
産業交通水道委員会要求資料

平成３０年７月 

交  通  局 

 １ 交通局所管の建築物について 

 ２ 長寿命化対象外の建築物について 

３ 烏丸線全駅への可動式ホーム柵設置に係る事業費内訳について 

 ４ 地下鉄東西線蹴上駅でのホームドア未開扉事案の経過について 

 ５ 緊急時における駅職員業務委託事業者への指揮命令について 



１ 交通局所管の建築物について 

交通事業施設マネジメント計画（案）においては，交通局が所管する以下の建築

物を対象施設としています。

（１）市バス事業 

区分 内容 
延べ面積

(㎡) 

営業所 ５営業所 西賀茂営業所 

（営業所棟，整備場，駐輪場上屋(1)(2)） 

九条営業所 

営業所棟(1)(2)，整備場， 

駐輪場上屋(1)(2)(3)，危険物屋内貯蔵所， 

廃材置場，操車棟，給油所上屋， 

給油所付属棟 

梅津営業所 

営業所棟(1)(2)，応急修理棟，休憩所棟， 

自走式立体駐車場，ＰＣＢ倉庫， 

給油所上屋(1)(2)，整備場，廃棄物置場， 

少量危険物屋内貯蔵所，駐輪場上屋，ポンプ室，

仮設タイヤ庫 

洛西営業所 

営業所棟，整備作業場，バッテリー充電交換所，

定期券発売所，危険物屋内貯蔵所， 

少量危険物屋内貯蔵所，駐輪場上屋， 

給油所上屋 

横大路営業所 

営業所棟，整備作業場，駐輪場上屋， 

少量危険物屋内貯蔵所，危険物屋内貯蔵所， 

給油所上屋，燃料手詰所，誘導員詰所 

18,986

出張所 １出張所 錦林出張所 

（営業所棟，給油所上屋） 
1,026

操車場 ７操車場 竹田操車場，岩倉操車場，上賀茂神社操車場， 

衣笠操車場，山越操車場，壬生操車場，桂坂操車場
749

車両工場 １車両工場 竹田車両工場 

自動車整備工場，資材倉庫，廃油置場上屋， 

危険物屋内貯蔵所，排水処理棟，西側通路上屋

3,202

バス停 ３６７箇所 バス停上屋 4,332

その他  久我ターン箇所 

（乗務員詰所） 
7

合  計 28,302



（２）地下鉄事業 

区分 内容 
延べ面積

(㎡) 

地上駅 １駅 竹田駅 1,261

地下車庫 １車庫 竹田車庫 16,915

地下鉄出入口 ８５箇所 地下鉄出入口上屋 9,644

総合指令所 １指令所 姉小路総合指令所 4,698

事務所 ３事務所 竹田総合事務所，醍醐保守事務所， 

山科設備事務所 
4,781

地上変電所 １変電所 勧進橋変電所 1,294

その他 

 今出川地下鉄ビル，国際会館駅電気室点検階段 ，

松ヶ崎駅避難出口，北山駅駐輪場出入口階段(1)(2)， 

北大路駅職員階段，勧進橋変電所ポンプ所立杭，

くいな橋駅駅前ビル，紫明事務所・ガレージ上屋，

吉祥院自転車保管所，六地蔵駅電気室・換気塔，

醍醐保守事務所（変電所地上部・少量危険物屋内貯蔵所・駐輪場上屋・ＥＶ棟），

山科設備事務所（変電所地上部・ケーブル接続建物・少量危険物屋内貯蔵所），

東山変電所地上部，天神川変電所地上部， 

安朱倉庫 

2,810

合  計 41,403



２ 長寿命化対象外の建築物について 

 交通事業施設マネジメント計画（案）において，計画期間内（２０１９年度～

２０２８年度）に解体又は建替えを予定している建築物及び延べ面積が２００

㎡未満の平屋建ての小規模建築物（地下鉄出入口上屋等を除く）については，長

寿命化の対象外としています。 

（１）計画期間内に解体又は建替えを予定している建築物 

 ア 市バス事業 

区分 施設名等 
延べ面積 

(㎡) 

梅津営業所 ＰＣＢ倉庫 32 

洛西営業所 ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電交換所 1,076 

横大路営業所 

営業所棟 987 

整備作業場 875 

駐輪場上屋 8 

少量危険物屋内貯蔵所 8 

危険物屋内貯蔵所 26 

燃料手詰所 8 

誘導員詰所 3 

バス停 バス停上屋 959 

計   3,982 

 イ 地下鉄事業 

区分 施設名等 
延べ面積 

(㎡) 

紫明事務所 

事務所 417 

ガレージ上屋 37 

吉祥院自転車保管所 事務所 33 

計   487 



（２）延べ面積が２００㎡未満の平屋建ての小規模建築物 

ア 市バス事業 

区分 施設名等 
延べ面積 

(㎡) 

西賀茂営業所 駐輪場上屋(1),(2) 23 

錦林出張所 給油所上屋 28 

九条営業所 

駐輪場上屋(1),(2),(3) 159 

危険物屋内貯蔵所 11 

廃材置場 9 

操車棟 140 

給油所上屋 50 

給油所付属棟 4 

梅津営業所 

給油所上屋(1),(2) 28 

少量危険物屋内貯蔵所 16 

廃棄物置場 6 

駐輪場上屋 8 

ポンプ室 25 

仮設タイヤ庫 79 

洛西営業所 

定期券発売所 85 

危険物屋内貯蔵所 45 

少量危険物屋内貯蔵所 21 

駐輪場上屋 34 

給油所上屋 7 

横大路営業所 給油所上屋 9 

竹田操車場 操車棟 63 

岩倉操車場 操車棟 67 

上賀茂神社操車場 操車棟 52 

衣笠操車場 操車棟 60 

山越操車場 操車棟 73 

桂坂操車場 操車棟 33 

車両工場 

資材倉庫 9 

廃油置場上屋 4 

危険物屋内貯蔵所 25 

排水処理棟 40 

西側通路上屋 81 

久我ターン箇所 乗務員詰所 7 

バス停 バス停上屋 3,373 

計   4,674 



イ 地下鉄事業 

区分 施設名等 
延べ面積 

(㎡) 

北山駅 駐輪場出入口階段(1),(2) 89 

竹田駅 待合所(1),(2) 90 

竹田車庫 

排水処理施設(1),(2) 53 

守衛室 19 

消火ポンプ室(1),(2) 97 

危険物屋内貯蔵所(1),(2) 83 

自転車置場(1) 22 

ガレージ 77 

清掃員詰所 26 

倉庫 49 

廃材置場 44 

ボンベ庫 9 

保守倉庫 36 

少量危険物屋内貯蔵所 5 

醍醐保守事務所 
少量危険物屋内貯蔵所 9 

駐輪場上屋 4 

山科設備事務所 少量危険物屋内貯蔵所 24 

計   736 



３ 烏丸線全駅への可動式ホーム柵設置に係る事業費内訳について 

                      （単位 億円） 

内   容 事業費（概算） 備   考 

交通局車両 改造  ３０ １１編成 

近鉄車車両 改造  ２８ １０編成 

柵の設置他  ５５ 

点字ブロック改修，監視

カメラ・自動列車運転装

置（地上側）設置を含む

計  １１３  

注）更新時期を迎える車両９編成の新造費用については上記事業費に含んでい

ません。 

  なお，車両９編成の新造費用については，経営ビジョン骨子案に記載して

いる今後の車両設備更新費用（７００億円超）の中に含まれます。 



４ 地下鉄東西線蹴上駅でのホームドア未開扉事案の経過について 

（１）発生日時 

平成３０年５月３０日（水）午前７時２３分 

（２）発生後の経過 

７時２３分 ・ 蹴上駅でホームドア故障発生，担当運転士（以下「運転士１」という。）

は運転席から扉開閉操作を何度か行うものの，故障復旧せず 

・ 運転士１は，蹴上駅でホームドアに故障が発生していること，現場確認

することを運転指令に報告 

・ 運転士１は，故障したホームドアを現場確認，運転指令の連絡を受けた

蹴上駅係員が現場に到着 

・ 運転士１は，運転台に復帰 

７時２５分 ・ 運転士１は，ホームに駅係員が到着，ホームドア故障に対応していると

運転指令に報告 

・ 運転指令は，運転士１に列車とホームドアの信号を切り離す操作を行っ

た後，出発するように指示 

・ 運転士１は，運転指令の指示通り操作 

・ 運転士１は，思い違いから運転指令に連絡せずに乗務員操作盤のスイッ

チを手動に切替 

・ 運転士１は，ホームの安全を確認して乗務員操作盤でホームドアを閉扉

・ 運転士１は，運転台の扉開閉ボタンで車両扉を閉扉 

７時２６分 ・ 運転士１は，乗務員操作盤のスイッチを列車連動に戻すことを失念して

出発 

７時２７分 ・ 後続の列車が蹴上駅に到着 

・ 後続列車の担当運転士（以下「運転士２」という。）は，蹴上駅到着後

すぐに，思い込みから運転指令の連絡を待たず列車とホームドアの信号を

切り離す操作 

・ 運転士２は，運転台の扉開閉ボタンで列車の扉を開扉 

７時２８分 ・ 運転士２は，ホームドア故障を運転指令に報告 

・ 運転指令は，運転士２に扉が開いているか確認 

・ 運転士２は，車両扉は開いており，ホームでは駅係員が対応していると

報告 

・ 運転指令は，列車とホームドアの信号を切り離すスイッチを操作し，出

発するよう指示 

・ 発車メロディーが鳴り，ホームの駅係員が運転士に合図 

・ 運転士２は，駅係員の合図を確認し出発 

７時２８分 ・ 運転士１は，東山駅到着後，蹴上駅の乗務員操作盤のスイッチを戻し忘

れていると運転指令へ報告 

７時３１分 ・ 後続の列車が蹴上駅に到着 

・ 後続列車の担当運転士（以下「運転士３」という。）は，蹴上駅に到着

後，ホームドアに故障があり通常操作で扉が開かないと運転指令に報告 

・ 運転指令は，運転士３に乗務員操作盤の確認を指示 

・ 運転士３は，乗務員操作盤のスイッチを列車連動に戻し開扉 

・ 蹴上駅係員が，ホームドア故障を復旧 

・ 運転士３は，ホームドア故障が復旧したと運転指令へ報告 



５ 緊急時における駅職員業務委託事業者への指揮命令について

交通局と駅職員業務の委託事業者においては，業務委託に当たり，業務内容の詳

細を双方で確認し，覚書を締結しています。

通常業務においては，委託事業者が責任をもって業務を行っておりますが，異常

時・緊急時には，お客様の安全確保のため即座の対応が必要となることから，委託

事業者と交通局が一体となって事案に対応できるよう，当該覚書に異常時・緊急時

の取扱いを定めて運用しています。

なお，当該覚書については京都労働局と協議済みです。

【参考】京都市高速鉄道駅職員業務の委託に係る業務内容に関する覚書 

（異常時・緊急時の取扱いの項について抜粋） 

注：条文中の「甲」は京都市交通局を，「乙」は委託先事業者を指します。 

（業務従事者の管理） 

第７条 委託業務に従事する業務従事者の出勤管理，労務管理，業務内容の指

導等は全て乙が行う。また，甲が求めた場合には，乙は業務従事者への指導

の内容を甲に報告しなければならない。 

２ 緊急かつ旅客の身体に危険が及ぶ場合には，例外的に甲の指定する職員が

直接業務従事者へ指導及び指示を行う場合がある。 

３ 前項の場合において，甲の指定する職員が業務従事者に指導及び指示を 

行った場合，甲は指導及び指示内容を業務指導報告書（様式第５号）に記載

して乙に提出し，乙は改めて業務従事者に指導及び指示を行うものとする。 

（異常時・緊急時の取扱い） 

第 29 条 乙の業務従事者は，異常時，緊急時においては，運転指令区長，駅務

区長，担当係長及び助役の指揮命令に従わなければならない。また，運転指

令区長，駅務区長，担当係長及び助役の指揮命令のいとまのないときは，最

も安全と認める取扱いをしなければならない。 

２ 前項における異常時・緊急時に当たる事項は次のとおりとする。 

(1) 旅客がドアに挟まれ，又は戸袋に挟まれて負傷した場合。 

(2) 旅客に急病人・けが人が出た場合。 

(3) 非常停車通報装置が作動した場合。 

(4) 旅客が軌道に転落した場合。 

(5) 列車による死傷事故が発生した場合。 

(6) 大雨・洪水等により駅構内に浸水の危険がある場合。 

(7) 駅構内・列車内・隧道内で火災が発生した場合。 

(8) 地震・雷等の自然災害により旅客に危険が及ぶ場合。 
(9) その他，旅客の安全に大きな影響が及ぶ場合。


