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5 月 概況(案内業務や訪日訪日客の動向)〜東日本〜 
 
＜北海道＞ 
七飯町⼤沼国際交流プラザ  
5 月の外国籍の来訪者は 42 ⼈、昨年の 61%増となった。ＧＷ中の来館者が多く、日本在住者が連休を利⽤し
て来訪したようだった。自治体の宿泊割引や JR 北海道の周遊パスなどが利⽤出来たこともあり、日本⼈客も昨
年の 89%増、2019 年の 15%増となった。 
 
のぼりべつインフォメーションセンター  
GW 期間は、小さい駅ながらも待ち合いのベンチやスペースも満員となり、外で待機する⼈も多く⾒られ、タ
クシーがすぐに捕まらない方がいたり、バスが満⾞の状態で出発するなど、久しぶりに活性した光景となった。
案内所を利⽤された方は 14 ⼈と少ないが、案内所を利⽤しない方や、JR の窓口で観光案内を受けた方を含め
ると、ずいぶん訪問客数が多くなった印象を受けた。外国籍の方々の移動が活性化されているような印象。い
ずれも日本に居住している方のように思う。最近は外国籍の方向けの交通ガイドツールも多くなっており、個
⼈で交通機関の情報を解決する方も多くいらっしゃる。しかし、GW やコロナ禍でダイヤが乱れていたり、予
約制の交通媒体、動物との衝突によるダイヤの乱れなどから、旅⾏⾏程を変更する方も多くみられた。田舎に
⾏けば⾏くほど、案内所の持っている地元情報は有益となる場合が多いため、多くの方に利⽤していただける
といいと思う。 
 
一般社団法人 浦河観光協会  
訪日旅⾏者の当案内所への来訪は 2022 年 5 月も 0 ⼈だった。5 月は、名所の桜並木が目的の集客があり、また
桜まつりもあって、1 年で最も浦河町に来訪者が多く、案内所にも札幌圏を中心に来所が多かった。但し訪日観
光客は、まだ⼊ってきていない。コロナ感染者は徐々に減少、エリア内でもゼロにはならないものの、落ち着
き始めている。札幌圏、道東からの道内在住客の来訪が多いが、関東、関⻄からの道外客も増えてきている。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター  
■5 月の外国籍来訪者は前年⽐ 102％。大型連休の 5 月 1〜8 日の期間は前年⽐ 125％となった。コロナ禍にお

いて初めて⾏動制限のない連休だったため、前年より来訪者数が伸びたと思われる。国籍別では前年に⽐べ
中国、フランスが増。タイ、ベトナム、アメリカが減。 

■桜が早咲きだったためか、連休中は奥⼊瀬渓流や⼗和田湖への⾏き方や散策時間、レンタサイクルについて
聞かれる事が多く、⻘森市内では昨年夏に世界⽂化遺産に登録された北海道・北東北の縄⽂遺跡群の三内丸
山遺跡、海の近くにある浅虫温泉に足を運ぶ方がいた。 

 
下北観光案内所  
3 年ぶりに⾏動制限のない GW を迎えたので、5 月は国内在住旅⾏者の移動が非常に多く、来訪者はコロナ禍前
の同月に迫る⼈数だった。現時点では下北地域で訪日旅⾏者の動きは⾒られないが、国内在住の外国籍の旅⾏
者とともに今後少しずつ増えてくると予想している。感染症予防のためコロナ禍前と⽐較し、案内所の来館者
利⽤スペースが狭くなっているので、座席のあるカウンターの利⽤を訪日旅⾏者優先で使って頂けるよう、来
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館者の様子を把握しながら迅速に誘導し、接客する必要がある。 
 
仙台ツーリストインフォメーションデスク  
GW 期間中や土日に、県外(特に関東)から家族旅⾏や⼀⼈旅で観光案内所を訪れた在住外国籍の方を連日お⾒受
けした。季節の花を楽しめるスポットや日帰り⼊浴ができる施設、おすすめの場所などの問合せがあった。ま
た、SNS やメールなどで海外在住の外国籍の方からの問合せも少しずつ増え、4 月と⽐較すると利⽤者数は増
加した。 
 
⼤館能代空港インフォメーションカウンター  
具体的な国籍は確認できなかったものの、外国籍の来訪者 10 ⼈の内訳は、欧米圏が 8 ⼈、中東圏が 2 ⼈であっ
た。いずれも 2〜4 ⼈のグループや家族旅⾏で、5 月 26 日以降に集中した。 
 
かみのやま温泉観光案内所  
来訪者は 4 月は 0 ⼈と落ち込んだが、5 月は 13 ⼈と、ほぼ前年同月と同数となり、ほとんどが 5 月 3〜5 日の
連休期間中に集中した。1 ⼈は仕事で日本に来ていた方のようであるが、その方以外は全て日本在住の外国籍の
方のようであった。案内内容は、蔵王お釜、蔵王温泉、日帰り温泉、バス停など。話を聞いてみると、中には、
「本日で 47 県巡りを達成した」と話してくれた外国籍の方もいた。6 月 10 日から添乗員付きの訪日ツアー客
が⼊国出来るようになるので、訪日客が少しずつ増えていくことを期待したい。 
 
伊達市観光案内所  
4 月に引き続き、訪日旅⾏者の案内所利⽤こそなかったものの、館内にて外国籍のお客様をお⾒掛けする機会が
増えてきた。久しぶりの制限なしの GW とあって、期間中は多くのお客様にご利⽤、ご来館頂き、連日賑わっ
た。東北中央自動⾞道路(相⾺福島道路)に関する問合せが引き続き多く、4 月末に同じ東北中央道沿いに新しい
道の駅がオープンしたことも影響していると思われる。6 月にはインバウンド再開とのことなので、訪日観光客、
国内観光客共に更なる⼈出が予想される。 
 
＜関東＞ 
⽔⼾観光案内所  
■今年の GW の混雑はコロナ禍前を思い出すほどであった。室内が狭いため、案内所の外にお客様が並んでし

まうこともあり外での接客もした。5 月の来所総数(単位:組数)3,593 組のうち、外国籍のお客様は 28 組(45
⼈)で、コロナ禍前と⽐較すると 2019 年 5 月では 2,667 組のうち外客は 116 組(211 ⼈)、2018 年 5 月では
3,329 組のうち外国籍の方が 107 組(207 ⼈)である。つまり、今年は数字が⽰すように多くの方が当案内所
を利⽤してくださり、スタッフ⼀同椅子に座ることなく、⽴ちっぱなしでの応対であった。 

■当案内所は 4 ⼈のスタッフのうち 2 ⼈がパートタイマーである。パートタイマーの 1 ⼈は中国出⾝で⺟国語
以外に日本語と英語が流暢である。コロナ禍前の GW には実に多くの中国籍の旅⾏者が来所していた事から
本年も在住の中国籍の方の訪問を期待していたが、5 月 1〜8 日までの外国籍客は 10 組 16 ⼈で、そのうち中
国籍の方は 3 組 4 ⼈であった。ひたち海浜公園のある勝田駅では外国籍の方の姿を多く⾒かけたが、⽔⼾駅
の観光案内所に⽴ち寄る方は少なかった。 

■案内所にいらっしゃる日本⼈のお客様に伺うと、海外旅⾏に慣れた方が多かった。旅に⾏く先々で Tourist 
Information を利⽤する方が、日本国内旅⾏でも当たり前のように各地の観光案内所を活⽤して、国内旅⾏
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を楽しんでいる様である。日本の方にもこれから戻ってくる訪日客にとっても観光案内所がほっとできる、
安心できる所であるように、私たちも日々情報収集や知識、語学の習得に励み、笑顔でお迎えしたい。 

 
東武日光駅構内観光案内所  
■2022 年度 5 月の東武日光駅構内観光案内所へ訪れた外国籍の観光客は 120 ⼈(前年度は 123 ⼈。先月は 90

⼈)。GW 期間中は、アジアやヨーロッパ、アメリカなど、多くの外国籍の方が来所した。日帰り温泉へ⾏き
たい方へ、湯元温泉や貸し切り温泉をご案内。GW 中に渋滞が発生したため、レンタサイクルについての問
合せもあった。 

■引き続き観光客の⼊国が制限されているため、コロナ禍以前と⽐べて大幅に少ない数字となったが、外国籍
観光客の実証ツアーが 5 月 25 日からスタートし、小⼈数グループのツアー客が日光も訪れた。 

 
千葉市幕張観光情報センター  
3 年ぶりに移動制限のない GW を迎え、海浜幕張駅周辺では外国籍の方の姿が以前よりも多く⾒られるように
なった。ここ数ヵ月は近隣在住外国籍の方の利⽤が多かったため、久々に旅⾏者へ周辺観光スポット(幕張メッ
セ、ZOZO マリンスタジアム、⾒浜園、ショッピングモールなど)をご案内した。 
 
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) 
■2022 年 5 月の外国籍の方訪問者数対前年度⽐は＋503.23％(第 2 旅客ターミナルビルは＋272.21％)と大き

く増加した。4 月 10 日から⼊国者の⼀日の上限が 1 万⼈程度に引き上げられた。このため留学生や研修生、
ビジネス客などの⼊国が相次ぎ、空港内は少しずつ賑いを取り戻してきている。ビジネスで来日した外国籍
の方から、「空き時間で観光をしたい」とか、JR パスに関する問合せも受けるようになった。 

■5 月 24 日には政府の実証実験として外国籍の観光客の少⼈数訪日ツアーを 4 ヵ国から受⼊れた。6 月 10 日
からは段階的にパッケージツアーの受⼊れを始めるとの事で、ようやく⻑いトンネルの出口が⾒えてきたよ
うに感じる。また、⽔際措置が緩和された事で在外邦⼈の帰国やビジネス客なども増えてきた。しかし皆、
郊外(たまプラーザ、新百合ヶ丘など)や都内ホテル⾏きの⾼速バスがまだ運休中と知らずにバスのカウンタ
ーを探しており、代替の交通手段についての質問を受ける事が多かった。6 月 1 日からはさらに⼊国者上限は
2 万⼈に引き上げられ、検疫での隔離や自主隔離などの措置も大幅に緩和されると発表された。FIT の受⼊れ
はまだ先だろうが、6 月以降、さらに空港が賑わうであろうと期待している。 

 
JR EAST Travel Service Center (東京駅)  
3 年振りに⾏動制限なしの大型連休になったため、在住外国籍のお客様(インド、台湾、中国、フィリピン他)か
ら 「JR TOKYO Wide Pass」を利⽤した旅程作りの相談が多かった。⼈気の旅⾏先は芝桜でよく知られた「富
士桜まつり」(本栖湖リゾート)、笠間のつつじまつり、あしかがフラワーパーク(藤)、国営ひたち海浜公園(ネ
モフィラ、チューリップ、ポピー、菜の花など)、群⾺サファリパーク、いちご狩り、富士山・河口湖、下吉田
の新倉山浅間神社(雄大な富士山と朱塗りの五重塔を⼀望できる)、草津温泉、日光である。⼈気が集中する
「JR TOKYO Wide Pass」(10,180 円) は「連続した 3 日間有効」の手軽さと指定された乗⾞エリア(フリーエ
リア)が神奈川、埼⽟、千葉、栃木、群⾺、⻑野など幅広い地域を網羅しているからであろう。 
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東京都台東区⽴浅草⽂化観光センター  
来訪者総数は 209 ⼈(先月 115 ⼈、前年同月⽐ 354.2%)。地域別だとアジア 93 ⼈(前年同月⽐ 251.4％)、中
東 2 ⼈(昨年 0 ⼈)、ヨーロッパ 61 ⼈(同 435.7％)、北アメリカ 45 ⼈(同 562.5％)、南アメリカ 6 ⼈(昨年 0
⼈)アフリカ 1 ⼈(昨年 0 ⼈)、オセアニア 1 ⼈(昨年 0 ⼈)。5 月に⼊り、ビジネスビザで来日された方が急に増
え、帰国前に⽴ち寄り、土産物や浅草の観光について聞かれることが多かった。また、三社祭開催日は、在住
の留学生などがお神輿を⾒に浅草を訪れるケースも多かった。 
 
⻄武ツーリストインフォメーションセンター池袋  
■当所では 5 月の来客は 1,537 件となり、対前年同月 158％(対前月 110%)の実績だった。これは、3 回目ワ

クチン接種による日常生活の回復が要因と考えられる。 
■5 月の外国籍の方向け企画乗⾞券の発売実績は 57 枚(対前月 76％)となり、当社沿線の芝桜のシーズンが終了

したことが前月より減少した理由と考えられる。また、当所では 5 月に幅広い国籍の方が企画券を購⼊され
たが、内訳としては中国(36％)、台湾(15％)の方が多かった。上記結果を踏まえ、今後は中華圏のお客様に
対して適切な情報を発信できるよう、中華圏の SNS などの告知方法を検討していきたい。 

 
Plat Tsukiji/ぷらっと築地  
新型コロナウイルス感染拡大の落ち着きとともに、土曜日を中心に日本⼈観光客が増加し、日本在住の外国籍
の利⽤者数も増えてきている。わずかではあるが、ビジネスのための訪日で余暇に築地場外市場へ観光にきた
旅⾏者が⾒受けられるようになってきた。外国籍の観光客からは「Tsukiji Fish Market はどこか」と聞かれる
ことが多かった。東京都中央卸売市場築地市場が豊洲へ移転したことを知らない⼈がまだ多そうである。 
 
箱根町総合観光案内所  
全体の問合せ件数は 3,006 件(来所 66.7％・電話 33.3％・対前年度 1,546 件増 205.9％)、国内客は 2,963 件
(対前年度 1,540 件増 208.2％)となり、外国籍の方の来所は 43 件(対前年度 6 件増 116.2％)となった。 
 
JR EAST Travel Service Center(横浜)  
■５月上旬は GW ということもあり、在住外国籍のお客様への「JR TOKYO Wide Pass」の発売が多かった。

インド、ベトナム、中国のお客様が多く、あしかがフラワーパークの大藤まつり、ひたち海浜公園のネモフ
ィラ、富士芝桜まつりに⾏かれるお客様が多く、またタイの家族のお客様は GALA 湯沢の営業最終日に駆け
込みで「雪を⾒てみたい」とのことで出発された。 

■JR-EAST Train Reservation で予約済のお客様も多く、「JR EAST PASS(⻑野、新潟エリア)」利⽤で予約
済のお客様は海⾥、越乃 Shukura、HIGHRAIL1375、おいこっとなど、JR 東日本の観光列⾞を予約されて
いた。 

■ご出発当日の成田エクスプレスの片道のきっぷの購⼊が増えた。 
■⼊国規制が緩和されたこともあり海外在住の日本⼈のお客様も増え、久しぶりの帰国を大変喜ばれていた。 
 
道の駅 こぶちさわ  
5 月の GW には大勢の観光客の方々で道の駅は大変な賑わいを⾒せていた。近隣のホテルやペンションでは、
「やまなしグリーンゾーン宿泊割」やクーポン券利⽤により、活気が出てきている。新緑の美しい季節を迎え、
山梨の木であるツツジが⾒頃となり、散策やハイキング、トレッキング、サイクリング、ツーリングなどアク
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ティブに観光を満喫されている様子が伺えた。また、八ヶ岳の雄大な山々、南アルプス、富士山の景色を⼀望
できるビューポイントを訪ねる観光客の方々が多数案内所へ来訪された。今後も自然と⽂化、スポーツ、それ
ぞれの観光を存分に楽しんで頂けるよう、ご案内に努めて参りたい。 
 
＜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 
5 月は久々にタイやヨーロッパからのお客様への対応があった。タイからお越しのお客様は館内に忘れ物をし、
こちらから呼び出したところでいらっしゃった。感染症による⾏動制限が緩和され、土日平日関係なしに⼈の
動きが増えている。また、久々の旅⾏や遠出のためか、遺失物対応が多くなったように感じる。 
 
新潟空港観光案内所  
5 月の外国籍のお客様は 35 ⼈で、イミグレーション関連の案内が多かった。観光で訪れる方も⾒られるように
なってきており、航空チケットや国際線運航について、館内施設、交通アクセスなどの問合せもあった。今年
の GW は、多くの日本の観光客や帰省客などで新潟空港も賑わっていた。国内線も成田便を除き、ほぼ運航し
ており、団体ツアーや観光のお客様も増えている印象。これから夏休み、県内各地のお祭りなどイベントの開
催が続くので、多くの方に新潟に来ていただきたいと願っている。 
 
⿊部峡⾕鉄道案内所  
5 月は国内在住の外国籍の観光客がやや増加したものの、本格的なインバウンド回復はもう少し先になりそうだ。
ただし状況は徐々に改善されつつあるように思える。5 月に⿊部峡⾕を訪れた国内在住の外国籍の観光客の中で
はインドの方が最も多かった。 
 
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 21 ⼈と、対前年同月⽐ 75％増、対前々年同月⽐ 950％増となった。案内した国籍は、中
国 6 ⼈、ベトナム 4 ⼈、その他アジア 9 ⼈と、アジア圏がほとんどを占めた。路線バスや観光周遊バスなどの
問合せが多く、観光地へ⾏く方が増えてきている傾向がみられた。 
 
ホテルメトロポリタン⻑野  
5 月に訪日観光客の実証ツアーが組まれ、当館にも少数ではあるが団体の訪日観光客受け⼊れた。コロナウイル
ス感染状況が落ち着いてきており、訪日観光客を少しずつ受⼊れることが出てくると思われるので、今以上に
感染対策を万全にして、お客様が不安に思う事の無いように受⼊れ態勢を整えたい。 
 
JR EAST Travel Service Center(⻑野)  
■「JR EAST PASS (⻑野、新潟エリア)」の国内での購⼊が増加傾向にある。 
■「JAPAN RAIL PASS」の引換えは 4 件あった。前月は海外在住日本⼈のお客様の引換えのみだったが、5 月

は外国籍のお客様の引換えがあった。 
■6 月 10 日より海外からのパッケージツアーでお客様の受⼊れが再開になるため、引換え件数が増加すると考

える。知識や語学⼒向上が課題である。 
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＜中部＞ 
元町会館観光案内所  
観光案内所での外国籍の方の対応は 0 件だったが、市内観光地では、国内在住の外国籍の方の訪問が⾒られる
ようになった。越前大野城で実施している外国籍の旅⾏者向けのアンケートでは、自然や歴史⽂化を楽しんで
いる様子が伺えるが、市内消費額は少ないようである。日本⼈観光客は、遠足を中心に大きく増えている。 
 
岐阜市観光案内所  
■案内件数の総数は 4,040 件。前年同月(計 1,238 件)と⽐較すると約 226％増、2019 年同月(計 5,087 件)と

⽐較すると約 21％減となり、GW 期間の中日(3〜5 日)はコロナ禍前と同様の⽔準であった。 
■外国籍の方の案内件数は 34 ⼈で、内訳は中国(9 ⼈)、米国(6 ⼈)、マレーシア(4 ⼈)、フィリピン・インド(3

⼈)、インドネシア・ベトナム・ブラジル(2 ⼈)、トルコ(1 ⼈)となった。前年同月⽐では 100％増、2019 年
同月⽐ 92％減となった。 

 
マリンタウン伊東市観光案内所  
コロナ禍での GW(4 月 29 日〜5 月 8 日)の来所者数は 3,722 ⼈で、コロナ禍以降で最⾼の客数となった。連休
中は外国籍の方の来訪も増え、5 月は 15 ⼈の外国籍の利⽤者があった。ほとんどが中国、その他アジア圏の方
だが、6 月から外国の観光客受⼊れが再開となるため、このままコロナウイルスの罹患者が減っていけば、円安
との相乗効果で、外国籍の方の来所数の増加が期待される。 
 
御殿場プレミアム・アウトレットウェルカムセンター  
■訪日客は、マレーシアからの団体の来場があり、個⼈客も少数来場があった。 
■在住外国籍の方に向けた情報発信や各種プロモーションを実施した他、PR 動画制作など、訪日再開に向けた

準備を実施。6 月 10 日から条件付きで訪日観光客を受⼊れ再開との発表があり、訪日再開に向けた準備の⼀
環で、感染防止対策ポスターの多言語版を作成、掲⽰する予定。 

■パスポート提⽰によるクーポン引換や免税の問合せも少数あった。 
 
ごてんば観光案内所  
■GW は非常に多くのお客様がお⾒えになった(ピークは 5 月 4 日だったと思う)。その中に外国籍の旅⾏者の

グループもいた。外貨の両替や ATM の場所、プレイヤールームの場所などの問合せを頂いた。 
■ノープランでお越しのお客様からは「明日どこに⾏ったらいいか」と言う問合せも頂き、自然が好きだとお

っしゃっていたので、箱根でのケーブルカーやハイキングをお勧めした。 
 
名古屋市名古屋駅観光案内所  
■GW 期間中、名古屋駅コンコース内はスーツケースを持った旅⾏者や帰省者が多数⾒られ、すれ違うのも困

難な状態で、外国籍の方とわかる⼈も多く⾒かけた。 
■来所する外国籍の方も急増し、月の平均来訪者数は 15 ⼈以上となり、GW 期間(4 月 29 日〜5 月 8 日)には

平均 20 ⼈を超えた。 
■質問の内容も、名古屋市内やその周辺の観光についてが、前月後半以降増加傾向にあった。 
 
 



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.517) 

7 

 

東名道 豊田上郷サービスエリア 上り線 エリア・コンシェルジュ  
5 月は前月に⽐べ、外国籍の方が増えたと感じる。カウンターへのお⽴ち寄りも増え、ATM の場所や、スマー
トインターチェンジの⾛⾏間違い、タクシーや最寄りの公共交通機関などの問合せがあった。コロナウイルス
感染拡大防止の⽔際対策が緩和されつつあるため、今後は訪日客が増えると思われる。外国籍の方から問合せ
を受けた際に、落ち着いて受け答えができるように事前準備をしておきたい。 
 
鳥羽市観光案内所  
フランスの旅⾏会社の方が下⾒で⿃⽻に来て、案内所にも少し⽴ち寄られた。6 月から⼊国制限が緩和されるの
で、今後徐々に海外からの観光客数もアップしていくように思われる。 
 
5 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＞ 
NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推進機構  
館内のビデオスクリーンで阿寒湖温泉内で体験できるアクティビティを紹介しており、日本語が分からなくて
も地元のコンテンツを理解できるようにしている。 
 
北海道外国人観光案内所(新千歳空港) 
■外国籍のお客様からの問合せは 7 件。問合せ内容は、台湾銀⾏ ATM (台湾)、大韓航空の事務所 (韓国)、ペル

ーまでのアクセス、アメリカ⼊国時のコロナウイルス感染症に関するルールについて(ペルー)、宿泊施設へ
連絡のお手伝い (ブルネイ)、⼊国管理局 (ミャンマー)、国内線到着口(南米圏※国籍不明)、ゆうちょ銀⾏
ATM (インドネシア)に関するものだった。 

■ブルネイからの留学生がカウンターに来られ、「ホテル到着が真夜中になってしまうので電話をしたいが、
英語が通じないかもしれないので、自分の代わりに電話をお願いできないか」という事だった。ホテルに電
話し大体の到着時間を伝えたところ、笑顔で感謝された。 

■ペルー国籍のお客様より、来月(6 月)に可能な限り最短の時間と距離でペルーに帰りたいとの問合せを受けた。
しかし、2 回目のワクチン接種から時間が経過していないため、まだ 3 回目を打つことができないとのこと。
成田または⽻田から米国経由での帰国になるため、米国への渡航者(米国籍以外)が⽤意すべき情報について
可能な範囲で調べてお伝えしたところ、「外国⼈観光案内所があって良かった」というお言葉をいただいた。 

 
一般社団法人 浦河観光協会  
当案内所は 7 年前に⼀般社団法⼈化した観光協会が運営しているが、当時、周辺や隣接する観光協会は、法⼈
化している団体はなかった。しかし、今春から法⼈化への動きが増えはじめている。法⼈化して案内所を運営
している団体には、JNTO の案内所登録を勧めている。 
 
＜東北＞ 
⻘森市観光交流情報センター  
■コンゴ共和国の男性 2 ⼈、ブルキナファソの男性 1 ⼈(外交官と仰っていた)、日本⼥性 2 ⼈のグループが、

「⻘森駅周辺は観光済みなので、それ以外の観光について教えてほしい」と来所。⾞で移動しているとの事
だったので、⻘森県⽴美術館、三内丸山遺跡、浅虫温泉、八甲田を案内したところ、「りんごの木はどこで
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⾒られるか」との事。りんごの実が生るのは毎年 8〜11 月頃で、⻘森は桜の次にりんごの花が咲く事をお伝
えした。国籍を尋ねた際、「沖縄の隣あたりだよ」、「珍しいでしょ」とジョークを仰り、窓口が⼀瞬で和
やかになった。どちらの国も当案内所では初めての来所だった。 

■チュニジアの男性 1 ⼈とお連れの日本⼥性 1 ⼈から「⻘森県のエリア分けを知りたい」との質問があった。 
「津軽」、「南部」、「下北」に分けられると案内したところ、「各エリアの主要な市町村も知りたい」と
の事だったので、パンフレットを差し上げ、ご案内。エリアが分かれた歴史的な背景にも興味があるご様子
だったが、詳しい資料が無かったため、お渡しできなかった。外国籍の方からエリア分けを聞かれるのは、
珍しいケースだった。 

 
弘前市観光案内所  
■「⽩神山地へ自転⾞で⾏きたい」という家族連れが来所されたが、弘前市から⽩神山地(⻄目屋村方⾯)へ⾏

ける道路が土砂崩れによる通⾏止めとなっているため、事情を伝えたところ残念がっていた(そもそも 33 ㎞
ほどあり、小さなお子様連れでの自転⾞移動は難しいのではないかと思われた)。 

■5 月下旬より田舎館村の田んぼアートの観覧が始まったため、日本語、英語での交通案内を作成。⾒頃を迎え
るのは例年 7 月中旬〜8 月中旬となっている。 

 
岩手県観光協会(マリオス)  
■岩手県内では来月、国の無形⺠俗⽂化財「チャグチャグ⾺コ」の 3 年ぶりの開催が決まり、日本在住の外国

籍の方から詳細を知りたいというリクエストがあった。 
■5 月後半には観光庁が実施する「団体ツアー」の実証実験があり、ハワイとロサンゼルスからの参加者が当県

の観光地や宿泊施設を来訪した。訪日観光客の受⼊れの取り組みがスタートし、観光関係者からは期待の声
があがっている。 

 
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、無料で持ち帰れるように設置している。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。「まちなびカード」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、地図などの紹介をしている。 
 
JR EAST Travel Service Center(福島)  
■接客時に英語が自然に話せるようにと、朝礼時に英会話の練習を⾏っている。 
■インバウンドパスの対応が不慣れなスタッフが多いことから、慣れている社員が先生になって、勉強会を開

催している。 
■お客様対応時、不明点があればすぐ他のスタッフへ声掛けをするなど、不安なまま接客をしないよう、互い

に協⼒して接客を⾏っている。 
 
＜関東＞ 
千葉市幕張観光情報センター  
温泉好きな方へ温泉、スパ施設をご案内。海浜幕張で海を⾒ながら温泉に⼊ることが出来ると思っていなかっ
たそうで、10 月と 2 月に 10 日間ほど⾒られる海越しの「ダイヤモンド富士」もあわせて案内したところ、非
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常に喜ばれ、「次はダイヤモンド富士の時期に来たい」と仰っていた。 
 
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:体を洗うナイロンのボディタオルが欲しい。(アメリカ男性 70 代) 
A:「日本にあるような、⻑めのボディタオルでないと背中がうまく洗えない。アメリカにはないため、帰国前

に購⼊したい」との事。調べたところ、第 1 旅客ターミナルではローソン、第 2 旅客ターミナルではマツキ
ヨで取り扱いがあった。購⼊後、お客様がカウンターに戻ってきてくださり、「まさにこういうのが欲しか
ったんだ︕」と、大変喜んでナイロンのボディタオルを⾒せてくれた。他にも、「背中の痛みにはホッカイ
ロも必需品だからね」などと、日本のドラッグストアで買える商品を色々とまとめ買いしたようだ。 

 
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:アメリカの日系 4 世の方から、国際電話での問合せ。「以前に日本に旅⾏した際に⾷べた鰻の味を忘れられ

ない。2 週間後に仕事で日本に⾏くが、成田に到着したらすぐに鰻を⾷べに⾏きたい。成田は鰻が有名なとこ
ろだとインターネットで知った。どんなお店がどこにあるのか︖お値段はいくら位なのか知りたい」(アメリ
カ⼥性 30 代︖) 

A:成田の近くには印旛沼、利根川があり昔から川⿂を⾷べていた。その後、成田山詣の際には鰻を⾷べて旅の
疲れをいやす事が慣例となり「うなぎ登りの町 成田」として有名になった。成田 TIC 作成の「成田のグルメ
案内」資料でも紹介している成田山参道にある「菊屋」、「川豊」、「駿河屋」という 3 軒の鰻店の値段、
空港からの⾏き方を説明した。また、「もう少しリーズナブルで地元の⼈達が⾏くお店は︖」と聞かれたの
で、他店の 2/3 位のお値段の「新川」を紹介した。こちらは成田駅近くの商業施設イオンタウン成田富⾥内
にある。お客様は、今回はビジネス旅⾏で、空港に到着後、公共交通機関で⾏ける場所を希望されたのでこ
の 4 軒となった。もしレンタカーなど⾞での移動が出来るのであれば、他にもまだご案内したい地元の名店
があることを伝えたところ、「もし観光ビザが解禁されたら鰻を⾷べ歩くだけの日本旅⾏をしたいわ」と仰
っていた。 

 
南房総市観光インフォメーションセンター  
隣接する館山市観光協会と「観光振興するための協定」を締結した。その記事が Yahoo ニュースに掲載された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/13cf41c64667b06711bce2647aba7f7798af9556  
 
流⼭おおたかの森駅前観光情報センター  
■流山在住の切り絵作家の飯田信義さんを講師にお招きして、流山市の風景を表現する「切り絵講座」(全 4 回)

が 5 月から始まった。案内所にも流山市を描いた飯田さんの素敵な作品が 2 点飾られており、来訪者の注目
を集めている。 

■東武鉄道主催の健康ハイキングが 5 月 24〜29 日に開催され、私共の案内所がスタートの受付地点であった
ため、この期間は来所者が増加した。 

 
東京都台東区⽴浅草⽂化観光センター  
5 月 21、22 日は 3 年振りにお神輿の巡⾏が⾏なわれる形で三社祭が開催され、両日とも 100 ⼈以上の外国籍
の観客が来館し、お神輿のルートや、お祭りの⾒どころなど多数のご質問を頂いた。地方在住の留学生で「三
社祭を⾒るために東京に来た」と仰る方や、ガイドの方、海外メディアの方などが⾒受けられた。 
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中央区観光情報センター  
案内所の質向上のため、定期的にアクセシブルツーリズムについて考える機会を作っている。講師の先生をお
招きしてアクセシブルツーリズム研修の実施や、⾞いすで街に外出し、⾞椅子利⽤の実地体験・研修を実施し
ている。 
 
藤野観光案内所ふじのね  
■イギリス籍の日本語が全く分からない方が来所したが、その場にいた来館者が通訳を買って出てくれた。そ

のイギリス籍の方は藤野のクラフトビールをお買い上げ、楽しんで飲んでいただいた。 
■アメリカ籍の方が「スタジオフジノ」(古⺠家を利⽤したアートギャラリー)に⾏くために来館。⾏き方をご

案内するととても喜ばれた。 
■国籍不明の方であるが、藤野特産の「お焼き」(具はきんぴら)を購⼊、おいしいと言って⾷べて下さった。

かなり特殊な⾷品であるが、意外と外国籍の方にも評判が良いことを知った。 
 
湘南藤沢コンシェルジュ  
中国籍の留学生が来所。観光スッポットなど事前にインターネットで調べたがよくわからないとの事。ご希望
を聞きながらお勧めスポットやお得なチケットを組み合わせながらご案内したところ納得され、ご出発された。 
 
笛吹市石和温泉駅観光案内所  
5 月に特に印象的だったのは、外国籍の方(男⼥⼆⼈組)の来訪。当案内所のある石和温泉駅から河口湖駅までの
路線バスのバス停・時刻・⽀払い方法などを知りたいご様子。英語で話しかけられたので、そのまま英語で案
内をしようとしたが、あまり通じないような状況で、特に⼥性の方が意思疎通がうまくいかないことにとても
困惑し、不安がっていらっしゃった。まだバスの出発時刻まで余裕があったので、まずは「落ち着いてくださ
い。大丈夫ですよ」とお伝えし、スマホの翻訳機能を使ったり、紙に英⽂を書いたり資料や地図を⾒せながら
説明した。バスに関する説明はなんとか伝わったようで、少し落ち着いてきたご様子。⼀通りバスのご案内が
終わると「河口湖周辺のホテルに泊まるが迎えの⾞を河口湖駅に呼んでほしい」とのこと。ホテルに電話する
と快諾してくれ、無事路線バスに乗って⾏かれた。バスに乗る前にお⼆⼈は安心された様子で「本当にありが
とう」と感謝の言葉も頂けた。念のため到着したであろう時間にホテルへ確認の電話を⼊れると、「先ほど無
事チェックインされた」とのこと。ホテルの方からも感謝され、当案内所との新しいつながりをつくることも
できた出来事であった。 
 
＜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  
NEXCO 東日本 越後川口サービスエリア 下り線インフォメーション  
今年は新潟県『越後妻有』の広大な⾥山を舞台に開かれる芸術祭「大地の芸術祭」が開催され、多くの観光客
から問合せをいただく。当案内所では、⼗日町市観光協会さまへ事前に連絡し、当案内所で使⽤している手描
きの「⼗日町妻有マップ」と「おすすめ観光プラン(⼗日町市の魅⼒発⾒)」をお渡しし、⼗日町市の PR に努め
ていることを説明。観光案内所の方からは大地の芸術祭関連パンフや、⼗日町市案内パンフなどをご提供いた
だき、今後の案内業務に関する連携などについて話し合った。 
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白⼭市観光連盟  
市内8ヵ所がJNTO外国⼈観光案内所の認定を受け、登録された。今後コロナの収束に期待するところである。
市内にある他の観光案内所の状況も確認しながら、旅⾏者にサービスの⾒える化を⾏い PR に努めていきたい。 
 
軽井沢観光案内所  
「佐久平駅で降りなくてはいけないが、間違えて軽井沢駅で下⾞してしまった」と、期間労働で来日中のベト
ナム籍の⼥性。最初に来られた時、フリーWi-Fi を知りたいと言われたので、待合室で Wi-Fi を使ってゆっくり
されたい方なのかと思った。しかし懸命に通話をしようとしており、携帯を渡され電話に出ると、佐久平駅で
⼥性を待っている関係者の男性から事情を聴かされた。⼥性を駅の改札に連れて⾏き、事情を説明。その⼥性
は再度新幹線に乗って佐久平駅に向かわれた。 
 
上松町観光情報センター  
案内所周辺に季節ごとに楽しめる花や鉢植えの木をアレンジ。毎年少しずつ数を増やしている。公共交通機関
ご利⽤の時間待ちの町⺠や観光客に和んでもらえればと、皆で手⼊れをしている。お陰さまで、「記念に…」
と写真を撮っていかれるお客様もいて、スタッフの励みにもなっている。 
 
＜中部＞ 
岐阜市観光案内所  
案内内容としては、岐阜市及び周辺市町村の観光地に関する情報の他、「ほっと⼀息ぎふの旅」や「岐阜市・
お得に宿泊キャンペーン」といった観光需要喚起策に関する問合せ、「岐阜市シェアサイクル」の利⽤方法な
どに関する問合せ、JR 岐阜駅構内のコインロッカーに関する問合せなどが相次いだ。「岐阜市シェアサイクル」
に関しては、4 月に引き続き、運営会社の担当者が不在となる土日祝日に問合せが増加し、アプリのダウンロー
ドから実際の利⽤方法、ヘルメット及びスマートフォンの貸し出しに関する問合せがあった。 
 
浜松市観光インフォメーションセンター  
5 月 3 日、4 日、5 日の浜松まつりは、3 年ぶりに大凧揚げのみ有観客で開催。凧揚げ会場へのアクセス案内、
浜松まつりの紹介などのパンフレットを英語で準備し、通訳ボランティアガイドさんと協⼒してご案内した。 
 
ごてんば観光案内所  
ノープランでお越しのお客様に箱根での移動方法やハイキングコースをお勧めした。特に話の中で箱根神社に
大変興味を⽰され、その近辺の道案内やバスの乗り場、時刻表、観光船の乗り場や時刻表をお渡しした。天候
の予報なども伝えたためか、非常に喜ばれ、宿泊先のホテルに向かわれた。 

 
 

以上 


