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はじめに 

 京都の観光が未曾有の危機を迎えている。 

 2020（令和 2）年の新型コロナウイルスの世界的流行は、世界の観光に大きな打撃を与え

た。京都市にあっても、「GoTo トラベル事業」の一斉停止や非常事態宣言の発令を受けて、

2020 年の主要ホテルの延べ宿泊客数は前年比 61.2％減の約 254 万人で史上最低であった。

客室稼働率の今後の見通しも 2021年 1月が 29.9％、2月以降はさらに下落するという状況

で（京都市観光協会 1 月 28 日発表予測値）、短期的な回復は厳しい状況にある。観光の不

況は、宿泊業だけでなく、飲食業や食材を提供する農業など関連産業にも大きな打撃を与

えている。京都市内には、かつて「オーバーツーリズム」と言われた面影はなく、観光の

先行きはさらに不透明感を増しているのが現状である。 

 今年度の調査研究は、観光の行く末を取り上げ、京都と京都市民にとっての観光の意義

を改めて見直すこととする。コロナ禍まっただ中の緊急事態宣言下（～令和 3年 2月 28日）

にある現在、この 1 年を振り返り、アフターコロナの時代に観光や観光関連産業を復活さ

せるために、政府や自治体、観光振興主体はどんな政策を打ち出し将来を構想しているの

か、また有識者はどんな提言をしているのか、そして京都の観光を維持していくためには

何が必要なのかといったことについて調査研究を行った。 

 京都市にあっては、新しい「基本計画」と「京都観光振興計画 2025」の策定が間近であ

る。「基本計画」には「市民生活の豊かさと文化の継承・創造につなげる「観光の京都モデ

ル構築・発信戦略」」が重点戦略の 1 つに挙がっている。また、「観光振興計画」では「京

都観光が目指す姿」の第一に「市民の暮らしと豊かさの向上」が挙がっており、いずれも

「市民の豊かさ」につながるものとして観光があるという位置づけに共感するものである。

「市民にとっての観光」という視点は、まさに本調査研究を貫いている。 

「オーバーツーリズム」によって観光に対する市民感情はコロナ禍前までは徐々に悪化し、

観光に関わる市民と関わらない市民の、いわば「分断」を招いているように見えた。観光

に直接関わらない市民には、観光の本来の「意義」を訴えるなどにより市民の理解を得て

いくことも、今後の京都市にとって大きな課題であろう。本報告書の最後に「提言」を記

したが、新しい「計画」の施策・事業をさらに豊富化するものとなれば幸いである。 

 

 最後に、調査研究にあたり、貴重なご意見をいただいた宗田好史氏（京都府立大学教授）、

高橋一夫氏（近畿大学教授）、また京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室、（公・社）京都

市観光協会の各ご担当に対して厚くお礼申し上げる。 

 

京都市議会議員  国本 友利 
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１. 我が国のコロナ禍における観光再生の方策 

（１）我が国における観光の現状 

・初めに、最近の国内観光客、海外観光客による観光の状況を「宿泊者数」を指標として

振り返る。 

・我が国で初めて新型コロナ感染者が確認されたのが、2020（令和 2）年 1 月 15 日で、2

月には横浜港でのクルーズ船・ダイヤモンド・プリンセス号の集団感染が確認される。

それ以降徐々に感染が全国に拡大し、同年 4月中旬には第一波のピークを迎える。 

・観光への影響として、2019～2020 年 2 カ年の内外観光客のうち宿泊者数の推移状況を見

る（図表 1）。2019年の訪日外国人旅行客数は 3,188万人で過去最高を示した。それが外

国人宿泊者数にも表われ、年間通じてすべての月で対前年比を上回っている。また、日

本人宿泊者に関しても、10月を除きほぼすべての月で対前年比を上回った。 

・国内観光客の宿泊者数は、実数では 2019年 8月にピークがあり、それが宿泊者数総数を

押し上げる要因となっている。対前年同月比では同年 4月の 14.6％が最も高い。2020年

に入ると、1 月時点はまだ前年同月比 7.7％の伸びを示していたが、徐々に減少し、5 月

には同じく対前年同月比 80.2％減という最低の数値となった。 

・2020年 7月には、東京発着は除外ではあったものの、国内観光需要喚起キャンペーン「GoTo

トラベル事業」の開始により宿泊者数は増加している。8月初旬にはコロナ第二波のピー

クを迎え、9 月は一転横ばいとなったが、以後は国内宿泊者の増加基調は続く。10 月に

GoTo の東京発着が解禁になるとさらに伸びて、11 月の対前年同月比は 7.5％減にまで回

復した。しかしながら、11月はコロナ第三波と見られる拡大期に入る。12月にはまた減

少に転ずるが、12月末には GoToトラベル事業は一時停止、年末年始は自粛要請により例

年の帰省ラッシュは見られず、2021 年初めの緊急事態宣言もあって、それ以降はさらに

減少した数値になるものと推測される。 

・一方、外国人観光客の宿泊者数は、2019年は毎月ほぼ 80～90万人泊程度で、対前年同月

比は軒並み増加し、順調に推移していた。この年、訪日外国人旅行者は 3,188 万人の過

去最高を記録する。同様の増加傾向は 2020年 1月まで続いていたが、新型コロナ感染拡

大に伴って入国制限が敷かれ、同年 2月より激減した。4月以降は毎月対前年同月比 97、

8％の減少という、かつてない減少幅で推移している。 
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図表 1 新型コロナウイルス感染症の観光への影響[全国] 
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《参考》延べ宿泊者数及び対前年同月増減率の推移（2019年 1 月～2020 年 12 月）[全国] 

全国 
2019（H31/R1）年 2020（R2）年 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

延べ宿泊者数 
（単位:百万人泊） 

39.4 39.8 46.9 46.5 47.3 42.0 47.3 58.3 43.8 45.4 44.5 42.1 43.2 37.4 23.9 9.7 7.8 14.2 21.6 26.1 26.0 32.4 34.5 27.9 

 うち日本人 31.1 31.6 38.5 36.4 38.7 33.4 37.7 50.0 36.8 36.4 36.8 34.3 33.5 32.6 22.8 9.5 7.7 14.1 21.4 25.9 25.8 32.1 34.1 27.4 

 うち外国人 8.3 8.3 8.4 10.1 8.6 8.5 9.6 8.3 6.9 9.0 7.7 7.8 9.7 4.9 1.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 

対前年同月増減率 
（単位:％） 

10.2 8.3 9.8 16.0 11.7 6.0 6.3 3.8 3.8 2.1 4.1 1.0 9.6 ▲6.0 ▲48.9 ▲79.1 ▲83.5 ▲66.1 ▲54.4 ▲55.1 ▲40.5 ▲28.6 ▲22.5 ▲33.8 

 うち日本人 5.5 5.9 7.2 14.6 10.9 4.0 5.0 3.2 2.8 ▲0.3 3.3 0.8 7.7 3.3 ▲40.7 ▲73.9 ▲80.2 ▲57.9 ▲43.4 ▲48.1 ▲29.9 ▲11.8 ▲7.5 ▲20.2 

 うち外国人 32.3 18.8 23.5 21.2 15.3 14.7 11.6 7.5 9.3 12.8 8.5 1.7 16.9 ▲41.3 ▲86.5 ▲98.0 ▲98.5 ▲97.9 ▲97.6 ▲97.4 ▲97.3 ▲97.0 ▲94.4 ▲93.5 

（資料）宿泊旅行統計調査・第 2次速報，京都観光振興計画 2025(最終案)，内閣府ほか新型コロナウイルス感染症特設サイト 

  

4/7 ７都府県緊急事態宣言 
4/16全国緊急事態宣言(～5/25) 

12/8中国武漢で感染者確認 

2/3 クルーズ客船上隔離離(～3/1) 

1/15 国内初の感染者確認 
1/23 中国武漢で都市封鎖 

3/11 WHO パンデミック宣言 12/28 GoTo トラベル 
全国一時停止 

感染拡大防止と観光需要回
復のための政策プラン(12/3) 

観光ビジョン実現プログラム
２０２０(7/14)  
 
7/22 GoTo トラベル開始 

1/8  4 都県緊急事態宣言 
1/14 11都府県に拡大 

2019 年の訪日外国人旅行者は 3,188 万人で７年

連続過去最高を更新，国内宿泊旅行者は延べ 3

億 1,162万人，日帰り旅行者も増加(観光白書) 
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（２）政府によるコロナ対応の観光施策 

・図表 2は、2020(令和 2)年 1年間の感染症対策と観光に関する関連事項をまとめたもので

ある。以下に特記すべき国の施策を概観する。 

・1、2 月には中国への旅行、中国からの旅行取扱い停止等により旅行者の減少等の経営環

境の変化に直面する旅行業者に対応するため、2月、いち早く地方運輸局等内に旅行業者

向け特別相談窓口を設置したのが、観光分野での最初の対策である。 

・観光関連業界は、年初に始まる海外からの入国制限や、東京オリンピック・パラリンピ

ックの延期、その後の緊急事態宣言発令等にあって苦しい状況を強いられる。そんな中

で、6月に「観光白書」、7月に「観光ビジョン実現プログラム 2020」がまとめられたが、

いずれもコロナ対応が中心テーマとなった。 

・特に「観光ビジョン実現プログラム 2020」は、2016（平成 28）年に「明日の日本を支え

る観光ビジョン」において、「訪日外国人旅行者数を 2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000

万人」といった新たな目標が設定され、それを実現に移すため、以後、年度ごとの「実

現プログラム」が策定されてきたが、その 2020年版である。(図表 3) 

・そこでは「コロナ対応施策」として、以下の 4つの柱と（主要）施策が掲げられている。 

①雇用の維持と事業の継続の支援策を最優先（持続化給付金、家賃支援給付金など） 

②観光需要の回復に向けての基盤整備（宿泊施設の高付加価値化、滞在コンテンツ造

成など） 

③国内旅行需要の喚起、観光産業の回復と体質強化（GoTo トラベル事業、新しい旅行

スタイルなど） 

④国・地域の感染収束に応じたインバウンドの回復（JNTOによるプロモーションなど） 

・また、12 月に策定された「感染拡大防止と観光需要回復のための政策プラン」は、観光

需要回復をメインテーマとする総合的な政策プランである。まだコロナ第三波の真っ只

中にあったことから、感染拡大防止策の徹底を前提に、とりあえずは日本人国内旅行の

需要喚起、来たるべきインバウンド回復に備え、5つの取組の柱を設定している。 

 

①感染拡大防止策の徹底と GoToトラベル事業の延長等 

②国の支援によるホテル、旅館、観光街等の再生 

③国内外の観光客を引き付ける滞在コンテンツの充実 

④観光地などの受入環境整備（多言語化、Wi-Fi整備等） 

⑤国内外の感染状況等を見極めた上でのインバウンドの段階的復活 

 

・7月の「実現プログラム」では、観光事業者の救済策が第一に掲げられ、宿泊施設等の観

光インフラの消失を回避することに重きが置かれ、回復期に向けての基盤整備、そして

起死回生の GoToトラベル事業による国内需要の喚起策が打ち出された。一方、12月の「政

策プラン」では、GoTo トラベルの延長により国内旅行需要の本格的回復に結びつけるこ

とや、「ワーケーション」や「グランピング」といった新しいマーケットに対応する環境

整備、観光地等におけるストレスフリー、バリアフリーの促進等が謳われている。 
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図表 2 新型コロナウイルス感染症に関する主な経緯（観光関連） ●観光施策 ◇感染症関連事項 

年月 国・観光庁等 京都市・京都市観光協会（KTA） 国際機関，他都市等 

2019年 
12月 

  8日◇中国・武漢で感染者確認 

2020年 
1月 

15日◇国内初の感染者確認 
27日・中国団体訪日旅行禁止 

 
30日◇市内初の感染者確認 

23日・武漢都市封鎖開始 

2月 
1日・中国湖北省からの入国制限 
3日・クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」
横浜港入港，集団感染確認 

17日●旅行業者等向け特別相談窓口開設 
26日・イベントの自粛要請 
27日・小中高校への休校要請（～6/1） 

 
 
 
16日・京都マラソン2020開催 
 
28日・東山花灯路2020中止発表 

 
 
 
 
28日◇北海道・独自の緊急事態宣言発

出 

3月 
1日・ダイヤモンド・プリンセス号下船完了 
9日・中・韓からの入国制限強化，専門家会議
「クラスター発生3条件（3密）」 

13日・新型コロナ特措法成立 
24日・東京五輪・パラリンピック延期決定 

 
 
 
 
29日◇京都産業大学でクラスター発生 

 
11日◇WHOパンデミック表明 
・UNWTO声明「今は家にとどまり，近い
将来，旅に出よう」 

4月 
7日・7都府県に緊急事態宣言発出， 
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（GoToトラベルを含む）を閣議決定 

 
16日◇全国に緊急事態宣言拡大 

 7日●注意喚起ピクトグラム等配信開始， 
・二条城・京都市動物園休業（～5/18） 

8日・京都観光自粛呼びかけ 
11日・観光案内所閉所（～6/18） 
16日◇京都府に緊急事態宣言発出 
28日●Stay Home, Feel Kyotoキャンペーン開始 

・星野リゾート「18か月サバイバルプラ
ン」 
・熊本県観光協会連絡会議・新型コロナ
ウイルス収束後の旅行・観光に関する
意識調査（第1回） 

5月 
7日◇抗ウイルス薬レムデシビル特例承認 

 
 
14日◇39県の緊急事態宣言解除 
21日◇関西3府県の緊急事態宣言解除 
 
25日◇全国の緊急事態宣言解除 

 
 
 
 
21日◇京都府の緊急事態宣言解除 
 
 
27日・京都市における今後の対応（ロードマップ） 

●UNWTO・#TravelTomorrowキャンペー
ン 
・WTTC・〈ニューノーマル〉の旅行様式 
・UNWTO・観光回復への3つの提言 
●国内業界団体・分野別ガイドライン，
旅行業・宿泊施設・航空分野 
●UNWTO・観光の再開に向けたグロー
バル・ガイドライン 

6月 
 
16日・令和2年版観光白書(閣議決定) 
19日・厚労省・新型コロナウイルス接触確認アプ

リ「COCOA」リリース，都道府県をまたぐ国
内移動解禁，旅行連絡会「新しい旅のエチ
ケット」 

29日●日本版持続可能な観光ガイドライン 
30日●宿泊施設アドバイザー派遣事業開始 

1日・京都市新型コロナあんしん追跡サービス提供
開始 

9日・withコロナ社会における市民と観光客の安心・
安全の確保に向けたアドバイザーチーム設置 

10日・京都への修学旅行実施を要請 
16日●web「事前予約で楽しむ京都旅」開設 
19日●地元応援！京都で食べよう，泊まろうキャン

ペーン開始 

●UNWTO・観光再開に向けた分野別ガ
イドライン 
・UNWTO・責任ある観光の回復（One 
Planet Vision）」 
●WTTC・観光分野別ガイドライン 
 

7月 
14日●観光ビジョン実現プログラム２０２０  
16日・ＧｏＴｏトラベル東京都発着の除外決定 
22日●ＧｏＴｏトラベル事業開始 

14日●京都観光における事業展開（ロードマップ）  
15日●より一層「安心・安全」な京都観光を実現す

るための新型コロナウイルス感染症対策宣言
（ガイドライン） ※関連23団体 

21日●新しい修学旅行「京都スタイル（第1版）」※
京都観光推進協議会，第2版以降は省略 

30日●感染症対策宣言事業所ステッカー交付開始 

 
 
 
●神戸観光局・Withコロナロードマップ 
Vol.1 
・ IATA予測「世界の航空需要回復は
2024年」 

8月 
 
 
27日・交通政策審議会観光分科会（第37回） 

「観光立国推進基本計画」改定審議開始 
※第36回(5月)は書面による意見聴取 

 5日●アドバイザーチームによる事業者の感染症
対策等サポートナビ開設 

 6日●web「Withコロナ時代の京都観光ガイド」開設 
20日●修学旅行生感染対応体制整備 

 
 
●UN・新型コロナウイルスと変容する観
光（ロードマップ）  

9月 
2日●「新しい旅のエチケット個別編」（交通編，
旅の飲食編，宿泊編，観光施設・ショッピン
グ編）※旅行連絡会 

16日・菅内閣発足 

1日●京都観光オンラインアカデミー配信開始 
10日●きょうの安心・明日の笑顔～新型コロナウイ

ルス感染症対策・応援プロジェクト～開始 
30日●「京都まちけっと」公開 

 

10月 
1日・GoToトラベル東京都発着解禁， 
・国際的な人の往来再開に向けた段階的
措置の運用開始 

23日・「新たな旅のスタイル」に関する検討委員
会設置 

16日●ウィズコロナ社会におけるMICE京都モデル
（第1版） ※KCB  

 

11月 
24日・札幌市・大阪市GoToトラベル除外 
30日・新型コロナウイルス収束後のMICEのあり

方に関する調査中間報告（webセミナー） 

9日●京都観光行動基準（京都観光モラル） 
19日●「京都観光快適度マップ」公開 

 

12月 
3日●観光戦略実行推進会議・感染拡大防止
と観光需要回復のための政策プラン 

4日●「分散型観光」キャンペーン開始 
25日●「新たな旅のスタイル」パンフレット 
28日・GoToトラベル事業全国一時停止， 

・全ての国・地域からの新規入国一時停止 

  
◇世界各国でワクチン接種本格化 

2021年 
1月 

8日◇1都3県に緊急事態宣言発出 
14日◇11都府県に緊急事態宣言拡大 

 
14日◇京都府に緊急事態宣言発出 
21日●I miss Kyotoキャンペーン開始 
29日・東山花灯路2021中止発表 

 

2月 
7日◇栃木県の緊急事態終了 
5日・東京2020プレイブック（ルールブック）公表
※観光地訪問禁止 

◇国内でワクチン接種開始 

 
 

 
 

3月 
1日◇6府県の緊急事態宣言解除 
20日・東京2020海外観客受入断念を決定 
21日◇全国の緊急事態宣言解除 

 1日◇京都府の緊急事態宣言解除 
 5日・公開報告会「アフターコロナに向けた京都観

光復興マーケティング」開催 
15日●観光振興計画2025最終案とりまとめ 

・日本観光振興協会「観光再生宣言」 

（注）資金的支援施策，会員向け事業，飲食店に限定した事項を除く。緊急事態宣言は適用開始時期による。 
（資料）京都市観光振興計画 2025(最終案)，京都市観光協会データ年報（2020 年），観光庁・内閣府報道発表資料ほか 
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・そこには、感染防止に努めながら、少しでも国内需要を喚起して観光業を維持し、来た

るべき海外含めた観光需要に備えて、施設やコンテンツ等の環境整備に注力するという、

国だけでなく地方自治体も現在取るべき観光行政の基本姿勢が示されている。 

図表 3 主なコロナ対応施策の概要（国の 2 つのみ） 

名称 策定時期 概 要 

観光ビジョン 

実現プログラム

2020 

2020.7.14 ・「明日の日本を支える観光ビジョン」目標達成に向けた政府の１年間の行動計画

2020 年版。観光戦略実行推進会議（R1.8 月～R2.6 月）の有識者意見を踏まえて，観

光立国推進閣僚会議で決定。 

・コロナ対応施策に該当する「国内の観光需要の回復と観光関連産業の体質強化」と

「インバウンド促進に向け引き続き取り組む施策」に分けて施策を提示。 

【コロナ対応施策の 4つの柱】（ ）内は主な施策 

①雇用の維持と事業の継続の支援策を最優先（持続化給付金，家賃支援給付金，実

質無利子・無担保の制度拡充など） 

②観光需要の回復に向けての基盤整備（宿泊施設の高付加価値化，滞在コンテンツ

の造成，感染拡大予防ガイドラインの徹底など） 

③国内旅行需要の喚起，観光産業の回復と体質強化（Go To トラベル事業，新しい旅

行スタイル，休暇取得の分散化，ワーケーションの推進など） 

④国・地域の感染収束に応じたインバウンドの回復（JNTOによるプロモーションなど） 

感染拡大防止と

観光需要回復

のための政策プ

ラン 

2020.12.3 ・観光需要回復に向けての総合的な政策プラン。内閣総理大臣の策定指示により，観

光戦略実行推進会議が策定。 

・感染拡大防止策の徹底を前提に，日本人国内旅行の需要喚起，インバウンド回復に

備えた取組を進めるとの方針の下に，5つの柱を設定。 

【5つの取組の柱】 

①感染拡大防止策の徹底とＧｏＴｏトラベル事業の延長等 

②国の支援によるホテル，旅館，観光街等の再生 

③国内外の観光客を引き付ける滞在コンテンツの充実 

④観光地などの受け入れ環境整備（多言語化，Ｗｉ-Ｆｉ整備等） 

⑤国内外の感染状況等を見極めた上でのインバウンドの段階的復活 
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２. 政令指定都市における観光振興策 

（１）政令指定都市における観光の現状 

・政令指定都市 8都市のここ 2年の観光状況を見たものが、図表 4である。「全国」と同様、

「宿泊者数」の対前年同月比の割合を指標としている。 

・「宿泊旅行統計調査」によると、2019（平成 31・令和元）年という年は、日本人約 4 億

8,000万人泊、外国人約 1億 1,500万人泊で、合計 5億 9,500万人泊という過去最高の延

べ宿泊者数を記録した年である。 

・2019 年の旅行者総数では、仙台市、札幌市、大阪市、京都市など 8 政令都市のほとんど

が毎月、対前年同月比を上回っている。2020 年 1 月には全体にやや上向きになるととも

に、特に京都市や名古屋市が突出して対前年比を上回り、以降はいずれの都市も急降下

している。2020 年 4 月、5 月のコロナ第一波のピークごろに底を打ち、以後徐々に回復

に向かうものの、前年同月の水準にはまだ達していない。 

・日本人旅行者数では、2019年はほとんどの都市が前年比をキープしている。2020年に入

ると 5 月に底を打ち、以後徐々に回復に向かっている。特に京都市においては、唯一 11

月に前年比を大きく上回る数値を示した。しかし、12 月には再び対前年比を割り込んで

いる。 

・また、2019 年の外国人旅行者数では、仙台・大阪・名古屋・京都などは好調に推移して

いる。2020 年 1 月は、特に名古屋市、京都市、仙台市などは高い対前年比を示したが、

以降はいずれの都市においても急降下したまま、かつてない低水準で推移している。 

・図表 5 は、20 政令指定都市の新型コロナが観光に及ぼした影響に関連した参考指標を示

したものである。 

・宿泊業及び飲食サービス業が全産業に占める従業者の割合を見ると、政令指定都市の中

で京都市が最も高く 12.4％、次いで神戸市（11.8％）、福岡市（10.9％）、名古屋市（10.6％）

の順で高い割合を示している。京都市は宿泊業のみの従業者の割合でも 2.0％で最も高い。

京都市を始め、観光関連従業者の割合の高い都市は、コロナ禍等による「観光不況」の

影響をまともに受ける都市でもあると言える。 

・次に、延べ宿泊者数の推移を見る。2020 年の実数では、大阪市が最も高く 743 万人、次

いで京都市 461万人、札幌市 393万人、名古屋市・福岡市 329万人と続く。2018-2019年

の増減率では、大阪市や仙台市、千葉市、京都市などの増加率が高く、横浜市、静岡市、

岡山市の 3 市は減少している。この 3 市の減少は、主に日本人宿泊者の減少によるもの

である。また、2019-2020 の増減率では、当然ながらすべての都市において減少に転じ、

特に大阪市や札幌市、京都市、福岡市などは 50％以上の落込みを見せている。 
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図表 4 政令指定都市別の状況（延べ宿泊者数対前年同月比推移） 
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（資料）宿泊旅行統計調査・第 2次速報値 
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図表 5 新型コロナウイルスの観光への影響に関する参考指標（20 政令指定都市） 
        

 
新型コロナウイ
ルス感染状況 

※注 1） 

《参考》 
※注 2） 

宿泊業， 
飲食サービス業 

うち宿泊業 延べ宿泊者数 ※注 4） うち日本人 うち外国人 

                         

都市別 
感染者
数累計 

人口 

1万人 

当たり

感染者
数 

観光客
スコア
2020 

事業所
数 

従業者
数 

全産業

に占め

る割合 
※注 3） 

事業所
数 

従業者
数 

全産業

に占め

る割合 
※注 3） 

2018
年計 

2019
年計 

2020
年計 

2019/ 

2018 

増減率 

2020/ 

2019 

増減率 

2018
年計 

2019
年計 

2020
年計 

2019/ 

2018 

増減率 

2020/ 

201 

増減率 

2018
年計 

2019
年計 

2020
年計 

2019/ 

2018 

増減率 

2020/ 

201 

増減率 

 （人） （人） （順位） （百所） （千人） （％） （所） （千人） （％） （万人） （万人） （万人） （％） （％） （万人） （万人） （万人） （％） （％） （万人） （万人） （万人） （％） （％） 

札幌市 10,950 55.9 6 99 84 10.0 366 11 1.3 880 982 393 11.6 ▲60.0 626 693 334 10.8 ▲51.8 254 289 58 13.5 ▲79.8 

仙台市 2,177 20.5 9 60 53 9.6 307 7 1.2 326 385 220 18.2 ▲43.0 306 355 213 16.2 ▲40.1 20 30 7 48.5 ▲77.1 

さいたま市 4,787 36.4 ― 49 49 9.6 137 2 0.4 71 73 48 3.1 ▲34.8 68 70 47 2.8 ▲32.6 3 3 1 10.8 ▲79.5 

千葉市 3,780 38.9 21 36 39 9.6 135 3 0.7 201 228 120 13.7 ▲47.2 159 184 115 15.8 ▲37.8 41 44 6 5.9 ▲86.8 

川崎市 7,373 48.7 ― 58 54 9.8 238 2 0.4 108 123 73 13.1 ▲40.3 96 109 70 13.8 ▲35.4 13 14 3 7.6 ▲78.7 

横浜市 18,003 47.9 3 144 147 10.0 470 11 0.7 496 489 261 ▲1.3 ▲46.7 421 409 246 ▲2.8 ▲39.8 75 80 15 7.0 ▲81.5 

相模原市 2,565 35.7 ― 27 24 9.8 106 2 0.7                

新潟市 390 4.9 34 43 33 9.0 175 3 0.8 161 166 117 3.0 ▲29.4 155 159 116 2.6 ▲27.3 6 6 1 15.8 ▲79.1 

静岡市 1,337 19.1 17 41 29 8.5 190 3 0.7 80 78 64 ▲2.7 ▲17.9 75 72 63 ▲4.0 ▲12.7 5 6 1 16.9 ▲81.0 

浜松市 850 10.6 20 40 33 9.0 204 5 1.3 183 205 108 11.7 ▲47.2 153 164 105 7.8 ▲36.3 31 40 3 31.3 ▲91.4 

名古屋市 11,531 50.1 7 176 151 10.6 422 9 0.6 525 582 329 10.9 ▲43.6 423 457 303 8.0 ▲33.6 102 125 25 23.0 ▲79.8 

京都市 6,228 44.2 1 104 92 12.4 595 14 2.0 849 965 461 13.6 ▲52.3 567 603 404 6.3 ▲33.0 282 362 56 28.3 ▲84.4 

大阪市 20,196 74.0 2 266 218 9.8 642 22 1.0 1,650 1,972 743 19.5 ▲62.3 1,056 1,223 629 15.8 ▲48.6 594 749 113 26.0 ▲84.9 

堺市 2,951 35.4 ― 37 29 9.2 71 1 0.4                

神戸市 5,436 35.4 4 117 86 11.8 276 9 1.2 374 400 219 6.8 ▲45.1 324 346 212 6.9 ▲38.8 50 53 7 6.3 ▲86.4 

岡山市 1,216 17.2 50 38 32 9.3 129 3 0.9 158 148 86 ▲6.3 ▲42.0 137 128 83 ▲6.6 ▲34.8 22 21 3 ▲4.6 ▲87.0 

広島市 3,222 26.9 11 72 53 9.2 262 5 0.9 351 378 224 7.7 ▲40.7 299 320 217 6.9 ▲32.2 52 58 7 12.5 ▲87.5 

北九州市 2,385 25.1 18 56 38 8.8 164 3 0.6 160 164 94 2.6 ▲42.8 136 142 91 4.7 ▲36.0 24 22 3 ▲9.5 ▲86.9 

福岡市 8,912 57.3 5 105 95 10.9 405 9 1.1 622 683 329 9.8 ▲51.8 459 517 303 12.5 ▲41.4 163 166 26 2.2 ▲84.2 

熊本市 1,801 24.5 25 35 30 9.9 173 4 1.2 191 195 110 1.8 ▲43.7 168 171 106 1.8 ▲38.2 23 24 4 1.6 ▲83.8 

（資料） 各都市ホームページの新型コロナウイルス感染症情報，森記念財団「日本の都市特性評価 2020」，H28 経済センサス-活動調査（平成 28年 6 調査），観光庁「宿泊旅行統計」第 2次速報 

（注） 1. R2.2.8公開データによる，居住地域別データがある場合は市内のみ。人口は 2020年 1月 1 日現在住民基本台帳人口  

2. アクター別スコア（観光客が重視する 32指標の平均値）によるランキング上位 50 都市 
3. 従業者数の全産業（公務を除く）に対する構成比 

4. 相模原市，堺市はデータ欠損月があるため非掲載 
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（２）政令指定都市等の観光振興におけるコロナ対応 

・主な政令指定都市が昨年に打ち出した方策等について概観する。(図表 6) 

・観光分野の新しい計画策定が 2021 年・2022 年 3 月という都市が 10 都市中 5 つあるのは、

直前の計画が、特にインバウンド対応として東京オリンピック・パラリンピックが開催

される 2020年までの数年間の需要を目標として策定されたことによると考えられ、まさ

に現在は観光計画の改定期にある。 

・いずれの都市もコロナ禍を経験し、観光行政としてはコロナ対応と観光需要喚起とのバ

ランスを取った施策にならざるを得ない。 

・コロナ感染防止に関しては、観光施設への補助金やイベント開催への助成金の支給、イ

ベント等開催に伴う感染防止ガイドライン・マニュアルの作成等が行われている。 

・合わせて観光需要喚起のために、市民や近隣住民を対象としたキャンペーンを実施した

り、クーポンを発行したりするなど、観光地支援の事業を実施している。 

・政令指定都市以外の主な地方自治体の、新型コロナに対応した観光振興指針を見ておく。

(図表 7) 

・例えば、東京都では「東京の観光を考える有識者会議」を設けて、2020年 11月に「とも

につくる新しい観光」を発表した。ウィズコロナ時代の観光産業の復活に向けて施策展

開の基本的な考え方を、以下のように取りまとめている。 

 

①国内観光の需要を喚起しつつ、インバウンド回復に備えた観光基盤の強化期間とする。 

②世界の注目が東京に集まる東京五輪 2020大会を、東京の観光復活をアピールする機

会に位置づける。 

③「持続可能な観光」を目指す視点から、観光産業の生産性の向上を図るとともに、

ＳＤＧｓを意識した施策を展開する。 

 

・東京オリンピック開催に向けて、それまで準備を行ってきた東京都が東京オリンピック

の「仕切り直し」にあたって観光復活をアピールする機会と捉えているが、実際に開催

できるかどうか、海外から観光客が訪れるかどうかは現時点では不明である。最後の「持

続可能な観光」、「ＳＤＧsを意識した施策」という施策の方向については、きわめて妥当

である。 

・大阪府・大阪市においても、向こう 5年の計画期間をウィズコロナ「緊急対策期」「反転

攻勢準備期」、ポストコロナ「反転攻勢期」というユニークで分かりやすい名称にして、

新たな観光潮流やインバウンド回復後を見据えた基盤整備等を謳っている。 

・総じて、安心安全な観光地づくり、体制、マイクロツーリズムや長期滞在、オンライン

観光といった新しい生活様式に対応するビジネスモデルへの転換が打ち出されている。 
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図表 6 政令指定都市における観光関連のコロナ対応施策 

都
市
別 

分野別計画 
（策定時期/目標年度） 

◇担当部局 

 R2年度  
R3年度新規 

感染防止 需要喚起 その他 

札
幌
市 

札幌市観光まちづくりプラン【改訂
版】 
（H30.3 月/R4 年度） 

◇経済観光局  
観光・MICE推進部 

・すすきの地区感染防止対策助成金
（R2.6/8） 

・札幌市宿泊施設応援金給付（R2.10） 

・札幌市内観光施設サーマルカメラ等整備
補助金（R2.12） 

 

・道民限定 ! 泊まろうさっぽろキャンペーン
（R2.7-8）  

・さぁ！サッポロ夏割＆泊まってスマイルクー
ポン（R2.7-9） 

・観光需要回復支援事業（R2.7） 

・定山渓どこでもクーポン（R2.7-12） 市民限
定 

・また来てさっぽろ なまら当たるキャンペーン
（R2.9-12） 

・さぁ！サッポロ冬割＆冬も泊まってスマイル
クーポン（-R3.3）※開始延期 

・札幌版ワーケーション調査（R2.12） 

・オンラインさっぽろ雪まつり 2021（R3.2） 

 

・ハイブリッド会議開催に係る
補助金 

・ワーケーションや教育旅行
への支援等 

・宿泊施設感染症対策費 

 
 
仙
台
市 

仙台市交流人口ビジネス活性化
戦略【改訂版】 
（R3.3 月予定/R3 年度） 

◇文化観光局 観光交流部 
（観光課，誘客戦略推進課） 

 ・今こそ行こう！秋保温泉・作並温泉宿泊キャ
ンペーン（R2.6-8）※市民対象 

・ Trave 仙台選べるトク旅キャンペーン
（R2.9-R3.3）※東北 6 県対象 

・ 企 業 内 会 議 ・ 研 修 会 等 へ の 助 成
（R2.7-R3.2） 

・東北域内周遊促進補助金（R2.8），「旅ごろ
東北」キャンペーン（R2.9-12） 

・屋外モデルイベント開催支援補助金
（R2.9-11） 

・大型観光イベント事業継続支援（R2.5） 
※仙台七夕花火祭など 4 件 

 

・観光デジタルマーケティング 

・デジタルで人と地域をつなぐ
オンライン観光等推進 

・ヘルスツーリズムコンテンツ
の情報発信 

・リアル・オンラインハイブリッ
ド会議開催助成 

横
浜
市 

（該当なし） 

※横浜市観光・MICE戦略: 
10年後を見据えたwithコロナ時代
の観光・ MICE長期戦略（R4.3月
策定予定） 

◇文化観光局（観光振興課，
MICE振興課）  
※YCVB事業を含む 

・市内観光・MICE関連事業者へのマスク等
緊急確保支援事業（R2.6-） 

・安全・安心な横浜 MICE 開催支援助成金
（R2.10-R3.2）  

 

・市内観光・MICE 復興支援事業"Find Your 
YOKOHAMA キャンペーン"（R2.8-R3.3）  

・日帰り教育旅行特別助成金（R2.11～R3.3） 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
市内観光・MICE 関連事業者緊急支援助
成金（R2.6-7/11-12）  

・修学旅行等支援事業（R2.9）※キャンセル
料負担等 

・ICCA AP Summit 2020 開催（R2.12） ※
「新たなミーティングモデルの確立」をテ
ーマとする国際会議 

・市内観光復興支援事業（着
地型旅行商品，市内宿泊促
進プロモーション） 

・安全・安心な横浜ＭＩＣＥ開
催支援助成金 

名
古
屋
市 

名古屋市観光戦略 
（H31.3 月/R5 年度） 

◇観光文化交流局 
観光交流部 
（観光推進課，MICE推進室） 

・市が主催する催物（イベント等）に係るガ
イドライン（R2.5） 

・名古屋市観光案内所の開館に向けたガイ
ドライン（R2.5） 

・名古屋観光クーポン「シャチ割」（R2.11-） ・新型コロナウイルス感染症対策屋内展示
会「感染症対策総合展」のモデル実施
（R2.9） 

・屋外誘客イベント「 HISAYA DISTANT 
AINMENT」のモデル実施（R2.10-11） 

・コロナ禍により縮小したＭＩＣ
Ｅ開催支援を目的とした助成
制度の創設 

・感染症対策展示会の拡充 

  

11 
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都
市
別 

分野別計画 
（策定時期/目標年度） 

◇担当部局 

 R2年度   
R3年度新規 

感染防止 需要喚起 その他 

京
都
市 

京都観光振興計画 2025（仮） 
（R3.3 月策定予定/R7 年度） 

◇産業観光局 
観光 MICE推進室 
※KTA、KCVB、京都観光推進協
議会事業を含む 

 

・注意喚起ピクトグラム等（R2.4）  
・新しい修学旅行「京都スタイル（第 1～3
版）」（ガイドライン） （R2.7・10・12） 
・より一層「安心・安全」な京都観光を実現す
るための新型コロナウイルス感染症対策
宣言（ガイドライン）、感染症対策宣言事業
所ステッカー （R2.7） 
・アドバイザーチームによる事業者の感染
症対策等サポートナビ（R2.8） 
・「京都まちけっと」（R2.9）  
・換気・加湿等対策補助金（R2.11） 

・地元応援!京都で食べよう，泊まろうキャンペ
ーン（R2.6） ※市民対象 
・I miss Kyotoキャンペーン（R3.1） 

・web「Stay Home, Feel Kyoto」（R2.4） 
・with コロナ社会における市民と観光客の
安心・安全の確保に向けたアドバイザー
チーム設置（R2.6） 
・京都観光における事業展開（ロードマッ
プ） （R2.7） 
・web「Withコロナ時代の京都観光ガイド」 
・web京都観光オンラインアカデミー「ニュー
ノーマルの羅針盤」（R2.9）  
・ウィズコロナ社会におけるMICE京都モデ
ル（第1版） （R2.10）  
・web「京都観光快適度マップ」（R2.11）  

・新しい修学旅行「京都スタイ
ル」実現に向けた受入環境
整備 
・持続可能で安心安全なMICE
誘致・開催支援 
・持続可能な観光の実現に向
けた取組の推進 

大
阪
市 

大阪都市魅力創造戦略 
2025（仮） 
（R3.3 月策定予定/R7 年度） 

◇経済戦略局（観光課） 
※OCTB事業を含む 

・感染症拡大のリスクを抑え，MICE を開催
するための主催者向けガイドライン
(R2.6/R2.8 改訂) 

・大阪の人・関西の人いらっしゃい！キャンペ
ーン（R2.6-R3.1.）※関西 2府 4 県対象 
・大阪・暁・プロジェクト（R2.9）  

・観光局と連携した観光関連事業者への緊
急影響調査（R2.2） 
・がんばろう日本！We are OSAKAプロジェ
クト（R2.4-） 

・おおさか観光消費喚起事業 

神
戸
市 

（該当なし） 

※第5次神戸市基本計画 
実施計画「神戸2025ビジョン」
（R3/R7）を策定中 

◇経済観光局（観光企画課） 
※KCVA事業を含む 

・神戸観光局モデル「感染症対策取り組み
宣言」（R2.6）  

 

・市民向け宿泊キャンペーン「STAY at KOBE」 
・KOBE プレミアム宿泊クーポンの抽選販売
（R2.11-12）※市民対象 

 

・web「五感で神戸」（R2.4）  
・With コロナの時代に必要な観光課題の解
決に向けて神戸観光局と協働で実施する
「公民共創事業」（R2.6公募）  
・web「神戸で海外旅行」，KOBE 観光スマー
トパスポート（R2.7） 
・神戸観光局 With コロナロードマップ Vol.1
（R2.7策定） 
・ふるさと納税を活用した「神戸市観光地支
援事業」創設（R2.11）  

・平日限定 市内宿泊リピータ
ー獲得キャンペーン 
・教育旅行・企業インセンティ
ブツアー誘致の強化 
・ＭＩＣＥハイブリッド会議開催
支援 
・夜型観光コンテンツの開発 

福
岡
市 

観光 MICE推進プログラム 
（R1.12 月/R4 年度） 

◇経済観光文化局 
観光コンベンション部 
※ＦＣＶＢ事業を含む 

・緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた宿
泊事業者への支援（R2.4-5）  
・福岡 STAY 安全安心宣言 （R2.7-12）※広
報ツール 
・安全安心に配慮したイベントマニュアル
Ver.1（R2.9） 
・MICE のハイブリッド開催・安全対策支援助
成金（R2.10-R3.1） 
・宿泊事業者への衛生対策緊急支援
（R2.12-R3.2） 

・「福岡 STAY」安全安心利用キャンペーン
（R2.10-R3.2） 
・福岡・博多「フク泊」応援チケット（R2.6）※ク
ラウドファンディング 

 

・市内宿泊施設の受入環境充実に向けた
補助制度（R2.11）ひテレワーク対応 
・アバターを利用した“福岡市の新しい観光
案内”実証実験（R2.11-R3.2） 
・安全安心モデルイベント「Beat goes on 
FUKUOKA」（R2.10） 

・宿泊施設の高付加価値化
等支援事業 
・祭り運営のデジタル化促進
事業 
・福岡型ワーケーション推進
事業 
・修学旅行等による都市圏周
遊の推進 

（資料）各都市ホームページによる。新型コロナウイルス感染症緊対策本部，令和 2 年度補正予算・令和 3 年度当初予算，報道発表資料から，観光部局の新型コロナウイルス感染症対策事業を抜粋。 

観光業に特化しない補助金等，IRやスポーツイベント関連事業は除外している。 

12 
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図表 7 アフターコロナ/ウィズコロナに対応した地方自治体等の観光振興指針 

名 称 
【機関名】 

策定・ 
発表時期 

概 要 施策の方向性，重点施策 

ともにつくる 

新しい観光 

【東京都 (東

京の観光振

興を考える有

識者会議)】 

2020.11月 ・東京都の設置する有識者会議が，ウィズコ

ロナ時代における観光産業の復活に向けた

施策展開のあり方をとりまとめたもの 

・東京2020大会に向けた取組と感染症の拡

大による環境変化を踏まえ，「ウィズコロナ

時代における観光施策の基本的考え方」

「観光産業の復活に向けた施策の方向性」

を提案 

ウィズコロナ時代における観光施策の基本的

考え方： 

①国内観光の需要を喚起しつつ，インバウン

ド回復に備えた観光基盤の強化期間とする 

②世界の注目が東京に集まる東京2020大会

を，東京の観光復活をアピールする機会に

位置付ける 

③「持続可能な観光」を目指す視点から，観

光産業の生産性の向上を図るとともに，

SDGsを意識した施策を展開 

After コ ロ ナ

時代を見据

えた観光振

興方針 

【長野県 

観光部】 

2020.9月 ・新型コロナの影響による社会変革を好機と

捉え，３本柱の方針骨子を設定，重点的に

取り組む観光モデルの方向性を提示 

・長野県観光戦略2018を補完するものとして

策定 

３本柱の方針骨子： 

①安全・安心な観光地域づくり（安全・安心の

見える化） 

②長期滞在型観光の推進（ライフスタイルと

観光の融合） 

③信州リピーターの獲得（デジタル×観光＝

信州ファン増） 

みやぎ観光

回復戦略 

【宮城県】 

2020.11月 ・「第4期みやぎ観光戦略プラン」の実施計画

（計画期間：R2.10月～R4.3月） 

・基本理念を「安全安心の確保とともに，デジ

タル変革を進め，新たなビジネスモデルの

創出を図り，持続可能で選ばれる観光地を

つくる」とし，3つの視点別に7つの施策を提

示 

具体的な取組に向けた視点： 

①安全・安心の機運の醸成と可視化により，

選ばれる観光地をつくる 

②回復フェーズに応じた取組を推進するとと

もに，観光資源の魅力を再発見し，地域と

旅行客の関係を深める 

③ニューノーマルに適応したビジネスモデル

に転換し，新たな観光を創出する 

仙台市交流

人口ビジネス

活性化戦略

（改訂案） 

【仙台市】 

2021.1月 

（2021.3月 

策定予定） 

・2019年3月策定の戦略を，新型コロナウイ

ルス感染症による影響を踏まえて改訂 

・感染症の拡大防止と経済活動の両立に必

要な視点を盛り込み，R3年度の3つの重点

的取組を提示。目標値は据え置き 

・「コロナ感染拡大期，Withコロナ/Afterコロ

ナ」に区分し，関係者ヒアリングをもとにコロ

ナ禍の影響や必要な取り組みを整理 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

2021年度の重点的な取り組み： 

①「新しい生活様式」への対応（大型観光イ

ベントの感染症対策支援等） 

②「新たなニーズやトレンド」を踏まえた施策

展開（オンライン観光の推進，アウトドア・3

密回避プログラム等） 

③「アフターコロナ」を見据えた取り組み（イン

バウンド回復に向けた受入環境整備等） 

大阪都市魅

力創造戦略

2025（案） 

【大阪府・ 

大阪市】 

2021.1月 

（2021.3月 

策定予定）  

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え，観光需要の回復や新たな潮流への対

応，インバウンド回復後を見据えた基盤整備，

万博開催・万博後に向けた方向性を示す 

・計画期間（R3～7年度）を「ウィズコロナ（緊

急対策期／反転攻勢準備期）/ポストコロナ

（反転攻勢期）」の2つのフェーズに区分 

・2019年実績値を数値目標に設定し，達成す

べき時期を提示 

最優先取組み： 

・食，歴史，文化芸術，エンタメなど大阪の強

みを生かした新しい時代に相応しい価値や

魅力の創出 

・マイクロツーリズムを起点とする国内からの

誘客強化 

・来阪外国人の75％を占める東アジアからの

旅行者をコロナ前の水準に戻すための施策

展開 

（資料）各自治体ホームページによる 
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３. 京都市における新型コロナへの対応と観光立て直しの展望 

（１）京都市における観光の現状 

・京都市におけるコロナ禍の観光への影響として、2019～2020 年 2 カ年の内外からの観光

客のうち宿泊者数の推移状況を見る。(図表 8) 

・先に図表 1 で全国の状況を見たが、京都の状況を比較すると、京都における宿泊者は、

かなりの割合で外国人観光客が占めていることが一目瞭然である。 

・2019年の観光客総数としては、1月を除いてすべての月で前年比を上回っており、特に 4

月以降は対前年比で 2桁台の増加を見せ、順調に推移している。4月は外国人観光客の大

幅な増加(対前年比 43.7％増)があり、内外観光客合わせて 100 万人泊に迫る宿泊者数を

記録した。その傾向は 2020 年 1 月まで続いたが、それ以降は激減し、4 月には対前年比

93.0％減という落込みを見た。ようやく 11 月に日本人観光客のみで前年 3 月の水準(約

75万人泊)まで回復した。 

・日本人観光客の宿泊者数については、元号の変わった 2019年の 5月は年間を通じて最高

の 63.2 万人泊を記録し、対前年同月比も 15.6％増で年間を通じて最も上回った。2020

年に入ると、先に見た「全国」と同様、かつてない落込みを見せる。コロナ第一波の 4

月は緊急事態宣言の発令もあり、対前年比 87.3％減の「底」となった。それ以降は徐々

に増加に転じ、GoToトラベルの後押しもあって、10月には対前年比 13.3％減まで回復し

た。そして 11月には対前年同月比 28.4％増という数値を示している。しかし、全国と同

様、年末年始の自粛要請や年初の緊急事態宣言の再発令等もあり、また減少に転じた。 

・一方、外国人観光客の宿泊者数は、2019 年の年間を通じて順調に推移していることが、

毎月の対前年同月比が年間通じてすべてプラスということから明らかである。特に対前

年同月比の割合では、11月の 83.9％が突出しており、9月の 47.3％、4月の 43.7％とい

った大幅な増加傾向を示した月もある。その傾向は 2020 年に入っても続き、1 月には対

前年同月比 84.8％というかつてない驚異的な数字を記録した。しかしながら、同年 2 月

からは全国、各政令指定都市と同様に激減傾向となり、5 月には対前年同月比 99.7％減

という数値を示した。実数としても 4 月以降は、千オーダーの宿泊者数となっている。

2021年 3月現在、まだ回復しないままである。 
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図表 8 新型コロナウイルス感染症の観光への影響[京都市]  
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グラフ内数字は対前年同月増減率

 

《参考》延べ宿泊者数及び対前年同月増減率の推移（2019年 1 月～2020 年 12 月）[京都市] 

京都市 
2019（H31/R1）年 2020（R2）年 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

延べ宿泊者数 
（単位:万人泊） 

54.5 58.6 75.1 99.0 96.0 83.6 81.9 83.0 77.6 87.3 89.4 78.9 80.4 60.6 39.5 6.9 5.3 13.3 22.5 27.4 36.0 46.1 75.2 47.6 

 うち日本人 36.7 39.6 48.8 52.4 63.2 50.9 46.5 49.9 49.6 52.6 58.0 55.1 47.5 45.3 34.3 6.7 5.2 13.1 22.2 27.2 35.7 45.6 74.4 47.1 

 うち外国人 17.8 19.1 26.3 46.6 32.8 32.7 35.4 33.1 27.9 34.7 31.5 23.8 32.9 15.2 5.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 

対前年同月増減率 
（単位:％） 

▲5.9 2.1 3.4 24.4 20.9 19.0 13.7 14.6 16.3 14.7 16.9 15.6 47.4 3.3 ▲47.3 ▲93.0 ▲94.5 ▲84.1 ▲72.5 ▲66.9 ▲53.6 ▲47.3 ▲16.0 ▲39.7 

 うち日本人 ▲10.3 3.1 ▲1.0 11.1 15.6 13.3 11.4 10.7 4.0 1.9 ▲3.7 10.4 29.3 14.5 ▲29.7 ▲87.3 ▲91.7 ▲74.2 ▲52.2 ▲45.6 ▲28.0 ▲13.3 28.4 ▲14.5 

 うち外国人 4.5 0.1 12.7 43.7 32.5 29.3 16.7 21.0 47.3 41.9 52.8 29.5 84.8 ▲20.1 ▲80.1 ▲99.5 ▲99.7 ▲99.4 ▲99.2 ▲99.2 ▲99.0 ▲98.7 ▲97.6 ▲98.1 

（資料）宿泊旅行統計調査・第 2次速報 
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（２）京都市によるコロナ対応の観光施策 

・本節では、特筆すべき京都市のコロナ対応の観光施策をいくつか取り上げる。(図表 9) 

・2020 年 1 月、京都市内で初めて新型コロナ感染者が確認されて以降、2 月の京都マラソ

ンは何とか開催されたものの、以後の東山花灯路や葵祭の行列等の伝統行事やイベント

はことごとく中止となった。4月の京都観光の自粛呼びかけは苦渋の決断であった。それ

らの行事は市民だけでなく、観光客を多く集める観光行事でもあり、観光への影響はき

わめて大きなものがあった。4 月 17 日に京都府に緊急事態宣言が発令され、解除された

のは 1カ月後であった。その間にコロナ第一波のピークを迎える。 

・緊急事態宣言発令の中、京都市は京都観光 Navi で「Stay Home, Feel Kyoto」キャンペ

ーンを配信する。これは、俳句や座禅、都おどりといったコンテンツを発信し、自宅に

いながら京都の魅力を感じ、癒しや活力を得てもらおうという、いわば「オンライン観

光」の先駆けであった。 

・6月には「地元応援! 京都で食べよう、泊まろう」キャンペーンを開始した。コロナ感染

拡大で市内の消費が落ち込む中にあって、市内の飲食店や宿泊施設を市民に積極的に利

用してもらい、市内の消費を盛り上げ京都経済の回復につなげようというのが趣旨の取

組みである。9月まで実施されたこのキャンペーンをきっかけに、市民の「地元応援」マ

インドは一定程度醸成されたように見える。2021 年 2 月現在、飲食店等の時短営業の中

にあっても、この市民のマインドが続いていくことが期待される。 

・7 月半ば、観光回復に向けて「京都観光における事業展開（ロードマップ）」と「より一

層「安心・安全」な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言（ガ

イドライン）」を相次いで発表する。「ロードマップ」は、6月末時点の情勢を踏まえ、今

後の観光事業展開の方向性を 4 つのフェーズ（国内観光の復興期／国内観光の隆盛期／

アジア圏を中心とした国際観光の展開／全世界的に需要が復活）に分けてスケジュール

を示したものである。各都市の観光セクションが立ち止まっているように見える中で、

京都市がこうした明確な回復スケジュールを示した意義は大きい。(図表 10) 

・そこでは、4つの「Ｄ」のマネジメントが重要とし、これらを軸に事業を展開していくこ

ととしている。 

 

①Ｄistance （衛生対策、旅マエ体験の充実による社会的距離適性化） 

②Ｄigital （デジタル技術の活用促進） 

③Ｄemand （需要の分散化、ロイヤリティの高い観光客への資源集中）  

④Ｄelivery （地域住民や在日外国人などを起点にした情報の伝達） 

 

そして、当面の目標として、一定水準の宿泊客数の回復の目安として、日本人 25万人泊

/月、外国人 20万人泊/月という数値目標を掲げている。 
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図表 9 京都市・京都市観光協会の主な取組（観光関連） 

 
（資料）京都市観光振興計画 2025(最終案)による 
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・また「ガイドライン」は、上記ロードマップに合わせて、京都市観光協会が呼びかけに

応じた市内の観光関係団体と連携して策定したものである。これは緊急事態宣言と県を

またぐ移動制限が解除されることに伴い、今後本格的に他府県からの観光客が京都に来る

ことを見込んでの対応である。これは、世界的な観光都市・京都には、すべての人の安心・

安全を守る新しい観光様式を実現していくことが期待されているという認識に基づく。 

・「新しい観光様式」を実現するため、4つの宣言と 6つの行動原則が示された。 

 

〇4つの宣言 

①観光従事者と観光客の感染症対策を徹底し、住民の感染リスクを最小化するように努

める 

②施設やサービスにおける感染症対策を徹底し、観光客の感染リスクを最小化するよう

に努める 

③適切な感染症対策と指導により、観光従事者の感染リスクを最小化するように努める 

④感染症対策の徹底とホスピタリティの調和を実現し、全ての観光客を温かく迎え入れる 

〇6つの行動原則 

1）施設やサービスにおける感染対策の徹底 

2）従業員における感染対策及び健康管理の徹底 

3）観光客に対する感染対策への協力要請の徹底 

4）観光客や従業員に感染の疑いが出た際の対応及び準備の徹底 

5）観光客に対するホスピタリティのある受入の徹底 

6）各業界の事情に即した取組の徹底 

 

・10 月「ウィズコロナ社会におけるＭＩＣＥ京都モデル」が策定される。これはＭＩＣＥ

関連事業者や専門家等で構成される「ウィズコロナ社会におけるＭＩＣＥ京都モデル検

討会議」での検討や、6月に設置された「ウィズコロナ社会における市民と観光客の安心・

安全の確保に向けたアドバイザーチーム」の助言等を踏まえて取りまとめられたもので

ある。 

・この「ＭＩＣＥ京都モデル」は、新型コロナ感染拡大防止の徹底に向け、ＭＩＣＥ主催

者だけでなく参加者が留意すべき内容について、京都訪問前からＭＩＣＥ開催後までの

一連の流れに沿って紹介し、併せて伝統産業製品を活用した衛生対策等、主催者・参加

者の満足度を高め地域貢献効果も期待できる、京都らしいＭＩＣＥ開催のあり方につい

て提案している。 

・この提案のユニークな点は、感染拡大防止の基本事項を一連の流れで押さえるとともに、

ＭＩＣＥの意義や効果、ＭＩＣＥで「集う」ことのメリットや、オンライン化のメリッ

ト・デメリット等の原理を再確認しながら、持続可能で付加価値の高いＭＩＣＥ開催の

あり方について提案していることであり、国際ＭＩＣＥ都市・京都にふさわしい取組み

と高く評価できる。 
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図表 10 京都市の主な新型コロナウイルス感染症に対応した観光施策の概要 

施策名 策定時期 概 要 

京都観光にお

ける事業展開 

（ロードマップ） 

2020.7.14 ・コロナ禍からの観光需要回復に向けた KTA の事業展開のロードマップ 

・4つの「D」に基づいた事業展開，4 段階（国内観光の復興期/国内観光の隆盛期/
アジア圏を中心とした国際観光の再開/全世界的に需要が復活）別にスケジュー
ルを提示 

・訪問意向調査に基づく価値観や行動様式による分類を導入，京都文化への理解
度が高い層をターゲットとすることで，コロナ禍以前の諸問題の再発を回避し，住
民生活と調和した観光の実現を目指す 

・数値目標に一定水準の宿泊客数回復（日本人 25 万人泊/月，外国人 20 万人泊/
月）を掲げる 

【4つの「D」の Managament】 

①Distance（衛生対策，旅マエ体験の充実による社会的距離適正化） 

②Digital（デジタル技術の活用推進） 

③Demand（需要の分散化，ロイヤリティの高い観光客への資源集中） 

④Delivery（地域住民や在日外国人などを起点にした情報の伝達） 

より一層「安心・

安全」な京都観

光を実現するた

めの新型コロナ

ウイルス感染症

対策宣言 

（ガイドライン） 

2020.7.15 ・KTA の呼びかけにより京都府市下 23 観光関連団体が作成したガイドライン 

・観光客だけではなく，住民や従業員の安心・安全，デスティネーションとしての安
心・安全，感染症対策と京都らしいおもてなしの融合を目標に掲げ，4つの宣言，6
つの行動方針を提示 

・ガイドラインに基づく取組を推進する事業所に対して「宣言事業所ステッカー（観光
事業者用）」を交付 

【4つの宣言】 

①観光従事者と観光客の感染症対策を徹底し，住民の感染リスクを最小化する 

②施設やサービスにおける感染症対策を徹底し，観光客の感染リスクを最小化する 

③適切な感染症対策と指導により，観光従事者の感染リスクを最小化する 

④感染症対策の徹底とホスピタリティの調和を実現し，全ての観光客を温かく迎え

入れる 

ウィズコロナ社

会 に お け る

MICE 京都モデ

ル（第 1 版） 

2020.10.16 ・感染拡大予防の観点から取りまとめられた京都版 MICE 開催・参加ガイドライン及
び京都らしい新たなＭＩＣＥ開催スタイルの実践事例集 

・MICE 関連事業者や専門家等で構成する検討会議を設置，「ウィズコロナ社会にお
ける市民と観光客の安心・安全の確保に向けたアドバイザーチーム」の助言等を
踏まえて KCB と京都市が策定，英語版作成予定 

 

（３）新しい観光計画への期待 

・そして、2020（令和 2）年度は京都市の観光計画が改訂の年度に当たっており、2月現在

新しい「京都観光振興計画 2025」の策定が間近である。2021（令和 3）年から 2025（令

和 7）年までの 5年間が計画期間である。(図表 11) 

・今般の観光需要の激減により、ウィズコロナ社会における安心・安全と観光の両立が求

められるなど、観光のあり方が一変する中で、「京都観光がより持続可能な観光へと進化

し、市民の暮らしと地域の持続的な発展、ひいてはＳＤＧsの達成に寄与するための道し

るべとなる」と策定趣旨にある。 

・「計画 2025」は、これまでの計画を総括しつつ、京都観光の現状と課題、今後の方向性を

明らかにするとともに、「京都観光が目指す姿」、「2030年に実現を目指す 5つのまちづく

りと観光」から、さまざまな諸施策・事業を体系化している。「京都観光が目指す姿」と

は、以下の通りである。 
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◎市民の暮らしの豊かさの向上、地域や社会の課題解決、ＳＤＧsの達成に貢献し、 

感染症や災害などの様々な危機や環境問題に対応していく持続可能な観光 

 

・特筆すべきは、「市民（地域）、観光客、観光事業者・従業者等がお互い尊重し合い、三

者にとって、より質（満足度）の高い観光、住んでよし、訪れてよし、働いてよしのま

ちづくりを実現し、それにより京都観光の魅力をさらに高め、将来にわたって京都が発

展していく好循環の構築へとつなげる」とあるように、観光に関連する三者にとってそ

れぞれの「観光の質（満足度）」の向上はどういうもので、それが三者間でどう循環する

かということについて具体的に示したことである。 

・例えば、観光事業者と市民の関係を見れば、観光事業者による事業が拡大すれば、市民

の就業機会が拡大するし、逆に市民が地域への愛着・誇りを持てば、意欲ある事業の担

い手が増加するというようにである。 

・そして、この「京都観光が目指す姿」を踏まえ、2030 年までに以下の 5 つのまちづくり

を実現することを目指すとしている。 

①市民生活と観光の調和が図られ、市民が豊かさを実感できる。 

②あらゆる主体が京都の「光」を磨き上げ、観光の質を高める。 

③観光の担い手がより活躍し、観光・文化分野での起業・新事業創出が盛んになり、

都市の活力向上や文化の継承に寄与する。 

④感染症や災害などの様々な危機に対応できる、しなやかで力強く、安心・安全で環

境に配慮した持続可能な観光を実現させる。 

⑤ＭＩＣＥ都市としての魅力を確立し、世界の人々が集い、多様性を認め合い、世界

平和に貢献するまちになる。 

・推進の体制と仕組みについては、以下の 5項目が挙がっている。 

〇オール京都での計画の推進 

〇京都観光行動基準（仮）の普及・実践 

〇エリアごとの観光を推進・管理する仕組みの強化 

〇ＤＭＯを中心とした推進体制の強化 

〇持続可能な観光に向けた計画の進捗管理 

・「京都観光が目指す姿」の実現に向けて、万全の体制で臨むことが期待される。 
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図表 11 京都観光振興計画 2025・概要  

名 称 京都観光振興計画 2025 

策定時期 

（計画期間） 
2021（令和 3）年 3 月（2021 年度～2025 年度） 

概 要 

・「京都観光振興計画2020＋1」（H30策定）の後継計画。 

・新型コロナウイルス感染症拡大による未曾有の危機からの復活に向けて，改めて京都

観光を振興する意義を確認。 

・京都観光の回復に向けた方向性として，「徹底した感染症予防・拡大防止対策と観光の

両立」「市民生活・地域コミュニティと観光の更なる調和」の2つを掲げる。 

・「2030 年に実現する 5 つのまちづくりと観光」に対応した「5 つの目指す姿」別に施策・事

業を整理，コロナからの回復期における重点取組を示す。 

施策の方向性 

5つの目指す姿： 

①市民生活と観光の調和・豊かさの向上 

②京都の｢光｣の磨き上げ・観光の質の向上 

③担い手の活躍（人材育成や事業展開等での回復に向けた支援） 

④危機に対応でき，安心・安全で持続可能な観光の推進 

⑤ＭＩＣＥの振興 

 

①市民生活

と観光の調

和・豊かさの

向上 

・安全性の確保を前提とした段階的な京都観光の再開 

・3つ（時期・時間・場所）の分散化や広域観光の推進等による混雑対策の強化 

・宿泊施設などの観光事業者による地域と調和した取組の推進 

・地域団体等と連携した地域の習慣・ルールの観光客への伝達 

コロナ禍からの

回復期における

重点的取組 

②京都の

｢光｣の磨き

上げ・観光

の質の向上 

 
※再掲項目は
省略 

・安心して楽しめる観光の充実 

・京都の「光」の磨き上げによる付加価値の高い体験・商品等の提供 

・新しいエリアのにぎわいの創出 

・環境や自然をテーマにした観光の推進 

・スポーツをテーマにした観光の推進 

・朝・夜観光，食 をテーマとした観光の充実と発信強化 

・ワーケーション等の新たな滞在型観光促進 

・京都の宿泊観光につながる広域観光の推進 

・デジタル化の推進等による観光客向けサービス・利便性向上 

・ウイズコロナ社会における新しい修学旅行「京都スタイル」の推進 

 
③担い手の

活躍 

・新型コロナウイルス感染症の影響からの回復に向けた事業者支援 

・デジタル化の推進等を通じた生産性向上・競争力強化 

 

④危機に対

応でき，安

心・安全で持

続可能な観

光の推進 

・観光事業者・観光客・市民が一体となった感染症対策の徹底） 

・観光事業者や地域と連携した危機管理体制の強化 

・多様なリスクに応じた効果的な情報発信の強化 

・災害や風評被害などの影響を受けにくいファン・リピーター層や近郊からの

顧客層の充実 

・観光客の年齢，国別・地域別等の多様化 

・観光 事業者に対する危機管理対応への支援 

・災害時等に利用できる支援制度の情報整理等と周知 

 
⑤ＭＩＣＥの

振興 

・感染拡大予防対策の徹底，国内ＭＩＣＥ案件の誘致・開催支援） 

・ＭＩＣＥ施設間の連携，国立京都国際会館のホール拡張 

（資料）第 3 回京都市観光振興審議会資料（令和 3 年 2 月 17 日開催時，最終案）  
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４. アフターコロナ社会における観光の展望  
（学識経験者ヒアリング調査より） 

・本調査研究では、アフターコロナ社会の観光の展望について、観光を専門とする学識経

験者、宗田好史氏と高橋一夫氏にヒアリング調査を行った。本章は、その結果と合わせ

て、文献・雑誌・ウェブ等から同様のテーマについて主な有識者の意見を拾ってまとめ

た。宗田氏・高橋氏へのヒアリングは、2020 年 7 月というコロナ禍の第二波到来かとい

う時期に実施したが、観光客回復の兆しも観光施策の展望もまったく見出せない状況に

あって、冷静かつ客観的に京都観光の今後についてのご意見をいただいた。本章では上

記 2名を中心に、計 6名の識者の意見を取り上げる。(図表 12) 

（１）コロナ禍で見えたもの、明らかになったこと 

・観光の現況については、宗田氏の「インバウンド需要の消失により、飲食・宿泊業が立

ち行かなくなれば、市民生活に深刻な影響が出る」という意見に代表されるように、「深

刻」な状況にあるという認識は、当然ながらいずれの識者にも共通している。先の第 2

章（1）で見たように、特に全産業の約 12％の従業者を占める京都市においては「飲食・

宿泊業は雇用吸収力があり、低所得者や学生を雇用してきた」（宗田）というこれまでの

経緯がある。 

・現在は停止中であるが、観光の起死回生策とされる「GoTo キャンペーンでは消滅したイ

ンバウンドの保障にならず、国内需要も取り戻せない」と、ヒアリング時点では宗田氏

は厳しい見方をしている。GoTo キャンペーンについては、星野氏も「需要拡大に効果が

あったが、終了後の需要の落ち込みが予想される。旅の価格感が変化し、元に戻るには

時間がかかる」という危惧を示す。 

・コロナ前の「オーバーツーリズム」に関しては、宗田氏は「低価格化によるインバウン

ドの急増と観光客の質の低下が原因」とし、「イタリアに比べれば、京都の混雑は「観光

公害」レベルではない」とする。高橋氏も「京都市は観光客 5 千万人という目標を掲げ

ながら、観光客のためのインフラを整備してこなかった。…オーバーツーリズムではな

く「オーバークラウディング」というべき」とする。観光客のためのインフラ整備は難

しい課題であるが、耳を傾けるべきであろう。 

・一方で、アトキンソン氏は「インフラに投資して付加価値を高める、稼ぐ力を中心とす

るインバウンド戦略の重要性が再確認された」と、インバウンド戦略の重要性を指摘す

る。併せて「飲食・宿泊は観光産業の収入の半分、雇用の約 1割を占める重要業種だが、

生産性が低く、ショック耐性や対応力も弱いことが露呈した」と飲食・宿泊業の脆弱さ

も指摘する。同様の意見としては中井氏が「地方創生の特効薬として重宝されていた観

光が、水もので不安定な産業であることが明らかになった」とする。逆に「インバウン

ドは成長市場だが、政治的・経済的問題に影響を受けやすく、サービスの質の低下を招

きがち。日本の観光産業のインバウンド依存率は低く、インバウンドより国内需要が重

要であることが改めて認知された」（星野）とする意見もある。識者の間には、インバウ

ンドと国内観光のいずれかを重視する認識が垣間見えるが、次節の「観光需要回復の見
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通し」とも関連して、京都市にはインバウンドと国内観光の的確な注力バランスが求め

られているように思われる。 

（２）観光需要回復の見通しと課題 

・観光需要回復の見込みとして、高橋氏は「一定規模のインバウンドが戻るのは 2024年と

いうＩＡＴＡ（国際航空運送協会）シナリオを想定して政策を展開していくしかない」

が、しかし「間違いなく戻ってくる」とする。またアレックス・カー氏も「混雑の緩和

は一時的で、旅行需要はコロナ収束後一気に爆発する」と楽観的とも思える見方をして

いる。 

・一方で「オーバーツーリズム問題が忘れ去られ、…訪日観光客数など数値の回復だけが

重視され、コロナ対策で導入した入場制限なども行われなくなる懸念」（アレックス・カ

ー）もある。「コロナ禍のような「100 年に 1 度」といわれる危機は 5 年に 1 度起こって

いる。観光需要は底堅いが、一時的に冷え込むリスクは大きい」（星野）ことも踏まえて

おくべきである。したがって、「パンデミックが起きてもダメージが最低限に抑えられる

ように（観光）産業を作り直すべき」（中井）という根本課題の指摘もある。 

・いずれにせよ「宿泊と飲食という観光インフラを維持するため、インバウンド需要の回

復が最大の課題」（宗田）であることは言うまでもない。また「これまでは情報発信力の

強化が課題だったが、今後はコンテンツの見直しや、超長期を見すえて観光客を育てる

ところまで含めて課題になる」（高橋）という意見もある。「観光客を育てる」まで至っ

ているかどうかは分からないが、京都市はこれまで観光マナーを提案してきた経緯があ

る。 

・そして「縮小していた「マイクロツーリズム」市場が、コロナ禍により自動車で楽しむ

安心な旅として復活した」（星野）という見方や、「観光産業の定義が変わり、物理的に

訪れる客数が減ってオンラインの市場が形成されるかもしれない」（中井）といった定着

するかどうかは不確定ながら「新しい兆し」も指摘されている。 

・現在を「チャンス」と見る指摘もある。ウィズコロナの現在は「過剰な観光促進がもた

らした「ゼロドルツーリズム」や「オーバーツーリズム」、文化の稚拙化など、観光のマ

イナス面を「解毒」するチャンス」（アレックス・カー）、「設備投資・価格戦略の見直し

によりビジネスを再構築するチャンス」（アトキンソン）、「観光業が地域社会との新たな

関係性を築き、住民の支持を得た持続可能な「強い観光業」に変わるチャンス」（中井）

というように、コロナ禍をこれまでの課題を解決する「チャンス」とする見方も一定あ

る。ただそれらは、すべて重たい課題であり、解決の糸口を見つけることは容易ではな

い。 

（３）あるべき施策の方向性 

・これからの施策の方向として、「世界中で三密を避けたビジネスが増える。観光も「新し

い生活様式」に対応したニュースタイルに変わる」（宗田）ことを前提とすれば、「「新し

い生活様式」のもとで売上を確保するには、単価を上げるか、回転率を上げるしかない。

現況では単価を上げられないので、回転率を上げる工夫が必要」（高橋）になる。 
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しかし「三密対策が不可欠になれば薄利多売のビジネスモデルは成立しなくなり、低単

価・低付加価値の事業者は淘汰される」というアトキンソン氏の厳しい指摘もある。 

・今後の施策展開の基本戦略としては、「観光産業に「マネジメントとコントロール」の技

術を導入し、受入体制を整えるべき」（アレックス・カー）という意見が傾聴に値する。

それには新しい観光スタイルと言える「大型イベントの三密回避対策」（宗田）、「需要の

平準化」（高橋）という施策と方向性を貫く戦略である。宗田氏は「（イベントの）人数

制限、通行規制、ネットワーク予約制、位置情報を活用した人流管理システム、体験プ

ログラムの提供」、高橋氏は「徹底したフレックスタイム制度、定員制、ピークロードプ

ライシングの導入、ＩＣＴの活用」といったアイデアを提案するが、いずれも「マネジ

メントとコントロール」に関わっている。 

・観光政策のあるべき推進体制についても言及がある。政府について「情報発信はＪＮＴ

Ｏに一元化し、政府は二次交通やリゾート、国立公園、多言語対応などインフラ投資に

注力すべき」（アトキンソン）という提言は、高橋氏の京都市に対する「プロモーション

はＤＭＯに任せ、行政の観光部局は都市計画や交通計画の所管に働き掛け、企画調整的

な役割を果たすべき」という提言と、政府と自治体という差はあれ、符合している。行

政担当部局は、インフラ整備等大枠の政策に注力すべきということである。 

・また、現在は、観光事業者と市民との関係についても改めて考え直す機会とも言える。

市民感情として、「コロナ禍によって「観光客＝コロナ」となり、市民はいっそう「観光

嫌い」になったのではないか」（宗田）、したがって「世論が二分化しないように、市民

感情をマネジメントしていく必要がある」（高橋）とする。「観光嫌い」になった市民も

含めて、市民に対する「観光の効果についての情報提供（経済効果、雇用創出効果、税

収効果など）」（星野） は重要な提案であり、これまで以上に市民には観光関連の情報を、

折にふれて分かりやすく発信していくべきであろう。 

・最後に「観光は経済活動ではなく文化活動、民主主義や平和の基盤。観光客を文化的価

値を共有する人たちとして歓待する意識を持つべき」（宗田）という認識が重要であるこ

とを指摘しておきたい。観光の意義は、経済的側面については言うまでもないが、内外

の人びとに京都の文化を知ってもらい、市民同士交流することが安全保障としても重要

であることである。観光事業者だけでなく市民も、それを理解することが望まれる。Ｍ

ＩＣＥ客についても、その多くは社会的影響力・情報発信力のある人たちであることか

ら、京都での経験を伝え、京都のイメージ向上に役立ってくれることを理解すべきであ

ると思われる。 
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図表 12 アフターコロナ社会の観光に関する有識者の意見 

氏名・肩書 

◇近著 

宗田 好史 氏 

（京都府立大学教授／京都市基本計画審議会会長） 

◇インバウンド再生：コロナ後への観光政策をイタリアと
京都から考える（2020）  

高橋 一夫 氏 

（近畿大学教授／ワールドマスターズゲームズ 2021

関西評議員） 

◇DMO-観光地経営のイノベーション（2017） 

現況認識， 

コロナの影響

について 

・きわめて深刻な状況。「GoTo キャンペーン」では
消滅したインバウンドの保障にならず，国内需要
も取り戻せない。 

・飲食・宿泊業は雇用吸収力があり，低所得者層
や学生を雇用してきた。インバウンド需要の消失
により，飲食・宿泊業が立ち行かなくなれば，市民
生活にも深刻な影響が出る。 

・「新時代インバウンド政策」の始動目前のコロナ
禍によって「観光客＝コロナ」となり，市民はいっ
そう「観光嫌い」になったのではないか。 

・低価格化によるインバウンドの急増と観光客の質
の低下がオーバーツーリズムの原因。イタリアに
比べれば，京都の混雑は「観光公害」レベルでは
ない。 

・一定規模のインバウンド客が戻るのは 2024
年という IATA シナリオを想定して政策を展開
していくしかない。 

・観光需要は間違いなく戻ってくるが，コロナ終
息がいつになるかわからない。それまで事業
継続を支援するか，生産性の低いビジネスモ
デルを整理するかは，政治哲学の問題。 

・京都市は観光客 5 千万人という目標を掲げな
がら，観光客のためのインフラを整備してこな
かった。コロナ発生前の状況はオーバーツー
リズムではなく「オーバークラウディング」とい
うべき。 

・オーバーツーリズムもアフターコロナも世論が
二分されていて，統合は難しい。世論が二分
化しないように，市民感情をマネジメントして
いく必要がある。 

回復の展望， 

施策の方向

性について 

・宿泊と飲食という観光インフラを維持するために
は，インバウンド需要の回復が最大の課題。 

・世界中で三密を避けたビジネスが増える。観光も
「新しい生活様式」に対応したニュースタイルに変
わる。 

・観光は経済活動ではなく文化活動，民主主義や
平和の基盤。観光客を文化的価値を共有する人
たちとして歓待する意識を持つべき。 

・「明日の日本を支える観光ビジョン」の目標達成
に向けて，従来の観光政策を見直し，10 年間で
立て直しを図ることが重要。 

 

・「新しい生活様式」のもとで売上を確保するに
は，単価を上げるか，回転率を上げるしかな
い。現況では単価は上げられないので，回転
率を上げる工夫が必要。 

・プロモーションはＤＭＯに任せ，行政の観光部
局は都市計画や交通計画の所管に働き掛
け，企画調整的な役割を果たすべき。 

・これまでは情報発信力の強化が課題だった
が，今後はコンテンツの見直しや，超長期を
見すえて観光客を育てるところまで含めて課
題になる。 

着目している

動向・参考事

例 

○オンライン宿泊：リアルよりリモートが快適と感じ
る人が出現，新しい観光スタイルとして定着する
可能性。 

○星野リゾート：ホテル旅館ファンドの設立，経
営感覚とビジョンを持った経営者。 

○オープンテーブル：回転率を上げるレストラン
予約システム，現場感覚に基づくＩＣＴの利活
用。 

○チャールストン：自動車旅行マーケットの範
囲を広げることで，同時多発テロ後に観光客
を早期回復。 

○吉野山の交通マネジメント：駐車場の予約制
導入により，花見シーズンの交通渋滞を解
消。 

具体的提案 ○台湾をターゲットとしたインバウンド誘致（町並
み，和食を PR） 

○複数の回復シナリオ，芸術文化都市づくりの行
動計画の策定 

○三大祭りなど大型文化イベントの三密回避対策
（人数制限，通行規制，ネット予約制，位置情報を
活用した人流管理システム，体験プログラムの提
供など） 

○2019 年実績程度の観光客数に対応できるイ
ンフラ整備 

○需要の平準化（徹底したフレックスタイム制
度，定員制，ピークロードプライシングの導
入，ＩＣＴ活用など） 

○スケジュール区分別（各年度，中期別）アク
ション・プランの整理 

参照資料 

（発表時期） 

ヒアリング記録（2020.7 月） ヒアリング記録（2020.7月） 
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氏名・肩書 

◇近著 

デービッド・アトキンソン 氏 

（小西美術工芸社社長／京都市観光振興審議会委員） 

◇新・観光立国論（2015） 

アレックス・カー 氏 

（東洋文化研究者/VISIT JAPAN大使） 

◇観光亡国論（2019共著）  

現況認識， 

コロナの影響

について 

・観光は「人の移動」が前提。数千年の歴史を通
じて短期的な落ち込みはあっても，右肩上がり
で発展してきた。 

・中長期的には大きな影響はない。2030年にイン
バウンド 6 千万人という政府目標を変える必要
はない。 

・インフラに投資して付加価値を高める，稼ぐ力を
中心とする日本のインバウンド戦略の重要性
が，コロナ禍によって再確認された。 

・設備投資・価格戦略の見直しによりビジネスを
再構築するチャンス。 

・飲食・宿泊は観光産業の収入の半分，雇用の
約 1 割を占める重要業種だが，生産性が低く，
ショック耐性や対応力も弱いことがコロナ禍によ
って露呈した。 

・「観光立国」政策の下，右肩上がりでインバウン
ド数が増加していたが，コロナ禍によって 2020
年訪日外国人 4 千万人の目標達成は不可能に
なった。 

・with コロナ時代は，過剰な観光促進がもたらし
た「ゼロドルツーリズム」や「オーバーツーリズム
（=観光公害）」，文化の稚拙化など，観光のマイ
ナス面を「解毒」するチャンス。 

・旅は小規模で分散するスタイルへの変換を迫ら
れており，新しい旅の秩序が生まれつつある。 

・オーバーツーリズム問題が忘れられ，コロナ禍
終息後に訪日観光客数など数値の回復だけが
重視され，コロナ対策で導入した入場制限など
も行われなくなる懸念がある。 

回復の展望， 

施策の方向

性について 

・インバウンドは富裕層，ビジネス客，FIT，マスマ
ーケット，クルーズの順に回復すると予想され
る。 

・観光業の回復は検査（=心理的不安の払しょく）
にかかっている。安心・安全を担保するには，旅
行中の検査体制を充実すべき。 

・世界的に長期滞在・単価を上げる趨勢があり，
欧米やオセアニアなど遠方からの観光客と，世
界の富裕層をいかに増やしていくかが課題。 

・長期的には，観光産業のビジネスモデルの変
革が必要。三密対策が不可欠になれば薄利多
売のビジネスモデルは成立しなくなり，低単価・
低付加価値の事業者は淘汰される。 

・情報発信は JNTO に一元化し，政府は二次交
通やリゾート・国立公園，多言語対応などインフ
ラ投資に注力すべき。 

・混雑の緩和は一時的で，旅行需要はコロナ収
束後一気に爆発する。観光産業に「マネジメント
とコントロール」の技術を導入し，受入体制を整
えるべき。 

・受入側は自然や文化は脆いものであることを再
確認し，「地域還元の原則」に立ち返り，観光地
の繁栄と保護のバランスに注力すべき。 

・観光する側は環境への負荷に配慮した目的地
選定や訪問地への貢献など，「観光客としての
責任」を意識すべき。 

・観光客の数を目標にすべきではない。量ではな
く価値を極めることを追求すべき。 

・短期・長期 2 つのスパンでの観光政策が必要。 

 

着目している

動向・参考事

例 

○海女漁エクスペリエンス，DINING OUT with 
LEXUS，有田焼プライベートツアー，瀬戸内国
際芸術祭：富裕層向け観光コンテンツ 

○白川郷：開催期間の変更，展望台の入場制
限，駐車場の事前予約により，冬場のライトアッ
プ時の混雑を緩和 

○ボルゲーゼ美術館，マチュピチュ遺跡：完全予
約制，入場制限 

具体的提案 ○新幹線主要駅への常設検査センターの設置 

○「超過死亡」データなど感染情報のタイムリー
な公表 

○自然を生かした観光，ワーケーション 

○オンライン事前予約制，入場制限など（ICT の
活用） 

○トラベルフットプリント（観光客が環境や社会に
与える負荷を示す指標） 

○日本に住む外国人をターゲットとする潜在ニー
ズの掘り起こしと PR 

○観光客が集まらない場所の PR 

参照資料 

（発表時期） 
観光戦略実行推進会議資料・議事録（2020.6
月）ほか 

新型コロナ禍を機に観光業を「解毒」せよ 
（NewsWeek2020.5月）ほか 
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氏名・肩書 

◇近著 

星野 佳路 氏 

（星野リゾート社長/京都市観光振興審議会相談役） 

 

中井 治郎 氏 

（社会学者／龍谷大学講師） 

◇観光は滅びない 99.9%減からの復活が京都から

はじまる（2020） 

現況認識， 

コロナの影響

について 

・コロナ禍のような「100 年に 1 度」といわれる危
機が 5 年に 1 度起こっている。観光需要は底堅
いが，一時的に冷え込むリスクは大きい。 

・縮小していた「マイクロツーリズム」市場が，コロ
ナ禍により自動車で楽しむ安心な旅として復活
した。 

・「GoTo キャンペーン」は需要拡大に効果があっ
たが，終了後の需要の落ち込みが予想される。
旅の価格感が変化し，元に戻るには時間がか
かる。 

・インバウンドは成長市場だが，政治的・経済的
問題に影響を受けやすく，サービスの質の低下
を招きがち。日本の観光産業のインバウンド依
存率は低く，インバウンドより国内需要が重要
であることが改めて認知された。 

・高齢者の団体旅行や修学旅行は激減，中国な
どアジア系外国人客はほぼ消失し，外国人向け
にデザインされたサービスは苦戦している。 

・地方創生の特効薬として重宝されていた観光
が，水もので不安定な産業であることが明らか
になった。 

・コロナ禍による観光の停止は，観光業が地域社
会との新たな関係性を築き，住民の支持を得た
持続可能な「強い観光業」に変わるチャンス。 

・観光産業の定義が変わり，物理的に訪れる客
数が減ってオンラインの市場が形成されるかも
しれない。 

・「新しい生活様式」はゲストハウス文化と相容れ
ない。観光客の「質」を上げる政策によって安宿
がなくなると，若者が京都に旅をする機会が失
われ，次世代の京都ファンが育たなくなる恐れ
がある。 

回復の展望， 

施策の方向

性について 

・3月時点で長期化を予想，第 1～3波を想定して
「18 か月のサバイバルプラン」を策定。罹患者
数に応じて需要は増減する。インバウンド回復
は治療薬やワクチンの開発次第。 

・エコツーリズムの考え方を都市観光に導入し，
保全費用を客に負担してもらうべき。単価を上
げると客数は減るが魅力は向上する。 

・観光需要を平準化すれば，感染症対策にもな
り，雇用問題の解決（非正規雇用率の改善）に
もつながる。 

・旅行者を動かすには，三密回避と受入側の拒
否感情に対する不安の払しょくが重要。「安心・
安全」「お客さま歓迎」「新しい魅力」の発信にコ
ストをかけるべき。 

・感染症によるパンデミックは繰り返し起こる可能
性がある。パンデミックが起きてもダメージが最
低限に抑えられるように産業を作り直すべき。 

・インバウンド偏重を改め，客層を分散すべき。
地域社会も観光業に寄りかかり過ぎないリスク
ヘッジが必要。 

・人口減で内需が縮小する中，国内旅行に頼っ
て観光産業を維持することは不可能。他方でコ
ロナ禍終息後も外国人客は戻らない。一人当た
りの単価を上げて観光産業を維持する方向に
向かうのではないか。 

 

着目している

動向・参考事

例 

○ずらし旅：JR 東海が提案する，時期や場所，
移動手段等をずらした旅行 

○テレワーク：ワーケーションや閑散期の需要拡
大につながる 

○ぴったりホテル診断：「誰と何をしたいか」で施
設をリコメンドする星野リゾートの webシステム 

○エースホテル：映画館や商業施設など地元住
民が利用するための施設を併設 

具体的提案 ○市民に対する観光の効果についての情報提
供（経済効果，雇用創出効果，税収効果など） 

○観光需要の平準化（GoTo キャンペーンの制度
設計見直し，休暇の分散など） 

○「マイクロツーリズム」の推進（新しい発見機会
の創出，地元にリーチするチャネルの発掘な
ど） 

○観光人材の雇用維持 

○20 代 30 代をターゲットとした国内旅行需要の
喚起 

○地域特性（ご当地自慢）を生かした滞在価値の
追求 

○観光施設の地元住民による利用促進 

○新しいゲストハウス文化の創出 

参照資料 

（発表時期） 
星野リゾートが提唱するコロナ時代の観光（京
都新聞 2020.11.25）ほか 

京都から考える「ポスト・インバウンド時代」の
観光（公研 2020.10月）ほか 
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５. 総合的考察～京都から発信する「新しい観光」 

（１）基本的な考え方 

・これまで見たように、アフターコロナにおける観光については、政府、自治体、識者の

ほとんどが今後観光のスタイルは変化しながらも、かつての規模に近い観光客が向こう 5

年のうちには復活するという見通しが共通してあるように思われる。その見通しの中で

京都にもコロナ禍以前のように、一定規模の観光客が訪れるようになると見立てて間違

いないと思われる。 

・今後新型コロナの感染が一定程度収まるまでに、どこよりも快適な観光環境を保証する

京都の創生に向けて、これまで散々言われてきた「オーバーツーリズム」、否「オーバー

クラウディング」を振り返り、京都観光に足りなかった点、より良くすべき点などを改

善する方向で、「今できる準備を行う」という基本的な考え方で臨むべきであろう。 

・観光庁の観光戦略実行推進会議などでも、今のうちに内外の観光客が楽しめる環境を整

備するため、観光施設の改修や観光コンテンツの一層の充実、外国語による看板や案内、

ワーケーションへの対応等に注力すべきことが提起されている。 

・京都市は、これまで「世界文化自由都市宣言」(1978年)に基づき、「平和のうちに、ここ

に自由に集い、自由な文化交流」を行うことを都市理念として内外との交流を深めてき

た。「観光は経済活動ではなく文化活動、民主主義や平和の基盤。観光客を文化的価値を

共有する人たちとして歓待する意識を持つべき」という宗田好史氏の言も重ねるならば、

京都市は、観光・交流を通じたさまざまな出会いが自らの文化も発展させ、グローバル

化を推し進め、平和を実現してきたと言える。観光に携わる者は、いわば世界平和に寄

与しているという自負を持って臨むべきなのである。 

・次節に「京都市への提言」を記すが、それ以前に最も基本的な施策として、市民への情

報公開がある。前章での識者の指摘にあったように、市民はオーバークラウディングの

中で不快さを感じ、ともすれば観光嫌いになる。そのため、京都にとっての観光という

営みが、どれだけの経済効果をもたらしたか、どれだけの雇用を生んだか、どれだけの

税収をもたらしたかといった効果について、折に触れて分かりやすく情報発信していく

必要があると考えられる。それを「提言」に先立つ提言としておきたい。 

・冒頭に述べたように、まもなく公表される「京都観光振興計画 2025」は、京都観光に関

する、いわば非の打ちどころのない政策体系であり、すべて実施されることが望まれる。

そこに掲げられた施策・事業と類似するものも含め、京都が発信すべき「新しい観光」

に向けて、新たに実現されるべき施策をここに提言するものである。 
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（２）京都市への提言 

①観光業におけるＢＣＰ（事業継続計画）の策定支援 

・観光は、地震や豪雨などの災害、感染症、テロや外交問題などの国際情勢など、外的要

因に影響を受けやすい産業と言える。特に近年は、台風や豪雨災害など自然災害が頻発

しており、危機管理の重要性がこれまで以上に増している。京都市にあっても、観光地

における帰宅困難者対策や、観光客に対する多言語を含めた災害情報の発信など、自然

災害に対し、観光客の安心・安全の確保に努めるなどの危機管理を行ってきた。 

・観光分野におけるＢＣＰの必要性については、かねてより指摘されていたが、それは主

に大地震や豪雨等自然災害による観光客の被害への対応の側面であった。そこでは観光

事業者は、第一に行政等と連携して顧客の安全の確保に努めるとともに、取引先等の利

害関係者からは業務が中断しないことや、中断しても可能な限り早い復旧が望まれてい

た。その脈絡では、今後も「安全・安心な観光施設」に向けて万全の対策を講じるべき

であることは言うまでもない。 

・しかし、今回のような新型コロナウイルスによる感染症拡大の影響によって、緊急事態

宣言発令による移動自粛や飲食店等への時短営業の要請等により観光客は激減し、観光

関連産業が大きなダメージを受けたが、観光事業者自身、つまり従業者やその家族の経

済的損失についてはあまり語られてこなかった。国家的な危機であることにより、給付

金や補助金などの国や京都市、京都府によるさまざまな種類の制度的支援がなされたが、

大半の観光事業者にとっては十分なものだったのかどうか。また、観光に関連する飲食

店についても緊急事態宣言下にあって、休業・時短による保証額に満足しているのかど

うか。いずれにしろ、今後の廃業等の状況がそれを証明するであろう。 

・今後もこうした新型ウイルスによる災いが繰り返されるという予想もある。そこで、感

染症拡大防止による自粛要請といったケースに限らず、観光事業者への公的支援ととも

に、観光事業者自身による自助システムが必要と考える。例えば、平常時から不可視の

緊急事態に備えて、個別事業者と業界団体とが一定の積立金を積み立てるなどにより、

いざという時には公的支援に加えて、即効で十分な資金が調達できるような経済的自

助・共助システムのあり方をも盛り込んだＢＣＰの策定である。そうした事業者自身に

よるＢＣＰの策定を、京都市観光協会や業界団体が支援していくことが重要であろう。 
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②新しい観光周遊モデルシステムの開発 

・アフターコロナ期における観光行動は、基本的に「3密」を避けた「新しい観光スタイル」

によって、当面は「マイクロツーリズム」や国内観光が主流になると予想されている。「3

密」を避けることは、総じて観光の「質の向上」をもたらすはずである。併せて、市内

東西南北に幅広く観光地が立地する京都の場合は、人気のある観光地・観光施設に集中

しがちな観光客を時間的・空間的に分散させること、また受入側の観光施設としては事

前予約制度を導入して受入人数を制限し、混雑を避けることが不可欠である。 

・「京都観光Ｎavi」は、数多くのアクセスを誇る「京都市公式」のウェブサイトである。

その「観光コンシェルジュ」は、条件や自分の好みを入力すると京都の主要スポットか

ら自分に合った独自のコースとルートをＡＩ（人工知能）が提案してくれる便利なシス

テムとなっている。また、昨年 11月には、ビッグデータを用いた「京都観光快適度マッ

プ」エリア・期間拡大版を公開した。これを使えば、嵯峨・嵐山、衣笠・北野・西陣な

ど、市内 7 エリアの混雑度が確認できる。予測値は 1 カ月に 1 回更新され、最大 2 カ月

までの値が分かる。 

・これらのシステムを統合してさらに充実させ、「新しい観光スタイル」に合わせ、さらに

細かく、観光ゾーンの日時ごとの事前の人出予想に照らして、混雑しそうな日時であれ

ば別のコースを提案するなど、観光客の分散化と平準化につながるような観光周遊モデ

ルシステムを開発してはどうか。例えば、次のようなイメージである。 

・観光客が、主目的とする寺院や博物館など観光施設を予約していれば、その施設の予約

日時と人数、その日に観光できる全時間をこのシステムに入力すると、周辺観光施設・

スポットの予想混雑率、ソーシャル・ディスタンスが保てるかどうかといった状況が「見

える化」され、さらに移動手段、食事スポット、イベント等を総合した観光周遊モデル

コースを設定してくれる。そのコースを事前にＡＲ(拡張現実:実在する風景にバーチャ

ルの視覚情報を重ねて表示する)で仮想体験もできる。しかしながら、混雑率が高いと予

想される日時であれば、時間をずらしたり、別のおすすめモデルコースへの変更を提案

したりするのである。 

・そんな観光周遊モデルシステムがあれば、さらに「質の向上」した観光に貢献できると

考えられる。 
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③観光対応型商店街の振興 

・京都市内においては、今回のコロナ禍によって飲食関係の商店はもちろん、インバウン

ドが激減したせいで、これまで観光客対応でうるおっていた商店の多い商店街が大きな

打撃をこうむった。特にインバウンド向け民泊施設や、着物貸出、和風小物・アクセサ

リー販売、軽食販売などの小規模な小売店は、ことごとく撤退か廃業に追い込まれた。

また、商店街を構成していたそれらの店舗が空くことで、商店街自体の活気も失われて

いる。 

・しかしながら、来たるべきアフターコロナ期におけるインバウンドの回復に備え、京都

市ほか各種の補助金を活用して、日本文化や地域の歴史資源の紹介などを盛り込んだ外

国語版の商店街マップを作成したり、近隣の文化施設や大学研究室と連携して商店街と

周辺の歴史資源を結び付けたＡＲ（拡張現実）アプリの開発に取り組んでいる商店街が

ある。錦市場のような超有名で、今後もインバウンドを多く集めるに違いない商店街と

は別に、そうした商店街が確実に存在している。 

・いずれも店主たちの交流マインドが高く、コロナ禍以前より内外の観光客の来訪を促す

ため、観光の手軽な道しるべにもなる商店街マップを都心のホテルや旅館、観光施設な

どに置いてもらって呼び込んだり、商店街全体の魅力向上のために、採算を度外視して

外国人観光客向けに折り紙や書道などの日本文化体験教室を開いたりといった努力を重

ねてきた商店街である。 

・このように、これからも積極的に内外の観光客に親しんでもらいたいという意思のある

観光対応型の商店街に対しては、観光客向けのイベント開催やアプリ、グッズ、マップ

等の制作といった取組みに一定の補助金を与えるなど優遇制度を設けて振興することが

考えられる。モデル商店街を決め、そこでの成功事例を他の商店街に一般化していく。

そういう息の長い施策とすることが望ましいと思われる。 
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④企業版ふるさと納税制度の活用 

・先に見た「京都観光行動基準」は、観光事業者に市民生活と観光の調和や地域文化・コ

ミュニティへの貢献、災害等に強い観光の実現などについての行動等を求めていくとし

ている。京都が持続可能な観光都市となっていくためには、観光事業者の積極的な地域

への貢献が重要であり、観光事業者が地域に貢献している姿を市民に示していくことが

重要であると考えられる。 

・「企業市民」という一般化した理念からすれば、観光事業者、観光以外の事業者、また市

内の事業者、市外の事業者に関わらず、事務所が立地する京都という地域に対して地域

の一市民としてのふるまいと責任が求められる。そこではＣＳＲ（企業の社会的責任）

が発生する。ある意味でＣＳＲ活動と捉えることができるのが、企業版ふるさと納税制

度である。 

・企業版ふるさと納税は、国が認定した地方自治体の地域再生計画に掲げている事業に企

業が寄付を行った場合、法人関係税から税額控除する仕組みであるが、京都市外に本社

を置く京都の観光関連事業者に対し、この制度への積極的な協力を求めていけばどうか。

京都市の地域再生計画（まち・ひと・しごと・こころ創生推進事業）の事業の 1つには、

まさに「国内外から訪れ、学び、住み、交流する新たな人の流れをつくる事業」が挙が

っており、観光事業者の思いと相通ずる趣旨の事業に取り組まれている。 

・企業版ふるさと納税制度は、令和 2年度には制度が大幅に見直され、税額控除が最大約 9

割に軽減されるなど、企業には協力しやすい仕組みになった。「お得なＣＳＲ」とも言え

る。 

・安心・安全で快適な観光のための受入れ環境の整備など、京都の観光やＭＩＣＥの推進

に向け、京都で事業展開する観光事業者に対して、同制度の広い周知徹底と協力要請を

いっそう強化していくべきである。 

  



33 

 

 

⑤市民・観光客ともに満足できる環境の整備 

・高橋一夫氏（近畿大学教授）は、ヒアリング調査の中で「以前の京都の状態は「オーバ

ーツーリズム」と言うべきではなく、「オーバークラウディング」だった。なぜなら 5,000

万人あるいはそれ以上の観光客を見越したインフラを整備してこなかったのではないか」

と指摘している。観光客の立場に立った都市計画や交通計画を実現していくことが「質

の高い観光」につながると強調し、果たしてそれができていたのかと問いかける。 

・京都市にあっては、市民の交通動態についてはもちろん、嵐山や東山など主要な観光地

ごとの、土日・祝日、平日の観光客の時間帯ごとの流れはすでにデータとして蓄積され、

市バスの本数の増減について一定の交通対策がとられていると想定される。京都駅や四

条河原町、三条京阪といった主要ターミナルから主要観光地に向けての本数も決定され

ているはずである。これは「時間政策」の問題である。 

・それでも観光客が 5,000 万人レベルになると、例えば、京都駅の市バスターミナルが観

光客と市民であふれかえるといったように、各地で「オーバークラウディング」が起き

ていたのはなぜか。それは市民と観光客の動き、イベント・行事等による人出といった

総合として「クラウド」を計算できていなかったのではないか。厳密に計算し尽くすの

が無理とすれば、やはり発地ターミナル等で各観光地の混雑状況を映像で「見える化」

したり、スマートフォンで検索できるといった手立てを講じ、少しでも観光客を分散さ

せて混雑を緩和するべきであろう。これは、先に述べた新しい「観光周遊コース」とも

関連する。 

・一方、「空間政策」の問題としては、市バスの停留所の待ちスペースはどうか。市民・観

光客にとって快適なものになっているのか――そういった視点から見直すべきである。

空間的に快適なところもあれば、歩道との間隔がギリギリで数人の待客が歩行者と接触

しそうな場所もある。停留所間の距離として多少の長短は出ようと、空間的に十分な停

留所スペースを確保するなど快適性の向上を図るべきと思われる。 

・今回のコロナ禍で京都市バス・地下鉄の乗客は大きく減少し、収入が激減していること

が毎月の発表で理解できる。そのことは観光客が「市民の足」を支えていたことの証左

でもあるが、アフターコロナ期にあっては、市民と観光客にとって快適な移動手段を提

供しうる京都であるべきであろう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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ヒアリング調査① 宗田好史氏(京都府立大学教授) (200714(TUE)) 

オンライン宿泊が流行る?! 

・オンライン飲み会だけでなく、「オンライン宿泊」というのが出てきて全国に広がっている。夜はオンラ

インで宴会をし、朝はヨガを一緒にしたり、現地の観光スポットの動画を流したりしている。これは、

ある種の「予告編」であり、将来コロナ禍が収まったら観光に来て泊まって下さいという宣伝になって

いると思った。そんな宿と旅行の予告編が、むしろそのほうが快適だと思う人が出ている。オンライン

飲み会も初めは代替だったものが、そのほうが快適という人が出てきた。飲み会というのは飲む人にと

ってはこの上なく楽しいひとときだが、お付き合いで参加する人の半分はしぶしぶ付き合っている。「お

前、ウーロン茶かよ」なんて言われないので快適だ。リモートでいることで、関与のしかたを自分で調

節できる。そんなスタイルを好む女性が増えていると言われている。オンライン宿泊で新幹線に乗らず

に済むのなら、海外なら飛行機に乗らずともその交通費を別のことに使おうということになる。 

きわめて深刻な状況 

・一般に、そもそも観光で何が起こっているかという認識が甘いと思う。メモに「国内観光市場は大打撃」

と書いたが、今春インバウンド需要が 99.5％壊滅し、国内観光需要も激減した。今「go to キャンペー

ン」をやろうとしているが、そもそも国内観光が落ちたときだから、消滅したインバウンドの保障にな

んかならないし、減った国内需要を取り戻すことすらできない。全体を 100 として海外 30、国内 70 と

すれば、30 が消えて 0 になり、70が 10 くらいまで落ちた。「go to」で 70 が 40 とか 50まで回復すると

しても、全体は漸く半分に過ぎない。2 割 3 割くらいの回復なら店をたたんだほうがいいとなる。ホテ

ルは、国によって違うが、京都ホテルクラスなら価格を 5 割下げ、ＡＰＡや東横などビジネスホテルな

ら 9 割下げて薄利多売にせざるを得ない。いずれにせよ、きわめて深刻な状況だ。 

・京都は学生のまちだが、この 30 年間飲食業で働く学生が多かった。90 年代にはまだ学生のアルバイト

は少なくて、暇だからアルバイトの代わりにボランティアやＮＧＯで環境問題をやるとかしていたのが、

今は学生が忙しくてボランティアもＮＧＯも集まらない。インバウンドで忙しくなった観光関連の飲

食・宿泊業を低所得者のパートやシングルマザーの雇用、そして学生が下支えしていた。確かに京都経

済は製造業で持っていて、京セラや島津に勤めている人は「京都経済はびくともしない」と言うけれど

も、製造業と言っても、例えば隣の大津市に京都のメーカーが新しい工場を立てたが、新規雇用が 5 人

だったらしい。ハイテクの企業が大津でどれだけの人を雇えるか。今は昔と違って中学出や工業高校出

を取ってくれる工場は少ない。大学工学部の卒業生がようやくそういう企業の平社員になるわけで、ロ

ボット化、ＡＩ化した日本の製造業の雇用吸収力は乏しい。それに比べて飲食・宿泊業は雇用吸収力が

かなりある。パートなど低所得者にしたらこれらのサービス産業がなかったら食べていけない。何とか

インバウンドで持っていたものがなくなったことは深刻で、パートのお母さんにとっては、お父さんが

晩酌を減らすくらいではしのげない厳しい状況になった。これが市民生活の一面、経済は製造業で持ち、

市民生活はインバウンド需要で持っていた面がある。 

観光業だけでなく製造業も 

・インバウンドが激減し、それが国内市場に及ぼす影響がどの程度かはまだ分からない。もっと分からな

いのは世界経済が縮むことで製造業が苦しくなることではないか。自動車もパソコンも売れないから最

強の日本電産だって苦しい。日本も京都も先端技術の製造業に頼っていたから、今は耐える力があった

としても、どんどん先細りになってくるのではないか。そうしたことによるコロナ以上の影響がどれだ

け出るか。そこを誰も見ていない。インバウンドなんてほんの表層にすぎない。 

・さらに、コロナがあってもなくても米中対立はあった。対立する中で日本はそれぞれの国に機械を売っ

ていた。中国の製品が世界中に席巻したのは機械が日本製だったからで、工場を作るたびに日本製の優

秀な機械を買って輸入していた。例えば、日本製のオムツや生理用ナプキンを製造する機械は精密で、1

つの機械で全部できる。すごく高くて、日本の小さなメーカーが作っていた。そういう隠れた技術がた

くさんあって、初めは日本人が経営していた工場をやがて中国人が経営するようになったが、重要な機

械は日本製で、そのおかげで中国は、米国や世界の市場で勝てた。そんなふうに中国とアメリカが日本
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経済を牽引してくれていたという状況が今やもう厳しくなっている。 

深刻な「インバウンド嫌い」 

・コロナ禍の前にすでに状況は厳しかったわけで、まず国内観光客が落ち込んでいた。昨年度のデータで

は持ち直しているように見えるが、国内は高齢化と人口減が続いているから減っていく一方で、伸びは

しない。勝てるとすれば他所からシェアを取ってくることになる。熱海や別府の温泉客が沈めば京都が

増える。「インバウンドの減退」としたのは、消費の伸びが伸びきっていて伸びは鈍いし、客数も頭打ち

になっていたということだ。それに対して政府も京都市も、宿泊需要を高くして滞在を伸ばすという対

応策をとった。ラグビーワールドカップやオリンピックでインバウンド減退に対応しようとした。 

・「低価格化」が京都の深刻さを招いた。ＬＣＣが普及してオーバーツーリズム状態が発生し、客の質が下

がった。普通の観光客ならしないマナーの悪いことをし出した。この対応については、コロナがなくて

も京都市が考えようとしていたが、それは全部お蔵入りした(一部は実施しようとしている)。3 つ目の

「対応策」がそれで、民泊需要を伸ばすつもりで今年やろうとしていた「新時代インバウンド政策」が

みんな飛んでしまった。例えば質の高い民泊とか、バリアフリーとか、全部裏目に出てしまった。ワコ

ールが民泊をやるとかしていたが、優れた上質な体験型の滞在をリードしていくつもりだった。インバ

ウンドが来ても来なくても「観光嫌い」になっていた市民に、今度は観光客がコロナを運んでくること

になり、観光客＝コロナでまさに観光が悪役になってしまった。 

・7 月 22 日に始まる「go to キャンペーン」が失敗すれば、この夏の需要はアウト。今年は春休み、ＧＷ

ダメで、夏休みがダメになれば、11 月の紅葉シーズンはインフルエンザ流行の時期になり、そのまま年

末年始…。年末年始もみんな里帰りできないとすれば、1 年通じてダメになって、宿泊・飲食業は持た

なくなる。切り返すターニングポイントが分からないまま、ダラダラ負け戦が続く。何の準備もしない

まま、後手後手に回った対応しかできない。次のターニングポイントも感染拡大に応じて…というよう

な状況がなし崩し的に起こっていく。さらに、秋になれば製造業も本格的に沈んで日本経済全体が沈む。 

・今重要なのは、従来の観光政策を見直して、どう立て直しを図るかだ。そこに書いた「明日の日本を支

える観光ビジョン」(2016 年 3 月)は 2030 年に向けてのものだが、訪日外国人旅行客数がオリンピック

の 2020 年に 4,000 万人で、2019 年は約 3,200 万人と、かなりいい線まで行った。オリンピックがなか

ったから 3,200 万人で頭打ちになった。まずそこで戦略を見直す必要がある。消費額の 8 兆円は達成で

きていない。それを立て直して 10 年でどう 15 兆円まで持って行くかということだ。地方部の外国人宿

泊については、地方では今「インバウンド嫌い」が起こっている。京都は地方ではないかも知れないが、

京都から奈良、京都から彦根へ行くとして、向こうではインバウンド嫌いが深刻になっているから、そ

う簡単には受け入れてくれない。京都だけ受け入れて京都が悪者?になって、限りなく東京に近づいてい

く。 

「明日の日本を支える観光ビジョン」(2016 年 3 月) 

時期 訪日外国人旅行客数 訪日外国人消費額 地方部における外国人宿泊者数 

2020 年  4,000 万人   8 兆円  7,000 万人 

2030 年  6,000 万人  15 兆円  1 億 3,000 万人 

 

インバウンドを取り戻す 

・京都は 2,000 億円ほどのインバウンド需要(消費)があり、52、3 万人分ほどの市民消費になる。市民消

費の規模では人口 230 万人の名古屋市ほどになるから、飲食店数は名古屋市並みに多くて、ホテルも名

古屋より多く、それで回っていた。約 3 分の 1 の飲食消費が消えてしまったら、どうなるか。3 分の 1

に従業員を減らすとかいうことになる。宿泊業は 6 割が人件費と言われ、飲食業は店にもよるが仕入れ

代 2 割くらいで、あと 8 割はしつらえだったり座敷代だったり…。割烹でも材料費は半分行かない。農

業生産物が売れないのはまだ影響が限られるが、市内で働いている観光関連の従業員数は多い。1、2 年、

場合によっては 3、4 年インバウンドが途切れたら、その人たちがもう持たない。その意味で、何とかイ

ンバウンドを取り戻さないといけない。100％は無理でも 7、8 割くらいまで戻さないと、ホテルや飲食
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関係の人が干上がってしまう。 

・ここ 10 年の京都市の観光政策はホテルの誘致が重点だった。ＬＣＣで観光客がたくさん来ることが予想

できたし、そのまま京都を通過されたら京都に 1 銭も落ちないので、市内に泊まってもらうしかなかっ

た。そうやってインバウンドを増やしてきた。それは、ホテルで掃除したりシーツを換えたりする観光

関連の従業者の仕事をつくって彼らを食べさせるためだし、それを忘れてインバウンドが悪いとは言え

ない。いくら「悪い」と口裏を合わせていても、実質困る人は多い。京都以外の資本のホテルであって

も地元にお金を落とすし、働く人を雇ってくれる。 

宿泊と飲食のインフラを守る 

――観光客が満員でバスに乗れないとか、舞妓さんを追いかけまわすというマスコミのニュースに印象付

けられる人は多い。 

・ホテルは誘致できても観光客を誘致するのは難しい。これまでインバウンドが増えてきたのは京都市単

独の努力ではないし、努力して観光客を増やすのには限界がある。これからも単独で取り戻すことはで

きない。着地型観光とか言っても、目的地のほうが努力して観光客を増やした例はほとんどない。ハワ

イにしてもハワイ政府観光局も頑張ったが、日本人観光客が増えたのはＪＡＬやＪＴＢがパッケージを

売ったからだし、民間企業もハワイ旅行を景品にしたりしたからだ。アメリカ人にとってもハワイは高

級でバランスのとれた観光地で、7 割はアメリカ人で残りは日本人。韓国、中国はそんなに多くない。

それに比べてグアムやサイパンは日本の旅行代理店がつくった観光地で、アメリカ人はいないし、行っ

ても面白くない。日本人はアメリカ人が好きだから、アメリカ人のいるところがバランスのとれた観光

地と見なす。 

・インバウンドの中では中国、韓国より台湾がいちばん頼りになるかも知れない。コロナをうまく処理し、

強気に台湾新幹線を割引したりして国内需要を高めている。京都が大好きな台湾人を誘致する方策を考

えてはどうか。「沖縄もいいけど、京都はもっといい」とか、飲食を 2 割引にするとかキャンペーンをや

るとか、台湾と京都の仲の良さをアピールするとか…。とにかく大きな目的としてインバウンドを回復

する必要がある。宿泊と飲食というインフラを持ち続けないと、本格的に観光客が戻ってきたときに稼

げない。全部は守れないかも知れないが、どのくらい守れるかを考えておくことも必要だ。2 割減でと

どまるのか、3、4 割まで行ってしまうのか…、どう生き残らせるかも戦略としてある。 

・複数のシナリオで回復予測を立て、芸術文化都市づくりの行動計画を立てる必要がある。文化的なイベ

ント、例えば祇園祭、時代祭ともに今年は中止とのことだが、観光業者は「3 密」を避けて観客席を作

るとか、行列をするとかの対応ができないかと思う。そういう見せ方を考えつつ、市民は見に行くのを

控えてもらうとか調整しつつ実施してはどうかと思う。お客が集まるイベントを限られた数のお客さん

に見てもらうようにする雲ケ畑の火祭にしても、ホテルに泊まっているお客のうち、仕立てたバスに乗

れる人数しか見られないのと同じ。そういう形で祭を保持してきた。 

――ＵＳＪではないが、事前予約性と人数制限がキーワードではないか。値段は少々高くても、混雑して

いない。そういう質を上げていく、ブランドアップしていく方向ではないか? 

・京都は、これから限られた京都人が限られた資源でお祭を持続するという考えで行かないと文化は守れ

ない。「本物の文化はそうしないと守れない!!」と言っていくしかない。雲ケ畑の松上げもそうだが、美

術館・博物館など文化施設も予約制で人数制限をやる。厳密な「総量規制」は無理でもその方向だろう。

中国の観光客がこれだけ増えた以上、人数制限しかあり得ない。13 億の観光客が世界中の観光地に行く。

ベネチアなど大理石の床が擦り切れてる。文化財をどう守っていくかを必死で考えないといけない。イ

タリアなどヨーロッパ諸国は、このネット予約が普及し、今回のコロナ対策のための人数制限にも早速

活用している。 

3 密を避けた新しい観光へ 

――それを総量規制で行えるのかどうか…。限られたスペースでは人数制限をかけれるが、清水とか産寧

坂とかオープンスペースをどう規制できるか。目的地は人数制限があるが、その途中も減らせられるの

か、その当たりが分からない。 

・民泊の規制のときもその話が出た。総量規制を世界でやっている所はない。例えばベネチアなどでは、
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通りにゲートを作って通りごとの人数制限と言うか、通りごとにゲートの出入りを一定コントロールす

る。人は集まってきても、入れる道を制限すると半分に減る。集まる様子を見ながらカウントしてゲー

トの開け閉めで調整する。ホテルは制限してもダメ。他のホテルや他のまちに泊まっている人とかも集

まってくる。祇園祭の宵山などは、歩行者を厳しく一方通行にするとかしてうまくやっている。昔(江戸

時代)は木戸と言っていたゲートを作って歩行者の通行規制をやる方法はある。 

・京都では嵐山と東山で観光交通をやっているが、嵐山では、渡月橋の通行規制をかける寸前まで行った

ことがある。明石の歩道橋の事故があったので、右京署は「このまま放っておいたら渡月橋上で誰か倒

れたら人身事故になるかも知れない」と言っていた。結局、歩行者の通行規制は時期尚早ということで

やらなかった。いざとなったら警察の権限で歩行者を止められるので、「そうなりそうなときには早めに

知らせて下さい」ということだった。車はとっくの昔に解決しているが、今は歩行者の混雑が問題で、

東山でも同じことが起きる可能性はある。「総量規制」と言われたが、ゲートで止めるとかは、京都市は

すでにやっている。全体的に考えて今はスマホの位置データを使ってやれる。あれを汎用させて、今ど

こで混雑が起こっているかを知って解消させる。3 密を避けるためにそのデータをどこまで使えるかを

考え、ポイントを作ってモニタリングする。一定 3 密を避けるノウハウを獲得して、「産寧坂は空いてい

ます」といった情報発信もやる。 

――観光で 3 密を避けるということは、質の高い観光として後の観光に生きてくるのでは? 

・これからの観光は、世界中でみんな 3 密を避けるようになる。人には密集を避けるタイプの人と、好ん

で密集に行くタイプの人の 2 タイプがある。人を見たい、きれいな人を見たいという人もいる。それは

観光地の常だ。感染のひどかったイタリアやスペインでは、観光客をどう取り戻すか必死で考えている。

これからの夏、ナポリなど海のリゾート地にはドイツやイギリスからたくさん人がやってくる。例えば、

ナポリのビーチでは 3 密を避けるため、どのビーチも 5 メートルずつ間隔を開けて座れるようにしてい

る。今まではバールで囲い込んで飲み食いさせるか、バールで食べものやドリンクを買って、ビーチに

持って行って飲み食いさせていたのが、これからはカートに食べものやドリンクを乗せてビーチに売り

に行く。そんな分散スタイルだとそうするしかない。ビーチはそんな 3 密を避けたスタイルにならざる

を得ないという話だ。あとは農村観光もある。農家の民宿に泊まる。家族単位で 3 密を避ける。そんな

分散型観光地づくりを一生懸命やっている。今後はそういう 3 密を避けたビジネスが増えると思われる。 

観光は経済活動でなく文化活動 

――いつまでそういうスタイルが続くのか? 

・今年の 3、4 月は一過性のものと考える人が多かったが、現在の 7 月時点での論評を見ると、観光行動・

スタイルが変わって、日本で「新しい生活様式」と言っているようなニュースタイルに観光も変わる。

混んでいる所にはいかない。東京ディズニーランドなども混んでるなら行かない。 

――新型コロナがすべて消え去ったとすれば、元のスタイルに戻る? 

・今のスタイルが続くだろう。2 度あることは 3 度あるで、もう 3 度あった。ウイルスが定期的に変異し

て、必ず次の新型ウイルスが出てくる。それを逃れるには 3 密を避けるしかない。下手したら海外旅行

も観光そのものも消えると言う人もいる。ＪＴＢの幹部は、今の状況はしばらく続くが、観光は回復す

ると言っているが。 

・観光というのは、そもそも経済活動ではなく文化活動だ。ビジネスになってもならなくても昔から温泉

だって温泉宿という商売以前にあった。江戸中期までは湯治客という、自分でコメや味噌を持って宿を

借りて食事を作って過ごした。戦後の大衆化した観光は、グローバル経済が伸びるための重要な原動力

だった。日本は経験していないが、ヨーロッパ人が観光を好きなのは、大戦後の復興期にアメリカはマ

ーシャルプランで国債を発行してヨーロッパの空港や駅を作って支援し、食糧も援助したりしたという

歴史に由来する。その時の政策の 1 つに、アメリカ人観光客をヨーロッパに連れてくるという政策があ

った。米軍が払い下げた軍用機を旅客機に改造してローマやパリに連れてきた。戦前のいいホテルも残

っていてアメリカ人が泊まり、彼らがたくさんお金を落としてくれたので都市部商業・サービス業はず

いぶん潤った。占領していた米軍の兵隊も休暇には盛んに旅行をした。同時に買春もやった。ローマも

フィレンツェもアメリカ人や兵隊が落とすお金でずいぶん潤い、復興を遂げたということがある。 

・シャネルは服がメインだが、マリリンモンローの「シャネルの 5 番を着て寝る」というセリフは、若い
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兵隊は高い服を買えず、服と比べれば安い香水を彼女へのおみやげにしたので、服でなく香水を着て寝

ると言うことだった。ヘップバーンのジバンシー、フェラガモの靴…というようにファッション産業が

伸びた。経済復興から始まって文化やファッションが伸びて、今のイタリア、フランスのファッション

や美術の基盤は、そもそも観光のおかげというところがある。 

・それでいくと京都の和食などは、ただ食べるだけでなく、和食を支えるすばらしい背景、世界を見ない

といけない。すると観光客に来てもらわないとどうしようもない。絵や建物も見てもらうとか、そうし

た文化的な価値で京都の伝統産業が輸出できる。所詮、靴もカバンも伝統産業。イタリア人に「日本人

は器用なのに、なぜ靴やカバンはイタリア製を買うのか?」と尋ねられて思った。日本人は、ものづくり

として靴やカバンを下に見ているのではないか、あるいはファッションとは思っていないのではないか

…。イタリアでは女性の身につけるものは高く売れる。トランジスタラジオやウォークマンを作るより、

カバンを作ったほうが利益率が高く、もうかる。そのほうが価格競争をしなくてすむ。そのことに気づ

いた。 

観光こそ市民革命 

・そういう部分を観光や文化が支え、アメリカ人が来てくれたおかげでアメリカ風の意識が定着した。ア

メリカの若者が伝統的なものをバカにし、イタリアの若者も、アメリカの若者のようにおじいさんに逆

らうようになった。それで瞬く間に民主主義が広がり、共産主義が駆逐された。マルクスなんて読んだ

ことのない若者からすれば、じいさんたちの革命より米軍のＧＩの楽しみ方のほうが、はるかに革命だ

った。悪く言えば市民のレベルが下がり、良く言えば民主主義が広がった。みんなそれで豊かになり、

大衆消費が広がった。イタリア人やフランス人からすれば、観光を止めたら民主主義が崩壊する、ある

いは文化が伸びなくなるという感覚だ。日本には、まだ観光イコール売春のような悪いイメージを持つ

人もいるけれども、向こうは観光イコール民主主義、人権、「観光こそ市民革命」というくらいに見てい

る。観光によってグローバル化が進み、平和を実現できる、くらいに思っている。 

・89 年のベルリンの壁崩壊のあと、東ヨーロッパの人たちがどっとイタリアに来るようになった。団体バ

スで 10 時間くらいで来られる。その連中が 90 年代中ごろベネチアに行った。ベネチアの人が驚いたの

は、それまでアメリカ人観光客などは教会に行ってもカソリック離れでお参りなんかしなかった。日本

人は聖書も読んだことがないし、中国人はキリストが誰かも知らなかった。ところが、東ヨーロッパの

人たちは純粋なカソリック教徒で、教会の中でまじめに祈り、分厚いガイドブックを見ながら涙を流し

ている。「自分はプラハの学校で 30 年間美術史を教えてきたが、ダヴィンチを初めて見た。私の教えて

きたことは間違っていた」と。イタリア人は、自分たちイタリア人が忘れていた芸術に対する憧れを持

った教養ある人たちだと思った。それでチェコがＥＵに入るとき、「あの人たちは私たちと一緒だ。入れ

てやろう」と。今はだいぶ違うが、ベルリンの壁が壊れたとき「ヨーロッパは一つ」という意識は高ま

った。彼らは共産主義者ではなく、敬虔なカソリック教徒だった。 

・当時はベネチアに来ても、お金がないからお土産など買わずにトイレだけ使った。食事は自前のお弁当

を持ってきて、コカ・コーラ 1 本節約して買わなかった。そんな連中はまさに観光公害そのものだった

のに、誰もそうは言わずに「よく来てくれた」と歓待した。それこそ観光で、お金儲けは二の次になる。

自分たちの誇りをくすぐってくれて、文化的価値を共有する人たちだった。京都もそういう意識をこれ

からまだ伸ばさないといけないわけで、今くらいの程度で観光をやめてもらっては困る。 

観光がもたらした美しい町並み 

・中国の民主化が起こるとすれば、観光を通じて起こると思う。中国人がもっともっと海外に出れば、今

の国内状況に満足しないようになる。京都に町家再生が起こったのは、80 年代に京の女子大生がヨーロ

ッパへ行って、イタリアやフランスを見て「古いのはおしゃれ」と言い出したことによる。95 年ごろに

町家の悉皆調査をやったとき、うちの学生が町家レストランを見つけてきた。『Ｌｅａｆ』にも情報提供

したのだが、最初研究室で作った町家レストランマップが 1 万部、交通局の冊子が 5 万部出た。お母さ

んと子どもたちで町家を見て歩くといったプログラムもあった。すると、あるお母さんが言うには、「あ

の地図で助かりました。行ってみたら素敵で、京都にもこんなお店ができたなんて。イタリアみたい…」

と。大学時代にイタリアに何度も行ったことのあるお母さんだった。「京都育ちだから町家のことはよく
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知っていて、おばあちゃんの家は暗くて寒くて汚いところだと思ってたけど、この間行った町家レスト

ランはおしゃれ。古いって素敵なことなんだ」と言ってくれた。そのお母さんのように、今でもそんな

外国旅行した人が京都の良さを見出す。インバウンドの人たちも町家レストランで夜遅くまで過ごして

いる。 

・観光のおかげで町がきれいになることはある。90 年代に台湾の町並み保存のグループが日本に見学に来

た。台湾の 90 年代は民主化が起き、国民党政権を脱して地方分権になり、文化財保存をやったり、環境

保護や町並み保存の市民運動が盛んになった。2000 年以降、観光地としてきれいになった町並みを守っ

てきた。日本の占領時代の鉄道駅の建物も守ろうとしている。台湾は戦災を受けておらず、古い建物が

結構あって、残して観光地化し、日本人もたくさん訪れている。我々日本はヨーロッパを真似たが、台

湾は日本に学んだ。韓国もそうだ。どこも京都に憧れている。5、6 年前蘇州に行ったが、町家レストラ

ンが増えていた。上海も増えている。そんなふうに東アジアの町並み保存が観光によって広がっている。 

・京都はヨーロッパにならって汚い電柱や広告をなくした。町並みというのもマンションに屋根やひさし

をつけたりして統一感を出した。お金はかかるけれど。そんな調整だけで結構行けてて、それを台湾や

韓国の人たちは見て、京都は上手にやっていると。古いものは増やすことはできないけれど、その横に

建つ新しいマンションやホテルに屋根をつけたりして町家に合うようにやれば、町は美しくなる。新し

い建物は建て替えるたびにきれいになっていく。京都は 2007 年の景観政策以降、ホテルもマンションも

増えたが、古いものに新築のものがお金を使って合わせるという方法で美しい町並みをつくった。 

「観光公害」と言えるか? 

――京都に観光客がたくさんやって来て、混雑を招くとかバスに乗れないといった批判もあったが、どの

ように思っておられたか? 

・私は 80 年代の 5 年間イタリアで暮らし、日本人が増えてくるのを見ていたし、90 年代になってからも

年に 2、3 回行っていたので、イタリアの観光客急増の時代を知っている。それからすると、京都は「観

光公害」というレベルではまだないと思う。そもそも京都の観光客で混むバス路線は数路線しかない。

大原行きなんてガラガラ。清水とか決まったところが混む。嵐山なんて昔は清水の半分だった。嵐山は

ＪＲ京都駅から最も近い観光地で、清水へ行くより近い。山陰線と駅が改善され、嵐山駅の処理能力が

格段に伸びた。2005 年の秋のシーズンのときも、公共交通優先と言っていたが、11 月末の日曜の夕方、

雨の中を傘をさして切符の券売機の前に長い行列ができていた。可哀そうだった。今は券売機なんかで

並ばない。 

・ICOCA とか、昔に比べたら今はすごい処理能力になった。駅の利用客は 10 倍に増えた。輸送力も伸びた。

昔は秋の嵐山なんて行きたくもなかったが、今は違う。そういうところが何か所かできた。我々の知っ

ている昔の京都の観光地と、2010 年以降の観光地図は全く変わってしまった。今、嵐山はやたら混んで

いる。いくつかに集中するから観光公害と言われる。もう 1 つ混むのが花見小路。あそこは杉浦さんと

いうまちづくり協の会長さんが電柱地中化に取り組まれたが、本来観光客が来るようなところではなか

った。場外馬券売場を作ったのも、もともと客が少なかったからだ。今からすると絶対ダメだった。今

でこそ「観光公害」と言うが、日本人にとっては初めて体験するインバウンド増だったので、みんなオ

ーバーに言い出した。 

・日本人がヨーロッパに行き出したころは、男性はみんな制服のように背広を着てメガネをかけていた。

ニコンかキャノンのカメラを首から下げて…。そうやって嫌がられた。それから世界中の人が日本製カ

メラを持つようになった。日本人がカメラを持つまで観光客はカメラを持っていなかった。みんなが買

える値段のカメラを日本が作ったからだ。そういう経緯があるから、中国人が少々増えても観光公害な

んて思わない。 

京都は「食」を売りにする 

・そもそも 2000 年に 4,000 万弱だった京都市の観光客が、2015 年に 5,600 万、34％増えた。注意すべき

は、2000～2010 年に増えたのは日本人観光客で、2011 年の東日本大震災をはさんで 2012～15 年はイン

バウンド。そもそも 2,000 万から 5,000 万少しまでは日本人の、それも大半が中高年の女性だった。女

性 7 割、男性 3 割で、全体の 7 割が 50 歳以上だった。市バスに乗って隣に座った着物のおばさんは東京
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から来た観光客で、しゃべらないから京都の人かと思ってしまっていた。ところが、ペラペラの着物を

着て英語か何か知らない言葉をしゃべっているインバウンドが増えて、嫌になってしまった。着物のお

ばさんのときには京都人だと思って誰も文句を言わなかったのに、質が変わった。町家の民泊に泊まっ

て大声でしゃべってる。「あれは誰だ?」と。質が変わると文句が出るようになる。東京の中高年の、お

金のありそうな女性が、アジアの成金と思われる、ネットで知って初めて京都に来る若い女性に変わっ

た。それはデータとしてある。2000 年に「着物パスポート」を出したが、あれは東京からのお客に着物

を着てもらおうというものだった。飲食店や博物館が少し安くなるとか、織商さんの協力でいろんな所

で着付け教室をやった。着物やその付属品も売ろうという狙いもあった。 

――インバウンドを取り戻すのに、まず台湾からという戦略は京都独自でできるのか? 

・台湾だけでなく、東アジアの観光客の取り合いはいろんなところで起きる。別府など温泉地は韓国、台

湾が多く、やはり争奪戦になる。大きく言うと、台湾はウインタースポーツか温泉、京都も人気がある。

京都は町並み保存をやっているから、台湾の人は「日本でいちばんきれいな町」と言う。和食も受ける。

京都駅伊勢丹 11 階の和久傳は、圧倒的に台湾のお客さんが多い。和久傳は昔と違って国際的料亭になっ

た。台湾の人たちにも、入りやすい京都と入りにくい京都があって、あそこは入りやすい。台湾からも

中高年の女性の娘連れが多いので、彼女らには美しく美味しい和食が受ける。「食」で攻めることを考え

るべきだ。 

多様な体験プログラムをネットで予約 

――京都市としては、コロナ前に戻らない前提で、事前予約制とか総量規制とかで質を上げていくという

方向で間違いはないか? 

・質を上げるのは究極の目的だが、その前に、すでに開発されたスマホを使ったビッグデータの管理シス

テムを活用するなら、3 密を避けることが実現できる。質の保証として、祭や美術館・博物館は少人数

のほうが見やすいとか、お寺での座禅などの体験も予約制にすれば、いろんな体験が可能になるという

ことだ。インターネット上にいろいろな体験プログラムを整えて予約させる。博物館だけなら 1 万分の

1,000 人しかこなせないが、あとの 9,000 人を吸収する多様なプログラムを充実させて、1,000 人ずつを

細かく分散させる。近代建築見学や町家レストラン見学とか、いろんな体験プログラムとオープン・ミ

ュージアムをやる。学芸員がプログラムを作り、そこにボランティアを配置する。市民参加もできる。

テレビにも協力してもらう。細かなプログラムを開発して 3 密やオーバーツーリズムを避ければ質を上

げることができる。 

――コロナ前に市は宿泊税を導入したが、古都税という意見もあったりする中で 3 密を避けるとか寺社の

協力を得られるだろうか? 

・古都税がまずかったのは、お寺の貢献をカウントしていなかったことだ。素人はお寺が儲かっていると

思い込んだ。下鴨神社のマンション問題のときに知ったのだが、お寺も神社もそんなに儲けていない。

儲けるとか、彼らはそんなさもしいことは言わない。東京資本のホテルは儲けているかも知れない。だ

から払ってもらう。寺社は文化財を守ってくれている。自分の家を直すのとは違う。ある外資系ホテル

の支配人が言っていたのは、お寺や博物館などからお金を取るべきではない、自分たちは京都の質の高

い文化財で儲けているし、お客様が喜ぶ文化財を守るためならいくらでも出す、ということだった。 
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ヒアリング調査② 高橋一夫氏(近畿大学教授)（200716(THU)） 

観光需要は間違いなく戻る 

・対コロナ政策については、今は意見が「命か経済か」の 2 つに分かれており、その流れが観光にも持ち

込まれている。当分の間、意見の統一はできないと思う。ただ、感染症はこれまでからあったわけで、

短期的には右肩下がりになったとしても中長期的に見れば右肩上がりだったことを考えると、観光需要

は間違いなく戻ってくる。経済政策として、キャッシュフローを潤沢に蓄えることによって今やってい

る仕事が継続できるように守る立場に立つのか、観光事業者側の準備ができていなかった、つまりこれ

までにも言われていたサービス生産性の低いビジネスモデルのあり方に目を向けずにやってきたとする

と、いったん整理の時期だと見るのか。それは政策を行う方々の判断になる。アストラゼネカが来年に

はワクチンの供給を開始するとのことだが、本当に短期だということが見えてくれば、そこまで会社の

経営が持つようにして儲けて税金で返してもらうという考え方もあるかもしれない。一定程度の人間が

抗体を持つようになって新型コロナウイルスが単なる風邪の一つになるまで待つということになれば中

期・長期での対応になり、そこまでお金が持つという話でもないので、この機会にいったん整理しよう

という立場に立つことになるかもしれない。 

星野リゾートの経営戦略 

・先ごろ星野リゾートのホテル旅館ファンド会社の設立が話題になったが、星野リゾートの社長はマーケ

ティングの意識を非常に強く持っていて、社員にもそういう勉強をすることを推奨している。彼らは「顧

客満足度」と「経常利益率」と「エコロジカルポイント」の 3 つを経営目標に立てている。顧客満足度

を高めることはそれほど難しくない。人手をかければいいが、人手をかけると生産性が高まらない。経

常利益は売上から売上原価や人件費などの一般管理費を引いた営業利益に、さらに投資や利息など、営

業外損益のプラスマイナスで算出するものだが、経営感覚がないと経営利益率を目標にするのは難しい。

経常利益率を社員の目標にまで落とし込んでいくことは、かなりの経営力と組織文化がないとできない。

お客さんに十分満足してもらったうえで、自分たちも儲かるということだ。エコであるとはどういうこ

とか。京都は先人たちが残してくれた歴史と文化で食っている。富士山が見える宿はそこに富士山があ

るから飯が食える。いわゆる観光資源、コンテンツがあってこそ観光産業は成り立っていると考えれば、

自然に対して敬意を持つという考え方は極めて優れている。例えば生ゴミを出さない、埋めるゴミや燃

やすゴミは出さないということを目標にして、生ゴミは肥料にして地域の農家に使ってもらうというよ

うなこともやっている。ただ、グループホテルでも 3 つの目標を全て達成するのは難しいらしい。グリ

ーン購入なので若干価格も高くなる。それも含めてやろうとしている経営ビジョンを持った星野リゾー

トが、ウィズコロナのこの時期に宿泊施設向けのファンドを設立するというのは、事業承継、事業譲渡

支援の意味もあり、価値のあることと考える。 

コロナ禍が突き付けたもの 

――京都の旅館組合の要望を聴いていると、守りの姿勢が強く、経営感覚に欠けるところがあると感じる。

京都にはホテルが次々と建っていて、旅館側にはホテルに顧客を奪われているという被害者意識が強い。

旅館に関しては、方針転換をしなければ京都の中でも生き残っていけないかもしれない。 

・従業員からすればどちらが幸せかわからない。市民感覚・消費者感覚で宿泊施設の経営を見ると、一度

立ち止まって考えてみてもいいのではないか。経営者は自分で判断できる立場にある。権限を持った方々

が今までやってきたことのつけが出たとすれば、コロナ禍という不可抗力の中で、それをサポートする

かどうかは政策の分かれ目で、どちらを選択するかは政治家の価値観や政治哲学の問題になる。こんな

やり方はだめだと決めつけることはできない。どのぐらい我慢しなければならないのか、京都市の財政

基盤で対応できるのか、国のサポートがあれば何とかなるのか。国のサポートといっても国民の税金で

あり、借金を増やしているだけで、子どもや孫の世代にはいい加減なところでやめておけばよいと考え

る人もいるかもしれない。政治哲学的な判断をすべき時期に来ていると思う。個人的には早くワクチン

ができて新型コロナウイルスが単なる風邪になり、もとの生活に戻ればいいと思うが、経営が苦しいと

いっている人たちと積極的にＭ＆Ａをかけると言っている人たちとではどこに差があるのかと考えると、

今までの経営のあり方に課題があったと言えるだろう。コロナ禍はそのことを我々に突き付けているの
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ではないか。 

観光客のためのインフラの未整備 

――コロナ前の京都はオーバーツーリズムと言われて、旅館業などは儲かっていたかもしれないが、一部

の市民からは迷惑がられていた。観光業の方からもマナーが悪いなどインバウンドに対して否定的な声

が上がっていた。ところがコロナで観光客が来なくなったとたんに、どうにかしてほしいということに

なった。ホテルや旅館、飲食店、土産物屋もインバウンドが消失した時を想定していたのかどうか。も

う一つは「観光公害はけしからん」と言っていた政治家や政党のコロナ後の変わり身の早さにも憤りを

覚える。 

・君子豹変の良し悪しは別にして、オーバーツーリズムがなぜ起きるのかをもっと根本的に考えたほうが

よい。観光客が数多く来るのが悪いのではなく、観光客の増加に向けてインフラを整備してこなかった

ことを京都は思い起こすべきだ。例えば東大路通りは歩道が狭く、バス待ちで人が並んでいると通行で

きないし、前に並んでいる人が車道に落ちて危ない。もっとうまくバスを運行できるようにすればいい

が、行政では交通計画も国勢調査を基本にして、大都市交通センサスの「朝の何時にどこからどこまで

バスに乗るか」といったデータをもとに予算が作られている。今までのインフラが住民のためにのみ作

られており、観光客を意識した計画とは言いづらい。 

・ベネチア本島に観光客がたくさん来て大変だということで「Tourist Go Home」と落書きされた写真を見

せられると、「こういうことになるからツーリズムはだめだ」となるが、住民が数万人しかいない島に毎

年数千万人の人が訪れることになり、住民のためのインフラしか整備していなければ困った事態になる。

島だからインフラ整備はここまでしかできないので一定の入島制限をする、ということであればわかる

が、京都の場合はどうなのか。土日に京都駅で京都大学に行くバスを待っていて、観光客に乗車案内を

している交通局の職員から百万遍に行かない系統に乗るように促されたことがあるが、東大路通のバス

待ちにしても職員の案内というソフトで何とかなる問題ではない。行政はハードのことばかり考えてソ

フトを考えないと批判されがちで、500 億円かけた「私のしごと館」が 20 億円でつくった「キッザニア」

に負けるとはどういうことかと言われる。ソフトは大事だが、ソフトはハードがあってこそ使えるもの

だ。 

京都は「オーバークラウディング」 

・都市計画や交通計画は住民のために作られていた計画だが、門川市長は観光客 5 千万人という目標を掲

げながら、観光客のための計画を作っていなかった。プロモーションでプラス 1 千万人増やしたが、5

千万人の観光客を見越したインフラを整備してこなかったわけで、軽々しく「オーバーツーリズム」と

いう言葉を使うべきではない。京都の場合は「オーバークラウディング」の状態であり、観光客に来る

なというほどのことではない。観光客増を意識したインフラ整備が追い付いていないことに問題があっ

た。混雑してくるとどうなるかは嵐山や浅草、海外の事例を見ればわかっていたはずだ。将来予測をし

ながら積極的に整備してこなかったところに「オーバーツーリズム」という言葉だけが印象に残ってし

まった。京都では「オーバークラウディング」という言葉を積極的に使って、インフラ整備により 2019

年実績程度の観光客を受け入れられるようにする。そうでなければ、これまで投資をしてきた観光関連

産業が生き残れない。 

・京都版ＤＭＯ(京都市観光協会)ができているので、プロモーションはＤＭＯに任せればいい。行政の観

光部局はプロモーションを議論するのではなく、観光客の立場に立って都市計画や交通計画の所管部局

に働き掛け、観光の立場における企画調整的な役割を果たしていかなければならない。ＤＭＯの予算が

脆弱で良い人材を揃えられないのであれば優秀な行政マンがＤＭＯの運営をやればいいが、行政の担当

者はデジタルマーケティングのノウハウを身につけても 2～3 年で次は市民課や福祉課に異動すること

になる。ＤＭＯで専門家を雇い、ＤＭＯにノウハウやスキルが蓄積され、その人たちが活躍する場を作

ればよい。行政のプロがやるべきことは、ポスターの色を決めたり文字校正をしたりすることではなく、

政策を立案し実行することだ。 

市民感情のマネジメント 

――ヨーロッパでは行政の観光部局は計画づくりだけで、実務はＤＭＯのような専門組織がやっている。 
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・その代わり、ヨーロッパでは株式会社でいうところの取締役会や社団法人の理事会のような会議体を毎

月開いて進捗状況を確認する。社員総会もおざなりではなく、しっかり議論できることが大事だ。日本

の理事会や社員総会では観光のことを知らない人をトップに据えていることも多い。トップがスポーツ

会社の人なのでスポーツツーリズムをやるのかと思うと、計画でスポーツに全く言及がなかったりする。

地元の名士というだけでＤＭＯのトップになっているというのではＤＭＯは機能しない。一定の予算を

構え、観光が産業として雇用を生み出しているような自治体は、観光関連産業の関係者の活躍を期待し

たい。 

――公明党の支援者には観光業の方や、ホテルの清掃やクリーニング等に携わっている方も多いが、観光

客が来なくなったことでそういう方々の仕事がなくなっている。集会の場で、観光客が多過ぎて困ると

声高に主張する人の隣で、観光で生計を立てている人が黙ってうつむいているのを見て、強い違和感を

持った。 

・ホテルのベッドメイクや清掃に携わる人には、年金給付額が少ないなど老後も働き続けなければならな

い人が少なくない。元行政マンや大企業の退職者など十分な社会保障の手当がある人たちは蓄えもあり、

働かなくても食べていける。そうした人の中に現役時代には表明したことがないような極端な意見を表

明する人がいると感じる。個人の価値観なのでそれを認めてもいいが、地方の議員にはどちらの立場に

立って発言するかが問われる。 

――オーバーツーリズムは昨年の京都市長選の争点の一つで、観光に携わるサイレントマジョリティと、

感情論で観光に反対する人たちの対立だった。観光に対するネガティブな市民感情のコントロールは可

能か? 

・コントロールというよりマネジメントだ。相手に寄り添いながらも提示したビジョンに沿ってあるべき

方向に向かって動いていくことがマネジメントだと思う。オーバーツーリズムもアフターコロナも世論

が二分されている。どうしても食うために店を開きたい飲食店の方たちに対して、コロナ対策が上位問

題だと言えるのは経済的に不安がない人たちだと思う。飲食店の方々の苦労を知っているので、自分と

してはどうしてもそちらに共感してしまうところがある。大阪府知事が言うように、コロナで亡くなる

人もいれば、お金が回らなくなって自死する人もいる。二分化しないように、市民感情をマネジメント

しながら議論をどう落ち着かせていけばいいのか。大阪府知事の「Go To キャンペーンはまず近隣で」

というのは精一杯の発言だと思う。 

観光のターゲットを見直す 

――外国人向けに着物をレンタルしていた東山通の貸衣裳屋はほとんど店を閉めている。烏丸通り沿いの

新設ホテルも軒並み開業が延期されている。今後どうなるのか? 

・コロナの終息がいつになるかわからない。ワクチンができるまでは終息しない。ＩＡＴＡ(国際航空運送

協会)は 2024 年に国際間の人の移動が 2019 年レベルに戻ると予測している。大阪観光局の溝畑局長はそ

れを 2022 年と言っている。国内の移動が元に戻るのは 2022 年と予測する人もある。データ的根拠があ

るのはＩＡＴＡのシナリオなので、京都の場合も 5 千万人の観光客、一定規模の泊数のインバウンド客

が戻るのは 2024 年というシナリオを想定して政策を展開していくしかない。 

・今年の 3 月 1 日にアメリカに調査に行った。ニューヨークで最初のコロナ患者が出たのが 3 月 3 日で、

ギリギリのタイミングだった。調査地の 1 つのチャールストンは南北戦争が勃発したところで、チャー

ルストンダンス発祥地の港町だが、9.11 同時多発テロ後アメリカ国内で観光客の戻りが最も早かった観

光地だ。9.11 の時にアメリカの人たちは、「これはリスクマネジメントどころかクライシスマネジメン

トだ」と感じたのではないか。予測ができない点ではコロナと同じ状況だったと言える。彼らは今まで

の考え方を捨てて、人・モノ・金の経営資源を一度リセットし、マーケティングの常道であるターゲッ

トの見直しから始めた。しばらくは誰も飛行機に乗らないので自家用車しかない、飛行機での移動が始

まってもセキュリティが強化されて空港に相当早く行かなければならなくなると予想されるということ

で、自動車のマーケットの地理的範囲を広げた。例えば、日本では日帰りのマーケットは高速道路があ

れば片道 200 キロと言われている。名古屋あたりから往復運転して日帰りでＵＳＪに来ることができる。

日帰りは無理としても、2 泊 3 日ぐらいしてくれる人たちを想定して自動車の範囲を広げて考えるとい

うことだ。チャールストンでは「A road in road(道は続いている)」というキャッチフレーズで、ドラ
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イブで来ることができることをイメージさせ、「Fall Back in Time（時間を遡れ）」というキャッチフレ

ーズで愛国心に訴えた。チャールストンには南北戦争の史跡が残っており、当時はイスラムとの対決も

あった。わずか 2 ヵ月で 11 月には前年を上回り、翌年 4 月には同月としては過去最高の観光客を集める

ようになった。全米では翌年 4 月に前年と同程度にまで戻っている。 

・ＮＹへの戻り方が最も遅かった先進国の一つが日本で、ＪＴＢのデータによると 2003年のＳＡＲＳ時に

もタイ・中国への渡航者数は（前年の）1000 分の 1 だった。日本人は他国に比べて安心安全や清潔感に

対して極めてセンシティブで、「命か経済か」の議論の中で「命」と答える人が他国より多くなるのは致

し方ない。その中で政府は「一定程度経済を回しながら」ということをよく言い切っている。チャール

ストンの場合は、ターゲットを変えて動かし、そのためのリソースの振替をし、それらを機動的に早く

やろうということだった。コロナの場合は移動すること自体が危機をもたらすので、チャールストンと

同じことはできないが、まずは近隣からということで、過去の事例などを参考にして現実的な動きを作

り上げていく必要がある。 

現場感覚に基づくＩＣＴの利活用 

――アフターコロナでは、ウィズコロナの「新しい生活様式」に合わせた空間がサービスの質の向上につ

ながるということで標準になっていくのか、コロナ以前に戻るのか? 

・それは単価の問題だと思う。飲食店もコロナ後は単価が上っていると思う。そうしないと売上が確保で

きない。そうでなければ回転率を上げるしかない。回転率を上げることをシステム化した「オープンテ

ーブル（OpenTable）」というアメリカのレストラン予約の会社がある。私たちが飲食店を選ぶ際には、

料理が美味しいことは当たり前で、それにプラスして、例えば大将を知っているとかシェフと懇意に話

ができるとか、何らかの別の体験があるのでその店を選ぶ。レストラン側からすればお客が夜 2 回転、

昼 2 回転してくれることが望ましい。テーブルが 1 回転ではなく 2 回転するためには、19 時に予約を入

れさせないようにする。19 時に予約を入れさせないと前後に予約が入って 2 回転する可能性がある。全

てのテーブルではないが、そうやってテーブルの回転を増やすように仕向けている。 

・私たちは予約を入れる時に 19 時が満席なら次は 19 時半と考えるが、レストラン側としては 15 分単位の

ほうがよい。特にテーブルセッティングするような店では、それによってウエイターやウエイトレスの

数を減らすことができる。今後ＩＣＴの利用は増えると思われるが、現場感覚に基づいたＩＣＴ利活用

の提案ができるところが生き残っていくのではないか。 

・（食事の開始が）19 時ではなく 18 時でもいいという日本人はけっこういる。スペイン人は 21 時以降で

ないと食事をしないが、日本人は 19 時からレストランを開けさせる。通常フラメンコは 22 時か 23 時に

ならないと始まらないのに、そういう時には 20 時から始めるので、知らない間にテーブルが 2 回転する。

「オープンテーブル」が唯一失敗しているのがスペインで、彼らは夜遅くに 1 回転すればいいと考えて

いるので、アングロサクソン的なやり方が通用しない。リッツカールトンの隣のビルのレストランでは、

昼 2 回転、夜 2 回転、計 4 回転するテーブルが出てきたと言っていた。 

混み合う需要の平準化を図る 

・人と人の間隔を開けるといった「新しい生活様式」は、これまでの売上を確保しようとすれば単価を上

げる設定にしかならない。レストランのテーブルの回転率を高めることで売上を維持するようにするこ

とが必要だ。そのためには、交通機関もあまり時間を前倒しで終電とならない方がよい。行政の今の時

差出勤はせいぜい 30 分の時間差しかないが、今は市民向け窓口の多くは外部委託されていて、行政職員

の大半はオフィスワーカーだと考えれば、コアタイムを設定して徹底したフレックスタイムにしたほう

がよい。そうすれば 17 時に帰る人もいれば 20 時に帰る人もいて、近くで一杯呑んで帰る場合も少しず

つ時間帯がずれる。そうしてテーブル回転率を上げることができれば、単価を上げることなく売上を確

保できる。そうしないと飲食店側のビジネスモデルに合わない。しばらく給料は上がらないので、客単

価が上がるといい流れはできない。 

――ＵＳＪやディズニーランドは入場制限をして事前予約制にしている。京都市の美術館も時間帯を定め

た事前予約制にして、混雑を回避しようとしている。ウィズコロナで密を回避するという考え方は、ア

フターコロナで混雑を回避する考え方につながるのではないか。 
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・それが徹底しているのが「キッザニア」で、平日も休日も昼の部と夕方の部に分けて、定員制にしてい

る。さらにピークロードプライシングで、混み合う時間帯の価格を高く設定して需要を平準化させる。

飲食店の予約システムの中間支援をしている会社はいくつもあるが、テーブルを前日や前々日まで預か

って売れなければ返すという在庫管理型で、オンラインの食事予約をやっているところは少ない。飲食

店側もＩＣＴに関するリテラシーの差から面倒臭がる店もあるので、そういうところはある程度サポー

トしなければならない。 

駐車場に予約制を導入し受入バス台数を平準化 

――観光施設のように限られたスペースでの事前予約はイメージできるが、観光地エリアの混雑を回避す

るために、オープンスペースの入場規制は可能なのか。 

・例えば、吉野山は 2005 年まで桜のシーズンには 169 号線が 20 キロに及ぶ大渋滞で、救急車を呼んでも

来ない、買い物に行っても帰ってくることができないというので、観光に携わっていない住民からの苦

情が非常に多かった。屋外の集客観光地ではだいたい午後 2 時をピークとする山型ができるが、午後 2

時の山が高くならないように、駐車場に予約制を導入して平準化した。吉野山の交通マネジメントがＪ

ＴＢでの私の最後の仕事だった。季節型の観光地はオーバーツーリズムが起きやすい。2005 年に状況把

握をした時に、大型バスの問題に行きついた。大阪方面から来て吉野山に上ろうとすると 169 号線を右

折しなければならないが、この右折に時間がかかる。一時期に集中するので 20 キロ、30 キロの渋滞が

できる。予約制にして集中を避け、時間当たりの受入バス台数を平準化したところ、吉野大橋北詰から

下千本駐車場に上るまで平均 2 時間かかっていたのが平均 8 分、最も時間がかかったバスでも 21 分にな

った。奇跡ではないかと言われた。また、地域住民との協議では赤字が出たらどうするのか、利益が出

た場合の取り分はどうするのかという話になったが、最終的に地域の住民が守ってきた資源を旅行会社

が使わせてもらうと考えて、桜の保全という意味で最初のコストがかかるところまでは 100％ＪＴＢの

取り分、それ以降については両者で分配することになった。それ以前にも交通対策はやっていたが大赤

字で、吉野町が毎年 700～800万円補填していた。その年は 1 千万円残り、補填分を合わせて 1,700 万円

収支が改善された。経済的価値と社会的価値が両立した成功事例だと言える。このように屋外でもマネ

ジメントできる場合があるので、しっかり見極めて展開していけばいい。 

・地域と仕事をする場合にはありがちなことだが、吉野町の観光協会のトップが交替して交通マネジメン

トの契約先が変わると再び渋滞が発生したらしい。ＪＴＢはその後、富士山の麓と五合目を結ぶパーク

＆バスライドのマネジメントもやっていた。日光のいろは坂は、渋滞に疲れた人たちが山頂の大駐車場

で休憩してくれるから周辺の店が潤うというので、栃木県が乗らなかったそうだ。観光客目線で考える

と、一度渋滞を経験すると二度と行きたくないと思うのではないか、もっと長期的に考えた方がいいの

ではないかという話だ。観光に限らないが、利権的なものが地域ごとに出来上がっていてうまくいかな

いケースもある。屋内にしろ屋外にしろ、マネジメントの展開の仕方次第でアフターコロナの観光はい

ろいろ成り立つと思う。 

――京都は公共交通が中心で、自家用車で来る人は減っている。オーバーツーリズムでは公共交通の混雑

が問題になった。それも特定の観光地に集中するが、それは行先のマネジメントという理解でいいか? 

・どうすればマネジメントしやすいかというと、映像などで混雑状況を見える化するとか、予測数値を出

すとか、目的地に行くまでのバス等を定員制の予約制にするといったこともできないわけではない。た

だ、嵐山にしろ東山にしろ範囲が広いので、そういう広域のマネジメントの先行事例はあまりない。ド

イツかスイスで一定範囲は自動車を入れず、パーク＆バスライドにしているまちがある。住民の車も含

めてマネジメントできればいいが、住民から苦情が出る。 

年度ごとのアクション・プランを 

――今回のコロナ禍が京都のオーバーツーリズムを解消する一つのチャンスになるのではないかと思って

いる。密を防ぐことは混雑を防ぐことにつながる。アフターコロナに混雑に戻るのではなく、コロナを

うまくマネジメントしながら混雑しない質の高い観光、観光に携わらない市民にも理解してもらえる観

光につながっていくと思う。今後の課題とは何か? 

・今までは情報発信力の強化が課題だったように思うが、もう少しコンテンツの見直しを図るとか、超長
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期を見すえてお客を育てるところまで含めてどうしていくかという話になる。「京都チャンネル」のよう

なものをゴールデンタイムで放映してくれればいいのだが。 

――京都市の観光振興計画はずっと 5 千万人を目標にしてきて、この 5 年間は「質の高い観光」を目標に

掲げてきたが、それが実現できていたかどうかは疑問だ。コロナを機に質の向上が実現できればいい。 

・京都のＤＭＯのロードマップでは、富裕層だけでなくもう少し幅を広げざるを得ないという書き方がさ

れていた。ワクチンの開発状況にもよるが、2022 年が国内、2024 年がインバウンドの回復期とすれば、

年度ごとに何をやっていくのか、2024 年に向けて中期で考える中身は何かというように、スケジュール

を区切って実施すべきアクション・プランを整理していく必要がある。今は復旧の段階だが、それをど

こまで復旧と割り切ってやっていくのかだ。 

――京都市では都市計画局が補正予算を組んでホテルや旅館、簡易宿所、ゲストハウス等の住宅への転用

を支援する補助金を出そうとしている。ただし、いったん住宅に変えると 10 年間は住宅として活用しな

ければならない。ある意味でメッセージ性がある。 

・観光客数は宿泊によってある程度コントロールできる。 

 


