
京都市の観光政策「過去」「現在」「未来」
～ ＳＤＧｓ・レジリエントシティの理念の実現へ ～

新型コロナウイルスの危機から何を学ぶか！

京都の千年の歴史に学び、未来に生かす

京都市長 門川 大作

２０２０年４月２０日



苦境に立たされた今，
京都の歴史力・地域力・文化力が試されている
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京都市の新型コロナウイルス感染症への対応経過について

1月22日 第1回 対策庁内連絡会議

1月28日 第2回 対策庁内連絡会議

1月30日 京都市内初の感染者の確認（留学生）

緊急対策本部会議発足・全庁体制の強化

1 全庁一丸となった現状把握と市民への正確な情報発信 →「正しく恐れる」

2 感染拡大防止の徹底

3 全国に先駆けて、土日休日も含めた24時間対応の専用相談窓口を開設

2月 7日 京都マラソン2020（2/16）で中国からエントリーされている方に対し，参加自粛を要請。

不参加の方には次回大会の出走権（参加料不要）を用意することを案内。

3月26日 国において，新型インフルエンザ等特措法に基づく対策本部会議を設置

3月27日 京都市においても対策本部会議を設置，全庁体制を強化

4月 7日 政府が，7都府県に緊急事態宣言を発出，京都市においても宣言発出地域と同等の対応

4月10日 京都府，京都市から，国に緊急事態宣言の発出を要請

4月16日 全都道府県に緊急事態宣言を発出することを政府が表明

（京都府を含む13都道府県は「特定警戒都道府県」に指定）



〇 生活支援臨時給付金 ５５６億円

感染症の影響を受けて収入が減少し，生活に困っている世帯に対し，必要な資金（１世帯当たり３０万円）交付

〇 子育て世帯への臨時特別給付金 １６億円

０歳～中学生のいる子育て世帯を対象に，子ども一人当たり１万円を児童手当の６月支給に合わせて給付

〇 新型コロナウイルス対応実質無利子融資制度（仮称）の創設【府市協調】 ８００億円

国の緊急経済対策を活用し，新たな本市融資制度創設による民間金融機関を通じた無利子融資を実施

〇 中小企業等緊急支援補助金の創設【市独自】 ５億円

令和２年４月に実施した観光事業者に対する緊急助成制度の対象者を，市内中小企業等に拡充した助成制度

（補助率３/４・上限額３０万円）を創設

〇 文化芸術活動奨励金【市独自】 ０．５億円

自粛要請期に創造できる無観客公演をはじめとする新たな発表手法の開発，新たな展覧会・公演企画の企画開発を支援

▶ 市民生活の下支え及び中小企業の事業継続に必要となる財政支援

○ 相談体制の強化，ＰＣＲ検査費用，患者発生に備えた医療費等 １０億円

帰国者・接触者相談センターの受付体制強化及びＰＣＲ検査費用，患者発生に備えた医療費の増額

〇 社会福祉施設におけるマスク・消毒液等の確保 ３億円

〇 保育園等への登園自粛者等への保育料の還付 １億円

保育園等への登園自粛又は保育園等が臨時休園を行った場合の利用者負担額返還分

▶ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
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京都市の新型コロナウイルス感染症への対策について
（４月市会補正予算） 総額１，４０９億円



花火大会の起源

故・梅原猛先生 「千年の真理は京都で学ぶ。」

貞観年間（869年～），全国で天変地異が相次ぎ，疫病が流行
帝が66本（当時の国の数）の矛を立て，全国の平安と疫病の治まりを祈願
神泉苑に祇園社から三基の神輿が送られた（祇園御霊会の始まり）
⇒ 祇園祭等の起源と今日的意義

1732年，江戸で1万2千人もの死者を
出した疫病，飢饉をきっかけに，
1733年，隅田川で水神祭を開催
（5月28日は花火の日）
平成30年5月30日，京都競馬場，

JRAのご協力の下，「京都芸術花火」
を初開催！

神仏習合
山川草木悉皆成仏

日本の，京都の祭と疫病・自然災害
～「祇園祭等に学ぶ」災難からの克服へ，祈りと行動～
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祇園祭は，

昨年1150年！



日経新聞が７４の指標で評価
全国８１５市・区対象

民間シンクタンク「都市特性評価」 京都市が２年連続 総合１位に！

全国主要７２市の特性を，６分野（経済・ビジネス，研究・開発，文化・交流，
生活・居住，環境，交通・アクセス），８３指標による調査。
京都市は，特に「文化・交流」「研究・開発」の分野で高く評価。

SDGｓ・持続可能性先進度調査 京都市が１位！（2019.1）

レジリエント・シティの取組 ～しなやかで強く，持続可能でより魅力的な京都へ～
ショック（自然災害，テロ，感染症など）とストレス（人口減少，コミュニティの弱体化，

インフラ老朽化など）から早急に復旧し，よりしなやかで強くなっていく都市を目指す。
パリ，ロンドン，ニューヨークなどとともに，10倍超の競争率の中で，
ロックフェラー財団の「世界１００のレジリエント・シティ」に選定！

・2018年7月 京都創生総合戦略・レジリエンス・SDGs」推進本部会議立ち上げ
・2019年3月 京都市レジリエンス戦略 策定

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000250010.html

①

②

③

SDGｓ レジリエント・シティ 京都

SDGs：持続可能な社会に向けた世界共通の17の目標（2015 国連で採択）
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宗教都市

国際都市
世界文化自由都市宣言

融合・イノベーションによる

「まちづくり」

×ものづくり 精神文化

「ひとづくり」

ものがたりづくり都市
精神文化の拠点都市

ものづくり都市
伝統産業から先端産業へ

「スタートアップ・エコシステム」

国内外の研究開発拠点等が集積

食文化
多様性・「中央市場」
「京野菜」等農業

「酒」

自治の都市

自然・景観

人権都市
多文化共生都市

「水平社宣言」等

環境
京都議定書・京都宣言

京都ガイドライン

1.5℃京都アピール

福祉・医療

先進都市

教育先進都市

大学のまち
学生のまち

大学コンソーシアム48大学
人口の１割が学生
ノーベル賞・京都賞

イノベーション・

ベンチャーのまち

文化創造都市
古典からマンガ・
現代アートまで

千年を超えて，都市の機能・文化が遮断されずに継承・発展
レジリエンスを目指し，SDGsを体現してきたまち

観光も大切にしてきたまち！

文化庁が機能強化して
全面移転

国内外から
注目!!

京都は観光都市ではない！？
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疫病や自然災害を克服してきたまち



都市は，理想を必要とする。
全世界のひとびとが，人種，宗教，社会体制の相違を超えて，
平和のうちに，ここに自由につどい，自由な文化交流を行う都
市。
京都は千年の都であるが，ただ過去の栄光のみを誇り孤立すべき
ではない。優れた文化を創造し続ける永久に新しい文化都市でな
ければならない。 京都市基本構想（1999(平成11)年策定）

京都には千年を超えて大切にしてきた「市民の生き方」がある

○市民の６つの「得意わざ」

①めきき：本物を見抜く②たくみ：ものづくりの精緻な技巧

③きわめ：何ごとも極限まで研ぎ澄ます④こころみ：進取の精神

⑤もてなし：来訪者を温かく迎える心⑥しまつ：もったいない，始末

世界文化自由都市宣言（1978(昭和53)年）

▶機能強化した「新・文化庁」

京都へ全面的移転（2021(令和3)年度中）

▶ DO YOU KYOTO？ 京都議定書

⇒2019年 5月 IPCC第49回総会 京都市開催

・パリ協定実行を支える｢IPCC京都ガイドライン｣

・2050年CO2排出ゼロ宣言｢1.5℃京都アピール｣

▶ 「はぐくみ文化」子育て・教育環境日本一へ！

国家戦略としての京都創生 2003(平成15)年スタート

文化・景観・観光を中心に

レジリエント・シティとＳＤＧｓ
⇒京都ならではの歴史力，地域力，文化力で，
新型コロナウイルス感染症の影響からの復活

⇒持続可能な社会，持続可能な財政へ

最上位の
都市理念

策定当時，京都は危機的状況
「産業や観光の伸び悩み」
「工場や大学の流出」
「文化の創造力と発信力の低下」
「都市の空洞化」
「風情ある街並みの喪失」

→「小さな東京にならない」

日本に，京都があってよかった。

建 都（ 794 ）の コ ン セ プ ト
１ 平安 ～ 平和 安寧
２ 世界に開かれた都市 ～ 城壁のない都
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文化を基軸とした都市経営 文化で経済の活性化
市民の豊かさ，持続可能な社会・世界平和へ



● １８７１年（明治４年） 日本最初の博覧会を京都で開催（西本願寺）
● １８７２年（明治５年） 第１回京都博覧会開催
● １８９５年（明治28年） 平安遷都1,100年事業（平安神宮の建立）

第４回内国勧業博覧会開催
● １９２７年（昭和２年） 京都駅に「観光案内所」を設置
● １９３０年（昭和５年） 京都市に「観光課」を設置

東山，北山，鴨川周辺を風致地区指定
● １９３８年（昭和13年） 「旅館サービス読本」発行（市観光課）
● １９５６年（昭和３１年） 京都市市民憲章を制定

地方自治体では初！

今年で９０周年！

「見」「視」「診」「看」「観」

大学政策教育政策
人づくり

交通政策

景観政策

保健・
医療政策

安心・安全
危機管理

レジリエンス

福祉政策
社会包摂
人権

文化・
芸術政策

産業政策

環境政策

商店街振興
など

まちづくり
政策

観光政策
（都市政策の総和）

SDGs
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京都市市民憲章については

以下のＱＲコードから！

「京都市市民憲章」

景観政策のスタート！



○ 標記会議は，観光と文化の大臣をはじめとする各国の関係者が集結して，貧困を緩和し
，雇用を創出し，自然と文化遺産を保護するために観光と文化の力をいかに活用するか
を議論する国連の唯一の場。

○ 会議においては，「文化の継承」「地域コミュニティ」「人材育成」等に焦点を当て，
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けて観光と文化の力をどう活用するかなど
について，閣僚級会合や分科会等において，一般参加者にも開かれた議論が行われた。

【第４回京都会議概要】
(1) 期 間： 2019年12月12～13日

（於：国立京都国際会館）
(2) テーマ：将来世代への投資 ～観光×文化×ＳＤＧｓ～
(3) 参加人数：1,500名（70箇国）
(4) 参加者：観光・文化大臣，各国政府関係者，

国際機関関係者，民間事業者等
(5) 主 催：国連世界観光機関（UNWTO），

国連教育科学文化機関（UNESCO）
(６) これまでの開催年及び都市：

第１回 2015年 2月 シェムリアップ
第２回 2017年12月 マスカット
第３回 2018年12月 イスタンブール

ＵＮＷＴＯ／ＵＮＥＳＣＯ 国連 観光・文化京都会議

国連世界観光機関とユネスコが共催する唯一の会議
（日本初開催！）
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「観光・文化京都宣言」の採択と「京都モデル」の発信

京都宣言において，特に，観光，文化及び地域コミュニティの

関係のマネジメントについて，京都の取組が高く評価され，「京

都モデル」として活用を推進するべきことが明記された。

京都市長から提案した「UNWTO世界観光倫理憲章を補強する

行動規範等の構築」についても，盛り込まれた。

https://unwto-ap.org/document/world-tourism-ethics-charter/

（以下，宣言一部抜粋）

○観光，文化及び地域コミュニティの関係を適切にマネジメントすること

に関する「京都モデル」の活用を推進する。

○季節，地域，時間における観光客の分散化を促す戦略的な観光地マネジ

メントシステムを適用する。

○日々の生活に根差した伝統と文化的表現の担い手である住民の意見が確

実に反映されるようにする。

〇ＵＮＷＴＯ世界観光倫理憲章の実行，及びその関連施策，行動規範，ガ

バナンスシステムの採用により観光部門における倫理意識を強化する。

京都の取組と観光・文化京都宣言

10

○京都市長から「地域コミュニティ」「文化」「観光」の理想的な関係を築き，ＳＤＧｓの達成に繋

げていく，市民ぐるみで進めてきた取組を「京都モデル」とする特別講演。

○「観光・文化京都宣言」を採択。今後の各国・地域における観光と文化に関する取組指針に。

観光事業者や観光客が京都で尊重し，遵守いただけるような理想的な行動規範の検討・実行へ

＜京都モデル＞



2018年観光総合調査結果（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
 2013（H25）から約87％の増加
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２０１０年３月策定
未来・京都観光振興計画2010＋5

７つのプロジェクト１１６事業
①暮らすように旅する

②歩いてこそ京都

③市民京都再発見

④心で“みる”京都

⑤観光客の不満をゼロに

⑥新たな京都ファン獲得

⑦京都の魅力うまく伝える

２０１４年１０月策定
京都観光振興計画2020

２５施策・１９１事業
質を高めて量を確保！

①人づくり，まちづくり

②魅力の向上，誘致手法
③魅力の発信，コミュニケーション
④ＭＩＣＥ戦略

２０１８年５月策定
京都観光振興計画2020+1

２１８の事業
市民生活と観光との調和等の観点から，
２７事業を追加

京都市の観光振興計画

観光消費額 2013年 7,002億円 ⇒ 2018年 1兆 3,082億円

外国人宿泊客数 2013年 113万人 ⇒ 2018年 450万人

「質」を高めて「量」を確保する

５年で約４倍に！

ただし，訪日外国人（3,119万人／2018年）のうち京都に泊まる人の割合は14％強

市民78万人分（市民の53％）の消費額に相当

５，０００万人感動都市
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

京都市の観光振興計画

市民生活と観光との調和

2020(令和2)年度中に
次期観光振興計画を策定へ
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観光客の人数を追求しない！



京都観光の現在

「観光先進都市・京都」から
「観光課題解決先進都市・京都」へ
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市民生活との調和を最重要視した
持続可能な観光都市

① 混雑への対応(一部の観光地・市バス)

② 宿泊施設の急増に伴う課題への対応

③ 観光客のマナー違反への対応

＜３つの柱，５０の事業の充実・強化＞
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２０１９．５ 「市民生活と調和した持続可能な観光都市」推進PT 設置

２０１９．１１ ３つの基本方針と５０の具体的取組を開始

国連観光・文化京都会議での「京都宣言」「京都モデル」と併走！



① 混雑への対応

ア 季節の分散化

イ 場所の分散化

ウ 時間の分散化
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観光公害

オーバーツーリズム？



ア 季節の分散化
（2003）3.6倍 → （2018）1.4倍
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383万
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（万人）
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11月 （2003） ６６６万人 → （2018） ４７１万人

2月 （2003） １８６万人 → （2018） ４０３万人



「とっておきの京都～定番のその先へ～」プロジェクト
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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

魅力ある多様なエリアへの送客促進

京都駅

イ 場所の分散化

京都府の「もう一つの京都」「海の京都，森の京都，お茶の京都」との連携も



市バスの混雑対応

（例）金閣寺道（南行）停留所付近での御案内

(例）京都駅前バスターミナルでの１００号系統

・前乗り後降り方式の拡大

・生活系統と観光系統の分離

パートラッピング車両

・観光系統の分かりやすさ向上

大型手荷物スペース
（約６個分：観光に便利な系統）

18

・74系統から84系統に拡充

・バスも増車
→6割が赤字路線，
4割の黒字路線で全市のバスダイヤを支える！

・鉄道との乗り継ぎの利便性向上

・大型手荷物対応車両の拡大

・手ぶら観光の推奨



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

19子どもの文化体験事業

無電柱化事業
洋式トイレの整備

京町屋の改修

宿泊税（財源の確保）



25000

35000

45000

55000

65000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

29,189室

② 宿泊施設の急増に伴う課題への対応

53,741室

（室数）
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※2020年度末頃の開業を計画している主な宿泊施設も含めると約57,000室
（2019年8月末時点推計）

旅館業法に基づく許可施設数の推移



無許可営業疑いの宿泊施設への徹底指導

2633軒

4軒
0

1000

2000

3000

通報件数 調査・指導中

指導による営業中止等
２，６２９施設

（通報件数の９９％）

2020年3月末
（施設数）
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京都市では４６人の専任体制！ 悪質事例には告発も



市民の安心・安全と地域文化の継承を

重要視しない宿泊施設の参入を

お断りしたいと宣言

おことわり宣言

22



新たにできる宿泊施設については，

都市計画のあらゆる手法を駆使し，質の向上を図る

(1)地区計画の策定

（例）四条通地区におけるカプセルホテル等の制限

(2)宿泊施設のバリアフリーの更なる充実（室内において車いすでの移動を可能とする）

(3)宿泊施設立地に際しての近隣住民への構想説明など事前手続の充実

（烏丸通～四条大橋西詰）

23

2020.4 地元商店街で意思決定！条例化へ



③ 観光客のマナー違反への対応

・8,000以上の旅行会社等
にマナー周知徹底を依頼

・マナー啓発動画の作成

24

課題は地域ごとに異なる

→地域で住民等による協議会

が発足

・区役所等の支援

・パトロール

国連観光・文化京都会議では「世界観光倫理憲章を補強する行動規範等の構築」も



担い手の育成について

25

観光は人なり！
・非正規職員から正規職員へ
・観光の担い手を「３K」に

１ 給料がいい！

２ 休暇が取れる！

３ 希望が持てる！



京都国際観光
おもてなしコンシェルジュ

京都市認定通訳ガイド

26



フォーリンフレンドリータクシー

27



茶道

華道

着付け

28



京都大学経営管理大学院 観光ＭＢＡコース

29



・ 敬意

観光の担い手＝文化の担い手

・ 労働環境の改善

・ 社会的評価の向上

観光サービス業へ従事する方への

→ 文化の継承につながる

30



行政による下支え

地域
コミュニティ

文化

観光

好循環

・観光課題解決 ・担い手育成 等

31



City of Kyoto

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る。

京都大学をはじめとする大学との連携強化
・MICE開催に関する個別の要望に応じた説明会や相談を大学
に対し実施している。

国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）
・５年に一度開催される犯罪防止・刑事司法分野における国
連最大規模の国際会議。
・日本・京都での開催は50年ぶり2回目であり，コングレスを
2回開催している都市は，ジュネーブ（スイス）と京都のみ。
・当初の開催予定期間は，2020年4月20日(月)～27日(月)
⇒新型コロナウイルス感染症の影響から，延期に。
現在国連等において開催時期は調整中

京都大学との連携協定締結

２０１８年：京都市内で開催の国際会議件数３４８件（前年比１４．１％増）
⇒ ５年連続で過去最高を更新 （５年前と比べて倍増）

２０１３年：１７６件⇒２０１８年：３４８件
海外参加者数は初めて３０，０００人を突破し，過去最高の実績

32

観光の質の向上に向けた取組（MICE戦略）

京都コングレスロゴ

昨年，ICOM京都大会，国連観光・文化京都会議が京都で開催。そして今年は・・・



京都観光の「未来」

歴史から学び，今日的課題を見据え，
未来を展望

33

2020(令和2)年度中に
次期観光振興計画を策定へ
京都のあらゆる強みを生かし，社会的課題の

解決と持続可能なまちづくり



3８の大学・短期大学で約15万人の学生が学ぶ

世界中から約10,000人※の留学生が集結

○ 「未来の京都を担う」京都企業と連携した人材育成
○ 「京都で働く」京都企業と学生のマッチングの促進

○ 「京都発イノベーション」大学との連携による
ものづくり技術の承継・発展

○ 「飛び出す大学」大学と地域連携・コーディ
ネートの仕組の充実

学生が主体的に活躍し，輝くまち

※専修学校及び日本語学校で学ぶ留学生を含む。

担い手の育成・確保

産 学 公 連 携 の 取 組

世界的な研究成果を
あげている研究者が多数

京都で学ぶ魅力を実感できるまち

グローバルな視野を持ったひとが集い，育つま
ち

京都で学んだ学生がいきいきと活躍するまち

産学公地域連携による活力あふれるまち

ノーベル生理学・医学賞(2018)
本庶 佑 氏

京都大学高等研究院 副院長・特別教授
免疫抑制分子であるPD-1分子を同定し，
世界で初めてがん治療の応用に成功

日本人ノーベル賞受賞者のうち
京都にゆかりのある受賞者は
13名も！

ノーベル生理学・医学賞(2012)
山中 伸弥 氏

成熟した細胞を多能性を持つ細胞（iPS細胞）
へと初期化できることを発見

知の集積，大学のまち・学生のまちと産学公連携・観光振興へと

34



資料：京都観光総合調査 2018年

京都を訪問する外国人観光客の特徴

京都市は，全国に比べて欧米豪からの観光客が多い

出典：日本政府観光局（JNTO）
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世界とつながる京都

特定の地域に偏らない → 京都の強み
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～京都ならではの世界オンリーワン・ナンバーワン企業

ものづくりと文化の融合によるイノベーション
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京都議定書（1997）

パリ協定（2015）

持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言（2017）

２０５０年の世界のあるべき姿

IPCC京都ガイドライン（2019）

京都議定書
２０周年

＝

パリ協定を
支える ＝

DO YOU KYOTO？
環境にいいことしていますか？
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2050年
温室効果ガス排出量実質

ゼ ロ

へ！

1.5℃目標に向け，
京都から覚悟を持って挑戦！

環境先進都市・京都と観光



（万トン）

市民ぐるみでごみ半減！

ピーク

目標

【市民１人１日当たりの家庭ごみ量】
京 都 市 ：３９９グラム（2018年度）

政令指定都市平均：５５５グラム（2017年度）

（年度）
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ごみ処理費用も１６２億円削減

３６７億円（2002年 ピーク時）
→ ２０５億円（2018年）

家庭ごみ量

ごみ量
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エネルギー消費量ピーク時から２６％減少
（1997年度）

ピーク

東日本大震災以降，火力発電への依存度が高まり，電源構成が変化したため，

エネルギー消費量とCO2排出量が連動していない。

総エネルギー消費量
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40

安心安全のまち・京都

刑法犯認知件数 21,326件 ⇒ 11,660件△45％
（2013年） （2018年）

放置自転車台数 24,600台 ⇒ 4,200台 ⇒ 236台
（1985年度・ピーク） （2009年度）

京都市の救急隊の現場到着時間は，

全国平均（８分４２秒）より大幅に早い６分４６秒！

（2018年度）
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マイカーで京都を訪れる人の割合
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20182000 2018

人と公共交通優先の「歩くまち・京都」（交通分担率など）
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①建物の高さ規制強化 （45m→31m,31m→15mなど）

②建物のデザイン規制

③眺望景観・借景の保全

④屋外広告物の規制強化

・屋上看板・点滅式看板の全面禁止

・色・大きさ・高さ等の規制【けばけばしい看板，大きすぎる看板等の規制】

⑤歴史的町並みの保全・再生

・歴史的な町並みや建造物の指定

・伝統的な建造物の外観の修理・修景に対する助成

30,823箇所を建物等から撤去・是正

６つの条例の制定・施行

2018(平成30)年3月 条例改正による強化

優れた眺めを守るべき場所としての「視点場」に

参道や門前等を追加するなど，保全を強化

小さな東京にならない

今後の方向性「京都の景観の守るべき骨格の堅持・充実」「地域ごとの機能と景観特性を考慮した空間形成のあり方」など

「新景観政策」の進化へ答申京都市新景観政策の更なる進化検討委員会から

「景観」新景観政策の５つの柱と支援策
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２００７年（平成１９年）
２０１５年（平成２７年）

提供：京都新聞社
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３月に休校になった小中学生を
対象に，老舗旅館が「寺子屋」を
開講 （綿善旅館）

観光業界の今後の回復期に備え，オンラインで京都観
光に関する知識や，他言語対応に関する研修を実施

（京都市観光協会）

今こそ，京都ならではの文化力，地域力，市民力を活かすとき

京都の大学生自らが，京都の，そして日本の学生の
皆さんに，新型コロナウイルスの拡大防止に向けての
呼びかけを実施 （京都の学生団体）



京都は，千年を越えて疫病等と闘ってきた

京都ならではの歴史力，地域力，文化力で

しなやかに復活しよう

それこそが「ＳＤＧｓ」「レジリエンス」

まずは，感染拡大の防止

そして，力強く前向きに乗り越える

人間の生き方，社会のあり方，働き方の

本質に迫って，考え，改革する

そして，観光のあり方も，皆さんと英知を集めて

未来を展望したい 45


