
 

 

「地下鉄キャラクターの作成及び活用策」の提案 

 

１．目的 

 地下鉄のキャラクターグッズを作成し，ＨＰやイベント時の配布物などに掲載することで，市民の皆

様に地下鉄に親近感と環境優位性をもってもらう。  

また，長期的にはキャラクターの浸透度が深まれば，交通局にてグッズ販売の検討を願いたい。 

 

２．地下鉄イラストデザインの検討 

（１）地下鉄車両イラストデザイン 

＜烏丸線＞ 

  

＜東西線＞ 

  

＜京津線＞（京阪との協議要） 

  

 

増収・増客策４ 
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３．イラストを利用した地下鉄グッズの作成 

 作成にあたっては，環境優位性をより周知したいことから，地球温暖化対策室と協同で行う。 

（１） 地下鉄ポストカード又はトラフィカ京カード 

   

   （参考商品：東京メトロのパスネット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （エコ通勤キャンペーン用データ） 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 地下鉄ペーパークラフト（イベントなどで配布） 

烏丸線 東西線
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（３） キューブエコトラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考試作品）「DO YOU KYOTO？」ｷｬﾗｸﾀｰを利用したグッズ（地球温暖化対策室と協議中） 

 

４．キャラクターの周知 

○ キャンペーンやイベント時にペーパークラフトを配布し，デザインを浸透させる。

○ ＨＰにも掲載し，ダウンロードできるようにする。

○ 地下鉄すごろくなど，次の展開も検討し，遊び感覚を取り入れる。

① 3 月 29 日「堀川通水さくらまつり」の交通局ブースでペーパークラフト配布 

②地球温暖化対策室の有志の会として，児童館等でペーパークラフト配布予定 

①堀川通水さくらまつりで配布 ②有志の会で市長に報告 

 

 

ＤＯ ＹＯＵ 

ＫＹＯＴＯ？ 

京 都
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５．キャラクターグッズ販売 

 キャラクターの浸透度が深まれば，グッズ販売も検討してもらいので，下記のとおり提言する。 

（１） 地下鉄チロルチョコ（チロルチョコへの持込み企画又は京都銘菓老舗とのコラボ） 

 

 ◇ 使い方 

（例）「エコ通勤キャンペーン」車から地下鉄への通勤手段変更促進キャンペーングッズ 

   タイトル案「ＤＯ ＹＯＵ ＭＥＴＲＯ？」（地下鉄に乗り換えよう！） 

（２）エコバック 

  

サブキャラクター（案）

 

（３）商品製作・販売について

(ア) デザインが浸透した段階で，商品化を検討する。

(イ) 製作は，就労支援施設を利用するなど市の福祉政策ともリンクできればさらに良い。

(ウ) 販売方法

①既存ルート（企画課で作成したグッズを案内所，定期券発売所等で販売）

②駅ナカ物販（駅ナカビジネス（物販）におけるオリジナル商品として販売）

③市内コンビニエンスストア（一般流通商品として販売）
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「地下鉄出会い支援センター（仮称）」の提案 

 

１．地下鉄増収に少子化対策が効果あり？ 

少子化による急速な人口の減少は，労働力人口の減少による経済へのマイナスの影響など様々な影

響が考えられ，京都市の地下鉄においても乗降客の減少が予想されます。 

将来人口推計によれば，2035 年における京都市の人口は約 129万人となり，2005 年からの 30 年間

で約 12％の減少となります。これを京都市の地下鉄乗降客に単純に当てはめると，現在約 32 万人／

日の乗降客が 30 年後には約 28 万人／日となり，更に収入が減少することが予想されます。 
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 図 京都市将来人口推計（平成 20年 12 月 国立社会保障・人口問題研究所） 

 
このことから，長期的に地下鉄の増収・増客を考える場合，少子化対策は有効な手法のひとつであ

ると言えます。少子化対策により，仮に京都市の人口減少率を約 12％から約 9％に縮減させた場合，

単純計算で 2035 年に約 1万人／日の増客となります。 

 

 

             2005 年                2035 年 

  京都市の人口    約 147 万人              約 129 万人 

 

 地下鉄乗降客    約 32 万人／日             約 28 万人／日 

 
 
 
 
             2005 年                2035 年 

  京都市の人口    約 147 万人              約 135 万人 

 

 地下鉄乗降客    約 32 万人／日             約 29 万人／日 

何もしない場合

効果的な少子化対策を行った場合

人口  約 6 万人増加 

乗降客 約 1 万人／日増加

－12％ 

－９％ 

減
少
率
３
％
回
復

増収・増客策５
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なお，京都市の平成 19年度における合計特殊出生率は 1.14 と，全国平均（1.34）よりも低く，全

国的にみて東京都，北海道に次いでワースト３となっています（大都市別にみても東京都市部，札幌

に次いで福岡市と同率ワースト３位です）。京都市においては，少子化は他都市に比べて非常に深刻

な問題となっており，早急な対策が必要です。 

表 京都市，京都府，全国の合計特殊出生率の推移（京都市資料） 
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２．少子化対策の現状 

少子化の最も大きな要因は，結婚の仕方が変わったこと（晩婚化・未婚化）とそれに伴う晩産化で

あると考えられます。京都市における少子化対策は，子育て支援を中心とした出産後の対策が中心と

なっていますが，独身男女に対する結婚・出産の推奨・促進に関する取組はまだ行われていません。 

最近，他都市において（近県では奈良県や兵庫県），行政による独身男女の結婚促進のための出会

い支援活動が活発になってきています。 

奈良県では，県民運動を展開している「結婚ワクワクこどもすくすく県民会議」（公募委員，関係

団体，学識経験者，行政関係者等で構成）が平成１７年４月に「なら出会いセンター」を設置し，結

婚を応援する企業や店舗，ＮＰＯ等が企画・実施する，独身男女の方を対象とした「出会いの場」と

なるイベント情報などをホームページに掲載するとともに，メールマガジンによりメールマガジン登

録者に配信しています。これまでの活動で約 100 組のカップルが結婚に至っており，着実に成果をあ

げています。 

 
また，兵庫県では，「ひょうご出会いサポートセンター」を設置し，県内の企業や自治体などに団

体ごとに会員登録してもらい，協賛団体であるホテル，レストラン，旅行代理店，ＮＰＯ等が企画・

実施する「出会いの場」のイベント情報をパソコンの電子メールにより提供しています。更に会員団

体同士の「職場交流会」の開催を支援しています。 
他にも多くの自治体において独身男女の出会い支援活動が行われています。合計特殊出生率ワース

ト３位である京都市においても出会い支援に取り組むことは，少子化対策として大きな効果が期待で

きます。 
表 他都市における行政による出会い支援活動 

活動団体名称 自治体 合計特殊出生率（H18 年度） 

ひょうご出会いサポートセンター 兵庫県 1.28 

なら出会いセンター 奈良県 1.22 

おおいた出会い応援センター 大分県 1.45 

しあわせへのとびら 岐阜県 1.35 

やまぐち結婚応援団 山口県 1.40 

いっしょにねっと 秋田県 1.34 

ながさきめぐりあい 長崎県 1.49 

とやまで愛サポートセンター 富山県 1.34 

しまね少子化対策推進室 島根県 1.53 

結婚支援事業 埼玉県 1.24 

新たな出会い応援事業 福岡県 1.30 

とちぎ未来クラブ 栃木県 1.40 

宮崎県 縁結び応援団 宮崎県 1.55 

かごしま出会いサポート事業 鹿児島県 1.51 

佐賀県子育て応援情報 佐賀県 1.50 

ぐんま赤い糸プロジェクト 群馬県 1.36 

― 京都市 1.14 
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３．「地下鉄出会い支援センター（仮称）」の設立 

 「地下鉄出会い支援センター（仮称）」（以下「支援センター」という）は，行政が媒介し，「いい

出会いがあれば結婚を」と考える独身男女に出会いの場を提供する婚活支援サービスです。 
京都在住，京都在勤又は京都への移住希望があり，かつ，職業を持つ独身男女を対象とした出会い

の場を京都市地下鉄沿線で設けます。 
出会いの場となるイベントを企画・実施するのは，京都市内の飲食店やホテル，旅行代理店などの

企業等（以下「協賛団体」という）です。 

参加希望者は支援センターに会員登録し，支援センターに寄せられた協賛団体からのイベント情報

の提供を受け，参加したいイベントに申込・参加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
協賛団体は，京都市地下鉄沿線でのイベントを企画し，支援センターを通じて参加者を募集，参加

希望者多数の場合は抽選を行うなどして参加者を決定，参加者への通知を行い，開催日当日のイベン

トを運営します。 
支援センターは事務局としてイベントを監督する役割があり，会員登録や会員情報管理，イベント

情報の発信やイベントへの立会いなどを行います。 
 

地下鉄出会い支援センター

（愛称）京都ときめき隊

協賛団体 

出会いの場となるイベ

ントを企画・実施する企

業、店舗、NPO 等 

 

会員 

京都在住、京都在勤 
京都移住希望者 
 

イベント申込・参加 

イベント情報の通知 
イベント情報の提供

会員登録 

出会いの場
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４．出会いイベントによる効果 

 イベントを開催するにあたり，地下鉄沿線の飲食店や観光スポット，体験施設等を利用することで

参加者に地下鉄の利用を促し，地下鉄増収・増客につながることが期待されます。さらに，地下鉄沿

線の店舗等の利用により，地域経済活性化にも貢献できます。 
京都市の地下鉄は烏丸線と東西線の二路線となっていますが，東西線及び京都以南の乗降客が少な

いことから，これらの駅近隣でイベントを積極的に開催し，地下鉄の利用を誘導して増客をはかりま

す。 
 
 
 

 

 
図 地下鉄沿線の出会いイベントの例 

 
 ちなみに，奈良県の「なら出会いセンター」のイベントは，毎月約 30 回開催され，およそ 800 人

が利用しています。また，長崎県の「ながさきめぐりあい」では，参加者から事務手数料を徴収して

います。この数字を参考に，支援センターでイベントを開催した場合の地下鉄収入及び事務手数料収

入を概算した結果を表に示します。 

表 出会いイベントによる経済効果 

 月あたり 年あたり 

イベント回数 ３０回 ３６０回 

参加者 ８００人 ９，６００人 

参加費用（１回 3,500 円） ２，８００千円 ３３，６００千円 

事務手数料収入（うち 500 円） ４００千円 ４，８００千円 

地下鉄収入（初乗り往復） ３３６千円 ４，０３２千円 

竹田でエコ体験 

京エコロジーセンターで，

エコを体感し，その後は竹

田駅近くのお店へ。 

 

天神川で欧州料理

太秦天神川駅近くのスロ

ベニアカフェ（ピカポロン

ツァ）で欧州料理を楽し

みながら出会いをサポー

ト 

着物で京都散歩 

着物を着て、平

安 神 宮 を お 参

り。お茶と和菓

子でのんびりく

つろぎながら出

会いをサポート 

北山で洋菓子堪能 

北山駅周辺の

お洒落な店舗

で美味しい洋

菓子を楽しみ

ながら出会い

をサポート 

山科の歴史散策 

小野小町ゆかりの随心

院と醍醐寺を訪ね，帰

りはダイゴローでお疲

れ会？ 
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５．支援センターの運営 

支援センターの立ち上げ時には，支援センターの所管として，少子化対策関係部署，公共交通関係

部署，総合交通戦略関係部署及び出会い支援関係部署が候補として挙げられます。「少子化対策政策

監（仮称）」のもと，４部署が連携して進めていくことも想定されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 支援センターの運営体制 

 
 奈良県では，県庁内に「奈良県少子化対策本部」を設置して庁内の推進体制を整えるとともに，「ス

トップ少子化市町村連絡会議」を設置して市町村との連携を進めています。また，公募委員、学識経

験者、関係団体の代表者等で構成された「結婚ワクワクこどもすくすく県民会議」の下に「なら結婚

応援団」を設け，「なら出会いセンター」の事業を行っています。 

現在，「なら出会いセンター」は奈良県から約７００万円の補助金を受けて，県職員出向者 1 名，

嘱託職員 1 名，アルバイト 1 名の計３名で運営されています。「なら出会いセンター」では事務手数

料を徴収していませんが，今後は事務手数料徴収などにより独立採算とすることを検討しています。 

出会い支援関係

部署 

子育て支援関係

部署 

公共交通関係 
部署 

総合交通戦略関係 
部署 

地下鉄出会い支援センター

（愛称）京都ときめき隊

少子化対策政策監（仮称）
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１万人／日

増客

８００人／月増客 

手数料収入480万円／年

・ 京都ならではのイベントの提案 

・ 効果的なイベントの進行方法 

・ イベントを成功させるための協賛団体の管理及び募集方法 

・ 健全なイベントとするための参加者の身分証明（独身証明含む）

・ 支援センターの具体的運営方法及び予算 

・ 行政による出会い支援の効果の検証方法 

６．今後の活動 

 以上，京都市における少子化の危急的状況は，地下鉄乗降客減少及び地下鉄収入減少に直結するこ

とから，長期的には少子化対策が地下鉄増収・増客に効果があり，さらに，少子化対策として地下鉄

沿線の店舗等を利用した独身男女の出会い支援を行うことで，短期的な地下鉄増収・増客効果が得ら

れることを示しました。 
＜長期的効果＞ 
           2005 年               2035 年 

  京都市の人口  約 147 万人             約 135 万人 

 

 地下鉄乗降客  約 32 万人／日            約 29 万人／日 

 
＜短期的効果＞ 

   
 
 
 
 

 
 今後は，支援センター設置とイベント開催の実現に向けて，さらに検討を進める必要があり，具体

的な検討内容として，次の事項が想定されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さいごに，地下鉄のような公共交通は長期的な債務返済を想定して建設されるものであり，次世代

もその公共利益を享受することから負担を伴うものですが，京都市は，地下鉄建設計画の実施がバブ

ル期であっため，膨大な借金を背負うことになりました。その計画が適切であったかどうかの検証は

別にして，私たちはこの負債を少しでも減らし，次世代の負担を軽くする努力を続けなければなりま

せん。何もしないでいることより，何か行動を起こすことが私たちに課せられた使命ではないでしょ

うか。 
 

人口減少率３％↓

出会いイベント開催

・ ３０回／月 

・ 事務手数料徴収
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（参考）出会いイベント（案） 

イベント系 [企画名] 着物で京都散歩 [利用駅] 東山駅 

イベント内容 着物を着て(レンタル)、平安神宮をお参り。お茶と和菓子でのんびりくつろぎ

ながら出会いをサポート。 

コース・会場 東山駅～レンタル着物屋で着替え→プロフィール交換→平安神宮散策→おみく

じ→甘味処でお茶と和菓子→カップリング発表→解散 

人数 男女各１０～１２名 

主催（想定） レンタル着物店 

費用（想定） ４，５００円（レンタル着物、着付け、お茶代） 

きものパスポート利用 

案内図 

 

 

類似イベント 着物で散策！京都御所[今出川] 

着物で散策！二条城[二条城前]（二条城ライトアップ 3/20～4/12） 

着物で散策！東山花灯路[東山]（3/13～3/22） 

着物で散策！西陣[今出川] 

協力企業の想定 レンタル着物店 

例：レンタル着物岡本 セットプラン 3,150 円 

  着物プロ はんなりプラン 4,800 円（限定 35 着 3,000 円） 

西陣くらしの美術館 冨田屋（小紋着物散策プランあり） 
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体験系 [企画名]  京都で伝統工芸体験 [利用駅] 今出川駅 

イベント内容 西陣織手織り体験をしながら出会いをサポート 

コース・会場 西陣織会館 

主催（想定） 西陣織会館 

費用（想定） ３５００円（手織り体験費用含む) 

案内図 

 

 

類似イベント 京都で伝統工芸体験！京友禅 [烏丸御池]（京友禅体験工房丸益西村屋） 

京都で伝統工芸体験！くみひも [丸太町]（安達くみひも館） 

京都で町家暮らし体験！[今出川]（西陣くらしの美術館） 

京都で茶会体験！ [五条]（美好園茶舗） 

協力企業の想定 京都旅企画（修学旅行生の伝統産業体験をコーディネート） 

回転率の低い京都市の施設を利用して実施してはどうか？ 
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お食事系 [企画名]  北山で洋菓子堪能 [利用駅] 北山駅 

イベント内容 北山駅周辺のお洒落な店舗で美味しい洋菓子を楽しみながら出会いをサポート

コース・会場 マールブランシュ本店 

主催（想定） 株式会社ロマンライフ（マールブランシュ運営会社） 

費用（想定） ３５００円 

案内図 

 

 

類似イベント 京都の甘味を食べつくす！とらや本店でお善哉[今出川] 

ほか多数 

協力企業の想定 各地の飲食店 
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「イベント情報発信時における最寄り公共交通機関の情報の掲載」 

 

増収・増客策６

増収・増客策の内容 

 本市においては，市が主催する行事や関係する団体が実施する催しなど，お出かけをした

くなるような様々なイベントが年中を通して開催されている。こうしたイベント情報を各

局・区でポスター，チラシ，インターネット等で発信する際，可能な限り，「お出かけは（な

るべく）環境にやさしい公共交通機関をご利用ください。」という呼びかけとともに，イベン

ト開催場所の最寄りの地下鉄駅（出口）など，公共交通機関の情報を記載する。 

〈イメージ（ホームページでの掲載例）〉 

増収・増客策による効果 

 具体的な数値としては把握できないが，イベント情報と合わせて公共交通機関の利用を全

庁的に呼びかけることで，地下鉄の利用を促し，お客様の増加に繋がるものと考える。また，

ＣＯ２の削減や「歩いて楽しいまちづくり」の推進にも寄与する。 

活動による成果物や資料など 

この増収・増客策の内容について，「歩くまち・京都 地下鉄増収・増客対策チーム」の

事務局に提案したところ，平成２１年３月２５日の局区長会において，次の２点について，

総合企画局長から各局区に依頼されることとなった。 

①イベント等の事業の実施に当っては，できる限り地下鉄の駅周辺など公共交通機関の

利用に配慮した場所での開催となるように企画すること 

②イベント等の広報に当っては，広報媒体に，公共交通機関の利用を呼びかける文章と

ともに，地下鉄等の公共交通機関の最寄り駅，出口，バス停留所等を掲載すること 
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平成２１年３月２５日   
 
 各局区等の長 様 
 

総 合 企 画 局 長    
政 策 推 進 室  

    政策企画・計画調整担当 3035  
 
 

イベント等開催時における地下鉄等公共交通機関の利用促進について（依頼） 
～「歩くまち・京都 地下鉄増収・増客対策チーム」からの提案～ 

 
 
 公募職員で構成する「歩くまち・京都 地下鉄増収・増客対策チーム」につきまし

ては，昨年 9 月 11 日に設置して以来，歩いて楽しいまち・京都を実現し，京都市民

の大切な財産である京都市営地下鉄（以下「地下鉄」という。）を一層有効活用する

ために，増収・増客をテーマに様々な検討，実践を精力的に行っているところです。 

このたび，同チームから標記のことについて提案がありました。つきましては，各

局区等において，今後イベント等を開催される際は，下記のとおり取り扱ってくださ

いますよう依頼します。 

なお，同チームの最終的な活動のとりまとめについては，現在作成中です。 

 

記 

 

１ イベント等開催場所の選定 

  本市が行うイベント等の事業の企画に当っては，できる限り地下鉄の駅周辺など

公共交通機関の利用に配慮した場所での開催となるように企画すること 
 
２ イベント等の広報 

  イベント等の広報に当っては，広報媒体（ホームページ，チラシ，ポスター，市

民しんぶんなど）に，原則として以下の事項を掲載すること 
 
 (1) 公共交通機関利用を呼びかける文章の記載 

＜記載例＞「お出かけには環境にやさしい市バス・地下鉄等公共交通機関をご

利用ください。」 
 
 (2) 地下鉄等公共交通機関の最寄り駅・出口及びバス停留所の明示 
   ＜掲載例＞ 地下鉄○○駅○番出口から徒歩○分 
         地下鉄○○駅→市バス○系統乗り換え○○停留所下車 
         市バス○○系統○○停留所下車 
※ 上記に加え，市バス・地下鉄の路線を携帯電話で検索できるサイト「洛ナビ」

へ誘導する QR コードを記載することが望ましい。 

（局区長会資料） 

担当
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＜イメージ図＞ 

 

 

ホームページでの掲載例 

チラシでの掲載例 

 

             

公共交通機関の駅名，出口，及び
バス停留所名まで掲載

公共交通機関の駅名，出口及
びバス停留所名まで掲載

「洛なび」ＱＲコードの掲載

御来館には公共交通機関をご利用ください。 

お出かけには環境にやさしい市バス・地下鉄等公共交通機関をご利用ください。 
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「大型施設の誘致」の提案 

 

１ 増収・増客策の内容 

  集客力のある以下の２施設について，地下鉄駅前の市有地（遊休地）への誘致を検討

した。 

   ウインズ京都 

   自動車運転免許の更新窓口 

 

 

２ ウインズ京都 

   概要 

祇園（四条花見小路下る）に立地するウインズ京都は，

年間利用者数が 90 万人を超える市内有数の集客施設で

ある。利用者のうちかなりの人数が既に公共交通を利用

していると思われるが，地下鉄としては，最寄り駅（東

西線三条京阪駅）が 1 ㎞離れていることから，ウインズ

京都が持つ集客力を活かし切れていない。 

   また，祇園は京都を代表する繁華街・観光地

であること，ウインズ京都の隣に祇園甲部歌舞

練場があることから，ウインズ京都が主に利用

される週末は，観光客と利用者が合わさり，非

常に混雑している。 

   そこで，ウインズ京都を別の地下鉄駅近辺に

誘致することで，地下鉄の増収・増客，祇園の

混雑軽減を図るべく検討を行った。 

   この案については課題も多いが，課題を上回

るメリットがあることから，中長期的な視点で，

市長部局の然るべき部署において引き続き検討

していただきたい。 

 

   ウインズ京都の利用者数 

 利用者数 

平成 19 年 96 万 800 人  

平成 20 年 90 万 6,100 人  

  

増収・増客策７

ウインズ京都の位置図（ウインズ京都ＨＰより） 

ウインズ京都 
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   移転誘致後の増収見込 

ウインズ京都が地下鉄駅周辺に移転すれば，更に公共交通でのアクセスが向上する

ことから，仮に平成 20 年の利用者の 7 割が地下鉄を行きも帰りも利用すると見込ん

だ場合，年間では 127 万人（1日平均約 3,500 人）の集客効果がある。 

   （円） 

利用者数

運  賃 

７割 

約 63.42 万人 

1,737 人／日 

５割 

約 45.3 万人 

1,241 人／日 

３割 

約 27.18 万人 

744 人／日 

片道 1 億 3,318 万 9,513 万 5,708 万  
210 円 

往復 2 億 6,636 万 1 億 9,026 万 1 億 1,416 万  

片道 1 億 5,855 万 1 億 1,325 万 6,795 万  
250 円 

往復 3 億 1,710 万 2 億 2,650 万 1 億 3,590 万  

 

   メリット等 

  ア メリット 

   ① 増収増客 

上記のとおり 

   ② 祇園の混雑軽減 

祇園界隈は京都を代表する観光名所の一つであり，非常に観光客が多い場所で

ある。競馬開催日にはウインズ京都の利用者も合わさり，かなりの混雑となって

おり，また，周辺道路の交通渋滞等にもつながっている。ウインズ京都が転出す

ることによりそれらを軽減できる。 

   ③ 京都らしさのイメージの維持 

観光地にウインズ京都が立地していることに対し違和感を抱く観光客も多いと

聞くが，ウインズ京都が移転することにより，観光客が持つ京都らしさのイメー

ジを守れる。 

④ 地域への経済波及効果 

祇園界隈は一大観光地であることから，もともと観光客で賑わっており，ウイ

ンズ京都の転出が地元経済に与える影響は少ないと思われる。 

一方，他地域にウインズ京都が立地すれば，その地域には大きな経済効果が生

じる。また，駅とウインズ京都の間に商店街が位置するよう配置された場合，地

域の更なる売上増や雇用創出につなげることが可能。 

⑤ 周辺道路の交通渋滞や路上駐車による交通混雑の軽減 

このような施設が立地した際，必ず問題になる周辺道路の交通渋滞や路上駐車

は，施設を地下鉄駅前に立地することで大幅に軽減できる。また，後述の運転免

許更新窓口が併設された場合，警察機関がすぐ横にあるという点で利用者に精神

的な抑止力が働くものと考えられる。 
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  イ 課題 

   ① 京都市会における請願採択（昭和 54 年） 

     昭和 54 年にウインズ京都の転出が計画された際，以下の請願が採択されたた

め，ＪＲＡとしては，京都市は祇園からの転出を認めないものと判断している模

様。 

請願第 12 号「場外馬券売場設置反対」 

（昭和 54 年 7 月 2 日受理，総務委員会付託，9月市会にて採択）

要 旨：下京区河原町松原下ル難波町の近畿土地ビルに近畿土地株式会社と日

本中央競馬会が場外馬券売場の設置を申し入れてきたが，地元全住民

は社会秩序の維持と健全な環境を守るため絶対反対なので市としても

反対し，設置させないよう協力願う。 

請願者：下京区河原町松原下ル難波町 

河原町場外馬券売場設置反対期成同盟 （代表者名省略） 

 

   ② 農林水産大臣の承認 

ウインズの設置はＪＲＡを所管する農林水産大臣の承認が必要であるが，承認

に当たっては地元との調整が十分に図られていることが非常に重要視されている

ことから，移転先の地元の理解を得ることが重要となる。 

 

   施設概要 

ウインズの施設概要は以下のとおりである。 

 

住  所 東山区大和大路四条下がる 4丁目小松町 605 ほか 

構  造 地下 1階地上 4階建て鉄骨造 

敷地面積 1,020.67 ㎡ 

建築面積 695.98 ㎡ 

延べ床面積 2,517.33 ㎡ 

用途区分 商業地域 

容 積 率 400％ 

建ぺい率 80％ 

高度地区 12ｍ第四種高度地区 

そ の 他 祇園町南側地区計画あり 
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   候補地 

① ゼスト御池 ⑤ 市の未利用地や土地開発公社の塩漬け土地 

② 山ノ内浄水場跡地 ⑥ 元教業小学校 

③ 殿田グランド ⑦ 府や国が有する土地 

④ 産業技術研究所繊維技術センター跡地  

 

① ゼスト御池 

 ・地下鉄京都市役所前駅と直結 

・面積 店舗 4,500 ㎡，公共地下道 5,700 ㎡，駐車場（直営，市営合計）37,600 ㎡

（その他の面積は割愛） 

・市内中心部では最大の地下駐車場を併設 

・ゼスト御池はこれまで大幅赤字であったが，集客能力の大きいウインズ京都が入

居すれば相乗効果により他店の利用者も増え，テナント使用料を高く設定するこ

とが可能となり，結果，京都御池地下街㈱の赤字解消にもつながると考えられる。 

② 山ノ内浄水場跡地 

・地下鉄太秦天神川駅から徒歩 5分 

・面積約 61,000 ㎡ 

・跡地活用策として既に大学を誘致することとなっているが，跡地の一部をウイン

ズ京都の移転先とすれば，学生とウインズ利用者の両方が地下鉄を利用する。し

かも，学生が利用するのは平日，ウインズ利用者が利用するのは土日であること

から，地下鉄の混雑を分散することが可能である。 

③ 殿田グランド（殿田公園） 

・地下鉄九条駅から徒歩 5分 

・面積 17,918 ㎡（グランドは 15,216 ㎡） 

・現在は有料グランド。九条車庫が隣接しており，市バス利用者の増加も見込める。 

・地下鉄駅に近いその他の公園（宝が池公園，朱雀公園等の有料グランド）につい

ても検討すべき。 

④ 産業技術研究所繊維技術センター跡地 

・地下鉄今出川駅から徒歩 5分 

・面積約 7,700 ㎡ 

・繊維技術センターは工業技術センターと立地的統合するため京都リサーチパーク

に移転する予定であり，その跡地を活用する。 

⑤ 市の未利用地や土地開発公社の塩漬け土地 

・情報がないため候補地を設定できないが，地下鉄駅前に土地があるのであれば，

検討する価値あり。 

⑥ 元教業小学校 

・地下鉄二条城駅から徒歩 10 分 

・正式な活用策がまだ決定されていない小学校跡地の一つだが，身近用地として
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「地域体育館構想に基づく施設」の設置が想定されている。 

⑦ 土地交換による取得 

・府や国が適した土地を有している場合，交通局の旧壬生庁舎で実施したように，

土地を交換して新たな土地を確保する。（情報がないため候補地は設定できず） 

  

   検討経過 

   平成 21 年 3 月 11 日に京都競馬場総務課にヒアリングを実施。 

 

 

３ 自動車運転免許の更新窓口 

  概要 

   伏見区羽束師に立地している京都府警察自動車運転免許試験場は，私鉄や地下鉄の

駅から非常に離れた不便な場所にあり，利用者のうち，かなりの人数が自動車やバス

を利用している。しかも，他府県では最寄りの警察署で可能な免許更新についても免

許試験場まで行かなければならない。 

   そこで，当グループは，地下鉄の増収・増客及び市民の利便性向上を図るため，免

許試験場が担う機能のうち免許更新について，出先機関を新たに地下鉄駅前に設ける

よう京都府に要望すべきと考えた。 

   その検討の最中の平成 20 年 12 月，山田京都府知事は，京都駅前にある七条署の廃

止後の跡地について，運転免許の更新など府民サービス窓口に使える施設利用を含め

活用策を検討していく考えを示した。 

   府旅券事務所や府国際センターの移転，テナントビルの新設等の意見もあるようだ

が，京都市としては，もともと京都駅ビルにある府旅券事務所や府国際センターでは

地下鉄の増収・増客に結び付かないことから，運転免許更新窓口の設置を強く要望す

べきである。 

   この件は，地下鉄の増収・増客だけでなく市民の利便性にも大きくかかわる案件で

あるので，市長部局の然るべき部署で要望していただきたい。 

   なお，運転免許更新窓口以外の案が採用された場合は，運転免許更新窓口を他の地

下鉄駅周辺に整備するよう要望すべきである。 

 

   運転免許試験場の利用者数 

 利用者数 

（※免許更新者のみ）

平成 19 年 27 万 510 人  

平成 20 年 約 26 万 5,000 人  
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   移転誘致後の増収見込 

運転免許更新窓口が地下鉄駅前に設置されれば，利便性が遥かに向上することから，

仮に平成 20 年の免許更新者 26.5 万人のうち 7 割が，地下鉄を行きも帰りも利用する

と見込んだ場合，年間では 37.1 万人（1 日平均で約 1千人）の集客効果がある。 

   （円） 

利用者数

運  賃 

７割 

約 18.55 万人 

508 人／日 

５割 

約 13.25 万人 

363 人／日 

３割 

約 7.95 万人 

217 人／日 

片道 3,896 万 2,783 万 1,670 万  
210 円 

往復 7,791 万 5,565 万 3,339 万  

片道 4,638 万 3,313 万 1,988 万  
250 円 

往復 9,275 万 6,625 万 3,975 万  

 

   京都府における動き （別紙１，２参照） 

  ア 平成 20 年 12 月 4 日 京都府議会における知事答弁  

山田府知事が府議会代表質問において，廃止が決まっている七条署（下京区）の

跡地活用策の一つとして，運転免許の更新などの府民サービス窓口の設置について

検討する考えを示す。 

 

  イ 平成 21 年 3 月 24 日 平成 21 年度予算成立 

平成 21 年度一般会計当初予算に「府民ステーション（仮称）策定構想策定費」

として 300 万円が措置された。有識者による検討委員会を設置し，跡地活用を協議

していく。住民アンケートなどを行い，2年間かけて構想を練る予定。 

 

   メリット等 

  ア メリット 

   ① 増収増客 

上記のとおり 

   ② 羽束師の交通渋滞の軽減 

免許試験場の近辺は，道路が狭隘であることもあり交通渋滞が激しく，地元住

民の生活の大きな支障となっているが，それらを軽減できる。 

   ③ モビリティ・マネジメントの推進 

免許試験場では，免許を更新する際，講習会でモビリティ・マネジメントに関

する冊子を配布し，なるべく車を使わず公共交通等を利用するよう講習を行って

いる。一方で，現在の免許試験場は，自動車やバスを使わなければ利用できない

ような立地条件であるので，運転免許更新窓口を地下鉄駅前に新設することで，

この矛盾を解決でき，かつ，環境負荷の軽減に役立つ。 
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※ モビリティ・マネジメント（日本モビリティ・マネジメント会議による解説） 

渋滞や環境，あるいは個人の健康等の問題に配慮して，過度に自動車に頼る状態から

公共交通や自転車などを『かしこく』使う方向へと自発的に転換することを促す，一般

の人々や様々な組織・地域を対象としたコミュニケーションを中心とした持続的な一連

の取組。 

④ 広大な敷地が不要 

免許試験場は実地試験や実地講習が伴うため広大な敷地を要するが，免許更新

の専用出先窓口であれば建物だけで済むので広大な敷地は不要であることから，

七条署跡地や他の場所にも設置することが可能。 

⑤ 羽束師の機能は残存 

更新窓口はあくまでも出先機関であり，羽束師の免許試験場にも免許更新機能

が残されれば，免許試験場の方が便利な利用者はそのまま免許試験場を利用する

ことができ，市民の利便性を損なわずに済む。 

⑥ 周辺道路の交通渋滞や路上駐車による交通混雑の軽減 

このような公共施設が立地した際，必ず問題になる周辺道路の交通渋滞や路上

駐車による交通混雑は，施設が便利な駅前に立地することで大幅に軽減できる。

また，更新窓口は警察機関であることから，路上駐車についても精神的な抑止力

が働くものと考えられる。 
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京都新聞掲載記事 

 

（平成 20 年 12 月 5 日付け電子版） 

利便性を生かした活用策検討 七条署跡地問題で山田知事 

 警察署の再編に伴い廃止が決まっている七条署（京都市下京区）の跡地について，京都

府の山田啓二知事は 4 日の府議会代表質問で，ＪＲ京都駅前にある利便性を生かし，運転

免許証の更新など府民サービス窓口に使える施設利用を含め活用策を検討していく考えを

示した。 

 七条署は 2010 年度以降，五条署が名称変更する下京署に管轄が統合されるため廃止さ

れる。1960 年に建てられた施設は老朽化も進んでいる。今年 8 月に府行政評価委員会が

「駅前立地を生かした利活用を検討すべき」と提案していた。 

 同日再開した府議会 12 月定例会本会議の代表質問で，山田知事は七条署の立地場所や

跡地活用について「府民サービスの窓口にはうってつけ。運転免許の更新窓口や旅券事務

所なども検討したい」と述べた。 

 また「問題はまずどういう財政的な手だてで建物の枠をつくるか。それによって利用が

決まる」とも強調。府が土地を民間に貸したり，信託してビルを建設させ，府がテナント

として入居する「定期借地」や「土地信託」などの手法を検討する考えを示した。 

 山田知事は「土地のポテンシャル（潜在価値）を生かし，貴重な財産を最大限有効に活

用する方向で検討したい」と述べた。 

 
（平成 21 年 3 月 8 日付け電子版） 

七条署跡地活用，2年かけ構想策定 京都府，住民意見など参考 

 2011 年度以降に廃止予定の七条署（京都市下京区）の跡地活用について，京都府は来年

度から検討に乗り出す。地元住民から「京都駅ビルの府旅券事務所を移転させてほしい」

などさまざまな要望や意見がある。府は住民アンケートなどを行い，2 年間かけて構想を

練る。 

 七条署は，五条署が名称変更する下京署に管轄が統合されるため廃止される。現庁舎は

京都駅に近く，約 2600 平方メートルの敷地があり，活用について山田啓二知事は昨年末

に「府民サービスの窓口にうってつけだ」との考えを示した。 

 このため，新年度一般会計当初予算案に「府民ステーション（仮称）策定構想策定費」

として 300 万円を計上。有識者による検討委員会を設置し，跡地活用を協議していく。 

 跡地の利用をめぐって，府議会などから府警自動車運転免許試験場（京都市伏見区羽束

師）が「免許更新に行くのに遠い」との理由から出先機関として活用を求めたり，京都駅

ビル内の府旅券事務所や府国際センターの賃料が年間 8000 万円以上掛かっているため，

「移転させるべきだ」などの意見が出ている。 

 七条署庁舎が老朽化が進んでいるため，テナントビルの新設も検討されるとみられるが，

「府の施設が入ればテナント収入が減る。よく考えなければならない」（府幹部）との声

もあり，今後，委員会で議論を重ねる。 

 

 

（記事使用 京都新聞社許可済み） 

（別紙１） 
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（別紙２）

京都府　平成21年度当初予算案　主要事項説明資料（抜粋）



 
 
 

 
「エコ通勤推進」の提案 

 
１ ねらい 
○ 健康や環境の影響を考慮し，マイカー通勤から公共交通や自転車，徒歩による通勤

への転換を促す「エコ通勤」の実践により，地下鉄の増収・増客を目指す。 
○ 「エコ通勤」の実践によるＣＯ２削減により，本年１月２３日に認証を受けた「環境

モデル都市」にも寄与する。 
 
２ これまでの京都市役所での取組 
① H20/ 4･･･全職員へマイカー通勤自粛の通知 
② H20/10･･･マイカー通勤の職員に，マイカー利用による環境や健康への影響等を記載

した冊子の配布 
③ H20/10･･･通勤手段に関するアンケート実施（１回目） 
④ H21/ 1･･･通勤手段に関するアンケート実施（２回目） 
⑤ H21/ 3･･･市内中心部等における勤務公署の敷地内への原則駐車禁止（6 月本格実施） 
⑥ H21/ 4･･･自転車利用者の通勤手当の改善 

 
３ 「エコ通勤」による地下鉄の増収とＣＯ２の削減効果 
  「地下鉄増収・増客対策チーム」第２グループ独自の取組として，本市職員がマイカ

ー通勤から公共交通に転換した場合の地下鉄の増収及びＣＯ２削減効果を計るため，マイ

カー通勤の職員に，以下のアンケートを実施した。 
＜アンケートの概要＞ 

 ■実施月：平成２１年１月（上記２④と同時に実施） 
 ■配布人数：約６，５００人（全任命権者対象。教職員，非常勤嘱託員含む。） 
 ■アンケート内容： 
「クルマ通勤の代わりに，公共交通機関で通勤するなら，どのように通勤しますか。」 

 ■集計結果： 
回答数 地下鉄利用数 地下鉄利用率 

５，２１０ １，５６１ ３０％ 

 
  平成２１年６月から本格実施を予定している「市内中心部等における勤務公署の敷地

内への原則駐車禁止」により，本市職員がマイカー通勤から公共交通に転換し，一定の

地下鉄の増収が期待できる。 
更に上記アンケート集計結果を見れば分かるように，「エコ通勤」の取組の推進により，

「地下鉄を利用する。」と回答した１，５６１人すべてが，今後，マイカー通勤から地下

鉄へ転換できた場合は，地下鉄の増収額及びＣＯ２の削減効果は以下のとおりとなり，

効果大である。 

増収・増客策８
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【地下鉄増収額（概算値）】

  ５８，６８０円（１年間の平均定期代金）×１，５６１人＝９１，５９９，４８０円

  また，今回は集計を行っていないが，市バスへの転換も多数あると考えられ，地下鉄

の増収分と併せると交通局への収入はそれ以上となる。

参考資料

■クルマ利用とＣＯ２の関係

   クルマを利用するのと利用しない生活を比べると，利用する生活におけるＣＯ２の排

出量は２倍以上にもなる。

■手段別によるＣＯ２の削減量

  テレビやエアコン調整等よりも，クルマの利用を少し減らすだけで，何十倍ものＣＯ２

の削減が期待できる。

【ＣＯ２削減量（概算値）】

１，５６１人×１７２g（クルマが１㎞移動した場合のＣＯ２排出量）×１０㎞（片道

５㎞と想定）×２５０日（要勤務日数）＝６７１トン
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５ 提言 
  以上のように，「エコ通勤」の推進により，地下鉄の増収やＣＯ２の削減が期待できる

が，これに加え，今後，以下の取組を京都市全体で行えば，更に効果が期待できると考

え，我がチームでは次の２点が今後推進されるよう提案する。 
 
 提言１：「エコ通勤」などのモビリティ・マネジメント（注１）施策を，本市だけの取組

ではなく，地域，学校，企業など幅広い対象に拡大して継続的に進める。 
      

（施策例） 
     ○ 鉄道駅やバス路線・バス停の位置，時刻表などの公共交通の情報を記載し

たマップを地域ごとに作成し，公共交通の利用促進を図る。 
     ○ 学校の授業でモビリティ・マネジメント教育を行う。 
     ○ 「エコ通勤」を市内の企業で展開させる。 
 
 
 提言２：「カーフリーデー」（注２）の取組を推進する。 
     「ノーマイカーデー」の取組を推進する。 
 
     （施策例） 
     ○ 「DO YOU KYOTO？」デーである毎月１６日を「カーフリーデー」とし，

まずはモデル地域を募集選定し，徐々に市内各地に拡げていく。 
     ○ 「DO YOU KYOTO？」デーである毎月１６日を京都市全体で「ノーマイ

カーデー」とし，京都市役所から取組をはじめ，徐々に市民，企業等に拡げ

ていく。 
 
 （注１）過度な自動車利用から適度な利用へ自発的な転換を促す，コミュニケーション

を中心に行う施策 
 （注２）都心部において１日マイカーを使わない地区を創り出し，市民一人一人がクル

マのない都市環境を体験することにより，交通や環境，都市生活とクルマの使

い方について社会啓発する取組 
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                平成２１年１月 
マイカー通勤の職員の皆様へ 
 

「歩くまち・京都 地下鉄増収・増客対策チーム」 
第２グループ 

 
私たちの身近で環境にやさしい移動手段「京都市営地下鉄」は，毎日約３２

万人のお客様に御利用いただいております。この貴重な財産である「地下鉄」

ですが，現在の経営状況には，厳しいものがあります。 

本市では，公募職員３７名で構成する「歩くまち・京都 地下鉄増収・増客

対策チーム」を設置（平成２０年９月１１日付け）し，４グループに分かれて

具体的な地下鉄の増収・増客対策を検討しています。 
 この度，同チームの第２グループが今後の活動の参考資料とするため，第２

回「エコ通勤」アンケート問３⑤に関連した以下のことについて質問させてい

ただきますので，御協力をお願いします。 
 
 

Ｑ クルマ通勤の代わりに，公共交通機関で通勤するなら，どのように通勤

しますか。当てはまるものに○をつけてください。（複数回答あり） 

 
 
 ① 市営地下鉄 
 
 ② 市営バス 
 
 ③ 民間の電車，バス 
 
 ④ その他（具体的に                       ） 
 
 
 

【本件に関する問合わせ先】 
「歩くまち・京都 地下鉄増収・増客対策チーム」事務局 
総合企画局政策推進室 中山 ２２２－３０３５ 

 

参考資料 
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「地下鉄アート」の提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増収・増客策９

増収・増客策の内容 

 地下鉄駅構内の通路やホームの空きスペース等を，京都で活動する若手アーティストの作

品発表の場として提供し，文化芸術の振興と市民や観光客が足を運んでみたくなるような駅

づくりを進める。また，駅で発表した作品のオークションを行い，売却収益による若手アー

ティストの育成に取り組むとともに，発表の場を提供する交通局が手数料収入を得ること

で，地下鉄事業の収入増を図る。 
 
（作品展示場所（案）） 

 ○地下鉄駅構内の通路やホームの壁面，柱 

 ○東西線ホームドアのフレーム 

 ○京都市役所前駅改札外西側スペース 

増収・増客策による効果 

 ○無機質な印象を受ける地下鉄駅構内がアート溢れる華やかな空間に！ 

 ○若手アーティストの育成。有名なアーティストが輩出できれば，第二，第三の新人を発

掘しようと，作品目当てに地下鉄駅に人が集まる可能性がある。 

 ○オークションの手数料収入よる地下鉄の増収 

 ○好評を得た作品のデザインのトラフィカ京カードの発売による収入増 

活動による成果物や資料など 

〈実施に向けて検討を要する事項〉 

①現地調査 

・作品発表が可能な場所の確保 

・展示可能な作品とその展示方法の検討 

②法律や行政手続における課題の把握と関係機関・部署との調整 

③事例調査 

・国内や海外の鉄道駅におけるアート作品発表の事例 

・アート作品のオークションの仕組み 

 ④出品者や出品作品の確保 

  ↓ 

これらを踏まえ，具体的な運営方法（事業のスキーム）を検討し，試験的な実施を行う。

効果があると認められれば，順次，拡大を図っていく。 
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