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久御山町では、今年

施設において、レンタサイクルを初導入しました。

コンパクトな町の新しい取組み「レンタサイクル」ですが、少しだけ「エ

コ」にも貢献できるかもしれません。そんな小さな取組みを紹介します。
 

◆みなさん、久御山（くみやま）町をご存知ですか？

京都府の南部に位置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、

南西は八幡市に隣接し、周囲を市に囲まれた面積

パクトなまちです。

町には鉄道駅はないものの、国道

ンクションを中心に第

国道 478

まれた道路交通ネットワークを誇ります。

また、こうした広域幹線道路網の整備により多くの工場が立地し、「も

のづくりのまち」を形成するとともに住宅地の開発も進み、さらには、

京都府南部における都市近郊農業地帯としても優れ、今日、農業・商工

業、住宅が調和したまちづくりを展開しています。
 

◆レンタサイクルと久御山の観光

みなさんは「レンタサイクル」ってどんなイメージですか？

観光地でいろいろな魅力的なスポ

でしょうか？

久御山町では、これまで「観光」に対する意識が薄く、魅力に感じてい

る「資源」があってもそれを掘り下げたり発信したりすることができて

いませんでした。つまり、「観光」行政をやってこなかったのです。

しかし、「魅力」になる「資源」が実は、まちの中にたくさんあるはず

ですが、住民、職員がその魅力に気づいていない、そこにあるのが当た

り前に思っているのです。外部の人が「資源」を「魅力」と感じること

によって、改めてまちの人達が「魅力」に気づき、誇りに思うようにな

る。このことこそ

ます。 

コンパクトで平坦なまちを自転車で周ってみると自動車では、見逃して

しまうようなたくさんの特色と個性に出会えるはず。久御山町をレンタ

サイクルでのんびりと巡ってみませんか。

久御山町に仕事で行くことがある方、町内の取引先への訪問などにもレ

ンタサイクルを利用してみませんか。いつもとは違う久御山町や取引先

の一面が見ることができるかもしれません。

だいぶ強引なレンタサイクルの紹介になりましたが、ビジネスにも使え

る小さなエコとしてもご利用いただければ幸いです。
 

◆利⽤⽅法

まちの駅クロスピアくみやま（月曜日休館）で貸出しています。

利用料金：

電話：075

※詳しくは、「まちの駅クロスピアくみやま」まで。

 

       

    

番地 

〜 京都府久御山町でレンタサイクル！

久御山町では、今年

施設において、レンタサイクルを初導入しました。

コンパクトな町の新しい取組み「レンタサイクル」ですが、少しだけ「エ

コ」にも貢献できるかもしれません。そんな小さな取組みを紹介します。

◆みなさん、久御山（くみやま）町をご存知ですか？

京都府の南部に位置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、

南西は八幡市に隣接し、周囲を市に囲まれた面積

パクトなまちです。

町には鉄道駅はないものの、国道

ンクションを中心に第

478 号などの大型道路が走り、京都・大阪・奈良・滋賀等を結ぶ恵

まれた道路交通ネットワークを誇ります。

また、こうした広域幹線道路網の整備により多くの工場が立地し、「も

のづくりのまち」を形成するとともに住宅地の開発も進み、さらには、

京都府南部における都市近郊農業地帯としても優れ、今日、農業・商工

業、住宅が調和したまちづくりを展開しています。

◆レンタサイクルと久御山の観光

みなさんは「レンタサイクル」ってどんなイメージですか？

観光地でいろいろな魅力的なスポ

でしょうか？ 

久御山町では、これまで「観光」に対する意識が薄く、魅力に感じてい

る「資源」があってもそれを掘り下げたり発信したりすることができて

いませんでした。つまり、「観光」行政をやってこなかったのです。

しかし、「魅力」になる「資源」が実は、まちの中にたくさんあるはず

ですが、住民、職員がその魅力に気づいていない、そこにあるのが当た

り前に思っているのです。外部の人が「資源」を「魅力」と感じること

によって、改めてまちの人達が「魅力」に気づき、誇りに思うようにな

る。このことこそが、久御山町が進めていくべき「観光」だと考えてい

 

コンパクトで平坦なまちを自転車で周ってみると自動車では、見逃して

しまうようなたくさんの特色と個性に出会えるはず。久御山町をレンタ

サイクルでのんびりと巡ってみませんか。

久御山町に仕事で行くことがある方、町内の取引先への訪問などにもレ

ンタサイクルを利用してみませんか。いつもとは違う久御山町や取引先

の一面が見ることができるかもしれません。

だいぶ強引なレンタサイクルの紹介になりましたが、ビジネスにも使え

る小さなエコとしてもご利用いただければ幸いです。

利⽤⽅法 

まちの駅クロスピアくみやま（月曜日休館）で貸出しています。

利用料金：1 回 200

075-632-2300

※詳しくは、「まちの駅クロスピアくみやま」まで。

        

京都府久御山町でレンタサイクル！

久御山町では、今年 10 月から「まちの駅クロスピアくみやま」という

施設において、レンタサイクルを初導入しました。

コンパクトな町の新しい取組み「レンタサイクル」ですが、少しだけ「エ

コ」にも貢献できるかもしれません。そんな小さな取組みを紹介します。

◆みなさん、久御山（くみやま）町をご存知ですか？

京都府の南部に位置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、

南西は八幡市に隣接し、周囲を市に囲まれた面積

パクトなまちです。 

町には鉄道駅はないものの、国道

ンクションを中心に第二京阪道路や京滋バイパス（京都縦貫自動車道）、

号などの大型道路が走り、京都・大阪・奈良・滋賀等を結ぶ恵

まれた道路交通ネットワークを誇ります。

また、こうした広域幹線道路網の整備により多くの工場が立地し、「も

のづくりのまち」を形成するとともに住宅地の開発も進み、さらには、

京都府南部における都市近郊農業地帯としても優れ、今日、農業・商工

業、住宅が調和したまちづくりを展開しています。

◆レンタサイクルと久御山の観光

みなさんは「レンタサイクル」ってどんなイメージですか？

観光地でいろいろな魅力的なスポ

久御山町では、これまで「観光」に対する意識が薄く、魅力に感じてい

る「資源」があってもそれを掘り下げたり発信したりすることができて

いませんでした。つまり、「観光」行政をやってこなかったのです。

しかし、「魅力」になる「資源」が実は、まちの中にたくさんあるはず

ですが、住民、職員がその魅力に気づいていない、そこにあるのが当た

り前に思っているのです。外部の人が「資源」を「魅力」と感じること

によって、改めてまちの人達が「魅力」に気づき、誇りに思うようにな

が、久御山町が進めていくべき「観光」だと考えてい

コンパクトで平坦なまちを自転車で周ってみると自動車では、見逃して

しまうようなたくさんの特色と個性に出会えるはず。久御山町をレンタ

サイクルでのんびりと巡ってみませんか。

久御山町に仕事で行くことがある方、町内の取引先への訪問などにもレ

ンタサイクルを利用してみませんか。いつもとは違う久御山町や取引先

の一面が見ることができるかもしれません。

だいぶ強引なレンタサイクルの紹介になりましたが、ビジネスにも使え

る小さなエコとしてもご利用いただければ幸いです。

まちの駅クロスピアくみやま（月曜日休館）で貸出しています。

200 円  利用時間：午前

2300   

※詳しくは、「まちの駅クロスピアくみやま」まで。

 

京都府久御山町でレンタサイクル！

月から「まちの駅クロスピアくみやま」という

施設において、レンタサイクルを初導入しました。

コンパクトな町の新しい取組み「レンタサイクル」ですが、少しだけ「エ

コ」にも貢献できるかもしれません。そんな小さな取組みを紹介します。

◆みなさん、久御山（くみやま）町をご存知ですか？

京都府の南部に位置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、

南西は八幡市に隣接し、周囲を市に囲まれた面積

町には鉄道駅はないものの、国道 1 号、国道

二京阪道路や京滋バイパス（京都縦貫自動車道）、

号などの大型道路が走り、京都・大阪・奈良・滋賀等を結ぶ恵

まれた道路交通ネットワークを誇ります。

また、こうした広域幹線道路網の整備により多くの工場が立地し、「も

のづくりのまち」を形成するとともに住宅地の開発も進み、さらには、

京都府南部における都市近郊農業地帯としても優れ、今日、農業・商工

業、住宅が調和したまちづくりを展開しています。

◆レンタサイクルと久御山の観光 

みなさんは「レンタサイクル」ってどんなイメージですか？

観光地でいろいろな魅力的なスポットにアクセスできる、といった感じ

久御山町では、これまで「観光」に対する意識が薄く、魅力に感じてい

る「資源」があってもそれを掘り下げたり発信したりすることができて

いませんでした。つまり、「観光」行政をやってこなかったのです。

しかし、「魅力」になる「資源」が実は、まちの中にたくさんあるはず

ですが、住民、職員がその魅力に気づいていない、そこにあるのが当た

り前に思っているのです。外部の人が「資源」を「魅力」と感じること

によって、改めてまちの人達が「魅力」に気づき、誇りに思うようにな

が、久御山町が進めていくべき「観光」だと考えてい

コンパクトで平坦なまちを自転車で周ってみると自動車では、見逃して

しまうようなたくさんの特色と個性に出会えるはず。久御山町をレンタ

サイクルでのんびりと巡ってみませんか。

久御山町に仕事で行くことがある方、町内の取引先への訪問などにもレ

ンタサイクルを利用してみませんか。いつもとは違う久御山町や取引先

の一面が見ることができるかもしれません。

だいぶ強引なレンタサイクルの紹介になりましたが、ビジネスにも使え

る小さなエコとしてもご利用いただければ幸いです。

まちの駅クロスピアくみやま（月曜日休館）で貸出しています。

利用時間：午前

※詳しくは、「まちの駅クロスピアくみやま」まで。

クロスピアくみやま

京都府久御山町でレンタサイクル！

月から「まちの駅クロスピアくみやま」という

施設において、レンタサイクルを初導入しました。 

コンパクトな町の新しい取組み「レンタサイクル」ですが、少しだけ「エ

コ」にも貢献できるかもしれません。そんな小さな取組みを紹介します。

◆みなさん、久御山（くみやま）町をご存知ですか？ 

京都府の南部に位置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、

南西は八幡市に隣接し、周囲を市に囲まれた面積 13.86

号、国道 24 号に加え、久御山ジャ

二京阪道路や京滋バイパス（京都縦貫自動車道）、

号などの大型道路が走り、京都・大阪・奈良・滋賀等を結ぶ恵

まれた道路交通ネットワークを誇ります。 

また、こうした広域幹線道路網の整備により多くの工場が立地し、「も

のづくりのまち」を形成するとともに住宅地の開発も進み、さらには、

京都府南部における都市近郊農業地帯としても優れ、今日、農業・商工

業、住宅が調和したまちづくりを展開しています。 

みなさんは「レンタサイクル」ってどんなイメージですか？

ットにアクセスできる、といった感じ

久御山町では、これまで「観光」に対する意識が薄く、魅力に感じてい

る「資源」があってもそれを掘り下げたり発信したりすることができて

いませんでした。つまり、「観光」行政をやってこなかったのです。

しかし、「魅力」になる「資源」が実は、まちの中にたくさんあるはず

ですが、住民、職員がその魅力に気づいていない、そこにあるのが当た

り前に思っているのです。外部の人が「資源」を「魅力」と感じること

によって、改めてまちの人達が「魅力」に気づき、誇りに思うようにな

が、久御山町が進めていくべき「観光」だと考えてい

コンパクトで平坦なまちを自転車で周ってみると自動車では、見逃して

しまうようなたくさんの特色と個性に出会えるはず。久御山町をレンタ

サイクルでのんびりと巡ってみませんか。 

久御山町に仕事で行くことがある方、町内の取引先への訪問などにもレ

ンタサイクルを利用してみませんか。いつもとは違う久御山町や取引先

の一面が見ることができるかもしれません。 

だいぶ強引なレンタサイクルの紹介になりましたが、ビジネスにも使え

る小さなエコとしてもご利用いただければ幸いです。

まちの駅クロスピアくみやま（月曜日休館）で貸出しています。

利用時間：午前 9 時から午後

※詳しくは、「まちの駅クロスピアくみやま」まで。 
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クロスピアくみやま 

京都府久御山町でレンタサイクル！ 〜 

月から「まちの駅クロスピアくみやま」という

 

コンパクトな町の新しい取組み「レンタサイクル」ですが、少しだけ「エ

コ」にも貢献できるかもしれません。そんな小さな取組みを紹介します。

京都府の南部に位置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、

13.86 ㎢の平坦でコン

号に加え、久御山ジャ

二京阪道路や京滋バイパス（京都縦貫自動車道）、

号などの大型道路が走り、京都・大阪・奈良・滋賀等を結ぶ恵

また、こうした広域幹線道路網の整備により多くの工場が立地し、「も

のづくりのまち」を形成するとともに住宅地の開発も進み、さらには、

京都府南部における都市近郊農業地帯としても優れ、今日、農業・商工

 

みなさんは「レンタサイクル」ってどんなイメージですか？ 

ットにアクセスできる、といった感じ

久御山町では、これまで「観光」に対する意識が薄く、魅力に感じてい

る「資源」があってもそれを掘り下げたり発信したりすることができて

いませんでした。つまり、「観光」行政をやってこなかったのです。

しかし、「魅力」になる「資源」が実は、まちの中にたくさんあるはず

ですが、住民、職員がその魅力に気づいていない、そこにあるのが当た

り前に思っているのです。外部の人が「資源」を「魅力」と感じること

によって、改めてまちの人達が「魅力」に気づき、誇りに思うようにな

が、久御山町が進めていくべき「観光」だと考えてい

コンパクトで平坦なまちを自転車で周ってみると自動車では、見逃して

しまうようなたくさんの特色と個性に出会えるはず。久御山町をレンタ

久御山町に仕事で行くことがある方、町内の取引先への訪問などにもレ

ンタサイクルを利用してみませんか。いつもとは違う久御山町や取引先

だいぶ強引なレンタサイクルの紹介になりましたが、ビジネスにも使え

る小さなエコとしてもご利用いただければ幸いです。 

まちの駅クロスピアくみやま（月曜日休館）で貸出しています。

時から午後 5 時 
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月から「まちの駅クロスピアくみやま」という

コンパクトな町の新しい取組み「レンタサイクル」ですが、少しだけ「エ

コ」にも貢献できるかもしれません。そんな小さな取組みを紹介します。 

京都府の南部に位置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、

㎢の平坦でコン

号に加え、久御山ジャ

二京阪道路や京滋バイパス（京都縦貫自動車道）、

号などの大型道路が走り、京都・大阪・奈良・滋賀等を結ぶ恵

また、こうした広域幹線道路網の整備により多くの工場が立地し、「も

のづくりのまち」を形成するとともに住宅地の開発も進み、さらには、

京都府南部における都市近郊農業地帯としても優れ、今日、農業・商工

ットにアクセスできる、といった感じ

久御山町では、これまで「観光」に対する意識が薄く、魅力に感じてい

る「資源」があってもそれを掘り下げたり発信したりすることができて

いませんでした。つまり、「観光」行政をやってこなかったのです。 

しかし、「魅力」になる「資源」が実は、まちの中にたくさんあるはず

ですが、住民、職員がその魅力に気づいていない、そこにあるのが当た

り前に思っているのです。外部の人が「資源」を「魅力」と感じること

によって、改めてまちの人達が「魅力」に気づき、誇りに思うようにな

が、久御山町が進めていくべき「観光」だと考えてい

コンパクトで平坦なまちを自転車で周ってみると自動車では、見逃して

しまうようなたくさんの特色と個性に出会えるはず。久御山町をレンタ

久御山町に仕事で行くことがある方、町内の取引先への訪問などにもレ

ンタサイクルを利用してみませんか。いつもとは違う久御山町や取引先

だいぶ強引なレンタサイクルの紹介になりましたが、ビジネスにも使え

まちの駅クロスピアくみやま（月曜日休館）で貸出しています。 
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