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観光地域づくりを推進する様々な人材の中で、観光案内所の職員は、来訪者と接する「プレイヤー（実践者）」に
分類されます。来訪者への案内業務に加えて、魅力ある観光地域づくりの一翼を担うことも期待される、今後の観
光案内所の職員「地域観光コンシェルジュ」は、以下のように位置づけられます。

・

地域観光コンシェルジュに求められる主な役割としては、「１．来訪者の満足度向上につながる案内業務の実
践」「２．地域の魅力の維持や持続可能な観光地域づくりにつながる活動の実践」の２つを挙げることができま
す。これら２つの役割それぞれを果たすために必要な能力・知識を、３つの能力のカテゴリー「テクニカルスキ
ル（専門的能力）」「ヒューマンスキル（対人関係能力）」「コンセプチュアルスキル（概念化能力）」別にまとめる
と、以下のように整理できます。

・

地域観光コンシェルジュとして求められる能力と育成手法第2章 

2-1 地域観光コンシェルジュとして求められる能力

１．
来訪者の満足度向上に
つながる案内業務の実践

２．
地域の魅力の維持や

持続可能な観光地域づくりに
つながる活動の実践

観光案内所の一員として、
顧客（消費者）や関係者を理解し、
良い関係を築き、維持する能力

案内業務や観光、地元地域に
ついての専門知識

現状や将来の変化を認知・分析し、
課題を発見して、

解決に向けた戦略を構築する能力

地域観光コンシェルジュに求められる役割と、それを果たすために必要な能力・知識（能力のカテゴリー別）の一覧

観光地域づくりを担う人材と地域観光コンシェルジュの位置づけのイメージ

能力のカテゴリー

求められる役割

テクニカルスキル
（専門的能力）

ヒューマンスキル
（対人関係能力）

コンセプチュアルスキル
（概念化能力）

来訪者がどのような情報
を求めているかを理解し、
情報・知識を習得する
効率的・効果的に情報・
知識を提供するために、
ＳＮＳ等を含めて多様な
情報発信手法を習得す
る（外国語対応を含む）
安全に関する情報を収
集し、緊急時には関係機
関と連携して適切に対応
する

①

②

③

来訪者により地元地域
に親しみを感じてもらえる
ように、情報・知識をわか
りやすく興味深く伝える
地元の関係者から、地
域・施設の最新の情報や
奥深い知識を教えてもら
える、良好な関係を築く

①

②

消費者がまだ気が付いて
いない地元地域の魅力を
発掘し、新たな情報提供
や新しい商品・サービス
の開発につながるように、
関係者とともに取り組む
来訪者と地域住民の積極
的な交流促進が、来訪者
の満足度向上と地域振
興につながることを理解
し、案内業務に取り組む

①

②

リピーターやファンづくり
の重要性を理解し、再来
訪を促す情報・知識を積
極的に提供する
地域資源の保全・活用の
重要性を理解する

①

②

案内業務を通じて得た来
訪者の評価や要望（改
善点）を、地域の関係者
へきちんとフィードバック
できる信頼関係を築く
（フィードバックできる体
制をつくる）

① 観光地域づくりの活動
に、地域観光コンシェル
ジュも大きな役割が期待
されていることを理解する

①

観光地域づくりを担う人材のカテゴリー

リーダー コーディネーター
（企画・調整者）

プレイヤー（実践者）
※観光案内所の職員など

地域観光
コンシェルジュ
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１．「来訪者の満足度向上につながる案内業務の実践」に必要な能力・知識

地域観光コンシェルジュとして最も求められるのが、消費者（来訪者、ウェブサイトの閲
覧者）にとって役に立つ案内業務・情報発信を行うことです。そのためには、提供する情
報や知識が正確であることは当然ですが、地域ならではの情報や知識であること、それ
をタイムリーに、消費者の手元に届く媒体・手法で提供できる能力を身につけることが
求められます。
インターネットの普及により、消費者は手軽に、地域の詳細な情報を大量に入手するこ
とができるようになりました。これに対して、地域観光コンシェルジュが行うべき案内業
務とは、一つには、地域で暮らすコンシェルジュだからこそ入手できる地元ネタやユ
ニークな人々の紹介、特にここでしか食べられないおいしい食べ物について、“外からの
旅行者の視点”で情報収集を行うことが、マスメディアや来訪者による口コミとの差別
化につながります。
地域観光コンシェルジュの二つ目の優位性とは、一人ひとりの来訪者の意向・状況に合
わせた案内業務ができるということです。観光パンフレットやウェブサイトは、広く一般
的に必要とされている情報を基本的に掲載していますが、対面での案内では、その都
度、詳細な情報の提供や柔軟な対応が可能になります。

・

・

・

［解説（留意点）］

地元地域の観光資源（自然資源、人文資源）については、観光情報をまとめた資料や
郷土資料などから自習したり研修を受けることによって学ぶことができます。
観光資源や観光施設・商店などについては、知識だけではなく、実際に現地を訪れて体
験することも重要です。その際、単に見るだけではなく、関係者からヒアリングをする、
現状改善の意識を持ちながらフィールドワークとワークショップを行うなど、より主体的
に参加することが重要です。

・

・

［学習方法］

来訪者がどのような情報を求めているかを理解し、情報・知識を習得する
効率的・効果的に情報・知識を提供するために、SNS等を含めて多様な情報発
信手法を習得する（外国語対応を含む）
安全に関する情報を収集し、緊急時には関係機関と連携して適切に対応する

◆テクニカルスキル（専門的能力）
① 
②

③
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地域観光コンシェルジュとして習得した多くの情報や知識を、来訪者の求めに応じてわ
かりやすく伝えられるコミュニケーション能力を身につけることが重要です。これは、短
い乗り換え時間にスピーディに案内を行ったり、逆に高齢者や外国人にはゆっくりと会
話をするといった、利用者の状況に応じた案内業務を行う配慮ができる能力ということ
もできます。また、歴史やものづくりの専門知識など難解な知識については、パネルや
動画を用いて解説するなど、できるだけ興味を持ってもらえる工夫ができることも大切
な能力です。
地元の観光資源や観光施設・商店などについての詳細な最新の情報のすべてについ
て、地域観光コンシェルジュ個々人が観光パンフレットやテキストから勉強することは、
非常に大変です。また、パンフレットといった紙媒体だけでは、実感としてその魅力を理
解することは難しいものです。こうしたことから、地域観光コンシェルジュは、日頃から足
しげく地元の施設を訪ねて顔見知りになり、現場の様子を見聞きし、教えてもらいなが
ら理解することが重要です。このような良好な人間関係を築くことができる能力も、地域
観光コンシェルジュには求められます。

・

・

［解説（留意点）］

ヒューマンスキルとは、多くの部分がその人本来の気質・性格によるため、研修などの
学習によってすべてを学べるものではありません。むしろ、同じ観光案内所で働く先輩
や同僚の中から、「利用者に評判の良い地域観光コンシェルジュの仕事ぶり」を学ぶこ
とが非常に大切です。このように、他者の優れたところから学ぼうとする謙虚な姿勢も、
ヒューマンスキルとして重要だといえます。

・
［学習方法］

来訪者により地元地域に親しみを感じてもらえるように、情報・知識をわかりや
すく興味深く伝える
地元の関係者から、地域・施設の最新の情報や奥深い知識を教えてもらえる、良
好な関係を築く

◆ヒューマンスキル（対人関係能力）
① 

②
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現在、来訪者から求められている観光情報以外にも、まだ地元には別の魅力が眠ってい
るかもしれない、それを発掘して新しい商品やサービスを作り出そうという意識を常に
持つことは、地域観光コンシェルジュにも求められます。新たな商品開発は地域観光コ
ンシェルジュだけで実現できるものではありませんが、日常的に来訪者と接してマー
ケットの動きを感じている地域観光コンシェルジュには、地元の関係者へ有益なフィー
ドバックを行う役割が期待されます。
地域観光コンシェルジュ自身が、自ら行っている案内業務は来訪者と地域住民を結び付
け、最終的には地域振興にもつながるのだと認識できると、日々の業務に対する意識や
取り組み姿勢が変わってくるでしょう。このように、自らの仕事を観光地域づくりの中に
位置づけて考えられることも、重要な能力の一つです。

・

・

［解説（留意点）］

抽象的な事柄を検討し、具体的な戦略・戦術に落とし込むコンセプチュアルスキル（概
念化能力）は、必ずしも研修のような学習だけで習得できる能力ではありません。旅行
商品の開発など、より創造的な業務に携わる際には、初めはできるだけ多くの先進的な
事例を学ぶことが重要です。そして、まずは地元地域の核となるエリアを舞台にした旅
行プランの検討・試行など、少しずつ成功体験を積んでいくことが、着実な学習方法の
一つといえるでしょう。

・
［学習方法］

消費者がまだ気が付いていない地元地域の魅力を発掘し、新たな情報提供や
新しい商品・サービスの開発につながるように、関係者とともに取り組む
来訪者と地域住民の積極的な交流促進が、来訪者の満足度向上と地域振興に
つながることを理解し、案内業務に取り組む

◆コンセプチュアルスキル（概念化能力）
① 

②
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２．「地域の魅力の維持や持続可能な観光地域づくりにつながる活動の実践」に必要な能力・知識

来訪者からの求めに応じて情報提供を行うだけではなく、魅力ある観光地域づくりにも
関わる地域観光コンシェルジュとしては、リピーターやファンづくりをも念頭に案内業務
を行うことが求められます。例えば、季節を変えて再度訪れたくなるような情報提供の
仕方や、より奥深い情報を提供して、また来て体験したくなるように誘うといった配慮が
できる能力が求められます。
特に保護すべき自然資源や古い建物などについては、資源保護の観点から入場を制限
したり、訪問にあたっての留意点をきちんと伝えるといったことも実践できなくてはなり
ません。より多くの来訪者を迎えることは地域振興の大きな目的ではありますが、持続
可能な観光地域であるためには、利用者にとって不便なことであっても毅然として伝え
る姿勢が、地域観光コンシェルジュには求められます。

・

・

［解説（留意点）］

地元地域の観光資源（自然資源、人文資源）については、観光情報をまとめた資料や
郷土資料などから自習したり研修を受けることによって学ぶことができます。特に、季節
ごとのきめ細かい情報を把握することと、ファンづくりのためには、ソーシャルネット
ワーキングサービス（SNS）を活用して、旅行の前後にも地域と消費者の間に対話を生
み出し、地域に対する関心を持たせ続ける仕掛けも求められます。こうしたSNSによる
情報発信を実際にやってみることで、消費者に好評な情報や画像のツボなどもわかる
ようになります。
観光資源や観光施設・商店などについては、知識だけではなく、実際に現地を訪れて体
験することも重要です。その際、単に見るだけではなく、関係者からヒアリングをする、
現状改善の意識を持ちながらフィールドワークとワークショップを行うなど、より主体的
に参加することが重要です。

・

・

［学習方法］

リピーターやファンづくりの重要性を理解し、再来訪を促す情報・知識を積極的
に提供する
地域資源の保全・活用の重要性を理解する

◆テクニカルスキル（専門的能力）
① 

②
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観光案内所へ寄せられる利用者からの様々な評価や要望は、地元地域全体の魅力向上
のためにきちんとフィードバックされることが重要です。ただし一般的には、耳の痛い話
は素直に受け入れられないものです。そのため、地域観光コンシェルジュは、日頃から
地元関係者とコミュニケーションを図ってきちんと信頼を得て、来訪者の苦情を含めて
何でも話せる関係を築いておくことが必要です。

・
［解説（留意点）］

ヒューマンスキルとは、多くの部分がその人本来の気質・性格によるため、研修などの
学習によってすべてを学べるものではありません。特に、観光地域づくりに関わる人材
に必要な能力としては、専門知識は大前提として、利害関係を調整できる対話力・交渉
力、信頼関係を構築できる人柄などが大いに求められます。そうした能力をどのように
習得するかは、観光地元にモデルとなる人材がいれば、その人の働きぶりから学ぶとい
うことが大切ですし、観光地域づくりの先進事例について、キーマンに焦点を当てた
ケーススタディによって学ぶということも考えられます。

・
［学習方法］

案内業務を通じて得た来訪者の評価や要望（改善点）を、地域の関係者へきち
んとフィードバックできる信頼関係を築く（フィードバックできる体制をつくる）

◆ヒューマンスキル（対人関係能力）
① 
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これまで多くの観光地域において観光案内所の職員は、魅力ある観光地域づくりへの
関わりは少なかったといえるでしょう。今後は「地域観光コンシェルジュ」として、従来か
ら実践してきた的確で温かい案内業務と観光地域での充実した時間の過ごし方の提案
という業務に加えて、魅力ある観光地域づくりへ関わっていくことが求められています。
そのためには、これまでのように、案内業務に関する専門知識のみならず、地域全体の
現状や課題をきちんと認識する能力や、さらに今後どのような戦略を取るかといったこ
とまで考えて業務に取り組む姿勢が求められます。

・
［解説（留意点）］

抽象的な事柄を検討し、具体的な戦略・戦術に落とし込むコンセプチュアルスキル（概念
化能力）は、必ずしも研修のような学習だけで習得できる能力ではありません。この能力を
高める一つの方法は、地元で開催されている観光地域づくり活動に参加して議論に加わ
り、少しずつ知識や人のつながりについて学んでいくことが最短の道でしょう。

・

［学習方法］

観光地域づくりの活動に、地域観光コンシェルジュも大きな役割が期待されて
いることを理解する

◆コンセプチュアルスキル（概念化能力）
① 

これまで多くの観光地域において観光案内所の職員は、魅力ある観光地域づくりへの
関わりは少なかったといえるでしょう。今後は「地域観光コンシェルジュ」として、従来か
ら実践してきた的確で温かい案内業務と観光地域での充実した時間の過ごし方の提案
という業務に加えて、魅力ある観光地域づくりへ関わっていくことが求められています。
そのためには、これまでのように、案内業務に関する専門知識のみならず、地域全体の
現状や課題をきちんと認識する能力や、さらに今後どのような戦略を取るかといったこ
とまで考えて業務に取り組む姿勢が求められます。

・
［解説（留意点）］

抽象的な事柄を検討し、具体的な戦略・戦術に落とし込むコンセプチュアルスキル（概念
化能力）は、必ずしも研修のような学習だけで習得できる能力ではありません。この能力を
高める一つの方法は、地元で開催されている観光地域づくり活動に参加して議論に加わ
り、少しずつ知識や人のつながりについて学んでいくことが最短の道でしょう。

・

［学習方法］

観光地域づくりの活動に、地域観光コンシェルジュも大きな役割が期待されて
いることを理解する

◆コンセプチュアルスキル（概念化能力）
① 

コラム

３つの能力のうちヒューマンスキル（対人関係能力）は、初心者であっても比較的優れている（大
きく表現されている）ことに注目して下さい。これは、的確な案内業務を実践するためには、専門
的な知識と案内業務を行う際のヒューマンスキルを身につけることが必要ですが、このうち
ヒューマンスキルは、その人本来の気質・性格に左右される面が大きいため、可能な限り、職員と
して採用する段階でその適性をある程度見極めておくことが重要であるということです。
本書では、主に集合研修や自習によって育成できる領域について解説していますが、本人が
持っている熱意や気質、事業との相性の良さを伸ばすという観点も、ヒューマンスキルが業務
に大きく影響する観光案内所の職員を育成する際には重要です。

・

・

初心者からベテランへ成長するイメージ
３つのスキルが、幅広く・奥深くなり（特にテクニカルスキル）、成長し（特にヒューマンスキル）、
新たに形成される（コンセプチュアルスキル）。

［初心者］

［ベテラン］

テクニカルスキル
（専門的能力）

コンセプチュアル
スキル

（概念化能力）

コンセプチュアル
スキル

（概念化能力）

テクニカル
スキル

（専門的能力）

ヒューマンスキル
（対人関係能力）

ヒューマンスキル
（対人関係能力）

地域観光コンシェルジュとして実績を積み、成長していくということは、以下のようなイメージ
として捉えることができます。

地域観光コンシェルジュの成長イメージ
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観光案内所の職員は、電話で、または案内所で対面して、多くの問い合わせや相談を受けます。会
話の仕方や所作一つで、無意識に相手に対して良くない印象を与える恐れがあるため、基本的な
心構えを身につけておくことが大切です。
観光案内所の職員と利用者との直接的なコミュニケーション（一対一）の手段としては、一般的に
「メール」「電話」「対面」の３つが挙げられます。

メールの最も大きな特徴は、案内所の営業日・時間を気にせず、利用者の都合が良い時に問い合
わせを送受信することができるということであり、また、例えば交通アクセスと宿泊施設、その周辺
の観光施設といった複数の事柄について一括して問い合わせる場合などに便利だということで
す。つまり、ある程度、問い合わせの内容が明確な利用者にとっては、便利な手段です。
観光案内所としては、添付ファイルや参考にしてほしいホームページのURLを送ることなどで、より詳
細で奥深い情報提供が可能ですが、一方で、メールによる手軽な問い合わせが増えることにより、
メールへの返信に時間が取られることにもなります。こうしたことから、速やかな回答のために、ま
た、問い合わせの用件以外にも相談を受けながら提供する情報の幅を広げるといったことのために
も、メールと電話での対応を上手に組み合わせることが大切です。

電話での対応が対面での対応と最も大きく異なる点は、相手の表情がわからないため声だけで
ニーズを把握しなくてはならないということです。同時に、こちらの態度や気持ちも、声色で先方へ
伝わることに留意して下さい。
声のトーンに気を付けたり、印象の良い言葉を選んで使うといったマナーに関すること以上に、以下
のような５つの能力が求められます。

　①聞き取る力：利用者が言いたい、伝えたいと思っていることを正確に聞き取る。
　②伝える力：利用者に話したことが、正確に伝わったかどうか。単に話す力ではない。
　③質問力：より希望に沿えるよう、効率よく情報を引き出す力。
　④察知力：電話では特に必要。利用者の言葉以外の情報（声のトーン、大きさ）などから、利用の
　　状況を感じ取る力。
　⑤判断力：お伺いした様々な情報から即答、またはどのように対応するかを総合的に判断する力。

対面でのやり取りの最低限のマナーは、まず挨拶の言葉を掛けて笑顔で対応することです。また、
立ち位置は相手が不快に感じない距離を保ち、威圧感を与えない程度に相手の目を見て話しま
しょう。
そして最も大切なことは、相手の立場に立って対応することです。急いでいるのか、じっくりと相談し
たいのか、客観的な情報を得たいのか、地元の人のお薦めの情報を聞きたいのか、その時の移動手
段は何か、ハンディキャップをお持ちではないか（コミュニケーションや移動について支障はないか）
など、相手の様子を窺いながら、または要望を詳細に聞いて、的確に対応することが求められます。

・

・

・

・

・

・

・

・

2-2 利用者との直接的なコミュニケーションの手段
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観光案内所が行う案内業務は、来訪者へ対面で行うものだけではありません。旅行前から旅行中
の情報収集、そして旅行後の情報発信（口コミ）に役立ててもらうために、ホームページやメールマ
ガジンの定期的な情報更新・発信やスマートフォンから情報を得られる体制づくりも重要です。
情報の内容としては、地元地域でなくては発信できない情報や画像を発信することが大切です。地
元の人しか知らないことや観光パンフレットには載っていない情報、そして美しさやおいしさ、感動を
伝えられる鮮明な画像を厳選して、常に発信することが重要です。
こうした地域の奥深い情報の収集や発信は、現状では、観光案内所の個々の職員の価値観や熱
意・自主性に任せられている場合も少なくありません。情報の収集・発信を個々人の評価基準に任
せ、時間的・経済的な負担を強いていては、一貫した、継続的な取り組みにはならないことから、観
光案内所の業務として組織的に取り組んでいくことが重要です。

具体的には、発信する情報と媒体によって対応が異なります。観光案内所が発信する情報には、主
に、観光パンフレットやホームページ等で提供する固定的な情報（ストック型の情報）と、ツイッター
やフェイスブックといったSNSで提供するフロー型の情報があります。
ストック型の情報、特にホームページの情報は、常に更新されていることが、利用者にとっては重
要です。そのために、情報更新日を明示しておくことや、ホームページ上の全情報を漏れなく更新
するための年間計画を立てて定期的に編集会議を開催するなど、組織的な取り組みが必要です。
フロー型の情報も、常に新しい情報を提供し続けることが重要ですが、どのような話題を提供すれ
ば良いか悩むかもしれません。これまでは、例えばイベント情報としては、イベントの概要や結果に
ついて主に発信していましたが、これを今後は、イベント当日までの準備の様子を伝えたり、ポス
ター等のデザイン募集の告知をしたり、イベントを体験した人とのコミュニケーションの場として
使うなど、不特定多数の消費者と双方向の対話形式（ダイアログ）のやり取りができる仕組みを作
ることが重要です。このようなフローの情報がたくさん流れることにより、こうしたやり取りを見聞き
した人へもこの地域の情報が拡散し、共感を得ていくことも期待されます。

観光案内所がSNSを使う場合、ある種の「人格」を持たせて情報を発信していくことになりますが、組
織として取り組むにあたっては、その「人格」のキャラクター設定を行うなどして、情報を発信する際の
「トーン＆マナー」をきちんと定めておくことが重要です。すなわち、自らの観光案内所のキャラク
ター設定を「アクティブな若手の女性」とするか「実務的な男性」とするか等で、情報を書き込む際
の文章表現が決まってきますし、絵文字は使わないといったルールを決めることで、観光案内所の
どの職員がSNSで情報を発信しても、この組織の印象がぶれません。逆にいうと、消費者からある
強い印象を持たれている地域は、それを損ねないようなキャラクターを設定することが重要です。
近年のスマートフォンの急激な普及により、旅行中の情報収集の手段として、その位置づけが大きく
なっています。特に位置情報を活用した情報提供のあり方は、現在、大きく変化しているところで
す。消費者が今、どのような手段で情報を得ているか、常にトレンドを把握することが重要です。
昨今はSNSを使って、旅行者自身が旅先の情報や実体験に基づいた感想（評価）を発信していま
す。こうしたインターネット上に流通する個人発の情報をすべて詳細に把握することは不可能です
が、最低限、自らの地域についての悪い評判や改善すべきと指摘されている点についてはチェック
を怠らない姿勢が必要です。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2-3 不特定多数の利用者とのコミュニケーション手段
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来訪者からの問い合わせに的確に応えられるように、多くの地域で観光情報や地元の歴史・文化
などについて学ぶ研修や現地視察会などが開催されています。また、気持ちの良いコミュニケー
ションに必要な身だしなみや応対の仕方について学ぶおもてなし研修も頻繁に開催されていま
す。引き続き、こうした研修によって専門知識やスキルを向上させることが重要です。
今後は、その業務の延長として、来訪者とのやり取りの中から得たヒントを、魅力ある観光地域づく
りに活かすという役割が期待されています。
こうした新たな役割を期待される地域観光コンシェルジュの育成は、これまでの人材育成への取り組
み熟度や対象者の顔ぶれによって、様々な手法の中から取捨選択して行うと良いでしょう。
以下では、人材育成への取り組み熟度別に、育成の進め方のイメージを２つ示しました。

・

・

・

・

ただし、地域観光コンシェルジュの主業務は、あくまで観光案内所における案内業務ですので、観光
地域づくりの中核人材を対象とする研修すべてに出席する必要はないでしょう。地域観光コンシェル
ジュが観光地域づくりに関する研修に参加する目的は、自らの地域の観光ビジョンを理解し、地域の
より奥深い情報やより広域の情報を提供する意義を理解して実践できるようになることであり、案内
業務の現場で得た来訪者の評価や要望、不満を、観光まちづくりを推進する人々へフィードバックで
きるようになることです。

・

2-4 研修を企画・実施する際の留意点

育成の進め方のイメージ（その1）
これまではおもてなし研修が中心で、観光地域づくりに関する研修実績が少ない地域の場合
体系的な理論や専門知識を学ぶためには、わかりやすく整理された講義形式が効率的です。
ただし、より現場に即した実践で使える考え方や対応力、応用力を身につけるためには、講義による知識の
習得だけでは不十分です。フィールドワークやワークショップを取り入れたり、実際に現地を訪れて観光資
源を確認したり、旅館の現場などを体験するといった研修が必要です。
新人職員の場合は、先輩の日頃の働きぶりを見て学ぶことや、指導社員が付いてきちんとしたアドバイスを
受けられる場合は、OJTによる育成も効果的です。

・
・

・

育成の進め方のイメージ（その2）
観光地域づくりに関する研修実績が比較的豊富な地域の場合
これまで長期的に観光地域づくりの人材育成に取り組んできた地域では、知識を学ぶ研修よりも、自らの地
域にとって参考となる先進事例をケース教材として学ぶ研修や、地域の各利害関係者の考えを洗い出して
合意形成を図るためのワークショップやディスカッションの場を設けることが必要でしょう。

・
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観光産業従事者が参加しづらい繁忙期や週末を避けて、実施日を設定することが基本であるが、多様な
業種から受講者を募る場合、最も核となる対象者や最も多くの受講者を見込める業種の都合に合わせ
ることが重要である。
実施場所も、受講者が最も参加しやすい場所とすることが基本であるが、フィールドワークの舞台を選定
する場合は、研修目的にふさわしい、多くの学びが得られる地域を設定する。
フィールドワークやワークショップを行う場合は、フィールドと研修会場の距離（移動にかかる所要時間
等）の確認や、グループでの作業スペースを充分に確保できる会場（会議室等）の手配が必要となる。ま
た、新しいアイデアや取り組みについて議論を行う場合は、リラックスした雰囲気の会場や、受講者同士
の顔が見える座席の配列にするなど工夫が必要である。

・

・

・

■人材育成研修を企画・実施するにあたっての留意点
▶［実施時期・会場］

一つのテーマで複数回の研修を行う場合は、あらかじめ全体のカリキュラムと開催日時を示し、全回一
括して申し込みを受け付けることが望ましい。初回から最終回までの期間が間延びすることがないよう
設定し、受講者が熱意を持って取り組めるようにする。
各回の適切な所要時間は、研修テーマや研修手法により異なるが、1時間半から2時間に1回程度は休憩
時間を設けることが大切である。遠隔地からの受講者がいる場合は、開始時刻と終了時刻に配慮が必要
である。

・

・

▶［全体カリキュラムと各回のスケジュール］

研修の成否を大きく左右する講師やファシリテーターの選定は重要である。知識や情報をわかりやすく
教授できることと同時に、受講者の想いや考えを引き出したり、受講者同士の議論を活性化させる技量
も求められる。
観光案内所の現場で実践されている優れた取り組みなど、受講者同士が講師役になることも有益であ
る。その際も、研修全体をコーディネートする講師は必要である。

・

・

▶［講師・ファシリテーター］

集合研修の機会に、普段交流する機会がない人同士が、地域や組織、業種、年代を越えて情報や意見を
交換することは、非常に有益である。議論は、メンバー同士が考えや意見を否定することなく行うことが
重要であり、グループ・ディスカッションのグループ分けは、自由闊達な議論が行われるように、性・年代、
地域の中での発言力の大きさなどに配慮してグループ分けを行う必要がある。
講師・ファシリテーターは、すべてのグループで議論が活発に行われるように、研修会場を巡回しながら
議論の視点のヒントを与えたり議論を誘導するといった支援を行い、最後に総括的なアドバイスを行う
ことが求められる。

・

・

▶［グループ・ディスカッションの進め方］


