
案内業務事例/特記事項(東日本)◎ビジット・ジャパン案内所(Vol.504) 

1 

 

 
 
9 月 概況(案内業務や訪日訪日客の動向)〜東日本〜 
 
＜北海道＞ 
函館空港総合案内所(国内線到着ロビー)  
■来所数は合計 4 件、8 月が 3 件だったため前月比はプラス 1 件であった。前年 9 月の来所数は 5 件であり、

前年比マイナス 1 件、⼀昨年対比ではマイナス 170 件となった。 
■8 月に引き続き、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い発出された緊急事態宣言により、休業や時間短縮

営業が目⽴ち、外国籍の旅⾏客の増加にも繋がらなかった。 
 
HTIC(北海道ツーリストインフォメーションセンター)札幌狸⼩路  
緊急事態宣言の延⻑により、当案内所近辺は閑散とした状況が続いた。9月の開所期間は 10 日間だったが、来
所者数は 36 人で、そのうち外国籍の来所者数は 6 人(全員日本在住の方)だった。内訳は台湾 3 人、スペイン 1
人、韓国 1 人、バングラデシュ 1 人。9 月中旬まではパンフレットを手に取るだけの方が多かった。また、月
末頃からコロナ感染者数は減少傾向にあり、観光に関する問合せが少しずつ増えてきている。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター  
⻘森県は人流増加とデルタ株の拡大による感染急拡大を受け、県内全域を対象に県独⾃の「⻘森県新型コロナ
ウイルス感染症緊急対策パッケージ」を 9 月 1〜30 日に実施。県内の観光施設のほとんどが休館し、当案内所
も 9 月は窓口業務を休止した。案内所で対応した外国籍来訪者は 0 人。電話、メールでも外国籍の方からの問
合せはなかった。県独⾃の対策だったため、県外のお客様には情報があまり届いていなかったようで、「⻘森
に来ているが、なぜ観光施設が閉まっているのか」、「どこを⾒ればいいのか」といった電話が相次いだ。大
人の休日パスの利⽤期間(9 月 7〜16 日)もあったためか、昨年の窓口業務休止期間(4 月 10 日〜5 月 31 日)に
比べると、⻘森駅周辺で観光客を⾒かける回数が多かった。 
 
弘前市⽴観光館  
■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、⻘森県が集中的に人流を抑える独⾃対策を実施。県有施設を原則

休館とし、これに準じて弘前市も県と同様の対策を講じることとなり、当観光館も 1 ヵ月間休館となったが、
非対面(電話、メール、FAX)対応は通常通りに業務を続⾏した。弘前市観光案内所に電話されたお客様が留守
電メッセージを聞き、当館へ尋ねられるケースが多かった。館内にある食事処は営業され、正面出入口のみ
11 時〜17 時の間は開放。その時間帯は、休館を知らない観光客の来館、食事処においては日本語をあまり話
せない外国籍の少人数グループが利⽤されたようだ。 

■紅葉に合わせて来弘予定のお客様から日に日に問合せが増えている。10 月になると、特に紅葉時期の週末は
奥入瀬渓流や、十和田湖方面の渋滞対策、環境保全の取り組みによる⾞両交通規制がある。事前予約が必要
な場所もあるため案内の際は気を付けている。 

 
⼆⼾市観光協会  
8 月に引き続き訪日旅⾏者数は 0 人だった。緊急事態宣言が発出され、県外への移動が制限されている(当時)た
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め、県内で旅をしているというお客様が数人いらっしゃった。また、⼆⼾駅前の神社のお祭り「枋ノ⽊神社祭
典・⾦勢祭」では⼭⾞の運⾏やアトラクション、飲食物の提供をやめ、感染症対策を充分にした中、規模を縮
小しての開催となったが、SNS 投稿も多く⾒られ、県内のお客様や地元のお客様には楽しんでいただけたよう
だった。 
 
JR EAST Travel Service Center(仙台駅)  
■9 月は 8 月に比べると関⻄の方面へ(名古屋・関⻄等)旅⾏したいという在住外国籍の方が多いように感じた。

短期滞在資格がないと「JAPAN RAIL PASS」が購入できないため、「JR EAST PASS(東北エリア)」と通常
の切符を組み合わせて提案するなど、⼯夫した案内を⾏っている。 

■最近、仙台駅訪日旅⾏カウンターのマルスで出されたきっぷ(入場券)をご希望の日本人の来店が目⽴った。
訪日客向けのカウンターのため、きっぷは⽤意が出来ない旨を伝えると、日本人でも購入が可能な
「Welcome Suica」を購入する方が数組いらっしゃった。 

 
会津若松駅観光案内所(V 案内所)  
2020 年同月に比べ、利⽤者数は 59％、震災前の 2010 年同月比では 9％の利⽤者数だった。来訪者上位の国は 
①インド②ブラジル・アメリカとなった。アジア圏からの来訪者は 2020 年同月比では 60％、震災前の 2010
年同月比で 14％。ヨーロッパ圏からの来訪者は 2020 年同月比では 25％、2010 年同月比では 3％。北⽶圏か
らの来訪者は 2019 年同月比では 29％、2010 年同月比では 4％となった。 
 
＜関東＞ 
春日部情報発信館ぷらっとかすかべ  
国内在住の外国籍の来館者は、中国 12 人、韓国 11 人だった。ほぼ 100％の方が「しんちゃん(クレヨンしんち
ゃん)」目当てなので、中国語や韓国語のしんちゃんのパンフレットを渡すと喜ばれる。時々、ユーチューバー
の方が館内を撮影されていかれる。横浜在住の方や、所沢在住の大連の学生が来館された。 
 
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)  
2021 年 9 月の外国籍の訪問者数対前年度比は＋26.0％(第 2 旅客ターミナルビルは－27.4％)であった。東京
2020 パラリンピックが閉幕し、空港内の人の流れもまばらである。このため月初は在外邦人のワクチン接種会
場や、出迎えについて質問にくるお客様くらいであったが、シルバーウィークの前あたりから国内線を利⽤す
るお客様の来訪が増え、第 1 旅客ターミナルビルでは対前年度比ではプラスとなった。出入国や検疫に関する
相談も相変わらず多い。入国検疫措置は 9 月 20 日より変異株流⾏国からの検疫指定ホテル隔離期間が大幅に緩
和された。以前は国により 10 日、6 日、3 日の隔離だったが、すべて 3 日隔離に変更、あわせて⼀部の国に対
して⾏っていた再入国許可をもって出国した在住者の入国制限も撤廃された。しかしこの効果を待つ間もなく 9
月 30 日にまたルールの変更があり、変異株流⾏指定国のうち 9 ヵ国はまた 6 日間隔離(34 ヵ国は 3 日隔離)へ
と戻ってしまった。同時にワクチン接種証明所持者に対する 14 日間の⾃主隔離期間短縮措置も始まる。隔離中
10 日目以降に PCR 検査を受け、陰性証明を提出すれば、その後の隔離が要らなくなるというものだ。検疫のル
ール変更についてはできる限り情報を収集して、お客様に案内しているが、変更があまりに頻繁なため、最終
的には厚生労働省のページや大使館、航空会社に問合せるようにアドバイスするしかない状況である。 
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新宿観光案内所  
■9 月来訪者数は合計 3,548 人、同年前月比は 22.1％減で前年同月比は 34.9%増。9 月相談件数合計は 2,745

件で、同年前月比は 29.7％減、前年同月比は 63.9%増となった。 
■7 月後半から東京 2020 オリンピックが開催され、8 月は数字が上がったが、9 月は 8 日で東京 2020 パラリ

ンピックが終了し、オリンピック・パラリンピック関係者も帰国され、来訪者、相談件数が減った。 
 
川崎駅北⼝⾏政サービス施設(かわさき きたテラス)観光案内所  
9 月の外国籍の来訪者数は 187 人、前年同月比 19.8%減であり、すべてが日本在住の方であった。観光に関す
る問合せについては、富⼠⼭や富⼠急ハイランドへの⾏き方やツアーの問合せがあり、当案内所から最寄りの
旅⾏会社を案内し、併せて英語版パンフレット「Mt FUJI」を渡した。また⼯場夜景ツアーの申込方法について
も質問があったため、チラシを渡し、電話番号と予約サイトを案内した。 
 
道の駅 こぶちさわ  
9 月初旬は新型コロナ感染拡大防止のため、案内所は休館となった。しかし、その後は通常の営業となり、秋の
実りと共に観光客の方々で賑わった。特に道の駅周辺の信玄棒道、湧水巡りなどの散策を楽しみたい、ハイキ
ング、トレッキング、清⾥方面にドライブで⼋ヶ岳の雄大な⼭の景⾊を観たいという声が多く聞かれた。特に
シルバーウィークには⾞の他、⾃転⾞やバイクのツーリング客で混雑した。周辺のレストランで人気のある店
などは予約できないという状況だった。引き続き秋の観光シーズンに向け、地元住⺠の方々とも連携を深めな
がら、安心、安全、信頼される道の駅を目指していきたいと思う。 
 
笛吹市石和温泉駅観光案内所  
当案内所のある笛吹市は日本有数のぶどうの産地で、夏〜秋にかけて様々な品種のぶどう狩りを楽しむことが
できる。9 月は外国籍の方からもぶどう狩りの問合せをいただき、農園までのアクセス方法、バスやタクシーの
料⾦、ぶどう狩りの内容などの案内を⾏った。路線バスの本数が比較的少ないため、外国籍の方が来所のされ
た時間と合わず、タクシーで⾏かれることになったケースもあった。またぶどう狩りの内容に関しては、「畑
で収穫体験をしながら食べ放題をしたい」というご希望であったため、それぞれスタイルの違う農園の中から
⼀番希望に合ったところを探し、こちらから直接農園にも外国籍の方の受け入れ確認のお電話をした。今年の
ぶどう狩りは終盤の時期となっているが、引き続き来年以降も外国籍のお客様を案内する機会があると思うの
で、語学⼒のブラッシュアップと同時にリアルタイムのぶどうの品種や農園の受け入れ状況等の情報を収集で
きるよう努めていきたいと思う。 
 
＜北陸信越＞ 
魚津駅前観光案内所  
県内の新型コロナウイルス警戒レベルが「ステージ 3」に移⾏したことにより、8 月中旬から 9 月下旬まで案内
所を休館した。9 月は 4 日間ほど開所したが、訪日客は 0 人であった。近くのコインロッカー使⽤者に訪日客
がいたことから少しずつ回復の傾向が⾒える。 
 
入善町観光案内所  
富⼭県は 9 月 12 日までまん延防止等重点措置地域に指定。富⼭県独⾃のコロナ警戒レベルも 9 月中は「ステー
ジ 3〜2」であり、公共施設は全面利⽤中止で、訪れる観光客はいなかった。また、予約が入っていた沢スギガ



案内業務事例/特記事項(東日本)◎ビジット・ジャパン案内所(Vol.504) 

4 

 

イドもキャンセルになった。 
 
珠洲観光案内所・道の駅すずなり  
現在、珠洲市では「奥能登国際芸術祭 2020＋」を開催している。前回(開催時)は海外からのお客様が大変多か
ったのだが、今回はコロナ禍の影響で窓口を訪れる方は全くいない。海外の方を⾒かけても、留学生や日本に
在住している方ばかりという状況。 
 
諏訪市観光案内所  
9 月の日本在住外国籍の旅⾏者は 3 人で、8 月より 10 人減となった。緊急事態宣言が延⻑され、⻑野県の「命
と暮らしを救う集中対策期間」(9 月 3〜12 日)のため、更に人数が減った。アニメの影響でアジア圏のお客様
に人気のある⽴⽯公園を案内した。 
 
＜中部＞ 
坂井市東尋坊観光交流センター  
新型コロナにより訪日旅⾏者数が激減していたが、少しずつ外国籍の方の姿を⾒るようになったと感じる。コ
ロナ前と比べるとまだまだ少ないが、ワクチン接種や新薬の開発により、徐々に国内外で人の動きが活発にな
っているようだ。北陸の屋外観光地ということで盛況期は終わってしまうが、10 月には福井ブランド「越前ガ
ニ」の時期に入るので、それを堪能するために来県される外国籍の方に、その味はもとより福井の魅⼒も伝え、
リピーターとなってもらえるようおもてなしの心で接する。 
 
高山濃飛バスセンター ツアーデスク  
8 月は少し増えたように思えたが、岐阜県も緊急事態宣言が発出されたことにより、また激減した。市内の観光
施設はほとんど臨時休業をされたため、市内観光ではなく新穂高ロープウェイや上高地、乗鞍に⾏かれるお客
様が多かった。昨年は豪⾬により乗鞍スカイラインが通⾏止めだったが、開通した事もあり、乗鞍登⼭をされ
るお客様が多く⾒受けられたが、外国籍のお客様はかなり少なかった。 
 
沼津駅観光案内所  
新型コロナウイルスの拡大防止策の⼀環として、観光目的の国際的な移動に制約があることにより、8 月とほぼ
横ばいの来訪者実績となった。当月の最も多い外国籍の観光客は、アジア圏からが全体の約 43％で、その他は
北アメリカと南アメリカ。国別では中国、メキシコ、ペルーとなった。外国籍の来訪者は、日本での外国籍の
労働者比率の高い国が多い。 
 
セントラルジャパントラベルセンター 
■8 月に引き続き、海外からの帰国、渡航の問合せが多くあった(邦人、外国籍の方併せて 51 件)。 
■9 月の下旬から緊急事態宣言解除予定の報道を受け、徐々にではあるが、観光資料の問合せが増えてきている。

また、観光資料、旅⾏パンフレットを手に取って持ち帰られる方も増えている。 
■近隣のアクセス切符「高⼭乗継切符」が 2019 年 11 月以来、2 年ぶりに販売があった。また、10 月からは伊

勢、鳥羽方面のアクセスとして、津なぎさまち(高速船ターミナル)から伊勢、鳥羽方面のバスも再開され、
三重県方面のお客様も戻って来られると⾒込まれる。 
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9 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＞ 
支笏湖観光案内所 (支笏湖ビジターセンター)  
緊急事態宣言に伴い休館をしていたが、当センターのトイレは開放し、玄関に案内⽤のデジタルサイネージや
観光パンフレットの配架をして、最低限の案内機能を確保した。 
 
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)  
堺町通り案内所様と LINE で連絡がとれるようにさせていただき、落とし物の連絡や、修学旅⾏生の受け入れ人
数などの情報を共有できるようにした。 
 
HTIC(北海道ツーリストインフォメーションセンター)札幌狸⼩路  
札幌在住バングラデシュ籍の留学生からの問合せがあり、「グーグルマップで調べた場所が英語対応をしてお
らず、他の観光情報も少ないため、札幌近郊での海水浴場、公園、水族館などのおすすめスポットを教えて欲
しい」とのことだった。観光スポットなどの情報を英語で案内したところ、「助かりました、ありがとうござ
います」と喜ばれた。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター  
外国籍のお客様は Google 検索の利⽤者が多く、観光⽤のバス路線ではないルートを乗換案内で調べて来る方が
たまにいらっしゃる。⼀⾒観光施設の近くに着きそうに⾒えるバスでも、バス停から目的地までかなり離れて
いる場合や、降⾞後の徒歩経路として地元⺠でなければ分からないような細い路地が表⽰される場合もあるた
め、案内所では目的地に直接到着するバスをお勧めするのだが、「Google には⾏けると書いているから」とこ
ちらの提案を聞き入れて頂けない事がある。観光施設の営業時間変更が Google に反映されていない時もあり、
最終入館時間までに到着できない便に乗ろうとしたお客様もいたため、検索結果を鵜呑みにせず、案内所でお
確かめ頂くことをお勧めしたい。 
 
いわて・盛岡広域観光センター  
岩手⼭登⼭と下⼭後の温泉入浴等を希望されたお客様へ、アクセス、登⼭口、⼋合目避難小屋での宿泊、翌日
の下⼭コース、温泉、来所時の夜の食事場所、登⼭にかかる食料の購入場所等について案内したところ、翌々
日に再び来所され、「素晴らしい案内だった、ルート、避難小屋の宿泊、温泉等全部満喫できた」との喜びの
声をいただけた。 
 
NEXCO 東日本 ⻑者原サービスエリア 上り線インフォメーション  
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 
最近、地震が多く発生しており、いつ余震があるかわからないので「災害時⽤対応パネル」を作成し、避難誘
導⽤に準備している。 
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松島観光協会 V 案内所  
9 月 13 日に松島町から委託を受けて販売をした地域振興券は、松島町にお越しいただいた全ての人が購入可能
としていたので、外国籍の来訪者も購入され、観光を楽しんでいたようだ。これは予想していなかったので私
たちも驚いたところであった。また、東京 2020 パラリンピック開催中はもう少し訪日客の増加があるかと思っ
たが思っていたほど伸びなかった。8 月もそうであったが案内窓口において外国籍の来訪者の質問及び案内は少
なかったと思う。やはり新型コロナウイルスの感染拡大により接触を避ける傾向だったのかと感じている。 
 
道の駅 米沢 総合観光案内所  
■⽶沢にゆかりのある武将の兜を折り紙で作り、無料で⾃由に持ち帰れるようにしている。種類もいくつかあ

り、好評を得ている。 
■地域の店舗を紹介するサービスカードを作成。「まちナビカード」という名称で日本語・英語表記で店舗の

サービス内容、営業時間、地図などの詳細を紹介している。 
 
＜関東＞ 
川越市川越駅観光案内所  
⽿の不⾃由な外国籍の観光客へ筆談⽤ホワイトボードを使って案内したり、ベジタリアンの方にスタッフ⾃作
のベジタリアンマップを参考に案内したりするなど、事前の準備によりニーズに答えることができた。 
 
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  
他のエリアだが、落とし物を警察へ届ける際に作成する書類「拾得物原票」を多言語化する取り組みを⾏って
いる。現在は英語だけだが、中国語なども作成したいとの事。 
 
千葉市幕張観光情報センター  
■地域ボランティアの方が作成した「和紙の箸置き」を当センター利⽤者へ配布。当初、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピックで来日される外国籍の観客に向けた「おもてなし」の⼀環として作られたが、無観客開
催により競技会場での配布が出来ずにいた。在庫の⼀部を当センターにて配布したところ、外国籍の利⽤者
だけでなく、日本人の利⽤者からも大変好評であった。 

■アフガニスタン出身の男性 2 人が来訪。SIM カードはどこで購入出来るか尋ねられた。電話機能なしの、デ
ータチェックのみで良ければ、近隣のショッピングモールで購入できる旨を店舗に確認の上、伝言。その際
に、店舗の担当者から「英語が話せるスタッフがいないため、あらかじめ 2 種類ある SIM カードの価格と有
効期限について伝えておいてほしい」と言われ、代わりに詳細を説明。お客様に喜ばれた。 

 
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:レンタカーを予約してあるが、レンタカー会社の送迎バス乗り場はどこか。(フランス在住日本人男性 60 代) 
A:館内図を⾒せて、レンタカー会社の送迎バス乗り場を案内した。しばらくして、⾬の中ずぶぬれになってお

客様が戻ってこられた。話を聞いてみるとレンタカー会社から、フランスで取得した国際免許は使⽤できな
いと言われたとの事。国際免許の決まりでは、フランスで発給している国際運転免許証はウィーン条約様式
のため使⽤不可だ。フランスの運転免許もお持ちであったが、それを使って日本国内で運転するには、フラ
ンスの運転免許証＋JAF 発⾏の翻訳⽂が必要である。翻訳⽂を取得するには、まず JAF に郵送申請、その後
郵送で翻訳⽂を受け取る(コロナ禍の対応)ことになるため、成田空港からレンタカーを使⽤するのは無理だ
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と判明。そこでレンタカーをあきらめ、移動方法を⼀緒に考えることになった。埼⽟の⾃宅に戻るという事
だったので、帰国者⽤のスカイライナーやリムジンバスの利⽤はできない。いろいろ考えたが結局ハイヤー
しか交通手段がなかった。厚生労働省から認可されている帰国者対応のハイヤー会社は沢⼭あるため、成田
空港から近い会社をいくつかリストにして案内できるようにしている。当案内所で作成したハイヤー会社の
リストを渡し、電話してもらったところ、幸い予算内のハイヤーがすぐ⾒つかりお客様からは大変感謝され
た。⻑時間のフライトと検疫手続き、さらにレンタカー会社に⾏く途中で⾬に降られ、疲れ切ったお客様を
迅速にお手伝いでき本当に良かった。なお成田 TIC で作成している帰国者⽤ハイヤーリストは日本語以外に
英語や中国語など多言語対応ができるところもリストアップしてある。 

 
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:父が亡くなったのでフランスに⼀時帰国する。日本に戻ってきた際、検疫の指定した宿泊施設で 3 日間隔離

されるのか。(日本在住フランス男性 40 代) 
A:空港内で働いているというお客様。「フランスからの帰国者は検疫指定のホテルで 3 日間隔離が必要なので

すよね︖」との質問。実は 9 月 19 日までは 3 日間隔離が必要であったが、9 月 20 日の 0 時から国の水際対
策が変わり、デルタ株、ミュー株など 8 系統の変異株を「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定、アフ
ガニスタン、UAE など 44 ヵ国をそれらの変異株に対する指定国として検疫指定のホテルで 3 日間の隔離を
求めることに変更された。今回フランスはこの 44 ヵ国からも「水際対策上特に対応すべき変異株以外のコロ
ナウイルス指定国」からも外れたため、3 日間の指定施設での隔離は不要となった。しかし 14 日間の⾃主隔
離は必要な事、公共交通機関が使えない事を伝えた。また、国の検疫対策はコロナウイルスの発生の状況に
よって頻繁に変更するので、帰国の前に再度、厚生労働省の HP を⾒るか検疫に問合せて確認するように合わ
せて案内した。 

 
JR EAST Travel Service Center (品川駅)  
■今まで置いていなかった都道府県(岩手、宮城、福島など主に東北地方)や地域の観光パンフレットを取り寄

せ、設置した。 
■指定席を予約する際、空いている号⾞や座席を案内したところ大変喜ばれた。 
■毎朝朝礼で英語や中国語などの多言語のワンフレーズ唱和を⾏っているが、フランスやスペインのお客様が

多くなってきため、新しい言語もさらに増やして⾏っている。 
■インドネシア国籍のお客様が来店された際に、「テリマカシ︕」とご挨拶したところ大変喜ばれた。 
■お客様から箱根に関する問合せが多かったため、箱根フリーパスの POP や販促物を掲⽰した。 
■Max ときの最終運⾏に向け、新幹線の模型を作成し、店舗のショーウィンドウに掲⽰した。多くの外国籍の

お客様が写真を撮ってくださった。 
 
片瀬江の島観光案内所  
「1day パスポート」(お得なチケット)を購入するために来所した外国籍⼥性、メジャーリーグチームのサンデ
ィエゴパドレスのキャップを被っていたので、「サンディエゴ出身ですか︖」と尋ねると「YES︕」とのお返
事だった。パドレスにいる好きな選手の話をしたら、ご主人もアメリカの方で野球が大好き、「2 人の息子に
「イチロー」と「オータニ」と名付けたの」と教えてくれた。その後、ご主人と共に息子さんが「アイム イチ
ロー」と言って戻ってこられた。窓口が開いているとこういう出会いがあるので嬉しい。 
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山中湖観光案内所  
当協会が 10 月下旬に⾏われる観光英語検定の試験会場となり、今回は 9 割のスタッフが受験した。全員が初め
ての受験で、まずは 3 級。⼀部のスタッフは 2 級を受験した。全スタッフの合格を目指し、毎週英語のレッス
ンを開催中(報告当時)。外国籍の方が快適に滞在できるよう、英語⼒の磨きあげに⼒を注いでいる。 
 
＜北陸信越＞ 
⻑岡駅観光案内所  
東京在住フランス籍のお客様で、「十日町市にある星峠の棚田を⾒たい」という問合せがあり、松代・松之⼭
観光案内所のスタッフの方に、今は⾒る時期としてよいか(稲刈りがちょうど終わる時期だった)と、帰りの交
通手段などについて、電話でお聞きして送客した。午後にもう⼀度、現地案内所スタッフの方に電話にて確認
したところ、無事棚田を⾒て帰られたとのご報告を頂いた。 
 
村上駅前観光案内所  
「粟島に⾏きたい」という方が、まだ宿をとっていないとのことで、職員が粟島の観光案内所へ電話し、当日
予約可能でフリーWi-Fi 完備のところを教えてもらった。その後、日本語が出来ない方だったので、お宿の予約
や健康記録表(定期船に乗船する際に必要)の記入の手伝い、粟島汽船乗り場までの⾏き方を教えた。また、街
中散策中に瀬⼾物店に⽴ち寄ったというお客様が来館。「花瓶を気に入ったが日本語が全くわからないので、
値段やクレジットカードが使えるかその場でわからなかった。代わりに電話で確かめて欲しい」といった要望
だった。電話して得た情報を伝えると、お客様はそのままタクシーでお店に向かい無事購入出来た。購入後も
う⼀度案内所へ⽴ち寄り、「店主から商品について説明を受けたがわからないので、再度電話で聞いて欲しい」
と言われ、説明を聞き通訳した。思いがけないところで良い買い物が出来たようで大変喜んでいた。 
 
⿊部峡⾕鉄道案内所  
東南アジア出身の男性 1 名が登⼭の恰好で欅平からトロッコ電⾞で宇奈月駅にお越しになった。今夜の宿泊先
の糸魚川市中心部へのアクセスについてご質問されたので、英語でも対応可能なことを伝えると大変喜ばれた。
広域の地図で現在地と糸魚川駅の位置情報と温泉街の出発駅の場所の他、⼀番重要な乗換駅を強調して案内す
ると内容をすぐに理解され、「サンキュー」とお礼を仰り目的地へ向かわれた。 
 
＜中部＞ 
道の駅 越前 越前町観光案内所  
越前町観光連盟の会員(旅館や飲食店)の、外国籍の観光客への苦手意識を今のうちに払拭するためにインバウ
ンドセミナーを開催した。 
 
新東名 NEOPASA 浜松 上り線 エリア・コンシェルジュ  
館内放送や表⽰などに英語・中国語・韓国語を使⽤しているが、表⽰に関してはあまり⽂字を読んでもらえて
いない印象のため、ピクトグラム等、読まなくても通じるような形式を検討する必要がある。 
 
名古屋市名古屋駅観光案内所  
■インド国籍の 20 代くらいの男性が 1 人で来訪。1 泊 2 日で滞在予定で、予め⾏きたいところをリストアップ

しており、それらの巡り方についての問合せだった。⾏きたい所の数が多く、1 泊 2 日で全て訪れるのは難し
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かったので、お客様が特に⾏きたいとの要望がある、歴史関係の場所に候補を絞り、巡り方を案内した。 
■オーストラリアから国際電話で入電。国際ボランティアに興味があり、中でも愛知県でボランティアがした

いとのこと。ご⾃身でも⾊々調べていて、愛知県ボランティア協会に英語が話せるスタッフがいることまで
承知されていた。しかし、電話番号とメールアドレスが⾒つからないとのことであったので、お教えした。 

 
オアシス 21i センター  
■日本に 3 年ほど住んでいた韓国籍の男性が、仕事を辞めて帰国するということで「名古屋らしいポスター」

を求めて来所。残念ながらポスターの販売や差し上げられるものがなく、ポスターではなく名古屋や日本ら
しさの感じられるリーフレットやチラシなどを差し上げたところ、「名古屋を感じられるように部屋に貼る
よ︕」と、とても喜ばれた。 

■マレーシアの方が 3 ヵ月の予定で市内大学に研究のために来日された。滞在中に愛知県内の世界遺産を⾒て
みたいということであったが、残念ながら愛知県にはないため、国宝の⽝⼭城をおすすめしたところ、距離
も近く喜ばれた。 

 
 
 

以上 


