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地下鉄階段への消費カロリーの掲出と 
「地下鉄まつり」への出店について 

～ 若手職員増客チーム 燃え燃えプロジェクト vol.２＆３ ～ 

 

 京都市では，地下鉄・市バスの増客を目指し，「京都市地下鉄５万人増客推進本部」

の下部組織として１９名の公募職員による「若手職員増客チーム」を昨年１０月に

結成しました。 

この度，増客チームの「燃え燃えチャレンジ」班が，お客様に地下鉄に親しんで

いただき，御利用いただくきっかけ作りを目的として，地下鉄駅の階段に消費カロ

リーと増客チーム員からのメッセージを表示するとともに，交通局オリジナルグッ

ズのプレゼント企画の実施や，新たにオリジナル応援キャラクターを作成しました

ので，お知らせします。 

また，来る５月２９日の『地下鉄の日』に交通局が主催する「おかげさまで 30 周

年京都地下鉄まつり」に同班が出店しますので，併せてお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 地下鉄駅階段での消費カロリー及びメッセージの表示（燃え燃えプロジェクト

vol.２） 

（１）開 始 日  

平成２３年５月２２日（日） 

 （２）掲示場所 

ア 地下鉄烏丸線「京都駅」 

  ホーム階からコンコース階への階段（中央階段） 

イ 地下鉄烏丸線「四条駅」 

         ホーム階からコンコース階への２階段（北階段，南階段） 

    ウ 地下鉄東西線「京都市役所前駅」 

         ホーム階からコンコース階への２階段（東階段，西階段） 

     ※ 今後，お客様のご意見等を踏まえながら，他駅での展開も検討します。 

 

オリジナル応援キャラクターが誕生しました！ 



 

 （３）目  的 

    地下鉄は，地上からホームまで階段があり，自動車等の交通機関と比べて

お客様から敬遠されやすい特性があります。 

「地上からホームまで遠い」，「時間が掛かる」という先入観に対して，「階

段を使うことで『健康』になれる」という，プラスイメージに転換していた

だくとともに，多くの方が階段を利用していただくことで，エレベーターや

エスカレーターの混雑緩和を図り，環境に優しい地下鉄の御利用を促進する

ことを目的としています。 

（４）実施内容 

ア 消費カロリーの表示 

 階段を利用することによる「健康」への効果を分かりやすくするため，

階段を一段上ることで消費するカロリーを一段毎に掲示します。（京都駅

は除きます。） 

イ メッセージの表示 

  消費カロリーと併記して，「燃え燃えチャレンジ」班のチーム員が考え

た５種類のコメントを表示します。 

  東日本大震災からの復興にむけたメッセージをはじめ，京都市営地下

鉄の増客にかける思いを表したものや，京都の歴史に京都市交通局の歩

みを書いたもの，ダイエットのために階段の利用が楽しくなるものなど，

お客様が階段を上るたびに次のメッセージを見たくなるような内容にし

ています。【別紙１参照】 

 

２ 燃え燃えプロジェクト ３０日間チャレンジへＧＯ！ 

 （１）実施期間 平成２３年５月２２日（日）から平成２３年６月３０日（木）まで 

 （２）実施内容 

継続して階段を御利用していただくための企画として，「燃え燃えプロジェ

クト ３０日間チャレンジへＧＯ！」を実施します。 

階段を上った段数を記録して，その合計の消費カロリーが一目で分かる計

算シートを作成しました。 

なお，実施の詳細及び計算シートについては，交通局ホームページでご案

内します。 

（３）特  典 

上記期間中に，交通局ホームページからダウンロードした計算シートに利

用状況を入力し，３０日分の実施結果を送付していただいた方の中から抽選

で，１０名の方に交通局オリジナルグッズをプレゼントします。 

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。 

 （４）応 募 先 

京都市交通局企画課 ５万人増客若手職員増客チーム担当 

    〒616-8104 京都市右京区太秦下刑部町 12 番地 

 （５）応募締め切り 

        平成２３年７月１日（金）当日消印有効とします。 



 

 

３ オリジナル応援キャラクターの作成 

 この取組に，親しみやすいイメージを持っていただくため，「燃え燃えチャレン

ジ」班がオリジナルの応援キャラクターを作成し，ポスターを制作しました。      

今後は，この取組のみならず燃え燃えプロジェクトにおいて，ポスターやホー

ムページなどの広報媒体を通じて，キャラクターを用いたＰＲを行います。【別紙

２】 

  なお，今回のオリジナルキャラクターは，チーム員の家族の方のデザインによ

るものです。 

  （参考：オリジナルキャラクター） 

   氏 名 太
うず

秦
まさ

 萌
もえ

（１７歳） 

   身 長 １５８ｃｍ 

   体 重 ４７ｋｇ 

   性 格 元気で活発，真面目だが天然な部分もある。 

頑張っている人を自然と応援してしまう。 

 

 

４ 「地下鉄まつり」への出店（燃え燃えプロジェクト vol.３） 

（１）チーム員作製グッズ販売コーナー 

市バス・地下鉄に親しみを持ってもらえるように，チーム員が作製した次の

グッズを販売します。 

なお，販売で得た収益は東日本大震災の被災地の復興支援のために寄付します。 

 ◇ ２０１２年京都市交通局卓上カレンダー 

   四季折々の市バス・地下鉄の姿を掲載 

 ◇ 市バス・地下鉄写真集ＣＤ 

   ハッピーバスなどの特定の車両や珍しい行き先表示などを収録 

 ◇ 燃え燃えプロジェクト応援キャラクター 太秦萌ちゃん缶バッジ 

   燃え燃えプロジェクトをかわいく応援してくれるオリジナルキャラクターの缶バッジ  

（２）震災遺児支援コーナー 

ご家庭で以下の不要なものがありましたら「燃え燃えチャレンジ班」出店ブ

ースまでお持ち願います。お持ちいただいた物は「あしなが育英会」を通じて

震災遺児への「特別一時金」の支給や心のケア活動に役立てられます。 

 ◇ 未使用切手 

 ◇ 未使用はがき（書き損じはがきでも構いません） 

 ◇ 未使用テレホンカード等の各種未使用のプリペードカード 

 ◇ 商品券・ギフト券 

 



 

 

（３）プレゼントコーナー 

上記（１）チーム員作製グッズを購入された方又は（２）震災遺児支援コー

ナーでチャリティに参加いただいた方には抽選で，チーム員が所有する非売品

を含めた各種グッズをプレゼントいたします。 

なお，抽選は先着１００名（大人５０名，子ども５０名）までとし，空くじ

はありません。何が当たるかは当日のお楽しみです。 

ア 子ども向けグッズ例 

市バスなどのチョロＱやミニカーなど多数 

イ 大人向けグッズ例 

地下鉄などのピンバッチや記念メダルなど多数 

 

 

（参考） 燃え燃えプロジェクトとは 

庁内から公募した６名で構成する「燃え燃えチャレンジ」班が，熱い情熱と

柔軟な発想で，地下鉄・市バスの乗客増に向けた取組を交通局と共に次々と展

開していくプロジェクトです。 

  【これまでの取組】  

   ・燃え燃えプロジェクト vol.１「市バスのポケット時刻表の作成」 

 

 ※ 若手職員増客チームでは，「燃え燃えチャレンジ」班の他に，「法人営業グ

ループ」班と「駅ナカイメージＵＰ大作戦」班が各自で活動を実施しており，

今後，様々な取組を展開する予定です。 

 



 （別紙１） 
「消費カロリーと併記するメッセージ」 

※ 階段を上がる順番で記載しています。 

 

○市役所前駅西階段 歴史年表バージョン 

７９４年   平安京遷都 

８７０年   祇園祭が官祭として行われる 

９８８年   「京都」が地名として用いられる 

１３９７年  金閣寺創建 

１４６７年  応仁の乱はじまる 

１５８２年  本能寺の変 

１６６２年  五山の送り火が記される 

１８６４年  蛤御門(はまぐりごもん)の変 

１８６７年  大政奉還 

１８８９年  京都市成立 

１８９０年  琵琶湖疏水完成 

１８９５年  京都電気鉄道運行開始 

１９２８年  京都市営バス運行開始 

１９７８年  京都市電運行終了 

１９８１年  京都市営地下鉄開通 

京都市営地下鉄は，今年３０周年を迎えます 

京の歴史をみればまだまだ新参者ですが 

１００年，２００年と歴史を重ねられるよう 

京都市営地下鉄は変わります 

by 若手職員増客チーム 燃え燃えチャレンジ 

 

○市役所前駅東階段 みんなの地下鉄バージョン 

楽しい人も，悲しい人も 

雨の日も，風の日も 

大人も，子供も 

夏の日も，冬の日も 

元気な人も，落ち込んでいる人も 

入学式の日も，卒業式の日も 

仕事の人も，遊びの人も 

梅雨の日も，雪の日も 

急いでいる人も，のんびりしたい人も 

日曜日も，木曜日も 

学生も，社会人も 

初デートの日も，プロポーズの日も 

市民の方も，観光の方も 

初出勤の日も，退職した日も 

好きな人も，好きじゃない人も 

みんなが乗る乗り物だから 

どんな時でも，すべての人にとって 

もっともっとお役にたてるよう 

京都市営地下鉄は変ります 

by 若手職員増客チーム 燃え燃えチャレンジ 

 

 

 

 

 

 

○四条駅南階段 これまでとこれからバージョン 

今から３０年前 

京都駅―北大路駅間の 

１路線８駅ではじまった 

京都市営地下鉄は 

皆様に支えられながら 

着実にその歩みを重ね 

今では２路線３１駅 

１日３０万人を超えるお客様に 

ご利用いただいております 

いたらぬこともありますが 

市民の皆様の大切な財産として 

これからも，地下鉄を守り 

発展させていくために 

お客様に安全で快適にご利用いただけるよう 

職員全員で，取り組んで参ります 

２０２０年までに 

１日５万人の増客を目指して 

できることから一つずつ 

京都市営地下鉄は変わります 

by 若手職員増客チーム 燃え燃えチャレンジ 

 

○四条駅北階段 みんな頑張れ！バージョン 

痩せたい人，階段へＧＯ！ 

階段上るのに勇気はいらない。 

少しがんばる気持ちがあればいいんだよ。 

上りはハムストリングスが鍛えられます！ 

筋肉を鍛えてスリムな足に！ 

腕も振って全身運動！ 

階段使って脱メタボ 

世界最長の階段は１１６７４段 

日本最長は３３３３段 

それに比べりゃたった６３段ですよ。 

幸せは前向きな一歩から始まる。 

一歩一歩があなたの努力の足跡です。 

階段は人生と同じ。一段ずつ着実に！ 

一段ずつ着実に上がっていくあなたの後ろ姿が好き。 

階段上る自分の後ろ姿って自分じゃ見えないんだよね。 

人間はエスカレーターという便利なものを発明した。 

でも階段を発明した人はもっとすごいと思う。 

この階段を息も切らさず上ってきたあなた 

たいしたものだねぇ！ 

今日も階段を上ってくれてありがとう 

下りは大腿四頭筋に効果あり！ 

ｂｙ 若手職員増客チーム 燃え燃えチャレンジ 

 



 （別紙１） 

○京都駅中央階段 震災復興応援バージョン 

がんばろう日本 

３．１１日本は大きな被害を受けました 

今こそ日本の団結力が必要なとき 

私にできること 

あなたにできること 

一人ひとりができることは小さくても 

小さな繋がりが大きな力になって 

必要な人に安心が届くはず 

私たち若手職員増客チームも 

被災地支援に取り組んでいます 

がんばろう日本 
      

お出かけは市バス・地下鉄で 



（別紙２）
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