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1. 多言語コールセンターの概要
― 多言語コールセンターとは
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多言語コールセンターは、日本に来訪された外国人旅行者がコミュニケーション面

での不安を感じることなく安心・安全で快適に観光できるための、主に施設を対象

とした電話通訳サービス※です。

電話通訳（2地点3者通話）サービスのイメージ

多言語コールセンターを
提供するメリット

① 外国人旅行者の安心・安
全で快適な観光の促進に
繋がる

② 受入側施設が安心して外
国人旅行者に接客でき、
トラブル回避や売上向上
に繋がる

③ 問い合わせ内容を分析す
ることで外国人旅行者が
困っているポイントを把
握でき、改善活動に繋げ
ることができる

1位 施設等のスタッフとのコミュニケーション
がとれない（英語が通じない等）

(33%)

2位 無料公衆無線LAN（フリーWiFi）環境 (29%)

3位 多言語表示の少なさ・わかりにくさ（観光
案内版、地図等）

(24%)

4位 公共交通の利用（乗り場、経路の情報、乗
換方法等）

(18%)

5位 両替 (17%)

訪日外国人旅行者のアンケート結果 (2016年)

（外国人旅行者が訪日旅行中に困ったこと）

1位 施設等のスタッフとのコミュニケーション
がとれない（英語が通じない等）

(29%)

2位 無料公衆無線LAN（フリーWiFi）環境 (19%)

3位 多言語表示の少なさ・わかりにくさ（観光
案内版、地図等）

(13%)

4位 公共交通の利用（乗り場、経路の情報、乗
換方法等）

(11%)

5位 クレジット/デビットカードの利用 (4%)

（最も困ったこと）

N=5,332（複数回答可） N=3,556（単一回答）

出所）平成28年度「国内における訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する現状調査・分析業務」調査結果

※他のサービス内容に関しては、「他のオプションサービス（P.８） 」をご参照ください。

言葉の壁を
超えることが
できない状態

施設スタッフ 訪日外国人旅行者

仕方がないから
あきらめよう…

カードは
使えるの？

言葉が
通じない

商品説明を
してほしい

はやく
帰ってほしい…

クレーム対応が
たいへん

サービスが
伝わらない

日本語が
通じない

スムーズな取引
知りたいことが
知れる安心感

施設スタッフ 訪日外国人旅行者

細かい仕様確認
など心配があっ
たけど安心

日本でも母国語で会話
ができる！嬉しい！

トラブルに
ならないから
クレームにも
なりにくい！

サービスを
わかって
もらえる！

日本のお客様と同じ
ように対応できる！ 多言語コールセンター

オペレーター

会計時の
トラブルも無し！
スムーズで安心

多言語コールセンター
があると…

通訳通訳

多言語コールセンターの
オペレーターが

電話を介して会話を通訳

受話器をやり取り



1. 多言語コールセンターの概要
― 全国都道府県の多言語コールセンター提供状況
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全国の広域・都道府県レベルの多言語コールセンター提供状況1) （平成29年６月時点）

（北方領土を含む一部の離島は本地図では割愛）

# 東北広域サービス

1 青森県

2 岩手県

3 宮城県

4 秋田県

5 山形県

6 福島県

7 新潟県

広域提供多言語コールセンターの対象地域

# 瀬戸内広域サービス

1 兵庫県

2 岡山県

3 広島県

4 山口県

5 徳島県

6 香川県

7 愛媛県

都道府県レベルの提供あり

都道府県レベルの提供なし

広域レベルの提供あり（東北）

広域レベルの提供あり（瀬戸内）

（凡例）

多言語コールセンターは東北地方・関西地方・中国地方・四国地方を中心に導入が

進んでいますが、サービス提供のない都道府県も多い現状となっています。

また、都道府県の枠を超えた広域レベルでのサービス提供も一部地域において開始

しています。

1) 日本居住の外国人向け多言語コールセンターは含まれません。

岩手県、秋田県はメール文章の翻訳サービスを提供。



1. 多言語コールセンターの概要
― 多言語コールセンターのサービス仕様
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■多言語コールセンターの対応言語

国別の訪日外国人旅行者数から見ても、多言語コールセンターにおいて、英語・中国

語・韓国語への対応は強く望まれますが、その他言語については地域の実情に応じた

対応となっています。

★

★

★

言語名 都道府県ｻｰﾋﾞｽの
対応率1)

英語 100%

中国語 100%

韓国語 100%

タイ語 71%

スペイン語 59%

ポルトガル語 59%

フランス語 41%

ベトナム語 41%

ロシア語 35%

イタリア語 24%

ドイツ語 24%

インドネシア語 24%

タガログ語 24%

ネパール語 24%

多言語コールセンター運営事業者・提供自治体・観光誘致団体の声

英語・中国語・韓国語による問い合わせ
が全体のおおよそ85%程度。ただし地域
によって言語別比率がやや異なる。

英語・中国語・韓国語のみに対応してい
るが、現状で全く問題なくサービス提供で
きており、サービス利用施設からも他の言
語に対応してほしいとの声は来ていない。

英語・中国語・韓国語と比べると少ないも
のの、スペイン語やポルトガル語による問い
合わせも寄せられている。

英語・中国語・韓国語以外の言語での
問い合わせは全体の僅か0.2%程。母国
語がマイナー言語の外国人旅行者も多く
の場合英語で対応可能。

1) 都道府県または各都道府県の観光誘致団体が提供している多言語コールセンター（電話通訳サービス）の各言語への対応率
（N=17）

（運営事業者） （提供自治体／
観光誘致団体）

訪日外国人旅行者内訳
（2016年）

出所）日本政府観光局（JNTO)

27%

中国

韓国

8%

21%

台湾

17%

4%

米国

香港

18%

5%

タイ

その他



1. 多言語コールセンターの概要
― 多言語コールセンターのサービス仕様
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■多言語コールセンターの対応時間

約8割の多言語コールセンターが24時間365日対応としています。

ただし、英語・中国語・韓国語以外の言語に関して24時間対応とする場合は、ニー

ズやコストを踏まえて費用対効果を考慮することが重要です。

その他
(18%)

24時間対応
(82%)

年中無休（365日対応）
(100%)

都道府県サービスの
利用可能時間1)

都道府県サービスの
利用可能日1)

「その他」の利用可能時間例

9:00-21:00、7:00-22:00、9:00-17:00 等

多言語コールセンター運営事業者・提供自治体・観光誘致団体の声

1) 都道府県または各都道府県の観光誘致団体が提供している多言語コールセンター（電話通訳サービス）における英語・中国
語・韓国語の利用可能時間・利用可能日の比率（N=17）

（運営事業者） （観光誘致団体）

午前中・夕方に各一度、問い合わせ件
数が多くなる時間帯がある。深夜の問い
合わせは全体の10%程度を占め、特に
重大なトラブルのケースが多い。

朝～夕の問い合わせが全体の90％程度占
めており、深夜、早朝の利用は少数である。
主に24時間営業している宿泊施設等の業
種が利用している。

深夜にも問い合わせは来ている。サービス
が利用できない時間帯がある場合、外国
人旅行者を受け入れる施設の不安解消
に繋がらない。

必要な時に使えないことは観光事業者に
提供するサービスとしては不足があると考
え、24時間365日の対応とした。マイナー
言語に関しては地域的に来訪観光客が
多様化していることから極力対応できるよ
うに検討した。



1. 多言語コールセンターの概要
― 多言語コールセンターのサービス仕様
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■多言語コールセンターの提供先施設

サービス提供先としては、宿泊施設・観光施設・飲食店・小売店・交通機関が多く、

医療機関等は専門性が高いためにサービス対象外とするケースが多くなっています。

また、規模に応じてサービス対象施設を制限するケースもあります。

1) 都道府県または各都道府県の観光誘致団体が提供している多言語コールセンター（電話通訳サービス）の各施設への提供率
（N=17）

2) 利用制限に関しては、P.９をご参照ください

「その他」の提供先施設例

警察機関、道の駅、レンタカー、マリンショップ

多言語コールセンター運営事業者・提供自治体・観光誘致団体の声

（運営事業者） （提供自治体／
観光誘致団体）

通訳を行う上で業種業界毎に専門用語
を要する場面がある為、各業界の知識、
経験を保有しておく事が重要である。

施設分類 都道府県ｻｰﾋﾞｽの
提供率1)

宿泊施設 88%

観光施設（観光案内所含む） 82%

飲食店 71%

小売店（免税店） 65%

交通機関（タクシー） 65%

小売店（非免税店） 59%

交通機関（タクシー以外） 53%

医療機関 29%

消防機関 24%

その他 29%

大型小売店については、自社のビジネス
の一環として対応すべきとの考えから、サー
ビス提供対象としていない。

免税店から約160件/月、宿泊施設から
約90件/月の問い合わせを受けている。

小売店・宿泊施設からの問い合わせは多
いが、飲食店からの問い合わせは少ない。
観光関連や交通・アクセス関連の問い合
わせは、それぞれ全体の10%以上を占め
ている。



1. 多言語コールセンターの概要
― 多言語コールセンターのサービス仕様
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■多言語コールセンターのサービス利用料金（施設側の支払い）

サービス利用料金は無料とする場合がほとんどですが、一部では有料でサービス提

供しているケースも存在します。

電話応答率は、サービスの信頼性担保のため一定程度考慮する必要性があります。

1) 都道府県または各都道府県の観光誘致団体が提供している多言語コールセンター（電話通訳サービス）の各施設へのサービ
ス提供料金比率（N=17）

2) 応答率の定義は、（電話に出ることができた回数）／（電話が掛かってきた回数）

豊富な対応実績とコールセンターを自社
で運営している特徴を活かし、時期や時
間帯のコール数を予測し、適正且つ柔
軟に通訳オペレーターを配置することが
応答率を担保する上で重要である。

応答率が高いことは運営事業者
を選定する際に非常に重要視し
た。利用施設側からも応答率に
関する問い合わせを受けている。

（運営事業者） （観光誘致団体） （サービス利用施設）

多言語コールセンターを利用するのは月に1度あ
るかないかだが、何か月かに1度、多言語コール
センターに電話が通じない時があり困っている。
その他のサービス内容に関しては非常に助かって
おり満足している。

■多言語コールセンターの応答率2)

無料※

(94%)

有料
6%

都道府県サービスの
利用料金1)

「有料」の具体的料金

他のオプションサービスと併せて年間2,000円

※電話の通話料は施設側負担



1. 多言語コールセンターの概要
― 他のオプションサービス
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■他のオプションサービスの例

多言語コールセンターには、施設向けの電話通訳サービスの他にも様々なオプショ

ンサービスがあります。

サービス需要を確認した上で、必要なサービスを追加提供していくことが望まれます。

（翻訳サービス）

（電話通訳（3地点3者通話）サービス）

①アウトバウンド通話
（外国人旅行者への電話内容を通訳）

コールセンター
オペレーター

訪日外国人
旅行者
（受電）

施設スタッフ
（架電）

電話通訳 電話通訳

• お客様が予約時刻になっても到着しない
• お客様の忘れ物が届いている 等

②インバウンド通話
（外国人旅行者からの電話内容を通訳）

コールセンター
オペレーター

施設スタッフ
（受電）

訪日外国人
旅行者
（架電）

• お店の予約を電話でしたい
• ホテルへ行く途中で道に迷ってしまった 等

コールセンター
オペレーター

施設スタッフ

ﾒｰﾙ送付

翻訳

訪日外国人
旅行者

ﾒｰﾙ送付

ﾒｰﾙ送付

①メール文章の翻訳
（訪日外国人旅行者とのメールの翻訳）

（電話・メール対応サービス）

①電話対応
（訪日外国人旅行者からの電話による
相談/情報提供依頼等に代理対応）

コールセンター
オペレーター

委任

訪日外国人
旅行者

施設スタッフ

②メール対応
（訪日外国人旅行者からのメールによる
相談/情報提供依頼等に代理対応）

コールセンター
オペレーター

委任

訪日外国人
旅行者

施設スタッフ

コールセンター
オペレーター

施設スタッフ

ﾒｰﾙ送付

翻訳

社内で
活用

メニュー
案内
ポスター等

②メール文章以外の翻訳
（店舗内活用資料等の翻訳）

多言語コールセンター運営事業者・
提供自治体・観光誘致団体の声

飲食店から、メニューや持ち込み禁
止等の注意喚起のための掲示物
の翻訳サービスを提供してほしいと
の声が寄せられている。

飲食店からは電話通訳の問い合わ
せは少ないが、メニュー等の翻訳依
頼は多い。

（運営事業者）

（提供自治体／
観光誘致団体）

電話通訳 電話通訳

相談/情報
提供依頼ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ対応

相談/情報
提供依頼電話

電話対応



1. 多言語コールセンターの概要
― 利用制限の設定
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■サービスの利用制限

多言語コールセンターの提供にあたって、一部の施設が集中的にサービス利用を繰

り返したり、誤訳等によるトラブルを回避する目的でサービスの利用制限を設ける

ケースがあります。

多言語コールセンター提供自治体・観光誘致団体の声

（提供自治体／
観光誘致団体）

市内では119通報等向けの多言語コールセンター提供も行っているが、
誤訳等でトラブルになったことは今まで一度もない。
一方で、業務に影響がある程ではないが、多言語コールセンターのサー
ビス提供番号が対象外の施設に知られており、サービス対象外の施設
から問い合わせがあったケースは存在する。

サービスを提供していてトラブルになったことは一度もない。通訳の品質に
対する満足度は高い。

一部施設による集中的なサービス利用を防ぐために設ける利用制限の例

一月あたりの利用回数制限：

利用回数上限（電話通訳）60件/月

利用回数上限（翻訳） 20件/月

一回あたりの通話時間制限：

目安として一件あたり5分程度

利用施設制限：

大型小売店の利用不可

誤訳等のトラブルを防ぐために設ける利用制限の例

電話通訳内容の制限：

医療関係の内容は通訳対象外



1. 多言語コールセンターの概要
― 委託費用
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■多言語コールセンターの委託費用（運営事業者への支払い）

委託費用は言語数や対応時間、オプションサービスの有無等により、年間200万円

未満から年間1,500万円以上まで様々なケースが存在しますが、年間500万円未満

で提供している割合が半数弱となっています。

24%

18%

6%

18%

12%

24%

都道府県サービスの
年間委託費用1)

「その他」の具体的内容

他の自治体サービスと合わせて委託費用支払い

200万円以上 500万円未満

200万円未満

1,000万円以上 1,500万円未満

1,500万円以上

その他

500万円以上 1,000万円未満

※オプションサービスの費用含む

1) 都道府県または各都道府県の観光誘致団体が提供している多言語コールセンター（電話通訳サービス）における総委託費用
の比率（N=17）

多言語コールセンター提供観光誘致団体の声

（観光誘致団体）

広域でサービス提供を行っているが、各県でサービス提供する場合と比
べて費用を削減できると思われる。
広域でサービス提供することによるデメリットは特にないため、積極的に
広域でのサービス提供を進めていくことが望ましいと考えている。



1. 多言語コールセンターの概要
― 委託費用（参考）

11

■サービス提供条件毎の委託費用（概算例）

条件例① 条件例② 条件例③

提供サービス

電話通訳
（2地点3者通話）

電話通訳
（2地点3者通話）

電話通訳
（2地点3者通話）

+
翻訳

(ﾒｰﾙ文章、ﾒｰﾙ文章以外)

対応言語
英語、中国語、韓国語

英語、中国語、韓国語、
タイ語、スペイン語、
ポルトガル語

英語、中国語、韓国語

利用可能時間
24時間365日 24時間365日

24時間365日

(翻訳は24時間以内対応)

サービス対象施設 宿泊施設、観光施設、
飲食店、小売店、

交通機関

宿泊施設、観光施設、
飲食店、小売店、

交通機関

宿泊施設、観光施設、
飲食店、小売店、

交通機関

サービス利用制限 医療関連は
サービス対象外

医療関連は
サービス対象外

医療関連は
サービス対象外

想定問合せ件数
50-100件/月 50-100件/月

50-100件/月
+

(翻訳依頼) 10-20件/月

（参考用概算）
年間委託費用1)

230万円
～600万円

270万円
～840万円

300万円
～720万円

※実際の年間委託費用は諸条件により変動します。

1) 通訳の運用のみの費用であり、事業者への周知・案内等に係る初期費用が別途発生します

程度 程度 程度



1. 多言語コールセンターの概要
― サービス利用のイメージ
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言語確認シート（イメージ） 電話通訳利用案内（イメージ）

■多言語コールセンター利用の流れ（例）

①訪日外国人旅行者の言語を確認

• 施設従業員が言語確認シートを掲示し、指示していただいた言語を確認

• 電話通訳利用案内を掲示

②サービス提供電話番号へ架電

• 施設従業員が架電を行うと音声ガイダンスが流れる
「お電話ありがとうございます。外国語通訳センターでございます。
英語をご希望の方は 1 を、中国語をご希望の方は 2 を、
韓国語をご希望の方は 3 をダイヤルしてください。」

• 該当言語の番号をプッシュ

③施設名・従業員名の確認

• オペレーターより案内
「はい、外国語通訳センターでございます。ご利用いただきありがとうございます。
恐れ入りますが、会社名・店舗名とご担当者様のお名前をお願いいたします。」

• 施設従業員 「○○○○(提供主体名)の△△(利用施設名)の××(従業員名)です。」

• オペレーター 「通訳を開始いたしますので、電話機をお客様にお渡しください。」

④通訳開始

• 訪日外国人旅行者と施設従業員で交互に受話器をやり取りしながら、オペレーターを介
して会話

⑤通訳終了

• オペレーター 「ご利用ありがとうございました。」

• 電話機を切る



1. 多言語コールセンターの概要
― 多言語コールセンター提供者・利用施設の声
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「その他」の具体的内容

• 利用施設の満足度向上に繋がった
• 利用施設の安心感に繋がった
• 外国人観光客受け入れに対する関係者の理解が深まった 等

■多言語コールセンターを提供して良かった点1)

多言語コールセンター
利用施設の声

（サービス利用施設）

アメリカ人、中国人、韓国人の来店が多い。
中国語に関しては漢字での筆談で対応できる場合が多いが、
韓国語は従業員では全く対応できないため多言語コールセンタ
ーを利用している。
多言語コールセンターがあることでスタッフの安心に繋がっている。

ホテル側には中国語ができるスタッフ
がいないため、筆談等でも対応を試
みるが、それも困難な場合は多言語
コールセンターを利用している。
夜中の11時頃にも問い合わせが来
る場合があるため、24時間対応して
いるというのは安心で助かる。

多言語コールセンター
提供自治体・観光誘致団体の声

本市で実施している調査によると、観光において「言語，案内
，標識」の観点で残念だったと答えた外国人の割合が、平成
26年は19.7%であったものが、平成28年には11.7%と減少
するなど、外国人旅行者の観光満足度向上に役立っている。
免税店向け多言語コールセンターを利用するために新たに免税
店になる小売店も多く、サービス満足度は高いと認識している。

（提供自治体／
観光誘致団体）

多言語コールセンターを提供しているこ
とにより問題点が顕在化し、現地調査
を通じてトラブル根源の改善活動がで
きている。
例えば、交通機関における表示は多言
語化され、レンタカー事業者は外国人
旅行者に配慮したサービスを開始した。

1) 都道府県レベルの多言語コールセンターを契約または提供している都道府県・観光誘致団体のアンケート回答（複数回答可）

1位 外国人旅行者の満足度向上に繋がった 67%

2位 外国人旅行者からのトラブル報告数の減少に繋がった 19%

2位 外国人旅行者が訪れる施設からのトラブル報告数の減少に繋がった 19%

4位 外国人旅行者の来訪数増加に繋がった 14%

5位 外国人旅行者の消費増加に繋がった 5%

6位 特に良かったことはない 0%

－位 その他 43%

（選択率）

提供者の声



外国人旅行者からの電話に対応し、通訳のみな
らず観光案内も兼ねている

県レベルでなく広域レベルでサービス提供すること
で効率的に運営している

外国人旅行者の多い地域が設置したコールセン
ターに、他の未導入地域が参画している

問い合わせ内容をトラブルに限定して、広域レベ
ルでサービスを提供している

2. 導入事例
― 導入に向けて参考となる事例

14

多言語コールセンターを未導入の地域は、以下に紹介する事例を参考として、取り

入れやすい形態での導入が望まれます。その際、県単位ではなく広域レベル（複数

県）でコールセンターを設置することも一つの方向性と考えられます。

事例①

事例②

事例③

事例④

■導入事例

多言語コールセンターを未導入であれば、外国人
旅行者の来訪数等を勘案し、広域レベルで提供す
る事例や、既存の取り組みに参画する地域レベル
の事例が参考となる。

■参考となる事例の区分

県

広域（複数県）

地域

広域（複数県）

外国人
旅行者
来訪数

少

多

提供範囲 ポイント

多言語コールセンター導入状況

未導入 導入済み

事例①

事例②

事例③ 事例④

事例③

既に導入済みの場合、外国人旅行者来訪数が少な
い地域であれば既存の多言語コールセンターに参
画する事例、来訪数が多い地域であれば、観光案
内を含めてサービスを拡充している事例を参考が
参考となる。

多言語コールセンター導入状況、外国人旅行者来訪数に応じて、各事例が参考とな
る。

※ 入電数は、来訪外国人旅行者数が少ない場合、広域レベルでも数十件/月程度となるケースが見られます
一方、来訪外国人旅行者数が多い場合は、地域レベルでも数百件/月の入電があるケースが見られます



2. 導入事例
― 東北観光推進機構の事例
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多言語コールセンターの基本情報

サービス名称 多言語電話通訳サービス

正式導入年月 2016年8月

サービス提供地域 広域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県）

多言語コールセンターのサービス仕様

提供サービス 電話通訳（2地点3者通話）

対応言語 英語、中国語、韓国語

対応時間 24時間365日対応

サービス提供対象施設
小売店（免税店）、小売店（非免税店）、飲食店、観光施設、宿泊施設、
交通機関（タクシー）、交通機関（タクシー以外）

サービス利用料金 無料

利用制限 大型小売店、医療機関はサービス提供対象外

周知方法・利用施設登録

利用施設向けの周知 各県経由での照会、各種会議等での紹介

外国人旅行者向けの周知 ステッカーによる表示

利用施設登録 登録制

• 来訪する外国人観光客に対する観光施設等における外国語
対応をスムーズにすることで、来訪者の安心安全及び満足度を
向上させるとともに、外国人観光客の受入を促進するため、多
言語電話通訳サービスを実施した。

• 当時、県単位でサービス提供していた一部の県に加え、新たに
別の県がサービス提供を行うこととなり、広域でのサービス提供
の方が効率的と考え同サービスをスタート。

• 広域でサービス提供を行うことで、各県でサービス提供する場
合と比べて委託費用が削減できたと考えている。

• 電話さえあればどこでも誰でも利用できる最も簡単なサービスを
提供しようとの考えに基づいており、固定電話に限らず携帯電
話でも使えるようにしている。

• 訪日外国人旅行者とのコミュニケーショ
ンに問題が生じていることは当初より把
握できており、施設側の不安解消という
意味では実際の利用有無に関わらず
多言語電話通訳サービスの提供自体
が役立つことは明らかであったため、提
供を始めるにあたってサービスが利用さ
れないことに対する不安はなかった。

サービス提供の経緯・背景

（担当者）

サービス提供スキーム

契約主体
/提供主体

運営主体

サービス
利用者

コールセンター運営事業者

東北観光推進機構

利用施設

支払い 契約

多言語
サービス

架電

登録
申請

Point
県レベルでなく広域レベルでサービス提供することで
効率的に運営している事例



2. 導入事例
― せとうちDMOの事例
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多言語コールセンターの基本情報

サービス名称 トラブル対応多言語電話通訳サービス

正式導入年月 2017年2月

運営事業者 外部の多言語電話通訳サービス事業者

サービス提供地域 広域（兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県）

多言語コールセンターのサービス仕様

提供サービス 電話通訳（2地点3者通話）

対応言語
英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ベトナム語、
ロシア語、イタリア語、ドイツ語、インドネシア語

対応時間 24時間365日対応

サービス提供対象施設
小売店（免税店）、小売店（非免税店）、飲食店、観光施設、宿泊施設、
交通機関（タクシー）、交通機関（タクシー以外）

サービス利用料金 無料（※せとうちDMOメンバーズ会員向けサービスの1つ）

利用制限

サービス対象を訪日外国人旅行者との間でのトラブル*に限定
（*外国人の病気・けが、対人・対物事故の発生、商品・サービス等の決済時のトラブル、
商品・サービス等の返品・交換・キャンセル）

医療系の診療等の専門通訳はサービス対象外

周知方法・利用施設登録

利用施設向けの周知 HPへの掲示、会員向けにメールでの周知等

外国人旅行者向けの周知 特になし

利用施設登録 登録制（せとうちメンバーズ（有料）への会員登録が必要）

• 2017年2月にせとうちDMOメンバーズのメンバーシップ事業の
開始に合わせ、訪日外国人関連の会員向けサービスの一つとし
て開始した。

• メンバーズ会員の中には訪日外国人旅行者に関連のない会社
や、メーカー等の基本的に多言語コールセンターの需要がない
会社も含まれる。

• 当多言語コールセンターは、外国人旅行者に対する施設側の
不安を取り除くことを目的としており、サービス対象を訪日外国
人旅行者とのトラブルに限定している。

• 会員数や訪日外国人数の増加が予
想しにくい中、コールセンターの利用量
ではなく1ユーザーあたりの費用を保険
活用により定額化することで通訳サービ
スの円滑な導入を実現した。

• 事業者の選定においては、費用に加え
て応答率も重視した。

サービス提供の経緯・背景

（担当者）

（せとうち観光推進機構）

Point
問い合わせ内容をトラブルに限定して
広域レベルでサービスを提供している事例

サービス提供スキーム

コールセンター
運営事業者

通訳
ｻｰﾋﾞｽ
委託

架電

登録
申請

サービス
利用者

提携先

運営主体

契約主体
/提供主体

通訳
サービス

外部
運営事業者

せとうちDMOメンバーズ(会員)

株式会社せとうちDMOメンバーズ

他の会員
ｻｰﾋﾞｽ

保険契約

支払い



2. 導入事例
― 京都府（京都市）の事例
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多言語コールセンターの基本情報

サービス名称 宿泊施設向け24時間多言語コールセンター

正式導入年月 2012年4月

サービス提供地域
京都府（京都市）、京都府（京都市以外）、滋賀県（大津市）、滋賀県
（大津市以外）、奈良市 ※それぞれ提供主体が異なる

多言語コールセンターのサービス仕様

提供サービス 電話通訳（2地点3者通話）、翻訳（メール文章）、翻訳（メール文章以外）

対応言語 英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語

対応時間 24時間365日対応 ※タイ語のみ10:00-18:00（実証実験）

サービス提供対象施設
宿泊施設
※京都市では免税店向け、119番通報等向けの多言語コールセンターも提供

サービス利用料金 無料

利用制限 旅館業法の許可を取得していない施設等はサービスの対象外

周知方法・利用施設登録

利用施設向けの周知 HPへの掲示、パンフレット・ポスターの作成・配布、各施設への資料郵送

外国人旅行者向けの周知 特になし

利用施設登録 利用登録不要

サービス提供の経緯・背景

• 平成23年9月より、観光庁と共同で「観光立国・日本 京都拠
点プロジェクト」を行っており、その中の取り組みとして多言語コー
ルセンターサービスの実証実験を行い、一定のサービス需要が
確認できたため本格的に事業を開始した。

• 元々は京都市が単独で始めた事業であったが、関係自治体
間でのより広域での受入環境の整備が必要との考えから、現
在は近隣地域にも提供範囲を拡大し、京都府全域、滋賀県
全域、奈良市で同サービスの提供を行っている。

• 運営事業者との契約は京都市観光協
会が全てまとめて行っており、京都市、
京都府、大津市、滋賀県、奈良市の
各自治体は負担金を京都市観光協
会へ支払っている。

• 各地域へのサービス提供も各自治体で
分担しているが、実際の提供業務は京
都市観光協会から運営主体にまとめて
委託している。

サービス提供スキーム

コールセンター運営事業者

京都市観光協会

利用施設

支払い 契約

多言語
サービス

架電

サービス
利用者

契約主体

運営主体

京都市/京都府
/大津市/滋賀県/奈良市

提供主体

負担金
支払い

（担当者）

Point
外国人旅行者の多い地域が設置したコールセンターに
他の未導入地域が参画している事例



2. 導入事例
― 沖縄県の事例
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多言語コールセンターの基本情報

サービス名称 沖縄観光多言語コンタクトセンター

正式導入年月 2010年10月

サービス提供地域 沖縄県全域

多言語コールセンターのサービス仕様

提供サービス 電話対応、電話通訳（2地点3者通話）、メール対応

対応言語
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タイ語
※その他言語については運営事業者側のベストエフォートで対応

対応時間 9:00-21:00 （問い合わせメールへは24時間以内に対応）

サービス提供対象施設 訪日外国人旅行者専用サービスであり施設向けには提供を行っていない

サービス利用料金 無料

利用制限 医療関連、在沖米軍人の生活関連はサービス対象外

周知方法・利用施設登録

施設経由の周知 パンフレット･ポスターの作成･配布、ステッカーの配布

外国人旅行者への直接の周知 HPへの掲示、パンフレットの手渡し配布、ガイドブック等への掲示

利用者登録 利用登録不要

• 沖縄県が実施している外国人観光客満足度調査の結果、満
足度が最も低い項目が「言語対応」であったことから、県内全
域で多言語サポートを行うために設置を開始した。

• 沖縄では、単なる外国人旅行者の満足度向上だけでなく、
問い合わせ内容を基にいかに誘客や問題改善に結び付けて
いくかを重要視しており、深刻なトラブルに関する問い合わせ
に対しては、積極的に現地調査を行いトラブル根源の解決に
取り組んでいる。

• 外国人旅行者からの問い合わせは深刻な
トラブルのケースのほか、漠然とした内容の
相談である場合も多く、対応の難易度は高
いが、施設向けのサービスでは対応できてい
ないような問い合わせも多い。

• 外国人旅行者向けに電話番号を公開して
いるが、通話料が掛かるため悪戯電話等は
来ていない。

サービス提供の経緯・背景

（担当者）

サービス提供スキーム

訪日外国人旅行者

多言語通訳
(2地点3者)

架電
(通訳依頼)

サービス
利用者

運営主体

契約主体
/提供主体

支払い 契約

架電

多言語
対応

架電
(相談)

日本語
対応

沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ
専属オペレーター

コールセンター
運営事業者

(通訳)

支払い 契約

沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

沖縄県

支払い

Point
外国人旅行者からの電話に対応し、通訳のみならず
観光案内も兼ねている事例
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■ヒアリング協力自治体・観光誘致団体・コールセンター運営事業者

一般社団法人 東北観光推進機構

京都市 産業観光局 観光MICE推進室

公益社団法人 京都市観光協会

一般社団法人 せとうち観光推進機構

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光振興課

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー

株式会社テレコメディア

株式会社ブリックス


