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　昨年11月、観光庁より「日本版DMO」として認定を受けた当協会の更なる機能強化を図る観点から、京都市
からの受託等により京都文化交流コンベンションビューローが実施してきたインバウンドプロモーション事業
について、平成30年 4 月 1 日付けで当協会への業務移管を受けました。この移管は 2か年計画で進めてきたも
のであり、昨年の受入環境整備事業に引き続き、今回、プロモーション業務が移管されることで、移管は完了
いたしました。
　これにより、京都市観光協会において、京都市の国内観光・国際観光を一元的に担う体制が構築され、当協
会は、名実ともに京都観光の舵取り役として、更なる機能強化、事業拡充を図ってまいります。

国際観光推進事業を拡充

〇開催日時　平成３０年 6 月１１日（月）　午前１０時開会
〇会　　場　ANAクラウンプラザホテル京都（中京区堀川通二条城前）
〇内　　容　■議案審議
　　　　　　　（１）平成29年度事業報告および平成29年度決算
　　　　　　　（ 2）役員の選任
　　　　　　■報告事項
　　　　　　　（１）平成３０年度事業計画
　　　　　　　（ 2）平成３０年度予算
　　　　　　■観光事業関係者表彰
※引き続いて、昼食懇談会を開催いたします。ご出席の程、よろしくお願い申し上げます。

平成３０年度　定時総会を開催いたします（予告）

平成３０年度京都市観光協会国際観光推進事業

＜インバウンドプロモーション事業＞　平成30年 4月 1日から新規実施
　〇外国人観光客向けウェブサイト運営事業（Kyoto�Official�Travel�Guide、Visit�Kyotoなど）
　〇京都市海外情報拠点運営事業（海外情報拠点市場説明会など）
　〇海外旅行商談会出展・海外富裕層誘致事業
　〇海外メディア取材支援事業
＜インバウンド受入環境整備事業＞　平成29年 4月 1日から継続実施　
　〇買い物環境整備事業（免税店支援事業、外国語研修、クレジットカード会社連携事業など）
　〇京都市認定通訳ガイド（京都市ビジターズホスト）育成事業
　〇外国人宿泊状況調査（ホテル統計）事業
　〇宿泊施設向け多言語コールセンター運営事業
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　昭和51年にスタートした夏の観光キャンペーン「京の
夏の旅」は、今年で43回目を迎えます。
　今回は「明治１5０年」「京のお屋敷」「旧花街・島原」
などをテーマに、通常非公開の建築、庭園など 8ヶ所の
文化財を特別公開します。
　「幕末維新の志士たちゆかりの地をたずねるコース」
や「朝のコース」、「午後の半日コース」、「夜のコース」
などの夏限定の定期観光バス特別コースの運行や、奥深
い魅力を体験する京都「千年の心得」や「京のたしなみ」、
京の食文化を楽しむ「食遊菜都」を中心に、多彩なイベ
ントを企画し、「京の夏の旅」キャンペーンの盛り上げ
を図ります。
　宣伝面では、パンフレットを昨年より 4ページ増強し、
約4０万部作成するほか、ポスター約 1万枚を作成し、そ
れぞれJR西日本、JR東海や関西私鉄各社のほか関係機
関の協力を得て広く宣伝展開を図ります。そのほかマス
コミ機関への取材要請や主要都市での観光キャラバン等
を実施し、夏の京都観光の情報発信を行うとともに今夏
の観光客誘致に努めます。

■「京の夏の旅」文化財特別公開
　○公開期間：平成３０年 7 月 7 日（土）～ 9月３０日（日）
　　＊一部公開期間が異なります。
　○公開箇所
　　■角屋　■輪違屋　■長楽館「御成の間」
　　■大雲院祇園閣　■上賀茂神社本殿・権殿
　　■下鴨神社　本殿・大炊殿　■旧邸御室　
　　■旧三井家下鴨別邸〈主屋二階〉　計 8ヶ所

輪違屋

第43回「京の夏の旅」キャンペーン
7月～９月に開催！

旧邸御室

　52回目を迎えた冬季観光客誘致対策事業「京の冬の
旅」は、JRグループをはじめとする関係機関の協力の
もと、多くの観光客の皆様をお迎えすることができまし
た。
　今回は、「明治維新１5０年記念」と「西郷隆盛」をテー
マに１5ヶ所の「非公開文化財特別公開」や特別公開箇所
を巡る「定期観光バス特別コース」と京都「千年の心得」
「京のたしなみ」「食遊菜都」などのイベントに加え、「明
治維新１5０年記念イベント」などを実施しました。主な
イベントの実績は下記のとおりです。

１．非公開文化財特別公開
　○公開期間：
　　平成３０年１月 6日（土）～ ３月１8日（日）※一部例外あり
　○公開箇所：

常林寺／清水寺�成就院／
泉涌寺�舎利殿／
東福寺�禅堂・経蔵／
東福寺�即宗院／
伏見稲荷大社�御茶屋／
相国寺�法堂・方丈／
相国寺�豊光寺／相国寺�林光院／宝鏡寺／妙覺寺／
妙心寺�三門／妙心寺�東海庵／東寺�五重塔／大黒寺
計１5ヶ所

　○拝観者数合計　３０6，5３8名（対前年比　82％）

２ ．定期観光バス特別コース
■～明治維新150年記念・大河ドラマ「西郷どん」放
映～　京の幕末・維新の歴史をたずねて（L 4）

■特別公開・特別拝観�京の「鳴き龍」と庭園の美を
たずねて（L １）
■全箇所「京の冬の旅」初公開を巡る！京の建築・名
宝めぐり（L 2）

■京のこだわりの味めぐり（L ３）
そのほか「大人の修学旅行コース」「朝のコース」、初
開催の北野天満宮の梅苑ライトアップを訪ねる「夜の
コース」なども運行しました。

　○乗客者数合計　9，664名（対前年比　87％）

３ ．京都「千年の心得」　参加者数合計　48１名

４ ．京のたしなみ　　　　参加者数合計　１１6名

５ ．食遊菜都２018冬　　　参加者数合計　42１名

６ ．明治維新1５0年記念イベント　
■岡崎界隈ウォーキング～京都・明治の近代化遺産め
ぐり～　5１名　
■伏見・大手筋商店街ぶらり歩き　酒蔵見学と幕末維
新ウォーキング　75名
■西陣550年・千両ヶ辻ウォーキング～幕末・明治維新
の秘話と聚楽第の造営跡～　１54名
■京都ぐるり「京都御苑�幕末の史跡と公家屋敷跡を
ぐるり」　78名　／「大政奉還　二条城と幕末の史跡
をぐるり」　67名

７ ．高台寺「夜咄」夜のお茶会　１，０１０名

8 ．京菓子コレクション　１，56０名

第52回「京の冬の旅」キャンペーン事業報告
キャンペーン期間

平成30年1月1日（月・祝）～ 3月20日（水・祝）

■「京の夏の旅」定期観光バス特別コース
　○運行期間：平成３０年 7 月 7 日（土）～ 9月３０日（日）
　　＊コースにより期間が異なります。
　○コース名：
　　■「幕末維新の志士たちゆかりの地をたずねて」
　　■午後の半日コース「京の旧邸の美をたずねて」
　　■朝のコース「朝の禅寺坐禅体験と世界遺産上賀茂
　　　神社特別参拝」
　　■夜のコース「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」



　 ３月 6日、ホテルグランヴィア京都において、全国の
JR各社及び旅行会社の商品造成、宣伝担当者約450名を
招き、京都デスティネーションキャンペーン「京の冬の
旅」全国宣伝販売促進会議を開催しました。
　昭和42年にスタートし、平成30年度で53回目を迎える
「京の冬の旅」では、JRグループのデスティネーション
キャンペーンとして、JRグループとの共催により全国で
誘致宣伝を図ります。
　平成３１年 9 月に日本で初開催となる国際博物館会議京
都大会（ICOM2０１9）を京都で開くことに先駆け、「京
都に見る日本の絵画～近世から現代～」をテーマに、京
都で活躍した絵師や日本画家にスポットをあてた「非公
開文化財特別公開」や「定期観光バス特別コース」の運
行のほか、「伝統産業・文化」「朝観光・夜観光」「京の
食文化」の 3つの大きなテーマのもとに実施する多彩な
イベントについて提案するとともに、会議翌日にはエキ
スカーションを開催して、京都国立博物館での講演や北
野天満宮梅苑、特別公開を予定している寺院の視察を実
施しました。
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新　入　会　員　の　紹　介

東急ステイ京都両替町通　 宿泊施設
� 支配人　大城　一

株式会社京王プレリアホテル京都　 宿泊施設
� 代表取締役社長　中島　一成

株式会社みむろ　 呉服販売
� 代表取締役　福岡　義孝

茶道体験　和　なごみ　 茶道体験
� 代表　神田　智弘

株式会社HANDS　ON　JAPAN　ガイドツアー企画運営
� 代表取締役　大橋　健太

株式会社熊本玩具　 玩具・土産品の卸売販売
� 代表取締役　熊本　盛行

ホテルインターゲート京都　四条新町　 宿泊施設
� 支配人　橋本　ゆき子

株式会社on the trip　トラベルオーディオガイドアプリ開発
� 代表取締役　成瀬　勇輝

株式会社ポイント　自動外貨両替機の運営販売
� 代表取締役　堀田　政和

株式会社錦　 総合ブライダル事業・レンタル着物
� 代表取締役　鎌田　九美夫

一般社団法人文化浴の森　 文化財活用事業
� 代表理事　澤野　ともえ
一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会　
TOEIC事業・出版他 � 常務理事　山下　雄士

Happycycle　レンタサイクル
� 代表者　長田　勝弘

ABホテル株式会社　 宿泊施設
� 代表取締役社長　沓名　一樹

RAKURO　KYOTO　THE　SHARE　HOTELS　 宿泊施設
� 代表取締役　都村　智史

ラオックス株式会社　 小売業
� 本部長　小島　隆徳

～ご入会ありがとうございました～

理事会・委員会等開催報告

○企画委員会　
　平成３０年 2 月27日（火）開催
　　・平成３０年度「京の夏の旅」事業計画案
　　・平成３０年度「京の冬の旅」事業計画案

○総務委員会
　平成３０年 ３ 月１5日（木）開催
　　・平成３０年度事業計画案　他
　　　○正副会長会・理事会　
　平成３０年 ３ 月22日（木）開催
　　・平成３０年度事業計画案
　　・平成３０年度予算案　他

京都デスティネーションキャンペーン「京の冬の旅」
全国宣伝販売促進会議を開催

　早春の季節感をほのかな行灯の灯りといけばなで魅力
的に表現する「京都・東山花灯路」。本年も京都府・京
都市・京都商工会議所・京都仏教会・京都文化交流コン
ベンションビューローと共同で開催しました。
　厳しい冷え込みとなった初日以外はおおむね天候にも
恵まれ、「山鹿灯籠踊り巡行」や「ミスユニバース達に
よる振る舞い酒」などの新たなイベントも好評を得て、
１０１万人の来場者をお迎えすることができました。

京都・東山花灯路―２０１８　開催報告
３月 ９日～１８日
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■京都総合観光案内所利用者調
＜相談利用者数＞

日本人 前年同月比 外国人 前年同月比 合計 前年同月比 外国人比率 自動来所者カウント機 前年同月比

� ３０年 １ 月 （人）
27，842

（％）
95.０

（人）
2０，１59

（％）
86.5

（人）
48，００１

（％）
9１.2

（％）
42.０

（人）
１０9，658

（％）
94.9

� 2 月 ３2，28３ １０１.０ 2１，３9１ １００.１ 5３，674 １００.7 ３9.9 １０8，０5０ 97.9
� ３ 月 44，9３３ 99.5 29，３１7 １０３.5 74，25０ １０１.０ ３9.5 １３１，99１ 96.5

＜外国人観光客　国籍別比率＞
１ 位 2 位 ３ 位 4 位 5 位

� ３０年 １ 月 中国
１6.9％

韓国
１３.2％

台湾
１2.３％

オーストラリア
１０.9％

アメリカ
7.4％

� 2 月 中国
27.３％

韓国
１３.３％

台湾
１2.6％

オーストラリア
5.5％

香港
5.３％

� ３ 月 中国
１4.5％

アメリカ
9.8％

韓国
8.8％

台湾
7.4％

イギリス
5.4％

　京なびのこの冬の利用状況についてご報告します。厳しい冷え込みが続いた冬でしたが、日本人の利用者数には昨年に
比べ大きな変化はありませんでした。外国人に関しては、 2月に春節を迎え中国を中心に利用者が増加したこと、 ３月は
イギリスを中心にヨーロッパからの利用者が大きく伸びたことから前年比増となりました。
　29年度全体としては、中国・台湾からの利用者の減少により、前年に比べ約 5％外国人が減少、日本人利用者は前年並
みだったことから、全体では微減となりました。29年も80万人を超える利用者、自動カウント機による来所者集計も150
万人を超え、引き続き賑わった 1年でした。

4 月１日付けで、人事異動を行いました。

＜新任＞　事務総長　高畑　重勝（京都市より派遣）
　　　　　事務局長　土橋　聡憲（京都市より派遣）
　　　　　企画推進課長　佐々木　崇剛（京都市より派遣）

公益社団法人京都市観光協会会報　　平成３０年 4 月25日発行　　　��　事務局　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町　
京観協だより　第１５４号　　　　発行人　事務総長　高畑重勝　　　　427番地　京都朝日会館 ３階�　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　０75－2１３－１7１7　FAX　０75－213－1011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.kyokanko.or.jp

人事異動のお知らせ

＜退任＞　前専務理事　長谷川　淳一
＜異動＞　前事務局長　北川　洋一（京都市へ）
　　　　　前企画推進課長　多田納　一真（京都市へ）

春の臨時観光案内所を京都駅前広場に開設しました！
　春の入洛観光客のピークを迎える ３月24日（土）・25日（日）・３１日（土）、
4 月１日（日）・ 7日（土）・ 8 日（日）の 6 日間、JR京都駅前広場に臨時
観光案内所を開設しました。府全域の観光案内を英語・中国語でも対応
し、利用者は 6日間で１３，０4３人となりました。
　京都駅前臨時観光案内所の開設は、27年度の秋から桜・紅葉のハイ
シーズンに行い、今回で 6回目となりました。今年は春・秋ともにどち
らも例年より 2日間開設日を増やし、また新たにゴールデンウィークに
も 5日間開設いたします。4月28日（土）・29日（日）、 5月 ３ 日（木）・ 4
日（金）・5日（土）の予定です。

＜平成２９年度　総利用者数＞
総計 日本人 外国人 電話 自動来所カウント機

平成29年度 8０３，１３6 4０7，57３ ３68，３47 27，2１6 １，5１３，79３
28年度 82０，888 4０2，685 ３89，72１ 28，482 １，54１，446

対前年比 97.8% １０１.2% 94.5% 95.6% 98.2%


