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高野山

高野山（壇上伽藍）

崎の湯（白浜温泉）

熊野本宮大社（大斎原）

和歌山県の観光資源の一例



通訳案内士の登録者数・主な通訳ガイド団体の活動状況

NPO法人高野山異文化交流ネットワーク

活動地域：高野町

対応言語：英・中

会員：２５名

(通訳案内士４名、特区通訳案内士１０名)

NPO法人Ｍｉ・Ｋｕｍａｎｏ

活動地域：田辺市、紀南地方

対応言語：英・中

会員：３７名

(通訳案内士５名、特区通訳案内士１６名)

和歌山通訳ボランティアクラブ

活動地域：和歌山市

対応言語：英・仏

会員：２５名（通訳案内士２名）

ＫＩＧＡ(熊野・高野国際語り部の会)

活動地域：紀北地方

対応言語：英

会員：１７名（通訳案内士０名）

ＴＩＧＡ(田辺国際英語ガイドの会)

活動地域：田辺市、紀南地方

対応言語：英

会員：１５名

（通訳案内士３名、特区通訳案内士７名）

市町村 英 中 韓 他 合計

和歌山市 16 4 3 2 25

海南市 5 1 6

岩出市 3 1 4

紀の川市 2 1 3

橋本市 5 2 7

九度山町 2 2

広川町 1 1

有田川町 1 1

みなべ町 1 1

由良町 1 1

御坊市 1 1

田辺市 7 7

串本町 1 1

那智勝浦町 1 1

非居住者 1 1

合計 45 7 5 5 62

１．県内市町別通訳案内士登録者数

２．近隣府県での通訳案内士登録者数

大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 三重 和歌山 合計

1,579 1,022 702 317 139 112 62 3,933

（平成26年4月現在）

（平成26年4月現在）

Kumano Trek

活動地域：田辺市、紀南地方

対応言語：英

会員：１０名

(通訳案内士２名、特区通訳案内士２名)
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・所定の語学力（英語）を有すること

ＴＯＥＩＣ７５０点以上または英検２級以上

・県の実施する研修を受講すること （全９日～１１日）

英会話研修（英検２級保持者） １０ｈ

コミュニケーション・ホスピタリティ ２ｈ

世界遺産地区の地理・歴史 １０ｈ

旅程管理 １０ｈ

現場実習 最低２０ｈ

・普通救命講習を受講していること ３～５ｈ

・県の実施する口述試験（英語面接形式）に合格すること

実 績

【平成２４年度】

口述試験合格者 ６０名

【平成２６年度】

研修受講者数 ８３名

【平成２５年度】

口述試験合格者 ２３名

【登録者数】

８１名
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高野・熊野特区通訳案内士の育成

かつらぎ町

九度山町

高野町

田辺市
新宮市

那智勝浦町

すさみ町

白浜町
＜現場研修の様子＞

総合特別区域法に基づき、『和歌山県「高野・熊野」文化・地域振興総合特区』計画が認められたことにより、

有償で高野・熊野地域を案内できる特区通訳案内士登録制度を創設（平成２４年７月）。

より地元に密着した情報を有する特区通訳案内士が、世界遺産エリアをガイドできる体制を構築。

「高野・熊野」文化・地域振興
総合特区区域

登録要件
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特区通訳案内士へのアンケート調査結果

特区通訳ガイドとして登録した８１名にアンケート調査を実施。４３名からの回答を分析

３０代

14%

４０代

21%

５０代

30%

６０代

30%

７０代以

上

2%

２０代

3%
①年齢

男性
30%

女性
70%

②性別

所属して

いない
65%

その他

団体
9%

無回答
26%

③団体への所属

1.専業
4%

2.兼業
21%

3.未就業
70%

4.無回答
5%⑤現在の就業状況

0 5 10 15 20

7.その他

6.特例ガイドの認知度が低い

5.就業手法の方法がわからない

4.家庭の事情や個人的な事情で就

業できないため

3.現在の仕事を退職・引退するつも

りがないため

2.自営業として独立する見込みが立

たないため

1.一定の収入が見込まれないため

⑥未就業と回答した理由

0 10 20 30

10.その他

9.自己研鑽・趣味のため

8.語学力を証明するため

7.教養を証明するため

6.就職・転職に活かすため

5.就業先や学校に勧められたため

4.新たなビジネスを立ち上げるため

3.観光・旅行業に活かすため

2.通訳・翻訳業に活かすため

1.特区ガイドとして就業するため

④特区ガイドの資格を取得した動機
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通訳案内士・特区通訳案内士のスキルアップ・広報

（特区）通訳案内士を対象としたガイディングのスキルアップを目指す研修を、高野及び熊野内の５つの

エリアにて実施している。

また、（特区）通訳案内士のガイド情報を多言語観光情報ウェブサイトに掲載し、活用を働きかけている。

２．ガイド情報のホームページ掲載１．スキルアップ研修

県の多言語観光情報ウェブサイトに、（特区）通訳案内
士のガイド情報：名前・性別・ＰＲ・エリア・料金・連絡先・
写真を掲載し、ＡＧＴ等にＰＲ

概 要：外国人モニターを交え、英語による実践に焦点を充てた研修を実施

対 象：高野・熊野特区通訳案内士及び通訳案内士

場 所：高野・熊野内の５つのエリア（５時間×５日、合計２５時間）

講 師：高野・熊野において活躍している通訳案内士等

＜研修実例＞



・２４年度からの２年度で８１名の特区通訳案内士を養成することができ、２６年度も多くの方が研修を受講中。

・必ずしも全国ライセンスと上下関係にあるものではない。未熟な通訳ガイドというとらえ方は間違い。特定地域に関する

知識・経験・語学力ついては、通訳案内士を上回る。

・しかしながら、未就業者が７割に上っているのも実態。コンスタントな就業には、特区ガイド研修だけでは、知識・経験・

語学力とも十分とは言えない。通訳案内士についても、試験実施のみでは同様に不十分。ガイド技術を圧倒的に磨か

ないと、十分なガイディングが行われることは期待できない。

・特区通訳案内士資格を取得後、自己研鑽またはガイド団体でのＯＪＴ等により、ガイド技術を磨き、必要に応じて

全国ライセンスを取得するのが望ましい。実際にそうした形で通訳案内士試験に合格する特区通訳案内士が出始めて

きている。ガイド業に興味・関心を持つきっかけとしての特区通訳案内士制度の意義もある。

・また、特区通訳案内士制度は、幅広い住民がガイド業務のみならずその他のインバウンド関連業務に興味・関心を持つ

上で有効。ガイド人材育成だけでなく、インバウンド人材育成の側面も大きい。広い視野からの議論が必要。

・地域ならではの魅力について知見を持つ特区通訳案内士の特性を活かしたガイド商品（旅行商品）については、特区通

訳案内士への信頼が十分ではないこと、観光客は特区エリアのみを旅するわけではないこと等の理由から、具体化が十

分ではない。

・一方で、旅行動機・動態の多様化により、着地型の（短期）ガイド需要は高まる可能性も感じている。

・通訳案内士制度に対する「特例制度」ではあるが、アジア市場の通訳ガイド需要への対応とは分けて考えることが適当。

・ブロック単位等に案内対象区域を拡大することは、特区通訳案内士のアドバンテージ「地域ならではの魅力関する知見」

とトレードオフの関係にあるため慎重であるべき。
-7-

特区通訳案内士制度に対する評価等

特区通訳案内士制度を３年間実施した結果、通訳ガイド人材の育成等一定の成果が認められる。

一方で課題も多く、引き続き実施する中で解決方法を探すことが必要。



通訳案内士の育成・充実

・他地域への波及

・日本全体のおもてなし

体制の底上げ

課 題

 全国に先駆け、総合特区制度
を活用し、高野・熊野特区通
訳案内士を育成 （Ｈ２４～）

 その結果、以下の体制を整備

・特区通訳案内士：８１名

・通訳案内士：６２名

（Ｈ２７．２月末現在）

 また、両者を対象としたスキ
ルアップ研修を実施中

 実態として、ガイドだけで生計を
立てることは困難

 ガイドが組み込まれた地域なら
ではのハイエンド商品が造成さ
れていない

 「食べていけるガイド」を確立し、
おもてなし体制の充実、リピー
ター化を実現することが必要

2020年オリンピック・パラリンピックに向けた地方の「おもてなし」向上事業

（平成２６年度観光庁事業として実施中）

１．詳細なニーズ調査

・通訳ガイドに求められる商品力等を

顧客・ＡＧＴからのヒアリング等に

より確認

しかし・・・

２．ハイエンド商品の開発・磨き上げ

・通訳ガイドを組み込んだハイエンド

向け着地型商品を造成

・ＡＧＴを対象としたＦＡＭの実施

３．通訳ガイド向けハイレベル研修

・通訳ガイドの商品力等を高める

ハイレベルな研修を実施

（座学・実地研修）

４．海外に向けた戦略的広報

・海外プロモーションや海外向け商品

ウェブサイトへの掲載等によりＰＲ

自律的スパイラルアップの実現

ＣＳ・おもてなし向上

ハイエンド商品
の開発・販売

収益性
の向上

専業ガイド
の育成

専業による
質の向上

リピーター化
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地方の「おもてなし」向上事業（通訳ガイド体制の充実）

０．受入体制整備

・ガイド団体、行政機

関、観光協会、

ＡＧＴ等の連携

・地域旅行会社が

重要



【国・ＪＮＴＯ】

１．通訳案内士試験の充実

○試験受験会場の追加 （地方在住者の受験を容易に）

○試験のための試験ではなく、外国人観光客が必要とする人材が合格する試験内容への変更

２．試験合格後の初任者向け研修の実施 （合格者・合格率が増えるのであれば研修も手厚く実施していくのが帰結）

３．資格の更新制度の導入 （通訳案内士の活動実態の把握が不十分。施策を実施する前提情報ともなるもの）

４．ＦＡＭ等での通訳案内士の積極的な活用 （ＦＡＭの魅力向上、通訳案内士への実践の場の提供）

５．通訳案内士制度・団体及びメリットの海外への積極的広報 （海外ＡＧＴ・ＦＩＴの認知度はまだまだ低い）

６．地方における多様な主体による通訳案内士の育成・活用事業への支援

【地方公共団体】

１．通訳案内士・団体との積極的なコミュニケーションを図ること （通訳案内士の活動実態の把握が不十分）

２．通訳案内士のニーズにあった支援の実施 （研修、通訳案内士団体の組織運営への支援等）

３．ＦＡＭ、観光案内所等での通訳案内士の積極的な活用 （ＦＡＭの魅力向上、通訳案内士への実践の場の提供）

４．着地型旅行商品の開発・販売のためのプラットフォーム整備 （特に特区通訳案内士の活用の視点から）

→ 通訳案内士団体にも主体的なコミットメントが求められる。また、広域自治体と基礎自治体との役割分担が必要
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通訳案内士制度の関係者に期待されること ①

観光人材の育成は、２～３年ですぐに結果がでるものではない。全てのステークホルダーによる長期的

視点からの取組み・支援が重要。

※以下の文章中における「通訳案内士」については、「通訳案内士試験」などを

除き、原則として「特区通訳案内士」を含むものとする。



【通訳案内士・団体】

１．通訳案内士団体間の連携の深化

（研修の共通実施等によるガイディングの質の向上が期待される。また、地方に存する団体への支援の実施）

２．海外ＡＧＴ・観光客が、希望する通訳案内士を容易に探せるポータルサイトの構築・運営

（通訳案内士の検索・問い合わせ・予約がワンストップ）

→ その際、差別化する指標として、通訳案内士の能力・経験・分野を数段階に認定する制度の導入が望ましい

→ また、ポータルサイトの構築・運営にあたっては、旅行業者のコミットメントが期待される

３． 着地型旅行商品の開発・販売のためのプラットフォーム整備 ＜再掲＞

【旅行業者等】

１．通訳案内士付き旅行商品の充実・海外ＡＧＴへの積極的なＰＲ （市場を拡大させる取組みが必要）

→ 中でも着地型旅行商品の開発・販売が課題

２．通訳案内士の積極的な活用 （プレーヤーを育てていくことが、最終的には、魅力的な旅行商品の造成につながる）

３．海外ＡＧＴ・観光客が、希望する通訳案内士を容易に探せるポータルサイトの構築・運営 ＜再掲＞
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通訳案内士制度の関係者に期待されること ②

観光人材の育成は、２～３年ですぐに結果がでるものではない。全てのステークホルダーによる長期的

視点からの取組み・支援が重要。


