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京都市公営交通京都市公営交通
110周年を迎える110周年を迎える

6月11日令和4（2022）年

日本初の日本初の
路面電車が市営化路面電車が市営化

マスコットキャラクターマスコットキャラクター
京ちゃん・都くん誕生京ちゃん・都くん誕生

これが日本初のバス事業だとい
わ

れています。蒸気自動車を改良し
た

6人乗りの車で、区間は堀川中
立

売～七条駅と堀川中立売～祇園
。

京都電氣鐵道株式会

社が日本初の路面電

車の営業を開始。

2月1日
明治28（1895）年

明治36（1903）年

京都で日本初の京都で日本初の
路面電車誕生路面電車誕生

京都の民間企業京都の民間企業
により乗合自動車により乗合自動車
の運行開始の運行開始
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明治28（1895）年、市内線開業日前日
試運転のようす

烏丸線、四条線、丸太町線、

千本・大宮線が営業を開始。

自家用車普及などの影響により利
用者が徐々

に減少し、その長い歴史に幕を
閉じました。

区間は二条～醍醐間の約12.7k
m。数度の

延伸をへて、平成20（2008）年1
月16日に現

在と同じ太秦天神川～六地蔵の区
間が完成。

市バスマスコットキャラクター
の

京ちゃんは、椿の花がトレードマ
ー

ク。地下鉄マスコットキャラクタ
ー

都くんは、地下にもぐるモグラ
が

モチーフです。

区間は北大路～京都間の約6.6k
m。数度

の延伸をへて、平成9（1997）年
6月3日に

現在と同じ竹田～国際会館の区
間が完成。

トロリーバスとは、無軌条電車（
レー

ルのない電車）のこと。開業時
の

区間は、四条大宮～西大路四
条。

昭和44（1969）年9月に運行終
了。

9月30日

8月7日

5月29日

4月1日

明治45（1912）年

昭和53（1978）年

平成9（1997）年

昭和56（1981）年

昭和7（1932）年

京都市公営交通事業の始まり京都市公営交通事業の始まり
市電の運行開始市電の運行開始

市電を全線廃止市電を全線廃止

市営地下鉄東西線も開業市営地下鉄東西線も開業

市内交通一元化の方針から、
京都

電氣鐵道株式会社から「日本
初の

路面電車」の事業を買収し受
け継

ぎました。その後、順次路線を拡
大。7月1日

大正7（1918）年

市バス開業時の車両

出町柳～植物園間で市バスの

運行が開始。当初は定員12名

のガソリン車で、車輪は木製。

その後、外国産から国産、ガ

ソリン車からディーゼル車、ボ

ンネット型から現在の箱型へと

変化してきました。

昭和3（1928）年

市バスの市バスの
運行開始運行開始

市営地下鉄市営地下鉄
烏丸線を開業烏丸線を開業

京都市公営京都市公営
交通100周年交通100周年

6月11日
平成24（2012）年 市バス開業90周年市バス開業90周年

5月10日平成30（2018）年

地下鉄開業40周年地下鉄開業40周年
5月29日令和3（2021）年

全国に先駆けてトロリ全国に先駆けてトロリーーバス開業バス開業

100周年記念のデコレーションバス

10月12日

6月11日

5月10日

【凡例】　 問合せ　 時 時間　 料 料金（大人1名分）　 休 休日　 地下 地下鉄　 市バ 市バス　 バス停　 京バ 京都バス　 JRバス 西日本JRバス　 ＪＲ JR線　 近鉄 近鉄　 阪急 阪急電鉄　 嵐電 嵐電　 叡電 叡山電鉄

明治45年頃
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JR山陰本線

京都水族館

京都鉄道博物館

緑の館

朱雀の庭
いのちの森

野外ステージ

芝生広場

河原遊び場

中央広場

七条通
梅小路公園・
JR梅小路京都
西駅前

七条壬生川

七条大宮・
京都水族館前

チンチン電車
市電ひろばすざくゆめ広場

七条入口総合
案内所として
活用されている

市電車両

（2001号）

大宮入口総合案内所として活用
されている市電車両（935号）

大
宮
通

梅
小
路
京
都
西
駅

梅小路公園MAP

（市電カフェ・市電ショップ）

075-761-0221　 時 6時～18時（神苑は8時30
分～18時※入苑は17時30分まで）　料 600円
休 無休　 地下 東山駅下
車、徒歩約10分、また
は 京都駅前から 市バ

5 岡崎公園 美術館・
平安神宮前下車、徒歩
約5分

京都駅前から

市バ 205・快速立命館・206・

208・6・33・特33・86・88

七条大宮・京都水族館前、または

市バ 205・208・33・特33・86・88

七条壬生川または 梅小路公園・

JR梅小路京都西駅前

下車すぐ

一歩足を踏み入れると、鉄道グッ
ズがずらり！鉄道柄の靴下やマ
スク、車両のミニ模型、雑貨類
のほか、京銘菓や京漬物などの
お土産物も販売しています。

京都市電狭軌Ⅰ型のプラモデルが登場！
ご自分で組み立てていただける本格仕様です。

梅小路エリア周辺には、鉄道、水族、京都市
キャラクターなどをモチーフにしたさまざま
なモニュメントがあります。
梅小路公園内の110周年関連のモニュメン
トはこちら！

市電ショップ

限定グッズ「市電プラモデル」を販売！

京のまちを走り続けた
レトロ車両

チンチン電車

京都市電初の
ワンマンカー

市電2000型

京都市バス・
地下鉄マスコット
キャラクター

72歳男性・Mさん

京ちゃん
都くん

62歳男性・Yさん

61歳男性・Nさん
37歳男性・Tさん

62歳男性・Nさん 59歳女性・Yさん

44歳女性・Sさん

しでんしょっぷ

075-353-5215
時 10時～18時※変動する
場合あり　休 無休

かつて市内を走行していた市電車両を、梅小
路公園と平安

神宮で見ることができます。当時の面影を感
じさせるレトロ

な雰囲気が市電車両の魅力です。

梅小路公園
うめこうじこうえん

京都市電4両（505・703・890・1605
号）が保存・展示されており、そのうち
手前の2車両は市電カフェ、市電ショッ
プとして、後方の2車両は自由に入れ
る休憩所として活用されています。

市内最大規模の大型遊具が設置されて
いる広場。その一角に立つ市電展示室
には、明治後期の市電（広軌1型）が当
時の姿に復元・展示されています。

市電車両（狭軌1型 2号車）が、
平安神宮の神苑内に保存・展示
されています。昭和36（1961）年
の市電北野線廃止当時のまま保存
されている、大変貴重な車両。

明治時代の市電車両が、現在は
リチウムイオン電池を動力源として、

「すざくゆめ広場」と「市電ひろば」
間（片道約210m）を運行しています。

「カタカタつりわぱん」や「なないろソフトク
リーム」をはじめ、軽食やドリンクを、木造作
りのなつかしさあふれる空間で味わえます。

市電ひろば

すざくゆめ広場 すざくゆめひろば

チンチン電車

市電カフェ

しでんひろば

ちんちんでんしゃ

しでんかふぇ

090-3998-8817
時 10時～18時　休 無休

075-352-2500（梅小
路公園管理事務所）
時  休 散策自由（市電展
示室は土・日曜・祝日の
10時～16時のみ開館）

075-352-2500（梅小路公園管理事務所）
時 土・日曜・祝日の10時～16時に1日17回運行

（7・8月は17時まで）※臨時運休の場合あり。最新の運行状況は要問合せ　料 1日乗車券310円、片道乗車券150円

平安神宮
へいあんじんぐう

京都市京セラ美術館京都市京セラ美術館

丸太町通東
大
路
通

東山駅 三条通

岡崎公園
美術館・
平安神宮前

平安神宮

おふたいむ3月号で市電や市バス・地下鉄に関する思い出を募集したところ、読者の

皆さんからたくさんの興味深いお話が届きました！その一部をご紹介させていただきます。

販売数 300個

発売日 令和4年6月11日（土）10時～

販売価格 3,300円

販売方法 京都市交通局協力会ECサイト

京都市公営交通110周年を記念して
これまでの皆様のご利用に感謝する
とともに、更に皆様に愛され、ご利
用いただける市バス・地下鉄となる
よう、交通局職員が一丸となって取
り組んでいく決意を発信するため、
110周年のシンボルとなる記念ロゴ
マークとキャッチフレーズを局職員
間で公募し、制作しました。

市バス・地下鉄車両に記念ロゴマークのデザインを
用いたヘッドマークやつり革ラッピングを掲出します。

記念ロゴマーク

ヘッドマーク

つり革ラッピング

市バス

地下鉄

110周年にちなみ110両

烏丸線7編成 掲出開始 令和4年5月下旬～

地下鉄

装飾開始

烏丸線1編成、東西線6編成

令和4年5月下旬～

読者の皆さんからの市バス

市バスの路線番号はどうやって決めるのですか？ （55歳男性・Fさん）

市バスの色はなぜ薄い緑色なのでしょうか？（63歳男性・Tさん）

市バスの路線番号（系統番号）は、
①起点と終点の間を往復する系統、②市内中心部を循環する系統の2種類があります。①…1桁または2桁の番号を付けています。（例：1、17など）
なお、地下鉄北大路駅を起終点とする系統は、「北＋（番号）」、洛西ニュータウン・桂坂方面と阪急桂駅・JR桂川駅の間を運行する系統は「西＋（番号）」を、地下鉄竹田駅を起終点とする系統は「南＋（番号）」としています。（例：北1、西2、南3など）②…200番台の番号を付けています。（例：205など）
新しく路線を増やす場合は、既存系統の似た経路を通るときは近い系統番号を付けたり、一部区間の運行経路が異なるような場合には「特＋（番号）」「臨＋（番号）」を付けることもあります。

薄い緑色（若草色）である現在の市バス車体のデザイン
が制作されたのは、昭和27～28年頃と言われています。（それまでは、茄子紺という紺色とピンクベージュのような色の2色でした。）

京都は三方を山に囲まれていることから「若草色」に、2本線については、太い線は「鴨川」、細い線は「高瀬川」（「疏水」の説もあり）から「濃緑色」になったと言われています。

職員がお答えします職員がお答えします！！

小さいとき、市バスに
乗って京都市動物園に行くのが
楽しみで、小一時間ワクワクしな
がら車窓を眺めていました。自家
用車では車酔いするのにバスは
全く酔わず、大きな窓に顔を
つけていたのを思い出します。
今は均一区間のありがたみが

絶大です。

京都市内に保存されている京都市内に保存されている

市電車両市電車両を訪ねてを訪ねて

Q&A

Q2

Q1

A

A

1605号車内で
市電時代の
路線図（複写）
を発見！

「カタカタつりわぱん
」250円が

看板メニュー。 マグカッ
プや

てぬぐいなどのオリ
ジナル商品も

要チェック！

鉄道柄の靴下
「鉄下」440円〜が
大人気！市電オリジナル
パッケージの京つけものや
八ッ橋はお土産にも
ぴったり！

市電車両のほ
か

市電のジオラマ

模型なども展示 実
際
に

乗
車
で
き
る
！

路面電車とし
て

初の重要文
化財

今や50数年前の浪人時代、西大路
四条（西院）から百万遍まで、市電で予備校
（平安予備校）通いをしました。百万遍には

京都大学があり、中学時代の友人が入学していて、
うらやましい限りの毎日。今や市電通いの
予備校生活が何かせつなく、なつかしい

思い出として残っております。

小学生の頃、御室に従兄弟宅へ遊びに
行くときに、必ず丸太町智恵光院から10系統のバスに
乗って行っていました。当時はツーマンバスでしたので、
乗車してすぐに車掌さんから切符を買って、落とさない

ように手でずっと握りしめていました。

昔は嵐山などは均一運賃
ではなく、整理券を取るのが郊外
へ行くというワクワク感につながって
いました。近年は高雄までもが
均一運賃になり、利用しやすく

なりました。

地下鉄が延伸される
たび、初日に延伸区間
を乗りに行きました。

四条通をトロリーバスが
運行していた頃、西大路四条や西院、
四条大宮付近で空を見上げるとトロリー

バスや市電、嵐電の電車線が張り巡らされて
いて、蜘蛛の巣みたいでした。今も市バス
の松尾橋折り返し停留所の丸い形は、

トロリーバスの終点の面影が
感じられます。

昭和53年の冬、アルバイトとして地下鉄
烏丸線の紫明工区、今の大谷大付近を

工事した思い出があります。市電の終電が発車
して始発が通るまでの間、北大路通の地下を
掘る仕事です。工事は深夜から明け方に及ぶ
もので、ヘルメットにつららが下がっていたのを

思い出す。なつかしいものです。

公営交通110周年 キャッチフレーズ

「110周年に感謝をこめて、これからも。」

探してみよう！

京都市公営交通110周年記念京都市公営交通110周年記念

梅小路エリア周辺の
モニュメント

※別途、接着剤や専用工具等が必要です。
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市バス・地下鉄を
ご利用の皆様へ

市バス・地下鉄のご利用に関するお問い合わせは、ナビダイヤル 0570-666-846

こちらもチェック！
期間限定で地下鉄駅で
出店中の「駅ナカスイーツ♪」
の最新情報はこちら

地下 東山駅下車、徒歩
約8分、または 京都
駅前から 市バ 5 岡崎
公園 美術館・平安神
宮前下車すぐ

おすすめアクセス

答え　問１　　問 2　　問 3 相阿弥イ イ 「おふたいむ」は市バス車内、地下鉄駅構内、市バス・地下鉄案内所などで配布しています。また、交通局HPでもご覧いただけます。

白峯神宮エ

平安神宮イ

長岡天満宮ウ

北野天満宮ア

ダンナイエ

ヒマセイ

ベベタウ

ウサルア

▶答えは左下です。

問1 明治28年（1895）、平安
奠都千百年紀念祭に際し創建
された、桓武天皇と孝明天皇
を祭神とする神社はどこか。

（3級）

問3 東山の傾斜地沿いに、境
内の高低差を利用し長楽寺の
庭園を作庭したと伝わる人物
は誰か。　　　　　 　（1級）

問2 京ことばで、作ってから
日数の経た食べ物のことを

（　　）と表現する。　 （2級）

※本問題は「京都・観光文化検定試験」
第16回の問題より抜粋しています。

※「京都・観光文化検定試験」・「京都検
定」は京都商工会議所の商標です。

挑戦！に京都検定めざせ
京都通

子どもの頃は時折てるてる坊主を
作っていました。今はたくさん作
るとティッシュがもったいないと
思ってしまいそうです（笑）。

西ノ京円町《JR円町駅》周辺で
は、ここ数年スパイスカレーのお店
が増加中！円町周辺にある、おすす
めカレー店のご意見をお送りくだ
さい。おふたいむを一緒につくって
くれる情報を、お待ちしています！
ミュージアム招待券、地下鉄・バス1日券、
防災てぬぐい「そなえぬの」プレゼントへのご
応募は、右記の宛先まで（1）住所（2）氏名

（3）年齢（4）ご希望のプレゼント（5）上記
テーマへのご意見、おふたいむへの感想を
記入して、メールもしくははがきでお送りく
ださい。6/14（火）当日消印有効。

9月号のテーマ
カレーの聖地・円町へ

プレゼント

防災てぬぐい「そなえぬの」
用意しておくべき
防災用品が一目瞭然！
…全5種各1名様
※柄はランダム

京都市交通局公式SNSも要チェック！

地下鉄・バス1日券
地下鉄・市バスで効率よく
市内を巡ろう！…8名様

〒604-8823 
京都市中京区壬生松原町3-12
ひでみ企画内「おふたいむ」編集室宛

075-322-3717（土・日曜、祝日休業）
FAX:075-322-3719
e-mail :hidemi@gold.ocn.ne.jp

Twitter Instagram

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえ
　させていただきます。

市バス・地下鉄沿線の
祭りや行事、イベントなどを
ご紹介します。

京都市
京セラ
美術館

平安神宮
丸太町通東

大
路
通

東山駅 三条通

岡崎公園
美術館・
平安神宮前

大規模な噴火により長らく火山灰に埋
没していた、古代ローマ帝国の都市ポ
ンペイ。本展では、モザイク、壁画、彫
像、工芸品の傑作から豪華な食器、調
理具といった日用品に至るまで、ポン
ペイでの貴重な発掘品の数々を一挙に
展示する。

開催中

～

7/3（日） ポンペイ展
京都市京セラ美術館
きょうとしきょうせらびじゅつかん

075-771-4334　 時  10時～18時（入場は17時30分
まで）※HPより事前予約推奨　料 2,000円　休 月曜

招待券
プレゼント
5組10名様

コ　　 ト 　　　　 チ　　　カ

通信

小川珈琲

暑い日のひと休みには、ぜひ小川珈琲へ。「進化し続けるコーヒーと
京都の文化発信CAFÉ」をコンセプトに、スペシャルティコーヒーや

コーヒーに合うフードメニューをご用意しております。

小川珈琲直営店のコーヒーを使用して抽
出した、そのまま飲めるタイプのコーヒー
です。お手軽にぜひご利用ください。

小川珈琲 直営店 オーガニック
アイスコーヒー　390円
※販売期間3月～9月末まで　　

時 7時～21時　 075-352-0808

京都駅

夏はコトチカで涼もう♪

※営業時間は変更となる可能性があります。
　詳しくは、店舗にお問い合わせください。


