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新型コロナの収束と京都観光のＶ字回復を！

新型コロナの感染拡大防止並びに感染者の治療にご努力をいただいている全ての皆さまに感謝
を申し上げます。
さて、日本と世界が新型コロナ禍に見舞われる以前には、朝の街頭演説で辻立ちをしていると、
貸切バス・タクシーや徒歩で班別行動する修学旅行生の姿を、市内随所に見ることができました。
京都市を訪れる修学旅行生は、令和元年、年間７０万人を数えましたが、新型コロナの影響により、
翌年、１５万７千人にまで激減しました。
この結果、旅館では宿泊予約をキャンセルする電話が続き、お土産物店が立ち並ぶ観光名所は
閑散とするなど、京都の観光に関連する事業者の方々は、窮地に立たされています。また、緊急事
態宣言が発令される度に、京都市を修学旅行の目的地から外そうとする地方自治体や教育委員会
が全国各地に出てくるなど、京都観光が抱える課題は今なお山積しています。
もとより京都１２００年の歴史・文化を学ぶことのできる修学旅行は、その教育的意義の高さにと
どまらず、京都市にとっては将来の観光需要を生み出す絶好の機会であり、その経済波及効果によ
り多くの雇用を創出しています。
修学旅行を起点とする年間５，
３５２万人の観光客を、京都の文化と心でおもてなしする旅館、料
理飲食、中央市場、物産、技芸、伝統工芸等の事業継続と雇用を守り抜き、新型コロナの収束と京
都観光のＶ字回復を実現させるために、衆議院の任期満了まで現場の声を内閣に届け続けて参る
覚悟です。

衆議院議員

新型コロナの収束に向けた出口戦略
新型コロナの感染症法上の位置づけの見直し

７月７日 厚労委員会にて

当初、新型コロナは、感染症法上、ＳＡＲＳに匹敵する「２類感染症」相等の扱いでしたが、現在、
「新型インフル
エンザ等感染症」の位置づけとなっています。ワクチンの普及や治療薬の開発状況等を踏まえつつ、新型コロナ
のリスク評価を適切に行い、感染症法上の１類から５類のいずれかの類型への当てはめ直すことが必要です。

7/7質問の動画
（ダイジェスト版）は
こちらから

新型コロナワクチンの安定供給戦略
医療現場と京都市の努力が奏功し、ワクチンの接種スピードが上がった一方で、国によるワクチン供給が目詰まりしたことで、１回目のワクチン
接種にブレーキがかかりました。この問題について７月７日（水）の衆議院厚生労働委員会で質問に立ち、感染拡大地域へのワクチン優先供給
と、調達の前倒し及び確保量の積み増しを訴えました。この結果、８月２日からの京都府に対するワクチン供給は、当初の想定よりも８万回増え
ました。また、菅総理は、ファイザーに対しワクチン供給の前倒しを要請するに至りました。

衆議院議員 しげもとまもる プロフィール

公式サイトやSNSでも近況や情報をお届けしております。

昭和４７年１２月姫路市生まれ（子年・４８歳）。神戸大学・大学院で建設学を修めた平成９年、
運輸省
（現在の国土交通省）
に入省。本省勤務、米国留学を経て、北海道の港湾事務所長として
赴任した際、伊東良孝衆議院議員との出会いが転機となり、平成２２年に国土交通省を退職、
議員秘書に転身。
６年半の秘書経験の後、平成２９年、第４８回衆院選に出馬・初当選。現在、
京都市左京区在住。家族は、妻、一男、二女、愛犬。特技は居合道（三段）。趣味は和装、カラオケ。
「努力は運を支配する」
を座右の銘とする。

しげもっちゃん劇場

党員募集中

検索

京都市新型コロナ
ワクチン接種
ポータルサイト

！
しげもとさんと京都の観光をまもる！
みやこ

京の観光をまもる会が発足しました
新 型コロナで沈んでしまった京 都の観 光 業 。これを危 機
ではなく、
『 日本の観光＝京都 』と確固たるものとするチャン
スと捉えたい 。国 内 一 般 旅 行での京 都の魅 力 再 訴 求 、イン
バウンドの適切な誘致、そして、国内一般旅行の起点となる
教育旅行、すべての分野で№1の観光都市にするため、私た
ちはしげもとまもるさんとともに様々な意見を出し合い、具
体的な施策を実現させる政策集団です。
京の観光をまもる会 会長

中村公紀

くわしくは裏面へ!
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国会議員しげもとまもる
との出会い

新型コロナウイルス
国内初の感染者確認

修学旅行のキャンセルに
大きな問題が

平成29年7月1日。
京都の夏と言えば祭り。その祭りの中の氏子組織で
同じ組員1年生として国会議員 しげもとまもるさんと
出会った。行事ご奉仕の後、のどの渇きを潤す為、喫
茶店で数名でアイスコーヒーを飲みながら、他愛もな
い話をするのが毎年の小さな恒例行事であった。当
時、旅館の次期経営者であった私からすると、国会
議員しげもとまもるさん、具体的に何をされているか
わからない異業種の方という感じであった。

令和2年1月16日。
この日、日本で新型コロナウイルス国内初の感染者
が確認された。私もその事を報道で知ったが、
この時
点では受け取り方は実に他人事だった。
しかし、感染者が次第に拡大し始めると、それまでに
入っていた一般旅行客の既予約が次々と取り消しに
なり、新規予約も鈍化していく。ただ何も出来ないま
ま、状況が悪化し、次第に焦りが募るように。

そんな中、心配となっていたのは、令和２年3月上旬に控
えていた東北方面からお越しの修学旅行。修学旅行は、
一般旅行とは性質が全く異なる。文部科学省が定める新
学習指導要領に沿い「遠足・集団宿泊的行事」
「旅行・
集団宿泊的行事」等として学校行事に位置付けられ、教
育活動の一環として実施されるものである。
館内での感染症を防ぐ為、アルコール消毒液など当時、
世の中に発信されていた感染防止対策に奔走したが、残
念ながらその修学旅行は直前に取消になった。
そこで発生した問題が契約における「キャンセル料」で
あった。これはいったい誰が払うものなのか。まさか文部
科学省管轄の学校行事なのに、負担するのは生徒・学生
の保護者なのか。前代未聞の問題に頭を抱えていた時、
ふと浮かんだのが、
しげもとまもるさんだった。
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衆議院議員の仕事を
初めて知る。

しげもとまもるさんに電話をしたのはこの
ときがはじめて。これまで祭りでお会いす
るだけだったのですごく緊張した。感染症
の拡大で業界内に生じた問題を時系列で
話をすると、翌日にはすぐに旅館に足を運
んでいただき事細かく状況を聞いていた
だいた。あたかも当事者のような真剣な眼
差しをされていたことを鮮明に覚えている。
その後すぐに国へこのキャンセル料問題を進言いただき、
最終的には、文部科学省より第一次補正予算で充当の予
算が組まれ計上されることに。
このスピードには、驚きを隠
せなかった。
これが、我々の声を国へ届けるということで、
その役割を果たすメッセンジャーが国会議員。いくら決定し
た政府の方針であっても、現場の隅々まで完璧にフォロー
することはなかなか難しい、その最後の詰めをするのが国
会議員の仕事だと感じた。
この機を境に、どこか遠い存在の国会議員だったしげもと
まもるさんが身近で頼れる衆議院議員しげもとまもるさん
へと変わった。
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全国に緊急事態宣言が発出され、
とうとう予約がゼロに。
令和2年4月5日。
緊急事態宣言というインパクトのある激しい言葉で、京都
だけでなく日本全国が一気に静まり返った。従来、桜の
シーズンが終われば、京都は春の修学旅行シーズン。全
国津々浦々多くの修学旅行がお越しになります。京都に
来られる修学旅行は年間約70万人。
修学旅行生はゆくゆく京都の未来の一般旅行でお越し
になる観光客になります。つまり、修学旅行がなければ京
都観光の未来はないと言っても過言ではない。
その修学旅行が、令和
2年4〜7月中旬までゼ
ロに。旅館は、旅行会
社からの取消連絡を待
つのみで、成す術がな
かった。

みやこ

京の観光をまもる会
×
しげもとまもる
京の観光をまもる会 幹事長の
山田周蔵さんに発足の経緯と
活動内容をお聞きしました。

このまま京都観光は沈んでしまうのか。
解決の糸口は？
我々旅館業界の苦境にある声をより多く集め、打開策を探るために、再びしげもとまもるさん
に連絡を。
この厳しい状況を理解いただく会議の開催を提案した。答えはもちろんイエス。
修学旅行の営業の最前線にいる旅館や京都に仕入センターを構える大手旅行会社の営業
マンに集まってもらい、苦しい現状を述べた。その中で声が挙がったのが、
「安心安全の京
都の修学旅行」の再構築。
当時、市民でもコロナの問合せ窓口で混乱を来たしてたのに、もしもの時にどのようにして
京都の修学旅行が安心安全に対処できるか、ついては医療対応体制が構築できるか、
こ
れを解決出来れば、誘致における最大の説得材料になるのではないかと意見が出た。さら
に、
この医療対応体制が、市民とは別で窓口を設けないと市民の安心安全も守れない。
この
点にも最大限の配慮が必要だという意見も出た。もち
ろん、旅館・旅行会社だけでは医療対応体制は作れな
い。そこで、
しげもとまもるさんが軸となり、自治体であ
る京都市、医療を司る京都府医師会がマッチングして
出来たのが、
「きょうと修学旅行専用２４時間感染電話
相談」。京都にお越しいただける要素としてこれほど強
いものはなく、修学旅行受入№1の京都の名にふさわ
しい唯一無二の他都市にはない医療対応体制だ。
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しげもとまもるさんの働きと実績で広がる
旅館・観光業界の輪。
しげもとまもるさんには、上記の他、旅館業界における経営面や国や自治体へ
進言いただきたい行政面など課題問題を多岐にそして重層的に取り組んでい
ただきました。時には、文部科学省や国土交通省観光庁の職員の方とも直接
オンラインで会議を開催したりと、今まで成し得なかったことがどんどん実現し
ていきました。これらの活動がようやく旅館業界を中心に、そして旅行会社、
バス・タクシー会社、レジャー施設等観光関連事業者にも伝播し、いつしか自
然にしげもとまもるさんを応援して行こうという機運が高まり、
そのスピードが加速しました。
そして、令和2年12月16日。
国政における経済波及効果の高い観光事業・産業の重要性
を国民に周知し、京都観光の永続的な発展を図り、現在・未来
における課題の抽出、共有そして解決を推進することを目的と
する「京の観光をまもる会」が発足しました。
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名ばかりの後援会ではない、
機動的政策集団である。
日々刻々とコロナの感染状況も変化し、旅館・観光業界が対応すべき事項も変化し続ける。その状況下、
京の観光をまもる会は、前を向き、常に状況を共有し、
しげもとまもるさんと連絡・相談を重ねた。例えば、
GoToトラベル事業における課題に対し、提言する際、各旅館が協力し合い、客室稼働率や各館の経営状
況を許せる範囲で出してもらい、数字を集約し、科学的な解決方法をもってするようにとしげもとまもるさ
んに助言いただきながら、実施した。
ついに、令和3年2月17日。
京の観光をまもる会を代表して、また京都府旅館ホテル生活衛生同業組合理事長代理として、前述の
旅館の次期経営者(現京の観光をまもる会 幹事長)を含む幹事3名で、上京し、観光業界の監督官庁の
要職を務める国会議員の先生及び関係省庁に陳情も含め訪問した。
先導者をしげもとまもるさんに、国会内、議員会館内、国会周辺に構える各省庁窓口を時間の許す限り、
巡りに巡った。このときしげもとまもるさんの後ろ姿がより一層頼もしく感じた。そのこともあり、幹事会
3名も自信をもって、京の観光をまもる会会員の声を熱い言葉で伝えられたと振り返る。
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まだまだ続くコロナとの闘い、
そして旅館・観光業界復活への支え
令和3年7月12日。
緊急事態宣言から切り替わったまん延防止等重点措置が京都
府においては解除された。まだ耐えることしか出来ないが、旅
館・観光業界には希望の光、支えがある。
しげもとまもるさんだ。
観光産業は平和産業とも言われるように、世の中が平穏でない
と成立しない。また、旅館・観光業界は地域雇用にも大きく寄与
し、地元の仕入会社や協力会社との取引も多々ある点より経済
波及効果が高い産業として社会に貢献している。
観光都市 京都を守るべく、今後徐々にではあるが、国内そして
海外からお越しいただくお客様を今まで以上の笑顔でお迎えす
る為に、今は京都の旅館・観光業界が力を蓄える期間として捉
え、それぞれ邁進していきたい。完全復活できるその日までは。

