
14 総合企画局 所管施設におけるＰＲ
17 総合企画局 繊維技術センター跡地の同志社大学への売却調整
19 総合企画局 山ノ内浄水場の跡地利用の検討
55 産業観光局 「歩いて楽しい観光」推進のための観光案内標識の整備
56 産業観光局 「歩いて楽しいまち・京都」観光案内標識アップグレードプロジェクト
102 建設局 駐輪場の整備
154 下京区 下京区総合庁舎駐輪場拡充
196 深草支所 深草トレイル
238 教育委員会 「地下鉄子ども文庫」の実施，図書返却ポストの設置

1 環境政策局 地球温暖化対策条例及び地球温暖化対策計画の推進
18 総合企画局 岡崎地域活性化ビジョンの推進
88 都市計画局 地域住民・事業者の主体的な都心のにぎわい創出支援（御池通沿道のまちづくり）
89 都市計画局 地域住民・事業者の主体的な都心のにぎわい創出支援（烏丸通沿道のまちづくり）
90 都市計画局 「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進
94 都市計画局 「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業

3 環境政策局 「DO YOU KYOTO？デー」における「ノーマイカーデー」の取組
4 環境政策局 バスと電車でecoグルメ!
5 環境政策局 電気自動車のカーシェアリング（共同利用）
60 産業観光局 観光客を対象とした公共交通機関の利用促進
87 都市計画局 公共交通利用促進策に対する付置義務引下げ（京都市駐車場条例） ☆
91 都市計画局 「スローライフ京都」大作戦
93 都市計画局 歩いて楽しいまちなか戦略
96 都市計画局 観光地交通対策
97 都市計画局 パークアンドライドの実施

2 環境政策局 「DO YOU KYOTO？」ラッピングバスによる普及啓発
8 行財政局 市庁舎前広場等の活用
12 行財政局 地下鉄北山駅における京都市立芸術大学生の作品展示
13 総合企画局 各種イベントにおける地下鉄・市バス利用の促進
14 総合企画局 所管施設におけるＰＲ
16 総合企画局 市民しんぶん等による情報発信
18 総合企画局 岡崎地域活性化ビジョンの推進
21 総合企画局 国際交流会館オープンデイ・京都市平和祈念事業
26 文化市民局 男女共同参画センター ウィングス京都における各種イベント
27 文化市民局 日本女性会議２０１０きょうと【臨時】
28 文化市民局 ヒューマンステージ・イン・キョウト
29 文化市民局 ツラッティ千本特別展・企画展
30 文化市民局 柳原銀行記念資料館特別展・企画展
33 文化市民局 市営地下鉄構内での文化市民局関連施設紹介
34 文化市民局 文化施設へのアクセス紹介
37 文化市民局 元離宮二条城出口に市営地下鉄二条城前駅への進路案内板を設置
41 文化市民局 第２６回国民文化祭・京都２０１１（ラッピングバス）
42 文化市民局 第２６回国民文化祭・京都２０１１（トラフィカ京カード等の発行）
44 文化市民局 京都芸術センター事業
45 文化市民局 美術館事業
46 文化市民局 京都ミュージアムズ・フォー（京都市内4館連携協力協議会）
47 文化市民局 京都労働学校 ☆
48 文化市民局 ＬＩＶＥ　ＫＩＤＳの開催 ☆
49 文化市民局 第２６回国民文化祭・京都２０１１（ステップ広告の実施） ☆
50 文化市民局 第２６回国民文化祭・京都２０１１（きもの無料乗車） ☆

新規

新規

新規

新規

２　まちづくり・計画策定等（６件）

３　公共交通への転換（９件）

４　広報・ＰＲ（８９件）

No. 担当局区 事　業　名

No. 担当局区 事　業　名

No. 担当局区 事　業　名

アクションプログラム（類型別）

担当局区 事　業　名No.

１　施設の整備・誘致（９件）

資料３－３ 



54 産業観光局 京都館での市バス・地下鉄乗車券の販売
57 産業観光局 宇多野ユースホステルとの連携による市バス･地下鉄増客
58 産業観光局 「SHO-TEN-GAI！！」ガイドブック作成事業
59 産業観光局 アニメ・マンガ地域資源掘り起こし事業 ☆
67 産業観光局 ものづくりフェアにおける公共交通機関の利用促進
99 建設局 Think Our Street推進委員会が開催する研修会【臨時】
107 北区 北区民ふれあい事業(公共交通機関の利用促進)

116 上京区
「上京区憲法月間映画のつどい」・「上京区講演のつどい」における公共交通機関の利
用促進

☆

119 上京区 上京散策手帳における市バス・地下鉄情報の掲載
120 上京区 ホームページコンテンツ（撮っておき上京！）における市バス・地下鉄情報の掲載
121 上京区 かみぎゅうくんのTwitterにおける市バス・地下鉄利用の呼びかけ
122 上京区 上京まち歩きツアーのマップにおける市バス・地下鉄情報の掲載 ☆

125 左京区
「留学生がおすすめする文化と歴史の左京ウォーキングマップ」への市バス地下鉄路線
図の掲載

128 左京区 来庁者向け市バス・地下鉄情報の掲載 ☆
130 中京区 テレビモニター広報による市バス・地下鉄利用の呼び掛け
131 中京区 「はんなり中京マップ」拡大版の掲示
137 東山区 東山区来訪者向けホームページへの市バス・地下鉄情報の掲載
138 東山区 東山３Ｋ（観光・交通・環境）協力金会議との協働による取組の推進
142 山科区 「おこしやす“やましな”協議会」による市バス・地下鉄の利用促進の取組
143 山科区 京都観光一日乗車券（山科・醍醐拡大版）の販売促進
144 山科区 おこしやす“やましな”スタンプＭＡＰ（仮称）～山科を巡って，名産品をゲットしよう～の
実施
145 山科区 「陶灯路」魅力発信プロジェクトの実施 ☆
146 山科区 ｢山科区エコアクション№１宣言2010」参加者の地下鉄利用促進
148 山科区 市民啓発事業における公共交通機関の利用促進
149 山科区 「ふれあい“やましな”2011区民ふれあい文化祭｣参加者の地下鉄利用促進
151 山科区 区民が選んだ「山科区の魅力」
157 下京区 モニター広告による市バス・地下鉄の利用案内の放映
158 南区 投票所における市バス時刻表の掲示
159 南区 南区役所が主催する屋外イベント等における参加者に対する公共交通機関の利用促

162 南区
南区が発行・更新する市民しんぶんやHPなどの広報媒体を利用した公共交通機関の
利用促進

165 右京区 区役所主催・関連事業における市バス等のＰＲ・公共交通機関の利用促進
167 右京区 テレビモニター広告による市バス・地下鉄の利用案内の放映
168 右京区 区役所における地下鉄・市バスの利便性の向上
169 右京区 「てくてく太秦」 ☆
170 西京区 市バスの利用促進に向けたPR
171 西京区 来庁者向け市バス情報のホームページへの掲載による市バスの利用促進 ☆

173 西京区
「西京ウォーキングマップ～地域の魅力再発見～」の配布及びホームページへの掲載を
通じた市バスの利用促進

☆

176 西京区 西京塾と連携した環境マップの作成・発信を通じた市バスの利用促進
178 洛西支所 市バスの利用促進に向けたPR
179 洛西支所 来庁者の市バス利用促進に向けた取組 ☆
181 洛西支所 洛西の魅力発見・発信事業を通じた市バスの利用促進 ☆
183 洛西支所 健康ウォーキングマップ（四季の洛西路）を活用した取組 ☆
185 洛西支所 洛西ニュータウン創生推進委員会における交通局との連携
186 伏見区 各種イベントチラシにおける市バス・地下鉄でのアクセスルート掲載
187 伏見区 市バス・地下鉄利用の啓発
188 伏見区 広告モニターを使っての公共交通機関利用促進
190 伏見区 広報・ＰＲ（情報提供）
194 深草支所 テレビモニタ広告を使っての公共交通機関利用促進
197 深草支所 深草ふれあいプラザ
198 醍醐支所 地下鉄東西線と醍醐コミュニティバスとの連携した醍醐エリアへの集客増加対策
199 醍醐支所 醍醐ふれあいプラザにおける交通局ブースの出店
200 醍醐支所 刊行物等への交通アクセスの記載の働き掛け
201 醍醐支所 広告用ＴＶモニターによる地下鉄・バスの利用促進の周知
208 消防局 京都市内で実施する各種会議，研修会等

209 交通局 市バス・地下鉄友の会

210 交通局 交通局マスコットキャラクターの着ぐるみ製作
212 交通局 民間交通事業者と連携した取組の推進
214 交通局 通勤・通学定期券のＰＲ強化
217 交通局 地下鉄・市バスの利用促進を区役所でパネル展をして呼び掛け
218 交通局 地下鉄・市バスグッズの発売
235 上下水道局 所管施設におけるＰＲ
236 教育委員会 教育施設への来館者に対する公共交通機関の利用啓発
243 教育委員会 情報誌「GoGo土曜塾」での取組 ☆
244 教育委員会 教育委員会主催事業等における公共交通機関の利用啓発 ☆



6 環境政策局 友・遊・美化パスポート事業
7 環境政策局 世界の京都・まちの美化市民総行動
8 行財政局 市庁舎前広場等の活用
12 行財政局 地下鉄北山駅における京都市立芸術大学生の作品展示
13 総合企画局 各種イベントにおける地下鉄・市バス利用の促進
21 総合企画局 国際交流会館オープンデイ・京都市平和祈念事業
24 総合企画局 Student Days ☆
27 文化市民局 日本女性会議２０１０きょうと【臨時】
32 文化市民局 動物園デジタルサイネージ（ディスプレイに映像や情報を表示するシステム）の整備

38 文化市民局
西京極総合運動公園の集客事業による市バス・地下鉄増客対策（京都サンガF．C．，京
都ハンナリーズ及び京都アストドリームスのホームゲームの他プロゲームの誘致等）

39 文化市民局 京都ツーデーウオーク【臨時】
40 文化市民局 第２６回国民文化祭・京都２０１１（事業実施）
43 文化市民局 市民ふれあいステージ
62 産業観光局 京の旬野菜「時待ち食」キャンペーンの実施
63 産業観光局 京のこだわり旬野菜直売所の開設
64 産業観光局 KYOTO CMEX(KYOTO Cross Media Experience)
65 産業観光局 ミートフェアにおける臨時シャトルバスの運行
66 産業観光局 京の七夕
67 産業観光局 ものづくりフェアにおける公共交通機関の利用促進
68 保健福祉局 健康ウォーキング推進事業～笑って湯ったり健康ウォーキング～【臨時】
70 保健福祉局 若杉祭
72 保健福祉局 市民すこやかフェア
73 保健福祉局 京都市子ども動物愛護講座
74 保健福祉局 京都市動物愛護フェスティバル
75 保健福祉局 犬のしつけ方教室（ガイダンスセミナー講座）
76 保健福祉局 京都市動物取扱責任者研修会
77 保健福祉局 京都市営地下鉄「子どもたちの願いを乗せて」
78 保健福祉局 右京ブロック児童館・学童保育所まつり ☆
79 保健福祉局 保育フェスタ
80 保健福祉局 京都幼児音楽フェスティバル
81 保健福祉局 こどもSLフェスタ
82 保健福祉局 京都市昼間里親制度60周年記念事業記念式典
83 保健福祉局 京都市保健福祉局食中毒・感染症予防対策研修会
86 都市計画局 バス停・地下鉄駅近隣の公共施設等におけるイベントの開催
103 建設局 「道の日」記念事業（地下鉄沿線での事業実施）
104 建設局 交通安全フェスタ
105 建設局 グリーンフェア
106 建設局 春の子ども祭り
108 北区 北区民春まつりにおける交通局コーナーの設置
109 北区 北区伝統ブランドいきいき発信事業
110 北区 北区北部山間いきいき大作戦エコツーリズムキャンペーン
111 北区 地下鉄３０周年記念イベントにおけるにおけるＰＲ ☆
112 北区 雲ケ畑松上げ鑑賞ツアー ☆
114 北区 人権啓発スタンプラリー（仮称） ☆
115 上京区 「上京区民ふれあいまつり」における市バス等のＰＲ
123 左京区 ふれあい事業等での公共交通機関利用促進
134 中京区 「中京区民ふれあいまつり2010」における地下鉄利用の促進
139 東山区 東山区民ふれあいひろばにおける参加者の市バス・地下鉄の利用促進
141 山科区 京都・やましな観光ウィークの実施
144 山科区 おこしやす“やましな”スタンプＭＡＰ（仮称）～山科を巡って，名産品をゲットしよう～の実施
145 山科区 「陶灯路」魅力発信プロジェクトの実施 ☆
146 山科区 ｢山科区エコアクション№１宣言2010」参加者の地下鉄利用促進
149 山科区 「ふれあい“やましな”2011区民ふれあい文化祭｣参加者の地下鉄利用促進
151 山科区 区民が選んだ「山科区の魅力」
152 山科区 山科区民歩こう会における地下鉄の利用
155 下京区 「下京門前町ルネッサンス」参加者の市バス・地下鉄の利用促進
156 下京区 「下京区ふれ愛ひろば」参加者の市バス・地下鉄の利用促進
160 南区 南区が主催する講演会やシンポジウムにおける公共交通機関の利用促進
164 右京区 サンサ右京の施設設備を活用した地域振興事業等の実施
166 右京区 ふれあい事業等での公共交通機関利用促進
172 西京区 西京区民ふれあいまつりにおける交通局ブースの出店による市バスのPR
174 西京区 西京区魅力再発見 ふれあいウォーキングを通じた市バスの利用促進
177 西京区 「DO YOU KYOTO ? 西京デー・ゆかたでｇｏ！」を通じた市バスの利用促進 ☆

５　イベント（８７件）

新規No. 担当局区 事　業　名



180 洛西支所 西京区民ふれあいまつりにおける交通局等のブースの出展による市バスのPR ☆
182 洛西支所 西京区魅力再発見 ふれあいウォーキングを通じた市バスの利用促進 ☆
185 洛西支所 洛西ニュータウン創生推進委員会における交通局との連携
191 伏見区 地下鉄駅周辺を拠点とした事業の実施
195 深草支所 ふかくさ旬野菜の直売
199 醍醐支所 醍醐ふれあいプラザにおける交通局ブースの出店
202 消防局 京都市消防出初式
203 消防局 京都市消防団定例表彰式及び消防団員家族のつどい
204 消防局 「防火ふれあいコンサート」
205 消防局 京都市市民防災センターの利用勧奨
206 消防局 住宅用火災警報器設置推進大会
207 消防局 全国消防救助技術大会
213 交通局 市バス・地下鉄愛好会事業の推進
215 交通局 市バス・地下鉄によるお出かけを提供するスタンプラリーなどのイベントの実施
216 交通局 イベント列車の運行
225 交通局 地下鉄の日の取組
226 交通局 醍醐車庫見学会の実施
227 交通局 アートパフォーマンス山科の実施
228 上下水道局 施設見学会での市バス利用についての検討
229 上下水道局 蹴上浄水場一般公開，鳥羽水環境保全センター一般公開
237 教育委員会 「青少年科学センター」の取組等
238 教育委員会 「地下鉄子ども文庫」の実施，図書返却ポストの設置
239 教育委員会 コンサート・展覧会等の実施
245 教育委員会 地下鉄駅における児童等の絵画展の開催 ☆

92 都市計画局 「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化
95 都市計画局 京都駅南口駅前広場の整備
98 都市計画局 交通施設バリアフリー化の推進
221 交通局 増客に向けた市バスの系統・ダイヤの編成
222 交通局 観光地向け臨時急行バスの運行
223 交通局 バス待ち環境の向上
224 交通局 駅の案内サイン等のマニュアル作成や外国人等に対するサービスの向上

35 文化市民局 動物園前バス停に係る臨時バス運行
65 産業観光局 ミートフェアにおける臨時シャトルバスの運行
118 上京区 職員の利用促進

161 南区 職員の利用促進

207 消防局 全国消防救助技術大会
228 上下水道局 施設見学会での市バス利用についての検討
229 上下水道局 蹴上浄水場一般公開，鳥羽水環境保全センター一般公開
240 教育委員会 教育委員会主催事業等における公共交通機関の利用促進

36 文化市民局 文化施設入場料減免
61 産業観光局 きものでおでかけ乗車無料（「伝統産業の日」事業として実施）
85 都市計画局 パークアンドライド駐車券の発行（平成２３年４月から試行実施） ☆
237 教育委員会 「青少年科学センター」の取組等

2 環境政策局 「DO YOU KYOTO？」ラッピングバスによる普及啓発
10 行財政局 記念品等としてのトラフィカ京カード等の利用
22 総合企画局 記念品等としての一日乗車券等の利用
31 文化市民局 トラフィカ京カード販売　動物園シリーズ　美術館シリーズ
51 産業観光局 寺院の写真や書をデザインしたトラフィカ京カードの発行
52 産業観光局 「修学旅行1dayチケット」のPRと発売
53 産業観光局 京都コンベンションパスの発行
54 産業観光局 京都館での市バス・地下鉄乗車券の販売
71 保健福祉局 本市開催の大都市会議や行政視察における交通局カード乗車券の活用

新規

新規

６　利便性向上（７件）

９　乗車券販売・広告収入等（４１件）

No. 担当局区 事　業　名

新規

新規No. 担当局区 事　業　名

No. 担当局区 事　業　名

７　臨時バスの運行（８件）

８　特典付与（４件）

No. 担当局区 事　業　名



108 北区 北区民春まつりにおける交通局コーナーの設置
113 北区 人権啓発作品展における記念品に交通局カード乗車券を利用 ☆
115 上京区 「上京区民ふれあいまつり」における市バス等のＰＲ
117 上京区 委員謝礼の支払いに市バス一日乗車券を利用
123 左京区 ふれあい事業等での公共交通機関利用促進
124 左京区 職員の市バス利用の促進
127 左京区 委員謝礼に「スルットＫＡＮSAI都カード」利用

129 左京区
市民しんぶん左京区版「左京ボイス」区民作品コーナー（川柳・挿絵）謝礼に「市バス一
日乗車券」利用

132 中京区 委員謝礼としての「トラフィカ京カード」利用
135 中京区 中京しんぶんの読者プレゼントとして「トラフィカ京カード」利用

136 中京区
中京区基本計画のキャッチフレーズ募集時，優秀作応募者への記念品として「トラフィカ
京カード」利用

☆

139 東山区 東山区民ふれあいひろばにおける参加者の市バス・地下鉄の利用促進
140 東山区 職員の利用促進
142 山科区 「おこしやす“やましな”協議会」による市バス・地下鉄の利用促進の取組
143 山科区 京都観光一日乗車券（山科・醍醐拡大版）の販売促進
147 山科区 山科区役所関連事業の賞品等へのトラフィカ京カードの利用

155 下京区 「下京門前町ルネッサンス」参加者の市バス・地下鉄の利用促進

156 下京区 「下京区ふれ愛ひろば」参加者の市バス・地下鉄の利用促進
161 南区 職員の利用促進

163 南区
南区役所関連事業の協力者等への謝礼としてトラフィカ京カード等の交通局乗車券の
活用

166 右京区 ふれあい事業等での公共交通機関利用促進
172 西京区 西京区民ふれあいまつりにおける交通局ブースの出店による市バスのPR
193 伏見区 委員謝礼としての「トラフィカ京カード」の利用
211 交通局 企画乗車券等の販売促進
219 交通局 駅ナカビジネスの拡大
230 上下水道局 上下水道モニターへの謝礼
232 上下水道局 京都駅地下通路への自動販売機の設置
233 上下水道局 地下鉄広告の活用
234 上下水道局 トラフィカ京カードによるＰＲ

241 教育委員会 審議会委員やボランティア活動謝礼

242 教育委員会 家庭教育新聞「あしたのために」の懸賞
243 教育委員会 情報誌「GoGo土曜塾」での取組 ☆

9 行財政局 京都市健康保険組合「歩こう会」のスタート地点又はゴール地点について
11 行財政局 市バス・地下鉄の利用促進の局内周知
15 総合企画局 外郭団体への働き掛け
23 総合企画局 職員の利用促進
133 中京区 職員の利用促進
153 山科区 山科区役所職員に対する市バスの利用喚起
175 西京区 職員の利用促進
184 洛西支所 職員の利用促進 ☆
189 伏見区 職員の利用促進
220 交通局 交通局厚生会の職員福利厚生事業における，地下鉄・市バスの活用 ☆
231 上下水道局 職員への市バス・地下鉄利用促進に向けた取組

20 総合企画局 「京都市未来まちづくり100人委員会」
25 総合企画局 地下鉄駅への地デジ相談窓口の設置 ☆
69 保健福祉局 敬老乗車証制度の普及啓発
84 保健福祉局 七夕列車，絵画列車の運行 ☆
100 建設局 広告付きバス停上屋の設置に向けた関係機関の調整
101 建設局 駅ナカビジネスの促進を図るための道路占用許可申請手続の簡素化
126 左京区 職員プロジェクトチーム「歩くまち・左京の推進に向けて」による検討
150 山科区 山科区交通問題研究会（仮称）の設立
192 伏見区 敬老乗車証の利用促進

１０　職員等利用（１１件）

１１　その他（９件）

新規

No. 担当局区 事　業　名 新規

No. 担当局区 事　業　名


