
「京都式ガストロノミーツーリズム」推進事業 

 

新時代への「食」維新 

「海の京都料理ＬＡＢＯ」 
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事業説明 
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京都市への 
観光客・観光消費額の集中 

府域への誘客促進が課題 

H29 観光入込客 H29 観光消費額 

３８％ 
６２％ 

京都市  
５４百万人 

京都市以外  
３３百万人 

５％ 

９５％ 
京都市  

１兆1,267億円 

京都市以外  
616億円 

出典：平成29年京都府観光入込客調査（いずれも） 

海の京都料理ＬＡＢＯ 
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「訪日前に期待していたこと」 

日本食 

６８.３％ 

訪日外国人 

出典：観光庁「訪日外国人の消費動向調査（H29)」 

「食」は、旅行の最大の目的 

「食」による誘客力強化が重要 

９.９％ 

国内旅行者（日本人） 

0 20 40 60

美味しいものを食べる旅 

芸術・音楽等を楽しむ旅 

身体を動かして楽しむ旅 

アニメ・漫画スポットを楽しむ旅 

家族や恋人との絆を深める旅 

気分転換をする旅 

「今後１年以内に行ってみたい旅行」 

４５.９％ 
２４.２％ 

２０.６％ 

９.９％ 

４２.３％ 

３５.９％ 

出典：じゃらん宿泊旅行調査2017 

海の京都料理ＬＡＢＯ 
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いかに「食」で差別化するか 

・輸送網発達 → 「高級」食材の集中 
・有名料理人の集中 
 →食材の高級さや調理技術の高さを 
   元にしたブランド力は圧倒的 

「産地に近いからこその、 
ここにしかない『食』体験」が必要 

対 都市圏 対 地方圏 

地域の
強み 

・地方の「特性」の類似性 
 

 →表面的には同じように見えてしまう 
   「深堀り」して示す必要有り 

産地との近さ 
生産者・加工者の想い、気候・ 
風土等を、直接に感じられる 

地域文化の深さ・多様性 
そこにしかない地域の歴史・文化や 
人の営み等を、直接に感じられる 

海の京都料理ＬＡＢＯ 

２つの強みを活かした 

「ここにしかない『食』体験」を創る 
（料理と体験企画が両輪） 

料
理 

体
験
企
画 



ガストロノミーツーリズムの推進 

「ここにしかない料理」とそれに関連する体験が、 
多様にできるエリアとしての実力が大事 

 「美食（屋台料理からミシュラン星付まで、その土地でしか体験できない味わい） 

   × 体験、伝統と文化、健康的なライフスタイル、本物、持続可能性」 

ガストロノミーツーリズム ＝ 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、気候、風土との関係も楽しむ旅のスタイル 

世界の 
潮流 

＝ 

Ex 丹後のイメージ … 蟹・水産物の産地 

「食材」の魅力を発信しているだけでは人は来ない時代   課題 
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海の京都料理ＬＡＢＯ 



連携し・探求し・体験を創り出す 
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「海の京都料理ＬＡＢＯ」 
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理想を言えば 
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「ここにしかない『食』体験」の幅 

海の京都料理ＬＡＢＯ 

多様なコラボが実現 
（多様な文化を「繋げて体験できる」機会が多い状態） 

あらゆる人々が連動してこそ、
「地域文化の深さ・多様性」 
を体験できる地域になる。 

料理人や生産者、加工者、 
歴史家、建築士、伝統工芸士 など 

飲食店等での「食べる」・「聞く」が単発
的に体験できるだけでは、地域の文化
や営みを感じる体験としては幅が狭い。 

料理 

酒蔵・ワ
イナリー 

木工 

農業 

体験 
博物館 

美術館 

漁業
体験 

[食]の
絶景 

古民家 

交通・
輸送 

市場・ 
スーパー 

加工品
製造 

漆芸 

陶芸 

ガラス 

刃物 

etc 



③誰もが、地域の「食」に携わるあらゆる人たちに出会え、
多様な「食」体験ができる環境を創出 

それぞれの取組の一括した情報発信や連動した着地型ツアー商品の開発等により、 

・料理人のニーズに合わせた新たな作物生産 
 （新鮮でこだわりの農水産物の生産） 
・少量多品種の食材を地元料理店で活用 
・こだわり食材の農業体験・現場視察の受入 
・６次産品開発 ・農家レストラン開業 生産者 

②ＬＡＢＯでの出会いが、多様なコラボを創出  

・製造現場見学の受入（加工場・酒蔵等） 
・LABOの料理人とコラボした新商品開発 

・出張、製造体験講座の開催    

食品製造 

①個々のメンバーが地域への深い理解に基づく「ここでしか味わえない『食』体験」を提供 

その他、小売店やギャラリー・美術館、ローカルメディア、地域おこし協力隊 等との連携も！ 

（ＬＡＢＯでの生産現場訪問や郷土史の学習、他地域の事例研究などを通じ、地域の理解を深める） 

・店舗の装飾・料理の設え等に工芸品を活用 
・ＬＡＢＯメンバーへの講座開催 
・伝統工芸品製作体験教室の開催 

・6次産品とのパッケージコラボ  
伝統工芸 

・地域の食材を使った美味しい料理の探求 
・出張料理人としてエリア内を飛び回る 
・店舗で郷土料理の体験教室開催(文化の伝承) 

・郷土料理の新たなアレンジ    

料理人 

× 

海の京都料理ＬＡＢＯの将来像 
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多様な層に向けた「体験」が 

地域全体で創出されている 
（ある程度コントロールされた発信も。） 

ＵＭＩＮＯＫＹＯＴＯ 

ＬＵＸＵＲＹ 

最高級の「田舎空間」で味わう「食」 

世界からの「住み込みトップシェフ」 

の試作を覗き見！ 

× 

多様な「体験」ブランドラインが存在 

ＵＭＩＮＯＫＹＯＴＯ 

ＣＡＳＵＡＬ 

地元民が通う郷土愛溢れる「食」 

農家民泊で「地域の輪」へ参加 

× 
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すべてをいきなりはできない 
（できるなら、ここにしかない「料理」と「体験企画」の創出を 

同時にやりたいし、「なぜ地域の特産品が地元で食べられないか」 

などの課題への解決アクションも起こしたい） 
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まず３１年度は、 

料理を中心にした 

プログラムを実施。 
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平成31年度 活動イメージ 

「再発見」のプログラム 

海の京都料理ＬＡＢＯ 

再発見プロセス全体の情報発信 
（＝「ここにしかない『食』体験ができる」地域としての 

イメージ創出(ブランディング)） 

地域文化の深さ・多様性を楽しめる体験の創出に向けた、集まりも随時、開催 

（＋ 自主活動の積極的な展開 ＋ コラボの機会創出。「やりたいこと」は何でも御相談ください） 

郷土料理
研究など
の学びを
続け･･･ 

食材 
再発見 

４・５月 ６月 

○産地訪問or 

  生産者との意 

  見交換会開催 

食材活用法
の再発見 

○科学的な分析に 

  基づく調理法を 

  研究 

７月 

地域を表現する 
料理再発見 

○地域食材を最大限 

 に活かす料理を研究 

 (料理人が協同研究) 

１０月頃 ･･･ 

Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
で
の 

「再
発
見
」を 

共
有
・発
信 

(案)「再発見」料理
フェス など 

＜目的＞ 
①取組成果をLABO 
  内外に共有 
②先駆的な取り組 
  みを発信 
③LABOメンバーの 
  １つの目標(通過点) 



14 

「海の京都料理ＬＡＢＯ」 

たくさんの「チャレンジ」をお願いします 

すべての「再発見」を「新しい価値」の創造へ。 
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海の京都料理ＬＡＢＯ 

お手元の「参加登録票」に記入 
→入口付近の回収箱へご提出ください 

ＬＡＢＯへの参加方法 

４月以降の第１回目の活動連絡は、 
メールを通じて行います。 
（どうしてもの場合はＦＡＸも対応します） 
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ご清聴ありがとうございました。 
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＜ 参 考 ＞ 

海の京都料理ＬＡＢＯ ブランド 

ＭＩＳＳＩＯＮ 

VＩＳＩＯＮ 

「ここにしかない食の体験」 
の提供を通じて 

「海の京都」の魅力ＵＰに貢献 

生産者・料理人・郷土史家・建築家・伝統工芸士など多様な連携のもと、 

地域資源を再発見し「体験」とし
て提供できるまで徹底的な探求を

行う場を目指す 

ＡＣＴＩＯＮ 

地域にしか無い食材 

地域独自の生活文化 
再発見 

「料理」を中心に連動した 

「体験」に落とし込んで 提供 

第１歩
目の 


