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環境レポートの
編集方針
当社では、2018年度まで環境

報告書（レポート）を発行し、環

境情報を発信してまいりました

が、2019年度から「統合報告

書」を発行し、持続可能な社会

の実現に貢献する当社の強み

や価値創造ストーリーをお伝え

しています。なお本レポートは、

環境対策の重要性を踏まえ、

当社および連結各社の定性的

な取り組みと成果をステークホ

ルダーの皆さまに分かりやすく

お伝えすることを目的に発行

いたします。

統合報告書2019

環境レポート2019

環境データ集（Web）

非財務情報

財務情報＋非財務情報
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公表数値については、端数処理してい
る場合があります。公 表 数 値

本レポートには、当社の現時点におけ
る将来についての計画や経営戦略、公
表数値に関する記述があります。これ
らは、現時点で入手可能な情報から判
断した事項に基づいています。

免 責 事 項

当社の環境への取り組みに関する情報
のほか、連結各社および東急グループ
の情報を掲載しています。

レポートの範囲

原則として、2018年度（2018年4月1
日～2019年3月31日）を対象としてい
ますが、一部に2017年度以前の情報
や2019年度の情報を含んでいます。

レポートの
対象期間

【会社概要】
会 社 名 ： 東急株式会社
英 文 名 ： TOKYU CORPORATION
本     社 ： 〒150-8511 東京都渋谷区南平台町5－6
設     立 ： 1922年9月2日
資 本  金 ： 1,217億24百万円
              （2019年3月31日現在、単位未満切捨）
売 上  高 ： 2,845億31百万円
              （2018年4月1日～2019年3月31日、単位未満切捨）
従業員数 ： 4,666人（2019年3月31日現在）
株式上場 ： 東京証券取引所 市場第一部
事業内容 ： 不動産賃貸業、不動産販売業、その他事業
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ご あ い さ つ

東急株式会社
取締役社長

　当社は、公共交通整備と住宅地開発を両輪として、事

業性と公共性を両立させながら、他社に先駆けて新しい

生活価値を提案し、持続的な街づくりに努めてまいりまし

た。この度、持続的成長と企業価値の向上を図るにふさ

わしい経営体制構築を目的として、2019年9月2日、会

社の商号を「東京急行電鉄株式会社」から「東急株式会

社」に変更し、10月1日には、当社鉄道事業（軌道事業を

含む）を分割し、営業を開始いたしました。

　これからも、これまで培ってきた事業間連携を継続しな

がら、当社が街づくりをベースとした事業戦略の策定を

担い、「美しい生活環境の創造」に取り組んでまいります。

　さて、昨今は、地球温暖化による気候変動に対し、社会

の生活基盤を担う当社の事業の中で、「街づくり」におけ

る環境への配慮は欠かすことのできない重要な要素と

なっております。今後、環境負荷低減を図りながら環境経

営を推進するためには、 長期的な視点を持つことが求め

られます。そこで、当社は2050年までに使用する電力を

再生可能エネルギー100％で調達するRE100を目標と

することといたしました。省エネルギーと再生可能エネル

ギーの最適利用を積極的に推進し、事業活動の低炭素、

脱炭素化社会に向けた取り組みを確実に進めてまいります。

　また、循環型社会に向けた取り組みについては、プラス

チックゴミ問題、食品廃棄物問題など生活と密接に関わ

る、資源の循環利用の促進、生態系配慮の推進など、自

然と共生できる社会の構築に向けて、当社およびグルー

プ各社とそのサプライチェーンと共に、サステナブルな社

会、生活基盤の構築のため、積極的に貢献してまいります。

　パリ協定の発効、ＳＤＧsの採択など、国際社会全体が

持続可能な社会の実現に向けて急速に変化しておりま

す。当社およびグループ各社は、グローバルな視点で変

化する社会を捉え、地域社会の皆さまとともに次世代に

向けた歩みをすすめてまいります。

2019年10月
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「美しさ」それは東急グループの、次の時代に向けた道しるべであり、価値基準です。

我々が求める「美しさ」とは、人、社会、自然が調和した中で、

国を超え、世代を超え、一人ひとりの心に深い感動を呼び起こすありようのことです。

東急グループは、洗練され、質が高く、健康的で、人の心を打つ「美しい生活環境の創造」を

自らの事業目的とし、その実現に全力で取り組みます。

そして優しさと思いやりにあふれた「調和ある社会」の中で、

一人ひとりが自分らしく生き、幸せを実感できるよう、お役に立ちたいと考えます。

「美しい時代へ」には、我々東急グループが、自ら美しくあり続ける覚悟と、

美しい生活環境を創る先駆者になる決意が込められています。

我々は、グループを共につくり支える志を持ち、この理念を共有する。

自己の責任を果たし、
互いに高めあい、
グローバルな意識で
自らを革新する。

自立と共創により、総合力を高め、
信頼され愛されるブランドを確立する。
• 市場の期待に応え、新たな期待を創造する。
• 自然環境との融和をめざした経営を行う。
• 世界を視野に入れ、経営を革新する。
• 個性を尊重し、人を活かす。
もって、企業の社会的責任を全うする。

美しい生活環境を創造し、
調和ある社会と、
一人ひとりの幸せを追求する。

存 在 理 念 経 営 理 念 行 動 理 念

グループ理念

グループスローガン
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東急株式会社および連結子会社の概要

　当社および連結子会社では、国内連結対象企業数122社、海外連結対象企業数11社を連結の範囲とし、

交通、不動産、生活サービスの3つの事業を軸に、ホテル・リゾート事業など幅広く展開しています（2019年6月30日現在）。

　本レポートでは、特に環境影響度の高い下記各社の取り組みをご紹介していきます。

交通事業不動産事業

生活サービス
事業

ホテル・リゾート／
国際事業

東 急（株）

・ 東急電鉄（株）
・ 東急バス（株）

・ 伊豆急ホールディングス（株）

・ （株）東急ホテルズ
・ ベカメックス東急（有）

・ （株）東急ストア
・ （株）東急百貨店

・ （株）東急モールズデベロップメント

・ 東急（株）
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長期経営構想  ～未来に向けた美しい生活環境の創造～
当社は創業以来、鉄道事業を基盤とした「街づくり」を通じて、社会課題の解決に取り組んでおり、

現在は、“Make the Sustainable Growth”と題した中期3か年経営計画（2018年度～2020年度）に取り組んでいます。
さらにこのたび、2030年までの経営スタンスおよびエリア戦略・事業戦略などを取りまとめた「長期経営構想」を策定しました。

本構想は、東急グループのスローガンである「美しい時代へ―東急グループ」のもと、
サステナブル重要テーマに向き合い、持続的に社会課題の解決に取り組む「サステナブル経営」を基盤としています。

また、「未来への挑戦」として、幅広い事業領域を有する当社ならではの社会価値提供による
2050年目線の未来を描き、「世界が憧れる街づくり」を目指していきます。

サステナブル重要テーマごとの目指す姿は以下の通りです。

2050年までに事業で使用する電力を再生エネルギー100%で調達する
※対象はScope1,2
　基準年は、鉄道事業(東急線) ; 2010年
                不動産事業その他 ; 2015年

［電力使用によるCO2］2030年 ： 排出総量30%削減
2050年 ： 排出総量ゼロ

サステナブル
重要テーマ

安全・安心
  8 ： 働きがい　経済成長
  9 ： 産業と技術革新の基盤
11 ： 住み続けられるまちづくり

・ 日本で最も安全で利用しやすい公共交通サービスの実現
・ 誰もが安心して暮らせる生活環境の提供

・ 元気で自分らしく活き活きできる暮らしの実現

・ 省エネと再エネの最適利用を通じた低炭素、
  脱炭素社会への貢献
・ 資源の有効利用と生態系配慮の推進による
  循環型社会への貢献

まちづくり

生活環境品質

低炭素 ・ 循環型社会

企業統治
コンプライアンス

ひとづくり

関連するSDGs 2030年に向けて目指す姿

・ 「住む」「遊ぶ」「働く」が揃った個性的で魅力ある
  都市経営の実現
・ 東急沿線まちづくりノウハウの国内拠点エリア、
  海外への拡大

・ 「誰もが働き続けたい会社」の実現
・ 教育、 文化、 環境活動などを通じた社会における
  ひとづくりの推進

・ 社会やグローバルな経営環境に直結した
  最良のコーポレートガバナンスの実現
・ 「調和ある社会」の実現にむけたコンプライアンスの実践

  3 ： 健康と福祉
  4 ： 質の高い教育
  5 ： ジェンダー平等
  8 ： 働きがい　経済成長

  9 ： 産業と技術革新の基盤
16 ： 平和と公正

  9 ： 産業と技術革新の基盤
11 ： 住み続けられるまちづくり
12 ： つくる責任　つかう責任
13 ： 気候変動対策
17 ： パートナーシップ

  3 ： 健康と福祉
  4 ： 質の高い教育
  9 ： 産業と技術革新の基盤

  7 ： クリーンエネルギー
12 ： つくる責任　つかう責任
13 ： 気候変動対策
15 ： 陸の豊かさ

長期環境目標
(CO2排出量)

【サステナブルとは】「持続可能な」という意味。未来を見越した行動をすることで、永く企業や人が存続していくことを指します。
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新型車両の導入

　東急電鉄では、節電や環境への配慮と混雑緩和・快適性向上の
両立に取り組んでいます。その主な施策として、「人と環境にやさ
しい車両」をコンセプトとした5000系、6000系、7000系の導入
を進めてきました。さらに2018年3月には、新型車両「2020系」を
田園都市線に、「6020系」を大井町線にそれぞれ導入。2019年
内には、新型車両「3020系」が目黒線に登場します。
　環境面では、低騒音型の主電動機や駆動装置を採用し、沿線環
境・車外の騒音を、旧型車両（8500系）と比べ約10dB低減。また、
次世代半導体素子を用いた制御装置による主電動機の高効率駆
動や、車内全照明と前照灯・尾灯へのLED灯採用により、使用電
力を旧型車両と比べ約50％削減しています。
　今後、田園都市線では新型車両「2020系」を順次導入し、2022
年度までに旧型車両（8500系）の置き換えを進めていきます。

CO2の削減効果の試算
（鉄道と自家用乗用車の比較）
　鉄道は大量輸送機関であり、環境にやさしい乗り物といわれ
ています。鉄道でお客さま1人を1km運ぶ際に排出するCO2（輸
送人キロ当たりの排出量）は、自家用乗用車に比べ約7分の1と
なっています。
　東急電鉄の2018年度の輸送人キロは約113億kmで、年間約
11億89百万人のお客さまを、1人1回当たり約9.6km輸送してい
ます（この距離は田園都市線渋谷駅～二子玉川駅間9.4kmとほ
ぼ同じです）。この距離の輸送をCO2に換算すると、お客さま1人
当たりで180g-CO2排出されることになりますが、仮に自家用乗
用車で同じ距離を移動した場合の1,302g-CO2に比べると、約
1.1kg少なくなります。

●輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（2017年度 旅客）

自家用乗用車

航空

バス

鉄道

0 50 100 150

137

96

56

19

CO₂排出原単位（g-CO₂/人km）
出典：国土交通省ホームページ―運輸部門における二酸化炭素排出量

新型車両3020系（目黒線）

東急電鉄、東急バスなどを中心に、交通事業を運営しています。

新しい技術の導入や車両のリユースなどを行い、

低炭素社会・資源循環型社会を実現するための取り組みを推進しています。交 通事業

東急電鉄（株）
東急電鉄（株）
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世田谷線を走る「幸福の招き猫電車」出発セレモニー

日本初※・再生可能エネルギー100%による
世田谷線の運行開始
　2019年3月25日（電気記念日）、世田谷線は水力および地熱
のみで発電しCO2を排出しない「再生可能エネルギー100%」で
の運行を開始しました。これにより、2018年度見込みでは約
1,263t-CO2（一般家庭が年間に排出するCO2の362世帯分
相当）あった世田谷線運行によるCO2排出量が今後はゼロとな
り、運行本数が増して電力量が増えた場合にも、CO2排出量増
加の心配はありません。
　この試みは、東急電鉄・東北電力・東急パワーサプライの3社
連携によって実現したもので、「再生可能エネルギー100%」の
電力による通年・全列車の運行は、都市型鉄軌道線で日本初※と
なります。これからも皆さまに身近な通勤電車での施策実施を
通して、低炭素・循環型社会の実現を目指していきます。

交 通事業

※東急電鉄、東北電力、東急パワーサプライの3社合同による取組事例調査の結果

東急電鉄（株）

東急電鉄（株）

敷地境界渋谷
ヒカリエ

中央吹き抜けを
熱気が上昇

内部発熱により駅構内温度上昇

列車冷房
排熱

気
空
い
熱い

た
冷

気
空

渋谷ヒカリエ開口から屋外に排出

渋谷駅における環境配慮
（世界初の大規模自然換気システムを採用）
　地下駅では、換気・空調設備による消費電力が駅全体の消費
電力の約80％を占めており、ここでの取り組みが駅全体の消費
エネルギーに影響します。渋谷駅は地下5階の大規模な駅です
が、自然の力を換気・空調に利用することにより、大幅な省エネ
ルギー化を実現しています。
　また、ホームの床下や天井には冷却チューブを設置し、冷水を
循環させる「放射冷房方式」を採用しました。
　この機械に頼らない自然換気システムと放射冷房方式などに
より、同等の広さの通常冷房装置の建物に比べて、2018年度は
年間で約122万kWhの電力量が削減され、CO2に換算すると
約555.1tの排出量削減効果となりました。



太陽光発電システムを導入 構内の緑化
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養老鉄道で走る7700系東急線で走っていた7700系
撮影 ： 中野輝良

東急線で50年 養老鉄道で30年（予定）

養老鉄道
として活躍

7700系
に生まれ変わる

旧7000系
誕生

東急電鉄（株）車両の有効活用（他社への譲渡）
　1962年に日本の鉄道で初めての「オールステンレス車両」と
して登場した旧7000系は、2000年に東急線を引退した後、弘
南鉄道（青森県）、北陸鉄道（石川県）、水間鉄道（大阪府）で現在
も活躍しています。
　また1987年に旧7000系を改造して生まれた7700系も、
2018年11月に東急線から引退し、養老鉄道（岐阜県・三重県）
へ譲渡されました。外観デザインを変更し、3両編成の中間車両
の一部にクロスシートを設置するなど、養老鉄道向けに改造され
た後、試運転を終えて2019年4月から営業運転を開始していま
す。これから約30年間、養老鉄道で走り続ける予定です。

東急電鉄（株）「環境にやさしい駅」を目指して
　元住吉駅は、太陽光の自然エネルギーを利用するため、ホーム
の屋根部分とコンコースの上部に太陽光発電システムを導入し
た環境にやさしい駅です。発電能力は140kWであり、このシス
テムにより2018年度は約8.6万kWhを発電、元住吉駅の電力
使用量の約10.0％をまかなっています。また、雨水の再利用や改
札口正面スペースの緑化など、自然のめぐみを生かした駅に
なっています。
　このほか、上野毛駅にも10kWの発電能力のある太陽光発電
システムを設置しています。
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バス営業所・エコな建て替え実施中
　東急バスでは営業所建物の建て替えに伴い、営業所建物内、
車庫、折返所の照明器具をLED化し、トイレなどに人感センサー
照明を導入。建て替え前に比べて電力使用量を削減しました。同
時に営業所内や周囲に植樹を行い、地域の緑化推進を図ってい
ます。このような省電力、緑化の取り組
みにより、CO2排出量削減にも寄与し
ています。
　また、環境や人体に与える影響を配
慮して、新しく事務所棟に塗る塗料を
水性塗料へ切り替えました。今後も建
て替えの際には環境負荷軽減を推進し、地域住民の皆さまや職
員の健康に配慮した営業所づくりを進めていきます。

えきもく第3弾・活動レポート
　駅改良工事前の池上線池上駅・旗の
台駅で使われていた古材（＝えきもく）を
活用し、さまざまなイベントを行ってい
る「みんなのえきもくプロジェクト」。
2018年に実施した第1弾・第2弾のイ
ベントでは、えきもくを使って地域の皆

さまと一緒に椅子やクリスマスオーナメントをつくりました。
　第3弾のテーマは「池上駅のえきもくを街に拡げよう」。池上
駅で使っていた古材で、池上駅に設置されていたベンチをリデ
ザインした「えきもくベンチ」を自作いただける「ベンチキット」を
用意し、公共の場に設置可能な事業者さまへお配りしました。
各事業者さまがつくった「えきもくベンチ」は、郵便局や病院、
飲食店など街中11カ所に設置されています。これからもプロ
ジェクトを通して、歴史ある木造駅の記憶を未来へつないでい
きます。

瀬田営業所全景

街に拡がるえきもくベンチ地域の子どもたちも製作に参加

交 通事業

東急バス（株）

営業所の周囲を緑化

東急（株） 東急電鉄（株）
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さわやか広場

不動産事業

南町田グランベリーパークのまちびらき

　南町田の駅周辺の持続的な発展を目指し、町田市と共同で推
進している「南町田拠点創出まちづくりプロジェクト」。このプ
ロジェクトで開発を進めてきた「南町田グランベリーパーク」が、
2019年11月にまちびらきを迎えます。
　2017年に閉館したグランベリーモール跡地を官民連携で
再整備し、駅・商業施設・鶴間公園・境川のつながりを生み出す
ことで、地域の回遊性とにぎわいを創出。水とみどりの魅力を生
かした南町田ならではの新しいパークライフを実現します。また
商業施設「グランベリーパーク」の外構部には、高木･中木・低木･
地被類を織り交ぜ、周辺環境と調和した植栽を実施。在来種を
中心に花や実のなる樹木などを植栽し、鳥や昆虫類の生息を
促すとともに、鶴間公園との接続部には、公園再整備計画との連
携により境川まで続く緩やかな傾斜地形の視覚的な変化も生か
し、回遊すると楽しい、自然とにぎわいとの融合を実現します。

　2019年1月「南町田グランベリーパーク」の
開発計画は、国際的な環境認証制度「LEED 
ND（まちづくり部門）」のゴールド予備認証を取
得しています。認証エリア内に駅を含むゴール
ド予備認証取得は日本初となります。
　環境面では主に「グリーンインフラ※を生かしたランドスケー
プデザイン」が評価されました。調整池や雨水貯留槽といった従
来型の雨水管理方法に加え、グリーンインフラを活用した雨水
管理計画（バイオスウェル）を実施。エリア全体で浸透性舗装や
バイオスウェルを採用することで、雨水の一部が地中に還元する
仕組みを整えました。また、バイオスウェルの象徴としてデザイン
されたレインガーデンには、耐水性の高い植栽を配置していま
す。環境面と併せて、歩行者ネットワークの整備を行い、持続可
能なまちづくりを行っています。

当社は、長きにわたり「まちづくり」を事業の中心においており、

社会や地域の課題を踏まえ、周辺環境への配慮、省エネルギー、

自然環境の保全･再生など、さまざまなことに取り組んでいます。

俯瞰イメージ

※自然環境が有する機能を活用し、社会基盤整備や国土管理を行うこと

東急（株）

パークプラザ
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水と緑のネットワークの形成
　「渋谷ストリーム」では官民連携のもと、清流復活水を利用した
「壁泉」によって渋谷川を再生し、渋谷川遊歩道「渋谷リバースト
リート」を整備しました。開発前の渋谷川は、両側を中小規模ビル
の裏側に挟まれ、決して良好な環境とはいえない都市型中小河
川の代表的な存在でしたが、地元・行政と協働して整備し、周囲
には桜並木や芝生広場などのパブリックスペースを創出しました。
　旧東横線高架跡地を活用した事業として、遊歩道にはかつて
の高架橋を活用したパーゴラやベンチを設置するなど、鉄道の
記憶が残る個性を創出。渋谷駅の南側“渋南エリア”の新名所と
なり、歩行者数は大きく増加しま
した。広場は地元主催のイベント
にも活用されるなど、地域の活性
化にもつながっています。

これからの渋谷の再開発
　現在進行中である渋谷駅周辺の再開発事業の中で、当社が手
掛ける2018年9月13日に開業した「渋谷ストリーム」および「渋
谷スクランブルスクエア」（第Ⅰ期（東棟）が2019年11月1日に開
業）では、次の3項目からなる共通の整備方針のもと、地域が持つ
課題解決に取り組んでいます。
1 鉄道改良事業などと合わせた市街地の再編による大規模ターミ
　ナル駅の交通結節点機能の強化と利便性・安全性の向上
2 国際競争力を高める都市機能の導入
3 防災機能の強化と環境への取組
　整備方針に掲げている「環境改善への取組」として、屋上緑化、
壁面緑化などをはじめ、環境負荷の低減に取り組んでいます。

渋谷スクランブルスクエア イメージ 渋谷ストリーム 高架橋を活用したゲートとベンチ渋谷川

不動産事業

東急（株） 東急（株）
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東横線・東京メトロ副
都心線渋谷駅の自然換
気のための換気口をビ
ルに確保し、空調負荷
低減によるエネルギー
削減に寄与。駅全体で
年間約 1,000t の CO2
を削減。

エスカレーターシャフト
などの吹き抜けを利用
して夜間の外気を取り
入れ、空調の消費エネ
ルギーを減らす。

照度の自動制御などと合
わせ、年間270t の CO2
を削減。

敷地内総緑化面積は約2,900㎡、緑化率は約30%を実現。

渋谷ヒカリエにおける環境配慮
　渋谷ヒカリエは、自然エネルギーを最大限に生かすとともに環境
改善への先進的な取り組みを推進し、CO2排出量削減やヒートア
イランド現象緩和など、環境負荷の少ない都市の形成に貢献して
います。

吹き抜けのある共用スペース

古民家再生プロジェクト
「ミナガワビレッジ」
　資産活用コンサルティング事業において、古民家再生プロ
ジェクトを実施しました。表参道でアパートとして使われてきた築
約60年の木造建物「ミナガワビレッジ」は、改修前は１敷地に４棟
の建物という違反建築物であり、老朽化も進んでいました。所有
オーナーさまは新築建て替えも検討していましたが、「思い入れの
ある場所を残したい」という思いを形にするために、設計パート
ナー協力のもと、法、構造、環境を横断的に適法化するリノベー
ション提案を行い、採択していただきました。
　環境設計として、日射・自然通風・昼光利用・外皮性能などの多
角的な環境シミュレーションを行い、積極的に取り入れることで、
持続的かつ省エネルギーな建物となるように改修しました。また
既存建物の基礎、柱、梁などを適法に残し、庭の植栽や石なども
既存のものを再利用することで、都会で豊かな自然を感じられる
空間が創出され、併設する共用スペースやカフェも庭と一体的に
つながり、新しいコミュニティー空間として生まれ変わりました。

緑豊かな中庭

東急（株） 東急（株）
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東急ストアや東急百貨店などを中心に、

東急線沿線のお客さまの生活価値を向上させるサービスを提供しな  がら、

皆さまの生活に密着した環境活動を行っています。

節水バルブ

水道使用量抑制によるCO2削減
　東急ストアでは、厨房に新たな節水機器を導入することで水
道使用量が低減し、CO2の削減を図ることができました。水と空
気の混合によって水泡となった水を放出する際に、その量に変化
を与え、汚れに連続して打ち付ける脈動流タイプの節水バルブ
は、頑固な汚れも粉砕する高い洗浄力を有しています。水圧・水
量調節も可能で洗浄力を落とすことなく節水でき、メンテナンス
のいらない継続性も利点です。
　まず2017年に1店舗で49日間の設置実験を試み、節水効果
を確認した後、2018年5月より84事業所の水産・デリカ部門の
各厨房に導入しました。その結果、年間97,065m3の水道使用量
削減、33ｔ-CO2削減を実現しました。これは、人工林のスギ約
2,300本分の年間吸収量のCO2削減に相当します。

生 活サービス事業

東急ベルのベルキャストがお届け

ネットスーパーリサイクル
　東急ストアのネットスーパーでは、2009年の開業当初から「資
源回収サービス」を実施しています。インターネットなどでご注文
いただいた商品をお客さまにお届けする際、使用済みのペットボ
トル、食品トレー、牛乳パック、ペットボトルキャップの回収を行
い、商品お届けの帰りの便を活用することでCO2排出をできる
だけ抑えられるシステムです。多くのお客さまから「家にいながら
買い物ができ、エコ活動にも協力できて便利」と好評を得て、繰
り返しご利用いただいています。ネットスーパー担当店舗のリサ
イクル資源回収量は、2011年から2018年の7年間の累計で
8,306kgとなりました。その内、牛乳パックは1,594kgとなり、ト
イレットペーパー約8,700個分相当にリサイクルされています。
　今後もお客さまとネットスーパーがつなぐリサイクル資源回収
の輪を広げ、環境にやさしいまちづくりに貢献していきます。

店舗から商品をピックアップ

（株）東急ストア （株）東急ストア
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東急ストアや東急百貨店などを中心に、

東急線沿線のお客さまの生活価値を向上させるサービスを提供しな  がら、

皆さまの生活に密着した環境活動を行っています。

子どもたちによる稲刈り体験

農業プロジェクト
　東急百貨店本店では、子どもたちが都会にいながら自然と
触れ合える場をつくるため、本店屋上に約30m2の水田を設置し
ました。2017年には以前から交流のあった仙台市や他企業との
連携のもと、近隣の子どもたちを招いて田植え・稲刈りなどの
農業体験や、かかしづくり教室などを実施。育てたお米を収穫し
た後は小学校で食育の授業を行い、子どもたちに実食をしても
らいながら、みんなで食の尊さを学びました。この取り組みは毎
年継続して行っています。
　また、屋上の水田はメダカなど多様な生きものの住みかとなっ
ており、都市部では珍しくなった生態系を見ることができます。地
域の皆さまとつながり、渋谷から環境を考えるきっかけづくりを
進めています。

都会の屋上にかかしが出現

親子参加のはちみつ絞りイベント

渋谷みつばちプロジェクト
　「渋谷みつばちプロジェクト」とは、人とミツバチが共に生きる
こと、人と自然がつながる環境をつくることを目指し、渋谷の
街で養蜂を行うプロジェクトです。東急百貨店は、渋谷ヒカリエ
の商業施設ShinQsが開店した2012年からこのプロジェクトに
協力し、現在は本店屋上でミツバチの飼育を行っています。
　毎年5月ごろから採蜜が始まり、採取された蜜を使ったはち
みつは、9～10月ごろから「渋谷のはちみつ」として店頭に並び
ます。冬の間は高尾山にある養蜂場に巣箱を移し越冬させ、3～
4月ごろにまた屋上に戻します。都市の屋上にミツバチの蜜源の
花や緑を増やすことは、地域の子どもたちが自分の住んでいる
街の自然について楽しく学べる場として役立っています。

プロジェクトロゴ

（株）東急百貨店 （株）東急百貨店
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川崎キングスカイフロント東急REIホテル

使用済みプラスチック由来の
低炭素水素を活用“世界初の水素ホテル”
　2018年6月に開業した「川崎キングスカイフロント東急REIホ
テル」は、使用済みプラスチック由来の水素を、ホテルの電気や
お湯として活用する“世界初の水素ホテル”です。行政や他社と
も協働しながら、リサイクルの過程で出る低炭素水素を、パイプ
ラインを通じてホテル内の燃料電池へ供給しホテルの電力に変
換。さらに、電力に変換する際に発生する廃熱を、ホテル内の給
湯の一部として利用しています。1年間で累計約30万Nm3の水
素を利用し約45万kWhを発電。累計約20万kgのCO2削減効
果を上げました。
　また開業から1年間、ホテル内で使用された歯ブラシ・くしを
水素の原料として使用する実証を行い、お客さまの使用済みアメ
ニティを、ホテルへエネルギーとして還元する取り組みも実施しま
した。

ホ テル・リゾート／国 際事業

木材ストロー

Wood Straw Project
（ウッドストロープロジェクト）
　2018年12月「ザ･キャピトルホテル 東急」はアキュラホームと
共同で「Wood Straw Project（ウッドストロープロジェクト）」
を発足し、世界初※1となる「木材ストロー」の企画・開発・監修・
導入の開始を発表しました。Wood Straw Projectは、環境
ジャーナリストの竹田有里氏が発案した木材ストローの製品化
に向け、ザ･キャピトルホテル 東急とアキュラホームが賛同して
始動したプロジェクトです。このストローは国内の間伐材※2を含
む国産材を原材料としており、製品化することによって間伐材の
利用を促進し、持続的な森林保全の一助になると考えられて
います。
　ザ･キャピトルホテル 東急では、2019年1月から3階オールデ
イダイニング「ORIGAMI」で木材ストローの試験導入を開始。
4月にはホテル内全てのレストラン＆バーでプラスチック製スト
ローの使用を廃止し、木材および“生分解性ストロー”への切り
替えを行うことができました。

東急ホテルズなどを  中心に、国内外でホテル・リゾート事業を展開。

最新の資源循環に配  慮した取り組みを実施しています。

またベカメックス東急  では、環境面にも貢献できるベトナムのまちづくりを行っています。

※1 世界初･･･スライスした木材で巻き、ストローを製作・量産・導入
※2 間伐材･･･森林の木が成長するため間引きされた木材

（株）東急ホテルズ
（株）東急ホテルズ
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SORA gardens Ⅰ（ソラガーデンズ Ⅰ）ビンズン新都市での清掃活動

MIDORI PARK（ミドリパーク）天然ガスを燃料とするベカメックス東急バス

ベトナム・ビンズン新都市開発
　ベカメックス東急は、「東急多摩田園都市」のノウハウを生かして
ベトナム・ビンズン省ビンズン新都市において、人と環境にやさし
いまちづくりを推進しています。住宅や商業などからなる約
110haのエリア「東急ビンズンガーデンシティ」の開発は、日本企
業としてはベトナム最大級となるまちづくりです。マンションプロ
ジェクト「SORA gardens Ⅰ」では開発コンセプトである「ガーデン」
を空中庭園や壁面緑化により表現しました。エリア開発プロジェク
トの「MIDORI PARK」では、緑だけでなく、水と四季折々の花、
コミュニティースペース、そして最高のセキュリティーと高品質な住
環境を整備しています。
　ベカメックス東急の100％子会社ベカメックス東急バスは、ビン
ズン新都市でクリーンな天然ガスを燃料とする路線バスを運行し
ています。交通渋滞や大気汚染が深刻なベトナムで、バイクや自
動車から公共交通機関に転換する「モーダルシフト」を進めるため、
地域の皆さまの公共交通機関への理解向上や、日本で培ったバ
ス運行のノウハウを生かして、気軽に利用できる路線バス網の整
備などに取り組んでいます。
　また「ビンズン新都市をベトナムで一番綺麗な街に！」を目標に

地域の清掃活動を毎月行っており、青年団や学生にも働き掛けを
行い、地域一体で街の美化に取り組んでいます。
　上記のように、ベトナムにおけるまちづくりでは環境配慮に力
を入れており、さまざまな課題を受け止めそれを解決し、より豊か
な社会を創る考えのもと持続可能な企業経営に取り組んでいます。

東急ホテルズなどを  中心に、国内外でホテル・リゾート事業を展開。

最新の資源循環に配  慮した取り組みを実施しています。

またベカメックス東急  では、環境面にも貢献できるベトナムのまちづくりを行っています。

ベカメックス東急（有）
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ス テークホル ダーとのコミュニケーション

二子玉川ライズ
 “学びの場”としてのルーフガーデン
　多種多様な生き物や植物が生息し、地域の生態系を維持・保
存している二子玉川ライズのルーフガーデン。約6,000m2の広
大な屋上緑化施設は、地域住民や施設利用者の“憩いの場”で
あるだけでなく、さまざまなイベントを通した“学びの場”としての
役割も果たしています。野菜の種蒔きや植え付け、収穫ができる
菜園体験イベントでは、子どもたちに身近な野菜の生育過程を
学ぶ機会を提供し「食育」に貢献。ビオトープ「めだかの池」で生
き物を採集し調査するイベントや、絶滅危惧種に指定されている
植物カワラノギクを観察するイベントでは、観察調査・スケッチ・
工作などを行いながら、地元に流れる多摩川に生息する生き物
や植物について専門家からレクチャーを受け、地域の環境につ
いての知識を深めました。

地元幼稚園への植樹

豊かで美しい伊豆の「みらい」を
創り上げる伊豆オリーブみらいプロジェクト
　伊豆急ホールディングスでは、伊豆のオリーブに親しんでもら
う文化を創出するために、2013年からオリーブの栽培を行って
います。オリーブを中心にした食・暮らし・芸術で、世界中の人々
に「伊豆へ行ってみたい」と思っていただくことを目指しています。
　また地元の皆さまが幼少期からオリーブに触れる機会をつく
るため、地元幼稚園への植樹、オリーブオイルのワークショップ
の開催、病院との連携による食育活
動、地域のスポーツイベントでのオリー
ブ冠の協賛なども行い、オリーブを通し
て健康なまちづくりを推進しています。

日本のランドセルを世界へ

ランドセルのリユース
　東急モールズデベロップメントでは、社内で寄付を募り集めた
ランドセルを、国際社会支援推進会「ワールドギフト」を通じて自
然災害地域や紛争地域で暮らす子どもたちに届ける人道支援
活動を行っています。使用済みであっても現地では大変貴重な
品となり、たくさんの子どもたちを笑顔に
することができます。この活動は2014年
度よりスタートし、これまでに送り出した
ランドセルは100個を超えました。

二子玉川ライズ ルーフガーデン親子での菜園体験

東急（株）

伊豆急ホールディングス（株）

（株）東急モールズデベロップメント



1 9

「親子環境教室」の様子

こども環境報告書20１9

『みど＊リンク』支援団体によるまちづくり、
コミュニティーづくり

次世代を担う子どもたちへの
環境教育の取り組み
　次世代を担う子どもたちへ向けた、環境教育用普及啓発の
小冊子として「こども環境報告書2019」を作成しました。また
東急電鉄の長津田車両区、長津田整備区において「親子環境
教室」を開催しました。同教室は2016年より東急線沿線内の施
設で開催しており、4年目を迎えました。サステナビリティの重要
性が増す中、当社および連結各社が取り組む低炭素・循環型社
会に資する話題について、鉄道に関するエコ実験や実物の視
察、映像で学んでいただきました。

『みど＊リンク』アクション
　『みど＊リンク』アクションは、環境負荷の低
減、生物多様性の保全を目的に、「みどり」をきっ
かけとしたまちづくり、コミュニティーづくりを応
援する取り組みです。
　東急線沿線全域から公募した緑化活動の企

画の中から、まちづくり、コミュニティーづくりに特に優れた企画に
対し、1グループ10万円から100万相当の物品などの支援をして
います。
　2012年度より開始し、これまで延べ119件ご応募いただき、
82グループを支援してきました。
　この取り組みを推進することにより、“豊かで元気あふれる街”に
なり、未来につながっていくことを地域の人々と共に目指します。

※『みど＊リンク』は当社の登録商標です

環境に関する取り組みや社会貢献活動を通して、

ステークホルダーの皆さまと良好なコミュニケーションを図っています。

東急（株）

東急（株） 東急電鉄（株）
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表彰案件に決定しました。
　この賞を通じて、グループ社員一人ひとりの環境・社会貢献への
自覚と取り組み意識を高めるとともに、優れた取り組みをグループ
内に周知することで、東急グループの環境・社会貢献への取り組
みを推進することを目的としています。

　東急グループ環境賞は、2000年度より当社内で行っていた環
境表彰制度を東急グループ全体に対象を広げたもので、2008年
度に創設しました。このたび、社会貢献の取り組みを加え「第1回 
東急グループ環境・社会貢献賞」としました。グループ会社36社
から68件の応募があり、一次審査、審査委員会を経て、下記の

第 1回 東 急 グ ル ープ 環 境・社 会貢献賞
東急グループ全体で環境 や社会貢献への取り組みを推奨し、

優れた活動を表彰するこ  とで、環境活動・社会貢献活動の強化および

ノウハウの共有を進めて います。

●使用済アメニティを活用“世界初の水素ホテル”
株式会社東急ホテルズ　                  ➡ P.16をご参照ください

●ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄の開発推進
東急不動産株式会社

●再生可能エネルギー事業「ＲｅＥＮＥ（リエネ）」
東急不動産株式会社

●世田谷線CO2排出ゼロへの取組　➡ P.8をご参照ください
東急電鉄株式会社
株式会社東急パワーサプライ

環境・社会貢献賞

環境賞

表彰式

川崎キングスカイフロント東急REIホテル
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東急グループ全体で環境 や社会貢献への取り組みを推奨し、

優れた活動を表彰するこ  とで、環境活動・社会貢献活動の強化および

ノウハウの共有を進めて います。

●水と緑のネットワークの形成　➡ P.12をご参照ください
東急株式会社

●東急ストアにおける高齢者・認知症対応
株式会社東急ストア

●日本とベトナムの架け橋となる日越友好45周年　サッカー国際ユースカップU13の開催
ベカメックス東急有限会社

●「キネコ国際映画祭」取組みについて
株式会社東急レクリエーション

●北海道胆振東部地震発生時の対応
株式会社東急百貨店（札幌店）

●障がい者雇用企業と新たなコラボレーション
株式会社東急百貨店　

社会貢献賞

※会社名は2019年10月末時点の表記です

受賞各社の集合写真
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1962
1972
1974    8月
1997    9月
2006    3月
2009    7月
2010    9月

2012    4月

　　      4月

　　     6月

　　      7月
2015    8月
　　    11月
2016  12月
2017    4月

2018  11月
2019    1月
        　　3月

　     　　4月

　　    10月

東急電鉄が日本初となるオールステンレス車両、回生ブレーキを採用した7000系導入

東急グリーニングキャンペーン「緑のプレゼント」開始

「財団法人とうきゅう環境浄化財団（現：公益財団法人東急財団）」を設立

グループ理念制定『自然環境との融和をめざした経営を行う』を掲げる

東急電鉄が民営鉄道事業者として初めて日本政策投資銀行から環境格付融資を受ける

「東急グループ環境賞(現：東急グループ環境・社会貢献賞)」第1回表彰実施

東急キャピトルタワーが、（財）都市緑化基金による

「緑の保全・創出により社会・環境に貢献する開発事業（都市開発版SEGES)」認定第1号を取得

渋谷ヒカリエ開業（自然換気システム、大規模緑化、オフィスフロアLED照明全面採用など）

国土交通省「住宅・建築物省CO2推進モデル事業（現：住宅・建築物環境対策事業）」に採択

横浜市と協働で次世代に引き継ぐ「郊外住宅地の再生型まちづくり」の取り組みに着手することで合意し、

「次世代郊外まちづくり」の推進に関する協定を締結

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが設定するESGの評価が高い企業に投資する

年金基金・機関投資家向けの運用プロダクトである「SNAMサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定

東京証券取引所が公表した「ESGに関するテーマ銘柄」17銘柄のうちの1社として当社株式が選定

二子玉川ライズ・タワーオフィスが、LEED「新築ビル部門」において日本で４例目となるゴールド認証を取得

二子玉川ライズが、LEED「まちづくり部門」において世界初のゴールド認証を取得

多摩産材を約120m3使用した戸越銀座駅が東京都の森林･環境保全に貢献、交付金事業の補助としては都内の鉄道施設初

タイの賃貸住宅「ハーモニック レジデンス シラチャ」が、ミキハウス子育て総研による

「子育てにやさしい住まいと環境」において、海外物件として初の認定を取得

東急線沿線で、日本初の「郊外型 MaaS 実証実験」を実施

南町田グランベリーパークが、LEED「まちづくり部門」において、認証エリア内に駅を含む日本初のゴールド予備認証を取得

東急電鉄世田谷線が、日本初のCO2を排出しない「再生可能エネルギー100％」での運行を開始

「国連グローバル・コンパクト」に署名し、参加企業として国連本部に登録

事業活動で使用する電力を100％再生可能エネルギーにすることを目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟

社会・環境への主な取り組みと成果
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お問い合わせ先　
東急グループお客さまご案内窓口 東急お客さまセンター
TEL ： 03-3477-0109
受付時間 ： 月～金 8 :00～19 :00　土日祝 9 :30～17 :30
※年末年始などを除く

2019年10月発行（次回発行予定2020年10月）
発行元　社長室 サステナビリティ推進グループ 企画担当

「国連グローバル・コンパクト」へ参加
　当社は2019年4月、国際連合が提唱
する「国連グローバル・コンパクト（以下、
UNGC）」へ署名し、参加企業として登
録されるとともに、日本におけるローカ
ルネットワークである「グローバル・コン
パクト・ネットワーク・ジャパン」に加入し
ました。

　UNGCは、国連が提唱している世界的なイニシアチブであり、
各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮すること
によって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現
するために参加する自発的な取り組みです。
　当社は、「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」の4分野に関する10
原則を支持します。
〈参照〉
国連「グローバル・コンパクト」　https://www.unglobalcompact.org/
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン　http://www.ungcjn.org/

「SNAMサステナビリティ・インデックス」の
構成銘柄に選定

　当社は、損保ジャパン日本興亜アセッ
トマネジメント（以下、SNAM）が設定す
る2019年度「SNAMサステナビリティ・
インデックス」の構成銘柄に選定されま
した。今回で、運用が開始された2012
年から8年連続の選定となります。
　本インデックスに基づくSNAMサス

テナブル運用は、SNAMが2012年度から運用を開始したESG
（環境・社会・ガバナンス）の評価が高い企業に幅広く投資する
年金基金・機関投資家向けの運用プロダクトです。財務諸表に
表れない経営のクオリティや隠れたリスクなど、長期的な観点か
ら企業価値を評価することを通じて、長期投資家の資産形成に
寄与することを目的としています。
〈参照〉
「SNAM サステナビリティ・インデックス」
https://www.sjnk-am.co.jp/institutional/product/06/

「RE100」に加盟

　当社は、2019年10月、「RE100」（国際NGO団体であるThe 
Climate GroupがCDPとのパートナーシップの下で主導する
強力なイニシアチブ）に加盟しました。
　また「未来への挑戦」として、幅広い事業を有する当社ならで
はの社会価値提供による2050年目線の未来を描き、「世界が
憧れる街づくり」を目指します。2050年までに、当社の事業活動
で使用する電力を100％再生可能エネルギーで調達することを
目標に定めました。
〈参照〉
「RE100」　http://there100.org/

環境データに関する詳細は、
www.tokyu.co.jp/company/csr/environment/tkk_kankyo/
をご覧ください。



本報告書の
制作にあたって、
環境に配慮しています。


