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観光立国の政府目標達成に向けた公的セクターによる訪日外国人旅行者への情報提供の重要性

訪日外国人旅行消費額

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

（2015年の約2倍） （2015年の約3倍）

（2015年の2倍超） （2015年の4倍超）

（2015年の3倍弱）

（2015年の約2倍）

（2015年の5倍超）

（2015年の約3倍）

■政府目標（「明日の日本支える観光ビジョン」より、外国人観光案内所の関連箇所抜粋）

・外国人旅行者のニーズに対応した、きめ細かい情報提供
・スマホ、SNSの普及等による情報が分散し、氾濫する中でも、信頼性の高い情報提供
・災害等の非常時においても、頼りになる情報提供
・地域におけるコト消費を含む、消費促進のための情報提供 など

■観光案内所に求められる具体的な対応

上記の指標達成に向けて、受入環境整備として、「旅ナカ」における効果
的な情報提供により、「外国人旅行者の満足度向上」と「消費の促進」が
何よりも重要。
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スマートフォンを活用した旅行スタイルへの変化

2017年

日本滞在中に役に立った旅行情報源※いずれも複数回答
「スマートフォンが役に立った」と

回答した率の経年推移

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」【全目的】

2010年
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◯国・JNTOとして、ウェブサイト、SNS、チャットボット、コールセンターなど、「旅ナカ」における
情報提供手段を整備するなかで、リアルで運営される観光案内所に期待される役割とは？

◯スマホの普及した時代、「旅ナカ」における観光案内所の存在意義・付加価値はどこにあるか？

バーチャル時代における観光案内所の役割

（４）観光案内所

（１）ウェブサイト
（２）SNS・チャットボット

（３）コールセンター（拡充）

◯デジタルで場所を選ばず、通信環境があれば個人で情報収集可能
◯スマートフォンで情報取得が可能

◯アナログだが場所を選ばず電話で利用可能 ◯現地のゲートウェイとして、対面で利用可能

＜役割＞

・どこでも情報収集ができる利便性が高い（滞在中に役立った情報源に約7割がスマホを利用）

・手軽に24時間いつでも利用可能

・よくある質問に迅速に対応でき、訪日客のストレスを減らす。

＜役割＞

・平時の観光案内や災害発生時の情報提供など

多言語にて通話対応。

・場所を選ばずに利用可能

＜役割＞
（旅行者側へのメリット）
・ウェブ経由やコールセンターでは入手できない、自分のニーズに合った情報入手の機会
・情報が分散する中でも信頼できる情報入手の機会
・地域の人との直接的なコミュニケーションによって得られる安心感と旅行満足度の向上
・非常時に頼ることのできる駆け込み寺
・オンリーワンの付加価値（商品、サービスの購入を含む）が得られる場所
（観光地側のメリット）
・消費者の生のニーズを吸い上げることができる最前線
・消費を促す直接的なセールス機会

観光案内所は、旅行者には信頼性の高い情報や地元特有の情報が提供され、災害時も駆け込み先となり、
観光地側には旅行者ニーズの吸い上げやコト消費への誘導機会の場となる等、リアルならではの価値があ
る。

■デジタル情報

■アナログ情報



4

訪日外国人旅行者の満足度向上に資する観光案内所のブランド強化方策

観光案内所ならではの価値を向上させることは、観光案内所ブランドの強化となり、
外国人旅行者の満足度向上につながるため、以下の方策に取り組む。

【観光案内所のサービスの質の向上】

【観光案内所のネットワーク化】

◯ いつでも立ち寄れるように、既存観光案内所の認定取得を推進。目標1500箇所。

◯ 全国でのネットワーク化を推進。互いに役割を補完しあう体制作り。

◯ 全国レベルで外国人旅行者のニーズを共有。ウェブサイト等、他の情報発信手段の改善に活かす。

◯「立ち寄りたくなる場所」、「信頼できる場所」、「いざという時に頼れる場所」としての案内が行わ

れるよう、KPIを設定。さらに、KPIに沿って、観光案内所、観光案内者に対する表彰制度を導入。

◯持続可能な経営体制に向けて、旅行者満足度の向上とともに、特にニーズの高い分野の提案を促す。

◯これまで以上に観光案内所従事者への研修会を開催し、意識向上やスキル向上を図る。

【情報発信の強化】

◯ 外国人旅行者に対しても、上記のような場所であることを明示するような標章やニックネームを設定。

◯ JNTOウェブサイトやSNSの他、口コミサイトや旅行者が使い慣れた媒体等を活用して、観光案内所の

持つ付加価値の情報発信、位置情報の提供。



＜KPIの設定と測定
（満足度や消費貢献の定量的指標の設定）＞
満足度
◯各案内所が実施するアンケートでの評価
◯ Tripadvisor等の旅行者口コミサイトの活用
◯フォロー数 等
消費貢献度
◯強化スポットへの案内人数
◯地域での宿泊者数 等
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観光案内所のサービスの質の向上について

＜地域と連携した課題解決＞
◯KPI達成を通じた地域での消費貢献
◯地域の課題解決に向けた地域連携のリーダー的役割
（マーケティングデータの活用） 等

今後の観光案内所には、外国人旅行者の満足度の向上させていくため、リアルならではの価値を磨いていく必要がある。
そのため、外国人旅行者の満足度のKPIを設定・結果を把握し、それに基づいて、優れた観光案内所を政府が表彰する。

＜表彰制度＞
KPIの達成度や、KPIの達成に向けた取り組み等の
優れた観光案内所を表彰

■求められる役割の変化

（困りごとの解決、質問対応）
・観光パンフレットが欲しい
・アクセス方法
・観光スポットの見どころ
・地域のオススメ情報 等

・個人旅行者（FIT）の増加
・スマホ経由の情報入手の容易化
・デジタルメディアの充実（ウェブサイト、

チャットボット、SNS） 等

（提案型情報提供による付加価値の必要）

・SNS等の普及により情報が分散し氾濫する中で

も、信頼性の高い情報を提供する

・旅行者の趣向に合った選択を促す 等

従来の観光案内所の役割 今後の観光案内所の役割

＜見直し＞
KPIの把握、表彰された観光案内所の取組を
参考に、取組の磨き上げ

バーチャル時代への変化

好循環の確立

■ＫＰＩに基づいた好循環の確立

【論点】
◯外国人旅行者の満足度のKPIを設定し、表彰制度を組み立てていくことがよいか？
○KPIの把握に効果的な手段はあるか？



○ブロック単位のネットワーク例

仙台市が中心となって、東北地方の観光

案内所の連携を促進。共同研修後も

チャットワークを活用して、交流。互い

の地域の旬な情報等をお知らせする等の

活用が見られる。

観光案内所のネットワーク化について

各観光案内所で蓄積された情報を互いに共有し、訪日外国人旅行者に対してよりきめ細かい情報提供
を実施するために、観光案内所間のネットワークを強化していく。

◯提案型情報提供による付加価値の必要

・SNS等の普及により情報が分散し氾濫する中でも、

信頼性の高い情報を提供する

・旅行者の趣向に合った選択を促す 等

今後の観光案内所の役割

各観光案内所に蓄積された情報を共有しあえる場を創出

→案内所間のネットワークの強化により、情報品質を向上させる

情報品質の向上が不可欠

下記のような手段を通じて、近隣での連携強化はもとより、広域においても互いに地域のゲートウェイとして
訪日客を誘導しあう姿を目指せないか。
◯JNTO地方ブロック研修会等の強化 ◯JNTO認定案内所専用サイトの活用
◯Skypeやチャットワークによる日常的な交流 ◯VRコンテンツの共有
○その他、効果的な手段について

■ネットワーク化の取組例
○近隣ネットワーク例

東京駅周辺４箇所の観光案内所で、非常

時を想定した案内訓練を実施。平時にお

いても互いの得意とするサービス内容を

理解し、互いに訪日客を誘導。

○その他 情報共有機会

ＪＮＴＯは認定観光案内所に対して、年3

回の地方ブロック研修会と年１回の全国

研修会を通じて、最新の案内所の取り組

みやツール類の情報を共有。

■ネットワーク強化の意義

【論点】
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情報発信の強化について

【論点】
◯ 認定価値の差別に向けて、標章やニックネームに求められる要素とは？
◯ JNTOが担う観光案内所に関する情報発信について

→ JNTOグローバルウェブサイトからの情報発信に求められる内容とは？
→ 旅ナカにおける外国人旅行者のタッチポイントを踏まえて、効果的な訴求手段はあるか？

◯ 位置情報の効果的な周知方法について、外国人旅行者が使い慣れた媒体と連携できないか？

今後の観光案内所の情報発信は、利用の増加に向けて、標章やニックネームのデザイン修正、ウェブサ
イトやSNSを活用した各種情報発信を強化していく。

情
報
発
信

（内容）

・政府認定で信頼できる情報が得られる場所
であることを明示、差別化

・観光案内所の提供サービスを周知
・災害時の駆け込み先として周知

→ 標章、ニックネームの設定

→ JNTOウェブサイトから観光案内所のサービス内容を発信
→ 使い慣れた媒体での位置情報の周知

（手段）

■情報発信への取り組みについて

■外国人旅行者のタッチポイントの変化を踏まえた情報発信

○伝えたい情報の発信
・JNTOウェブサイト等の情報集約

型サイトからの発信
・媒体への広告を通じた発信

◯ソーシャルメディアの普及等
による、外国人旅行者の情報
収集の多様化

○情報発信の多重化
・標章等を明示し、認定価値を差別化
・JNTOウェブサイトの内容充実
・SNSやチャットボットとの連携
・外国人旅行者が利用する口コミサイトや
マップ等と連携した、位置情報の周知

従来の情報発信の役割 今後の情報発信の役割バーチャル時代への変化


