
令和２年度京都市職員採用ガイダンス

職種別説明会（一般事務職／観光政策）

京都市産業観光局観光MICE推進室

http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/intro/03.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/art/02.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/art/03.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/performing/03.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/festival/02.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/festival/03.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/festival/04.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/seasons/02.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/eng/kyoto/seasons/04.html
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１ 京都市について

２ 京都観光の現状について

３ 京都市の観光政策について

▶ 京都観光の課題 混雑（観光地・市バス・道路）問題への対応
マナー問題への対応
宿泊施設の急増等に伴う課題への対応

▶ 宿泊税の導入

▶ まちづくり・人づくり

▶ 魅力の発信

▶ 京都の観光振興計画

▶ 「市民生活と調和した持続可能な観光都市」推進プロジェクトチーム
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１ 京都市について ～日本の文化・精神に触れられるまち～

・国宝などの貴重な文化財が数多くある（１４の世界文化遺産）
・西陣織，友禅染，京焼・清水焼等の伝統産業がさかん
・茶道，華道，能，狂言などの日本を代表する伝統文化
・三方を山に囲まれた京都盆地に，豊かな自然と京料理

京焼・清水焼世界文化遺産 金閣寺 祇園祭

京料理鴨川能



２ 京都観光の現状 ～観光客数～

⚫ H30の観光客数は、5,275万人
⚫ 過去最高のH27の5,684万人と比較し、約7%（４０９万人）の減少

→ 近隣からの観光客・マイカーによる観光客が減少

4出典 平成３０年京都観光総合調査



２ 京都観光の現状 ～宿泊客数（実人数）～

⚫ 平成30年の宿泊客数（実人数）は、過去最高の1,582万人
⚫ 平成25年から約21％の増加
⚫ 観光客の宿泊率は，平成20年（観光客数5,000万人達成時）の26%から，平成

30年は30%に増加

5出典 平成３０年京都観光総合調査



2 京都観光の現状 ～外国人宿泊客数（実人数）～

⚫ 平成30の外国人宿泊客数（実人数）は、過去最高の450万人
⚫ 平成25年から約4.0倍の増加

6出典 平成３０年京都観光総合調査



資料：京都観光総合調査 2018年

２ 京都観光の現状 ～観光客の特徴～

⚫日本人観光客の特徴

出典：日本政府観光局（JNTO）
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⚫外国人観光客の特徴



2 京都観光の現状 ～観光消費額～

⚫ 2018（H30）の観光消費額は、過去最高の1兆3,082億円
⚫ 京都全市民の年間消費支出の約52％（京都市民の約77万人分）に相当
⚫ 平成25年から約87％の増加
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２ 京都観光の現状 ～観光消費に係る市内生産額～

⚫ 2018年の観光消費に係る市内生産額は，9958億円。
⚫ 京都市内の産業別総生産と比較すると，製造業に次ぐ規模となっている。

（億円）

出典 観光消費に係る市内生産額：平成30年 京都観光総合調査
上記以外：京都市総合企画局「平成27年度京都市の市民経済計算」 9
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■京都市観光振興
推進計画

■未来・京都観光
振興計画2010+5

■京都観光振興計画2020

【2001～2010】 【2010～2014】 【2014～2020】

■計画2020＋1

【H30～R2】

（目標）
・観光客数5000万人

世界が共感する観光都市

世界があこがれる観光都市

持続可能で満足度の高い
国際文化観光都市

量の確保
質の向上

住民生活との調和

・5000万人感動都市
（観光客数×感動割合）

・観光消費額1兆円
・外国人宿泊客300万人

・観光消費額1.3兆円
※市民生活実感調査も活用

5000万人観光都市

⚫ 京都市は，長期計画である観光振興計画を基に，観光政策を実施
⚫ 量の確保から，質の向上，そして住民生活との調和に軸足を移している

２ 京都市の観光政策について ～京都の観光振興計画～



■ 発信 ～欧米・富裕層をターゲットとしているメディアを重視～

●13言語のwebsiteによる情報発信
●世界14か所の京都市海外情報拠点

■ 海外出展 ～富裕層にターゲティングを絞った発信～

●ILTM（International Luxury Travel Market)への出展
●ATM(Arabian Travel Market）への出展

●日本ラグジュアリートラベルアライアンスによる地域間連携
（札幌市や和歌山県,京都府,石川県など）

●取材フォロー：プロフェッショナルなメディアサポート体制
→ 年間100メディア強，約10億円の広告換算効果
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３ 京都市の観光政策について ～魅力の発信～



■ 人材育成

京都市
認定通訳ガイド

京都観光の未来を
支える担い手育成

■ 買物環境等

■ 宿泊

上質な宿泊施設 旅館の魅力発信

■ 観光案内，Wi-Fi，トイレなど

観光地トイレ（高台寺公園公衆トイレ）

免税店
支援

VISAとの連携協定

ムスリム
礼拝

スペース

24時間多言語コールセンター 12

Kyoto Wi-Fi

■ 交通

フォーリンフレン
ドリータクシー

３ 京都市の観光政策について ～まちづくり 人づくり～



◆これまで，計202名を認定（英語，中国語，フランス語，スペイン語の計）
◆活動地域は，世界文化遺産：古都京都の文化財（17箇所）の
所在地域（京都市・宇治市・大津市）の全域

京都市認定通訳ガイド（京都市・宇治市・大津市地域通訳案内士）

○検索サイト「クレマチス」 https://www.kyotovisitorshost.com/en/
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３ 京都市の観光政策について ～まちづくり 人づくり（人材育成）～

https://www.kyotovisitorshost.com/en/


京都市域におけるタクシーの外国人観光客の受入れ環境の向上を図るため，
語学力やマナー，クレジットカード及びICOCA等の交通系ICカード決済機器
を搭載している運転者及び車両を「フォーリンフレンドリータクシー」として認定
し，専用乗り場（京都駅烏丸口（2016.3.1～）及び八条口
（2016.4.18～））を設置する実証実験を実施。2017年4月1日から
本格運行を開始。 京都駅以外からも乗車できるように配車アプリも開始

目 的

（車両イメージ） （専用乗り場イメージ）
14

３ 京都市の観光政策について ～まちづくり 人づくり（交通）～



免税店の拡大・売上支援等

平成26年4月１７８店舗

➔平成31年4月 ※1446店舗増

市内の免税店舗数 （国税庁調べ）

＜免税相談窓口の設置＞

＜買物環境の整備＞

＜免税店の売上げ増加支援（紹介冊子など）＞

⇒回答があった店舗の年間免税売上額が合計で約220億円（2018年）
15

1,624店舗

３ 京都市の観光政策について ～まちづくり 人づくり（買い物環境等）～



世界では4人に1人がムスリム（イスラーム教徒）と言われる中，安心して京都を旅行先に
選べるような宗教上の習慣（食事，礼拝等）に配慮した対応を強化するため，京都ハラール
評議会の監修のもと，民間企業等と連携のうえ，礼拝が可能な施設等（１８箇所）や認証済
レストラン（１６箇所）の拡充等に取り組むとともにホームページ等で情報を発信していま
す。 ※ユニバーサルツーリズム（高齢者や障がいのある方など誰もが快適に安心して，京都観光を楽しめる観光都市づくり）の一環

礼拝スペース

○イスラーム教徒が多いとされる，国・地域からの外国人宿泊客数（実数）の推移

https://kyoto.travel/en/muslim

西陣織の礼拝マット等（京都オリジナルのお土産）
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国・地域名 2013年 2018年
増加数

2013⇒2018

マレーシア 12,801 52,646 39,845

インドネシア 10,423 54,266 43,843

中 東 12,654 48,708 36,054

合 計 35,878 155,620 119,742
参 考
（外国人宿泊客数）

1,127,852 4,503,369 3,375,517
資料：京都観光総合調査

５年間で４．３倍に増加！

３ 京都市の観光政策について ～まちづくり 人づくり（買い物環境等）～

https://kyoto.travel/en/muslim


外国人観光客の受入環境の充実を図るため，京都市内の観光関連
事業者が行う受入環境整備事業に対し，その実施費用の一部を助成

＜助成対象者＞

＜助成対象事業＞
■キャッシュレス対応
■免税対応
■Wi-Fi整備
■洋式トイレ整備
■多言語整備
■外国語研修開催
■ダイバーシティ対応
■マナー啓発
■マーケティング推進
■災害対応

17

京都市宿泊税活用事業

＜助成金額＞
○助 成 率：事業経費の２分の１以内
○助成上限額：１事業あたり上限２０万円

３ 京都市の観光政策について ～まちづくり 人づくり（観光案内，Wi-fiなど）～



伝統産業との連携強化

伝統工芸によるコングレスバッグ

MICEの振興は，京都ブランドや都市格の向上，市民生活の活性化，高い経済効果が期
待できるとともに，京都観光の「質の向上」にもつながることから，積極的にMICEの誘
致活動に取り組んでいます。

一人当たり滞在消費額 外国人客 日本人客

京都開催国際会議参加者（H25調査時） 154,121円 46,186円

（参考）京都観光総合調査（H29） 34,593円 18,696円

資料：京都市「京都市におけるMICE実態調査」，京都市「京都観光総合調査」

約4.5倍 約2.5倍

海外有力商談会への出展

京都大学等との連携強化

京都コンベンションビューローの体制強化

これまでの取組が実を結び，多数の大型国際会議の京都への誘致が成功

○ 「IPCC（気候変動に関する政府間パネル）」総会 ２０１９年５月

○ 「ICOM（国際博物館会議）」 ２０１９年９月

（歴史や美術，考古学，民族，科学，技術，自然史などの博物館

関係者の世界大会）

○ 「第４回観光と文化をテーマにした国際会議」 ２０１９年１２月

（国連世界観光機関と国際教育科学文化機関の主催）

○ 「国連犯罪防止・刑事司法会議」 ２０２０年４月

（犯罪防止・刑事司法分野における国連最大の国際会議）

国際会議開催件数の推移（JNTO基準）

306
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３ 京都市の観光政策について ～ＭＩＣＥ戦略～



➂宿泊施設の急増等に伴う問題（違法・不適正な宿泊施設等）

➀混雑（一部の観光地・市バス・道路）問題

②マナー問題
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３ 京都市の観光政策について ～京都観光の課題～

⚫ 外国人観光客の急増等により，混雑，マナー問題，民泊問題などが顕在化
⚫ それぞれの課題について，早急に対応を実施

→３つの集中（時期，時間，場所）の分散化
→公共交通・道路の混雑対策の実施

→マナー啓発の実施

→条例等の制定
→違法民泊事業者等への指導・命令

（専任４６名体制）



■ 時間帯の分散

観光キャンペーンの実施

花灯路・京の七夕

朝観光・夜観光の推進 地域と事業者との連携

京都レストラン
ウィンター
スペシャル

二条城
夏の早朝観光
(7,8月)が大好評

○地元関係者，民間事業者等と「プロジェクト

チーム」等を通じて推進。

○伏見，大原，高雄，京北，西京，山科エリア

の隠れた魅力の発掘・発信

「とっておきの京都プロジェクト」

各エリアの主体的な取組を支援

京都遺産・伝統文化・
匠の技

体験型ツアー拡充

■ 季節の分散 ■ 場所の分散

写真提供：京都市×ぐるなび×ぐるたび

○多様なエリアの奥深い魅力を発掘・発信

○市内全域への観光客の分散化と地域活性化

・コンテンツ・商品開発

・地域のブランドプロモーション

・受入環境整備

特定地域における周遊性の向上

○嵯峨嵐山エリアにおける周遊促進の実証
事業
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⚫ 京都市は，３つの集中（時期，時間，場所）の分散化の取組を実施

３ 京都市の観光政策について ～➀混雑問題への対応～



京北エリア
大原
エリア

西京
エリア

伏見
エリア

山科
エリア

高雄
エリア

「とっておきの京都～定番のその先へ～」プロジェクト

地域や民間事業者と連携し，隠れた名所の魅力を発掘・活用することにより，市
域全体への観光客の誘客を促進させ，地域の活性化に繋げるとともに，観光客の満
足度の向上を図る 魅力ある多様なエリアへの送客促進

京都駅
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３ 京都市の観光政策について ～➀混雑問題への対応～

とっておきの京都 検索



・ ビックデータをもとに，ＡＩによって京都市全域及びエリア別の観光快適度を予測し，公式ホームページ
「京都観光Ｎａｖｉ」において５段階で表示
・ 快適に観光できる時期・時間帯での訪問や，周辺エリアへの回遊を促すなど，観光需要をマネジメントし，
より一層の分散化を図るとともに，観光客の満足度向上や地域の活性化を推進
・ 利用者に対して，ホームページ上で観光快適度と実感との乖離についてアンケートを行うことで，予測の
精度を向上

春・秋の観光シーズンは，観光客が集中する人気の観光
スポットを含む「祗園・清水エリア」，「嵯峨・嵐山エリア」，
「伏見エリア」の３つのエリアの情報も公開
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＜京都市全域＞ 9/18～実施 ＜エリア別＞ 10/31～実施

３ 京都市の観光政策について ～➀混雑問題への対応～
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・乗車時に精算するため、京都駅前は停車時間が
延びたが、途中バス停の停車時間は11.5秒減少

■地下鉄・バス一日券の積極的なPR（価格見直し）
→ 市バスから地下鉄への利用促進

バス一日券
大人500円→600円

地下鉄・バス一日券
大人1,200円→900円

バス
のみ

バス
＋

地下鉄

■市バス混雑緩和に向けた前乗り後降り方式の導入
洛バス100系統
京都駅前～五条坂
～祇園～銀閣寺前
土日76便／日

■手ぶら観光の推進

・京都駅に到着された観
光客対して、駅カウン
ターに手荷物を預け、宿
泊先等へ配送する手ぶら
観光を推奨

■外国人利用者に向けた
「京都の電車・バス」の利用案内

３割減 ３倍増

３ 京都市の観光政策について ～➀混雑問題への対応～



⚫ 生活習慣の違い等により，誤ったトイレの使い方や路上喫煙，ゴミのポイ捨て，
騒音，舞妓への無断写真撮影等，一部の外国人観光客のマナー問題が顕在化

⚫ 航空機内誌へのマナー記事掲載や，リムジンバス車内におけるマナー情報掲示な
どの入洛前の啓発を実施

⚫ 民間事業者と連携したリーフレットの作成によるマナー啓発や，市民や地域によ
るマナー向上を呼び掛ける取組等を実施

24

●祇園町南側地区協
議会において，外国
人観光客等にイラス
トでマナー向上を呼
びかける高札を作成。

●日本・京都で守って頂きたい習慣やマナーを紹介した
リーフレット（英語・中国語（簡体））とポスター（英
語）を作成。

●トイレの使い方
について，イラス
トを中心とした啓
発ステッカーを作
成。

 

３ 京都市の観光政策について ～②マナー問題への対応～



○旅行業界等に対して協力要請
・日本旅行業協会（約２，２００社），全国旅行業協会（約５，５００社），
中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会（約３４０社）

・宿泊客数上位２０箇国のうち香港，中東を除く１８箇国の大使館・領事館
・National Geographic Travelers等の４７社の海外メディア

○マナー啓発ステッカーの作成
市内事業者向けに「撮影禁止」，「立入禁止」，「飲食禁止」等の１４項目の注意事項を

ピクトグラムで分かりやすく訴求するステッカーを作成（日・英・中併記）。

○マナー啓発動画の作成
ごみのポイ捨てや写真撮影などの５つの項目について，日・英・中の３言語で紹介する動

画を作成し，関西空港（入国審査場，観光案内所），ギオンコーナー，JR京都駅，祇園四条
駅，市観光ホームページ（国内・国外向け），Facebook，Weibo等で放映
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関西空港 入国審査場 ギオンコーナー関西空港 観光案内所 ＪＲ京都駅 動画ページ

３ 京都市の観光政策について ～②マナー問題への対応～



ルール① 開業前の近隣住民への説明と標識

の掲示

ルール② 宿泊者に対する，騒音やゴミ出し，

火の取扱い等に関するルールの説明

ルール③ 昼夜を問わず，概ね10分以内の管

理者の駆け付けと緊急連絡先の公開

ルール④ 住居専用地域での営業期間の制

限（1月中旬～3月中旬に限る）

年度
延べ
通報等
回数

延べ現地
調査回数

調査指導

対象施設

営業者等
の特定調
査中

指導中
営業中止・
撤退

旅館業に該
当せず※２

平成28 1,901 2,143 1,159 新規 1,159 505 222 352 80

平成29 1,337 2,996 1,339 新規 612 746 260 228 105

平成30 870 2,564 1,689 新規 683 16 8 1,482 183
令和元 175 448 180 新規 156 14 3 92 71

累計 2,610 2,154 439

○ 無許可営業疑い施設に対する調査・指導状況（令和元年１１月末）

合計17施設について指導中
又は継続調査中

○ 京都市の「民泊」に関する主なルール
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⚫ 京都市では，平成27年に「民泊」対策PTを設置，平成28年に「民泊通報・相談
窓口」を設置するなど，全国に先駆けて，違法民泊対策を実施

⚫ 地域実情に沿った形で，民泊新法に基づく条例等を定め，厳格な運用を実施

専任４６名体制

３ 京都市の観光政策について ～➂宿泊施設の急増等に伴う課題への対応～



⚫ 営業者等の常駐・駆け付け義務
緊急の事態等に適切に対応するため，営業者等は，人を宿泊させる間，施設内にいなければならない。
ただし，小規模宿泊施設（一棟貸し，宿泊定員１組９名以下のみ）の特例の適用施設（施設外玄

関帳場設置施設若しくは京町家活用施設）にあっては，施設からおおむね１０分以内（道のり８０
０ｍ以内）の場所に使用人等を駐在させ，昼夜を問わず駆け付けられるようにする。

令和２年４月から全ての宿泊施設で適用

※令和元年１１月末時点京都の宿泊施設数

年度

旅館・ホテル 簡易宿所 合 計

総施設数
新規
許可
件数

新規許可件数

総施設数 総客室数
新規
許可
件数総施設数

京町家
（再掲）

総数
京町家
（再掲）

２7 ５３２ ９ ６９６ １４５ ２４６ １０６ １,２２８ ２９，７８６ ２５５

２８ ５５０ ２５ １,４９３ ３７０ ８１３ ２３１ ２,０４３ ３３，８８７ ８３８

２９ ５７５ ３８ ２,２９１ ５４３ ８７１ １８１ ２,８６６ ３８，４１９ ９０９

３０ ６２４ ７３ ２,９９０ ６８４ ８４６ １７１ ３,６１４ ４６，１４７ ９１９

令和元※ ６４８ ４７ ３,２６３ ７９１ ４０３ １１４ ３,９１１ － ４５０
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⚫ 宿泊施設拡充・誘致方針の策定
平成２７年，外国人宿泊客の急増や宿泊施設の供給量の不足により「泊まりたくても泊まれない」

状況が顕在化するとともに，無許可「民泊」が急増。安心安全で地域と調和した宿泊観光の向上を目
指すため，平成２８年１０月に「宿泊施設拡充・誘致方針」を策定。

【宿泊施設の拡充・誘致の５つの考え方】
『地域や市民生活との調和を図る』 『市民と観光客の安心・安全を確保する』
『多様で魅力ある宿泊施設を拡充する』 『宿泊施設の拡充・誘致を地域の活性化につなげる』
『宿泊施設の拡充・誘致により，京都経済の発展，京都に伝わる日本の文化・心を継承発展させる』

３ 京都市の観光政策について ～➂宿泊施設の急増等に伴う課題への対応～



１ 宿泊税の徴収方法

●納税義務者

１人１泊当たりの宿泊料金 税 額

20,000円未満 200円

20,000円以上50,000円未満 500円

50,000円以上 1,000円

●税率

●特別徴収義務者

特別徴収の方法による

２ 宿泊税の仕組み

旅館業又は住宅宿泊事業を営む方

・ 旅館業法に定める旅館業を営む施設への
宿泊者

・ 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を
営む施設への宿泊者

※学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く）

の児童，生徒又は学生で，当該学校が主催する

修学旅行その他学校行事に参加しているもの

及びその引率者については課税免除

宿泊料金
宿泊税

宿泊税を
申告納入

宿泊者
旅館業・

住宅宿泊事

業を営む方

３ 京都市の観光政策について ～宿泊税の導入～
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➁民泊対策 1.4億円

現在の観光課題を早急に解消し，市民生活との調和を図る取組に優先して充当

事業経費71億円うち 充当額42億円（宿泊税課税・徴収経費含む）

➂宿泊事業者支援・宿泊観光推進 3.9億円

➃受入環境整備 7.1億円

➀混雑対策・分散化 8.7億円

➄国内外への情報発信 2.6億円

令和元年度 宿泊税を財源として充実・強化する取組

➅京都ならではの文化振興・美しい景観保全 16.8億円
29

３ 京都市の観光政策について ～宿泊税の導入～



近年の外国人観光客の急増に伴う混雑対策やマナー問題の解決，受入環境の整備など，
本市における市民生活と調和した観光の推進及び観光を通じた京都経済の活性化に向け
た方策を検討する。

チームリーダー 観光政策監
サブリーダー 健康長寿のまち・京都推進担当局長，都市政策担当局長，交通局次長
メンバー 行財政局長，総合企画局長，文化市民局長，産業観光局長，

都市計画局長，交通政策担当局長，区長（当番区），
観光MICE推進室長，観光戦略担当部長，保健福祉局医療衛生推進室長

令和元年５月２２日
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目 的

構 成

発 足

【課題の検証と基本指針】
PTでは，データの収集，分析を行うとともに，有識者や観光関連事業者，市民の皆様からの御意見を把握し，

これまでの取組の成果及び地域ごとの課題の検証，並びに今後の施策の検討等を実施。
市民生活と観光の調和に向けて解決すべき課題を「混雑への対応，宿泊施設の急増に伴う課題への対応，観光

客のマナー違反への対応」の３点に集約し，基本指針と具体的方策について取りまとめる。

【有識者】前川 佳一 京都大学大学院経営管理研究部特定教授，宗田 好史 京都府立大学副学長，
矢ケ崎 紀子 東京女子大学現代教養学部教授，若林 靖永 京都大学経営管理大学院教授

【京都観光マネジメント会議委員】
橋爪 紳也 委員長 大阪府立大学研究推進機構特別教授 ，田中 誠二 副委員長 学校法人大和学園理事長，平井 誠一 (株)西利代表取締役社長
高橋 佑司 (株)リクルートライフスタイルじゃらんリサーチセンター グループマネージャー，西岡 佳澄 市民公募委員

【事業者】旅行会社，商店街 旅館組合 など
【市民意見の把握】

各区役所・支所に寄せられている市民等からの観光課題・恩恵に関する情報，市長への手紙等を通じて，市民意見を把握

３ 京都市の観光政策について～「市民生活と調和した持続可能な観光都市」推進プロジェクトチーム～



●地域，交通機関等の実情に応じた観光需
要のきめ細かいマネジメント・分散化

●市バスにおける移動経路の分散化と
乗降時間の短縮

基本指針

持続可能で市民・観光客・事業者の満足度の高い国際文化観光都市の実現

～市民・観光客・事業者・未来 四方よしの持続可能な観光地マネジメントの実践～
市民の安心・安全，地域文化の継承を最重要視した市民生活と観光の調和に向けた３つの柱と基本指針

混雑への対応(観光地・市バス・道路) 観光客のマナー違反への対応宿泊施設の急増に伴う課題への対応

■京都市の特性

●千年を超えて培われてきた文化芸術，景観，自然との共生，
市民の暮らしの美学，生き方の哲学などが観光面で高く評価

●市民のおもてなしの精神で，観光客を温かく迎えてきたまち

外国人観光客の急増等による一部の観光地・市バスの混雑，マナー問題等の発生

旺盛な宿泊需要に対応した宿泊施設の急増
京都観光を取り巻く環境変化に
対する市民の懸念の高まり都市格の向上に伴うオフィス・研究所・住宅等の必要性の高まり

■環境の変化

市民生活の豊かさ・地域文化の継承へ市民の共感の輪の拡大
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●゛郷に入れば郷に従う”京都の
マナー遵守に向けた効果的な啓発

●宿泊税を活用した地域の取組へ
の支援

SDGsの理念も踏まえ

●市民の安心･安全，地域文化の継承を
重要視しない宿泊施設はお断り！

●より質の高い宿泊観光への進化

（参考）「市民生活との調和を最重要視視した持続可能な観光都市」の実現に向けた基本指針と具体的方策について


