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沿線価値の向上と
企業価値の最大化に
努めてまいります。
京急グループでは、ステークホルダーの皆さまにグループ各社の社会貢献活動、環境活動をお伝えするため、

2008年に初めて「CSR 報告書」を発行しました。発行にあたっては、ステークホルダーの皆さまへ

わかりやすく情報をご提供するよう、2017年度までにグループ各社で 取り組んだ活動実績を中心に、

活動の前提となる企業理念や組織体制もあわせて報告しています。
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報告対象期間 2017年4月1日〜2018年3月31日（一部の活動は、2018年度の内容も含みます。）

報告対象組織 京急電鉄を中心に、京急グループ54社

発行時期 2018年9月

ガイドライン 本報告書には、GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドラインによる標準開示項目の情報が
記載されています。また、環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」も参考にしています。
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京急
グループ

● 鉄道事業　● 乗合・貸切自動車事業（バス事業）
● タクシー事業

交通事業

1,234億円

● 旅行業　
● ホテル・旅館・飲食業　
● レジャー施設・ゴルフ場業
● 水族館・遊園地業　
● 広告代理業

レジャー・
サービス事業

355億円

● 不動産販売業　● 不動産賃貸業
不動産事業

470億円

● 百貨店業　● ストア業
● ショッピングセンターの経営
● 物品販売業

流通事業

1,076億円

● 建設・土木・造園業　
● 輸送用機器修理業
● 電気設備工事業
● ビル管理業　
● 情報処理業　
● 自動車教習所業

その他事業

549億円

安全・安心を心がけた
サービス・商品など

お客さま
と共に

公正で透明な
取引関係の構築など

取引先
と共に

適時・適切な
企業情報の開示など

株主投資家
と共に

環境保全への配慮と
資源の有効活用など

環境
と共に

働きやすい職場環境の
整備など

従業員
と共に

沿線地域の発展
貢献する活動など

地域社会
と共に

Corporate Profile

会社概要
京急電鉄会社概要 （2018年 6月29日現在） 京急グループとステークホルダーとの関係

持続可能な開発目標（SDGs）への対応

グループ会社数・総従業員数 （2018年3月31日現在・京浜急行電鉄（株）を含む）

事業フィールドと事業別営業収益 （2017年4月1日〜2018年3月31日）

良質なサービス・商品の提供により、豊かで住みやすい沿線づくりに取り組んでまいります。

54社9,133人

社 名
創 立
設 立
本 社
資 本 金
代 表 者
従 業 員
主 な 事業内容 

京浜急行電鉄株式会社　［Keikyu Corporation］
1898（明治31）年2月25日（前身:大師電気鉄道株式会社）
1948（昭和23）年6月1日
〒108-8625  東京都港区高輪2丁目20番20号
437億円 
取締役社長　原田 一之
2,858人
交通事業、不動産事業、レジャー・サービス事業、流通事業、その他の事業

：
：
：
：
：
：
：
：

京急グループ
理念

● 京急グループは、都市生活を支える事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献する 

● 京急グループは、伝統のもとに、創意あふれる清新な気風をもって、総合力を発揮し、社業の躍進をめざす 

● 京急グループは、グループの繁栄と全員の幸福との一致を追求する

京急グループ
CSR

京急グループは、沿線の生活者を支える企業集団として安全・安心を最優先に確保するとともに、
コンプライアンスを重視した経営、地域社会への貢献、環境対策などにも取り組み、
沿線価値の向上と企業価値の最大化に努めてまいります。

　2015年 の9月25日から27日、ニューヨーク国連本部において「国
連持続可能な開発サミット」が開催され、150を超える加盟国首脳の
参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を変革する：持続可能
な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。持続可能な開発
目標（SDGs）とはこのアジェンダに記載された2016年から2030年
までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・ 
169のターゲットから構成され、貧困や不平等、エネルギーや気候
変動への対応について途上国のみではなく先進国も含めて問題解決
を図っていくものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。 
これについて、当社グループにおいても持続可能な社会の実現のために
取り組むべき課題を絞り込み、SDGsの達成に向けて努力してまいります。
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1898～1904 1904～1926 1926～1942 1942～1948 1948～1967 1967～1978 1978～2008 2008～新発足、三浦半島
一円の沿線開発と
輸送につとめる

電気が珍しかった時代、果敢にも電気鉄道を興す ライバルと競いつつ、
地道に沿線の基盤を固める

総合サービス事業をめざし、
グループ各社の展開を広げる

めざす未来へ、
新しい価値の創造に取り組む

京急電鉄単体
京急グループ連結

（百万円）

運輸各社が合併し、
混乱の戦中戦後を耐え走り続ける

六郷橋～大師間
（約2km）開通

京浜電気鉄道に
社名変更

1899

大師電気鉄道創業
1898

品川～神奈川間
京浜間全開通

1905

東京市電と
相互乗り入れ

1925

生麦住宅・
八丁畷住宅の開発

1914・1922

品川駅乗り入れ・
京浜百貨店開業

1933

八丁畷でバス事業開始
1927

京浜電気鉄道、
東京横浜電鉄、
小田急電鉄と三社合併、
社名を東京急行電鉄に

1942

京浜電気鉄道が湘南電気鉄道・
湘南半島自動車と合併

1941

京王電気軌道合併
1944 都心乗り入れ

品川～泉岳寺駅間開通

1968

ホテル グランパシフィック
メリディアン開業

通勤快特運転開始
1981

高速路線バス
「ノクターン」号運行開始

1986

羽田駅開業
1993

「京急ウィング号」運行開始
1992

京急百貨店開業
1996

横須賀リサーチパーク（YRP）竣工
1997

羽田空港駅開業
1998

羽田空港国際線
ターミナル駅開業

2010

京急蒲田駅付近
連続立体交差事業
上下線高架化

2012

京急グループ本社ビル
（仮称）建設

2019

トリプルタワーマンション
「リヴァリエ」販売開始

2011

京急EXイン開業
2007

輸送力増強へ
12両編成運転

1974

ホテルパシフィック東京開業
1971

釜利谷開発着手
1976

ハイキング特急
運転開始

1950
羽田空港へ航空会社との
特定旅客輸送開始

1951

三浦海岸駅開業
1966一般貸切団体旅客バス

運行開始

戦時統合

四社分離
新生・京浜急行電鉄発足

1948

横浜～羽田空港間
高速経由の運行開始

品川・羽田を玄関口として、国内外の
多くの人々が集う、豊かな沿線を実現する

3,156億円
2017 京急グループ連結営業収益

創業期 形成期 拡張期 統合期 増強期 発展期 飛躍期 現代

   

※1948年～：京浜急行電鉄※1898～1941年：大師電気鉄道・京浜電気鉄道

京急油壺マリンパーク開業

Corporate History

沿革

　京急グループは、1898年に前身である大師電気鉄道が
創立してから2018年で創立120周年を迎えました。開業時
わずか2キロばかりの路線でしたが、全国では3番目、関東で
は最初の電気鉄道の開業は、まだ電気というものが珍しかっ
た当時、まさに創業精神にあふれる努力と熱意によるもので
した。以降、京浜間開通や、高速走行に備えた大出力のモー
ターや空気ブレーキを高性能化した日本最初のボギー車の
新造、関東私鉄として初の住宅分譲など進取の精神をもって
可能性に挑戦してまいりました。そして交通事業を中心に、
不動産、レジャー・サービス、流通事業などを行う都市生活

創造会社へと成長し、「都市生活を支える事業を通して、新
しい価値を創造し、社会の発展に貢献する」というグループ
理念のもと、東京・神奈川を中心に幅広い事業領域で事業を
展開してまいりました。
　創立120周年を迎え、2019年には120周年事業の一環と
して、沿線エリアの司令塔となるべく京急グループ本社ビル（仮
称）を沿線の中心となる横浜に建設し、複数のグループ会社
本社機能の集約を予定しております。本社移転後は、横浜を
新しい拠点とし、品川・羽田空港のポテンシャルと沿線を繋ぐ
機能を強化していきます。

京急グループの歩み
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Top Message

社員全員で120年の歴史を引き継ぐ

　京急グループは、交通事業、不動産事業、レジャー・サービス
事業、流通事業等を行う54社で構成し、東京・神奈川の沿線を
中心にさまざまな事業を展開しています。「都市生活を支える 
事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献する」

「伝統のもとに、創意あふれる清新な気風をもって、総合力を
発揮し社業の躍進をめざす」「グループの繁栄と全員の幸福と
の一致を追求する」これらのグループ理念のもと、沿線内外の
皆さまの生活を支える事業に取り組んでいます。また、これら
のグループ理念こそ環境や地域社会、そして企業統治を
重視した経営と捉えており、当社グループは古くからESG（環境・
社会・ガバナンス）に向き合って事業運営を行ってまいりました。
　当社グループは、1898年に前身である大師電気鉄道を
創立してから2018年で創立120周年を迎え、これまでの京急
の歴史を受け継ぎ、そして新たな歴史を作っていく引き継ぎの
局面に立っています。120年の歴史を振り返り、先人たちの
進取の精神を持った挑戦によって築きあげられた当社グルー
プの財産を、確実に未来へ引き継いでいかねばなりません。
当社グループは87キロの鉄道路線網、羽田空港アクセス、
沿線に広がるバス路線網や流通店舗網を擁していますが、
最大の財産は、当社グループをご愛顧いただいているお客
さまや沿線の皆さまです。皆さまに安心してご利用いただ
けるサービス、住みつづけられる沿線を提供し続けるべく、

誇りと責任をもちグループ一丸となって事業に取り組んで
いくことが私たちの使命と考えています。

安全最優先の徹底のために

　京急グループは、都市生活を支える企業集団として、すべて
の事業において安全・安心の徹底を最大のテーマとして取り
組んでいます。特に鉄道事業においては、安全最優先の意識
を徹底するとともに、法令や規程等を順守し、厳正・誠実に職
務を遂行することにより、安全・安定輸送の確保に努めていま
す。2017年度においては、高架橋の耐震補強工事や法面防護
工事等の自然災害対策工事への設備投資を積極的に行った
ほか、重大事故の発生を想定した「鉄道事故復旧訓練」、鉄道
を狙ったテロが発生した際の対応および警察・消防等との協力
体制を確認する「テロ対策訓練」の実施など、ハード・ソフト
両面から安全強化に取り組みました。
　また、グループ事業においても、サービスや商品の安全・
安心を確保するため、「食の安全」についても重要視し、食材の
品質管理や従業員の衛生管理を徹底しています。あわせて、
平時から安全対策に積極的に取り組むとともに、危機発生時に
グループ全体の情報を集約・共有することにより、原因究明と
速やかな収拾および再発防止を図っています。

持続可能な社会の実現を目指して

　2016年11月に「パリ協定」が発効し、世界は気候変動に
対応すべく脱炭素社会に向けて動き出しました。このような
世界の転換に向けて、日本においても昨年「日本の気候変動
対策支援イニシアティブ 2017」が発表され、パリ協定の確実
な実施に向けた取り組みが進められています。脱炭素社会や
気候変動に強靭な社会の実現のために、当社グループにおい
ても「京急グループ環境基本方針」「行動指針」に基づき、資源
やエネルギーの有効活用、CO2排出量の削減などに努めてい
ます。例として、環境負荷の低い鉄道車両やバス車両の導入、
駅および保有ビルの省エネ化の推進や、エネルギー使用量が
少ない公共交通機関の利用促進を啓発する「ノルエコ」の提唱、
自然豊かな三浦半島を事業エリアにもつ当社グループの責任
として、貴重な生態系が形成されている「小網代の森」の自然
環境保全や生物多様性の保全活動など、地域の特色を活かし
た環境活動にも取り組んでいます。

魅力あふれる沿線の 
価値向上のための取り組み

　我が国において、少子高齢化と人口減少は喫緊の課題で
ありますが、当社沿線においても人口減少が急速に進んでい
る地域があります。当社グループでは、美しい自然や豊かな
産業など多彩な魅力にあふれる沿線をさらに活性化し、住み
つづけられる街づくりを推進するためにさまざまな取り組み
を実施しています。「三浦半島の魅力最大化」に向けた東
京大学との共同研究実施や、三浦の特産品を電車車内と駅ホ
ームで販売する「うらりマルシェ号」の開催、また安心して暮ら
せる街づくりのための高齢者向け移動販売、高齢者と大学生
の世代間ホームシェア事業などを開始しました。また、安全性
と地域活性化のため2000年に着手した京急蒲田駅付近連続
立体交差事業は2017年3月をもって完了し、これにより踏
切が除去され交通渋滞が解消し鉄道・道路それぞれの安全
性が向上するとともに、駅前広場や高架下を整備することに 
より新たな魅力ある街づくりを推進しています。また、訪日外
国人に向けた商品・サービスの提供も重要課題です。2017年
10月に宿泊特化型ホテルである京急ＥＸインの新店舗、京急
EXイン羽田を羽田空港至近に開業、さらには訪日外国人旅行
者向けSIMカードの発売や訪日外国人向け観光案内所である
京急ツーリストインフォメーションセンターの増設拡張を行い
ました。今後も訪日外国人に対して当社沿線の魅力を発信し、
来訪につなげる施策を積極的に取り組んでいます。

長期ビジョンの実現に向けて

　当社グループでは2016年度に「京急グループ総合経営計
画」を見直し、2035年度を目標年次として長期ビジョン「品川・
羽田を玄関口として、国内外の多くの人々が集う、豊かな沿線 
を実現する」を定めました。これは品川・羽田をはじめとする
事業機会を活かし、沿線全域に波及させることで、人口減少
社会に立ち向かう企業集団となることを目的としています。
そして2020年度までの最初の5年間を中期経営計画期間 

「構造変革期」とし、グループの成長に向けた投資を活発に 
行うとともに、事業の選択と集中を継続し、財務体質の改善を 
図っていくことで、長期ビジョンの実現に向けた土台を作る 
ための期間と位置付けています。
　中期経営計画期間は現在3年目を迎え、不良資産の整理と
成長事業への投資による資産入れ替えや、事業の選択と集中
による効率的な組織への再編、財務体質の改善を進めるなど
一定の成果を上げています。引き続き、当社グループにかか
わる皆さまからの期待と信頼に応えるべく、安全・安心、社会
や環境への取り組みを進めながら、コンプライアンスの重視
や多様性を意識した雇用、適切な情報開示にも努めることで
企業の社会的責任を果たし、沿線価値向上と企業価値の最大
化を図るとともに、長期ビジョンの実現に向けてグループ一丸
となって取り組んでまいります。

継続的な成長を図りながら、 
社会の発展に貢献

　京急グループは、120年前から今日に至るまで、困難に
立ち向かい挑戦を続け、さまざまな問題や課題を克服しチャ
レンジを継続することで、企業理念である「都市生活を支える
事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献する」
ことを実践してきました。今後も ESG 経営を軸として社会
課題の解決に努めながら、更なる成長に向けた努力を続けて
いきます。皆さまの変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう
お願い申しあげます。

京浜急行電鉄株式会社 取締役社長

2018年9月

120年の歴史を受け継ぎ、   ESG経営を実現します。

※ ESG 経営：「環境・社会・ガバナンス（企業統治）」の
概念を経営に統合していくこと
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京急グループは、都市生活を支える事業を通して、
新しい価値を創造し、社会の発展に貢献するGroupVisionGroupVision

●品川駅周辺開発期間に備えた収益拡大策の実行
●事業の選択と集中の継続・強化
●財務体質の改善

構造変革期
長期ビジョン実現に向けた
土台づくりを進める期間

●大規模投資の実行
●交通事業の収益構造の改善
●各エリア事業の利益増加

成長準備期
品川駅周辺開発事業の本格化および
羽田空港アクセスの競合に対応する期間

●品川駅周辺開発事業の順次完成
●品川エリアと各エリア事業の連携推進
●長期ビジョンが実現し、飛躍的成長を遂げる

長期ビジョン完遂期
長期ビジョンを
完遂する期間

長期経営戦略期間のステップ

2021 2026 2035
長期経営戦略期間

品川・羽田を玄関口として、国内外の多くの人々が集う、
豊かな沿線を実現する

〈２０３５年度に目指す将来像〉

2035年度までを3つの
時期に区切り、長期経営戦略を
段階的に実践していきます。

「品川」「羽田空港」の成長を担い、
そのポテンシャルを
最大限沿線の活性化へ

人口減少社会に
立ち向かう事業構造へ

2016
ROAD MAP

エリア戦略 事業戦略

お客さまに選ばれる企業グループへ

お客さま戦略

中期経営計画期間

詳細は
p.13-14を
チェック！

京急グループの目指す姿

長期ビジョン

グループ理念（抜粋）

長期経営戦略〈基本方針3つの柱〉

　京急グループでは、事業環境の変化に対応し、持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上を目指すため、当社グループの
一大プロジェクトとなる品川駅周辺開発を見据えた、20年間に
わたる「京急グループ総合経営計画」を2016年3月に策定し、
推進しています。2035年度に目指すべき将来像である長期
ビジョンを実現するために、「エリア戦略」「事業戦略」「お客さま
戦略」の3つの柱で構成されており、個々の事業の戦略は、

エリアとの掛けあわせで考えます。
　また、2035年度の目指すべき姿を達成するために、2020年
までの「中期経営計画」も策定し、3つの柱に関する具体的な
施策を積極的に推進しています。
　ここでは、京急グループの持続的な成長施策の説明のため
に、「京急グループ総合経営計画」と「中期経営計画」について
ご紹介します。

Special Feature -1

［特集1］京急グループ総合経営計画
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　新たな観光の拠点づくりを行うとともに、鉄道・バス・タク
シー等との連携により回遊性を向上させ、三浦半島観光活
性化の基盤を作る。

3. 都市近郊リゾート三浦の創生

　羽田空港アクセスにおいて確固たる地位を確立していく
とともに、羽田空港周辺エリアにおいて、ホテル、商業施設、
賃貸物件等への積極的な投資を行い、京急グループの基
盤強化に努める。

2. 羽田における基盤強化の推進

　地元・行政および観光事業者・開発事業者等との連携可
能性を追求し、各地域の特性を活かし、魅力を向上させる
事業を展開する。また、当社および当社グループ会社の本
社を沿線の中心である横浜へ移転し、沿線全域にわたるエ
リア戦略の推進強化を図る。

4. 地域とともに歩む

エリア戦略の重点テーマ

　2016年4月に地区計画が決定された品川駅周辺地区に
おいて、品川駅周辺の発展を担う事業者として、土地区画
整理の手法を活用した開発の2019年度着手を目指し、国
際交流拠点化に向けた開発事業を推進する。この品川駅周
辺開発を筆頭に、沿線の拠点となる地域において、特性に
応じた街づくりを推進し、「品川」「羽田空港」のポテンシャ
ルを最大限沿線の活性化へ波及させる。

1.  品川を筆頭に駅周辺を核とする
 街づくりの推進

長期ビジョンを達成するための京急グループ2020年度像の目標数値

　中期経営計画期間は、「構造変革期」として位置付け、東京
オリンピック・パラリンピックに向けた好景気を背景に、企業体
質の変革に向け、事業再編やお客さま志向の徹底に取り組む
とともに、各エリア事業の取り組みを強化し、長期ビジョンの実
現に向けた土台づくりを進めます。
　2年目である2017年度は、不動産賃貸事業については計
画を前倒して拡充を進めるなど、引き続き成長投資を推進した
一方、不要な資産の売却を行うなど事業の選択と集中を進め、

2020年度以降に本格化する品川駅周辺開発に備え、事業基
盤の強化に努めました。また、今後の事業環境を見据えた他社
との事業連携や新規事業等への展開を行うとともに、グルー
プ会社再編を含めた業務推進体制を再構築するなど、経営計
画の実現に向けた推進体制の強化を図りました。

■ 経営指標

目標指標 2016年度
（実績）

2017年度
（実績）

2020年度
（計画）

営業利益（億円）

EBITDA（億円）

純有利子負債（億円）

純有利子負債／
EBITDA（倍）

377

700

3,692

5.3

294

669

3,947

5.9

330
680
4,200

6.2

お客さま戦略の重点テーマ

　羽田空港アクセスにおける確固たる地位を確立していく
とともに、安全・安定輸送を継続し、事業構造を変革してい
くことにより、安定的な利益確保に努める。また、輸送サー
ビスの高付加価値化などにより快適な移動を実現し、新た
な旅客獲得を目指す。

1. 基幹たる交通事業の基盤強化
　羽田空港国際線・国内線ターミナル駅を、当社グループ
の「おもてなし」を発信する拠点としていくとともに、訪日
外国人の快適な移動実現に向けた施策を強化し、訪日外国
人需要を確実に取り込んでいく。

3. 訪日外国人需要の取込み

　低収益事業の抜本的改革、重複する事業・組織の整理
統合、既存事業の利益率改善を図るとともに、時代や環境
変化を捉えた新規事業の展開を図る。また、有利子負債
の削減等財務体質の改善に継続して取り組む。

4. 筋肉質な事業構造への変革

事業戦略の重点テーマ

　沿線および都心部を中心に、建設・販売・管理を一体とし
た体制のもと、賃貸事業・マンション分譲事業を展開し、
交通事業に並ぶ事業へ向けて成長を図る。また、リノベー
ション事業等の既存ストックを活用した事業の強化も図る。

2. 賃貸事業・マンション分譲事業の
 戦略的展開

■ 投資計画

　エリア戦略・事業戦略の礎として、お客さまの声を企業経営に取り込んでいくとと
もに、お客さま志向の徹底に向けた人材育成を推進するなど、お客さまに選ばれる
商品・サービス水準を常に追求していく。

すべてはお客さまのために

2020年までの中期経営計画
成長投資
830億円
成長投資
830億円

2017年度実績
410億円
2017年度実績
410億円

維持・更新投資
1,770億円
維持・更新投資
1,770億円

2016～2020年度2013～2015年度

投資全体額に占める
成長投資額の割合 18％ 32％

1年平均成長投資額

2013～2015年度 2016～2020年度

70億円 170億円

維持・更新投資1,770億円
うち、鉄道事業約1,000億円

成長投資830億円
うち、不動産事業（賃貸）およびレジャー・サービス事業（ホテル）
に約500億円を投じ、成長・拡大に資するM&Aの検討も行う

成長投資
197億円
成長投資
197億円

維持・更新投資
916億円
維持・更新投資
916億円

2016年度実績
150億円
2016年度実績
150億円

［特集1］京急グループ総合経営計画
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Special Feature-2

［特集2］グループ一丸でのCSR

［ 特徴的な活動 ］

　「羽田空港ターミナル間無料連絡バス」では2015年から女性運転士が専任スタッ
フとして、訪日外国人の方をはじめ、不慣れなお客さまにも安心して気持ちよくご利
用いただけるよう、業務を担当しています。
女性運転士の採用にあわせて専用施設も設
置し現在は、無料連絡バス以外も運転する運
転士をあわせて28名が活躍しており、女性な
らではの優しい運転やアナウンスはお客さま
からの評判が良く、また乗務員不足の解消や
女性社員の活躍推進にもつながっています。

女性運転士による
「羽田空港ターミナル間無料連絡バス」

取締役社長

平位 武

　京浜急行バスは、京急グループの交通事業の
一翼を担っており、約2000人の社員が「安全・安心
輸送」に全力を傾けています。鉄道を動脈とすると
毛細血管の役割がバスであり、地域の皆さまに
もっとも身近な「足」として、お客さまとの接点を
大切にしながら事業を進めています。
　高齢者のお客さまが年々増える中、バス乗車中
のお客さまの転倒等による車内人身事故の防止が 
課題であり、当社では過去に一部の車両に社員が
添乗する“安全推進添乗”を実施し、事故件数の

大幅な削減につなげるなど、車内人身事故の防止
に向けて、様々な取り組みを行っています。また、「安
全・安心」を担う社会的責任として、防災対策にも
注力しており、地域自治体と連携した訓練を実施し
ています。本年３月には葉山町と共同で津波を想定
した避難訓練を行ったほか、今後は鎌倉でも地域
住民の方々を交えた防災訓練を計画しています。
　バス輸送量１人当たりのCO2排出量はマイカー
より大幅に少なく、バスは環境にやさしい乗り物
です。バス業界全体で進めているバス利用促進の

取り組みや、アイドリングストップの徹底に加え、
2019年春からは民間バス会社として初となる燃料
電池バスを、水素ステーションのあるお台場地区で
運行開始予定とするなど、環境対策についても力を
いれています。
　これからも、地域の皆さまに「バスがあって良かっ
た」、そして「地元を走っているバスが京浜急行バス
で良かった」と思っていただけるような存在を目指し、
地域社会に溶け込み、地域の皆さまに愛される会社
となれるよう、各種取り組みを進めていきます。

地域社会に溶け込み、地域の皆さまに愛される会社を目指す

京浜急行バス株式会社 ［ 主な事業内容 ］ 乗合バス事業

［ 特徴的な活動 ］

　住まいの購入・売却・リフォーム・賃貸
など、人生のさまざまなシーンで直面する
住まいや暮らしに関する課題に対し、ワンス
トップでお客さまにとってベストなご提案
を提供する京急すまいるステーション。暮
らしのトラブル解決や、家事代行や耐震診
断などの暮らしのサポート、さらには相続・ 
資産鑑定のご相談など、地域の皆さまの
さまざまなお悩みの解決を図っています。

京急すまいるステーション

取締役社長

坂齊 素彦

　当社は沿線における比較的中小規模の不動産
の開発や仲介に従事しています。沿線に12軒の
営業店舗を配置し、活動エリアを限定することで、
地域に密着した情報の深掘りを図れている点が
強みとなっています。
　当社の社会的責任は、地域社会が望んでいる
サービスをきちんと提供することで沿線の価値
を維持・向上させていくことと認識しています。
2015年には、不動産にかかわらず、沿線の生活者
の方々のニーズを把握することを目的に、住まい

と暮らしに関するさまざまなご相談に対応する 
「京急すまいるステーション」を設置し、そこでいた
だいた声をもとに、社会課題の解決に取り組んで 
います。「京急すまいるステーション」の設置は、 
横浜市立大学との連携のきっかけにもなり、金沢
区も含めた産学官連携で空き家利活用プロジェク
トを推進、空き物件を再生・転貸する「カリアゲ」や

「シェアハウス」などの新サービスの提供にもつ
ながりました。また、地域の皆さまから多く寄せら
れた「高齢者住宅・施設の情報についてはどこに

相談すればよいのかわからない」とのお声に応え、
本年4月、高齢者住宅・施設の無料相談窓口を
正式に開設しています。
　当社では今後も、大学や行政も含めた地域の
皆さまとの連携も強化しながら、行政サービスを
補完するような意識で、地域の皆さまに資する
活動に取り組むことで、沿線の住み心地をより良
くし、社会的責任を果たし続けていきたいと思い
ます。

地域に密着した情報の深掘りにより住み心地の向上に貢献

京急不動産株式会社 ［ 主な事業内容 ］ 土地・建物の売買、仲介、賃貸の各事業

［ 特徴的な活動 ］

　三浦市・横須賀市の両教育委員会を
通じて、小学5〜６年生向けに、当社飼
育部のスタッフが講師となって、メダ
カの繁殖・飼育方法や、自然環境保護の
重要性を学ぶ出張授業を実施しました。
2017年度の実施校の数は計17校。パー
ク内のビオトープで繁殖させたメダカの
放流も、地元の小学生とともに行ってい
ます。

小学校での出張授業の様子

取締役社長

草川 晴夫

　当社は三浦半島のレジャースポットとして、京急
グループ内はもとより地元地域の方々とも連携を
図りながら、水族館の運営事業を行っています。
特色あるイルカ・アシカのパフォーマンスを中心に
多くのご来場者からご愛顧いただき、おかげさま
で本年、設立50周年を迎えることができました。
　貴重な自然環境の残る油壺に位置する当パーク
ならではの取り組みとして、「希少生物の保存・飼育」、

「生物に関する教育普及活動」、「環境問題に関 
する告知」の３つをテーマに、さまざまな活動を推

進しています。パーク内の「みうら自然館 観察王国」
では、神奈川県産のメダカやイモリ、ニホンアカ
ガエルなどの絶滅危惧種の繁殖・保全・飼育活動
に取り組むとともに、三浦市・横須賀市の両教育
委員会を通じて、小学校での出張授業を実施し、
子どもたちに自然の大切さや命の尊さを学ぶ機会
を提供しています。なかでも「三浦メダカの里親
学校」プロジェクトでは、両市の約15の小学校に
ご協力いただき三浦メダカを分散飼育し、その繁
殖・保全に努めています。繁殖に成功した生物は、

既存の生態系バランスに配慮しながら放流を行う
など、種の保存実績も出ています。
　こうした生物多様性保全に資する活動に加えて、
今後は、園内の屋上スペースを活用した太陽光発
電や、水槽の水替え時の排水を利用した水力発電
など、環境配慮へ向けた新しい試みも検討してい
ます。水族館の事業運営を通じて、水族館ならで
はの社会貢献にも努めていきますので、引き続き
ご支援をお願いします。

生物多様性保全をはじめ、水族館として出来る社会貢献を追求

株式会社京急油壺マリンパーク ［ 主な事業内容 ］ 水族館の経営

京急グループでは、グループ一丸となってCSR活動に取り組んでいます。
ここでは、グループの主要会社について、それぞれの事業特性に応じたCSRの取り組み方と、特徴的な活動をご紹介します。

15 KEIKYU GROUP CSR REPORT 2 018 16KEIKYU GROUP CSR REPORT 2 018



［特集2］グループ一丸でのCSR

［ 特徴的な活動 ］

　当社は、横浜市が所有する道志村の水源
かん養林の整備事業への参画を通じて、
横浜の水源林を守る取り組みを行っており、
その水源林の名称は、お客さまに「京急百貨
店はぐくみの森」と命名していただきました。
これは「ハグ・クミ・パーク」の名称にもつな
がっています。このほか、港南区の「こんにち
は！ こうなんbaby誕生プレゼント」へ協力し、
タオルへお名前の無料刺繍を実施するなど、
地元行政と連携して、地域の子育て支援に
も積極的に取り組んでいます。

地域との連携を通じたCSR 活動

取締役社長

上野 賢了

　京急百貨店は、1996年に上大岡駅を拠点に開業
して以来、近隣4区（横浜市港南区・磯子区・南区・
金沢区）にお住まいの約80万人・35万世帯の生活
者の皆さまを中心にご愛顧いただき、当店のポイン
トカード利用数も35万枚を超えるなど、地域密着・
生活直結の「生活者本位制百貨店」としてこれまで
成長を続けてまいりました。当社では、当店の存在
価値として、「地域の家族・コミュニティの集いの場」、

「安全安心、快適で心豊かな生活の場」、「賑わいの
創出によるお客さまの自己実現を叶える場」の3つ

を掲げています。その存在価値の具現化のひとつ
として、地域の子育て世代や働く女性の支援のため、
売場とは独立した広場として絵本や知育玩具を備え
た「ハグ・クミ・パーク」を設け、子育て支援関連の
イベントを年に200回以上開催しています。生活・
地域に密着した事業活動は、京急グループのCSR
理念に沿った取り組みでもあり、地域の皆さまから
もご支持をいただけているように感じています。
　また、環境活動については、開業5年目の2001
年から取り組み始め、2013年には百貨店として

初めて、お客さまと一緒になって環境活動を推進す
る店舗として「エコマーク認定」を取得し、2017年に

「エコマークアワード」優秀賞を受賞しました。これは、
当社がこれまで環境に配慮した活動への参加の場を、
お客さまに提供し続けてきたことへの評価であると 
考えています。今後は、「ここにしかない」商品を 
増やすことで、さらにワンランク上の豊かさを追求し
た百貨店へと進化させていくと同時に、生活文化の
担い手として、子育てやお客さまの健康・豊かさを
具現化できる文化を創っていきたいと思います。

生活文化の担い手として、お客さまの生活をサポート

株式会社京急百貨店 ［ 主な事業内容 ］ 百貨店業、ショッピングセンター業

［ 特徴的な活動 ］

　保育事業では、子どもの日、節分等の保
育園の園行事には在園児以外にも地域住民
や家庭などに参加を呼びかけ共に楽しんで
いただく地域との連携・融合に積極的に取
り組んでいます。このような機会等を通じて
地域の皆さまの生活を知ることができる環
境にあり、その状況やご要望などの情報を
沿線価値向上のためにグループ内へ発信す
る役割も担っていきたいと考えています。

園行事に地域のご家庭を招待

取締役社長

樫野 敏弘

　当社は、｢総合生活応援企業｣として、｢お客さま
に選ばれるサービスを提供し、地域で一番信頼
される会社を目指す｣ことを経営方針に掲げ、沿線
を中心に、ビルメンテナンス業や家事代行、保育
園運営など、人々の生活に密着したさまざまな事
業を展開しています。当社の原動力は何はなくと
も｢人｣。社員一人ひとりが誇りと強い責任感の
もと、高い意識で事業を創りあげているという
気概を持って仕事に取り組んでおり、その姿勢は、
当社の強みの一つだと自負しています。

　CSRに関しては、安全・安心を最優先に、事業を
通じてお客さまの期待に即したサービスを提供し
続けることが何よりも大切であると考えております。
ビルメンテナンス業では、施設の設備管理や清掃、
警備を京急グループ所有のみならず外部施設で
も請け負って真摯に取り組んでおり、各々の施設
の機能、ひいては“街”の機能を支える役割にもつ
ながっていると捉えています。人材育成にも力を
入れ、専門的なメンテナンススキル向上のため
研修施設を建設中であり、さらに取引先との健全

な取引やハラスメント防止等のコンプライアンス
研修などにも積極的に取り組んでいます。また保
育事業では、横浜市に５園、川崎市に２園計７園の
認可保育所を運営しており、子育て支援事業を通
して積極的な地域・社会への貢献を目指しています。
　今後もさまざまなステークホルダーの方々と
協力し合いながら沿線価値の向上に努め、「この
街に住んで良かった」と思っていただけるような
地域密着企業としてさらに成長していくことを目
指しています。

人々の生活に密着したさまざまな事業を通じて社会貢献

京急サービス株式会社

［ 特徴的な活動 ］

　神奈川県の特定非営利活動法人障害者
雇用部会が定期的に開催する「保護者・教
員等の企業見学会」へ参加。みなとみらい
移転後の京急グループ本社ビル（仮称）で
の業務拡大も視野に、継続的な障がい者
雇用に努めています。また、クローバース
タッフをフォローする指導員の雇用も、
引き続き積極的に行ってまいります。

継続的な採用活動

取締役社長

根岸 一雄

　当社は、障がいのある方々の「働くことで、自立
と社会参加を果たしたい」という思いに応える
ことを目的に、2003年に京急電鉄の特例子会社
として設立。以来、障がいのある方 （々当社では

「クローバースタッフ」と呼称）に社会進出の場を
積極的に提供し、2018年7月1日現在、53名の
クローバースタッフが、駅清掃、クリーニング業
務等、京急グループ会社からの委託業務、本社
ビルのアテンド及び文書電子化業務、データ入力
業務・DM 発送及び駅団体受付業務などの仕事

に従事しています。
　当社グループの障がい者雇用率は本年6月
1日時点で2.44％と国の基準を上回っています。
加えて、積極的な現場フォローの徹底により、ここ
数年離職がなく安定して高い定着率を維持でき
ています。
　クローバースタッフは沿線の自治体や学校等を
通じて採用しており、入社後のミスマッチによる
離職を防ぐために、実習生の受け入れや、就労に
ついての職場見学なども受け入れています。また

毎月1回実施の各クローバースタッフの優れた点
を表彰する制度（賞揚制度）は、働き甲斐とコミュ
ニケーションの向上につながっているように思い
ます。
　クローバースタッフの指導員も積極的に採用し
ていますが、新任指導員研修は、クローバースタ
ッフへの理解が進んだ入社1〜2ヶ月後に実施す
るようにしています。今後とも個性豊かなクロー
バースタッフが、定年まで安心して勤められる会
社であり続けるよう、努めていきたいと思います。

クローバースタッフが安心して勤められる会社を目指して

株式会社京急ウィズ ［ 主な事業内容 ］ 駅清掃、駐輪場管理、名刺作成、布団乾燥、
クリーニング業務、施設管理業務、データ入力業務、団体旅客受付業務

［ 主な事業内容 ］ ビルメンテナンス・清掃・警備事業、
生活支援事業、生花事業、保育園運営事業
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Ⅰ 特別ラッピング列車
　「京急120年の歩み号」を運行
　創立120周年を記念して、2018年2月から歴代のカラー
リングを施した「京急120年の歩み号」の運行を開始しま
した。大正時代や戦後に活躍した車両から、現在主流となっ
ている赤白基調のデザインまで、車内では歴代の車両デザ
イン（4デザイン）を1編成（4両編成）で再現しています。車
両ごとに、各デザインが使用されていた時代の写真や広告、
きっぷなどを掲出して、京急の歩みや沿線地域の移り変わ
りを紹介しています。出発記念式典には、川崎市長をはじめ、
川崎市観光協会会長、川崎大師貫首、味の素（株）川崎事業
所長が参加され、試乗会では、大師線沿線の幼稚園・保育園
の園児たちを招待しました。京急大師線を中心に運行され、
沿線の皆さまに京急をもっと知っていただけるきっかけと
なることを期待しています。

Ⅱ 120千セットの優待乗車証配布
　京急の起点である品川から自然豊かな三浦半島の三崎口
まで計10か所において、PASMO・Suica 等の交通系 ICカ
ードまたは京急線電車定期券の提示を条件に、2018年2月
に優待乗車証（電車全線片道1回）2枚を120千セット（12万
枚セット24万枚）無料でお配りいたしました。優待乗車証は
2018年2月から2018年9月までの7か月間の有効期限を
設けており、配布当日以外でもご家族とのお買い物、レジャ
ー等にご利用いただけるものとなっています。
　長年京急グループをご愛顧いただいている皆さまへ直接
感謝を表すとともに、沿線外の方々へも京急グループをアピ
ールし、施設利用や京急沿線の観光地へお出かけいただく
ことで地域活性化になるとの考えから実施。横須賀や三浦
方面への誘客を狙いお客さまとのコミュニケーションを図り
ました。

Ⅲ「京急沿線の風景」ギャラリー号の運行
　2018年2月から、「京急沿線の風景」ギャラリー号を運行し
ています。このギャラリー号は京急沿線での生活やイベントの
1シーン、沿線の思い出など、さまざまな絵画や写真とそのエ
ピソードを皆さまから募集し、ご応募いただいた作品を赤と白
で全面塗装した新1000形ステンレス車両「1201」編成の車
内に掲出するものです。真新しい車内で、見慣れた愛着のある
風景や、懐かしい風景、まだ見ぬ京急沿線の魅力に触れられる、
楽しい車両となっています。
　京急沿線での生活やイベントの1シーン、沿線の思い出など、
皆さまの想いが込められた作品を車内に掲出することで、沿線
の皆さまと一緒に過ごしてきた日常を共有し、改めて京急沿線
の良さを認識していただくと共に、沿線外の方々にも京急沿線
の魅力をお伝えします。

Ⅳ 120周年イメージポスター
　「その生き方のそばに、京急　歴史と共に創られる、京急沿
線の日常。」をキャッチフレーズに、2017年10月より2年間、
120周年イメージデザインポスターを偶数月に更新しています。
京急沿線で暮らした場合に出会える、景色・時間・体験の「豊かさ」
を表現。魅力的で、かけがえのない1日のストーリー展開を通し
て、120年をかけ創出されてきた沿線価値と、そうした一日が
これからも重ねられていく未来への想いを感謝とともに表して
おり、①歴史を振り返る、②長期ビジョン実現に向け、新たな出
発を図る、③日頃ご利用のお客さま
への感謝の意を示す、④新たなファ
ンづくりにより、存在感を高める、を
テーマとしています。
　沿線を印象的な画像と、出演者2
名の会話で紹介することで、魅力発
信・旅客誘致による地域貢献を図り、
120年をかけて創出された沿線価
値を未来へつないでいきます。

Ⅴ 京急感謝祭の開催
　京急創立120周年を記念した『京急感謝祭』を2018年2月
から随時開催しています。2月の第1弾は「京急感謝祭お買い物
フェア」を京急グループ各対象施設で開催。商品券や宿泊券が
抽選で当たるキャンペーンや、ちょっといいおまけプレゼントな
どを行いました。3月の第2弾は「創立120周年サンクスマルシェ」
を開催し、旬の野菜や京急グッズなどを販売するほか、賞品が
当たる抽選会等も行いました。4月から5月の第3弾は「京急プ

レミアポイント春のありがとうキャンペーン」を開催し、京急各
施設・店舗の対象商品をお得にご購入できるキャンペーンを
実施しました。6月の第4弾では「オール京急感謝祭」を開催し、
京急グループ各社で使用できるクーポンおよびセール情報・限
定商品情報を記載したクーポンブックの配布や、工場見学ツア
ーなどが当たるサンクスプレゼントキャンペーンなどを行いました。
　普段は出来ないサービスを記念事業の一環として行い、お客
さまに感謝の意
を表すと共にお
客さまの 満足
度向上を目指し
ています。

Ⅵ 企業コラボキャンペーンの実施
　2018年3月から5月に、「リラックマ」とコラボした「リラック
マ15周年×京急120周年記念 一緒にごゆるりお祝いキャンペ
ーン」を、また2018年7月から9月に、「北斗の拳」とコラボした 

「北斗の拳35周年×京急120周年記念 北斗京急周年のキャン
ペーン」を実施しました。それぞれ、15周年、35周年を迎える
人気キャラクターの特別ラッピングを施した電車を運行したほか、
駅名看板の特別装飾や沿線を周遊いた
だくスタンプラリーなど、様々なコラボ
企画を行いました。120周年を盛り上げ
るためのコラボ企画ですが、全国各地
から沿線へ多くの方に訪れていただく
ことも目的としており、ひいては地域発
展につながると期待しています。

Ⅶ 京急電鉄ナイター
　2018年7月、横浜スタジアムにて、「創立120周年記念 
京急電鉄ナイター」の冠を付けた横浜DeNAベイスターズ
vs阪神タイガースのナイターを開催しました。当日は広告掲
出、ブース出展ほか各種イベントを実施することで、“京急創立
120周年”と、その事業の一環である、みなとみらいへの本社
移転および、横浜 DeNA ベイスターズファーム施設の追浜
移転を横浜のファンにPRするために実施しました。
　あこがれの「始球式」や、小学生以下のお子さまを対象に、試
合前に選手に会ってサインがもらえる「スタメンキッズ」、実際
のマウンドでスピード勝負ができる「スピードガンコンテスト」、
普段は入れない横浜スタジ
アムの裏側を見ることがで
きる「スタジアム見学ツアー」
などに60組120名様を抽
選で無料ご招待。日頃京急
をご利用いただいているお
客さまに感謝を伝えました。

最大の財産であるお客さまへの 
感謝の気持ちを

　京急グループは2018年2月25日に前身の大師電気鉄道
の創立から120周年を迎えました。わずか2キロの路線から
始まり、鉄道事業だけではなく、レジャー事業、流通事業など
を展開し現在の姿に至るまで、様々な困難が立ちはだかるこ
ともありましたが、沿線の皆さまからのご理解とご支援に
支えられてまいりました。
　鉄道路線網やバス路線網、ストアなどの流通店舗網等は、
京急グループが120年の事業のなかで築きあげてきた財産
ですが、最大の財産は、沿線にお住まいの方や、沿線で働い
ている方々であり、沿線の街そのものと考えます。最大の財
産である沿線の皆さまと京急グループをご愛顧いただいて
いるお客さまに対し、これから先の120年も変わらず当社グ
ループに寄り添っていただけるよう、感謝を伝える記念事業
を2017年10月から実施しており、多くの方にご利用、ご参
加いただきました。主なイベントについて、個別にご紹介いた
します。

沿線での地域的な課題への 
対応も考慮

　この京急創立120周年事業では、お客さまへは感謝の気
持ちを様々な形で還元することはもちろんのこと、当社沿線
地域の持つ魅力を改めて発信し来訪の機会を提供することで、 
新たな発見をしていただくことも目的としています。沿線外 
の方々への認知の機会とし、沿線へお越しいただくことで、 
地域の活性化ひいては定住人口の増加にも貢献できたらと
考えています。
　また、少子高齢化・人口減少の進行に伴う空き家や単身
高齢世帯の増加などの地域課題に対しても、120周年事業に 
よる大々的なPR展開等で沿線に人を呼び込み、活気あふれ
る沿線の実現を目指すことが、課題解決の一助になることも
期待するなど、CSR活動の一環としても捉えています。
　京急グループは、事業を通じて「沿線価値の向上と企業価
値の最大化」というグループCSR理念に則り、多くの人々が
集う豊かな沿線を実現し、次の120年の発展を目指します。

Special Feature-3

［特集3］京急創立120周年事業 創立120周年を迎えた京急グループは、記念事業として様々なイベントを実施しました。
その概要や、イベントに込めた想いをご紹介します。

京急創立120周年事業  主な取り組み

©YDB

©2018 SAN-X　©KEIKYU

19 KEIKYU GROUP CSR REPORT 2 018 20KEIKYU GROUP CSR REPORT 2 018



京急ストアが、かながわブランド品をはじめ、神奈川県の農林水産物や、加工品を
積極的に取り扱う販売店として、「かながわブランドサポート店」に39店舗登録。

7月

2017 20184月 6月 8月 10月 12月 2月

3棟合計1,394戸のマンション、川崎港町
トリプルタワーズシティ「リヴァリエ」にて
全戸引き渡しが完了しプロジェクトが完了。

6月

羽田空港国際線ターミナル駅の訪日外
国人向け観光案内所（京急TIC）を拡張、
海外からのお客さまがより便利に。

8月

リノベーション事業やシェ
アハウス事業強化のため
（株）Ｒバンクを子会社化。

3月

三浦市の観光回遊性向上を目的
に、官民共同で三浦市全域のレ
ンタサイクルを運営する「みうら
レンタサイクル運営協議会」を
設立。

4月

京急電鉄は川崎市と沿線のまち
づくりに関する方向性を確認し、
「包括連携協定」を締結。

4月

車両工場開放イ
ベント「京急ファ
ミリー鉄道フェス
タ2017」開催。

5月

京急グループとスノーピークが連携し、
シーサイドグランピング施設「snow 
peak glamping 京急観音崎」を観音崎
京急ホテルの運営にてオープン。

6月

台湾観光局から台湾観光
に貢献した企業として「台
湾観光貢献賞」を受賞、鉄
道会社による日台相互の
観光交流促進。

3月

京急沿線へのインバウンド（訪
日外国人）誘客を目的としたPR
業務を代行する事務所をシンガ
ポールに開設し、2016年度に
開設した台湾とタイをあわせた
３拠点で京急沿線の魅力をPR。

12月

「みさきまぐろきっぷ」で乗車でき
る「KEIKYU OPEN TOP BUS」
を運行開始。

10月

羽田空港のさらなる旅客増加見込みにあわ
せ、羽田空港周辺（空港敷地外）のホテルと
しては最も空港に近い場所に位置し、お部屋
から羽田空港が見渡せる宿泊特化型ホテル
「京急EXイン羽田」が開業。

10月

「三浦海岸河津桜まつり」にあわ
せ、貸切列車の運行、夜間ライト
アップ、桜ラッピングトレインの運
行、駅名看板変更などイベントが
盛りだくさんの「三浦海岸 河津桜
とまぐろ満喫の旅」キャンペーンを
開催。

2月

京急川崎駅のホームや駅周辺を会
場に「京急川崎ステーションバル」
を開催。「横須賀」「三浦」などの
特産グルメを販売するなど沿線の
魅力を発信。

9月

お客さまの動向や需要に応じた
輸送力確保と利便性サービス向
上を目的に「ダイヤ改正」を実施。

10月

京急創立120周年
記念事業を開始。

10月

川崎鶴見臨港バスが
創立80周年、記念事
業を実施。

10月

京急鶴見駅に直
結のコミュニティ
型商業施設「ウィ
ングキッチン京急
鶴見」をオープン。

7月

電車・バスのフリー乗車券と『食べる券』、
『遊ぶ券』がセットになった大変おトクに横
須賀を満喫できる企画乗車券「よこすか
満喫きっぷ」を新発売。

7月

オープンイノベーション施策の一環である「KEIKYUアク
セラレーター」プログラムの採択
企業7社が決定、京急沿線の暮ら
しとその先にある未来を豊かにす
る新規事業の創出を目指す。

10月

京急ストアが創立85
周年、記念特別企画お
買上げ大抽選会開催。

10月

This Year's Topics

1年間のトピックス 京急グループが2017年度に行った事業活動に関連する
主な取り組みをご紹介します。
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具体的な目標 取組計画
● 鉄道運転事故　有責事故０件の継続
● 輸送障害 内部要因０件（外部要因も減少）
● インシデント ０件の継続

1.安全に対する意識・知識・技術をさらに向上させる教育訓練のPDCAサイクルの推進
2.自然災害、事故・トラブル等の事案分析や対策の強化を図るための取り組み
3. 規程やルール等の順守を徹底するための取り組み
4.コミュニケーションの強化を図るための積極的な取り組み
5. 安全性向上のための、設備・施設を充実させる継続的な取り組み

2017年度
鉄道本部
安全重点施策

京急グループでは、すべての事業において安全・安心を最優先し、

その確保に全力を傾けています。 特に基幹事業である

鉄道事業においては、鉄道安全管理規程に定めた

安全管理体制のもと、安全・安定輸送の確保に努めています。

2お客さまや社会の信頼に応えるため、
法令や規程等を順守し、
厳正・誠実に職務を遂行する。

1安全最優先の意識の徹底を図るとともに、
鉄道安全管理規程に基づき、
安全確保に全力を傾ける。

    

施策や対策の
見直し・改善

鉄道のプロとして常に誇りと責任を持ち、一人ひとりが規律と士気を高くし、
全員一丸となって京急の安全に取り組もう

『日々の安全への感性を磨き、安全・安定輸送を継続する』

安全管理体制全般の見直し報告書

Act見直し・改善
施策の進捗管理・
対策の効果確認 鉄道安全監査

Check評価

鉄道の安全に
関する
施策・対策の
策定

安全重点施策

Plan計画

耐震補強工事等

具体的な施策・
対策の実施

Do実行

安全方針

鉄道安全管理規程・安全統括管理者・運転管理者
　鉄道事業法等に基づき、各鉄道事業者は、鉄道の安全管理
体制を確立するため、安全管理規程の制定や安全統括管理
者の選任等が義務付けられております。当社では、2006年
10月に鉄道安全管理規程を制定、安全統括管理者・運転管
理者を選任し、国土交通大臣に届け出しております。

取締役社長・安全統括管理者による職場巡視
　取締役社長や安全統括管理者をはじめとする、役員およ
び鉄道本部内の各部長が、鉄道の安全を支える現業を巡視
し、現場の取り組み状況を
確認するとともに、意見交
換を行い、社員の安全意識
の高揚を図っております。

ヒヤリハット
　「ヒヤリハット」や安全に関する「意見・気付き」等、輸送
の安全に係る情報については、体系的に集約・活用する体制
を整備しております。
2017年度のヒヤリハット情報による改善例

【昇降階段手摺の嵩上げ】
　新町検車区構内ピット線での、乗務員室出入り口用昇降
階段の手摺が低く、階段を降りるときに前傾姿勢となり、手
を滑らせ転落する危険があったため、手摺を高くする改造を
行い、転落し怪我をする危険性を解消しました。

For Safety

安全・安心への取り組み
鉄道安全管理規程に基づくPDCAサイクル

社長巡視 改善前 改善後

　安全管理体制は、計画（Plan）→実行（Do）
→評価（Check）→見直し・改善（Act）の体制

（PDCAサイクル）を維持していくことが大切
です。当社では、鉄道安全管理規程をはじめ、
現在行っている体制を常に見直し、改善に向
けた取り組みを行っております。

高解像度の画像
支給願います

安全重点施策P 目標達成への具体的な取組計画を、鉄道本部安全重点施策において定めております。

安全管理体制とその方法D
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社員教育

事故資料展示室の整備・教習
　過去の鉄道事故の資料を通じて、事故・災害対応の体験
を共有し、危機感を高めるとともに事故からの教訓を学ぶ、
社員専用の教習施設として、事故資料展示室を2008年12月
に整備いたしました。その後も、さらなる活性化を図るため、
ビデオやスライド等の資料拡充を図っております。
　鉄道本部内各部を中心
に、延べ約4,000名を超え
える社員や関係者が教習を
受けております。今後も、こ
の資料室を積極的に活用し、
安全意識の高揚を図ってま
いります。
※社員研修施設のため、一般公開は行っておりません。

乗務員の養成
　当社の乗務員は、運転士349名、車掌377名（2018年
2月末現在）が在籍しております。
　運転士の養成は、国土交通省の指定を受けた動力車操
縦者養成所である運輸営業部人財・サービス課鉄道乗務
員育成所が行っており、学科4か月・技能6か月の計10か
月にわたる講習を行い、専門的な知識を習得させております。
また、車掌も同様に、車掌業務に必要な知識について、学科
1か月・技能2か月の計3か月の講習を行っております。
　当社では運転士教習用に実物大の模擬車両を使用した
運転シミュレータを1997年に、CG画像でドア操作体験が
できる車掌用シミュレータを2006年に導入し、乗務員の
知識・技能のさらなる向上を図っております。また、運転シミュ
レータに関してはＣ-ATSや踏切防護システムに対応する改修
を行っています。

ホーム立哨技能測定・営業関係効果測定の実施
　知識・技能向上による安全・安心の確保を目指し、全駅
係員を対象とした実技形式
によるホーム立哨技能測定
と、ペーパーテスト形式によ
る営業関係効果測定を年1回
実施しております。

各種訓練の実施

鉄道事故復旧訓練
　万一、重大事故が発生した際に迅速に対応できるよう、
毎年秋に実施している総合訓練です。2017年度は、「動作
中の踏切道内に侵入した自動車と衝突し列車が脱線、乗客
に負傷者が発生し、線路・電気・通信設備が損傷する」とい
う設定で訓練を行いました。この訓練は、毎年、お客さまへ
の公開を行っており、2017年度は約100名のお客さまに
ご見学いただいております。
　また、一般見学者の一部希望者および外国の方に、事故
想定車両からの避難体験を行っていただきました。

日　付 2017年10月12日
場　所 （株）京急ファインテック久里浜事業所

参加人数 約690人※訓練参加者約190人、
お客さまを含む見学者約500人

鉄道本部防災訓練
　大規模地震を想定した訓練として、毎年防災週間に実施
しております。東海地震の警戒宣言発令を想定した予知対
応訓練、その後地震が発生し、災害が起きたことを想定する
発災対応訓練を実施いたしました。
　また、2017年度は本社内に危機対策総本部を設置し、テ
レビ会議システムを使用するなど京浜急行バスグループと
運行情報を相互に共有する訓練をあわせて実施いたしました。

日　付 2017年9月1日
場　所 当社線全線

テロ対策訓練
　万一の鉄道を狙ったテロが発生した際に、機敏な対応が
取れるよう、お客さまの避難誘導体制や警察・消防等との
連絡通報協力体制を確認するため実施している訓練です。
2017年度は、走行中の列車内に置かれた爆発物と思われ
る不審物を発見した場合を想定した、テロ対策訓練を実施
いたしました。

　訓練終了後、職員の鉄道テロに対する意識の高揚を図る
ため、パートナーシップ警視庁事務局および警視庁テロ
対策部門よりテロに関する講話をいただきました。

日　付 2017年６月13日
場　所 走行中の列車内および京急蒲田駅5番線
参加人数 約170人（京急電鉄のみ）

　鉄道の安全管理体制が適切に確立され、実施されている
かを確認するために、毎年、鉄道安全監査を実施し、安全管
理体制の見直し・改善へつなげております。
　2017年度鉄道安全監査では、取締役社長以下、鉄道の
安全確保について重要な役割を担う各管理者に対して、書
類や記録の確認のほか、直接鉄道業務にかかわる管理者に
対してはインタビュー形式による監査を行い、鉄道安全管理
規程に基づく安全管理体制の構築状況について確認をいた
しました。
　また、安全監査に先立ち、現業長・現業職員へのインタビ
ューを実施し、現場における安全に関する取り組み状況を
確認しました。2017年度鉄道安全監査においては、事故防
止の啓発活動として踏切道の非常ボタンやエスカレーター
のキャンペーンを実施したこと、ヒヤリハット提出用BOX
の全駅設置などにより、報告件数の増加につなげたこと、デ
ジタル列車無線アンテナの交換作業について安全作業手順
書の作成や関係作業員全員に技能訓練を実施し、周知したこ
と等が評価されました。

　鉄道の安全管理体制が有効に機能しているかについて
総括する安全管理体制全般の見直しを行い、年度末に安全
管理体制の実態と課題を網羅した「安全管理体制全般の見直
し報告書」を作成し、次年度の安全重点施策や各種取り組み
等に反映させております。
　なお、2010年度より、安全管理体制上の課題や指摘等
に対する取り組み状況の途中経過を把握するため、年度途
中に中間見直しを行い、年2回の見直しを行うこととして
おります。

安全管理体制の見直し事項と課題

　2017年度の安全管理体制全般の見直しを通じて、より
安全管理体制を強固にしていくために、次のとおり取り組ん
でまいります。
①�自然災害・事故・トラブル等の事案分析や対策を進める
とともに、事故ではない事案についても原因分析を実施
するほか、他社事例を当社にあてはめた際の対応を検討
し、トラブル等を未然に防いでいくほか、日々の点検業務
等を通じて小さな変化に気付く目を養うことや、トラブ
ル等に対する早期復旧を目的とした教育・訓練について
も引き続き実施してまいります。

②�基本作業の確実な励行を徹底するためには、社員一人ひ
とりが安全・安定輸送に対する意識を高め、指差確認喚
呼の励行等、基本作業の確実な励行が不可欠であります。
また、日常の作業が常に事故につながる恐れがあることを、
指導・教育による周知の徹底を図ってまいります。

ホーム立哨技能測定の様子

鉄道本部防災訓練 本社内に設置した危機対策総本部

鉄道安全推進チーム 鉄道事故防止対策委員会

安全管理体制全般の見直し報告書安全重点施策

会議
報告

方針や
取り組みに
反映

社長
報告

安全・安心への取り組み

安全管理体制全般の見直しA

鉄道安全監査C

運転シミュレータ 車掌用シミュレータ 管理部門への書類や記録の確認1 管理部門への書類や記録の確認2

管理者へのインタビュー形式による監査 現業長・現業職員へのインタビュー
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安全対策への設備投資
　当社では、中長期的視点から安全対策への設備投資を継続
的に実施しており、2017年度実績では、約218億円の鉄道
事業設備投資を行いました。これらの投資は、様々な面で鉄
道の安全対策に関係する投資ということが出来ますが、その
中でも、特に安全に密接な関係のある設備投資については、
2017年度実績において約208億円で、これは鉄道事業にお
ける設備投資額のおよそ9割にあたります。

安全関係設備投資額 約208億円（95.4％）

鉄道事業
設備投資総額

約218
億円

2017年度実績

駅改良工事
約38億円

連続立体交差化
工事
約5億円

出改札業務（駅務機器等）
工事ほか
約10億円
その他
約40億円

防災対策工事
約26億円

電気施設更新
約40億円

車両の
代替新造・更新
約59億円

お客さま対応の充実

帰宅困難者向け備蓄品の配備
　大規模災害発生時において、帰宅が困難になったお客さま
向けに備蓄しており、2012
年度に全駅に、飲料水、ア
ルミ製ブランケット、レジャ
ーシートを配備したほか、
2015年度から、非常用ト
イレについても追加配備し
ました。

悪天候や地震のときの運行に関する小冊子の作成
　強風や大雨時における鉄道の速度規制や、地震発生時に
おける鉄道の運行（対応）、また、ダイヤが乱れたときの運転
調整や振替輸送をまとめた
小冊子を作成し、各駅のリ
ーフレット置き場へ配置し
ております。

災害時の緊急避難場所の案内図を全駅に掲出
　東日本大震災の対応を踏まえ、2011年度から大規模火災
が発生した場合、強い地震が発生した場合、大津波警報が発令
された場合の緊急避難場所の
掲出を全駅に行いました。
　さらに、案内図掲出場所の海
抜を表示、各自治体の広域避難
場所の変更にあわせ修正を随
時行うとともに、近年、訪日外国
人が増加傾向にあるため、4言
語表記および掲出場所にあわせ
地図の方位を変更し、わかりや
すい案内図に変更いたしました。

防犯・鉄道テロ対策

こども110番の取り組み
　全駅において、トラブルに巻き込まれた被害児童のため
の緊急避難協力所として、警視庁・神奈川県警察と協力し、

「こども110番」の取り組みを実施しております。この取り
組みは、駅だけでなく京急グループの各店舗や営業所と
ともに実施しております。
　また、全国の鉄道事業者で取り組んでいる「こども110番
の駅」の取り組みも、あわせて行っております。

防犯カメラの増設
　駅構内への防犯カメラの増設を進めております。2017
年度末時点で788台設置しており、今後も増設を予定して
おります。
　また、羽田空港国際線タ
ーミナル駅には映像からカ
ートや不審物等の不動体物
を検出する「放置物探知機
能」を一部の防犯カメラに
導入しております。

自然災害対策

気象観測装置の整備
　地震や強風、降雨など、気象状況を的確に把握
するため、様々な観測装置を設置しております。
また、気象庁の「降水ナウキャスト」等を活用した
気象情報システムを導入し、気象情報などの収集
を図っております。

耐震補強工事
　高架橋柱の耐震補強工事については、2017年度は新馬場
～青物横丁駅間、大森海岸～大森町駅間、京急川崎駅、鶴見
市場～花月園前駅間、京急久里浜～YRP野比駅間、京急長沢
駅および津久井浜～三浦海岸駅間を施工し、国の定める耐震
省令の対象となる高架橋柱は全て完了いたしました。
　2018年度以降は、引き続き鮫洲～立会川駅間、弘明寺～
上大岡駅間および京急久里
浜～YRP野比駅間の高架
橋柱、また高架橋柱以外の
神奈川新町～神奈川駅間の
盛土および橋りょうの橋台
の耐震補強工事を推進して
まいります。

法面防護工事
　法面防護工事を推進しており、2017年度では、金沢八景
～追浜駅間上り線側、安針塚～逸見駅間上下線および馬堀海
岸～浦賀駅間上り線側にて
工事を着手しています。
　今後も、定期的に実施し
ている検査の結果に基づき、
計画的に法面防護工事を
推進してまいります。

緊急地震速報システム
　気象庁が発表する緊急地震速報を利用し、当社線に被害が
予測される場合に、全列車の運転台に自動的に警音を送信
することにより、運転士が列車を安全と思われる場所に緊急
停止させる「緊急地震速報システム」を2006年8月に設置し、
稼動させております。

安全・安心への取り組み

鶴見市場～花月園前駅間

※当社の緊急地震速報システムでは、いち早く列車に警音を送出するため、一般向けの緊急
地震速報の情報とは異なる、迅速性に優れた高度利用者向け緊急地震速報の情報を利活用し
ております。

大
き
な
揺
れ（
Ｓ
波
）の
到
着

大
き
な
揺
れ（
Ｓ
波
）の
到
着

国内の観測点に
おける初期微動
（Ｐ波）の情報

国内の観測点に
おける初期微動
（Ｐ波）の情報

高度利用者向け
緊急地震速報

大きな揺れの
前に列車を停止!!

当社沿線の震度を予測

地震発生 気象庁 緊急地震速報
システム

列車無線で
警音を送出

運転士が
列車を停止

緊急地震速報システム

安全対策の実施状況

気象状況の観測体制

風速計（16箇所）

表示パネル

※社員研修施設のため，一般公開は行っておりません。

監視端末類

総合司令所

雨量計（10箇所）震度計（13箇所） 水位計（2箇所） レール温度計（5箇所）

馬堀海岸～浦賀駅間　上り線側（工事中）

「こども110番」ステッカー
（左）東京都内、（右）神奈川県内

「こども110番の駅」ステッカー
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非常装置のご案内ステッカー
　車内に設置されている非常事態を通報する「非常通報器」
や、非常時に使用する「消火器」の位置を表したステッカー
をドアの上部に貼付しています。

踏切道の安全対策

オーバーハング型警報機
　遠くからも踏切の存在が分
かるように、高い位置に警報
灯を設置しています。

全方向型踏切警報灯
　どの角度からも点滅が確認
できる全方向型踏切警報灯を
導入しています。

非常ボタン
　踏切道の非常ボタンを押す
ことで、踏切道内に異常があ
ることを運転士に知らせるた
めの装置を全ての踏切道に設
置し、非常ボタンの取付位置
を分かり易くするため、新た
に表示板も設置しております。

踏切道監視カメラの設置
　踏切道における事故防止と
異常時における状況確認を迅
速に行うため、踏切道監視カ
メラを設置しています。

障害物検知装置
　踏切道にて自動車などの立ち往生を自動的に検知する
装置を66か所の踏切道に設置しています。なお、一部の
踏切道では、検知機能を強化した三次元レーザレーダ方式
を導入し、踏切道における安全性向上を図っております。

発光信号機
　非常ボタンの操作または障害物
検知装置が障害物を検知すると発光
信号（赤色灯の明滅）を発光し、列車
の運転士に対して異常を知らせる
信号機を全ての踏切道に設置して
います。

駅の安全対策

監視カメラ（ITV）
　車掌がドア操作時に安全
を確認する監視カメラ（ITV）
を設置しております。

非常停止ボタン
　ホーム上の非常停止ボタンを押すことで、運転士に危険
を知らせることができる装置を当社全駅に設置し、事故防
止を図っております。また、視認性を向上させるために、
押しボタンを示す大型の表示板を設置しております。なお、
2017年度より、お客さまからの申告等に即時対応を可能
とするため、駅事務室内にも非常停止ボタンを順次設置し
ております。�

安全・安心への取り組み

大師線連続立体交差事業
　川崎市の都市計画事業として行われている、
大師線連続立体交差事業（地下化）のうち、段
階的整備区間として、2006年9月から、東門
前駅付近～小島新田駅付近の約980ｍの区間
において地下化工事を行っております。この
工事により、産業道路第１踏切道（東京大師横
浜線）を含む3か所（東門前第3踏切道・産業
道路第1・第2踏切道）の踏切道がなくなり、踏
切事故の解消や道路交通の円滑化が図れます。
2018年度は、躯体工事を引き続き進めるほか、
線路の地下化に向けた軌道工事や電気設備
工事、建築工事を施工してまいります。また、
新たに地下駅となることから浸水対策設備や
火災対策設備の整備など、お客さまの安全確
保に向けた工事をあわせて実施します。

車両の安全対策

非常脱出ハシゴの整備
　万一、事故等が発生した際に、お客さまのホーム以外に
おける車外への避難誘導を考慮し、非常脱出ハシゴを2007
年度の新造車両から搭載しているほか、すべての駅および
駅間距離の長い場所の沿線にも設置しております。

ドア注意ステッカー・ドア先端部の黄色表示
　2012年度から当社所有の全車両に、ドア内側戸先に黄色
表示を行い、ドア開閉の動きをわかりやすくしているほか、
ドアに「ドア注意
ステッカー」を貼
付するなど、安全
性・快適性に配慮
しています。

非常通報器
　車内で非常事態等が発生した場合に
乗務員に通報する装置として全車両に
非常通報器を設置しております。
　また、乗務員との通話が可能な通報
器が2017年度末現在、全車両数790
両のうち742両に設置されております。

連続立体交差事業

東門前～産業道路駅間の工事状況① 東門前～産業道路駅間の工事状況② 産業道路駅の工事状況 産業道路～小島新田駅間の工事状況

※連続立体交差事業は「川崎市が事業主体」となり、「道路整備」の一環として施行する都市計画事業です。

堀割 堀割箱型トンネル

東門前第3踏切道 産業道路第1踏切道

延長約980m

産業道路駅 小島新田駅

プラットホーム

■ 縦断図

東門前駅
プラットホーム

産業道路第2踏切道
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足下灯（そっかとう）
　ホームと車両の隙間が空いている駅においては、従来から
の足元を照らす照明をつけ
ておりますが、より気付き
やすく自動点滅式の足下灯

（そっかとう）を設置し、注
意喚起を行っており、現在
17駅に設置しております。

ホームステップ
　万一、お客さまがホームから転落した際に、ホーム下等へ
避難困難な箇所で速やかに
ホーム上へ避難できるよう
に、ホームステップを設置
しております。

品川駅下り1番線整列位置の変更
　品川駅下り1番線の整列位置は従来「泉岳寺または品川
駅始発の快特・特急列車」と「都営線からの快特・特急およ
び羽田空港行列車」の2種類としておりましたが、誤乗車や
お客さま同士の接触事故を防止し、安全にご乗車いただく
ため、「横浜方面への都営線からの快特・特急」「羽田空港行
きのすべての列車（エアポート快特・快特・エアポート急行）」

「横浜方面への泉岳寺・品川始発の列車と品川で後ろ4両増
結される車両」「普通列車」の4種類に変更いたしました。

「いのちの電話」看板の設置
　駅ホームでの自殺抑止
の一環として、一般社団法
人「日本いのちの電話連盟」
のご協力を得て、全駅ホー
ム端部に、相談窓口の看板
を設置しております。

バスの取り組み

運輸安全マネジメント
　国の運輸安全マネジメント制度に基づき、PDCAサイクルの
推進に努めています。年度毎に件数目標や重点的に削減する
内容を定めた安全輸送計画を策定し、計画に沿って本社と営業
所が一体となって事故防止に取り組み、結果に基づき更なる
改善を図っていくことで、輸送の安全性の向上を図っています。

バス路線図に避難場所の明示
　京浜急行バスでは、大きな地震が発生し、津波警報が発令
された際に安全な場所へ避難する目安として、バス車内に
掲出している運行系統図に、神奈川県、神奈川県内市町村
および大田区発行の津波ハザードマップをもとにした浸水
予想地域を緑青色に着色し、震災時避難場所、津波避難場所
および津波避難ビルの名称と位置を掲載しています。

津波避難訓練の実施
　バスの運行エリアである葉山町で、津波警報が発令された
場合を想定して、実車を使用した津波避難訓練を実施。車椅子
や高齢者の方など避難に助
けが必要な乗客役も設定し、
乗客に協力を呼びかけるな
ど、より迅速に避難できるよ
うな対応を行っています。

安全・安心への取り組み

ドライブレコーダーの導入
　万一、事故などのトラブルが発生した際に、状況確認と
その原因を客観的に究明できる常時録画型ドライブレコー
ダーを導入。速度やエンジ
ン回転数などを記録する
デジタルタコグラフとあわ
せて安全運転の指導や事
故の再発防止対策に活用
しています。

安全運転研修
　茨城県ひたちなか市の安全運転中央研修所では、運転士
を対象に安全な旅客輸送に必要な知識・技能に関する講義
や実技学習を行っていま
す。専門の教官の指導の下、
普段は体験できない車両の
限界やバスの操作技術を学
ぶことで安全に対するスキ
ル向上を図っています。

社長現場巡視
　安全確保や業務の円滑化、サービスの向上を目的に、夏季
や年末年始を前に社長・役員が現業社員を激励しています。
各営業所では社長・役員と
営業所・工場の管理者が職
場における状況や業務につ
いて率直な意見交換を行っ
ています。

その他の取り組み

京急グループ合同防災訓練
　毎年防災週間に大規模地震の発生を想定し、訓練を行って
います。2017年度は東海地震で被害が発生したとの想定で
京急電鉄本社ビル内に危機対策総本部を立ち上げ、各事業
部門の被害情報の集約、グループ会社への電車・バスの運行
情報や主要施設の営業情報の伝達などを行いました。また、
WEB会議システムを用い
て、危機対策総本部と鉄道
災害対策本部との連携訓練
も行いました。

京急百貨店の防災対策
　お客さまに安心してお買い物いただける店舗環境づくり
の一環として、各フロアに
AEDを設置。災害時に歩行
困難な方を運ぶイーバッグ
チェアと呼ばれる階段避難
車も導入しています。

安全・安心な食材の提供

京急百貨店
　毎月1回、食品の安全衛生に関する委員会を開催し、食品
売場とレストランでの定期検査結果の確認などを行ってい
ます。またレストランの各店舗においても、毎月第三者機関
による食品と器具の抜き取り検査などを行っています。
さらには食品およびレス
トランの店長などを対象
に、港南福祉保健センター
の講師による「食品衛生責
任者」講習を定期的に実施
しています。

京急ストア
　社内に食品安全委員会を設置し、食の安全・安心について
全社的な対応を図っています。
　また、各店舗においては、従業員に対して定期的な腸内
細菌検査の実施や食品衛生
に関する教育を行っている
ほか、外部機関に委託し、
商品の細菌検査を実施する
など、食の安全管理に細心
の注意を払っています。

京急フードサービス
　各フランチャイズが定める食材取り扱い基準に従い、
品質管理を行っています。
　また、直営店舗に関しても独自の食材管理基準を定め、
定期的に店舗衛生検査を実施し、厨房環境の維持を図ってい
ます。あわせて従業員の腸内検査を定期的に実施し、異常が
認められる従業員に対して
は指導を行うなど、感染症
の拡大防止に努めています。

京浜急行バスグループおよび川崎鶴見臨港バスの輸送の安
全に関する基本方針および「輸送の安全に関する目標および
事故統計」は、各社Webサイト上でご覧いただけます。

京浜急行バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/company/pdf/kq.pdf

トップページ▶会社情報▶バスの取り組みについて▶
運転安全マネジメントに関する取り組み

川崎鶴見臨港バス
http://www.rinkobus.co.jp/wordpress/wp-content/
themes/rinkobus/pdf/anzen_180701.pdf

トップページ▶運輸安全マネジメントに関する取り組み（PDF）

※浸水予想地域は各自治体
が最大クラスの津波を想定
して公表したものを参考に
掲載しておりますが、浸水予
想地域の範囲外でも津波の
浸水が発生す場合がある他、
浸水の深さは場所によって
異なりますので、あくまでも
目安としてご覧ください。
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1 私たちは、環境にやさしい公共交通機関を中心に、さらなる利便性の向上と魅力ある沿線価値の創造に努めます。

2 私たちは、資源やエネルギーの有効活用と、廃棄物の削減・再利用・再資源化への取り組みを通じ、
 環境負荷の低減に努めます。

3 私たちは、次世代を担う子ども達に、より良い沿線環境を引き継ぐため、沿線の豊かな自然との共生・保全に努めます。

4 私たちは、あらゆるステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを大切にし、地域社会との協調・連携に努めます。

5 私たちは、環境に関する法令等を正しく理解・順守するとともに、啓発・教育活動を通じて、
 社員一人ひとりの環境意識の向上に努めます。

行動指針

京急グループでは、「京急グループ環境基本方針」およびその

「行動指針」に則り、鉄道・バスの利用促進「ノルエコ」の推進を

はじめとし、省エネ対策・リサイクル・自然環境保全等について、

グループ各社の特色を活かし、取り組んでいます。

私たちは、あらゆる事業活動や社会貢献活動を通じて、
地球環境の保全と環境負荷低減に努め、持続的発展が可能な社会の形成に貢献します。

京急グループ環境基本方針

　京急グループでは、さまざまな事業運営で多くの資源やエネ
ルギーを消費しています。鉄道やバスでは、エネルギー効率に
優れた新型車両の導入をすすめているほか、駅や事業用建物に
おいても、LED照明やエネルギー管理システムの導入などに
より省エネルギー化を推進し、低炭素社会の実現を目指します。

LED照明を採用した車両の導入
　2012年3月以降に新造・更新を行った車両については、客
室照明すべてにLEDを採用しています。従来の蛍光灯に比べ、
照明の消費電力を約3割削減できるこれらの車両には、室内両
端およびドア上にLED照明であることをお知らせする案内を
掲示しています。また、2016年
度以降、京急電鉄初となるLED
前照灯（ヘッドライト）を導入。
従来の新1000形から、さらに
省エネ対策を推進しています。

薄膜太陽光設備の導入
　神奈川県の補助金事業として南太田駅と金沢文庫駅（金
沢文庫現業事務所を含む）に薄膜太陽光設備を導入。駅前街
路灯や駅構内照明等の電源として活用しています。

使用電力量の推移
　鉄道は、エネルギー効率に大変すぐれた交通機関ですが、
電車の運転本数の増加や、エスカレーターやエレベーターを
設置することに伴い、必要とする電力は年々増加しています。
しかし、省エネ車両導入の推進などにより、1両1㎞あたりの
消費電力（運転原単位）は年々減少しています。

ハイブリットバス等の導入
　川崎鶴見臨港バスでは、昨年度に引き続き従来型ディーゼ
ル車に比べ排出ガスを削減し燃料消費を抑制できるハイブリッ
トバスの導入を続けており、2017年度は新規で9台導入しま
した。また、低公害車や電気バスの導入、新型車両への積極的
な置き換えを続け、有害物質排出の抑制に力を入れています。
　また、京浜急行バスでは、
排出ガス規制のより厳しい
規制をクリアした車両・燃料
消費の少ない車両を導入し
ています。

横浜市の風力発電事業に協力した
京急百貨店に感謝状
　2017年7月、京急百貨店は10年にわたり、横浜市風力発電
事業の Y（ヨコハマ）-グリーンパートナーとして、再生可能
エネルギーの普及啓発に多大な貢献をしたことが評価され、
横浜市から感謝状が贈呈されました。京急百貨店は、横浜市
風力発電所「ハマウィング」
で発電されたグリーン電力
を店舗で使用する電力や
印刷物作成時 の 電力等に
利用してきました。

　京急グループでは、限りある資源を有効活用するため、
ゴミの量をできるだけ減らし、可能な限り再利用または再資
源化することで、循環型社会の実現を目指します。

リサイクル可能な車両部品
　車両の新造にあたっては、廃車・解体時にリサイクルが可能
であること、またそのための分別解体の容易さなどを考慮に
入れた設計や材料選びをしています。
　最新車両である新1000形では車両部品にリサイクル可能
素材を使用し、また、
断熱材のノンアスベ
スト化などの取り組
みを実施しています。

For the Environment

環境への取り組み

廃棄物の削減・再利用・再資源化

使用電力量と運転原単位
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資源やエネルギーの有効活用（低炭素社会の実現）

南太田駅

下りホーム屋根部分で受光 駅前街路灯に使用

太陽光発電パネル
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3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進
　京急百貨店、京急ストアの2社は、横浜市が策定した、
ゴミの分別・リサイクルだけでなく、ゴミそのものを発生
させないリデュースへの取り組みである「ヨコハマ3R夢（ス
リム ）プラン 」に賛同し、「3R
夢パートナー」に登録していま
す。さらに京急ストアは、神奈
川県や横須賀市が進める、レジ
袋削減に関する取り組みにも
賛同しています。

「ヨコハマ3R夢」ポスターコンクール 
入賞作品の展示
　京急百貨店は、2017年3月下旬の7日間、『平成28年度
ヨコハマ3R夢（スリム）! ポスターコンクール』にて入賞し
た作品39点を掲示しました。『分別と3Rでごみ減量! きれ
いなまちに。』をテーマとして、2016年横浜市資源循環局
が募集を行い、市内の169校
から1387点の力作が集まり、
表彰式で展示した大賞・準大
賞および各賞に選ばれた39
点を展示しました。

　鉄道やバスは、エネルギー使用量やCO2排出量が少ない、
環境にやさしい乗り物です。バリアフリーのさらなる充実、
きめ細やかな運行情報の提供などのほか、お客さまの多様
なニーズに配慮した割引運賃・割引乗車券を提供し、公共
交通手段の魅力を高めていきます。

ダイヤ改正の実施
　2017年10月にお客さまの動向や需要に応じた輸送力
確保と利便性サービス向上を目的に、ダイヤ改正を実施し
ました。早朝・深夜時間帯における羽田空港から横浜方面
直通の「エアポート急行 」を増発し、朝ラッシュ時や夜間
時間帯におけるご利用状況に鑑み、一部列車の行先変更を
行うほか、京急川崎駅での本
線から大師線への乗換利便の
向上を図りました。

エコマーク認証の取得
　京急百貨店では、2009年横浜市水道局が山梨県道志村に
所有する水源林の保全に関して、企業や団体との協働により
整備を推進する取り組みに第1号として協定を締結、百貨店
初のエコマーク認証を取得するなど、地元行政等と連携し
ながら百貨店の特徴を活かした環境活動を行っている他、
百貨店に求められる精練された売場や品揃えを両立した
環境への取り組みが評価され、日本環境協会が主催する

「エコマークアワード
2017」優秀賞を受賞
しました。

容器包装の適正化・容器包装使用量の削減活動
　京急百貨店では、日本百貨店協会統一で取り組んでいる
容器包装の適正化・容器包装使用量の削減活動として、マイ
バッグ運動の推進を展開。その活動の一つとして、6月5日の
世界環境デーより業界統一の「スマート・クール・バッグ」
を販売し、レジ袋の削減に取り組む。また売上金の一部は
日本の温室効果ガス排出量削減活動および、熊本地震による
被災文化財の復元・修復の支援活動へ寄付を実施しました。

オフピーク通勤・通学の推奨
　朝ラッシュ時の車内混雑緩和のため、オフピーク通勤・
通学を推奨するポスターの
掲出や、20駅の朝ラッシュ時
間帯列車別混雑状況の公表
を実施しています。

京急線アプリがバージョンアップ
　2017年３月にサービスを開始し、多くのお客さまにご利用い
ただいている京急線アプリをバージョンアップしました。京急線
内における列車の走行位置や運行種別、および進行方向を確認
できる「列車走行位置」、運転見合わせや大
幅な遅延が発生した際に、他社線を使用し
た迂回ルートを検索できる「迂回ルート検
索」、平日朝上りラッシュ時間帯の列車ごと
の混雑状況目安を確認することが可能な「列
車混雑状況目安表示」など新しい機能を追
加し、お客さまの利便性向上を図りました。

フリーWi-Fiサービスの提供を開始
　京浜急行バスではエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラット
フォーム社（以下「NTTBP」）と共に、2018年4月から羽田
空港・成田空港・横浜駅を主要な起点とする空港・中距離バ
ス、および品川・横浜から各地を結ぶ夜間高速バス、計251
台でフリーWi-Fiサービスの提供を開始しました。訪日外国
人の増加により旅行先でのインターネッ
ト利用環境に対する需要が高まっており、
NTTBPのフリーWi-Fiを導入し、より便
利な無料インターネット利用環境を提供
しています。

企画乗車券の発売

　各駅からの乗車券に、指定区間の京急バスフリー乗車券や店
舗・施設の利用券をセットにしたおトクなきっぷを発売しています。

みさきまぐろきっぷリニューアル
　「みさきまぐろきっぷ」は、電車・バスの乗車券とまぐろの食
事券、施設利用券がセットになった“日帰りで手軽に三浦・三崎
を楽しめるおトクなきっぷ”として、多くのお客さまにご利用い
ただいており、2017年10月にリニ
ューアルを実施。京急バスのフリー
区間を荒崎・ソレイユの丘方面に拡
大し、まぐろ食事店舗についても新
たに4店舗を追加。さらにレジャー
施設利用として屋根なしの2階建て
バス「KEIKYU OPEN TOP BUS」
や温浴施設「海と夕日の湯」などを
追加し拡大しました。

環境会計
　環境会計は、事業活動における環境保全のためのコストと
その活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に
測定し伝達する仕組みです。京急電鉄では2008年度より
環境会計を導入しています。

環境法令への対応
　京急グループ各社では、国や沿線自治体が定める環境関連
法令に則って報告書や計画書を提出、また、定められた削減
義務や目標を達成するため、計画的な省エネルギー施策の
実施に取り組んでいます。

環境負荷データ
　鉄道をはじめとする各事業活動を行うには、エネルギーや
資源（Input）が必要であり、また、その事業活動からは二酸
化炭素（CO2）などの地球温暖化物質や廃棄物（Output）が
発生します。京急電鉄では、事業活動における環境負荷を
定量的に把握し、その低減に努めています。公共交通の利用促進

環境への取り組み

※参考：環境省「 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」算定・報告・公表制度における
算定方法・排出係数一覧

（千円）

分類 設備投資 費用

事業エリア内コスト

公害防止コスト
大気汚染防止、水質汚濁
防止、土壌汚染防止、
騒音・振動防止、その他

104,080 1,018,000

地球環境保全コスト 温暖化防止、
オゾン層保全 1,444,430 500

資源循環コスト 水、一般廃棄物処理費、
廃棄物処理費 0 4,022,620

計 1,548,510 5,041,120

管理活動コスト

管理活動コスト 事業所緑化、環境情報開示等 ー 19,800

社会活動コスト 社会活動への参加、
寄付等 ー 4,263

計 ー 24,063

合計 1,548,510 5,065,183

［ 京急電鉄マテリアルフロー総括表 ］

I N P U T

水道 386,703㎥ 電力 242,702,899kWh

都市ガス 146,195㎥ プロパンガス 20,100㎥

灯油 17,211ℓ 軽油 19,585ℓ

ガソリン 57,098ℓ

O U T P U T

CO2排出量 118,555t 廃棄物排出量
16,206t電力 117,954t

都市ガス 315t 廃棄物リサイクル量
6,527tプロパンガス 60t

灯油 43t 廃棄物リサイクル率
40.3％軽油 51t

ガソリン 132t

京急電鉄環境会計基本事項
● 集計範囲は京急電鉄単体です。
● 対象期間は2017年4月1日から2018年3月31日です。
● 「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。
● 集計数値は千円未満は四捨五入にて計上しています。
● 環境会計は、確実に把握できる取り組みについてのみ計上しました。
● 減価償却費は費用額に含んでいません。

環境データ・環境会計
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　京急グループの事業エリアである三浦半島は豊かな自然に
囲まれており、多様な生物の宝庫です。私たちは、この豊かな
自然を次の世代に引き継いでいくため、保全活動に取り組むと
ともに、より多くの皆さまに知っていただくための広報活動を
行っています。

「小網代の森」の自然環境保全に協力
　三浦市の「小網代の森」は自然のままでの水系が残され、
希少類を含む貴重な生態系が形成されている、地域のかけが
えのない財産です。京急電鉄は、神奈川県による「小網代近
郊緑地保全区域」の指定に同意し、所有する約10haを自主
保存するとともに、約2haを神奈川県に寄付、さらに2014年
5月には森林内を散策するための木道を一部整備し神奈川県
に寄付しました。2018年
5月には常設トイレ設置に
ともない、神奈川県に敷
地を貸与するなど、小網
代の森の自然環境保全に
協力しています。

温暖化対策の国民運動「COOL CHOICE」に賛同
　日本は2030年に向けて、温室効
果ガス排出量の削減を掲げています。

「COOL CHOICE」は、こ の 目標達
成のために、省エネ・低炭素型の製品
などの温暖化対策に資する、また、快
適な暮らしにもつながるあらゆる「賢
い選択」をしていこうという取り組み
です。京急電鉄は2018年2月、この

「COOL CHOICE」に賛同しました。

京急ファミリー鉄道フェスタ2017
　2017年5月に開催された「京急ファミリー鉄道フェスタ
2017」では、京急環境活動紹介コーナーを出展しました。こ
のコーナーでは、京急グループの環境活動を関係自治体と 
共にパネルを使って紹介
し、京急グループの環境
活動に対する理解を深め
ていただきました。

京急百貨店の取り組み

水源エコプロジェクト「W-eco・p」に参画
　水源エコプロジェクト「W-eco・p（ウィコップ ）」は、山梨
県、道志村、横浜市の3者による「地球温暖化対策に関する
合同研究会」の活動の一環として創設した仕組みで、横浜市 
水道局が山梨県道志村に所有する水源林について、企業や
団体との協働により整備を推進する取り組みです。京急百貨
店は、「W-eco・p」に参加企業第1号として、保全活動へ参画
しています。

「第59回水道週間」イベントを開催
　水道週間とは、国民に「水の大切さ 」についての認識と 

「水道 」及び「水道事業 」への理解と協力を得るための全国
的な水道の広報週間です。横浜に日本初の近代水道が創設 
されて130年を迎える記念の年となった2017年は、6月の
第59回水道週間にあわせ、横浜市水道局とイベントを開催
し、山梨県道志村で間伐されたヒノキを使ったコースター
作りやウッドチップつかみ
取り、水源エコプロジェクト

「W-eco・p」ブース展示
など、水や水道について
様々な体験をしていただ
きました。

横浜水道のふるさと道志村で水源かん養林の
仕組みを学ぼうツアー開催
　2017年7月に『 横浜水道のふるさと 道志村で水源かん
養林の仕組みを学ぼうツアー』を開催しました。水源林は、
雨水をたっぷりと吸収し、良質な地下水に浄化するとともに、
洪水を調整したり、土砂の流出や渇水を防いだりする機能（水
源かん養機能）を持っており、横浜市の水源としては、道志川
が流れる山梨県南都留郡道志村に横浜市水道局が保有する
広大な水源林があります。このイベントは、水源の森見学や
間伐材を活用した様々なアクティビティなど普段はなかなかで
きない体験を、親子一緒に
楽しんでいただきました。

子ども・ファミリーを対象とした
「京急エコウィーク」を開催

　2017年8月、7日間にわたり、5階ハグ・クミ・パークにて 
「京急エコウィーク」を開催しました。「『ヨコハマ3R 夢！』 
マスコット イーオ」と一緒にごみの分別を楽しく学べるイベ
ントや、すべて正解した方にパーフェクト賞をプレゼントする

「ごみ分別にチャレンジ！ 資源とごみの分別体験 」を実施。
また、再生可能エネルギーを学ぶ「ペットボトルで風力発電」
や「ソーラーカーを作って
みよう！」など夏休みの自由
研究としても使えて、楽し
みながら環境を学べる1週
間となりました。

環境絵日記作品展in京急百貨店
　京急百貨店では、横浜市資源リサイクル事業協同組合・港南
区役所区政推進課と共同で、2017年度環境絵日記にてリサイ
クルデザイン賞を受賞した作品の展示を2018年2月に行いま
した。「環境絵日記」とは、
環境問題や環境保全につ
いて、子どもたちが家庭で
話し合ったことや自分で考
えた内容を絵と文章で自
由に表現するものです。

京急油壺マリンパークの活動

　京急グループ唯一の水族館である京急油壺マリンパーク
では、1970年に博物館相当施設に指定を受けて以来、社会
教育施設として紹介展示に努めています。

絶滅危惧種の保存
　京急油壺マリンパークでは、絶滅危惧種の繁殖活動を地域
や学校とともに行っています。今日までに、神奈川県産の絶滅
危惧種として指定されているメダカ、ニホンアカガエル、イモリ、
ホトケドジョウのほか、哺乳動物では、ホンシュウモモンガの
繁殖保護に成功しました。これからも長年培った飼育技術を
活かし、希少な動物たちの繁殖保護に努力していきます。

絶滅危惧種のDNA調査
　神奈川県に生息する絶滅危惧種のDNAについて東京大学
と共同研究を実施しています。DNA鑑定を行うことで地域固
有種を把握し、絶滅危惧種の保護に役立てます。

三浦メダカの里親制度
　マリンパーク職員が地元の小学校へ出向き、固有種である
三浦メダカの飼育方法をアドバイスしながら、地元に棲む希少
な生物の繁殖と種の保存について考える「三浦メダカの里親
制度」を行っています。2017年度は、三浦市および横須賀市
内の小学校17校にご参加いただきました。こうした取り組み
などを通じ、京急油壺マリンパークは三浦半島周辺の絶滅危
惧種の保護・繁殖の拠点を担い、地域の活性化と自然保護に
貢献していきます。

その他環境への取り組み

生物多様性保全パートナーシップ協定
　京急電鉄と長野京急カントリークラブは、長野県と生物多様
性保全パートナーシップ協定を締結しています。長野京急カン
トリークラブは、環境に優しいゴルフ場経営を目指しており、
地域で事業を営む企業の責務として長野県の豊かな自然環境
を未来の世代につなぐ活動に参加することに賛同。長野京急
カントリークラブの売上金の一部を環境保全のため長野県へ
寄付を行っています。

沿線の清掃活動を実施
　2017年6月、三浦海岸海水浴場の海開きにあわせ、三浦海
岸海水浴場のビーチクリーン活動を実施しました。三浦海岸海
水浴場海開きにあわせた京急電鉄によるビーチクリーン活動は、
昨年につづき2回目の実施であり、いつまでもキレイで安全な
海水浴場の保護に寄与しています。
　また、津久井浜海岸、城ケ島、大岡川等の清掃や地元・行政
との施設外周の美化活動、日常的な事業所周辺の清掃、清掃
ボランティアへの参加等も実施。このように京急グループでは、
沿線や関連する地域、
事業所周辺等で、グル
ープ各社が積極的に
清掃活動に取り組んで
います。

環境への取り組み

自然との共生・環境保全
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京急グループは、お客さまや株主の皆さまをはじめとし、地域の皆さま、

従業員、さらには訪日外国人など、さまざまなステークホルダーに対し、

情報開示を適切に行い、積極的なコミュニケーションを図ることで、

社会的信頼性の向上を目指してまいります。

お問い合わせ
88.4％

業務連絡
7.0％

お礼・お褒め
0.3％

ご意見・ご要望
4.3％

■受付内容の内訳 ‒2017年度‒

株式
0.7％

グループ施設 
1.0％

広報・宣伝
1.3％

採用
0.2％

グループ全般
0.1％

京急バス
1.9％

川崎鶴見臨港バス
8.7％

カード
8.4％

個人情報
0.0％

■受付内容の分野別内訳 ‒2017年度‒

鉄道
77.7％

　京急グループでは、顧客満足度の充実を目指し、お客さま
のご意見・ご要望を幅広く取り入れさせていただき、今後
のサービスや商品の品質向上に役立てていきます。

お客さまの声に基づく改善事例
事例：「モーニング・ウィング号」「ウィング号」と「KQuick」

（ご意見）
◦�座席指定券購入サイト「KQuick」でチケットを購入した�
ところ、希望しないボックス席を割り当てられた。

（対応）
2017年10月26日より、座席の希望条件（窓側・通路側・
補助席など）で、ボックス席や優先席を「希望する／希望しない」
の選択が可能となりました。そのほか、希望の号車選択が可
能となり、降車駅での改札口に近い号車を選べるなど、お客
さまの快適性向上を図りました。

　人々の生活に密着したさまざまな事業を行っている京急�
グループだからこそ、地域に根ざした企業集団として、住民の
皆さまや自治体と連携した地域貢献に努めています。

「カリアゲ京急沿線」で空き家を貸し出し
　京急電鉄、京急不動産および京急リブコでは、空き家対策
として、空き物件を借り受け改修したうえで6年間サブリ
ースする「カリアゲ京急沿線」を開始しました。空き家の
増加は、景観の悪化や倒壊及び放火といった防犯上の問題
など地域の衰退につながります。
京急グループでは、今後も空き
家対策としてさまざまな取り
組みを行い、沿線を活性化して
いきます。

高齢者と大学生の世代間ホームシェア事業
　京急電鉄は、2017年10月、少子高齢化に伴い増加する単身
高齢者の家庭に、大学生が同居する「世代間ホームシェア事業」
を提供するNPO法人リブ＆リブと相互に連携・協力する業務提
携契約を締結。リブ＆リブが行っている「世代間ホームシェア事業」
を京急沿線で行い、学生のために京急グループのアルバイト先
を紹介するほか、シニアに対し
ては希望者に同居解消後の不
動産に係るサポートや、沿線で
のホームシェア事業がさらに広
がるような周知活動を行います。

レンタルスペース「fika上大岡」
　京急電鉄は、スペースマーケット社とともに、アパートの空き
部屋を活用したレンタルスペース「fika上大岡」を2018年2月
にオープンしました。京急電鉄が所有するアパートの空き室を、
スペースマーケットのプロデュースの下、リフォームのプラン�
ニングや家具等のコーディネートを行い、レンタルスペース「fika
上大岡」として再生。少人数の
パーティー、誕生日会、女子会、
ママ会など様々な用途でご利
用いただける空間を提供する
ことで、空き室対策や地域活
性化を図っています。

設置型ナーシングルーム「mamaro」
　京急電鉄は、子育て世代に向けた沿線の街の魅力を高める
ために、設置型ナーシングルーム（授乳や離乳食を食べさせる、
おむつ交換などの際に利用する乳幼児をケアするための施設）
である「mamaro」を、2017年7月から京急グループの商業
施設「京急サニーマート」内に設
置しています。「授乳スペースが
ない」という社会問題を解消する
ため、セキュリティの高い設置型
の個室を用意し、安心して授乳、
離乳食を食べさせる、およびおむ
つ交換といったチャイルドケアが
できる環境を提供します。

移動販売「セブンあんしんお届け便」を開始
　京急ステーションコマースは、セブン-イレブン・ジャパン
が展開する移動販売「セブンあんしんお届け便」を、2018年�
1月からセブン-イレブン京急ST三崎口店を拠点に開始しました。
　現在、住民の高齢化や人口および世帯人数の減少等が進
むなか、生鮮食料品販売店等の小売店舗をはじめさまざまな
拠点数の減少といった、社会環境の変化を背景に、住んでい
る地域で日常のお買い物をするうえで、不便や困難を感じて

For Society

社会のために
お客さまとのコミュニケーション

地域のために

京急ご案内センター
　京急グループでは、京急をより身
近に感じていただけるよう、京急ご案
内センターを開設しています。京急
線の時刻や運賃、お忘れ物のご案内
のほか、京急グループのサービスや
施設に関するお問い合わせやご意見・
ご要望を受け付けています。2017
年度の総受付件数は、142,336件で
した。内容の内訳は右記の通りです。
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2017年4月から茅ヶ崎警察署と連携し、臨時講師として
来校した警察官による高齢者
の交通事故や振り込め詐欺の
現況と注意点についてのワン
ポイントレクチャーを実施し
ています。

三浦半島食彩マーケット
　京急百貨店は2017年8月、上大岡駅改札口前特設会場にて

「三浦半島食彩マーケット」を3日間にわたり開催。「三浦半島食
彩マーケット」は、三浦半島の農家や漁家、飲食店など“食”に携
わるプロフェッショナルによって結成された団体である三浦半島
食彩ネットワークと京急百貨店の初コラボ企画で、三浦産・横須
賀産の夏野菜をはじめ、湘南しらすの沖漬けなどの海産物など多
彩な三浦半島産の商品を販売しました。
　また会場では、生産者が直接
販売し、食材の食べ方や調理法、
野菜の育て方など、“食”コミュ
ニケーションの場として三浦半
島食材の魅力を発信しています。

「 みうら野菜。byうらりマルシェ」オープン
　京急ストアは、2018年2月に京急ストア能見台店と追浜店
にて三浦市産農産物直売コー
ナー「みうら野菜。byうらりマ
ルシェ」をオープンしました。
鮮度が良く品質の良い三浦市
内の採れたて野菜が購入でき、
魅力発信を図っています。

大師線ホームで、三浦の野菜や特産品を直売
　2018年2月京急川崎駅の大師線ホームでは、三浦の野菜�
や特産品を直売するイベント「京急うらりマルシェ号」を
2017年の品川駅に続き開催しました。
　京急川崎駅大師線の1番線に停車した電車の車内や、ホー
ムに設置した屋台で、大根や
キャベツなどの三浦特産の新
鮮野菜や、三浦名物のまぐろ
や干物などを販売。沿線地域
の魅力発信を図りました。

「えきめんや 三浦ご当地食べ比べ対決」フェアを実施
　京急フードサービスは、2018年1月下旬から3月中旬の
期間で『えきめんや�三浦ご当地食べ比べ対決』フェアを実施
しました。京急フードサービスが、京急線の駅で展開してい
る立ち食い蕎麦屋「えきめんや」（横須賀中央店を除く10店
舗）において、三浦市の事業者、生産者の協力のもと実施し

たもので、「水産物VS農産物」の対決形式で
そば・うどんを販売し、えきめんやの利用促
進と、三浦食材のさらなるブランド化を狙っ
て実施しました。

「まちなか見守りサービス」の実証試験
　高齢化が進む中、京急電鉄は富士通株式会社と共に、京急
沿線の住環境向上に向け、2018年1月から2月まで、神奈川
県横浜市で、IoT�技術を活用した「まちなか見守りサービス」
の実証試験を実施。家族などが見守りアプリをインストールし
たスマートフォンから高齢者や子どもなどの見守り対象者の位
置情報が確認できるもので、小型のビーコン端末を携帯した
見守り対象者が、京急電鉄の一部駅や、京急ストアの一部店舗
に設置された定点レシーバーに近づくと、家族などが持つ特定
のスマートフォンに見守り対象
者の位置情報と受信した時刻
がプッシュ通知される仕組みで
す。あわせて、路線バスを使っ
た実施試験も実施しました。

輝く女性起業家プロモーションウィークスの実施
　横浜市では「日本一女性が働きやすい、働きがいのある都市」
の実現を目指して、女性のキャリア形成やネットワークづくり、
起業や就労などの支援に力を注いでおり、集客力・ブランド力の
ある百貨店・大型商業施設と連携し、女
性起業家の活躍をPRする様々なイベン
ト「輝く女性起業家プロモーションウィ
ークス」を開催しています。京急百貨店
は、商品販売やワークショップ等を通
じて、女性起業家の活躍を応援するプ
ロモーション事業を実施しています。

よこすか京急沿線ウォークの実施
　京急電鉄と横須賀市は、横須賀・三浦半島の魅力を発信し、
集客・旅客誘致を促進するため「よこすか京急沿線ウォーク」
を開催しています。このイベン
トは駅をスタートし、三浦半島
の見どころを巡りながらゴー
ルまでを楽しむもので年間5
回開催しています。

いる方が増加しています。
こうした買物困難者の支
援に乗り出すことで、地域
が抱える社会問題の解決
を目指します。

宅配便ロッカー設置
　京急ステーションコマースおよび京急ストアは、オープン型
宅配便ロッカー「PUDOステーション」を現在京急線の15駅
および京急ストア9店舗に設置しています。
　「PUDOステーション」は、ご自宅で荷物を受け取ることの
出来ない場合に、宅配便受け取り先として、受け取りたい
時間に、受け取りたい場所で、
宅配ボックスとしてご利用いただ
けるサービスで、お客さまにさら
なる利便性と快適さを提供する
とともに、多様化するライフスタ
イルに対応し、社会的な諸課題の
解消にも寄与します。

おもてなし規格認証
　経済産業省は、我が国のGDPの約75%を占めるサービス
産業の活性化・生産性向上及び地域の活性化を目的として、

「おもてなし規格認証」を2016年8月に創設しました。国内
のサービス業事業者様のサービス品質を「見える化」する
ことにより、サービス業事業者様の
活性化を促進する仕組みです。京急
グループでは、天然温泉平和島、平和
島スターボウル、みうら湯、伊豆長岡
温泉京急ホテル、平和島劇場、観音崎
京急ホテル、京急ストア品川店の7施
設が「おもてなし規格認証」に申請し、
認定されています。

川崎鶴見臨港バス創立80周年事業

　川崎鶴見臨港バスは2017年11月に創立80周年を迎え
様々な取り組みを行いました。お客さまを目的地にお送りする、
日々のパートナーとしてのシンボルとしてオリジナルキャラク
ターを設定し名前を公募。この新キャラクター「りんたん」を
使用したラッピングバスを運行しています。また、創立記念日
には記念式典とラッピングバス撮影会、翌日には日頃からご

利用いただいているお客さまに感謝の意をこめて「運賃無料
デー」を実施しました。当日に限り、臨港バスの一般乗合バス
路線（一部除く）に運賃を支払わずそのままご乗車いただき、
併せて沿線の見どころなどを紹介したパンフレットを配布し、
地域と連携したイベントを行いました。

介護の日＆よこはま健康スタイルフォーラム
　「介護の日＆よこはま健康スタイル」フォーラムは、京急
グループと横浜市、そごう横浜店の三者が共同して実施する、
健康づくりや介護・介護予防への理解を深めるためのイベ
ントで、日頃から、横浜市の介護予防・健康づくり施策の
推進に協力しています。2017年11月に開催されたフォー
ラムに際しては、魅力ある事業としてPRするため、特別共
催として京急電鉄駅構内に広告を掲出する等、市民へのPR
活動やイベントの運営を行いました。

鴨居自動車学校が「振り込め詐欺」の防犯に貢献
　鴨居自動車学校は、振り込め詐欺被害の未然防止を目的に、
緑・事業防犯協会、緑郵便局と連携して緑区内在住の高齢者
の方へ「振り込め詐欺注意喚起」のハガキを郵送しており、
その活動が評価されました。
2017年7月には、神奈川県緑
警察署長から、地域の防犯に
多大なる貢献があったとして
感謝状が贈呈されました。

三崎観光が｢交通事故死ゼロを目指す日の
キャンペーンの実施｣に参加
　三崎観光は、三浦市安全運転管理者会に入会しており、
三崎警察署ほか関係者との月毎の会合・行事に出席し、
ハンドルキーパーキャンペーンなどでは実際に店舗を回っ
て声掛けを実施したり、交通安全の啓蒙活動を行い三浦市
民や職場内での交通安全意識の高揚を図っています。

シルバードライビングスクール
　京急茅ケ崎自動車学校は2017年9月、茅ケ崎警察署、
茅ヶ崎地区交通安全協会の協力のもと、シルバーセーフティ
ドライビングスクールを実施。茅ヶ崎市、寒川町内の65歳
以上の高齢者ドライバーを対象に募集し、12名の方々に参
加していただき、実車を含め
た講習を行い、日常点検から
急ブレーキの特性確認まで、
自動車の安全な乗り方につい
て講習を行いました。

振り込め詐欺防止の注意喚起
　高齢者講習を実施している京急茅ヶ崎自動車学校では、

社会のために

定点レシーバー 見守り対象者 メール＆通知

ビーコン

＜設置場所＞
・京急富岡駅、能見台駅改札付近
・京急ストア(富岡/能見台)レジ付近

レシーバーの
近くを通過

見守りアプリをインストールした
スマートフォンで居場所を確認
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　次世代を担う子どもたちに、京急グループの魅力や仕事を
伝えるとともに、夢や元気をあたえられるような企画を積極
的に実施していきます。

認可保育所の運営
　京急サービスでは、認可保育所の
運営を進めています。現在沿線に
7か所運営しており、地域の待機児
童減少に貢献するとともに、駅チカ
という利便性にすぐれた立地で運営
することにより、保護者の皆さまに
ご好評をいただいています。

けいきゅうキッズチャレンジ
　京急電鉄が開催するけいきゅうキッズチャレンジは、美しい
自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれる京急沿線を�
フィールドに、「普段は出来ない本物体験」を通じてお子さま
の成長につなげるとともに、
価値ある京急沿線の魅力を
知ってもらうことをテーマに
開催しています。

近隣保育園の園児を招いて交通安全教室を開催
　鴨居自動車学校では、2017年5月に近隣の鴨居保育園の
園児を招待し交通安全教室を実施いたしました。横浜市緑警
察署と連携し、横断歩道の渡
り方などの講話を行い、その
後の実習では園児たちも元気
いっぱいに取り組みました。

交通安全教室「 ちりりんスクール」を開講
　京急茅ヶ崎自動車学校は、茅ヶ崎市と協働で、市内の中学校
に出向き、自転車を中心とした交通安全教室「ちりりんスクー
ル」を開講しています。「自動車の死角」や「内輪差」をテーマに、
実際のトラックと自転車との
事故現場を再現シミュレーシ
ョンするなど、実践的な講習
を実施し、中学生の安全への
意識向上に貢献しています。

駅長が社会福祉施設を訪問
　京急電鉄では、横須賀中央駅、京急久里浜駅、三浦海岸駅
および京急蒲田駅の4駅長が、2017年4月に、京急線沿線の
社会福祉施設「希望のひかり」を訪問しました。当日は、「乗務
員点呼体験」、「京急電車運転シミュレーター大会」、京急の
マスコットキャラクター「けい
きゅん」との記念撮影および
プレゼント贈呈などを実施し、
子どもたちと思い出に残る楽
しいひとときを過ごしました。

　京急グループでは、透明性の高い経営の実現に向けて、適時・
適切な情報開示に努めるとともに、IR活動の強化に取り組んで
います。

情報開示
　京急グループでは、法令などに基づき、重要情報を適時・
適切に開示しています。また、ウェブサイトのIRページにおいて、
鉄道月次営業成績のほか、決算短信や有価証券報告書、ファ
クトブック、株主総会や投資家向け会社説明会で用いた資料
や動画を公開するなど、株主・投資家への情報開示に努めて
います。

株主総会
　毎年700名ほどの株主の皆さまにご出席いただき、1年間
の事業内容を、映像やナレーションを用いてわかりやすく報告
しています。また、質疑応答を通し、開かれた株主総会を実践
しています。さらに、議決権行
使の円滑化を図るため、招集
通知を発送に先立ちウェブ上
で早期開示しています。

投資家向け会社説明会
　京急グループの経営方針や成長戦略、株式や株主優待制
度などを、より多くの皆さまにご理解いただき、投資の参考
としていただくため、機関投
資家・個人投資家向け会社
説明会を定期的に開催して
います。

京急スポーツフェスタ!!の開催
　京急電鉄が開催する「京急スポーツフェスタ!!」は、スポーツ
イベントを通して沿線の皆さまをはじめとした方々の健康と
豊かな生活をサポートし、多くの皆さまにスポーツに親しんで
いただくことで沿線でのスポーツの普及と賑わいある沿線
を目指すための取り組みであり、2017年より開催しています。
　2017年７月にＮＰＯ法人ピボットフットとともに「けいきゅう�
キッズチャレンジ」とのコラボ企画として「親子で車いすバスケ体験」
を開催しました。講師には車い
すバスケットボールの選手数
名を迎え、競技体験だけでなく�
スポーツに取り組む姿勢や、
障がい者スポーツに対する認
識と理解を深めました。
　2017年７月～８月にはビーチバレーボール大会を沿線にて
３大会実施。一般参加型男女ミックス４人制のビーチバレー
ボール大会を大森ふるさとの浜辺公園、三浦海岸海水浴場、
横浜海の公園にて実施し、また参加者以外も楽しめるビーチ
スポーツ体験会も同時開催し多くの方にビーチスポーツに
親しむ機会を提供しました。
　2017年10月には「ＳＵＰin
みなとみらい」を帆船日本丸が
国指定の重要文化財に指定さ
れたことを記念して日本丸メモ
リアルパークにて開催し、昨今
注目度の高まるマリンスポーツ
であるＳＵＰと沿線施設の魅力
発信を図りました。
　今後も様々なスポーツイベ
ントを実施することで、沿線の
活性化に取り組んでまいります。

産学連携の推進

K-Bizマルシェの開催
　京急電鉄は、関東学院大学・経営学部が取り組む、社会連携教育
プラットフォーム「K-biz」にサポーター企業として参画しています。
　その枠組みの中で、学生が考案した「地元、三浦半島で採れ
た美味しく新鮮な野菜や地元漁港の海産物などを、地域の皆
さまにお求めになりやすい価格でお届けし実際に味わってい
ただくことで、地元食材や地場産業と地域の魅力を発信した
い」というビジネスアイデア
を、京急百貨店の協力のも
と、上大岡駅改札前を舞台に
「K-bizマルシェ」として実

現。2016年度より定期的に開催し、関東学院大学の学生が
直接、商品を仕入れ、お客さまに販売するとともに、販売テー
マに沿ったレシピの紹介や観光PRも併せて実施しました。

昭和女子大学の学生考案メニューの販売
　京急百貨店は2018年1月から2月にかけ、「三浦半島産だ
いこん」の消費拡大を図るため、「Do�you�農�vegetables?」
に参加した学生たちが考案した特別メニューを、百貨店内に
あるレストラン2店舗で期間限定販売しました。「Do�you�農�
vegetables?」は、昭和女子
大学の栄養士・管理栄養士を
目指す学生と、JA全農かなが
わおよび三浦市農協が協力し
て行う特別授業です。

「 みうら！ 自転車！ 観光！ プロジェクト」
ワークショップ開催
　京急電鉄、三浦市など官民5者で運営するみうらレンタサイ
クル運営協議会は、産学異業種7者で三浦半島エリアの活性
化に取り組む三浦半島地域活性化協議会や自転車創業社と共
同で、大学生による「サイクルツーリズム」による観光振興を
プロデュースするため、関東学院大学、横浜市立大学の学生に
よるワークショップを開催しました。
　みうらレンタサイクルは2017年4月に正式に運営を開始して
以降、利用実績が前年の約1.5倍で推移するなど、観光に特化し
た新たな2次交通手段として認知を広げており、今回三浦半島
地域活性化協議会と協業する
ことにより、若い世代のニーズ
を把握し、新たな顧客層獲得
による観光振興を産・官・学で
図る取り組みとなりました。

「 神奈川産学チャレンジプログラム」への参加
　京急グループは、一般社団法人神奈川経済同友会の会員が、
所属する企業および団体と神奈川県内に拠点を持つ大学が
中心となって行う、産学連携による学生の人材育成を目的と
した課題解決型研究プログラム「神奈川産学チャレンジプロ
グラム」に参加しています。
　2017年度は京急グループから8社が参加しました。

専修大学とのコラボ弁当の発表
　京急ストアでは、産学チャレ
ンジプログラムにおいて、京急�
ストアが提示したテーマの中から
最優秀賞を受賞した専修大学チー
ムが考案した「春のひだまり弁当」
を2017年3月中旬から4月上旬

社会のために

株主・投資家の皆さまとの
コミュニケーション

子どもたちの未来のために

まで発売しました。地元神奈川の食材を使用し、野菜たっぷりで
1食あたり477kcal、塩分3.3gのお弁当に仕上がりました。
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「ウィングエアポート羽田」において
外貨・日本円を電子マネー等に交換サービスを開始
　近年、訪日外国人や日本人旅行客の増加により、羽田空港国
際線ターミナル駅の利用者は年々増加していますが、なかには
余った外国硬貨・紙幣の取り扱いに困り、家に持ち帰る日本人
旅行客や、帰国する際に使い切らなかった日本円を海外へ持ち
帰る外国人旅行客も少なくありません。
　そこで京急ステーションコマース
は、2018年1月から羽田空港国際
線ターミナル駅構内商業施設「ウィ
ングエアポート羽田」に、ポケットチ
ェンジ社の開発した専用サービス機
を導入し、余った外貨・日本円を電
子マネー等に即時交換するサービ
ス（「ポケットチェンジ」サービス）を
開始しました。

　京急グループでは、多様な人材がいきいきと仕事に取り組み、
心身ともに健康で安全に働ける職場づくりを推進しています。

女性従業員の活躍
　京急電鉄では、2015年3月に「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律」に基づき一般事業主行動計画を策定
しました。これは、女性の活躍を推進するため、自社における
女性の活躍状況等の現状を分析したうえで課題の対応策を定
めたもので、総合職の採用に占める女性の割合を毎年30%以
上にするとともに2020年度末まで
に女性管理職層の人数を2015年度
末の30%増とすることをめざします。
　�また、女性のキャリア形成を支援
するための仕組みを整備するととも
にあらゆる職場において性別を問わ
ず、すべての社員がより働きやすい
労働環境を整備してまいります。

障がい者雇用の促進
　京急グループでは「障害者の雇用の促進等に関する法律」
に基づき特例子会社および関係会社の特例認定を受け、障が
い者の雇用促進と就業機会の
拡大をすすめています。

京急ファミリー職場見学会
〜パパ・ママのお仕事を知ろう
　京急グループ社員の職場を家族が見学する「京急ファミリ
ー職場見学会�～パパ・ママのお仕事を知ろう」を、2017年
8月に2日間にわたり実施しました。この見学会は、社員が誇り
をもっていきいきと働けるよりよい企業グループを目指すべく、
会社・社員・家族が互いに仕事
と生活のあり方を考える機会づ
くりを目的に、2017年で4回目
の開催となりました。

第16回京急グループ社員交流会
女性対象のコミュニケーション研修
　2018年2月、観音崎京急ホテルにて「第16回京急グルー
プ社員交流会（女性のカラダと養生について）」を開催し、京急
グループ24社44名の女性社員が参加しました。女性特有の
体や心に関する悩みや問題に対し、日々の健康管理をどのよう
に行うべきかを学びました。また、
カモミールやシナモンなど、い
ろいろな薬膳の効能を学んだ
後、各グループで独自のお茶を
作る実習も行いました。

障害者雇用優良事業所等表彰式で
京急ウィズ浅沼さんが受賞
　2017年9月に行われた障害者雇用優良事業所等表彰式に
おいて、京急ウィズのクローバースタッフである浅沼健二さん
が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用機構から「優秀勤労
障がい者理事長努力賞」を受賞しました。
　この表彰は障がい者の雇用促進と職業の安定を図るため、
障がい者を積極的に多数雇用した事務所、永年にわたり障が
い者の雇用の促進と職業の安定に貢献した団体又は個人、模
範的職業人として長期勤続され
ている優秀勤労障がい者に対
して、その努力の功績を称える
もので、浅沼さんは、賞状と記
念品を授与されました。

社長の職場巡視
　年数回、社長が京急グループの各職場に赴き業務内容
の視察や意見交換を行う社長職場巡視を実施しています。
これを通して、安全管理の状況
等を確認するとともに、社長と
従業員とのコミュニケーション
を図っています。

IRイベントへの参加
　個人投資家の皆さまに京急グループの事業や当社の株式
の魅力などをご理解いただき、
投資の参考にしていただくた
め、首都圏だけでなく、全国
各地でIRイベントや説明会に
参加し、積極的なIR活動に努
めています。

株主向け施設見学会
　株主の皆さまに京急グループの事業について理解を深め
ていただくため、定期的に株主向けの施設見学会を開催して
います。2017年度は「葉山マリーナ�海のお仕事裏側ツアー」

「夏休み親子電車教室�運転士＆車掌体験ツアー」「鉄道の安
全を支える�新町検車区見学ツアー」「京急百貨店�店舗の裏
側見学ツアー」の4回を開催しました。

　羽田空港を沿線にもつ京急グループでは、海外からのお客
さまの利便性向上をめざした様々な取り組みを行っています。

京急ツーリストインフォメーションセンター
　「京急ツーリストインフォメーションセンター�羽田空港国際
線ターミナル駅（京急TIC�羽田空港国際線ターミナル駅）」では、
日・英・中・韓をはじめとした多言語対応可能なコンシェルジュが、
乗車券の発売のほか、交通・観光案内等を行っており、2012
年10月に日本政府観光局（JNTO）から最高ランクとなるカテ
ゴリー3の認定を受けました。また、2017年8月からカウンタ
ーを拡張して、「手ぶら観光サービス」や「MICEサポート業務」、

「宿泊・観光施設予約
手配および発券」のサ
ービスを開始。さらに
外貨両替カウンターを
隣接させるなどワンス
トップサービスの環境
を整えました。

第2回オリパラ総点検の実施
　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を契機として、
品川・羽田を玄関口として国内外から訪れる訪日外国人・障が
いのある方々が、京急グループの交通・施設を安心してご利用
いただける受け入れ態勢づくりの一環として、流通事業各店舗
およびビジネスホテルなどの受け入れ環境、そしてアクセスや
ウェブサイトに関する項目を、外国人および障がい者による
モニター調査を実施。調査結果をグループ全社で共有しました。

『 ロボホン』レンタルサービスを開始
　多言語観光ガイドを行う観光客向けロボット『ロボホン』の
レンタル・販売サービスを、2017年4月から京急羽田空港国
際線ターミナル駅2階「グローバルWi-Fi羽田空港店カウンタ
ー」で開始しました。
　日本語に加え、新たに英語・中国語に対応したコミュニケー
ションロボット『ロボホン』を
レンタルし、一緒に旅を楽しむ
ことで、訪日外国人観光客の
方々に日本文化と触れ合った
想い出を作ってもらうことを
目的としています。

訪日外国人旅行者向けSIMカードの販売を開始
　ますます増加する訪日外国人のSIMカード需要に対応し、
より快適な日本滞在を迎えられるよう、訪日外国人旅行者向
けプリペイドSIMカード「KEIKYU�TRAVEL�SIM」を2018年
2月から発売しています。
　インバウンド対応強化の一環であり、京急グループが運営�
する羽田空港国際線ターミナル駅内のセブン‐イレブン、
宿泊特化型ホテル「京急EXイン」の全館にて販売を開始、
2018年4月には羽田空港国際線ターミナル2階に自動販売
機も設置する等、今後も順次拡大していく予定です。

社会のために

鉄道の安全を支える�新町検車区見学ツアー葉山マリーナ�海のお仕事裏側ツアー

海外とのコミュニケーション

従業員のために

（左）�台紙デザイン
（右）�自動販売機
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コーポレートガバナンスの基本的な考え方

コンプライアンス

監査体制

危機管理体制

●京急グループコーポレートガバナンス体制図

諮問

権限委譲

権限委譲

協議
代　表　取　締　役　社　長

監査

選任・解任

監査監査

監督 監査選定（業務執行権限を委任）・解職監督

グループ社長会、グループ・コンプライアンス協議会

連携

連携

内部通報の報告

報告
報告

監査

協議または報告

経営監督

監査役会（社外監査役）

監査役会事務局

取締役会（社外取締役）

各本部・室・部
内部通報窓口

弁護士 グループ業務監査部（内部監査部門）
グループ会社

選任・解任選任・解任

会計監査人

常務会

指名・報酬委員会

権限委譲

株　主　総　会

●リスクマネジメントの基本的な考え方　
　公共交通機関を中心に事業を行う京急グループの社会的責任を踏ま
え、サービス・商品の安全・安心を確保するため、京急グループ危機管理
規程に基づき、平時から安全対策に積極的に取り組むとともに、万一の事
故や災害などの発生に備え、各種対応方法を整備しています。また、危機
発生時に、グループ全体の情報を集約・共有することにより、危機のすみ
やかな収拾と再発防止を図っています。
　さらに、グループ全体のリスク情報を管理するため、各部門は当社事業
に係るリスク情報を把握するとともに、職制および業務分掌規定に基づ
き、所管する各グループ会社のリスク情報を把握し、損失の最小化を図る
ための対策を講じています。
　このほかグループ業務監査部は、各部門および各グループ会社のリ

スク管理体制についての監査を行っています。
　各部門が把握するリスク情報については、グループ全体のリスク情報
として集約し、グループ・コンプライアンス協議会において情報の共有化
を図っています。

●危機管理委員会の設置　
　公共交通機関を中心に事業を行う京急グループの社会的な責任を踏
まえ、サービス・商品の安全・安心を確保するため、グループ全体の危
機に対応する事項を検討・立案する「危機管理委員会」を設置し、平時か
ら安全対策などに積極的に取り組んでいます。また、京急電鉄の各本部
長、部長およびグループ会社社長は「危機管理統括責任者」または「危
機管理責任者」として、危機管理委員会の方針および指示に従い、自部

　内部監査は、社長直轄の組織であるグループ業務監査部が、京急グル
ープの業務全体にわたる内部統制体制についての監査を行うとともに、
関係部署との連携強化を図っています。監査役監査は、専任の組織が、
監査役の職務を補助しています。会計監査は、京急電鉄と監査契約を締

結している新日本有限責任監査法人が、定期的な監査等により会計処理
の正確性と透明性の強化に努めています。
　京急電鉄は、内部監査、監査役監査、会計監査間で相互に連携をとる
体制を整備しています。

　京急グループは、ライフラインを担う企業集団として、すべての事業に
おいて安全の徹底を図るとともに、お客さま、株主・投資家、地域・社会・
環境、取引先および従業員などのステークホルダーと適切な協働を図り、
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、「グループ理
念」および「長期ビジョン」に基づき、コーポレートガバナンスの継続的な
充実に取り組みます。
　京急電鉄は、現状において、適時かつ適切に取締役会等の運営を行い、
迅速かつ適切な意思決定ができていると考え、従前どおり監査役制度を
採用しています。取締役会は、社外取締役3名を含む15名で構成され、
法令・定款で定められた事項や経営上の重要事項の決議および報告なら
びに職務執行の監督を行っています。また、取締役の人事・報酬および後
継者育成計画の決定に関する取締役会の透明性、客観性と説明責任を強
化するため、取締役会の諮問機関として、半数以上が独立社外取締役で
構成される指名・報酬委員会を設置しています。さらに、常勤取締役およ
び常勤監査役で構成する常務会は、取締役会に付議する事項を協議する
とともに、詳細な業務に関する事項を審議することで、取締役会から代表
取締役社長への権限委譲を進めています。このほか、監査役会は、社外
監査役3名を含む4名で構成され、各監査役の監査状況の報告および監
査意見の形成を行っています。各監査役は、経営状況の監査や取締役の

職務執行の適法性などの監査を行うほか、取締役会や常務会等の重要な
会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行っています。また、代表取締役
と監査役との間で職務執行や監査に関して定期的に会合を行い、会社が
対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等に
ついて意見交換を行っています。さらに、監査役は、会計監査人と定期的
に会合をもつなど、緊密な連携を保ちながら、積極的に意見および情報
を交換しています。なお、取締役の事業年度の経営責任を明確にすると
ともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することがで
きるようにするため、取締役の任期は１年としています。
　京急電鉄では、公共交通機関を中心に事業を行っている社会的責任を
踏まえ、短期的な業績に限らず、事業継続の大前提となるサービス・商品
の安全確保など中長期にわたる企業価値向上を実現するため、取締役会
においては、京急グループの事業や戦略に精通する取締役を中心とした
体制をとっています。また、社外役員が独立した立場から経営に参画する
ことで、さらに透明性、客観性の高いコーポレートガバナンス体制を推進
できることから、上記に記載した体制を採用しています。
　グループ全体においては、グループ会社社長が出席するグループ社長
会を定期的に開催し、グループ全体における経営方針の徹底と経営情報
の共有化を図っています。

署・自社における対応策の立案・実行・見直しを行っています。

●危機対策総本部の設置　
　重大な事件、事故、不祥事、自然災害、疫病、テロの発生など、グルー
プ全体での対応が必要な場合には、京急電鉄の社長もしくは危機管理

委員会委員長を本部長とした「危機対策総本部」を設置し、迅速かつ正
確な事実確認と情報公開を行うとともに、ステークホルダーの損害を最
小限にとどめるための具体案を立案し、実行します。

●コンプライアンスの基本的な考え方　
　京急グループは、法令や社会規範に則り、京急グループを取り巻くす
べての皆さまからの信頼に応え、企業市民として期待される社会的責任

を果たすために、「京急グループ・コンプライアンス指針」、「京急グルー
プ・役員および従業員行動基準」を定めています。

●コンプライアンスに関する教育・研修
　京急グループの全従業員が、コンプライアンスに対する理解を深め、
一人ひとりが正しく行動できるよう、新入社員から管理・監督職まで階層
別に研修を実施しています。また、日々の業務を遂行するうえで、どのよ
うなことに注意して行動すべきかをまとめた「京急グループ・コンプライ
アンスブック」や時事問題を取りあげた「京急グループ・コンプライアン
ス便り」を適宜配布したほか、「京急グループ・コンプライアンス指針」や

「京急グループ・役員および従業員行動基準」をカードサイズに印刷した
「コンプライアンスカード」を、グループのすべての役員および従業員に
携行させ、常に
そ の 趣 旨を意
識し、行動でき
るようにしてい
ます。

（1） 私たちは、常にお客さまの安全を最優先に考え、サービスや商品を提供します。
（2） 私たちは、お客さまのニーズを把握するとともに、お客さまの声を活かし、満

足度の高いサービスや商品の提供に努めます。

1.お客さまに対して
（1） 私たちは、地球環境を守る担い手として、環境への負荷軽減、資源の有効活

用に努めます。
（2） 私たちは、環境の保全に配慮し、自然環境と調和した事業活動に努めます。

5.環境に対して

（1） 私たちは、株主・投資家などから正しい評価を得られるよう、適時・適切な
企業情報の開示に努めます。

（2） 私たちは、業務上知りえた内部情報を利用して疑惑や不信を招く株式の
売買などを行いません。

2.株主・投資家に対して
（1） 私たちは、不当な取引制限や、不公正な方法による取引は行いません。
（2） 私たちは、取引先との間で公正な取引関係を築き、会社と取引先の双方に

とって最適な取引を行うよう努めます。

6.取引先に対して

（1） 私たちは、地域に密着した企業グループの一員であることを自覚し、地域の
発展のために活動します。

（2） 私たちは、明るく住みやすい社会となることを目指して、地域社会への貢献
に努めます。

3.地域に対して

京急グループ・コンプライアンス指針

京急グループ・役員および従業員行動基準

（1） 私たちは、会社の財産（知的財産、企業ブランドを含む）を大切に扱い、そ
の価値の維持・増大に努めます。

（2） 私たちは、会社の重要情報およびお客さまや他社の機密情報を厳重に取り
扱い、漏洩の防止に努めます。

7.会社に対して

（1） 私たちは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力との関係を断ち、
毅然とした態度で対応します。

（2） 私たちは、社会的に許されない政治献金や寄付、社会から誤解や不信を抱
かれるような接待や贈答を行わず、また、受けません。

4.社会に対して
（1） 私たちは、職場における事故の防止に全力を尽くし、安全で衛生的な職場

環境の整備に努めます。
（2） 私たちは、個人の人格と人権を尊重し、国籍・性別・宗教などによる差別や

セクシュアルハラスメントなどの嫌がらせのない、明るく活気のある職場
づくりに努めます。

8.役員・従業員相互の関係

1.お客さまに対して ： お客さまの豊かな生活のために、安全で、満足を得られるサービス・商品の提供に努めます。

2.株主・投資家に対して ： 投資に対する期待に応えるために、長期的・安定的な企業価値の増大を目指した事業活動と、適時・適切な会社情報の開示に努めます。

3.地域・社会・環境に対して ： よりよい社会の形成に貢献するために、地域社会との協調・連携に努めるとともに、地球環境を守るために、環境への負荷軽減に努めます。

4.取引先に対して ： 相互の繁栄のために、合理的な商慣習に則った、公正・透明な取引に努めます。

5.従業員に対して ： 従業員が安心して意欲的に働くことができるために、個人の尊重と、良好な職場環境の維持・向上に努めます。

●個人情報保護方針
　京急グループは、個人情報保護に対する社会的要請に応えるべく、
法令などを順守するとともに、個人情報保護に関する取り組み姿勢を
明確にするため、プライバシーポリシーを定め、忠実に実行します。
※個人情報保護方針の全文は、京急電鉄のウェブサイト（トップページ
→プライバシーポリシー）をご覧ください。

●内部通報制度（コンプライアンス窓口）
　京急グループでは、所属会社や雇用形態を問わず、すべての従業員が
利用できるコンプライアンス窓口を社内と社外に設置し、コンプライアン
ス違反に関する通報を受け付けています。
　また、「内部通報規程」を整備し、通報者の保護など公正かつ適正な
窓口の運営を徹底しています。さらに、コンプライアンスカードに窓口の
連絡先を記載するなど、グループの全従業員に周知し、窓口の実効性を
確保することで、コンプライアンス違反情報を早期に察知し、違反を防ぐ
体制を構築しています。

Corporate Governance

コーポレートガバナンス
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役員紹介（2018年6月28日付）

コーポレートガバナンス

取締役会長（代表取締役）

石渡 恒夫

常務取締役
本多 利明
新規事業企画室長 兼生活事業
創造本部まち創造事業部長

取締役
佐々木 謙二
日本発条株式会社
最高顧問

取締役
友永 道子
公認会計士

取締役
寺島 剛紀
大星ビル管理株式会社
代表取締役社長

取締役
平位 武
京浜急行バス株式会社
取締役社長

取締役
上野 賢了
株式会社京急百貨店
取締役社長

取締役
浦辺 和夫
グループ戦略室長
人事部担当

取締役
渡辺 静義
総務部長

取締役
川俣 幸宏
生活事業創造本部統括管理部長
兼品川開発推進室部長

取締役
佐藤 憲治
株式会社京急ストア
取締役社長

常勤監査役
國生 伸

常勤監査役
森脇 朗

監査役
末綱 隆
株式会社関電工
社外監査役

監査役
須藤 修
弁護士

取締役社長（代表取締役）

原田 一之
グループ業務監査部担当

取締役副社長
小倉 俊幸
総括 生活事業創造本部長
兼品川開発推進室長

専務取締役
道平 隆
鉄道本部長
広報部担当

常務取締役
廣川 雄一郎
経理部長

社外取締役メッセージ

ユニークな発想で将来新しい核となりうる
新規事業を作り出せるかがポイント
　社外取締役として経営に参画して早3年。環境・安全面の配慮も
含め、地域に貢献してきた当社は、収益力の強化や事業の選択と集中
などを通じて財務内容も改善させています。また、経営目標や事業
戦略等がグループ全体に浸透しており、ガバナンスの利いた体制が
構築されています。当面の大プロジェクトは品川駅周辺の再開発で
すが、高い能力と強い責任感を持った優秀な人材が原動力となって
確実に完遂されると期待しています。さらに、年間3000万人に達し
た訪日外国人数は2020年以降も拡大すると見ており、こうしたイン
バウンド需要を当社の事業に取り込めれば、さらなる成長も望めます。
　今後の課題は、いかにユニークな発想で、将来の核となる新規事業
を作り出していくか。若手の育成にも注力しながら、多様性や組織の
活性化のさらなる推進を期待しています。
　2019年秋には本社を横浜へ移転します。引き続き、東京・神奈川
を中心としたステークホルダーの皆さまに資する事業活動を通じて、
企業価値をさらに向上してほしいと思います。

社外取締役
佐々木 謙二
日本発条株式会社最高顧問

2000年6月 日本発条株式会社取締役社長
2006年6月 同社取締役会長（2013年6月退任）
2007年12月 横浜商工会議所会頭（2015年10月退任）
2008年6月 横浜新都市センター株式会社社外監査役
 （2016年6月退任）
2015年6月 当社取締役　現在に至る

職場全体に徹底された
「安全・安心」への意識という強み

　当社グループは、職場全体に徹底された「安全・安心」への意識と
いう強みを土台に、すべてを自前主義で行うことから脱却し、幅広い
企業との協業を通じて事業領域の拡大を模索するなど、大きな転換
点を迎えています。こうした様々な分野での協業の試みを、今後さら
に加速させ、大きな成果へと結び付けることが重要です。
　取締役会では社外取締役として、社内の常識が社会の非常識と
なっていないかどうか、社外への情報開示はわかりやすく透明性が
確保されているかということを、常に念頭に置いて発言・提言して
います。また、経営方針の現場への浸透と、現場の意見の適切な
吸い上げを確認する機会でもある、現場担当者の話を聞く機会も、
大切かつ楽しみにしています。
　より広範囲な社会貢献が期待される社会において、従来からの
公共交通機関としての意識に加え、事業活動の延長線上での多くの
気づきを業務や事業に反映し続けることで持続的成長を遂げてほし
いと思います。

社外取締役
友永 道子
公認会計士

1975年3月 公認会計士登録
2007年7月 日本公認会計士協会副会長
 （2010年7月退任）
2008年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー
 （2010年6月退任）
2010年6月 当社監査役（2016年6月退任）
2011年6月 日本電信電話株式会社社外監査役　
 現在に至る
2014年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役　
 （2016年6月退任）
2016年6月 当社取締役　現在に至る

49 KEIKYU GROUP CSR REPORT 2 018 50KEIKYU GROUP CSR REPORT 2 018



　「京急グループCSR報告書2018」を拝読いたしました。
グループが2035年度に目指すべき将来像として「品川・羽
田を玄関口として、国内外の多くの人々が集う、豊かな沿線
を実現する」を掲げ、その長期目標を実現するための3つの
長期経営戦略「エリア戦略」「事業戦略」「お客さま戦略」を
実現するためのロードマップが明確に描かれており、好感を
持ちました。
　原田一之社長のメッセージでは初めてESG経営を前面に
掲げられ、「環境・社会・ガバナンス」の概念を経営に統合
していくという力強い意志を感じました。
　その中で「都市生活を支える企業集団として、すべての
事業において安全・安心の徹底を最大のテーマとして取り
組む」「資源やエネルギーの有効活用、CO2排出量の削減、
公共交通機関の利用促進などに努める」「（人口減少に対し）
沿線を活性化し、住みつづけられる街づくりを推進するべく
さまざまな取り組みを実施する」など、ESG課題に対し積極
的に向き合う姿勢を明確にされていたのが印象的でした。
　「財務・非財務ハイライト」のうち、非財務情報としては、

「安全関係設備投資額」や「女性従業員数」が順調に伸びて
いるのに対し、「CO2排出量」や「運転用電力使用量」がこの
5年間で微減にとどまっている課題が浮き彫りになりました。
　鉄道会社が温室効果ガスや電力使用量を削減することは
大変困難なプロセスであることはお察しいたしますが、今後は

「乾いたぞうきんを絞る」のではなく、技術的・経営的なイノ
ベーションを通じて、新たな活路を見出されることを期待して
います。特に自然（再生可能）エネルギーのさらなる利用や、
地域と協働した自然エネルギーの発電事業にも社会や投資
家の関心があると考えます。
　個別事例としては、「安全・安心への取り組み」に10ペー
ジもの紙幅を割き、丁寧に説明されていました。交通事業
を基幹とする京急グループにとって「安全・安心」は何より 

大事な至上課題であり、それに対する自覚と意気込みが伝
わってきました。
　「環境への取り組み」については6ページ、「社会のために」
は8ページと、これも十分な情報量でした。特に「社会のために」
では、レンタルスペース「fika上大岡」や「カリアゲ京急沿線」 

（空き家の貸し出し）など、地域との協働事業や観光・地域振
興に積極的に取り組んでいる豊富な事例を興味深く読ませ
ていただきました。貴社の社会的な活動は、多くの鉄道系企
業グループの中で、十分遜色ない活動をされていることが
分かりました。特に空き家の貸し出しなどの個性的な社会的
事業については、継続的に取り組まれていくことを期待します。
　貴社は今後、羽田空港のさらなる発展や品川地区の再開
発など、大きな変革のステージを迎えられます。それととも
に、日本社会も、人口減少やそれに伴う過疎や経済停滞の
懸念など、大きな変革期に入ります。地域における鉄道系企
業グループの社会的・経済的な役割はますます重要になる
と言っても過言ではありません。
　そんななか、貴社が「2035年」に向けて目指すべき姿として、
あるべき社会の姿を起点にした事業目標、特にESGに関連す
る「サステナブルなゴール」を設定していくことが望ましいと
考えます。
　2015年に国連でSDGs（持続可能な開発目標）が採択
されて3年が経とうとしています。政府や地方自治体、投資家、
さらには地域や住民にもサステナブルな意識が今後高まっ
ていくことが予想されます。さまざまなステークホルダー
とともにサステナブルな地域を実現し、自社の発展を目指
していく― そんな姿を期待しています。

　当社グループがＣＳＲ報告書を発行するのは、2008年から
数えまして今回で11回目となります。2017年度報告書の
発行にあたり、新たに「財務・非財務ハイライト」および「中期
経営計画の進捗」について記載し、あわせて当社グループが
一丸となり各社の特徴を活かして取り組んでいる活動を幅広
く記載するなど内容を一新し編集しました。また「コーポ
レートガバナンス」についても理解を深めていただくため
役員紹介および社外取締役メッセージを記載いたしました。
特に第三者意見については今年度版より新たに掲載をいた
しました。森先生には貴重なご意見を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。社長のＥＳＧ経営への積極的な姿勢を高く評価いただき
感謝申し上げます。また、ご指摘をいただきましたCO2排出
量について、省エネルギー車両の導入やＬＥＤ照明化など当社
グループにおいて推進しているところではありますが、再生
可能エネルギーの活用や沿線地域との連携による自然エネ
ルギーへの取り組みについても革新的な挑戦を忘れずに
取り組んでまいります。
　交通事業を基幹とする当社グループにおいて、気候変動へ
の対策として最も大きく貢献できるのがモーダルシフトの
推進であります。自家用車に比べエネルギー使用量とCO2

排出量の少ない鉄道・バスで皆さまにお出かけいただくこと
がエコ活動への参加であるとし、これを推進する「ノルエコ」
プロジェクトを積極的に行っております。公共交通機関として
その魅力や利便性を高め、多くの方にご利用いただくことが
環境保全につながると捉え、本業を通して環境のために貢献
していきたいと考えています。
　またＥＳＧに関連する「サステナブルなゴール」の設定につい
ては、社内でプロジェクトを立ち上げ、当社グループが目指す
姿についての検討を始めたところでございます。すでに実施し
ている活動やグループの現状を踏まえ、経営計画や長期ビジョ
ンとの相関および、ＳＤＧｓ等の国際イニシアティブとの整合性

も重視しながら当社グループの重要課題や数値目標、コミット
メント等を今後段階的に策定していく予定です。これらの策定
に際しては、当社グループに関わる皆さまからの期待と信頼に
応えるべく取り組みを進めてまいります。
　サステナブルという意識で考えますと、当社沿線における
人口減少や少子高齢化も深刻な課題であります。創業からの
120年を共に歩んできた沿線地域が今後も持続的に発展して
いけるよう、交流人口の増加ひいては定住人口増加に向け、
行政・自治体と一体となって地域活性化を図るとともに沿線価
値向上に取り組んでまいります。あわせてインバウンド需要の
拡大は今後も継続するとみられ、訪日外国人への対応強化も
当社の重要な役割のひとつであると捉えています。多様な
お客さまを受け入れ、国内外の多くの人々が集う豊かな沿線の
実現のため、努力を続けてまいります。
　最後に、これらの活動を担うのは他でもない当社グループ
の社員１人ひとりであり、多様な人材がいきいきと仕事に取り
組むことができる環境を整えることが重要です。安全に働け
る職場づくりはもちろん、ダイバーシティや健康経営の積極
的取り組み、知識や技術の継承、現場との対話機会の創出な
どをさらに拡充させることで、当社グループ全体で「都市生
活を支える事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展
に貢献する」という京急グループ理念の実現に向けて更な
る努力を続けてまいります。

株式会社オルタナ 代表取締役社長
CSR情報誌「オルタナ」編集長

森 摂
東京外国語大学スペイン語学科を卒業後、日本経済新聞社入社。編集局流通経済部などを経て1998年-2001年ロサン
ゼルス支局長。2006年9月、株式会社オルタナを設立、現在に至る。主な著書に『 未来に選ばれる会社－CSRから始まる
ソーシャル・ブランディング』（学芸出版社、2015年）、『ブランドのDNA』（日経ビジネス、片平秀貴・元東京大学教授と共著、
2005年）など。武蔵野大学大学院環境学研究科客員教授。CSR検定委員会委員。一般社団法人CSR経営者フォーラム
代表理事。特定非営利活動法人在外ジャーナリスト協会理事長。特定非営利活動法人「街角に音楽を」理事。

「地域も自社事業もサステナブルに」

Third-Party Review

第三者意見
Officer Comment

担当役員コメント

第三者意見を受けて
京浜急行電鉄株式会社
専務取締役 鉄道本部長
 広報部担当

道平 隆
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■ 交通事業
会社名 所在地 主な事業内容 代表者 設立 資本金 社員数

京浜急行バス株式会社 東京都港区高輪2-20-20 乗合バス事業 平位 武 2003年4月 1億円 1,773人

京急バスリアルエステート株式会社 東京都港区高輪2-20-20 不動産賃貸事業 平位 武 1958年2月 1億2,000万円 0人

東洋観光株式会社 神奈川県横須賀市久里浜7-6-1 貸切バス事業 井ノ口 聡 1953年2月 2,000万円 36人

川崎鶴見臨港バス株式会社 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-21-6 乗合バス事業、貸切バス事業 田中 伸介 1937年11月 1億8,000万円 781人

京急交通株式会社 神奈川県横浜市港南区上大岡西3-11-15 タクシー事業 木村 健 1948年10月 9,000万円 166人

京急横浜自動車株式会社 神奈川県横浜市港南区上大岡西3-11-15 タクシー事業 木村 健 1954年8月 6,000万円 76人

京急文庫タクシー株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦2-15-2 タクシー事業 木村 健 1954年1月 1,000万円 85人

京急葉山交通株式会社 神奈川県三浦郡葉山町長柄1 タクシー事業 木村 健 1950年10月 1,400万円 61人

京急中央交通株式会社 神奈川県横須賀市久里浜2-12-5 タクシー事業 木村 健 1952年1月 2,000万円 114人

京急三崎タクシー株式会社 神奈川県三浦市原町15-13 タクシー事業 木村 健 1963年4月 1,000万円 33人

■ 不動産事業
会社名 所在地 主な事業内容 代表者 設立 資本金 社員数

京急不動産株式会社 東京都港区高輪2-21-28 土地・建物の売買、 
仲介、賃貸の各事業 坂齊 素彦 1958年9月 10億円 155人

臨港エステート株式会社 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-21-6 不動産賃貸事業 田端 哲夫 2005年10月 8,000万円 0人

株式会社Rバンク 東京都渋谷区渋谷3-8-12
リノベーションコーディネート事業、
不動産仲介・管理、
シェアハウス運営・企画

本多 利明 2006年8月 2,000万円 11人

■ レジャー・サービス事業
会社名 所在地 主な事業内容 代表者 設立 資本金 社員数

株式会社観音崎京急ホテル 神奈川県横須賀市走水2-1157-2 ホテルの経営、温浴施設、 
グランピングの運営 草川 晴夫 1984年9月 2億円 23人

株式会社京急イーエックスイン 東京都港区高輪 3-13-3 
シナガワグース内

ホテルの経営、
運営受託および経営指導 四宮 浩 2007年7月 1,000万円 309人

三崎観光株式会社 神奈川県三浦市三崎町小網代1152 宿泊施設の経営、 
ヨット・ボート保管 草川 晴夫 1950年4月 4億4,000万円 38人

株式会社京急油壺マリンパーク 神奈川県三浦市三崎町小網代1082 水族館の経営 草川 晴夫 1967年11月 2,000万円 37人

株式会社葉山マリーナー 神奈川県三浦郡葉山町堀内50-2 ヨットハーバーの経営、
飲食店・物販店の経営 伊東 治泰 1963年9月 4億3,750万円 17人

京急開発株式会社 東京都大田区平和島1-1-1 ボートレース事業、
不動産賃貸事業、レジャー事業 小山 勝男 1934年12月 10億円 65人

京急伊豆開発株式会社 静岡県伊豆の国市古奈168 ホテル・旅館の経営 笠井 裕一 1968年11月 1,000万円 12人

京急ロイヤルフーズ株式会社 東京都大田区平和島1-1-1 飲食店等の経営 中島 啓之 1954年12月 3,000万円 20人

平和島整備株式会社 東京都大田区平和島1-1-1 ボートレース用ボート・モーターの
賃貸および管理 大原 富明 1965年6月 1,000万円 9人

株式会社京急ビルテック 東京都大田区平和島1-1-1 総合ビル管理、保安警備、清掃、
施設維持管理 三ツ木 哲夫 2002年11月 5,000万円 22人

株式会社市原京急カントリークラブ 千葉県市原市馬立3022-13 ゴルフ場の経営 寿浅 実 1972年12月 2億円 27人

株式会社長野京急カントリークラブ 長野県長野市北郷2016-327 ゴルフ場の経営 大石 和佳 2002年11月 1，000万円 25人

京急フードサービス株式会社 神奈川県横浜市西区高島2-16-1
京急横浜ビル7階 飲食店・カフェの経営、店舗の賃貸 藤田 隆司 1948年12月 3,200万円 39人

株式会社京急アドエンタープライズ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
三井生命上大岡ビル2階

広告代理業、旅行業、
建設業内装工事 亀卦川 悟 1992年12月 1億円 90人

株式会社京急アド交通メディアワーク 東京都港区高輪3-25-23 鉄道車両および駅構内における
広告作業 鈴木 隆一 2007年3月 1,000万円 2人

Group Companies

グループ会社一覧
会社名 所在地 主な事業内容 代表者 設立 資本金 社員数

株式会社京急エルベフーズ 東京都港区高輪2-21-28 京急第3ビル 飲食店、カフェ、ベーカリー等の
経営・受託運営 品田 道博 1952年6月 3,000万円 6人

臨港コミュニティ株式会社 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-21-6 不動産仲介斡旋および管理業、
旅行業、商事業 遠藤 治男 1972年10月 3,200万円 6人

■ 流通事業
会社名 所在地 主な事業内容 代表者 設立 資本金 社員数

株式会社京急百貨店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 百貨店業、
ショッピングセンター業 上野 賢了 1989年12月 1億円 204人

株式会社京急友の会 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 百貨店友の会業 小泉 雅彦 1996年3月 5,000万円 0人

株式会社京急ストア 東京都港区高輪2-21-28 京急第3ビル ストア業 佐藤 憲治 1933年6月 5億714万2千円 421人

株式会社京急マリーンフーズ 東京都港区高輪2-21-28 京急第3ビル 水産物の加工および販売、
惣菜の製造および販売 東内 哲志 2003年3月 1,000万円 2人

株式会社京急ショッピングセンター 東京都港区新橋２丁目東口地下街1号 ショッピングセンターの経営、
駐車場業 松尾 茂之 1995年4月 4億円 33人

株式会社京急ハウツ 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-2 ホームセンター、マツモトキヨシFC
（ドラッグストア） 佐藤 憲治 2002年4月 5,000万円 24人

株式会社京急ステーションコマース 東京都港区高輪2-21-28 京急第3ビル5階 売店事業、賃貸事業 加藤 美智雄 2001年6月 5,000万円 84人

株式会社京急フレッシュワン 東京都大田区平和島1-1-1
業務スーパーFC（業務用食品ス
ーパー）、ザ・ダイソーFC（100
円ショップ）

船引 孝良 2003年3月 1,000万円 12人

■ その他の事業
会社名 所在地 主な事業内容 代表者 設立 資本金 社員数

京急建設株式会社 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 土木・建築工事の請負等 石渕 憲二 1961年7月 3億円 233人

京急電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区池田2-2-3 電気工事業、電気通信工事業、
管工事業 小島 好人 1946年9月 1億円 175人

京急電気工事株式会社 神奈川県川崎市川崎区池田2-2-3 電気通信・信号装置工事業、
電気工事業 前田 浩二郎 2006年1月 1,000万円 11人

株式会社京急ファインテック 神奈川県横浜市金沢区六浦東2-1-1 電車・自動車等輸送用機器の製
作、改造、修理業務 松田 義明 1948年10月 4,300万円 67人

株式会社京急ファインサービス 神奈川県横須賀市舟倉2-4-1 電車・自動車等輸送用機器の清掃
業務、塗装工事業務 島村 昭一 2002年2月 300万円 47人

株式会社京急リブコ 神奈川県川崎市川崎区港町5-5 マンション管理事業、
リフォーム事業、住生活支援事業 原 直樹

1977年12月
（商号・事業内容変

更2015年7月）
5,000万円 84人

京急サービス株式会社 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー21階

ビルメンテナンス・清掃・警備事業、
生活支援事業、生花事業、保育園
運営事業

樫野 敏弘 1971年2月 2億円 488人

株式会社京急メモリアル 神奈川県横浜市金沢区谷津町384 葬祭場の経営 箕輪 義夫 1998年7月 3,300万円 32人

株式会社京急システム 東京都港区高輪2-21-28 コンピューターソフトウェアの設計・
開発・販売および保守 小林 要司 1999年4月 1億円 80人

株式会社京急自動車学校 神奈川県横浜市港南区港南2-13-12 自動車教習所の経営 森 明裕 1962年6月 6,000万円 61人

株式会社鴨居自動車学校 神奈川県横浜市緑区鴨居1-5-1 自動車教習所の経営 坂野 正典 1964年5月 5,000万円 33人

株式会社京急保険サービス 東京都品川区北品川1-26-10 生命保険募集人業務、損害保険代
理店業務、保険事務代行業務 芹沢 康彦 2004年10月 5,000万円 28人

株式会社京急ビルマネジメント 東京都港区高輪2-21-28 京急第3ビル 土地・建物の所有・管理・賃貸借、
土木・建築工事の企画・設計 川俣 幸宏 2000年8月 3,000万円 43人

株式会社京急ビジネス 東京都港区高輪2-21-28 京急第3ビル 経理・人事業務の代行、
人材派遣紹介事業 平光 正樹 2001年9月 5,000万円 90人

株式会社京急ウィズ 神奈川県逗子市逗子5-10-25

駅清掃、駐輪場管理、名刺作成、布
団乾燥、クリーニング業務、電鉄本
社ビル内 宅配受付と立会業務、
施設管理（寮、ファミリー倶楽部な
ど）業務、データ入力業務、団体旅
客受付業務

根岸 一雄 2003年9月 1,000万円 58人

2018年6月29日現在
（社員数はいずれも正社員数で2018年3月31日現在）
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