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16 : 会議室終了にあたって

投稿者 ： ☆中野 文彦 投稿日時 ： 2005/09/02 17:13

７月１日から２ヶ月間、『「5000万人観光都市・京都」を目指して～新・京都市観光振興推
進計画～』をテーマに意見交換をしてきました。つたない進行役でしたが、ご参加いただ
いた皆さん、閲覧いただいた皆さん、ありがとうございました。  
 
皆さんからは、京都の活性化、観光による交流が生み出す相互理解、平和への期待や、
まちづくりと連動した京都の魅力向上といった、京都の観光振興の意義に関するものや、
サミットの誘致、観光客が京都に求めるもの、温かいおもてなし、交通機関のサービスな
ど多岐にわたるご意見をいただきました。  
 
京都市では，「観光」を都市活力創造の基軸であると位置付け，現在「5000万人観光都
市」の実現を目指した新たな計画の策定に向けて策定委員会を設置し，検討を行ってい
ます。  
今回の電子会議室を通して皆さまから頂いたご意見は新・京都市観光振興推進計画の
策定に生かしていければと思っています。  
 
今後とも、京都の観光振興に御理解、御協力をいただきますようお願いします。どうもあり
がとうございました。 

 
返信  

 

 

 

15 : １０年、２０年先の京都について

投稿者 ： ☆中野 文彦 投稿日時 ： 2005/08/16 09:47

進行役の中野です。  
 
真理子さん、清水さん、怜さん、朋子さん、まっちさん、ご意見ありがとうございました。ま
た、この電子会議室を見て頂いている方も、いつも見ていただいてありがとうございます。 
 
これまで、京都の観光に関して様々なご意見を頂いてきましたが、その中であらためてご
意見を頂きたいことが出てきました。  
 
京都市民である皆さんは京都観光に対してどのような想いをもっているのでしょうか？  
例えば交通の問題があります。観光客が特に多い、春・秋のシーズンでは道路が非常に
混雑します。また、観光開発によって京都の景観が損なわれるといった問題もあるでしょ
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う。  
こうした問題に対して、どのように感じていますか？  
 
今、観光の世界に限らず、「サスティナブル」という語が重視されています。（直訳すれば
「持続可能な」ということになります）  
１０年、２０年先にも、京都が現在の魅力を失うことなく、発展を続けて行くには守るべきも
の、変えていくべきものがあると思います。  
今、京都が守るべきもの、あるいは変えていくべきものとは何でしょうか？  
 
皆さんの視点から、ご意見を頂ければと思います。  
よろしくお願い致します。  
 
 

 
返信  

 

 

 

14 : Re: 京都のイメージ

投稿者 ： ☆中野 文彦 投稿日時 ： 2005/08/16 01:04

朋子さん  
進行役の中野です。  
ご意見ありがとうございます。  
 
私は東京に住んでいますが、京都に対するイメージは「和む」「落ち着ける」といった、もっ
と言えば、日本の原風景のようなものを求めています。  
先日、京都の和風旅館さんにうかがう機会がありましたが、その客室の何とも言えない落
ち着き、すだれの向こうに見える和風の庭園にこれまでにない感動を覚えました。女将さ
んのお話しで「京都の者は『間』を大事にする。それは客室のしつらえ以外にも、人と人と
の間を大事にすることでもあるんです」といったことばが心に残っています。  
 
観光への市民参加について、観光は、観光に関連する方々が考えるものといった意識が
強いのではないでしょうか。  
京都はまちづくりが非常に盛んですが、現在は観光とまちづくりは切っても切れない関係
といえます。  
ヨーロッパなどでも、観光はその地域の光を見せることであり、地域の誇りをＰＲする場と
して、住民の方々もまちづくりなどを通して積極的に参加しています。  
 
「観光」ってなんでしょうか？立場によってその答えは異なりますが、私は、京都にお住ま
いの皆さんには、来訪者に対して住民のみなさんがどのような京都を見せたいのか、ど
のような京都を味わって欲しい、知って欲しいのかを考えて欲しいと思います。  
皆さんの知っている京都の歴史や文化、自然のすばらしさを、少しでも観光客に伝えてい
ただければ、そしてその中で、観光客と京都にお住まいの皆さんとの間に思い出に残る、
温かい交流が生まれればよいなと思います。  
 
 
 

 
返信  

 

13 : 京都のイメージ
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投稿者 ： 朋子 投稿日時 ： 2005/08/10 18:46

清水さん、そして観光企画課の水上さん、質問にお答えいただいてありがとうございま
す。大変参考にさせていただきました！  
 
私は、京都市の観光施策を考えるにあたり、京都に求められるものは何かということを考
えました。  
私は去年の夏に短期留学をしてきたのですが、現地でともに行動した日本人の中で京都
出身は私１人でした。私は京都出身だとは言わなかったのですか、一発で京都人だとあ
てられたのです。その理由を聞いてみると、「京都の人は一緒にいると和む」そうなので
す。その人の知り合いに京都人の方がおられるらしいのですが、やはり、和むようです。
人の性格も関係しますので、一概には言えませんが、他府県の方から見た京都のイメー
ジは、「和む」「落ち着ける」というようなものかなと思いました。そして、京都に来られる人
は、そのような安らぎを求めて来られてるのではないかと考えています。  
 
安らぎは様々な形であらわれていると思います。自然、町並み、寺社などが考えられます
が、そのようなモノばかりでなく、ヒトも重要であると考えています。  
つまり、京都に住む住民の存在です。ヒトの心の温かさ、そのようなものがあって一層京
都の魅力は高まると思います。住民の方の満足のいく京都でなければいけない。私も、
住民のかたのアンケートを以前新聞で拝見しましたが、確かに京都の観光施策などには
肯定的な意見が多く、しかし、市民参加などの方面では否定的な意見が多かったようで
す。  
現在も市民参加のための様々な施策が多岐にわたって推進されていますが、ではなぜ
満足されていないのか･･考えます。  
私はこのような電子会議室は市民参加の良い機会であると実感しています。また住民と
行政が協力するコミュニティ事業などももっと増えればよいのではと思います。  
住民の協力があって京都の輝きが増すと思います。 

 
返信  

 

 

 

12 : Re: 市バスのサービスについて

投稿者 ： ☆中野 文彦 投稿日時 ： 2005/08/05 20:24

まっちさん、はじめまして。進行役の中野です。  
「UD（ユニバーサルデザイン）を考える」会議室での活発な議論、拝見しました！  
UDの取組については、観光の視点からも注目されているテーマです。  
京都から見て身近な例として、三重県のバリアフリーセンターさん
（http://www.barifuri.com/）や高山市（http://www.hida.jp/barrierfree/）の取組などがあり
ますね。既にご存じかもしれませんが、ご紹介させて頂きます。  
 
バリアフリーと観光については、書き始めると長くなりそうなので、又の機会とさせて頂い
て、まずはご指摘の「京都市の公共交通機関の案内サービスが他都市と比べてどうなの
か？」について思うところを述べさせて頂きましょう。  
 
京都市の公共交通機関がわかりづらい、といったご意見を良く耳にするのは事実なので
すが、個人的にはそれほどわかりづらいとは思っておりません（笑）。  
観光客として京都を訪れた際には、ガイドブックや京都駅などで配布されているバス路線
図を片手に行き方を考えますが、観光３系統といわれる100、101、102を使うと概ねの名
所巡りができます。これは現在「洛バス」としてラッピングバスを運行するなどよりわかり
やすくなっています。  
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多くの場合、「利便性」については情報提供に問題があることが多い、あるいは情報提供
をわかりやすくすることで解消出来る部分が多いと思います。  
京都は観光地であると同時に大都市でもあるので、観光客とそこに住む方々のニーズに
同時に答えることは難しい課題なのですが、他の大都市、東京や大阪などと比べれば格
段にわかりやすいと思います（もちろん東京、大阪なども地下鉄の表示や観光バス路線
の情報提供で努力はしているのですが）。修学旅行の時期には駅前でボランティアの
方々が案内所を開設しています。そうした光景を見ると「さすが京都」と思います。  
さらに、利便性を高めるためには、どこで情報を得ることができるのかをわかりやすく示す
ことが重要だと思います。現状ではバスターミナルまで降りてしまうと「はて？何処に行け
ば目指すバスに乗れるのか？」と思うこともあります。「京都駅を降りるとすぐに観光案内
所が目に入り、そこでわかりやすい、便利な路線図やマップが入手でき、親切な案内係の
方がお得な一日券を薦めてくれて、季節の見頃の情報などを笑顔で教えてくれる」ことが
理想でしょうか（笑）。  
さらに、情報発信を充実することで、観光路線と住民の方ための生活路線を分離すること
ができれば、双方にとって快適な方向に向かうと思います。  
 
観光と交通の問題は、「新たな京都市観光振興推進計画」の中でも重要なテーマです。ま
っちさんをはじめとする参加者の皆さんのご意見も是非お聞かせ下さい。  
 
 
 

 
返信  

 

 

 

11 : 市バスのサービスについて

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/07/30 09:47

「観光都市～」の会議室に参加されている皆さん  
はじめまして。まっちといいます。  
 
電子会議室では、ちょっとした「常連さん」なんですが  
この会議室では初めて発言をします。  
 
さて、僕が今参加している「ユニバーサルデザインを考える」  
会議室で「市バスのサービス」に関する話題が出ています。  
 
発言ナンバーは３６、３７辺りです。（うち一つは僕の  
発言です。すいません。）  
 
発言を転載してもよかったのですが、「皆さんにも  
ＵＤ会議室へ参加して欲しいな～」という思惑から、  
あえてナンバーだけを記しておきます（笑）。  
 
進行役の中野さん。京都の公共交通機関の案内サービスは  
他都市と比べてどうなのでしょうか？  
そこら辺の話で盛り上がることができたら面白いかもしれ  
ませんね。是非、一度ＵＤ会議室の発言を見てください。  
 
いきなり変な登場の仕方をしましたが、観光についても  
思いついたことを発言していきたいと思いますので、  
皆さん、よろしくお願いします！ 
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10 : 5000万人の目標設定と観光統計の手法について

投稿者 ： 観光企画課 水上 投稿日時 ： 2005/07/26 20:48

清水さん，朋子さん，御意見ありがとうございます。  
お返事遅くなりまして、申し訳ありません。その間、清水さん、書き込みありがとうございま
した。  
 
まず，清水さんからお尋ねの件にお答えさせていただきます。  
観光振興を図る理由としましては，いろいろな側面があると考えています。  
地域の自然，歴史，文化，産業を生かした観光振興は，市民の皆様が，それらを再評価・
再発見する契機になり，新しい文化と快適で魅力的なまちの創造につながります。国際
観光の観点からは，清水さんもおっしゃるように，国際相互理解を通じ，国際平和にも大
きく寄与することが期待されるところです。  
そして，経済効果の観点からも大きな効果があります。観光関連の産業としましては，宿
泊業，飲食業，商業施設等をはじめ，運輸・交通分野，劇場等の芸術関連分野，教育研
究分野など広範囲に及び，観光振興により，京都のまち全体の活性化につながります。
京都市の調査では，平成16年の入洛観光客の直接消費額が5,348億円であったのに対
し，その経済波及効果は1.89倍の1兆103億円，雇用創出効果は8.1万人に達しました。京
都市では，観光を２１世紀の京都の基幹産業と位置づけ，その振興に取り組んでいます。 
 
京都市がその観光振興に，5000万人という目標を掲げて取組を推進しているのには，市
民の皆様に抽象的な目標を示すのではなく，はっきりとした数値で目標をお示しすること
で，その取組をしっかりとお約束し，説明責任を果たすという趣旨があります。  
 
さて，観光客の増加に対しましては，市民の皆様からは，おおむね好意的な意見をいた
だいております。これから述べる数字は，平成15年度の市政総合アンケート調査結果に
よるものですが，観光客の増加については，「非常に良いことだと思う」と回答された方が
58.6％，「良いことだと思う」が33.3％，「どちらともいえない」が5.0％という結果でありまし
た。観光客の増加を良いと感じておられる方が9割以上となっております。  
また，「京都への観光客が増加することによってどのような影響があるか」という問いに
は，「京都経済の活性化につながると思う」が81.5％，「京都の文化や伝統を国内外に発
信できる良い契機になると思う」が71.7％，「国内外の人々との交流を促進し，相互理解
が深まると思う」が33.9％と続いております。  
本アンケートの詳細は，京都市ホームページ「京都市情報館」に掲載致しておりますの
で，ぜひご覧ください。  
http://www.city.kyoto.jp/koho/enquete/kankou/kankou.htm  
 
ただし，観光客が増えることにより，交通渋滞や文化財の破損等の弊害が生じてしまうこ
とも事実です。こうした点にも十分に配慮を行い，「5000万人観光都市」を目指す必要が
あると感じています。  
それと，参考としまして，外国人観光客の増加については，同じく平成15年に内閣府が世
論調査を行っています。  
日本への外国人観光客数の増加を望む方が48.2％であるのに対し，犯罪者が入国する
心配がある等の理由で増加を望まない方が32.4％という結果です。  
この調査の詳細はhttp://www8.cao.go.jp/survey/h15/h15-jiyujikan/をご覧ください。  
 
 
次に朋子さんの御質問にお答えさせていただきます。  
観光客の統計の調査方法についてですが，  
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観光客の調査は，対象が大量かつ流動的であり，市民の皆様の行動とも混交するため
困難を極め，正確に把握することは不可能に近いと言えます。そこで，京都市では，大勢
的に正確を期すという方針で，以下のような方法で調査を実施しています。  
 
Ⅰ 観光客数統計の方法  
 １ 基礎データの収集  
   各交通機関に協力を求め入市者数データを収集する。  
   各観光客率については，直接面接調査（約１２，０００件）により算出。  
 （１）電鉄（京都市内の定期外降客数を集計）  
   ・ＪＲ西日本，ＪＲ東海，京阪電鉄，阪急電鉄，近鉄から得た数値に観光客率を乗じ
る。  
 （２）乗用車  
   ・京都東インターと京都南インターの京都市内への流入台数を月別に収集。平均乗
者数と観光客率を乗じる。  
 （３）バス  
   ＜個人＞  
   ・京都着のハイウェイバス，空港バス，京都市外から流入してくる定期路線の１日当
たりの台数を集計し，1台当たりの平均乗車人数を乗じる。その後，観光客率を乗じる。  
   ＜団体＞  
   ・社団法人日本バス協会に加盟する全国のバス会社に，貸切バスの保有台数及び
京都市への旅客輸送台数と人数を照会する。  
 
 ２ データの統計  
  （１）～（３）で得た数値を合計し，入洛観光客数を算出する。  
  ただし，月別の観光客数の動向については，京都市観光案内所等観光関連施設の月
別利用率も考慮に入れて算出する。  
 
Ⅱ 観光客の動向統計  
  年に８日間（春夏秋冬平日，休日各1日），ＪＲ京都駅，阪急河原町駅，京阪三条駅，
京阪出町柳駅，近鉄京都駅，京阪中書島駅，近鉄桃山御陵前駅，市内各駐車場で直接
面接調査を行うとともに，詳細な内容のアンケートを配布し，郵送回答（約１，５００件）し
てもらい，統計をとる。（各駅については，定期券利用者以外を対象）  
 
 ・観光消費総額については，郵送回答により１人当たりの平均消費額を算出し，入洛観
光客数に乗じる。  
 
Ⅲ 外国人客・修学旅行客統計  
○外国人宿泊客数  
・市内旅館，ホテルに月別，国籍別での外国人宿泊施設利用客数を照会する。  
 
○修学旅行客数  
・市内旅館，ホテルに月別，出発地別での修学旅行客数を照会する。  
 
以上の手法になります。  
なお，祇園祭の観客につきましては，京都府警，京都市等関係団体による調査になりま
すが，簡単に申しますと，一定時間，一定面積に流入した人数を調査し，それに全体時
間，全体面積を考慮して，総観客数を算出しています。  
 
以上，大変長くなりましたが参考になれば幸いです。  

 
返信  
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9 : まちづくりと観光の良い連携づくりを

投稿者 ： ☆中野 文彦 投稿日時 ： 2005/07/25 22:21

進行役の中野です。  
まだお返事出来ていないご質問（朋子さんの観光客のカウント方法についてのご質問と、
清水さんからの5000万に観光都市・京都の必要性）もありますが、こちらは観光企画課の
水上さんからお返事があるかと思いますので、先に真理子さんのご意見についてお返事
したいと思います。  
 
さて、真理子さんからいただいたご意見についてです。  
近代日本で観光が一般の方に広まったのは戦後、高度経済成長期以降です。そのころ
は、多くの方にとって「一生に一度の旅行」でもあり、珍しい物を見る、食べるといった”物
見遊山”が目的であることが多かったといえます（団体慰安旅行が最も多かった時代で
す）。  
しかし、現在のように、豊かな時代になり、観光が珍しいものではなくなると、消費者が観
光に求めるもの、つまり観光の目的は非常に多様化してきました。これは「観光が成熟化
してきた」とも表現されます。  
「珍しい物を見たい、食べたい」という目的以外にも、「ゆっくりと過ごしたい」「ともだちと楽
しい時間を過ごしたい」「町並みの雰囲気を味わいたい」など、目的がはっきりとした、こだ
わりのある観光が増えてきています（とはいってもこうした観光も目的は常に複合的で、
一概にはいえないのですが）。  
 
真理子さんから提示して頂いた「地域文化を仲立ちとした、来訪者との知的交流」「まちづ
くりと観光は表裏一体」という観光の考え方は、前述の消費者の変化と、まちづくりの動き
がマッチしてきたこと指していると思います。  
つまり、まちづくりの中で、地域の魅力を見直す、誇りを持つようになる。そして、住民の
方が観光客の方と積極的に交流し、奥深い魅力を伝えることで、観光客の方はこれまで
の観光では味わえない感動を得ることができるということです。  
京都はまちづくり活動も盛んです。町家の再生やボランティアガイド、レンタサイクルなど
観光と結びついた取組も多いですね。こうした取組が観光客の増加に結びついている部
分は確実にあると思います。現在の京都が無策ではないと思いますよ！  
 
京都を訪れる観光客の多くはリピーターの方です。ですから、まだ顕在化はしていないも
のの、こうした形の観光を求める方は多いと思います。これは東京などで発売されている
京都を紹介したガイドブック、旅行雑誌を見れば顕著な傾向です。  
「もう一歩深い京都を味わう」「京都の風情、文化の中で、ゆっくりと時間を消費する」とい
った観光の形はこれから増えていくと思います。  
また、初めて京都に来る方や海外からのお客様など、「まずは京都をぐるっと見たい」とい
うニーズに対しても、きちんと対応していくことは重要なことです。初めての方には、初め
ての方用のメニューが必要です。その中で、少しずつ京都のより深い魅力（一度では味わ
いきれない魅力）を見せることができれば、それがリピーターにつながります。  
つまり、観光客のニーズを把握して、それぞれのニーズに合わせた観光の形を提供する
ことが重要かと思います。  
これは「言うは易し」なのですが、これが実現出来れば、京都に住む皆さんにとっても、観
光客の方にとっても幸せな形になります。また、観光に関連する事業者の方にとっても良
い結果につながるのではないでしょうか。  
 
５０００万人という数字はこうした取組の一つの指針として捉えていただければと思いま
す。新・京都市観光振興推進計画の委員会でも「５０００万人にするために、様々な施策
をしよう」ではなく「様々な努力の結果として５０００万人を達成しよう」といった方向で検討
しております。  
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長くなってしまってスイマセン（私、いつも長いのですが・・・）。  
また、真理子さんにお願いしたいことがあります。  
委員会では、海外からのお客様のための施策も検討しております。真理子さんが取り組
んでいる、京都で外国人観光客に日本の文化を伝える活動に際しての経験談（海外の方
は京都のここに感動する！）、お気づきの点（こんな点を良くしてほしい！）などもお聞か
せ下さい。  
 

 
返信  

 

 

 

8 : Re: 観光客のカウント方法について

投稿者 ： 清水です。 投稿日時 ： 2005/07/22 14:40

清水です。  
 
レスが返ってこないので、横レスさせていただきました。  
 
>> 少し疑問に思ったことがあり、教えていただきたいのですが、  
>> 去年の観光客は４５５４万人であったと伺っております。  
>> では、その観光客のカウントについては、どのように行われているのでしょうか？  
>> 宿泊者数にしましても、日帰りのお客様もいられますし、鉄道の利用者数にしまして
も、通学通勤の方との区別もつきにくいかと思います。  
 
詳細は存じませんが、駅での乗降者数、車の流入台数などから通勤者数などを見積もり
差し引くのだと聞いたことがあります。  
また訪日外国人旅行者数  
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/hounichigaikokujin.htm 以外は、正確な人数
の把握は無理だとも聞いております。  
当たり前ですが･･･。  
 
>> また、祇園祭の見物客のカウント方法についても、  
これは、現場写真を小さいメッシュに分けてカウントして、メッシュの数だけ倍数してカウン
トするのではないでしょうか？  
正確にカウントすることは、無理だと思いますが･･･。  
 
お答えになってなくて、恐縮です。 

 
返信  

 

 

7 : Re: 進行役の中野文彦です。

投稿者 ： 真理子 投稿日時 ： 2005/07/22 14:39

はじめまして。真理子と申します。  
京都の大学院でまちづくり・観光について勉強しています。  
また、京都市で外国人観光客に日本の文化を伝える活動もしております。  
この会議室でいろいろ勉強させていただきたく思いますので、よろしくお願いします。  
 
私の「観光」のイメージは、昔は”物見遊山”的イメージが大きかったです。でも、現在は、
院で勉強したり、自ら実践している活動から、「地域文化を仲立ちとした、来訪者との知的
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交流。」「まちづくりと観光は表裏一体である。」と、とらえています。このように、とらえるこ
とで、観光がその地域の住民にとっても身近で、しかも自分の地域に誇りも持てる、そん
な要素が増してくると思います。もちろん、物見遊山的で消費と享楽に偏った観光もあり
かとは、思いますが、持続不可能な観光になってしまうと思います。  
 
京都市は、観光客を呼び込める魅力的な施設が、非常にたくさんあります。だから、市民
は、特に施策を講じなくても自然にやってくると思い勝ちのようで、実際私もそう思ってい
ました。しかし、魅力的な観光施設に頼ってばかりいて、無策であることは、いくら京都市
でも先が見えていると思いました。ですから、この新・京都市観光振興推進計画も、姿勢
としてはいいと思います。しかし、”５０００万人”という数字を目標にするより、いろいろな
努力の結果として５０００万人になったという方が好感がもてます。  
観光都市というのは、目標ではなく、その都市がいかに文化的で快適で、すべての人に
優しい都市であるという結果、ついてくることなのではないでしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

6 : 観光客のカウント方法について

投稿者 ： 朋子 投稿日時 ： 2005/07/17 08:12

はじめまして。朋子と申します。  
京都市の観光施策に興味があり、参加させていただきました。  
 
少し疑問に思ったことがあり、教えていただきたいのですが、  
去年の観光客は４５５４万人であったと伺っております。  
では、その観光客のカウントについては、どのように行われているのでしょうか？  
宿泊者数にしましても、日帰りのお客様もいられますし、鉄道の利用者数にしましても、通
学通勤の方との区別もつきにくいかと思います。  
また、祇園祭の見物客のカウント方法についても、  
教えていただければ光栄です。 

 
返信  

 

 

 

5 : Re: 進行役の中野文彦です。

投稿者 ： 清水です。 投稿日時 ： 2005/07/16 19:31

清水と申します。  
どうぞよろしくお願いいたします。  
 
>京都はまさに日本を代表する観光都市ですが，同時に皆さまにとっては生活の場でもあ
ります。そして、皆さんが守り，育んできた京都の文化こそ，京都の最大の魅力ではない
でしょうか。京都観光の主役は京都に暮らす皆さんであるとも言えます。  
>まず最初に，京都に住む皆さんは「観光」について，どのようなお考えをお持ちか，ご意
見をいただければと思います。  
 
 
 中野さまがおっしゃる、上記のことがまず大事なのではないかと思います。  
 
 つまり「『5000万人観光都市・京都』を目指して」ということですが、京都市民は果たして
これを望んでいるのでしょうか？  

9/12 ページ「5000万人観光都市・京都」を目指して～新・京都市観光振興推進計画～

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=kanko



 
 私が知らないだけかもわかりませんが、市や府からこのような問いかけをされたことは
記憶にありません。パブコメの募集などがあったのかも知れませんが･･･。  
 
 「5000万人観光都市・京都」は必要なのか？なぜ必要なのか？といったことを簡単にご
説明いただければ幸いです。探せばどこかに書かれているのだとは思いますが･･･。  
 
 ちなみに個人的には、「京都に多くの観光客が日本や世界中から訪れることで、交流が
生まれ人種や宗教、思想の壁を越え、知らないもの同士が理解しあえるきっかけができ
ることで、平和な安心して暮らせる世界になることが期待できる」。  
 また「観光客が訪れることで、京都の持つ資源が循環し京都の活性に寄与する」ことも
期待しますので、基本的にはこの提案に賛成（数値目標は、よくわかりませんが･･･）で
す。  
 
 以上、よろしくお願いいたします。 

 
返信  

 

 

 

4 : Re: 国際観光都市

投稿者 ： ☆中野 文彦 投稿日時 ： 2005/07/13 09:10

怜さん、ご意見ありがとうございます。  
京都の魅力は日本が世界に誇るべきものです。  
しかし、国が先頭に立って日本文化を世界にアピールする機会はあまり多くなかったよう
に思います。サミットを京都に、そして日本文化をアピールしようという怜さんのお考えは
すばらしいものだと思います。  
他国でも、観光が産業として、また自国の文化を伝える手段として認識されている国で
は、政府が先頭に立っていますよね。代表的な国としてはフランスが挙げられます。  
現在わが国でも、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」などを実施しています。こうした動きと
も連動して、「日本に海外からのお客様をお迎えするなら、まず京都に！」という気運を高
めていきたいと思います。  
 
旅行会社の方や海外からのお客様と触れる機会の多い方にお話を伺うと、ほぼすべて
の方が「京都に行きたい」とおっしゃるそうです。それだけ京都の認知度は高く、日本の伝
統・文化の「都」といった認識が強いのでしょう。また、それだけ期待が大きいともいえま
す。  
また、海外からのお客様の視点で考えると、「京都も行きたいけど、大阪の賑わいやファ
ッションも体験したい、テーマパークにも行ってみたい」など、欲張りな面もあります。これ
は私たちが海外に行くときとまったく同じですね。せっかく行くのだから、なるべくいろいろ
な日本を味わいたいのです。  
そう考えますと、近畿圏全体など広域でアピールすることも重要になります。  
 
海外からのお客様が求めているものを的確に捉え、日本の文化を世界に伝える国際観
光都市・京都を実現する、また全国から観光客の方を集めるためのアイディアやご意見
などございましたら、これかもどんどんお寄せください。  
 

 
返信  

 

3 : 国際観光都市
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投稿者 ： 怜 投稿日時 ： 2005/07/11 16:13

怜と申します、よろしくおねがいします。  
 
ここ数年、京都への観光客数は過去最高を更新し続けており、5000万人観光都市も現実
的なものになってきました。  
 
これまで以上に京都の魅力を全国，そして全世界の方々に伝えていくにはどうすれば良
いか ですが  
 
私は、世界に京都のよさを発信するためにも、２００８年に日本で行われる予定のサミット
を京都に誘致すべきだと思います。京都会議しかり世界的にも認知度の高い会議を誘致
すれば、世界各国に京都のよさを知ってもらうきっかけになると思います。  
他の都市との誘致競争に勝つためには市民、事業者、行政をあげてサミットの受け入れ
体制を整えたり、誘致のために京都を積極的に売り込むことが必要だと思います。  
世界の人々に京都のよさを知ってもらい、さらに多くの外国人観光客が京都に興味を持
ち、足を運んでくれるようになればと願っています。 

 
返信  

 

 

 

2 : 進行役の中野文彦です。

投稿者 ： ☆中野 文彦 投稿日時 ： 2005/07/01 11:34

はじめまして。進行役の中野文彦と申します。  
私は財団法人日本交通公社の研究員をしています。財団法人日本交通公社は，旅行・
観光の健全な発展を目指し，観光文化振興のための様々な活動，調査，研修を行ってい
る公益法人です（詳しくはこちらをご参照ください。http://www.jtb.or.jp/）。  
 
このたび，新京都市観光振興推進計画策定のお手伝いをさせていただくこととなったのを
機に，この電子会議室の進行役も担当させていただくこととなりました。  
京都観光の将来像，課題などにつきまして，皆様の積極的な御意見，御提言をお待ち致
しております。  
なお，私，中野以外に，一緒に仕事をしております山田雄一，石山千代も，進行役を務め
させていただくことがありますので，よろしくお願い致します。  
 
さて、京都はまさに日本を代表する観光都市ですが，同時に皆さまにとっては生活の場で
もあります。そして、皆さんが守り，育んできた京都の文化こそ，京都の最大の魅力では
ないでしょうか。京都観光の主役は京都に暮らす皆さんであるとも言えます。  
 
まず最初に，京都に住む皆さんは「観光」について，どのようなお考えをお持ちか，ご意見
をいただければと思います。  
日常の生活の中での観光客との交流や，まちづくり活動の中での観光，もちろん観光関
連のお仕事の方のご意見も大歓迎です。日頃思っていること、お気づきの点など、何でも
ご意見をお寄せください。  
また、これまで京都に訪れた方の京都へのご意見・ご感想なども，是非お寄せ頂ければ
と思っています。  
 
つたない進行役ですが、精一杯努めていきたいと思います。  
どうぞよろしくお願いします。  
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返信  

 

 

 

1 : はじめまして。観光企画課の水上です。

投稿者 ： 観光企画課 水上 投稿日時 ： 2005/07/01 11:34

みなさん，はじめまして。京都市産業観光局観光企画課の水上大嗣と申します。  
2010年「5000万人観光都市」の実現を目指して策定する，新たな京都市観光振興推進計
画の担当をしています。  
昨年度までの5年間は，同じ観光部の観光振興課にて，主に外国人観光客や国際コンベ
ンションの誘致といった国際事業を担当していました。みなさん，どうぞよろしくお願い致し
ます。  
では，まずスタートにあたり，今回の電子会議室開設の趣旨等について，簡単に述べさせ
ていただきます。  
京都市では，「観光」を都市活力創造の基軸であると位置付け，「5000万人観光都市」の
実現を目指し，きめ細やかな観光振興施策を積極的に推進しています。  
この結果，平成16年の入洛観光客数は4年連続で過去最高記録を更新する4,554万4千
人，その経済波及効果は1兆103億円に上り，大きな成果を挙げてきたところです。  
そして，平成13年策定の「京都市観光振興推進計画 ～おこしやすプラン21～」の取組期
間が本年末で満了することに伴い，現在取組んでいるのが，新たな計画の策定です。策
定にあたっては，学識経験者や観光関連団体関係者，市民公募委員の方々等28名で組
織する策定委員会を設置のうえ検討を行っており，第1回目の委員会は，6月27日に清水
寺で開催致しました。  
さて，その委員会での議論に加え，より広く市民や観光客の皆様の御意見，御提言をい
ただこうと開設させていただいたのが，この電子会議室です。  
進行役は，財団法人日本交通公社の中野さんです。みなさん，中野さんの進行のもと，
たくさんの書き込みどうぞよろしくお願い致します。  
 
入洛観光客数に関するデータ（京都市観光調査年報）（平成12年から平成16年まで掲載）
や現行の計画「京都市観光振興推進計画～おこしやすプラン21～」の詳細については，
京都市オフィシャル観光ホームページ「京都市観光文化情報システム」
http://raku.city.kyoto.jp/sight.phtmlにアクセスしてください。左側下方にアイコンがありま
す。  

 
返信  
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