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8 月 概況(案内業務や訪日訪日客の動向)〜⻄日本〜 
 
＜近畿＞ 
栗東観光案内所  
8 月 6 日に滋賀にまん延防止等重点措置がとられる事になったが、感染者が増え続け、8 月 27 日から緊急事態
宣言が発出された。8 月 26 日までの手原駅及び案内所の 1 ヵ月間の利⽤については昨年度⽐ 68％で、観光客
の利⽤がかなり落ち込み、休日に訪れる⼈が少ない状況が続いている。 
 
天橋⽴駅観光案内所  
8 月に⼊り、海⽔浴客が増えてきたところに、台風の影響で客数が減少したが、その後、京丹後市の海⽔浴場が
遊泳禁止となり、宮津市に海⽔浴客が流れてきた。そのため、問合せの電話も多く、1 日 100 件を超える日も
あった。駐⾞場も満⾞になる日もあった。しかしお盆は天候不良のため、⼈出は少なかったが、JR、京都丹後
鉄道、⾼速バスなどの公共交通機関が不通となったため、京都・大阪方面に向かう⼈の交通機関の段取りで、
バタバタした。20 日から 4 回目の緊急事態宣言が発出された。観光客は減ったが、海⽔浴場の開設は終了して
いたものの海⽔浴に関する問合せは、かなり多かった。ただ、8 月は天候不良の日が多かったため、昨年ほど海
⽔浴客数は伸びなかった。 
 
阪急京都観光案内所・河原町  
京都は 8 月 2 日からまん延防止等重点措置、8 月 20 日からは緊急事態宣言の対象地域となり、全体的な数字は
7 月と⽐較すると約 25%減少した。観光地に関しては、年配の方からの市内の美術館や博物館の問合せが多く
あった。また、日本⼈旅⾏者から嵐⼭に関する問合せも多くあった。その他には飲食店の営業状況の問合せな
どがあったが、京都から県をまたいで移動される方はかなり少なくなった。 
 
大阪観光案内所  
８月9日〜15日のお盆の期間は外国籍の方の来所も多く、連日10⼈以上が続いた。14日の32⼈来所が最多。
内容は周辺アクセスも多いが観光の問合せもあり、他府県(名古屋、北陸方面)へのアクセスも聞かれた。 
 
JR 高槻駅観光案内所  
新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が発出されたことに伴い、5 月及び 6 月は観光案内所を閉
鎖していたが、まん延防止等重点措置に切り替わったため、7 月に⼊り案内所を開所した。8 月に⼊っても在住
外国籍の方の案内実績はなかった。 
 
観光おもてなしプラザ 泉佐野まち処  
デルタ株が猛威をふるい、新型コロナ第 5 波に⾒舞われたことにより、大阪に 4 回目の緊急事態宣言が発出さ
れた。当案内所のある泉佐野市の感染者数も 311 ⼈と最も多い数字であった。東京 2020 オリンピック・パラ
リンピックも原則として無観客だったこともあり、海外の方の来日もまだまだ難しいのが現状である。関空の
フライトスケジュール減少により、関空に近い当案内所へ訪れる海外及び国内旅客者の来店が極めて厳しい状
況が続くなか、地域の方々や法⼈との連携に⼒を⼊れ、ウイルスに負けない勢いでスタッフ一丸となって前へ
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進もうとしている。 
 
神⼾市総合インフォメーションセンター  
■外国籍利⽤者数は 135 ⼈、前月⽐ 92.5％、前年同月⽐ 59.5％ 
■8 月 19 日迄は 9 時〜17 時、8 月 20 日以降は 4 回目の緊急事態宣言の発出により、開所時間が 10 時〜16 時

とさらに短縮開館となった。 
■8 月中旬は連日の大⾬やコロナ感染者の全国的な急増もあり、来館者は前年に⽐べ少なかった。 
■東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催も、残念ながら客足に全く影響はなかった。 
 
中国⾃動⾞道加⻄サービスエリア上り線インフォメーション  
■緊急事態宣言下の中、東京 2020 オリンピックが開催されたが、オリンピック関係の方や外国からのお客様は

⾒かけられなかった。 
■８月の繁忙期前半は小学生の子ども連れで賑わっていたが、後半は前線による大⾬の影響で、連日⾼速道路

で通⾏止めが発生し、それに合わせるようにお客様の⼈出も減少した。 
 
奈良県猿沢イン  
■カウンター受付者数は 59 ⼈と、前年同月⽐で減少(－11 ⼈/84.3%)となった。本年度は、新型コロナウイル

ス感染症第 5 波により、政府による規制の強化、窓口案内業務及び日本文化体験の休止(8 月 5 日〜31 日)に
加えて、天候面では停滞前線による 8 月の⻑⾬の影響で外出抑制が⾒られ、受付数は前年度⽐を下回った。
なお、2019 年 8 月度と⽐較すると(－2,256 ⼈/2.5％)、依然大幅な減少となっている。 

■国籍別の傾向では、1 位マレーシア 10 ⼈(+10 ⼈)、2 位中国 9 ⼈(＋7 ⼈)、3 位フィリピン 8 ⼈(+2 ⼈)と、
上位 3 ヵ国は全てアジア圏が占めた。国籍数で⾒ると、14 ヵ国となり、前年度の 19 ヵ国から減少。令和元
年 8 月度の 45 ヵ国からは大幅減少となった。 

 
かしはら観光インフォメーションセンター神宮前  
昨年同月の来観客数に⽐べ約 1.2 割増。あすか周遊チケットの売上も 1.6 割増となった。お盆に⾬が続いた期
間はさすがに来観客数も落ち込んだが、夏休み期間中という事もあり家族連れや、親子連れが多く感じた。 
 
熊野本宮観光協会  
■主にヨーロッパ出身の訪問者があり、何とか年度累計で前年を上回っている(対前年 108％)。しかし 3 ヵ月

連続で⼊館者数が前年を下回った。8 月に関しては日本⼈も前年を大幅に下回った。一番の原因はコロナであ
るが、8 月は⻑⾬と直後の猛暑が影響したと思われる。特に熊野古道歩きには⾬や暑さはこたえる。 

■主な都市部に緊急事態宣言が発出されたのも影響した。現在来訪の外国籍の方は殆どが国内の都市部在住者
である。とはいえ、全国的には(オリンピックの影響を除いても)対前年増加傾向となっているので、来訪者
が 3 ヵ月前年割れしているのは気がかりである。 

 
＜中国＞ 
三朝温泉観光案内所  
8 月は宿泊の方、5 ⼈の確認ができた。そのうち 1 ⼈(タイの方)が案内所に来られた。他に、日帰りでフランス
の方が 2 ⼈窓口に来られた。夏休みのおかげで外国籍の方の姿が⾒え、久しぶりに窓口で案内できた。⼈数は
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少なかったので 1 ⼈ 1 ⼈手厚く案内できたが、ずっと日本⼈だけだったので少し不慣れな感じになってしまっ
た。定期的に(応対の)練習をした方がいいと思った。 
 
出雲市駅観光案内所  
しばらくの間、訪日旅⾏客の来所はない。日本の観光客も 8 月は激減している状況。⼭陰在住のブラジルの方
とベトナムの方が、休日になると JR チケットの購⼊方法や⾼速バス窓口などお尋ねに来所する機会は何度かあ
った。 
 
岡山市ももたろう観光センター  
お盆期間中に、約半数の利⽤者が集中した。国内に在住している外国籍の方がリピート利⽤してくださる事も
多いように⾒受けられる。当観光センターは 8 月 20 日から臨時休館となった。 
 
広島市観光案内所(紙屋町地下街(シャレオ))  
8 月の外国籍の来所者は 20 ⼈だった。外国籍の観光客へは、広島市内観光、交通、飲食店、宮島への案内とな
った。8 月は連日豪⾬や大⾬が続き、各地で⼟砂崩れや道路の陥落などに⾒舞われた。また、全国的にコロナ感
染患者数の急激な増加に伴い、8 月下旬より緊急事態宣言も 10 府県の適⽤となった。広島県も 7 月末より独自
の新型コロナ感染拡大防止早期集中対策により、市内の主要施設の臨時休館措置をとってきたが、更なる感染
拡大により 8 月 20 日よりまん延防止等重点措置の適⽤となった。夏休みやお盆休みを利⽤して来広された方と
⾒受けられる来訪者で、施設の臨時休館をご存じない方が多く、代わりに利⽤していただける施設のご案内と
なった。 
 
宮島口観光案内所  
■お盆辺りを中心に大⾬が続き、⼈出は減るかと思っていたがそれほど来所数が激減する事もなく、家族で来

た方が非常に多いように感じた。まん延防止等重点措置から緊急事態宣言に広島も移⾏し、その際、更に来
所数が減ったが、それでも「駆け込みで来ました」、「⼈が少ないと思って」という方々を多々⾒かけた。 

■タクシーがロータリーにいないので呼んでほしいという要望が頻繁にあった。呼んでも来ないこともあり、
大⾬の中ずっと傘をさして⽴って待っている方もいらっしゃった。「タクシー乗り場に⼈を感知するセンサ
ーやタクシー会社直通の電話があればいいな」という声もあった。また天気が良い日には、「この辺でレン
タサイクルはないのか」といった問合せも数件あった。 

 
広島駅総合案内所  
■8 月の外国籍の来所者数は 119 ⼈で前年対⽐ 95％。毎年 8 月は旅⾏の最盛期を迎えるがコロナの感染者数が

なかなか下がらないことで来所者数は去年並みで、ほとんど変わりがなかった。 
■広島エリアでは、8 月 13 日夕方から 14 日にかけて大⾬の影響で JR 在来線は全線運休で新幹線も遅れが発生

したことで広島駅が混乱し、その中に外国籍のお客様も目⽴ち、ベトナムや中国の方を中心にお盆期間中に
広島市内へ小旅⾏に来られて帰れない状態になってしまった方々がいた。 

■8 月 27 日から広島県も緊急事態宣言が適⽤されることが決定したため、多数の所管施設が閉館になった上で
夏休みが終わり、案内所の静けさはしばらく続く⾒込み。 
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新山口駅観光交流センター  
外国籍の来所者数は 18 ⼈。来所者全員、日本国内在住者であった。8 月は夏休みとお盆休みもあり、総来所者
数は前年同月より 1.5 倍増の 3,864 ⼈であった。外国籍の来所者の問合せ内容は、日帰りや 1 泊 2 日などの⼭
口県内観光が多かった。 
 
＜四国＞ 
徳島市観光ステーション「とくしま旅づくりネット」  
外国籍の来訪者はフランスの家族 3 ⼈(⿅児島県在住)の他、ここ数ヵ月は日本国内を旅⾏中の日本在住の方のみ
である。 
 
高松空港インフォメーションセンター  
8 月の問合せ件数は 7 月より 8 ⼈減の 23 ⼈となり、昨年より約 4 倍増(昨年度:6 ⼈)となった。定期国際線 4
路線(台北、ソウル、上海、⾹港)の運休は続いている状況。 
 
⻄瀬⼾⾃動⾞道 来島海峡サービスエリア インフォメーション  
引き続きコロナの感染拡大が進んでいるため、訪日旅⾏者はほとんどゼロのままである。しかし、インフォメ
ーションにパンフレットを求めて来られたり、8 月はアフリカ圏の小グループの来店を⾒かけた。まだまだ、訪
日旅⾏者は少ないと思われるが、いつ来られても対応出来る様に⼈気の観光地やパンフレットの⽤意をしてお
きたい。 
 
⾜摺宇和海国⽴公園⻯串ビジターセンターうみのわ  
8 月も訪日旅⾏者は 0 ⼈で、外国籍の来館者は 6 ⼈。3 連休とお盆休みは県内の方を中心に来館者が増加した。
8 月 19 日に⾼知県内過去最多の感染者が発表され、さらには 8 月 27 日からまん延防止等重点措置が適⽤され
た影響もあり、下旬は来館者が激減した。 
 
＜九州・沖縄＞ 
福岡空港国際総合案内所(国際線ターミナルビル)  
8 月も新型コロナウイルス感染防止のため、案内所は無⼈にて電話対応のみを⾏った。夏休み期間中、一時期⽋
航であった大韓航空が一便運航した日は保安検査場に⻑蛇の列ができた。8 月 20 日より緊急事態宣言が再発出
され、感染を懸念されているお客様より PCR 検査や翌月の各国への運航状況に関する問合せが相次いだ。 
 
鳥栖プレミアム・アウトレット インフォメーションセンター 
7 月と変わらず、来訪者は在住の方が殆どだった。アクセス(バスや電⾞)についての問合せが多かった印象。以
前は路線バス、⾼速バスは訪日客が半分以上を占めていたが、現在はほぼいない。従業員として働いている外
国籍のスタッフも以前に⽐べ、随分減ったように感じる。 
 
⻑崎市総合観光案内所  
■8 月(1 日〜10 日迄)の外国籍来所者数は 18 ⼈。内訳は中国 8 ⼈、台湾 6 ⼈、フランス 3 ⼈、インド 1 ⼈で、

いずれも日本在住の方々であった。 
■⻑崎市は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、市内公共施設を 8 月 10〜23 日まで休館とした。
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19 日には県独自による緊急事態宣言(8 月 19 日〜9 月 6 日)が初めて⻑崎県全体に発出、加えて 27 日より⻑崎
県は初めてのまん延防止等重点措置(8 月 27 日〜9 月 12 日)が適⽤され、市内公共施設の休館は 9 月 12 日まで
延⻑となった。これにより、当案内所も 8 月 11 日〜9 月 12 日まで窓口業務を停止、電話対応のみとなった。 
 
⻑崎空港案内所  
■8 月は アメリカ 6 ⼈、スペイン・ベトナム各 1 ⼈、その他(地域不明)9 ⼈だった。 
■問合せは⻑崎駅前までのアクセスについてが多かった。 
■引き続き国際便は⽋航中(上海便が 2021 年 10 月 29 日まで、⾹港便が 2021 年 10 月 30 日まで)。 
 
熊本城二の丸お休み処  
7 月からあまり外国籍の方が増えた印象はない。ただ夏休み期間だからか留学生の方が団体で来所される事が多
かった。タイ出身のお二⼈は「日本に働きに来ていたが、もうすぐタイに帰る事になったから最後に来た」と
おっしゃっていた。そのような方に⺟国に帰っても日本の思い出となるような商品や施設の案内を更に的確に
出来る様にしていきたい。 
 
大分市観光案内所  
外国籍の来訪者数は 7 月の 51 ⼈から 2 倍の 102 ⼈となった。来訪者増加の背景としては、夏休み期間、お盆
休暇、そして大分県がまん延防止等重点措置の適⽤外である事も要因と考えられる。質問内容は主に市内にあ
る各施設へのアクセスで、県内の観光施設、空港へのアクセスも増えていたため、県外在住の来客も増えた状
況が窺えた。 
 
ワンダーコンパス ベップ  
本格的な夏休みシーズンに⼊り、8 月の外国籍の来訪者数は増加。家族連れやカップル旅⾏者が多かった日本⼈
に⽐べ、外国籍のゲストはソロトラベラーまたはカップルで旅⾏している⼈が多かった。来訪者数が二番目に
多いインドネシアのゲストは地元の大学生が大半を占めており、一番多いアメリカ籍の来訪者は県外からの旅
⾏者が目⽴った。 
 
椎葉村観光案内所  
緊急事態宣言も延⻑され、訪日旅⾏者は全く⼊ってこない。また、飲食店の時短営業などでお客様は減少。し
かし、1 件も廃業などにはならず、今を乗り越えている。 
 
⿅児島空港観光・総合案内所  
国内線⾶⾏機の運航率も 80％を超え、今年 4 月から 7 月と⽐較すると、8 月は一番多くの外国籍のお客様が案
内所にみえた。しかし昨年 8 月と⽐較すると 2 ⼈減少していたため、⿅児島では 7 月後半から 8 月前半にかけ
て東京 2020 オリンピックによる訪日客の増加は⾒られなかったように感じる。 
 
沖縄観光情報センター 
■日本⼈来訪者数 547 ⼈(7 月より+139 ⼈、20 年度⽐ 160.7％、19 年度⽐ 59.2％)、外国籍の来訪者数 75

⼈(7 月より +44 ⼈、20 年度⽐ 111％、19 年度⽐ 6.6％)で、来訪者数合計は 622 ⼈(7 月より＋183 ⼈、
2020 年度⽐ 146.7％、19 年度⽐ 29.6％)となった。 
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■2020 年度と⽐べて利⽤者層は家族やグループが増えており、緊急事態宣言中でも夏休みの旅⾏を計画通り実
施されていると考えられる。また同じく 2020 年度と⽐較して 40 代以上の利⽤者が他年代と⽐べてより増加
しており、ワクチン接種の影響も考えられる。 

 
 
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) 
 
＜近畿＞ 
彦根観光センター  
中国の留学生から、当案内所で販売している幾つかの商品について質問を受けた。「なぜ鎧が⾚なのか︖」、
「戦将の符 (武将印)とは何か︖」、「ディスプレイの家紋について」等々。その質問の回答のひとつとして、
「戦国時代の⾚⾊は、戦場で目⽴つ上に武勇に秀でた武将部隊が使⽤しており、「井伊家」もそのひとりで⾚
備えの鎧を身に付けていた事から「⾚備え」という商品を販売している」と答えた。店頭商品と歴史との関わ
りの面白さもわかり、喜んでいただけた。 
 
栗東観光案内所  
案内所内での消毒作業と、「もしサポ滋賀」の利⽤を呼び掛ける案内チラシの設置、手指消毒剤の設置、密に
ならないようにレイアウトも⼯夫し、冷房中でも窓とドアを開け換気にも取り組んでいたが、滋賀県に緊急事
態宣言が発出された。市と協議の結果、案内所を 9 月 12 日まで閉所した。協会公式アカウントをよそおった偽
の Instagram アカウントが発生しているとユーザーの方から連絡を受け、ホームページや SNS で偽の
Instagram アカウントの発生を掲載し、注意喚起した。 
 
JR ⻲岡駅観光案内所  
ラトビアのお客様から、「予約をしていないが温泉旅館で食事し泊まりたい」という急な要望があった。基本
的には、当日の夕方になると旅館は食事の⽤意ができないのと、一⼈宿泊も不可能である。さらに日本語を全
く話せないお客様だったので、市内で唯一英語対応ができる宿に連絡をしたが断られた。他の宿では受け⼊れ
が難しいのでご遠慮いただきたいと話してみたが納得されず、なんとか説得できる方法はないかと考え、近く
にある森の京都 DMO 事務所から通訳案内⼠の資格を持つ方に援助に来ていただいた。堪能な英語⼒と場を和ま
せるコミュニケーション⼒により、お客様はすっかり打ち解けられ、その間に英語対応は無理だが食事と部屋
の提供だけで良いなら、という旅館が⾒つかったため、結果的には喜ばれ、感謝された。 
 
関⻄ツーリストインフォメーションセンター京都  
当案内所では東京シティ・アイ様と、該当方面へ向かわれるお客様が来所された際にはそれぞれの案内所を紹
介するよう相互に連携をとっているが、東京シティ・アイ様に来所された都内在住の台湾籍の家族から、京都、
大阪方面へ旅⾏する際の相談があり、8 月上旬に東京シティ・アイ様のスタッフから当店へ京都の状況について
の問合せがあった。その後、そのお客様は 8 月中旬に旅⾏に出られ、京都駅到着後すぐに来所され、滞在期間
中の過ごし方などの相談をいただいた。その際、お客様に詳しくヒアリングした上で目的地へのパス類や経路
などの相談に応じ、旅マエからの安心感、そして旅ナカの満足感につながっていると感じている。 
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あやべ観光案内所  
隣市のまいづる観光ステーションや福知⼭観光案内所が緊急事態宣言期間中は閉所しており、隣の 2 市の情報
を求めて開館を継続している当案内所に来られる方が多いように⾒受けられる。それぞれの案内所に状況を説
明し、情報をいただいたり観光パンフレットを送付していただくなどして連携している。こんなときこそ、広
域で案内ができるよう心掛けている。 
 
大阪観光案内所  
⾞椅子の台湾の男性が「大江橋駅へ⾏きたい」とのことで、中国語スタッフが対応。確認すると大江橋駅最寄
りのホテルに⾏きたいとの事。ホテルシャトルバスは運休中、タクシーも断られたらしい。交通機関を使わず
⾏けなくもない距離ではあるが⾞椅子で大変かと思い、シティバスで大江橋バス停まで⾏くことになった。大
阪シティバスでは⾞両の乗り口横にあるインターフォンで運転手と会話でき、スロープの設置や介助をお願い
できる。タクシーを断られた理由は、日本語でのやり取りだったので不確かではあるが、⾞椅子を折りたたん
でもトランクに収まらないし乗降⾞の介助も難しい、というような理由だったそうだ。最終的には案内所での
対応にも感謝して頂けて良かったが、まだまだバリアフリーの環境が整っていない側面が⾒受けられ、残念で
あった。 
 
観光おもてなしプラザ 泉佐野まち処  
地域通貨ポイントである「さのぽカード」や、営業している飲食店に関連する質問をよく受けている。例えば、
「さのぽカード」にチャージされているプレミアム商品券を利⽤してお酒を購⼊したいお客様からは、酒屋に
関する質問を受けた。飲食店を探しているお客様が来店した際は、近くのラーメン店から、洋食、和食など、
何店舗かを紹介した。しかし、緊急事態宣言下での休業でも HP が更新されていないことがあるので、店舗の営
業状況を伝えるのが一番難しい。お客様に確実なことを案内するために、日頃からスタッフ同⼠の情報交換、
こまめなチェックが大事なので、周辺の店であれば直接確認しに⾏くようにしている。 
 
姫路市観光案内所  
外国籍のお客様が来所。「JR で⿃取まで⾏く予定だったが、悪天候のため JR の特急電⾞が止まっている。どう
したらよいか︖」と相談に来られた。バスが姫路駅から出ているが、天候の影響で今後の運⾏が不明だったた
め、バスの案内所に電話し確認したところ、なんとか運⾏するとの事だった。その旨をお客様に伝えたところ、
ほっとされた様子だった。少しのお手伝いが出来てよかったと感じた。 
 
奈良市奈良町南観光案内所 『⿅の⾈』 
来館された京都在住イタリアの男性から、歴史好きの日本⼈ウォーキング愛好者にも⼈気の柳生街道について
お尋ねがあった。柳生街道については、内容が充実した英文の地図やパンフレットを取り揃えてあったため(イ
タリア語ではなかったが)、大変喜ばれた。日頃から⼈気のスポットについては、少なくとも英文のパンフレッ
トは常備できるよう心掛けて探している。 
 
(一社)大和郡山市観光協会  
箱本館「紺屋」 
JNTO の情報発信事業に、当協会が指定管理をおこなう箱本館「紺屋」の藍染め体験紹介動画(英語版)を応募し、
採⽤された。 
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田辺市街なかポケットパーク  
田辺観光協会が 4 月 1 日から実施している「あがら丼・あがら飯 2021 スタンプラリー」の受付窓口として当
施設を活⽤し、来訪者の向上に努めている。 
 
＜中国＞ 
三朝温泉観光案内所  
タイの方が「三徳⼭まで電動自転⾞で⾏きたい」と言ってレンタサイクルをしたが、途中でタイヤがパンクし
てしまい⾞で迎えに⾏き、とても喜ばれた。その後、陶芸体験をすることになり、隣で少しヘルプしながら案
内した。特別感があったようで「とてもうれしかった」と感謝の言葉をいただいた。 
 
出雲市駅観光案内所  
8 月に起こった大⾬被害により、JR のダイヤが大きく乱れた(今も変わらず※報告当時)。JR 職員さんの対応が
間に合わない時は代わってベトナムの方々への対応をした。地図を⽤いて JR が止まっているエリアの説明をし、
代⾏バスへの乗り換えなど手書きのメモを渡すと、とても安心された。 
 
広島市観光案内所(紙屋町地下街(シャレオ))  
■ベトナムの⼥性 4 ⼈が来広。広島ガイドセット(パンフレット一式)を渡し、市内の観光施設を案内したが、新

型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策期間に⼊ったため(8 月 3 日から 9 月 12 日まで)、広島城など休
館施設の情報も案内した。ホテルは広島駅近辺であったため、市内から駅へ⾏くアクセスを案内した。また、
県外からお越しになったお客様は、「広島城へ⾏きたいが休館のため、広島城の内部の構造図があれば欲し
い」とのこと。在庫のパンフレットを調べてみたところそのようなパンフレットがなく、現在所有のパンフ
レットを案内した。 

■夕方にアメリカの夫婦が来所、宿泊ホテル先と、原爆ドーム、宮島、広島周辺の観光資料がほしいとのこと。
市内休館中の施設情報とそれぞれの観光パンフレットを渡し、案内した。また、「お得なパスなどはありま
すか︖」と聞かれ、路面電⾞の一日乗⾞乗船券とビジットパスをお勧めし、最後に購⼊場所を案内した。お
客様はとても喜ばれ、翌日予定されていたオリンピックのアメリカ対日本の野球試合の話で盛り上がり、
「今の状況ではホテルのテレビでしか⾒られないのはとても残念だが、仕方がない」と仰った。 

■イギリスからお越しの男性が全身⾬に濡れた状態で「宮島に⾏きたい」と来所。JR の止まっている時間だっ
たため、市電で⾏くことをお勧めした。「広島に 2 日間滞在するけど、今、平和公園を回ってきて⾬がたく
さん降っているし、資料館は閉まっていたので大変残念だった」とのこと。他にも⾏くところを探していた
ので、明日はもっと天候が悪くなり JR がストップする可能性があることを伝えた上で、大和ミュージアムの
案内をした。「英語が通じて良かった。すごく助かったよ」と喜ばれた。 

 
広島バスセンター総合案内所  
東京在住 60 代アメリカの夫婦が、予約していた東京⾏き JAL 便が台風接近により⽋航したため、「リムジンバ
スのチケット(復路分)を払い戻したい」と来所。切符窓口で払い戻された後、新幹線で東京へ戻るため、JR 広
島駅までのアクセスを伝えた。払い戻し手続きの間、宮島観光の話になり、「大⿃居が修復⼯事中で残念だっ
た。修復を終えたらまた⾒に来たい」と仰っていた。その頃には感染状況も落ち着き、以前のような日常に少
しずつ戻っていればと願う。 
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＜四国＞ 
徳島阿波おどり空港 案内所  
緊急時の避難誘導に関する訓練を実施。外国籍の方向けに避難に関する文言を記載したプラカードを作成し、
実際に使⽤して確認を⾏った。 
 
松山空港総合案内所  
松⼭空港には都市伝説の「蛇口からみかんジュース」を体験できるお店がある。旅⾏客に大変⼈気で、連日お
客様が写真や動画を撮るなど、1 つの観光スポットにもなっている。 
 
宇和島市観光情報センター  
コロナ感染状況に関連して、各観光施設や共同浴場などの情報をデジタルサイネージで表示しているが、わか
りやすくていいと(利⽤者より)評価をいただいた。 
 
四万十市観光案内所  
ペットの⽝と泊まれる宿を探している方から電話で問合せがあった。残念ながら市内の対応宿泊施設は予約が
埋まっていたが、隣町のホテルに空きがあった。その後、案内所に⽴ち寄られたので宿までのルートを案内す
ると、とても喜ばれた。 
 
＜九州・沖縄＞ 
九州⾃動⾞道 基山パーキングエリア 下り線インフォメーション  
⾼速バスの予約の件でよく問合せがあり、都度バス会社と連帯し、解決、対応した。 
 
⻑崎市総合観光案内所  
８月 8 日、大⾬により午後から JR が順次運休となり、多くの利⽤客が駅にあふれた。⾼速バスへの変更や宿泊施設
などの問合せがあることを想定。すぐにバス会社へ運⾏状況を確認し、配布⽤の時刻表と宿泊施設リストを準備して
来所されたお客様の対応にあたった。バス会社と JR 職員との情報共有により、混乱もなくスムーズな案内ができて
よかった。 
 
阿蘇くまもと空港総合案内所  
最終便の⽋航など、イレギュラーな状況が発生した際には宿泊先の案内やタクシーの手配などを⾏い、意思疎通を普
段以上に心掛けた。今後も、多言語においても臨機応変な対応が出来るよう、翻訳アプリなどを活⽤しながら、案内
所スタッフの語学や案内のスキルアップ向上に努めていきたい。 
 
大分市観光案内所  
Q:公共交通機関を利⽤して、由布川峡⾕へのアクセスを教えて欲しい。 (ロシア ⼥性 20 代) 
A:目的地は大分市内ではなく、公共交通機関があまり整備されていない⼭域で、お客様が来所されたのは⼟曜日。詳

細の確認を取る必要があり、その担当事業所は平日のみ営業。そのため、一旦平日に確認して後日お客様にお伝え
することになった。確認したところ、コミュニティバスの該当路線運⾏状況は⽔・⾦曜日のみの運⾏。⾏きはバス
があるが帰りのバスがないため、タクシー移動の必要があることがわかった。最寄り駅にタクシーが常駐している
ので、利⽤をするのであれば事前予約も可能。後日、そのお客様が来所されたので、上記の最新情報を伝えた。お
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客様にとって日本語での会話が難しい事、更に携帯電話をお持ちではないとの事だったので、お客様の⽴場を考慮
すると、⾞を所持している友⼈と一緒に峡⾕へ訪れる事をおすすめした。お客様は納得され、「友⼈の⾞で⾏く計
画を⽴てます」と笑顔で答え、帰られた。当案内所では、観光地の案内をする際、⾏きのアクセスだけではなく、
帰りのアクセス方法も伝えるようにしている。⾒知らぬ⼟地での観光も、安心して楽しんでいただけるような接客
を今後も続けていきたい。 

 
宮崎⾃動⾞道 霧島サービスエリア 下り線インフォメーション  
「バイクで⾛っていたら通⾏券を風で⾶ばされた。どうすればよいのか︖」との問合せがあり、降りるインターを聞
いて連絡を取り、その旨を説明したところ、安心して出発された。喜ばれていたので良かった。 
 
⿅児島空港観光・総合案内所  
⿅児島空港には足湯があり、案内所では足湯タオルを 1 枚 200 円で販売している。外国籍の方は、足湯がある空港が
珍しいのか、大変喜ばれ、1 ⼈で足湯タオルを 35 枚も購⼊してくださった。 

 
 

以上 


