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はじめに 

 

政府は、「明日の日本を支える観光ビジョン（平成 28 年 3 月 30 日策定）」に

基づき、2020 年、さらにはその先を見据えて、「観光先進国」の実現に向け、訪

日外国人旅行者（以下「外国人旅行者」という。）がストレスフリーで快適に旅

行できる環境整備に取組んでいる。 

いわゆる旅ナカにおける受入環境整備の一環として、観光庁は外国人旅行者

の安全・安心・快適な旅行環境を提供するために 2020 年末までに JNTO 認定外

国人観光案内所（以下「認定案内所」という。）を 1,500 箇所とすることを目指

して認定取得を促してきており、2019 年 2 月末には全国で 1,036 箇所を数える

に至っている。 

他方、近年、社会の変化（ウェブ、スマートフォンの普及）や旅行動態の変化

（外国人旅行者数の大幅な増加、地方部への観光の波及、FIT 化、スマートフォ

ンを利用した情報収集の容易化、コト消費への志向等）が加速しており、認定案

内所が「外国人旅行者の満足度」と「消費の促進」に資していくためには、多様

化する外国人旅行者のニーズに対応して、その案内機能を一層高度化していく

必要がある。 

今やほぼ全ての外国人旅行者が保持しているといえるスマートフォン等に対

応したバーチャルな情報提供機能の重要性が増しており、JNTO はグローバルサ

イトや携帯アプリの充実を図っているほか、平成 30 年度末（2019 年 3 月末）に

は、災害等非常時に対応する AI・チャットボットを導入する予定である。 

今後は、リアルに存在する認定案内所と拡充していくバーチャルな情報提供

機能が互いに補完し合う関係を意識しつつ、旅ナカの観光案内機能を総合的に

充実させていく必要がある。 

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では、外国人の

ニーズ調査、認定案内所の実態調査の結果を踏まえ、バーチャル時代における観

光案内所の役割をとりまとめた上で、目指す姿の実現に向けた施策を検討した。 

 

 

 
出典：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資料より作成 

 
 

訪日外国人旅行者数

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

2020年： 4,000万人
（2015年の約2倍）

2030年： 6,000万人
（2015年の約3倍）

2020年： 8兆円
（2015年の約2倍超）

2030年： 15兆円
（2015年の約4倍）

2020年： 7,000万人泊
（2015年の約3倍弱）

2030年： 1億3,000万人泊
（2015年の約5倍超）

2020年： 2,400万人
（2015年の約2倍）

2030年： 3,600万人
（2015年の約3倍）

■政府目標（「明日の日本を支える観光ビジョン」より、外国人観光案内所関連個所抜粋）
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1. 認定観光案内所を取り巻く環境と目指す姿 
 

 認定観光案内所の認定制度について 
 
■認定制度の概要 
 

平成 23 年（2011 年）、JNTO 認定外国人観光案内所制度（以下「認定制度」と

いう。）が創設された。既存の観光案内所を対象に外国人対応を進めることを目

的とした制度であり、「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 24 

年 1 月観光庁策定、平成 30 年 4 月改訂）（以下「運営指針」という。）に基づい

て、外国人旅行者が我が国を旅行する際に、不自由に感じることがないよう、「観

光案内所の質の向上・質の担保」と「情報の事前提供による環境整備」を目指し

ている。 

「運営指針」には、サイン環境や施設整備、多言語対応や提供サービスといっ

た認定の要件と認定のカテゴリーレベル等が示されている。4 つのカテゴリー別

の認定とした理由は、サービスの充実度の「見える化」をねらったものである。 

 
 

図表 1 JNTO 認定外国人観光案内所制度の概要 

 

 
 

出典：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、日本政府観光局（JNTO）地域連携部  
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■認定案内所数の推移と目標 
 

平成 23 年（2011 年）の制度運営開始から認定案内所数は着実に増加してきて

おり、平成 31 年（2019 年）2月末時点で 1,036 箇所となっている。政府が掲げ

る 2020 年の目標 1,500 箇所の実現に向けて、一層の取り組みが求められている。 
 

図表 2 カテゴリー別認定案内所の推移 
 

 
出典：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、日本政府観光局（JNTO）地域連携部 

 

 

■カテゴリー別の認定案内所の役割 
 

「運営指針」では、観光案内を専業とする外国人観光案内所と専業ではない外

国人観光案内所に区分し、前者についてサービス内容の充実度により 3 つのカ

テゴリーに分類し、カテゴリー別の役割（運営の考え方）を示している。また運

営の考え方に対応したサービスレベルとして、多言語対応の充実度、カバーでき

る地理的範囲等が規定されている。 

カテゴリー３の認定案内所の役割は我が国の観光案内のゲートウェイとなる

こと、カテゴリー２は次の地域への橋渡しとなること、カテゴリー１は地域情報

の交流拠点となることである。 

カテゴリー１、２、３の順に求められる多言語対応等の充実度が高くなり、提

供する情報がカバーする地理的範囲も広くなる。また、同じ順で外国人旅行者数

が多い地域での立地が求められる。認定案内所は基本的に観光案内を専業とす

る施設であるが、専業としない施設でも、必要な基準を満たすものであればパー

トナー施設として認定される。 
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図表 3 カテゴリー別の認定案内所の役割とサービスレベル 
 

・  
 

出典）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より作成、日本政府観光局（JNTO）地域連携部 

 

 

■認定案内所のロゴマーク 
 

「運営指針」では、外国人旅行者が施設を訪れることができるように、所在情

報の掲示等の情報発信を求めている（求められる情報発信の内容はカテゴリー

別に異なる。）。 

また、認定案内所であることを外国人旅行者が認識できるように、ロゴマーク

を旅行者の目に付きやすい場所に掲出することとされている。 

 

図表 4 認定観光案内所のロゴマーク 

  

分類 運営の考え方 多言語対応等 求められる立地
カテゴリー３ 観光案内のゲートウエイ 英語を含む３言語以上での

対応（英語はスタッフが常
駐）ができ、全国の観光や
交通の情報提供ができる

外国人旅行者が我が国のゲートウエイとし
て最初に訪れる地域または特に多く訪れ
る地域

カテゴリー２ 次の目的地への橋渡し 英語で対応できるスタッフが
常駐し、広域の観光や交通
の情報提供ができる

外国人旅行者が観光の拠点として多く利
用し、ローカルな情報に加え、次の移転先
などの広域的な情報の提供が求められる
地域

カテゴリー１ 地域情報の交流拠点 パートタイムで英語対応が可
能なスタッフがいる、又は、電
話通訳サービスや多言語翻
訳システム等による英語対
応ができ、地域内の観光や
交通の情報提供できる

外国人旅行者の最終目的地となりローカ
ルな情報の提供が求められる地域

パートナー施設 観光案内を専業としない施設やボランティア団体等により運営さ
れ、必要な基準を満たすもの

外国人旅行者を積極的に受け入れる意欲
のある地域

出典：観光庁 外国人観光案内所の設置・運営のあり方 指針（平成 30 年 4月改訂版） 

出典：JNTO のホームページ https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/index.html 

2019 年 3 月 6日時点 

「外国人観光案内所の設置・運営のあり方 

指針」（平成 24 年 1月観光庁策定 平成 30 年 4月改訂）

におけるロゴマークの掲出に関する記述は下記の通り。 

 

「日本政府観光局（JNTO）が認定する外国人観光案内所

のシンボルマークを旅行者の目に付きやすい場所に掲

出しておくこと」 

「地域の実情に応じて、既存のシンボルマークである

“？”を継続して使用しても構わない」 
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■JNTO による認定案内所支援サービス 
 

JNTO による認定案内所に対する支援サービスは、大きく区分して言語サービ

ス、情報提供サービス、案内所機能向上サービスがある。 

言語サービスとしては、英語、中国語、韓国語の電話による無料通訳を実施し

ている。情報提供サービスとしては、認定案内所同士の情報共有等に資するメー

ルマガジンの発行や認定案内所専用サイトの設置、また各種の資料提供を実施

している。案内所機能向上サービスとしては、研修会の開催、外客対応について

のマニュアル作成や相談サービス、JNTO が直接運営する TIC 視察等を実施して

いる。 
 

図表 5 JNTO による認定案内所支援サービス 
 

 

 
 

出典：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、日本政府観光局（JNTO）地域連携部 
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 旅行動態の変化 
 

日本の観光を取り巻く環境や旅行動態は、急激な外国人旅行者数の増加、FIT

化やスマートフォン活用の進展、地方部への広がり及びモノ消費からコト消費

が志向される等、近年大きく変化している。 

また、平成 30 年（2018 年）に各地で発生した自然災害を契機に、災害等非常

時における外国人旅行者への情報提供に関する課題が顕在化した。 
 

■外国人旅行者数と消費額 
 

外国人旅行者数は、2012 年（平成 24 年）から 2018 年（平成 30 年）にかけて、

3.7 倍と急激な増加となり 2018 年には 3,119 万人となった。 

外国人旅行者に関する政府目標は、訪日外国人旅行者数、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等で設定されている。 

政府目標のうち、訪日外国人旅行者数の目標である 2020 年（平成 32 年）4,000

万人は、近年の急激な増加によって目標達成が視野に入ってきた。一方、訪日外

国人旅行消費額の目標である 2020 年 8兆円の実現には訪日外国人１人当たり旅

行支出 20.0 万円が必要となるが、2012 年 13.0 万円に対して、2018 年 15.3 万

円と伸び悩んでいるという課題がある。 

観光案内所においては、地域でのコト消費に結びつくチケット販売や、体験コ

ンテンツの案内等を通じた一層の消費促進が期待される。 
 

図表 6 訪日外国人旅行者の推移 

 
 

出典：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査」より作成 
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■団体旅行から FIT へ 

 
外国人旅行者の旅行動態を形態別（団体旅行か FIT か）でみると、従来 FIT 比

率が低かった東アジアを中心とした近距離の市場において、近年その割合が高

まっている。結果として全体の FIT 比率は 2017 年（平成 29 年）に 76％に達し

た。 

FIT 比率の増加から、旅ナカでの観光情報が一層求められており、観光案内所

に対する潜在的なニーズが高まっていると考えられる。 
 

図表 7 個人手配旅行比率の推移 
 

 
 

出典：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査【観光・レジャー目的】」より作成 

 

  

60.8

71.0

46.0

70.8

28.5

94.6 93.3 93.1 91.4 91.8

76.2

86.0

63.2

90.6

61.8

90.8
93.6 95.9 91.8 92.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年



7 
 

■スマートフォン活用の進展 
 

日本滞在中に役に立った旅行情報源を 2010 年（平成 22 年）と 2017 年（平成

29 年）で比較すると、「スマートフォンが役に立った」とする割合が 6.4％から

69.9％と急激に伸び、圧倒的に活用されるメディアとなった。 

他方、観光案内所が役に立ったとする割合は、同期間に 21.3％から 15.9％へ

（空港の観光案内所は 19.5％から１3.6％へ。）と漸減しており、有効な情報を

提供する情報源としての位置づけが相対的に低下している。 

こうしたことから、スマートフォンで取得できるバーチャルでの情報と、観光

案内所で取得できる情報の差別化等が求められている。 
 

図表 8 日本滞在中に役に立った旅行情報源 

 
出典：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査【全目的】」より作成 （いずれも複数回答） 
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■地方部への広がり 
 

外国人旅行者の行動変化は、訪日リピーター数の増加という形でも顕在化し

ている。2017 年（平成 29 年）には訪日リピーター数は 1,700 万人を突破した。

この訪日リピーターは、地方部を訪問する傾向が顕著である。今後、政府目標の

外国人リピーター数 2,400 万人（2020 年（平成 32 年））が実現すると、一層多

くの外国人旅行者が地方部を訪れることが想定され、地方部の観光案内所の潜

在的なニーズが高まっていると考えられる。 

 
 

図表 9 地方部への広がり 
 

 
 
 

 
出典：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査」より作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 訪日回数 1 回目       訪日回数 2～9 回目 訪日回数 10 回以上 

 
出典：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査」より作成 
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■モノ消費からコト消費へ 
 

外国人旅行者の行動変化は、FIT 化、情報収集方法の変化だけではなく消費行

動においても顕在化している。モノ消費からコト消費への志向の変化が、ゴルフ

場・テーマパーク、美術館・博物館・動物園・水族館のような娯楽サービス購入

率の上昇として表れている。 

観光案内所においては、チケット販売や、体験コンテンツの案内等の需要が高

まっていると考えられ、加えて、観光案内所が蓄積する外国人旅行者のニーズ情

報等が新たな体験コンテンツに活かされる等、マーケティング拠点としても期

待される。 

図表 10 コト消費の広がり 
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■災害等非常時における受入環境整備の課題 

 

2018 年（平成 30 年）、日本では各地で自然災害が相次いだ。北海道胆振東部

地震もそのひとつである。 

 広域での停電を招いた北海道胆振東部地震の発災後、非常時に外国人旅行者

が求めるものについて訊ねたアンケート調査結果から、上位２つのニーズであ

る「充電ポイント等を提供して欲しい」（50.8％）「インフォメーションセンター

を充実して欲しい」（42.2％）、さらに「交通・飛行機の情報等説明できる案内所

を設置して欲しい」（25.4％）といった認定案内所が具備すべきと考えられるサ

ービスへのニーズが高くなっていることがうかがえる。 

 

図表 11 地震発生時に希望する対応 
 

 
 

出典：株式会社サーベイリサーチセンター（2018 年 9 月 14 日） 

「北海道胆振東部地震における訪日外国人旅行者の避難行動に関する調査」をもとに作成 
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 認定案内所に求められる役割の変化と目指す姿 
 

 バーチャルでの観光案内機能の強化 

 
スマートフォン等を用いた情報取得が加速する中、JNTO においてもバーチャ

ルでの情報提供サービスの充実を図っており、ウェブサイトや SNS 等を通じた

情報発信の拡充等に取組んでいる。 

とりわけ、平成 30 年に日本各地で発生した災害を受けて、同年 9 月に観光戦

略実行推進会議において「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急

対策」が決定され、災害情報の発信にも SNS の活用を開始した他、今後、災害時

の情報提供サービスとして AI・チャットボットによる外国人旅行者に向けた情

報発信の開始を予定している。将来的には観光情報の提供にも活用していくこ

とを視野に入れ、全国のリアルな認定案内所で収集した外国人旅行者の相談情

報を AI・チャットボットに反映し、バーチャルでの回答能力を向上させていく

等、検討を進めていく。 

これらの取り組みにより、バーチャル情報源となる媒体は、アクセスのあった

外国人旅行者を認定案内所（リアル）へ誘導し、他方で認定案内所（リアル）は

コミュニケーションから得られたニーズを、バーチャル情報媒体へフィードバ

ックするといった相互補完が成立し、相乗効果が発揮されることが期待される。 

 

図表 12 認定案内所のポジショニングとバーチャル情報との相互補完関係 

  

バーチャル情報 認定案内所
ニーズの
フィードバック

外国人観光客の
リアルへの誘導

互いに補完

・場所を選ばず利用でき、多数の
外国人観光客にリーチしやすい

・個々のニーズや、地域の詳細情
報等に対応しにくい場合がある

・コミュニケーションにより、
信頼関係を構築でき、個々の
ニーズに沿った提案が可能

・情報を得るためには、訪問する
必要がある

（４）認定案内所

（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利便性が高い（滞在中に役立った情報源として約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

■デジタル情報

■アナログ情報
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 リアルな場としての認定案内所の目指す姿 

 
リアルの情報提供を担う認定案内所も、バーチャルの情報提供手段の多様化

を踏まえてポジショニングを整理し、真に求められる役割を果たし、「外国人旅

行者の満足度向上」や「消費の促進」につなげることが重要となっている。 

バーチャル時代における認定案内所は、「自分のニーズに合った情報入手の機

会」、「信頼できる情報入手の機会」、「コミュニケーションによって得られる安心

感」及び「非常時における駆け込み寺」といった機会の提供や機能が求められて

いると考えられることから、目指す姿として、外国人旅行者とって下記の①から

③を満たす存在となるよう、取り組みを進めるべきである。コミュニケーション

を通じ、信頼関係を構築した上での、個別のニーズに合った提案は、コト消費の

促進に繋がる重要な要素と考えられる。 

加えて、認定案内所は、外国人旅行者とのコミュニケーションから汲み取った

ニーズをデータ化して蓄積し、地域にフィードバックする等、マーケティングの

拠点としての役割（下記④）が期待される。 

 

①立ち寄りたくなる場所 

②信頼できる場所 

③いざというときに頼れる場所 

      ＋ 

④マーケティングの拠点 

 

 

図表 13 バーチャル時代の認定案内所の目指す姿  

①立ち寄りたくなる場所

外国人観光案内所の目指す姿

②信頼できる場所

③いざというときに頼れる場所

外国人旅行者の満足度向上
消費の促進

④マーケティング拠点

＋

自分のニーズに合った情報入手の機会

信頼できる情報入手の機会

コミュニケーションによって得られる安心感

外国人観光案内所に求められる役割

駆け込み寺

地域ならではの体験情報の入手機会
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2. 観光案内所の目指す姿の実現に向けた施策の検討 
 
観光案内所の目指す姿の実現を検討するために、外国人を対象としたニーズ

調査（以下「外国人アンケート調査」という。）、認定案内所の実態調査（以下「案

内所アンケート調査」という。）を実施した。 

外国人アンケート調査では、旅行者が観光案内所に求めるサービス、認定及び

ロゴマーク掲出による訪問促進効果等を把握した。 

また、案内所アンケート調査は外国人アンケート調査と必要な調査項目を揃

えて実施し、供給しているサービス、ロゴマーク等の掲出状況を把握するととも

に、需要側ニーズと供給実態のギャップ等を整理した。 
 

図表 14 施策検討のために実施したアンケート調査の概要 
 

 

調査概要
対象者 ：FITでの訪日が多い香港、アメリカ、フランス、オーストラリア（各100名、計400名）

：海外観光旅行で観光案内所の利用経験がある方で、可能な限り訪日経験ありの方
→案内所利用層を対象とした調査結果

調査方法：webアンケート調査
実施期間：2019/2/4開始、2/13終了

調査概要
対象者 ：全国のJNTO認定観光案内所983カ所の運営事業者
調査方法：メールによるアンケート票配布・回収 ※JNTO殿にご協力を頂き実施中
実施期間：2019/1/25発送（2/8〆切）、2/12督促（2/18〆切）

回収数670件(回収率68.2%、廃業1件あり）3/5終了

①外国人アンケート調査

②案内所アンケート調査
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 サービス面の需給ギャップと対応 

  

認定案内所のサービスを「基礎的サービス」（「運営指針」で認定要件とされて

いる情報提供サービス）、「付加的サービス」（特定の切り口での情報提供や予約・

決済を含むサービス）、「魅力・誘客向上サービス」の 3 つのレベルで整理し、外

国人旅行者のニーズと認定案内所での提供実態とのギャップを確認した。 

その結果、「基礎的サービス」はニーズに対して提供が十分であるものの、同

等程度のニーズであった「付加的サービス」、ニーズが最も大きい「魅力・誘客

向上サービス」では提供が十分とはいえない実態が明らかになった。 

「魅力・誘客向上サービス」の内容を検討するにあたっては、例えば米国の観

光案内所が「まちの顔」として、「地域ならではの商品」の販売を行っているほ

か、レストランやバーとしての営業、あるいはコンサートを開催する等の、住民

も利用できるサービスを実施し、結果、来訪者と住民とのコミュニケーションが

発生している例等も参考になる。 
 

図表 15 サービス面の需給ギャップ 
  

外国人のニーズ 案内所の提供サービス
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また、荷物預りサービスやレンタルサイクル、産品販売サービス等の外国人旅

行者の評判が高いサービスを有料で実施している案内所が見られ、外国人旅行

者からは有料であっても一定のニーズが確認できた。現時点で対応できていな

い外国人旅行者のニーズに対し、各認定案内所においては有料化してサービス

を提供することも積極的に検討していくことが望まれる。さらに、有料化したサ

ービスを組込むことは、より安定した認定案内所の運営に繋がっていくことに

も資すると考えられる。 
 

図表 16 有料サービスの導入実態 
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■有料サービスの導入事例「産品販売サービス」「飲食サービス」 
 

◯ SuiTO FUKUOKA（カテゴリー２）（福岡県） 

物販に加えてレストラン、レンタルスペースを併設。レストランでは地元産

の食材を使った本格的な料理を提供している。 

 

 

 

■有料サービスの導入事例「産品販売サービス」「飲食サービス」 

 

◯ 日本橋観光案内所（カテゴリー２）（東京都） 

お土産ショップにおいて日本橋エリアの老舗・名店の土産品、オリジナル商

品を販売。また周辺商業施設とタイアップしたカフェでオリジナルドリン

ク、スイーツを提供している他、文化体験ツアー・ワークショップを実施し

ている。 
 

案内所外観 

レストラン 

案内所内部 

案内所内部 
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■有料サービスの導入事例「産品販売サービス」「イベントサービス」 

 

◯ 大津駅観光案内所 OTSURY（カテゴリー１）（滋賀県） 

観光案内所のリニューアルに併せて、運営主体独自で物販を実施。また地域

住民・事業者と連携して、ハロウィンや日本酒イベント等を開催。春・秋に

は単発イベントを毎週開催している。 
 

 

 

 

■有料サービスの導入事例「産品販売サービス」「ツアー・旅行商品予約 

 サービス」「レンタルサイクルサービス」 

 

◯ 城崎温泉ツーリストインフォーメーション SOZORO（カテゴリー２）（兵庫県） 

高速バスチケットやバスやタクシーを活用した外国人向けの着地型ツアーを

販売。また、地元商品の販売やレンタサイクルを実施している。 

 

 

 

 

案内所外観案 案内所内部 

案内所外観 案内所内（物販） 
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 KPI の検討 

  

既項「1.3.2 リアルな場としての認定案内所の目指す姿」において、認定案

内所が目指すべき姿は「立ち寄りたくなる場所」、「信頼できる場所」、「いざとい

うときに頼れる場所」となっていく必要、またそれに加えマーケティングの拠点

にもなっていく必要があることに触れた。その一方で、多くの認定案内所におい

ては目指すべき姿に関する達成度を測ることができる定量的なデータ（KPI 候補）

を取得していない実態が明らかになった。 

 そのため、関連する KPI を設定し、さらには KPI の導入インセンティブ（表彰

制度等）もあわせて創設することで、サービスの質を継続して向上させていく好

循環を確立していくことを検討した。 
 

図表 17 認定案内所において、取組の成果を定量的に把握している項目 

  

図表 18 KPI 設定の目的～サービスの質の向上サイクルの確立 

 

 具体的な KPI は次年度以降の検討により定めるが、基本的な考え方は以下の

ア）イ）ウ）等が考えられる。 

 

ア）「満足」を示す指標（利用者本人の満足度） 
 例：訪問者数、利用者満足度、売上、サービスメニュー数等 

イ）「信頼」を示す指標（第三者への推薦意向） 
 例：NPS※（Recommendation を示す指標）、信頼度、SNS における投稿数等 

ウ）マーケティング拠点としての指標 
 例：蓄積データに基づいたコンテンツ開発や受入環境整備への反映実績等 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

情報提供サービスの内容の充実度

利用者満足度

利用者数

＜KPIの設定と測定＞
◯「満足」を示す指標（利用者本人の満足度）

例：訪問者数、利用者満足度、売上、サービスメニュー数等
◯「信頼」を示す指標（第三者への推薦意向）

例：NPS（Recommendationを示す指標）、信頼度、SNSにおける投稿数等
◯マーケティング拠点としての指標

例：蓄積データに基づいたコンテンツ
開発や受入環境整備への反映実績等

＜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

＜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

＜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

好循環の確立

■ＫＰＩに基づいた好循環の確立
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 また、不正を防ぎ、納得性と信頼性の高いものとして扱われるよう、「全国で

統一した KPI の導入」、「データ回収スキーム」等もあわせ、今後検討していく。   

 なお、導入する際は、事前に試行を行ったうえで実施する。 

 

 

 

 
 

◯ 道の駅モニタリング事例 

全国道の駅連絡会は、全国の道の駅を対象とした「道の駅モニタリング」を

実施している。それぞれの道の駅に対する利用者の満足度や様々なニーズ、

生の声を継続的に収集することを目的としており、満足度等の指標を得てい

る。 

道の駅モニタリングは、それぞれの道の駅のポスターに掲示した QR コード

を携帯電話で読み取ってもらってアンケートサイトに誘導し、回答してもら

う仕組みである。携帯電話の位置情報サービスと連携しており、当該の道の

駅から半径 3km 以内でなければ回答できないという制約-回答者を当該道の

駅の利用者に限定-を設けている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：道の駅公式ホームページ https://www.michi-no-eki.jp/topics/view/80、20190319 

 
 

道の駅モニタリングの応募ポスター 

※NPS：近年、「エンゲージメント・マーケティング」で用いられる NPS（Net Promoter Score：

顧客ロイヤルティを数値化した指標の意）。観光案内所で用いる場合、外国人観光案内所利用

者のうち案内所への来訪を薦めたいとする割合等が想定される。 
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 表彰制度の検討 

 

 KPI 導入のインセンティブとして、また継続してサービスの質が向上していく

好循環の要素として、表彰制度を検討していく。 

 表彰制度は、認定案内所の「NPS（おすすめ度）」等を基に、全国同一の評価手

法を用いる方法や、各認定案内所に「サービスの質の向上に向けた独自の取組」

等を自薦して頂く方法等が想定される。 

 表彰は認定というブランドの中でもより優れたものを表すものと位置づけ、

認定案内所だけではなく職員もその対象とすることでモチベーション向上につ

なげていく。 
 

図表 19 表彰制度の考え方  

 

 

図表 20 各認定案内所が自薦する場合のスキーム案  
 

 
  

表彰制度の評価軸の設定について
・KPI（外国人旅行者の満足度と消費の促進）達成に向けた、観光案内所の取り組みを評価する。

一例としては、提供サービスでの評価や地域との連携内容に関する評価 等

表彰制度の前提となるKPIの設定
「外国人旅行者の満足度」と「消費の促進」

利用者へのアンケートによる満足度の把握や旅行口コミサイトの評価の参考の他、地域における体験コンテンツや観光ス
ポットへの案内や消費を促進する案内数等をKPIと設定

アンケートから得られたポイント
・案内所も顧客評価軸（８割が志向）を重視して取り組んでいるという声が7割あり、考え方は一致している。
反面、満足度の定量的な把握は、2割強と少なく、課題がある。

JNTO
認定観光案内所

地方運輸局単位 認定観光案内所

認定観光案内所

認定観光案内所

募 集

応 募

書面審査・
選定 表 彰（一次審査）

表彰までの流れ表彰制度の運営スキーム案

選定委員会

（二次審査）

プレゼンテー
ション審査
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 ネットワーク化による補完的な体制づくり 
 

認定案内所全体でのサービスの質の向上においては、いくつかの先進事例に

みられるように、複数の認定案内所同士で連携し、利用者の声（ニーズ）の共有

やそれぞれが立地する地域相互の外国人旅行者の誘導を図るという補完的な体

制を整備することも有効である。 
 

■ネットワーク化によって期待する効果 
 

認定案内所のネットワーク化により、個別の認定案内所エリア内の情報のみ

ならず、広域的な情報の流通も可能になり、多様化した外国人旅行者のニーズに

対応できるようになる。外国人旅行者の行動である、我が国へのゲートウェイで

ある空港から東京や大阪・京都等の大都市へ、大都市から地域の観光拠点へ、地

域の観光拠点から周縁の観光地へという川上から川下に向かう流れに対して適

切に情報を提供していくことが効果的である。川上側の認定案内所に川下側の

認定案内所からの信頼できる情報を集約することで、ニーズに合った情報提供

を行うことができる。 

こうした認定案内所同士での連携においては、JNTO が認定案内所専用サイト

において運用している掲示板の活用が考えられる。リアルタイムでの災害時の

情報共有や、地域の認定案内所ならではの情報（観光地の混雑状況や、祭等のイ

ベント開催情報等）の共有が可能となるよう、機能充実を検討する。 

また、地域の観光事業者にとっては、他地域の認定案内所による周知が可能と

なることによる消費(売上)の増大につながる。 

さらに、ネットワーク化において ICT を導入した場合、時間・空間障壁を越え

た情報共有の実現が可能になる。リアルの場を通じて収集し、共有されたアナロ

グ情報はシステムに溜まってストックされ、デジタル情報としてバーチャルで

いつでも参照できるようになる。その結果、外国人旅行者、認定案内所双方の利

便性が向上することが期待される。 

 
 

図表 21 ネットワーク化のメリット 

 

 
  

観光案内所のネットワーク化のメリット

【外国人旅行者に向け】
• 多様化したニーズや問合せに答

えてくれる。
• ソースがはっきりした信頼でき

る情報を得られる。
• リアルタイムな情報を得られる。

【観光案内所に向け】
• 旅行者の多様化したお困りごと

に対応できる。
• 観光案内所提供しているサービ

スの向上につながる。
• スタッフの質の向上の意識が高

まる。
• 蓄積された情報の共有が可能に

なる。

【地域の観光事業者に向け】
• 周遊してくれる旅行者が増える。
• 消費の増加につながる。
• 外国人旅行者に知ってもらう機

会が増える。
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■参考 ネットワーク化の取組事例 
 

JNTO ツーリスト・インフォメーション・センター、TIC TOKYO、東北運輸局

のネットワーク化取組事例を紹介する。 

 
 

◯ JNTO ツーリスト・インフォメーション・センター（ヒアリング結果） 

JNTO ツーリスト・インフォメーション・センターは丸の内エリアの 3つの外

国人観光案内所（TIC TOKYO、Tokyo City i、JR EAST Travel Service 

Center(Tokyo Station）との連携を実施している。メールや電話を利用した

やり取りだけではなく、担当者同士の連絡会等を実施している。連携効果を

上げ、サービスの質を向上させるためには、バーチャルでの接触だけでな

く、直接的な顔を合わせる機会が重要である。 

認定観光案内所は、災害時に駆け込む場所という重要な役割があると認識し

ている。災害時の外国人旅行者の帰宅困難者の対応に備えるために、2018 年

に防災訓練を実施した。交通機関の最新情報の共有や、帰宅困難者用の避難

場所等を提供する予定である。 

通常の観光案内業務では、外国人旅行者の個別のニーズによる連携を行って

いる。例えば、交通機関のチケット予約・購入というニーズであれば、JR 

EAST Travel Service Center(Tokyo Station）を紹介する。あるいは、待ち

時間を有効に使いたいというニーズであれば、文化体験等が可能な JNTO ツ

ーリスト・インフォメーション・センターを紹介する。そして観光コンテン

ツの予約・購入がしたいというニーズであれば、JTB が運営している Tokyo 

City i を紹介する。 

こうしたそれぞれの人観光案内所の強みを活かした補完的な連携体制によ

り、外国人旅行者の満足度の向上や消費の促進、また全体的な運営の効率化

につながっている。 
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◯ TIC TOKYO（ヒアリング結果） 

TIC TOKYO は広域周遊の促進のために東北（仙台）、関西（京都）の外国人

観光案内所と連携している。 

電話やメール、チャット、Skype 等を利用して、お互いの地域の観光情報を

共有している。地方での観光コンテンツは自然資源が多く、桜の開花状況や

紅葉の状況、季節的なイベントの開催予定等の情報が観光案内に必要となる

が、メディア媒体の情報では即時性がなく、信頼性に欠ける場合がある。こ

の点、外国人観光案内所同士という信頼できるソースからの情報は貴重であ

る。また、どの地域で桜や紅葉が見られるかを示すことで外国人旅行者の地

方誘導が容易に実現できる。また、それぞれの外国人観光案内所では、事業

者と連携して散策マップを作成しているが、これについても共有している。 

ICT を用いた情報交換をより有効なものとするためには、実際に顔を合わせ

ることが重要である。情報を共有している相手の顔がわからなければ、チャ

ットでのやりとりは活発なものとならない。研修会等で顔を合わせた上で、

チャットで情報共有する等の工夫が必要である。 

インターネットでは得られない情報、外国人観光案内所ならではの情報を持

つことが存在意義であり、その情報を共有することで効果が高まる。例えば

広域周遊ルート関連情報を立地が異なるそれぞれの利用者に提供していくこ

とで、広域観光周遊ルートの課題や改善策が見えてくる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

TIC TOKYO 観光案内所内（Skype 活用） 
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◯ 東北運輸局 研修会の充実によるネットワーク化 

東北運輸局が開催した東京オリンピック・パラリンピックを焦点として開催

した研修会である。テーマを絞り込んでいることもあり、対面でのコミュニ

ケーションを通じたネットワーク形成が進んだ。 
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■認定案内所のネットワーク化の進め方 
 

認定案内所のネットワーク化の推進の取組について、直近で検討、推進すべき

内容と、中長期的に検討、推進すべき内容に大別した。 

 

（１）研修会の充実、専用サイトの充実等 

まず、直近では JNTO の研修等において認定案内所同士のコミュニケーション

を図るプログラムを質、量ともに充実させるとともに、各地域ブロック別研修会

の開催回数自体を増やし、e ラーニング研修の導入も検討する等、支援を行って

いく。あわせて、認定案内所の担当職員の異動で構築した関係性が毀損しないよ

う、認定期間である 3 年間における研修参加を認定更新の要件とすることにつ

いても検討する。 

加えて、認定案内所専用サイトについても、リアルタイムで情報を容易に入手

できるようプッシュ機能を実装すること等、よりアクティブで有意義な媒体と

なることを目指し、様々な機能拡充を検討する。 

 

（２）ノウハウの共有、マーケティングへの活用等 

（１）のネットワーク化の取組を推進し JNTO 認定案内所専用サイトの掲示板

等を活用した認定案内所同士の観光案内情報の連携強化を図ることにより、そ

れぞれの認定案内所で収集・記録した利用者の相談情報や対応ノウハウの共有

によるスキルアップ等を段階的に進め、将来的にはデジタル情報として集約し

たデータをマーケティングに活かし、また、利用者と認定案内所の双方の利便性

向上を目指し、頻繁に発生する利用者からの質問に対し、AI・チャットボットを

活用し効率化を図る等、検討していく。 
 

 

図表 22 認定案内所向けの研修会の充実等 

  

e ラーニング研修の導入検討 
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図表 23 認定案内所専用サイトの充実等 

 
  

既存の JNTO 認定外国人観光案内所専用サイト 
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 情報発信の強化 
 

外国人旅行者に対して、認定案内所が「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」となること、加えてマーケティングの拠点

となることに向けて、リアル、バーチャル双方での情報発信を強化する。 
 

■認定案内所のブランド発信の強化 
 

認定案内所が、外国人旅行者のニーズに合った情報や信頼できる情報入手の

機会の提供、コミュニケーションによって得られる安心感等の提供を行ってい

ることについて、JNTO グローバルサイトの認定案内所の紹介ページの内容の更

なる充実を検討する。また、グローバルサイトのうち、個々の認定案内所を紹介

するコーナーについても内容を充実させ、個別の認定案内所の特徴をサービス

メニューアイコンやビジュアルを活用して紹介していくことや、個別の認定案

内所の検索において詳細条件での検索を可能とすることを検討する。こうした

説明・紹介にあたってもロゴマークを積極的に活用していく。 

また、コンテンツの充実に加え、認定案内所に関する情報発信についても積極

的に取り組んでいくことが重要であると考えられ、SNS を活用した発信や、各種

ガイドブックへの掲載働きかけ等の取組の推進を図る。 

旅ナカでの情報発信を担う携帯アプリ「Japan Official Travel App」におい

ては、認定案内所に物理的・時間的に立ち寄れない場合のバーチャル案内所とし

て機能し得るよう、利用促進を図る。 

個別の認定案内所に対しては、その存在のアピールが来訪につながり、ひいて

は地域における消費促進となり得るというアンケート結果を踏まえ、位置情報

やサービス内容を積極的に情報発信することを促していく。 

また「運営指針」の見直しと合わせて、実態調査を実施した上、最低限の質を

担保できていない認定案内所等に対するコンサルティングを実施し、認定案内

所としてのブランドを維持することを検討する。 

 

図表 24 JNTO グローバルサイト（認定案内所制度の紹介ページ） 
 

 
 

既存の JNTO 認定制度説明ページ例 

（例：提供するサービスの内容、提供 

する資料、開所日数の記載等の要否を検討） 
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図表 25 JNTO グローバルサイト（個別認定案内所の紹介ページ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図表 26 ＪＮＴＯが提供するアプリケーション 
 

 
  

既存の JNTO 認定案内所紹介ページ例 
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 ロゴマークの検討 
 

■認定の評価・来訪者増への効果 

外国人旅行者の認定案内所の利用意向は、「大変利用したい」「利用したい」を

合わせると過半数を超えており、認定であることを情報発信することで来訪者

が増加する可能性がある。 

 
 

図表 27 認定の有無と来訪者増への効果 

出典：平成 31 年度実施外国人・観光案内所アンケートより作成 
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いと思う
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利用しな
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■現在のロゴマークの認知度 
 

現在のロゴマークについて、アンケートの結果、知らないと回答した割合は

４割を超える結果（44.3％）となった。また、ロゴマークを見かけたことがな

いと回答した割合も５割近く（47.5％）であったことから、ロゴマークの露出

がまだまだ不十分であるという実態がうかがえる。 

なお、ロゴマークを見かけた場所は、歩行中・乗車中というリアルな場面で

の回答割合が 28.3%と高く、インターネット（バーチャル）は 16.5％と低くな

っている。 

認定案内所に対する信頼、および利用意向が高いという結果を踏まえると、

掲出場所や掲出サイズに解決すべき課題があることが示唆される。 
 

図表 28 現在のロゴマークの認知度、見かけた場所  

 
出典：平成 31 年実施外国人・観光案内所アンケートより作成
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■ロゴマークの掲出状況 
 

「運営指針」によって、認定案内所はロゴマークを掲出することとなってお

り、A4 サイズのものが配布されている。現状ではロゴマークを入口やカウンタ

ーに掲出している場合が多いが、一方で、外国人旅行者の目に触れやすい外部

への掲出が不十分であるという実態が判明した。これは、現状配布しているサ

イズが各認定案内所の現場環境に必ずしもマッチしていないためによること

も考えられることから、観光庁においては、認定ロゴマークを各種希望サイズ

で掲出できるように、ロゴマーク素材を準備し、提供することを検討する。 

また、ロゴマークをメディアに掲出していると回答した認定案内所は少なく、

その理由としては、他のロゴを使用していることや、掲出のスペースが限られ

ていること、システム上困難であること等が挙げられている。 
 

図表 29 ロゴマークの掲出状況、情報発信状況 

 
出典：平成 31 年度実施・観光案内所アンケートより作成 
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■ロゴマークに関する今後の取り組み 
 

現状のロゴマークが外国人旅行者においても一定の認知があることを踏まえ、

現状のロゴマークの色調や「i（斜体）」表示を基本としつつ、「信頼」を示す要

素を加えること、名称等で「固有のブランド」であることを示すこと、バーチャ

ル・リアルの様々なメディアで活用できるように「サイズの工夫」ができるよう

にすることが必要と考えられる。また、今後具体化していく表彰制度の受賞を示

していくことも念頭に置く。 

認定案内所のリアルな現場では、A4 以外のニーズに合ったサイズでの配布す

ることにより、ロゴマークの露出を増やしていく。具体的には、各認定案内所が

希望するロゴマークのサイズを聞き取った上で、ニーズに応じたロゴマーク素

材の提供を検討する。こうした取り組みにより、アンケート調査で示されたよう

に、外国人旅行者が「認定という信頼がある観光案内所であれば訪問する」とい

った認定案内所の利用を促進していく。 

また、それぞれの認定案内所において、保有するバーチャル・リアルのメディ

アで積極的にロゴマークを活用するよう推進していく。 

ロゴマークの周知のために、認定案内所ラリー等のキャンペーンを行う等が

考えられるが、その際はそれぞれの認定案内所のご当地を示すようなアイコン

あるいはシールを用意する等により、いわゆる「インスタ映え」を意識すること

も検討の余地がある。 

加えて、わが国で今後オリンピック・パラリンピック等の世界的大会の開催が

控えている中、「i（斜体）」と並んで「i」、「？」といった図記号が混在している

現状があり、外国人旅行者にとって分かりにくい、との指摘があった。今後、ブ

ランドの統一化のためにも、認定案内所については「i（斜体）」に一元化してい

くことが望ましいが、各認定案内所の個別のブランド施策に影響が生じると考

えられるため、この点については「i（斜体）」の普及状況や認知度を踏まえつつ、

引き続き検討していく。 
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図表 30 ロゴマーク案 

＜案①（右は表彰結果（シール）を貼り込んだもの）＞ 

 

 

 

＜案②（より簡易的に認定案内所を示すロゴマーク）＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【現状のロゴマークからの変化】 

「信頼」を示す要素の追加     ⇒“桜マーク”、認定との文言の追加 
「固有のブランド」であることを示す⇒ 「i（斜体）」の継続利用 
（Tourist Information（一般名詞）⇒Japan Visitor Center（固有名詞）） 
その他；日本語表記        ⇒簡体字標記・韓国語標記 
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■ニックネームの検討 
 

認定案内所に慣れ親しんでもらえるためには、より短いフレーズで覚えても

らえる呼称が有効と考えられるため、ニックネームについても今後検討すべき

である。 （例）「Japan Visitor Center」→「JAVIC」（ジャビック）等 
 
 
 

 外国人旅行者が使い慣れたメディアでの情報発信 
 

旅ナカにおけるスマートフォンの利用では、観光情報を提供するウェブサイ

トに加えて、日常的に使い慣れたアプリや地図検索サイト等が利用される機会

が多いと考えられる。このため、情報発信に当たっては、日常的に使い慣れたア

プリや地図検索サイト等と連携していくことが重要である。 

今後は、日常的に利用している地図検索サイトやアプリにおける情報発信を

強化する必要があり、そのために新しいロゴマークのアイコン化及び地図検索

サイトや使い慣れたアプリの地図上への表示について検討を進めていく。 

また、認定案内所自身も、案内所で提供しているサービス内容や基本的なアク

セス・連絡先情報を、地図検索サイトやアプリに登録する等、情報発信に対する

積極的な取組みを行う姿勢が求められる。 
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おわりに 
 

近年、FIT 割合の増加やスマートフォン利用の加速等、旅行動態は大きく変

化している。しかし、その中においても、旅行者が観光に求める普遍的な価値

は、訪れた地域でのコミュニケーション、その地域ならではの体験といった

「リアル」であることに変わりはない。利用が進んでいるバーチャルでの情報

取得も、最終的にはまさにそのリアルを感じとるためのものである。 

 

認定案内所は、外国人旅行者と観光地とのタッチポイントである。地域の最

新情報を、コミュニケーションを通じた信用創造を通じて、個々の外国人旅行

者のニーズに沿って提供することで、外国人旅行者は求める「リアル」を得る

ことができるのである。 

 

だからこそ、認定案内所は、今後より多く、より頻繁に我が国を訪れること

になるであろう外国人旅行者に対して、各地域が豊富に有している多様な「リ

アル」を提供することができる、受入環境整備の要となる存在である。 

 

こうした役割を担っている認定案内所が本報告書で示した目指す姿を実現す

るために、国および JNTO は必要な支援を積極的に行っていく。 

 

そして、何よりも認定案内所自身が果たすべき役割を理解した上、自らがサ

ービスの質の向上やネットワーク化、情報発信の強化といった活動を一層活発

化することで、「立ち寄りたくなる場所」、「信頼できる場所」、「いざというと

きに頼れる場所」に加え、「マーケティングの拠点」たる存在へとさらに発展

していくことが期待される。 
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