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１．はじめに 
近年、観光案内所は外国人旅行者を受け入れるインバウ

ンド観光の振興という点において、観光情報の提供、旅行

商品の販売などの旅の出発地としてはもちろんのこと、体

験イベントやツアーの開催など旅の目的地としても重要性

が増している。現在、国（観光庁）や東京都は、観光案内

所の設置や設置支援を観光政策の柱の一つとして位置づけ、

施策を展開している（３章で後述）。 
東京都内では、2019年8月現在、東京都指定の観光案内

所は283、また重複はあるが日本政府観光局（JNTO）認定

の観光案内所は99を数える。その現状を鑑みると、観光案

内所は一つの建築用途であり、公的な役割を担う都市施設

として捉えて、その設置から管理運営まで含めた計画理論

を深めていく必要があると考える。 
これまで観光学・観光研究のなかでは、観光案内所は主

要な研究対象として取り上げられることは稀であり、十分

な議論がなされてこなかった（２−１で後述）。とはいえ、

近年観光庁が実施した観光案内所に関する全国調査やそれ

につづく設置指針、あるいは近年の既往研究の成果を踏ま

えると、観光案内所が提供すべき設備やサービスに関して

は、一定の共通理解が定着し、各観光案内所がこれらを選

択しながら施設経営に当っていると推察される。その一方

で、観光案内所の分布、立地、建築デザイン、アクセス等

の空間的側面に関する議論は熟していない。 
そこで本研究では、都市施設としての観光案内所という

視座に立ち、１）立地・配置計画的な視点、２）見え方や

アクセスなどの建築計画的な視点、さらには３）近年都市

施設の管理運営で重視されている民間の活用という視点を

設定する。そして、これらの視点を重視した観光案内所の

計画理論の構築に向けて、東京都心部を対象として、以下

の３点を研究課題とする。第一に、観光案内所に関する理

論と実践の歴史的展開を明らかにする（第２章）。第二に、

現在公的機関によって制度化されている観光案内所設置に

関するスキームのなかで、観光案内所が都市施設としてど

のように捉えられているのか解明する（第３章）。第三に、

既設置の観光案内所を対象に都市施設としての空間的、機

能的特徴を考察する（第４章）。 
研究の方法は、第２章では観光案内所に関する文献資料

の網羅的収集とその解読・分析、第３章では国や東京都発

行の行政資料の解読・分析、第４章で現地でのは観察調査

やインタビューをメインに、観光案内所の実態把握を行う。 
 

２．観光案内所の理論と実践の歴史的展開 
２−１．観光学・観光研究のなかの観光案内所 
観光案内所のあり方に関して、戦前期から戦後期にかけ

て、個性的な概念が提示されていた。毛利（1938）（１）は、

旅行者の応対目的の「観光案内所」と、斡旋目的の「ツー

リスト・ビューロー」の性格の違いを指摘し、前者は旅行

者の行動特性上、鉄道駅降車口に設置し音声により周知す

べきと主張した。また、雑誌「観光」（全日本観光連盟発行）

では、「観光施設の設計」と題した連載記事の一つに「観光

案内所」があり、大泉（1950）（２）は、誘目性の高いファサ

ードのデザインや屋内の展示方法について論じている。 
その後、次々と観光案内所が設置されて、また観光学・

観光研究が深化し体系化されていく一方で、観光案内所へ

の眼差しは比較的凡庸なものになっていく。前田（1978）
（３）をはじめ観光学の概論的図書の多くは、観光対象、観光

資源、観光施設等の分類・体系化のなかで、「観光案内施設」

の一つとして観光案内所を位置づけ、観光案内所は「観光

客を迎え入れるためのコア施設」であり、情報、物産、人
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材が集まる場であると論じた北川（2008）（４）、運営主体と

して公的機関だけでなく、交通業や宿泊業が報酬を得てサ

ービスを提供する場合にも言及している末武（1974）（５）が

あるが、概略的記述にとどまる。また、「月刊観光」（日本

観光協会発行）における観光案内所特集（1979）（６）も体験

談的記事、運営報告的記事が大半である。 
翻って近年、観光立国推進のなかで、観光案内所の設置

や普及に関する国の制度確立に向けて、観光庁による調査

（2011）１）や観光案内所の動向把握を目的とした谷田部

（2015）（７）などがある。しかし、これらは主に設備やサー

ビスの面から我が国の実態把握や先進的海外事例調査であ

り、都市施設として、配置や建築デザインまで含めた総合

的な計画理論を探求しているものはない。 
 

２−２．公的機関による観光案内所の設置 
東京都心部において、外客誘致を目的としたジャパン・

ツーリスト・ビューローが、東京駅1階乗車口に観光案内

所を設置したのが1914 年のことである（JTB100周年事業

推進委員会，2012）（８）。その後、旅行商品の販売・斡旋を

主目的に、鉄道駅や百貨店等にも案内所を設置していった。

一方、公共性の高い観光案内所は、東京都もしくは日本政

府の観光政策のなかで設置されてゆく。これらの観光案内

所がいつ、どこに、設置されたのか、行政資料２）や文献等

から東京都や国の観光政策との関係もおさえながら、その

変遷を整理し特徴を明らかにする。 
（１）東京都の観光政策 
東京都心部における公設の観光案内所は、1933年の「東

京市設案内所」が 初であり、これは東京駅、上野駅、丸

ビル3箇所に設けられた窓口での案内の他、観光パンフレ

ット・地図の制作・発行など観光行政機能を兼ねるもので

あった。これは1942年に廃止されるが、戦後「都政案内所」

や「東京都案内所」が一般相談業務に併せて観光案内も行

い、これが1947年総務部観光課の設置へと結実した（東京

都総務局観光部，1965）（９）。 
1950年代には都内有名百貨店に「東京都観光案内所」が

設置され、都民へ近県の案内を行った。そして、1954年に

東京駅八重洲口、その翌年に羽田空港、東京五輪を控えた

1964 年には新宿駅に公設の「観光案内所」が設置された。

しかし、1966 年都の事業の整理・合理化のため、東京駅、

新宿駅の観光案内所は早くも閉鎖されてしまう。 
再び大きく動き出すのは、観光が国策として盛り上がる

2000年以降のことである。2001年に「東京都観光振興産業

プラン」（１０）が策定され、前年に東京国際フォーラム及び新

宿駅に設置された「東京観光情報センター（東京 i）」の都

庁、羽田空港、京成上野駅への移転（2002年）や、「東京 i」
と区市町村設置・民間設置の観光案内所との連携が謳われ

た。このネットワークは2004年に「東京観光案内窓口」と

して制度化された。また、「外国人旅行者の受入環境整備方

針」（2014年）（１１）では都内主要観光地10地域に、「広域的

な観光案内拠点」の整備方針が掲げられ、整備運営事業者

に対する補助制度も整えられた。 
（２）国の観光政策 
戦後、我が国では外客を対象とした非営利で公共的性格

を持った総合観光案内所が待望されてきた。1962年によう

やく国際観光振興会（現JNTO）によって、「ツーリスト・

インフォメーション・センター（TIC）」と称する観光案内

所３）が有楽町に設置された（翌年には羽田空港に設置され、

1978年成田空港開港後は移転）。 
また、1983年には、外国人案内所網「i」システムの整備

が開始され、総合観光案内所（TIC）と地方の観光案内所が

ネットワーク化されるようになる（「i」案内所）。2007年に

はビジット・ジャパン・キャンペーンと連動して、「ビジッ

ト・ジャパン案内所」へと名称を変更し、参加呼び掛け、

研修会開催等より一層の拡大のための施策が講じられた。

さらに、2012 年に観光庁は、「外国人観光案内所の設置・

運営のあり方指針」（１２）を定め、多言語対応及びサービス提

供の範囲、立地等を基準に４段階にカテゴリー分けを行う

認定・支援制度が構築され、「JNTO認定外国人観光案内所」

へと名称変更された。 
その他、1976年には、新宿駅東口1階に運輸省の支援の

もと、日本観光協会（現日本観光振興協会）が、「中央観光

情報センター」を開設している。これと併せて地方におい

ても同様の観光情報センター（サブセンター）を設置し、

全国的ネットワークが形成された。民間の強みを生かし、

旅館、ホテル、ユースホステル、観光地情報を整理・一元

化し、全国どこでも同じ情報の入手を可能とした。 
このように、観光案内所設置に関する歴史的変遷として

は、東京五輪前後と観光立国推進の 2000 年代以降に増加

する外国人旅行者をどのように受け入れるかという対応策

として、公営の観光案内所が交通ターミナル（主要駅や空

港）に設置されてきた。一方、近年は旅行者のニーズに応

じて設置されてきた民間の観光案内所を指定・認定する仕

組みが整えられている。 
 
３．公的機関による観光案内所の指定・認定スキーム 
３−１．各スキームの概要 
前述のとおり、現在東京都心部では、東京都による「東

京観光案内窓口」及びJNTO・観光庁による「JNTO認定外

国人観光案内所」という公的機関が観光案内所を指定・認

定し、旅行者の受け入れ環境をネットワーク化する２つの

スキームが存在する。さらに、これらに東京都及び JNTO
が自ら設置する観光案内所も合わせて、公的機関が関わる

観光案内所の全体像を捉えてみたい。 
表１は、両スキームの概要として、目的、根拠となる行

政の方針・指針、開始年、階層化された各カテゴリーの特

徴、対象となる事業者、指定・認定のプロセス、行政から

の支援・補助について整理したものである。 
両スキームに共通する基本的性格として、外国人旅行者

を主なターゲットとした観光案内所を対象とし、機能やサ

ービス内容に関する基準や審査のプロセスを設けることで、

1 
 
 
 
5 
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観光案内所の質の向上、質の担保を図っている。また、観

光案内所の事業者としては、民間、公的機関いずれも可能

であるが、公平・中立な観光情報を提供が求められている。 
なお、「東京観光案内窓口」の募集要項には、「JNTOが定

める外国人認定観光案内所のカテゴリー1・2・3 又はパー

トナー施設を取得されていない場合には、取得を目指すこ

とが望ましい」旨記載されており、重複もあり得る。 
 

３−２．観光案内所指定・認定の方針 
（１）分布・配置に関する方針 
東京都が関わる観光案内所は、前述のとおり３つのカテ

ゴリーに分けられる。すなわち、交通拠点に設置される東

京都直営の「東京観光情報センター」（5 箇所）、都内主要

観光地 10 地域４）に設置される「広域的な観光案内拠点」
５）、そして「駅、宿泊施設、観光施設等、外国人旅行者が訪

れる場所」に立地する「東京観光案内窓口」（283箇所）で

ある。 
他方 JNTOは、観光案内所を立地、機能等により３つの

カテゴリー及びパートナー施設に分類し、東京都内では、

上位の全国を対象とするカテゴリー３が 13 件、２が 43
件、１が22件、パートナー施設が21件となっている。指

針のなかで、共通する立地条件としては、「鉄道駅などの公

共交通の交通結節点、著名な観光地の中心部など、（外国人）

旅行者の来訪の多い場所にあること」とあり、カテゴリー

３に関しては、「ゲートウェイや外国人来訪者の多い立地」

とあり、カテゴリー２は都道府県に１つ以上、カテゴリー

１は市町村に１つ以上と密度への言及がある。 
このように、東京都では、広域的な観光案内拠点を設置

する重点区域、JNTO では、観光案内の対象範囲を広域か

ら狭域へ階層化し、各スケールに応じた機能やサービスを

求めている。 
（２）建築スケールに関する方針 
「JNTO認定外国人観光案内所」では、設置・運営指針と

して、誘導サインや施設の視認性を高めるサインの必要性

が述べられている。一方、「東京観光案内窓口」は、サイン

だけでなく配置や意匠等も含めて、建築スケールに関する

方針は示されていない。 
（３）観光案内所の民間活用 
図１に示すとおり、両スキームともに制度上、民間活用

を前提としたものとなっている。「東京観光案内窓口」は

80％、「JNTO認定外国人観光案内所」は46％（全国）が、

民間事業者設置の観光案内所である（2018年5月時点）。 
 

 
 
 
 
 

 
 

図１ 民間設置と非民間設置の割合 

 

表１ 東京観光案内窓口とJNTO認定外国人観光案内所の比較 
 東京観光案内窓口 JNTO認定外国人観光案内所 
目的 専業・非専業に関わらず観光案内を行う窓口で、外国人旅行者を積極

的に受け入れる意思を持ち、公平・中立に配慮して地域の観光案内を
行う 

外国人旅行者が我が国を旅行する際に、不自由を感じることのないように、①観光
案内所の質の向上・質の担保、②情報の事前提供による環境整備を行う。 

根拠となる方針・指針 東京都観光産業振興プラン／外国人旅行者の受入環境整備方針（東京
都,2014年） 

外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針（観光庁,2012年／2018年改定） 

各カテゴリーの認定
数 
（2018年4月現在） 
 
【参考】（網掛け）は当
該スキーム外にある
もの 

【参考】東京観
光情報センター 

5 
（都庁、京成上野駅、
羽田空港、バスタ新
宿、立川）に設置 

・東京都直営 
・駅、宿泊施設、観光施設
等、外国人旅行者が訪れる
場所 

【参考】ツーリス
ト・インフォメーシ
ョン・センター 

丸の内 ・JNTO直営（運営は委託） 

カテゴリー３ 13 
（全国49） 

・常時英語以外の外国語も対応化 
・全国の公共交通や観光情報を案内 
・ゲートウェイや外国人来訪者の多い立地 【参考】広域的

な観光案内拠点 
10 
（新宿・大久保、銀座、
浅草、渋谷、東京駅周
辺・丸の内・日本橋、
秋葉原、上野、原宿・
表参道・青山、臨海副
都心、六本木・赤坂） 

・広域的な観光案内機能を
担う拠点（10地域）。東京都
が定めた重点整備エリア 

カテゴリー２  43 
（全国315） 

・常時英語対応可 
・広域の公共交通や観光情報を案内 
・都道府県に１以上 

カテゴリー１ 22 
（全国609） 

・何らかの方法で英語対応可 
・地域の公共交通や観光情報を案内 
・市町村に１以上 

東京都観光案内
所 

283 
（23区内244） 

・求められる機能 
１）提供サービス、２）英
語対応、３）立地（駅、宿
泊施設、観光施設等、外国
人旅行者が訪れる場所） 

パートナー施設  21 
（全国203） 

観光案内を専業としない施設であっても、外
国人旅行者を積極的に受け入れる意欲があ
り、公平・中立な立場で地域の案内を提供 

対象となる事業者 都内の区市町村及び観光協会等観光関連団体。または一般社団法人、
公益社団法人、 一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、
商店街、商店街連合会、商工会、商工会議所、民間事業者。 

法人あるいは地方公共団体 

指定／認定のプロセ
ス 

年３回公募が行われ（2018年度）、審査会にて書類審査を行い、東京
都が指定する。 

随時認定の申請は可能であり、外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針で示さ
れている認定基準を満たしている場合は、JNTO によって承認される。認定は、3
年ごとの更新制。 

行政からの補助・支援
策 

■東京都からの支援 
屋内型観光デジタルサイネージの貸与、都が加入したモニター付きコ
ールセンターサービスの提供、トラベルガイドの提供、窓口等広報用
ホームページPR 
■東京観光財団からの支援 
パンフレットの制作、案内サインの多言語化、LAN 環境整備等に対
する経費補助 2／3以内（限度額300万円）※区市町村の場合は、1
／2以内（限度額225万円） 

■JNTOからの支援 
・プロモーション 
・言語に対する支援（電話による簡易通訳のサポート） 
・情報提供に関する支援（他地域情報、外国語情報等） 
・案内所の機能向上に関する支援（研修会の実施、マニュアル提供等） 

0
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４．東京都心部における観光案内所設置の実態 
４−１．調査対象の抽出と情報収集 
より詳細に観光案内所の設置状況を把握するため、東京

都心部の主要な観光地や交通ターミナルが立地する 9 区

（中央、千代田、港、墨田、台東、新宿、渋谷、豊島、大

田）において、前章で明らかにした東京都及び JNTOによ

る観光案内所の指定・認定スキームの両方に該当する観光

案内所37施設を抽出した６）。これらの都市施設としての特

徴（立地、接道の有無、施設タイプ、設置者、諸機能）を

明らかにするために、現地調査や担当者へのインタビュー
７）を実施し、その結果を表２のとおり整理した。なお、以

下の文中の［ ］内の数字は、表２の事例番号に対応する。 
 
４−２．空間的特徴（立地・接道・施設） 
観光案内所の立地としては、交通施設構内［02／16／32

他］、役所庁舎内［01／28］、商業ビル内［08／09／10 他］

に分けられ、このうち交通施設構内が半数を占め、鉄道駅、

バスターミナル、空港等が含まれる。また、浅草文化観光

センター［25］は、その建築意匠に加え、地下1F・地上8F
まで１棟全体が観光案内所という特異な例である。 
接道状況に関しては、公道に直接面していない施設が多

いが、これは、施設内のテナントとして入居していたり［05
／27他］、あるいは施設内に独立ブースを立てていたり［03
／18他］するからである。鉄道利用者など施設内部を利用

する旅行者にとっての利便性は高いものの、外部からの視

認性やアクセスはよいとは言えない。一方、再開発ビルな

どの地上階に入居し、パブリックアクセスに優れている施

設もある［10／28他］。 
施設タイプとしては、カウンター越しに旅行者と対面す

る小規模のキオスク型［02／04 他］、内部に客溜まりを有

し、イベント開催や物販等の多様な機能を許容するビジタ

ーセンター型［05／25他］を見出すことができる。 
このように、立地、接道、施設タイプの３点に着目する

と、表３で示すような４タイプに分けられる。すなわち、

交通施設構内に立地し、公道への接道はないキオスク型の

小規模な観光案内所（A）、同じく交通施設構内に立地する

が、十分な広さを確保できているために、ビジターセンタ

ー型の観光案内所（B）、公共施設としての役所庁舎の一部

のスペースを活用した観光案内所（C）、公道からの視認性

やアクセスもよく、比較的スペースも十分確保されている

商業施設や再開発ビル内に立地している観光案内所（D）
である。規模の大きな（D）は、広域の案内が求められる

JNTOの「カテゴリー３」、東京都においても「広域的な観

光案内拠点」に位置づけられている場合が多い。 
 

４−３．観光案内所設置者としての民間事業者 
前述のとおり、東京都及び JNTOの指定・認定スキーム

は、民間事業者（あるいは自治体）の既存の取り組みを基

盤とするものであり、本章での37事例中14事例は民間事

業者によるものである。業種の内訳は、運輸、不動産、小

売等となっている。これらは、民間設置ということで、公

平・中立な観光情報の提供以前に、本業に対してどのよう

なメリットがあるのか検討することも重要である。 
運輸業（交通事業者）であれば、自社の切符の販売や沿

線観光地域への送客に結びつく［02／18／26 他］。小売業

（百貨店）であれば、施設内での商品の売り上げ増加や顧

客へのサービス向上に貢献することから、施設内に設置さ

れる［14／15］。不動産業（観光・ホテル業）であれば、設

置者が運営する全国の観光施設への送客のみならず、世界

各国から訪問者の情報がマーケティングに活用できるとい

う（［10］の運営者へのヒアリング調査）。 
前述の空間的特徴による４タイプと合わせて考えると、

交通施設構内のタイプ（A）（B）の大半は、運輸業（鉄道

会社等）事業者が設置する。役所庁舎に立地するタイプ（C）
に関しては、行政が自ら設置し、実際の運営は観光協会に

委託される。商業施設に入るタイプ（D）は、商業施設の経

営者が直接設置する場合、観光事業者が設置する場合、行

政が設置する場合がある。 
表３ 空間的特徴（立地・接道・施設）と設置者からみた観光案内所の類型 

 写真 立地 接道 施設タイプ 設置者 主な機能 該当事例 

A 

 
 
 
 
 
 

交通施設構内
（鉄道・バスタ
ーミナル等） 

なし キオスク型 交通事業者 n 切符の販売 
n パンフレットや地図の

配布 
n 窓口での人的対応 

02／03（写真）／04
／13／18／22／32
／33 

B 

 
 
 
 
 
 

交通施設構内
（鉄道・バスタ
ーミナル等） 

なし ビジターセン
ター型 

交通事業者 n 切符や旅行商品の販売 
n パンフレットや地図の

配布 
n 沿線観光地の観光情報

提供 
n 荷物預かり、配送 

05（写真）／06／16 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 

役所庁舎 
公共施設 

なし ビジターセン
ター型 

行政・観光協会 n 当該自治体における幅
広い観光情報の提供 
 

01（写真）／25／35 

D 

 
 
 
 
 
 

商業施設 
業務ビル 

あり ビジターセン
ター型 

小売業（百貨店） 
不動産業・観光事
業 
行政 

n イベント開催 
n 広域エリアの観光情報

の提供 

10（写真）／11／12 
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表２ 観光案内所の一覧 
 

名称 区 JNTO 東京都 立地 接道 施設タイプ 設置者 

機能 備考 

パ 
ン 

W 
F 

外
貨 

イ
ベ 

物
販 

荷
物 

手
配 

 

01 東京観光情報センター（都
庁） 

新宿 ③ ◎ 都庁舎1F 役所 なし ビジターセ
ンター型 

東京都・東京観光財団 ● ●   ●    

02 小田急旅行センター・新宿

（西口） 

新宿 ① ○ 新宿駅西口1F 構内 交通 

（鉄道） 

なし キオスク型 小田急電鉄（株） ● ● ●   ● ●  

03 東京メトロ新宿駅旅客案内

所 

新宿 ② ○ 丸ノ内線駅構内BF 交通 

（鉄道） 

なし キオスク型 東京地下鉄（株）  ● ●      

04 都営交通案内所 新宿 ② ○ 大江戸線都庁前駅構
内 

交通 
（鉄道） 

なし キオスク型 東京都 ● ●       

05 中部地方インフォメーションセ
ンターin京王新宿 

新宿 ② ○ 新宿駅南口地下街 交通（鉄
道）＆商業 

施設 

なし ビジターセ
ンター型 

京王電鉄（株） ● ● ●   ● ●  

06 東京観光情報センター（バス
タ新宿） 

新宿 ③ ◎● バスターミナル3F 交通 
（バス） 

なし ビジターセ
ンター型 

東京都・東京観光財団 ● ● ●   ● ●  

07 新宿観光案内所 新宿 ③ ○ JR 新宿駅近接のガー

ド下 

交通 

（鉄道） 
あり ビジターセ

ンター型 

新宿観光振興協会 ● ● ●   ●   

08 新宿プリンスホテルベルキャプ

テンデスク 

新宿 ② ○ 西武新宿駅隣接ホテ

ル内1F 

商業施設

（ホテル） 

なし キオスク型 新宿プリンスホテル ● ●     ●  

09 ラオックス株式会社新宿本
店 

新宿 ② ○ 新宿３丁目交差点に
立地するビル5F 

商業施設 なし ビジターセ
ンター型 

ラオックス ● ● ●  ● ● ● 祈祷室あり 

10 TIC東京 千代田 ③ ○ 東京駅隣接の再開発
ビル1F 

商業 
施設 

あり ビジターセ
ンター型 

森トラスト・ホテル＆リゾー
ツ（株） 

● ● ●   ● ●  

11 東京シティアイ観光・ビジネス
情報センター 

千代田 ③ ● 東京中央郵便局含む
再開発ビル1F 

商業 
施設 

あり ビジターセ
ンター型 

（株）日本郵政 ● ● ● ●   ● カフェ併設 

12 秋葉原観光情報センター（ア

キバ・インフォ） 

千代田 ① ○ 秋葉原駅近接再開発

ビル2Fﾋﾟﾛﾃｨ 

商業 

施設 

なし ビジターセ

ンター型 

秋葉原タウンマネジメント ● ●    ●   

13 東京メトロ銀座駅旅客案内
所 

中央 ② ○ 銀座駅構内BF 交通 
（鉄道） 

なし キオスク型 東京地下鉄（株） ● ●    ● ●  

14 銀座外国人観光案内所 中央 ① ○ 銀座三越BF1 商業 
施設 

なし キオスク型 三越 ● ● ●   ● ● 外国人顧客カウンター 

15 三越日本橋本店外国人案
内所 

中央 ② ○ 日本橋三越新館2F 商業 
施設 

なし キオスク型 三越 ● ● ●   ● ● 外国人顧客カウンター 

16 T-CAT外国人観光案内所 中央 ② ○ バスターミナル1F 交通 

（バス） 

なし ビジターセ

ンター型 

東京シティエアターミナル

（株） 

● ● ●  ● ● ●  

17 ラオックス株式会社銀座本
店 

中央 ① ○ 銀座４丁目交差点付
近のビル5F 

商業施設 なし キオスク型 ラオックス ● ● ●  ● ● ● 祈祷室あり 

18 東京メトロ表参道旅客案内
所 

港 ② ○ 表参道駅構内BF 交通 
（鉄道） 

なし キオスク型 東京地下鉄（株） ● ●       

19 六本木ヒルズ総合インフォメ
ーションセンター 

港 ② ○ 六本木ヒルズ森タワー
2F 

商業 
施設 

なし キオスク型 港区 ● ● ●  ● ● ●  

20 港区観光インフォメーションセ

ンター 

港 ① ○ 東京モノレール浜松町

駅構内 

交通 

（鉄道） 

なし キオスク型 港区・港区観光協会 ● ●   ●   ３区（港・品川・大田）観光案内

所併設 

21 東京青山GLOCAL CAFE 港 ② ○ カフェ 商業 
施設 

あり ビジターセ
ンター型 

東 京 青 山 GLOCAL 
CAFE 

● ●  ●     

22 東京観光情報センター 京
成上野支所 

台東 ③ ◎● 京成上野駅構内1F 交通 
（鉄道） 

なし キオスク型 東京都 ● ●       

23 ぐるなび情報ラウンジ（上野
駅） 

台東 ② ○ JR 上野駅構内 交通 
（鉄道） 

なし ビジターセ
ンター型 

ぐるなび ● ●  ●     

24 東京メトロ上野駅旅客案内

所 

台東 ② ○ 東京メトロ上野駅構内 交通 

（鉄道） 

なし キオスク型 東京地下鉄（株） ● ●       

25 浅草文化観光センター 台東 ③ ● 浅草寺前のビル その他 あり ビジターセ
ンター型 

台東区 ● ● ● ● ●  ● 最上階は展望室 

26 東武ツーリストインフォメーショ
ンセンター浅草 

台東 ② ○ 東武線浅草駅構内1F 交通 
（鉄道） 

なし ビジターセ
ンター型 

（株）東武鉄道 ●      ●  

27 産業観光プラザすみだまち処 墨田 ② ○ スカイツリー商業施設
5F 

商業 
施設 

なし ビジターセ
ンター型 

墨田区・墨田区観光協
会 

● ●       

28 吾妻橋観光案内所 墨田 ② ○ 墨田区役所2F 役所 あり ビジターセ

ンター型 

墨田区・墨田区観光協

会 

● ●   ●    

29 両国観光案内所 墨田 ② ○ 両国駅近接の商業施
設内1F 

商業 
施設 

なし ビジターセ
ンター型 

墨田区・墨田区観光協
会 

● ●   ● ●   

30 東急東京メトロ渋谷駅観光
案内所 

渋谷 ② ○ 渋谷駅地下構内 交通 
（鉄道） 

なし キオスク型 東京急行電鉄（株） ● ●       

31 表参道ヒルズインフォメーショ
ンカウンター 

渋谷 ② ○ 表参道ヒルズ1F 商業 
施設 

なし キオスク型 森ビル ● ●       

32 京急ツーリストインフォメーショ

ンセンター（羽田空港国際線
ターミナル駅） 

大田 ③ ○ 羽田空港国際線ターミ

ナル駅構内 

交通 

（鉄道） 

なし キオスク型 京浜急行株式会社 ● ● ●   ● ●  

33 東京観光情報センター 羽

田空港支所 

大田 ③ ◎ 羽田空港国際線ターミ

ナル駅構内 

交通 

（空港） 

なし キオスク型 東京都・東京観光財団 ● ●       

34 大田区観光情報センター 大田 ② ○ 京急蒲田駅構内 交通 
（鉄道） 

なし ビジターセ
ンター型 

大田区・人材派遣会社
（事業委託） 

● ● ●  ●    

35 大田区産業プラザ観光・産
業情報コーナー 

大田 ① ○ 大田観光協会 役所 なし ビジターセ
ンター型 

大田区・大田観光協会 ● ●       

36 豊島区観光情報センター 豊島 ① ○ 池袋駅西口前の雑居
ビル3F 

その他 ※ キオスク型 豊島区・豊島区観光協
会 

● ●      ※ 入居ビル1F にサインあり 

37 東武ツーリストインフォメーショ

ンセンター池袋 

豊島 ② ○ 池袋駅構内地下 交通 

（鉄道） 

なし キオスク型 東武鉄道株式会社 ● ●     ●  

表中の凡例 ［JNTOの欄］丸数字は、認定観光案内所のカテゴリー（表１参照）／［東京都の欄］○東京観光案内窓口、●広域的な観光案内拠点、◎東京都観光情報センター（東京都直営）／［機
能の欄］パン：パンフレット／WF：WIFI／外貨：外貨両替／イベ：イベント実施／ツア：ツアー開催／荷物／荷物配送／手配：旅行商品・切符の手配  
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５．結論 
本研究は、観光案内所を立地・配置計画、建築計画、民

間活用という都市施設計画の視点から捉え、第２章では、

歴史的展開のなかで、ターミナルを中心とした公的機関に

よる拠点的な観光案内所の設置から、近年は観光立国推進

のなかで、民間や基礎自治体の動きを取り込み、多様化・

ネットワーク化する流れにあることを見出した。次に、第

３章では、それを担保する仕組みとして、東京都及び国が

民間設置の観光案内所を指定・認定スキームを構築し、対

象とする空間スケールに応じた配置の考え方や設備・サー

ビスの基準が示されていることを整理した。ただし、規模、

アクセス、視認性など建築スケールでデザイン等の検討は

未成熟であることも明らかとなった。さらに、第４章では、

観光案内所の空間的・機能的特徴と設置者属性（業種）を

調査した結果、観光案内所は主に、交通事業者が交通施設

内部に設置するタイプ（キオスク型、ビジターセンター型）、

行政が役所庁舎内に設置し観光協会が運営を行うタイプ、

民間事業者が商業ビル内に設置するタイプを見出すことが

できた。 
以上から、観光案内所に関する配置や機能・サービス面

に関しては、近年の制度構築のなかで考え方が整理されて

きたことが明らかとなった。その一方で、観光地や交通拠

点の魅力要素として、観光案内所のミクロレベルでの立地、

アクセス、外観デザイン、施設内部の機能配置等に関して

は、十分な議論されているとは言えず、これらに関する計

画理論を探求していくことは、今後の課題である。 
 
本稿の一部（2章）は、以下の論考として既発表である。 
岡村祐（2018）：東京都心部における観光案内所の設置・

ネットワーク化，日本建築学会大会学術講演梗概集, F-1，
pp.301-302 
また、調査結果の一部は、共著者日比谷佳乃の卒業論文

（2016年度首都大学東京都市環境学部）の成果を活用して

いる。 
 

【脚注】 
１) 2011年に観光庁において「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する

検討会」が設置され、訪日外国人3000万人時代を見据えた「外国人観
光案内所のあり方に関するWG」のなかで、全国調査や海外調査が実
施された。 

２) 東京都発行の「都政概要」（1973年以降「都政」）、東京都の観光行政担
当局の「事業概要」、国の「観光白書」や「観光の状況に関する年次報
告」などを網羅的に収集し、観光案内所に関する情報を抽出した。 

３) 当該施設は、2012年に事業仕分けによりJNTOの直接運営は廃止とな
り、有楽町から丸の内の新東京ビル（現在地）に移転した上で、民間
（三菱地所）に運営委託することとなった。 

４) 新宿・大久保、銀座、浅草、渋谷、東京駅周辺・丸の内・日本橋、秋
葉原、上野、原宿・表参道・青山、臨海副都心、六本木・赤坂（出
典：「PRIME 観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン～東京
2020大会に向けた重点的な取組～」東京都） 

５) 既存の施設を指定する場合もある。東京都が事業者を公募し、選定す
る。 

６) 表中のデータは、2018年4月時点の調査結果による。なお、2019年8
月現在、事例17は存在しない。事例22は施設のリニューアルが行わ
れ、観光案内所としての機能・空間に変化がみられる。事例35は
JNTOの認定ははずれている。 

７) 2016年9月27日から2017年1月10日にかけて、各観光案内所を訪問

し、現地での観察調査及びスタッフへのインタビューを行った。 
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