
　この度、会長に就任しました田中誠二です。
　日本一の観光協会、DMOである京都市観光協会の会長という職責の重さに身が引き締ま
る思いであるとともに、12年間の長きに渡り、この重責を担われてきた柏原康夫前会長に深
く敬意を表します。
　今年に入り、世界中で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の影響を受け旅行需

要はほぼ消滅し、多くの観光客で賑わっていた京都の街は閑散とするなど、好調なインバウンド需要を背景に大
きく躍進してきました京都観光は、これまで経験したことのない厳しい状況下におかれています。
　 6 月に入り、都道府県域を跨ぐ移動制限も解除され、徐々にですが、観光客の姿も見られるようになりました。会
員の皆様と協力し、感染防止対策の徹底に取り組むとともに、国の取組などの状況も見極め、まずは国内観光客の誘
致を展開しつつ、海外からの誘客も視野に入れた取組を、あわせて進めてまいります。
　京都市観光協会といたしましては、「ウィズコロナ時代」の新しいスタイルの京都観光の確立に向け、京都観光を支え
ていただいている会員の皆様をしっかりとサポートしつつ、世界の観光をリードするDMOを目指し、全力を傾注して
まいる所存でございますので、何卒、御指導、御鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

令和 ２ 年度 定時総会を開催
柏原康夫会長が退任、新会長に田中誠二氏が就任

　 6 月11日（木）、ウェスティン都ホテル京都において、令和 ２ 年度定時総会
を開催しました。今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図
るため、会員の皆様へは、総会会場への出席をお控えいただき、委任状の提
出（1,058会員）又は書面による議決権の行使（94会員）にて、ご参加いただ
きました。
　議案審議では、柏原康夫会長を議長に、令和元年度事業報告及び決算が承
認されたのち、役員改選が行われ、49名の理事、4 名の監事が選任されました。
　その後、同日付けの理事会において、会長及び副会長の選定等を行い、会
長に田中誠二氏（新任）を、副会長に堀場厚氏（再任）、池坊専好氏（再任）、

稲地利彦氏（再任）、小野善三氏（新任）、土井伸宏氏（新任）を、専務理事に 村健（新任）を選定いたしました。
　なお、平成20年から ６ 期12年にわたり、当協会の運営及び京都観光の振興にご尽力いただきました柏原会長は、
本総会をもって退任し、相談役に就任されました。
　また、令和 ２ 年度の事業計画及び予算につきまして、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、
当初の事業計画通り実施できない状況が続いているこ
と、一方で、補助金等の支援情報の提供やオンライン
研修の配信等、当協会独自の事業者支援事業や、京都
市と連携した補助金の交付、消費喚起キャンペーン等
に取り組んでいくこと、ウィズコロナ、アフターコロ
ナにも即した事業を積極的に進めていくことを報告い
たしました。

会長就任のご挨拶

令和 ２ 年度　観光事業関係者表彰
　当協会では毎年、京都市における観光事業の振興に貢献のあった方を表彰する「観光事業関係者表彰」を行って
います。
　今年度は、「観光事業功労者」に公益財団法人祇園祭山鉾連合会前理事長の岸本吉博様をはじめ、「観光業界功
労者」 3 名、「優良観光従事者」41名、「花街芸妓表彰」2 名の合計47名の方々を表彰いたしました。
　例年、定時総会で行っている表彰式は実施できませんでしたが、受賞者の皆さまには表彰状と記念品が授与さ
れました。受賞された皆様、誠におめでとうございます。

最新情報は
こちらから



ご入会ありがとうございました。
これからよろしくお願いいたします。

オリジナル研修動画のラインナップが
更に充実！

「京都観光Navi」観光スポット・
サービス情報にご掲載のみなさまへ
（メールアドレス登録のお願い）

「ウィズコロナ」の時代における
新しいスタイルの京都観光に向けた取組

新たな京都観光に向けてガイドラインを
作成
　京都市観光協会が呼び掛けを行い、京都で観光に従事する
様々な業界団体の皆様とともに、京都観光における新型コロナ
ウイルス感染症対策のガイドラインを作成いたしました。新型
コロナウイルス感染症の影響による移動自粛が徐々に解除さ
れ、他府県から来られる観光客が段階的に増えていくことが見
込まれる中、京都観光に携わる関係者一同が力を合わせて、本
ガイドラインの実行に取組むことで、市民、観光客、観光事業
に携わる従業員の安心・安全と、京都らしいおもてなしの気持
ちが調和する新たな京都観光を創り上げていくことを目指し
ます。

　新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、今後
の「ウィズコロナ」の時代における新しいスタイルの
京都観光が求められています。
　そこで京都市観光協会では、まずは「京都観光 Navi」
内に、特別な体験プラン等の事前予約ページを立上げ
ました。事前予約制にすることで、一度に訪れる人数
を限定することにより、「密」を避けながら、安心し
て社寺や観光施設
等を訪れていただ
くことができます。
　今後も感染症拡
大の状況も見極め
ながら、ウィズコ
ロナの時代におけ
る新しいスタイル
の京都観光の具現
化に取り組んでま
いります。

　京都観光オフィシャルサイト「京都観光 Navi」
（https://ja.kyoto.travel/）内観光スポット・サービス
情報にご掲載の施設様はこれまで年に一度、掲載内容
の定期照会を郵送にて実施してまいりましたが、今年
度よりメールによる照会に移行することといたしまし
た。つきましては、掲載施設様は下記
URLよりメールアドレスのご登録をお
願いいたします。
   https://form.run/@kyotodmo-mail

新入会員の紹介
（入会日順）京都朝参り

～朝限定の御朱印をいただこう～

　4 月11日（土）より閉所しておりました、京都総合
観光案内所（京なび）と京都市河原町三条観光情報
コーナーは、6 月19日（金）より窓口案内業務を再開
いたしました。京なびについては、当面の間、時間
を短縮しての営業（ 8：30～17：00）となります。
また、両案内所とも、ビニールカーテンの設置や
人数制限等、感染防止対策をとっております。

京都総合観光案内所等の
窓口業務再開について

会 員 名 代 表 者 事業内容

法雲院 住職・代表役員
七條 忠保

宗教法人（臨済宗）、
仏教研修（坐禅他）、拝観事業

株式会社 京都清水オペレーションズ
オリエンタルホテル京都ギャラリー

代表取締役
アラン・ケー・タカハシ ホテル

株式会社 京都堀川オペレーションズ
オリエンタルホテル京都六条

支配人
安福 宣博 ホテル

株式会社 あさひ 代表取締役社長
下田 佳史 自転車小売業

京都総合法律事務所 弁護士
崎間 昌一郎 専門サービス業

ザ・ホテル青龍 京都清水 総支配人
広瀬 康則 ホテル

株式会社 ジールムカイモト 代表取締役社長
高橋 扶二子 写真・映像の撮影・制作

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 取締役 京都支店長
佐山 義幸

不動産の取得・開発・販
売・管理、貸借仲介

扶桑電通株式会社 京都営業所 所長
寺西 達

通信・電気機器の販売、
システム開発

関西巻取箔工業株式会社 代表取締役
久保 武久

顔料箔・箔加工商品の製
造販売

NINJAPAN 株式会社 代表取締役
新井 翔太

訪日外国人向け体験型イ
ベントツアー

株式会社　
フラットフィールドテクノロジーズ

代表取締役
藤井 英和

観光用アプリ等開発、
音声ガイドコンテンツ制作

株式会社 京都結 代表取締役
近藤 芳彦 観光業

パークハイアット京都 総支配人
マーク デ リューヴァーク ホテル

一般社団法人
先端イメージング工学研究所

代表理事
井出 亜里

超高精細画像デジタル
アーカイブ・研究

大原野保勝会 会長
小原 喜信 大原野地域の観光振興

株式会社 天円 代表取締役
安藤 壽崇

簡易宿所営業、不動産賃
貸・管理業

京都綾小路 満月の花 代表取締役
髙木 力 飲食事業、体験事業

株式会社 Nazuna 代表取締役
大門 真悟 宿泊施設の運営

一般財団法人カケンテストセンター
京都検査所

検査所長
中野 浩二

繊維製品・雑貨品の試験検
査、品質コンサルティング

京町家 楽遊 代表取締役
青木 達夫

旅館運営、旅行業、外国人
向け訪日メディア運営

特定非営利活動法人
京都ホームシェアリングクラブ

理事長
小林 晴夫

地域活性化企画、体験観光、
ホームシェアワークショップ

Get Your Guide Japan 株式会社 日本オフィス代表
仁科 貴生

旅行体験に関するインターネッ
トプラットフォームの運営

　このたび、京都市観光協会では、
新型コロナウィルスからの回復に
向けた事業展開のロードマップを
策定いたしました。想定される市
場環境の変化を 4 段階で整理する
とともに、各種対策を 4 つの分野
に分けて展開する構想として取り
まとめました。これに伴い、誘客
のターゲットの考え方を新たに定
めることで、以前の宿泊客数水準
を回復するとともに、混雑やマナー
等の社会的課題も解決し、より質
の高い観光地ブランドを確立する
ことを目指します。

京都観光ロードマップの作成について

【お知らせ】
・令和 2 年度会員名簿の業界分類におきまして、以下の誤りがございました。
　謹んでお詫びし、訂正させていただきます。

頁 会員名称（敬称略） 業界大分類 業界中分類

22 ジェラート・ベネ株式会社
誤 料理飲食 喫茶・茶店・居酒屋
正 土産品 食品

33 Éclat（榮くら）Japon
誤 旅行業・

観光ガイド 観光ガイド

正 旅行業・
観光ガイド

・「京の夏の旅」文化財特別公開への会員様ご招待事業につきましては、今夏
は文化財特別公開事業が実施されないため、中止となりました。

　比較的参拝者の少ない朝に、混雑を避けてお出か
けしませんか？清々しい朝の空気のなか、世界遺産
や文化財などの京都の歴史・文化に触れ、京都の朝の
魅力を再発見。また、対象社寺ではオリジナル台紙で
朝限定の特別な御朱印（枚数限定）も用意されます。

対象社寺：東寺、仁和寺、龍安寺、
清水寺、天龍寺、高台寺、
上賀茂神社、平安神宮、
平野神社（計 9 社寺）

実施期間：8 月 1 日～31日

　今年の「京の七夕」は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、ライトアップ等は実施いた
しませんが、「願いごと」は今年も全国から募集し
ています。寄せられた「願いごと」は、8 月16日

（日）の清水寺でのお焚き上げで天に届けます。「願
いごと」をお寄せいただいた方には、抽選で京都
ゆかりの素敵なプレゼントが当たるチャンスも。
詳細は公式 HPをご覧ください。

（URL：https://kyonotanabata.kyoto.travel）

　今年の「京の七夕」は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、ライトアップ等は実施いた
しませんが、「願いごと」は今年も全国から募集し

〇募集期間：8 月11日（火）まで　
　※郵送の場合は 8 月13日（木）必着

　また、公式ＨＰの「願い」ギャ
ラリーでは、京都にご縁のある
著名な方々からの「願いごと」を
公開しています。

京の七夕2020「願いごと」募集中

　詳しくは、京都観光 Naviにある
「京都 朝観光夜観光」専用ページをご覧下さい。
（URL：https://ja.kyoto.travel/asayoru/）

　京都市観光協会では、新型コロナウイルス感染症の影響が拡
大する中、京都市内の観光事業者向けのオリジナルの研修動画
を作成し、本年 3 月から配信を始めています。
　この度、国内観光から段階的に需要が回復する兆候が見られ
る中で、新たに「withコロナ時代に求められる安心・安全（衛
生対策）」「観光事業者向けのデジタル活用」等の複数のテーマ
を設け、ラインナップの強化を進めていますので、ぜひご活用
ください（視聴は無料です。：https://www.kyokanko.or.jp/
news/ 2020 0318_2）。

京の七夕 検索

京都 朝観光夜観光 検索

令和 ₂ 年 ₄ 月 ₁ 日～
 ₇ 月₂₀日

旅館・ホテル向け「本当は教えたくない驚きの写真術！」講座


