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第３回「コミュニティ・産業・文化」ワークショップ 「観光」 

 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

何度も訪れたくなる、魅力とおもてなしの心あふれるまち 

＜具体的内容＞ 

①②④豊かな観光資源を活用して、四季折々の文京区の魅力を発掘・発信することで、

文京区を訪れた人に、「何度も行ってみたい」と思われるまちをめざします。また、 

③区民一人ひとりが、あたたかくお客様を迎えるおもてなしの心を持つことで、「いつ

でも来てほしい」と誇れるまちをめざします。 

 

 

【 現 状 に つ い て 】 

（将来像の実現に向けた基本的取組）      （事例＜現在の主な実施計画事業より＞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 観光に携わる団体・人材の有

効活用や案内板等設備の整備、

各種広報媒体を利用した観光

情報の発信を行い、豊かな観光

資源を持つ「文の京」の魅力を

わかりやすく伝えます。 

・文京ふるさと歴史館友の会ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱｶﾞｲﾄﾞ｢文京まち案内｣への支援 

・観光リーフレット作成助成 

・観光振興施策の推進 

② 新たな観光資源の発掘・創出

や、既存の観光資源を磨き上げ

ることにより、まちあるきが楽

しめる魅力的な観光プランを提

供します。 

・区内文化施設のﾈｯﾄﾜｰｸの構築 

・五大まつり助成 

・下町まつり助成 

・文京朝顔・ほおずき市助成 

・観光振興施策の推進 

③ 区民への観光資源の周知をさ

らに進めるとともに、来訪者を

あたたかく迎える、おもてなし

の心を醸成します。 

 

・観光振興施策の推進 

 

④ 区民、地域活動団体、関係機

関、事業者及び区が連携して観

光施策を推進できるよう、協力

体制を強化します。また、東京

都や近隣区と連携を図ってい

きます。 

・コミュニティバス運行 

・観光リーフレット作成助成 

・観光振興施策の推進 

【 将 来 像 】 

【ワークショップ資料３－コ－③】 
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○区を取り巻く現状について 

【訪問のきっかけ】（来訪者（N=515）、単数回答） 

 

0.4%

2.5%

3.7%

4.9%

7.0%

7.2%

7.4%

8.0%

8.7%

11.1%

17.3%

21.9%その他

パッケージに組み込まれていた

文京区のホームページ

テレビ番組

まちあるきのガイドブック

その他ネット上の情報

同行者が選択

文京区や区観光協会のパンフレット類

業務その他の都合

新聞・雑誌記事

友人・知人からの勧め

以前来て良かった

 

【重点的に取り組むべき施策】（単数回答） 

 

2.5%

16.0%

3.1%

2.0%

2.0%

16.5%

38.5%

22.5%

1.4%

1.2%

11.9%

16.4%

45.7%

20.2%

会議や見本市等の誘致による住民と来訪者の
交流の場の創出

観光推進組織（観光協会など）の強化

観光ガイドなどの人材育成

観光ルートの設定やマップやHP等を
活用した情報発信

文京区の埋もれた魅力の発見・活用

区内の移動手段の充実や観光案内板 など
まちを歩いて楽しめる環境づくり

歴史的建造物・美しいまちなみなどの
保全・活用・創造

区民(N=420)

事業所（N=200)

 

資料：文京区アカデミー推進課「文京区観光ビジョン」 

① 観光に携わる団体・人材の有効活用や案内板等設備の整備、各種広報媒体を

利用した観光情報の発信を行い、豊かな観光資源を持つ「文の京」の魅力をわ

かりやすく伝えます。 
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○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

文京ふるさと歴史館

友の会ボランティア

ガイド ｢文京まち案

内｣への支援 

「文京まち案内」の活動に関する PR 活動や情報提供などとと

もに、ボランティアガイドに対する研修や活動上の諸手続き等に

ついて支援します。 

観光リーフレット作

成助成 

区内観光施設及び名所・旧跡等観光資源を紹介する観光リーフ

レットを文京区観光協会に補助金を交付して作成し、本区を訪れ

る方の要求に応えるとともに、文京区観光インフォメーション、

東京都観光情報センター及び花の五大まつり等会場で配布し、観

光客の誘致を図ります。 

観光振興施策の推進 

文京区の観光振興の方向性を検討するため、区内外の観光を取

り巻く環境の基礎調査を実施し、その調査結果をもとに学識経験

者を含む会議体の中で検討を行い、「文京区観光ビジョン」を策

定しました。これにより、総合的な観光事業の体系を構築し、魅

力ある観光事業を展開して、観光都市文の京を発信します。 
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○区を取り巻く現状について 

【訪問の主な目的】（来訪者（N=546）、複数回答） 

 

27.3%

0.5%

1.8%

2.4%

5.3%

6.8%

7.0%

9.0%

14.7%

17.8%

56.0%

その他

帰省

テーマパーク

スポーツイベント

買い物

ビジネス

セミナー

食事

社寺参拝

祭り・イベント

まちあるき

 

【まちあるきの行き先】（来訪者（N=255）、単数回答） 

 

10.6%

1.6%

3.1%

5.9%

9.0%

9.8%

15.7%

20.0%

24.3%

その他

食べ歩き

お店めぐり

史跡（文学）

寺社

建物

美術館・博物館

史跡（歴史）

庭園

 

資料：文京区アカデミー推進課「文京区観光ビジョン」 

② 新たな観光資源の発掘・創出や、既存の観光資源を磨き上げることにより、

まちあるきが楽しめる魅力的な観光プランを提供します。 
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○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

区内文化施設のネッ

トワークの構築 

文の京ミュージアムネットワークに加入している区内の施設

等の担当者による会議を開催し、情報交換や連携を深めます。ま

た、文の京ミュージアムネットワークとしての協働事業を実施し

ます。 

五大まつり助成 

「文京花の五大まつり」（梅、さくら、つつじ、あじさい、菊）

の宣伝・広告及び実施に要する経費の一部を助成し、まつり会場

へ観光客を誘致することにより、地域の活性化を図ります。 

下町まつり助成 

根津・千駄木下町まつりの宣伝・広告及び実施に要する経費の

一部を助成し、まつり会場へ観光客を誘致することにより、地域

の活性化を図ります。 

文京朝顔・ほおずき市

助成 

文京朝顔・ほおずき市の宣伝・広告及び実施に要する経費の

一部を助成し、まつり会場へ観光客を誘致することにより、地域

の活性化を図ります。 

観光振興施策の推進 

文京区の観光振興の方向性を検討するため、区内外の観光を取

り巻く環境の基礎調査を実施し、その調査結果をもとに学識経験

者を含む会議体の中で検討を行い、「文京区観光ビジョン」を策

定しました。これにより、総合的な観光事業の体系を構築し、魅

力ある観光事業を展開して、観光都市文の京を発信します。 
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○区を取り巻く現状について 

【観光振興に期待するプラスの効果】（単数回答） 

 

12 .3%

17.6%

20.1%

2.1%

6.3%

6.8%

9.8%

13.1%

4.4%

8.3%

27.9%

0.0%

4 .9%

4.4%

8.7%

10.1%

13 .1%

30 .0%

その他

交流による新たな文化創造へ期待

新たなビジネスチャンスへの期待

他の地場産業への波及効果への期待

高齢者の活躍などへの期待

まちが賑やかになるという期待

特に期待はしていない

飲食業や宿泊業の活性化への期待

イメージアップへの期待

区民(N=427 )
事業所(N=204 )

 

【観光振興に対して心配するマイナスの影響】（単数回答） 

 

41.5%

1.7%

16.1%

17.5%

14.2%

16.0%

17.0%

9.4%

0.9%

0.9%

17.3%

1.9%

31.3%

14.2%

その他

日常生活への影響に対する漠然とした不安

落ち着いた住環境の破壊が心配

交通環境の悪化が心配

騒音やゴミの増加が心配

治安の悪化が心配

特に心配はしていない

区民(N=422)

事業所(N=212)

 

資料：文京区アカデミー推進課「文京区観光ビジョン」 

③ 区民への観光資源の周知をさらに進めるとともに、来訪者をあたたかく迎え

る、おもてなしの心を醸成します。 
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○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

コミュニティバス運

行 

区内の拠点間を結び、公共交通不便地域の解消を図ることによ

り、区民の利便性を高めます。また、病院・福祉施設、観光・文

化施設、商業地域を結ぶことで人の動きを活発にし、地域の魅力

と活力を引き出します。 

観光リーフレット作

成助成 

区内観光施設及び名所・旧跡等観光資源を紹介する観光リーフ

レットを文京区観光協会に補助金を交付して作成し、本区を訪れ

る方の要求に応えるとともに、文京区観光インフォメーション、

東京都観光情報センター及び花の五大まつり等会場で配布し、観

光客の誘致を図ります。 

観光振興施策の推進 

文京区の観光振興の方向性を検討するため、区内外の観光を取

り巻く環境の基礎調査を実施し、その調査結果をもとに学識経験

者を含む会議体の中で検討を行い、「文京区観光ビジョン」を策

定しました。これにより、総合的な観光事業の体系を構築し、魅

力ある観光事業を展開して、観光都市文の京を発信します。 
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○区を取り巻く現状について 

【東京都の観光振興の取り組み】 

 

東京都観光産業振興プラン
（平成19年）

１０年後の東京
（平成18年）

８つの目標
１ 水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる
２ 三環状道路により東京が生まれ変わる
３ 世界で最も環境負荷の少ない都市を実現する
４ 災害に強い都市をつくり、首都東京の信用を高める
５ 世界に先駆けて超高齢社会の都市モデルを創造する
６ 都市の魅力や産業力で東京のプレジデンスを確立する
７ 意欲ある誰もがチャレンジできる社会を創出する
８ スポーツを通じて次代を担うこどもたちに夢を与える

＜戦略的取組＞
●東京の魅力を世界に発信

・シティセールスの積極的な展開
・コンベンション誘致活動の展開
・ビッグイベントと連携した東京の魅力発信

●観光資源の開発
・美しい景観の形成

・水辺空間の魅力向上
・自然と調和した観光
・歴史・文化・スポーツを活かした観光
・観光まちづくりの推進

●受け入れ体制の整備
・交通アクセスの整備
・温かく迎える仕組みづくり
・ひとりでまち 歩きが楽しめる都市の実現
・海外青少年の教育旅行受入の促進

観光部門の計画

 

資料：東京都ホームページより作成 

 

【近隣区の観光に関する計画の概要】 

区名 計画の概要 特徴的な地区等 

千代田区 ◆千代田区観光ビジョン（平成 18 年 12 月 策定） 

住みやすく、働きやすく、そして、人々が交流しやすいまち

・江戸以来の歴史・文化をベースに未来を展望 

・歩いてこそ体感できる都市の魅力づくり 

・新たな交流と創造を促す「産業観光」の推進 

・全国の市町村との連携・交流を深める 

・丸の内（ビジネス街、ファッシ

ョンタウン） 

・秋葉原（電気街、オタク文化の

総本山） 

・神田 

新宿区 ◆新宿区産業振興プラン（平成 20 年 3月 策定） 

「新宿力」で創造する、やすらぎとにぎわいのまち 

・文化創造産業の誘致、育成 

・文化・観光・産業の結合を相互連携 

・情報発信力の高い産業の育成・振興 

・観光資源の発掘と発信 

・新宿副都心（高層ビル群） 

・歌舞伎町（大繁華街） 

・神楽坂 

 

④ 区民、地域活動団体、関係機関、事業者及び区が連携して観光施策を推進で

きるよう、協力体制を強化します。また、東京都や近隣区と連携を図っていき

ます。 
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区名 計画の概要 特徴的な地区等 

台東区 

◆台東区観光ビジョン（平成 13 年 3月 策定） 

国際観光都市・台東をめざして－多彩な魅力の下町テ

ーマパーク－ 

・下町文化のブラッシュアップ 

・国際観光都市としての基盤整備 

・区全体が一体となってホスピタリティを向上させる

・にぎわい・繁栄を創造し経済振興を図る 

・上野・アメ横 

・谷中（下町） 

・浅草（江戸の行楽地、下町）

荒川区 

◆荒川区観光振興ビジョン（平成 15 年 7 月 策定） 

「訪れてみたいまち あらかわ 住んでみたいまち あ

らかわ」を実現するために 

・区民の地域に対する誇りと自信の高揚 

・新たな観光ニーズに対応した施策の展開 

・観光振興施策と他の施策との連携強化 

・区民等が主体となった観光振興 

・区立荒川遊園 

・都電荒川線 

・町屋商店街 

北区 

◆北区産業活性化ビジョン（平成 20 年 1 月 改訂） 

「創造」多元化社会に向け新たな価値を創造する北区

・「産業文化」を探り「産業観光」を展開 

・古河庭園 

・飛鳥山、荒川の土手（桜）

・北とぴあ 

豊島区 

◆豊島区観光振興プラン（平成 16 年 3月 策定） 

交流の扉を開く ビジット シティ としま 

・ツーリストだけでなくビジターを対象に 

・観光振興による街づくりの展開 

・人と人をつなぐ仕組みづくり 

・巣鴨（おばあちゃんの原宿）

・池袋（副都心、サブカルチャ

ーの発信地） 

墨田区 

◆墨田区観光振興プラン（平成 20 年 1月 策定） 

新タワーを活かし、住んでよく、訪れてよい、 

「国際観光都市すみだ」をつくる 

・ビジターズ・インダストリーの創出 

・愛着と誇りの持てる、わが街すみだづくり 

・総力を挙げて取り組む観光まちづくり 

・東京スカイツリー（2011 年

開業予定） 

・両国（相撲部屋） 

・隅田川 

資料：各区ホームページ等より作成 

 

 

○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

観光振興施策の推進 

文京区の観光振興の方向性を検討するため、区内外の観光を取

り巻く環境の基礎調査を実施し、その調査結果をもとに学識経験

者を含む会議体の中で検討を行い、「文京区観光ビジョン」を策

定しました。これにより、総合的な観光事業の体系を構築し、魅

力ある観光事業を展開して、観光都市文の京を発信します。 
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第３回「コミュニティ・産業・文化」ワークショップ 「交流」 

 

 

＜キャッチフレーズ＞ 

交流の輪を広げ、互いの魅力を高めあうまち 

＜具体的内容＞ 

④国内外の垣根を越えて、交流の輪を育むことで、②③たくさんの人々とふれあい、

多種多様な文化や風習、考え方を尊重し、相互理解を深めていきます。また、①他の

地域の魅力を吸収するとともに、文京区が持つ未知の魅力を発見し、区外へ発信して

いくまちをめざします。 

 

 

【 現 状 に つ い て 】 

（将来像の実現に向けた基本的取組）      （事例＜現在の主な実施計画事業より＞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 交流事業に関する情報とあわ

せて、交流都市に関する情報を

積極的に発信し、交流の魅力を

伝えていきます。 

・湯之谷やまびこ荘交流事業 

・姉妹都市等との市民レベル交流

促進支援 

② 文化・スポーツ活動などを通

じて、交流を深める機会を整

え、他の地域の文化や考え方を

受け入れ、互いの魅力を発見

し、理解できる環境づくりを行

います。 

 

・湯之谷やまびこ荘交流事業 

・多文化共生社会形成の推進 

・姉妹都市等との市民レベル交流

促進支援 

③ 情報提供や相談等を通じて、

外国人が快適に生活できる環境

を整えます。 

 

・多文化共生社会形成の推進 

 

【 将 来 像 】 

④ 外国人が区内で開催される事

業に参加できる機会を創出しま

す。 

 

・多文化共生社会形成の推進 

 



 - 11 -

 

 

 

 

○区を取り巻く現状について 

【姉妹都市交流の経緯】 

昭和 54 年 議会運営調査特別委員会において、姉妹都市について検討開始 

昭和 55 年 11 月 文京区議会姉妹都市調査団派遣（第一次） 

訪問都市：マインツ市、カイザースラウテルン市、フライブルク市、ロ

ンドン市カムデン区、ハイデルベルク市 

ドイツ大使館フィッシャー書記官が、西ドイツとの姉妹都市締結につい

て、全面協力を約束 

昭和 56 年 9 月 文京区議会姉妹都市調査団派遣（第二次） 

訪問都市：ロンドン市カムデン区、カイザースラウテルン市、ハイデル

ベルク市、トリアー市 

昭和 57 年 9 月 文京区議会姉妹都市調査団派遣（第三次） 

訪問都市：ロンドン市カムデン区、カイザースラウテルン市 

昭和 57 年 10 月 カイザースラウテルン市夜間成人大学講座受講者 24 人が、文京区を訪問

昭和 58 年 7 月～8月 カイザースラウテルン市からホームスティによる生徒3人を受け入れ(以

後、隔年で受入を実施) 

昭和 58 年 9 月 区長及び文京区議会姉妹都市調査団派遣（第四次） 

訪問都市：カイザースラウテルン市 

文京区とカイザースラウテルン市の友好都市提携協定書に調印 

昭和 58 年 10 月 文京区青少年リーダーをカイザースラウテルン市に派遣 

昭和 59 年 7 月～8月 文京区からホームスティによる生徒3人を派遣(以後、隔年で派遣を実施)

昭和 59 年 10 月 文京区国際友好交流協会設立 

昭和 60 年 10 月～11 月 文京区青少年リーダーをカイザースラウテルン市に派遣 

昭和 61 年 10 月 カイザースラウテルン市長ほか視察団 10 人が文京区を訪問 

昭和 62 年 10 月～11 月 文京区青少年リーダーをカイザースラウテルン市に派遣 

昭和 62 年 10 月 カイザースラウテルン市議会において文京区との姉妹都市提携を議決 

昭和 63 年 2 月 文京区議会においてカイザースラウテルンとの姉妹都市提携を議決 

昭和 63 年 3 月 カイザースラウテルン市長ほか視察団 10 人が文京区を訪問 

文京区とカイザースラウテルン市の姉妹都市提携書に調印 

平成 5年 10 月 窪町東公園内に彫刻『神話空間への招待』を設置し、『カイザースラウテ

ルン広場』とした。 

ゲルノト・ルンプフ氏（カイザースラウテルン大学教授）、バルバラ・ル

ンプフさんご夫妻の共同作品 

平成 6年 10 月 カイザースラウテルン市からの公式訪問団受入 37 人 

平成 7年 10 月 青少年リーダー及び青年の海外派遣実施 20 人 

 

① 交流事業に関する情報とあわせて、交流都市に関する情報を積極的に発信し、

交流の魅力を伝えていきます。 
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平成 9年 10 月 カイザースラウテルン市からの公式訪問団(市議会議員)受入 7人 

テーマ・カイザースラウテルン市のごみ処理とリサイクル 

平成 10 年 11 月 公式訪問団派遣 10 人 

平成 12 年 4 月 カイザースラウテルン市・日本庭園オープン 

平成 12 年 10 月 公式訪問団派遣 12 人 

平成 13 年 7 月 カイザースラウテルン市からの公式訪問団 5人 

平成 14 年 4 月 姉妹都市会議参加のため訪問団派遣 3人(13 都市参加) 

平成 15 年 10 月 カイザースラウテルン市からの公式訪問団 5人、市民訪問団 25 人が合同

来日 

平成 18 年 6 月 ワールドカップドイツ大会開催に合わせて、文京区少年サッカーチーム

を派遣し、親善試合を実施 

市民訪問団派遣 28 人、公式訪問団派遣 8人 

平成 19 年 7 月 カイザースラウテルン市から公式訪問団 4 人、市民訪問団 16 人、その他

1 人が合同来日 

文京区少年サッカーチームと親善試合を実施 

資料：文京区ホームページより作成 

 

 

○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

湯之谷やまびこ荘交

流事業 

区民を対象に、湯之谷やまびこ荘に宿泊し、自然・文化のふれ

あいを通じた地元住民との交流を図り、区民の主体的な交流を促

進していきます。 

姉妹都市等との市民

レベル交流促進支援 

文京区とカイザースラウテルン市は、姉妹都市提携を結んで、

相互交流を進めています。市民レベルの交流を進めるために、ホ

ームステイ生徒の交換を行っています。 
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○区を取り巻く現状について 

【カイザースラウテルン市長杯文京区少年サッカー大会】 

 
姉妹都市ドイツのカイザースラウテルン市が、2006 年サッカーワールドカップドイツ大

会の開催都市になったことを記念し、平成 16 年度より「カイザースラウテルン市長杯文京

区少年サッカー大会」を開催しました。 

平成 17 年 10 月に開催された第 2回大会では、小学生 36 チーム、中学生 9チームの 647

名が参加し熱戦が繰り広げられました。 

平成 18 年は 6月 10 日（土）から 15 日（木）にかけて、同市に選抜チームを派遣し、地

元少年サッカーチームとの親善試合を行い、友好の輪を広げ交流を深めました。 

 

【湯之谷やまびこ荘における交流事業】 

 

昭和 61 年度から平成 20 年度まで、区主催による交流事業を実施してきました。事業の

対象は区内在住者で、湯之谷やまびこ荘に宿泊し、郷土料理講習会や尾瀬ハイキング、ス

ポーツ交流を通して、山村体験と魚沼市民との交流を深めてきました。 

② 文化・スポーツ活動などを通じて、交流を深める機会を整え、他の地域の文

化や考え方を受け入れ、互いの魅力を発見し、理解できる環境づくりを行いま

す。 
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区主催事業は、参加者の減少により平成 20 年度で終了しましたが、19 年度から始まっ

たスキー場管理組合主催の交流事業と協働して、やまびこ荘の利用促進と、魚沼市民との

交流に努めています。 

スキー場管理組合主催の交流事業は、地域の人材や農家とのネットワーク、自然や地域

特性を活かした企画により、平成 20 年度は 200 人を超える参加者がありました。 

 

 

○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

湯之谷やまびこ荘交

流事業 

区民を対象に、湯之谷やまびこ荘に宿泊し、自然・文化のふれ

あいを通じた地元住民との交流を図り、区民の主体的な交流を促

進していきます。 

多文化共生社会形成

の推進 

多文化共生社会の形成が求められる中で、区内に在住する外国

人の区政への参画を促すため、区の情報を多言語により広報する

とともに、国際交流を推進するため、交流の場を設けて各種事業

を実施します。 
① 英語観光ガイドの育成を目的とする「英語観光ボランティア

育成講座」 
② 市民レベルの文化交流を目的とする「国際交流フェスタ」 
③ 大学連携による「青少年の外国語講座」 
④ 外国人の観光案内を目的とする「英語ガイドツアー」 

姉妹都市等との市民

レベル交流促進支援 

文京区とカイザースラウテルン市は、姉妹都市提携を結んで、

相互交流を進めています。市民レベルの交流を進めるために、ホ

ームステイ生徒の交換を行っています。 
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○区を取り巻く現状について 

【外国人登録人口の推移】 
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※各年 12月 31 日現在の数値であるが、便宜上翌年の 1月 1日で掲載 

資料：文京区区民課「第 41 回文京の統計（平成 20 年）」より作成 

 

 

○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

多文化共生社会形成

の推進 

多文化共生社会の形成が求められる中で、区内に在住する外国

人の区政への参画を促すため、区の情報を多言語により広報する

とともに、国際交流を推進するため、交流の場を設けて各種事業

を実施します。 
① 英語観光ガイドの育成を目的とする「英語観光ボランティア

育成講座」 
② 市民レベルの文化交流を目的とする「国際交流フェスタ」 
③ 大学連携による「青少年の外国語講座」 
④ 外国人の観光案内を目的とする「英語ガイドツアー」 

 

③ 情報提供や相談等を通じて、外国人が快適に生活できる環境を整えます。 



 - 16 -

  

 

 

○区を取り巻く現状について 

【国際交流フェスタ・英語観光ガイドツアー】 

 

（写真左）国際交流フェスタ 

毎年約 1,000 人が来場し、伝統文化の体験、各国情

報の紹介、音楽・舞踊鑑賞を通じて交流が行われて

います。 

 

   

 

 

                      

 

（写真右）英語観光ガイドツアー 

育成講座を修了した区民（平成 19 年度は修了者 34

名）が、ボランティアとして、外国人観光客等へ

区の名所旧跡や庭園などの魅力をガイドします。

ガイドツアーには各回約20名の外国人が参加して

います。 

 

 

 

○現在の区の実施計画事業（平成 20 年度～平成 22 年度） 

事業名 事業概要 

多文化共生社会形成

の推進 

多文化共生社会の形成が求められる中で、区内に在住する外国

人の区政への参画を促すため、区の情報を多言語により広報する

とともに、国際交流を推進するため、交流の場を設けて各種事業

を実施します。 
① 英語観光ガイドの育成を目的とする「英語観光ボランティア

育成講座」 
② 市民レベルの文化交流を目的とする「国際交流フェスタ」 
③ 大学連携による「青少年の外国語講座」 
④ 外国人の観光案内を目的とする「英語ガイドツアー」 

 

④ 外国人が区内で開催される事業に参加できる機会を創出します。 


