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＜北海道＞ 
七飯町⼤沼国際交流プラザ 
大沼公園の風景やアクティビティの動画配信に取り組みたいと考えている。YouTube などを活用して配信でき
るよう、準備を進めている。 
 
函館空港総合案内所 (国内線到着ロビー) 
■社内研修による多言語講座(英語・中国語)の実施:2020 年も実施したが不定期開催だったため、2021 年から

は確実に実施できるようスケジュールを⽴てながら取り組み、案内所スタッフの語学レベル底上げを図りたい。 
■観光資料の充実や、案内所スタッフの知識向上による受け⼊れ態勢の強化:当案内所は二次交通の案内が多い

ため、函館市内 MAP やバス時刻表の資料は準備しているが、海外個⼈旅⾏が増え、目的が多様化している昨
今の観光情勢を鑑みると、各観光地へのアクセス方法やパンフレット、観光ルートの提案等が不⾜している。
2021 年はアクセスマップの作成や、函館のみならず近郊の案内も可能にするための知識構築も⾏いたい。 

 
NEXCO 東日本 輪厚パーキングエリア 上り線 / 下り線インフォメーション 
東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、マラソンコース周辺の情報収集、及び北海道の⼈気観光地の多
言語表記資料の収集を⾏っていきたい。 
 
江差町観光情報総合案内所 
案内担当者は外国語が得意ではないが、訪⽇旅⾏者へ与える印象を良くするため、アイコンタクトを活用すると
ともに笑顔で対応をすることを心掛ける。また、2 月に訪⽇旅⾏者に応対する担当者向けの檜山振興局主催の研
修会に参加予定(内容:訪⽇旅⾏者が少ない地域に適した内容となる予定で、リモート講座を聞いた後、ワークシ
ョップに参加する。ワークショップでは①英単語で伝わるガイド②ジェスチャーを交えながらの案内を学ぶ)。
これらを通して 2021 年も引き続きスキルアップに取り組みたい。 
 
JR ニセコ駅観光案内所  
概況にも記述したが、訪⽇観光客の来訪が⾒込めない現状で、在住外国籍者の来訪促進を案内所として検討中。
ニセコを訪れる外国籍の旅⾏者は、本州では⻑野県のリゾート(白馬中心)や北海道であれば富良野も訪れる傾向
にあるため、機会を得て当該地区と情報交換を⾏いたい。冬季にニセコを来訪する欧⽶客は近年滞在⽇数が減少
しているが、他地域への分散が顕著になりつつあることも踏まえ、将来的には、北⽶で実施されているような来
訪者にとり相互の利益につながる「Epic Pass(⽇本、北⽶、オーストラリア、ヨーロッパ８ヵ国 55 のスノーリ
ゾートにて使用可能な国際スキーシーズンパス)」のような取り組みを他地域(白馬、富良野など)とも協議したい
(本来の広域連携のあるべき姿)。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター 
今年取り組みたいのは、台風対策。2019 年の台風 19 号接近時に台風を全く知らないお客様が来所し、台風と
は何か、進路予想図通りに進むのか等の説明を求められたため、館内掲⽰や案内方法を検討したいと考えている。 
 
弘前市⽴観光館 
今年は新型コロナウイルスの影響により、「弘前さくらまつり」、「弘前ねぷたまつり」、「弘前城菊と紅葉まつり」
と、弘前を代表する四大祭りのうち三つが中止になった他、経済効果がある大きな恒例イベントも軒並み中止と
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なり、弘前市の観光業界は大きな打撃を受けた。しかし、2021 年度はオリンピックや、今年度中止になったま
つりやイベントが開催されることを信じて、弘前に訪れる全ての観光客に満⾜していただけるような観光案内が
できるように、スタッフ一同準備していきたいと思う。 
 
釜石観光総合案内所 
当案内所の取り組み目標は、新型コロナの対策に重点をおき、定期的な換気、手指消毒の徹底、マスク・検温の
実施を第一にしたいと思っている。また、本年は東⽇本大震災から 10 年、あらためて防災の観点から避難訓練
の実施などに努めていきたい。 
 
仙台多文化共生センター 
■東京オリンピック・パラリンピックの開催を⾒込んで、訪⽇旅⾏者への情報提供充実のため、観光資料の補充・

整備を⾏う。 
■仙台市はイタリアのホストタウンであるため、イタリアの⽂化やイタリア語に関する図書資料のコーナーを設

けてウェルカムムードを盛り上げる。 
 
仙台ツーリストインフォメーションデスク  
■案内所が商店街内に位置しているため、改めて周辺店舗の情報収集および情報発信(閉店開店状況、感染症対

策も含めて)。 
■さまざまなテーマ別の旅⾏、周遊プランの紹介(広域ルート紹介など)。 
 
道の駅 米沢 総合観光案内所 
■コロナでインバウンド市場が逆風下にある。認定案内所どうしの横のつながりが重要になると思うので 
 ⽇々の認定案内所の取り組みを聞く機会を設けたい。 
■コロナで訪⽇旅⾏者はいないが⽇本在住の外国籍の方の利用がある。直接話を聞くことも貴重な情報収集に 
 なり、何か必要なものはないかと考えるヒントが得られる。積極的に会話をしていきたい。 
 
かみのやま温泉観光案内所 
■東北デスティネーションキャンペーン(2021 年 4〜9 月)に合わせ、おもてなしの精神を持ち、地元の魅⼒を

伝えて⾏きたい。 
■外国語版ホームページ(今は市内の観光情報が中心)の内容を充実させ、地元から県内他地域にも気軽に⾜を運

んでもらえるよう、近隣地域の観光情報も紹介して⾏きたい。 
 
福島市観光案内所 (JR 福島駅 東口 / ⻄口) 
コンシェルジュがガイドとなって街中や観光スポットを案内するマイクロツーリズムを⾏ってみたい。 
 
白河駅観光案内所 
2021 年に観光案内所で取り組みたいことの 1 つ目は新型コロナウイルスの感染拡大を防止する対策を引続き実
施(パーテーションの設置、消毒、マスク着用を求める等)。2 つ目は、コロナウイルスで来訪出来ない方に対し、
オンラインでの(観光情報の)紹介や問合せ等の充実を図っていきたい。 
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＜関東＞ 
⽔⼾観光案内所  
■2021 年 2 月 14 ⽇より始まる HNK 大河ドラマは、主⼈公が農村出身の渋沢栄一氏の物語。その中で⽔⼾ゆか

りの歴史上の⼈物が登場する。⽔⼾藩第九代藩主徳川⻫昭公は、国の基である農⺠が、度々の天災にも負けず、
⽇夜汗まみれに働く尊い姿に敬意を表していた。⾃ら⻘銅で作った農夫の像(農⼈形)を食事の度に膳にのせ、
最初の一箸のご飯を備えて農⺠の労に感謝していたという。今回、木彫りの農⼈形(観光用)を市の観光課から
お借りし、現在案内所の正面に展⽰している。今後、訪⽇客にその精神をわかりやすく簡潔に案内できるよう
に英語の勉強をしている。 

■今年は⽔⼾東照宮の創建 400 年という節目の年。本年 4 月 30 ⽇と 5 月 1 ⽇に当時の⽔⼾藩⼠が東照宮から
⽔⼾城まで歩いた道をたどる祭事⾏列が執り⾏われる。詳細は後⽇発表だが、伝統的な⽔府提灯の飾りととも
に、大手門前でのライブなども予定している。更に、県内稲敷市の大杉神社の本宮で始まった「あんば囃子」
という、疫病退散、厄難消滅、悪魔払いの囃子が(当時⽔⼾でも大流⾏したことが縁で)今回参加を予定してい
る。⽇本の伝統⾏事を是非、外国籍の方々にも⾒ていただきたい。 

■偕楽園の隣接地に今春、「M Garden(エムガーデン)」という、カフェ・ホールが開館する予定。南の千波湖を
眼下に⾒下ろす大変眺めの良い⽴地なので、新たな観光スポットとして発信したい。また、偕楽園東門にある
レストハウスは、現在、天ぷらメニュー他の食堂となっている。テイクアウトも可能。食材豊かな茨城なので、
外国籍の来訪者に天ぷら料理も発信したい。 

 
道の駅 日光観光情報館 
■SDGｓを観光に組み込んだセミナーの開催 
■規定の体温以下の方にバッジ(協会制作)をお渡しし、着用いただくことで安心の⾒える化を図る事 
■将来インバウンドにつなげるための誘客推進事業 
 
奥日光インフォメーションセンター  
■アクティビティ案内の拡充:当案内所が位置する奥⽇光ではトレッキング、登山をはじめ、SUP、カヌー、パッ

クラフトなど様々なアクティビティが近年盛んに⾏われている。また、2020 年度は案内所スタッフがアクテ
ィビティを体験する機会も頂いた。その経験を活かして来所するお客様のニーズに合わせて、所要時間、体⼒
に合わせた適切な情報を提供できるように、情報収集、案内ツールの作成に⼒を⼊れていきたい。 

■他の案内所との連携強化:⽇光市には環境省、栃木県、⽇光市観光協会など様々な管轄の案内所があり、それぞ
れ交流はあるものの、更に情報の共有の強化を図れると感じる点がある。2020 年度は環境省主導のもと、各
案内所のスタッフの合同研修や情報交換を催していただき、いっそう各案内所のつながりは強くなったと感じ
ている。この流れを止めないように、市内の案内所の連携強化が出来るように提案していきたい。 

 
NEXCO 東日本 横川サービスエリア 上り線 / 下り線インフォメーション  
既存の英会話・英単語資料を⾒直し、さらに必要なものを加えて復習する。他に翻訳機の利用方法も再確認する。 
またパラリンピック開催に向け、聴覚障害等お持ちの方にも案内できるツールを考える。 
 
川越市川越駅観光案内所  
■SDGｓへの取り組み:紙媒体からデジタル媒体への移⾏、バリアフリー対応など。 
■海外への情報発信:SNS 等を通じ、感染対策など川越の現状を発信していくことで、アフターコロナの誘客に

つなげる。 
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■言語や歴史の勉強:外国籍の来訪者が少なくなり、外国語を使う機会が減っているため、短い時間でも話す機
会を設ける。 

 
南房総市観光インフォメーションセンター  
当案内所と市内 8 つの道の駅を連携させた取り組みを加速させたいと思う。現在、道の駅で認定されている外国
⼈観光案内所は 1 つのみであるため、他の道の駅についても「認定外国⼈観光案内所」への登録を勧めたいと思
う。 
 
NEXCO 東日本 酒々井パーキングエリア 下り線インフォメーション 
千葉県の広報に載っていた、「CHIBA”おもてなし”多言語コニュニケーションシート」を案内業務で活用したい。
感染症対策や災害発生時にも活用できるそうだ。 
 
日本橋案内所 
2021 年にまだ訪⽇旅⾏者が少ないと予想しているため、海外からでも楽しめるオンラインコンテンツを増やし
たいと思っている。現在はオンライン折り紙ワークショップを提供しているが、風呂敷など、他の⽇本⽂化も海
外の方にも楽しんで頂ければ嬉しい。コロナの前に案内所の判子作りワークショップがとても好評だったので、
オンラインで出来るように準備したいと思っている。例えばズームもしくはメールで簡単に判子を紹介して、判
子の⽂字(漢字、カタカナ、ひらがな)を選んでから⾃宅まで発送するという形に変更したいと考えている。現在
は海外発送に色々な制限があるために、最初は⽇本在住の外国籍の方向けのみにすることを検討している。また、
現在 Facebook や Instagram で⽇本橋の情報を英語で発信しているが、もっと詳しく紹介できるように英語の
ブログを始めたいと考えている。⽇本に旅⾏出来ない方へ⽇本橋の様々な情報を発信できればとても嬉しい。 
 
両国観光案内所 
東京オリンピック・パラリンピックが予定通り開催されるかどうか、極めて不透明だが、開催の場合、当案内所
お隣の両国国技館がボクシング会場になる予定。どういった国々がボクシング競技に参加するのか、まったく予
備知識がないので、まずはその辺の知識からスタッフ間で共有していけたらと思う。また、五輪開催の有無にか
かわらず、大相撲に関する知識も改めてスタッフ間で再確認していきたいと思う。 
 
JR EAST Travel Service Center (新宿駅)  
■スタッフが実際に旅⾏で⾏った⼈気のある観光地(特に東北方面)の PR 展開をしたい。写真やポスター、ブッ

クレット等を作成して来訪者へ案内、また、⽳場的な観光スポットなども紹介をする取り組みを⾏いたい。ス
タッフが実際に⾏ったことがある場所こそ、その魅⼒がリアルに伝えられるため、⾃分たちも積極的に旅をし
て、写真や現地情報を集め、ご当地グルメ、お勧めのお土産なども併せて紹介していきたい。 

■訪⽇客関係のパス販売時にパスポートを確認するが、その際にお誕生⽇が近い方に手書きのバースデーカード
を添える活動を昨年末よりスタートさせた。旅の思い出の 1 つにしていただければと思っている。 

 
まちの案内所 町田ツーリストギャラリー 
2021 年は 2020 年度同様に訪⽇観光客の増加は期待できないため、在住者向けの情報収集(宗教、アレルギー対
応の飲食店、それらに関する取扱い商品など)を⾏いたい。 
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桜木町駅観光案内所 
コロナウイルス感染防止対策と SDGs への取り組みとして、案内資料のデジタル化＆ペーパーレスを推奨してい
きたい。紙を介してのウイルス感染を防ぐと同時に、ペーパーレスによる CO2 削減、環境保護の両方に効果が
期待できる。スマホの普及に伴いデジタル世代には QR コードを積極的に活用することで配布資料の削減を目指
す。一方でハンディキャップやアナログ世代への配慮も忘れずに、対面案内ならではの心遣いと接客で不安を解
消したいと考えている。 
 
横須賀観光インフォメーション スカナビ i 
2020 年はコロナに翻弄された年であった。2021 年も引き続きコロナ対応下での案内業務が基軸になっていく
と考えている。従来の対面型案内業務に、ICT(情報通信技術)を駆使した非接触型、非対面型案内業務が加わり、
案内業務の多様化促進が必須となる。将来的に、案内所を起点とした各観光拠点、観光施設間ネットワークが構
築でき、リモート案内業務が普及すれば、訪⽇観光客は瞬時に的確な観光情報を⼊手でき、直接、現地から案内
所への問合せも可能となれば、訪⽇観光客にとっての利便性は著しく向上する。2021 年はコロナ禍を契機に、
より洗練され、より効率的な案内業務への進展が期待できる年にしたいと考える。 
 
甲府市観光案内所 
地域の祭りやイベントが以前のように⾏えるまでにはまだしばらくかかるだろう。状況がもどるまでは、名所旧
跡を訪ねたい、名物を買って帰りたいというよりも、昨年秋冬にみえた⽇本在住の方たちのように、ポイント(特
定の場所)を深く掘り下げたいタイプの⼈が来てくれるのかも知れない。地域の郷土研究家の方に話を聞きに⾏
くなどして、知識を広げておきたい。 
 
＜北陸信越＞ 
NEXCO 東日本 越後川口サービスエリア 上り線 / 下り線 インフォメーション  
2021 年は東京オリンピック・パラリンピック開催を控えているが、訪⽇客を迎えるにあたり、いかに新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策を万全にできるかが現段階では大きな課題となっている。訪⽇客が観光地や観光施
設を利用する際、コロナウイルス対策がされているのか︖訪⽇客の利用は可能か︖など事前の確認を必ず⾏うよ
うにしたい。また現在、近隣の外国⼈対応可能な医療施設をまとめ、データと紙ベースでの用意を進めている。
このような状況下ではあるが、訪⽇客も⽇本⼈も安全に安心して⽇本を楽しんで貰えるように事前対策をしっか
りと⾏いたい。 
 
道の駅 クロステン十日町  
■災害時の対応の⾒直しと訓練 
■⾞イスのお客様が利用しやすい案内所を目指す:パンフレットの設置の仕方や掲⽰の仕方等の工夫、周辺のガ

イドマップに多目的トイレがある施設を記す等、できることから取り組む。 
 
内灘町観光案内所  
4 月より、案内所で 100 円カフェを始めたいと考えており、1〜3 月の間で準備したいと思っている。 
 
⻑野道 梓川サービスエリア 下り線 エリア・コンシェルジュ  
■2021 年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されることに伴い、海外からのお客様も増えると思われ

るため、聞かれたことに対して答えられるように基礎的な英会話を少しでも習得できるようにしたい。 
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■外国籍のお客様の購買意欲をそそるように、英語での館内放送を実施できればと思う。 
■英語版の近隣観光名所ポスターなどの作成に取り組みたい。 
■避難場所や誘導についてなど、有事の際に使用できる案内の作成に取り組めればと思う。 
■密にならないような観光の提案ができるよう、観光場所を探し、英語版のパンフを取り寄せるなど、準備して

いきたい。 
■翻訳機や指差し会話シートの準備があるが普段は使用頻度が低いので、実際にスムーズに使用できるように練

習し、会話シートの⾒直しなど、案内時に使いやすくしたい。 
 
諏訪市観光案内所  
2021 年に取り組みたい事は、⽂化体験プランをいくつか作ることである。歴史の⻑い諏訪地方は、外国籍の方
が体験して楽しめる⽇本⽂化がある。そのような⽂化、例えば食などについて体系的なプランを考案し、⽇本滞
在のよい思い出づくりに貢献していきたい。 
 
＜中部＞ 
坂井市東尋坊観光交流センター / えちぜん鉄道三国駅観光案内所  
2021 年には案内所としての取り組みではないが、訪⽇旅⾏者がいない今だからこそ、現在あるパンフレットを
訪⽇客向けに作成することを企画している。⽇本⼈目線で作られた今あるパンフレットをただ英訳するだけでは
なく、外国籍の方目線で作ることを心掛け、さらに都会とは違ったディープかつローカルな坂井市の魅⼒を、季
節に応じてより詳しいガイドブックにしたい。坂井市に住む海外出身の方とディスカッションし、彼等からみた
坂井市を意識して地域の⽇本らしさを発掘する準備段階。発⾏後は、当観光局が運営する案内所でもこれを利用
し、外国籍旅⾏者の受け⼊れを整えたい。 
 
一般社団法人 下田市観光協会  
■サーフィンを切り⼝にした下⽥の宣伝:下⽥は全国的なサーフィンの先進地であり、市内在住の多数のプロサ

ーファーによるサーフィン教室なども盛んである。2020 東京オリンピックに競技として初めて採用されたサ
ーフィンにも、下⽥の数名のプロが⽴案･運営に深く関わっている。また市内の中学校では、全国でもまだ少な
い「サーフィン部」の開設に向け準備を進めている模様である。下⽥、南伊豆の有数の美しいビーチを景色と
して通り過ぎるだけでなく、特に閑散期にはスケールの大きな海を独り占めできるチャンスなので、「サーフ
ィンを下⽥で始めよう︕」と在住の外国籍の方にも、(当地の)魅⼒がどこにあるか探しあぐねている初めての
旅⾏者にも、働きかけていけたらと思う。 

■［釣りの楽園］伊豆下⽥へのアジア富裕層の誘致:サーフィン同様、下⽥は全国に名の通った釣りの拠点であ
る。湾内の鯵やキス釣りから、カジキや本マグロを追いかける遠征釣りまで種類も豊富。釣りはレジャーであ
るばかりか、食料調達の手段として太古から⼈類の営みに寄り添っている。ところが中国沿岸部では船釣りブ
ームが起きたのがごく最近。ただし受け皿としての船の台数や質、また漁場の適切な案内や船上での快適さ、
サービスが追い付いていないのが現状と言われている。そんな中、下⽥経由で伊豆諸島へ釣りに⾒えた方が、
その充実ぶりに大変満⾜であったと SNS に投稿して、釣り仲間の間でたちまち広がったらしい。現在、釣り
に特化したパンフレットの作成に向け、遊漁船、宿泊施設、釣り物(時期＆釣り場)、釣具店、また釣った魚を
調理してくれる市内料理店等の情報の収集･整理に取り掛かっている。新型コロナウイルス感染終息後、中国
を中心とした訪⽇客に当地で釣りを楽しんで頂けるように準備を進めたい。 

※し〜もんは下⽥周辺のアウトドア･⾃然体験のプログラムを集約し、国内旅⾏客･訪⽇客を問わず紹介、希望が
あれば予約手配も⾏っている。 
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富士山御殿場・はこね観光案内所  
御殿場駅を起点とした目的地別の案内をさらに充実させたい。2019 年 2 月に観光案内所が御殿場駅の⻄側であ
る「富⼠山⼝」側から東側の「箱根⼄⼥⼝」側に移転オープンしたこともあり、これまでは観光案内所の場所に
ついての掲⽰物をわかりやすくする工夫をしてきた。しかしながら、⽇本⼈、外国籍の方を問わず問合せが多か
ったのが、御殿場駅に 2 つある各出⼝で⾏先が異なるバスの乗り場についてであった。案内所で使用している駅
構内図を更新するのはもちろんのこと、御殿場駅を発着するバス会社や JR と連携し、バスの目的地を指差しで
案内できる用紙の作成など、お客様がすぐに目的地へのバスに乗⾞できるような仕組みづくりをしていきたい。 
 
名古屋市名古屋駅観光案内所  
■様々なニーズに対応したオリジナルの街歩きモデルコースを作っていきたい(歴史、⽂化、バリアフリー等)。 
■感染状況が落ち着いたら、案内所発着の⽇帰りまち歩きなど、周辺の観光施設と案内所で連携した企画ができ

ないか検討したい。 
■コロナ禍の状況では観光地への⼊場制限や、イベントの延期及び中止などが頻繁に起こることを実感した。

2021 年もそういった情報をこまめに収集し、スタッフ間で共有し、案内業務に活かしたいと考えている。 
 
セントラルジャパントラベルセンター  
■各スタッフが⾃分の現有スキルに無い「外国語」を学ぶことを継続:よくあるフレーズは言える、書けるという

レベルまで到達する。 
■カテゴリー3 は案内が ALL JAPAN なので「地理検定」などの試験を受験し、最低でも中級以上を全員が取得。 
 また、社内の同内容の試験では国内旅⾏コーディネーター基本級取得を目標にする。 
■基幹となる空港着発のモデルコースを四季ごとに作成し、HP や Facebook などでアピールをし、肉付けをタ

ビナカの弊所で⾏うことのスキームを浸透させる。 
■近隣県のトピックスを観光地、祭祀、グルメ、絶景の時間と場所でまとめ、来訪者の視覚に訴えることのでき

る資料の最新版を作成する。これは近隣⾃治体の協⼒を頂いたうえで執り⾏っていく。 
以上のように、社員(スタッフ)教育によるスキルの底上げと、EYE-CATCH 出来る資料や誘客啓発ツールの完遂
を 2 つの柱として⾏う。 
 
志摩市観光案内所  
■東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定した折には、感染者の少ない観光地としての魅⼒を伝えたい。 

また、志摩市では、2021 年太平洋・島サミット(PALM9)の開催が予定されている。市⺠へ参加国情報を提供
し、たとえリモート開催になっても、交流できるしかけをつくりたい。 

■⽂字と写真だけでなく、映像等を使ったビジュアル的な観光・飲食情報の発信を開始している。さらに、魅⼒
的なローカル観光情報を掘り起こして発信する。 

 
松阪駅観光情報センター  
Instagram や Google マイビジネスでの情報発信に英語訳をつける等、海外の方にもご覧いただけるように工夫
していきたい。 
 
＜関⻄＞ 
彦根市観光案内所  
■3 密を避けられる場所を紹介できる資料を作る。 
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■外国籍の方にもわかりやすく目に留まりやすいポップ作り 
■案内用の英語言い回しを共有 
■景色がきれいなところを地図や写真などで紹介できるものを作成する。 
 
京都総合観光案内所  
■三密予防対策の一環として、特定の観光地への集中を回避するために、「もうひとつの京都」と呼ばれる「海の

京都」、「森の京都」、「お茶の京都」、「⽵の⾥・⼄訓」の資料や、京都市の伏⾒、大原、⾼雄等の資料を充実さ
せ、京都府内の各エリア及び京都市内の周辺エリアの魅⼒発信に取り組んでいきたい。 

■来所者から「コロナ対策を英語でまとめた資料はありますか」と聞かれることがあるが、これまでは厚生労働
省 HP の同対策多言語情報をそのまま活用していた。今後は、京都府、京都市の対策や、国等の対策の変更や
新たな情報を案内所として独⾃に英語資料にまとめて、タイムリーに提供できるように取り組んでいきたい。 

 
宮津市観光交流センター  
今の時期を活かして、⽇本語、英語、中国語表記の資料作りをしている。指差し会話が出来るように、⽇本語の
上下に外国籍語を表記して、レンタサイクルの説明、近くのレストラン、最寄りのバス停や駅までの⾏き方のフ
レーズを作り、他のスタッフとも共有し、今後よりよい案内に努めたい。 
 
あやべ観光案内所  
■観光×移住の促進:残念ながらしばらくインバウンドツーリズムは難しい。したがって、国籍問わずに綾部市に

移住目的(引越し先探しなど)でお越しいただけるよう、その基盤づくり。もちろんインバウンド向けのコンテ
ンツ開発やマーケティングも継続して実施する。 

■東京オリンピック・パラリンピックが無事実施され、綾部市にも観光でお越しいただけたら、綾部に良い印象
を持ってもらえる最低限のおもてなしフレーズ(英語)を職員全員が言えるよう、練習する。 

 
⼤阪観光案内所  
情報提案型の案内所を目指してビジュアルな分かりやすいツールの作成に取り組みたい。 
■ホワイトボードを利用した季節に応じたイベント(イルミネーションイベント、初詣スポットなど)の紹介。手

書きや折り紙、施設写真などを取り⼊れて、親しみやすさ、分かりやすさをテーマに取り組みたい。 
■卓上で閲覧できるモデルコース作り。スタッフが実際に現地を訪ね、撮った写真を使って、A4 サイズで気軽

に閲覧できるモデルコースを作成したい。既にテーマを決めて(「雨の⽇の観光」、「明智光秀のゆかりが大阪に
も!?」、「レトロ建築巡り」など)作成中。まとまったものが完成すれば、大阪観光公式 HP(Osaka-Info)で公開
も検討。 

 
観光おもてなしプラザ 泉佐野まち処 
「オリパラ」開催国として注目される 2021 年、泉佐野まち処も関⻄空港から一番近いという⽴地を活かして、
微⼒だが地域経済活性化や地元への貢献として以下のような取り組みを進めて⾏きたいと考えている。 
■ホスピタリティ向上の取り組み。地域内外周遊促進に向け観光スポット、飲食、宿泊施設、交通等、旅⾏者に

より理解しやすい情報提供および旅⾏者⾃身がスムーズな情報収集が出来るよう、コミュニケーションを重視
し、ニーズに合わせて一⼈当たりの対応時間を短くしたり、⻑くしたり臨機応変に対処する。それに伴うスタ
ッフ同⼠の知識の磨き上げを重視していく。 

■災害時の対応強化。⽇本は⾃然災害が多いとも言われている国の一つで、災害時の備えとして訪⽇客向けの避
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難場所、ルート案内、交通情報伝達等避難誘導に必要な知識を身につけ、スタッフ間で密に話し合い、訓練を
通して本番の対応が円滑に⾏うように、普段から意識を⾼めていく。 

■地元商品の促進イベント。泉佐野まち処では市内および特産品相互協定都市の特産品が沢山揃っており、2021
年「オリパラ」の関係で観光客は例年より多いと予想される。店頭商品とりわけ地元商品を積極的に推薦し、
従来から取り組んでいる素敵なラッピングやスタッフが作成した折り紙をプレゼントするなど、楽しく笑顔あ
ふれる案内所だけではなく、泉佐野という地元の⽂化をも印象付けるように努める。 

 
丹波篠山観光ステーション 
当案内所では、丹波篠山市の観光施設を集めた観光素材集という冊子を作成しており、その観光素材集に基づい
て英語版を作成していきたいと考えている。英語版を作成することによって、スタッフ全員がいつ外国籍のお客
様が来訪しても、篠山市内の観光案内がスムーズにできるようになることを目指している。また、レンタカー業
務も⾏っており、現在は⽇本語の対応がほとんどだが、今後は英語での対応もできるようにしていきたいと考え
ている。中国語や英語のパンフレットは用意しており、それに沿って案内できるようにしていきたい。 
 
奈良県猿沢イン  
■県下全域の観光案内所、観光業に携わる事業者様の語学対応、情報発信、インバウンド対応に対する⼠気の維

持等のバックアップ、体制づくり(※他の観光案内所様と⽐較して特殊な取り組みにはなるが、奈良県と共同
で実施予定)。 

■オンラインでの情報発信強化:現在開催しているオンライン茶会を中心に、オンラインイベントの更なる充実
を図っていきたい。また、各種 SNS を活用し、奈良の魅⼒をより多くの方へ届けられるようにコンテンツ、
発信内容を工夫して実施。オンラインイベントを通じて、時差があるにも関わらず、多くの外国籍⼈の方が⽇
本⽂化や⽇本⼈との交流に強い興味を抱いていることを肌で感じた。コロナでなければ決して実⾏することの
なかった取り組みだが、コロナだからこそ、未訪⽇／未訪奈良の方々とも気軽につながることができた。 

■海外へ向けた情報発信強化:新型コロナウイルス感染拡大の終息が⾒えず、⽇本への渡航が困難な今、海外の
⽇本語学校や団体等へ直接アプローチを⾏い、⽇本⽂化に触れてもらえる貴重な機会として、オンラインお茶
会や奈良の魅⼒を案内。昨年末から始めた取り組みだが、⻑引くコロナの影響により、⽇本語を学ぶモチベー
ションが下がってきている学生たちにとって、非常に刺激になる等の好感触のフィードバックも頂いているた
め、対象先を更に拡大し、さらにコンタクトを図っていきたい。 

 
(一社)⼤和郡山市観光協会  / 箱本館「紺屋」 
12 月 7 ⽇に開催された、「インバウンド対応能⼒強化に向けたモデル研修会」において、おもてなしシートの有
用性について教えていただいた。当協会でも以前製作したものがあるが、ごく簡単なものなので、研修内容や配
布資料を踏まえて職員・外国籍観光客双方が使いやすい仕様に修正していきたいと思う。 
 
＜中国＞ 
鳥取砂丘コナン空港総合案内所  
■県内の主要観光地(主に鳥取砂丘)で体験できるアクティブスポーツの紹介を⾏う。砂丘ではサンドボード、パ

ラグライダー、砂丘ヨガを体験でき、それらの内容を写真やイラストで多言語表記し、掲⽰。オリンピックイ
ヤーにちなんでアクティビティを取り⼊れた観光ができる事を紹介する。 

■世界地図を掲⽰し、出身国にシールを貼ってもらう(任意)。来訪者の傾向が一目でわかっておもしろい。海外
のゲストハウスや案内所で⾒かける事例だが、「参加した」感が出て来訪者にも楽しんでもらえる。 
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松江国際観光案内所 
観る観光から体験できる観光を紹介できればよいと思う。松江市には「おせわさん」という組織があり、外国籍
の方が体験できるアクティビティがあるが、予約制のため、当⽇利用が難しい。当案内所を組み込むことで当⽇
でも利用できるような体制がつくれれば良いと思う。 
 
津山駅交通観光案内所 
■訪⽇旅⾏者に対応できるよう英語を再確認し、スムーズな案内ができるよう準備しておく。 
■おすすめの観光スポットをこちらから提案する等、1 段階上の対応が出来るように英語を勉強しておく。 
新型コロナウイルスが終息、もしくはワクチンの確⽴が⾒られれば来訪者数は復活していくはずなので、その時
に慌てないように復習と予習をしておくことが必要である。 
 
尾道駅観光案内所 
2021 年は、尾道やしまなみ海道の観光を満喫してもらうため、当所で販売しているお得なクーポンの販売につ
いて、積極的に声をかけていきたい。クーポンは尾道と生⼝島間で使えるものが多く、両間の船の往復と⾃転⾞
貸出がセットになっている「ホッピングパス」や、両間の船の往復と生⼝島の観光施設の⼊館券がセットになっ
ている「瀬⼾⽥周遊パス」、尾道と向島、尾道と生⼝島間の船のそれぞれの⽚道と電動⾃転⾞の貸出がセットにな
っている「e-bike らく旅パス」などがある。お客様の希望に沿って適切なクーポンの案内を心掛けていきたい。 
 
広島バスセンター総合案内所  
東京オリンピック・パラリンピックを控え、期間中は様々な国籍の方が⽇本に来られると思う。初めて⽇本を訪
れる方も多いと思うので、定番 2 大観光地(平和記念公園、宮島)を⾒直し、最新情報をスタッフ間で共有したい。
また、当バスセンターから出発する⼈気観光地(三段峡、尾道、大久野島、岩国錦帯橋)をしっかりお薦めできる
よう、多言語パンフレットも準備しておきたい。 
 
広島港総合案内所  
2021 年の案内所の抱負は、観光客の方から地元の⼈まで、気軽に⽴ち寄れる案内所を目指したい。手軽に体験
できるおさんぽクルーズや港に関連するイベントなどを案内し、港の活性化につなげていけたらと思う。また、
広島港以外の問合せも多いので、しまなみエリアなど、情報を共有して知識を増やしていく必要があると思う。 
 
萩市観光協会  
東京オリンピック・パラリンピックのついでに⽇本各地を旅⾏される外国籍観光客の方が多くいると思われる。
ふらりと初めて⽴ち寄られた方にも、当市の魅⼒を分かり易く英語で説明できる体制を整えたい。また、宗教や
食に対する多様性にも対応できる環境を整えていきたい。 
 
＜四国＞ 
一般社団法人 鳴門市うずしお観光協会  
10 月のお題『実践的な英語の言い回し』のまとめを拝⾒して、各案内所がどのように観光案内をしているのか
知ることができた。そのことにより、業務的な観光案内だけではなく、訪⽇客に少しでも心地よく観光していた
だけるように、「ごゆっくり(Please take your time.)」や「旅⾏を楽しんで(Enjoy your trip!)」などの一言を
付け加えようと思う。 
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香川・高松ツーリストインフォメーション  
観光案内所の感染症対策を万全に⾏い、県内観光地の感染症対策情報も綿密に⼊手しておくことで、⾹川県で安
心して旅⾏ができると感じてもらえるようにしたい。 
 
道後案内所  
2021 年は東京オリンピック・パラリンピック開催も控えているので、当道後温泉旅館組合では、新型コロナウ
イルス感症対策の更なる徹底を図るとともに、案内所で働く職員のスキルアップに取り組み、お客様から信頼さ
れる案内所を目指す。インバウンドがなくなって久しいが、オリンピックに向けての外国籍客の対応についても
研修を⾏い「愛媛のおもてなし」を伝えていきたい。 
 
高知県「ｉ」案内所  
■個々のスキルアップ(外国籍の方の受⼊研修の活用など) 
■SNS を活用した PR 
■多言語パンフレットの充実 
■観光地までの公共交通手段の整理(ハイキング、キャンプ、海⽔浴、 紅葉等に公共交通で⾏くためのナビツー

ルを英語で作成) 
 
＜九州・沖縄＞ 
門司港観光案内所  
コロナにより海外旅⾏が容易ではない期間があったため、コロナ終息後に訪⽇客の旅の期待感はきっと⾼まるこ
とが予想される。その期待を裏切らないようにさらなるサービスの向上を目指したい。具体的には、①訪⽇客の
国ごとの事情や嗜好を把握して、それに応じたおすすめのスポットを提案する。②よりわかりやすい案内をする
ために語学⼒を磨く(昨年 10〜12 月にかけて、英会話研修が当所を含め⼩倉駅、北九州空港案内所のスタッフ
を対象に⾏われた。語学教師から教わった内容を案内に活かしたい)。 
 
福岡市観光案内所 (博多駅総合案内所)  
■簡易的な手話(国際手話 GESTUNO)を学ぶ 
■海外のお客さまに特化した感染対策、より徹底した予防対策(シールドや消毒など) 

・(感染対策等の掲⽰物などに)外国籍語表記を増やす 
・マスク着用推奨 
・⽿や目の不⾃由な方、海外の方に向けて感染予防の動画を作成(字幕に⽇英中韓表記) 
・海外の方が新型コロナウイルスに感染した場合の案内(対応)方法 
・医療系の専門用語を学ぶ 

 
⼋⼥市茶のくに観光案内所  
Instagram での多言語アカウントを開設したい。 
 
⻑崎空港案内所   
■より積極的に観光情報を収集する。         
■ピクトグラムを活用しながら、多言語表記(対応)の充実をはかる。      
■コロナウイルスの影響もあるのか、閉店する店舗、観光施設においては時短営業を⾏うところが多数あった。 
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2021 年は延期されていた東京オリンピック・パラリンピックの開催年ということで、開催前後は訪⽇客の数
が多くなることが予想される。訪⽇客がストレスなく快適に滞在(観光)を満喫できるよう、こまめに情報の収
集・更新を⾏い、情報を即座に提供できるよう、案内所所員間における情報交換を密に⾏う。   

■案内の際に使用する資料の多言語表記を⾏うことに加え、ピクトグラムを活用することで言葉の壁を極⼒取り
除き、一⼈でも多くのお客様に喜んでいただける案内に努める。 

 
⻑崎と天草地⽅の潜伏キリシタン関連遺産インフォメーションセンター  
東京オリンピック出場選手が⻑崎でキャンプを⾏う際の手作りマップを作成、国旗や種目を絵で表現する予定。 
 
島原市観光案内所  
案内所にレンタルポータブル充電器を設置。お客様のスマートフォンから契約をしていただければ、1 週間のレ
ンタルが可能。返却箇所はスマホより簡単に検索でき、次の観光拠点(充電機が設置してあれば)で返却が可能。
また、市内観光スポットの紹介が⾒られる多言語対応 VR も設置しているので、2021 年により多くの訪⽇客に
当市へお越しいただき、当案内所で市内観光案内や、次の旅路に繋げられるような案内を充実していけるように
努⼒する。 
 
阿蘇くまもと空港総合案内所  
国際線ターミナルビル出⼝付近の案内図が多言語に対応していないため、担当部署と調整しながら早急に対応し
たい。また、新型コロナウイルスの感染が急速に拡大している現在において、東京オリンピック・パラリンピッ
クがどうなるかは未定であるが、減便・運休している路線が復便するまでには、インバウンド受⼊体制を万全に
したい。また、コロナ収束後にインバウンド来訪を回復・増加させていくために、案内所スタッフの語学や案内
のスキルアップにも努めたい。熊本の新たな名所発掘や、外国語堪能なスタッフによる勉強会等もできればと検
討中。 
 
東九州⾃動⾞道 別府湾サービスエリア 下り線インフォメーション  
⾞両不具合対応、⾼速道路規制情報などのイラスト指差し帳の作成など。 
 
中津耶馬渓観光案内所  
■外国籍観光客に対して、中津の観光スポットの⾒どころをわかりやすく伝えるコンテンツを作る(例:観光スポ

ットの写真と⾒どころを記載したフォトブック等)。 
■インバウンドの再開に向けて外国籍観光客への対応の仕方を復習する(例:説明で使用するワードの復習等)。
おそらく対応を重ねていくうちに課題が⾒つかると思うので、現状では上記 2 点である。 
 
肝付町観光案内所 
HP、SNS を多言語で発信すること。海外から⽇本へ来訪できない状況が続くと思われるので、インターネット
上で町を知ってもらいたい。 
 
 

以上 
 


