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第 2回 JNTO認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会 

  

日時：平成 31年 3月 1日（金）13：00～15：00  

場所：株式会社三菱総合研究所 4階会議室 CR-D 

 

議事要旨 

 

（有識者委員） 

池尾座長、デューイ委員（欠席）、劉委員、紀陸委員、陳内委員（欠席）、山田

委員、橋口委員 

（ゲストスピーカー） 

トラベルボイス鶴本氏 

 

１．開会 

（初出席委員の紹介） 

 

２．議事 

（1）はじめに 

（資料１を事務局・田口参事官より説明） 

・第 1回検討会で議論を整理した。 

・まず前段として観光案内所は旅ナカでの一つの情報ソースとしての位置づけ、その他の

情報提供機能、例えばインターネットなどの中でのあり方、バーチャル時代における位

置づけを検討する必要があることを示した。 

・共通の目標は滞在中の満足度の向上、消費の促進の二つであり、観光案内所は消費額 8

兆円を達成するためにコンテンツやコト商品の促進を担うもの。 

・JNTO施策のグローバルサイトやアプリでの情報発信、今年度からのチャットボットの活

用などとの関係を整理すると FAQ にまとめられるものは集約してネットで対応、観光案

内所はそれ以外の付加価値が必要。 

・具体的には、外国人旅行者にとって自分のニーズに合った情報が得られる場所、信頼で

きる情報を得られる場所、直接的なコミュニケーションによる安心感や人とのふれあい

の場所、また非常時の駆け込み寺といった機能。 

・さらにそこでしか買えない物、得られない情報があれば付加価値が高くなる。ネットで

は説明が難しい体験メニューなどについて、外国人に直接働きかけて、商品の良さを売

り、伝えることができる。 

・逆に、生の声が聴けることからニーズが吸い上げられる場所とも位置付けられる。 
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・これらあるべき姿に向かう方向を三つの柱とした。一つ目はサービスの質の向上（立ち

寄りたくなる場所、信頼できる場所）であり、目標と KPI を設定し、インセンティブを

付けていく。案内所スタッフの能力の底上げなどもこの柱の一部として検討。 

・二つ目は観光案内所のネットワーク化。現場の情報やニーズをお互い共有することで目

標達成を目指す。 

・三つ目は情報発信の強化。観光案内所の外から、サービス内容がわかるようにロゴで示

すことや信頼できる場所であることを表彰の有無やニックネームで示すなどについて議

論を行いたい。また、これら内容をネットなど、さまざまなタッチポイントでアピール

する方法についても議論を行いたい。 

・以上の３つの柱は本日の議題(4)(5)(6)として用意している。 

 

(2)委員からのご報告・プレゼンテーション 

（奈良県猿沢インの取組について：資料 2-1を使って橋口委員ご報告） 

橋口委員：奈良県猿沢インは奈良県が運営しているカテゴリー３の観光案内所で 2015年の

7 月にオープンした。奈良県をクライアントとして、現場運営や管理業務を JTB と

JTBコミュニケーションデザインが受託している。奈良市の大きな二つの駅（JR奈良

駅と近鉄奈良駅）に奈良市が運営しているカテゴリー３の観光案内所があるが、奈良

県猿沢インは奈良公園の前の県所有の建物に入っている。1階がコンビニ、2階が観

光案内所で、建物全体を外国人旅行者受入施設としてワンストップサービスを提供

し外国人旅行者が交流できる場所として、建物の一部は宿泊施設にもなっている。 

受託者として奈良県に提案した観光案内所のあり方は、情報を一方的に提供するだ

けではなく、旅行者の滞留時間を長くするために外国人が喜ぶような文化体験を提

供すること。滞留の間にスタッフが旅行者とコミュニケーションを取り、奈良に来る

までや、奈良の後に訪れる場所などの旅行行程をヒアリングする。最終的にその先の

提案を含めて彼らの旅行全体をフォローすることに留意している。そのためには居

心地がいい場所が必要ということからラウンジがある。そこでゆっくり旅の相談を

したり旅行者同士が会話したりすることが起こっている。これらスペースにはパン

フレット、Wi-Fi や PC の設備もあり、観光客が自由に使うことができる。奈良県猿

沢インの運営資金は奈良県予算であるが、施設は県所有建物であるため有効に活用

ができている。 

一般的な案内所と違うサービスとして、オープン当初は書道、華道や茶道など無料

の文化体験サービスを週に数回提供していた。よって利用者からの評価は当然に高

くなったが、2年目、3年目になって予算の都合でサービスが縮小され、今はスタッ

フの経験や、個人の能力をもってパフォーマンスを上げることで満足度を高め高い

評価を頂いている。具体的には奈良の鹿の折り紙や、簡易な書道などの文化体験を提

供している。 
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特に旅行者のファーストネームを漢字に変えるサービスの評判がよい。名前を漢字

にするだけだが旅行者の満足度は高く、旅行者とスタッフのコミュニケーションツ

ールのひとつとなっている。トリップアドバイザーの奈良市観光部門で奈良県猿沢

インは一位になっている。ひと対ひとなので口コミサイトのリスクは高いと認識し

ているが、トリップアドバイザーなどでの口コミに悪いコメントは頂いていない。コ

メント数は 300 件未満と多くはないが 9 割が外国人の方。世界を旅した経験がある

外国人をしても、こういったサービスを提供している観光案内所は初めてだと言っ

てくれる。一方、東大寺や、奈良公園のコメントは 5,000件もある。 

スタッフの教育は最も大事。旅行者に積極的に声がけし、コミュニケーションをと

ることが重要。その結果、旅行者の本当のニーズがわかるようになる。高い評価を得

るにはスタッフの意識が極めて重要である。 

池尾座長：奈良県猿沢インのスタッフはどこの所属になるのか。 

橋口委員：スタッフは JTB コミュニケーションデザインが面接をし、採用している。11 人

いるが JTB コミュニケーションデザインの所属が 6 名、その他は派遣。（JTB のサー

ビスにマニュアルがあるのか？という質問に対して）猿沢インの場合、JTBグループ

ではなく現場にノウハウがたまっている。 

池尾座長：では続いてゲストスピーカー鶴本様からご発表を頂く。 

 

（ゲストスピーカー発表：資料 2-2を使ってトラベルボイス鶴本氏発表） 

鶴本様：世界の観光案内所の話をさせていただく。まず自己紹介であるが、オーストラリア

政府観光局の情報提供の責任者を務めたのち、トラベルボイスという観光産業のニ

ュースメディアを運営している。トラベルボイスは 50万人の読者数、ニュースメデ

ィア、旅行×デジタルに強みがある。DMO、JNTO、観光庁にも読者は多い。 

オーストラリア政府観光局で実施したことを説明すると、日本にある案内所を 1995

年に廃止した。廃止した理由は、観光案内所は設置場所に紐づくため、東京に来ない

と情報を得られないため。代替として、キーワードである「情報の流通化」に対応す

るため、設置型 PCの観光案内を開発したほか、全国からの電話に IVR自動音声機能

で対応できるようにした。 

その結果、分析も容易になり、寄せられる 8割が同じ内容の質問だということが判

明した。同じ内容については IVR で対応、つまり FAQ 化して自動対応にする。自動

FAX情報提供も導入した。日本全国の観光案内所でオーストラリアの情報を取寄せる

ということを可能とした。 

次に世界の観光案内所の状況を説明する。この事例はシドニー、ニューサウスウェ

ールズ州が取組んだ VISIT AUSTRALIA観光案内所である。パンフレットの提供、ツア

ーやアクティビティの予約代行、旅行者向けのバスやお土産によるコンサルタント

のアドバイスなども提供している。 
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スウェーデンのストックホルムの観光案内所では、ハイテクを駆使した観光案内所

を 2013年に開発。大型スクリーンで、パソコンで情報提供を行っている。 

これはダブリンのアイルランドの事例。パンフレットを時間別で陳列、分類をして、

情報提供をしている。単なる併設ではなく紙袋を VISITOR CENTERのものとするなど、

物販施設と一体的に運営している。 

インドの事例を紹介するが、これは別の視点で。これはツーリストインフォーメー

ションの「偽物」。大変多くある。Government Authorized と書かれているが、政府

機関と全く関係がない。ワンデーツアーチケットをキックバック付きで販売するな

どを行っている。実は本物もあるが外観が目立たない。先ほどのアイルランドの場合

もツアーを販売しているが、手数料を表に出している。 

旅行決定プロセス（DCATS）の旅マエ、旅ナカ、旅アトのうち、観光案内所は旅ナ

カである。かねてから旅ナカの情報流通が重要と主張してきたが観光案内所はまさ

にこの部分を担う。一部残念な認識として、ある日本の観光案内所から、訪問客が増

えても忙しくなるだけなので、という声があった。 

次のキーワードは「判断の流動化」。旅ナカでも観光案内所ではなく Wi-Fiで自分

の言語で情報を取れるようになった。その結果、この場所のこの後の天候によって判

断を変えるなどの流動化が起きている。 

旅ナカ情報の流動を妨げているのがそもそものサプライヤーの情報提供状況。週

刊トラベルジャーナルの 2013年のコラムではサプライヤーでデジタルを使えるのは

2割にとどまり、結果、印刷物を使って観光案内所に置くことが通常だったことを書

いた。 

こうしたハンディを乗り越えて観光案内所にリアルタイムの情報を持たせること

が必要。この事例は北海道層雲峡の爆氷フェスティバル、お酒が飲める氷のバーつい

てのツイッターで「残念営業していなかった」というコメント。しかしこれは休業日

の日曜日に訪問した人のコメント。勘違いされないように、こうしたリアルタイム情

報のミスリード防止に観光案内所が働くべき。 

また、今後の観光案内所は、情報提供メインから、免税カウンター、荷物の預かり

などの直接利便を与えるサービスを充実させることが重要。 

以上をまとめると、観光案内所を考察する際のヒントとして、一つ目は品質の担保。

二つ目がレコメンデーションとオファーの違いを考えること。観光案内所にパンフ

レットだけを置いただけではだめでパンフレットにはない面白いコンテンツとの接

点となるべき。三つ目、機能型観光案内所になっていくべき、免税、荷物の預かり。

面前の物販。四つ目はオンサイトで独立した観光案内所ではなくデジタルと連動し

ていくことが必要。 

紀陸委員：奈良県猿沢インの”現場にノウハウが溜まり、横展開は難しい”という意見に 

ついて、私は横展開は可能であると考えている。Huber.も京都と渋谷に観光案内所を
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運営しており客層はそれぞれ違うが、対応ノウハウ等の共通点は抽出できると考え

ている。分析軸の切り方の問題と感じている。 

 トラベルボイスの報告にあった「80％が同じ質問をする」という点についても異議

がある。アンケートで得られる回答は顕在化しているもののみで、訪日外国人旅行者

の潜在的なニーズは出てこない。ただ観光案内所では彼らとのリアルなコミュニケ

ーションが可能で、その中で訪日外国人旅行者の潜在的なニーズに気づくことがで

きる。これこそ観光案内所でしかできないことであり、観光案内所のサービス品質を

向上させる上で必要不可欠な情報になる。こういった情報収集を促進する打ち手が

必要だと考える。 

 またトラベルボイスの報告にあった「観光案内所のスタッフは、今以上にお客様が 

来訪することを望んでいない」という話があったが、例えば Huber.にとっては有料 

ガイドの接客機会が増えるため何より嬉しいことになる。こういった点からも多様 

な運営主体を巻き込み、民の知恵や資金を活用することは意義があると考える。 

池尾座長：これはビジネスモデルの違いだろう。委託者が定額モデルで運営委託をしている

か、来訪者増を成果とみて支払いを行うかの。ところで JTBグループは横展開が難し

いのであればなぜ運営を引き受けているのか。コンビニと同じで共通化できる部分

は横展開もできると思うが。 

橋口委員：猿沢インの場合は来訪者増のインセンティブはない。フランチャイズ化はわから

ないが、スタッフの定着がとても大切でありそこはコンビニと同じ課題である。 

池尾座長：デジタルとの連携という点で成功している観光案内所の事例はないか。 

鶴本氏：デジタル、ことアプリではまずダウンロードという関門がある。またアプリの種類

が沢山あり収拾がつかない。今後の話だが、複数のアプリをまとめた形（スーパーア

プリ）が出現することに着目すべき。中国の Wechatがさまざまなサービスのポータ

ルになり始めている。こうしたスーパーアプリがあれば、GPSの位置情報と組み合わ

ることで観光案内所との連動が可能になるのではないか。現段階では成功事例はな

い。 

 

(3)調査結果報告［暫定］ 

（資料 3を事務局（受託事業者）より説明） 

・“桜マーク”はインターネットで良くみられているが、観光案内所ロゴマークは歩行中

等でみられることが多い。観光案内所ロゴマークのメディアでの掲出状況はあまりない。

また“桜マーク”の信頼度については高いという結果。 

・観光案内所のサービスのニーズと供給のギャップは、付加的サービス（美術館・博物館

など使いやすく情報をまとめた提供や予約）、魅力・誘客サービス（飲食や文化体験など）

で大きく、ニーズに対して供給が不足している事がうかがえる。 

・収益性確保に向けた取組では自治体等の財源に頼る割合が最も高いが、一部サービスの
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有料化や収益サービスの実施、周辺施設との連携などが実施されている。荷物預りや産

品販売、ツアー予約は有料化しても評判が良いという回答。 

・表彰して欲しい点は、利用者数、満足度、不満の少なさなどの顧客満足度の軸に焦点を

当てるべきとの結果。 

事務局・越川係長：ここで、本日ご欠席であるが、デューイ委員の調査結果に関するコメン

トを紹介する。 

「観光案内所はテクノロジーと旅行者の趣向を押さえたサービスの融合体にする

べきだと思います。 

先進的なテクノロジーを使い、旅行者が地元ならではの情報に触れられること

や、体験できる機会を創出するなど、重要な役割を担っています。 

特に一般的な予約サイト等で紹介されていないホテルやローカルツアー、アクテ

ィビティに関する情報提供等、ローカルならではのものへ旅行者を導く橋渡し役に

なると思います。 

アンケートでも示された通り、外国人旅行者が求める観光案内所のサービスに

は、旅行先の「食」や「文化」体験に関することが挙げられておりました。 

観光案内所におけるニーズの高いサービスには、地元料理の試食や、地元の生活を

見るツアー等も一つですし、有料であっても荷物預かりやツアー予約等のサービス

にはニーズがあると見られます。 

また、災害時の観光案内所の役割として、信頼できる情報が提供される、非常時

の駆け込み先として重要な役割を担っていると考えます。 

訪日中に災害が発生した際は、観光案内所に行けばいいと、旅行者が知ることが

できれば、とても安心することと思います。 

それらを踏まえて、前回の検討会でも発言させていただきましたが、今後の観光案

内所の重要なことは、観光地のウェルカムセンターとして「THINK LOCALLY」、「地域・

地元」を意識していくことで、観光案内所の価値は差別化され、利用者数も満足度も

向上することと考えます。」 

池尾座長：それでは事務局からの説明内容に関してご質問・ご意見のある方、挙手をお願い

いする。 

山田委員：こちらの調査結果を拝見して観光案内所が信頼、期待されている事が認識できた。

こうした信頼や期待に対して実態が乖離することのないようにしていきたい。 

なお、毎年、全国の案内所をいくつかピックアップして状況を確認しているが、カ

テゴリーごとに満たすべきとされている基準が、必ずしも満たされていないという

事例が結構確認されている。認定の際に基準を満たしているか確認しているが、その

後、なんらかの事情や状況に変化があり、現状では基準が満たされていない案内所が

一定程度の割合であるのではないかと推測している。案内所の質の向上を図る上で

全体の底上げが必要であり、そのためには、問題、課題を抱えている案内所の実態を
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把握していくことが課題。実態を網羅的に調査したいと考えている。また、これに合

わせて、案内所の運営の実質的な面に関する助言を中心とするコンサル的な調査を、

観光庁・各地方運輸局等と連携して進めていきたいと考えている。 

池尾座長：日本の最高の観光資源は食である。その情報は、観光案内所ではどうなっている

のか。ミシュラン 3つ星はすぐわかるが、特に地元の情報を知りたいのではないか。 

事務局（受託事業者）：現在の認定観光案内所運営指針では、特段に食を取り上げておらず、

一般的な観光情報の中に埋没している。 

田口参事官：オフィシャルな情報があっても、個人的に美味しいお店を教えて欲しいという

ニーズがあると聞いている。このため食べ歩いて勉強しているスタッフもいるとい

う。 

紀陸委員：京都で運営している案内所でも同様の例がみられる。あなたが勧める体験や飲食

店になら行きたい、教えて欲しいということが起きている。交流を通して仲良くなり

信頼されることで、訪日外国人旅行者の行動を変えられる、という現象が起きる。 

 

（4）観光案内所のサービスの質の向上について 

池尾座長：議題(4)「観光案内所のサービスの質の向上について」の説明お願いします。 

（資料 4を事務局・田口参事官より説明） 

・ここから 3つの柱について議論を。それぞれのテーマの導入部分の問題意識を観光庁よ

り説明、テーマに沿って受託事業者から具体的な提案を示す形とする。 

・一つ目、サービスの質の向上については、外国人の満足度の向上と消費の促進の 2大目

標に対して、アンケート調査を踏まえながらＫＰＩを設定し PDCAを回す仕組みが構築で

きないかということが論点。 

・アンケート調査では満足度等を定量的にせよ定性的にせよ、把握している案内所がまだ

まだ少ない。 

・以上から、定量的な指標をできるだけ把握するよう促進するためにも、表彰には成果を

レポーティングできるところがエントリーする形としたい。 

・ポイントは KPIをどのように設定するか。これについては検討会の報告としてまとめた

い。 

・次に、満足度の評価方法。満足度を例えば段階１～５で把握し、値が向上すればよいと

するか、それとも訪問者数でみるかなど。 

・満足度を把握する手法も観光案内所ごとに自由にやっていく方法、国・JNTOが統一的な

手法を開発・導入、全国一斉に調査する方法もある。 

・ここで訪問者数を KPIとする場合は、立地状況で左右される、他方でインターネットへ

の誘導も図っていくため、単純に増加をよしとするかなどの課題もある。 

・また、「これは助かった」、「いざというときに役立った」、という事実があれば、これは

これで表彰にエントリーの上で PRしてもらいたい。 
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・こうした、いいものを伸ばす視点のほか、さきほどの山田委員ご指摘への対応として認

定を逸脱した案内所を元のレベルに戻すという視点も必要。 

池尾座長：満足度を示す KPIについて意見があれば。 

劉委員：まずはシンプルに NPS（Net Promoter Score；顧客ロイヤルティを測る指標）の導

入、具体的にはおすすめ度を把握することでどうか。外国人旅行者に「あなたはこの

観光案内所を他の人に勧めたいか？」というアンケート１問でよい。 

池尾座長：NPSに着目するマーケティングは今の潮流。いかに満足度を高めるかだけでなく、

いかに推奨してもらうか、といったいわゆるエンゲージメントマーケティングが主流

になっている。このとき、投稿のマニアではなく関与が低い人、要は一般の人達を取

込んでいくことが重要である。 

紀陸委員：観光として目指すゴールは何かを考えるとき、リピート客をいかに増やすかに着

目することが考えられる。この点からも NPSは良い指標。また観光案内所での取組み

を正しく評価できる仕組みは重要と考える。この点は ADARA社の旅行行動データや観

光庁の統計などから地域での宿泊数の伸びなども指標になりえるのではないかと考

えるが、具体的な計測方法については検討がいるだろう。 

 

（資料 4を事務局（受託事業者）より説明） 

・表彰制度の提案について。現段階では枠組みのみ。本日のご意見も踏まえて有効な KPI

の体系をつくり、評価の方向性を確立していきたい。 

・KPI 体系づくりに当たっては、アンケート調査で把握できた観光案内所のみなさんが心

がけていることにも留意しつつ、何をやったから最終指標が向上したかがわかる、つま

り PDCAサイクルが回せるものとしたい。例えばサービスを充実させたから NPSがあがっ

た、という関係がわかるように。 

田口参事官；補足すると、表彰の対象には施設・組織だけでなく、個人も考えたい。頑張っ

ている方や個人を褒めてあげないと全体の底上げができない。何か事例はないか。 

橋口委員：客観的な指標は、トリップアドバイザーやグーグルのポイントで考えている。ス

タッフについては、管理者がお客さんの声に必ず目を通してフィードバックするよう

にしている。その際に個人の名前がでてきたら褒める。また何を評価されたのか吸い

上げ、フィードバックしてみんなに共有する。このとき、スタッフの個性が大事であ

ることに注意が必要。いわゆるパフォーマンスが得意でなくても奈良の地域について

詳しい人は、お客さまから信頼を得られる。つまりスタッフの底上げのためには。運

営サイドが管理し見続けなければならなく、手間は大きく一筋縄ではいかないので、

全ての案内所に採点できるかというと難しい。個人の表彰ということでは、案内所と

して選ばれたところから一押しのスタッフを選定してもらうという方法がよいので

はないか。 
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（5）観光案内所のネットワーク化について 

池尾座長：議題(5)「観光案内所のネットワーク化について」の説明お願いします。 

（資料 5を事務局・田口参事官より説明） 

・観光案内所の横の繋がりを強め、お互いが役割を補え合えるのか学び、悩みを相談し、

顧客から収集した情報を共有していくことを目指す。 

・イメージとしては、近隣での連携、ブロック単位での連携（例：仙台と東北各地の連携）、

チャットでつながる連携など。 

・JNTOが実施している研修会も、スクール形式の講習にとどまらず、お互い顔を見合って

できる内容での実施も。 

・JNTOが取組むコールセンター、チャットボットなどで活用する FAQに観光案内所で得ら

れた情報を反映するなど、バーチャルとの融合もネットワーク化のねらいのひとつ。 

池尾座長：質問や意見を。 

山田委員：近隣の観光案内所と連携した非常時の案内訓練、各案内所のサービス内容を踏ま

えた相互案内、研修会の開催等の取組を強化していきたい。とりわけ研修会、情報共有

の機会は、支援サービスとして認定案内所の方々の期待が高い。なお、ネットワーク化

の文脈から外れるが、スキル向上、あるいは観光案内所のスタッフの意識向上の機会と

して、こういった研修会は重要だと認識している。また、担当者の変更に伴い認定観光

案内所に関する理解や意識が曖昧になっているケースもみられる。認定期間の中で必ず

1回は研修会に参加していただくようにしたい。JNTO認定観光案内所の専用サイトには

掲示板機能があり、各観光案内所の取組や工夫を投稿・共有できるようになっているの

で、さらに充実を図りたい。 

池尾座長： DMO内の観光案内所の連携はあるのか。かつて昇龍道のマーケティング検討会

のメンバーであったが、その会では案内所の話題は出なかった。 

事務局（受託事業者）：当時関与した者として。その時はインバウンド流動の実態分析がメ

インで、どのようにそれを誘導するかといった、案内所が寄与する具体的な取組レベル

にまで至っていない段階の議論だった。 

紀陸委員：ネットワーク化は Huber.が運営する案内所で取組んでいる。自治体の壁を超え

て 

観光案内所同士で相互送客をしたり、情報を共有化することで、より多様な訪日外国人 

のニーズに応えていけるようになると考える。 

情報共有の仕組みとしては、Slack（コラボレーションアプリ）を活用し、サービス品質

を改善している。一方、リアルで会う機会も重要。この場合は 6～7人でミーティングを

行うのが参加者の理解を深め、当事者意識を創発する上でも効果的。DMO 単位でよいと

思うが、小ぶりな勉強会を定期的に行うと周りの状況が見え改善される。丁寧にやれば

効果がある。 
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（6）情報発信の強化について 

池尾座長：議題(6)「情報発信の強化について」の説明お願いします。 

（資料 6を事務局・田口参事官より説明） 

・ロゴマークについて。１つは信頼ができる場所、信頼性をどう示すか。またアピールの

ためのニックネームの必要性はないか。 

・ロゴマークを外に出していない観光所があるので促し、WEB 上でもよい観光案内所だと

PRしていきたい。JNTOのグローバルサイトでもアピールしていく。 

（資料 6を事務局（受託事業者）より説明） 

・アンケート結果を踏まえ、信頼感を示すために“桜マーク”と文字情報を追加、同じく

カテゴリーレベルもロゴマークに表示。 

・ニックネームも用意。また表彰結果の提示イメージも表現。 

・以上を盛り込んだ 4案を提示。 

池尾座長：ご意見を。 

劉委員：要素を全て盛り込むと情報が多すぎる。信頼感については政府認定という文字情報

でよいのでは。カテゴリーレベルの表現に星マークを活用しているが、ミシュランのよ

うな使われ方のイメージがあるので星 1 つだと入りにくくなる。基本は認定案内所か

どうか、それ以上のレベルはよりよいもの、ということが伝わるような表現に。案 4は

ご当地ロゴとの説明であったが、地元感があるデザインは観光案内所の知名度が上が

る。情報発信にも繋がるので特定の観光案内所でもらえるシールなどに展開すること

も考えてはどうか。 

畠中観光地域振興課長：観光案内所同士は競争関係でなく協力関係。表彰の掲示は逆差別に

つながらないようにすべき。 

劉委員：ユーザー目線だと認定であることが共通であればよく、さらに表彰されていれば期

待が高まるということ。この表彰の部分での競争は良いのではないか。 

池尾座長：カテゴリーレベルと表彰、それぞれ分けて議論する必要がある。 

田口参事官：カテゴリーレベルはなんらかの形で表現する必要があると認識しているが、利

用者がカテゴリーレベルの差異を理解・認識できないということも事実。ここでの議論

から、認定されていることを示す表現、そのほかに優秀な、表彰された案内所がそれを

表現という整理もあるかも知れない。 

池尾座長：カテゴリーレベルと表彰の違いを来訪者が正しく理解できるか。 

田口参事官：カテゴリーレベル３は全国案内ができる、１はとの地域案内だけなどといった

違いだが来訪者には３や１の意味が理解できない。 

紀陸委員：星マークは優劣の判断につながる。カテゴリーレベルを示す方がよいが、注意が

必要。 

平岡地域振興部長：何語が使えるかを示して欲しいというニーズはないか。中国語可、とか。 

劉委員：ニーズはあるが対応可能なスタッフがいつもいるかどうか。この点からは案内所単
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位での表示は難しいのではないか。例えは京都の案内所でも中国語対応スタッフがい

ないタイミングがある。むしろ百貨店などのようにスタッフに対応言語バッジをつけ

るなどをした方がよい。 

池尾座長：マークとは、来訪者に、“あれ”は“あれ”、と思ってもらえればよいもの。その

ためには客観性が必要。全ての内容・サービスを示そうとしてはいけない。 

紀陸委員：参考までに。Huber.で想定しているロゴは丸いスタンプ型で、Tシャツやシール、

などにも使えるように考えている。ロゴの活用の幅を意識すれば、露出が増えることに 

繋がり、ロゴマークの認知度向上につながるのではと考える。 

橋口委員：いろんな国の人向け、多言語の誰にでも対応ということなので、いわゆる簡潔な

シンボルマークがよい。JR のみどりの窓口を案内する際、あのグリーンの椅子の形を

伝えれば間違いなくたどり着く。現状のブルー地の「i」マークをこのように使う、今

のものを長く使う方が現場としてはありがたい。それから印刷物などでは小さな文字

は見えないので、用途やサイズに応じたバリエーションを用意頂くとよい。 

池尾座長：時間となった。特に NPS、レコメンデーションについての指標は重要であり、そ

れらを含め KPIをよいものとしたい。これを含めて、本日、議論した 3つのテーマにつ

いて、第 3回検討会に向けて報告書にまとめていく。追加のアイデアがあれば随時、事

務局にぜひどんどんお寄せください。それでは事務局にお返しする。 

事務局・越川係長：ありがとうございました。頂戴した意見を踏まえつつ、次回の報告書案

のご提示に向けて進めて行きたいと思います。アイデアに関しまして随時ご連絡いた

だけますとありがたいと考えております。次回の検討会は最終回となり、3 月 15 日金

曜日に観光庁にて開催いたしますが、後日改めてご案内させていただきますのでよろ

しくお願い致します。以上をもちまして、「第 2 回 JNTO 認定外国人観光案内所のブラ

ンド力向上に向けた検討会」を閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

以上 

 


