誰もが親しめる観光案内窓口をめざして・・・
現場からはじめよう！

◆開催日時：平成１５年１１月１１日（火）〜１２日（水）
◆場所：黒松内ｉセンター／黒松内歌才自然の家

１１

日

１２：３０

（火）
○ 集合：道の駅「トワ・ヴェールⅡ」
◆現地視察：黒松内ｉセンター
◆案内者：黒松内ブナの里振興公社マネージャー：佐藤氏
・・・・・・・・歌才自然の家へ移動・・・・・・・・

１３：３０

○ 講習会
◆開会・挨拶：後志観光連盟事務局

１３：３５

◆意見交換会
目的：より多くの観光客に立ち寄ってもらえる観光案内所となるためにス
タッフ自らができることを考える。
内容：◇実験を通して感じたことを整理しよう
◇スタッフ自らできることを考えよう
◆各グループ発表
◆まとめ

１５：２０

◆休憩

１５：３０

◆技術講習会
目的：魅力ある地域だより作成のための基本的な考え方、テクニックを習
得する。
内容：◇地域だより作成の基本的な考え方
◇フォトショップ等を使った画像編集テクニック

１６：３０

歌才自然の家

◆全体討議

１７：００

○ ｉセンターラリー抽選会

１７：３０

○ 閉会

１８：３０

○ 懇親会
◆会場となる「歌才自然の家」は・・・

黒松内らしさを感じられる
料理をつくってお待ちして
います！お楽しみに！！

大谷料理長より

歌才自然の家は、牧歌的風景の中、国の天然記念物『歌
才ブナ林』や運動公園などの自然を楽しみながら、人と
人が心ゆたか に交流するコミュニケーションの場として
つくられました。
季節感ある食事と、野外レクリエーションを楽しむファ
ミリーや学校の児童生徒の研修など、四季を通じて多く
の方々にご利用されています。

１１

日

９：３０

（水）
○ 歌才自然の家出発
町内観光施設見学

【歌才オートキャンプ場「ルピック」】
白樺などの広葉樹に包まれ、自然の中で気ままに過ごしたい、というア
ウトドア派に人気の高いオートキャンプ場。2.2ha の広いフィールドに
は、テントサイトとバンガローが、ゆったりと配置されていて、お隣り
同士気がねなく過ごすことができます。
愛称の「L'PIC（ルピック）」は、フランス語でキツツキという意味で
す。

【ブナセンター】
雄大な自然を背景に、北欧風のスタイルと、とんがり屋根がアクセント
の「ブナセンター」。ブナを中心に町の歴史や自然を紹介しています。
自然観察の方法や動物・植物に関する情報のほか、木工房と陶工房、食
工房などの体験スペースもあり、黒松内ならではの楽しいひとときを過
ごすことができます。
【トワ・ヴェール（加工センター） 】
チーズ、ハム、ソーセージ、アイスクリームなど黒松内町の新鮮な素材
を使い、こだわりにこだわりを重ねて納得のいく、自信の逸品を集めま
した。みなさまが「大自然のおいしさ」に出会っていただくところです。
お土産に是非！

１２：００

○ 解散

特産物手づくり加工センター
「トワ・ヴェール」

黒松内を北限とするブナ。ブナ林は昭
和 3 年に国の天然記念物に指定されま
した。一般にブナは人里離れた山奥に
自生しますが、歌才ブナ林はまちと隣
り合わせにあるので散策気分で気軽に
手つかずの自然が満喫できます。
黒松内ｉセンター

アルカリ性の泉質で肌がツ
ルツルになると評判の美肌
の湯。ジェットバスやミス
トサウナなど洋風と、檜風
呂やフィンランドサウナを
備えた和風があり、ともに
露天風呂が楽しめます。

黒松内ｉセンター
自然体験学習宿泊施設
「歌才自然の家」

ブナセンター
歌才オートキャンプ場

黒松内町の特産物を一同に集めた情
報の発信基地。オリジナルパンの販売
やレストランが人気の的、休息、土産、
食事で最も賑わう道の駅です。

■ｉセンター交流会概要
●現地視察（11 日

12:30〜）

左端から２人目が黒松内ｉセンターを案内
してくれた佐藤マネージャー。ありがとうござ
いました。
今回は、ｉセンタースタッフのほかに、真狩
村さん、京極町さん、寿都町さんの参加をえて
開催されました。

●研修会：ワークショップ（13:30〜）
歌才自然の家に会場を移し、研修会を開催しました。今回の研修会では、まず、「観光客
に喜ばれる I センターとなるためにスタッフ自らできることを考えよう」をテーマにワー
クショップを開催しました。Ａ〜Ｃの３つのグループに分かれた参加者らは、実験期間を
通して感じた課題や問題点を整理しながら、これから取り組むべき大きな目標を考えまし
た。結果はグループごとに発表しました。

●研修会：技術講習会（15:50〜）
ワークショップに続いて、魅力的な地域だよ
りを作成するための技術講習会を開催しまし
た。ホームページワーキンググループの房間さ
んを講師に、地域だより作成の際の基本的な考
え方や画像処理の方法についての講習を行い
ました。

●ｉセンターラリー抽選会（17:20〜）
研修会に続いて、実験期間中実施したｉセンターラリーの抽選会を行いました。

●懇親会（18:30〜）
研修会終了後の懇親会では、黒松内町や道内
の素材にこだわった料理を堪能しながら、大い
に盛り上がりました。料理長さん、ありがとう
ございました。

●町内見学（12 日

9:30〜）

２日目は、黒松内町のオートキャンプ場「ル
ピック」
（右上）、ブナセンター（左下）、トワ・
ヴェール（右下）を見学しました。全ての施設
で、担当者の方から説明をしていただきました。
参加された皆さんが、黒松内町のまちづくりの
方向性や概要を知る上でも充実した見学会で
した。

■意見交換会（ワークショップ）結果
意見交換会では、前回第１回と同様にＡ・Ｂ・Ｃの
３つのグループに分かれ、各グループ６名程度でＫＪ
法によるワークショップを実施しました。
各グループでは、自己紹介の後、リーダー、発表者
を選出しました。リーダーの司会のもと、以下の２つ
テーマについて、普段スタッフが現場で感じているこ
とをポストイットに記入していただき、それぞれ記入
された現状課題や対処法について各々説明していた
だきました。

ワークショップによる意見交換

●テーマⅠ：実験を通して感じたことを整理しよう
●テーマⅡ：スタッフ自らできることを考えよう
●テーマⅠ：実験を通して感じたことを整理しよう
「実験を通して感じたことを整理しよう」では、ｉネットとｉセンターそれぞれについ
て、良かった点、反省点について整理しました。
先ずｉネットの良かった点については、「後志を一体としてみるような認識が生まれた」
「自分の住むマチの良さを別の視点で見直すきっかけとなった」といった意見があげられ
た反面、「観光客が本当に求めている情報と提供している情報にズレ（商業情報がない等）
がある」
「通信員（情報員）体制が構築されていないため地域だよりの更新がままならない」
等の反省点があげられました。
一方、ｉセンターについては、「スタッフの目線で現場（観光案内所や道の駅）を見る機
会が増えた」「スタッフ間の連携が図られ電話での問い合わせもしやすくなった」など、ｉ
センターの開設によりスタッフの意識啓発やネットワーク機能が強化されたと評価されて
いるものの、「利用する観光客や地域住民にとってｉセンターの認識はまだまだ少ない」等
の反省点があげられました。
●テーマⅡ：スタッフ自らできることを考えよう
テーマⅠによる議論を踏まえ、「スタッフ自らできることを考えよう」では、「みんなで
情報提供をしてくれる人材を集める」「自らも旅行し情報収集を行う」など、「もっと自分
の住む地域やマチを知ることからはじめる」ことや、ｉネット・ｉセンターを観光客や地
域に知ってもらうために「住民説明会の開催」「ｉネット学習会の開催」「商工会等のホー
ムページにもｉネットのバナーをはってもらう」など、これから取り組むべき目標につい
て様々なアイデアがあげられました。

Ａ グループ
◆ｉ
ネット

◆ｉ
センター

テーマ１

良かった点

良かった点

・地域間の情報がわかりやすくなった
・町の「良さ」を別の視点で見直すことができた
・後志全体の情報が一度に見ることができ便利

・他のｉセンタースタッフが見学しに訪れてくれた
・地元の人が、よく来場するようになった

実験を通じて感じたこと

反省点

反省点
原因は？

見る側
ｉネットを見
る人が少ない

いいパンフレットがない

マニュアルがない

観光客が求めている情報にズレがある
→・商業情報がない
・道路情報(渋滞/通行止)等がない
・ページ構成が分かりにくい
・もう少し情報の量があってもよい

・意外と説明しやすい観光マッ
プがなく、スタッフにとって
案内しにくい
・パンフレットの補充を依頼さ
れたが、在庫がなく対応でき
なかった

・観光客に対してｉセンター共
通の対応(接客)の仕方、基準
などが必要
・また、接客に対して、スタッ
フの認識統一が必要

通信員(情報員)を育成できていない
→・通信員そのものが町によっては
いない
・何を発信したらよいか分からない

設置パソコンの環境が悪い

つくる側
地域だよりの
更新がなかな
かできない

テーマ２
スタッフ自らができること

観光客の求めている
情報を揃える

視点を変えて町の情報を
捉えなおす

例）
・地域が中心となってデート
コースをつくる
・商業情報を取り扱う
・行政主体ではなく、地域住民
主体で情報発信する
→もう一度、情報発信してく
れる人を集める

例）
・鍋の作り方、イクラ醤油漬け
の作り方等、その地域ならで
はの情報を集めて発信する
・後志全体で特産品を集め、紹
介するページをつくる
・しりべしｉネットを使って商
売をする

ＰＲ不足
・観光客にとって、ｉセンター
の認識はまだ少ない
・ｉセンター以外のパソコン設
置場所のＰＲも必要

・気軽に見れる環境にない
→・通信速度が遅い
・子供がゲームで遊ぶ

おもてなしの心

人材の発掘

・窓口スタッフだけでなく、
地域全体でおもてなしの意識
をもつ

・地域の中で、人材を発掘する

【各グループの取りまとめ内容（Ａグループ）】

Ｂ グループ

テーマ１

〜 実験を通じて感じたこと 〜

良かった点

テーマ２ 〜

スタッフ自らができること

〜

反省点

競争心

ｉ
センターの所在

・他ｉセンターと競争心が芽生えた
・自分の地域をより知ろうとする気持ちが
生まれた
ｉ
センター間の連携
・各ｉセンターが同じ目的で第一歩を踏み
出せた
・案内スタッフ間のつながりができた
・後志の確実な情報を伝えることができ
始めた
・管内の動きを身近に感じることが出来た
・他の市町村の観光案内の現状を知る機会
となった
・後志の新たなネットワークづくりのきっ
かけとなった
・これまでは他の案内所や道の駅にはあま
り関心がなかったが、今回の取り組み
で、勉強しなくては、という意識の啓発
につながった
官民連携
・行政側に民の動きや考え方を伝え、意識
改革のきっかけづくりの場となった

観光ボランティアが欲しい

・ｉセンターの場所がわかりにくい
ｉ
センターの機能
・観光案内所としての機能を十分に発揮で
きなかった
スタンプラリー

・みんなで人材を集める
・ｉネット学習会(案)の開催する
→ｉネットでどんな情報が得られるか、
みんなで勉強する

・知っている人と知らない人の差が大きい
・たくさんのスタンプラリーがあって観光
客だけでなく受け入れ側も混乱する
情報の正確性

利用者中心の考え方に変える

・観光客に情報を提供する以上は、正確性
が重要である
ｉ
ネットの内容
・繁忙期に更新できなかった
・更新作業に着手する時期が遅れた
・ＨＰ上に画像が少ない
・更新しようにも地域に良い画像が少ない
・本当に知りたい情報が得られない

・官民の役割分担を取り決める
ex)ｉセンターのＰＲは民
官のＰＲは官
で実施する
・スタンプラリーのラリー帳は一冊に統一

官民連携
・施設管理者と案内スタッフなど担当者間
の意識にズレがあった

【各グループの取りまとめ内容（Ｂグループ）】

Ｃ グループ
◆ｉ
ネット

◆実験全体

テーマ１

良かった点

◆ｉ
センター
良かった点

・後志を一体として見るような認識がでてきた

実験を通じて感じたこと

反省点
利用のされ方
・ｉネットで観光情報を得られることを観光客が
知らない
・ＹＡＨＯＯなど別の検索エンジンで情報を得て
いる
・ゲームで遊ばれる
情報の内容について
・行政から発信されているものと変わらない
・地域に住む人からの新鮮な情報は出てこない

・ｉネットとｉセンターの知名度がど
の程度あるのかカウントだけでは判断
できない。
・広域の情報が求められている小樽や
喜茂別は窓口への問合せも多いが、ほ
とんどは窓口で聞かれることは地元の
ことばかり。ｉセンターとしては機能
しておらず、パンフレットとパソコン
で、充分ではないのか？
・「ｉ」がどういう意味なのか、まだ
まだ周知されていない。

・周知の必要性
・情報の厚み（ストック）が重要

・一つの案内所ではなく、点→線→面とつながり
ができた
・スタッフの目線で現場(他ｉセンターや道の
駅)を見る機会が増えた
・スタッフ間のつながりができ、電話での問合せ
がしやすくなった
・今までなかった観光案内所ができた

反省点
・名前が変わっただけで、今までの案内と何も変
わらない。利用者にも知られていない。
・「ｉセンターって何？」と聞かれた。
・案内窓口に２人で並んでいると客は話しかけに
くい⇒こちらから話かけるとスムーズにいく。

テーマ２

親しみやすい
地域としての情報を伝える

情 報 収 集

も っ と 地 元 や 観 光 客 に 知 っ て も ら う

スタッフ自らができること

・掲示板をつくる
→利用者が自由に書き込める
環境をつくる
・画像を使って面白く表現する
・表示の仕方をやわらかくする
→「混浴あり」など

も っ と 地 元 の こ と を 知 る

・積極的に旅行するなど、自ら
情報を集めることをする
ｉ
センターの特徴

・後志をみんなで見て回る
・ｉセンター交流会では、地域の「売
り」を地域に語ってもらう

ｉネットのＰＲ方法

・今までとは違う何か独自のも
のが欲しい。
地域へのＰＲ

・商工会などのホームページに
バナーをはってもらう
・ひらがなで登録すると検索で
トップにくる
・頻繁な更新・リアルタイムな
情報→リピーター

今後のテーマ

現 場 主 義

【各グループの取りまとめ内容（Ｃグループ）】

・地域の人達への周知が重要
・地域にｉネットやｉセンター
を説明する
→住民説明会を開催する

