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１

はじめに

平成３０年度

● 平成３１年３月：産業交通水道委員会報告「交通局における市バスの混雑対策について」

令和元年度

産業交通水道委員会 年間テーマ：「観光客増に伴う混雑対策について」

産業交通水道委員会 年間テーマ：「観光客増に伴う混雑対策について」

● 令和元年５月：「市民生活と調和した持続可能な観光都市」推進プロジェクトチームを庁内に設置

● 令和元年６～７月：バス運転士への聞き取り調査を実施

● 令和元年１２月：産業交通水道委員会報告
「「市民生活との調和を最重要視した持続可能な

観光都市」の実現に向けた基本指針と具体的方策について（中間取りまとめ）」

１ 輸送力の強化

２ 市バスから地下鉄への利用促進

３ 手ぶら観光の普及促進

混雑対策の３つの柱

■ 前乗り後降り方式の導入

■ 金閣寺道停留所における生活系統と観光に便利な系統の分離

■ 観光に便利な系統の分かりやすさ向上

■ 大型手荷物対応車両の導入

新たな取組

混雑が顕著な４エリア

金閣寺・東山・四条河原町・京都駅

同エリアを運行する９系統
５・１２・２８・５９・１００

１０１・２０５・２０６・２０７

秋の観光シーズンで
可能な限りの取組を実施

令和２年３月新ダイヤ
でも対策を講じます。

● 令和元年１０月：産業交通水道委員会報告
「市バス車内混雑に係るバス運転士への聞き取り調査及び調査結果を踏まえた
秋の混雑対策について」



令和元年度における取組 ～ これまでの取組（混雑対策の３つの柱） ～

２

１．輸送力の強化

２．市バスから地下鉄への利用促進

■ 市バス停留所状況確認システムの拡大

■ ラッシュ型車両の導入

■ 地下鉄・バス一日券の積極的なＰＲ

・平成２９年３月に，主要停留所７箇所にカメラ１４台設置

・停留所の混雑状況をリアルタイムで確認し，状況に応じた機動的な臨時バスを運行

・令和元年１１月には，新たに主要停留所４箇所にカメラ５台を増設

・臨時バスの運行実績（４月～１２月）：計６６３回（月平均７４回）

京都駅前バスターミナル（６台），四条河原町（東西行），四条高倉（東西行），祇園（南行），清水道（南行），金閣寺道（南行），銀閣寺道（南行） 計１４台

金閣寺道（北行２台），西ノ京円町（北行），二条城前（南行），博物館三十三間堂前（西行） 計５台

・車両後部の座席を減らして通路を広くすることで，お客様が車内を移動しやすく，より多くのお客様が乗車できる

「ラッシュ型車両」を平成２３年度から導入

・平成30年度：44両導入で308両／818両（37.7％）⇒ 令和元年度：32両導入で340両／822両（41.4％）
※ 標準型定員：71人（座席は29席）⇒ ラッシュ型定員：76人（+5人 座席は24席）

・平成３０年３月に1,200円から900円に大幅値下げ

同時期にバス一日券を500円から600円に価格適正化

・西日本旅客鉄道株式会社（以下，「ＪＲ西日本」という）

など民間交通事業者と連携した広報等を実施

・京都バス株式会社（以下，「京都バス」という）と連携し，

地下鉄・バス一日券を活用した地下鉄と京都バスを
組み合わせた大原地域へのアクセス強化

停留所の状況が即座に分かるので，

臨時便を出す判断がしやすくなり

ました。

市バス営業所の職員

地下鉄は３．３％増（約７千人増/日）

市バスは３．５％減（約７千人減/日）

定期券以外で市バス・地下鉄を御利用されるお客様数全体でみると・・・

※ H29.4～11（価格変更前）とH31.4～R1.11（価格変更後）の比較

4両増車

価格変更前と比べ，一日券の発売枚数は・・・

地下鉄・バス一日券は約４倍増（約３８万枚増）

バス一日券は約４割減（約１８７万枚減）

※ H29.4～11（価格変更前）とH31.4～R1.11（価格変更後）の比較



■ 京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”による案内活動

■ 市バスから地下鉄への無料乗継

・平成２７年１０月から活動開始

・京都駅前バスターミナル，金閣寺，五条坂及び四条河原町などで活動

・約８５名の語学堪能な学生スタッフが在籍し，最大１２箇国語に対応（令和２年１月現在）

・地下鉄を組み合わせた最適なアクセス方法や観光情報等をお客様に御案内し，地下鉄利用を促進

・令和元年度は宿泊税を活用し，外国人観光客が多い金閣寺道停留所に重点配置し，活動期間を拡大

・令和元年秋の観光シーズンでは，混雑する系統の分散乗車などを御案内

日本語，英語，中国語，韓国語，イタリア語，フランス語，ドイツ語，オランダ語，台湾語，スペイン語，ペルシャ語，マレー語

１７７日⇒１９７日程度

・繁忙期のゴールデンウィークと秋の観光シーズンに実施

・快適に移動いただくと同時に，車内混雑の緩和を目的に，

京都駅へお帰りになるお客様を対象

・平成１７年度から東山三条で，平成３０年度から金閣寺道でも実施

ゴールデンウィーク 秋の観光シーズン

東山三条 ５，２２４人 １３，２８５人

金閣寺道 ２，９０３人 ４，９５５人

【令和元年度の御利用実績】

■ 京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”による案内活動

■ 航空機内等からの観光客に対するＰＲ

・京都駅前バスターミナルで大型手荷物をお持ちのお客様に，手ぶら観光カウンターやコインロッカーを御案内

・キャリーバッグ等を配送する手ぶら観光カウンターや地下鉄も上手に利用した観光を案内するリーフレット等を作成し，

民間事業者と連携して関西国際空港や大阪国際空港からお越しになる観光客にＰＲを実施

・令和元年度は，新たに航空機内のお客様に向け，手ぶら観光等のＰＲを実施

３．手ぶら観光の普及促進

３

年間合計でバス約４４０台分に相当
※１台６０人想定

便利な情報を教えていただき，

ありがとうございました。

海外のお客様



令和元年度における主な取組 ① ～ 観光シーズンにおける取組 ～

京都バスとの連携事業

市バスによる増便や臨時運行に加え，１１月９日（土）から１２月１日（日）までの土休日計
８日間，京都駅と東山エリアの輸送力強化を図るため，新たな取組として，同路線を運行する
京都バスに協力を依頼し，京都バスによる増便を実施

多くのお客様に御利用いただき，当初１日１５回の
増便予定をピーク時には最大２５回増便（＋１０
回）いただくなど，同路線を運行する１００号系統
や２０６号系統の混雑緩和に寄与しました。

国際会館駅から大原地域の区間において，通常
１日１５回※の運行を約３倍の４２回に増強して
臨時運行を実施しました。御利用が非常に多く，
ピーク時には最大５３回増便（＋１１回）するな
ど，大原地域へのアクセス強化が図られ，観光地
の分散化にもつながりました。 ※ 午前8時台～午後4時台

４

京都バスによる増便【新規】１ 東山エリア：100号系統，206号系統

大原地域へのアクセス強化【新規】２

京都駅から大原地域へのアクセスについて，京都バスの定期便を維持しながら，観光のお客様
に向け，地下鉄・バス一日券を活用して，地下鉄と京都バスを組み合わせた御案内を実施

路線図

京都駅前での案内誘導

京都バスの臨時便のおかげで，

バス待ちの時間が短縮され，

お客様にも喜んでいただきま

した。

京都市バス“おもてなし
コンシェルジュ”

京都バス社員

京都駅から地下鉄と組み合わせた

案内が功を奏し，多くのお客様に

快適に移動いただけたと思います。



５

ＪＲ西日本との連携事業

京都駅一極集中から他の鉄道駅への誘導【新規】３

京都駅エリア：
5号系統，28号系統，100号系統，
101号系統，205号系統，206号系統

開催期間中の最寄り駅の乗降客数（速報値）が増加し，

京都駅から他の鉄道駅への分散化が図られました。

また，関西エリアパス※に組み込まれている地下鉄一日

券の引換枚数（１１月分）は５，４６３枚あり，多くの

外国人観光客に地下鉄を御利用いただきました。

※ ＪＲ西日本が発売している訪日外国人向けのフリー乗車券

■ １１月１６日（土）及び２３日（土・祝）にＪＲ西日本と連携し，ＪＲ京都駅構内にて交通局職員や

京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”などにより，地下鉄やＪＲ山科駅への案内誘導を実施

■ １１月１６日（土）から１２月１日（日）まで計１６日間開催された「京都山科非公開文化財等の特

別公開」に合わせ，山科区域の観光地の御案内と，山科駅を起点とした京都観光の御案内を実施

ＪＲでは，山科駅をサブゲートと位置付け，

京都駅から山科駅への利用誘導を図っています。

今後も，交通局と連携して，活動を展開できれば

と考えています。

ＪＲ西日本社員
ＪＲ京都駅構内での御案内

山科駅 小野駅 御陵駅

増減率 ＋３．１％ ＋１０．２％ ＋５．０％

【対象寺院の各最寄り地下鉄駅の増減率】

１日当たり約１８０人を地下鉄へ誘導

※ 乗降客数は，定期券利用者を除く



６

経路変更による分散乗車

１２号・５９号系統の経路変更【継続】４ 金閣寺エリア：12号系統，59号系統

きぬかけの路での渋滞が回避でき，定時性が向上すると

ともに，２０５号系統への分散乗車につながりました。

この結果を踏まえ，令和２年３月の新ダイヤでは，試行

的に通年で実施します。

１１月２日（土）から１２月１日（日）までの土休日計１１日間，金閣寺前から四条河原町

までの区間で混雑が顕著な１２号系統及び５９号系統の混雑緩和につなげるため，多くの観光

客が乗車される「金閣寺前」停留所を経由せず，西大路通経由に変更することで，「金閣寺道」

停留所で発着する２０５号系統（四条河原町行き）への分散乗車を図りました。

立命館大学前

衣笠総門町

金閣寺前
金閣寺道

【変更前】

令和元年度における主な取組 ② ～ 観光シーズンにおける取組 ～

経路変更することで，金閣寺付近をスムーズ

に運行することができ，御乗車のお客様に

好評でした。また，分散乗車の効果で，車内

混雑が改善されたように思います。

市バス運転士

桜木町

わら天神前

立命館大学前

金閣寺道

【変更後】

休止



７

移動経路の分散化

１１１号系統の増便等【継続】５ 金閣寺エリア：101号系統，205号系統

京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”による案内活動【充実】６ 東山エリア：207号系統

四条河原町エリア：5号系統

１１月２日（土）から１２月１日（日）までの土休日計１１日間，京都駅から金閣寺を運行する

１１１号系統を１日１３回から１７回に増便し，輸送力を強化するとともに，京都市バス“おもて

なしコンシェルジュ”による地下鉄を組み合わせた御案内を実施

移動経路の分散化が図られ，京都駅から金

閣寺で混雑する１０１号系統及び２０５号

系統の混雑緩和につながりました。
京都駅から金閣寺に向かう１１１号系統

■ １１月全日に京都駅前バスターミナルで大原地域へは
地下鉄を御利用いただくなどの案内を実施

■ １１月２日（土）から１２月１日（日）までの土休日

計１１日間，金閣寺道停留所における生活系統と観光に
便利な系統の分離や地下鉄への無料乗継を御案内

■ １１月１６日（土），１７日（日），２３日（土・祝），

２４日（日）に四条河原町で５号系統（銀閣寺行き）及び
２０７号系統（清水道行き）の分散乗車を御案内

■１１月１６日（土）及び２３日（土・祝）にＪＲ京都駅

構内で地下鉄やＪＲ山科駅の案内誘導を実施

毎年穴場を紹介して
もらうのが楽しみだ！

欧米で交通機関にコンシェ
ルジュのような存在は稀。
日本は世界一，旅行者に親
切な国ですね。

御案内したお客様からのお声

「地下鉄北大路駅からバスに乗り継ぐ

方が混雑を回避できて快適です。」と

御提案すると，多くの方が地下鉄の

駅へ向かわれました。

京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”



８

金閣寺道停留所における生活系統と観光に便利な系統の分離【新規】７

地域住民の利便性向上

試行的な取組として，４月２７日（土）～２９日（月・祝）及び５月３日
（金・祝）～５日（日・祝）の土休日計６日間の大型連休と，１１月２日
（土）から１２月１日（日）までの土休日計１１日間の秋の観光シーズンにお
いて，京都駅方面の金閣寺道（南行）停留所を，生活系統と観光に便利な系統
に分離

交通局職員や京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”の案内誘導により，
御利用が分散し，地域にお住まいの皆様がよく利用される生活系統が
停車する停留所ではバス待ちの混雑が緩和され，利便性が向上しまし
た。

こうした対策はありがたく，バス停は

分け続けてほしい。

地域にお住まいの方

【読売新聞R1.11.24朝刊から抜粋】

金閣寺道（南行）停留所付近での御案内

金閣寺エリア：205号系統

令和元年度における主な取組 ③ ～ 観光シーズンにおける取組 ～



今後の取組（令和２年３月実施）

９

前乗り後降り方式の拡大１

観光に便利な系統の分かりやすさ向上の推進２

大型手荷物対応車両の拡大３

パートラッピング車両

大型手荷物スペース
（約６個分：観光に便利な系統）

■ バス停車時間の短縮，車内でのスムーズな移動に効果

■ １０２号系統に導入

■ 観光のお客様には，生活系統ではなく観光に便利な系統の御利用
を推奨

■ 外国人観光客に向け，観光に便利な系統であることが一目で識別
できるパートラッピングを専用車両に導入拡大

■ １００号，１０１号及び１０２号系統の各４両計１２両に導入

京都駅前バスターミナルでの１００号系統

■ 車内空間の快適性を向上

■ パートラッピング車両の導入に合わせ，大型手荷物が置けるスペース
を専用車両に導入拡大

■ パートラッピング車両の１００号，１０１号及び１０２号系統の各４両
計１２両に導入

※平成３０年度は２両（１００号系統）導入しており，累計で１４両導入

※平成３０年度は２両（１００号系統）導入しており，累計で１４両導入

※平成３０年度は１００号系統及び東山シャトル（臨時便）に導入



新ダイヤにおける混雑対策（令和２年３月実施）

四条通・東大路通

混雑が顕著な四条河原町エリアと東山エリアの輸送

力強化を図るため，梅小路公園と二条駅とを結ぶ

５８号系統を，梅小路公園から四条通・東大路通を

経由し，京都駅八条口を結ぶ路線に変更

１

堀川通・金閣寺付近２

四条河原町から清水道までの区間で混雑が

顕著な２０７号系統の混雑緩和につなげます。

また，京都駅から五条坂や祇園までの区間で

混雑が顕著な１００号系統や２０６号系統の

混雑緩和も図ります。
梅小路公園・京都駅から東大路通を経由し四条河原

町を結ぶ８６号系統を，これまでの土曜・休日運行

から平日運行を加え，輸送力を強化

これまで観光シーズンに実施してきた１２号系統及び

５９号系統の経路変更（きぬかけの路⇒西大路通）に

ついて，令和元年秋の取組でも一定の効果を確認し

たことから，通年化を試行実施

金閣寺前から四条河原町までの区間で混雑が

顕著な１２号系統及び５９号系統を，多くの

観光客が乗車される金閣寺前を経由せず，西

大路通経由に変更することで，定時性の向上

に加え，四条河原町行きの２０５号系統への

分散乗車を図ります。

また，堀川通を運行する系統の混雑緩和につ

なげます。

１０



大宮通・千本通

外国人観光客の御利用が多い大宮通・千本通の輸送

力強化を図るため，四条大宮（一部便は京都駅）と

鷹峯とを結ぶ６号系統を，全便京都駅に発着

３

民間事業者との連携（令和２年４月１日から実施）４

京都駅と四条大宮を営業運行することにより，

大宮通・千本通と京都駅とを結ぶ２０６号系

統の混雑緩和を図ります。

市バスのＩＣＯＣＡ定期券について，現行価格で京都

バスに加え，新たに西日本ジェイアールバス（以下

「ＪＲバス」という。）でも乗車可能に

１１

立命館大学衣笠キャンパス内に，ＪＲバスの新設系統

（立命ライナー）が乗り入れ，キャンパス内からの発

車便を拡大

ＪＲバスが市バスの停留所名称に統一

京都駅と周山エリア間とを結ぶＪＲバスと

連携することにより，通学輸送の充実を図る

とともに，御利用の分散化により混雑緩和を

図ります。



更なる取組

分かりやすく効率的な乗車券制度となるよう，各種割引乗車券の抜本的見直しに着手します。
見直しに当たっては，ＩＣカードでのポイント還元制度の導入のほか，市民を中心とした利用頻度の高い
方に対する将来的なバス・バス無料乗継も見据え，令和２年度中に具体的な制度案を策定します。

各種割引乗車券の抜本的見直し（バス・バス無料乗継等の検討）

東山エリアでの京都バスによる増便をはじめ，地下鉄と京都バスを組み合わせた大原地域へのアクセス
強化やＪＲ西日本と連携した京都駅一極集中からの分散化の取組，更にはＪＲバスと連携した定期券の
共通利用化など，民間事業者と連携した取組を引き続き実施します。

民間事業者との連携

前乗り後降り方式の拡大
乗降時間の短縮や車内のスムーズな移動が期待できる前乗り後降り方式について，令和２年３月実施の
新ダイヤに合わせ，金閣寺と銀閣寺とを結ぶ１０２号系統に導入するなど，順次，１００番台の観光に
便利な系統への拡大を進めます。今後は，全系統の約７割を占める均一運賃区間を運行する系統への拡
大に向けた取組を進めることとし，令和２年度中に具体的な計画案を策定します。

令和２年３月の新ダイヤでは，バス運転士の聞き取り調査の結果を踏まえ，輸送力の再配分を含め，現行
輸送力を最大活用し，混雑対策に資する路線・ダイヤを編成します。
また，早期に旅客流動調査やアンケート，更には有識者からの意見聴取も実施し，将来の路線・ダイヤの
在り方について検討を進めます。

１２

現行輸送力の最大活用

移動経路

の分散化

乗降時間

の短縮

現行輸送力

の最大活用


