
京都市未来まちづくり１００人委員会＜第 2 期＞ 

 

 

議題チーム 

 外国の方 うれしい街へ 
■議題チーム概要 

メインテーマ 
（めざす目標） 外国の方に快適な時間を過ごしていただく京都の実現 

第２期の活動 
行動の概要 

外国の方に有益な情報を提供することを目的に、コミュニティラジオを活用した日本
語・韓国語の二カ国語による番組を試行的に放送した。 
その他、外国の方に京都ファンになっていただけるような方策について、議論・検討
しました。 

第 2 期メンバー リーダー:大西武 副リーダー:亀田峻宣、橋本皓平 
隅井孝雄、松石敏治、吉川克哉 

連携した団体／
サポーター 京都三条ラジオカフェ、韓国語通訳案内士：金美花氏 

第３期 
プロジェクト名 なし 

■第２期の活動記録  
活動項目 日時／場所 内容／概要 

【第１回定例会議】 平成 21 年 10 月 24 日 新規議題出し チーム結成 

【第２回定例会議】 11 月 28 日  活動アイデアのブレインストーミングおよび ML の設定等チー
ム運営方法の相談 

【第３回定例会議】 12 月 19 日 活動アイデアのブレインストーミングおよび年間スケジュール
の検討 

【第４回定例会議】 平成 22 年 1 月 23 日 調査結果の報告と活動アイデアの検討 

ラジオ放送局見学 2 月 27 日 
＠京都三条ラジオカフェ 多言語コンテンツのラジオ放送実現に向けて視察 

【第５回定例会議】 2 月 2 日 7 1 ヶ月の活動の振り返りと課題の整理、今後の検討 

【第６回定例会議】 3 月 20 日 京都三条ラジオカフェでの、多言語コンテンツの検討。その他
アイデアの状況報告、相談 

チームミーティング 4 月 5 日 ラジオ番組収録に向けてのミーティング 

ラジオ番組収録 4 月 21 日 
＠京都三条ラジオカフェ 

日本語・韓国語二カ国語を使用した京都を案内するラジオ番組
の収録 

【第７回定例会議】 4 月 24 日 ラジオ放送の振り返りと次回放送の相談 

ラジオ番組収録 5 月 19 日 
＠京都三条ラジオカフェ 

日本語・韓国語二カ国語を使用した京都を案内するラジオ番組
の第 2 回収録 

【第８回定例会議】 5 月 22 日 ラジオ放送の振り返りと今後の活動についての議論。 

【第９回定例会議】 6 月 26 日 外国人向け銭湯案内企画の検討 

【第１０回定例会議】 7 月 24 日 各企画の進捗状況の共有と成果報告会に向けての議論 

【第１１回定例会議】 8 月 28 日 成果報告会発表内容の検討 
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京都市未来まちづくり１００人委員会

外国の方 うれしい街へ チーム

「京都市の笑顔で、日本も笑顔、世界も笑顔」 

 

「京都市未来まちづくり 100 人委員会」 

～外国の方うれしい街へ～ 

 

私たち、外国チームは、 

京都に 来られた外国の方への 思いとして、 

（ 観光者・滞在者・居住者 すべての方へ ） 

 

外国の方が、うれしい街であることについて 考えます。 

 

今はまだ、ささやかですが、 

今後 京都市の、笑顔に寄与できれば幸いです。 
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トップ > お知らせ > チームニュース > 外国の方うれしい街へ 

 

このたび、外国の方うれしい街へチームにて、日韓二言語ラジオ番組「おこしやす京都」の運営を開始まし
た。 

京都在住の韓国人の方は多数いらっしゃいますが、コミュニティ内における情報交換ツールとしてのラジオは
ありません。また、韓国人旅行者の方も、京都を訪問する際に使用する情報ツールが、雑誌やインターネット等
に限られています。そこで、ラジオを通して、京都在住の韓国人の方・韓国人旅行者の方により役にたてる情報
を提供できたら、より京都が、韓国人の方にとってうれしい街になるのでは、と思い、当企画を始めさせていた
だきました。 

番組名：おこしやす京都 
内容：日本語・韓国語の2カ国語で、京都の観光案内（名所紹介・店紹介等）／京都の生活情報／その他ニュ
ース等を紹介します。 
時間：1回15分 
スピーカー：金美花氏・松岡千鶴氏（NPO法人京都コミュニティ放送 理事・放送局次長） 
（金美花氏プロフィール：韓国生まれ。ソウルロッテホテル免税店勤務中”世界食の祭典”参加のため１９８８年
来日。日韓の文化交流への心は止まず、日本各地で韓国文化を紹介し日本の文化風土や産業経済等学びつ
つ、食文化をはじめ主に韓国の生活文化の紹介を続ける。京都短期大学家政科（食物栄養学）卒社団法人宮
中飲食研究院・伝統餅菓教育院修了。コングレ・インスティテュート修了。韓国語・日本語翻訳、通訳案内ガイ
ド。韓国料理研究家。韓国語講師。現在福知山市在住。） 
ターゲット：韓国人京都在住者／韓国人旅行者／韓国語に興味のある日本人 
ラジオ局：京都三条ラジオカフェ（NPO法人京都コミュニティ放送） 
      京都市中京区・下京区を中心として、京都市内で聴くことができます。 
  主催：京都未来まちづくり委員会外国の方うれしい街へチーム 

第1回目の収録が、4月21日(水)に行われました。 
4月25日(日)と26日(月)に放送が行われたのですが、その録音データを当HPにも掲載いたします。 
下記リンクをクリックしてお聞き下さい。 

おこしやす京都 vol.1 

コメント (0) 

コメント (0) 

ページの先頭へ  

2010年05月19日

2010年03月09日

外国の方うれしい街へ

日韓二言語ラジオ番組「おこしやす京都」 vol.1

企画趣旨

ラジオ番組概要

第1回目放送

このチームは2期からスタートしました！

Page 1 of 1チームニュース |  みんなでつくろう！未来の京都～京都市未来まちづくり100人委員...

2010/05/21http://kyoto-machiza.jp/team?id=22

議題チーム ワークシート 【 外国の方 やさしい街へ 】 

背景／現状認
識： 
現状の問題点： 

・外国人旅行者が不便を感じるシーンが多い。 
～①道案内（聞いてもわからない） 
②標識 

・外国人旅行者の旅程がおよそ 1泊に限定されている。 
・日本の文化のコアな部分をお伝えでいていない。 
・留学生などの居住者に十分な情報提供ができていない。 
～生活情報 

・ 英語以外の外国語情報が少ない（中国語・韓国語など） 
・ 外国語情報へのアクセスが悪い。 
・ 外国の方が京都で夜の有効な過ごし方ができていない 
（大阪に逃げていく） 

目的／動機／
何の為に？ 

・ 外国人旅行者が不便なく道を尋ねたり、買い物をできるようにし
たい。 

・ 日本文化のコアな部分を外国人旅行者に知ってもらう。 
・ 多言語での情報提供を行えるようにする。 
・ 外国語情報のアクセスを提供する。 
・ 京都での夜の情報を提供する。 

当面必要な議
論 
まずはやるべき
こと 
（易しい課題） 

・ 現状把握のためのヒアリング・先行事例確認（行政・民間企業・外
国人留学生・外国人旅行者） 
～アンケートによるヒアリング 

・多言語でのラジオ放送（日本語・韓国語）による効果検証 

解決すべき課題 
（難しい課題） 

 

アイディアなど 
 

・ 多言語でのラジオ放送（日本語＋韓国語・日本語＋中国語 etc） 
・ 京都で銭湯を広げるプロジェクト 
・ 外国人ゲリラ道聞き（外国人が市民に突然道を尋ねる） 
・ 大きなホテルに聞きにいく。 
・ 有力な外国の情報ソースに載せる 

９月時点のゴー
ル像／到達点： 

・ラジオ企画を定期的に持続できる体制にする。 
・ 「kyotokyoto.jp」で定期的にpodcastにてラジオ放送を行う。 
・ 「kyotokyoto.jp」で外国人が入ることができる銭湯マップと銭湯の
入り方案内書の作成。施設・外国人観光客の意識調査。 

最終目標／将
来像： 
この議題の究極
の目標・理想像
は？ 

観光客がたくさん金を落とす街。 
京都の魅力の再提案（中国の富裕層・ヨーロッパ人 etc）。 
そのために、街に魅力を高める。 
平均 1泊→2 泊の街。 

 

チームの連絡体制 

ルールなど 

 

 

ビジット・ジャパン・キャンペーンの主な取り組み 

（１）観光広報親善大使、各市場別観光親善大使、Yokoso! J apan大使 ⇒ 観光広報大使、市場別観光親善大使のページへ 

（２）Yokoso! Japan Weeks ⇒ Yokoso! Japan Weeks 2008のページへ 

（３）Yokoso! Japan トラベルマート ⇒ YOKOSO! JAPAN トラベルマート2008春のページへ   

ビジット・ジャパン・キャンペーン開始以降の訪日外客数の推移 

 

対象市場からの訪日外国人旅行者数 

資料： 日本政府観光局（JNTO） 

 2006年 2007年 伸び率%

総数 7,334,000 8,349,000 13.8

韓国 2,117,000 2,601,000 22.8

台湾 1,309,000 1,385,000 5.8

中国 812,000 943,000 16.2

香港 352,000 432,000 22.7

タイ 126,000 168,000 33.2

シンガポール 116,000 152,000 31

オーストラリア 195,000 223,000 14

米国 817,000 816,000 -0.1

カナダ 157,000 166,000 5.4

英国 216,000 222,000 2.5

ドイツ 115,000 125,000 8.6

フランス 118,000 138,000 16.9

その他 884,000 979,000 10.9

【2007年市場別シェア】 

（単位： ％） 

 訪日外国人旅行者数の詳細については、下記の日本政府観光局ＨＰをご覧下さい。

  ⇒統計報道発表資料（訪日外客数/出国日本人数） 

  

Page 1 of 1VISIT JAPAN CAMPAIGN

2009/12/15http://www.jnto.go.jp/vjc/about.html

2008 8 1

UNWTO Tourism Highlights 2007Edit ion

10 10

　観光　来客数　の　現状　:　日本＆世界

※　日本:800万人　　(仏:8000万人　英:3000万人)　

約20%が京都へ
　　 ↓
100万～200万

※宿泊は約100万人
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●京都への来訪動機は「寺院・神社(56%)」「世界文化遺産(53%)」が多く、
　「庭園(39%)」「日本料理(27%)」がこれに続いている。

●国・地位別にみると、「寺院・神社」は北米・欧州に対して
　強い訴求力(66%)を持つが、　中国・韓国・台湾に対しては比較的弱い。

●「世界文化遺産」の冠は、各国の旅行者に京都への来訪を促す魅力となっている。

３．京都への来訪動機

「世界文化遺産」への関心は高い。「寺院・神社」「庭園」は欧米に人気
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●入洛後の観光情報の入手先は「宿泊しているホテル(49%)」が最も多い。　　
　　欧米各国の回答者に比較的多く、中国・韓国・台湾では少ない。

●台湾は「ツアーガイド・添乗員」、中国は「インターネット」の利用が
　　最も多くなっている。

５．入洛後、京都に関する観光情報の入手経路

入洛後、京都の観光情報は「宿泊中のホテル・旅館」で入手

意見・要望

京都市を魅力的な観光地にするための意見・要望

６．京都旅行の満足度、再来訪の意向

外国人観光客　意識調査　ご意見＆要望　(京都市)
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　世界が共感する観光都市戦略　(未来計画2010)
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サイトマップ 市民しんぶん いつでもコール モバイル版

文字 大きくする 小さくする 元に戻す Google       検索

京都市トップページ 市の組織 産業観光局 各課の窓口 観光企画課 

広報発表 京都総合観光案内所の開設及び愛称決定等について 

京都総合観光案内所の開設及び愛称決定等について 
[2010年2月25日]

広報資料 

平成22年2月24日 

産業観光局（観光部観光企画課 222-4130） 

京都総合観光案内所の開設及び愛称決定等について  

この度，京都市と京都府が共同で設置する「京都総合観光案内所」を開所することとな

りましたのでお知らせします。 

 また，募集しておりました愛称が決定しましたので併せてお知らせします。 

京都市を含む府内全域の観光案内，観光情報発信等を多言語・ワンストップで行う総合

観光案内所の開設により，観光客の皆様の利便性，満足度の向上を図ります。 

1 京都総合観光案内所の概要 

  施設の名称          京都総合観光案内所 

  設置場所           京都駅ビル2階 南北自由通路沿い 約280㎡ 

  設置者             京都市，京都府 

  運営主体             京都総合観光案内所運営協議会（構成団体は別紙参照） 

  運営業務委託先   社団法人京都市観光協会（平成22年3月～平成24年3月） 

   企画提案方式により公募し，京都総合観光案内所運営業務委託先選定委員会に
おいて選考 

  開 所 日              平成22年3月16日（火曜日） 

  開所時間                午前8時30分～午後7時（年中無休） 

  電話番号(代表)         075－343－0548(おこしやす) 

  主な機能  

a観光案内・相談 

・窓口案内・電話案内 

・日本語，英語，中国語，韓国・朝鮮語に対応 

Page 1 of 3京都総合観光案内所の開設及び愛称決定等について／京都市  産業観光局  観...

2010/09/15http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000075953.html

京都総合観光案内所（愛称：京なび）が開所いたしました  

 京都府と京都市が共同で設置する「京都総合観光案内所」が平成22年３月16日に京都
駅ビル２階、南北自由通路沿いに開所いたしました。 
 府内全域の観光案内、観光情報発信等を多言語・ワンストップで行い、観光客の皆様の

利便性、満足度の向上を図ります。  

電話番号・所在地 
電話番号 ０７５－３４３－０５４８(おこしやす)  

所在地 京都駅ビル２階 南北自由通路沿い 約２８０平米  

   

   

開所時間 
午前８時３０分～午後７時（年中無休） 

主な機能 
1. 観光案内・相談 
 ・窓口案内・電話案内 
 ・日本語、英語、中国語、韓国語・朝鮮語に対応 
 ・修学旅行をはじめとする団体旅行にも対応  

2. 観光情報発信 
 ・観光パンフレット等の提供等による情報発信 
 ・企画展示等による戦略的なＰＲ 
 ・IT技術を活用した電子ポスターや多言語による情報発信  

3. 観光関連チケット販売 
 ・公共交通の乗車券や催事のチケット等の販売  

4. 宿泊施設の紹介・斡旋  

Page 1 of 2京都総合観光案内所（愛称：京なび）が開所いたしました－京都府ホームページ

2010/09/15http:/ /www.pref.kyoto.jp/kanko/1268606015162.html

 

 

 

京都総合観光案内
所
京なび

きょうとそうごうかんこうあんないじょ

きょうなび

京都市下京区烏丸通塩小路下ル

東塩小路町

電話０７５－３４３－０５４８

開所時間　８：３０～１９：００

年中無休

■ナビ■

京都駅ビル２Ｆ　伊勢丹脇

■町家の宿■

ＪＲ京都から便利なホテル

京都旅楽【たびたの】
京都駅ビル２Ｆに観光案内所「京なび」ＯＰＥＮ！

京都総合観光案内

所

京都駅ビル２Ｆの京なび
≫週末空室カレンダー

京都旅楽その５４ 京都駅 案内所 旅楽トラベルＴＯＰへ 京都のお土産おとりよせ 京都の良い宿 English

平成２２年３月に「京都総合観光案内所」が誕生した。

　

京都駅ビル２Ｆ、改札から烏丸口に向かってすぐの便利な場所。

以前も同フロアに観光案内所があったが、なにせ狭く大変であった。

また、一方で伊勢丹の上階にあった観光案内所は知る人ぞ知るような

人通りの少ないフロアに有り、正直な気持ち、

一体誰のためにこの観光案内所はあるのだろうかと思っていた。

少なくとも観光客が見つけるのは容易ではなかったと思う。

今回の立地も広さも時機遅しの感はあるが、その役目を十二分に果たしてくれそうな気がする。

　平成22年3月16日、京都市と京都府が

共同で設置する『京都総合観光案内所

（愛称「京なび」）』が京都駅ビル内に

オープンいたしました。

　京都総合観光案内所「京なび」では、

京都市を含む府内全域の観光案内や宿

泊の紹介、催しチケットの販売など、様

々な観光情報の提供をワンストップで行

うことで観光客の皆さまへのサービス向

上を図ってまいります。

　英語はもちろん、中国語、韓国、朝鮮

語でのご案内も行っておりますので、ご旅行の際にはお気軽にお立ち寄りください。

　

○名　　称　　　　　京都総合観光案内所（愛称「京(きょう)なび」）

○場　　所　　　　　京都駅ビル２階　南北自由通路沿い

○運営主体　　　　京都総合観光案内所運営協議会

○開所時間　　　　午前８時３０分～午後７時（年中無休）

○代表電話番号　　０７５－３４３－０５４８(おこしやす)

○主な機能　　　　　①観光案内・相談

②観光情報発信

③観光関連チケット販売

④宿泊の紹介・斡旋

京都総合観光案内所のオープンに伴い、

　・京都市観光案内所（京都駅ビル2階）

　・京都府観光情報センター（京都駅ビル9階）

　・京都ツーリストインフォメーション（京都駅ビル9階）は3月15日で閉所いたしました。

京都市と京都府が共同で、「京なび」開所(京都駅)　

　うれしい街へ！　(ありがとうございます＾＾！)　　
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　関東の観光資料。　他県との連係がGOOD！
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　観光立国　実現のための　活用方策　(文科省)
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【下記 内容は 各自の想像意見です。 参考として 記載しています】 
 
①食のバリアフリーマップ（色々な意味で） 
・1000円以下、1000円～1500円である程度しっかりと和食を楽しめる店紹介サイトの充実 
・英語や中国語、韓国語での店紹介の充実（今は直訳だけで非常に分かりにくくなっているので） 
 
・その他、アラビア系の人たちへの観光アプローチの調査等 
 
 
 
①商店街さん用の パンフレット書式 WEB書式 (無償配布) 
 
(無から作成することに苦慮されているお話しがありました。) 
(見せ方・いいまわしが素人ではわからないとの事。) 
 
各自治会・商店街さん等で自己増殖的に、外国の方ようの案内パンフを作成企画されていますが、

どのようにして作成してよいか苦慮されています。推奨される標準的なパンフ書式があればとても良

いと考えます。 
 
コンテンツはそれなりにお持ちなので、見やすく 分かりやすい セオリーの整った書式があれば、

見る人・作る人・京都ブランドに 良い影響があると思います。 
 
国の外国人誘致方針の認知により、今後はもっとパンフ資料作成の需要が想像できますが、わかりに

くく誤解のある・質の悪い乱雑な資料が配布されることも懸念されます。 
 
コンテンツだけをいただいて 安価に作成する 一括請負業務も好ましい用に考えます。(表紙・スト
ーリー・枚数・カラーをチョイスして作成) 
 
 
 
②京都名称・語録の 標準翻訳、統一翻訳 (無償配布) 
 
(自国語・翻訳語で残念な内容が有るようです。) 
(同じ言語のパンフでも、内容に相異があり悲しいとの事。) 
 
京都を紹介する際の翻訳名称を絶対的なものから、京都ブランド名として掲示・紹介が欲しいと希望

があります。 上記のパンフ作成でも引用したいとの希望があります。 
 
京都名称・京都ブランド名について、メイン(韓・中・英)のほか、おそらく２０カ国語くらいは、早
急に必要とも想像しています。 
 
統一・掲示・推奨(場合により指導・強制も)が急務であるようにも考えます。 
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③京都ウキペディア的サイト、京都翻訳ウキペ 
 
京都について、自己増殖的な・ウキペディア的な掲示板も好ましいと考えます。「はてな」さん的でも

よいとも思います。 
 
推奨翻訳後を 掲示し 市民参加もしくは ID による委託さんかにより書き加えていく手法も 好
ましいと思います。 
 
２０カ国語くらいになると この方法も 有効であると考えます。 
 
 
④京都トレイル－バス 専用快速バス 
⑤推奨名所間の交通フリーパス  
 
観光地を結ぶ 直接バス 快速バス もしくは 観光地間のフリーパス 
 
 
 
外国の方うれしい街へ 
①  京都ナンバリングマップ 案 
（京都エリア、ナンバリング、エコスタイル） 
（京都の位置別に、番号指定による、位置情報把握案） 
 
例えば、 
京都の碁盤の目を意識して各地域にナンバリングを施す。 
例えば、 
A10ならば（Ａ列の 10行目）西側の真ん中とのイメージできる。 
街にも適宜ナンバーが微妙に目印されており、その場所から方角が推測できる。 
 
主旨 
街で迷うのも楽しい時間ではあるが 
遠い国から、時間と何十万円とエネルギーを使用されて、京都に来られているのに、地図を見ている

時間はもったいないかもしれません。（地図は家でも、御自宅でも見れるので。） 
 
京都に住所はわかりづらい。地下鉄のように番号制だと確認しやすい。 
地名をたどっていくと間違う不安があるが、番号だと自身をもって動ける。 
 
目的場所への時間短縮に寄与できる事は、沢山の有意義性を生むと考えます。 
 
例えば、 
ナンバリング案は、１０大学へ懸賞金付き企画依頼応募等、優秀案・市民投票を採用等。 
人間行動学に基づいた、提案が望まれる。 
十字案、菱形案、丸形案、地区別案、他が 想像される。 
例えば、 
ナンバリングは、全世界の図書への発信情報となるので、小さなエリアで当初実験も考えられる。 
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②  京都ストリート 微妙なカラーリング 案 
（京都の町筋 通り ストーリーに 色づけ グラデーション 微妙に） 
 
主旨は 「京都ナンバリングマップ 案」と同じ 
 
位置情報を カラーで把握する。 
東京の地下鉄に見られるようなカラーリング 等 
京都の景観を考慮するが、小さな色印や、隠れ配色であれば可能とも考えられる。 
ストリートカラーが有ってもよいと考えます。 
 
 
 
京都って、雨が降っても安心な街 
１００円かさ 配り かさシェア かさ広告 
ＧＰＳ ＰＨＳ ＤＳｉ ＱＲコード 京都ポータル 
ピクトグラム ｉ インフォサイン ｉマップ看板広告 新バス停と同じ 
地面に方位 京都トレイル 京都トレイルバス 名所フリーパス 
ほっとする地下街 うれしい地下通路 
地下街 地下鉄 美術学生 絵描き 展示 市民情報 東京緑絵 
地面・道路 ガードレール 白 茶色 
電柱 茶色 木色 緑色 
京都ついでやし 運動 おせっかい運動 
ヒッチハイクＯＫ ヒッチ習慣 まっすぐだけ のっていきＯＫ 
旅行者タクシーチケット 
京都ライブ 京都モニター アイフォン PHS XGP 
宝探し ネットはやり 京都○○ なんとか 事件 推理ゲーム 
推理映画・謎解き映画みたいな企画 龍馬 京都過去 事件 歴史  
1200年の歴史を生かして 史実探索 800年版 1600年版 1800年版 等 
 
 
・コミュニティラジオで各言語のニュースニュースを流す 
・京都観光の英語・中国語HP 
・京都QRコード（QRコードで色んな観光情報を） 
・国際交流団体を集める 
・ヒッチハイク文化の推進 
・京都フリートレイル（ボストンのような観光道路の整備） 
・インフォメーションマーク（観光の道案内をしてくれる） 
・インフォメーションセンターの明確化 
・市バスと地下鉄向けの室内の改善 
・食のバリアフリーマップ 
・京都ナンバー 
・美術館のような音声解説機の開発 
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『未来・京都観光振興計画 2010＋5』及び『京都市MICE戦略』 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000072256.html 
『未来・京都観光振興計画 2010＋5(中間案)』(本文) 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000072/72256/keikakuhonsatsu.pdf 
MICE（マイス）戦略 
国際会議や企業研修旅行，イベントなどMICE（マイス）の誘致・振興を目的とする，全国初となる
「京都市MICE 戦略」を策定します。 
 産業観光局観光部観光企画課 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/soshiki/7-2-1-0-0_2.html 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/soshiki/7-2-1-0-0_3.html 
産業観光局観光部観光振興課 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/soshiki/7-2-2-0-0_1.html 
 
京都市観光文化情報システム 
http://kaiwai.city.kyoto.jp/raku/sight.php 
京都おもてなし翻訳メニュー 
http://kyo-honyakumenu.jp/ 
多言語データベース 
http://www.kufs.ac.jp/kufs_new/what/whatsnew82_2.html 
 
京都ユニバーサル観光ナビ 
http://www.kyoto-universal.jp/ 
 
ビジット・ジャパン・キャンペーン開始以降の訪日外客数の推移 
http://www.jnto.go.jp/vjc/about.html 
ビジット・ジャパン・キャンペーンとは 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/detail_vjc.html 
予算要求4倍、国交省が観光に「本気」－訪日客 3000万人めざす 
http://www.travelvision.jp/modules/news1/article.php?storyid=42595 
  
総務省の「ユビキタス特区（観光立国）」の対象事業 
http://www.kyoto-omotenashi.net/ 
京都ユビキタス特区、外国人旅行者に「おもてなし」サービスを提供～次世代 PHSなど活用 
http://www.rbbtoday.com/news/20080603/51626.html 
http://www.willcom-inc.com/ja/corporate/press/2008/06/02/index.html 
  
アクシュ 
http://www.aksh.jp/foreign/kyotokyoto_top.html 
e-kyoto 
http://www.e-kyoto.net/ 
はてな 近藤さん 
http://www.hatena.ne.jp/ 
 http://www.geocities.jp/kyototanken/kanko/k02benri001information.html#a 
http://www.kpic.or.jp/ 

 以上です 
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2010/04/21  

2010/04/19  

2010/04/16  

2010/03/22  

2010/03/19  

2010/02/27  

2010/02/22  

日帰り温泉に行くなら、東京・お台場の大江戸温泉へ。 

 ＧＷ期間中（4/29～5/5）、本場大阪堂山町の「堂山ロール、堂山ラー油」を販

売！！ NEW 

ぜひ、この機会に本場の味をご賞味ください。 

詳しくはこちら！

 4月17日に「HIROZ カフェ＆バー」が足湯エリアにてグランドオープン！！ NEW 

皆さまのご来場をお待ちしております！！ 

メニューはこちら！

 大江戸温泉物語「お見合いプチバスツアー」開催！！ NEW 

EXEOと大江戸温泉物語が提供する、お見合いバスツアーに 

あなたも参加してみませんか！？ 

詳しくはコチラ（リンク先は外部のサイトになります。） 

ご予約、お問い合わせは050－5531－9451まで。

 いよいよ、あの「HIROZ」がお台場に参上！！（3/23～） NEW 

今西日本で活躍中のイケメン26名による次世代の新エンターテイメント集団。 

「和」テイストの芝居をベースに、ダンス／アクション／殺陣／歌を織り交ぜた 

新しい形のショーを大江戸温泉物語で体現！！ 

詳しい情報はこちら！！

 7周年記念謝恩料金＆クーポンでさらにお得！！ NEW 

大江戸温泉物語は2010年3月で7周年を迎えました。 

感謝の気持ちを込めて、謝恩料金で提供をさせて頂きます！！ 

期間は3月1日（月）～8月31（火）までです。 

この期間中に割引クーポン券も使って、お得気分で大江戸温泉物語を満喫して下

さい♪♪ 

割引クーポン券はこちらから〈プリントアウトして、ご持参下さい。〉 

※モバイルサイトにもＰＣサイトと同様のクーポン券をご用意しておりますので、外出

先からもお気軽にご利用いただけます。

 7周年記念謝恩企画がスタート！！ NEW 

ご利用頂いたお客様へ感謝を込めた特別企画を順次展開していきます！！ 

詳細はこちら

 大江戸湯めぐりクーポンプレゼント！3月1日スタート NEW 

「大江戸温泉物語 諸国湯巡りの宿」10施設で使えるとってもお得クーポンです

料金・営業時間について  

メンテナンス・特定日のご案内  

アクセスについて  

無料シャトルバスのご案内  

会社概要 スタッフ募集 プライバシーポリシー 免責事項 注意事項 関連リンク 旅館・ホテル募集 サイトマップ

Page 1 of 1大江戸温泉物語

2010/04/21http://www.ooedoonsen.jp/higaeri/ index.html

 
日帰り温泉に行くなら、東京・お台場の大江戸温泉へ。 

HOM E > 東京・お台場大江戸温泉トップ > 飲食 > 居酒屋 

片口屋 

厳選炭火焼鳥と炊き立て熱々釜飯のお店です。 

11：00～翌3：00（L.O 2：00） 

土、休前日 11：00～翌4：00（L.O 3：00） 

営業時間

茗荷屋 

バーカウンターでグラスを片手に、気の合う仲間と一杯いかがですか。 

11：00～翌1：30（L.O 1：00） 

金、土、休前日 11：00～翌3：30（L.O 3：00） 

営業時間

料金・営業時間について 

メンテナンス・特定日のご案内 

アクセスについて 

無料シャトルバスのご案内 

会社概要 スタッフ募集 プライバシーポリシー 免責事項 注意事項 関連リンク 旅館・ホテル募集 サイトマップ

日帰り温泉で味わえる「食」の贅 

お座敷の個室もあり、落ち着いてお食事されたい方におすすめの

お店です。 

厳選した旬の素材を取り入れたお料理を、ご家族、ご友人とご堪

能ください。 

川長の詳細はこちら 

Page 1 of 1飲食｜居酒屋｜大江戸温泉物語

2010/04/21http:/ /www.ooedoonsen.jp/higaeri/food/izakaya.html
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Japanese Public Bathhouses in Kyoto
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9 

Manners  

     We all want to take a clean bath pleasantly, don t we  If you 

think  Of course!  please be sure to keep these manners in mind. 

 

You must do. 
You must pay a fee before bathing at the 

entrance of sento. 

 

You must rinse your body before getting into 

the bathtub in order to keep the hot water clean. 

 

 

You must not do. 
You must not soak your towel in the bathtub. 

 

You must not step into the bathtub with your 

underwear on. 

 

 

10 

You must sit when you take a shower not to 

splash water on other people. 

 

You must not do the laundry. 

 

You are requested to refrain from taking a 

picture in sento. Please take a picture outside 

sento. 

 

You must not take a noren home. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

 
 - in media res-  
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10  Decoding Kyoto Project 2008  Decod ing Kyoto  
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Basic Inf ormation  

 
. Information you should  know before going to  sento  

  

     This sign means the bath or bathing 
facilities, and it helps you search sento. 
 

How to  distinguish between the bath for 
men and women 
     You can distinguish the bath for men or women by looking at noren. It 
shows the words   (for men)  and    (for women)  or the co lors like blue 
(for men) and  pink (for women). 
 

The fee o f sento  in Kyoto  
A ge   Fee 

adults: the age of 13 or over 410 yen 
  children: the age  

        between 7 and  12 
150 yen 

infants: the age of 6 or under 60 yen 
The fee o f sento d iffers depending on a region in Japan, for example, 

450 yen in Tokyo, 410 yen in Osaka, 280 yen in Saga. 
 
 

. Basic information on sento  in Kyoto 
The number of sento  in Kyoto   

Kyoto (especially Kyoto  City) has more number of sento  compared with 
other prefectures. 

Number of sento  /  one million peop le 
109.2 /  1 million (Kyoto  Prefecture), 181.9 /  1 million (Kyoto  City),  
94.8 /  1 million (Osaka Prefecture), 74.8 /  1 million (Tokyo Prefecture) 
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The biggest feature of 
Miyako-yu is a big tile picture. On 
the wall  is a mural of traditional 
Japanese landscapes such as a 
mountain, a river, a forest and an 
old house. They make a good 
mood. There are a few kinds of 
baths: deep and shallow baths and 
cold bath.  

Regular customers can keep basin, soap, etc at 
Miyako-yu. Thanks to the master’s kindness if you forget 
bath-set, you can borrow one for free.  

You may want to come to Miyako-yu many times since 
the master will remember you at once. You will enjoy taking a 
bath in a comfortable mood.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 

HHaakkuussaann-- yyuu   
 
 

Business hours 
Weekday: PM3:00-AM0:00 
Holiday: AM7:00-AM0:00 

Closed Wednesday 

Address 
893 Ushitoracho, Rokujo, Shinmachi-dori, Shimogyo-ku, 
Kyoto

Telephone 
number 

075-351-2733

Ac c ess 10 minutes’ walk from Higashihonganji Temple 

Loc ker fo r 
rental 

Yes (4,000 yen 1 year) 

Available 
amenities 

shampoo, rinse and body soap: available in the 
bathroom (free) 
towel (rental): 30 yen + deposit 100 yen (your 100 yen 
will be refunded after returning the towel) 
towel (purchase): 210 yen 

Parking YES (17 parking spaces) 

URL http://www.hakusanyu.com/

Wouldn’t you like to 
come to Hakusan-yu after 
you visit Higashihonganji 
Temple? Hakusan-yu, 
which uses groundwater in 
Kyoto, has various baths. 
Hakusan-yu has 13 kinds of 
medicinal herbal baths: 
blueberry, green tea, 
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 みんな、今夜は銭湯に行こう！ 

 
大規模な戦災を受けなかった京都には、古くからたくさんの名銭湯があります。町の中に溶け込みつ
つ・・・高い煙突が目印です。しかし日々銭湯は町内から姿を消しています。  
原因としては家庭風呂の普及、設備の老朽化、原油高、経営者の高齢化による後継者問題などで、経営
が困難になっていること。また客層も変化し、若い世代の利用者が極端に少なくなりました。 
どうしてなんでしょう？「家にお風呂があるし」「お金がかかるし」「人と一緒に入るの恥ずかしいし…」 
でも・・・家のお風呂と銭湯は違うと思うんです。広い浴槽に足を伸ばして、じんじんするお湯に浸って桶の
響く音を聞いたり、高い天井の湯気出しを眺めたり…知り合ったわけではないけれど、お風呂の時間に会
う人の存在のあたたかさ。そして帰り道のホカホカで、爽快な気持ち。 
410円で（最近値上げしました）すごくやさしい気分になれるんです。 
そもそも銭湯に行った事がない、知らない世代が増えているのだと思います。 
やはり親に子供の頃から銭湯に連れて行ってもらったことのある人は、銭湯に抵抗がないと思います。  
いつか自分の子供にも、当たり前に銭湯を味わってほしい。それが銭湯部の願いです。だから今こそ、本
当に「なんとかせんとう！」なのです。 
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 「レトロ銭湯とまちの風情を楽しむ」！！ 2009 .11.16（月）

 
 

 
ついに銭湯も学問に？！あの、関西の銭湯界を代表する二人が講師です！！よみ
うり文化センター「レトロ銭湯とまちの風情を楽しむ/京都編（12月5日土）・大阪編（12
月19日土）」が開催されます。文化財建物もある豪華な関西の銭湯の魅力と秘密を、
スライドを交えた講義とまち歩きで極めます！案内人は「関西のレトロ銭湯」の著者・
松本康治さん、「京都極楽銭湯案内」の著者・林宏樹さん！！この二人なら間違いな
く素敵な休日になることうけあいです！  
 
銭湯部も京都編にて「まち歩き&銭湯マップ～中書島編～」を提供させていただきま
す！！  
銭湯に興味津々の方はこの機会に是非！！ 
詳しい事は公式ホームページ（http://www.oybc.co.jp/pagi/2009_sentou.html）をご参
照下さい。あなたの参加ご予約をお待ちしてま～す！  
 

 
 京都銭湯マップ～中京区編～発進！！ 2009 .7 .4（土）

 
全国の銭湯ファンの皆様お待たせしました！銭湯マップ第５弾～中京区編～をこしら
えました！今回は大阪銭湯界の神・松本さん、我らが京都銭湯部顧問・林さんの発
案のもと集いし銭湯ファンたちが「ふろいこか～」という銭湯イベントを起こしたのであ
ります。 
 
当日来て下さったお客さんの中には「銭湯マップ使ってます！」という方もいて思わず
じ～んとしました。また、下京区・北区・伏見区・右京区あたりの方からは「ＭＡＰはよ
作って～」と言われまして、これからも頑張って作っていかねばと気持ちも新たに。今
回のイベントでは最新の中京ＭＡＰ以外は1枚30円で販売させてもらいました。それと
いうのも印刷代を捻出するためです。本当は一人でもたくさんの方に見ていただきた
く、京都市内のお風呂やさんや旅館、ゲストハウスに置いてもらったりしたいなと夢見
てますが、まだまだ銭湯部としては少量しか印刷配布することができません。ホーム
ページからダウンロードしていただく分にはタダですので！（笑） 
 
（大阪ドーンセンター、京都錦湯で行われた銭湯イベント「ふろいこか～」にて無料配
布！ステージにて「ふろなし物件のススメ」を発表、過去のＭＡＰ、銭湯部Ｔシャツの
販売もしました） 

↑クリックすると大きくなります♪
 
 関西銭湯イベントやります！！ 2009 .6 .9（火）

 
京都・大阪同時開催で、風呂屋好き達が集う銭湯イベント「ふろいこか～2009」開
催！こんな機会は滅多とないよ～！京都での開催場所はお馴染み錦市場横の錦湯
さんです。関西の銭湯がたっぷり分かる豪華プログラム。銭湯未経験の方でも風呂
に入らずしてたくさんの風呂屋さんが見れちゃいます。銭湯にちなんだ物販販売も有
るらしい！レアですね～。  
 
若輩ながら銭湯部も銭湯マップ～中京区編～をこしらえて参戦します！「風呂なし住
宅のススメ」をさせて頂くつもりです。  
銭湯に興味津々の方はこの機会に是非！！ 
詳しい事は「ふろいこか～」公式ホームページ
（http://www.sairosha.com/meisento/furoikoka.htm）をご参照下さい。あなたの参加
ご予約をお待ちしてま～す！  
 
好評のうちに終了しました！くわしくは「コチラ」へ！ 

 
 
 京都銭湯マップ第４弾～左京区編～到着！！ 2009.3.13（金）

 
いや～、おかげさまでなんとか第４弾まで作ることが出来ました。ぐうたらな日常では
なかなか次のマップ作らなと思いつつ出来ないのですが、今回もまたいい具合に銭
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　京銭湯マップ　　京都銭湯部も　応援します

※ただいま　英語バージョン　奮闘中
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ラジオ企画概要 
2010年 5月 9日 

京都未来まちづくり委員会 
外国の方うれしい街へチーム 

 

①問題意識 
 1,京都在住の外国の方は多数いるが、そのコミュニティ内における情報交換ツールがない。（神戸

にはベトナム語放送のコミュニティラジオ番組が存在する） 
 

 2,京都を訪問する外国の方が使用する情報ツールが、雑誌やインターネット等に限られている。 

 

 3,外国の方の欲しい情報が十分に供給されていない。特に京都の夜の情報が十分ではないことが、

京都の宿泊日数が少なくなる要因ではないかと考えられる。 
 →以上の問題意識を少しでも解決するために他言語によるラジオ番組放送を企画した。 

 

②企画概要 
 日本語・韓国語二カ国語を使用した京都を案内するラジオ放送を行う。  

 
 韓国語を選んだ理由： 

  1,京都市の韓国人在住者は約一万人と最大であり、また旅行者も多いこと。 
  2,韓国語放送において、スピーカーが得られたこと。 
 ラジオ局：京都ラジオカフェ（NPO法人京都コミュニティ放送） 

 主催：京都未来まぢづくり委員会外国の方うれしい街へチーム 
 スピーカー：金美花氏・松岡千鶴氏（NPO 法人京都コミュニティ放送 理事・放送局次長） 

       （プロフィール：韓国生まれ。ソウルロッテホテル免税店勤務中"世界食の祭典"参加

のため１９８８年来日。日韓の文化交流への心は止まず、日本各地

で韓国文化を紹介し、日本の文化風土や産業経済等学びつつ、食文
化をはじめ主に韓国の生活文化の紹介を続ける。京都短期大学家政

科（食物栄養学）卒社団法人宮中飲食研究院・伝統餅菓教育院修了。

コングレ・インスティテュート修了。韓国語・日本語翻訳、通訳案
内ガイド。韓国料理研究家。韓国語講師。現在福知山市在住。） 

 ターゲット：韓国人京都在住者／韓国人旅行者／韓国語に興味のある日本人 

      （当初はターゲットを広くとり、その後リスナーの状況による狭める予定） 

 内容：京都の観光案内（名所紹介・店紹介等）／京都の生活情報／その他ニュース 

 頻度：月 1 回 2回／1回 15分を検討 

 必要経費：月 2回放送：15,750 円/月 

      （金美花氏への報酬は今のところなしということで合意。但し、後述のスポンサーが獲
得できた場合等、金銭面で余裕ができた場合は交通費の支払い等を検討したい。） 

 

③予想される京都への貢献 
 1,韓国人在住者への効果的な情報提供 

  韓国人在住者の中には、日本の生活に慣れずに生活に困るケースがあると予想される。  ラジ
オにて、韓国人在住者の方にとって必要な情報を提供することで、京都がより住みやすい都市に

なることが期待される。 

 

 2,韓国人旅行者の満足度向上・滞在日数向上 

  韓国の京都の観光案内を生業とする金美花氏が、京都を紹介することで、韓国人旅行者がより京
都を楽しむことが期待され、満足度や滞在日数の向上につながることが期待される。 

 
 

 
 

○○○○○○御中 
 

日韓二言語ラジオ番組「おこしやす京都」協賛のお願い 
 

2010 年 5月 9日 

京都市未来まちづくり委員会 
外国の方うれしい街へチーム 

 
 このたび、京都市みらいまちづくり委員会外国の方うれしい街へチームにて、日韓二言語ラジオ番組「おこ

しやす京都」の運営を以下のように企画いたしましたので、協賛いただきたく、お願い申し上げます。 

 

１．京都市未来まちづくり 100人委員会とは？ 
京都市未来まちづくり 100人委員会は、幅広い層の市民の参加を得て、従来の行政の縦割りを排し、京

都のまちづくり全体に関するテーマを、市民自らの発想により大局的な観点から設定したうえで、今後の
まちづくりの方向性や具体的な取組方策について、白紙の段階から議論する、京都市によって設立された

「市民組織」です。 

 

２．企画への想い 
   京都在住の韓国人の方は多数いらっしゃいますが、コミュニティ内における情報交換ツールとしてのラ

ジオはありません。また、韓国人旅行者の方も、京都を訪問する際に使用する情報ツールが、雑誌やイン

ターネット等に限られています。そこで、ラジオを通して、京都在住の韓国人の方・韓国人旅行者の方に

より役にたてる情報を提供できたら、より京都が、韓国人の方にとってうれしい街になるのでは、と思い、

当企画を始めさせていただきました。 

 

３．ラジオ番組概要 
  番組名：おこしやす京都 

内容：日本語・韓国語の 2カ国語で、京都の観光案内（名所紹介・店紹介等）／京都の生活情報／その他
ニュース等を紹介します。 

頻度：月 2回／1 回15分 

  スピーカー：金美花氏・松岡千鶴氏（NPO法人京都コミュニティ放送 理事・放送局次長） 

  （金美花氏プロフィール：韓国生まれ。ソウルロッテホテル免税店勤務中"世界食の祭典"参加のため１９
８８年来日。日韓の文化交流への心は止まず、日本各地で韓国文化を紹介し日
本の文化風土や産業経済等学びつつ、食文化をはじめ主に韓国の生活文化の紹

介を続ける。京都短期大学家政科（食物栄養学）卒社団法人宮中飲食研究院・
伝統餅菓教育院修了。コングレ・インスティテュート修了。韓国語・日本語翻

訳、通訳案内ガイド。韓国料理研究家。韓国語講師。現在福知山市在住。） 

ターゲット：韓国人京都在住者／韓国人旅行者／韓国語に興味のある日本人 

ラジオ局：京都三条ラジオカフェ（NPO法人京都コミュニティ放送） 

      京都市中京区・下京区を中心として、京都市内で聴くことができます。 
      また、HPにて過去の放送を聴けるようにすることを検討しています。 

  主催：京都未来まちづくり委員会外国の方うれしい街へチーム 
 

４．協賛のお願い 
  金額：2万円/月 
  期間：2010 年 6 月～9月 

  目的：ラジオ放映料・経費として 
  その他：ラジオ番組の最後にお名前を読み上げさせていただきます。 

      また、期間中に 1度取材または、ゲストとして収録にご参加いただければと思います。 

      （京都三条ラジオカフェの規約により、CMを挟むことはできませんのでご了承ください） 

 
何卒、ご検討いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

以上 

問題意識

• 京都在住の外国の方は多数いるが、そのコミュニティ内に
おける情報交換ツールがない。

• 外国の方の欲しい情報が十分に供給されていない。特に、
夕方以降に外国人が訪問・滞在する場の情報（飲食店情
報等）が十分でない。

• 京都を訪問する外国の方が使用する情報ツールが、雑誌
やインターネット等に限られている。

⇒以下の問題解決のため、外国の方向けのラジオ放送を行
うことを企画した。

ラジオ企画概要

日本語・韓国語二カ国語を使用した京都を案内するラジ
オ番組を作成

• ラジオ局：京都三条ラジオカフェ
（NPO法人京都コミュニティ放送）

• スピーカー：金美花氏
（韓国語翻訳・通訳案内ガイド）

• ターゲット：韓国人京都在住者／韓国人旅行者
• 内容：京都の観光案内（名所紹介・店紹介等）
• ／京都の生活情報
• 頻度：月1回／1回15分

試験収録

・4/21,5/19の2回にわたり、収録を行う。

第一回目収録風景 記念写真

結果

• 試験的に15分番組を2回放送。番組継続のた
めの手掛かりを掴む。

• ラジオカフェに支払う放送利用料を支援して
いただけるスポンサー探しを行う。

しかし、スポンサーが見つかっていない状態
である。

　日韓二言語ラジオ放送　「おこしやす京都」
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予算要求4倍、国交省が観光に「本気」－訪日客3000万人めざす

[掲載日：2 009 /10/1 6]  

　国土交通省は、10月15日に再提出した2010

年度予算の概算要求の中で、観光関連予算を

今年度比4.1倍の256億5061万1000円とした。全

体の予算を絞る中での増額は、2020年までに訪

日外客数2000万人をめざす従来の目標から踏

み込み、2000万人の達成を2016年、2019年に

は2500万人、将来的には3000万人をめざすた

めのもの。国土交通大臣の前原誠司氏はかね

て観光を重要政策として位置づけており、15日

の会見でも増額は観光立国に「本気」で取り組

む姿勢の表れと強調した。

　具体的には、訪日外客誘致のさらなる強化と

充実に向け、「訪日外国人3000万人プログラム第1期（仮称）」を始動し、101億円を投入。「第1期」と

は2010年から2013年までを指し、その後も3年間のサイクルで目標達成への計画を策定する。第1期

の訪日外客数目標は1500万人だ。また、日本政府観光局（JNTO）の体制強化にも24億円をつけ、海

外の拠点数を2010年度中に現在の14ヶ所から21ヶ所に増加。新設する7ヶ所は、韓国のプサン、中

国の瀋陽、大連、青島に加え、新興市場であるクアラルンプール、ニューデリー、モスクワ。副大臣の

辻元清美氏が14日の会見で説明にした「アジア・新興市場重視」の方針が現れている。

　計画では、各期のプランや詳細な目標、政策の概要は、今月内の設置を予定する成長戦略会議で

年内に取りまとめる方針。2010年度からは海外プロモーション用の新ロゴとキャッチフレーズの導入

を予定しており、JNTOは中期計画の途中となるが、新たな計画を策定する必要がありそうだ。

　また、観光圏など「観光を核とした地域の再生・活性化」は今年度比17.34倍となる108億3688万

7000円とし、特に「国際競争力の高い魅力ある観光地の整備促進事業」は18.49倍の107億7318万

1000円を設定し、観光圏整備事業費補助で景観などハード面の整備を対象に含めるほか、事業費

補助の割合を4割から6割に、期間を原則2年から3年にそれぞれ引き上げた。観光統計も6倍以上と

なる7億円を用意。また、MICEの開催・誘致の促進、国際会議場・展示会場のあり方の検討に7億

円、訪日外国人旅行者のニーズに即応する体制・環境づくり支援は2億円とした。さらに、休暇所得の

促進・分散化に向けた実証実験を7000万円で実施する考えだ。

京都ユビキタス特区、外国人旅行者に「おもてなし」サービスを提供～次世

代PHSなど活用

　財団法人京都産業21、インテージ、東映京都スタジオ、情報通信研究機構、

国際電気通信基礎技術研究所、JTB法人東京、ウィルコム、日本電気（NEC）

の8法人による共同提案「おもてなしde開国プロジェクト～外国人旅行者を対

象とした市場調査と観光支援事業～」は、5月30日に総務省の「ユビキタス特

区（観光立国）」事業に採択されたことを発表した。

「おもてなしde開国プロジェクト」コンソーシアム体制図

　あわせて上記8法人は、3年後の展開を考慮し、京都産業21を管理団体とし

てコンソーシアム（共同研究体）を2日より正式にスタートした。

　ユビキタス特区に指定された京都府と連携し、今後3年間の特区事業を通し

て京都を来訪する外国人旅行者を対象とした市場調査・多言語翻訳・観光情

報提供を行う携帯端末サービスの開発と、次世代PHSに対応したユビキタス

多機能サーバの実証を行う。

　同コンソーシアムによる「おもてなしde開国プロジェクト」は、ユビキタス端末・

ネットワークサービスを活用して、京都の観光事業を支援する斬新なプラット

フォームを構築するのが狙い。また日本市場で日本人相手のビジネスに閉じ

てしまい、国際的な競争力を失ってしまった現状、いわゆる「パラダイス鎖国」

を打開すべく、海外にむけて積極的に本事業で開発される京都発のICT（情報

通信技術）サービスをPRすることも狙いとなる。

　同プロジェクトでは、位置検索技術、SNSを活用した携帯端末サービスによ

る動態調査・ミステリーショッパー（覆面調査）で、外国人旅行者の嗜好・導線・

人気商品や観光スポット等を定点観測するインフラを構築。さらに観光施設の

売店・飲食店での利用を想定した日・英・中の多言語（音声・文字）翻訳・案内

ソフトを搭載した携帯端末を開発・実証する。

　また東映太秦映画村（東映京都スタジオ）が事務局となり、売店・飲食店の女

性スタッフの国際コミュニケーションに対応した「SAYURiコーパス」、時代劇・特

撮・アニメなどの分野に対応した「サブカルチャーコーパス」を情報通信研究機

構と共同で、翻訳エンジンおよび旅行ガイドシステムを国際電気通信基礎技

術研究所と共同で開発する。

　さらに次世代PHSインフラ整備にあわせて、基地局の整備と、動画配信・Wi-

fi接続を実現できるユビキタス多機能サーバを投入、実証を行い予定だ。
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