
令和元年度事業報告

＜全般的な状況＞

【日本人国内観光】

◆ 観光庁によると、2019 年の日本人国内延べ旅行者数（速報）は 5億 8,666 万人（前年比 4.4％増）で、

うち宿泊旅行が 3億 1,142 万人（前年比 7.0％増）、日帰り旅行が 2億 7,524 万人（前年比 1.7％増）と

なった。

　  　また、2019 年の日本人国内旅行消費額（速報）は 21 兆 9,114 億円（前年比 7.0％増）で、1人 1 回

当たりの旅行単価（速報）は 37,349 円／人（前年比 2.4％増）、宿泊の有無で見ると、宿泊旅行が

55,069 円／人（前年比 1.4％増）、日帰り旅行が 17,301 円／人（前年比 0.1％増）となった。

【インバウンド観光】

◆ 日本政府観光局によると、2019 年の訪日外客数は 3,188 万人（前年比 2.2％増）で、昨年を約 69 万

人上回る過去最多となった。中国が全市場で初めて 950 万人を超えたほか、欧米豪市場も桜やラグビ

ーワールドカップ 2019 日本大会の開催を契機とした訪日需要の高まりもあり年間を通じて好調な伸

びを示した。国・地域別では、①中国（959 万人）、②韓国（558 万人）、③台湾（489 万人）の順に多

かった。韓国市場は 8月以降訪日外客数が半減する状況が続き、昨年を 195 万人（25.9％減）下回った。

一方、韓国市場を除く 19 市場で過去最高を記録し、ベトナム、英国、ロシア、フィリピン市場では

20％以上の伸びを示した。

　  　観光庁によると、2019 年の訪日外国人旅行消費額（速報）は 4兆 8,113 億円（前年比 6.5％増）と

過去最高を更新した。訪日外国人（一般客）1人当たりの旅行支出（速報）は 15 万 8 千円を推計され

る。国・地域別では①オーストラリア（24 万 9 千円）、②英国（24 万 2 千円）、③フランス（23 万 8

千円）の順に多く、爆買いで話題となった中国は④スペインに次ぐ 5位（21 万 2 千円）であった。

　  　2020 年 1 月以降は、中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、中国政府が海外への団体旅行を禁止したことから、中国からの訪日旅行者の減少とともに、各国

への感染拡大により、海外旅行需要や観光関連産業への影響の拡大、長期化が懸念されている。

【京都府内の観光】

◆ 京都府によると、平成 30 年の府内観光入込客数は、外国人観光客を含め約 8,505 万人で、29 年（約

8,687 万人）を下回ったものの、過去 4番目に高い入込客数であった。

　  　また、観光消費額（約 1兆 3,701 億円、前年比 15.3％増）と外国人宿泊者数（約 459 万人、前年比

27.2％増）はそれぞれ 6年連続で過去最高を更新した。
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＜取組状況＞

1　組織活動

　（1）会員数の状況

平成 31 年 3 月 31 日（日）の会員数　 　300 会員

令和 2年 3月 31 日（火）現在の会員数　301 会員

　（令和元年度の異動状況　入会 9 会員、退会 8 会員）

　（2）理事会及び総会の開催

○理事会（第 1回）

令和元年 5月 17 日（金）　　理事 15 名、監事 1名出席

　　　　  役員の選任（総会上程案）と観光関連事業功労者等表彰について報告し、平成 30 年度の事業

報告案と収支決算案、令和元年度の事業の変更計画案、補正予算案及び通常総会の開催につい

て承認を得た。

○総　会

令和元年 6月 13 日（木）　　出席会員　　226 名（委任状を含む）

　　　　  平成 30 年度の事業報告と令和元年度の事業計画及び収支予算等を報告し、役員の選任及び平

成 30 年度収支決算について承認を得た。

○理事会（第 2回）

令和元年 6月 13 日（木）　　理事 19 名、監事 1名出席

　　　　理事全員の同意、監事の確認を得て、会長、副会長、専務理事を選任した。

○理事会（第 3回）

令和 2年 3月 17 日（火）　　理事 16 名、監事 2名出席

　　　　  令和元年度の事業報告と補正予算案及び令和 2年度の事業計画案と収支予算案について承認を

得た。

　（3）観光関連事業功労者等の表彰

・平成 31 年 4 月 10 日（水）　観光関連事業功労者表彰選考委員会

・令和元年 6月 13 日（木）　 観光関連事業功労者表彰（観光連盟総会にて）

表彰区分 受彰者数

観光功労者 4名（知事表彰 3名、会長表彰 1名）

優良従業員・優良職員 21 名（知事表彰 4名、会長表彰 17 名）

優良観光団体 1団体（会長表彰 1団体）
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2　観光情報の発信

　（1）京都総合観光案内所（京なび／京都駅ビル内）の利用状況（4月～ 3月）

窓口問合せ数 日本人 外国人 合　計

令和元年度
347,695 人
（91.8%）

276,438 人
（83.7％）

624,133 人
（88.0％）

平成 30 年度 378,702 人 330,250 人 708,952 人

（　）は対前年比（電話相談件数を除く）

（2）京都総合観光案内所（京なび）での企画展示（市町村観光協会等の観光PRコーナー）

時　期 テーマ

4月
上旬 桜だより

下旬
春のおでかけ特集

5月
上旬

下旬

新緑のイベント特集
6月

上旬

下旬

7月
上旬

行こう、海の京都へ下旬

8月
上旬

下旬

行こう、森の京都へ

9月

上旬

中旬

下旬

秋のイベント特集
10 月

上旬

下旬

11 月
上旬 紅葉だより

下旬
冬のおでかけ特集

12 月
上旬

下旬
除夜の鐘・初詣

1月
上旬

下旬
フォトコンテスト特集

2月
上旬

下旬
今、訪れたい！明智光秀ゆかりの京都特集

3月 上旬

　併せて、京都駅からひと足のばしで行くことができる府内の観光スポット、イベントなどを電子

ポスターで掲示した。（　19 件　　（4月～ 3月））
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　（3）京都府観光案内所・東京における観光情報の発信

首都圏において京都府内の観光情報を発信する「京都観光案内所・東京」（東京駅日本橋口TIC

TOKYO内）において、国内外の旅行者に向けた観光案内サービスを実施した。

・京都府専用コンシェルジュを配置し、府内の観光情報を発信

・テレビ電話端末を使い、双方向での観光案内を実施（府内 10 か所を 15 か所に増設）

・市町、観光協会、DMO等 20 か所にコミュニケーションツールとしてチャットワークを導入

　（4）セールスマネージャーによる観光情報の発信 ＜新規＞

外国人観光客をはじめ京都市域を訪れる国内外の観光客に、府内観光の魅力を紹介することを目

的にセースルマネージャーを 2名配置し、宿泊施設や観光案内所、観光関連事業所等へ府内の「旅

ナカ情報」を提供する取組を実施した。

また、宿泊施設のコンシェルジュ等の要望に応え、インバウンド観光客をはじめ府内観光スポッ

トへの案内がスムーズに行えるアクセスガイドを作成し、提供した。

　（5）京都迎賓館等における観光情報の発信

一般公開されている京都迎賓館（京都市）や淀川三川合流「さくらであい館」（八幡市）、道の駅

京丹波味夢の里（京丹波町）において、「海の京都」、「森の京都」、「お茶の京都」、「竹の里・乙訓」

エリアの観光パンフレットの配架やポスターの掲示による情報発信を行った。

（6）JR駅構内における観光情報の発信

JR 京都駅構内及び JR大阪駅構内で情報発信を行った。

場　　所 期　　間 内　　容

JR京都駅　新幹線コンコース

観光情報コーナー

令和 2年 2月 13 日（木）

～ 3月 16 日（月）

・「明智光秀ゆかりの地 京都」

　誘客ポスター掲示

・パンフレット配架（6種類）

JR京都駅　八条口

デジタルサイネージ（3面）

令和 2年 2月 13 日（木）

～ 3月 31 日（火）

・「明智光秀ゆかりの地 京都」

　誘客デジタルポスター掲示

JR大阪駅　中央口

デジタルサイネージ（12 面）

令和 2年 2月 17 日（月）

～ 23 日（日）

・「明智光秀ゆかりの地 京都」

　誘客デジタルポスター掲示

※ JR大阪駅については（公社）日本観光振興協会関西支部の支援事業を活用

（7）京都市営地下鉄中吊り広告の掲載

京都府内各地の催し等を京都市営地下鉄の中吊り広告として掲載した。

※各月 9日～約 2週間の掲載（※ 10 月号は 10/14 ～ 10/27）
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テーマ 掲載内容 市町村

7月号 7月～ 8月初旬に開催される
京都府内の主な花火大会

みなと舞鶴ちゃったまつり 舞鶴市

文殊堂出船祭 宮津市

2019TANGOやさか納涼祭・間人みなと祭・
中浜みなと祭・浅茂川水無月祭・千日会観
光祭

京丹後市

あやべ水無月まつり 綾部市

ひよし夏まつり 2019 花火大会 南丹市

亀岡平和祭保津川市民花火大会 亀岡市

京たんば花火大会 京丹波町

笠置夏まつり花火大会 笠置町

8月号

鵜飼 宇治川の鵜飼 宇治市

8月末までに開催される
京都府内の主な花火大会

宮津燈籠流し花火大会 宮津市

千日会観光祭 京丹後市

京都南丹市花火大会 南丹市

亀岡平和祭保津川市民花火大会 亀岡市

伊根花火 伊根町

9月号 行こう！
秋のお出かけスポットへ

フルーツトレイル 京丹後市

京都丹波／亀岡「夢コスモス園」 亀岡市

京都野外彫刻展 京都市

10 月号 おいしい秋は
京都府内のグルメイベントへ

京丹波●食の祭典 2019 京丹波町

やわたうまいもん祭＆マルシェ 八幡市

ふくちやまMEET ×MEATフェスティバル 福知山市

伊根のうみゃーもん祭 伊根町

11 月号 ひと足のばして
紅葉の名所へ

大本本部（梅松苑） 綾部市

大野ダム公園 南丹市

笠置山もみじ公園 笠置町

12 月号 ひと足のばして
イルミネーションスポットへ

京都丹波KAMEOKA　夢ナリエ 亀岡市

光のページェント～TWINKLE JOYO 2019 城陽市

バンビオイルミネーション 2019「竹花灯」 長岡京市

1月号
美山かやぶきの里「雪灯廊」 第 16 回美山かやぶきの里「雪灯廊」 南丹市

保津川下り冬期お座敷暖房船 保津川下り冬期お座敷暖房船 亀岡市

3月号 ひと足のばして
春の花の見どころへ

長岡天満宮八条ヶ池の桜 長岡京市

水源の里のミツマタとシャガ 綾部市

京都府立植物園の桜 京都市

4月号 陽気に誘われて、
海の京都　ツツジの名所へ

如意寺のミツバツツジ 京丹後市

雲岩公園のツツジ 与謝野町

雪舟観展望所のミツバツツジ 宮津市
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　（8）公式Webサイト「京都府観光ガイド」を活用した発信

○アクセス状況（4月～ 3月）

令和元年度 平成 30 年度

訪問者数　 1,247,848 件 1,405,470 件

1 日あたりの訪問者数 3,409 件 3,850 件

ページビュー（PV） 2,612,374 PV 3,249,228 PV

1 日あたりのページビュー 7,137 PV 8,901 PV

○新着情報の発信

新着情報・注目情報提供　　　187 件　（4月～ 3月）

○災害時情報の発信＜新規＞

 　災害時等における外国人観光客への情報提供として、Web サイト上にアラート表示を付加

するとともに、気象情報や交通機関の運行状況、受診できる医療機関等の情報入手先を英語及

び中国語（繁体字）で発信した。

○SNSによる地域情報の発信　（4～ 3月）

日本語のほか、英語、中国語を母国語とする取材者が発信

（数字は 4～ 3月の発信数、（ ）内は累計）

SNS 言語 投稿数 いいね！数 フォロワー数

facebook

日本語 363（442） 292（355） 325（394）

英語 160（229） 152（338） 170（361）

中国語（繁体字） 216（354） 809（4,799） 904（5,367）

Instagram 日・英・中 152（238） 16,441（19,796） 833（1,123）

・Twitter　（※連盟HPのトップページに会員も利用できる投稿枠を設けている）

連盟からのツイート数 30 件（4月～ 3月）

（連盟会員からのツイート数 18 件（4月～ 3月））

○経路検索の利用者数＜新規＞　　日本語　1,014 人　多言語　3,348 人　（4～ 3月）

○市町村観光パンフレットのダウンロード提供

PDFファイル　提供数     78 件　（3月末現在）

・花だよりの提供

桜の見どころ 143 か所　　紅葉の見どころ 127 か所

つつじ・さつきの見どころ　　 39 か所　　あじさいの見どころ　　　18 か所
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・その他の情報提供

観光農園（ぶどう・梨）の案内 9か所

観光農園（くり・いもほり・柿）の案内　 13 か所

　（9）スポーツと観光の情報を一元的に発信

スポーツ観光を通じて交流人口の拡大、地域の活性化を図るため、「京都スポーツ＆観光Web」

を通じ府内のスポーツ観光の情報を発信しており、情報内容の充実を図った。

　（10）広報・宣伝の支援

府内の観光関連事業・イベント等に対し後援を行った。　件数　　99 件　（4月～ 3月）

　（11）「観光だより」の発行

　　  　府内の行催（祭）事、花だより、味覚などの情報を各市町村等の協力により取りまとめ、四半期

ごとに「観光だより」としてWeb サイト上で掲示し、ダウンロードもできるようにしている。

　　　　発行日：「夏・秋号」　令和元年　5月 23 日（木）

　「秋・冬号」　令和元年　8月 22 日（木）

　「冬・春号」　令和元年 11 月 25 日（月）

　「春・夏号」　令和 2年　2月 20 日（木）

　（12）桜の開花・紅葉だより情報の提供

府内各地の桜の開花情報及び紅葉の見頃情報を定期的に市町村・観光協会の協力を得て収集し、

主な関係先へ送付するとともに、Web サイトでの情報発信を行った。また、観光客向けに京都総

合観光案内所（京なび）と天橋立観光案内所、京都府庁（1号館 1F）に看板掲示を行った。

区　分 表示件数 掲示期間

桜の開花情報
京都市域 47 か所（比叡山 2か所含む）
府域 62 か所

平成 31 年 3 月 20 日（水）
～ 4月 19 日（金）

紅葉の見頃情報
京都市域 72 か所（比叡山 2か所含む）
府域 55 か所

令和元年 10 月 25 日（金）
～ 12 月 10 日（火）

（13）京都府プロモーションライブラリー

府内各地の風景などを写真と映像で撮影し、印刷物などで活用したほか、旅行会社やメディア等

への提供を行った。

・フィルムライブラリー写真データ提供数　　　　87 件　155 枚　（4月～ 3月）
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　（14）観光情報データの提供

スマートフォンアプリ「旅ぷら」や「観光・防災アプリKYOTO Trip ＋」に観光情報を提供す

るとともに、（公社）日本観光振興協会の全国観光情報データベースや森の京都DMOの総合Web

サイトへも観光情報の提供を行っている。

　（15）観光振興への拠出

　（公社）日本観光振興協会が実施する広域観光振興事業に協力するため、拠出を行った。

3　観光客誘致対策

　（1）「世界遺産・日本遺産　京都文化財修理現場特別見学バスツアー」の実施 ＜新規＞

　　  　文化財資源を活用した府内の観光振興を図るため、文化財建造物修理現場の特別公開を活用した

旅行商品をお茶の京都DMOと連携して企画し、バスツアー 3コースとして実施した。

ツアー名 催行日 参加人数

清水寺修理現場見学と日本緑茶発祥の地ツアー
令和元年 7月 26 日（金） 28 人

令和元年 7月 27 日（土） 26 人

教王護国寺（東寺）修理現場見学と南山城の古寺巡礼
ツアー

令和元年 7月 28 日（日） 26 人

令和元年 7月 29 日（月） 25 人

黄檗山萬福寺修理現場見学と茶源郷和束の茶畑探訪ツ
アー

令和元年 8月 2 日（金） 31 人

令和元年 8月 3 日（土） 37 人

　（2）「もうひとつの京都」「とっておきの京都」連携事業 ＜新規＞

　  　京都府と京都市がそれぞれ取り組む「もうひとつの京都」と「とっておきの京都」を府市協調に

よりタイアップ企画として、各エリアの観光コンテンツや周遊コースを紹介するパンフレットを作

成した。また、森の京都DMO及びお茶の京都DMOと連携し、双方の観光コンテンツを組み入れ

企画した周遊ツアーは、新型コロナウイルス感染拡大を受け全て中止となった。

　　（森の京都エリア）
ツアー名 催行日 参加人数

亀岡文化資料館鵜飼館長と巡る光秀功績探訪ツアー
令和 2年 3月 7 日（土） 中止

令和 2年 3月 8 日（日） 中止

観梅で乾杯！！花もスイーツも秀吉も楽しむ 2日間
伏見・祇園・福知山 10 こ盛りツアー

令和 2年 3月 7 日（土） 中止

麒麟がくる京都大河ドラマ館と春の京都 2つの特別公
開 2 日間

令和 2年 3月 25 日（水） 中止

令和 2年 3月 26 日（木） 中止

亀岡「七谷川」桜並木と洛西「勝持寺」桜巡りコース
令和 2年 3月 28 日（土） 中止

令和 2年 3月 29 日（日） 中止
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　（お茶の京都エリア）
ツアー名称 催行日 参加者数

京都・宇治灯り絵巻と随心院はねずの梅観賞ツアー
令和 2年 3月 20 日（金） 中止

令和 2年 3月 21 日（土） 中止

京都・宇治灯り絵巻と伏見の酒蔵・城南宮散策ツアー
令和 2年 3月 21 日（土） 中止

令和 2年 3月 22 日（日） 中止

　（3）ガストロノミーエリア創出事業

その土地ならではの食を味わいながら、その背景にある歴史や文化との関係も楽しむ「ガストロ

ノミーツーリズム」において、「食」を通じたもうひとつの京都地域のエリアブランディングを目

的とする事業を実施した。

○海の京都エリアでの地域コミュニティの形成

 　地域の食の魅力を共有し、食による地域ブランディングを高めていくため、海の京都エリア

の生産者や料理人、観光関連事業者、地元行政等による「海の京都料理 LABO」を通じ、地域

コミュニティの形成を促進する取組を行った。

○地域の食の魅力をWeb サイトで発信

 　地域の料理人や生産者の「ここにしかない食体験」づくりを通して「食」の魅力を発信する

Web サイト『食らし旅』をスタートさせ、情報発信を行った。

　（4）京都府・JR西日本観光連携協議会（事務局：当観光連盟）

JR西日本と協働して「京都 JR沿線みどころガイド」をお茶の京都、森の京都、竹の里・乙訓エ

リアの各 JR線（奈良線、嵯峨野線、京都線）ごとに作成し、各駅に配架するとともに、Web サイ

トでの情報発信を行った。また、JR西日本が発行する「JRふれあいハイキング」や「電車&ウォ

ーク」にも定期的に京都府内の情報提供を行った。

・協議会総会

日　時：令和元年 7月 9日（火）

場　所：京都府公館

内　容：平成 30 年度事業報告及び令和元年度事業計画について

　（5）大河ドラマ「麒麟がくる」ゆかりの地PR事業

大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会（京都府の 7市 1町ほか、行政・民間団体で構成。当観光

連盟も参加）と連携し、協議会や参画団体等に対して、プロモーション会議や旅行博への参加支援、

アドバイザー派遣による商品造成支援を行った。また、当観光連盟において大河ドラマゆかりの地

を紹介するWebサイトを開設し、関連スポットやイベント情報等の紹介のほか、JR新幹線車内誌『ひ

ととき』にゆかりの地を歴史文化とともに紹介する記事を掲載した。
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　（6）TANTANロングライドとの連携

海の京都 TANTANロングライド 2019 実行委員会が主催する本事業において、前日祭や観光

PR等開催支援を行った。

・開催日：令和元年 6月 2日（日）　（6月 1日（土）　開会式、前日祭）

・会　場：中丹・丹後地域一帯　3コース　（参加者数　1,678 名）

　（7）位置情報観光活用システム事業

位置情報システムを使い、地域の隠れた観光資源等の情報を収集・発信するスマートフォンアプ

リ「こことろ」を活用した広域的な観光誘客促進などの取組を支援した。

　（8）宿泊施設フロント担当等に対する観光情報現地説明会（延期）

京都市域の宿泊施設のフロント担当者やコンシェルジュ等を対象とする観光情報現地説明会（申

込 25 施設 34 名）について、令和 2年 2 月 27 日（木）に天橋立、伊根方面で実施予定だったが、

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期（時期未定）した。

4　戦略的観光プロモーション

　（1）観光 PRツール作成による広報宣伝

・  府内の「春の花ガイドマップ」、「海水浴場ガイドマップ」、「花火大会ガイド」、「京都市周辺紅葉

ガイドマップ」、「京都府全域紅葉見どころガイド」、「除夜の鐘・初詣ガイド」を作成し、Web

サイトから印刷できるようにするとともに、京都総合観光案内所（京なび）に配架した。

・  府内の大河ドラマ「麒麟がくる」ゆかりの地を紹介する観光ガイドマップ「いざ京都！明智光秀

ゆかりの地へ」及びポスターを作成し、京なび及び関係の観光協会等に配布した。

・府内の総合観光パンフレット「京都旬遊（きょうとしゅんゆう）」を 59,150 部配布した。

（4月～ 3月、うち 12,000 部は京都総合観光案内所（京なび）で配布）

・関係機関、団体等の京都開催のイベント、会議等にパンフレット等を提供した。　（6団体）

・「もうひとつの京都」ポスター 4種類をイベント等での掲出用に提供した。

　　　　（B1版　20 枚、B2 版　32 枚）

（2）メディア連携・タイアップ

情報発信力の高い雑誌・フリーペーパーを活用し、京都の旬の魅力を発信した。

（雑誌 3誌、フリーペーパー 4紙）

発行日
ページ数

媒体名／発行元 内容

6月 6日
4ページ

『Re 京都』
（株）昭文社

「もうひとつの京都」の観光スポット等を紹介
※全国で 7万部発行

7月 1日
2ページ

『京都いいとこマップ　7・8月号』
（株）グラフィック

“夏の涼と味覚を求めて”
※京都市内中心に 7万部
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9 月 1 日
3 ページ

『京都いいとこマップ　9・10 月号』
（株）グラフィック

“文化をつなぐミュージアムへ行こう”
※京都市内中心に 7万部

9月 1日
8ページ

『京都観光コンシェルジュ　秋冬号』
（株）エディットプラス

「もうひとつの京都」エリアの紅葉スポット＋αを特集
※京都市内のホテル約 400 軒の 14,000 室以上の客
室に配架

10 月 1 日
2 ページ

『BIG BIRD press 10 月号』
（株）サンケイリビング新聞社

「京都・花灯廊」とあわせて府内のライトアップイ
ベントを紹介
※羽田空港を中心に 5万部配架

11 月 1 日
3 ページ

『京都いいとこマップ　11・12月号』
（株）グラフィック

“京都郊外の紅葉絶景スポット”
※京都市内中心に 7万部

1月 1日
4ページ

『京都いいとこマップ　1・2月号』
（株）グラフィック

“京都と明智光秀”
※京都市内中心に 7万部

1月 6日
5ページ

『歴史人　2月号』
（株）ベストセラーズ

明智光秀、細川幽斎、ガラシャ、忠興ゆかりのスポ
ットを紹介
※全国で 12 万部発行

3月 1日
3ページ

『京都いいとこマップ　3・4月号』
（株）グラフィック

“春の絶景を探しに　もうひとつの京都・桜名所へ”
※京都市内中心に 7万部

3月 5日
2ページ

『京あれこれ 2020 春号』
京都新聞社

明智光秀特集記事にあわせ、府域のゆかりの地と京
都府観光案内所・東京を紹介
※東京メトロ 138 駅で 100 万部、京都市内ホテル等
5万部配付

3月 9日
1ページ

『一個人　4月号』
（株）ベストセラーズ

桜と城の特集記事にあわせ、明智光秀、細川幽斎、
ガラシャ、忠興ゆかりの城（跡）を紹介。
※全国で 5万部発行

3月 10 日
17 ページ

『京都観光コンシェルジュ　春夏号』
（株）エディットプラス

「もうひとつの京都」エリアの絶景スポットを特集
※京都市内のホテル約 500 軒の 16,000 室以上の客
室に配架

（3）ラジオ番組でのPR

ラジオ番組に出演し、京都府観光の紹介や PRを行った。

○ NHKラジオ　「関西ホットライン」　（週末おでかけ情報）

放送日 紹介した主な観光情報等

令和元年 5 月 3 日（金） 亀岡光秀まつり、丹波ちびっこまつり　ほか

6 月 14 日（金） 柳谷観音楊谷寺あじさいウィーク　ほか

7 月 26 日（金） 天橋立まち灯り、京丹後フルーツトレイル

9 月 6 日（金） 京都きづ川アクティビティフェスタ

10 月 18 日（金） 竹の里・乙訓物産展ほか府内のグルメイベント

11 月 29 日（金） TWINKLE JOYO 2019 ほか府内のイルミネーション情報

令和 2年 2 月 28 日（金） 京都府域の明智光秀ゆかりの地
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　（4）京都観光プロモーション会議・名古屋の開催

中京圏に拠点を置く旅行会社やバス会社に対して、府内の魅力ある観光資源などを紹介・宣伝し、

商品造成を働きかける会議を名古屋市で開催した。

・開 催 日：令和元年 8月 29 日（木）

・場　　所：TKPガーデンシティ PREMIUM名古屋新幹線口

・内　　容：  エリア毎のプレゼンテーション及びDMO、市町・観光協会、観光関連事業者等グ

ループによる個別商談会

・参　　加

旅行会社：13 社　28 名

  名鉄観光バス（株）、鯱バス（株）、名阪近鉄旅行（株）、（株）阪急交通社、（株）JTBメ

ディアリテーリング、（株）JTB、岐阜乗合自動車（株）、（株）近畿日本ツーリスト中部、（株）

ジェイアール東海ツアーズ、名鉄観光サービス（株）、グラブツーリズム（株）、（株）日

本旅行、東武トップツアーズ（株）

京都府側：14 グループ　40 名

市町、観光協会、DMO、観光関連事業者、京都府立植物園

（公社）京都府観光連盟

（5）第 27 回京都観光プロモーション会議の開催（東京都）

首都圏の旅行会社等に対して、府内の魅力ある観光資源などを紹介・宣伝し、商品造成を働きか

ける会議を東京で開催した。

・開 催 日：令和 2年 2月 19 日（水）

・場　　所：都道府県会館会議室（東京都千代田区）

・内　　容：DMO、市町・観光協会、観光関連事業者等グループによる個別商談会

・参　　加

旅行会社：12 社　27 名

  （株）日本旅行、（株）阪急交通社、（株）ジェイアール東海ツアーズ、（株）近畿日本ツー

リスト首都圏、（株）JCBトラベル、（株）JTBメディアリテーリング、（株）JTB、（株）

JTBグローバルマーケティング＆トラベル、（株）Voyagin、（株）びゅうトラベルサービス、

（株）読売旅行、（株）旅行読売出版社

京都府側：8グループ　34 名

市町、観光協会、DMO、観光関連事業者、京都府、（公社）京都府観光連盟
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　（6）　ツーリズムEXPOジャパン 2019 への出展

国内外の観光関係者等が一堂に集まるツーリズム EXPOジャパン 2019 に、海の京都DMO、森

の京都DMO、お茶の京都DMO、竹の里・乙訓（乙訓商工・観光協議会）、とっておきの京都プロ

ジェクト（（公社）京都市観光協会）、大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会が共同で京都ブース（事

務局：当観光連盟）として出展した。各エリア及び明智光秀ゆかりの地の観光 PRとともに、京都府、

京都市が連携し、「もうひとつの京都」と「とっておきの京都」をつなぐ「京都市域＋周辺府域」

の観光 PRを行った。

・日　　時：令和元年 10 月 24 日（木）～ 27 日（日）

・会　　場：インテックス大阪　1～ 6号館　（来場者数　約 15 万人）

・内　　容：旅行社等との商談会、来場者向け観光 PR

クイズラリー（参加者　4,154 人）

5　インバウンド観光対策

　（1）多言語による情報発信

海外へ向けて府内観光の魅力を発信する多言語Web サイト「Kyoto Tourism」（英語、中国語繁

体字・簡体字、韓国語）に加え、府内各地を取材し、外国人目線による観光情報を SNS（英語、中

国語（繁体字））を通じて発信した。また、今年度は多言語Web サイト上にアラート表示を付加し、

災害時等における外国人観光客向け情報提供機能の強化を図った。

○多言語Webサイト「Kyoto Tourism」　による発信

・訪問者数 234,850 　件（4月～ 3月）

・ページビュー　　　553,464　PV（4月～ 3月）

　（英語 42％、中国語（繁体字）39％、中国語（簡体字）11％、韓国語 8％）

○SNS（facebook、英語、中国語（繁体字））による発信

・発信数　　376 回　（4月～ 3月）

○災害時等情報の発信＜新規、再掲＞

・  災害時等における外国人観光客への情報提供として、Web サイト上にアラート表示を付加

するとともに、気象情報や交通機関の運行状況、受診できる医療機関等の情報入手先を英語

及び中国語（繁体字）で発信した。

○動画による発信＜新規＞

・外国人の目線で京都府の魅力を紹介するプロモーション動画（日・英）を作成した。
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○現地Webサイトからの発信＜新規＞

・  タイからの誘客を促進するため、タイのWeb サイトに「もうひとつの京都」の 4エリアを

タイ語で紹介する観光 PR動画と記事コンテンツを作成し、掲載した。

○多言語観光案内パンフレット等による発信

・  英語、中国語（繁体字）、タイ語による観光案内パンフレット等を作成し、海外の旅行博や

現地のセールスコールで配付し、PRを行った。

○記事掲載による情報発信

・台湾の雑誌メディアを活用し、京都府内の観光情報を発信した。

　（2）ファムトリップによる情報発信

府内インバウンド観光誘致の主要ターゲット国である台湾及び香港に観光レップを設置し、両国

における訪日旅行動向の把握や SNS等を使った現地での情報発信を行った。

　　  　また、観光レップを活用した台湾ブロガー、香港メディアに加え、タイWeb メディアを招請す

るファムトリップを実施。現地目線での府内の魅力発見や情報発信をFIT向けに行った。

ファムトリップ対象 テーマ 実施期間 参加人数

台湾ブロガー 女子旅
令和元年 7 月 19 日（金）
　　　～ 7 月 23 日（火）

2名

台湾ブロガー 女子旅
令和元年 8 月 24 日（土）
　　　～ 8 月 28 日（水）

2名

台湾ブロガー 絶景
令和元年 11 月 18 日（月）
　　 ～ 11 月 22 日（金）

7名

台湾ブロガー 女子旅
令和 2年 1 月 13 日（月）
　　　～ 1 月 17 日（金）

2名

タイWeb メディア
タイ人が選ぶ
京都観光

令和 2年 1 月 27 日（月）
　　　～ 2 月 1 日（土）

3名

台湾ブロガー 女子旅
令和 2年 2 月 14 日（金）
　　　～ 2 月 18 日（火）

2名

香港メディア 食旅
令和 2年 2 月 16 日（日）
　　　～ 2 月 20 日（木）

3名
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　（3）令和元年度 京都府インバウンド商談会、現地研修の開催

府内へのインバウンド誘客を促進するため、関西在籍のランドオペレーターとの商談会及び商談

会に参加したランドオペレーターを対象に現地を視察する研修会を開催した。

　（商談会）

・開催日：令和元年 12 月 4 日（水）

・場　所：難波御堂筋ホール

・内　容：DMO、市町・観光協会、観光関連事業者等グループによる個別商談会

・参　加

旅行会社：15 社　24 名

　  （株）ミヤコ国際ツーリスト、（株）トヨワ、（株）ジェイ・リンクス、（株）エイチ・アイ・

エス、アヤベックス（株）、（株）すぎやまクリエイト、エミリアトラベル、（株）阪急

交通社、神姫バスツアーズ（株）、（株）フリープラス、BOJ（株）、（株）TABIKYO

JAPAN、ビーンズDMC合資会社、（株）日本旅行、（株）KNT関西 京都支店

京都府側：15 グループ　57 名

市町、観光協会、DMO、観光関連事業者、（公社）京都府観光連盟

　（現地研修）

・開催日：令和元年 12 月 10 日（火）、11 日（水）

・場　所：海の京都エリア

・参　加：旅行会社：11 社　13 名

　  （株）トヨワ、（株）ジェイ・リンクス、アヤベックス（株）、（株）すぎやまクリエ

イト、エミリアトラベル、（株）阪急交通社、（株）フリープラス、BOJ（株）、（株）

TABIKYO JAPAN、ビーンズDMC合資会社、（株）日本旅行

　（4）海外プロモーション事業

海外の旅行博等への参加・出展、物産展の開催等を通じて京都府観光の PRを行うとともに、メ

ディア、旅行社等へのセールスコールを行った。

○ 2019 香港ブックフェア

・開催期間：令和元年 7月 17 日（水）～ 23 日（火）

・会　　場：香港コンベンション・エキシビジョンセンター

○香港メディア、エージェントへのセールスコール

・訪 問 先：Weekend Weekly（旅行週刊誌）、Umagazine（旅行週刊誌）、

EGL Tours（訪日旅行を扱う大手旅行社）など　　9社
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○豪州プロモーション＜新規＞

・実施日：令和元年 8月 3日（土）

・会　場：メルボルン　Prahran Market

・内　容：「もうひとつの京都」の観光 PR、京都産品試食・試飲、お茶・和装体験等

○台湾 京都観光物産展

・実施日：令和元年 10 月 5 日（土）、6日（日）

・会　場：台北市　SOGO台北店忠孝館　1階、11 階・12 階催事場

・内　容：京都産品の販売、京都観光プロモーション／「もうひとつの京都」紹介

○タイ　Visit Japan FIT Fair 2019

・開催期間：令和元年 11 月 8 日（金）、9日（土）、10 日（日）

・会　　場：サイアム・パラゴン 5 階 Paragon Hall 2、Hall 1（一部）

・内　　容：  海・森・お茶の京都の 3DMOとともに出展し、「もうひとつの京都」を PRタイ

メディア・エージェントへのセールスコール（7社）、VJ 座談会を実施

　（5）「国連 観光・文化京都会議 2019」での観光PR等

　　  　「国連 観光・文化京都会議 2019」（令和元年 12 月 12 日（木）～ 13 日（金）、国立京都国際会館）

で、海外からの参加者に向け府内の観光 PRを行うとともに、エクスカーションを実施した。

　（6）外国人観光客の受入環境の整備

外国人観光客の受入環境を整備するため、府内の観光関連施設等への無料公衆無線 LANの整備

や翻訳アプリなどの多言語対応環境整備等の支援・助成のほか、専用Web サイトによりフリー

Wi-Fi スポットと免税店を多言語で紹介した。

・助成の状況（4月～ 2月）

6か所（八幡市、木津川市、城陽市、宇治田原町、亀岡市、福知山市）
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6　観光イベント

　（1）鴨川納涼 2019 の実施

鴨川美化啓発活動として昭和 44 年から開催され、京都の夏の風物詩として府民や観光客に定着

している「鴨川納涼」について、平成 26 年度から京都府を中心とする鴨川納涼実行委員会（事務局：

当観光連盟）主催で「京の七夕」と一体的に開催し、河川愛護・環境保全を啓発し、全国及び府内

の観光・物産の振興を図り、交流と憩いの場を提供した。

・開催日：令和元年 8月 3日（土）、4日（日）

・会　場：鴨川　三条大橋～四条大橋間　右岸河川敷

・内　容：全国郷土エリア

京都ふるさとの集い連合会（京都にある各県人会）による全国ふるさと産品

展示即売、36 道府県から出展

府内市町村エリア（8市から 12 ブース出展）

河川美化・環境啓発エリア、伝統産業 PRエリア、友禅流しファンタジー

ステージ出演：中央ステージ　14 組、鴨川ふれあい空間ステージ 17 組

・参加者：21 万人（8月 3日　11 万人、8月 4日　10 万人）

　（2）「京の七夕」事業等への参画

　　  　「願い」をテーマに、観光や伝統産業の振興、伝統・文化の継承を図るため、旧暦の 7月 7 日を

中心に 10 年目を迎えた「京の七夕」に実行委員会の一員として参画した。

　　  　今年度、「京の七夕」・「京都・花灯路」連携府域周遊事業として、宇治市において開催予定の「京

都・宇治灯り絵巻 2020」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期となった。

○「京の七夕」

・開催期間：令和元年 8月 3日（土）～ 4日（日）

点灯時間　19 時～ 21 時 30 分（4日は 21 時まで）

・会　　場：堀川エリア、鴨川エリア、宮津エリアのほか 3エリア

・参加者数：59 万 5 千人（前年比 81.5％）

○「京都・宇治灯り絵巻 2020」（延期）

・開催期間：令和 2年 3月 20 日（金・祝）～ 22 日（日）

・会　　場：府立宇治公園周辺・黄檗山萬福寺ほか
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　（3）「京の味めぐり・技くらべ展」での観光PR

　　  　府内の食品・工芸品が一堂に会し、展示販売を行う恒例行事　「第 22 回京の味めぐり・技くらべ展」

の開催に併せて、会場に観光案内コーナーを設け、大河ドラマ「麒麟がくる」のゆかりの地等の観

光 PRを行った。

・期　　間：令和元年 9月 11 日（水）～ 17 日（火）

・会　　場：大丸京都店

・出展者数：75 社（工芸 24 社、食品 51 社）

・観光 PR：  大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会（福知山市、亀岡市、舞鶴市、宮津市、長岡

京市、綾部市、京丹後市、大山崎町、福井県若狭町、京都府、福知山観光協会）

　（4）大河ドラマ観光キャンペーン（延期）

大河ドラマ「麒麟がくる」の府内ゆかりの地の自治体と連携し、「いざ京都！明智光秀ゆかりの

地へ」と題して実施予定の観光誘致 PRイベントについては、新型コロナウイルスの感染拡大防止

のため延期となった。

・日　　時：令和 2年 3月 20 日（金・祝）～ 21 日（土）　（延期：時期未定）

・会　　場：JR大阪駅　大阪ステーションシティ 2F「アトリウム広場」

・参加団体：  福知山市、亀岡市、舞鶴市、宮津市、長岡京市、綾部市、京丹後市、大山崎町、南

丹市、京丹波町

　（5）イベント会場等での観光PR

　（公社）日本観光振興協会関西支部の夏キャンペーンをはじめ、各種行催事での機会をとらえて

観光ブースの出展を行うなど、府内観光の PRに努めた。

・ 4月  6 日（土）、 7 日（日） 鴨川茶店（府立植物園西側・なからぎの道）

・ 5月 11 日（土）、12 日（日）　 MBSチャリウッド 2019（大阪市）

・ 6月  1 日（土）、 2 日（日） TANTANロングライド会場（宮津市）

・ 9月 11 日（水）～ 17 日（火） 京の味めぐり・技くらべ展（大丸京都店）

・ 9月 27 日（金）～ 29 日（日）　 （公社）日本観光振興協会関西支部　ほんまにええとこ

関西観光展（大阪市）

・10 月 20 日（日）　 乙訓大物産展（向日町競輪場）

・10 月 24 日（木）～ 27 日（日）　 ツーリズムEXPOジャパン 2019（インテックス大阪）

・11 月  3 日（日） 府民交流フェスタ（府立植物園）

・12 月 12 日（木）、13 日（金）　 国連　観光・文化京都会議 2019（国立京都国際会館）

・ 1月 18 日（土）、19 日（日）　 「新幹線で関西へ行こう」観光キャンペーン（福岡市）
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7　京都観光を担う人材との連携・育成

　（1）観光ボランティアガイド団体のとの連携

府内の各ボランティアガイド団体との連携を深め情報交換等を行うとともに、各ボランティアガ

イド団体の概要や活動情報等を紹介するWeb サイトのリニューアルを行った。

○京都府観光ボランティアガイド団体連絡協議会（事務局：当観光連盟）

・令和元年 10 月 29 日（火）　総会　（参加　17 団体）

○Web サイトのリニューアル

　「地元ガイドと行くガイドツアー」、「地元ガイドのいる案内スポット」等の情報を追加

　（2）京都観光おもてなし人材育成セミナー

府内の観光業従事者を対象に、外国人観光客の受入体制の強化やおもてなしの向上、AI や IOT

などの最新技術の活用などを目的にインバウンドに関するセミナーを全 4回開催した。

開　　催　　日 会　　　　場 受講者数

1 令和元年 8月 28 日（水） 京都府南丹広域振興局 18 名

2 令和元年 9月 18 日（水） 宮津市福祉・教育総合プラザ 15 名

3 令和 2年 1月 22 日（水） ゆめりあうじ 22 名

4 令和 2年 2月 26 日（水） メルパルク京都 19 名

　（3）京都府観光経営入門セミナーの開催

急速なインバウンド観光の拡大に伴い、観光産業全般への成長期待が高まっているなか、京都大

学をはじめ観光・経営関連の著名な講師陣による授業を通して、京都の観光事業を飛躍発展させる

人材を育成するセミナーを府内 2会場で開催した。

　（宇治黄檗会場）

・開催期間：令和元年 9月 3日（火）～ 5日（木）

・会　　場：京都大学宇治おうばくプラザ

・受 講 者：16 名

　（宮津会場）

・開催期間：令和元年 9月 25 日（水）～ 27 日（金）

・会　　場：宮津市福祉・教育総合プラザ

・受 講 者：12 名
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　（4）京都府観光経営ステップアップセミナーの開催＜新規＞

京都府観光経営入門セミナーの既受講生等を対象に、観光産業への理解を更に深め、実践的に活

躍できる人材を育成する、応用編となるステップアップセミナーを開催した。

・開催期間：令和 2年 2月 18 日（火）～ 20 日（木）

・会　　場：京都大学

・受 講 者：16 名

8　観光振興基盤対策

　（1）京都府観光振興ネットワーク会議

京都府の観光振興施策を戦略的に推進するため、観光振興・集客魅力づくりに関する市町村・地

域の取組等の情報共有と事業連携を促進・強化し、京都府の観光集客力の向上と観光振興の展開を

目的に情報交換等を行った。

　　  　なお、令和 2年 3 月 11 日に実施予定だった第 2回観光振興ネットワーク会議（講演会、意見交

換等）については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止した。

　（第 1回）

・開催日：令和元年 5月 21 日（火）

・会　場：メルパルク京都

・参　加：31 団体（市町村、観光協会、DMO）

・内　容：各地域の年間スケジュールの情報共有と地域間連携への意見交換

　（2）観光アドバイザー派遣事業

観光振興の取組を進めるうえで直面している課題について、解決の糸口を提供するため、府内各

市町村、観光協会及びDMOを対象に、登録アドバイザーの派遣を行った。

○登録アドバイザー

　「情報発信」「インバウンド」「観光まちづくり」など各分野のアドバイザー

33 名を登録（うち令和元年度新規登録　3名）

○市町村、DMO、観光協会等への派遣実績（4月～ 2月）

11 回　　（一社）八幡市観光協会、福知山市、宇治市、（公社）宇治市観光協会

長岡京市、長岡京市観光協会、（一社）美山観光まちづくり協会

　（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社 伊根地域本部
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9　会議等への主な参画

　（1）観光関連団体の総会・会議・催事等への出席

○観光協会、市町村等との連携（総会等への出席）

・ 5月  9 日（木）　大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会総会
・ 5月 15 日（水）　長岡京市観光協会通常総会
・ 5月 22 日（水）　京都・かぐや姫観光推進協議会幹事会
・ 5月 23 日（木）　北近畿広域観光連盟通常総会
・ 5月 24 日（金）　（一社）観光笠置定時社員総会
・ 5月 30 日（木）　（一社）亀岡市観光協会定時総会
・ 5月 31 日（金）　福知山観光協会定時総会
・ 6月  9 日（日）　（一社）城陽市観光協会　フォトコンテスト授賞式
・ 6月 10 日（月）　（一社）木津川市観光協会社員総会
・ 6月 24 日（月）　京丹波町観光協会通常総会・観光写真コンテスト表彰式
・ 6月 28 日（金）　（一社）京田辺市観光協会定時総会
・ 6月 30 日（日）　（一社）八幡市観光協会通常総会
・ 6月 30 日（日）　向日市観光協会定時総会
・ 7月 12 日（金）　大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会市町会議
・ 7月 25 日（木）　京都・かぐや姫観光推進協議会幹事会
・ 8月  8 日（木）　「京都・宇治灯り絵巻」推進協議会幹事会
・ 9月  6 日（金）　「京都・宇治灯り絵巻」企画運営実行・支援チーム会議
・ 9月 21 日（土）　京都丹波／亀岡「夢コスモス園」開園式
・10 月  3 日（木）　大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会市町会議
・10 月  8 日（火）　「京都・宇治灯り絵巻」企画運営実行・支援チーム会議
・10 月 10 日（木）　かぐや姫観光推進協議会幹事会
・10 月 13 日（日）　向日市観光協会　竹の径　かぐやの夕べ
・10 月 17 日（木）　大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会幹事会
・10 月 25 日（金）　（一社）木津川市観光協会　オープニングセレモニー
・10 月 27 日（土）　京丹波町　「京丹波●食の祭典 2019」
・10 月 28 日（月）　長岡京市　「明智光秀・最後の城「勝竜寺城公園」内覧会
・11 月 15 日（金）　「京都・宇治灯り絵巻」企画運営実行・支援チーム会議
・12 月 16 日（月）　京都・かぐや姫観光推進協議会幹事会
・ 1月 11 日（土）　麒麟がくる 京都大河ドラマ館オープン記念式典
・ 1月 22 日（水）　「京都・宇治灯り絵巻」企画運営実行・支援チーム会議
・ 2月  1 日（土）　長岡京市観光協会 子供写生大会、観光写真コンテスト表彰式
・ 2月 13 日（木）　向日市観光写真コンテスト表彰式
・ 2月 14 日（金）　（一社）木津川市観光協会　フォトコンテスト表彰式
・ 2月 21 日（金）　（一社）亀岡市観光協会　観光写真コンテスト表彰式
・ 2月 23 日（日）　（一社）八幡市観光協会 観光フォトコンテスト表彰式
・ 2月 27 日（木）　京都・かぐや姫観光推進協議会幹事会
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○市町村観光振興計画等への参画（会議への出席）

・ 5月 28 日（火）　長岡京市観光推進会議

・10 月 16 日（水）　長岡京市観光推進本部（長岡京市大河ドラマ活用推進本部）

・ 1月 21 日（火）　長岡京市観光推進本部（長岡京市大河ドラマ活用推進本部）

・ 3月 30 日（月）　長岡京市観光推進本部（長岡京市大河ドラマ活用推進本部）

○DMO事業への参画・連携

・ 4月 12 日（金）　森の京都DMO　府・市会議

・ 4月 17 日（水）　  DMO事業説明会（京都府、（公社）京都府観光連盟、海の京都DMO、森の

京都DMO、お茶の京都DMO）

・ 4月 19 日（金）　森の京都DMO　観光・商工関係団体との連携に関する意見交換会

・ 4月 19 日（金）　海の京都DMO　市町観光担当課長会議

・ 5月 31 日（金）　海の京都DMO　市町観光担当課長・地域本部事務局長会議

・ 6月 17 日（月）　お茶の京都DMO観光部会・特産部会

・ 6月 21 日（金）　森の京都DMO　マーケティング研究会

・ 7月 18 日（木）　海の京都DMO、森の京都DMO、お茶の京都DMO局長等会議

・ 7月 19 日（金）　海の京都DMO　市町観光担当課長・地域本部事務局長会議

・ 7月 30 日（火）　海の京都DMO　デジタルマーケティングセミナー①

・ 8月 20 日（火）　海の京都DMO　デジタルマーケティングセミナー②

・ 8月 22 日（木）　お茶の京都DMO　農泊推進市町村会議

・ 9月 17 日（火）　海の京都DMO　観光案内力アップセミナー

・ 9月 26 日（木）　森の京都DMO　市町担当課（室）長会議

・10 月 10 日（木）　海・森・お茶の京都DMO局長等会議、社長会議

・10 月 18 日（金）　森の京都DMOマーケティング研究会

・11 月 20 日（水）　海の京都DMO　市町観光担当課長会議、地域本部事務局長会議

・11 月 22 日（金）　森の京都DMO　シンポジウム

・11 月 28 日（木）　森の京都DMO　市町担当課（室）長会議

・12 月  2 日（月）　お茶の京都DMO　観光担当課長会議

・12 月 20 日（金）　森の京都　マーケティング研究会

・ 1月 21 日（火）　海の京都DMO 市町観光担当課長会議、地域本部事務局長会議

・ 1月 29 日（水）　海の京都DMOフォーラム

・ 2月  4 日（火）　海・森・お茶の京都DMO局長等会議

・ 2月 25 日（火）　森の京都　マーケティング研究会

・ 3月 10 日（火）　海の京都DMO　デジタルマーケティングセミナー③
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○京都府事業への参画・連携

・ 5月 23 日（木）　TANTANロングライド実行委員会

・ 5月 31 日（金）　京都府観光戦略総合推進本部幹事会

・ 6月  6 日（木）　三府県（京都府、滋賀県、福井県）連携観光協議会総会

・ 7月  2 日（火）　山城管内市町村観光担当者意見交換会

・ 7月  8 日（月）　京都ビッグデータ活用プラットフォーム会議

・ 7月 29 日（月）　京都府文化財保存活用大綱策定専門家会議（第 1回）

・ 8月 21 日（水）　旅館等受入環境整備事業意見聴取会議

・ 8月 28 日（水）　京都府文化財保存活用大綱策定専門家会議（第 2回）

・10 月  8 日（火）　京都府観光戦略総合推進本部幹事会

・10 月 28 日（月）　京都府文化財保存活用大綱策定専門家会議（第 3回）

・11 月  3 日（日）　府民交流フェスタ

・11 月 12 日（火）　京都府伝統行催事功労者表彰式

・12 月 18 日（水）　京都府文化財保存活用大綱策定専門家会議（第 4回）

・12 月 20 日（金）　TANTANロングライド実行委員会

・12 月 25 日（水）　京都ビッグデータ活用プラットフォーム第 1回観光WG

・ 1月 11 日（土）　京都府立京都スタジアム竣工式

・ 1月 31 日（金）　令和元年度京都金融支援連携協議会

・ 3月  6 日（金）　京都経済対策トップ会議

・ 3月 17 日（火）　京都府中小企業人材確保推進機構　全体会議

・ 3月 26 日（木）　京都経済対策実務者会議

○商工会議所等 経済団体との連携

・ 5月 27 日（月）　京都府商工会連合会通常総会

・ 6月 17 日（月）　第 1回京都検定委員会

・ 7月 11 日（木）　京都商工会議所 観光・運輸部会講演会

・ 7月 25 日（木）　京都商工会議所 観光・運輸部会議員懇談会

・ 9月 24 日（火）　京都ブランド名産品公正取引協議会 役員会、定時総会

・10 月 24 日（木）　京都商工会議所 観光・運輸部会議員会

・11 月 13 日（水）　京都商工会議所 観光・運輸部会講演会

・12 月 11 日（水）　京都商工会議所 観光・運輸部会議員会

・ 1月  6 日（月）　京都府中小企業団体中央会 新年賀詞交歓会

・ 1月  6 日（月）　京都経済 4団体 新春賀詞交歓会

・ 1月  6 日（月）　西陣織工業組合 新年総会・従業員表彰式

・ 1月 10 日（金）　（公財）京都産業 21　新春交流会

・ 1月 10 日（金）　京都銀行 新春経済講演会

・ 1月 22 日（水）　京都商工会議所 観光産業特別委員会
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○（公社）日本観光振興協会等との連携

・ 5月 16 日（木）　（公社）日本観光振興協会関西支部役員会

・ 5月 17 日（金）　（公社）日本観光振興協会関西支部会員総会

・ 6月  7 日（金）　（公社）日本観光振興協会通常総会・観光振興事業功労者表彰式

・ 6月 25 日（火）　（公社）日本観光振興協会情報システム連絡会議

・ 7月 12 日（金）　第 1回関西ブロック広域観光振興事業推進協議会

・ 9月 27 日（金）～ 29 日（日）　  （公社）日本観光振興協会関西支部　ほんまにええとこ関西観

光展（大阪市）

・10 月 25 日（金）　  （公社）日本観光振興協会都道府県・政令指定都市観光協会（連盟）会長等

会議

・ 1月 28 日（火）　（公社）日本観光振興協会関西支部事務局会議

○物産団体との連携

・ 5月 26 日（日）　京都府漬物協同組合通常総会

・ 5月 28 日（火）　（公社）京都府物産協会通常総会

・ 6月 24 日（月）　京名物百味会総会

・ 1月 23 日（木）　京都工芸土産品協同組合　春の新作コンクール

・ 3月 13 日（金）　観光土産品　買上検査会

○旅行・運輸・宿泊業界との連携

・ 4月 23 日（火）　JTB協定旅館ホテル連盟京都支部通常総会

・ 5月 29 日（水）　京都府旅行業協同組合定時総会

・ 9月 11 日（水）　京都府旅行業協同組合協定機関との交流会

・11 月 27 日（水）　西日本旅客鉄道　旅行会社向け「素材説明会」

・12 月  2 日（月）　西日本旅客鉄道　関西北陸交流会

・ 1月 15 日（水）　全国旅行業協会京都支部・京都府旅行業協会新春賀詞交歓会

・ 1月 18 日（土）～ 19 日（日）　「新幹線で関西へ行こう」観光キャンペーン（福岡市）

・ 1月 21 日（火）　京都旅館ホテル団体協議会新春懇談会

・ 1月 27 日（月）　京都　日本画新展 2020　授賞式

○その他

・ 4月  6 日（土）、7日（日）　鴨川茶店

・ 4月  8 日（月）　京都仏教会おしゃか様を讃える夕べ

・ 4月 13 日（土）　スカイホップバス記念式典

・ 4月 25 日（木）　関西広域連合協議会

・ 5月 11 日（土）、12 日（日）　MBSチャリウッド 2019

・ 5 月 14 日（火）　WMG2021 関西 2 年前記念イベント
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・ 5月 24 日（金）　伝教大師最澄 1200 年魅力交流委員会

・ 5月 24 日（金）　京都 SKY観光ガイド協会定期総会

・ 5月 30 日（木）　（公財）京都府国際センター第 1回理事会

・ 5月 31 日（金）　京都府都市農業推進協議会

・ 6月  5 日（水）　近畿 6府県観光情報交換会（東京都）

・ 6月 17 日（月）　ラグビーワールドカップ 2019 日本大会成功祈願の集い

・ 6月 17 日（月）　京都検定委員会

・ 6月 17 日（月）　京都伝統伎芸振興財団評議員会

・ 7月 11 日（木）　数珠巡礼会総会

・ 7月 17 日（水）　京都府中央リニアエクスプレス推進協議会

・ 7月 31 日（水）　京都府域渋滞対策会議

・ 8月 22 日（木）　関西・北陸おちかづき街道旅行商品プロモーション会議

・ 9月  2 日（月）　ICOM京都大会 2019 オープニングパーティー

・ 9月 10 日（火）　淀川三川合流域地域づくり連絡協議会

・ 9月 11 日（水）　京都テロ対策ネットワーク総会

・ 9月 13 日（金）　全国梅酒まつり in 2019 開会式

・ 9月 27 日（金）　伝教大師最澄 1200 年魅力交流委員会実務者会議

・10 月  2 日（水）　近畿 6府県観光情報交換会（東京都）

・10 月 20 日（日）　京都国際文化会館特別記念講演会

・11 月  5 日（火）　京都府次世代自動車普及推進協議会

・11 月  9 日（土）　福知山観光ガイド設立 10 周年記念式典

・11 月 10 日（日）　嵐山もみじ祭り

・11 月 19 日（火）　ワールドマスターズゲームズ関西 2019 決起大会

・11 月 23 日（土）　鴨川を美しくする会結成 55 周年記念式典

・12 月 13 日（金）　国連　観光・文化京都会議 2019

・12 月 16 日（月）　ICOM 京都大会 2019 京都推進委員会

・ 1月 15 日（水）　京都文化力プロジェクト第 4回推進フォーラム

・ 1月 29 日（水）　京都文化力プロジェクト実行委員会 企画運営委員会

・ 2月  5 日（水）　近畿 6府県観光情報交換会（東京都）

・ 2月  7 日（金）　スカイホップバス見学会・試乗会

・ 2月 29 日（土）　鴨川を美しくする会委員総会（委員・会員懇親会）

・ 3月 19 日（木）　京都文化力プロジェクト実行委員会 企画運営委員会

・ 3月 24 日（火）　京都府国際センター理事会
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