◇ 発刊にあたって…
この度、「京都府観光連盟News」を発行することといたしました。
皆様に京都府観光連盟の事業内容を知っていただき、少しでも
お役に立てればと思っています。
今後、四半期ごとに京都府域の観光振興の話題を御提供して
まいりたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。
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平素より当連盟の活動につきまして、会員・役員の皆様をはじめ関係者の方々にお世話になり、
厚く御礼申し上げます。
京都府内の観光業界は、新型コロナウイルスの感染拡大が未だ収束せず、大変厳しい状況が続い
ておりますが、ワクチン接種の規模拡大、スピードアップという明るい兆しも見えてまいりました。
１日も早く、京都の観光地がかつてのにぎわいを取り戻し、質の高いおもてなしができるよう、
当連盟においても安心安全な京都観光の振興や観光関連事業者の支援に努めてまいりたいと存じ
ます。
今後とも、観光関連事業者の皆様方をはじめ、京都府や府内市町村、海・森・お茶の京都ＤＭＯ、
市町観光協会の皆様との連携を強化してまいりたいと考えておりますので、御支援・御協力をよろ
しくお願いいたします。

令和３年度事務局体制
今年度は、下記のメンバーで各事業に取り組んで
まいります。よろしくお願いいたします。
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令和３年度通常総会を開催
当連盟の令和３年度通常総会を６月１５日に京都市下京区のホテルで
開催しました。当日は、感染防止対策を徹底したうえで、役員・会員、事務
局職員の約100名が出席しました。
総会においては、令和２年度の事業内容や令和３年度の事業計画につ
いて報告が行われ、新役員の選任や令和２年度の収支決算について承認
されました。
今年度は、コロナ禍の収束後を見据え、観光による交流人口の拡大、
地域経済の活性化に寄与するため、次の事業に取り組んでまいります。

令和３年度の事業展開

店長より

①京都府域の魅力の発信

②継続的なインバウンドへの対応
テキストを入れてください。
③観光基盤の整備 ○○○○○○○○
④観光産業育成・人づくりの推進
○○○○○○○
⑤当連盟会員へのサービス充実

観光連盟Report
「新しい京都観光」 紹介動画を作成

令和３年度観光関連事業功労者表彰

WITHコロナ社会における安心安全なおもてなしや新しい生
活様式を取り入れた「新しい京都観光」を紹介する動画を制
作しました。
京の伝統工芸や五花街のほか、京都の観光を支える幅広い
方々に出演いただき、府内各地の観光地での取り組みを紹介
しています。現在、当連盟特設サイトで100本以上の動画を
公開していますので、ＱＲコードからアクセスいただき、ぜ
ひご覧ください。

当連盟では、京都府の観光振興に多大な貢献された観光功
労者や優良観光団体、優良従業員・職員の皆様方に表彰を行っ
ており、本年度は、２６名・３団体が表彰されました。受彰され
た皆様方に心から敬意を表しますとともに、今後のご活躍を祈
念いたします。
【観光功労者表彰：７名】
表彰
分野

知事

会長

氏名

所属

平野 正明

一般社団法人京都府北部地域
連携都市圏振興社 綾部地域本部

横山 由數

一般社団法人亀岡市観光協会

多田 重光

公益社団法人宇治市観光協会

穴穂 行仁

一般社団法人亀岡市観光協会

石倉 敬子

一般社団法人亀岡市観光協会

中澤
左

多言語WEBサイト「ANOTHER KYOTO」
の運用を開始
海・森・お茶の京都の各DMOと当連盟では、 「もうひとつ
の京都」の知名度向上やWITHコロナ・POSTコロナを見据え
た観光誘客促進のため、多言語ＷＥＢサイトの運用を令和３年
４月から開始しました。
今後、もうひとつの京都エリアの旬の話題の提供や、ネイ
ティブライターによる記事の配信を行っていきます。

保
敏泰

（敬称略）

京都府旅行業協同組合
京都府料理生活衛生同業組合

【優良観光団体：３団体】
表彰
分野

団体名（代表者名）

知事

長岡京市観光協会 （会長：鞆岡 義之）

会長

綾部バラ会 （会長：塩田 展康）
やわた観光ガイド協会 （会長：中村 正孝）

【優良従業員・職員表彰：１９名】

ラジオ番組で情報発信
当連盟職員が、NHKのラジオ番組に出演し、京都府内の観光
情報やキャンペーン、イベント情報をPRしています。
○NHKラジオ「マイあさ！関西」（週末おでかけ情報）
朝7:45～7:55頃

「ANOTHER KYOTO」
WEBサイトは、コチラの
QRコードから

放送日

放送内容

令和3年4月30日（金）

「新しい京都観光」動画

6月11日（金）

「京都な暮らし」Instagram
キャンペーン

７月２３日（金）

夏休みの府内観光情報（予定）

観光連盟Report
新幹線京都駅コンコースで「もうひとつの京都」をPR
新幹線京都駅コンコース内にある「情報コーナー」において、令和３年４月１日
～令和４年３月３１日まで、パンフレットやチラシなど広告物の配架やポスターの
掲出、もうひとつの京都エリアを紹介する映像の放映を行います。
パンフレットやポスターは、順次入れ替えを行い、一年を通して京都府内全域
の魅力をPRします。
＜４月＞
お茶の京都エリア
＜７月・８月＞ 海の京都エリア

＜５月・６月＞ 竹の里・乙訓エリア
<9月・１０月＞ 森の京都エリア

「京都な暮らし」Instagramキャンペーン
当連盟と京都市観光協会では、「京都な暮らし」をテーマに
Instagramキャンペーンを実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、外出や旅行がしにく
い状況ですが、京都での日常生活の中で、ふと気づいた季節
の移ろいや、美しい景観など、「落ち着いたら京都に行ってみ
ようかな」と思っていただけるような写真を募集しています。
＜ 募集期間 ＞

令和３年６月１日（火）～７月１５日（木）

応募方法など詳しくは、
コチラのQRコードから

観光経営・おもてなし人材育成セミナー
の開催について
当連盟では、観光関連事業者の方を対象に、 「観光経営セミ
ナー（経営者向け）」及び「おもてなし人材育成セミナー（従業員
向け）」を開催しています。
観光経営セミナー」では、京都大学経営管理大学院の教授を
はじめ、観光・経営関連分野の著名な講師陣を迎え、マーケティ
ングや経営戦略などの基礎から実践まで学ぶことができます。
また、「おもてなし人材育成セミナー」は、WITHコロナを
見据え、AI・IoTを活用した業務の効率化等をテーマとして
府内４会場で開催します。ぜひ、積極的にご参加ください。
【観光経営入門セミナー・ステップアップセミナー】
＜入
門
編＞ 8月 ３日(火)～ ５日(木)
＜ステップアップ編＞ 8月24日(火)～26日(木)
【申込・問い合わせ先】
（一社）京都ビジネスリサーチセンター
TEL：075-753-3543
E-mail：kbrc-office.k20@kbrc.jp
【おもてなし人材育成セミナー】
＜福知山会場＞ ９月２９日(水) 他３回開催
【問い合わせ先】
（公社） 京都府観光連盟
京都観光おもてなし人材育成セミナー担当
TEL：０７５－４１１－９９９０
E-mail: omotenashi@kyoto-kankou.or.jp

お知らせ
宿泊施設事業継続緊急支援事業補助金 申請受付中
当連盟及び京都府では、大きな打撃を受けている京都府内の宿泊事業者を支援するため、宿泊施設における感染防止対策
の取り組みや、新しい生活様式に対応した事業展開に対する補助金の交付申請受付を６月１６日（水） から開始しました。
この補助金事業では、ガイドラインに沿った感染防止対策を実施するための設備整備や機器の導入、テレワークプラン等の
新たなサービス提供や開発に係る経費のほか、戦略的投資支援事業として、新たな需要に前向きに対応するための施設改修・
システム導入等が対象です。 （対象経費が３０万円を超える事業が対象）

１ 対象宿泊施設

京都府内の宿泊施設 （旅館・ホテル・簡易宿所等）
※ただし、国・地方公共団体が所有又は経営する宿泊施設等を除く。

７/21

２ 補助率及び補助対象経費

① 感染拡大防止等支援事業

まで

（補助率１／２以内： 補助上限５００万円以内）

※施設の規模に応じた補助限度額があります。
ア 感染拡大予防ガイドラインその他京都府が設定する基準等に対応するために実施する感染拡大防止対策に必要と
なる設備、機器、必需品等の導入、医師等専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費
イ ＷＩＴＨ・ＰＯＳＴコロナ社会に対応した「新しい生活様式」に基づく宿泊施設のサービスを提供するために必要とな
るコンテンツの開発に要する経費
ウ 新たな需要に対応するために前向きに取り組むための施設改修、システム導入等に要する経費
（令和３年６月１６日より前に実施した事業に限る。）

ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰの購入

ｱﾙｺｰﾙ除菌や抗菌加工

換気設備の導入

② 戦略的投資支援事業 （補助率３／４以内：補助上限７５０万円以内）
新たな需要に対応するために前向きに取り組むための施設改修、システム導入等に要する経費
（令和３年６月１６日以降に実施する事業に限る。）

ワーケーション環境整備

ｷｬｯｼｭﾚｽ・非接触ｼｽﾃﾑ機器の導入

※①及び②を併用する場合の補助上限額は７５０万円以内

３ 募集期間

令和３年６月１６日（水）から７月２１日（水）

４ 問い合わせ先
京都府宿泊施設事業継続緊急支援事業補助金事務局

TEL： ０５０－３０３３－０１７２
＜編集・発行者＞
公益社団法人京都府観光連盟
令和３年７月１日発行

この補助金について詳しくは、
コチラのQRコードから

＜９：３０～１７：３０（土日祝日除く）＞

＜事務局＞
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町府庁２号館３階
TEL：０７５－４１１ー９９９０
URL：https//www.kyoto-kankou.or.jp

