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（対策本部会議資料）                     令和２年１０月２日 

文化芸術政策 監 

 

  文化施設における新型コロナウイルス感染防止対策と文化事業開催の両立について 

 

   本市文化施設では，コロナ禍で自粛生活を強いられている方々にも，文化芸術に触

れ，心豊かな生活を送っていただけるよう，万全の新型コロナウイルス感染防止策を

講じたうえで様々な文化事業を実施しています。 

   今後も，状況に応じた感染防止策を徹底したうえで，様々な文化事業を実施してま

いります。 

 

 １ 感染防止対策 

 （１）各施設共通事項 

    ・マスク着用，３密回避等の注意喚起 

    ・入口での検温（体温 37.5度以上，倦怠感や関節痛ほか体調のすぐれない方   

の入場不可） 

    ・入口やトイレ等への消毒液の設置 

    ・入場待機列及び施設内でのソーシャルディスタンスの確保 

    ・京都市新型コロナあんしん追跡サービスへの登録 

    ・スタッフの健康管理及びマスク着用の義務化 

    ・売店等でのビニールカーテンの設置 

    ・接触箇所（手すり，取っ手等）の消毒 

 （２）独自取組 

   ア 元離宮二条城 

     ・二の丸御殿，展示収蔵館内の滞在者数のコントロール 

     ・二の丸御殿，展示収蔵館に換気ダクトの設置 

・イベント時の来場者の上限を設定し，連絡先等の把握 

イ 京都市動物園 

     ・おとぎの国ふれあいルーム，ふれあいグラウンド，ゴリラのおうち屋内観覧

通路，熱帯動物館の閉鎖継続中 

     ・動物への感染防止のため，ゴリラ舎及びサル島等にコーン等を設置し，来園

者との距離を確保 

ウ 京都市京セラ美術館 

     ・展覧会の予約制（当日受付可） 

連絡先等の把握 

      ９月１５日から展覧会入場者を３０分当たり７５人⇒１００人に拡大 

      カフェ，ショップ等の無料エリアは予約なしで入館可能に 

     ・サーモグラフィーによる入館者の体温チェック 
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エ 無鄰菴・岩倉具視幽棲旧宅 

・入場予約制（当日受付可） 

１０月１日から予約人数を変更（１時間当たり） 

無鄰菴 １５人⇒２０人 

岩倉具視幽棲旧宅 １０人⇒１５人 

   オ 旧三井家下鴨別邸 

・入場者の上限を設定 

９月１９日から１時間当たり５０人⇒８０人に変更 

カ ロームシアター京都 

    ・歓声，声援等が想定される催しについては，ホールの客席定員数を半数以下 

に制限 

  ・ロビーやホワイエの椅子等を再配置し距離を確保 

  ・退場時の整列退場等による密集の回避 

     ・ビュッフェカウンターの営業等の接客を伴うサービスの一時中止  

   キ 京都コンサートホール 

     ・歓声，声援等が想定される催しについては，ホールの客席定員数を半数以下

に制限 

     ・サーモグラフィーによる入館者の体温チェック（自主事業） 

     ・自主事業実施の際の時差入退場の実施（自主事業） 

   ク 京都市交響楽団 

     ・年内の自主公演については，客席定員数を半数以下に制限 

ケ 文化会館（北，東部，呉竹，西，右京） 

     ・歓声，声援等が想定される催しについては，ホールの客席定員数を半数以下

に制限 

  コ 円山公園音楽堂 

     ・隣席との接触を避けるため，ベンチシートは１席置きに配席 

     ・管楽器の演奏や合唱，歌唱を行う際は，アクリル板等による飛沫拡散防止対

策を実施 

     ・関係者以外の楽屋への出入りを禁止 

サ 京都市考古資料館 

     ・10月 1日から人数制限解除（10人⇒制限なし） 

     ・常設展示「触れる展示コーナー」の休止（継続中） 

     ・展示解説の休止（～9/30），文化財講座，ミニ講演会の中止 

     ・展示解説ボランティアの休止 

     ・閲覧図書の閉架（～5/31） 

     ・ＤＶＤ上映の中止（継続中） 
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 ２ 各施設での主な文化事業（予定含む） 

   新型コロナウイルス対策を万全に講じたうえで，様々な文化事業を実施しています。 

 （１）元離宮二条城 

日時 事業名 

5/17 ・二条城オンラインツアー（視聴者：６９２人） 

「STAY HOMEおうちで楽しめる二条城」として非公開部分を含む

城内各所をオンラインで紹介。 

7/1～9/30 ・清流園・香雲亭での朝御膳（合計：１７８０人・９２日間） 

7/19 ・二条城オンラインツアー（視聴者：９２９人） 

磯田道史氏を講師としオンラインツアーを実施 

8/8～30 

 

・夏季特別ライトアップ 

城内のライトアップのほか，自宅でも楽しめるオンライン VR コ

ンテンツを販売 

ソーシャルディスタンスを視覚化するため，ディスタンス提灯

（地面に約２ｍの円が投影）を貸与 

9/25～10/3 ・プレ BIWAKO ビエンナーレ 2020 森羅万象～COSMIC DANCE（ニ

ュイブランシュＫＹＯＴＯ２０２０同時開催プログラム） 

9/27,10/4,11,18 ・世界遺産 二条城ヨガ 

10/14～12/7 ・二条城まつり 2020，アートアクアリウム城～京都・金魚の舞～ 

12/3～6 ・artKYOTO2020～History in Action Festival～（美術市，舞踊劇，

美術史体験ツアー） 

12/14～2/21 ・京都二条城イルミナージュ 

 

（２）京都市動物園 

日時 事業名 

6/8～ ・「園長さんとお散歩」をオンラインに変更し実施 

９月までに計５回実施（再生回数 合計２２，２３３回） 

8/8,9,14,15 ・夏の夜間開園 

9/19～21 ・秋の夜間開園「じゃぽにずぅむ」 

平安女学院と連携し，アニマル御朱印めぐり（スタンプラリー）の実

施 

10/3 ・ドリームナイト・アット・ザ・ズー 

障害のある子どもたちとその家族や病気を患っている子どもとその

家族を閉園後に無料招待するイベント 

10/10,11 ・秋の夜間開園「妖怪ナイト at the zoo 2020」 

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学と連携し，妖怪謎解きゲーム「謎を

解け！妖怪探偵」（LINEを使ったゲーム）等の実施 
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（３）京都市京セラ美術館 

日時 事業名 

5/26 ・リニューアルオープン 

（コレクションルーム，杉本博司 瑠璃の浄土，ザ・トライアングル，

京都の美術２５０年の夢） 

10/3 ・ナイト・ウィズ・アート２０２０（ニュイブランシュＫＹＯＴＯ２０

２０同時開催プログラム） 

 

（４）無鄰菴 

日時 事業名 

8/11～9/13 ・ヘリテージデザイン×無鄰菴 vol.1 写真展 

9/15～10/4 ・ニュイブランシュ ＫＹＯＴＯ×無鄰菴 現代アート展示  

10/1 ・東山の名月をながめる会 2020 （ヴァイオリンリサイタル茶会） 

11/20～22 ・秋の紅葉特別夜間公開 トワイライト庭園パーティー2020 

 

（５）岩倉具視幽棲旧宅 

日時 事業名 

9/13 ・歴史講演会「幕末京都の政局～小松、西郷、大久保を中心に～」 

9/15～ ・くずし字を読んでみよう（古文書講座 初級編）全 6 回 

 

（６）旧三井家下鴨別邸 

日時 事業名 

6/19～ ・静謐な京都 別邸 YOGA 全１０回 

8/2,9/21, 

11/7 

・シリーズ能楽講座「はじめての能！ 『平家物語』編」 

 

9/13,26, 

10/24 

・和装モデルの撮影あり！楽しいポートレート講座 

10/3 ・満月の瞑想 YOGA 

 

（７）ロームシアター京都 

日時 事業名 

7/21，9/26，

10/1 

・市民寄席  

サウスホールからメインホールへ会場を変更し開催 

7/31～8/1 ・U35 創造支援プログラム KIPPU 中川裕貴「アウト，セーフ，フレー

ム」音楽公演 

 ノースホールからサウスホールに会場を変更，公演日も変更し開催 

8/15 ・プレイ！シアター at Home  

夏休みに全館を利用し開催するファミリー向けイベントを今年はオン

ライン中心で開催 

9/14～22 ・演劇公演 地点「君の庭」  

有料で視聴可能なオンライン版も制作し配信中 
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9/25 ・能楽チャリティ公演  

オンラインで無料配信。今後，アーカイブ配信を予定 

10/3～25 ・OKAZAKI PARK STAGE  

ローム・スクエアを中心に映像上映や，人形劇，ライブ，アート作品

展示など実施。10/3はニュイブランシュＫＹＯＴＯ２０２０と連携 

10/27,28 ・新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室 2020 歌劇「魔笛」 

 

（８）京都コンサートホール（京都市交響楽団含む） 

日時 事業名 

6/27，9/26 ・京都コンサートホール・ロビーコンサート（Ｖｏｌ.４，５） 

7/25,26 ・京都市交響楽団第 647回定期演奏会 

 プログラムを変更し，公演回数を２回から３回に変更して実施 

9/6 ・オーケストラディスカバリー第２回（こどものためのオーケストラ入門） 

9/20 ・第 24 回 京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート 

 今年度は２回公演により開催（音楽祭開催期間：9/20～11/8) 

10/3 ・京都コンサートホール×ニュイ・ブランシュＫＹＯＴＯ２０２０ 

 『ながれ うつろう 水・線・音』 

10/9 ・京都市交響楽団第 650回定期演奏会 

10/10,11/7 ・京都コンサートホール開館２５周年記念事業（Ｖｏｌ．１，２） 

 

（９）文化会館（京都市交響楽団含む） 

日時 事業名 

7/29～ 

 

・みんなのコンサート２０２０ 

 お手軽な料金で身近に生のオーケストラ演奏に親しんでいただくコン

サート 

 7/29 北文化会館，7/30 西文化会館ウエスティ 

 8/ 1 呉竹文化センター，8/ 2 東部文化会館 

 8/ 8 右京ふれあい文化会館，8/ 9 北文化会館 

10/12 ・北文化会館がお届けする ちょっと素敵な朝からクラシック  

華やかにアレンジ！―感涙の旋律－ 

10/18 ・市民創造ステージ～みんなが集まる夢の舞台～ 

市民団体による，ダンス等の発表会（西文化会館ウエスティ） 

12/6 ・文化芸術活性化パートナー事業 無料公演 

 吹奏楽のコンサート（右京ふれあい文化会館） 

 

（１０）京都芸術センター 

日時 事業名 

随時 ・おうちでアート 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために臨時休校となり自宅等で

過ごす小中学生・高校生向けに，文化芸術の楽しさにふれてもらうウェ

ブサイト「おうちでアート」を開設し，情報発信中 
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7/11～8/30 ・展覧会「ニューミューテーション＃３ 菊池和晃・黒川岳・柳瀬安里」 

7/31～8/2 ・中川裕貴「アウト、セーフ、フレーム」（ロームシアター京都×京都芸

術センター Ｕ３５創造支援プログラム”KIPPU”） 

9/5～10/4 ・京都芸術センター開設 20 周年記念事業 展覧会「We Age」 

9/21,22 ・京都芸術センター開設 20 周年記念事業 パフォーマンス「We Age」 

 出演者が 2 階の会場でパフォーマンスを撮影し，観客がいる 1 階の別

会場の大型スクリーンに同時中継し，異なる空間にいながら感覚を共有

する劇場体験を試みた。 

9/25～10/4 ニュイブランシュＫＹＯＴＯ２０２０同時開催プログラム 

・川俣正「水辺の風景」パブリックアートプロジェクトエスキース展他 

 

（１１）京都市歴史資料館 

日時 事業名 

8/7 ・「夏休み親子歴史教室・京の地蔵盆」 

6/10～3/10 ・京都アスニーセミナー「古文書に親しむ」シリーズ「楽しく古文書」

を読もう」（計６回） 

10/21 

～11/11 

・秋期連続講座「古文書を楽しく読もう！」（計４回） 

 

（１２）京都市考古資料館 

日時 事業名 

8/31 ・文化財講座の動画配信（京都アスニーと連携 再生回数 合計 1,726回） 

9/19 ・「考古資料館へ行こう！ 小野篁ってどんな人」 

11/21 ・文化財講演会「五条坂の登り窯－京焼今むかし－」 

 

（１３）京都市文化財建造物保存技術研修センター 

日時 事業名 

10/24 ・森が支える日本の技 2020 公開セミナー 

 

３ 主な施設の入場者数 

     

R2 R1
増減数

（R2－R１）
増減率

4月 4,899 299,384 △ 294,485 △98.4％
5月 5,532 246,478 △ 240,946 △97.8％
6月 14,375 173,883 △ 159,508 △91.7％

7月 22,643 137,135 △ 114,492 △83.5％
8月 51,686 175,117 △ 123,431 △70.5％
9月 49,344 169,843 △ 120,499 △70.9％

4月 4,308 93,869 △ 89,561 △95.4％

5月 30,598 114,467 △ 83,869 △73.3％
6月 47,547 50,284 △ 2,737 △5.4％
7月 34,032 37,709 △ 3,677 △9.8％
8月 38,810 36,240 2,570 7.1％
9月 83,753 65,759 17,994 27.4％

二条城

動物園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）


