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。

● 鉄桁防音対策
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。

● ロングレール化
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。

● 清掃用シンナーの回収
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。

● EMS内部監査
当社はEMSの有効性と社員の自覚を確認するため、毎年

各部2名のEMS監査員を選出し、新任監査員は有限責任監査
法人トーマツによる専門教育を受けた後、部署間相互による
内部監査を実施しています。2012年度の監査結果は不適合
に関する指摘事項はありませんでした。

● 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。「屋
上緑化」、「京王クリーンキャンペーン」などの活動を取り上げ、
お客さまからのご意見をいただけるように駅の「京王PRボー
ド」に掲示しています。

● 環境教育
環境意識やEMS理解度の向上など必要性を明確にしたう

えで、体験を重視した環境教育を実施しています。

屋上緑化 京王クリーンキャンペーン

監査・教育

環境コミュニケーション

周辺環境への配慮

環境マネジメントのレベルアップに向けて、社員・お客さま・地域社会との相互理解や環境リスクの低減に努めています。

名称 時期 対象 人数

京王クリーンキャンペーン 5月、11月 グループ社員、一般 1,545名

環境を学ぶエコキャンプ 8月 グループ社員、一般 72名

EMS監査員養成研修 10月 新任監査員 6名

廃棄物管理勉強会 11月 グループ実務担当者 119名

廃棄物処理施設視察会 3月 グループ実務担当者 27名

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。

車両基地で
データ処理

自動検知
センサー
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環境報告

より良い環境マネジメントを目指して

環境負荷の把握
当社には「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
ります。それぞれの特性に応じて使用する資源と排出するCO2・廃棄物を「インプット」「アウトプット」として定量的に把握し、
企業活動に役立てています。

　集計対象は、列車の運行、駅および現業事業所です。
　調布駅付近連続立体交差事業の進捗により、国領駅、布田駅、調布駅を
含む約3.7kmの区間が地下線化したため、CO2排出量は前年度に比べ
27.6％増加しました。

　集計対象は、東京都環境確保条例に基づく大規模8事業所です。
　京王プラザホテル新宿の蒸気配管断熱強化など省エネルギー工事を進めま
したが、CO2排出量は震災の影響があった前年度に比べ2.1％増加しました。

　集計対象は、本社、福利厚生施設です。
　空調の運転方法を工夫するなど徹底した節電・省エネルギー対策を行いま
したが、CO2排出量は震災の影響があった前年度に比べ3.5％増加しました。

● 2012年度の環境負荷のレビュー

鉄道事業部門

開発事業部門 

一般管理部門 

INPUT

電力 288,713千kWh
都市ガス 253千m3
LPG 7t
石油系燃料 45kℓ
水 323千m3

INPUT

電力 93,013千kWh
都市ガス 2,379千m3
石油系燃料 1kℓ
熱 174,572GJ
水 1,034千m3

INPUT

電力 1,367千kWh
都市ガス 27千m3
水 15千m3

OUTPUT

CO2 134,000t-CO2
廃棄物 2,033t

OUTPUT

CO2 49,856t-CO2
廃棄物 6,284t

OUTPUT

CO2 592t-CO2
廃棄物 79t

111 105
（▲5.4％）

286,627 279,179

■ 廃棄物排出量　（ ）は前年度比
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環境報告

より良い環境マネジメントを目指して

環境会計

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
プに向けて環境投資を継続しています。
2012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
14.9％の減少となりました。

［対象期間］
2012年4月1日～2013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。

環境保全に向けて、2012年度は約67億円の環境投資・費用を行使しました。

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 4,555 2,093

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　◎低VOC塗料
◎PCB保管庫新設

2,901 979

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

◎空調機更新　◎VVVF化
◎蒸気配管断熱強化
◎ホームドア設置　◎幅広改札機
◎ノンフロン空調機更新

1,387 108

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
◎廃切符リサイクル

267 1,006

（2）管理活動コスト
●景観保持
●自然保護・緑化
●教育・啓発

◎植栽管理　◎環境アセスメント
◎環境報告書制作　◎環境啓発ポスター 5 137

（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　◎植樹活動
◎エコキャンプ　◎親子森林体験スクール 0 6

合計 4,560 2,236

コスト総計 6,796

● 2012年度の環境保全コスト（投資・費用額） （単位：百万円） 

● 環境保全コストの推移

201220112010
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