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社会性報告

常務取締役
（経営統括本部長）

お客様

地域社会 株主

社員
行政、自治体取引先

京王グループとステークホルダーのつながり

沿線にお住まいの方の
幸せな暮らしの実現に取り組んでいます

京王グループ行動規範に基づき、ステークホルダー
の皆様に対して以下のような取り組みを進めます。

 お客様の利便性、快適性向上
 地域社会・行政との連携
 お客様との対話
 多世代が生活しやすい沿線づくり
 地域社会への貢献
 株主・投資家の皆様との対話
 人材の活用と働きやすい職場づくり

メッセージ

　京王グループは、生活関連サービス事業を通じて、つながりあうすべての人に

誠実であり、信頼のトップブランドになることを目指しており、特に沿線にお住まい

の方にとって、使いやすく分かりやすい快適なサービスの提供や、街づくり・コミュ

ニティ支援を行っています。

　具体的には、駅設備、車両設備や案内・コミュニケーション手段の充実に加えて、

ライフステージごとのニーズに応じた生活サポートサービスとして、子育て支援 

分野において、２０１５年度にキッズスペースを併設した女性向け就業支援施設 

「京王ママスクエア」を開業したほか、保育所を併設した子育て支援賃貸マンション 

「京王アンフィール国領」も開設しました。また、京王グループ事業所内保育所 

「サクラさーくる」では、多摩市の認可基準に基づき地域のお子様の受け入れを開

始します。さらに、地域高齢者を支える分野では、介護付有料老人ホームを拡充さ

せるほか、サービス付き高齢者向け住宅も開設します。

　また、文化・教育支援として、「京王音楽祭」「京王アカデミープログラム」を開催し

ているほか、「京王駅伝フェスティバル」をはじめとするスポーツ振興支援も積極的

に行っています。

　一方、当グループで働く社員についても、働き方改革として、ワーク・ライフ・バラ

ンスによる健康的で働きやすい職場づくりなどを推進しているほか、多様な人材の

活躍の場を提供すべく、障がい者・高齢者だけでなく、特に女性の活躍に向けた積

極的な取り組みを開始しています。

　今後も、お客様をはじめとしたステークホルダーの皆様の声に耳を傾け、沿線と

ともに成長し、地域社会への貢献に努力し続けていきます。

丸山 荘
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■ 京王百貨店「フォーリンカスタマーカウンター」
　2014年10月に、京王百貨店新宿店2階に免税カウンターを
拡大開設しました。2016年8月現在では、新宿区内9ホテルへ
の無料デリバリーや空港デリバリー（有料）など、サービス面も拡
大しています。

　京王沿線の主要駅コインロッカーに、4カ国語表記（日・英・中・
韓）の利用案内を掲出し、外国人のお客様の利用促進に努めて
います。

■  外国語表記の利用案内を掲出した 
コインロッカー

　2016年7月、多くの訪日外国人が来訪する新宿駅において、
中部地方の自治体等が集結した観光案内所を開業しました。
　この案内所では岐阜県・長野県・山梨県の自治体等の観光情
報が入手できるほか、新宿から中部・北陸地方へ高速バスでお
得に、快適に旅行できる乗車券の発売も行っています。
　近隣区画に、免税にも対応したお店や、外貨両替所も併設し
ています。

　2016年4月に京王新線新宿駅　京王新線口改札横に「京王
ねこのてカウンター」を開設しました。手荷物一時預かり、西新宿
エリアの特定ホテルや羽田空港への当日配送、宅急便の発送と
引き取りサービスを行います。窓口での外国語対応やサービス
内容が条件を満たし、「手ぶら観光」のサービス拠点として国土
交通省から認定を受けました。

■  手ぶら観光のサービス拠点 
「京王ねこのてカウンター」

TOPICS インバウンド施策の推進

■ 中部地方インフォメーションプラザ in 京王新宿

京王グループでは、増加する訪日外国人に向けたサービスの拡充に取り組んでいます。
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 「住んでもらえる、
選んでもらえる沿線づくり」
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　京王グループでは、幅広い世代の方々が生活しやすくなるよう、様々なニーズ
に対応したサービスを提供しています。これからも「住んでもらえる、選んでもらえ
る沿線」を目指し、京王沿線での暮らしが、より安心で、心地よい生活と感じてい
ただけるよう、ライフスタイルに応じたサービスをお届けしてまいります。
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社会性報告

お客様の利便性・快適性の向上

駅設備の充実

■ エレベーター・エスカレーター・スロープ
　全駅の出入口から各ホームまで、階段などの段差がなく移動
できるよう、エレベーターやスロープを設置しているほか、エスカ
レーターを設置しています。エレベーターは66駅に、エスカレー
ターは46駅に設置しています。

■ お客様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。身体の不自由なお客様や小さなお子様連れのお客様にも安
心してご利用いただけるよう、「だれでもトイレ」を67駅に設置し
ています。

■ 幅広自動改札機
　大きな荷物をお持ちのお客様や車いすをご利用のお客様など
にご利用いただけるよう、通路幅を広くした自動改札機を68駅
に設置しています。

■ 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ときには、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」を全駅の改札口付近に設置しています。

■ 行先案内板
　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
る行先案内板を全駅に設置しています。

だれでもトイレエレベーター

誘導・警告ブロック

音声音響案内

自動券売機の蹴込み

触知案内図

触知案内図

エスカレーター

幅広自動改札機

だれでもトイレ

触知案内図

エスカレーター

音声音響案内

誘導・警告ブロック

幅広自動改札機

自動券売機の
蹴込み

サービススタッフ

エレベーター

改修したお客様用トイレ

通常時

異常時

だれでもトイレ
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■ サービススタッフ
　電車のご利用に不慣れなお客様や海外からお越しのお客様に
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。

■ 駅係員呼出インターホン
　ホーム上で緊急事態が発生した場合やご案内が必要な場合など
に、駅係員と通話ができるインターホンを全駅に設置しています。

■ 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
房付きの待合室を地下駅などを除く各駅に設置しています。

■ 触知案内図・点字による案内
　凹凸・点字・ピクトグラム（案内用図記号）を用いた構内案内図
を全駅に設置しています。また、自動券売機には点字および音声
案内機能を備えているほか、点字運賃表を全駅に、点字手すりを
必要な駅すべてに設置しています。

■ 駅ナンバリング
　沿線外からお越しのお客様にも当社線を分かりやすくご利用
いただけるよう、アルファベットと色で路線を示し、番号で駅名を
表示した駅ナンバリングをホーム駅名看板や路線図に導入して
います。

■ 外国語による情報提供
　外国人のお客様へのご案内の拡充を図るため、駅構内の案内
看板や行先案内板、お客さま案内ディスプレイなどで2カ国語表
記（日・英）または4カ国語表記（日・英・中・韓）によるご案内を行っ
ています。

■ PASMO通勤定期券「どっちーも」
　2014年9月から、明大前駅以西の各駅から新宿駅または渋谷
駅までの通常の定期運賃に1,000円（1カ月定期の場合）をプラ
スした金額で、新宿駅と渋谷駅のどちらでも乗り降りできる通勤
定期券を発売しています。

ホーム駅名看板

出口案内サイン

行先案内板

お客さま案内ディスプレイ番線案内サイン

※ PASMOは株式会社パスモの登録商標です。

ナンバリング表示
（井の頭線・渋谷駅）

KEIO SOCIAL REPORT
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■ 車内案内表示器・ドアチャイム
　停車駅などを文字でお知らせする車内案内表示器（LEDまた
は液晶画面）と、ドアの開閉を音でお知らせするドアチャイムを全
車両に設置しています。

■ 車内非常通報器
　電車内で緊急事態が発生した際に、ボタンを押すことで乗務員
に通報できる車内非常通報器を全車両に設置しています。

社会性報告

車内設備の充実

■ おもいやりぞーん
　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、混雑時には携帯電話の電源をお切りいただくよ
うご案内するなど、人に優しい車内環境の整備に努めています。

■ ユニバーサルデザイン
　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めています。

案内表示器

車内非常通報器
車いす
ステッカー

車いすスペース・
ベビーカースペース

おもいやりぞーん

点字シール

開閉予告表示灯

車内非常通報器

車いすスペース・
ベビーカースペース

点字シール

おもいやりぞーん

車内案内表示器

開閉予告表示灯

優先席案内ステッカー
液晶画面を用いた
車内案内表示器

LED式の車内案内表示器

ユニバーサルデザインに
よる車内の一例
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■ 外国語による情報提供
　外国人のお客様へのご案内拡充を図るため、車内・車外の案内
表示器において2カ国語（日・英）または4カ国語（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、2カ国語（日・英）による停車駅や乗り換えなどのご案内
を実施しています。

■ 車両ドアの明度差
　車両ドアの位置を視覚的
に認識しやすいように、ドア
先端と足元に明度差をつけ
ています。

■ ニュース・オリジナル情報番組の放映
　井の頭線の一部車両において、液晶画面を用いた車内案内表
示器を2画面化し、ニュースやオリジナル情報番組を放映すること
で、車内空間の快適性の向上を目指しています。

■ 車いすスペース・ベビーカースペース
　車いすスペース・
ベビーカースペー
スを全編成に設置
しています。

■ 女性専用車両
　2001年から平日23時以降に新宿駅を出発する急行系列車の
最後部1両を女性専用車として運転を開始し、2005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
は女性のお客様のほ
か、小学生以下のお客
様、身体の不自由なお
客様とその介助者も
ご乗車いただけます。

■ 点字シール
　目の不自由なお客様が、ご乗車になっている車両の号車・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います。

■ 駅・電車内での公衆無線LANサービス
　ホームやコンコースで、各通信事業者の公衆無線LANサービス

（Wi-Fi）がご利用いただけます。電車内でもご利用いただける
よう順次整備を進めており、井の頭線では全車両に整備が完了
しました。また、訪日外国人のお客様向けの無料公衆無線LAN
サービス『KEIO FREE Wi-Fi』が京王線・井の頭線の9駅でご利
用いただけます。

■ トンネル内における通信環境の提供
　新宿駅～笹塚駅間、調布駅付近などのトンネル内においても
携帯電話サービスがご利用いただけます。

車外案内表示器（LED）

女性専用車案内ステッカー

車内案内表示器（液晶画面）

KEIO SOCIAL REPORT
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京王グループ
■ バス
　京王電鉄バスグループおよび西東京バスは、2012年から路
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やす
いバリアフリー対応となっています。
　車体が傾斜し床面が下がり乗降しやすくなるニーリング機能
のあるノンステップバス972両をはじめ、リフト付きバス17両、 
スロープ付きワンステップバス12両を導入しています。

■ バス車内での公衆無線LANサービス（Wi-Fi）
　京王電鉄バスグループでは、路線バスの全車両で、公衆無線
LANサービスをご利用いただけます。
　また、西東京バスでも山間部を除く路線バス全車両で、公衆無
線LANサービスをご利用いただけます。
※公衆無線ＬＡＮサービスの提供会社はエリアによって異なります。

はぴママ サポートタクシーの対応について

バリアフリー・ウェディング（イメージ）

　妊娠中のお客様をご自宅から病院までお送りさせていただいて
います。
　お迎えにあがる場合は、車内の臭いなど、改めて確認して伺って
います。病院までは、速度や急ブレーキ、急ハンドルに注意し「ゆっく
りめに走りますので、何かあったらお申しつけください」と事前にお
声がけをしてから走行しています。
　自分自身も小さな子供がいますの
で、出産・子育てをするご夫妻は身近
に感じていますし、お客様も同世代の
自分がお送りすることに安心していた
だけることもあります。
　今後も、新しい「命」とご両親の架け
橋となれるように、安全・安心・快適を
モットーに乗務してまいります。

お客様の声

　初めての出産で一番心配だったのは、陣痛時の病院へ
の移動手段でした。悩んでいた時にはぴママサポートタク
シーを見つけ、すぐに登録させていただき、安心して妊婦
生活を送ることができました。
　いざ陣痛が来た時は家で一人でした。一人でタクシー
を頼み病院に向かう時も不安なく安心して任せることがで

きたのは、はぴママタクシー
だったからです。その時の乗
務員さんは、ご自分の奥様の
ご出産のときの話などをして
気を紛らわせてくださり、つ
らい陣痛をなんとか乗り越え
ることができました。
　ぜひ2人目の時も頼みたい
と思います。これからも多くの
妊婦さん、赤ちゃんを支えてく
ださい。応援しています。

京王自動車城西株式会社
杉並営業所 乗務員

宇田川 龍

■ 京王プラザホテル
　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いた
だき、それを社会貢献につなげることを目的に、2004年からチャ
リティイベント「ボランティア・プラザ」を開催しています。
　2015年4月の第12回「ボランティア・プラザ」では、チャリティ
バザーや補助犬デモンストレーションに加え、バリアフリー・ウェ
ディングの模擬挙式見学を含むバリアフリー施設見学ツアーを
行いました。「ボ
ランティア・プラ
ザ」の収益金は日
本赤十字社など
へ寄付しました。

■ サポートタクシーサービスの充実
　「はぴママサポートタクシー」は、東京防災救急協会のマタニティーサポート講習を受講した乗務員による、妊娠中のお出かけ、病院へ
の送迎、乳児健診の外出時などでご利用いただける送迎サービスです。 「はぴチルサポートタクシー」は、小学生の学習塾や習い事、学童
保育への送迎時にご利用いただけます。
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高尾の森わくわくビレッジ

地域社会・行政との連携

■ 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、コミュニティバス路線を開設しています。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。

■ PFI事業
　PFIとは公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金や
ノウハウを活用することにより、公共サービスの提供を行う事業
手法です。
　東京都のPFI事業として多摩地域ユース・プラザ整備等事業を

京王ユース・プラザが受託し、都立高校を改修、2005年に高尾の
森わくわくビレッジを開館しました。その後2015年には、多摩地
域ユース・プラザ運営等事業を受託し、引き続き施設の運営およ
び維持管理業務を実施しています。

■ コミュニティバスの運行受託状況

■ P43 コミュニティバスマップ （カラー1）

それぞれのバスのカラーや模様をつけ、差別化

各運行範囲を示し、分布を明確に
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橋本
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名称 行政 運行 開始年月

① 日野市ミニバス 日野市 京王電鉄バス 1986年 8月

② 多摩市ミニバス 多摩市 京王バス南 1997年 11月

③ 調布市ミニバス 調布市 京王バス東 2000年 3月

④ るのバス あきる野市 西東京バス 2000年 10月

⑤ すぎ丸 杉並区 京王バス東 2000年 11月

⑥ CoCoバス 小金井市 京王バス中央 2003年 3月

⑦ ぶんバス 国分寺市 京王バス中央 2003年 3月

名称 行政 運行 開始年月

⑧ はちバス 八王子市 西東京バス 2003年 3月

⑨ ちゅうバス 府中市 京王バス中央 2003年 12月

⑩ ハチ公バス 渋谷区 京王バス東 2004年 9月

⑪ はむらん 羽村市 西東京バス 2005年 5月

⑫ 新宿WEバス 新宿区 京王バス東 2009年 9月

⑬ みたかシティバス 三鷹市 京王バス東 2012年 3月

物件名 開業年月 主な業務活動
高尾の森わくわくビレッジ 2005年 4月 運営全般・施設維持管理など

杉並公会堂 2006年 6月 施設維持管理・イベントなどの企画運営

ルミエール府中 2007年 12月 施設維持管理・窓口運営

東京地方・家庭裁判所立川支部 2009年 3月 施設維持管理

稲城市立iプラザ 2009年 10月 施設維持管理

KEIO SOCIAL REPORT
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お客様との対話

積極的な広聴活動
■ 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、電話やメール、手紙
などによりお客様からのご意見・ご要望をいただいています。
　2015年度はご指摘、お褒めの言葉などあわせて29,043件の
声を頂戴し、うち25,289件は鉄道に関するものでした。いただい
た声に対しては、速やかに回答しているほか、担当部署において
サービス向上や従業員教育に活用しています。

電話 042-357-6161
受付時間 9：00～19：00年中無休 （年末年始を除く）

■ 車内温度に関するご意見・ご要望
　京王お客さまセンターに寄せられるご意見・ご要望の中で多
いものの一つに、列車内の温度に関するものがあります。ホーム
ページからの専用投稿フォームをご用意し、ご乗車時の詳細な状
況を伺うことで、適切な温度管理に活用しています。

当社では京王ニュース内で、「お客様の声」のコーナーを設け、お客様の声を反映した事例などの紹介を行っています。

■ お客様満足度調査
　当社では、電車の運行・ダイヤや、係員・駅施設のサービスレベ
ルなどについて、お客様満足度調査を定期的に行っています。京
王お客さまセンターには寄せられない、潜在的なご意見を伺うこと
で、遅延時の運行情報の適切な提供、より便利なダイヤの設定や
トイレの快適性向上など、問題点の把握と改善に努めています。

■ お客様の声（2015年度）

鉄道サービス
16,251件

鉄道施設・車両
2,625件

鉄道ダイヤ
6,413件

グループ会社
1,388件

そのほか　
2,366件

社会性報告

お問合せ
29,043件

定期券を使用開始日の14日前からお求めいただけるように 
なりました。
　夏休み明けなどは定期券発売窓口の混雑が予想されますので、すい
ている時間を選んでご購入ください。また、各駅に設置している自動券
売機でも、新規定期券、継続定期券どちらも使用開始日の14日前から
お求めいただけます。（2015年9月号掲載）

2016年4月1日から京王線・井の頭線全線で一日乗り降り
が自由にできる乗車券の発売を開始します。各駅の券売機で 
ご購入いただけます。（2016年4月号掲載）

車掌が列車の運転状況を確認することができるタブレット端末を
導入しました。
　タブレット端末の導入により、人身事故などによってダイヤ乱れが生
じた際に、ご乗車されているお客様に具体的にご案内できるようになり
ました。（2015年10月号掲載）

改善活動事例のご紹介

改善しました

改善しました

改善しました

「夏休み明けは定期
券売り場がすごく混
雑していて、買うまで
に時間がかかるので
困っています」

「京王線と井の頭線を
一日自由に乗り降り
できるきっぷがあると
便利です」

「ダイヤ乱れの際に列
車に乗っていると、運
転状況についての説
明が少なく感じます。
もっと詳しく説明して
ほしいです」

お客様の
声

お客様の
声

お客様の
声
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その他のコミュニケーション
■ 街はぴ
　京王線各駅の周辺ショップ・イベントや、ライターがオススメす
るクチコミ情報などをお届けする沿線クチコミ情報サイト「街は
ぴ」は、地域の皆様が、相互にコミュニケーションを取りあえるサイ
トです。

■ facebook（けい太くん、プラットガール）
　当社キャラクター「けい太くん」や「プラットガール」による事業
情報、沿線情報の発信をしています。

■ 交通教室
　当社、京王電鉄バスグループ、西東京バスでは、地域の小学校
に伺い、交通教室を開催しています。安全な電車・バスの利用の
仕方や利用マナーについて、社員がビデオなどを利用して分かり
やすく授業をしています。ビデオはホームページやYouTubeな
どで公開しています。

ホームページや冊子における 
多言語案内

■ ホームページ
　京王ホームページでは、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁體
字）、韓国語、フランス語での情報案内をしています。電車のご案
内をはじめ、IR・企業情報、沿線情報などを掲載しています。

■ 各種案内パンフレット・チラシ
　外国人のお客様に人気の高い高尾山へのお得なきっぷの案
内・買い方を説明した冊子や、高尾山の登山コースの紹介などの
楽しみ方を解説する冊子、また京王沿線の観光スポットを紹介す
る冊子などを制作・配布しています。

高尾山きっぷ買い方冊子
（英語） 沿線情報誌（英語・中国語・タイ語）

英語版ホームページ

授業の様子

けい太くん安全・マナー教室ビデオ

KEIO SOCIAL REPORT
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　京王グループでは、 「住んでもらえる、選んでもらえる沿線」を
目指し、幅広い世代の方々が生活しやすくなるよう、ライフスタイ
ルに応じたサービスをお届けしてまいります。

子育て支援の取り組み
　妊娠・出産から子育て、働きたいお母さんへのサポートまで幅
広いサービスを提供して、子供たちを健やかに育みながら子育て
しやすい環境づくりをしています。

■ 京王キッズプラッツ
　東京都認証保育所・認可保育所「京王キッズプラッツ」は、家庭
的な雰囲気の中、一人ひとりの子供の発達や気持ちに寄り添い、
豊かな成長をサポートします。
　2016年4月には子育て支援賃貸マンション「京王アンフィール
国領」に8施設目となる保育所を新設しました。

■ 事業所内保育所「サクラさーくる」
　2016年10月から多摩市の認可基準に基づく地域型事業所
内保育所として、地域のお子様の受け入れを開始します。

■ 京王ママスクエア
　1歳から小学校低学年の子供を対象とした「キッズスペース」を
併設した「ワーキングスペース」で、子育てしながら働きたいお母
さんが駅近で自分のペースで働ける環境を提供しています。

多世代が生活しやすい沿線づくり

事業所内保育所「サクラさーくる」

京王キッズプラッツ

京王アンフィール国領内保育所

京王ママスクエア

社会性報告
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暮らしのお手伝い
　子育て世代からシニア世代まで家族みんなの生活にゆとりを
届ける生活サポートサービスの提供を行っています。

■ 京王ほっとネットワーク
● 家事のお手伝い
　水まわりのお掃除やお洗濯などの家事全般を、経験豊かなス
タッフがお手伝いします。

● お買いものサポート
　お買い上げの商品をその日のうちにご自宅までお届けする当
日宅配を一部の京王ストア・キッチンコートで提供するほか、多摩
ニュータウン地域や日野市平山地域を巡回する移動販売を行って
います。

● 住まいのリフォーム
　網戸張り替えなどの小修繕、給湯器交換や外壁塗装のほか、 
ライフスタイルにあわせたリフォームまで、住まいのことなら何で
もご相談いただけます。

● 空き家巡回
　居住していない住居を定期巡回し、郵便物や施錠の確認、 
通水・換気や簡易清掃などを行い、写真付きでご報告します。

地域高齢者を支える事業
　多様化するライフスタイルにあわせシニア向け住居の充実を
図っています。シニア世代の不安・不便の解消とアクティブライフ
のサポートを行うことで、安心・安全・快適な住まいを提供します。

■ 介護付有料老人ホーム「アリスタージュ経堂」
　バリアフリーの居室と魅力的な共用空間を有するシニアレジデ
ンスで、ご入居者の身体の状況に応じて、生活サポートサービス
や介護サービスなど様々なサービスを提供しています。

■  介護付有料老人ホーム 
「チャームスイート京王聖蹟桜ヶ丘」

　沿線において恒常的な介護サービスを必要とする高齢者が安
心して暮らせるための介護付有料老人ホームを2016年5月に開
業しました。本物件を運営する（株）チャーム・ケア・コーポレーショ
ンと連携し、至近に開業するサービス付き高齢者向け住宅「スマ
イラス聖蹟桜ヶ丘」から転居を希望される方が優先入居できる特
典を設けています。

アリスタージュ経堂

「家事のお手伝い」の様子

「移動販売」の様子

チャームスイート京王聖蹟桜ヶ丘
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■ 京王キッズおしごと隊
　京王グループでの職業体験を通して、自分の将来の職業につ
いて考え、社会の仕組みを知るとともに、京王グループへの理解
を深めていただくことを目的とするプログラムで、2009年から
実施しています。

地域社会への貢献

　京王沿線には、今も息づく自然と、それらに育まれてきた歴史や、人々の営みによ
る独自の文化がかたちづくられています。
　沿線地域にある多様で豊かな文化資産を沿線の大学・団体などとの連携により、
皆様とともに見つめ直し、ともに楽しむことを京王沿線のくらしへひろげる、学びプ
ログラム。それが、「京王アカデミープログラム」です。
　京王アカデミープログラムでは、沿線で過ごすお子様から大人まで幅広い世代に
向けて、「文化」（歴史・文学・音楽・美術・自然・科学など）・「教育」・「子育て」に関する
学びの機会を提案してまいります。
　ともに学び、ともに創り、ともに育つ。京王アカデミープログラムは、豊かな京王沿
線のくらしに向かう、新しい「学び」のかたちです。

　定期券を作る時すごく緊張し
ました。改札と券売機の中に機
械がたくさん入っていたのがびっ
くりしました。ホームの中に避難
場所があるんだなと思いました。
ホームがあんなに高いんだなと
おどろきました。

（小学校3年生）

　電車大好き、京王線大好きな
子ですが、知らないことをたくさ
ん知ることができ、とても楽しそ
うに過ごしていました。（中略）
　駅員さんの仕事に触れること
ができて、将来のことや仕事につ
いて考える良いきっかけになった
と思います。

■ P48 人物

シンプルかつ親しみのある柔らかなフォルム

■ P48 人物

シンプルかつ親しみのある柔らかなフォルム

お子様の声

「駅のおしごとを体験しよう ！」参加者の声

保護者様の声

オリジナルパンを作ろう ！
（京王食品）

ホテルのおしごとを体験しよう ！
（京王プラザホテル）

電車の乗務員のおしごとを体験しよう !
（京王電鉄）

お花屋さんになって花束を作ろう ！
（京王グリーンサービス）

リノベーションで住まいづくりを体験し
よう ！（リビタ）

車両整備のおしごとを体験しよう ！
（京王重機整備）

社会性報告
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■ 親子で楽しむはじめてのオペラ
　美しいイタリア語のフレーズや音楽はそのままに、字幕を使わ
ずに日本語のセリフでつなぐ分かりやすいスタイルで、親子で楽
しめる本格的なオペラを上演しました。

■ 髙尾山峰中修行体験合宿
　子供たちが座禅、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」「心に残る思い出をつくる」ことを目的としています。
1970年から2015年までに43回実施しています。

■ 子育てサロン ～心と五感を育てる親子の運動遊び～
　2～3歳のお子様と保護者の方向けに、親子が触れ合いながら
コミュニケーションをとる運動と、リラックスやストレッチなどにも
繋がる動きを学びました。

■  沿線めぐり「武蔵総社 大國魂神社と御神酒 ～地域の
歴史と日本酒文化を学び、味わう～」

　京王沿線地域の歴史にふれ、日本酒文化を学び、味わい、京
王沿線に息づく日本文化の魅力を再発見するプログラムを行い 
ました。

■ 講演会「調和する日本建築 ～高尾山口駅～」
　高尾山口駅駅舎デザインを手掛けた建築家・隈 研吾氏と雑誌

「Casa BRUTUS」編集長・松原 亨氏による対談形式の講演会
を実施し、日本文化である「日本建築」を学ぶプログラムを行い 
ました。

親子で楽しむはじめてのオペラ

沿線めぐりの様子

座禅

子育てサロンの様子 講演会の様子

KEIO SOCIAL REPORT
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■  熊本地震の被災者・被災地への 
支援活動について

　京王グループでは、被災された方々への支援および被災地
の復旧・復興に役立てていただくため、災害義援金として京王
グループ各社および社員一同から募る寄付金に、会社から拠
出する寄付金を合わせ３，０００万円を日本赤十字社を通じて寄
付しました。
　2016年度開催の「京王駅伝フェスティバル」「京王音楽祭」
については、東日本大震災に加え熊本地震の支援活動にも 
寄付する予定です。被災地の一日も早い復旧・復興を祈念いた
します。

チャリティ・スポーツ振興・産学連携
■ 京王音楽祭
　1994年から開始し、2015年で22回を数えました。入場料の
一部は、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」へ引き続き寄付しています。

■ 京王駅伝フェスティバル
　2013年から味の素スタジアムで開催しています。駅伝だけで
なく、沿線で人気のキャラクターによる運動会や、沿線の学生・団
体によるパフォーマンス、鉄道イベントなども行っています。
　京王音楽祭と同様に、参加料の一部を東日本大震災により被
災した子どもたちのために寄付しています。

■ スポーツ振興
　テニス、サッカー、軟式野球など、沿線地域で開催されるスポー
ツイベントに協賛することを通じて、次世代を担う子どもたちが
心身ともに健やかに成長するよう、支援しています。

■ 多摩未来奨学金
　公益社団法人「学術・文化・産業ネットワーク多摩」が実施して
いる「多摩未来奨学金」プログラムに参加し、寄付金の提供、企業
と学生の勉強会開催などを通じ、地域の学生・将来の多摩を支え
る学生の支援を行っています。

■ 産学連携プロジェクト「にしちゅんバス」運行
　西東京バスは、地域貢献を目的に地元の工学院大学、日本工
学院八王子専門学校でのデザインコンテストの優秀作品を起用
し、同社キャラクター「にしちゅん」をモチーフに「にしちゅんバス」
を2台製作しました。

京王音楽祭

駅伝の様子

京王少年少女サッカーフェスティバルの様子

「多摩未来奨学金」プログラムの様子

「にしちゅんバス」

社会性報告
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■  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・投資家の皆様への情報開示を行うにあたっての基本的
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
行っています。
　情報開示の具体例として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
様にも分かりやすい情報開示に努めています。

■ 株主の状況
　当社の2016年3月31日現在の株主数は32,602名です。
全体の約7割が、沿線の個人株主です。

● 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 642,754,152株
 株主数 32,602名

● 株式分布状況（2016年3月31日現在）

■ 株主総会
　2016年6月29日に京王プラザホテル八王子にて第95期定時
株主総会を開催し、776人の株主様に出席いただきました。
　当日は、2015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。

■ 施設見学会
　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。

● 個人株主向け
　2015年8月に、若葉台工場および京王バス中央 府中営業所
の見学会を開催しました。

● 証券アナリスト向け
　実際の物件を見学することで事業内容の理解を深めていただ
くことを目的に、2015年8月、京王プラザホテル（新宿）の見学会
を開催しました。

■ 株主優待の拡充
　当社株式の魅力をより高め、当社の電車を利用する機会の少
ない方にも当社株式を保有していただけるよう、「株主優待乗車
証」を西東京バスの「金額式IC定期券」に交換できる制度を導入
しました。
　新しい株主優待制度は2016年3月31日現在の株主の皆様か
ら実施しています。

■ 引き続き良好な格付けを維持
　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、鉄道業界トップクラスである40%近い自己資本
比率を維持しています。
　このような堅実な事業展開を行っていることが評価され、
1998年に取得した株式会社日本格付研究所（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。

電車車体整備の見学

バス車両の
洗車体験乗車

株主・投資家の皆様との対話

京王グループ・ディスクロージャー・ポリシー
www.keio.co.jp/company/stockholder/disclosure/
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政府・地方公共団体
1千株

金融機関
267,952千株

個人・そのほか
187,599千株

外国法人等
100,092千株

そのほかの法人
47,838千株

自己名義株式
32,181千株

証券会社
7,087千株

41.69%

29.19%

15.57%

7.44%

1.10%

5.01%

0.00%
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人材の活用と働きやすい職場づくり

多様な人材雇用
■ 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）に基づ
いた採用活動を行っています。

■ 人材・雇用に関するデータ

社会性報告

男性 18年5ヵ月
女性 10年8ヵ月

従業員数（人） 平均年齢（歳）
2011年度 2,386 40.0
2012年度 2,370 40.0
2013年度 2,385 40.2
2014年度 2,416 40.3
2015年度 2,447 40.2

管理職総数（人） うち女性（人） 女性比率（％）
2011年度 289 16 5.5
2012年度 297 15 5.1
2013年度 295 16 5.4
2014年度 300 12 4.0
2015年度 314 16 5.1

■ 従業員数、平均年齢

■ 管理職における女性人数と比率（当社）

■ 平均勤続年数 ■  グループ会社への出向を含む当社女性正社員と 
女性管理職の推移（休職者を除く）

女性管理職
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■ 女性役員数の推移（京王グループ）
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　京王電鉄とは、ミャンマーから日本の大学に留学していた
時の就職活動を通して出会いました。企業説明会で、京王電
鉄の担当者は応募者に対して真摯に向き合い、質問にも丁
寧に説明してくれたため、日本での就職に対する不安を解消
することができました。
　現在は、京王プラザホテルで研修をしていますが、入社前の
印象通り、風通しが良い職場の雰囲気の中で楽しく業務を行
えています。OJTの場面では、私を含め、先輩後輩、社員アル
バイトなど様々な立場の人が対等に教えあう風土があります。
　今後は、海外市場に関する業務への対応だけではなく、日
本人とは異なる視点や発想などを活かしながら、京王グルー
プの事業を通して日本とアジアを結ぶ架け橋になっていける
ように頑張っていきたいです。

VOICE：海外出身社員が語る

日本とアジアの
架け橋になる

モーモーサン
ホテル戦略部

■ 女性の活躍
　2016年3月末における、グループ会社への出向を含む当社女
性社員は211名、管理職は29名となっています。
　鉄道事業の現場から海外まで多種多様な事業領域でのジョブ
ローテーションを経験する中で、自ら新たな道を切り拓ける人材
が活躍しています。
　また、従来男性中心だった職場においても女性が活躍してお
り、グループ会社社長や、2014年6月からは北村敬子氏が社外
監査役として選任され就任しているほか、2016年7月には初の
女性現業長が誕生しています。
　2016年4月1日から施行された「女性活躍推進法」に関する取
り組みについては、厚生労働省へ届出を行っており、「管理職にお
ける女性人数の数値目標設定」や「ダイバーシティ推進に関する
行動計画」を掲げております。詳細については弊社ホームページを
ご覧ください。
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■ 障がい者雇用
　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。2006年からは、関係会社特例認定を取得し、京王グループ
全体の障がい者雇用も拡大しています。
　2015年度では、当社および関係会社特例認定を取得した京
王グループ9社を含めた障がい者雇用率は2.5%（170名）とな
り、社内施設の清掃業務、名刺作成、事務補助作業などに従事し
ています。

■ 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。この檜原村で暮らしながら働
く、通勤圏にある同社事業所（五日市営業所：東京都あきる野市）

ワーク・ライフ・バランス
■ 年休の取得率向上に向けて
　働きやすい職場環境づくりのため、「両立支援セミナー」実施な
どに取り組んでいます。
　また「計画的な年次有給休暇の取得推奨」「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、2015年度
の年次有給休暇の取得率は81.4％となっています。

■ 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15日ま
で休職できる制度を設けています。また、育児をしながら勤務す
る社員に対して、超過勤務を命じないことや、就業時間の短縮な
どに関する措置（最長で小学4年まで）についても定めています。

2012年度入社 23.1% （13人中3人）
2013年度入社 23.5% （17人中4人）
2014年度入社 26.3% （19人中5人）
2015年度入社 15.8% （19人中3人）
2016年度入社 23.8% （21人中5人）

障がい者数（人）※ 実雇用率（％）※

2011年度 135 2.0
2012年度 137 2.1
2013年度 159 2.4
2014年度 163 2.4
2015年度 170 2.5

継続雇用者総数（人） 再雇用割合（％）※

2011年度 180 55.1
2012年度 179 56.1
2013年度 180 60.0
2014年度 191 92.3
2015年度 202 72.6

■ 障がい者雇用と雇用割合

■ 継続雇用者総数と再雇用割合

■ 採用した社員（新卒・総合職）のうち女性の占める割合

※障がい者雇用促進法に定める計算方法に基づく

名刺作成の様子

事業所内保育所「サクラさーくる」

のバス運転士（正社員）を募集し、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。
　また、奥多摩町でも同様の取り組みを行っています。

■ 高齢者再雇用
　高齢者などの雇用の安定などに関する法律の2度の改正に対
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、2013年に再構築しました。2015年6月現
在、継続雇用社員は202名となっています。

※該当年度における継続雇用者数／定年退職者数

KEIO SOCIAL REPORT



54 京王電鉄株式会社

人権・労働安全衛生
■ 人権・労働に対する基本的な考え方
　京王グループは、京王グループ行動規範に基づき、人権研修を
実施するなど働きやすい職場づくりを目指しています。

■ ハラスメント防止
　京王グループ各社では、ハラスメント防止のために研修を実施
するとともに、相談窓口も設置しています。

セクハラ防止ポスター

社会性報告

海外戦略部 課長補佐　

VOICE：女性社員が語る

女性が活躍できる
職場です

中村 理恵

　2002年に入社して以来、グループ会社への出向、人事
部、総務法務部等様々な部署でやりがいのある仕事に携
わってきました。現在は海外戦略部という新しい部署で、主
に京王グループのインバウンド市場取り込みに向けた戦略
の策定と推進を行っています。
　私が入社した時には既に多くの女性の先輩が活躍されて
おり、仕事やプライベートの悩みも相談することができる環
境でした。第一子の育児休職中には通信教育を活用し自身
の成長のチャンスにすることができましたし、法定を上回る育
児休職制度や事業所内保育所も整っており、女性が活躍し
ていける会社だと実感しています。
　上司・先輩や仲間の理解と応援に感謝しながら、今後も仕
事と家庭をうまく両立させていきたいです。

また、育児に専念したい社員が一旦退職した後、再び入社する機
会を与えられる「再入社制度」も導入しています。
　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9名（2016年4月現在）が、この施
設を利用しています。

■ 働きやすい職場環境づくりに向けた調査の実施
　当社では2011年から社員一人ひとりが主体的に働きやすい
職場環境づくりをするために、紙およびWEBを使用した無記名
式アンケートによる「従業員意識調査」を実施しています。
　2013年に実施した調査では、対象2,815名のうち94.7％か
ら回答があり、従業員の満足度は概ね良好な結果が得られま 
した。調査結果は、社内報を通じて公表し、課題の共有を図って
います。

取得者数（人） うち男性（人） 復帰率（％）
2011年度 19 1 90.0
2012年度 25 0 90.9
2013年度 30 1 100.0
2014年度 33 1 91.7
2015年度 28 4 95.7

■ 育児休業取得者数・育児休業復帰率
課長級以上 男性（時間） 女性（時間）

2011年度 （2011/8～2012/7） 14.4 16.8
2012年度 （2012/8～2013/7） 16.3 22.8
2013年度 （2013/8～2014/7） 16.0 19.5
2014年度 （2014/8～2015/7） 12.6 18.2
2015年度 （2015/8～2016/7） 14.7 20.4

課長補佐級以下 男性（時間） 女性（時間）
2011年度 （2011/8～2012/7） 31.2 21.4
2012年度 （2012/8～2013/7） 33.7 23.0
2013年度 （2013/8～2014/7） 33.1 23.7
2014年度 （2014/8～2015/7） 31.2 21.0
2015年度 （2015/8～2016/7） 31.7 21.6

■ 月ごとの平均残業時間（正社員対象）
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医師による面談

スマイラス聖蹟桜ヶ丘（イメージ） 多摩動物公園駅周辺の様子

安全・衛生のひろば

■ メンタルヘルスケア
　当社では1997年から社員のメンタルヘルス調査を実施してい
ますが、2016年からは法令に基づきストレスチェック制度を導入
します。
　社員本人へは自分のストレス状態を通知し、職場長には組織に
ついての現状分析を報告しています。また、高ストレスと判断され
た社員に対しては産業医との面談を促し、専門医、臨床心理士に
よる相談窓口も設置しています。このほかにも産業医によるセミ
ナーの開催など、自分自身による気づきと対処、職場における支
援に役立つよう、保健師や精神科医とともにメンタルヘルスケア
を進めます。

■ 衛生講演会を開催
　当社では、定期的に衛生講演会を開催し、診療所の産業医およ
び医療スタッフが、健康に関する講演を行っています。

■ 労働安全衛生委員会
　当社では、「安全・衛生のひろば」を定期的に開催しているほ
か、安全衛生概況や安全衛生委員会の活動状況などについて社
内掲示板を活用し、周知しています。

　地域高齢者ケアによる沿線活性化を目的として、在宅介護・看
護サービスの拠点を併設したサービス付き高齢者向け住宅「スマ
イラス聖蹟桜ヶ丘」を2017年2月に開設します。
　京王沿線の高齢化に伴い、駅周辺立地を活かした高齢者向け
住宅事業を展開し、高齢者の不安・不便の解消とアクティブライフ
のサポートを行うことで、高齢者がいつまでも生き生きと暮らして
いける生活環境を実現します。

　京王の電車・バス開業100周年を記念して2013年に開業した
京王れーるランドに続き、2017年度に多摩動物公園駅前に新た
な子供向け屋内型遊戯施設の開業を予定しています。
　お子様連れのお客様をはじめ多くの皆様に楽しんでいただい
ている多摩動物公園駅周辺のさらなる魅力向上を図ります。

TOPICS ～今後の取り組み～
■ 高齢者向け住宅事業の拡充 ■ 多摩動物公園エリア魅力向上
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