
第1部
［先進事例紹介］地域の魅力を伝える「地域観光案内人」の役割とは

～東北観光博での取り組みから～
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各地の観光案内所の職員のように、自らの地域の魅力を一般消費者や実際に訪れた来訪者へ伝え
る立場の人材には、どのような役割が期待されるのでしょうか。
観光案内所の職員に求められる能力や知識は、観光案内所の特性によって様々ですが、地域の奥深
い魅力を体験させ、地元の人 と々の交流を促すことを目指した、東北観光博における「地域観光案内
人」は、観光案内所の職員の一つのモデルと言えるでしょう。
第1部では、地域の魅力を伝える人材の一つの姿として「地域観光案内人」の活動を紹介します。こ
こから、目指すべき人材の一つのあり方とその育成のポイントを学びましょう。

・

・

・

平成24年3月から1年間、東北6県を舞台に「東北観光博」が開催されました。この取り組みは、東日
本大震災の発生によって大きく落ち込んでいる東北地域への旅行需要を喚起するとともに、新た
な観光スタイルを構築することを目的としていました。
具体的には、「こころをむすび、出会いをつくる。」をコンセプトとして、東北地域全体を一つの博覧
会の会場と見立て、その中に30のゾーン（観光エリア）を設けて、来訪者が東北地域内を広域に回
遊できる自由度が高い旅行環境をつくるとともに、ゾーン内では従来の観光スポットだけでなく、
それぞれの地域の人々と出会い、そこで営まれる日常生活にも触れるなどより奥深い体験ができ
るといった、新たな観光スタイル「滞在交流観光」を構築することを目指していました。
東北観光博の取り組みの全体像は、以下のとおりです。

・

・

・
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東北観光博の開催概要・コンセプト第1章 

ゾーン毎に個性あふれるテーマを
設定・滞在プログラム等を提供

・ ゾーン内の鉄道駅等
の拠点に設置

・ 地域観光案内人を常
置し、おすすめ滞在
プログラムの紹介

・ 東北パスポート 
の発給等

・ スタンプ押印

・ ゾーン内複数箇所、各
商店等に設置

・ 地域観光案内人を常置

・ 旬な情報をリアルタイムで発信
・ SNS等を使用した、お客様との双方向
コミュニケーション

・ 28のゾーンの魅力が一
目でわかる内容を記載

観光情報の一元化

顧客評価

民間事業者等によ
る東北地域への送
客強化各種施設・店舗・イベント等

東北観光博サポーター・
認定プロジェクト
幅広い起業・団体等が東北の
観光振興に賛同・支援

太平洋沿岸エリア
地域の復興に向けた取組み等を発信

公式ガイドブック

旅のサロン

ポータルサイト

東北パスポート

旅行客

パスポート持参 情報収集

情報収集・
コミュニケーション

ゾーン独自の
情報発信

魅力を
アピールスタンプ

観光案内の
紹介等

パスポート持参 割引等の実施

訪問

表紙：ちばてつや氏

地域観光
案内人

地域観光
案内人

旅の駅
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これらの取り組みの中でも、旅のサロンと旅の駅で来訪者を出迎える「地域観光案内人」の存在が、
東北観光博の特色となっています。観光案内所及び各施設の職員が研修を受講して地域観光案内
人となり、東北観光博終了時には、登録者は東北6県で1,134人となりました。
この地域観光案内人を配置することによって、来訪者への情報発信をガイドブックやホームページと
いった媒体だけに頼るのではなく、情報発信に対して意欲とある程度スキルを持った地域の人材（地
域観光案内人）による窓口での案内に加えて、ツイッターやフェイスブックを使った、人の顔が見える
双方向のコミュニケーションを重視したのです。
特に、観光案内所の機能の違いによって、各ゾーンの入り口に立地する「旅のサロン」と、ゾーン内
の観光施設や店舗、レストラン等を「旅の駅」として、それぞれ役割分担を明確にして位置づけたこ
とが特色です。

・

・

・

地域観光案内人が常駐し、ゾーンの情報や東北観光博に関する情報を発信
東北パスポートの発給、スタンプ押印

観光客の行動範囲に対応した情報提供
これまでの観光案内所では、案内所がある市町村の枠を越えた案内ができない場合が
あったが、旅のサロンでは、観光客の行動範囲を踏まえてゾーン全体の案内を行った。
地域の幅広い情報の提供
これまでの観光案内所では、観光スポット・観光施設の情報提供が中心で、地元で人気のレ
ストラン等を個別に紹介できない場合もあったが、旅のサロンでは、観光スポット・観光施
設の情報に加えて、地域を楽しむ滞在プログラムや地元で人気のレストランの紹介、ガイド
ブックに掲載されていない地元ならではの情報や季節ならではの情報も提供した。
観光客と地域の人々がふれあうためのつなぎ役
旅のサロンは、案内をするだけではなく、観光客とのコミュニケーションを通じて、人気の
高い「旅の駅」やガイド付き滞在プログラムの紹介など、ゾーンを訪れた観光客が地域の
人々とふれあう機会をつくりだし、リピーターとなってもらうための取り組みも行った。

■旅のサロン
1）主な役割
①
②
2）特徴 
① 

②

③

観光客と地域の人々の交流拠点
観光客にトイレや無料休憩の場を提供する役割、おもてなしの心を持って地域の情報を丁
寧に案内する役割、観光客と地域の人々とのふれあい及び交流を創出する役割など、観光
客にゾーンでの滞在をより楽しく、深く心に残るものとしてもらうための取り組みを行った。
「旅の駅」における地域観光案内人
「旅の駅」の地域観光案内人は、「旅のサロン」や他の「旅の駅」の地域観光案内人と連携し
て、ゾーン全体で観光客のおもてなしを行った。

■旅の駅
1）主な役割
ゾーン内の様々な場所に設置され、地域の案内所や地元の商店などが運営した。
2）特徴 
① 

②



　地域観光案内人は、東北観光博の開催期間中、以下のような「おもてなしの五箇条」に則って、「旅
のサロン」と「旅の駅」のそれぞれの場で活動しました。

お客様の期待に応える、頼られる案内・サービスを提供しましょう。
ゾーン及び周辺地の様々な情報はもとより、季節に応じた旬な情報や、お客様や地元の評価が高い
滞在プログラム・食事処などを案内しましょう。
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東北観光博において地域観光案内人が果たした役割第2章 

徹頭徹尾お客様の視点に立ったサービスの提供

商店街・集落など地域の日常空間への回遊促進

その1

地域の人々とお客様の交流の促進

具体的な行動や、
意義など

東北の豊かな個性や文化を感じて頂けるような、とっておきの情報をお客様に伝えてみましょう。
情報は、他の詳しい人に聞いたり、お客様の口コミを掲載しているポータルサイト等から集められます。
ポータルサイトの一部の印刷などによっても、他ゾーンの旬の情報をお客様に伝えられます。

徹底的な顧客志向。このベースになるのが、お客様等による評価です。
お客様の評価をポータルサイトに投稿してもらうよう積極的に働きかけましょう。

お客様等による評価が原点
その4

具体的な行動や、
意義など

いい評価をお客様に積極的に投稿して頂くと、そのぶん、ポータルサイト上で滞在プログラムやゾーン全　
　体の評価が高まり、ポータルサイト上の露出も増えます。
ポータルサイト等に寄せられる苦情や問合せは、お客様の期待の裏返し。とりあえずでも24時間以内に返　

　答してみましょう。また高い評価には感謝の気持ちを伝えてみましょう。

地域に興味をもってもらい、地域に来訪してもらうために、“あなたならでは”の情報、旬な情報を
ポータルサイトで積極的に発信しましょう。
「あなたに会いに来た」とまで言われれば、スーパー案内人です。

“あなたならでは”の情報の発信
その5

具体的な行動や、
意義など

ポータルサイトを通じ、四季の移ろい・行事や、その時々の地域の「売り」等を発信することで、地域の豊かな
　表情を伝えられますし、元気がいいゾーンだと思ってもらえます。
「また行ってみようか」「また会いに行こうか」となれば、新たなファン・リピーターの誕生です

具体的な行動や、
意義など

東北パスポート配布やスタンプ押しは、「ふれあい」のきっかけづくり。お客様に話しかけてみましょう。
外国のお客様への対応や、東北観光博でわからないことの確認には、コールセンターが味方です。

地域の人々とのふれあいを通じて、お客様に地域を好きになってもらいましょう。
ガイド付きツアーの紹介や地域の名物・名人の紹介など、地域の多くの人々とふれあう機会を積極
的に創出しましょう。
地域の人々との楽しいふれあいが、笑顔に、そして再来訪につながります。

その2

具体的な行動や、
意義など

地域の歴史・文化をふり返り、日常空間にある地域の魅力を再発見して、伝えてみましょう。
パスポートコントロールや旅行調査からの情報は、今後の地域づくりや地域連携にとって大切です。

観光スポットだけでなく、地域全体の空間を感じてもらうために、地域の人が好きな場所へ、季節に
応じた旬な場所へお客様を案内しましょう。
ひと・もの・かねは世界中を動きますが、空間は移動できません。地域全体の空間をお客様が回遊
し、楽しんでもらうことが、明日の地域の活性化につながります。

その3

■おもてなしの五箇条（内容は当時のものです）



06

地域観光案内人に求められる役割としては、第一には、来訪者に喜ばれる情報の提供や地元地域で
の充実した時間の過ごし方を提案することであり、そうした活動が結果として地域経済に寄与した
り、地域観光案内人自身の充実感につながることが期待されていました。
実際に東北観光博で活動した地域観光案内人を対象に実施したアンケートからは、こうした役割
をある程度実践できたという結果が出ています。

・

・

より具体的に地域観光案内人が実践した活動の内容をみると、「地元で評判の良い飲食店を選び、
お薦めする」という活動の割合が最も高くなっていました。これは同時に、来訪者から求められてい
ると最も強く認識されていた項目であることから、ニーズに合った活動がある程度、実践できてい
たといえるでしょう。
逆に、実践が難しかった活動としては、東北観光博の開催趣旨からは大いに期待されていた「広域
情報の提供」や「インターネットを利用した旬の情報発信」が挙げられました。これは、情報収集の
面の課題（要員やＩＴリテラシーの不足）や、ツイッターやフェイスブックといった新しいツールの
活用が進んでいないといった課題に原因があると思われます。
その他、地域観光案内人が果たした役割を検証するにあたっては、所属する観光案内所の立地条件
や特性も勘案する必要があることが、アンケート結果からみえてきました。すなわち、例えば観光案内
所が鉄道の乗り換え駅にある場合は、地域住民との交流を促したり滞在時間を延ばすための情報の
提供は、ニーズが少ないものです。このように、観光案内所やそこに所属する地域観光案内人の役
割とは、一律に決めるものではなく、来訪者のニーズに的確に応えられるものでなくてはいけません。

・

・

・

■地域観光案内人が果たした役割（出典：「おもてなしの五箇条検証アンケート」）

1 .ひとりひとりのお客様が求めている情報は何かを考え、提供する
2 .季節を変えて再来訪いただくなどのリピーター化を念頭において情報提供・情報発信や会話をする
3 .地元にお金が落ちるように、また、地元で滞在時間が延びるように、身近な観光スポット、飲食店を紹介する
4 .お客様にとって、わかりやすい、あるいは楽しいご案内．情報提供・情報発信の方法を工夫する
5 .日頃から最新の観光情報を収集し、話題の施設や店舗に出かけて自ら体験するなどして案内活動に活かす

77.0％ 20.0％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

1.0％1.0％1.0％

67.0％

実践できている

32.0％

78.0％ 20.0％

80.0％ 18.0％

81.0％

1

5

4

2

3 13.0％

1.0％

1.0％

1.0％

3.0％

1.0％

2.0％

2.0％

あまり実践できていない 実践する必要はない その他 無回答
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地域観光案内人の人材育成の取り組みとその留意点第3章 

平成25年3月に東北観光博が終了した後、「旅のサロン」や「旅の駅」、そして地域観光案内人の設
置は、国の事業としては継続されないことになりました。しかしながら、東北観光博を契機として誕
生した地域観光案内人の活動は、来訪者が広域を回遊し、地域に滞在する旅行スタイルを後押し
するものであると、東北各地でその重要性が認められたことで、多くのゾーン運営協議会がその後
も存続し、地域観光案内人が引き続き活動を行うことになりました。
観光庁としても、育ちつつある各地の観光案内所の人材の育成と、広域での連携強化を支援す
るために、平成25年度事業の中で、フォローアップ研修「広域交流研修」を実施しました。
これは、東北各地の観光案内所で、来訪者に直接対応している職員（地域観光案内人）を対象に実
施したもので、案内所職員として理解しておくべき理念や知識、効果的な情報発信を行うための留
意点等についての講義と、東北各地で地域観光案内人の立場でどのような活動を行っているかを
お互いに知り合うためのワークショップで構成されました。
この「広域交流研修」は、これまで研修に参加する機会が乏しかった観光案内所の職員に対して、「東
北観光博で活動した地域観光案内人」という枠組みで参加を呼び掛けたものです。受講者は、「東北
地域という広域の中で自らの地域の良さや課題」を再認識するとともに、同じ立場で日々来訪者に対
応している者同士、同じ悩みやその解決策を知る貴重な機会となりました。こうした広域で地域観光
案内人同士が知り合い、研修後も日常業務の中でお互いに連携していくことが、来訪者に広域観光
を促すための情報提供を行うことにつながるものと期待されます。

以上のように、東北地域という広域での「東北観光博」という統一的な取り組みを通じて、観光案内
所の職員という同じ立場で活動している人材同士の連携が始まりました。「東北観光博」では、国
が、広域で人材の連携を進めるための仕組みづくりを行い、人材育成の最初のステップを支援しま
した。今後も東北地域において、こうした人材の育成を進めていくためには、引き続き広域で定期
的に、地域観光案内人同士が研修や情報共有の会議等に参加して、実際に交流することが重要で
す。そして、それらを進めるための事務局機能をいずれの組織が担うかが、事業の成否のカギと言
えるでしょう。
全国の他の広域観光エリアにおいて同様の人材育成に取り組む際にも、観光案内所の職員の最初
の出会いの場づくりとともに、その事業を継続させるための事務局機能を確保することが、非常に
重要です。

・

・

・

・

・

・

に、地域観光案内人同士が研修や情報共有の会議等に参加して、実際に交流する
そして、それらを進めるための事務局機能をいずれの組織が担うかが、事業の成
でしょう。
国の他の広域観光エリアにおいて同様の人材育成に取り組む際にも、観光案内所
出会いの場づくりとともに、その事業を継続させるための事務局機能を確保する
要です。


