
京都まちづくり交通研究所

「京都まちづくり交通研究所」は，まちづくりや交通に関する事業を実施することによ

って，都市の活性化や交通利便性の向上に貢献することを目的として 設立した合同会社

（ＬＬＣ）です。

2007年度のNEDO（新エネルギー産業技術総合開発機構）事業により都心部の商業者，

京都大学，京都市をはじめとする民学官が公共交通の利便性向上と利用促進を目的として

設立した「交通環境マネジメント委員会」での議論を受けて，地元の商業者が中心となっ

て設立しました。当初は，有限責任事業組合（ＬＬＰ）として発足し，事業の順調な推移

を受けて，2009年より法人格を持つ合同会社に変更しました。

2007 年度には，夜間バス『かわらまち・よるバス』を京都市交通局と連携して運行す

るとともに，地元の駐輪事業者との連携によって，都心部に位置する『新京極・ろっくん

プラザ駐輪場』の設置・運営を開始しました。

現在，下記の事業を展開し，多くの皆様にご利用いただいています。

●かわらまち・よるバス

河原町三条・四条河原町と，京都駅を結ぶ夜間バス。夜 10時から 11時 30分まで，10
分間隔で運行。四条河原町周辺から京都駅への夜の利便性を画期的に向上させました。

2007年 12月の運行開始以来，約 31.7万人にご利用いただいています（2012年 4月末時

点）。

●ぎおん・よるバス

祇園から四条通を通り，四条烏丸を経由して京都駅へ向かう夜間バス。夜 8時から 9時

30分まで，10分間隔で運行。京都駅へのお帰りの足が不便であった祇園地区などを便利

にして，街の活性化を促すために運行を開始。2009年 12月から運行。約 9.7万人を越え

るご利用をいただいています（2012年 4月末時点）。

●京都観光よるバス

夜の観光魅力が少ないという京都観光の弱点を補い，より一層の観光振興と京都の魅力

の向上のために夜に安価で気軽に京都を周遊できる観光バスとして，2010 年 4 月より本

格運行を開始。日本語のアナウンスのほか，英語・中国語・韓国語のアナウンスも行い，

外国人旅行客にとっての選択肢の増加にも寄与することを目的としています。これまで約

7,000人の市民や観光客に利用されています（2012年 4月末時点）。



●新京極・ろっくんプラザ駐輪場

以前は違法駐輪であふれていた新京極六角のろっくんプラザを整備して路上駐輪場を

設置し，2008 年 1 月から運営しています。違法駐輪がなくなり，広場がきれいになると

ともに，都心への来訪が便利になっています。

運用開始以来，約 33.6万台のご利用をいただいています（2012年 4月末時点）。

●京都観光地めぐり時刻表

京都の主要な観光地間を移動する際に便利な経路を web で検索して，その時刻表を一

覧表示できるシステムを京都大学と共同で開発して運用しています。市内の世界遺産や京

都駅など観光客の利用が多い 20 箇所を結ぶ全ての便の検索が可能です。同システムを活

用した検索サイトが四条繁栄会商店街振興組合や合同会社ＫＩＣＳにおいて運用されて

います。

●京都まちなか交通・観光案内所

世界の多くの観光都市には，まちなかに観光案内所がありますが，京都の都心部にはこ

れまでそういった施設がなかったため，観光客等から大変多くの要望が寄せられていまし

た。そのような要望を受けて，2011 年 7 月から交通と観光の案内所の設置・運営を行っ

ています。すでに約 8万人もの来所者がありました（2012年 4月末時点）。

●京都らくなんエクスプレス

京都らくなんエクスプレス“Ｒ'ＥＸ(レックス）”は，京都駅と「らくなん進都」を結ぶ

直通バスです。京都市南部で街づくりが進んでいる「らくなん進都」へのアクセスが格段

に便利になりました。2010年 10月より京都大学・低炭素都市圏政策ユニットによる社会

実験として，運行を開始。2011年 10月には多くの皆さんの声にお応えして一般路線とし

て運行を開始しました。約 13.6万人（まち交研移管後）のご利用をいただいています（2012
年 4月末時点）。

また，これらの事業が，民学官の共同で実施され，都市の活性化に寄与していることが

認められ，平成 22年度日本都市計画学会の学会賞（計画設計賞）に選定されました。

さらに，平成 22 年 10月 15日には，京都市自治記念式典において，「歩くまち・京都」

の実現への貢献に対し，「「歩くまち・京都」特別表彰状」をいただきました。

京都まちづくり交通研究所 合同会社（ＬＬＣ）

〒604-8054 京都市中京区富小路四条上ル西大文字町 609
TEL：075-255-4849 FAX：075-231-8812

代表 宇津 克美

（京都錦市場商店街振興組合理事長）



京都まちづくり交通研究所 合同会社（ＬＬＣ）

●設立目的

京都市の都心商業地における商業者が共同で設立し，京都大学教員との連携に

よって産学協働のまちづくりを行うための組織。商業者のネットワークや商業ノ

ウハウと，京都大学教員の企画開発・分析力などの知的ノウハウを活かして，ま

ちづくりや交通に関する事業を実施し，都市の活性化や交通利便性の向上に貢献

することを目的とする。当初，有限責任事業組合（ＬＬＰ）として発足。事業の

順調な推移を受けて 2009年より合同会社に変更。

●組織

・合同会社構成員

   宇津 克美（代表） 京都府商店街振興組合連合会理事長

京都商店連盟会長

               京都錦市場商店街振興組合理事長

    石野 猛       前京都商店連盟中京東支部長

               寺町専門店会商店街振興組合相談役

    堀部 素弘      四条繁栄会商店街振興組合理事長

    宇治田 修      河原町商店街振興組合理事長

    福井 光司      三条名店街商店街振興組合監査

    酒井 弘       ㈱まち創生研究所代表取締役

・技術顧問  中川 大 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授

・技術相談役 吉田 哲 京都大学大学院工学研究科建築学専攻准教授

・技術相談役 松中 亮治 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻准教授

・技術相談役 大庭 哲治 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻助教

●ご連絡先 京都まちづくり交通研究所 合同会社（ＬＬＣ）

       事務局長 清水 彰

     連絡先   075-255-4849
     〒604-8054 京都市中京区富小路四条上ル西大文字町 609



【広報チラシ・ポスター・関連新聞記事等】

●「かわらまち・よるバス」の利便性拡大

・ よるバス・市バス 5分間隔運行 広報チラシ
・ 平成 19年 11月 22 日付 京都新聞 かわらまちよるバス運行開始前
・ 平成 19年 12月 2日付 京都新聞 かわらまちよるバス運行開始
・ かわらまち・よるバス 広報チラシ
・ 『Leaf』平成 20 年 2月号
・ 『KANSAI １週間』平成 20年 7月 15 日付
・ 平成 20 年 12月 13 日付 京都新聞 かわらまちよるバス 1年経過
・ 平成 21年 4月 14 日付 京都新聞 かわらまちよるバス 10万人突破
・ 平成 21年 6月 26 日発行 らくたび文庫『京都 夜観光 NAVI』
・ 平成 23 年 6月 28 日付 京都新聞 よるバス 30万人突破

●「ぎおん・よるバス」の運行開始

・ ぎおん・よるバス 運行開始 広報チラシ
・ 平成 21年 11月 30 日付 京都新聞 ぎおんよるバス運行開始
・ 平成 21年 12月 2日付 京都新聞 ぎおんよるバス運行開始
・ 平成 21年 12月 3日付 産経新聞 ぎおんよるバス運行開始
・ かわらまちよるバス・ぎおんよるバス 広報ポスター
・ 平成 23年 6月 28 日付 京都新聞 よるバス 30万人突破

●「京都観光よるバス」

・ 広報案内チラシ（日本語版・英語版・中国語版・韓国語版）
・ 世界が ECO でつながる国際観光情報誌『itn Open！』京都・奈良・伊勢 No.2
・ 『ＭＫ新聞』平成 22年 2月 1日付
・ 『リビング京都 東南』平成 22年 2月 20 日付
・ 『関西 walker』 平成 22 年 4月 20 日付
・ 『Leaf』 平成 22 年 5月号
・ 『Kyoto Travel Guide』に掲載 http://www.kyoto.travel/
・ 『おはよう朝日です 初夏の京都で遊ぶ！』平成 22年 6月 4日放映
・ 平成 23年 7月 23 日付 日経新聞
・ 『るるぶ 京都・奈良 2012 年版』 平成 23年 9 月 1日付
・ 『Yahoo ニュース（地域のニュース）』に掲載 平成 23年 9 月 17 日付
・ 『リシェ・Richer 11 月号』平成 23年 10 月 5日付
・ 京都市バス 1日乗車券に案内広告 平成 23年 12月 5日付
・ 平成 23 年 12 月 14 日付 京都新聞（地域プラス）夜のバス運行 格別な趣

●「新京極・ろっくん広場駐輪場」

・ 広報案内チラシ
・ 平成 21年 4月 23日付 京都新聞 利用者 10万人突破

●「京都・観光地めぐり時刻表・携帯版」

・ 京都・観光地めぐり時刻表案内チラシ
・ 平成 21年 5月 29 日付 京都新聞 京都観光地めぐり時刻表運用開始
・ 平成 21年 5月 30 日付 日経新聞 京都観光地めぐり時刻表運用開始
・ 平成 21年 6月 7日付 中日新聞 京都観光地めぐり時刻表好評

●京都まちなか交通・観光案内所

・ 平成 23年 7月 5日付 日経新聞 河原町に観光案内所



・ 平成 23年 7月 11 日付 京都新聞 民間レベルで京都観光の振興を図る
・ 平成 23年 7月 13 日付 朝日新聞 観光案内うちらが
・ 平成 23 年 7月 23 日付 日経新聞 進化する京都 もてなし多彩
・ 平成 23年 8月 1日付 烏丸経済新聞 河原町通に「京都まちなか交通・観光案内所」

－中国語・韓国語のマップも
・ 平成 23 年 9月 3日付 産経新聞 来所者数 2ヵ月で 1万人超

●京都らくなんエクスプレス

・ 平成 23 年 10月 5日付 毎日新聞
・ 平成 23 年 10月 9日付 日経新聞
・ 平成 23 年 10月 9日付 京都新聞

●ラジオ

・平成 21年 12月 21日 KBS京都 笑福亭晃瓶のほっかほっかラジオ出演（宇津代表）


