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 はじめに 

 

 

 平成２２年４月に，地下鉄の厳しい財政状況を改善するため，交通局をはじ

め，オール京都市を挙げて，地下鉄５万人増客の目標達成に向け，由木副市長

をトップに局区長級で構成する「京都市地下鉄５万人増客推進本部」を設置し

た。  

 同年１０月に，同推進本部の下部組織である「若手職員増客チーム」を立ち

上げ，平成２３年６月には，第２期メンバーを新たに招集し，各局区から１９

名の熱意溢れる若手職員が参集し，地下鉄５万人増客の実働部隊として地下

鉄・市バスの増客に寄与する取組を立案・実践してきた。 

この度，第２期の「若手職員増客チーム」の任期満了に伴い，同チームの活

動を取りまとめ，次のとおり報告する。 
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プロジェクトチームの概要について 

  

 

 １ チーム名 

   若手職員増客チーム 

 

 ２ グループ活動 

 （１）京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってねＰＲ班 
◇ 目  的 

 京都観光の視点から，市バス・地下鉄の利便性を広く周知すること
で，増客を図る。 

◇ メンバー 
浦上 嵩矢（上下水道局） 
高橋 尚弘（山科区役所） 
外村 繁幸（上下水道局） 
増田  遼太（上京区役所） 

○松尾 光博（上下水道局）  ※ 
山田  悟（都市計画局） 

 

（２）燃え燃えチャレンジ班 
◇ 目  的 

第１期で作成したオリジナル応援キャラクター「太秦萌」を活用した
取組をはじめ，数多くの話題性のある取組を展開し，増客を目指す。 

◇ メンバー 
○足立 雄亮  （会計室） 
○今井 愛一郎（中京区役所）  
○上谷 真治 （上下水道局） 
○齋藤 久也  （都市計画局）※ 

佐々木  洸介（上京区役所） 
○中島 健太郎（交通局） 
○山口 耕平  （都市計画局） 
 

（３）駅ナカ魅力創造班 
 ◇ 目  的 

地下鉄駅の潜在的な魅力を引き出し，駅構内や駅付近にて関連イベ
ントを実施することで，増客につなげる。 
◇ メンバー 

大野 由樹（東山区役所） 
奥澤 文朗（環境政策局） 

○下河 輝達（上下水道局）  ※  
田中 彬弘（行財政局） 
原岡 菜美（西京区役所洛西支所） 

○村山 裕久（交通局） 

       ※ 各班のリーダー 
     ○ 第１期からの継続メンバー 
 

３ 任  期 

  平成２３年６月から平成２４年３月まで 
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京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってＰＲ班（１班） 

 

 

◇ 実行計画書 

・ 公営交通１００周年キャッチコピーの作成 

・ 既存カードの販売チャンネル拡大 

・ オリジナルメッセージを記載できるスペースの販売 

・ 大学生への市バス・地下鉄利用促進活動 

・ 地下鉄エコ計画 

・ 今までになかった「婚活」イベント(仮称) 

◇ 活動報告書 

・ 公営交通１００周年キャッチコピーの作成 

・ 現在販売している各種企画乗車券の販売促進 

・ 募集型観光案内板の掲出 

・ 大学とのコラボ企画 
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京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってねＰＲ班 実行計画書① 

 
 
１ 取 組 名： 

公営交通 100 周年キャッチコピーの作成 
 
２ 目    的： 

   交通局設立 100 周年のキャッチコピーを作成する。一般の方を対象に募集

し，交通局の PR をする。 
 
３ 取組内容： 

鉄道会社には，京阪の「京阪のる人，おけいはん。」や JR 西日本の｢イコカ

で行こか。｣のようなキャッチコピーがある。また，東京メトロでは毎年キャ

ッチコピーを作成しているらしい。そこで，京都市交通局も世間の認知度を

高めるために，1 度聞いたら忘れられないようなインパクトのあるキャッチコ

ピーを作り，地下鉄及び市バスの PR を行う。 
   コピーライターに依頼すると費用が掛かるため，一般の方を対象に応募と

いう形にする。 
年齢，性別，職業等は問わず，インターネットから誰でも応募できる形に

して幅広い意見を募集し，駅中にも応募箱や QR コードを利用して投稿でき

るようにする。できれば京都市の職員にも応募を呼びかけ，様々な意見を出

していただけるとありがたい。 
テーマを京都市交通局設立 100 周年とし，地下鉄だけのキャッチコピーと

するのか，または交通局全体のものとするのか決める。長すぎるものは覚え

にくいと思うので，ある程度文字数を制限する。可能ならばキャッチコピー

のデザインも合わせて募集する。 
採用されたキャッチコピーは，グッズや広告などに掲載し，一人でも多く

の方に覚えてもらえるような取組を行っていきたい。 
 
４ 期  間： 

  平成２３年度内に募集。 
 
５ 目  標： 

 どの程度応募が集まるか予測できないが，1,000～2,000 通程度を目標に。 
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京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってねＰＲ班 実行計画書② 

 

 

１ 取 組 名： 

  既存カードの販売チャンネル拡大 
 
２ 目  的： 

  販売チャンネルの拡大による市営地下鉄・バスの宣伝と利用促進 
 
３ 取組内容： 

☆旅行会社への各種地下鉄カード案内・販売を依頼 
・京都向けの旅行商品（列車、宿泊）に申し込みをした人にチラシ等を

使って各種カードの案内をしてもらう。京都向けのパッケージ商品に関

しては旅行パンフレットに記載をしていただくように依頼する。 
・旅行者が旅行会社でカードを購入した場合は，旅行会社に一定の手数

料が入る。 
   ※チラシ等はこちらで作成する。 
 

販売するカードの種類 
    ・市バス専用一日乗車券カード 
    ・市営地下鉄 1day フリーチケット 
    ・京都観光一日（二日）乗車券 
  

カードの販売方法（今後，検討が必要） 
① 旅行会社でカードを販売する 

一定量のカードを旅行会社に渡しておき，ストックがなくなり次第カ

ードを送付する 
② 引換券を旅行会社で発行していただき，それを地下鉄各駅でカードと

引き換える（東京メトロの方法） 
③ その他の方法についても検討していく 

 
☆インターネットでの販売 

   ・既存カードをインターネットから購入できるようにする。 
   ・クレジット払いのみでの販売。 

・カードは引換券を利用して各地下鉄駅等で引き換える。 
 引換券の配布方法（今後，調査と検討が必要） 
  例） 

① 購入者に確認メールを送りそのメールに引換券を付けておく 
② 購入決定後，ホームページから引換券を印刷できるようにする 

・カードは複数の柄から好きな柄を選べるようにする。 
    

販売するカード（今後，検討必要） 
       ・京都観光一日（二日）乗車券 
 
４ 期  間： 

  平成２４年３月末まで 
 
５ 目  標： 

  低１社以上でカードを販売してもらう。 

  若手チームの任期中にインターネットでの販売を開始する。 
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京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってねＰＲ班 実行計画書③ 

 

 

１ 取 組 名： 

オリジナルメッセージを記載できるスペースの販売 

 

２ 目  的： 

観光客が観光地を訪れた際，ここに来られて嬉しい，またいつかここに来

たいなど，つい気分が高揚することで自分がここを訪れたという足跡を残し

たいという気持ちに駆られることがある。その気持ちの現れが観光名所での

落書きという形で残っていると考えられる。幸い京都市内の観光名所では大

きな問題として取り上げられてはいないが，落書き問題は決して他人事では

ない。京都市営地下鉄の駅構内や車両などには落書きの被害はないと思われ

るが，この問題を逆手にとることでビジネスにつなげたい。その一つとして，

地下鉄の駅構内に自由にメッセージを残せる場所を販売することで，地下鉄

だけでなく京都市全体の活性化につなげる。 

 

３ 取組内容： 

（１）具 体 策 

駅構内の壁に使用されているタイル(大きさは後日検討)をお客様に購入

して頂き，そのタイルには 3～4 行程度のメッセージが自由に記入できる。

記入方法は落書きとは違うことを明確にするため，ペンなどでの直接記入で

はなく京都市がコメント入りタイルを外注し，後日責任を持ってタイルを張

り替える。 

（２）効  果 

   観光客は自分が残したメッセージを確認することを目的に後日入洛する

ことが見込め，増客につながる。また，タイル(スペース)を販売すること

で増収が見込めるだけでなく，無機質な駅構内のイメージに変化を与える

ことができる。 

（３）ターゲット 

・観光客や修学旅行生だけでなく，地方から京都に来ている大学生を対象

とする。 

・一般市民も対象に入れる場合，行政にしかできない特典(抽選で駅員  

体験など)を付けることで，親子連れも対象とする。 

（４）問 題 点 

   ・記入できない，記入してはいけない文章をどのように把握して判断す

るのか。 

   ・張替えたメッセージ入りタイルはいつまで残すのか？(10 年，20 年，

永年？) 

（５）検討事項： 

・メッセージ入りタイルを外注し，張替えが可能か確認するだけでなく，

販売価格，タイルのコスト，タイルにメッセージを入れるコスト，張替え

のコストなどを検討する必要がある。 
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・設置場所は駅構内，駅ホーム，改札などで検討するが，落書きを誘発し

たり，イタズラの対象になりにくい場所を選定する必要がある。 

・メッセージ入りタイルは単に並べるだけではなく，各タイルにデザイン

性を持たせ，全体的にアートにできないか。 

・京都ゆかりの有名人にも購入を依頼して話題性を持たせること，入洛者

数を増やすことはできないか。 

   ・メッセージ入りタイルと同じデザインのトラフィカ京カードを同時に

販売できないか。 

 

４ 期  間： 

地下鉄３０周年または交通局１００周年企画の一部とし，一定の効果があ

れば継続して実施する。 

 

５ 目  標： 

  第一回募集として１００名程度 
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京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってねＰＲ班 実行計画書④ 

 

 

１ 取 組 名： 

   大学生への市バス・地下鉄利用促進活動 

 

２ 目  的： 

   京都市にはたくさんの大学があり,通学に利用していただいています。し

かしながら,１期の法人セールスで大学へのセールス活動を初めて実施し

大学生の中には,市バス・地下鉄のお得な情報はほとんど知られていません

でした。今後はキャンパスライフの中に市バス・地下鉄を取り入れていた

だけるよう学生向けの企画を考案し,増収・増客を図る。 

 

３ 取組内容： 

（１）学生向けのイベントでＰＲ実施とコラボ企画を提案する 

   多くの大学では春に新入生歓迎イベント,秋には学園祭などが実施され

ます。ここをターゲットに学生への利用促進活動を行う。 

（２）キャンパスライフの中での市バス・地下鉄の有効活用を提案 

   市バス・地下鉄の情報をキャンパス内の学生新聞への掲載や,学生が自

らの目線で沿線情報やお得情報を取り入れた冊子を作成し駅構内に配布

物として置く。 

（３）大学生協への販促活動 

 

４ 期  間： 

   学生向けイベントに関しては学校側,学生実行委員会と協議のうえ決定。 

  販促活動は準備でき次第すぐに実施。 

 

５ 目  標： 

   ２期活動中に少なくとも１校と提携を実施して学生とコラボした販売促

進活動を展開する。 
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京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってねＰＲ班 実行計画書⑤ 

 

 

１ 取 組 名： 

  「地下鉄エコ計画」 

 

２ 目  的：  

地下鉄，コトチカを通してノーマイカーを推進し，「DO YOU KYOTO？」の輪を広げる。 
 

３ 取組内容： 

・コトチカ全店舗における，エコバッグ持参者，レジ袋不要者，また，地下鉄，市バ

ス関連の使用済み定期券，パスカードを窓口に持参した人に対してエコマネーを付与

する。「エコ」活動ならば企業に協賛してもらえる可能性も高い。(企業のイメージア

ップ。) 

・上記の対象者は共通のカードに１ポイントのスタンプを押してもらえ１回の購入に

つき１ポイントが加算される。 

・一定のエコマネーが貯まれば，エコちゃん関連グッズ，トラフィカカードなどに  

交換できる。 

・可能ならばトラフィカカードにエコちゃんとリサイクルを押し出したバージョンの

もの作成する。 

 

４ 期  間： 

平成２４年４月～ 

 

５ 目    標： 

・コトチカの増収につなげる。 

・地下鉄の増客につなげる。 

・地下鉄と「エコ」を組み合わせた新たな市場を形成する。 

・ノーマイカーの意識を高める。 

・エコちゃん関連グッズ，「DO YOU KYOTO？」の合言葉を市民に周知する。 
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京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってねＰＲ班 実行計画書⑥ 

 

 

１ 取 組 名： 

今までになかった「婚活」イベント(仮称) 

 

２ 目  的： 

昨年(2010 年)12 月 19 日(日)に行われた京都市と京都商工会議所青年部が企画したイ

ベント「京都婚活２０１０～京都恋物語ｉｎ岡崎～」は定員男女各 100 名の応募に対し，

男性 300 人，女性は 1000 人近い応募だったという。 

これは行政が主催するというある種の安心感も影響していると思われる。しかし婚活

適齢期でありながら参加の行動にすら至っていない人はまだまだいるだろう。少子高

齢・晩婚化が叫ばれる中，行政が何かしらの手助けが出来れば本望である。ただ実際行

うにあたって既成概念にとらわれずインパクトがあり，交通局の宣伝も兼ねつつ今まで

になかった「婚活」イベントを執り行う。 

 

３ 取組内容： 

（１）仮に会場を二条城に設定し，イベント前後の時間帯で二条城前停留所乗降の路線に

て多少宣伝めいた飾りつけを施した臨時便を走らせる。 

このことにより，「京都市交通局はこんなことやっているんだ…。」という関心を

集められる。 

参加者にとっては行きのバス車内では予選が始まっている状態で徐々に気持ちを高

め，帰りのバス車両内では敗者復活戦やフォローアップ，傷の舐め合いみたいなこと

が行われること請け合い。 

（２）既婚者も参加する「婚活」イベントを開催する。 

既婚者が次の配偶者を探すため「婚活」そのものに参加するわけでは決してなく，

婚活者のアドバイザー的な役割や，内気な仲間や同僚，後輩等を誘って従来参加して

こなかった婚活適齢期の方が参加しやすいようにするきっかけ作りの役割を担う。 

少子高齢・晩婚化は婚活適齢者だけの問題ではなく，全国民一丸となって取り組む

べき課題である。 

結婚願望があり、パートナー不在でありながら婚活イベントに参加しない人の中に

は，婚活イベントに参加するということ自体にプライドが許さないという人や，参加

したい気持ちがありながら踏ん切りがつかないという人もいるだろう。今回のイベン

トでは，他人に誘われたとかの言い訳やきっかけができ参加しやすいものとなる。 

既婚者も婚活者たちの初々しい姿などを見て，改めて連れ合いの魅力や有難さを再

認識させられることだろう。 

 副産物として多種多様なコミュニティが生まれ，通例の婚活イベントでは得られな

い効果が期待できる。 
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結婚に踏み切るのに単なる出会いの場だけでは足りないと思う。通常の婚活イベン

トでは結婚することが人生のゴールではないことを見失いがちだが，実際に結婚生活

をしている既婚者が婚活イベントの場にいることにより，気軽に多種多様な情報交換

が行え，よりベターなパートナー選びの目を養うことができ，結婚してからの生活を

も考慮に入れた婚活イベントと成り得る。 

従来から謳っている “「結婚したいけど，出会いがない…」という方の婚活を応援

するために出会いの場を提供する事業” とは一線を画した進化した事業を目指す。 

 

４ 期  間： 

適宜 

 

５ 目  標： 

平成２３年度中に実施 

 

６ 関係部局： 

交通局内各部各課営業所等 
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若手職員増客チーム 

「京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってね」ＰＲ班 

平成２３年度活動報告書 

 
 私たちの班では，国内外から京都に多数お越しいただく観光客のお客様にスポットを

当ててもっと便利にお得に快適に市バス・地下鉄をご利用いただき，増客・増収に向け取

組を進めてまいりました。 

 取組内容は以下の通りです。 

 

１ 公営交通 100 周年キャッチコピーの作成 

公営交通100周年のPRを図るため，公募を計画。その後交通局からキャッチコピー

とシンボルマークを公募し決定しました。 

 

２ 現在販売している各種企画乗車券の販売促進 

（１）旅行会社様で販売されている京都関連の商品との提携 

㈱ジェイティービー西日本国内商品事業部へ訪問し，貴社の旅行パンフレットに  

「京都観光１日乗車券」の掲載とオプション販売の強化をお願いしました。 

（２）観光関連の団体・機関との提携強化 

・京都市産業観光局 観光部 観光企画課 

     京都市の観光情報サイト「京都観光ナビ」上での各種企画乗車券の PR をお願い

しました。 

・(社)京都市観光協会 事業課 

     観光協会発行の情報誌「きょうと情報版」に各種企画乗車券の記事掲載をお願

いしました。 

（３）市バスアクセスカードの作成と設置 

主要観光地への行き方を簡潔にまとめたカードサイズの案内カードを作成し，京

都市内のホテル・旅館に設置をお願いする営業活動を展開しました。現在は四条烏

丸地区からのアクセスカードを作成して現在１４軒のホテル等に設置していただき，

ご宿泊のお客様に配布していただいています。（別紙１，２参照） 

 

＜設置していただいた施設＞

・からすま京都ホテル 

・京都ガーデンホテル 

・ホテルオークス京都四条 

・金波樓 

・要庵西富家 

・綿善旅館 

・コープイン京都 

 

・旅館平新 

・松井本館 

・松井別館花かんざし 

・加ぎ平 

・中島家 

・旅館こうろ 

・大丸京都店 
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３ 募集型観光案内板の掲出 

市バス・地下鉄で行けるおススメの場所や訪れて気に入った場所の写真を「私のイチオ

シ京都」として募集し，公営交通 100 周年にちなみ，100 枚の募集写真からなる観光案内

板を製作します。 

募集型という今までにない切り口にすることで，京都の魅力を再発見できる新しい観光

名所を紹介できるように取り組み，好評であればテーマや駅を変えて拡大します。（別紙

３，４参照） 

 

４ 大学とのコラボ企画 

京都にはたくさんの大学があり，多くの学生さんにも通学に市バス・地下鉄をご利用い

ただいています。大学生の若いアイデアと力をお借りして増客につながるプロジェクト

の実施をめざします。 

     ・立命館大学 古美術研究会，鉄道研究会からオファー有り 
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 (別紙１)  

 

市バスアクセスカード 

  

 四条烏丸，四条高倉，四条西洞院それぞれのエリアから金閣寺、銀閣寺、清

水寺へアクセスする計９種類のカードを作成し，各裏面には一日乗車券の広告

等を掲載しました。 
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(別紙２) 

 

市バスアクセスカードの設置状況 
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～応募について～ 

募集テーマ ｜ 京都市内の自然，風景，祭事，名所，旧跡など，自分だけが知っている隠れた場所や訪れて気 

  に入った場所を伝える作品 

応募資格  ｜ 年齢，経験（プロ・アマ）は問いませんが，国内在住の方に限ります。 

募集期間  ｜   平成 24 年 3 月 30 日(金)～平成 24 年 5 月 31 日(金) 【当日消印有効】 

応募規格  ｜ カラー，モノクロなどは自由ですが，合成写真，組写真，パノラマワイドは不可 

  横撮りのみ（縦撮り不可） 

  プリント写真の場合：サイズ L 判(縦 89mm×横 127mm)以上 

  写真データの場合：サイズは 1280px×960px 以上，保存形式は JPEG 

掲出場所  ｜ 地下鉄東西線・三条京阪駅の京阪連絡通路 

掲出予定  ｜   平成 24 年 7 月頃 

掲出イメージ｜ 

京都市公営交通 100 周年記念 

京都市交通局 企画総務部

企画課 

電話：075-863-5056 

e メ ル：

掲載写真募集

若手職員増客チーム 

京都観光に市バス・地下鉄をもっと使ってね

PR 班

完成

＜行き方＞地下鉄東西線にて「太秦天神川駅」下車徒歩5分

いのですが、春には一面が黄色に変化

しており、思わず足を止めました。

撮影者 ： 京都市　太郎

　通勤途中の景色です。普段は何もな

「一面に咲く菜の花」
撮影日：2011年4月

撮影場所 ： 山ノ内浄水場（右京区）

100 人が撮った！ 

 京都市公営交通は平成 24 年に開業から 100 周年を迎えました。地下鉄若手職員増客チームでは，開

業 100 周年にちなみ，100 枚の募集写真から成る観光案内板を製作し，多くの方々に活用していただく

ことで，地下鉄・市バスの増客を目指します。 

 そこで，京都の魅力を再発見できるような観光案内板にするため，「わたしのイチオシ京都」をテーマと

した写真を募集しますので，お知らせします。京都に息吹く魅力や地域の親しみやすさが伝わるような写

真のご応募をお待ちしております。 

(別紙３)

参考

「わたしのイチオシ京都」 
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（別紙４）

募集型観光案内看板　完成イメージ
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燃え燃えチャレンジ班（２班） 

◇実行計画書 

 ・市バスポケット時刻表の作成 

 ・地下鉄駅階段へのカロリー表示の拡大 

 ・市バス地下鉄ファン向けグッズの製作販売 

・「太秦萌」４コマ漫画の掲出 

・市バス⇔地下鉄の乗り換え案内 

・太秦萌ファミリーからの年賀状＆ポスター 

・受験生応援キャンペーン 

・おおきに１００年 みんな集まれ！コスプレイベント 

・東西線への子ども連れ優先車両の導入 

・ゆっチー１億個販売大作戦 

 

◇活動報告書 

 ・市バスポケット時刻表の作成 

 ・地下鉄駅階段での消費カロリー及びメッセージ表示 

・スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつりでのグッズ販売 

・４コマ漫画「太秦萌のおふたいむ」の掲出 

・観光地と京都駅を結ぶ地下鉄⇔市バスの乗換案内の実施 

・「おふたいむ(１月号)」での太秦萌一家のお勧めスポット等紹介 

・太秦萌ファミリーからの年賀状 

・受験生応援キャンペーン 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書① 

 
 

１ 取 組 名： 

  ポケット版市バス時刻表の製作配布 

 

２ 概要及び目的： 

   この取組は第一期において，北大路バスターミナルで１万部以上を配布する

などお客様から好評を博し，市長報告会においても門川市長をはじめ市上層部

から高い評価を得た。 
   第二期も，チーム独自の視点により製作配布を推進し，加えて，局からの情

報提供を得つつ，配布状況の継続的な調査や広告収入による製作費削減の検討

を行う。 
 
３ 活動内容： 

（１）ポケット版市バス時刻表の製作配布 
   ア 対象停留所 
     国際会館駅，竹田駅，太秦天神川駅（以上新規）， 

北大路バスターミナル（継続） 
   イ 時期 
     次回ダイヤ改正後に１箇月程度，竹田駅については準備ができ次第。 
   ウ 配布場所 
     地下鉄各駅の改札口ラック，ＳＡＮＳＡ右京案内所， 

北大路バスターミナル各のりば 
（２）地下鉄，他社線乗継時刻表の製作配布 

   ア 内容 
（ア）地下鉄と接続する駅の他社線時刻（竹田駅など） 
（イ）上記に接続する地下鉄の主要駅発車時刻 

   （ウ）対象は夕方ラッシュから終電（帰宅に便利な時間帯）とする。 
イ 時期 

     作成でき次第。他社のダイヤ改定に合わせて修正版を作成する。 
   ウ 配布場所 
     主要駅改札口のラック，竹田駅待合室 

（３）広告による作成コストの削減の検討 
    新たな費用を 小限として継続的に取り組むため，以下の点を検討，広告

代理店との協議を行う。 
ア 広告スペースへの広告掲載の可能性 

   イ 北大路ＢＴにおける配布状況の継続的な調査 
  （広告代理店への広告媒体数の提示のため） 

ウ 広告料を財源とした保守管理の委託の検討（不足した場合の印刷，補充など） 
第一期活動報告会などにおいて，市上層部から「本来なら局でやるべき

内容」との意見があったため，交通局への引き継ぎも視野に入れて検討する。 
 

４ 関係部局： 

   交通局企画課，自動車部運輸課，高速鉄道部運輸課，広告代理店 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書② 

 

 

１ 取 組 名： 

階段へのカロリー表示の拡大 

 

２ 目  的： 

（１）地下鉄の増客  

（２）エレベーター・エスカレーターの混雑緩和・節電 

 （３）イメージアップ 

 

３ 取組内容： 

燃え燃えプロジェクトＶｏｌ．２階段カロリー表示の試行実施後，今回

更なる拡大と本格実施に向け，燃え燃えチャレンジ班による新たな企画や

仕掛けを試み，試行時以上の利用者拡大と話題性を作る。  

今回から節電ＰＲも行い，新にエレベーター・エスカレーターの消費電

力を表示する。 

 （１）今後の表示駅予定 

    乗降客が多い接続駅を対象とする。 

    ◇烏丸御池駅  → 烏丸線東西線の接続駅であり，どちらの利用者に

もＰＲできる。 

          

    ◇山科駅   → 滋賀県方面の利用客にもＰＲでき，ホーム～改札

階段の段数は東西線の一般的段数ではあるが， 

ＪＲとの連絡階段がかなりの段数なので（連絡階

段は駅外で表示は難しいが）その階段があること

で利用者の意識は高くなると思われる。 

    ◇四条駅   → シールの汚れや損傷が目立つため貼換える。貼換

えの際に新しいメッセージにすることにより，利

用者に再アピールする。         

（２）コラボレーション企画 

   ア 「階段プロポーズ大作戦！With 二条城ウェディング」 二条城駅前 

     階段メッセージをプロポーズ（告白）へのプロセス的な内容とし，

上りきった改札階でプロポーズ（告白）の場を提供する。二条城ウェ

ディングのＰＲ  メッセージを階段に，ポスターをプロポーズ（告白）

場に掲示し両者の利用効果を高め，京都の新たな隠れ観光名所を目指

す。他企画の「ラブトレイン」実施時に同時行う。（実施未定） 
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イ 駅ナカ店舗ＰＲ階段  烏丸御池 

駅ナカ店舗商品のＰＲメッセージを表示し，駅ナカ店舗利用を促進

し店舗と交通局の増収を計る。 

駅ナカ店舗の売り出したい商品を太秦 萌ちゃんおすすめ商品とし

てメッセージ表示し，店舗側にはおすすめ商品付近やメニューに「太

秦萌ちゃんおすすめ」と，応援キャラクターを掲示してもらう。       

（３）新キャラクター登場予定！ 

現在，登場キャラクターは太秦萌 及び 鞍馬ケンタロ（仮名）であ

るが，カロリー表示拡大駅や地下鉄車内しか見られない新キャラクター

を設定する。 

 

４ 期  間： 

平成２３年９月～ 

  

５ 関係部局： 

交通局・文化市民局 

 

６ スケジュール： 

平成２３年８月  メッセージ案及び貼り付け準備 

         ９月   広報発表 表示駅拡大 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書③ 

 

 

 １ 取 組 名： 

市バス地下鉄ファン向けグッズの製作販売 

 
２ 概要及び目的： 

   地下鉄まつりにおいて，チーム独自に開発したグッズを販売したところ，大

好評のうちに完売し，次回発売についてのお尋ねも多くいただいた。 
   そこで期待に応えるべく，第二期も新たにグッズの製作販売を行う。 
   特に，スルッと関西バスまつり（９月２５日尼崎市園田競馬場）での販売を

行うことで，増収とともに，京都市全体で市バス地下鉄に取り組む姿勢のアピ

ールも狙う。 
 

３ 活動内容 

以下のグッズについて，今回も業者を介さずチームで企画，製作から販売ま

で行う。 
（１）市バス地下鉄カレンダー（２５０部） 

    様式をＢ６サイズに変更。（裁断の省力化により人件費カットが可能） 
また，内容の変更により，地下鉄まつりでの購入者の再購入を狙う。 
※ 企画課からの提案を受け，一部の作業を授産施設に発注することで，

人件費の削減と障がい者雇用の創出を狙う。一般販売分とは別に，職員

やチーム員の知人など関係者に予約販売を行い，売上の確保を狙う。 
（２）市バス地下鉄写真集ＣＤ（１００部） 

特定の車両（七夕バスなど）や珍しい行き先表示，運転席など車内の様子

など，ファンの心をくすぐりそうな画像を収録する。営業所での撮影が必要

となるが，協力のもと撮影はチーム員が行う。 
（３）車内放送ＣＤ（１００部） 

    洛バス，快速９系統など特徴のある系統や地下鉄の放送を収録したＣＤ 
（音楽用）の作成販売。（音源は業者が作成しているため，利用に問題がな 
いか確認が必要。） 

（４）太秦萌グッズ 
  缶バッジ，プロマイド，等身大ポスターなど「アタック２５」，「ちちんぷ

いぷい」に続きＮＨＫでも取り上げられ，今や地下鉄の顔となった（？）萌

ちゃんのグッズ販売を強力に展開する。 
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４ 局への依頼点 

（１）バスまつりでの販売について 
チーム員の休日の市外出張の可否，出張不可の場合の企画課による販売 

出張可能な場合の当日の役割分担，体制 
局側で行う宣伝への便乗（チームだけでの宣伝や広報発表では効果が小さい） 

（２）材料の購入 
（３）営業所でのバス車両の撮影について 

    運転席周りなど車内の様子，行先幕を操作する「幕回し」といった，ファ

ンが興味を持つ通常見られない画像の撮影を行うため，市バス九条営業所

（直営）での撮影を行いたい。 
要領は前回（西賀茂営業所）と同様を考えているが，特に以下の点につい

ての御配慮をお願いしたい。 
   ア 撮影場所の確保及び撮影車両の移動（チーム員に元市バス運転士がいる

ため，許可をいただければ方向幕など車内機器の操作はチームで可能。） 
   イ 七夕バスの中扉へのスロープ板脱着（チーム員で実施） 
   ウ 天候によってはバス冷房の 小限の使用 
   エ 撮影車両（特徴のある車両として「七夕バス」（1546 号車など），古参

車両として 6294 号車（三菱製，または同形式の車両）） 
     なお，七夕バスについては，運行が８月１５日までのため，撮影につい

てもそれより前に行う必要がある。 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書④ 

 

 

１ 取 組 名： 

「萌ちゃん４コマ劇場」（仮称） 

                       

２ 目   的： 

（１）増収  

（２）車内空き広告の有功活用 

 （３）活動ＰＲ及びイメージアップ 

 

３ 取組内容： 

地下鉄車内の棚上空き広告にマンガと言う広い世代が気軽に読める媒体

で，太秦萌が繰り広げる４コママンガを使い，幅広い年齢層へＰＲし話題

性を作る。 

階段カロリー表示や新企画も併せて連動ＰＲする。 

４コママンガ注目されることで，付近の一般広告にも視線が行く機会が

増える。 

４コママンガ掲載用紙内に掲載広告を募集することで掲出にかかる経費

を節減する。 

「ゆっチー１億個大作成（戦）」企画の応援として掲載内容にゆずチー

ズの話題を取り入れる。 

 

４ 期  間： 

第一話 平成２３年１０月～１２月 

第二話 平成２４年１月～３月  

 

５ 関係部局： 

交通局  

-26-



燃え燃えチャレンジ班 実行計画書⑤ 

 

 

１ 取 組 名： 

   市バス⇔地下鉄の乗り換え案内 

 

２ 目  的： 

   観光シーズンの渋滞回避方法として，市バスと地下鉄を効率的に使った

乗り換え方法の広報を行う。これまで東山三条で行ってきたような，バス

にもう乗ってしまった人に対してではなく，バスに乗るもっと前の段階の

お客様に，新たな広報ツールで訴えていく。 

「京都観光＝渋滞，大変」という記憶が残れば，長期的に見ても京都のた

めにはならない。今回の取組で，市バス・地下鉄の増客につながるとともに， 

京都観光のリピーターの確保にもつながる。 

 

３ 取組内容： 

 （１）作成 

   ア 印刷内容 

    ・Ａ４サイズのチラシで，京都市中心部の地図をイメージしたものを

作成。 

    ・主要観光地からの京都駅までのバス路線，地下鉄への乗り換え案内

を記載。 

    ・シンプルに，あくまでも京都駅＝観光地間の移動に絞った案内とする。 

   イ 枚数（想定） 

     京都駅 １日 １，０００部程度 

     観光地 １日５０～１００部程度 

（２）配布場所 

   ア 京都駅 

     京都観光の起点となる場所であり，ここから出発するお客様へのご

案内を行う。 

     警戒にあたる交通局職員がバス待ちをしているお客様等に配布。バ

ス混雑時には地下鉄のほうが早く着くことをご案内。帰りの混雑時に

も地下鉄が便利であることをアピールする。 

   イ 郊外の寺社仏閣 

     郊外の寺社仏閣は，他の観光施設と比べ京都駅から遠い位置にあり，

地下鉄を利用した移動のメリットを感じやすく，参拝される方への案

内を行う。 

参拝経路の途中にある机に，他のパンフレット等と共に設置する。 
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   ウ 市バス車内 

     渋滞による遅れが予測される系統の市バス車内に，チラシを設置す

る。行きのバスの車内で読んでいただき，帰りのルート検討に活用し

てもらう。 

  

（３）配布時期，準備など 

・観光地については，配付する期間は，連休期間などを考慮して事前に知

らせておき，チラシはその一週間程度前までに郵送するようにする。 

・寺社，店舗には，提案書を作成の上，京都の観光業界全体にとってプラ

スになることであることを説明の上無償での協力を要請する。 

 

４ 期  間： 

平成 23 年秋の観光シーズンに開始 

 

５ 目  標： 

  ピーク時の地下鉄利用者増，バス混雑の緩和（昨年度比） 

 

６ 関係部局： 

   交通局 

 

７ 今後のスケジュール： 

時期 観光地での案内配布 

H23.1 現状把握 

～H23.10 方法，デザインの提案・確定 

H23.10 実施 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書⑥ 

 

 

１ 取 組 名： 

受験生応援キャンペーン 

～♪合格後も市バス・地下鉄をよろしくね♪～ 

 

２ 目  的： 

   交通局では４月の入学シーズンに，大学構内でチラシ配布などのＰＲ活動を

精力的に実施しており，昨年は当チームにおいても，立命館大学で交通局とと

もに実施した。 

   今年は，このような学生向けのＰＲ活動の開始を早め，受験シーズンに大学

受験生をターゲットとして行うことで，利用のさらなる動機付けを行う。 

 

３ 実施内容 

（１）大学 寄り駅への受験生応援ポスターの掲示 

   ア 掲示内容 

当チーム作成のキャラクター，受験生を応援するメッセージに加え，掲

示場所により 

    大学への系統案内など。 

イ 場所 

   大学及び予備校の 寄りとなる地下鉄駅の構内（各駅１から２枚）。 

     例 国際会館（京都産業大学），松ヶ崎（工芸繊維大学，ノートルダム

女子大学）， 

北大路（京都産大，大谷大学，佛教大学），今出川（同志社大学）， 

丸太町（平安女学院大学），くいな橋（龍谷大学） 

五条（代ゼミ），二条城前（駿台），烏丸御池（河合塾） 

ウ 製作 

コストを 小限に抑えるために，年末年始ポスター同様に，Ａ３の上質

紙を２枚重ねてＡ２サイズとし，印刷から掲示までチームにて行う。 

（２）ごうかくけい？地下鉄車両への金色吊り輪の設置 

   ア 内容 

     キットカット（きっと勝つ），カール（受か～る）同様の受験生向けゲ

ン担ぎとして，地下鉄車両のつり革のつり輪を金色にし，簡単な応援メッ

セージを配する。 

    （吊り輪の形は三角形だが，五角形→ごかっけい→ごうかくけい→合格形） 

   イ 場所 

     烏丸線，東西線の全車両のつり輪のうち各１本。（状況に応じ増やす） 

（参考）烏丸線１０系１両のつり革は約８５本 
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   ウ 製作 

     安全性，色落ち（＝触っても汚れない）を考慮のうえ，既存のつり輪を

ベースに作成。 

     すでに，当チームにおいて，試作品の開発を行っている。 

   エ 他社の状況 

     京都新聞の記事によると，静岡県の私鉄「伊豆急行」において，同社の

全車両のつり輪２０３８本のうち１本だけをピンクのハート型にしたと

ころ，観光客や女性から「かわいい」，「恋愛に縁起がいい」と口コミで評

判になっている。 

 

４ スケジュール： 

   各大学の入試実施日（おおむね１月下旬から２月中旬）までに掲示，設置を

完了し，入試終了後まで。１月１４，１５日のセンター試験は対象外とする（間

に合わない）。 

 

５ 今後の展開（案）: 

（１）ポスター 

４月の入学シーズンにも新入生向けのポスター掲示（定期券の宣伝などを

想定）を行い，局が大学で実施するＰＲ活動との相乗効果を狙う。また，萌

ちゃんの登場からまもなく１年が経過し，一般にも徐々に認知されてきてい

ることから，今後も太秦家を題材としたポスターによる宣伝活動を行う。 

（２）吊り輪 

「遊び心」をコンセプトに，流行に敏感な層（＝若い女性），カップルへ

の訴求，口コミでの評判を狙って，同様の装飾の拡大を狙う。 

   （例 ドーナツ風の着色，癒し系，開運系の一言メッセージ） 

直接の増収にはつながらないが，極めてわずかな労力と経費で，「楽しい

地下鉄」として，伊豆急同様に評判が広がることが期待できる。二番煎じで

はあるが，関西初である。 

このつり革を見た日は，いいことあるかも？と思ってもらえれば。 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書⑦ 

 

 

 

１ 取 組 名： 

   おおきに１００年 みんな集まれ！コスプレパーティーin 竹田車両基地 ～

（仮称） 

 

２ 目的及び取組内容：   

（１）コスプレ好きの若者に活動の場を与える（連携・共汗） 

交通局の新たな文化発信事業の一環として，京都国際マンガミュージアムと

連携し，コスプレ好きの方に新たな活動の場を提供することで京都が誇るマン

ガ文化の発展に寄与することを目的とし，交通局１００周年記念イベントの一

環として，竹田車両基地内でコスプレ好きの方（以下コスプレイヤー）を主な

対象としたイベントを実施する。 

※ コスプレイベント業者に企画・周知・当日指揮などを委託（当日は共汗

の観点からも極力，職員で対応する体制を組む） 

（２）地下鉄の施設を公開し，地下鉄・市バス車内などで自由に写真撮影してもら

うことで，交通局（地下鉄・市バス）により親しんでもらう（増客） 

交通局１００周年記念イベントの一環として，竹田車両基地の開放イベント

を実施する。地下鉄をより幅広い方に親しんでいただくことを目的として，普

段見ることのできない地下鉄施設や，地下鉄・市バス車内などで自由に写真撮

影を行ってもらう。 

（３）集客イベントを開催し，乗車券やグッズを販売する（増収） 

    イベント参加料に加え，乗車券や物販を行うことで新たな集客による増収を

図る。 

 

３ イベント対象： 

   コスプレイヤー及び一般ファミリー層（その他を拒否するものではない） 

 

 

４ イベント内容： 

ア 開催日時 平成２４年６月３日（日）１０時～１６時（雨天決行，荒天中止） 

（※京都市では５月２９日は地下鉄の日 ６月１１日で１００周年） 

イ 開催場所 烏丸線竹田車両基地 

  ウ 入 場 料 １，０００円/１人（ただし，小学生以下は無料） 

  エ 内容（及び人員体制） 

 

 

 

 

 

（案） 

梅雨入り平均日 
近畿：６月７日頃 

コスプレしてない方も大歓迎！ 
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（１）写真撮影場所の提供（巡回職員２～３名） 

・記念写真撮影スポット設置（日付とイベント名を表示した写真撮影スポッ

トの設置） 

・地下鉄（２編成程度）と市バス（３台程度）の車内 

・その他（倉庫内を廃墟に見立てるなど） 

（２）マンガブース（対応：マンガミュージアム） 

・似顔絵ブース     ⇒ マンガミュージアムによる出店交渉等 

・漫画家執筆ブース 

（３）物販系ブース（職員２名） 

・各種カード乗車券等販売 

（各種カード乗車券やオリジナル缶バッジ，手作りカレンダーなどの販売） 

（４）飲食系ブース（巡回職員２～３名） 

・飲食物 

     飲食業者に出店依頼 

・えむえむカフェ（メイド服着用） 

 ⇒マンガミュージアムによる出店交渉等 

・その他の出店業者はえむえむカフェの出店状況も踏まえ,クレープやホット

ドックなど，ワンボックス車内販売型業者の出店を検討 

（５）その他 

・事前に十分な周知を行うとともに，イベントの主旨を理解し，参加費の支払

い意思のある方のみのイベントとする。 

・コスプレイヤーは会議室等を更衣室として利用（キャリーバック置き場も含

めて，要場所確保）し，コスプレ衣装の着脱衣は更衣室のみとし，コスプレは

敷地内のみとすることを徹底する。 

・コスプレイヤーのニーズの高い，「節度ある露出」と「殺傷能力のない武器

の携帯」はルールを徹底し，認める。 

 

５ 関係部局と役割： 

 イベント業者・・・助言，企画，運営，周知 

京都市交通局・・・会場準備，販売物用意，当日の体制確保，（周知） 

京都国際マンガミュージアム・・・企画，運営，助言等 

（運営：似顔絵画家，漫画家，えむえむカフェへの出店依頼等） 

 

６ イベント業者等との契約形態： 

イベント業者に対しては利益を京都市交通局と折半し，後払いで支払う契約など

を検討 

  （入場料売上の１/２を交通局，１/４をマンガミュージアム，１/４をイベント業者に） 
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７ 今後のスケジュール（平成２３年度～）： 

 

時期 内容 

     ～ １月末 交通局内で実施日等の確認 

     ～ １月末 イベント業者・マンガミュージアムとの協議 

     ～ ２月中旬 
荒い内容での広報発表・イベント業者によるＨ

Ｐ等での周知，出店業者との交渉 

     ～ ４月上旬 
イベント業者やマンガミュージアムとの詳細決

定 

～ ４月下旬 詳細広報発表 

６月２日   前日準備 

６月３日   イベント実施・後片付け 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書⑧ 

 

 

１ 取 組 名： 

東西線への子ども連れ優先車両の導入 

 

２ 目  的： 

～親は気兼ねなく，子どもたちには楽しく乗れる地下鉄を～ 

   子供とのお出かけはお父さんお母さんにとって楽しいものである。 

しかし，小さい子どもの面倒を見ながら車を運転するのは大変。 

といって，公共交通は，子どもが騒いだりベビーカーが通路をふさいだりと，

周囲の迷惑になることが気になって利用しづらい。 

お父さんお母さんにとって，お出かけは楽しいけれども負担でもある。 

そこで，「子ども連れ優先車両」を導入し，子どもがグズっても気兼ねなく，

子どもたちには楽しく利用できる環境を整備することで，子育て世代の利用促

進と外出支援を行う。 

   この施策は我が国の他の鉄道には例がなく，実現すれば公営交通ならではの

先進的な取組となる。さらに，「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」

の重点戦略として，「子どもを共に育む戦略」が挙げられていることから，オ

ール京都市としての基本計画の具体的成果とすることも期待できる。 

 

３ 実施対象： 

   東西線の全１７編成の六地蔵寄り１両。毎日（土曜休日含む）昼間時間帯限

定とする。 

東西線の沿線には，動物園，こどもみらい館，マンガミュージアム，中央図

書館（醍醐，天神川）など子供向け施設が多数ある。 

  また，東西線車両は狭く，ベビーカーなどが置きにくいため，効果が大きいと

考えられる。 

  なお，乗り入れている京阪車両（８００系）では実施しない。 

 

４ 活動内容： 

～今回も企画から実行までチームで＋学生力～ 

   「子育て支援に関する市民ニーズ調査」（平成２０年保健福祉局実施）にお

いて，交通機関やトイレについて子供連れに配慮を求める声があったことを

踏まえ，優先車両の実施やＰＲに加え，子供連れに有益な情報の提供も実施

する。 

（１）優先車両についての駅構内での案内掲示や装飾 

    ホームドア装飾，駅時刻表，掲示車両連結部への明示 

    改札階への応援キャラ入りポスター（またはパネル）の設置 
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（２）子供向けの駅設備，周辺施設の案内掲示 

優先車両の停車位置に，エレベーターや多目的トイレの位置，周辺の子供

向け公共施設の紹介を掲示。 

 

（３）優先車両車内への子供向け装飾の実施 

    京阪電鉄のトーマス号など，車内の子供向け装飾が人気を博していること

から，車両内（天井，乗務員室背後，座席の両サイドなど）に子供向けのシ

ールや絵を貼ることで，子供が喜んで乗車する車内を目指す。 

既存の市関係のゆるキャラの活用により，使用料などのコスト削減と市の

施策などのＰＲを図る。 

（理想は全編成だが，モデルとして１編成のみ実施して逐次実施するのも可。） 

    他に，キャラクターを使い交通局の歴史を紹介することも検討する。 

    なお，車両の外側はホームドアで見えないため，装飾は行わない。 

（４）学生力の活用 

    学生ならではの視点を活用する。 

（５）保健福祉局との連携 

    子育て支援に係る所管施設や児童館での周知の検討 

（６）その他 

    交通局への依頼事項（関係官庁への届け出，駅放送の変更，実施後の保守など） 

 

４ 関係部局： 

   交通局高速鉄道部，保健福祉局児童家庭課，各ゆるキャラ所管課 

 

５ スケジュール： 

   未定 

 

６ そ の 他： 

   この取組は，昨年度の増客チーム３班がネーミングライツとからめた企画と

して提案し，局から高い評価を得たものの，具体的活動に至ることなく終わる

という，大変もったいない結果に終わりました。 

   子育てに係る施策は，先に挙げた「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本

計画）」の他にも，未来こどもプラン，こどもを共に育む京都市民憲章が策定

されるなど，市の重要な課題となっています。 

   階段プロジェクトに続く評判を呼ぶ可能性は，十分あると考えます。 
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燃え燃えチャレンジ班 実行計画書⑨ 

 

 

１ 取 組 名： 

ゆっチー１億個販売大作戦 

～どういう訳かこの菓子だけは飽きたことがない～ 

 
２ 概要及び目的： 

   地下鉄オリジナルスイーツ麿のお気に入りは，発売から２年で１００万個を

売り上げたヒット商品であるが，週替わりで様々な商品が登場する地下鉄スイ

ーツと比べると地味な存在になりつつある。 
   そこで，発売当初の勢いを取り戻すべく，新規需要の開拓と市役所庁内での

購入促進の２方面からテコ入れを図り，販売数１億個達成を目指す。 
 

３ 活動内容 

（１）観光客の購入チャンスの拡大 
   ア 定期観光バスでの宣伝販売 
     ガイドによる紹介，定観のりばでの販売の可否を検討，関係事業者と協

議する。 
   イ 観光バス事業者，旅行代理店の活用の検討 
     団体（特に修学旅行）に対応できる事業者が対象。 
     観光バスの乗降場は八条口で売場が遠いことと，バス事業者へのメリッ

トが課題。 
ウ ホテルでの茶菓子起用及び販売の依頼 

     「地下鉄沿線ホテルランチツアー」に参加いただいたホテルを中心に営

業活動を行う。 
（２）市役所庁内へのセールス活動 
（３）販売元（京絵巻本舗）との調整 

 
３ 時  期： 

   紅葉シーズンを皮切りに開始する。 
 

４ 関係部局等： 

交通局企画課，会計室（審査第一担当），行財政局総務事務センター 
   京絵巻総本舗，京阪バス（定期観光バス） 
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第二期若手職員増客チーム 

「燃え燃えチャレンジ」班 

活動報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はじめに 
 若手職員増客チームの我々「燃え燃えチャレンジ」班は，第一期でも活動した６名に，

新メンバー１名を加え，第二期は７名で活動しました。 
第二期の活動にあたり，委嘱式で由木副市長が訓示された「このチームは増客に向けた

実働部隊である」との言葉を念頭に， 
 
１ 単なる提案ではなく，企画から実行までチームにて責任を持って実施する。 

２ どんなアイデアも否定せず，楽しみながらも真剣かつ現実的に実現させる。 

３ 利用増への両輪となる，ＰＲ活動と利便性の向上の両方に取り組む。 

 
という点にこだわり，第一期に引き続き，様々な取り組みを行ってまいりました。 
 その１年間の活動内容を，ここに報告させていただきます。 
 
 
※上記の写真は，チームによるグッズ販売用にチーム員が撮影したものです。 
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我々の重点項目 
１ オリジナルキャラクターのさらなる活用 

   階段へのメッセージ掲出の際に起用した，当チームのオリジナルキャラクター 
「太秦 萌」が好評を博したことから，グッズ販売，地下鉄車内での４コママンガ掲

出，ポスターへの起用など，様々な取り組みに活用しました。 
 

２ 大学，観光地（寺社仏閣），他部局等外部との連携 

   学識経験者からの継続的な助言，活動への学生の参加といった「大学との共汗」や 
  観光地におけるチーム作成のチラシ配架など，市組織の内部外部を問わず様々な団体

と連携を図りました。 
   その大半は，チーム独自に飛び込みで交渉し，協力を取り付けたものです。 

 
３ コスト削減意識の徹底（継続） 

   第一期に引き続き，グッズ，ポスター等の作成を外注ではなくチームで行うことを

基本とし，コスト削減を図りました。 
また，広告の活用により，新規の階段メッセージ掲出，北大路バスターミナルにお

けるポケット時刻表の配布などを経費負担ゼロで実現しました。 
 
 これらの重点項目をもとに，これから報告する８件の取組みを実現しました。 

特に，階段へのメッセージ掲出については，今なおマスコミの取材があるなど反響が続

き，北大路バスターミナルでのポケット時刻表については，年間の配布が約３万枚を超え，

お客様に大変御好評をいただいています。 
 以下，個別の取組内容について，企画書ごとに報告させていただきます。 
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活動報告書 市バスポケット時刻表の作成について 

（燃え燃えプロジェクト vol.1，1＋） 

 
 
１ 配布後のメンテナンスの実施 

（１）北大路バスターミナル（年間約３万枚配布） 

   チーム員が補充用の時刻表を随時作成，定期的に巡回し補充を行った。 
   また，配架用のラックを，取りやすくかつ目立つものに改良した。（参考を参照） 
（２）市役所庁舎内（年間約１５００枚配布） 

  チーム員が補充用の時刻表を随時作成した。 
配架場所とした庁舎案内所などから，年間を通じて在庫状況の確認などの協力をい

ただき，無事３月２日をもって配架を終了した。 
 
２ 新ダイヤ（３月１４日実施）に対応した時刻表の配布 

（１）利用状況に沿った内容の検討 

   往復での利用の促進を狙い，大学 寄りの停留所など，配布場所からの利用が多い

と見込まれる停留所の時刻も併記するなど内容を検討した。 
  （例）佛教大学，西賀茂車庫（北大路バスターミナル），パルスプラザ（竹田駅） 
（２）平安女学院大学の学生からの意見の取り入れ 

   同大学国際観光学部の井上学講師の協力により，同講師のゼミにおいて，学生に当

チームで作成した時刻表に対する率直な意見を出してもらうとともに，専門家の立場

から同講師からも助言を受け，結果を可能な限り反映させた。 

（３）広告の掲載によるカラー化及び作成費用の捻出 

   カラー化などによる見やすさの改善の必要や，取組みをチームから交通局へ引き継

ぐ場合，新たな経費の支出が困難であることから，広告の導入による作成などの費用

の捻出を検討した。 
   交通局企画課からの情報提供により，４社の広告代理店に打診した結果，うち１社

の協力により，北大路バスターミナル分の時刻表のカラー化，デザインの改良が実現，

さらに時刻表の補充も同社にて実施することとした。 
これらの費用は全額広告費でまかない，京都市側の負担は発生しない。 

   広告主は沿線の大学であるが，代理店が大学への営業活動に強みをもっていたこと

から実現したものである。 
（４）配布の実施 

   ３月１４日（水）実施の市バス新ダイヤに対応した時刻表の配布を，３月９日（金）

から，北大路バスターミナルの各のりば，太秦天神川駅改札前，竹田駅改札前で開始

した。 
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   北大路バスターミナルでは配架直後からお客様が次々と手にされる光景が繰り広げ 
られ，特にＥのりばだけで配架から５日間の配布枚数が１５００枚以上に上った。 

   また，竹田駅についても，配架後 1 週間で７００枚以上に上っている。 
  
３ 今後の検討課題 

（１）広告活用のさらなる検討 
   配布場所への広告の掲示など 
（２）局との連携の拡大 
   入学シーズンの大学でのＰＲ活動への活用 
（３）取組みの局への引継ぎ 
 
（参考）ラック改良の様子 

１ 改良前                ２ 改良後 目立つデザインでとりやすく 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 現在 

                       簡単な案内も記載，公営交通１００年

を記念し，懐かしい写真も載せました。 
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活動報告書 地下鉄駅階段での消費カロリー及びメッセージ表示 

（燃え燃えプロジェクト vol.2＋） 

 
 
１ 階段メッセージ掲出の拡大 

昨年５月に京都駅，四条駅，京都市役所前駅に掲出した駅階段への消費カロリーとメ

ッセージが大きな反響を呼んだことから，山科駅と烏丸御池駅に拡大した。 

また，実施済である四条駅においても，新たに北側階段への掲出も実施，加えて節電

が広く呼びかけられていることから消費電力も掲出した。 

（メッセージについては別紙 参照） 

また，今回から広告枠を設けたことで，本市が経費を負担することなく，設置作業や

資材の調達の広告代理店へ委託が可能となった。 

【掲出日及び掲載場所】 

・平成２３年１２月 ９日（金） 東西線 山科駅 

・平成２３年１２月１３日（火） 烏丸線 四条駅 

・平成２３年１２月１４日（水） 烏丸線・東西線 烏丸御池駅 

 
２ 報道機関等からの取材への対応 

  昨年５月に京都駅，四条駅，京都市役所前駅にメッセージを掲示して以来，テレビ，

ラジオといった報道機関等からの取材を多数いただき，随時対応している。 
  掲出直後にとどまらず，今日まで 

継続的に取材依頼をいただいており， 
範囲もいわゆる京都ローカルにとど 
まらず，全国放送の番組に及んでい 
る。 

 （取材を受けた報道機関等） 
  ＮＨＫ，毎日放送，ＫＢＳ京都， 
  讀賣新聞，京都リビング新聞社 
 
                  昨年 5月 30日の四条駅での毎日放送からの取材の様子 

 

（参考）チーム員が目撃したお客様の反応例 

    外国人観光客がカロリー表示を指さしながら階段を駆け上がる 
    着物姿の若い女性が，ポスターをスマートフォンで撮影 
    親子連れがメッセージを見ながら談笑 
    男性がキャラクターのポスターを掲示している駅を回って撮影
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「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。 

 

○山科駅北階段 ガンバレ筋肉！ＪＲに挑戦だ

バージョン 

山科は忠臣蔵で有名な大石内蔵助ゆかりの地です                                  

階段上れば，あら楽し・・・ 

階段を上がっている間に 

あなたの脂肪が燃えていく 

やっぱり今日も階段だ 

上りではハムストリングスが鍛えられるのだ 

おい！君の筋肉！ 頑張ってるか？ 

見せてもらおうか 

毎日階段を使う成果というものを 

ＪＲに乗り換えるのか？ 

次はＪＲ連絡階段にもチャレンジだ！ 

上りきれば合わせて１０kcal 消費するぞ！ 

ｂｙ京都市若手職員増客チーム 燃え燃えチャレ

ンジ 

 

○山科駅南階段 笑顔で上ろうバージョン 

手軽にダイエット しかも節電 

それが階段！ 

一歩ずつ前に進めば 

それぞれが目指すゴールは必ずある！ 

痩せた分だけ駅ナカスイーツを 

余計に一つ食べちゃいますか？ 

それとも鍛えた筋肉で 

登山ブームに乗っかっちゃいますか？ 

登山ブームは山ガール♪ 

階段ブームは階段（ア）ガール♪ 

・・・ 

なにはともあれ元気に笑顔で上っちゃおう♪ 

ｂｙ京都市若手職員増客チーム 燃え燃えチャレ

ンジ 

 

○四条駅北階段 

階段使ってマッスルボディになっちゃえよバー

ジョン 

階段でトレーニングしてみないか？ 

階段は足をスリムに鍛えるチャンスなんだ！ 

いつもこの階段を使ってくれているあなたも 

はじめて使うあなたも 

さあ意識してやってみよう 

まず足首をもっと使って 

少しかかとを浮かすように 

そう，その調子！ 

ふくらはぎが効いてきたら正解だ！ 

背筋を伸ばして姿勢よく 

下の方の足で体を持ち上げるように 

お尻の筋肉に効果的 

慣れてきたら一段飛ばしもやってみよう 

ただし，焦りは禁物だ！ 

一歩一歩確実に 

よくできました！ 

毎日続けてみよう 

階段使って perfectbody♪ 

今日も階段を上ってくれてありがとう 

ｂｙ京都市若手職員増客チーム 燃え燃えチャレ

ンジ 

詳しくは，京都市交通局ＨＰへ 

３月１１日（日）は京都マラソン大会の開催日で

す。 

大会当日はマイカーを使用しないようご協力願い

ます。 
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○烏丸御池駅 国際会館方面ホーム階北改札

階 

Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池へはこちらです。 

モーニングセットもある 

カフェ＆ベーカリー志津屋 

便利な駅ナカのコンビニ  

デイリーヤマザキ 

駅ナカで買える夢  

宝くじ売り場 

今日もご利用いただきありがとうございます。 

by 京都市若手職員増客チーム 燃え燃えチャレ

ンジ 

詳しくは京都市交通局ＨＰへ 

３月１１日（日）は京都マラソン大会の開催日で

す。 

大会当日はマイカーを使用しないようご協力願い

ます。 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○烏丸御池駅 竹田方面ホーム階北改札階 

食べたくな～る 食べたくな～る  

志津屋のカツサンド 

行きたくな～る 行きたくな～る  

デイリーヤマザキ 

当たれ～ 当たれ～ 宝くじ 

この駅にはそんなご期待に応えられる北改札口が

あります。 

今日もご利用いただきありがとうございます。 

by 京都市若手職員増客チーム 燃え燃えチャレ

ンジ 

詳しくは京都市交通局ＨＰへ 

３月１１日（日）は京都マラソン大会の開催日で

す。 

大会当日はマイカーを使用しないようご協力願い

ます。 

 

 

   大きな反響を呼んだ階段メッセージ 

（四条駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

階段メッセージの拡大にあわせポスターも

増設（烏丸御池駅） 
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活動報告書 スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつりでのグッズ販売 

（燃え燃えプロジェクト vol.4） 

 
 
１ グッズの作成 

  ５月の地下鉄まつりにおいて完売した，当チームが製作したグッズをリニューアルし 
たものを中心に製作した。 

（１）２０１２年京都市交通局卓上カレンダー 

   四季折々の都大路を駆ける市バス・地下鉄の 
写真を記載した月めくりのカレンダー。 

   企画課からの提案を受け，印刷及び裁断を 
「京都市洛南障害者授産所」に委託し，大幅な 
品質の向上と製作コストの削減が実現した。 

 
 
（２）市バス・地下鉄写真集ＣＤ 

市バス九条営業所，東西線醍醐車庫の協力のもと 
チーム員が撮影した画像や，昨年３月のダイヤ変更 
に伴い新設された系統の画像など数百点を収録した。 

 

（３）応援キャラクター関連グッズ 

   缶バッチや，キャラクターの絵柄を配したＡ４版 
シートを製作した。 

 
２ 新たなオリジナルキャラクターの作成 

  第一期で作成した応援キャラクター「太秦 萌」 
に続き，チーム員の家族の協力により，新キャラ 

 クター（松賀 咲＝左，小野 ミサ＝右）を作成， 
 キャラクター関連グッズの缶バッチに登場させた。 
 
 
３ 「スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり」での販売 

  昨年９月２５日に尼崎市の園田競馬場で行われた 
「スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり」への交通局の出店に際し，チーム員１名も参加し

上記のグッズの販売を行った。 
  応援キャラ関連グッズの売れ行きが好調で，京都市外での認知度の高まりを実感した
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一方，来場者が同業他社の商品と比較して購入するためか，全体では５月の「地下鉄ま

つり」ほどの売れ行きとはならず，当日の売上は１７３，８００円にとどまった。 
  このため，東京で開催された「第１８回鉄道フェスティバル」など，この他のイベン 

トに企画課が出店した際にも販売した 
ほか，同じく企画課から局内向けに販 
売活動を行うなど局全体から多大な協 
力をいただいた。 
なお，バスまつり当日は，他都市の 

 交通局からも増客チームに関心を持っ 
ての視察があり貴重な意見を伺う機会 
を得ることができた。 

 
                     スルットＫＡＮＳＡＩバスまつりでの交通局ブースの様子 
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活動報告書 ４コマ漫画「太秦萌のおふたいむ」の掲出 

（燃え燃えプロジェクト vol.5） 

 
 
 地下鉄のお客様に車内で楽しく過ごしていただく一助とするとともに，当チームの取組

等を紹介するため，チーム員とその家族が製作した，「太秦萌」の４コマ漫画を烏丸線，東

西線両方の車内に掲出した。 
 広告枠への掲示であるため，広告代理店の協力のもとタイアップ広告の形とし，第一話

はコトチカやゆずちーず，第二話では京都マラソンをイメージさせる内容や水道局の疏水

物語を登場させるなど，市の施策などもアピールする内容とした。 

【場所】 

 地下鉄車内 棚上広告枠 １枠（全車両に１枚ずつ掲出） 

【期間】 

第１弾 平成２３年１０月１日（土）～１２月３１日（土） 
第２弾 平成２４年 １月１日（日）～ ３月３１日（土） 
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活動報告書 観光地と京都駅を結ぶ地下鉄⇔市バスの乗換案内の実施 

（燃え燃えプロジェクト vol.6） 

 

 

１ 案内チラシの作成 

  既存の案内チラシは，内容を盛りだくさんにするあまり，逆に観光客にはわかりにく 

い，また，観光のお客様にバスと地下鉄の乗り継ぎによりスムーズに移動していただき

たい，との問題意識を元に，主要観光地からの京都駅までのバス路線，地下鉄への乗り

換え案内をシンプルかつ京都駅⇔観光地間の移動に絞って案内したチラシを作成した。 

  表面は絵や応援キャラクターを多用することで，親しみやすいものとする一方，裏面 

 に詳細な案内を記載した。 

また，コスト削減のため，あえて白黒とした。 

 

２ 京都駅前でのチラシ配布，案内及びニーズ調査の実施 

  秋の観光シーズンでも特に混雑する１１月の土曜日曜に，京都駅前でチーム員による

チラシ配布及び乗客案内を実施し，併せて乗客ニーズの聞き取り調査も実施した。 
配布にあたっては，企画課から案内チラシ「楽洛エコ観光」の提供を受け，当チーム

のチラシと同時に配布した。これにより，シンプルな内容に留めた当チームのチラシと

各観光地を詳しく紹介した「楽洛」との相乗効果を狙った。 

【日時】 

  １１月１９日（土）及び２０日（日） 午前１０時～正午 

【場所】 

 京都駅前（駅北側広場付近） 

 
３ 市内寺社仏閣でのチラシ配架の実施 

  市内の有名寺社仏閣に，当チーム員が飛び込みで依頼し，二条城など７箇所において

配架の承諾をいただき，約６，０００部を配布，配布後に利用状況を調査した。 
 
４ 平安女学院大学の学生からの意見の取り入れ 

  ポケット時刻表でも協力いただいた，同大学国際観光学部の井上学講師の協力により， 

同講師のゼミにおいて，学生にチラシの内容について率直な意見を出してもらうととも 

に，専門家の立場から同講師から助言を受けた。 

  なお，桜のシーズンの配布に向け，現在チームにおいて意見を取り入れたチラシを鋭 
意作成中である。 
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５ 着物姿の学生による配布案内活動（予定） 

  来る３月３１日（土）に，京都駅前で上記の平安女学院国際観光学部井上ゼミの学生

有志と当チーム共同で，チラシ配布及び乗客案内を実施する。 
 同学部では，着物の着付け体験など，授業の中で日本の「和」の文化に触れる機会を

設けていることから，学生には着物姿で参加してもらい，お客様，特に外国人や遠方か

らの観光客に，京都の玄関口たる京都駅に降り立った瞬間から，いわゆる「京都らしさ」

を実感してもらうことで，おもてなしの一助とする。 
  同大学からは，無償で着物を貸し出すなどの協力をいただく一方で，市側からは学生

の社会体験の場を提供することから，大学と行政との「共汗」による取組みと位置づけ

ることができると考えられる。 
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活動報告書 「おふたいむ(１月号)」での太秦萌一家のお勧めスポット等紹介 

及び太秦萌デザインのトラフィカ京カードの発売 

（燃え燃えプロジェクト vol.7+8） 

 
 
 交通局が毎月発行する観光情報誌「おふたいむ」１月号で，「太秦萌」とのタイアップ企

画として，太秦萌一家を登場させ，これに合わせてオリジナルデザインカードを発売，タイアッ

プ記念としてカードのプレゼントも実施した。 

なお，この企画は交通局企画課から打診をいただき実施 
したもので，当チームではおふたいむの文面の検討，家族の 
構成の設定（キャラの作成はチーム員の家族による），カー 
ドに掲載する市バス画像の提供などを行った。 

【発売金額，枚数】 

１，０００円券 １万枚 

 【発売日】 

平成２３年１２月２８日（水） 
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活動報告書 太秦萌ファミリーからの年賀状 

（燃え燃えプロジェクト vol.9） 

 
 

お客様への新年の御挨拶と公営交通１００周年のＰＲを目的として，太秦萌ファミリ

ーへの年賀状を募集。お送りいただいたお客様に，太秦萌からもれなく年賀状を返信，

さらに企画課からの提供により，抽選でトラフィカ京カードをお送りするキャンペーン

を実施した。 

  併せて，年末から年始にかけて，地下鉄の駅に太秦萌ファミリーを配した新年の御挨

拶ポスターを掲出した。 

  結果，日本各地の幅広い年齢層の方々から，１１６通もの年賀状をいただき，心温ま

る応援メッセージも多数いただいた。 
 
 駅に掲示した御挨拶ポスター 
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活動報告書 受験生応援キャンペーン 

（燃え燃えプロジェクト 番外） 

 
 

大学生向けのＰＲ活動の一環として，近い将来大学生となる受験生をターゲットとした

応援ポスターの掲示などを実施した。 
 
１ 実施済の内容 

当チーム作成のキャラクター，受験生を応援するメッセージに加え，掲示場所により 

 大学への系統案内，道案内などを記したポスターの掲示 

 

２ 掲示駅（カッコ内は最寄りの大学等） 

松ヶ崎（京都工芸繊維大学）， 
北大路（京都産大，大谷大学，佛教大学）， 
今出川（同志社大学）， 
五条，二条城前，烏丸御池，丸太町（以上大手予備校） 

 
３ スケジュール 

  各大学の入試実施日（おおむね１月下旬から２月中旬） 
までに掲示，設置を完了し，国公立大学の後期試験終了 
まで掲示した。 

 
                           北大路駅改札に掲示したポスター 

４ 未実施の内容 

  静岡県の私鉄，伊豆箱根鉄道において，全車両のつり革のうち１本だけをピンクのハ

ート型にし，恋愛へのゲン担ぎなどで好評を得ていることにヒントを得て，受験生向け

のゲン担ぎとして，全地下鉄車両のつり革のうち１本（烏丸線車両１両のつり革は約８

５本）を金色に塗り，簡単なメッセージを配して受験生を応援する計画を検討した。 
  高速車両課から，実現に向けた貴重な助言をいただきながら作業を進めたが，運行の

大前提である安全安心の観点から，塗料の不燃性やお客様が触った際の感触などの問題

を技術的にクリアすることができず，第二期の取組みとしては実現には至らなかった。 
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局の判断により実現に至らなかった取組みについて 
 

 
 これまで紹介した取組みの他に，計画の立案及び関係者との交渉を行い好感触を得てい

たものの，交通局の判断により，実行に至らなかった取組みについて御紹介する。 
 
１ 竹田車両基地における「コスプレイベント」の開催 

（１）内容 

文化発信事業の一環として京都が誇るマンガ文化の発展に寄与するとともに，地下

鉄の施設の公開により，交通局により親しんでもらうことを目的として，竹田車両基

地内でコスプレ好きの方（以下コスプレイヤー）を主な対象としたイベントを実施す

る。 

（２）活動状況 

  ア 同種のイベントを実施した鉄道事業者への聞き取り 
    訪問による聞き取り調査を実施した。 
  イ マンガミュージアムへの協力依頼 
    同種のイベントへ場所を定期的に提供していることから協力を依頼，業者の紹介

や実施への助言，さらには開催した場合，マンガミュージアムで活動する漫画家の

卵による似顔絵描きブースを出店する，といった協力を取り付けた。 
  ウ イベント業者との調整 
    参加者の見込み（数百人規模）や，開催時の体制の検討など，局の了解が得られ

れば実行に移れる程度までの詰めの協議を行い，開催した場合の当日の運営につい

ても，協力を取り付けた。 
（３）交通局が実行不可とした理由 

・通行危険箇所が多数存在するとともに，営業線路内へ直接侵入することが容易に

可能であるなど，安全運行上，甚大な支障に直結するエリアも多く存在し，安全

性の確保の点で懸念がある。 

・目的以外の使用について，地元の理解が得られにくい。 

・イベント自体の対応だけでなく，終了後は全ての設備等において職員の手で点検

を行わなくては，翌日から営業運行できないなど，人的コストが大きい。 

 
２ 子供連れ優先車両の設定 

（１）内容 

   「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」の重点戦略として，「子どもを共

に育む戦略」が挙げられているなど，子育て支援は門川市政の 重点施策の一つであ

るとの観点から，子供連れの外出を支援すべく，地下鉄東西線に「子供連れ優先車両」
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を設置する。 
 もともとは，第一期の増客チーム「駅ナカイメージアップ」班が発案した案件だが， 
企画のみに終わったことから，当チームで改めて実現に向けた検討を行った。 

（２）活動状況 

車内装飾を低コストで行い，併せて市のＰＲも行うため，本市に関わる「ゆるキャ 
ラ」の起用を検討し，関係部署に打診した。 

   複数の区役所，水道局のほか，文化市民局を通じて打診したプロスポーツチーム（サ 
ンガ，アストドリーム，ハンナリーズ）から，無償使用に前向きな返事を得た。 

   また，施設でのポスター掲出等によるＰＲについても，所管する部署の複数から 
前向きな返事を得た。 

（３）交通局が実行不可とした理由 

   ・近鉄との相互乗り入れを行っていることから，近鉄線内での取扱いに関わる課題

となる。調整は非常に難しい。 
 ・同じ運賃を支払ったお客様に対し，一部とはいえサービス格差を強制する内容で

あることから，実施にはそれなりの理由が必要。本市には他にも重点施策が多数

ある中で，説明がつかない。多少強引でも説明を付けて実施するより，イベント

列車などの代案を検討する方が建設的。 
 

上記理由から，交通局からは代替案として，「絵画列車」のように他の局等とのタイ

アップによるイベント列車として走らせるとの案の提示をいただいた。 
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むすびに 

 
 第二期の当チームの活動は，数のうえでは第一期を上回る取組みを実現しましたが，今 
年度の活動は達成感よりも，挫折感を強く感じるものでした。 

局の事業や状況をつぶさに研究し，取組みを進めるほど，それは局の本来業務とぶつか

り，外部の人間の集まりである増客チームの目指す成果と，局の求める成果とのかい離や

増客チームに対する局内の温度差にも直面することになりました。 
 
 その一方，事務局たる企画課，そして連携した自動車部，高速鉄道部の営業課からは 
チームとの真剣な議論による適度な緊張関係を持ちつつも，多大な支援がありました。 
 取組みの紹介の中で，何度か交通局からの協力を得たと触れましたが，特に増客チーム 
の事務局が，我々と各担当課との間で調整に奮闘したことは想像に難くありません。 
  
 当チームの取組みの多くは，単発のイベントとは違い，継続して取り組むことで，さら

に効果を生むものと考えます。任期の終わりにより，今その歩みを静かに止める時が来た，

とするのではなく，当チームの取組みを局で，あるいは第三期のチームでさらに育て，増

収増客に結びつけていただきたいと考えます。 
京都の美しい街並みに，市バス・地下鉄が走り続けることを祈念し，結びとさせていた

だきます。 
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駅ナカ魅力創造班（３班） 

 

 

◇ 実行計画書 

・ トイレのネーミングライツ 

・ 駅ナカ駅チカ盛り上げフェスタの開催 

・ 地下鉄アニマル名誉駅長の公募・起用 

・ 地下鉄顧客満足度向上計画 

・ 駅装飾プロジェクト 

・ 地下鉄・市バスイメージキャラクター「京・チカ子」    

（地下鉄）「都・バス夫」（市バス）の選考・起用 

・ 京都マラソン開催に伴う公共交通機関利用促進と 

東日本大震災支援 

◇ 活動報告書 

・トイレのネーミングライツ 

・「春一番 京都地ビールフェスタ」の開催 

・みんなで選ぼう！！「蹴上駅・アニマル駅長選挙」の実施 
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駅ナカ魅力創造班 実行計画書① 

 

 

１ 取 組 名：  

地下鉄駅トイレのネーミングライツ 

 

２ 目  的： 

   地下鉄トイレのネーミングライツ(施設命名権)を、※1 売却し、※2 新たな財源を確

保するとともに、契約した企業に施設の維持管理などの環境面の整備をしてもらうこと

で、利用者のサービス向上を図る。 

※1…0 円からでも受け付ける。 

※2…命名権の売却収入に大きな期待は出来ないが、従前清掃等設備管理維持にかか

っていた費用の削減及び転換を目論む。 

 

３ 内  容： 

（１）募集方法：契約金額や希望名称の提示に加え，清掃回数など施設の維持管理に関す

る提案も受け付け，きれいに使えるアイデア等の提案，提示金額などを

総合的に評価し，スポンサーを決める。 

（２）契約対象：自らがスポンサーになる企業，命名権のリセール業務を行う広告代理店 

（３）契約期間：３年 

（４）提 案 例：施設名称看板の設置，施設内での企業広告の掲出，対象駅で開催される

イベントのポスターやチラシへの企業名，広告の掲出，音楽・音声放送

（アンプやスピーカー等を別途スタンドアローンで設置），施設の維持管

理及び設備の改修 

 

４ 期待できる効果： 

（１）ショールーム的な役割 

顧客目線で見た場合，本格的なショールームだと敷居が高くなかなか利用しづらい

と感じる面もあり，契約したスポンサーの手によって，地下鉄のトイレブース内を便

器や洗面台等の設備を 新のものにしたり自由に改修することで，気軽に利用できる

ショールーム的役割を果たす。 

地下鉄のトイレという不特定多数の人々が利用するトイレにショールーム的役割

も兼ねたものは，耐久性など他の単なるショールームとは違った納得のいく付加価値

が顧客に生じるものとなる。 

    スポンサーにとってのメリットは，集客力のあるエリアに新たなコンセプトでショ

ールームを設けることができる。 
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（２）清掃技術の PR の場 

    既存の便器及び洗面台等トイレブース内の清掃を，清掃のたびごとにビフォー＆ア

フターを表示することで，いかに綺麗に清掃ができたか，どれだけ清掃後綺麗さを長

持ちさせられるか，1 回の清掃にかかる時間は？費用は？などなど PR できることは多

くある。 

スポンサーにとってのメリットは集客力のあるエリアに，清掃業者の清掃技術や洗

剤等を含めた清掃道具による清掃の効果を PR できる場を設けることができる。 

（３）情報発信の場 

単なるトイレが情報発信の場になり，社名を大々的に PR することになるので会社

のイメージと誇り・威信をかけこれまでよりも綺麗かつ個性的で魅力あるトイレにな

る。 

 

５ 期間及びスケジュール： 

   ７～８月 業者への働き掛け（局と共同） 

        第 1 弾実施対象駅の確定（局が中心） 

        ９月 第 1 弾公募の実施，事業者の決定（局が中心） 

        １０月 第 1 弾施工業者との協議（局が中心） 

      年度内施工（局が中心） 

       ３月 若手職員増客チームの活動報告結果報告 
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駅ナカ魅力創造班 実行計画書② 

 
                      

１ 取 組 名： 

駅ナカ・駅チカ・盛り上げフェスタ！ 
 

２ 目  的： 

   お客さんが訪れたくなる，参加したくなる企画提案型増客イベントを定

期的に開催し，駅ナカ・駅チカには何か楽しいことがあるという認識を広

める。訪問者・参加者が新たな訪問者・参加者を巻き込み，また，更なる

地下鉄利用を誘引する仕組み作りにより，増客連鎖システムを構築する。 
 

３ 取組内容： 

 （１）駅中のスペースや駅近くの市関連施設（ZEST の広場，まんがミュージ

アム広場等）を使ったイベント企画案を企業等から公募する。 
 （２）イベント開催について，広報発表，市民しんぶん，HP，ポスター等で

広く周知活動を行うことを示し，企画者側に及ぶメリット（広告効果，

啓発効果，知名度アップ）をアピールする。 
（３）イベント開催に要する経費（基本的な周知活動に要する経費を除く）は

原則企画者負担とする。 
（４）イベント訪問者・参加者に市関連施設や駅周辺の協賛店の割引チケット

を贈呈し，次回以降のイベントに家族・友人を連れてきた場合の特典を準

備するなど，さらなる地下鉄利用へのインセンティブを設ける。 
 
※公募形式だが，前段では積極的に企業・団体にイベント参加メリットを訴

えて営業活動を行い，場合によっては市サイドからの提案も行い，応募を

促す。公募形式にすることで本市が恣意的に一企業・一団体を支援する趣

旨ではなく，あくまで増客目的であることを明確にする。 

※敢えて的を絞らないことで幅広いイベント企画を促し，様々な客層を取り

込むことによって，第５弾，第６弾と継続開催可能なイベントへ育て上げ

ていく。 
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 【フェスタ企画内容例】 
  ①新商品体験・試食販売フェスタ 
   企業が新商品開発後の販売促進手段としてイベントを活用。無料で体

験・試食ができるとなれば，多数の来場が期待できる。デパ地下とのコ

ラボ開催等が実現すれば，相当の集客効果が見込める。 

  ②スポーツジム体験フェスタ 
   スポーツジムが会員数拡大を狙ってイベントを活用。ジム機材の利用体

験や無料ヘルスチェックを行い，体を動かす必要性を実感してもらう。

地下鉄沿線のスポーツジムであれば，会員数の拡大が地下鉄増客にもダ

イレクトに繋がる。 

  ③カルチャースクール体験フェスタ 
   スポーツジムと同様，カルチャースクールが会員数拡大を狙って活用し，

地下鉄増客にもダイレクトに繋げていく。楽器，歌，ダンス，手芸，ペ

ン習字，ヨガ等，体験講座内容にバリエーションを持たせることにより

様々な客層を取り込むことができる。 

  ④昔懐かしい縁日体験フェスタ 
   縁日形式で，様々な露店を出店してもらい，老若男女がお祭り気分を味

わえる。 

  ⑤ちびっ子ゲーム対戦・体験フェスタ 
   ゲームメーカーに機材提供を受け，家庭では味わえない対戦を体験して

もらう。メーカーは，機材提供の負担があるが，ゲームの認知度を上げ，

ちびっ子の間でのブームを起こすきっかけを作ることができ，販売数拡

大が見込める。ちびっ子に同伴する親には，沿線協賛店舗の割引チケッ

トを贈呈するなど，単なるちびっ子世代のイベントに終わらせず，親世

代の増客効果も狙う。 

  ⑥新作ファッションショーフェスタ 
   衣料メーカー，アパレルブランドの季節ごとの新作をファッションショ

ー形式で紹介する。デパート等との共同開催を行えば，幅広い客層向け

のファッションショーが可能となる。お気に入りの服を購入するための

交通手段に市バス地下鉄利用を促す。 

  ⑦1 人２杯までに限る駅ナカシンプルバー 
    2011 年 6 月 1 日開業した，1 人 2 杯までの制限を設けたサービスを行っている

「アサヒスーパードライエクストラコールドＢＡＲＴＯＫＹＯ」（東京都中央区銀座）に

ヒントを得て，駅ナカにちょっとした立ち飲みバーを設置してもらう。 1 人１～2 杯

までの制限を設けた駅ナカシンプルバーのメリットは，営業回転が良く，通常仕事

帰りに駅で解散する仕事仲間とちょっとだけ飲む分に適している面があるかと思

う。 

    アサヒのようなチェーン店があるような大手や駅近くに構えている個人経営のバ

ーに話を持ちかけたり，駅近くでお酒を販売している店舗等には駅ナカおける販

促を行うことで帰りにその店で追加購入が期待できると持ちかけて良いと思う。 
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４ 期  間： 

   定期的開催を目指す 
 

５ 目  標： 

平成２３年度中に少なくとも第１弾を試験的実施 
 

６ 関係部局： 

   交通局・施設提供局等（イベント企画内容による） 
 

７ 今後のスケジュール： 

   ２３年８月      具体的な企画案の検討 
   ２３年９月～１０月  企業・団体への打診 
   ２３年１１月～１２月 募集要項等の作成・公募開始 
   ２４年１月～２月   フェスタ第一弾開催 
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駅ナカ魅力創造班 実行計画書③ 

 
 

１ 取 組 名： 

地下鉄アニマル名誉駅長の公募・起用 
 

２ 目  的： 

   地下鉄駅のイメージキャラクター的存在として，ペットの名誉駅長及び

名誉駅長補佐を選考し，駅構内に大型写真を貼ってアピールし、様々な広

報 媒体で写真を起用するなどして，京都の地下鉄に注目を集めることを

第一の目的とする。 
 

３ 取組内容： 

 （１）自慢のペットの写真（飼い主の地下鉄に関するエピソードを添えて）

を送ってもらい，広く一般市民のペットから名誉駅長等候補を募集する。 
交通局ホームページのお得な乗車券コーナーに掲載されているカード

乗車券，フリーチケットを各案内所・営業所・改札横窓口等の有人窓口

で購入した方のうち希望者に応募用紙（通し番号付）を交付する方式と

し，これを参加料として扱う。 
（２）受付期間内に集まった写真とエピソードを地下鉄構内に設けた投票スペ

ースに並べて貼り付け（選挙の時の候補者ポスター掲示板のようなイメー

ジ），一定期間，投票を受け付ける。 
（３）多数決により名誉駅長等を選出する。任期は６箇月とする。 

 （４）名誉駅長等には，市民しんぶん等の広報媒体で交通局の情報を掲載す

る際に，名誉駅長等として紹介し写真を掲載して紙面を盛り上げる役割

を担ってもらう。 
（５）さらに，駅の構内（改札付近の目立つ箇所）に１ｍ×２ｍ程度に引き伸

ばした名誉駅長等の大型写真を貼り，口元から吹き出しで駅付近の案内等

のコメントを貼り付ける。コメントは定期的に張り替え，乗降客を飽きさ

せない工夫をする。 
（６）第２期、第３期と継続開催して、京都の地下鉄にはアニマル名誉駅長が

いるという認識を根付かせていく。 
 

※ 自慢のペットが活躍できる場を求めるペット愛好家の気持ちを刺激して、

地下鉄に関心を持ってもらうことができ、参加条件としてのフリーチケ

ット等購入により更なる地下鉄利用を見込むことができる。また駅構内

に投票所を設けたり、名誉駅長等の大型写真を貼り付けたりすることで

インパクトを与え、ペットも含め、市民と一体で地下鉄を盛り上げてい

るというイメージを強くアピールできると考えられる。 
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４ 期  間： 

任期満了ごとに選挙を行う 

 
５ 目  標： 

平成２３年度中に烏丸御池駅名誉駅長選挙を試験的に実施 

 
６ 関係部局： 

   交通局 
 

７ 今後のスケジュール： 

   ２３年 ８月  募集対象，期間，選挙方法，選出後の起用方法等の  

終決定 
   ２３年 ９月  応募用紙等の各所手配 
   ２３年１０月  名誉駅長候補の募集開始（１１月まで約２箇月間）      
   ２３年１２月  第１回選挙（約１箇月間） 
   ２４年 １月  第１期名誉駅長及び駅長補佐就任（任期は６箇月間） 
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駅ナカ魅力創造班 実行計画書④ 

 

 

 

１ 取 組 名：  

   地下鉄顧客満足度向上計画 

 

２ 目  的：  

   利用者に「利用しやすくなった，分かり易くなった，改善され利用し易

くなった」と言われる駅・車両を目指し，顧客満足度の向上を目指す。 

 

３ 取組内容： 

   利用者の観点からより便利で分かり易く利用し易くなったと思うような，

駅へのイメージチェンジを行う。 

（１）烏丸線⇔東西線（烏丸御池駅）乗り換え利用者に配慮した取り組み 

   京都駅・四条駅・北大路駅・市役所前・三条京阪駅など，利用者数が特

に多い駅ホームにおいて，烏丸御池駅乗り換え口に近い車両を，ステッカ

ーで案内表示を作成。 

特に高齢者などは，スムーズな乗り換えが不可能な為，乗車前に，乗り

換え時に一番近い車両を事前にご案内することで，少しは軽減される。   

                

        

            （イメージ） 

 

 

 

 

  

 

駅ホームの停車位置案内板 

  

 

 

 

 

 

この車両が東西線乗換え口に最短です。

若手増客チーム３班調べ 

３ 
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（２）ＪＲ・阪急電車への乗り換えの配慮した取り組み 

  ① 利用者の多い駅を調査し，京都駅（ＪＲ線）・四条駅（阪急電車）を

降りた際に乗り換えに近い車両を，ステッカーで案内表示を作成。 

 

  （イメージ） 

 

 

 

 

 

駅ホームの停車位置案内板  

 

② 利用者の多い駅を調査し，該当駅の時刻表に，ＪＲ（東海道線）・阪

急電車（京都線）の終電に間に合う， 終便をご案内する表示ステッカ

ーを作成。 

     スペースがあれば，民間路線時刻表を貼り付けるとより効果的である。 

      （イメージ 1）      

         

   

 

  

 

 

                 

 

  

       (イメージ 2)      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

この便が，阪急電車大阪行 桂駅止り最終便に間に合います。

（四条駅で乗り換えです）  若手増客チーム３班調べ 

この車両が，京都駅ハ条口（新幹線・近鉄）に最短です。

 （京都駅で降りて下さい） 若手増客チーム３班調べ 

６ 

時刻表

貼付け

ＪＲ・阪急・近鉄・

京阪などの時刻表

を表示 
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 （３）視点を変えた，新たな節電対策の実施 

現在，節電対策で，間引き運転などの国からの要請がある中，市営地

下鉄では，駅構内の電灯を消すなどの節電対策が取られているが，地下

鉄車両の「冷房車の間引き運転」を実施する。（運行は，乗客数が少ない

時間帯に設定）一部の車両に冷房無し車両も設定運転を行う。 

（冷房が苦手なお客様もおられる為の配慮効果も有り） 

冷房車両との区別する為に，昔なつかしい，市バスの冷房車両表示板

の，「白くまマーク」を地下鉄に復活し，冷房車両・時刻表に表示案内を

する。 

                         （白くまマーク） 

 

 

 

 

 

４ 期  間：  

  平成 24 年 3 月 31 日までの間，各項目を順に実施 

 

５ 目  標：  

    より便利，分かり易く，利用し易くなったと思うような，駅構内・車

両への変更 

    視点を変えた，新たな節電対策の実施 

 

６ 関係部局：  

   交通局，地下鉄各駅 

 

７ 今後のスケジュール：  

   9 月      調査の準備・事前のチェック項目の抽出・調査の実施 

10 月～12 月 改善策実施に向けての問題点の調査・準備事項の確認 

1 月～3 月  改善案作成・実施 
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駅ナカ魅力創造班 実行計画書⑤ 

 

 

１ 取 組 名：  

駅装飾プロジェクト 

 

２ 目  的：  

・冷淡・無機質な空間をイメージされる地下鉄駅構内を，さまざまな手法装飾

することで各駅個性の表現と，駅イメージＰＲ・話題作りを目的とし増客効

果を狙う。 

・無名芸術家・学生の表現場所提供することにより現在ある文化資産を活かし

発展させ継承していくという責務を果たしていく 

 

３ 取組内容： 

   装飾・芸術家（アーティスト）の選考 

各地下鉄駅の周辺施設をイメージした作品・芸術性が高い作品を公募選考

し，地下鉄駅構内（階段・通路など）の同色タイル貼り壁などに，現代アー

ト画・タイル画・現代造形アートなどを施し，地下鉄駅イメージＵＰ効果と，

話題作りにより増客効果狙う。 

作品作成者は，無名の芸術家・学生（在京高校・大学の美術・芸術専攻学

生・学生サークル，京都市在住市民の芸術家など）などを対象とし，各地下

鉄駅を芸術表現場所して提供することで，安価での費用が可能である。 

 

 モデル駅例 

  烏丸御池駅 

コトチカ事業により，店舗新設などで駅の特色が出ているが，京都国際マン

ガミュージアムの 寄り駅空間に欠ける部分があります。 

  そこで，設立運営に関る京都精華大学の協力要請を行い，同大学の（マンガ

学部）学生による，駅改札口周辺マンガ壁画・階段画（階段を漫画本に見立て，

積み上げて階段になっているイメージ）など制作依頼をする。 

  駅ホームの柱等にも，マンガ画も描きことで，乗客者からも見えることで，

烏丸御池駅利用者以外の乗客にも，同駅のＰＲ，駅の個性も引き出せる。 

また，作品の制作段階も利用客に配慮しながらも，透明のシートで覆い制作

行程を見て頂き，話題性も重視する。 

  全国的にも珍しい，漫画の博物館である「京都国際マンガミュージアム」の

寄り駅である，烏丸御池駅イメージＵＰと，駅を降りるとマンガの世界に誘

う空間造りを目的とし，増客効果を狙う。 
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 作品例 （３Ｄトリックアート） 
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作品例 （ペンキ画・タイル画）
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作品例 （影アート） 
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参考資料   （2011 年 07 月 01 日  読売新聞掲載記事） 

 

京都市北区の銭湯「北野温泉」で、京都市内の銭湯では珍しい壁面のペンキ絵が

完成した。２日午後１時から、同銭湯でペンキ絵のお披露目会が開かれる。 

 

 同銭湯は約８０年前から営業しているが、１９８９年に木造から近代的なコンク

リート造りの建物に建て替えた。その際、浴室の壁面を白い無地で統一したため、

見た目の変化が乏しかった。主人の貝田昌義さん（４３）は「入浴者を楽しませる

ものを」と考え、壁に絵を描くことにした。 

 京都の銭湯の装飾は、色つきタイルを組み合わせて模様を描くなどしたタイル絵

が主流。逆に、東京ではペンキ絵が多く、「京都で見かけない分、セールスポイン

トになる」（貝田さん）と京都精華大の卒業生や在学生ら３人に制作を依頼した。 

 

 ボイラー工事に伴い休業した１週間を活用。男湯には、鴨川の風景を縦１・４メ

ートル、横３・６メートルで描き、女湯には、近くにある北野天満宮にちなんだ雷

神や、金閣寺を配した絵（縦１・４メートル、横１・８メートル）と、天女が空を

舞う様子（縦１・４メートル、横２・４メートル）の２点を仕上げた。 

 お披露目会では、脱衣所で、ペンキ絵の制作者や、編集者で「関西のレトロ銭湯」

という著書がある松本康治さんらによるトークショーを行い、京都を拠点にする音

楽ユニット「月と蛙」による「銭湯音頭」の生演奏もある。 

  

 

鴨川の風景が描かれ、のどかな気分で湯に浸ることができるようになった北野温泉の男湯（北区で）  

-71-



作品例 （他都市の取組例） 

  

東京地下鉄丸の内線ホーム   池袋方面と銀座新宿方面ではテーマが別 

  

 

４ 期  間：  

   各部署，大学などの調整出来次第対応 

 

５ 目  標：  

   各地下鉄駅イメージＵＰ効果と，話題作りにより増客効果・無名芸術家の表

現の場所提供 

  

６ 関係部局：  

   交通局，各地下鉄駅など 

 

７ 今後のスケジュール：  

 10 月頃    芸術家の公募選考，実施に向けての問題点の調査，準備事項の

確認 

 11 月～年内  作品制作・広報ＰＲ 

名古屋市地下鉄東山線 東山駅 

（東山動物園の最寄り駅） 
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駅ナカ魅力創造班 実行計画書⑥ 

 
                      

１ 取 組 名： 

地下鉄・市バスイメージキャラクター「京・チカ子」（地下鉄）「都・バス

夫」（市バス）の選考・起用 
 

２ 目  的： 

   地下鉄・市バスのイメージキャラクター「京・チカ子」（女性），「都・バ

ス夫」（男性）を選考し，様々なイベントや広報媒体で起用し，活躍しても

らうことで，京都の地下鉄・市バスが注目を集める起爆剤とすることを第

一の目的とする。 
 

３ 取組内容： 

 （１）市内の大学や企業に周知を行い，広く一般市民から地下鉄，市バスの

イメージアップにふさわしいイメージキャラクターを募集する。（男女

１名ずつとすることで，男女双方の関心を集めることができる。） 
 （２）例えば，応募者を居住区ごとに分けたうえで予選を行い（もしくは在

籍する団体ごとに予選をしてもらい），本選で 終選考を行う。 
 （３）予選・本選の会場は，全て，地下鉄駅スペースか駅周辺の施設におい

て行うことで，選考会に集まる方の地下鉄利用を促す。 
（４）イメージキャラクターとして決定された方には任期付で地下鉄・市バス

のイベントや広報媒体に登場してもらい，注目度を高める役割を担っても

らう。 
（５）選考会は定例化させ（任期満了に伴って開催），京阪電鉄の「おけいは

ん」のように，市民に根付いたキャラクターへと育てていく。 
 
 ※「ミスコン」（女性の人権問題としての観点や，男女共同参画の観点から

批判を受ける場合がある）については，廃止する流れもあるが，未婚女性

に絞っていた募集対象を拡大させて，名称変更をしつつ継続開催している

団体も見受けられる。本案は，未婚既婚を問わず，男女双方から募集し，

あくまで「美」を審査基準とする「ミスコン」的なものではなく，「地下

鉄・市バスに注目を集め，イメージアップを図り，盛り上げていくための

キャラクターとしてふさわしい人物」を選考・起用するものである。 
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４ 期  間： 

   任期満了ごとに選考を行う 
 

５ 目  標： 

平成２３年度中に選考実施（２４年度からの起用） 
 

６ 関係部局： 

   施設提供局等 
 

７ 今後のスケジュール： 

   ２３年８月～９月     各局調整 
   ２３年１０月～１１月   募集要項等の作成・公募開始 
   ２３年１２月～２４年２月 予選会・本選会開催 
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駅ナカ魅力創造班 実行計画書⑦ 

 

 

１ 取 組 名： 

   京都マラソン開催に伴う公共交通機関利用促進と東日本大震災支援 

 

２ 目  的： 

   平成 24 年 3 月 11 日「京都マラソン」を開催されるにあたり，長時間に

及ぶ交通規制の影響で，市街地の大渋滞が懸念されています。 

  市の試算では開催当日を走る車は 50 万台ほどで，そのうち 35％の 17 万台

を減らさなければ市内の交通マヒが避けられないとの報道がありました。 

   大会の主旨にもあるように，京都の魅力を国内外に発信する大会，環境

に配慮した大会と位置付けされており交通局としても，開催当日を公共交

通機関利用促進日とし，京都市民の利用はもちろんのこと，入洛者・観光

者にも利用を促し，市内交通渋滞の緩和，自動車利用の自粛をお願いする。 

   また，東日本大震災後 1 年にあたる日でもある為，震災復興支援事業と

して，市バス・市営地下鉄の開催日 3 月 11 日の売り上げを，すべて被災地

への義援金とすることで更なる「京都マラソン」のＰＲと，義援金を主と

した利用促進が期待，市バス・市営地下鉄の利便性を体感して頂くことで，

新たな利用者の掘り起こし効果が期待される。 

 

３ 取組内容：  

 （１）京都マラソン参加者・応援者を対象とした囲い込み対策 

   ① ３～４日間限定の，市内乗車パスポートの販売 

     マラソン開催日の 2 日前（3 月 9 日）から参加者受付を行う為，京都

観光の目的とした参加者も多いと予想される。 

     開催日前後の観光移動手段として，市公共交通機関利用の囲い込み

対策として，3 日～4 日間限定乗車パスポート（切符の概念を覆した形

状）を京都マラソン参加料とセット販売を行う。（価格も復興支援も

兼ねた特別価格での提供） 

     京都観光の活性化と，京都マラソンの認知度も向上することで，マ

イカー規制，公共交通機関利用周知にも効果がある。 

 （２）開催日当日の公共交通機関利用促進対策 

① マラソン参加者・応援者・大会ボランティア 

・スタート地点（西京極総合運動公園）行き臨時バス運行 

・ゴール地点 （平安神宮）出発臨時バス運行 

   臨時バスの発着箇所は，※参加者に応じて協議（京都駅・パーク＆ラ

イドなど） 
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※ マラソン応募時に，参加者数・応援者数・当日の交通手段・宿泊箇所，

要望などをエントリー時に申告して頂き，事前に把握した人数に対して

臨時便を設定 

② 市民・入洛者・観光者 

 京都マラソン開催のよるマイカー自粛と，公共交通機関利用促進対策，

東日本大震災後１年にあたる日でもあるために，開催当日のみ，乗車料金

の定額化と，当日売上金を被災地義援金として全額寄付する。 

 また，パーク＆ライド利用者を対象とした，臨時バス運行も設定 

市営地下鉄・・・乗車区間に関らず，定額２００円程度に設定         

市バス  ・・・乗車区間に関らず，定額１００円程度に設定 

           パーク＆ライド利用者を対象とした臨時バスの運行   

           マラソンコースを回避した臨時便の運行 

③ 京都マラソン開催ＰＲと，公共交通機関利用ＰＲ 

・ 市バス・地下鉄車両・駅ホームで，マラソン開催ＰＲ・公共交通機

関利用ＰＲ 

玄関口である京都駅をモデル駅とし，駅構内に京都マラソンＰＲを

広報 

（マラソンランナーイメージした壁画など） 

・ 「京都マラソン」記念トラフィカカードの作成，文化市民局側に販

売委託  

   ・ 2012,3,11 限定デザインの乗車券に義援金込みの価格設定をし，乗

車券を高く設定し販売をする。 

 （３）マラソン終了後東山駅及び蹴上駅へモテ声による誘導アナウンス 

   混雑が予想されるゴール地点の平安神宮から走者や応援者の移動に地

下鉄利用を促すため拡声器等で誘導アナウンスを行う。ただ誘導するので

はなくいわゆるモテ声で 

「ゴールした瞬間見ました。すごく素敵でしたよ。」 

「お疲れでしょう。ぜひ地下鉄を使って下さい。」 

「 寄りの東山駅へはこちらから行けばすぐですよ。」 

「あ，大丈夫ですか。一緒に駅まで行きましょう。」 

等と低音で明瞭で深みがある声に徹しつつ，駅までの誘導とアナウンス

を繰り返す。武将や新撰組等の衣裳があればなお良い。またそれらしい声

マネをしたらそれで良いかと思う。京ちゃん・都くんの着ぐるみを着てや

っても面白いかも。 

（※厳密にモテ声でやる・またその基準も困難だと思うので雰囲気だけで

も良いかと思う。『若手職員増客チーム モテてみたい声地下鉄誘導員』

などの腕章をしたりする。） 
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可能であれば，財団法人 京都市都市整備公社が運営する自転車利用マ

ナー向上戦隊『ほっとかナイス』(女性 7 人組)にも「京都マラソンの交

通渋滞もほっとかナイス」ということで参加願えれば有難く，打診したい。 

 

【課 題】 

  ① 提案の定額運賃は１日だけ限定での運賃であり，市営地下鉄の券売

機・改札機などのプログラム変更等が難しいと思われるが，特別乗車券

を発行し，改札機を通さない，有人改札での手渡し対応であれば可能で

ある。 

ただ，休日の為に，通勤・通学等に定期券利用者は少数と予想される

が，トラフィカカードなど利用者対応などの調整が必要である。 

    また，民間路線からの乗り入れ料金の差額など問題が有る為調整が

必要である。 

 ② 京都マラソン参加者等を対象とした，3 日～4 日間限定乗車パスポー

トに関しても同様で，改札機を通さない，記念乗車券式を導入すること

で，プログラム問題を回避は可能である。 

   ③ 市バスに関しては，降りる際に現金支払いの為，現状での運転手対

応でシステム上問題は無いと考える。 

   ④ 売り上げとしては義援金となる為に，損益は否めないが，市営バス・

市営地下鉄のＰＲにもつながり復興支援事業，社会貢献度としては効

果絶大と思われる。 

 また，次年度以降「京都マラソン」リピーターも多数想定される為，

次年度以降も，マラソン参加者・応援者の囲い込みを行うことで，増客

面では期待が出来る。 

（次年度からは通常運賃で運用し，乗車パスポート販売を強化して行く

ことで，単年度での収益は厳しいが，複数年での増益・増客が可能と考

える。）   

  

４ 期  間：  

   平成 24 年 3 月 11 日まで 

 

５ 目  標：  

   東日本大震災復興支援，「京都マラソン」成功，市内渋滞緩和，市バス・

地下鉄増客とＰＲ  

 

６ 関係部局：  

   交通局・文化市民局スポーツ振興課・京都マラソン実行委員会事務局など 

 

７ 今後のスケジュール：  

H23.7 月～8 月      担当部局との調整・調査の実施 

   9 月～H24.2 月  改善策実施に向けての問題点の調査・参加者集計 

     3 月       改善案作成実施・開催当 
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「駅ナカ魅力創造班」 活動報告 
 

 

１ 駅トイレへのネーミングライツ導入 
 

（１）内容 

      事業者から地下鉄駅のトイレの内装，便器及び洗面等の設備の提供を受け，修

理及び清掃等のメンテナンスを委ねつつ，トイレの命名権を一定期間付与し，広告料

収入を得るもの。 

      第１期からの継続案件として取組を進めた。 

（２）訪問企業 

TOTO 株式会社（第１期において訪問済） 

株式会社 LIXIL 

環協株式会社 

株式会社スマイル 

（３）現状 

便器等の提供による設備投資費，清掃等に掛かる維持管理費に関する事業者負

担を精査し，どの駅で導入可能か，どのような公募方法が有効であるかについて交

通局内で協議中である。 

（４）反響・効果 

    京都新聞に関連記事掲載（平成２３年６月１７日） 

 

 

 

 

 

 

＜新聞記事＞ 
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２ 「駅ナカ駅チカ盛り上げフェスタ」（春一番 京都地ビールフェスタ）の開催  
 

（１）内容 

駅ナカ・駅チカの空間において，お客様が訪れたくなる，参加したくなるイベントを

開催し，駅ナカ・駅チカには，何か楽しいことがあるという認識を広め，地下鉄の増客

を目指す取組として「駅ナカ駅チカ盛り上げフェスタ」を企画した。 

今回は，フェスタの第 1 弾として，「春一番・京都地ビールフェスタ」を開催した。京

都の地ビール醸造会社等と連携し，ZEST 御池の河原町広場において，地ビール，お

つまみ，グッズ等の販売，数組のミュージシャンによるステージパフォーマンスが行わ

れた。 

（２）日時 

      平成２４年３月１８日（日） １１時～１８時 

（３）場所 

    ＺＥＳＴ御池（河原町広場） 

（４）参加企業等 

      キンシ正宗株式会社 

      黄桜株式会社 

      羽田酒造有限会社 

      京都一乗寺ブリュワリー 

      山岡酒店 

（５）増客対策 

      市営地下鉄１ｄａｙフリーチケットを提示いただ 

いた先着１００名のお客様におつまみ，駄菓子           

（小児用）をサービスすることとした。                 【デザインが好評だったポスター】 

（６）開催結果 

      フェスタの開始と同時に長蛇の行列ができ，終了時刻まで絶えることがなかった。

開始当初は，着ぐるみ（京ちゃん，都くん，エコちゃん）を送り込み，会場を盛り上げた

が，着ぐるみの移動が困難なほどに混雑し始めたため早々に撤退した。地ビール販

売ブース６店舗（黄桜株式会社《キザクラ京都麦酒》，キンシ正宗株式会社《京都町屋麦酒》，

羽田酒造有限会社《京都周山街道麦酒》，一乗寺ブリュワリー《一乗寺ビール》，地ビール祭

京都実行委員会《京都ぐるり，その他》，山岡酒店《瓶ビール販売》）でスタートしたが，途中，

完売・品切れにより３店舗のみ，２店舗のみの販売に追い込まれ，終了時刻である１

８時まで持つのかと危ぶまれたが，追加仕入を何度となく行いつつ，終了時刻には，

ほぼ全ての銘柄が売り切れとなり，ビールの総販売数は６，５００杯に至った。 

音楽ステージの方も大いに盛り上がり，フィナーレを飾ったステージでは観客と共

に合唱し，アンコールまで行う盛り上がりでフェスタの幕を閉じた。 

（７）反響・効果 

京都新聞にフェスタ当日の様子について記事掲載（平成２４年３月１９日） 

（８）今後の展開 

    地ビールフェスタに関しては第２回の開催を期待する声も多く，ポスターを見たワ

インの輸入販売業者からも，フェスタ企画の依頼があった。これらに限らず，駅ナカ

駅チカの空間を生かしたフェスタの可能性は広がっていくものと思われる。 
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  （９）当日の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝８時から会場設営を開始 

門川市長の粋な計らいでお言葉を頂戴 
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地ビール販売エリアの行列の様子 

都くんもノリノリ  エコちゃんこっち向いて！ 
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ZEST 御池（河原町広場）出入口の様子 

１時間以上並んでやっと地ビールにありつけるという混雑ぶり 
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小さなお子様を連れてのお客様も見受けられる 

京都の地ビールを求めて海外からもお客様がお見えに…！ 
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【H240319 京都】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ＜新聞記事＞ 
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３ みんなで選ぼう！！「蹴上駅・アニマル駅長選挙」の実施 
 

（１）内容 

    地下鉄及び動物園の増客，並びに動物園の最寄り駅である蹴上駅のＰＲを図るた

め，動物園の候補動物の中から，お客様の投票により，蹴上駅のアニマル駅長を選

出する「蹴上駅・アニマル駅長選挙」を動物園とのタイアップ企画として実施した。 

(２)投票期間 

平成２４年２月１０日（金）～３月１１日（日） 

（３）投票場所 

蹴上駅構内，烏丸御池駅構内，動物園内 

（４）候補者及び得票数 

    以下の１０候補が選挙戦を繰り広げ，投票総数は５７５５票に至った。イクメンブー

ムの波に乗ったニシゴリラのモモタロウが圧勝した。 

 

 

（５）増客対策 

人気順位予想（１位及び２位）大会を選挙と同時開催し，正解者３名にプレゼント

（アニマル駅長就任式招待券，京都市動物園年間入園券「Zoo～っとパス」，ア

ニマル駅長選挙を記念したトラフィカ京カード）を用意した。 

さらなる増客促進策として，投票所に足を運んでいただいたお客様だけに分かる

応募用パスワードを設定した。 

（６）駅長就任式 

    平成２４年３月２５日（日）に，動物園内ニシゴリラ舎前で蹴上駅・アニマル駅長就

任式を開催。 

（７）反響・効果 

   ・朝日新聞，産経新聞及び京都新聞に駅長選挙の記事掲載（平成２４年２月８日，９日，１０日） 

   ・ＮＨＫ総合「京いちにち」の生中継に出演（平成２４年３月１日） 

   ・朝日新聞に応援演説会の記事掲載（平成２４年３月５日） 

   ・京都新聞，朝日新聞及び産経新聞に選挙結果の記事掲載（平成２４年３月２０日） 

⑤アミメキリン 

３０９票 
④アジアゾウ 

２６９票 
③レッサーパンダ

６９６票 

②ヤブイヌ 

５５６票 
①アムールトラ 

６９７票 
蹴

上

駅

ア

ニ

マ

ル

駅

長

選

挙

候

補

者

  

⑩フンボルトペンギン 

４８２票 

⑨ニシゴリラ 

２,１０２票 

⑧シロテテナガザル

２６３票 

⑦チ ン パ ン ジ ー

１２４票 

⑥ブラジルバク 

２５７票 

   

祝当選 

次点 
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投票所の様子（烏丸御池駅構内・設置作業完了後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙・順位予想大会チラシ 
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ＮＨＫ生中継リハーサルの様子（中川アナに御指導いただきました） 

 

 

 

ＮＨＫ生中継本番の様子 
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【H240208 朝日】

【H240209 産経】
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【H240305 朝日】

【H240210 京都】 
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【H240320 京都】

【H240320 産経】 

【H240320 朝日】
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