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要約 

 
アメリカのサブプライムローンに端を発した世界的金融危機によって、京都府の経済状態

は悪化した。そこで、私達は京都の強みである観光産業に着目した。京都は有数の観光地で

あり、また外国人観光客が多い日本有数の都市でもあることから、京都の観光産業を活かす

ことで京都経済を活性化させられるのではないだろうかと私達は考えたからである。 
 
現在、京都には観光都市としての問題が複数存在する。まず、長年の京都観光の一番の問

題として挙げられるのが、交通機関の不便性である。都心地域の交通渋滞、鉄道駅とバス停

間アクセスの悪さによる公共交通機関ネットワークの連携不足、観光シーズンにおける交通

問題などが具体的に挙げられる。次の問題として、観光案内に関する問題が挙げられる。海

外からの観光客数に対して、外国語の案内所や案内板などの対応が追いついていないのが現

状の問題である。それに加え、「京都ブランド」としての強力な現地のお土産が京都に存在

しない、気軽に京料理を楽しめないという問題点もある。「生八つ橋」は確かに京都で も

有名なお土産だが、現在ではどこでも入手可能になり、「京都のお土産」という意義を失っ

てしまった。また、京料理は値段的にもすべての世代が楽しめるという部分が少なく、課題

が多いと言える。では、このような問題点を改善するためには、どうすればよいのか。 
 
第一段階として、これらの問題点をふまえた上で、京都の地域政策についての先行研究を

参考にし、京都観光の政策に活かそうと考えた。先行研究と本稿の違いはその分析対象の範

囲であり、先行研究が京都の一都市のみを見ていたのに対して、私達は京都市を中心とした

京都府全体の支援政策を考えた。 
第二段階として、経済波及効果を用いた分析を採用した。分析の手法としては、現在の京

都の経済状態を明示し、後に特定の政策を施した場合の仮定に基づいた予測値をもとに経済

波及効果を調べることで、その期待値を計算するという手法をとり、それから導き出した効

果を反映させて、政策提言を提案した。 
 
私達が考えた京都観光の政策提言として、まずは一番の課題である交通問題の解決案とし

て、LRT の導入およびレンタサイクルの普及を提案する。この政策の目的は交通渋滞の緩

和であるが、これを解決することにより観光客の交通の利便性を高め、観光客数の増加を目

指すものである。次の政策は京都ブランドの形成である。現在より、京都色の高いお土産や

京料理を提案することで、その価値だけで京都に来てもらえるような政策のことである。そ

して、外国人の観光案内の多様化による政策を実施することで、外国人にもわかりやすい都

市として、より多く外国人にも訪れてもらえるようにする。 後の提案として、既存の建物

を活かした催しを実施する政策を提案する。これは音楽イベントや神社ホテルなどの、今あ

る建物を活用するという政策で、新しいものを組み込みにくい京都の土地柄に合った政策で

あり、新たな観光スポットとして活かすことで、京都観光を充実させようとする政策である。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009 

 3

このような政策を提案することで、将来的に起こりえる問題として、京都らしい都市景観

の喪失や交通渋滞などに伴う市民の歓迎意識の低下、他の観光地との競争の激化という問題

を解消し、京都観光を活性させ、経済の活性化につながるのではないかと考えた。 
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はじめに 

 

アメリカのサブプライムローンに端を発した世界的金融危機によって、現在の日本経済は

不況に陥っている現状である。私たちの大学がある京都府もその波を受け、京都の経済状態

も悪化の一途を辿っている。財政の悪化の歴史を見ると、バブル崩壊時に地方税が落ち込み、

京都府の財政悪化を加速させたのが始まりであった。 

 

京都市は平成 21 年 9 月 7日開かれた市議会経済総務委員会で、今年度一般会計の財政収

支見通しについて、約 155 億円の財源不足が見込まれることを明らかにした。昨年秋以降の

景気悪化によるとみられる市税収入の落ち込みが主な要因で、市は減収補てん債の発行など

の対応策を示したが、なお 60 億円分の補てんのめどが立っていない。市財政課によると、

市税収入は今年度予算で 2624 億円を見込んでいたが、9月現在で 2519 億円と 105 億円の減

収が予想される。このうち 101 億円が市民税法人分で景気悪化の影響が大きいとみている。

さらに府税交付金も減少する一方、支出では生活保護費などが増加し、計 155 億円が不足す

るのに対して、減収補てん債の発行や国庫補助金などで 95 億円を確保できるめどは立った

が、残り 60 億円については具体的な対策は立てられていない。 

 

財政の建て直しは、短期の政策では意味をなさず、長期の政策により、財政の建て直しを

図る必要性があった。京都府は今日の経済不況が始まるまで、長期政策により改善を試みた

が、現在の不況の波により、新たな政策が必要となった。では、京都の財政状態を良くする

ためにはどうしたらよいのか。京都は中小企業が多い都市でもあり、また学生が多い都市で

もあり、経済活性化の改善案が多く考えられる。その中で私たちが注目したのは、京都の観

光産業である。現在、京都府の府内総生産は約 10 兆 300 億円であり、その中の大きな割合

を占めるのが、製造業、サービス業、不動産業である。そのサービス業のほとんどが観光に

関わるもので、その他の業種も観光に密接するものが多いとされている。 

 

では、なぜ経済活性化の改善策として、京都の観光を取り上げるのか。それは、京都は日

本で有数の観光地であり、外国人観光客も日本で東京に次いで二番目に多い都市でもあり、

日本 大級の観光都市と言っても過言ではないからだ。その京都の強みである観光産業を生

かすことが出来れば、京都の経済の活性化につながるのではないのかと私たちは考えた。 
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第1章 京都観光の現状 

第1節 京都観光について 
 
今日の京都は国際観光都市としての地位を確立しており、海外にもその名を広く知られて

いる。京都は日本の国内観光客数においても、毎年トップクラスの地位を占め、桜や紅葉の

シーズン時期には日本各地から数多くの観光客が訪れ、国内の観光都市としても、その名の

通りの実力を確立しているのである。また、小学生や中学生の修学旅行先としても多くの学

校が「京都」を選んでいて、誰もが一度は行ったことがある町として、その魅力を多くの人

に知ってもらっていると言える。京都は 1200 年を超える悠久の歴史、伝統文化、豊富な文

化財を併せ持つ、他都市にない魅力を持つことから、海外の観光客も多く訪れ、国内外を問

わず、観光都市として人気である。伝統ある観光都市の京都だからこそ、京都の観光政策に

問題点はない、と私たちは言えるだろうか。その答えは、観光政策に問題点がないとは言え

ない、ということになるだろう。確かに現状では、観光都市としての地位は持っているが、

観光都市としての悪い点も見られる。その問題点を第 2節で説明する。 

 

第2節 京都観光の問題点 
 
現在の京都観光の問題として以下のようなことが挙げられる。 

 

 

1. 交通機関の不便性の問題 

2. 観光案内板の外国語表示の問題 

3. 観光案内所の数の少なさ 

4. 京都のお土産に関する問題 

5. 京都の食に関する問題 

6. 京都の宿泊に関する問題 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009 

 7

 

まず一点目として、交通機関の問題点について説明する。都心地域の交通渋滞、観光シー

ズンにおける交通問題、鉄道駅とバス停間のアクセスの悪さなどの公共交通ネットワークの

連携不足、これらの多くの交通政策の問題点が挙げられる。京都を観光するにあたって目的

地への輸送手段としてもっとも利便性があるとされているのはバスであるが、同時に多くの

問題を抱えている。具体的には交通渋滞や乗用車の路上駐車、バスレーンの無視などの要因

により、定時性が損なわれている。京都市には平成 16 年に年間 4554 万人が訪れているが、

観光客の入洛の交通手段構成比をみてみると、乗用車、バスといった道路交通による来訪が

全体の 4割を占めている。また観光客は、自然・風景・雰囲気などに好感を持っている反面、

道路・交通には強い不満を持っているという。タクシーの急停止や急発進などの影響から、

バスも急停車や急発進を繰り返すことが多く、非常に乗り心地が悪いということも感じられ

る。狭い歩道にバス停が備え付けられているところが多く、歩道をふさぐような形でバスを

待つ人々であふれかえっている。これは、通行の妨げになっているといえる。また系統が多

岐にわたっており複雑で乗り継ぎも不便であることや、輸送量に限界があり、すぐにすし詰

め状態になったり、複数のバスが連続して運行される団子運転状態に陥ったりしてしまうこ

とも挙げられる。団子運転状態になってしまっていることで、タクシーとバスの二重縦列停

車になっていることもしばしば見受けられる。河原町周辺の繁華街では、クラクションが鳴

り響き、とても観光客が快適に過ごせているとは言い難い。 

 また排気ガスにより自然環境に負荷をかけていることも問題である。京都市地球温暖化対

策地域推進計画において，京都市域における二酸化炭素排出量を，平成 22 年までに平成２

年レベルの 90％に抑制することを目標に掲げているので交通量を減らすことは命題であろ

う。交通量が多いうえに、車両の急発進、急停車やアイドリングなどが頻発していることを

考えると、相当な量の温室効果ガスが排出されていることが考えられる。また騒音・振動に

より乗り心地が悪い上に、車外にも悪影響を与えてしまうことなどが挙げられる。 

（出典「京都市基本計画」） 
 
 

 

 

次に二点目として、観光案内板の外国語表示の問題について説明する。 
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下の表でもわかるように、京都は東京に次いで二番目に外国人観光客が多い都市である。

このような観光都市にはどこの国の観光客にも理解しやすい案内板があると考えるのは当

然だが、現状ではそうでもないようだ。確かに京都の観光名所や駅、バス停などでは日本語

と英語表記の観光案内板は目にすることが多々あるが、忘れてはならないのはいくら外国人

でも全員が英語を読めるわけではないということである。実際には、見た目だけではわかり

にくい韓国人や中国人の観光客もたくさん京都に来ているという事実から、私たちが気づい

た問題点は中国語や韓国語表記などの、英語以外の観光案内板が少なすぎるということであ

る。京都市内にはほんの数か所しか設置されていない。加えて、観光案内板は外国人だけで

なく日本人が注目するものでもあるので見やすく理解しやすくすることによって観光案内

板自体の魅力度も向上させねばならないということ。また何カ国語もしゃべれるガイドや、

それぞれの言語に特化したガイドを数人置くということは必要ではあるが、それよりも詳し

く京都と日本を歴史になぞらえ伝承し、京都の良さや京都らしさを案内する人材の必要性が

生じてきているということも問題点として挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外国人観光客が訪れた都道府県別ランキング」（出典：http://asiabiz.jp/newsasiabiz/） 

 

 

三点目の問題として、観光案内所の少なさが挙げられる。京都市内の観光案内所はいくつ

かあるが、京都駅周辺に偏っている。京都駅は観光地からは離れた場所にあるが、新幹線な

ども京都駅に停まることから、外国人観光客は京都駅から観光を開始する。京都駅で案内を

受け、観光地までたどり着いたとしても、観光地周辺に案内所がないため外国人観光客は観

光の情報を手に入れにくいのが現状である。しかし実際は、京都駅周辺の観光案内所でも英

語の通じる所は２つしかなく設置されていても、ガイド人数が少なく、人目に付かない、奥

まった場所にあるというのが現状である。それゆえ外国人観光客は、たらい回しにされてい

るのだ。もはや外国人観光客は、観光案内所でも観光の情報を手に入れられない状況が問題

点として考えられるのではないだろうか。 

また、京都市内では「京都まちなか観光案内所」といって、セブンイレブンやスターバッ

クスカフェで観光案内のできる店員を置いたり無料の観光マップなどを配布したりしてい
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るが、日本語の分からない外国人観光客にとっては、容易に利用できないサービスでしかな

い。そもそも、外国人観光客にそのことが認識されているかどうかもわからない。 近では、

インターネットで情報を手に入れてから、観光する外国人観光客も多くいるが、やはり現地

の案内所を頼りにしている人や、急に現地で案内所の情報を必要になった人にとって観光案

内所の少なさは、観光都市として、たいへんな問題点であると言えるだろう。気軽な気持ち

で、日本へ来て京都を観光しに行きたいと思わせることが、観光産業を発展させるためには

非常に重要なことであると思う。 

 

四点目の問題点として、お土産の質があげられる。京都のお土産として も有名なのは「生

八つ橋」だが、いまやどこでも販売しており、容易に手に入れられる和菓子になっている。

「お土産」の定義としては、「土産は旅行先などで知人、縁者に配る目的でその土地ならでは

の物を買い求める品物のこと。漢字で『土産』と表記するように、通常はその土地の名産物、

特産物が多い。」とあるが、京都の生八つ橋が東京や大阪のデパートなどで購入できるよう

ならば、それはもはや「土産」としての意味を失ってくる。実際、Excite ニュース 2005 年

7 月 15 日の記事によればある土産屋の主人によると、 近土産の売れ筋のようなものがな

く外国人も土産を購入して帰ることが少なくなってしまっているようである。以前まで売れ

ていた「ハエたたき」でさえ外国で作られるようになってしまい、ここのところヒット商品

というものがないのが現状であるそうだ。買って帰ったお土産を手にとり再び京都を訪れた

いと思わせる、生八つ橋に取って代わる新たな「京都ブランド」の濃いお土産づくりが今必

要とされている。 

 

 

五点目の問題として、食事における観光客の不満の多さがあげられる。京都には伝統的

な京料理や川床料理、京野菜、豆腐などがあるが、観光客から寄せられた不満や意見の数は

交通、道路に続く三番目の多さであった。例えば、「食事の値段が高すぎる。（女性６４歳）

小さな子連れでも気兼ねなく京料理が食べたい。（女性３２歳）気軽に食事できる店が少な

い。（男性４６歳）」などの点があげられた。確かに、京都らしさを食でも味わいたい観光客

ならば京料理の店にいくだろうが、値段が高く設定している店舗が多いようにも感じられ

る。老舗と呼ばれる店が多い中で、革新的で新しい京都発の食べ物は少ない。これを生み出

していくことで、子供連れでも気兼ねなく食べられる京料理や、気軽に食事できる店が増え

ていくのではないだろうか。 

不満の内容は主としては先述の通り、値段やお店の雰囲気、イメージなどである一方で、

「京料理はおいしい。（女性５５歳）、川床料理が好き。（女性５４歳）」などの意見もあり、

京料理自体の評価は高いと考えられるだろう。それゆえ、老舗の京料理店と革新的な新しい

京料理店の共存ということが求められているように思う。食事、グルメは観光に置いて重要

なファクターなので、現状の強みを生かしつつ悪いところを改善するという政策が京都の観

光客数の増加にもつながるといえるのではないだろうか。 

 

後に六番目の問題点として、宿泊客の少なさがあげられる。京都は東京に次いで観光客の

多い都道府県であるが、下図からもわかるようにその観光客の約４分の３が日帰りの観光客

である。国内の京都への観光客は、６割が近畿圏からの観光客という統計からも宿泊客が少

ないということは容易に推測できる。実際に外国人観光客にしても京都で観光をして大阪へ

宿泊している観光客が多いのが現状である。京都の旅館やホテルは値段が高いといったイメ

ージがあるため、安価のホテルが多くある大阪に観光客が流れてしまっているのだ。海外か

らは年間約 8000 万人の観光客が京都に来日しているが、宿泊していく観光客は約 100 万人

と非常に少ない。さらに、これも下図からわかるように京都の観光客数には月別に非常に偏

りがあって行楽シーズンの春と紅葉の季節の 10 月 11 月に観光客が偏っており、そのシーズ
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ンだけは宿泊客数が非常に多くなるが、シーズン以外の宿泊客数は非常に少ない。これも観

光客数の偏りが大きいため、観光客が多いシーズンは宿泊施設が足らなくなり、大阪などに

宿泊を求める観光客が流れてしまっている。こういった宿泊による収益を大きく取り逃して

しまっているのが現状である。 

 

 

 

 

出典：京都市観光調査年報（ 2005 年）
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第2章 先行研究の位置づけ 

第1節 先行研究の内容 
 
京都観光を支援すれば日本全体にとっても良いということから、先行研究として「日本の

国際観光発展のために」という論文を用いる。この先行研究では「観光」を「余暇時間の中

で、日常生活圏を離れて行なう様々な活動であって、触れ合い、学び、遊ぶということを目

的とするもの」と定義しているので、これを活用する。この先行研究では、国内と国外での

旅行消費額を比較して、国際旅行収支バランスの不均衡と、日本人が国内旅行に占める割合

の高さを示すことで日本国内の観光産業は日本人によって現在支えられているということ

を明らかにし、その国内の観光産業に対する日本人の旅行消費額の減少という国内の観光産

業の現状を訴え、地方の観光産業を支援するのに適した観光政策を考えるためのケーススタ

ディとして京都府南丹市美山町（以後美山町と省略します）を分析している。そして美山町

という都市の特徴と美山町に対して為されてきた政策を分析し、その問題点や課題を解決す

るための政策提言を行なっている。 
 

第2節 先行研究との類似点、及び論文のオリジナリテ

ィ、先行研究の位置づけ 
 
(ア) 先行研究と本稿の類似点 

先行研究と本稿の共通点は範囲こそ異なるが、外国人観光客が多く訪れる京都を目指

していることである。京都を支援する観光政策を考える上で、京都の美山町の観光を支

援する政策は京都府全体に適した観光政策の良き参考になる可能性がある。先行研究と

して「日本の国際観光発展のために」を選んだ理由は、より京都府全体の益になる政策

としての参考となると考えたからである。 
 

(イ) 先行研究と本稿の相違点 

本稿と先行文献の違いはその分析対象の範囲にある。先行研究は京都府の一都市を対

象としたが、本稿では京都市を中心として京都府全体を対象とする。また、先行研究の

目的は地方の特徴にあった観光政策とは何かということを考えることであったが、本稿

は京都府全体の観光産業を支援するための政策は何かということである。また、先行文

献には無いが、本稿では観光に欠かせない交通に対して重点を置いている。外国人観光
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客が京都を訪れたときに必要な交通機関をどのように考えるかという観点、つまり、混

雑などが発生する公共交通機関だけでなく他の交通手段を設けてはどうだろうかとい

う視点で観光政策を考えている。 
 

(ウ) 先行研究と本稿の位置づけ 

本稿は先行研究の対象とする範囲を拡大し、京都全体に対して有効な政策提言の参考

としつつも、先行研究とは異なる視点と異なる分析手法から京都全体の観光産業を支援

する政策を考え、提言するつもりである。 
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第3章 経済波及効果の分析 

第1節 経済波及効果について 
1 章、2章の現状・問題意識から政策提言に至るにあたって、どのような経済波及効果が

あるかを分析してみることにする。ここでは、交通渋滞・お土産・人力車・ベロタクシー・

催しの開催を再構築し、経済にどのような効果があるのかを分析する。 

まずその前に、経済波及効果というものについて説明する。経済波及とは、ある産業に新た

な需要が生じたとき、その需要を満たすために行われる生産が、需要が生じた産業だけでな

く、原材料等の取引を通じて関連する他の産業にも波及する。また、これらの生産活動の結

果生じた雇用者所得は、消費支出となって新たな需要を生み、さらに生産を誘発していく、

というようなものである。経済波及効果とはこれを数値的に分析、予測したものである。経

済波及効果のメリットとしてはある経済活動を行ったとき、それがどのようにその経済的影

響を広げていくかを数量的に把握することができるという点、またそのデメリットとして

は、あくまで効果を予測するものであり、ピタリと正解を当てることができないという点で

ある。また実際に経済波及効果を求めるにあたって前提が必要となる。一般的な前提は以下

のとおりであり、私たちの経済波及効果測定もこれを参照することにする。 

 

○分析上の基本的仮定 

① 一つの産業はただ一つの生産物を生産する 

ある生産物を生産するための手段はたった一つしかなく（非代替定理）、ある部門の生産

活動により複数の生産物が生産（結合生産）されることはないと仮定しています。 

 

② 生産水準とその投入量は規模に関して一定 

大量生産することによりコストの削減が可能となるような生産規模の経済性はなく、生産

水準が２倍になれば、原材料等投入量も２倍になると仮定しています。（比例性） 

 

③ 各産業間の相互干渉はない 

例えば，「ある産業の活動により発生した公害が他の産業（農業，漁業など）の活動に及

ぼすマイナスの影響（外部不経済）や逆にプラスの影響（外部経済）を産業連関分析では持

たない。」ことを条件とする。 

 

④投入する乗数効果は一定 

 

⑤途中で中断がない 

しかし，産業連関分析においてはこのような波及の中断が起こることなく，発生した需要に

対しては必ず生産を行い究極的に収束するまで波及する。 

（鹿児島県 『第３章：産業連関表を使った経済波及効果分析』より抜粋） 
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第2節 政策を実施した場合の分析 
 
それでは、経済波及効果測定を行っていく。 

なお、ここでは上記の説明にある通り産業連関分析を用いて出すのが一般的であるが、京都

市は産業連関分析を行っておらず、ここでは、『平成１６年度京都市観光消費経済波及効果』

というものを参考に、簡易的な経済波及効果を調べていくことにする。 

観光面での経済波及効果とは、観光消費額×乗数効果（ある年の経済波及効果より測定）で

求めることが出来、まず元となる乗数効果を測定する。 

資料によると、『観光消費額のうち，域内にとどまる額（直接効果の額）は，約 3,737 億

円，直接的な観光関連産業における雇用者総数は 50,615 人と推計される。また，この直接

的な効果を基にして，域内にもたらされる生産波及効果の総額は約 4,755 億円，雇用効果は

30,299 人と推計される。以上から，観光客の消費によって京都市域にもたらされた経済波

及効果の総額は 1兆 103 億円となり，その乗数効果は 1.89 となる。これにより生じた雇用

者数は 80,915 人と推計される。』とある。この 1.89 という係数を用いて、私たちが提案す

る政策提言の経済波及効果はどのようなものなのかということを、以下に記していくことに

する。  

京都市は，観光関連産業による経済波及効果の付加価値の総額（4,336 億円）を市内総生

産と比較すると約 7.5％で、経済波及効果の雇用効果を市内従業者総数と比較すると 11.6％

となる。単純に比較することはできないが，国レベルでは観光関連産業は総生産に対して約

5.7％で、雇用効果においては約 6.8％であり、京都市では国レベルより観光関連産業の占

める割合が大きいことが見て取れる。これにより、私たちがまず観光産業に着目したことは

正しいと言える。 

 

ここから、順に分析を行っていく。 

 

1. 交通渋滞緩和 

2. お土産の再開発 

3. 人力車・ベロタクシーの普及 

4. 既存の建物を活かした催し 

 

 

1. 交通渋滞緩和 

ＬＲＴに関してどのような観光消費額が見込めるかを算出する。なお京都市の計画では

LRT はどの区間乗っても一律 220 円とあるので運賃はこれを採用する。また京都市の観光客

は平成 15 年度～16 年度にかけて約 180 万人増加している。ＬＲＴ目当てで外国人観光客だ

けでなく、日本各地からも観光客が訪れるのではないかと推測し前年度比 300 万人の観光客

が訪れるとする。すると、 

 

220 円(運賃)×3000000 人×2（往復分）＝13 億 2000 万円 

 

の観光消費額増加を見込むことが出来る。 
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ＬＲＴと鉄道を比較すると、鉄道の敷設費は約 200 億円／km であるのに対し、LRT は約 30

億円／km(道路拡幅の用地費は含まない)である。一目見ればわかるように、比較にならない

ほど安価で敷設することができる。運営費用としては 3億円/km で、地下鉄 が 10 億円／km 

であることから、おおよそ１／３で運営できるとされている。 

また、ＬＲＴシステム整備費補助金という制度がある。ＬＲＴは、『速達性に優れ、バリ

アフリーや環境にも優しい利用者本位の交通体系の構築を促進する観点から、まちづくりと

連携したＬＲＴシステムの整備を推進する』という観点から、低床式車両その他ＬＲＴシス

テムの整備に必要な施設整備に要した費用の一部を補助するという制度のことである。 

 この際の補助対象事業者は鉄軌道事業者であり、補助対象経費としては、ＬＲＴシステ

ム構築に不可欠な低床式車両（ＬＲＶ）、停留施設、レール（制振軌道）、変電所の増強、車

庫の増備、ＩＣカードシステム、相互直通化のための施設などの整備に要した費用である。 

 補助率は地方公共団体も国と同額１／４という率であり、２１年度予算額は２０億３千

万円である。また、２１年度からは、重点支援とし、地域公共交通活性化・再生法の総合連

携計画に基づく低床式車両（ＬＲＶ）の導入等については、新たに地域公共交通活性化・再

生総合事業費補助等により、補助率が１／４から１／２に拡大されるなどのように、重点的

に支援されるということになっている。 

 

                              （参照『国土交通省』） 

 

 

次にレンタサイクルについての消費額増加を推定する。レンタサイクルの値段はできるだ

けたくさんの人が使ってもらえるように安く設定することを考え調べた。すると、香川県の

高松市で 24 時間以内なら 100 円で自転車をレンタルしているのを発見したので、これを採

用する。なお、既存の料金では一日使用 500 円のところが多いが、業者ごとに値段は違う。

しかも独立採算が難しいのが現状だそうなので、京都市がその業者のレンタサイクル業務を

買い取る。 

 

利用する観光客が年間 10 万人いると仮定すると、 

100 円(運賃)×100000 人＝1000 万円の観光消費額増加を見込める。 

 

微量ではあるが、毎年大きな増減はしないであろう貴重な収入ではないだろうか。以上よ

り、ＬＲＴとレンタサイクルの２つを総合して、 

 

13 億 2000 万円＋1000 万円＝13 億 3000 万円の観光消費額増加が見込める。 

 

 

2. 西陣織ネクタイ(500人に一人が買うと仮定) 

政策提言にもあるように西陣織ネクタイを売ってどれくらいの収益を得る事ができるの

かを推測し観光消費額を推定する。西陣織ネクタイは一本平均 7000 円前後であるので簡単

に買える代物ではない。よって 500 人に１人が一本購入すると仮定した場合に、どのくらい

の収益が見込めるのかを計算する。 

京都市の観光客は平成 16 年度 4554 万人であるとされているので、500 人に１人となると

91080 人ということになる。よって、 

 

7000 円(1 本当たりの値段)×91080 人(購入人数)＝7 億 2864 万円 
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の観光消費額増加を見込むことができる。 

 

 

3. 人力車 ベロタクシー 

人力車の料金体系としては、「えびす屋」の値段を参考にした。1時間１人当たり 9000 円

で、2人で乗ると 15000 円ということである。これを京都への観光客３００万人中３万人が

乗ると仮定し、大半が二人で乗ると仮定した場合、 

 

15000 円×15000 組＝2 億 2500 万円の観光消費額増加を見込むことができる。 

 

次に、ベロタクシーの料金体系としては、VELOTAXI JAPAN を参考にした。初乗り 0.5km

までが大人は￥300 で、小人は￥200 である。超過料金 として、0.1km ごとに大人は￥50、

小人は￥30 である。ベロタクシーは走行距離から算出していることが分かった。 

同じく３万人がベロタクシーを利用したとした場合、平均２km 乗ったと仮定すれば、 

 

３００円＋７５０円×３００００人＝３１５０万円 

 

の観光消費額増加を見込むことができる。 

 

 

4. 既存の建物で音楽イベント 

2 万人が入る施設での音楽イベントを開催し、半数が他府県から来たとした場合を考える。 

京都市内から電車でイベント施設の 寄り駅に行ったとして 500 円かかると仮定し、京都で

の一日の食事代として 2000 円かかると仮定する。そして、１年に似たような施設でイベン

トが４回実施されたとした場合、 

 

20000 人×500 円＋2000 円×４回＝2億円 

 
の観光消費額の増加を見込むことができる。また、それにホテルなどの費用をプラスするだ

けでも、 

 
２億円＋３億円＝５億円近くの経済効果がもたらされるだろう。 

 

 

以上の観光消費額増加から、すべてを合計すると 

 

13 億 3000 万円＋7 億 2864 万円＋2 億 2500 万円＋３１５０万円＋５億円＝２８億１５１４

万円となる。この額を平成１６年度の観光消費額の推計５３４８億円に加えると、 

 

５３４８億円＋２８億１５１４円＝５３７３億１５１４万円 

この額に乗数効果である 1.89 をかける。 

 

５３７３億１５１４万円×１．８９＝１兆１５５億２５６１万４６００円となる。 
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よって、 

「平成 16 年度の観光消費額の推計 5348 億に我々の政策提言を加えると５３７３億１５１４

万円となり、それに乗数効果 1.89 をかけると経済波及効果は１兆１５５億２５６１万４６

００円と推計することができる。」 
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第4章 京都観光への政策提言 

第1節 政策提言の方向性 
 
 今までの章で京都における様々な観光問題について論じてきた。ここでもう一度整理し

て、京都観光の政策提言について説明したい。京都観光の強みとしては、1200 年の歴史や

様々な伝統文化、豊富な文化財を持ち合わせ、それぞれの地域が一つの観光都市に匹敵する

力を持つ。また、年齢層の高い世代に人気であり、豊かな自然資源から生まれる京料理も年

齢を問わず人気であるというような強みが挙げられる。どこか心が安らぐという感覚を古の

京に人々が求めているのかもしれない。それらの伝統的文化を残しつつ、かつ生かしていく

ことが重要だと考えられる。 

次に京都観光の弱みとしては、観光客の時期的・場所的に集中してしまっているというこ

とが挙げられる。歩くだけで汗だくになる夏や、寒すぎる冬を避け、比較的快適に観光する

ことができる春や秋を好む傾向がある。秋の紅葉シーズンには観光客が集中してしまい、狭

い京都の繁華街などは大混雑を招く。このように、観光需要に比べて、不足気味な観光案内

基盤が京都観光の弱みだと言える。 

また、京都観光の長年の課題である交通問題や道路事情、夜の観光の魅力の少なさなどが

挙げられる。このような現状から、将来的に起こりえる問題として、京都らしい都市景観の

喪失や交通渋滞などに伴う市民の歓迎意識の低下、他の観光地との競争の激化という問題が

考えられる。これらの問題解決のためには、新たな観光の方向性が重要視されてくるだろう。

その中で私たちが特に着目したのが、団塊世代の退職に伴う市場の拡大、国が掲げる観光立

国政策による「ビジット・ジャパン・キャンペーン」政策による訪日外国人観光客の増加、

中国の経済発展に伴う海外観光マーケットの拡大、環境問題にも配慮した観光都市という四

点である。これらの点が将来的な観光政策で重要になってくると考え、観光への政策提言の

中にこれらを加えつつ、新な京都観光の創出を実現するための政策提言を考えた。 

次の節ではその政策提言について説明していく。 

第2節 京都観光の政策提言 
 

１ 交通渋滞の緩和 … LRT 導入・レンタサイクルの普及・トランジットモール化 

２ 京都ブランドの形成 … お土産産業の再開発・京都料理イメージの改善 

３ 人力車の普及・ベロタクシーの活性化 

４ 外国人観光客への観光案内の多様化 

５ 既存の建物を活かした催し 

６ 観光客の寺社への宿泊誘致 
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 という政策提言を考えた。 

 

まず一つ目に、交通渋滞の緩和であるが、ＬＲＴと呼ばれている次世代型路面電車の導入、

レンタサイクルの普及、人力車の普及に目を向けてみる。 

まず、ＬＲＴについて説明すると、2001 年 10 月に京都商工会議所や、交通運輸労働組合

京都地方協議会が「人に優しい交通で京都のまちづくり」の一貫として提案されたものであ

る。現在のバスや通常の路面電車との違いは１両編成にとどまらないので輸送能力に大きな

期待が持てる点、専用軌道上を走る場合に、路面電車やバスよりも速く走ることが可能、そ

して小回りが利く点より待ち時間の節約も可能となる。また、分析の部分でも述べたように、

設置するコストも地下鉄、モノレールなどホームが地価や空中にあるものよりも格段に安

く、また短期間で準備が出来る。環境面においても動力に電気を使い排気ガスも出さない、

といったものである。道路内に線路を敷設することによって、市内混雑部への車両乗り入れ

が規制され、トランジットモール化を推し進めるとともに、交通がスムーズに働くと考えら

れる。しかし、京都市内は、タクシー利用客も多く、すべての車両の乗り入れを規制するこ

とは困難である。線路上も車両の通行は可能であるので、ある程度の車線は確保することは

できるとしても、現在のように、すべての車両が往来できるような交通制度は見直さなけれ

ばならないかもしれない。それゆえ商業車、タクシー、緊急車などに車両乗り入れを限定す

ることも考えている。トランジットモール化は、公共交通機関（バス、路面電車、LRT、タ

クシー等）に開放されている歩車共存道路のことであり、自家用自動車などの通行を制限す

る一方で公共交通の利便性を高め、中心市街地を活性化させる施策の一つとして設けられ

る。事例としては、1962 年、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス市においてニコレッ

ト通りがアメリカで 2番目のモール（歩行者専用道路）としてバス・タクシーのみ乗り入れ

で計画され、1967 年から実地されたのが世界 初である。欧米各国で実施されている事例

が多い。このようなものは京都市内でも実際に、2007 年に四条通で試行実施され、実験さ

れている。トランジットモールのメリットとしては大きく見て、つぎの５つを挙げることが

できる。 

・歩行者が安全で快適に繁華街を歩くことができる。 

・車線数が減るため、通りの横断がしやすくなる。 

・休憩や待ち合わせをする場所が広くなる。 

・イベントなどの開催や、祭りなどの活動が可能。 

・バス等の通行がスムーズになる。 

実際に京都市内のトランジットモール実験を目にしたひとの意見では、「いつもの車のごっ

た煮のような四条通が整然としている。」というすっきりとバスが走っているという光景に

驚きを隠せない表現をしている。４車線の車道の２車線分を歩道として拡張した中を、ゆっ

たり歩く人々の横で、あいだの２車線だけとなった車道をバスとタクシーだけがスイスイ走

っていた。トランジットモール化がよりよい影響を与える証明となったはずである。 

 

次にレンタサイクルの普及についてであるが、これは京都の土地柄を考えの意見である。

京都という街は平安時代以降道路整備が行われ、碁盤の目のようになっているのは周知の事

実である。地図を見れば観光客の方も一目で自分がどの通りにいるかを把握することができ

る。レンタサイクルを利用する一番の利点は、バス・タクシー・地下鉄では通ることのでき

ない狭い通りも動き回ることができる点で、他の交通機関を利用して混雑するよりも開放的

で、京都という街並みを楽しみながら目的地へと進むことができる。さらに、上記で述べた

トランジットモール化を推し進めることで、自転車も快適に安全に走行することができるは

ずである。 
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この政策を推進するためには、各地に駐輪場を設置する、道路の幅を広げる、四条通りな

ど人通りが特に多い通りは自転車を降りて歩いて運転させるような規制を作る、などといっ

た処置が必要となる。しかし、ＬＲＴ同様、地下や空中に設置するわけではないので費用も

抑えることができ、またバス・地下鉄利用者を少し減らしスムーズに道路交通を行うことが

できると考えられる。 

 

 

二つ目の観光政策として、お土産産業の再開発があげられる。京都の代表的なお土産であ

る生八つ橋が京都でなくても手に入れられるようになった今、生八つ橋に取って代わるよう

な新たな「京都ブランド」の濃いお土産が必要になっている。観光客にとってお土産を買う

ことは観光旅行の一つの楽しみであると同時に、その観光旅行を締めくくる大事な瞬間でも

ある。購入したお土産を手にとり観光地を思い出し、再び訪れたいと思わせなければならな

い。つまり、お土産はリピーターを生むことのできる重要な要素であるとも言える。 

そこで、生八つ橋のように食べたらなくなってしまうような食品土産ではなく、京都古来の

伝統技術を生かした西陣織を使った京都ブランド土産を提案する。「西陣織」と聞いたら高

級織物でお土産として気軽に買って帰ることは難しいイメージがあるかもしれないが、私た

ちが注目したのは「西陣織ネクタイ」である。一本平均 5,000 円くらいで、安いものだと

3,000 円くらいで買えてしまうのだ。デザインは美しく洗練されており、肌ざわりもよく、

かつ実用的ある。身につけることによってどこでも京都を感じることができるのである。ネ

クタイはプレゼントや贈り物として も無難なものであることは間違いない。 

西陣織ネクタイ業界はここ数年、政府によって呼びかけられた「クールビズ」の影響でク

ールビズ定着による春・夏物の落ち込み、高い加工労賃コスト、中国など外国からの安価な

輸入ネクタイとの競合などによって、売上が落ち込んではいるものの、復活の兆しがだんだ

ん見え始めてきている。ネクタイ業は、2008 年 10 月にはセーフティーネット５号融資の対

象業種リストに追加され、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するた

めの措置がとられ苦しい状況を脱したのである。さらに、プリントネクタイから織ネクタイ

への世界的な流行の変化も、西陣を下から支えている。 

西陣ネクタイの平均出荷単価は生地で 700 円程度、完成品で 1,000 円程度と見られるが、

外国からの輸入ネクタイの単価は、中国製で 320 円、韓国製で 390 円となり価格差は依然

として大きい。西陣産地ではイタリアデザイナーや、建築・陶芸など異分野のデザイナーを

起用したデザイン開発に力を入れており、一風変わった西陣織ネクタイで再びヒットを狙っ

ている。日本には現在イタリアやフランスのメーカーが中国、韓国で生産したネクタイの輸

入も多いので、今後ともデザイン、品質、価格のバランスで輸入品を上回る商品の開発が求

められる。こうした条件を満たせば、「西陣織ネクタイ」は新たな京都ブランドを形成し、

京都の土産スランプに終止符をうつことになるであろう。 

また京都料理のイメージの改善は京都観光の集客数を増やすことにつながるだろう。京

都の食事における問題点は、料理の値段や料理に対するかたいイメージが先行してしまって

いることだが、料理自体の評価はデータからも非常に高いことがわかる。つまり京料理の需

要は少なからず多いと言える。 

そこで、リーズナブルな価格調節や気軽に食事ができるという新しい京料理に対するイ

メージを、観光客に植え付けることでより多くの観光客を呼び込むことができるのではない

だろうか。そのためには京料理バイキングやカフェ、喫茶店などで気兼ねなく京料理を楽し

める設備を増加させる政策が考えられる。 

また外国人観光客が京野菜などの産物に触れる機会を多くするため、京都産物を生かし

たイタリアンレストラン、フレンチレストランなどの洋食料理店の増加や既存の洋食料理店

のアピールなどが重要だと考えられる。 近ではミシュランガイド京都・大阪 2010 が発売
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されたことで、今よりも一層多くの観光客が京料理を目的として訪れるきっかけとなるの

で、そこでリピーターを獲得出来るような政策も考えられる。 

 

三つ目は、人力車の普及についてである。京都特有の移動手段としての人力車は外国人観

光客に対して大きな魅力となっているのではないだろうか。人力車の利点として、レンタサ

イクルと共通する部分とその他にも、人力車は車夫（人力車を曳く人）がいるので、ある意

味タクシー的な要素を含みつつ、車では見ることのできない京都の景観を楽しめることが挙

げられる。京都を初めて訪れる外国人観光客にとって、京都の細かい情緒をガイド付きで見

て回れるのは非常に嬉しいサービスとなりうるであろう。人力車を京都の一部の地域（嵐

山・東山など）だけでなく、広い地域で普及させるためには、目的地に到着したあとの観光

客への観光案内時間中の駐輪場所の整備と、客待ち時における待機場所の整備が必要であ

る。また、これまで人力車が通っていなかった道において、人力車専用（もしくは優先）の

道路を整備すること、歩道を広くして歩行者や自転車とともに人力車を運行できるようにす

ることも必要になってくるが、既存の道路を広く整備しなおすことは極めて困難であるの

で、人力車の運行場所を規制し、大通りなど車の行き来が激しい所では人力車は通行しない

ようにすることが必要である。 

 

次にベロタクシーに話を進める。ベロタクシーとは、1997 年にドイツの首都ベルリンで

『環境にやさしい新しい交通システムと、動く広告がひとつになった乗り物』として開発さ

れた自転車タクシーである。バスや鉄道などを補完する交通手段としてだけでなく、環境問

題・地域経済の活性化のひとつでもあります。ベロタクシーは、乗客・広告スポンサー・ド

ライバー・地域住民・行政の協力によりヨーロッパを中心として世界各都市で運行されてい

る。現在京都市内には、新風館と呼ばれる建物（ショッピングモールである）から、ベロタ

クシーが運航されているが、まだ浸透はしていない。これを大幅に浸透させることにより、

人力車同様観光客の注目を集め、地域の活性化につながるのである。環境にも優しく、鳩山

政権の温室効果ガス２５％削減にも貢献出来るのではないだろうか。 

 

四つ目に、外国人観光客への観光案内の多様化についてであるが、日本を訪れる外国人観

光客の国を見てみると、やはりアジア圏内の韓国や台湾、中国、それに加えアメリカやオー

ストラリア、カナダなど英語圏の国が多い。京都の観光地では、英語に対しての対応に関し

ては多少なりとの努力は見られるが、韓国語や中国語の表記はほとんど見られず、対応が必

要である。また様々な外国語に対応したパンフレットを配置することで、どの国の人がよく

京都を訪れるかなどの、統計データの参考になり、そこから新たな改善策を考えられるだろ

う。これについての観光政策提言としては、多言語に対応できる電子案内板の導入、外国人

留学生の観光ボランティア、セブンイレブンだけでなく観光地周辺のコンビニでの簡易観光

案内所の実施などが挙げられる。 

 

五つ目に、既存の建物を活かした催しものである。これは平安神宮などで行われた音楽の

ライブを参考にしたものであり、既存の建物を活かし、普段とは違う目的として、その土地

を利用するものである。京都にはあまり集客数の多くないような、神社や利用施設が多くあ

るので、そこの土地の有効利用として考えられる。 

例えば、あまり利用されていない神社で音楽祭を実施すれば、そこの土地の PR としても、

周辺のお店などにも大きな影響があると言えるだろう。確かに、宗教上の理由や建造物の耐

久性、騒音問題など様々な問題もあるが、それらをクリアしていけば、新たな催しとして大

きな可能性があると言える。実際に、既存の建物を活かした催しとして、『JAL 音舞台シリ

ーズ』が挙げられる。これは京都と奈良を舞台に、日本を代表する寺院で音楽の文化イベン

トを行うものである。金閣寺や清水寺、東福寺など有名な場所でも実施された。なぜ、この
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点に着目したかというと、京都にはアーティストがライブパフォーマンスを行うようなスタ

ジアムやホールなどがなく、音楽のイベントによる経済効果が見受けられないからである。

大阪や兵庫では大規模な野外フェスタやスタジアムを使用した音楽イベントが実施され、音

楽イベントと観光を組み合わせたチケットの販売、また音楽イベントに来る人たちも、ホテ

ルや公共交通機関、土産物などの周辺施設や産業などに大きな経済効果を与えていると言え

る。 

このような点で、新たに開発出来る広大な土地がない京都では、広大な土地がある既存の

建物などを活かした催しをすることで、観光産業や周辺施設に大きな経済効果を与えられる

と考えられる。これの例として、『京都大作戦』という音楽イベントがあり、これは地方の

運動施設を使用した野外ライブであり、約二万人の人が参加した。これにより、交通機関や

飲食店などに非常に大きな経済効果があった。このような既存の建物を活かした催しを実施

することで、観光客数の向上や周辺施設の活性化につながるといえる。 

また、古い建物だけでなく「京都タワー」に観光客向けのお店を増やすことや、内装を改

装することでイメージを一新し、京都のシンボルとして観光客の増加をはかる。ここでは、

京都タワーを活かすだけではなく、京都の長年の課題である夜の観光の魅力の創出が出来る

という点がある。京都は京都タワーと同等の高さを持つ建物がなく、京都タワーからは街並

みがきれいに見える景色を堪能することができる。昼は京都の伝統ある街並みを、夜は京都

のきれいな街並みの夜景を見ることができ、京都のシンボルとしての力を再発揮すること

で、観光客を増やすことができると言えるだろう。 

 

六つ目に観光客の寺社への宿泊の誘致である。私たちは、年間の観光客の宿泊数増加と月

別の観光客数の是正のために、寺社での宿泊を誘致して、観光客に泊まっていただくプラン

を提案する。これは海外におけるユースホステルのようなものをイメージしていただくとわ

かりやすい。つまり、格安で雑魚寝で泊まっていただいて京都の良さ、寺社の良さを肌で感

じてもらおうというものを狙いとしている。そこでは雑魚寝のみである。当然、食事や風呂

はない。具体的にこの施設を利用するのは海外からの観光客や修学旅行生、また国内の京都

に貧乏旅行をしにきている方々になるのではないかと考えられる。 

この政策提言におけるポイントは寺社が既存の建物であるため、京都の外観を損ねること

なく、宿泊施設を増やすことが可能で、まさに京都の特性を生かした政策であること。また、

設備投資がふとんのみであることである。この点より寺社としての採算が少し合っていない

ところに積極的に参入していただきたい。また、それ以外にも修学旅行生や修行僧のための

宿泊施設を用意はしているが、普段は使われず空き家のようになっている建物を所有してい

る、比較的大きな寺社の方々にも参入していただくよう要請する。実際に寺社の方にふとん

を購入、または宿泊者数に応じてレンタルしていただくことになるが費用もそこまで高くは

ない。ちなみにふとんを一般的に購入する場合、シーツなど一式そろえた値段は安くても１

万円前後かかる。宿泊施設として何度も使うことを考えると費用はこれに加え、あとは利用

に応じてクリーニング代がかかっていくことになる。また、ふとんを業者にレンタルする場

合、１泊 3000 円前後でそこから１泊あたり数百円単位で利用料がかかる。何泊も連続して

レンタルすれば、洗濯を各自で行うことで費用を削減することもできる。この政策提言のメ

リットは、お客さまには食事や風呂を外で済ませていただくことで周辺施設の活性化も見込

める点にもある。食事については、様々な飲食店が点在しているので全く問題はない。風呂

は銭湯に入ることになると予想されるのだが、外国人観光客の方々にとっては海外にこのよ

うなものはないため、とても新鮮なものと感じることができるのではないであろうか。ちな

みに京都にはたくさんの銭湯がいたるところに点在し、近くにないということを考える必要

はないと考えられる。価格の面でも 400 円弱と安価で入浴できる。またタオルなどのお風呂

セットをレンタルすることもできるので、銭湯は観光客にとって気軽に利用できるものであ
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る。そして、銭湯を肌で体験することで京都と同時に、日本というものを感じることができ

るであろう。 

また、宿泊施設に関してはホテルや漫画喫茶などの宿泊施設と違い部屋自体がかなり広

く、お経を聞いたりするなどの宗派的なパフォーマンスというものを身近に体験できる。こ

れはオプション的なもので、強制という訳ではない。そしてユースホステルに宿泊するメリ

ットとしてよく挙げられる、色々な方との交流も行えるというのもメリットと言えるだろ

う。 

デメリットとしては、門限や消灯時間があるということだが、これも日本の寺社のしきた

りと考えればそう致命的なものにならないだろう。むしろ、日本の寺社のしきたりを感じる

ことができ、好む観光客もいるかもしれない。具体的な料金設定としては、ふとんのレンタ

ル料金が 3000 円ということを考えて 4000 円で提案をしたい。これは一般的なユースホステ

ルの素泊まりの値段が 4000 円ということを考慮した値段設定である。単純に一人宿泊する

ことで 1000 円の利益を見込むことができる。利用者が増えることでレンタル料金も安くな

るので、寺社によっては更なる値下げも可能かもしれない。寺社経営としても十分成り立つ

し、観光客の宿泊プランの増加にも貢献することもできる。 

また、それぞれの寺社で独自のサービス（家で使われなくなったマッサージ機を宿泊部屋

へ置き自由に使っていただく シェフなどを雇わない本物の家庭料理をお出しする 近所

の銭湯にかけあって、この寺社に泊まれば銭湯の料金○○パーセントオフなど）を提供すれ

ば個々のオリジナリティとして宿泊客を呼び込むことも出来るであろう。ちなみにサイドビ

ジネス的なものであるので採算が合わなければ、ただちに宿泊事業を中止することも可能で

ある。小さなリスクから大きな成果を期待することができる。京都のふとん産業は少なくと

もこの政策で大幅な利益を確保できるであろう。実は、すでに期間限定で宿泊を誘致してい

る寺社は僅かながらある。密かに人気を集めているが、まだまだ普及していない。文化財保

護の観点からすると、老朽化が早まってしまう、多少の改築は必要であるといった問題点は

ある。しかしそのことを考慮しても、この政策を試みる価値はあるといえる。この政策は、

年中一定の宿泊客数を確保できるものであり、京都での宿泊客数の増加は、京都の更なる活

性化に大きく貢献することができる。寺社としても新たな収益を生み出し、寺社のＰＲ に

もなるので、大きな成果を見込むことができる。 

よって相互にとって利益があるといえるのではないだろうか。この政策から、国内外の多

くの人々に京都の寺社を通して、さらに深く京都を知ってもらうことができるであろう。 

 
 
 
以上のような、政策提言を提案することで京都観光の活性化をはかり、京都経済の活性化に

つなげると考えた。 
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