
 

京都市未来まちづくり１００人委員会＜第３期＞ 
プロジェクト名： benrimap.kyoto@gmail.com 

⑧『京都市地下鉄便利マップ』 

プロジェクト 
【第２期議題チーム名： ののりもの 】 

メインテーママ  
取り組んできた課題

めざす目標 

第２期では京都の公共交通の新ビジョン提案を計ってきたチーム＜のりもの＞は、
第３期では、地下鉄を利用する市民、入洛者また新規利用者へ京都市地下鉄の利便
性を提供し、新たな利用促進を目的として『京都市地下鉄便利マップ』プロジェク
トを推進した。 

第３期の 
行動概要 

● 京都市営地下鉄＜烏丸線・東西線＞全３１駅を、京都市交通局の協力のもとに調
査し、車両のどのドアが各ホームの階段やエレベーターや改札口に近いか、また、
各プラットホーム内の各設備等を調査した。 

● 調査データを基に、車両のどのドアがどの設備に近いかだけを重視した、＜烏丸
線・東西線＞全３１駅の『『ドアちか～試作版』を制作発行した。 

 （A5横サイズ／16頁カラー刷／1500部） 
● 『おかげさまで３０周年 京都地下鉄まつり』に参画『地下鉄まつり』に参画し、

地下鉄応援メッセージの発表と共に『『ドアちか～試作版（アンケート付）』（1100
部）を配布した。 

● 回収したアンケート（121回答）を集計した。 
● 『ドアちか～プラットホーム版』を国際会館・竹田・太秦天神川・六地蔵の４

駅プラットホーム内での掲示に向けて交通局と現在調整中。 
＜以降は烏丸線／東西線全駅掲示を目指す＞ 

主な第３期の活動経緯（メディア掲載履歴も含む）  
H22 年９月 ● 第２期成果報告会にて、『烏丸線ドアちかマップ～簡易版』を委員会内で配布 
H23 年１月５日 ・東西線全駅実地調査（交通局同行／ドアちかマップ作成に向けての現状調査） 

４月６日 ・東西線全駅実地調査（再調査） 
５月２８日 ・『ドアちか～試作版（アンケート付）』100 部を５月定例会議にて配布 

５月２９日 
『おかげさまで３０周年 京都地下鉄まつり』に参画 
● 地下鉄応援セレモニーで、メッセージを発信 
● 『ドアちか～試作版（アンケート付）』1100 部を会場にて配布 

８月２７日 ・ドアちか～試作版アンケート（回収数 121）集計結果を８月定例会議にて発表 
１２月４～５日 ・『ドアちか～プラットホーム版』設置４駅現地調査 

現在 ● 『ドアちか～プラットホーム版』を国際会館・竹田・太秦天神川・六地蔵
の４駅プラットホーム内での掲示に向けて交通局と調整中。 

メンバー 
【リーダー】尾形浩一朗    【サブリーダー】熊田健太郎  森 一代 
【メンバー】池口誠一  二塚敬子  堀川 浩  吉川忠男  岡野真之 
      須藤篤 

連携した団体   京都市交通局 
サポーター（委員会外）  

第３期終了後の方針   ■継続活動をおこなう【まだまだやるで～！】 
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活動成果のまとめ 
 
・ 交通局や地下鉄の事情に詳しくなった 
・第２期成果報告会で「乗り換えマップ」発表 
・ 平成２２年５月１日開催の「５万人増客キックオフイベント」に引き続き、本年５月

２９日開催の「地下鉄まつり」に参画し、メッセージを発表 
・ 『ドアちか～試作版』を発行（1500部）し、「地下鉄まつり」で1100部配布（アン

ケート回収121） 
・チームとして、『ドアちか』マップという目標が持て、情熱をもって結束した 

第３期終了後の方針／行動計画 
 
【目標】 
  １）目下の終点４駅『プラットホーム用ドアちかマップ』作成と掲示 
  ２）地下鉄全駅での作成と掲示 
  ３）「ドアちか～完成版」発行 
・市の支援（HP等でのチーム活動の紹介など）の下、交通局と協働を継続する 
 
【行動計画】 
 ＜進行中＞ ：『ドアちか～プラットホーム版』を４駅（国際会館／竹田／太秦天神川／六地蔵）に掲示 
Ｈ２４年前期 ：『ドアちか～プラットホーム版』全駅掲載に向け方策の検討 
～Ｈ２４年９月：『ドアちか～プラットホーム版』全駅掲載 
Ｈ２４年９月～：『ドアちか～完成版』発行に向けて作業 

プロジェクトチームからのメッセージ 

第４期委員の皆様へ 一緒にやりましょう！  

京都市へ 
100 人委員会へ 
第３期委員の皆様へ 

消えへんで！ますます、まだまだ、やるで！ 
過去形ではない、現在進行形＜ing＞だ～！  

京都市民の皆様へ 

月にもう一回、地下鉄に乗りましょう！！ 
交通局は地下鉄の赤字（建設時の負債）解消をめざし『地下鉄5万人増客』
を推進中です（１日当たり）。これは、市民（約150万）全員が月にあ
と１回地下鉄を利用することで達成されます！ 

地下鉄を京都市民の真の財産にしよう！ 
市財政を圧迫してきた地下鉄の赤字は、利用者である市民の手で、積極
的に利用し、市民の財産にしましょう！ そして、市民に使いやすい地
下鉄にして行きましょう！ 
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主な活動記録写真 コメント 
 

地下鉄東西線全駅 31 駅 
プラットホーム調査 

H２３年１月５日 
 
 

太秦天神川から六地蔵まで１
駅ずつプラットホームの状況
を調査 
 
・ 階段／エレベーター／エス

カレーターの位置 
・ ホームに何があるか 
・ サイン等の状況 

 

   
 
 
 

チーム会議 
@Yaomon 

 
交通局の方々にも毎回ご参加
いただいた。（差し入れ有り難
うございました！） 
 
いつも和気藹々と、しかし情熱
をもって会議が行われます。 
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主な活動記録写真 コメント 
  

『おかげさまで３０周年 
地下鉄まつり』 

に参画 
５月２９日 

 
悪天候で開催が危ぶまれたが,
多くの来場者で会場は賑わっ
た。 
 
■ 地下鉄応援メッセージを発

表する吉川委員。交通局、地
下鉄５万人増客に向けた力
強いスピーチに、会場からは
大きな拍手が起こった！ 

 
■ 『ドアちか～試作版』（1100

部）を会場にて配布。門川市
長から「これはイイ！」と絶
賛いただいた。13時頃には
1100 部の配布を終えた。 

  
 
 
 
 
 

チーム懇親会 
４月１５日 
@でごいち 
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■＜第３期＞のチーム活動記録（定例会議での会議を除く）  
日時 目的／場所 参加者 

H23 年 
１月 5日 

地下鉄東西線１７駅実地調査 
（プラットホーム調査） 

尾形、熊田、二塚、池口、森 
交通局：水川、事務局：山口 

4月 6日 東西線１７駅再調査 
（集約データの再確認） 尾形・池口・二塚 

4月 14 日 チーム会議 
@喫茶 Yaomon 

池口・二塚・堀川・熊田・森 
交通局水川、事務局山口 

5 月 6日 チーム会議 
@喫茶 Yaomon 

尾形・池口・二塚・堀川・熊田・森 
交通局阿部・水川事務局山口 

5 月 17 日 チーム会議 
@喫茶 Yaomon 

尾形・池口・二塚・堀川・熊田・森 
交通局水川、事務局山口 

5 月 26日 ドアちかにアンケートを挟む作業 
@交通局会議室 

池口・二塚・熊田・森 
交通局／畠中・阿部・水川 

5 月 29 日 「地下鉄祭り」に参画し、ドアち
かの配布 @竹田操車場 

尾形・池口・二塚・堀川・熊田・森 事務局山口 
（駒井、松石、田中、小林） 

6 月 17 日 ドアちか・アンケート集計作業打
合 @でごいち 二塚・池口・堀川・熊田・森 事務局山口 

8月 4 日 チーム会議 
@景観・まちづくりセンターWSルーム 

池口・二塚・堀川・尾形・熊田・森 
事務局／山口 

9月 5日 チーム会議 
@ SERD 上七軒オフィス 

池口・二塚・尾形・熊田 
交通局／阿部 事務局／山口 

9月 15日 チーム会議 
@ SERD 上七軒オフィス  

10 月 13日 チーム会議 
@喫茶 Yaomon 

吉川・二塚・堀川・尾形・森・熊田 
事務局／山口 

11 月 8 日 チーム会議 
@喫茶 Yaomon 

吉川・二塚・堀川・尾形・森・熊田  
交通局／阿部、水川 事務局／山口 

11 月 21日 チーム会議 
@喫茶 Yaomon 

吉川・二塚・堀川・尾形・森・熊田  
交通局／阿部、水川 事務局／山口 

12 月 2日 チーム会議 
@喫茶 Yaomon 

吉川・二塚・堀川・尾形・森・熊田  
交通局／水川 事務局／山口 

12 月 4 日 六地蔵駅・マップ掲示場所の現地
調査 吉川、森 

12 月 5日 竹田駅・マップ掲示場所の現地調
査 森、交通局／水川、事務局／山口 
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■『ドアちか～試作版』表紙（Ｈ２３年５月２９日発行） 
   Ａ５版カラー２４ページ。当日はアンケートと共に 1100 部を配布。 
   『おかげさまで３０周年～地下鉄まつり』（５月２９日開催）にて 1100 部配布（アンケートとも） 

 
 
■『ドアちか～試作版』とともに配布したアンケート 
 「地下鉄祭り」の際に 1100 部を配布。当日の会場と、地下鉄駅に設置した回収箱を通じて 121枚を回収。 
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■「地下鉄便利マップ」チーム、第 3 期の活動の集大成 
大判で印刷して地下鉄駅ホームに掲示することを検討している『『ドアちか～プラットホーム版』。 
竹田、国際会館、太秦天神川、六地蔵の４駅からスタートして、全駅に拡大を目指す。 
もちろん、その先には冊子化も！ 
100 人委員会のチームとしては今期で終わりになるが、その後も有志の市民グループとして活動を継
続する。 

 
 ▼＜烏丸線＞国際会館駅用（※調整作業中のため変更されることがあります） 

 
 
 ▼＜東西線＞太秦天神川駅用（※調整作業中のため変更されることがあります） 
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