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↑石清水八幡宮 祈りのともしび～和の
心～

【観光庁誘客多客化事業・京都府ナイト
ツーリズム促進事業】

八幡市の石清水八幡宮の付加価値向
上を目的に境内や鎮守の森のライトアッ
プ、祈りのオブジェの展示を行う。
３月１２日～１４日 実施
３日間の来場者 870人
ライブ視聴者数 300人
再生回数 70回

→ 萬福寺ランタン

【京都府ナイトツーリズム促進
事業】

萬福寺で宇治オリジナルの夜
の演出を創造しました。
３月１９日～２１日 実施
３日間の来場者 3,350人
ライブ視聴者数 1,600人
動画再生回数 3,600回以上
（開催期間中）

お茶の京都DMOでナイトコンテンツの造成を行いました。

↑よみがえる恭仁京ライトアップ

【観光庁誘客多客化事業・京都府ナイト
ツーリズム促進事業】

木津川市域の観光拠点とアート事業を
融合させるため、歴史文化財と光の芸
術を融合させた恒例事業として育成す
る取組を実施。
２月２１日～２８日 実施
スペシャルサイトページオープン（2月26
日～28日）
Instagramフォロワー 147
ライブ視聴者数 2,248人
動画再生数 281回

↑鴻ノ巣山運動公園・ロゴスランドで
のナイト観光事業

【一部京都府ナイトツーリズム促進事
業】

城陽市ロゴスランド修景池のコテージ
での焚火を楽しめる空間を設置。

風景・空間を紹介する動画配信・プロ
モーションを実施しました。
関西TV「よーいドン」でも紹介。
来場者増加に貢献しました。

３月実施（週末のみ）



百済寺と京田辺を訪ねてバスツアー
3月25日、3月30日

DESIGN KYOTO ファクトリーツアーin 宇治を実施

近隣エリアとの交流・連携事業として、枚方
市、京田辺市の両自治体にご協力いただき
実施しました。

樟葉駅～枚方市～百済寺跡～百済王神社
～普賢寺ふれあいの駅でお買い物～大扇
で昼食／抹茶アートに挑戦～酬恩庵一休寺
～樟葉駅～枚方市

2月22日～27日

「DESIGN WEEK KYOTO」とのタイアップイベ

ントとして、宇治市内のモノづくり現場を巡
るＺｏｏｍによる無料オンラインツアーを開
催しました！

お茶の京都 木津川古寺巡礼バスが時期
を拡大して運行します！

お茶の京都ＤＭＯ×タイムズカーレンタル
特別なプランをスタート

新たな地域づくり推進体制へ

昨年度実施し、好評の「お茶の京都木津川
古寺巡礼バス」を今年度は、春と秋に時期
を拡大して実施します！

秋季には、瓶原地域での「木津川アート２０
２１」の開催を見据えて、恭仁宮跡へのバ
ス停設置を検討中。

2021.4.1 ～
お茶の京都DMOではカーシェアサービスに加えてカーレンタ

ルサービスが追加。お茶の京都サイトからタイムズカーレン
タルを利用すると、レンタカー代20％OFFになるお茶の京都
だけの特別なプランでドライブをお楽しみください。

4月、5月の土・日・祝日の２２日間

11月の土・日・祝日の１０日間

ＮＥＷＳ ＴＯＰＩＣＳ

ツーリズムＥＸＰＯジャパンに参加

ＴＥＪ東京商談会（１月７日、８日）と
トラベルフェスタ（１月８日・９日）の
東京ビッグサイトでの会場イベント
は中止。それに代わるオンライン商
談会を実施。

宇治市観光協会、八幡市観光協会、
京田辺市観光協会、木津川市観光協
会様にご参加いただきました。

商談件数：旅行会社等２７社

ＭＩＣＥ誘致につな
がるよう、「けいは
んな記念公園」へ
のユニークベ
ニューのプログラ
ムをフライヤー化
し、国内外の旅行
会社２４社に売り
込みをしました。

◆地域づくり京ファンドに出資
ファンドの投資対象は、古民家や空き公共施設等をリノベー
ション等により活用し、宿泊施設、商業施設等を整備・運営

◆「地域づくり京ファンド有限責任事業組合」の設立
（３ＤＭＯと地元４金融機関）
・地域づくりに関する協定調印式３月２９日（月）
・ファンド総額２億円（３ＤＭＯ１億円、金融機関１億円）

◆令和３年度より地域づくりを支えるまちづくり支援法人へ
進化しました。

空き家、移住・定住などの地域課題に対応する専門人材を
配置しました。（地域づくり担当課長）

◆地域文化を活用した地域の活性化のため

地域文化の魅力発信・情報発信、ツアー造成などに対応する
専門人材を配置しました。（文化担当事業部長）

対象店舗

運行経路：ＪＲ奈良駅西口→近鉄奈良駅→浄瑠璃寺
前→岩船寺→JR加茂駅西口→岡崎（海住山寺前）

岡崎（海住山寺前）

ＭＩＣＥ等誘致促進事業

地域づくりファンド事業

参加者：14人（複数日の参加あり）

訪問先：楠岡義肢製作所、南條工房、ヒガシ
弦楽器製作所、日双工業、アテック京都、河
原崎製作所、アクトリー、昇苑くみひも、永野
染色、牧野漆工芸、ナンゴー 参加費：おひとり様 6,000円

参加者3月25日（12人）、30日（15人）
60代～70代が約６割を占めました。

近隣なのに知らなかった地域の魅力を
楽しんでいただけました。

デイタイムには多くの人に親しまれる公園であることから
「ナイトタイム」に開催できるパーティ会場としての利用をハ
イライトした内容となっています。



お料理のおもてなし力アップ講座

和束町食の磨き上げ調査井手町食の磨き上げ調査

井手町の観光マーケティング・
ご当地グルメ開発準備支援を
実施。コンセプト案を協議しま
した。

８月６日、１０月５日、１０月２６
日、１１月１１日、１２月１日 １月２０日

大和学園の京都調理師学
校の沖田校長、学園役員
等に和束町茶畑景観など
を見た上で、町のイメージ
を活かした食の在り方につ
いて、料理教室開催に向
けて協議しました。

クッキングスクールの老舗であり京都の料亭やホテルなどとの交流も広い大和学園の
ラ・キャリエールクッキングスクールに依頼し「お料理のおもてなし力アップ講座」を開催。
茶農家民宿や旅館、飲食店経営らの受講者に宇治茶の茶葉や茶殻などを使った新し
いメニューを提案いただき、実際の調理実習を交えて実施しました。

大和学園 京都調理師専門校による料理の基本
実習和食（茶殻を使ったメニュー） １１人参加

大和学園 京都調理師専門校による料理の基本実習
洋食（茶殻を使ったメニュー） ６人参加

食を切り口とした地域の磨き上げ事業

ＤＭＯが中核組織となり、その枠組みを活用しながら、ネット
ワークを構築し、意見集約、合意形成の場とするため設立し
ました。

お茶の京都農泊推進協議会設立

お茶の京都ってどこ？第２弾
ＨＰ上でクイズに答えて正解した方の中から抽選でプレゼント
クイズ応募者２２０人、うち当選者１０人

江戸時代に生まれた「南山城三十三所
観音霊場巡礼」について、既刊の江戸時
代の南山城三十三所を訪ねてをベース
に、令和版南山城三十三所ガイドブック、
資料のwebページ版の制作を目指してい
ます。

宇治茶アソシエーションメンバーへの情報発信

フランスの文化人を中心とした宇治茶愛好会（アソシエーショ
ン）メンバーである、影響力の高い料理関係者やマスコミ関
係者等約１００人に向けて、宇治茶の魅力への理解の深化
や拡大等に通ずるメッセージとフランス語冊子を制作して送
付しました。

お茶の京都独自ＥＣサイト準備中

お茶の京都クイズ
1月18日～２月28日

出店団体：

ＪＡ京都やましろ、宗
円交遊庵やんたん、
和束茶カフェ、普賢
寺ふれあいの駅、道
の駅お茶の京都 み
なみやましろ村

オリジナルセットを販売します！

南山城三十三所ガイドブック＆WEBページ制作の
企画調査

第２回 3月 5日

第３回 3月10日

第１回 2月12日 日本料理の発展過程と知識を学ぶ ８人参加

１月２７日（水）午後３時～５時 文化パルク城陽 大会議室
第１部 協議会設立
第２部 講演会Ⅰ 細谷 忠弘氏（曽爾村役場企画課長）

テーマ：曽爾村におけるツーリズム推進について
～地域のネットワークつくり～
講演会Ⅱ 森田 栄一氏（森田観光ビジネスサポート）
テーマ：お茶の京都 観光を切り口にした地域づくりの課題
---３年間のフィールドワークを振り返って---

第３部 意見交換

もうひとつの京都多言語WEBサイトが開設

取材先：炭山陶芸村、黄檗山萬福寺（普茶料理）、普賢寺ふれ
あいの駅、宗円交遊庵やんたん、永谷宗円生家、農家民宿え

ぬとえぬ、和束茶カフェ（お抹茶アート体験）、石寺の茶畑、竹
谷酒店、京都和束荘、d:matcha Kyoto CAFE&KITCHEN、萬鳥料
理雉祥、MAIKO茶ブティック、松花堂庭園・美術館、宇治茶道
場匠の館、平等院表参道、ロゴスランド など

ネイティブライターによる、コ
ンテンツ選択、取材、記事掲
載等を実施しています！

https://www.kyototourism.org/
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「フォロー」や「いいね！」をお願いします。

Kyoto Tea Countryお茶の京都DMO 
kyototeacountry

和束町茶源郷ガイドの会、南山城村観光
に対するオンラインセミナー

久御山町地域ガイド養成講座和束町茶源郷ガイドの会育成セミナー

当尾の里石仏巡りインバウンド向け英語ガイド
現地確認

当尾の里石仏巡りインバウンド向け英語ガイド
養成講座

当尾の里めぐりフライヤー（日・英）作成

国内外に当尾の里の
石仏巡りをＰＲするた
めに、日本語と英語の
フライヤーを地元ガイ
ド団体様等と協働し制
作しました。

ガイド育成事業

専門家派遣

・農泊に関する人材育成事業、地域資源の見聞きと発掘を
行い、体験メニューの磨き上げの助言指導を行った。また、
ワークショップやセミナーの企画、外部講師等の調整、Ｗｅｂ
マーケティング手法、プロモーション活動への助言を得る。

外国人モニターツアーの実施 ３月６日

京都日本語学校の外国人学生を中心
にバスモニターツアーを実施し、イン
バウンド向け商品の体験、ガイドや体
験施設に対して助言・指導、意見交換
しました。

販売商品化を予定している観光素材
について、外国人１０人による目線で
の磨き上げを実施。併せてＳＮＳ発
信記事取材（動画含む。）

また、ふるさと案内・かもの英語ガイ
ド研修の成果披露の場としました。

３月１５日

和束町観光案内所にて茶畑ツ
アーに歴史、文化要素も加えた
満足感あるガイドのあり方につ
いて意見交換を実施。
地元ガイドがリモート参加。

３月２日

らくたびの講師により、ガイドと顧客の人間関係づくりをテー
マに、コミュニケーションのあり方など、講演いただきました。
出席者１２人。

２月２日

らくたびの若村代表により、ガイドスキルアップを中心に、
座学と現地指導研修を実施。
久御山町地域ガイド６人参加。

１２月８日

ＪＲ加茂駅からの行程確認、
岩船寺、石仏巡り、浄瑠璃
寺の各所について、地元
ガイドと当エリア内の通訳
案内士が外国人向けの視
点でのツアープログラムの
意見交換を実施しました。

（訪問先）
和束町 京都おぶぶ茶

木津川市 岩船寺～当尾の里石仏巡
り～浄瑠璃寺

（参加者）１０人（中国人２人、アメリカ
人２人、フランス人３人、タイ人２人、
台湾人１人）

・地元通訳案内士４人に、各施設に訪問してもらい、意見交
換。また、その魅力を海外に発信するため、英語によるブロ
グ記事を４８本作成

令和３年４月1日から
４名が着任しました！

第１回 ２月６日（土）

室内研修（木津川市東部交流
会館）及びフィールドワーク。
外国人目線、シナリオ作成、
案内ポイント等実施し地元ガ
イド１３人が参加

第２回 ２月１３日（土）
室内研修（木津川市役所）

グループでのディスカッション
を実施し地元ガイド１２人が参
加

第３回 ２月２０日（土）

現地実地研修を実施し地元
ガイド１３人が参加
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