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京都交通労働組合

経営健全化への取り組み

京都交通労働組合常任執行委員

梅田 涼

私は、日頃は、市バスの運転をしながら、京

都交通労働組合の執行委員として組合活動をし

ています。今日は、京都市交通局の財政状況と、

それに対して労働組合がどのように関わってい

るかを、お話したいと思います。

京都交通労働組合における主な活動

京都市営交通は、市域を東西南北に貫く大動

脈である地下鉄と、きめ細やかに張り巡らせた

市バス路線のネットワークを活かし、日常生活

に欠かすことのできない生活の足として、また、

観光で京都を訪れる方の便利でお手ごろな公共

交通機関として、1 日約 67 万人のお客様にご

利用いただいています。このように、京都市内

交通の中で大きな役割を担う地下鉄と市バスで

すが、一方で、その経営状況は依然として厳し

く、とくに地下鉄事業は、予断の許さない極め

て厳しい状況にあります。2009 年度に施行さ

れた「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」（財政健全化法）により、高速鉄道事業は

経営健全化団体に指定されるに至っています。

自動車事業については、この間、度重なる健

全化計画に対し、真摯に取り組んできたことに

より、目標としてきた「黒字体質」への転換を

果たしました。しかし、2012 年度決算におけ

る累積資金不足は、未だ 32 億円強に上ってい

ます。今後も、自主・自立した経営基盤の確立

をめざし、増収・増客に向けた路線再編などさ

まざまな課題に、迅速かつ適切に対応し、黒字

体質の強化が図れるよう取り組みを進めます。

高速鉄道事業は、多額の建設費償還と伸びな

い旅客数で「日本一厳しい財政状況」にありま

す。国や京都市から巨額の財政支援を得るなど、

健全化に取り組んだことにより、現金収支は黒

字化（運賃収入で運営費と建設費返済金の利子

分を賄うことができる状況）したところです。

地下鉄は、京都市域の大量輸送機関であるとと

もに、都市の機能を維持・向上させるための重

要なインフラストラクチャーであり、大きな財

産といえます。この地下鉄を有効に活用した

「まちづくり」などの政策を追求していくこと

が重要であると考えています。

京都市交通局の経営状況について

交通局では、これまでから間断なく、人件費

や経費などコスト削減を中心とした厳しい経営

健全化に取り組んできたものの、2008 年度決

算において、市バス・地下鉄事業ともに多額の

累積資金不足を抱える状態にあり、「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化

法）」に定める資金不足比率が経営健全化基準

（20 ％）を上回り、同法に基づく「経営健全

化団体」に該当することとなりました。

そのため、専門家で組織する有識者会議や市
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民意見募集、国との協議等を経て、増収増客を

柱とする新しい経営健全化計画を策定し、経営

健全化団体からの早期脱却をめざして、取り組

みを進めているところです。

現在の経営健全化計画における目標

(1) 市バス事業

計画期間：2009 ～ 2015 年度（資金不足比率 20

％未満となるまでの 7年間）

① 2015 年度までに資金不足比率を 20 ％未満

に引き下げる。

② 2018 年度までに累積欠損金および累積資金

不足を解消する。

③ 黒字基調を堅持しつつ、市（一般会計）補

助金の削減を図り、2018 年度以降において

は、市からの任意補助金に頼らない運営をめ

ざす。

※ 1 日当たりのお客様数について、2013 年

度までに 32 万人に増やす。

(2) 地下鉄事業

計画期間：2009 ～ 2018 年度（資金不足比率が

20 ％未満となるまでの 10 年間）

① 2009 年度に現金収支を黒字化し、2018 年度

までに資金不足比率を 20 ％未満に引き下げ

る。

② 1 日当たりのお客様数について、2018 年度

までに 5万人の増加をめざす。

③ 計画期間終了後の長期収支見込みにおいて、

累積資金不足の最大値を 1000 億円未満に抑

制し、その早期解消に努める。

現在の経営状況

(1) 2012 年度決算

① 市バス事業

経常損益 26 億 100 万円

（2008 年度：6 億 800 万円）

累積欠損金 △ 10 億 3500 万円

（2008 年度：△ 116 億 7500 万円）

累積資金不足 △ 32 億 4800 万円

（2008 年度：△ 113 億 8300 万円）

資金不足比率 17.2 ％

（2008 年度：59.7 ％）

お客様数／日 321 千人

（2008 年度：31 万 6000 人）

これが、現在、計画よりも 3年前倒しで経営

健全化団体から脱却しました。

・1 日あたりのお客様数は、お客様の利便性向

上に向けた運行の充実等に取り組んだ効果に

よって、前年度（31 万 4000 人）から 7000

人の大幅増の 32 万人となり、健全化計画の

目標を達成。

・経常損益は、市からの任意の補助金を健全化

計画よりも約 10 億円削減したうえで、26 億

100 万円の黒字を確保。

・資金不足比率は経営健全化基準の 20 ％を下

回る 17.2 ％となり、計画よりも 3 年前倒し

で経営健全化団体から脱却。

・累積欠損金は、過去最大の 2002 年度の 163

億円から 10 億 3500 万円まで縮小し、一般会

計の任意補助金に頼らない自立した経営の実

現に向けて大きく前進。

今後は、累積欠損金および累積資金不足の解

消に目途をつけ、2015 年度までに、市からの

任意補助金に頼らない自立した経営をめざすと

ともに、公共交通ネットワークを共に形成する

地下鉄事業と一体となった健全化の取り組みを

推進し、安定した経営基盤の確立に努めていき

ます。

そのために、安全輸送の徹底と全国一のお客

様応対を実践するとともに、より便利で分かり

やすい路線・ダイヤの編成や快適なバス待ち空

間の創出など、利便性の向上により、お客様の

利用促進をめざす「攻めの経営」をいっそう推

進します。

②地下鉄事業

経常損益 △ 48 億 4100 万円

（2008 年度：△ 144 億 1600 万円）

現金収支 69 億 1800 万円
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（2008 年度：△ 38 億 900 万円）

累積欠損金 △ 3405 億 9100 万円

（2008 年度：△ 3042 億 9200 万円）

累積資金不足 △ 309 億 1600 万円

（2008 年度：△ 309 億 8100 万円）

資金不足比率 31.9 ％

（2008 年度：133.5 ％）

お客様数／日 33 万 9000 人

（2008 年度：328 千人）

これが、現在、計画を大きく上回る収支改善

しました。

・1 日あたりのお客様数は、シンデレラクロス

や夜間時間帯の増便による利便性向上の取り

組みが浸透してきた効果などによって、前年

度から 5000 人増の約 34 万人。

・経常損益は、48 億 4100 万円の赤字、現金収

支は、69 億 1800 万円の黒字で、いずれも経

営健全化計画を大きく上回る収支改善。

・資金不足比率については、現金収支の黒字額

の拡大にともない、前年度の 57.8 ％から大

きく改善し、31.9 ％。

しかしながら、資金不足比率は経営健全化基

準を上回り、経常損益の赤字、多額の累積資金

不足、又、期末の企業債等借入残高も約 4300

億円を超え巨額に上るなど、全国一厳しい経営

状況であることに変わりはありません。

今後は、全国一厳しい経営状況の下、市民の

大切な財産である地下鉄事業を将来にわたり安

定的に経営し続けられるよう、健全化計画の目

標である 1日当たりのお客様数 5万人増、駅ナ

カビジネスの積極的展開、徹底したコスト削減

など、経営健全化の推進と、安全対策、お客様

サービスの向上に、引き続き全力で取り組んで

いきます。

お客様数の状況

現在の経営健全化計画では、市バス・地下鉄

事業ともに、増収増客を柱に取り組みを進めて

います。お客様数については、2012 年度決算

時点では、年次目標を上回る結果が出ています

が、これまでの経過等を踏まえると、今後の目

標達成は非常に高いハードルであると考えてい

ます。

①市バス事業

お客様の数は、モータリゼーションの進展や

交通手段の多様化、景気の低迷、地下鉄の開業

などにより、1980 年度をピークに減少してき

ました。

そのような状況のなか、収支が赤字であって

も生活に必要な路線（生活支援路線）をはじめ

としたバス路線網の維持・改善に取り組むとと

もに、市バス・地下鉄の乗継割引の実施や地下

鉄駅へのバス路線の結節など、市バス・地下鉄

を一体で運営することで、そのネットワークを

活かし、利便性の向上に努めてきました。

その結果、2005 年度には、長期的な減少傾

向に終止符を打ち、以降若干ではありますが、

増加傾向に転じさせることができ、現在の健全

化計画でも、引き続き増客に力を入れることと

し、2013 年度で 1 日当たりのお客様数を 32 万

人に増やすことを目標に取り組みを進めてきた

結果、2012 年度は 32 万 1000 人となり、健全

化計画の目標を 1年前倒しで達成することがで

きました。

しかしながら、人口減少社会の到来や景気の

不透明さ等、今後の社会経済状況を踏まえると、

市バス事業を取り巻く経営環境はまだまだ厳し

いものが続くと考えられるため、今後も 1人で

も多くのお客様に利用いただけるよう、さまざ

まな取り組みを展開していきます。

②地下鉄事業

地下鉄の 1日当たりのお客様数については、

地下鉄東西線の醍醐－六地蔵間の開業後で 33

万 5000 人、また二条－太秦天神川間の開業後

で 38 万 9000 人と見込んでいたのに対し、二条

－太秦天神川間開業直後の 2008 年度決算では、

32 万 8000 人と見込みを大幅に下回っていたこ

とから、非常に厳しい経営を余儀なくされてき
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ました。

そのような状況のなか、もはやコスト削減策

だけで、経営健全化を図ることは困難であると

考え、現在の経営健全化計画では、「増客なく

して、地下鉄の健全化なし」の認識のもと、増

収増客策の実施を最大の柱にすえ、2018 年度

で 5 万人の増客（37 万 5000 人／日）を目標と

して取り組みを進めています。

しかし、5 万人増客の目標達成に向けては、

まだ 3 万 6000 人を超える増客が必要であり、

さらに高い階段を上っていかなければなりませ

ん。これからが正念場で、引き続き、お客様目

線に立ったサービスやコトチカの拡充などの利

便性の向上に取り組むことはもちろん、オール

京都市を挙げた取り組みが欠かせません。

2013 年度に実施する主な増収増客策

市バスの新運転計画

2014 年 3 月 22 日には、お客様に心からご満

足いただき、これまで以上に親しまれ、よりい

っそうご利用いただける魅力あふれる市バスを

めざした「市バス新運転計画」を実施します。

この新運転計画は、市バスネットワーク全体

の利便性を飛躍的に高めるため、近年にない事

業規模（車両数・走行キロ）の拡大を行い、さ

らなる増客をめざすもので、観光系統「洛バ

ス」や市内中心部を運行する循環系統や幹線系

統の増便をはじめ、京都駅とまちなかを直行で

結ぶ「四条河原町ショッピングライナー」など

お客様ニーズに対応した新たな系統の設定、さ

らには、京都市バスでは初めての取り組みとな

る「深夜バス」など夜間時間帯の運行充実や、

地域主体のモビリティ・マネジメントと一体と

なった路線・ダイヤの拡充などに取り組みます。

①新運転計画の概要

ア 車両数 788 両（24 両増）

イ 走行キロ 約 8万 4000km

（約 2600km増）

ウ 旅客数目標 33 万人／日

（2013 年度予算比で 1万人増）

②主な実施内容

ア 輸送力の増強

(ア）主要系統の増便

・観光系統「洛バス」101 号系統を増便し、

運行の充実を図ります。

・市内中心部を運行する循環系統（205 号、

207 号、208 号系統）や、幹線系統（5号、

59 号系統）について、ご利用の多い時間

帯での増便を行います。

(イ）直行系統や急行系統の新設

・「四条河原町ショッピングライナー」を新

設し、京都駅とまちなか（四条河原町）を

ダイレクトに結びます。

・「岡崎・東山・梅小路エクスプレス」を新

たに運行し、梅小路エリアと岡崎エリアと

を乗り換えなしで結びます。

(ウ）便利でご利用いただきやすいバス運行に

向けた取り組み

「系統の経路延長」や「通りごとのパターン

ダイヤの拡大」など、市内各エリアを運行す

る市バス路線の利便性向上に向けた取り組み

を実施します。

イ 地下鉄をはじめとする鉄道との結節強化

・鉄道から市バスへスムーズに乗り継げるダ

イヤ設定を行います。

・運行ルートを鉄道駅に経由する経路に変更

します。

ウ 夜間ダイヤの増強「おかえり交通充実大作

戦」の展開

・京都市バスでは初めて「深夜バス」を運行

します。

エ 地域主体のモビリティ・マネジメントと一

体となった路線・ダイヤの拡充

地域の皆様が主体となり、実践する「モビ

リティ・マネジメント」に区役所、交通局等

が協働して取り組み、市バスをより多くの方
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にご利用いただくことによって、さらなる路

線・ダイヤの拡充をめざします。

オ 利便性向上と分かりやすさ向上への取り組

み

・市バスから地下鉄等へスムーズに乗継して

いただけるよう、市バス停留所名に地下鉄

等の駅名の付加呼称を設定します。

（例）烏丸今出川

→ 烏丸今出川（地下鉄今出川駅）

・文化集積拠点である「岡崎エリア」の停留

所名称を、最寄施設が分かるものに変更し

ます。

（例）京都会館美術館前

→ 岡崎公園 美術館・平安神宮前

市バス均一運賃区間の拡大

新運転計画と同じ 2014 年 3 月 22 日から、市

内有数の観光地である嵯峨・嵐山地域において、

均一運賃区間を拡大します。均一運賃区間の拡

大については、かねてから市民や観光客の皆様

からの強い要望を受けてきたものです。

これにより、「市バス専用 1 日乗車券カード

（500 円で均一運賃区間が 1 日乗り放題）」が

京都を代表する観光名所である嵐山まで利用可

能となるなど、利便性が飛躍的に向上し、市バ

ス利用の促進と、京都の観光振興に大きく貢献

することを期待しています。

【均一運賃区間拡大による主な効果】

○市バス専用 1日乗車券等の適用範囲の拡大

均一運賃区間内で利用いただける「市バス専

用 1日乗車券カード」や「市バス通勤フリー定

期券」の「市内中心フリー」が嵯峨・嵐山地域

で新たに利用可能となります。

○運賃の均一化

現在の乗車距離に応じた嵯峨・嵐山地域の運

賃（190 円～ 270 円）が、一律で均一運賃 220

円となり、市内中心部へ向かう多くの区間が均

一運賃によりご乗車いただけます。

○京都バスにおける市バス専用 1日乗車券カー

ドの運用開始

京都バスにおいても、均一運賃区間全域で

「市バス専用 1日乗車券カード」が新たに利用

可能となります。

地下鉄三条京阪駅にコンビニをオープン

交通局では、地下鉄を利用されるお客様の多

様なニーズに対応し、よりいっそうの利便性の

向上を図るとともに、地下鉄駅構内スペースを、

商業スペースとして有効利用するため、「駅ナ

カビジネス」を積極的に展開しています。

その一環として、12 月 12 日に地下鉄三条京

阪駅で、コンビニエンスストア「セブン-イレ

ブン」をオープンしました。

2013 年度 京交エンパワメントプラン

生存闘争エンパワメントプランは、取り組み

を重ねるごとに組合員の意識向上が図れると同

時に、観光客の皆様や市民の皆様に「気持ちよ

く利用して頂く」「また利用してみたい」と思

われる観点において定着してきました。当局と

一体となって取り組む「都大路作戦」に加え、

支部が企画実行する地域に根付いたエンパワメ

ント活動、そして、社会貢献活動では全支部が

清掃活動に取り組みました。事業運営に携わる

私たちひとりひとりが愛する「交通局」となる

よう感謝と愛社精神を持ち、奉仕の心を忘れる

ことなく引き続き活動を展開していくこととし

ます。

・エンパワメントプラン「都大路作戦 2013・春」

「都大路作戦 2013・春」の取り組みは、5月

3 日（金）4 日（土）5 日（日）の 3 日間にわ

たり、延べ約 140 名の組合員さんの協力を得て、

朝 9時から夕方 5時まで、京都駅を中心に金閣

寺、四条駅で実施しまた。

・エンパワメントプラン「都大路作戦 2013・秋」

「都大路作戦 2013・秋」の取り組みは、11

月 23 日（土）24 日（日）の 2 日間にわたり、
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延べ約 130 名の組合員さんの参加を得て、朝 8

時 30 分から夜 19 時 30 分まで、1 日 2 班体制

で、京都駅を中心に、金閣寺、銀閣寺、四条駅

で実施しました。

〈支部エンパワメント活動〉

自動車関係（6支部）

・「全車ピッカピカ宣言」と題して、直営車両

全車を大晦日に清掃。

・スルッと KANSAI バス祭りで 100 周年ヘッ

ドマークシールを配布。

・御園橋フェスティバルでデコレーションバス

を展示し、風船プレゼント等に取り組み「市

バス」の魅力をアピール。

・廃オイル缶を再利用する目的で多目的箱を随

時作成し、幼稚園等施設に贈呈。

・市内観光や勉強に役立てていただけるよう、

通り名をバス車内天井に掲出。

・東寺の初弘法で「バス車内事故防止キャンペ

ーン」活動。

・バス車内に七夕デコレーション、クリスマス

デコレーションなど。

電車関係（4支部）

・寒い冬の京都観光に、少しでも暖を取ってい

ただけるよう「携帯カイロ」および、特製

「あぶらとり紙」を 100 周年の感謝の気持ち

を込めて配布。

・醍醐車庫見学会でスタンプラリーを企画し、

景品として缶バッジをプレゼント。

・お客様サービス向上のため、乗務員の知力と

士気を高める「ドアナビ」を作成。

・琵琶湖花火大会にあわせ、オリジナルうちわ

を配布など。

・地下鉄駅構内美化活動。

本局関係（1支部）

・祇園祭に「浴衣で"はんなり"おもてなし」で

お客様案内サービス活動など。

青年女性委員会関係

・初弘法や初天神で、お客様に「市バス・地下

鉄」の利用促進 PR。

・都大路作戦に参画し、路上駐停車監視ならび

に乗客案内。

・四条通（四条大宮－祇園）の清掃活動など。

最後に

地球環境問題や少子高齢化社会を考えたとき、

利益のみを追求することのない公営交通の存在

は、これまで以上に重要となってきます。交通

の問題をたんに「モビリティ」として捉えるの

ではなく「まちづくり」の観点から、一般行政

と一体となった都市計画、福祉対策、環境対策

などの施策と積極的に連携を図ることで、公共

交通のコーディネーターとして主導的役割を果

たす必要があると考えます。

こうした状況のなか、私たち京都交通労働組

合いは、「最高の公共交通」をめざし、積極果

敢にさまざまな運動を展開しているところです。

将来にわたり、京都の街の公共交通の担い手が

私たちの交通局でありつづけ、その責務と役割

を果たすべく努力を積み重ねています。

公営交通というものは、利益のみを追求する

のではなく、市民の皆様の多様なニーズをくみ

取り、参画も得ながら、日常生活に密着した運

営を行わなければなりません。また、お客様を

「安全・安心・快適」にお運びするためには、

きめ細かな高付加価値を付けた「質の高いサー

ビス」を提供しなければなりませんし、「職員

のスキルアップ」が必要となります。

今後も、引き続き、これらの課題解決にむけ、

全力で取り組みを進めます。

（この文章は、2014 年 2 月 13 日に開催した「2014 年

度地方財政セミナー」の講演録をもとに作成しまし

た。）
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