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8 月 概況(案内業務や訪日訪日客の動向)〜東日本〜 
 
＜北海道＞ 
登別観光案内所  
特にお盆あたりの週末は、日本在住と思われる外国籍の方を含め、観光客がそれまでより多く、日本人は本州
からの人が多い印象だった。月末は緊急事態宣言が発出され、案内所をはじめ地獄谷など主要観光エリアが再
度閉鎖になったが、直前まで修学旅⾏⽣も多かった。また、今回の緊急事態宣言によるホテルやテーマパーク、
温泉エリアの土産・飲食店の休業はほんのわずかだった。 
 
北海道さっぽろ観光案内所  
7 月に引き続き「まん延防⽌等重点措置」が継続されたため窓⼝業務を休業した。そのため案内所利⽤者数は
300 人程度と前年の 20％だった(電話のみ応対:1 日あたり 7 件)。月初は東京オリンピックのマラソン競技など
があり、来札者は多少増加した。またコロナ感染拡大により市内の飲食店や観光施設などは休業した処も多数
あった。状況改善するまでは暫く続くと思われる。 
 
小樽国際インフォメーションセンター(運河プラザ観光案内所)  
外国籍の入場者数は 207 人で、前年同月⽐ 79%。その内案内したのは 39 人で同 81％であった。国・地域別
内訳は中国 13 人、オーストラリア 7 人、ベトナム 5 人、フィリピン 4 人などであった。 
 
小樽堺町通り商店街振興組合観光案内所  
2021 年 8 月の案内所利⽤者数は、計 597 人で、前年⽐ 34％減(2020 年 8 月は 911 人)という結果だった。8
月上旬は、当商店街の夏のイベント「⼩樽堺町ゆかた風鈴まつり」の開催や、夏休み、お盆休みなどの集客で
増加傾向にあったが、下旬には北海道も再び緊急事態宣言地域になり、後半にかけては大きく減少していった。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター  
■8 月の外国籍来訪者は 119 人(前月⽐ 143％)。国籍別では中国(36 人)が最多で約 3 割を占めたが、スリラン

カ、ジャマイカ、ハンガリーなど、普段あまり来所しない国籍の方も散⾒された。人流の活発化が顕著な 1
ヵ月だった。 

■日本人も外国籍の方も 20〜30 代の若者を中⼼に、⾸都圏、関⻄からのお客様が続々と来所。7 月までと大き
く異なるのは、ノープランで連泊する方が圧倒的に多い事。緊急事態宣言やまん延防⽌等重点措置が出てい
ない地域を選んで旅⾏しているようで、お盆は宿を取らずに来る方も多かった。 

■全国に被害をもたらした記録的な大⾬により、⻘森県内でも川の氾濫や土砂崩れが複数箇所で発⽣。下北半
島では橋の崩落もあり、8 月末現在も通⾏⽌めが続いている地域があった。Chatwork で下北観光案内所から
提供して頂いている現地の情報を参考にお客様に案内したが、被害をご存じないのか、被災地域へ観光に⾏
きたいと希望するお客様が毎日のように来所し、大⾬被害があった事を伝えても意に介さず向かおうとする
方もいらっしゃった。 
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弘前市観光案内所  
■昨年に続き今年も「弘前ねぷたまつり」が中⽌となり、コロナ前は 800〜900 人台だった外国籍の旅⾏者が

大幅に減少。昨年の倍となったものの来所者は 33 人(昨年同月より 16 人増加。前年⽐ 194.12％)。 
■弘前城や昨年オープンした「弘前れんが倉庫美術館」、早⽣りんごの収穫体験が始まった「ひろさき市りん

ご公園」などへ、バスやレンタサイクルで向かう方が目⽴った。また、⼗⼆湖や日本⼀の⽊造三連太⿎橋
「鶴の舞橋」、千本鳥居が有名な「高山稲荷神社」などへのアクセスの問合せも寄せられた。 

 
下北観光案内所  
コロナの影響により昨年から訪日旅⾏者の割合はほぼ 0 だが、国内在住の外国籍の旅⾏者は恐山観光を目的に
来ている(2021 年は月平均 5〜6 人程度)。しかし、7 月に下北半島内で豪⾬災害があり温泉街が被災し、大間
方⾯への交通アクセスが寸断されてしまった。恐山⾏きに⽀障はないものの、今も被災地での復旧作業が続く。
また県内でもコロナ感染者数が増加しているため、まだ安⼼して広域観光をお勧めできる状況ではない。紅葉
が⾒頃を迎える 10 月下旬までに、少しでも状況が良くなればと思う。 
 
岩手県観光協会(マリオス)  
岩手県では、東京 2020 パラリンピックのシッティングバレーボールカナダ⼥⼦代表チームが紫波町で事前合宿
のため来県し、地元芸能団体による踊りの披露など歓迎⾏事が⾏われた。カナダチームは地元住⺠が手を振り
歓迎ののぼり旗を振って歓迎した様⼦に感激し、SNS などでその様⼦などを紹介していた。また、パラグアイ
代表の選手団がホストタウンの⼀⼾町で事前合宿を⾏った。地元では、歓迎式他、県内の⼩学⽣が練習を⾒学
するなどして交流が図られた。 
 
宮古駅前総合観光案内所  
8 月の案内所の外国籍来訪者数はわずか 4 人で、前年同月⽐ 15％、コロナ前の 2019 年の同じ月と⽐べると、
わずか 4%であった。来訪されたのは、すべて国内在住の方のようであった。 
 
仙台多文化共生センター  
8 月も訪日旅⾏者数は 0 人となったが、お盆休みや夏季休暇などがあったため、在住外国籍の方や邦人からの観
光に関する問合せが数件あった。コロナ禍における緊急事態宣言を受け、弊所も 8 月 30 日〜9 月 12 日の期間
閉所するに⾄ったため、今後も訪日旅⾏者数増加は望めない状況となっている。 
 
JR EAST Travel Service Center(仙台駅)  
■仙台七夕まつり期間とお盆期間はやや混雑し、「JR EAST PASS (東北エリア)」の購入を希望されるお客様

が多く⾒られた。ポケモントレインを利⽤し、気仙沼へ震災について学びに⾏く方がいた。また、「JR 
EAST PASS (東北エリア)」を使い、エリア外の新潟や北海道に追加料⾦を⽀払って⾏く方も数組いた。 

■「仙台エリアパス」を購入される方が半年ぶりにいた。スーダンの方で日本語がとても上手だった(アニメで
覚えたそう)。 

■「JR-EAST Train Reservation」という海外向けインターネット指定席予約サービスで「JR EAST PASS (東
北エリア)」を購入された台湾のお客様は、パスの利⽤期間 5 日間分の⾏程をフルに手書きで作成されていた。
リゾートしらかみを利⽤して東北を巡る⾏程だった。 
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あきた旅のサポートセンター  
来所はゼロ。県の英語版 facebook の掲載記事を通じて⻘森県在住の外国籍の方(英語)から秋田県の観光情報に
ついて問合せがあった。まだ県境を越えた移動も制限される中であるが、当⾯は国内在住の外国籍の方を意識
した情報発信の方が効果的かと思われる。 
 
道の駅 いいで  
昨年のコロナ禍での状況とは違い、全国的に感染が拡大しており、それに伴って県内の観光需要の激減が影響
している。来館数は昨年⽐ 35％減、コロナ前でいえば 50％減となっている。 
 
福島市観光案内所(JR 福島駅⻄⼝)  
訪日客としての動きは⾒られなかったものの、⾸都圏在住の外国籍の方が数人訪れた。⼀人、もしくはカップ
ルの個人客が主で、ファミリーは⾒られなかった。日帰り温泉や近隣の観光スポットについて尋ねられた。 
 
飯坂温泉観光案内所  
緊急事態宣言やまん延防⽌等重点措置が発令されている県や市がある中、お盆休みや夏休み期間ということも
あり、多くの観光客が訪れた(7 月よりは減少)。外国籍の旅⾏者は 7 月から減少している。ワクチン接種が進ん
でいるため、接種済みの高齢者や年配の観光客が多く感じた。変異ウイルスが流⾏しているため、感染対策な
どしっかり⾏っていきたい。 
 
＜関東＞ 
NEXCO 東日本 Pasar 守谷上り線インフォメーション 
NEXCO 東日本 Pasar 守谷下り線インフォメーション  
8 月は前半に東京 2020 オリンピック、お盆期間を挟み後半には東京 2020 パラリンピックによる高速道路の大
規模な交通規制が上り線で入った。下り線で規制はなかったが、緊急事態宣言などもあり SA をご利⽤されるお
客様数はやや少なかった。しかし以前の宣言期間よりは人出があり、特に去年と⽐べると 3 世代のグループが
増えていた。訪日旅⾏者と思われるお客様も数組⾒かけたが、窓⼝のご利⽤はなかった。 
 
道の駅 ひたちおおた 観光案内所  
急激なコロナウイルス感染拡大のため、まん延防⽌等重点措置及び県独自の緊急事態宣言や国の緊急事態宣言
が発出され人出に影響があると思われたが、市内の果樹園がシーズンを迎えたため、果樹園の案内が増加した。 
 
筑波山観光案内所  
8 月 18〜31 日の期間、まん延防⽌等重点措置及び、8 月 20 日〜9 月 12 日(報告当時)緊急事態宣言の発令によ
り、案内所は休館となった。訪日旅⾏者の姿は無く、関東近県在住の外国籍の方々がケーブルカーなどを利⽤
しての登山などに訪れていた。 
 
東武日光駅構内観光案内所  
8 月は栃⽊県も 8 月 20 日〜9 月 12 日まで緊急事態宣言に追加されたため、8 月 20 日以降は人数が減ったが、
東京 2020 オリンピック閉会式後は多くの外国籍の方が日光観光に訪れた。初めて日光に来た方も多く、定番の
華厳の滝、中禅寺湖〜世界遺産の⼆社⼀寺をめぐるコースが⼀番人気だった。 
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群馬県高崎市観光案内所  
当所は東京 2020 オリンピックの観客、関係者の来県を⾒込んでいたが、無観客となったこともあり、ここ数ヵ
月の動向と変わらず、在住者の⽣活に関するインフォメーションをすることがほとんどだった。 
 
まちなか観光物産館「お富ちゃん家」  
緊急事態宣言の発出もあり、日本人観光客含む案内所全体の来訪数が前年同月⽐ 51.1%と大幅に落ち込んだ。
周辺の飲食店も休業している店舗が多く、案内が難しいが、定期的に街中を歩き周辺の状況を把握するように
している。営業中の飲食店やテイクアウトのみの対応などをリストにまとめ、所内で情報共有をしている。 
 
NEXCO 東日本上⾥サービスエリア上り線インフォメーション  
東京 2020 オリンピック大会が開催され、外国籍の選手団がホストタウンに向かう道中のトイレ休憩のみ SA の
利⽤があった。オリンピック関係者の方なのか 8 月はいつもの月より外国籍の方のご利⽤が多かった。 
 
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 1 旅客ターミナルビル) 
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 2 旅客ターミナルビル)  
2021 年 8 月の外国籍の訪問者数対前年度⽐は＋70.08％(第 2 旅客ターミナルビルは＋18.15％)であった。8
月から緊急事態宣言の対象地域は北海道、大阪などが追加され 6 都道府県となったが、その後対象地域は徐々
に増えて 8 月 24 日には 21 都道府県に拡大、期間も 9 月 12 日までに延⻑された(報告当時)。県をまたぐ移動
や酒類の提供が制限されたが、新規感染者は増え続け、医療体制も逼迫し改善の兆しは⾒えていない。そんな
危機的状況の中、8 月 24 日に東京 2020 パラリンピックが開幕した。成田空港では中旬頃からパラリンピック
選手や関係者の入国が始まったが、オリンピック同様、大会関係者は⼀般のカウンターに寄る事はできないた
め、数件オリンピックパンフレットの問合せを受けた以外は TIC を来訪するは方ほとんどいなかった。また、8
月 1 日より成田空港内で在外邦人などのワクチン接種が開始された(2022 年 1 月上旬まで)。第 1 ターミナル 5
階に臨時で設置されたワクチン接種会場は少々わかりにくく、場所を聞きに来所されるお客様が多かった。夏
休みの間、ピーチ航空の国内線を利⽤する日本人も多く、チェックインの場所やお土産を購入する場所につい
ての質問もしばしば受けた。 
 
成田市観光案内所  
8 月の来所者のうち外国籍の方は前月⽐ 71.4％、前年同月⽐ 24.6％となり、ここにきてコロナの影響が最大に
なっているといえる。来所はしていないものの、駅前を歩く外国籍の方の姿は時折あり、エアラインクルー、
在住者と⾒受けられる。また、日本人についても千葉県が 8 月 2 日から再び緊急事態宣言の対象地域となり、
夏休みシーズンにもかかわらず人出は減少し、前月⽐ 94.6％、前年同月⽐ 73.2％となった。 
 
Keikyu Tourist Information Center (羽田空港第 3 ターミナル)  
8 月も羽田空港第 3 ターミナルは東京 2020 オリンピック・パラリンピックの参加選手や関係者の来日で到着ロ
ビーは賑わっていたが、バブル方式での移動により、到着するとすぐに係員の誘導によりホテルやバスに案内
されたため、当案内所を利⽤される方はほとんどいなかった。 
 
東京シティアイ  
8 月の対応件数は 47 件で、7 月の 42 件から少し増えた。主な問合せ内容は、東京駅周辺の観光をはじめ、箱
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根や日光など東京近郊の旅⾏相談などであった。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピックオフィシャル
ショップに関する問合せも数件あった。 
 
中部地方インフォメーショプラザ in 京王新宿  
8 月はアメリカ籍の方とオーストラリア籍の方が数人来場。観光客が良く⾏く場所について問合せを頂いた。ま
た、台湾とタイの方が中部地方に⾏くお得なチケットを購入された。紅葉シーズンに向けて中部地方の観光 PR
を⾏い、在住外国籍の方の需要を取り込みたいと考えている。 
 
⻄武ツーリストインフォメーションセンター池袋  
8 月の来所は日本人を含め 495 件(去年同月⽐－43.75％)あり、「⻄武川越パス」などの外国籍の方向け企画乗
⾞券の発売実績は去年同月と⽐較して 22 枚も減った。東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催やワク
チン接種の進⾏による来客の回復を期待していたが、新型コロナウイルスの感染状況は去年同期より深刻なた
め、厳しい状況が続いている。 
 
中央区観光情報センター  
8月の外国籍の来館者数は30人、問合せ件数に関しては20件。国別対応件数は、アジア圏5件、欧州圏6件、
北⽶圏 7 件、地域不明 2 件であった。7 月に⽐べ外国籍の来館者数、問合せ件数ともに増加となった。東京都
緊急事態宣言発出に伴い、引き続き 9 時から 19 時の時間短縮で営業をしている(報告当時)。 
 
JAPAN RAIL CAFE  
 8 月の来訪者数は外国籍の方が約 4 割、日本人は約 6 割であった。外国籍の方の内訳は、アジア圏の方が⼀番
シェアとして多く、約 4 割であった。 
 
藤沢市観光センター  
来所人数は 39 人だった(アジア国籍 24 人、欧⽶他国籍 15 人: 8 月 12 日より新型コロナウイルス感染拡大によ
り窓⼝を閉鎖しているため(報告当時)、8 月 1 日から 11 日の期間の報告)。 
 
横須賀観光インフォメーション スカナビ i  
コロナ禍ではあるが夏休み期間で、来訪者、電話の問合せは多かった。問合せ内容は、三密回避を意識してか、
アウトドア関連、特に海水浴、BBQ、海辺でのキャンプの可否及び海岸周辺の駐⾞場状況などが多数を占めた。
また、花⽕大会、イベント開催有無の照会もあったが、中⽌の旨を伝えるとかなり落胆され、改めて多くの方
が通年イベントを⼼待ちにしていることを痛感させられた。 
 
甲府市観光案内所  
来訪者数は前月⽐ 155％、前年⽐ 77％。去年は無理な登山をしそうな外国籍の方は⾒られずよかったが、今年
は 6 月の⾦峰山テント泊の登山者に続き、こちらの感覚からすると少し⼼配な計画の方が⾒受けられる。北岳
は 10 月まで問合せがあった年もあるので、情報に気をつけなければならない。 
 
富士吉田市観光案内所  
2 年ぶりに富⼠登山開山となり、8 月に入ってからも日本滞在の外国籍(特にアメリカ籍)の方が登山に訪れた。
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ただ装備(⾬具、防寒着など)をあまり準備していない方が結構おり、残念だった。装備をしっかりして登って
欲しいと思う。 
 
忍野村観光案内所  
外国籍の方の対応は 0 人だった。1 ヵ月間外国籍の方の対応がゼロだったのは案内所開設以来初めて。8 月 1〜
15 日までは案内所窓⼝はオープンしたが、後半の 16〜31 日は、山梨県のまん延防⽌等重点措置が発令され、
案内所窓⼝対応は停⽌した(窓⼝閉所は 9 月 12 日までの予定)。 
 
＜北陸信越＞ 
新潟駅万代⼝観光案内センター  
当センターは、開館時間を 9 時〜18 時にて案内を継続中。8 月の来所者数は 2,063 人でその内、外国籍の来所
者数は 13 人だった。 
 
雪国観光舎 越後湯沢温泉  
新幹線などの公共交通手段よりマイカー利⽤者が多く、キャンプや露天風呂付の客室利⽤など、あまり他の人
と接触しない旅⾏を好む傾向がある。 
 
うおぬま・浦佐駅観光案内所  
地域の商品券を販売している事もあり、引き続き地元在住のお客様が中⼼。コロナウイルス感染症の影響で観
光客の集客はまだ難しい印象。 
 
⿊部市地域観光ギャラリー「観光案内所」  
富山にまん延防⽌等重点措置が適⽤され、8 月 17 日〜9 月 12 日までの 27 日間、多くの観光施設が時短営業や
休館となった。しかし、夏休み期間中ということもあり当館の人出は 7 月と⽐べ増加した。8 月も訪日客はもち
ろん、国内在住の外国籍の方も案内所への⽴ち寄りは無い。紅葉の時期に向け旅⾏を検討しているお客様より
電話での問合せが増えてきた。ワクチン接種済みを理由に旅⾏をするという声も聞かれる。 
 
富山市まちなか観光案内所  
富山県の新型コロナウイルス感染症対策の警戒レベルが「ステージ 3」に移⾏することに伴い、8 月 18 日より
(当⾯の間)当案内所を閉所(電話のみ通常対応)した(報告当時)。8 月に入り日本人旅⾏者が増加したのに伴い、
日本在住の外国籍の旅⾏者も増加したように感じた。引き続き今後の推移を⾒守りたい。 
 
⾦沢駅観光案内所  
入国制限が継続されており、来客は日本国内に住む外国籍の方の観光が中⼼。日本の都道府県の 7 割で緊急事
態宣言もしくはまん延防⽌等重点措置が取られており(報告当時)、来訪者が極端に少ない状況が続いている。 
 
加賀市観光情報センター KAGA 旅・まちネット  
外国籍の来所者数は 6 人で、対前年同月⽐ 81.3％減、対前々年同月⽐ 98.2％減となった。国籍は、中国が 2
人、その他アジア圏が 4 人。加賀温泉郷を周遊しているバスについてや、カニシーズンの期間についてなど、
次回来るための質問もみられた。 
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菜さい  
⽩山登山のため、主に⾦沢⼯業大学⽩山キャンパスの留学⽣が来訪。サイクリングをされる⽩山市に在住の外
国籍来訪者も⾒られた。 
 
⻑野市観光情報センター  
日本への入国規制が続く中、8 月の利⽤者数は今年 4 月以降で最も多かったが、新型コロナ前(前々年度同月)に
⽐べると 5％である。利⽤者はビジネスなどで日本に⻑期滞在している方と⾒受けられる。8 月はインドの方が
多かった。 
 
飯山駅観光案内所  
コロナの影響が続いており、全体としては案内所への来訪者数は少ない。周辺市町村でのトレイルランニング
大会が数件あり、飯山駅に降り⽴った外国籍の方が多い日もあった。 
 
上松町観光情報センター  
7 月は豪⾬災害に⾒舞われ、地域全体で被災したところが多くあった。私共のみならず、多くの観光地が⼀時休
業となった。引き続き訪日客の来訪はないが、森林浴を目的とした旅⾏で在住外国籍の方の来訪は数人あった。 
密を避けて、ゆっくりリラックスできるところを求めてお出かけになっているようだ。ニーズに合った視覚や
聴覚に訴える映像の収集をして、発信をしていきたい。 
 
＜中部＞ 
坂井市東尋坊観光交流センター  
東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催を機に外国籍の観光客の増加を期待したが、残念ながら依然とし
て目⽴った変化は⾒られなかった。近辺の他、案内所においても同様とのこと。今は、必ず客⾜が戻るであろ
う時のための準備期間と捉え、11 月に解禁を迎える福井ブランド「越前ガニ」の魅⼒発信に努めている。外国
籍の方の視点や思考に寄り添いながら、その魅⼒をいかに分かりやすく伝えられるか、ということに細⼼の注
意を払いながら進めている。 
 
えちぜん鉄道三国駅観光案内所  
当観光局が運営する三国駅観光案内所、また東尋坊観光案内所周辺は、どちらも依然、コロナウイルスの影響
でまだまだ全体的にお客様の戻りは少ない。日本人観光客は⾒かけるものの訪日客の戻りはなく、この影響が
続くと⾒られる。 
 
高山濃飛バスセンター ツアーデスク  
■8 月も 7 月同様、新穂高ロープウェイ、上高地、乗鞍に⾏かれるお客様が多かったが、⾬の続く日が多く、道

路が通⾏⽌めになる事があったため、代わりに高山市内の観光や「⾶騨大鍾乳」を案内した。 
■例年人気の⽩川郷だが、マイカーを利⽤されている方が多いのか、バスを利⽤して⽩川郷に⾏かれる方は少

なかった。 
■コロナにより不定休のお店が多い中、お客様に喜んでいただけるような施設やお店を常に把握できるように

していきたい。 
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中津川市観光センター  
8 月下旬に岐阜県に緊急事態宣言が発出された後は、夏休み中ではあったが日本人を含め来所者は少なかった。
緊急事態宣言前は、外国籍の方は日本在住のアジア圏の方々で中津川市周辺の観光地を訪れる人が来所した。 
 
一般社団法人伊東観光協会 伊東駅案内所  
7 月の来所者は 42 人であったが、8 月は 63 人と徐々に増加傾向にある。花⽕大会など夏のイベントがコロナ
感染拡大により延期となり、来所者減少が⼼配されたが、来所者は増加した。緊急事態宣言が静岡県にも発出
され(報告当時)来客は減少しているが、外国籍の来所者は増加。昨年 8 月の来所者 113 人に対し本年は 63 人
で、対前年⽐ 55.8％。 
 
公益社団法人 静岡観光協会 
新型コロナウイルスの影響により、静岡駅周辺や観光地などで外国籍の方を⾒かけない。しかし、東京 2020 オ
リンピック開催期間中には、訪日旅⾏者かは不明だが静岡駅周辺で外国籍の方を⾒かけることがあった。海外
からのメール問合せは 4 件あった。 
 
三島観光案内所 
外国籍来訪者からは富⼠山を⾒たいという希望がやはり多くあった。その他、日本在住の外国籍の方は、スカ
イウォークが主な目的だった。 
 
富士山御殿場・はこね観光案内所 
東京 2020 オリンピック・パラリンピックの関係者と思われる方が宿泊施設や東京方⾯のバスについての情報を
求めて来所したこともあり、訪問者数は前年同月⽐ 141％となった。東京方⾯のバス以外の問合せでは、富⼠
登山に関する問合せが多数を占めた。毎年のことであるが、軽装で富⼠山に登ろうとする外国籍の方は⼀定数
おり、富⼠登山をする上で天候の急変はつきものであること、市街地との温度差が 20℃近くあることなどを分
かりやすく説明することが引き続き課題となった。 
 
オアシス 21i センター  
■本格的に夏休みに入ったこともあり、観光関連の問合せやお土産購入などが 7 月までと⽐べると増えた印象

ではあるが、以前のように遠出をされる方はいらっしゃらなかった。主な質問内容は、近場で⼦供たちが遊
べるような場所や、市内の観光施設についてであった。 

■(来訪者に)国籍をお尋ねするが、「日本に住んでいるから」と躊躇される方もおり、持っていかれるマップ
など(の言語)で判断することもある。 

 
セントラルジャパントラベルセンター 
■8 月は日本から自国への帰国について、日本在住の外国籍の方からの問合せが集中した。主な問合せ内容は

PCR 検査、自主隔離ホテル予約、帰宅のためのハイヤー予約、帰国のための航空乗継について。その他、海
外の入国制限の緩和が始まり、海外旅⾏のお問合せも増えてきた。 

■到着の方からの旅⾏の問合せは名古屋市についてが⼀番多く、その他の地域については今後の旅⾏のために
と資料を持ち帰られる方が⾒受けられた。 

■各地域、まん延防⽌等重点措置や緊急事態宣言期間に入り、7 月より旅⾏の問合せが少なかった。 
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■東京 2020 オリンピック開催期間中はスタッフ全員が公式 T シャツを着⽤して営業していたが、無観客のた
め、お客様を案内する機会がなく残念であった。 

 
 
8 月特記事項(独自の取り組み・訪日客に喜ばれたことや感謝されたことなど) 
 
＜北海道＞ 
七飯町⼤沼国際交流プラザ  
夏場は地元の農家さんの朝採りトマトなど新鮮野菜を販売しており、キャンプ中の外国籍の方にも喜ばれた。 
 
支笏湖観光案内所 (支笏湖ビジターセンター)  
コインロッカーがない当地で、手荷物預かりの利⽤が好評。手荷物を預けて、登山や周辺のハイキングに⾏く
方などがいらっしゃる。 
 
JR ニセコ駅観光案内所  
JR ニセコ駅前で待機するタクシー会社が週末に休業しており、特に夜間にニセコ駅に到着するお客様が困惑す
る事態が発⽣している。その都度、域内外のタクシー会社各社と交渉している。送迎⾞を所有している宿泊施
設もあるので、お客様に宿泊先を伺い、宿泊先からの送迎をお客様に代わって依頼するなど、可能な範囲でお
客様にご不便なきように取り組んでいることで感謝の言葉を頂いている。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター  
目的はなく、とりあえず感染者数の少ない地域を目指して来る旅⾏者が増加している⼀方で、⻘森を気に入っ
て下さっているリピーターの方も 8 月は複数組来所した。⻘森の良い所をたくさん⾒て周って頂きたい気持ち
はあるものの、感染拡大地域からお越しの方へ、感染者数も医療機関数も少ない地域の観光を提案して良いも
のか葛藤があり、複雑な思いを抱きながら日々案内をしている。 
 
弘前市⽴観光館  
■弘前市観光案内所より外国籍の男性がサイクルネットを利⽤された。観光⽤の電動自転⾞を借りられ、バッ

テリーの交換目的で当観光館に寄られた。その際、時間内には返せないと言われた。返却は 17 時までにお願
いしている。事故や体調不良など特例を除き、ルールを守っていただく約束で貸し出している。再度説明す
るも勝手に返却時間を決めてしまい、悪気がない様⼦。⼀連の流れを弘前市観光案内所と都度連絡したこと
により、17 時はとっくに過ぎていたものの、事故もなく無事返却され、良かった。 

■新たな観光ブランド「古津軽
こ つ が る

」が注目されている。津軽独特の歴史や⽂化、昔ながらの⾏事や風景、岩⽊山
(津軽富⼠)を中⼼に広がる物語として旅に繋げる。非日常の体感、「津軽こぎん刺し」のルーツを辿るなど
普段から案内機会の多い津軽エリアにおいて、お客様の旅がより豊かになる観光案内へ繋げるべく、古津軽
座学研修を⾏った。 

■新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で開催が決定されていた、津軽の夏の風物詩「弘前ねぷたまつ
り」が 2 年連続中⽌となった。藩政時代から受け継がれてきた⽂化の継承を絶やさず津軽の夏の情緒を感じ
ていただこうと、19 団体が運⾏、14 団体が展⽰という従来とは違う形で、各団体単独での運⾏や展⽰を実施
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することになった。伝統を守る環境づくりを⽀援する弘前市の取り組みによるものである。 
■コロナ禍により中⽌となった⻘森県の夏祭りの雰囲気を県⺠に味わってもらおうと、「⻘森ねぶた祭」、

「弘前ねぷたまつり」、「⼋⼾三社大祭」の写真を⾞体にプリントした「アドトレーラー」が囃⼦の音色を
響かせつつ、県内を巡回。当観光館の⺟体となる弘前観光コンベンション協会など 5 団体による共同企画で、
今年で 2 年目となる。 

 
あおもり観光情報センター  
アジア圏の日本在住外国籍の男性が、⼗和田湖へのアクセスを聞きに 13 時 40 分頃に来所、最終バスが 13 時
40 分のため、既に出発しており乗⾞出来なかった。今日と明日の 2 泊、ネットで宿を予約しているとの事だっ
た。⾏く方法として、タクシー又はレンタカーと説明。タクシーだと 2 万円以上かかると伝えしたところ、ど
うしたらよいかわからない様⼦で、日本語がほとんど話せない様だったので、代わって宿の方へ状況を連絡し
た。宿の担当の方に、「本日分はキャンセル料なしでいいので、明日いらして下さい」と仰って頂いた。担当
の方が英語で対応出来るとの事だったので、ご本人より再度連絡して頂き、当日分をキャンセルする事が出来
た。⻘森駅周辺のホテルと、JR バスみずうみ号の時刻表で⻘森駅発の時刻を案内し、翌日⼗和田湖へ向かう事
にされた。何度も「ありがとう」と仰って⻘森駅へ向かわれた。 
 
平泉観光案内所  
「アレルギーがある(着色料が使われたものは食べられない)がどこで食事をしたらよいか」という問合せがあ
り、会話の中で食べられそうなものを挙げていき、あとは直接お店に確認を取るように案内した。 
 
釜石観光総合案内所  
バーチャルな観光と言う観点から動画を作成して配信し、コロナが終息したのちに観光に来てもらうための取
り組みを実施している。 
 
仙台多文化共生センター  
以前から弊所を利⽤している在住外国籍の方から、「(仙台市以外で)1 日観光したい」という問合せがあり、気
仙沼や平泉そして蔵王キツネ村などの情報を提供し、喜ばれた。既に、仙台市近郊を知っている人のためにも、
近県の情報もこれからも充実させていきたい。 
 
NEXCO 東日本⻑者原サービスエリア下り線インフォメーション  
東京 2020 オリンピック・パラリンピックのホストタウンの市町村があり、受け入れに向けて、日本や地域の良
さを残しつつ、安⼼して利⽤できる環境を整えて、周辺の標識や看板は多言語対応になった。 
 
JR EAST Travel Service Center (秋田)  
■アジア圏のお客様が、前日購入した「JR EAST PASS(東北エリア)」を紛失したとの申し出があった。秋田に

到着してからの⾏動履歴を確認し、改札⼝と駅構内の警察、夕食時に⽴ち寄った飲食店へ連絡し、飲食店で
発⾒に⾄った。スタッフが飲食店へ赴いてチケットを確認、再来店したお客様へ渡し、大変喜ばれた。 

■夫婦で来店したお客様が、ネットで申し込んだ「JR EAST PASS(東北エリア)」QR コードを使って券売機で
発券しようとしたところ、⼀人分発券ができなかった。店舗で内容確認をし、発券処理を⾏ったところ、喜
ばれた。 
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NEXCO 東日本安達太良サービスエリア上り線インフォメーション 
NEXCO 東日本安達太良サービスエリア下り線インフォメーション 
安達太良インフォメーションで作成した外国語版観光リーフレット、英語版お出かけマップなどイラスト風に
して理解しやすいようにしてある。観光地を絵柄で案内、説明⽂入り。たくさんのお客様から喜ばれている。 
 
＜関東＞ 
⽔⼾観光案内所  
■8 月 24 日の JNTO ブロックオンラインセミナー「アドベンチャーツーリズム」に、メイン参加のスタッフと

視聴する機会を得た。北海道 JR ニセコ駅、倶知安 i Center、山形県のかみのやま温泉の 3 案内所。以前のお
題「アドベンチャートラベル」の担当時、テーマをアドベンチャーではなく、「市内の自然」として提出し
たこともあり、雄大な自然に⽴地する観光案内所ならではのお話を聞けた。閑散期や専門スタッフ不⾜など
課題はあるが、その自然に思い入れのあるスタッフとその場所を訪れるファンにより持続的な観光が可能と
なる。英語のオンライン語学講座に参加したスタッフは、ユニバーサル対応の宿泊に関する英語が参考にな
ったとのことだった。 

■個人的になるが、県オリンピックのボランティアに 1日だけ参加した(県内⿅嶋市⿅島サッカースタジアム)。
外国籍客の案内は叶わなかったが、学校連携プログラムにより観戦した⿅嶋市内の⼩中学⽣をスタジアム外
側で⾒守った。事前研修(E ラーニング含む)の他、⾞で下⾒を数回。不慣れな⻑距離も観光客の視点で参考に
なった。選手と⽀える側のスタッフの関係は、案内所における観光客(外国籍客含む)と案内スタッフのそれ
と似ている。今回の経験を My レガシーとして今後役⽴てたい。 

■今年 7 月から開始された新たな国の制度を知った。日本財団による電話リレーサービス(登録制だが、⽿の不
自由な方と健常者が通訳オペレーターを通し 24 時間利⽤可能)。市広報から市障害福祉課による簡単な手話
紹介も参考にしたい。 公式 HP  https://nftrs.or.jp/  

 
群馬県高崎市観光案内所  
ワクチンや PCR 検査についての質問も多かったことから、外国籍の方向けのホットラインやその他の必要事項
を調べてスタッフ内で共有した。 
 
みなかみ町観光協会  
ラフティングや山など、自然を楽しむお客様が増えている様⼦が伺える。 
 
NEXCO 東日本高坂サービスエリア上り線インフォメーション  
イスラム教の方がお食事について困っていらっしゃったので、⼀緒にメニューを⾒て入っているものを説明し
たところ、感謝された。 
 
川越市本川越駅観光案内所  
POP の多言語化を実施している。川越には 2 社の巡回バスが走っているため、誤乗⾞防⽌のために繁体語と英
語にて案内 POP を作成した。 
 
千葉市幕張観光情報センター  
千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」うちわを無料配布しているが、蒸し暑い日だったこともあり、
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来所された台湾の⼥性 2 人組に差し上げたところ非常に喜ばれた。 
 
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 1 旅客ターミナルビル)  
Q:本日メキシコから到着した。帰国者専⽤バスで東横イン羽田空港 1 に⾏くはずだったが乗場を間違えて、乗

り遅れてしまった。(島根在住メキシコ 30 代 男性) 
A:都内と横浜の⼀部の東横インホテルでは、入国者専⽤のバスを運⾏している。乗り場は本来なら 1 レーン目

だったのだが、間違えて 2 レーン目で待ってしまっていたそうだ。バスが来たのに気が付いてお客様は⼀⽣
懸命に手を振ったようだが、運転手さんに気づいてもらえず、走ったが間に合わなかったのだという。念の
ため次のバスに乗⾞できないか、東横イン入国者専⽤バス事務局に連絡してみた。しかしこの日は他に予約
が入らなかったようで、運休が決まってしまっていた。そこで、他の交通手段として「空港からホテルまで
ハイヤー」、「KEISEI スマートアクセスプレミアム(上野までスカイライナー＋ハイヤー)」、「リムジンダ
イレクトコネクション(TCAT までエアポートリムジンバス+ハイヤー)」を提案した。お疲れのようで、ハイ
ヤーを頼んで空港から直接ホテルに⾏くことを選択された。TIC 作成の外国語が通じる帰国者向けハイヤー
会社のリストを差し上げた。島根で待っている奥さんが電話してくれるようだ。そうこうしていると、東横
イン入国者専⽤バスご担当者から折り返し電話が入った。その日の 21 時の便が運⾏することになったため、
親切に連絡を下さったのだ。バスの時間が遅かったため、結局お客様はハイヤーを選ばれたが、とても感謝
された。東横イン入国者専⽤バスは前日の 15 時までに予約が必要であるが、空席がありバスが運⾏していれ
ば、当日電話でも乗⾞できる。 

 
成田国際空港株式会社 ツーリストインフォメーションセンター(第 2 旅客ターミナルビル)  
Q:東京 2020 オリンピック・パラリンピックのパンフレットが欲しい。(香港 男性 50 代) 
A:東京のガイドブックが欲しいとの事で、東京観光財団発⾏の東京トラベルガイドを提供、すると「オリパラ

関係のパンフレットはおいていますか」と質問をされた。東京 2020 オリンピック・パラリンピックは 1 年
延期して今年開催となったが、緊急事態宣言の中で無観客での開催となったため、オリパラ関係のパンフレ
ットはまったく⽤意がない。オリンピックロゴが付いたものさえない。しかたなく、残念ながらパンフレッ
トはないこと、情報は Tokyo2020 の公式サイトで調べられる事を案内した。お客様がカウンターを離れられ
てから、フリーペーパーの⼀部にオリパラの記事があったことを思い出した。わずか数ページでボリューム
は少ないが、「メトロポリス 2021 夏号」と「タイムアウト東京 No.29」にオリパラの特集記事が載ってい
たため、お客様を追いかけて「ここに少しだけ記事があるのですがいかがですか」と⾒せてみたところ
「Very Good!」と大変喜ばれた。大会が無観客になった事で、今回はこのような質問はないものかと思って
いたが、すこしでも参考になるものがお渡し出来てよかったと思う。 

 
海ほたるパーキングエリア 4 階インフォメーション  
「外国籍のお客様の⾞両を呼び出してほしい」との依頼を受け、お呼び出しに苦慮した。後日、英語が堪能な
スタッフにより、英語での⾞両お呼び出し放送⽂をカタカナ付きで作成し、次回このような事があった場合に、
誰でもスムーズにお呼び出しが出来るよう準備している。 
 
南房総市観光インフォメーションセンター  
館山市の観光案内所と毎月 1 回会議を開き、情報交換を⾏っている。 
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東京都台東区⽴浅草文化観光センター 
東京 2020 オリンピック・パラリンピック期間中、多くの海外メディア関係者が来館し、個人的な土産物の相談
から、都内の新しいスポットについての質問などを受けた。台東区観光課からメディア関係者に区のプロモー
ションを兼ね、お土産を準備し渡した。内容は、台東区を紹介する英語のパンフレット、DVD(台東区の PR 動
画)、台東区のロゴ入りペンライト、寿司のキーホルダーなどを⼀式和柄の袋に入れたもの。皆さま喜んで下さ
り、「また改めて日本に来ます」と仰っていた。 
 
東急東京メトロ渋谷駅観光案内所  
オリンピック会場への⾏き方を聞かれることが多く、各オリンピック会場までの⾏き方⼀覧を作り、すぐに答
えられるようにした。 
 
日本橋とやま館 観光交流サロン 
オーストラリアのお客様のお買い物をお手伝いした。寿司柄のソックスやとやま土人形を購入され、大変喜ば
れた。ドイツのお客様から「富山は日本のどこにあって、どのような観光地があるのか︖」との質問を受け、
富山の観光名所(アルペンルート、⿊部峡トロッコ、五箇山など)を案内した。「いつか⾏ってみたい」とのお
言葉をいただいた。 
 
まちの案内所 町田ツーリストギャラリー 
当店はお客様にマスクの着⽤をお願いしているが、外国籍の利⽤者の中には、マスクを着けないまま入店され
る方もいる。日本人のお客様に対しても同じだが、マスクの着⽤をお願いする際はできるだけへりくだった、
「Excuse me, May I ask if you have your mask? または Would you be so kind as to wear a mask? If 
you don't have it, we can give it for you.」というような、丁寧な言い方をするように気を付けている。 
 
横浜駅観光案内所  
■前日バスに忘れた財布を営業所に取りに⾏くというイスラエルの男性から、「確実に保管されていると確か

めてから⾏きたいが日本語が話せない」旨を相談され、スタッフが代わりに電話で問合せ、⾏き方について
も情報提供し、非常に感謝された 

■アメリカの男性のお客様からお電話でオリンピックのＴシャツの購入可能店舗の問合せが有り、事前にスタ
ッフが調べた横浜そごう内のロフトや、新横浜駅のオフィシャルショップを電話番号と共に紹介し、感謝さ
れた。 

■横浜駅近隣でお勤めとのアメリカの男性のお客様より特定の外貨両替所の⾏き方の問合せがあった。前日 1
時間半探しても⾒つからずどうしても店舗まで案内して欲しいとのことで、他スタッフの了承を得て案内の
ため同⾏し、大変感謝された。 

■お電話にて、赤レンガ倉庫に設置された東京 2020 オリンピックシンボルマークの撮影について問合せがあっ
た。話をよく聞くと海外のメディアの方でテレビの撮影との事だったので、問合せ先の電話番号を伝えたと
ころ、大変感謝された。 

 
桜木町駅観光案内所  
■インド圏のお客が「⺟国にいる⺟親に真珠のアクセサリーを購入したいが銀座の有名店本店はコロナ感染拡

大で怖くて⾏けないので、外国籍の自分でも騙されないで購入できる⼀流店を紹介して欲しい」と言われ、
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横浜駅のデパートを案内した。 
■1 泊 2 日の横浜観光に訪れた浜松在住のブラジルのお客様。乗り物を駆使して時間を節約し、ガイドブックに

掲載されている施設の 80％は⾒学したいと意気揚々とした様⼦。ぶらりチケット(バス周遊券)をお勧めしア
クセスが遠い施設からめぐるプランを提案し、併せて割引情報もしっかり伝えたところ、時間とお⾦の両方
を節約で来たと大変喜ばれた。またバスの発⾞時間までの間、地元浜松の自慢をたくさんお話してくれた。
在住外国籍の方の国内旅⾏は日本人同様、旅先での出会いや会話を楽しむことも観光の⼀部なのだと感じた。 

■8 月 10 日より当案内所で「みなとぶらりシーバスチケット」の販売を開始した。従来のみなとぶらりチケッ
ト(港周辺の市営バス・市営地下鉄乗り放題チケット)に横浜港の海上バス「シーバス」乗り放題が付いたお
得なチケット。大人 1,300 円(税込み)⼩児 650 円)で、みなと横浜を海と陸の両方から楽しんで頂ける。 

■観光案内所における「顧客満⾜度アンケート」を実施したところ、各施設のリーフレットがわかりにくいと
いうご意⾒が多かったため、エリア別からカテゴリー別に変更して配列したところ、⾒やすくなったと概ね
好評。 

 
ジャパン コンシェルジュ アット ヨコハマ  
会員制のオンラインサロンを始めた。タイと日本が WEB 上でも繋がる機会が増えてくれることを願って、まだ
ほんのわずかな人数だが、徐々に人数を増やしていけたらと思っている。 
 
甲府市観光案内所  
山梨県のまん延防⽌等重点措置が 9 月 12 日で解除になる(報告当時)。南アルプス市営山⼩屋五軒の休業も同日
までの予定だったが、山梨県以外の多くの都道府県の緊急事態宣言が延⻑になったことを鑑み、県外からの登
山客が多い山⼩屋の休業は 9 月 30 日まで延⻑になった。情報を確認できていない外国籍の登山客からの問合せ
があったらご注意をお願いしたい。 
 
笛吹市石和温泉駅観光案内所  
同じ外国籍の方からお電話とメールで⼀日に 4〜5 回問合せがあり、桃狩り農園さんや日帰り入浴のおすすめ施
設、そのアクセスや所要時間、連絡先を知りたいとのことだった。お電話で案内することは非常にまれなケー
スで、かつ、その当日案内所が混雑しており、英語対応スタッフ 1 名が窓⼝での案内をしながら電話、メール
の対応をする必要があったため、スキルが求められる場⾯だった。桃狩りの農園さんで英語対応可の農園や、
その方の希望に合った日帰り入浴施設の案内をしたところ、感謝の言葉を伝えていただき、とても満⾜された
様⼦だった。質の高い電話対応や、短時間でのメール作成スキルがまだまだ不⼗分だと感じたので、今後の課
題として取り組んでいきたいと思う。 
 
＜北陸信越＞ 
NEXCO 東日本越後川⼝サービスエリア上り線インフォメーション  
⻑岡市川⼝⽀所様より、地元のゆるキャラ「かわぐっち」君のペーパークラフトをいただき、希望者に無料で
配布をしている。⼦ども達にはもちろん、折り紙や⼩物を作ることがお好きな大人の方にも好評を得ている。
この時期は特に⼦ども達が夏休み期間中のため、多くの方からお声がけをいただいた。 
 
⿊部峡谷鉄道案内所  
2 組のパキスタンの家族。最初に案内所で「初めてトロッコ電⾞に乗⾞するが、可能な限り安く⾏きたい」と仰
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ったので、猛暑の中でも楽しめる鐘釣河原と鐘釣駅までの往復を紹介すると、⼀つ目の駅の運賃についても質
問された。事実、⿊薙駅までの往復運賃はもっと安いが、せっかく⿊部峡谷にお越しになったので、ぜひもっ
と楽しんでいただきたいと、鐘釣エリアを強くお薦めした。加えて、欅平エリアの自然景観とトレッキングも
案内したところ、欅平にも興味を⽰された。家族同⼠で相談の上、こちらの提案通りに鐘釣駅までの往復に決
定されたので切符売り場まで同⾏し、スムーズに乗⾞券を購入された。 
 
道の駅 のと⾥山空港  
バスの乗り継ぎに失敗し、目的地以外に到着した外国語の方(日本語不可)がいた。バス会社とバス停最寄りの
道の駅などと連携して誘導し、本来の目的地に着けるように案内(バスに乗⾞)し、感謝された。 
 
松本市観光情報センター  
日本在住のアメリカのお客様から上高地へのアクセスの質問があった。大⾬の影響で、代替バスが出ているこ
となど通常とアクセス方法が変わっていることを伝えると、「案内所に寄ってよかったよ」と言われた。 
 
諏訪市観光案内所  
諏訪市では 7 月 25 日より諏訪湖畔にて毎晩 10 分間の花⽕を開催した。ご覧になった⽶国のお客様が「素晴ら
しかった」との感想を下さった。 
 
＜中部＞ 
郡上⼋幡旧庁舎記念館  
外国籍のお客様は日本人と違い、安くて速いという事を重きにおかれる方が少なく、折角旅⾏するのであれば
時間が掛かっても自然を楽しむなど、旅⾏の目的によって選択される。郡上⼋幡へのアクセス及び次の目的地
の選択に関して、お客様にとってどの方法が⼀番なのか(所要時間、旅費他)を考え、案内をしている。 
 
新富士駅観光案内所  
今年は新型コロナウイルス感染予防対策をして、富⼠山の山開きをした。当案内所のある JR 新富⼠駅から富⼠
宮⼝ 5 合目⾏きのバスの運⾏が例年に⽐べ大きく減便し(⼀日 3 便)、最終登山バス 15 時 30 分発を知らず、夕
方頃に来る外国籍の方も多く、定額タクシー(10,750 円)を手配した。しかし、8 月は⾬の日が続き、その大⾬
に伴う道路決壊などによって、8 月 18 日から 5 合目までの道路富⼠山スカイラインの⼀部区間が通⾏⽌めとな
ってしまったため、大きく迂回をしなければならず、バスも 30 分ほどの到着遅れで運⾏していた。富⼠登山す
るためベトナム出身の男性 3 人が最終登山バス発⾞後に来所。タクシーを手配しようとしたが、定額タクシー
のルートではない遠回りであったため、彼らの事情を説明し、タクシードライバーさんの好意で定額タクシー
料⾦に有料道路通⾏料を追加することで、承諾していただいた。 
 
富士山御殿場・はこね観光案内所  
8 月 15 日、大⾬の影響で JR 御殿場線や⼩田急箱根高速バス、箱根登山バス(いずれも箱根方⾯)が運休した。2
組の外国籍の方が箱根方⾯へのバスについての情報を求めて来所したが、⼩田急箱根高速バスや箱根登山バス
の箱根方⾯⾏きは大⾬の影響で運休していたため、代替手段として御殿場駅発三島駅⾏きバス(富⼠急モビリテ
ィが運⾏)を案内。三島駅から JR 東海道線を⼩田原駅まで利⽤し、バスに乗り換えて箱根方⾯を目指していた
だくように伝えた。乗換案内がいつにも増して複雑になることから、手書きのメモを渡したうえで最新情報は
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各駅で確認するよう伝えたところ、大変感謝された。 
 
ごてんば観光案内所  
「富⼠登山後、お風呂に入りたいがどこかないか」との相談があった。駅近くにある銭湯の営業時間、料⾦、
注意事項を紹介させていただいた。その三日後、富⼠登山をしてまた来店いただき、「富⼠登山はとても大変
だったが紹介された銭湯は最高だった」との話をお聞きした。下山の日が分かっていたので、事前に銭湯の方
にそのお客様の情報を共有しておいたため、銭湯の方でも快く迎えていただけたようだった。 
 
名古屋市名古屋駅観光案内所  
■トルコの⼥性が「名古屋城夏まつり」の盆踊りとコスプレサミットについて興味があると来所。入場料や本

丸御殿などについて英語のパンフレットをお⾒せしながら説明した。また、コスプレサミットの⾒学には、
普段着で⾏っても良いか訪ねられ、詳しく説明すると是非訪問したいとおっしゃり、大変喜ばれた。 

■トリニダード・トバゴ出身の⼥性が来所。留学⽣と思われ、日本⽂化にも関⼼があるようであった。お城と
食べ物に興味があるとのことで、きしめんを勧めたところ、初⽿とのことで、「是非、食べに⾏く」と言わ
れた。翌日は友人と再訪され、前日に紹介した場所の具体的な周り方について相談され、プランを案内した。 

■フランスの男性が中古自転⾞を購入できる場所を探して来所。名古屋駅付近に中古販売店が⾒当たらなかっ
たため、地下鉄で移動できる範囲で案内した。 

 
オアシス 21 i センター  
地域の伝統⼯芸の PR を兼ねて有松・鳴海絞りや名古屋⿊紋付染めの手ぬぐいやマスクなど、案内所で気軽に購
入いただける商品の販売をしている。また、緊急事態宣言発出中は中⽌になるが、案内所の前で有松・鳴海絞
りと墨流し染めの体験会を⺠間業者とともに定期的に開催。夏休み期間中の開催では日本在住のお⼦さんの参
加もあり、自分で染めた作品を⾒てとても喜ばれていた。 
 
豊橋観光案内所 
20 代フィリピンの⼥性より⾦沢へ⾏く⻑距離バスについての問合せがあった。日本語は話せるが漢字が読めな
いとの事で来所。お客様のスマホでバスの予約の手助けをした。料⾦⽀払いのため、最寄りのコンビニへ向か
われたが再度来訪。「発券されない」とおっしゃるのでスマホを確認すると、⽀払うコンビニによってはウェ
ブチケットになると記載されていたのでその旨を説明すると安⼼され、帰られた。 

 
 

以上 


