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  主要なターゲット

京都の有する歴史的・文化的資源を生かした、
ミーティングやインセンティブ
　京都の歴史的・文化的資産を最大限に活用し、ミーティング、イン
センティブを積極的に誘致します。

「大学のまち京都」にふさわしい学術系コンベンション
　大学の集積を活かし、学術研究・学界の発展や国際化に資するコ
ンベンションを積極的に誘致します。

京都のまちづくりと調和するコンベンション
　環境保全、景観保全、伝統文化の継承等、京都のまちづくりの方向
性と調和するコンベンションを積極的に誘致します。

 （1）受入環境の整備

国立京都国際会館の拡充に向けた取組
　国立京都国際会館を規模や機能の面において国際ニーズに対応し
た施設へと再整備することは、激化する国際誘致競争を勝ち抜くた
めにも必要不可欠です。
岡崎地域の活用
　岡崎地域でのMICE受入体制の整備が進めば、京都市のMICE開催
の選択肢が拡大し、地域社会全体の活性化が見込まれます。
京都ならではの魅力の活用
　MICE主会場、レセプション、エクスカーションついて、寺院神社、博
物館・美術館等の京都ならではの魅力の活用を図ります。
宿泊施設の充実
　宿泊施設確保と、ミーティング･インセンティブの誘致促進のため
国際的なネットワークを有するホテルの誘致・充実に取り組みます。

 （2）積極的な誘致施策の推進

マーケティングの強化
　在外公館、JNTOやJETROの海外事務所等との連携、国との連携を
強化し、ミーティングやインセンティブなどの現状把握に努めます。
世界とのネットワークの構築
　見本市への出展、セールスコールや招請事業の実施等により、旅
行エージェント、ミーティングプランナーなどの海外のMICE関係者と
のネットワークを構築します。
積極的な情報発信
　京都での開催の魅力などをウェブにより積極的に情報発信し、個
別の問い合わせや依頼に対する相談体制の充実を図ります。
MICE開催支援の充実
　京都にふさわしいMICEを誘致するため、財政面を含めた支援策等
の充実を図ります。

MICEとは?
企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行/Incentive Travel）、
国際機関･団体、学会等が行う国際会議（Convention）、イベント、展示会・見本市（Event/Exhibition）
の頭文字のこと。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。

■戦略の目標
京都の都市特性を生かした、
世界に冠たる「国際MICE都市」への飛躍

■施策の方向性

京都市MICE戦略を策定
マ イ ス

政令指定都市初

　高付加価値型の集客産業であるMICEは、これからの都市活性化の切り札と言われています。

　京都市は、そのMICEの誘致を強化するため、政令指定都市としては初となる「京都市MICE戦略」を策定しました。

社会的・経済的両面でこれからの京都の都市活力を支える柱となるMICEを、都市戦略として積極的に取り組む道筋を

示したものです。観光庁の進めるJapan MICE Yearと連携し、京都のMICE推進に大きな一歩を踏み出しました。

　戦略の目標と施策の方向性の概要をご紹介します。
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 （3）市民参加によるMICEの振興

　MICE振興の意義が広く市民に理解されるよう、啓発活動に取り組
み、関連するNPOやNGOとMICE主催者との連携を支援するなど、市
民活動の活性化を図ります。

 （4）戦略推進のための体制強化

MICE分野の人材育成
　旅行エージェント、ホテルなどのMICE関連民間企業の人材育成を
支援し、大学等と連携して長期的な人材育成を図ります。

(財)京都文化交流コンベンションビューローの体制強化
　MICE振興の実行組織として設立された当ビューローの体制強化
を図ります。
京都市全庁を挙げた取組
　京都市はMICE振興を全庁的な課題として捉え、積極的なシティ
セールスを実施します。
戦略推進の実行体制
　MICE振興に関わる関連団体間の連携体制の強化を図り、効率的
で有効な体制づくりをめざします。

　京都が観光客の受け入れ方を「量」ではなく「質」
で捉えて考えるようになったことは歓迎すべきことで
す。今、京都観光は認識転換と構造転換を図るべき
時にさしかかっています。
　観光を「産業」として包括的に捉え、京都経済に
とって大きなインパクトが出せるよう、官民一体で、
京都が取り組むべき課題を明確にし、共通認識を
もって積極的に取り組むべき時です。
　その施策の大きな柱の一つが、高付加価値型集客
産業であるMICEの推進です。そのためには、京都市
MICE戦略でも指摘されているとおり、受け皿として
の都市インフラの整備は喫緊の課題です。
　具体的には京都会館がMICE会場として再生してほ
しいと願っております。京都会館とみやこめっせを中
規模MICE会場の拠点として位置づけ、岡崎エリア全
体を活用する。これまで以上に国際MICE都市・京都
の魅力を世界に発信することができます。

　大規模MICEの拠点としては、国立京都国際会館の
拡充を地元が一丸となって国に要望していく必要が
ありますし、市内ホテルの更なる充実も不可欠です。
　MICEを推進させていくことにより、京都の都市格
は、格段に向上していきます。MICEという言葉や概
念は、この一年で急速に浸透したように思いますが、
今こそ、我々観光(集客)関連業界は行政と二人三脚、
それぞれの役割を明確に分担しながら、MICE都市・
京都の実現にむけて、息の長い行動を続けていく必
要があります。

「産業」視点に立った
観光（集客）政策への転換を

京都商工会議所
観光産業特別委員会
委員長

京都駅ビル開発株式会社
代表取締役社長

南 隆明さん
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KCBホームページに

今すぐアクセス！

Kyoto
Convention
Bureau

さらに多くの詳しい情報が盛りだくさん！

http://hellokcb.or.jp/



Interv iew

　現在、テレビのお仕事で「万葉集」の朗読をしております。万葉歌と

いうと難しいイメージを持たれがちですが、実は比較的言葉が分か

りやすいので、視聴者の方にも詠み人の心が伝わっているのではな

いかと思っています。私自身、万葉の人々が紡いだ歌には特別な言霊

がみなぎっているような気がしていて、朗読によって万葉独特の言霊

の世界を今に引き寄せられるよう努めています。朗読には正解も不

正解もありません。ですから、自分なりの解釈で表現するという点に

おいては女優の仕事とよく似ていますね。それと、京都といえば「源

氏物語」の地。これまでにも何度か朗読する機会のあった大好きな

作品の一つですが、いつか「原文全巻」を朗読したいと密かに、でも

強く思っているんです。

　実は、私がデビューするきっかけとなったのはこの京都。当時、太秦

にある東映京都撮影所の所長をしていた叔父を訪ねた際にスカウト

されました。こんな偶然がなかったら今頃女優の仕事はしていない

でしょうから、京都なしに今の私を語ることはできません。

　また、着物の産地めぐりをライフワークにしていますので、着物文

化の中心地である京都に無関心ではいられません。表通りにはビル

が建ち並んでいますが、角を曲がれば落ち着いた家並みが続きます。

路地奥には今もなお伝統が息づき、人々の暮らしの中に奥深いもの

を感じます。私の好きな言葉に「ゆかしい」という表現がありますが、

この語源は「近づいてゆきたい」の「ゆきたい」からきているのだそう

です。好奇心を表す言葉なんですね。私にとって、京都はまさしく「心

惹かれ、もっと知りたい」と思わせてくれる宝物の土地と言ってもい

いかもしれません。

「古典の日」推進フォーラムⅢにて「万葉集」を朗読される檀さん

古典の日推進委員会事務局
（財団法人京都文化交流コンベンションビューロー内）

古典の日推進委員会では、朗読コンテストをはじめ
多彩な情報をホームページで紹介しています。

http://www.kotennohi.jp/

檀 ふみ（女優）
作家檀一雄の長女。「男はつらいよ・
寅次郎純情詩集」「日本の面影」「蔵」
など映画やドラマに数多く出演する
一方、近年は執筆活動も精力的に行
う。「ああ言えばこう食う」（阿川佐和
子さんとの共著）は講談社エッセイ賞
を受賞。現在NHK教育「日めくり万葉
集」では朗読でレギュラー出演中。

言霊の世界
こと  だま

ゆかしき京都

w檀 ふみさん インタビュー
ゆ か し き 京 都 、そ の 魅 力

Profile　去る3月24日～26日の3日間、「古典の日」推進フォーラムⅢ
「語る～その豊かな世界へのご招待～」が開催されました。
　今回は、このフォーラムで万葉集の朗読を披露された女優の
檀ふみさんに朗読の魅力や京都との縁についてお話を伺いました。

ゆかり
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コンベンションの誘致および京都の
伝統･文化の振興を推進する活動に
参加されませんか。

賛助会員
募 集 中
〈年会費〉1口5万円
何口でも可、入会金なし

※なお、「京都文化振興友の会」会員は賛助会員
　とは異なりますので、ご注意ください。



誘致プレゼンテーション用
PPTデータ貸出制度のご案内

会議誘致立候補をサポート

利用にあたっては規定がございます。詳しくはお問い合わせください。

利用対象 京都で開催されるコンベンションの主催者、および

主催者より委託を受けた旅行会社、PCO等

申請方法 所定の申請書を当ビューローに提出し、承認を得てください。

料  金 無料 メール kyoto@hellokcb.or.jp

悠久の歴史都市・京都ならではのレセプション

詳しいお問い合わせは（財）京都文化交流コンベンションビューローまで（社寺等への直接のお問い合わせはお控えください）

Googleストリートビューの京都コレクションサイトにて、大覚寺の東に広がる大沢池をご覧いただけます。
http://www.google.co.jp/help/maps/streetview/gallery/#kyoto

case2

　海外と誘致競争が生じてい

る国際会議を誘致する際、国

内の主催者はビットペーパーと

呼ばれる立候補書類の提出や、

総会、理事会等でのプレゼンを

求められることが多くあります。

　当ビューローでは、主催者の

方にかかるこれらの負担を軽減すべく、ビットペーパーの作成協力と

ともに、パワーポイント（PPT）によるプレゼンデータの提供を行って

います。

　PPTには開催都市である京都の魅力やアクセス等、プレゼンに必

要な都市の基本情報を含んでいますので、会議固有の情報を加える

だけで完成します。もちろん、PPTですので全体に加筆修正等加工す

ることも可能。手間や費用が削減できるので、たいへん好評いただい

ております。

　「京都らしいおもてなし」は、主催者にMICE開催地とし

て京都を選んでいただく重要な要素であり、京都がもつ高

い付加価値です。京都には多くの神社仏閣や歴史的・文

化的な施設などがあり、こうした場所でレセプションを開催することがあるのもその一例です。

もちろん、これは当ビューローからの依頼で実現できる特別なケースです。その特別なケースに

応じてくださった大覚寺さんに、お話を伺いました。

寶山龍弘 さん

旧嵯峨御所  真言宗大覚寺派大本山 大覚寺

c o m m e n t
　昨年は「近畿ブロック知事会議」「新選組リアン選考最終合
宿」等、多種多様なイベントの会場として大覚寺が選ばれ、協力
いたしました。知事会議では後日、京都府知事からも「ご出席
された他府県の知事より大変高い評価をいただいた」という
お褒めの言葉を頂戴しております。本年5月には、京都の伝統
的な服飾文化を世界に発信するイベント「ファッションカン
タータ2010」の舞台になります。嵯峨御所とも呼ばれ、1200年
の悠久の歴史を誇る特別な浄域での開催に価値を見出してい

ただいたと受け止めております。
　信徒会館・ライトアップ設備・広大な境内・
大沢池を含む素晴らしいロケーションにも恵
まれた大覚寺での交流イベントを、是非ご検
討ください。御始祖「嵯峨天皇の御心」・宗祖
「弘法大師の御教え」を現代まで受け継ぐ大
覚寺、古都「京都」の伝統の素晴らしさを体感し、明日への活力
に繋げていただければ幸いです。
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　「当時、30ページ以上ある観光情報誌を無料で配布するなんて珍

しいことでした。苦労はありましたが、観光客に京都をより楽しんで

ほしいという想いと、美しい京都を広く浅く見せる手法は創刊時から

変わりません。また、京都が素材ですから企画は事欠きません。ただ、

KVGは若手クリエーターたちの汗と努力があってこそのもの。それが

何よりの強みで、ここまで続いた最大の秘訣」と、西村さん。

　スタッフは少数精鋭

で、全員活きがいい。そ

んなスタッフを「クリ

エーター」と呼ぶのは、

彼らに向ける信頼と愛

情の証かもしれない。

　KVGは、欧米で手に

する観光情報誌のよう

な独特の雰囲気がある。

「外国人観光客が手に

して違和感のないよう

な紙面づくりを心がけ

ています。また、手にし

たその時すぐに役立つよう、月初から月末までムラなく情報を掲載し、

さらには、本紙から外して使うこともできるように、市内地図は冊子

の真ん中に置いて利便性を高めています」

　国際会議では年間約1万部のKVGが公式配布される。COP3（1997

年）や世界水フォーラム（2003年）では会議の次第を盛り込んだ特別

版を発行し話題を集めた。

　類似する観光情報誌が増えても「基本のスタイルは変えない」と言

い切る西村さん。

　昨年8月「KYO'N（きょん）」の名で中国・

韓国語版の無料観光情報誌を創刊した。

　「中国・韓国語版の制作は長年の夢で

した。KVGと同様、陰で観光客を支える息

の長い存在でありたいです。若手クリ

エーターたちがKVGのノウハウを継承し、

京都の昔と今を伝え、紙面を繋いでくれ

るはず」

　西村さんを筆頭に、若手クリエーター

たちの挑戦は続く。

KYOTO VISITOR'S GUIDE発行者

西村 義之 さん

KYOTO VISITOR'S GUIDE
若手クリエーター集団が繋ぐ
京都の英文観光情報誌の「温故知新」

　KYOTO VISITOR'S GUIDE（以下、KVG）は京都の
英文観光情報誌のパイオニア的存在。京都で開催さ
れる国際会議で公式配布されるなど、観光客の羅
針盤として役立っている。
　創刊からすでに23年。息長く続くその秘密を探った。

シリーズ　この人に聞く

KYOTO VISITOR'S GUIDEに関するお問合せ
アドブレーン株式会社

　URL  http://www.kyotoguide.com

　☎ 075-811-6388　 □V info@kyotoguide.com

」
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©星野 佑佳

　大田神社は、上賀茂神社の東側に位置する境外摂社。この付近を
拠点にしていた賀茂氏の崇敬を受けていたことから、かつては「恩
多社」と呼ばれていた。長寿や芸能、縁結びの神としても知られる。
　参道入口の脇に広がる大田ノ沢は平安朝の時代より杜若の群生
地として有名で、国の天然記念物に指定されている。5月になると一
面に花が咲き誇り、青紫色の鮮やかな世界を楽しめる。
　「古代よりこの地に咲き続けている杜若。満開になると大田ノ沢

一面が紫一色に染まります。沢の広さは約2000平方メートル、花の数は2万5000株も
あります。その姿は実に幽玄可憐で、訪れる人々を魅了します」（大田神社）

表紙解説

京都・季節の花がもてなす名所 ～杜若～大田神社（京都市北区）

かきつばた



株式会社けいはんな
http://www.keihanna-plaza.co.jp/

京都府相楽郡精華町光台1-7

☎ 0774-95-5200　 □V conv@ml.keihanna-plaza.co.jp

【業務内容】けいはんなプラザの運営・管理
　「けいはんなプラザ」（京都
府立けいはんなホール）は関
西学研都市の中心に位置する
複合コンベンション施設です。
1000人収容の大ホールから、
大中小会議室、展示見本市に
使用できるイベントホールに
加え、68室の直営ホテルも備

えています。京都はもとより、奈良・大阪からも、車・公共交通機
関でのアクセスが容易です。また、関西空港からのリムジンバス
は、ドアtoドアでご利用できます。当社は京都府からの委託を受
け、施設の運営・管理を行っています。

☞ひとこと
　ご予約時から終了まで、担当制
により確実にコンベンション主催
者の皆様をサポートします。また、
貸館だけではなく、映画上映や各
種コンサート・演芸会などの多彩
な自主公演も好評です。

各種靴下類の製造販売
岡本株式会社

http://www.okamotocorp.co.jp
☎ 0745-55-2730

レッグウェア専業メーカーとして、紳
士・婦人・子供物・タイツなど快適な靴
下類をお客様に提供しています。

コンベンション企画運営・人材派遣
TSP太陽株式会社

http://www.tsp-taiyo.co.jp
☎ 06-6306-3150

各種イベント・会議の事務局運営・警
備誘導・会場設計施工・ケータリング・
人材派遣等をトータルプロデュース。

来日旅行・イベント手配全般
The J Team株式会社

http://www.thejteam.jp
☎ 03-6435-0731

ホテル・会議場・各種イベント・エクス
カーション・通訳等、来日MICE手配の
エキスパートです。

　京都府南部にある関西文化学術研究都市は、大阪、京都、奈良にまたがり、「けいはんな学研都市」の
愛称で知られています。新産業や文化の発信拠点であり、創造的学術・研究が振興されています。
　今回は、けいはんなを拠点にコンベンションを支えるサポーターを紹介します。

コンベンションを成功に導くサポーター

株式会社けいはんな

サイレックス・テクノロジー株式会社
http://www.silex.jp/

京都府相楽郡精華町光台2-3-1

☎ 0774-98-3781

【業務内容】ネットワーク周辺機器製造業
　主な事業はネットワーク技術や無線技術を応用した製品の開
発・製造・販売です。無線・有線ネットワークで複数のディスプレ
イに音声と画像が同期した高精細な動画を配信できる機器
「MVDS」や、タッチパネルやICカードリーダと連動してディスプ
レイを表示できる機器「NetDA-1」を得意としています。特に配線
工事では、無線LANを利用することにより大幅な工期短縮及び
コスト削減が可能です。

☞ひとこと
　日本をはじめ海外3か国に拠点をもつ
グローバル企業で、精華町に本社を置く
初の上場企業です。世界シェアNo.1の
LAN対応プリントサーバで培った最高の
技術と実績を土台に、コンベンションの
素晴らしい演出をお手伝いいたします。

サイレックス・テクノロジー株式会社

けいはんな編

小型・中型バスの貸切
千里山バス株式会社

http://senriyamabus.co.jp
☎ 075-924-2188 　  090-8887-4792

観光旅行をはじめ駅や空港、また催し
会場の送迎にご利用ください。お電話
一本で当日の配車にも対応します。

新規賛助会員のご紹介
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コンベンション主催者、学会関係者、
コンベンション業界、行政関係者、ビ
ューロー賛助会員などに幅広くご愛
読いただいている本広報誌（年３回
各8,500部発行）への広告掲載を募
集しています。

広告企業
募 集 中

～賛助会員の皆様へ～



　外国人向けの伝統的な文化体験プロ

グラムを提供するサービスで定評のある

ワックジャパン。昨年12月、高倉二条とい

う町なかに施設を移転、伝統的な京町家

を改装して「わくわく館」の名でリニューア

ルしました。

　わくわく館では、京の庶民の暮らしぶ

りをじかに感じながら着物の着付け、茶道、華道、書道、琴などを体験

できます。プログラムは予算や時間の都合など、事前の相談次第で多

様なアレンジが可能。人気の折り紙や、京町家独特の雰囲気の中での

和食づくりも、わくわく館ならではの体験です。参加者が不都合なく体

験できるよう、和室の畳に椅子やテーブルが置かれ、急勾配の箱階段

にも手すりが付けられるなど、町家の機能美も含めて楽しめる工夫が

随所に見られます。

　豊富で充実した体験を可能にしてい

る秘密は、スタッフの高いスキルにあり

ます。それぞれが華道、茶道などのエキ

スパートであり、堪能な英語で日本の生

活習慣などを分かりやすく説明します。

　アフターコンベンション

でわくわく館を利用する以

外にも、スタッフを派遣して

京都らしい店や観光名所を

案内したり、さらにはコンベ

ンションでのプログラムを

手配することができます。

わくわく館の真裏にあるキンシ正宗堀野記念館での利き酒体験は男

女問わず好評です。会議場では参加者に加え同伴の家族も一緒に参

加できる仕掛けがたいへん喜ばれ、これまでも多くの会議の成功を支

えてきました。

　京都らしい記憶に残るコンベンションになるよう、ワックジャパンに

ご相談ください。

おすすめ
ピンポイント
お め
ピ イ

［問い合わせ］
有限会社ワックジャパン　わくわく館
　住  所／京都市中京区高倉通り二条上る天守町761
　電  話／075-212-9993 　FAX／075-212-9994
　メール／wak@wakjapan.com
　ＵＲＬ／http://www.wakjapan.com/jp/

情緒あふれる京町家で日本文化体験を

北 徹 氏
神戸市立医療センター
中央市民病院院長

ワックジャパン わくわく館

　私達が会議会場に求める要素は安心・安

全・安価、そして施設の広さです。メインホー

ルに広さが必要なことは言うまでもありま

せんが、学会では展示やポスターセッション

のための場所が極めて重要です。特に次世

代を担う若手にとって、相互交流、意見交換

の場として大変有効です。

　そこで今回、メイン会場の国立京都国際

会館では、イベントホールに隣接する駐車場に大型仮設会場（テン

ト）を設営し、受付、ポスターセッション、展示場ブースを設けまし

た。おかげで約1万5千人もの参加者を受け入れることができました。

　海外の会議主催者が日本での会議開催候補地として京都や奈

良を挙げるのは、古きよき日本への憧憬からだけではありません。

京都国際会館のように自然に囲まれた静かな立地環境が心を落

ち着かせます。そこから、研究のヒントやアイディアが生まれること

を知っているからかもしれません。

　近年、国際コンベンション誘致競争が世界規模で激化しています。

　京都は日本文化の象徴として世界に発信できる魅力があり、日本

での会議誘致を強力に牽引する都市の一つです。

　世界規模で期待される京都での会議開催の可能性をより現実に近

づけるために、京都に必要なのは大規模かつ多様な国際会議の誘致

を可能とする受け入れ施設です。そのため、日本を代表する国際会議

場である国立京都国際会館の施設拡充と整備は急務とされています。

　京都国際会館の施設が拡充することは、京都を世界に発信でき

る素晴らしい機会であり、地元にも多大な経済波及効果を期待でき

ます。

大型会議開催を国立京都国際会館で実現 ̶求められる施設拡充̶
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第74回 日本循環器学会総会・学術集会
　会 場　国立京都国際会館 グランドプリンスホテル京都
　期 間　平成22年3月5日～7日

会議主催者からの声


