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第 1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 1月 31日（木）15：30～17：00  

場所：NIPPON GALLERY TABIDO MARUNOUCHI イベントルーム 

 

議事要旨 

 

（有識者委員） 

池尾座長、デューイ委員、劉委員、紀陸委員、陳内委員（欠席）、山田委員、橋

口委員（欠席） 

 

1. 開会 

（あいさつ） 

平岡観光地域振興部長：2018 年、訪日外国人旅行者数は順調に伸びて 3,000 万人を超え、

3,119 万人となった。ただ、政府目標である 2020 年における 4,000 万人達成に向け

てもう一段の施策のギアアップが必要と考えている。近年の訪日外国人旅行者の、

FIT化、スマートフォンを活用するという行動様式とニーズにあった観光案内所とし

ていくことで、現在 1,003 箇所の JNTO 認定外国人観光案内所を 2020 年に 1,500 箇

所とする量的な充足とともに、質的にも応えていきたい。そのためにも、あらためて

現状の外国人のニーズ、また認定観光案内所の実態をしっかりと調査する。その結果

を踏まえて、量的に、質的に、さらにブランド力の面で、案内所の強化をギアアップ

の一環で実施していく。先日、官房長官が大阪の観光案内所を視察し、多くの質疑を

行うなど政府全体での関心も高い。本検討会では案内所の充実につながる有意義な

ご意見を頂きたい。 

（委員紹介・座長選任・座長あいさつ） 

池尾座長：日本のインバウンドが盛り上がっていることはみなさんご存知の通り。この状況

を活かしてリピーターにつなげる、そのための顧客満足度を高めることが今求めら

れる取組である。日本は英語が通じる国ではないことを意識すると、観光案内所の役

割は大きい。ブランドというものは、供給側に対してスタンダードを提示し、その結

果、需要側にそれを保証するということで成り立つ。単純にロゴマークやキャッチコ

ピーなどの「看板」の問題ではない。こうした本質論に立って、議論を展開していき

たい。 
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2. 議事 

（1）本検討会設置の背景・主旨 

（資料 1を事務局・田口参事官より説明） 

・案内所に対して認定制度に参加するインセンティブを明確にすることが重要であり、そ

こから「ブランド」がスタートする。 

・認定制度開始時の初心に改めて戻り、外国人のニーズや、約 1,000箇所の認定観光案内

所の実態を整理する。 

・検討会委員は、ブランド戦略に通じた座長、外国人のニーズに詳しい委員、新しい案内

所サービスを実践する委員で構成。今回の調査結果、また意見交換を踏まえ、ブランド

戦略を整理して頂きたい。 

・検討会は原則公開、個別には都度座長と相談する。なお第 1回の本日の内容は動画によ

って全国の認定外国人観光案内所の方々に紹介する。 

 

（2）外国人観光案内所の認定制度について 

（資料 2を山田委員より説明） 

・認定制度運営の立場からは、訪日外国人旅行者の問い合わせ内容の多様化・複雑化への

対応に悩んでいる状況がみえる。 

・提供する情報の高度化、職員の研修の充実等が必要と考えている案内所が少なくない。

観光庁と JNTO が一体となって、案内所の質の向上に資する取組を検討、実現していく。 

 

（3）本検討会において議論いただきたい事項 

（資料 3を事務局・田口参事官より説明） 

・冒頭の平岡のあいさつの通り、数字でみても近年の FIT化、情報収集のスマホ利用の進

展は明らか。 

・情報収集における観光案内所の位置づけは、相対的には低下しているといえる。 

・訪日外国旅行者数が伸びている中での、2020年に 8兆円という高い消費額の目標達成に

は、消費額単価の一層の向上が必要。このため「ロングホール」である欧米豪などから

の誘客促進、近隣市場でのリピーターなどを対象とした地方への誘客、コト消費の拡大

が重要。 

・また北海道胆振東部地震の際にみられたように災害時の電源確保、また身を寄せる場、

つまり駆け込み寺としての機能を観光案内所は果たす。 

・地方誘客、コト消費コンテンツの紹介を含め、観光案内所にとって利用機会がある状況

といえるのではないか。 

・ブランド力向上に向けた課題は 3 つ。1 つ目は日本のどこでも気楽によれる場とするこ

と、つまり「駆け込み寺」の量的な拡大であり、そのためには認定のメリット、つまる

ところ認定による誘客効果がポイント。 
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・2 つ目は観光案内の質の向上、昨年度実施した先進事例調査でみられたような高付加価

値サービスの提供促進や、そのためのインセンティブ設計。 

・3 つ目は自治体や観光協会が運営していることが多い観光案内所の持続可能性の担保。

財源投入と収益事業のバランス、そのためのガイダンスが必要。 

・本検討会では、特に課題の 2つ目のインセンティブ設計のひとつとしての表彰制度等に

関して、また今後ブランド浸透・定着を図るうえでやはり重要となる認知度、視認度向

上のためのロゴマーク、キャッチコピーやニックネーム、また発信のチャネルなどにつ

いて重点を置いて取組方策を検討頂きたい。 

 

（4）関連する調査事業について 

（資料 4、参考資料を事務局（受託事業者）より説明） 

・資料 3の 3つの課題に対応したブランド戦略・取組を検討頂くため、第 2回の検討会に

ご提示するスケジュールで、外国人アンケート調査、案内所アンケート調査、表彰制度

事例調査を実施中。これら調査の前提として認定観光案内所運営指針や昨年度先進事例

調査結果を踏まえた観光案内所におけるサービスの体系整理を行い、ニーズと提供実態

のギャップ等を把握できるようにしている。 

・外国人アンケート調査は香港、アメリカ、フランス、オーストラリアの各 100名、海外

で観光案内所の利用経験があるサンプルを対象とした web方式で実施中。 

・案内所アンケート調査は JNTOの協力を得て全ての認定観光案内所を対象にメール送付・

回収する方式で実施中。本検討会の時点で約 60か所の回収（1/28発送）。 

・表彰制度事例調査は、案内所アンケート調査結果で把握する予定の、観光案内所の取組

の注力点を評価できるよう、具体的な方策の参考にできる形で取りまとめる。 

・参考資料である、昨年度先進事例調査結果、個別の取組はご覧頂くとして、未認定案内

所でも優れた取組があること、利用者同士のコミュニケーションができる点がトリップ

アドバイザーなどで評価されること、そもそも海外では観光商品・サービスの質の認証

制度があること、ロゴマークと合わせてサービスランクやサービス分野を表示している

例があることなどがポイント。 

池尾座長：以上の説明に対する質問はあるか。私から 1点。マーケティングではいま、顧客

の囲い込みが注目されている。訪日外国人旅行者が必ずと言っていいほど利用する

ようなアプリはあるか。例えばコペンハーゲンの、アプリと連動したコペンハーゲン

カードという仕組みは使いやすかった。 

田口参事官：過去の調査によると、メジャーな観光情報提供アプリはなく、各地域で乱立し

ている状態のようだ。逆に利用者が発地で慣れているアプリをそのまま利用したい

が、日本では情報が十分ではなかったなどの不満があることは把握している。 
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（5）各委員からのご発表 

池尾座長：それでは「議題（5）各委員からのご発表」に移る。まずは委員のみなさまの問

題意識、これまでのご知見を踏まえたご意見の披露をお願いしたい。デューイ委員、

これまでの国内外でのご経験・ご知見から関連するご意見を。 

デューイ委員：資料 3の旅行行動の変化はよくまとまっている。訪日外国人旅行者が観光案

内所に行くための理由を作る必要がある。スマートフォンには情報があふれている

が、そこには判断を助ける情報はない。露出が大きい、すなわち広告費が大きい企業

の情報に目が行く。地方部においてもそうである。先日、箱根で地元工芸の眼鏡ケー

スを買い、その工房を訪ね、説明を受ける機会があった。これはガイドさんから紹介

されたもの。せっかく地方に来たのだから、インフォメーションセンターでは自らの

趣味にあったアトラクション、特別な体験ができるコンテンツが選べるようにすべ

き。こうした状況であれば観光客はインフォメーションセンターを訪れる。 

アメリカでは道路沿いに州政府が管理するウェルカムセンターがある。ホテル予

約やお祭りなどのイベント情報を手に入れることができ、その町のキャラクターを

表現する「まちの顔」となっている。近年では「まちの顔」を表すものとして、地域

の商品販売が注目されている。これは売上に対するコミッション収入にもつながる。

また、夜の顔となることも重要。カリフォルニアではバーや喫茶店を運営しているこ

とが多い。あるいはコンサートを開催するなど。これらは住民も利用することから、

観光客は地元の生きた情報を手にすることができる。 

目標である 1,500 箇所は多い感じがするが、その実現後の観光案内所そのものの

周知も重要。プロモーションとして「一番好きな案内所」キャンペーンでインスタグ

ラムに投稿することや、観光案内所を対象としたメモリーとしてのスタンプラリー、

トリップアドバイザーへの投稿促進などがキャンペーンのアイディアとして挙げら

れる。特にトリップアドバイザーへの投稿は、本検討会に際し、試しにロンドンを対

象に覗いてみたが、多数の観光案内所に対するコメントがあり、大変有効だと感じた。

ここで所用により途中退席する、ご容赦を。 

池尾座長：劉委員のご意見はどうか。 

劉委員：訪日中国人、特に FIT旅行者をメインに研究を進めており、週に 1度はデプスイン

タビューを実施している。こうした活動を通じて得た情報からコメントする。訪日客

が 4,000万人とすると、おそらくその 1/4は中国から、そのうち FIT旅行者数は 700

～800万人となるのではないか。観光案内所のターゲットとする価値がある規模。 

ところが現状をみると訪日中国人 FIT 旅行者は観光案内所を利用していない。そ

の１番の理由は知られていないから。大体、日本の漢字の「観光案内所」は中国人に

は意味がわからない。中国語での標記が必要。また逆に東京では歓楽街の「無料案内

所」の存在と漢字が知られているため、“無料”がない案内所は、これの有料版と思

っている人もいるようだ。 
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それはそれとして、観光案内所に入ろうとする大きなきっかけである「ワクワク感」

が感じられる施設がないことを指摘したい。訪日する中国人は世界で一番といって

いいスマートフォン、SNS、あるいは各種アプリのヘビーユーザーである。もちろん、

中国のこれらアプリは使い勝手が良いが、そこにある情報の信憑性は必ずしも高く

ないし、ユーザーもその認識を持っている。このため、観光案内所に対するニーズは

高いはずであり、実際、現状ではホテルのコンシェルジュに問い合わせをするケース

が多い。ホテルコンシェルジュは中国語あるいは英語対応が可能。いまでは中国人ス

タッフがいる場合も多いことに加えて、自分がホテルの客なのできちんと対応して

くれるという安心感がある。さらに、ホテルコンシェルジュを通したレストランなど

の予約は断られにくいというメリットもある。このメリットは、最近若い訪日中国人

の中ではやっているミシュランレストラン巡りにとって大きい。あるいは駅員に聞

くことも多いと聞く。これはその場の環境、つまりオープンスペースであることが気

楽に聞けるということにつながっているらしい。以上のことを具体的に良い形で示

している例が、このシンガポールの観光案内所。実際、この案内所は中国人観光客に

評判が非常に良い。見ての通り開放感を感じられるガラスの外壁であり、多くの日本

の観光案内所とは対照的である。この結果、中に何があるのかが一目瞭然。例えば左

側の壁にスタッフの自己紹介（何が好きとか得意とか）がある。右側には、チケット

の案内、夜のイベント、観光地のチケットなどを選べるタッチパネルがある。さらに

奥に行くとラウンジがあり、アート性を感じるローカルのお土産を販売するスペー

スがある。座って休憩することや、パンフレット見ることができる場所がある。活き

活きとして楽しいシンガポールを表現している。また外壁ガラス面にはここで提供

する具体的なサービスメニューが、英語ではっきりと書かれている。ショールームと

いう感覚が重要である。ほか、浅草の観光センターが非常に話題になっている。中国

人に人気のある建築家隈研吾氏の作品ということで、観光地になっている。地方では

難しいかもしれないが、パンフレットを置くだけでなく施設自体を見せるものとし

て整備してもよい。 

こうした施設面の改善とともに、日本の観光案内所のブランドを認知してもらう

ことが重要。提供する情報の信頼性が高いことは訪日中国人旅行者にとって極めて

重要であり、SNSでは担保されない正確な情報であることや新しい情報であることを

伝えるべき。さらに追加すると SNSの情報は利用者視点のものがほとんどであり、地

元視点の情報が極めて少ない。このことから、観光案内所で地元の方とコミュニケー

ションができ、人気の居酒屋の口コミなどの楽しい情報が聞けるようにするとよい。 

また JNTOのものをはじめとする関連スマホアプリの利用を促すためには、中国人

が普段から、そして旅ナカでも利用しているアプリとの提携が不可欠である。それは

SNSでもアリペイのような決済アプリでもよい。アプリ連携によって、案内所の場所

や提供している情報の内容、またチケットが購入できるかどうかなどを伝えること
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で観光案内所の利用が進むのではないか。日本側で用意したアプリを単独でダウン

ロードしてもらうことのハードルはかなり高いといっていい。 

それから案内所としてできること、観光客が必要なことを明確化して運営の PDCA

を回すことが重要。次は日本のいい事例、香川県高松市の観光案内所だが、中国人向

けのサービスが充実していた。ガラスの外壁に QRコード（中国版の LINE対応）があ

り、スキャンするとスタッフとチャットができる。案内所をはなれてもその土地のレ

ストランの相談などができる。また、同じ外壁に、提供しているサービス内容が中国

語で書かれている（観光案内所という言葉も中国語での記述となっている）。提供サ

ービスは、問い合わせ対応、荷物の計量、荷物の梱包・保護、国際郵便の手配、荷物

の一時預かり、携帯機器の充電、空港の出迎え手配、ナビガイド、お土産販売など。

このようなサービスを全ての観光案内所で実現、というのは難しいが、スタッフのモ

チベーション向上や収益面への貢献といった観点からサービスを充実させていって

もよいのではないかと思う。 

最後に、個別の観光案内所として個性を表現することも必要。原宿の観光案内所は、

全部ピンクに統一されていて話題になっている。認定制度の枠組みからぶれない範

囲で個性を強調してもよい。 

池尾座長：続いて、紀陸委員、これまでにないサービスを加えた、新たな観光案内所運営に

取組んでいらっしゃるとのこと、ぜひご披露ください。 

紀陸委員：Huber.は観光案内所の事業とガイドマッチングの事業を行っていて、３年 10ヶ

月前に鎌倉をベースにスタート、現在の従業員数は 70名。目指すものは、旅を通じ

て世界中の人を友達にすること。主要事業であるガイドマッチング事業の登録ガイ

ド数は 6,000名を突破している。現在国内４地域で展開しており、客層は東南アジア

が 70%、欧米豪が 30%になっている。ガイドされたい外国人と国際交流したい日本人

とのマッチングをするビジネスモデル。また東急電鉄とは観光案内所の事業を展開

している。このほか ANA、JR東日本、神奈川県とも提携している。 

Huber.の特徴的なサービスはチャットボットを活用した旅診断である。訪日旅行

予定者に質問することで、どんな旅がしたいのか、また個人の嗜好を聞き出している。

結果、具体的な要望に沿ったプランを作るだけでなく、ガイド側からお客さんの嗜好

を踏まえた提案ができるようになった。 

東急電鉄とはガイドを使って世田谷線沿線を盛り上げる取組を行った。ガイド情

報から世田谷線の豪徳寺が「招き猫の寺」として知る人ぞ知る存在であることを見つ

け、そこに観光客を誘導した。10 人のモニターのうち 7 人が写真を撮って投稿、こ

れを繰り返していったところ、トリップアドバイザーで、夏のフォトジェニックスポ

ット８位になって観光客が徐々に増えてきた。そこに「ガイアの夜明け（テレビ番組）」

での特集と、沿線でのプロモーション施策が重なり、結果、世田谷線の利用客は前年

比 40万人増となった。そのうち外国人は数％ではあるが、新たな観光資源の発掘・
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紹介によって地域経済に大きなインパクトを与えた事例と言えるのではないか。 

マッチング事業の展開と同時にガイド育成やガイドコミュニティ運営を、自治体

と連携しながら進めている。例えばインバウンド旅行者向けの夜間のアクティビテ

ィ不足が言われている一方、地元の居酒屋などのローカル体験がしたい人は多い。旅

行者だけでは入りにくい場所へガイドが一緒に案内して入っていくことでそのハー

ドルを下げている。隠れたコンテンツといえばドローンの空撮体験も面白く、人気が

ある。ドローンが好きな人は、旅行に行くなら当然持って行って撮影をしたいと思う。

しかしドローンは重く、飛行時間も 20～30分ほど。また土地勘がない地域では、ど

こで飛ばしていいかもわからず、断念してしまうことが多かった。ドローン体験プラ

ンは、そんな彼らの課題をすべて解決してくれる。 

あと、ジブリも人気があるが当日券がなく、旅前に予約をしないといけないためガイ

ドがいることの価値が大きい。 

Huber.では二人一組でガイドをするが、非常に満足度が高く、40%の方がリピータ

ー。次の日もその次の日もガイドをお願いしたいと言ってくれる方が多い。OTAのデ

ータだと同じ宿をリピート予約する割合は 0.2%だが、これが地元の人との交流を介

すると 40%まで上がるという結果がでている。また白馬のホテルでヒアリングをした

ところ、帰省時に１年後のバカンスを予約して帰っていく人がやはり 40％とのこと。

40%という数字はリピート率を考えるうえで非常に大事な数値ではないか。その要因

は地域との交流にあると考えている。 

観光案内所事業は東急電鉄と始めており、「WANDER COMPASS（ワンダーコンパス）」

というブランドで京都タワーの３階と渋谷 109 の地下に設立した。アップルショッ

プのような開放的な外観、また内部もオープンスペースでの交流を軸とした観光案

内所としている。ワンダーコンパスの特徴は若い旅人が運営していること。移住とか

定住とかにとらわれない若者たちが観光案内所を切り盛りしている。事業のイメー

ジは蔦屋が図書館のアウトソーシングを実現したように、観光案内所をアウトソー

シングすること。そのうえで自治体の壁を越えたネットワーク化を図る。今年度中に

20 箇所、2021 年までには 60 箇所を目指し、自治体とやり取りをしている状況であ

る。運営が旅好きの若者であることが非常に大事なポイントで、若者が地域に入ると、

まわりの大人たちが気になって面倒をみるようになり、結果、若者をハブとして地域

の合意形成ができやすくなり、未来志向になっていくことを実感している。 

観光案内所のアウトソーシングへのステップはリサーチから始めている。１年間

のリサーチの成果である、地域の誘客コンセプトの明確化と観光資源の気づきを継

続的に提供する仕組みの構築を踏まえ、プロモーションやガイドの育成につなげる。

その後、観光案内所というインフラの整備、アウトソーシング化となる。 

事業を通じて感じる観光事業の課題は、訪日外国人旅行者のデータ収集が高額な

ため継続が困難で PDCAを回すことが難しいこと、自治体がつくる多言語サイトは商
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用利用を目的としておらずインタラクティブではなく、地域のガイドはボランティ

ア、無償であることから継続性がないこと、住民と訪日外国人旅行者との交流が生ま

れる体験が少なく、旅行代理店に体験造成を依頼すれば、手数料が貰える送客先が中

心となり、画一的な体験が増えてしまうという問題があった。Huber.は、事業あるい

は付随するソリューションでこれらを解決してきた。具体的には、事前の旅診断機能

は、マーケティングのついでに、訪日外国人旅行者の嗜好性データを取得でき、継続

的な地域への情報提供を可能にした。また多言語サイトと Huber.プラットフォーム

を APIでつなぐことで、Huber.のコンテンツとプラットフォーム機能の提供を行い、

インタラクティブ性を持たせた。また有償ガイドの育成やコミュニティ運営、さらに

市民ガイドによるコンテンツづくりの支援等を行なっている。 

このワンダーコンパスを西日本から広げて 2020年度までに全国を繋いで観光案内

所ネットワークを実現、日本にきたらワンダーコンパスに行けばいいといってもら

えるような世界を描いている。ぜひ官民連携で進めていきたい。 

池尾座長：陳内委員からは事前にコメントを頂いているようですね、事務局よりご紹介くだ

さい。 

事務局・越川係長："観光案内所はリアルだけのものという考え方は時代遅れであり、常に

持ち歩いているスマートフォンを Infoと捉えた施策展開を大きな柱とすることが急

務と考えます。その上でリアルの案内所は人が提供するサービス、スマホは AIやチ

ャットボットに 24時間案内させるとよいと考えます。"とのことです。 

池尾座長：これまでのインターネットに寄せられる情報は一般の人々と比べ関与が高すぎ

るという点で偏りが多かったが、スマートフォンの時代となって普通の人の声が上

がってきた。例えばトリップアドバイザーに寄せられる情報よりも、インスタグラム

に寄せられる情報の方が、より普通の消費者の声を反映している場合が多い。こうし

た普通の人の声をどう集約するかが大事。それにともない、若者のオピニオンリーダ

ーシップが強まったことも事実。またインターネット上のレストランガイドの普及

で一時飲食店にとっての立地の重要性が低下したが、スマートフォンの普及で、人々

は移動しながら飲食店を探すようになり、ここからすぐのところへ行く、ということ

で、飲食店にとっての立地の重要性が復活してきた。情報ツールや消費者行動におけ

るこうした流れも意識する必要がある。 

 

（6）意見交換 

劉委員：以前 Huber.さんの講演を聞いたとき、特にインバウンド関係のビジネスでは若い

人のモチベーションを上げ、参入を図ることが重要だと感じた。インバウンド関係で

自分の生きがいを探したくて起業する若い人が多いと聞く。また日本人はすごく日

本のことが好きだと思うので、自分が好きな日本を紹介したいという気持ちが強い。

いまのお話しは若者のニーズとぴったりあっている。 
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紀陸委員：観光案内所というリアルな拠点があることで、ガイド育成やガイドコミュニティ

運営、またその地域ならではの体験造成を進めやすくなる。特に観光案内所での交流

は、訪日外国人旅行者との信用創造が円滑にでき、初回体験へ導きやすい。また、観

光案内所からガイドがまちへ訪日外国人旅行者を送客し続けることで、観光案内所

に多くの地域の人が立ち寄るような未来、地域のハブになる未来があると感じる。 

池尾座長：コト消費の満足度が上がると消費額が増加するのだろうか。 

紀陸委員：ガイド料金は数万円だが、生まれている付加価値は相当大きいと感じる。例えば

リピート来訪に繋がったり、口コミ・推薦に繋がったり、その町で食べた食材を購入

して買うようになったり、SNSで発信したり。すべてを換算すると、数十万円規模の

付加価値になっていると感じている。 

山田委員：劉委員による、「ワクワク感」が感じられる施設としてシンガポールの観光案内

所の事例紹介や、「まち」や地域の人々との交流がリピート化を生むという紀陸委員

らのお話しは、興味深かった。JNTO 認定案内所も、リアルな拠点であることを活か

していきたい。 

池尾座長：認定案内所は、インターネット情報だけでなく、現地ならではの情報を整理して

提供するといった機能を果たしているか。 

山田委員： そうしたことは必ずしも容易でない。付加価値の高い情報とは何か、またその

収集・整理・提供に悩んでいる案内所が少なくないのが実情。 

池尾座長：日本に来ている観光客の多くが持っているスマートフォンと観光案内所の存在

やサービスを連携させることが必要だ。 

紀陸委員：京都で運営している観光案内所の例だが、言葉が通じるスポット、ということが

利用のきっかけとなっているという点も見逃せない。別に出た話題だが、運営の PDCA

サイクルをどう回すかも重要。ワンダーコンパスの場合は中間アウトカムとして有

償ガイドサービスの利用（購入）というのがあるため、一般の消費行動のステップを

なぞった指標を置いている。具体的には、観光案内所への来訪人数、うち接客人数、

うち有償ガイド利用人数、さらにトリップアドバイザー等の投稿人数・投稿内容を確

認、それぞれのステップのコンバージョンレートも見て PDCAサイクルを回している。

共有された目標と数字があるので、実感と一致するしモチベーション向上にもつな

がっている。 

池尾座長：中国からの観光客はどうやって情報を得ているのか。 

劉委員：旅マエでスマートフォンからの情報を見ずに日本に来る人はいない。中高年層は子

供に聞いたりしているが、その情報も結局はスマートフォンからの情報。あとは口コ

ミ。信用しているのは友達の友達までの情報。つまり、口コミ情報とスマートフォン

情報の２つ、あるいはその相乗効果としての情報を得ていることになる。 

事務局・田口参事官：紀陸委員に質問。自治体から既存観光案内所の運営を委託された場合、

営利事業として行うことが前提になるのか、それとも従来型の観光案内所と同じよ
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うに情報だけを提供するようなことになるのか。また Huber.のワンダーコンパスと

認定観光案内所のブランドとの関係をどう考えているか。 

紀陸委員：いきなり営利事業として実現することは目指さない。アウトソーシング化もステ

ップを踏んでいる。初年度は既存予算からの上積なしでカウンター業務を受託、旅診

断を行う端末タブレットを通じて１年間かけて得られた情報をレポート化して地域

に無償で提供する。こうした 1 年ごとの成果とその地域への反映・浸透具合をみつ

つ、商用化のタイミングを図る。2点目の質問についてはもちろんワンダーコンパス

で独自のブランディングはおこなっていく。ただ国の認定を受けることで、ワンダー

コンパスの認知の拡大や来訪者増が見込めるのであれば認定制度にも対応する。メ

リットがなければ、マーク、ブランドを複数掲げることは訪日外国人旅行者にとって

わかりにくくなるため認定はとらないと思う。 

池尾座長：ぜひ、紀陸委員が実践されている新しい観光案内所が参画、掲げたくなるような

ブランド戦略をつくりたい。では時間となったので事務局にお返しする。 

 

3. 閉会 

事務局・越川係長：本日は時間を超過しての活発なご議論を感謝。次回日程は調整のうえで

ご連絡する。これにて閉会、本日はありがとうございました。 

 

以上 


