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調査対象・調査結果の主なポイント
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■調査対象

・全国の旅行会社、マッチングサイト運営会社、DMO、外国語ガイド管理組織に所属している外国語ガイドや主要観

光地に訪れた外国人等に対し、電話・WEB・インタビュー・訪問ヒアリング等により調査。

■調査結果の主なポイント

・訪日外国人は関東、近畿エリア以外にも広く来訪しているが、外国語ガイドは関東、近畿エリアに偏っており、そ

の他の地域での外国語ガイドの充実が課題。

・外国語ガイドは、通訳案内士と比較して英語以外の言語対応が充実し、若年層が多い。また、外国語ガイドは短時

間でかつ、ローカルカルチャー（街歩き、商店街等）ツアーや、グルメ・ドリンクツアー、ショッピングツアーと

いったツアージャンルで、通訳案内士に対する優位性が見られた。

・外国語ガイド管理組織では、先輩ガイドによるOJT教育や、研修、情報交換会等、外国語ガイドの育成に関する取

り組みが行われている。

・外国語ガイド評価の取り組みは、ガイド後の訪日外国人による評価やコメントを外国語ガイド評価に紐づける取り

組み、組織や訪日外国人への返信の早さや組織からの連絡への対応を外国語ガイドの評価に活用する取り組みがあ

る。

■まとめ

今後、判明した外国語ガイドの持つ優位性のさらなる磨き上げと、課題の解消について関係者で連携して取り組

み、外国人旅行客の受け入れの充実に反映させていく必要がある。



I. 調査概要

1. 調査の目的

2. 調査の内容

平成30年1月4日に改正通訳案内士法が施行されたことにより、通訳案内士の資格を有さない者であっても、外

国語を用いた有償での通訳案内業務を行うことが可能となった。これにより、「多様な主体による外国語ガイド」

（以下「外国語ガイド」という）として、業界に参入することが可能となったが、これらのガイドについて、現時

点で人数や活動内容等に不透明な部分が多く実態把握が急務となっている。

また、多様化する訪日外国人旅行客のニーズに対応するためには、ガイドの質の維持・向上が必要不可欠である。

そこで、外国語ガイドの人数や活動実態等を把握する調査事業を実施するとともに、通訳案内士が受講する研修

に対して受講を呼び掛ける啓発事業を実施する。

本業務では、外国語ガイド管理組織（旅行会社、マッチングサイト運営会社、人材派遣会社、ボランティアガイ

ド団体等）経由での外国語ガイド実態調査、外国語ガイドへの個人WEBアンケート調査及び訪日外国人へのイン

タビュー調査等、以下の4パターンで調査し、外部データも活用し分析した。

① 外国語ガイド管理組織への調査

② 外国語ガイド個人Webアンケート調査

③ 観光地における訪日外国人へのインタビュー調査

④ 外国語ガイド管理組織への個別ヒアリング調査

⑤ 外部データを活用した分析

2



外国語ガイド（有償）の対応可能なエリアは、関東、近畿エリアに集中している。

• 外国語ガイド管理組織から情報を得られた外国語ガイド（有償）の

対応可能エリアは関東、近畿に偏っている（図1-1）

• 外国語ガイド個人Webアンケート調査から情報を得られた外国語ガイド

（有償）の対応可能エリアも、組織調査と大きく傾向の差はなく関東、

近畿に偏っている（図1-2）

図1-2. 全国10エリアに対応可能な人数比率（64人）

データ：「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の外国語ガイド（有償）

※エリアは複数選択のため合計値が実人数より多い。

北海道
41人 (3.2%)

東北
14人 (1.1%)

北陸信越
13人 (1.0%)

関東
656人 (51.6%)

中部
75人 (5.9%)

沖縄
7人 (0.6%)

近畿
362人 (28.5%)

中国
18人 (1.4%)

四国
15人 (1.2%)

九州
71人 (5.6%)

図1-1. 全国10エリアに対応可能な人数比率（1,229人）

データ：「外国語ガイド管理組織への調査」の外国語ガイド（有償）

※エリアは複数選択のため合計値が実人数より多い。

北海道
3人 (3.6%)

東北
2人 (2.4%)

北陸信越
7人 (8.4%)

関東
37人 (44.6%)

中部
6人 (7.2%)

沖縄
1人 (1.2%)

近畿
21人 (25.3%)

中国
3人 (3.6%)

四国
2人 (2.4%)

九州
1人 (1.2%)

1. 外国語ガイド（有償）の全国分布
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図2-2. 全国10エリアの訪日外国人の人数比率

データ： 訪日外国人消費動向調査 集計表 表1-3 訪問地（都道府県47区分

および地方運輸局等10区分）別 回答者属性および旅行内容

http://www.mlit.go.jp/common/001283010.xls

2. 外国語ガイド（有償）の全国分布と訪日外国人の訪問エリアの比較

• 他方、訪日外国人が訪れるエリアは、外国語ガイド（有償）の対応可能な

よりも地方部に広がっている。（関東・近畿以外では、いずれも外国語ガ

イドの分布割合よりも、訪日外国人の訪問割合の方が高い）（図2-2）

北海道
7,031人
(4.6%)

東北
2,099人
(1.4%)北陸信越

6,471人
(4.2%)

関東
58,372人
(37.8%)

中部
14,968人
(9.7%)

沖縄
1,617人
(1.0%)

近畿
42,947人
(27.8%)

中国
5,091人
(3.3%)

四国
1,979人
(1.3%)

九州
13,904人
(9.0%)

訪日外国人は関東、近畿エリア以外にも広く来訪しているが、外国語ガイドは関東、近畿エリアに偏って

おり、地方部でのガイド不足が課題となる可能性。

• 外国語ガイド（有償）の対応可能エリアは関東、近畿に大きく偏ってい

る（図2-1）

図2-1. 全国10エリアに対応可能な人数比率（1,229人）

データ：「外国語ガイド管理組織への調査」の外国語ガイド（有償）

※エリアは複数選択のため合計値が実人数より多い。

北海道
41人 (3.2%)

東北
14人 (1.1%)

北陸信越
13人 (1.0%)

関東
656人 (51.6%)

中部
75人 (5.9%)

沖縄
7人 (0.6%)

近畿
362人 (28.5%)

中国
18人 (1.4%)

四国
15人 (1.2%)

九州
71人 (5.6%)
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図3-2. エリアごとの言語の比率（1,731人）

データ：「通訳案内士登録情報検索サービス」の通訳案内士

※システムに対応可能エリアを登録している通訳案内士のみの集計。

※エリアは複数選択のため合計値が実人数より多い。

3. 外国語ガイド（有償）と通訳案内士の対応可能言語の比較

• 通訳案内士は、全国的に半数以上のガイドが英語で対応している（図4-2）

図3-1. エリアごとの言語の比率（1,229人）

データ： 「外国語ガイド管理組織への調査」の外国語ガイド（有償）

※エリア・言語は複数回答のため合計値が実人数より多い。

• 外国語ガイド（有償）は、ほとんどのエリア（近畿と四国を除く）に

おいて、半数以上が英語以外の言語で対応している（図4-1）

外国語ガイド（有償）は、通訳案内士と比較して、英語以外での対応が可能。

北海道

138人

東北

78人

関東

696人

北陸信越

59人

中部

141人

近畿

465人

中国

87人

四国

65人

九州

100人
沖縄

57人

■英語

■中国語

■韓国語

■フランス語

■スペイン語

■ドイツ語

■イタリア語

■ポルトガル語

■ロシア語

■タイ語

■その他

北陸信越

532人

沖縄

283人

九州

388人

中国

510人

近畿

810人

関東

1,218人

東北

411人

北海道

348人

四国

409人

中部

604人

■英語

■中国語

■韓国語

■フランス語

■スペイン語

■ドイツ語

■イタリア語

■ポルトガル語

■ロシア語

■タイ語

■その他
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4. 外国語ガイド（有償）と通訳案内士のその他の傾向の比較（年齢、ツアー時間、地域分布）

図4-1. 年代分布（外国語ガイド（有償）64人、通訳案内士 11,321人）

図4-2. ツアー時間比率（外国語ガイド（有償）64人、通訳案内士 36人）

※一般的には、通訳案内士の活動は10時間以上の複数日に渡ることもある。

図4-3. 対応可能エリア（外国語ガイド（有償）64人、通訳案内士 1,731人）

データ：

【図4-1】「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の外国語ガイド（有償）、「通訳

案内士登録情報検索サービス」の通訳案内士

※通訳案内士については、生年月日の登録がないデータ（7件）を省く。

【図4-2】「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の外国語ガイド（有償）、「外国

語ガイド個人Webアンケート調査」の通訳案内士

【図4-3】「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の外国語ガイド（有償）、「通訳

案内士登録情報検索サービス」の通訳案内士

※通訳案内士はシステムにエリアを登録している人のみを集計している。

• 外国語ガイド（有償）の対応可能エリアは関東と近畿に集中しており、

通訳案内士と比較して地方部が少ない（図5-3）

外国語ガイド（有償）は、通訳案内士と比較して、若年層が多く、短時間ツアーにおいて活躍している。

また、外国語ガイド（有償）の対応可能エリアは、ガイド需要が集まる関東、近畿エリアに集中している。

• 外国語ガイド（有償）は、通訳案内士と比較して年齢層が若い。

（図5-1）

• 外国語ガイド（有償）は短時間のツアーへの対応の割合が高く、通訳案

内士は終日ツアーを中心に長時間のツアーを主に扱っている（図5-2）
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5. 外国語ガイド（有償）が得意なツアーのジャンル

• 外国語ガイド（有償）はローカルカルチャー（街歩き、商店街等）ツアーや、グルメ・ドリンクツアー、ショッピングツアーが得意な傾向にある。

（図6-1）

外国語ガイド（有償）は、通訳案内士と比較してローカルカルチャー（街歩き、商店街等）ツアーや、グルメ・

ドリンクツアー、ショッピングツアーといったツアージャンルで優位性が見られた。

図6-1. 外国語ガイド（有償）の得意なツアー（64人）、 通訳案内士の得意なツアー（36人）の比較

データ： 「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の外国語ガイド（有償）、「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の通訳案内士

※得意なツアーは複数選択のため割合の合計が100％を超える。
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

歴史（名所・旧跡・寺社仏閣等）ツアー

ローカルカルチャー（街歩き、商店街等）ツアー

ポップカルチャー（アニメ、漫画、ゲーム等）ツアー

室内体験型（文化体験、工房体験等）ツアー

アウトドアアクティビティ（山登り、カヤック、自転車等）ツアー

子供向け体験（職業体験、モノづくり体験等）ツアー

自然・風景（花畑散策、森林散歩、桜めぐり等）ツアー

グルメ・ドリンクツアー

ショッピングツアー

得意なツアージャンル（割合）

外国語ガイド（有償） 通訳案内士



6. 訪日外国人が求めるガイドツアーのニーズ

訪日外国人の外国語ガイドに対するニーズは体験型サービスにシフトしている。

首都圏を中心に、一部の外国語ガイド管理組織が、多様な体験型ガイドツアー・ガイド商品を展開している。

 地方の事業者から「外国人にアクティビティーを提供したいが語学

の堪能な者がいないため通訳ガイドを提供して欲しい」という依頼

がある。 （マッチングサイトE）

 「バーホッピング」や「フードツアー」など1回で2～3時間の

ショートツアーが人気。 （マッチングサイトB）

 体験型ツアーでは、寺での写経、和紙作り、着物体験等に 人気が

ある。 （マッチングサイトE）

 四国など、英語が話せる人がいないエリアでは、ガイドがほしい。
（男性 50代 アメリカ：福岡にて）

 More flexibility in timing（ガイドを利用するとして）もっと時間

が柔軟だと良い。 （女性 40代 シンガポール：福岡にて）

 日本の都市では道に迷っても分かりやすいようになっている。
（男性 30代 フランス：浅草にて）

 観光と交通手段が簡単。翻訳してもらって深い文化を知りたい。
（男性 20代 オーストラリア：浅草にて）

どんなツアーでガイドを利用したいか？

 tea ceremony, traditional music, how to make washi, anime 

(Hayao Miyazaki), nintendo, samurai
（男性 30代 アメリカ：大阪にて）

 Snowboarding （香港：大阪にて）

 food, cultural sights （女性 50代 オーストラリア：広島にて）

 local experience （ 女性 20代 オランダ：京都にて）

 nature trip (自然体験がしたい) （ 男性 40代 韓国：福岡にて）

～観光地における訪日外国人へのインタビュー調査より～ ～外国語ガイド管理組織への個別ヒアリング調査より～

データ： (③)「観光地における訪日外国人へのインタビュー調査」及び

(④)「外国語ガイド管理組織への個別ヒアリング調査」から抜粋

 観光客が個人化しており、ニーズも多様化している。地域のことを

一番知っている自分達が、地域の素材を生かして自ら集客する必要

がある。 （地域DMO_B）

 大分では温泉と自転車ツアーを受託し実施する予定。農泊ツアーな

どもあり、東北ではグランピングが多く、釜石市の委託でグランピ

ングツアーも行った。 （旅行会社A）

• 訪日外国人へのインタビューによれば、ガイドツアーへのニーズは、首

都圏を中心に情報インフラが整ってきているため、観光案内から多様な

訪日体験を求める傾向にある。

ガイドを利用したくない理由

 Easy and safe スマートフォンで情報がわかる。

（男性 40代 オーストラリア：浅草にて）

 友人がガイドしてくれるから。 （男性 60代 イギリス：大阪にて）

• 外国語ガイド管理組織への個別ヒアリング調査によれば、一部の外国語

ガイド管理組織では、体験型サービスに人気が集まっているが、未だ

その事例は首都圏に偏っている。
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7. 外国語ガイド管理組織のガイド育成活動の有無

• 外国語ガイド管理組織（ボランティア通訳ガイド団体以外）のうち、約半分（47.6％）の組織でガイドの育成を行っている。（図7-1）

図7-1. 育成を行っているかどうか（63組織）

データ： 「外国語ガイド管理組織への調査」の外国語ガイド管理組織（有償）

・年に2～3回、売れ筋ツアーについて教える情報交換の場を開催している。

・オンラインでの説明と面談を行っている。

・OJTとして、先輩との同行ガイドを実施している。

・ガイドの相互アドバイス会「ガイドサロン」を月1回開催し情報交換をしている。

・書類選考、ワークショップ、トライアル期間を経て本格活動を開始させている。

・ワークショップは外部企業との提携プログラムの一部を実行している。

・県のガイド育成事業に協力しており、依頼を受けイベント等を行っている。将来的にはe-learningを行いたい。

外国語ガイド管理組織では、先輩ガイドのOJT教育や、研修、情報交換会等、

外国語ガイドの育成に関する取り組みが行われている。

• 外国語に加え歴史等も知っている必要があるため、年に1～2回研修を実施している。

• 人材育成のためのセミナーを行っている。

• ガイドクラブとして、スキルアップ指導をしている。

• ミーティングを開催している。

• 現場研修としてメインのガイドに引率してもらい現場体験を行っている。

• 面談を実施している。

• 新人起用時に研修を行う他、随時必要に応じて研修を実施している。

• 通訳案内士の資格試験に沿った育成活動を行っている。

• 先輩ガイドに同行するOJT教育を行っている。

参 考（外国語ガイド管理組織への個別ヒアリング調査からの抜粋）

「行っている」と回答した組織から「どんな育成を行っているか」の回答抜粋

行って

いる

47.6%
行って

いない

42.9%

わからない・無回答

9.5%

9



座学研修・実務演習・新人へのOJT・中堅ガイド向け研修を、一連の流れとして育成している外国語ガイド管理

組織も存在。代表的な育成内容は、研修、 OJTや 、メール等での情報送付、情報共有会の開催であった。

8. 外国語ガイドの育成活動の概要

10

• 外国語ガイド管理組織によるガイド育成に関する取り組みでは、新人ガイドが先輩ガイドと共にガイド現地に同行する形（OJT）が代表的。また、研修

や講習会を開催し体系的に人材育成を行う例もある。

• ガイド個人が主体となって育成を行う取り組みとしては、ガイドが独自に勉強会を開催する例や、SNSで独自にグループを作り情報を交換する例がある。

• OJTで先輩ガイドに付けて、現地で学ばせている。
• トライアル期間を設け、現地で実務演習を行っている。
• 新人にはインターンとして、先輩ガイドとガイドをさせている。

• 訪日外国人が喜ぶノウハウ等を定期的にメールで送付している。

• 地域の自治体で月1～2回ガイド活動の啓蒙として講座を開催、ガイド
に絞らず幅広く外国語を用いる仕事に対しての人材育成講座を実施し
ている。

• 外部企業と提携しワークショップを実施している。
• 新人向け研修だけでなく中堅ガイド用研修も用意している。

現地 での活動

現地以外 での活動

個人主体
での活動

組織主体
での活動

SNS等で
グループ作成

活動情報の
共有会②

研修・
講習会

OJT

ガイド個人
と面談

活動情報の
共有会①

メール等で
情報送付

現地想定の
研修会

SNS等でグループ作成

研修・講習会

OJT

ガイド個人と面談

活動情報の共有会①②

メール等で情報送付

現地想定の研修会

• 有料の実務演習を任意で開催している。2日間の研修のうち1日は駅前
等で現地を想定したガイド実務研修を行っている。

• 特定ガイドをリーダーとしFacebookグループで任意の意見交換会を実
施している。

• ガイドが独自にSNSグループを作り情報交換をしている。

• ①外国語ガイド管理組織が、相互アドバイス会を開催し、情報を交換
している。

• ②ガイドが独自に共有会（勉強会）を開催し情報を交換している。

• 外国語ガイド管理組織の担当が、対面で外国語ガイド個人の相談（悩
み等）を聞く場所と時間を設けている。

（1）

（1）

（2）

（2）

（2）

（1） （1）

（4）

※（）内の数字は取り組まれている組織数



行っている

10件

90.9%

行っていない

1件

9.1%

• 外国語ガイド管理組織（個別ヒアリングを行った14組織）のうちの9割の組織で、外国語ガイドに対する評価活動を行っている（図8-1）

図8-1. 外国語ガイドに対して評価活動を行って

いるか（14組織）

※3件は対象外のため集計から除外

データ： 外国語ガイド管理組織への個別ヒアリ

ング調査から抜粋

【ガイド実績数とゲストからの評価】

• ガイドツアー後、訪日外国人から全体評価の星を付けてもらい、その他に細かく10問程度の評価項目を

メールで質問している。

• これまでのガイド実績数も評価指標としている。

• 訪日外国人から5段階評価をしてもらっている。

【訪日外国人からの評価コメントをチェック】

• ガイドツアー後に訪日外国人からガイドやツアーの評価もらい、担当が全てのコメントをチェックして

いる。

• ガイドツアー後に訪日外国人からの評価メールを受け、評価の高いガイドには金銭的リワードを与えて

いる。

【社員がツアーに同行】

• 社員がツアーに同行しているので、社員が良かったと感じた外国語ガイドには、次回も依頼する。

【ツアーレポートの提出】

• ガイド後に提出させるレポートと、訪日外国人へのヒアリングで、外国語ガイドと訪日外国人両方の評

価をしている。

【組織からのメールへの反応】

• ①外国語ガイド管理組織内部でガイドに向けた会社からのメール開封率や、返信の早さを見ており、

メール反応データを専用のツールで分析している。

• ②訪日外国人への返信の早さや内容などを評価している。会社からの連絡に対し反応が悪いガイドは、

訪日外国人にも反応が悪いとみなし、徐々に登録から外される。

「行っている」と回答した組織から「どのように評価を行っているか」の回答抜粋

9. 外国語ガイドの評価に関する取り組みの有無

殆ど（約9割）の外国語ガイド管理組織において、外国語ガイドの評価に関する取り組みを行っている。
11



代表的な評価の取り組みは、ガイド後の訪日外国人による評価やコメントを外国語ガイド評価に紐づける取り組み、

組織や訪日外国人への返信の早さや組織からの連絡への対応を外国語ガイドの評価に活用する取り組みがある。

10. 外国語ガイドの評価に関する取り組みの概要

12

• 外国語ガイドに対する評価としては、訪日外国人による評価の星数やコメント等を重視した「外部評価」を行っている例がある。また、外国語ガイド管

理組織内部からの評価を総合した「内部評価」、それらを組み合わせガイドの評価に反映している例もある。

• ガイドツアー後に訪日外国人からガイドやツアーの評価をもらい、担
当が全てのコメントをチェックしている。

• ガイドツアー後、訪日外国人からの評価メールを自社で受け、評価の
高いガイドには金銭的リワードを与えている。

外部評価（訪日外国人の目線）

内部評価（ガイド管理組織の目線）

アナログ
管理

デジタル
管理

社員がツアーに同行

ツアーレポートの提出

組織からのメールへの対応①②

訪日外国人からの評価コメントをチェック

評価の星数とガイド実績数

• ガイドツアー後、訪日外国人から全体評価の星を付けてもらい、その
他に細かく10問程度の評価項目をメールで質問している。

• これまでのガイド実績数も評価指標にしている。
• 訪日外国人から5段階評価をしてもらっている。

• 社員がツアーに同行し、社員が良かったと感じた外国語ガイドには、
次回もガイドを依頼している。

• ①外国語ガイド管理組織内部でガイドに向けた自社からのメール開封
率や、返信の早さを見ており、メール反応データを専用のツールで分
析している。

• ②訪日外国人への返信の早さや内容等を評価している。自社からの連
絡に対し対応が悪いガイドは、訪日外国人にも対応が悪いと類推され、
徐々に登録から外される。

• ガイド後に提出させるレポートと、訪日外国人へのヒアリングで、外
国語ガイドと訪日外国人両方の評価をしている。

ゲストからの
評価コメントを

チェック

組織からの
メールへの
対応②

組織からの
メールへの
対応①

ツアー
レポートの

提出

社員が
ツアーに同行

その他：
評価の良い
ツアーが残る

評価の星数と
ガイド実績数

• ツアー実施件数が多く、評価の高いツアーは、外国語ガイド管理組織
Webサイトのページ上位に表示されるため、訪日外国人の目につきや
すくなる。評価の悪いツアーは、Webサイトで下位表示になるため自
然淘汰されていく。

その他：評価の良いツアーが残る

※（）内の数字は取り組まれている組織数

（3）

（1）

（1）

（1） （2）

（4）



[参考1]通訳案内士に係る登録研修機関研修の受講意向と外国語ガイド管理組織による関心度合

• 外国語ガイド管理組織の約半分が登録研修機関研修に関心を示し、約

34.4％が告知の協力をすると回答（図9-2）。
• 外国語ガイド個人Webアンケート調査によれば、全体の過半数の

66.9%が登録研修機関研修を受講したいと回答（図9-1）。

外国語ガイド個人は、登録研修機関の研修に対して、高い関心をもっている。

図9-2. 外国語ガイド管理組織の研修への協力意向（90組織）

データ：「外国語ガイド管理組織への調査」の外国語ガイド管理組織

図9-1. 外国語ガイドの研修への受講意向（154人）

データ：「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の外国語ガイド

関心があ

り、告知協

力する

34.4%

関心はあるが、告

知協力はできない

13.3%

関心もな

く、告知協

力もしない

47.8%

わからない・無回答

4.4%

受講を希望

する

66.9%

受講を希望

しない

31.8%

無回答, 1.3%
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[参考2] 通訳案内士資格の取得の関心度

図10-2. 外国語ガイド管理組織が資格試験を受験させたいと考えているか（90

組織）

データ：「外国語ガイド管理組織への調査」の外国語ガイド管理組織

図10-1. 外国語ガイドの資格取得意向（154人）

データ：「外国語ガイド個人Webアンケート調査」の外国語ガイド

• 外国語ガイド管理組織で、組織に所属する外国語ガイドに対して通訳案

内士資格試験を受験させたいと回答した組織は全体の25.6％（図10-

2）

• 外国語ガイド個人Webアンケート調査で通訳案内士資格を取りたいと回

答した外国語ガイドは全体の47.4％（図10-1）

外国語ガイドにおいて、通訳案内士資格の取得意向がある人が半数程度。

受験を希望

する

47.4%

受験を希望

しない

51.9%

無回答, 0.6%

受験を希望

する

25.6%

受験を希望

しない

68.9%

わからない・無回答, 

5.6%

14



＜参考＞調査の詳細

① 外国語ガイド管理組織（旅行会社、マッチングサイト運営会社、人材派遣会社、ボランティアガイド団体等）への調査

対象 全国の旅行会社、ランドオペレーター、マッチングサイト運営会社、人材派遣会社、DMO、ボランティアガイド団体

手法 電話による聞き取り調査

期間 令和元年10月23日～令和2年2月13日

アプローチ

組織数

826組織
内訳）旅行会社：226、人材派遣会社：21、DMO：98、マッチングサイト運営会社：10、ランドオペレーター：326、ボランティア通訳ガイド団体：145

サンプル

組織数

139組織
内訳）旅行会社：52、人材派遣会社：3、DMO：20、マッチングサイト運営会社：5、ランドオペレーター：30、ボランティア通訳ガイド団体：29

組織からヒアリン

グしたガイド人数

合計

12,762人（以下内訳）

【外国語ガイド(資格無し)】 有償 ⇒ 7,175人(63組織)、 無償 ⇒ 1,204人(27組織)

【通訳案内士(資格有り)】 有償 ⇒ 4,034人(47組織)、 無償 ⇒ 349人(2組織)

15

② 外国語ガイド個人Webアンケート調査

対象 全国の外国語ガイド管理組織に所属している外国語ガイド、インターネットリサーチサービスに登録している外国籍の外国語ガイド

手法 Webアンケートによる調査

期間 令和元年10月23日～令和2年2月13日

アプローチ数 3,498人の外国語ガイド

内訳） 調査協力頂いた外国語ガイド管理組織174組織のうち、外国語ガイド個人Webアンケート調査にご協力頂けた54組織の登録

ガイド数3,448人に加えて、インターネットリサーチサービスに登録している外国籍の外国語ガイド50人

回答者数 190人 (以下内訳)

【外国語ガイド(資格無し)】 有償 ⇒ 64人、 無償 ⇒ 90人

【通訳案内士(資格有り)】 有償 ⇒ 19人、 無償 ⇒ 17人



③ 観光地における訪日外国人へのインタビュー調査

対象 主要観光地に訪れた訪日外国人

手法 主要観光地(5都市)での街頭インタビュー

期間 令和元年11月5日～令和2年1月16日

回答者数 281人（浅草寺前：52人、関西国際空港：63人、清水坂：74人、厳島神社：55人、キャナルシティ博多：37人)

④ 外国語ガイド管理組織への個別ヒアリング調査

対象 ガイド・訪日外国人のマッチングサービスを運営している組織、地域のツアーを販売している組織

手法 組織への訪問ヒアリング及び電話ヒアリング

期間 令和元年11月20日～令和2年2月13日

ヒアリング組織数 14組織

16

⑤ 外部データを活用

通訳案内士登録

情報検索サービス
観光庁が運用している通訳案内士登録情報検索サービス内のデータを活用。活用した通訳案内士の数は11,328人。
※当該サービスにて登録されている全ての通訳案内士のうち、外部への情報公開希望者のデータのみを活用

訪日外国人消費動向調査 訪日外国人消費動向調査2018年(平成30年)暦年【確報】を活用。


