
豆知識

～地下鉄は、これまでもこれからも、
   ありがとうの気持ちを乗せて走り続けます～

今回のおふたいむは特別編！地下鉄・市バス、そしてそれらを運営する

私たち京都市交通局の歴史や取り組みをご紹介させていただきます。

あなたはどこまで知っているかな！？お楽しみいただけますと幸いです♪
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　 特 集
　京都市交通局を　
　大解剖！
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京都の芸術系大学生が車体や車内にデザ
インを施した市バスのこと。現在運行して
いるのは、まるで仏さまが京のまちを巡って
いるかのようなデザイン。「仏さまを身近に
感じてほしい」という想いが込められていま
す。主に100・110 号系統で運行中です。

「市バスアート」

【凡例】　 問い合わせ　 時間　 料金（基本的に大人1名分）　 休日　 地下鉄　 市バス　 バス停　 JR線　 近鉄　 阪急電鉄　 京阪電車　 嵐電　 叡山電鉄

京都市営地下鉄烏丸線の車両
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地下鉄の日 特別編

見られたらラッキー！

地下鉄をより身近に感じ、親し
んでいただく日として、地下鉄烏
丸線が営業を開始した昭和 56
年 5 月 29 日にちなんで、毎年
5 月 29 日を「地下鉄の日」とし
て定めています。環境にもやさし
く、京都市民の共通財産である
地下鉄について考えていただき、
市民の皆さまの生活や京都のま
ちづくりに最大限活用していくこ
とを目指しています。

5 月 29 日は地下鉄の日
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これまでの軌跡を振り返る

地下鉄・市バスの歩み
交通局の歴史は古く、明治45年に運行を開始した市電から
始まっています。
これより先、明治28年には、京都電氣鐵道株式会社が、日
本初の路面電車の営業を始めていました。大正7年には、市
内の交通を一つにまとめようという方針から、京都市がこ
れを買い取って、日本初の路面電車を受け継ぎ、運行を続
けました。

また、明治36年には、京都市内の堀川中立売～七条駅と堀
川中立売～祇園間で、民間の会社が、蒸気自動車を改良し
た6人乗りの車で、乗合自動車の運行を始めました。これが
日本のバス事業の始まりと言われています。
このように、京都市は、路面電車とバスが日本で初めて走っ
たまちでもあるのです。ここでは、市電、地下鉄・市バス
の歴史をご紹介します。

地下鉄烏丸線
北大路駅〜
京都駅間の開業

5月29日

地下鉄烏丸線北大路駅〜北山駅間の開業
10月24日

地下鉄東西線醍醐駅〜六地蔵駅間の開業
11月26日

女性初の地下鉄運転士の乗務開始
2月8日

地下鉄全線でＩＣカードの利用開始
4月1日

トラフィカ京カードの乗継割引を拡充
3月16日

地下鉄東西線二条駅〜太秦天神川駅間の開業
1月16日

京都市内を東西南北に通る鉄道が完成しました。現在では、市バスと地下
鉄が連携して、京都市内の主要な交通機関としての役割を担っています。

烏丸御池駅での可動式ホーム柵の供用開始
12月20日

市バスにおけるICカードの利用開始
12月24日
以後、平成27年10月には四条駅、12月には京都駅にも設置されました。

京都市公営交通100周年
6月11日

6月10日には、100周年を記念して梅小路公園で
記念フェスタを開催しました。

関西の公営地下
鉄では初めての
ことでした！

明治45年
（1912年）

昭和 3年
（1928年）

昭和53年
（1978年）

昭和56年
（1981年）

昭和63年
（1988年）

平成 2年
（1990年）

平成 3年
（1991年）

平成 5年
（1993年）

平成 9年
（1997年）

平成16年
（2004年）

平成17年
（2005年）

平成19年
（2007年）

平成20年
（2008年）

平成24年
（2012年）

平成26年
（2014年）

平成31年
（2019年）

市電を全線廃止
9月30日

市電の運行を開始
6月11日 

市バスの運行を開始（出町柳〜植物園間）
1区6銭 （大人）

5月10日

昭和53年（1978年）頃
市の区域が発展するととも
に、市バス路線はどんどん
拡充。「市内は市電、新市域
は市バス」と、市電と市バス
のネットワークにより、利
用者は増加しました。

最も勢いがあった頃には、一日で約60万人に利用されました
が、自動車の普及などにより利用者がだんだん減り、長年の
歴史に幕を閉じました。

地下鉄烏丸線京都駅〜竹田駅間の開業
6月11日

市バス初の女性運転士の採用
10月1日

トラフィカ京カードの発売開始
7月1日

ノンステップバス（超低床）の運行開始
3月17日

地下鉄烏丸線北山駅〜国際会館駅間の開業
6月3日

マスコットキャラクター
京ちゃん・都くん誕生

8月7日

地下鉄東西線二条駅〜醍醐駅間の開業
10月12日

着ぐるみは少し遅れて平成22年
（2010年）10月15日に誕生しました。

開業当時の車両

車両搬入作業の風景

市バス開業当
時のガソリン
車（定員12名）

東山通を走る市電と市バス

上賀茂神社を訪れる際に利用するバス停「上
賀茂神社前（御薗口町）」。バス停から少し歩
くと、存在感のある鳥居が目に飛び込んでき
ます。鳥居をくぐり抜ける瞬間は、なんだか
ドキドキしますよね。緑に囲まれた境内は広々
としていて、神聖な空間のなかで心穏やかな
ひとときを過ごせるでしょう。

堀川今出川から少し北に位置するバス停「堀
川上立売」の周辺は、美しいイチョウ並木が
続いていることで有名。堀川通り沿いに、街
路樹として樹高の高いイチョウが植えられて
います。街路樹には、景観の向上のほかにも、
環境保全や防災などさまざまなメリットがあ
るとされています。

蹴上駅から車道を挟んで向かい側に、レンガ
づくりのトンネル「ねじりまんぽ」があります。
トンネル上部に敷設された、台車に載った船
が行き交うインクラインの重さに耐えられる
よう、内壁のレンガは斜めに組み上げられて
いるのが特徴。このようなレンガの組み方の
ことを「ねじりまんぽ」といいます。

地下鉄・市バスに関する、とっておきの情報をご紹介するコーナー。
今回は 3 つの駅・バス停に注目しました。
地下鉄の駅・市バスのバス停周辺に、実はこんな風景が広がっているんです。

ちょっとした息抜きに、ぜひ地下鉄・市バスに関するクイズに挑戦してみてください♪全問正解の
方の中から抽選で、トラフィカ京カードまたは旅なびをプレゼント！答えは次号発表いたします。

上賀茂神社前（御薗口町） 堀川上立売 蹴上駅
4・46・67 号系統 9・12・67 号系統 地下鉄東西線

地下鉄・市バスクイズ
Let's トライ！ プレゼントの応募方法は、

P4の「編集室より」の
コーナーをご覧ください

地下鉄・市バス魅力探訪

Q4

Q1

Q6Q5

Q3Q2

市バスの台数は全部で
何台でしょう？

（令和2年3月現在）

地下鉄東西線の座席には、
背もたれに柄が入って
います。何のため？

市バスのうち何％が
アイドリングストップ
バスでしょう？

市バスは1日、
どのくらいの距離を
走っているでしょう？

地下鉄全31駅の中で、
1日平均で、降りるお客様の
数が一番多いのはどの駅
でしょう？（平成30年度実績）

地下鉄には1日に
平均で何人のお客様が
乗るでしょう？

（平成30年度実績）

❶約50台　　
❷約230台
❸約800台

❶冬場はこの柄の足元から暖房
がでるのを知らせるため
❷車内が広く見えるようにするため
❸お客様どうしが席を譲り合える
よう、1人分ごとに区分するため

❶約65％　❷約80％　❸約99％

❶約5万人　❷約39万人
❸約53万人

❶北海道2周分　❷日本2周分
❸地球2周分

❶山科駅　❷四条駅　
❸京都駅

あちこちで見
かけるから、数
が多いはず…

エンジンを自動で停止・
再始動させているバス
のことだよ

北海道を車で1周するには
50時間くらいかかると言
われているよ

京都市の人
口は 約147
万人だよ



答え　問１　　問２　　問3　嘉祥菓子
問4　　問5　　問6　院助
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「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。
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夏を涼しく、冬は暖かく過ごす工夫が凝らされた京
町家。年に 2 回、家中のしつらえを一斉に入れ替え
る「建具替え」が行われます。「しつらえ替え」や「模
様替え」と呼ばれることもあるようです。
1回目の建具替えは6月に入った頃で、京町家は一
気に冬から夏の装いに。例えば、障子は御

み

簾
す

に取
り替えます。御簾とは竹でできたすだれのことで、涼
しい風を誘い入れたり、日差しをさえぎる効果があり

ます。畳の上には、籐
とう

網
あ

代
じろ

や籐
とう

筵
むしろ

というひんやりと
した肌ざわりのカーペットを敷きます。籐とはヤシ科
のツル性植物。湿気を適度に吸い込んでくれるた
め、表面がサラッとしており夏でも快適。9月頃に
2 回目の建具替えを行うまで、夏のしつらえが続きま
す。現代の一般家庭で模様替えといえば衣服や
ふとんくらいですが、京町家では今でも建具替えとい
う粋な文化が根付いているのです。

紫式部の邸宅跡として知ら
れ、キキョウの花で有名な寺
院はどこか。　　  　（3級）

勝運と馬の神社で知られ、
アジサイの名所として有名
な深草にある神社はどこか。
　　　　　　　　　 （3級）

かつて豊臣秀吉が造営した
広大な方広寺の跡地の一部
に建つ施設はどれか。　　
　　　　　　　　　 （2級）

明治・大正期に活躍した七宝
家・並河靖之の自宅兼工房
が並河靖之七宝記念館とし
て作品とともに公開されて
いるが、その邸宅の庭を作庭
した人物は誰か。　　 （2級）

室町時代から江戸時代にか
けて、陰暦の6月16日に厄除
けのために食べる風習が広
まったといわれる菓子は何
か。　　　　　　　  （1級）

定朝以後、京仏師の工房が
誕生する中で、七条大宮仏
所を作った院派の祖となる
仏師は誰か。　　　   （1級）

隨心院エ

泉涌寺イ
誠心院ウ

廬山寺ア

梅宮神社エ

藤森神社イ
大原野神社ウ

長岡天満宮ア

京都市考古資料館エ

京都府京都文化博物館　イ
京都国立博物館ウ

京都国立近代美術館ア

小川治兵衛エ

中根金作イ
田中泰阿弥ウ

重森三玲ア

京 に挑戦都検定
めざせ京都通

問 1

問４

問 2

問 5

問 3

問 6

あの頃の京都って…

京都今昔

※本問題は「京都・観光文化検定試験」平成30年度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。 ▶答えは左下です。

先人の知恵が生きる京町家
6 月は建具替えのシーズン 夏のしつらえに彩られた京町家

写真提供：株式会社らくたび

京都
の豆知識

京言葉のなかでもよく耳にする「はんな
り」というフレーズ。上品で明るいさま、
落ち着いた華やかさをもつさまといった
意味で使われます。語源は諸説あるもの
の、「花（華）」に状態を表した接尾語「り」
が付いて、撥音化し強められた言葉であ
る「花（華）なり」の略だとする説が有
力なのだそうです。

「はんなり」

応 募 方 法

市バス・地下鉄に関するお問い合わせは
下記の市バス・地下鉄案内所まで

ナビダイヤル　　 0570-666-846

〒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

トラフィカ京カード、旅なびプレゼントへのご応募は、下
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）地下鉄・市バスクイズの答え、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。
6/10（水）当日消印有効。
※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。

編集室より

「トラフィカ京カード」プレゼント
地下鉄・市バスで利用できる「トラフィ
カ京カード（1,100円分）」…10名様
「旅なび」プレゼント
大人も満足できる情報量！「修学旅行
ガイドブック 旅なび」…5名様

先日、久々に文通をしました。お相手の方、こんな字を書く
んだな、とか新鮮でおもしろかったです。皆さまからのお便
りも個性があって、いつも楽しく拝読しています！
9月のテーマは「可憐な萩の花を探す京都旅」
※予定
萩の花は9月中旬～10月上旬頃が見頃。萩の花を見ら
れる寺社やその周辺にあるおすすめの飲食店…など、
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！

お住まいの
確保にお困りの

すこやか住宅ネット
にお任せください！

住替え先がなかなか見つからない場合、高齢である
ことを理由に入居を拒まない「すこやか賃貸住宅」や
高齢者の住まい探しをサポートする「すこやか賃貸住
宅協力店」をご紹介します。お気軽にご相談ください。

◆大家さんに立ち退きをせまられている
◆収入にあった部屋を探したい…など

すこやか住宅ネット
京都市 都市計画局 
住宅室 住宅政策課

ホームページでもご覧いただけます
☎075-222-3666

ご高齢の皆様へ
すこやか賃貸住宅登録制度
ご高齢の入居をサポート！

低廉なお住まいと定期的な見守りをセットでご提
供。見守りがあることで、独居でも家を借りやすくな
ります。その他、暮らしのお困り事の相談もどうぞ。

定期的な見守り支援
一人暮らしでも安心！

原則65歳以上の一人暮らし等で、見守りの支援を必要とし、
住替えを希望される方（実施地域が限定されています）対象者

見守りサービス
利用料

家賃・共益費等の他に、市民税課税の方は1,500円／月
（市民税非課税の方は0円）の見守りサービス利用料が別途必要です。

京都市内で

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、不動産団体、福祉団体、市役
所の3者が連携して取組んでいます。

相談にも
乗ってもらえ
とても安心

詳しくは


