Non-Profit Organization
Guide Interpreting & Communication Skill Studies Association
特定非営利活動法人 通訳ガイド＆コミュニケーション・スキル研究会

創立1999年 NPO法人登記2005年10月

第77号 2020年7月発行

withコロナ時代のインバウンド
新型コロナ感染禍長期化をどう捉えてゆくか！
6月16日公開された観光庁の2020年版観光白書によると、
コロナ禍による打撃からの観光業界の立て直し策の中で、
成長分野のインバウンドの復活を図るとしています。イン
バウンドと通訳案内士の今後の動きに関する項目の抜粋と
ともに、今後注視すべき点をまとめてみました。
1.観光関連産業の雇用の維持と事業の継
全国通訳案内士対象の持続化給付金、雇用調整助成金の
対象拡大への取り組み。（詳細は2ページ）

４.インバウンド回復への歩み
①出入国制限の緩和措置
ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国と
の間で開始表明（6/18）。世界各国の感染状況を把握し、
個別に誘客を再開しつつ、国内旅行の復活と共にインバウ
ンド復興をめざす。
②安全、安心、清潔な日本観光のアピールによる復活
個人旅行、リピーター、富裕層から訪日の復活があると予
想される。３密回避が確保されやすい地方やアウトドア、自
然を楽しむ体験型が復活する。

２．反転攻勢に転じるための基盤の整備
アフターコロナのインバウンド需要の回復に備え、積極的な
インバウンド施策を講じるほか、安心・安全を示すための感
染対策の徹底を図る。

③低価格に魅力を感じる客増
マイクロツーリズムがインバウンド需要に当てはまる。町歩
き、民泊、ロングステイ目的の旅行増加が見込まれる。

３.国内旅行の需要喚起
国内の観光需要喚起策として約1.7兆円の予算で「Go To
キャンペーン」事業を前倒しで7/22に開始。国内旅行の復
活の推進を図る。

④大型クルーズ船の来訪復活
世界的に低感染率地域へのクルーズツアーの予約が 、
キャンセル料なしという条件のもと伸びている。今後の感染
状況や日本の受け入れ体制の整備が最重要前提となる。

持続化給付金対象拡大
6月29日から上記給付金の対象が「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」にも拡大されました。3月より全国
通訳案内士へのさまざまな救済施策を観光庁や複数の国会議員に向けて陳情してきました。その結実として適用可能な制度が示さ
れてきました。しかしながら、雇用形態や兼業の就業状況、扶養状況その他の条件によっては、まだ対象外となる全国通訳案内士も
存在しているのが現状です。 引き続きGICSSは、全国の他ガイド団体とも連携を持って、働きかけをしていきます。最新の動きはメー
リングリスト、ホームページでお知らせ致します。 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

自分を守るために

知っておくべき税務知識、実務管理のすすめ

持続化給付金の申請・受給に関する報告を多数の会員の方々から寄せていただいたのがきっかけで、多様な就業状況があること
が分かりました。税務関連知識や実務書類の取り扱い方によって、いざという時に違いがでることを鑑み、以下の御提案を致します。
○確定申告を行う
所得金額が年20万円以下の場合は不要です。所得金額の計算法は、国税庁のホームページにある「確定申告が必要な方」「所得から差し引
かれる金額」などの項をご確認下さい。）
確定申告をしていない方、確定申告を忘れた場合などは、遅れても申告できる場合もあるので、ご確認をお奨めいたします。
・国税庁ホームページ よくある税の質問： https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
・扶養家族となるために確定申告をしていないなどの場合は、持続化給付金などの申請はできません。

○青色申告のすすめ
・青色申告制度 国税庁ホームページ よくある税の質問: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
・「青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です」 とあるので、「自分は違うな」と素通りせず、まずは初
心者向けサイトなどを見てみましょう。正式な簿記でなくともよい、経費計上や基礎控除他の特典は・・・等、ご自身に益となる可能性がありま
すので、研究してみてはいかがでしょうか。

○源泉徴収票、支払い調書、確定申告書の保管
収入を証明する重要な書類です。7年間はコピー控えを保管しましょう。一般の業務用領収書も同様です。ツアー精算書に添付して提出する場
合を含めて、「提出書類」はコピー保管、または撮影・読込み(スキャン）でJPG・PDFデータで残し、相手側の受領が確認できるまで迄は保管す
る習慣をつけましょう。「税金のことはわからない」で済ませず、必要な知識・リスク管理を身に付けて自分を守っていきましょう。
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持続化給付金申請・最新公的支援情報
【持続化給付金に関するお知らせ（支援対象の拡大）】

■ 申請時必要書類

■ 対象者の要件
① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所
得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今
後も事業継続する意思がある（※確定申告で事業収入あり⇒現行
制度で申請）

①

前年分の確定申告書

②

今年の対象月の収入が分かる書類（売上台帳等）

③

①の収入が、業務委託契約等の事業活動であることを示す書類
A)

業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す
申立書
B)
支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
C) 支払があったことを示す通帳の写し
※A～Cの中からいずれか2つを提出（Bの源泉徴収票の場
合はAとの組合せが必須）

② 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50％以上減少
している
③ 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
④

国民健康保険証の写し

⑤

振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

※以上の拡大措置があってもなお、申請者に該当しない方がいる現実を伝え、 観光庁とも
相談を継続しています。
【新型コロナウイルス感染症等を起因とした影響を受けている通訳
案内士向けの特別相談窓口】
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics04_000134.html

【個人向け緊急小口資金等の貸付】
https://www.g-shakyo.or.jp/wp-content/data/2020/03/3ee91e38a60
746ab10a0a1076e645f85.pdf

【セーフティーネット貸付（国民生活事業）】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html

【個人で仕事をする保護者の方向けの支援】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

【セーフティーネット貸付(中小企業事業)】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m_t.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/2020022801
0.html

【国税に関する措置】（国税庁ホームページ）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inde
x.htm
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

【セーフティーネット保証(4号)】
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/2020022800
1.html

【地方税に関する措置】（総務省ホームページ）
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.
html
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

【危機関連保証】
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

【社会保険料に関する措置】（厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
社会保険料の猶予等について

【新型コロナウイルス感染症特別貸付制度】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

Ｗｉｔｈ コロナを生き抜く通訳ガイドの道

（その①）

淡路阪神大震災、リーマンショック、東日本大震災、SARS感染など、ガイド自身の努力に関係ない外部要因でインバ
ウンドが途絶えるごとに、“どんなことがあっても大丈夫なガイド”となることが必要と考えられてきました。もとも
と繁忙期と閑散期がある季節労働の側面を持つ仕事ですから、兼業の勧めも折に触れて言及して参りました。
しかしながら、新型コロナ感染のケースは今までにない世界的、長期的な災禍。新しい生活様式でのインバウンド復
活時までの今をどう過ごすか？が、その後を左右すると感じています。会員の実例をご紹介します。
●ふだんとは別世界のアルバイトをする、短期就業をする。（事態が収束すればインバウンドガイド業に戻るという前
提です。是非戻ってきてくださ～い！）視野を広める機会と前向きにとらえて、社会勉強とする。
●オンラインの研修を受講したり、ガイディングのスクリプトを練る、調べ物をして情報を蓄えるなどをしてガイディ
ング・スキルを充実させる。スクリプト精査の方法として、音声認識ソフトを利用して自らのガイディングを文字に
起こし、プルーフリーディングソフト等を活用して文法の誤りを正し、表現をグレードアップさせるなど、それまで
は時間に追われてできなかった実力磨きをする等。
●バーチャル・ツアーガイディングなど、映像を駆使した観光案内を自身の宣伝、あるいは商品として活用する。その
ためには、撮影、編集のハード＆ソフトの習熟が乗り越えるべき壁であり、拡散の方法についても知識が必要。
どんな技術でも知識でも、この時期に深められる人とそうでない人には差が生まれそうです。使わないと錆びる語学
力、鈍る感。（怖！）やるべきことは多いですね。是非、GICSSの研修イベントをご活用下さい。でも、のんびり過
ごすのも感性を磨ける大事なリフレッシュと考えています。
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オンライン研修 続々進行中です！
緊急事態宣言は解除されましたが、集合型、対面型の催しが
控えられる今、「オンライン」がすっかり第一線となりました。
オンライン研修はこのような
状況の中、情報共有やモチ
ベーション維持に心強い味方
です！

GICSSはいち早く4月5日「インバウンド旅程管理」研修より、
Zoomによる講習を開始。同研修は当初１日コースの集合型研修
であったプログラムを、急遽オンライン形式に練り直して当日に臨
みましたが、講師・受講者ともによい緊張感のなかで、充実の結
果を残すことが出来ました。

（5/16 インバウンド旅程管理ウィークポ
イント克服セミナー 広嶋美和子）

その後、次々とオンライン座学C.C.や研修が開催されているこ
とはご存じの通りです。
この機会に、多くの皆さまのご参加をお待ちしております！

このような時期にオンライン
でCCができる環境を整えてい
ただき、本当に有難うございま
す。会員の皆さんと繋がって
研修ができるのはなかなか刺
激になりました。

● どこからでも参加できます！
● 集合型開催と変わらない学びが得られます！
● オンライン研修が初めての方でもOK！
開催前にスタッフが使い方をレクチャーいたします

しっかり知識とユーモアを
巧みに融合させた『ミッキー先
生 節 』 を 拝 聴 す るこ と がで き
て、とても勉強になりました！
（5/20 座学C.C.京都概説 鴨脚里子）

久しぶりに松岡先生のお話
を伺うことができ、大阪在住の
私にとっては、地方からも気軽
に参加できるオンライン講座
の開催は大変嬉しいです。

（5/1座学C.C.温泉・お風呂 亀田秀
実）

（ 4/25 座 学 C.C. 和 食 の す ば ら し さ
Y.I. ）

話の糸口はたくさんあるこ
と、心地よく感じる話し方、リズ
ム、強弱、間の取り方、平易な
表現を学ばせて頂きました。

興味深かったのは、富士山に
対する思い入れに、日本の東西
で多少温度差がある事でした。

（6/24座学C.C.結婚・離婚 山ノ内昌
子）

（5/8座学C.C.富士登山・登山の魅力
浅井淳子）

講師・ナビゲーターのコメント
■結婚・離婚は必ず盛り上がりが期待できる重宝な話題です。別
居の効果、活躍するスポーツ選手を取り上げた導入からの国際結
婚、結婚式の説明、お見合い体験その他、多様なアプローチに
楽しく聞き入る2時間でした。
三々九度の習慣をどうやって説明したらよいのか…など、聞き手
にその場の情景が目に浮かぶような説明法がその場で一緒に構
築できたのが印象に残りました。

■オンライン研修になって4か月目に入りました。Zoom機能を最大
限に使いながら、毎回新しい問題が発見され、ひやひや、どきどき
です。対面のコミュニケーションがどれほど豊かな交流だったのか
を思いつつ、オンラインは、遠隔地の皆さんとも瞬時に時空を超え
て繋がり、コロナ禍でも頑張る気持ちが連帯と共感を生み、満足
感が大きく広がっています。
魅力的な笑顔や表情の作り方を画面で自らチェックしながら練
習できる素晴らしいツールです。できるだけ多くの皆さんとシェアし
たいと思います。

4/5インバウンド旅程管理、4/12・18・19新人研修、5/16インバウンド旅程管理
ウィークポイント克服セミナー、6/24座学C.C.結婚・離婚
講師・ナビゲーター：ランデル洋子

4/5インバウンド旅程管理、4/12・18・19新人研修、4/25座学C.C.和食のすばらし
さ、5/16インバウンド旅程管理ウィークポイント克服セミナー
講師・ナビゲーター：松岡明子

■温泉やお風呂の話題はお客様に役立つ情報をスマートに案内
できるようにしたいものです。入浴時のマナーについて話された方
が何人かいましたが、それぞれの工夫がとても勉強になりました。
オンラインはデモしている最中の他の方の反応が、対面より分か
りにくいと思われました。これから工夫の余地ありと、使いこなして
いきたいです。

■日本全国からZoomで参加してくださった皆様のスピーチから、
普段当たり前に思っていたことが地域によって捉え方が違うことに
気づかされる場面もありました。
今年は富士登山ができませんが、今のうちにジェネラルトピックと
して、2分バージョンや10分バージョンなど、様々なバリエーション
を用意しておきましょう。

5/1座学C.C.温泉・お風呂 ナビゲーター：薮 玲子

5/8座学C.C.富士登山・登山の魅力 ナビゲーター：城戸弘明

■オンラインでの参加者全員の発表及びコメント、ナビゲーターデ
モは通常の対面型とは随分勝手が違いましたが、京都のイントロ
部分を皆様それぞれの切口で見事に発表されました。ガイドにとり
最高の舞台である京都の料理方法の基本を勉強出来たと思いま
す。ZoomでのC.C.は大いに“あり”と思った次第です。

■全国各地からの参加者にも拘らず、その距離を感じさせないの
がZoomの良い所です。
各自の発表は3分足らずとは言え、皆さん時間をかけて準備した
事が伺えます。一つを語る為には百を知る必要がありますが、沢
山言いたくなる欲望を抑え、短い時間内で的を絞り、印象に残る
話を考えるのにC.C.はとても良いチャンスです。

5/20 座学C.C.京都概説 ナビゲーター：福井道孝

■オンラインのメリットで全国各地からのご参加頂き、テーマ(新幹
線・リニア)に関してもお住まいの地域でのご体験(震災)や目に触
れるもの(ドクターイエローや終点での神業の清掃、リニアの原理
等)に基づくプレゼンが多く、バラエティーに富んだC.C.でした。

6/16 座学C.C.茶道 ナビゲーター：芹田啓子

6/6座学C.C.新幹線・リニアモーターカー ナビゲーター：神野清司
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桜守・佐野藤右衛門氏報告会「佐野藤右衛門の心とは」

(5/29)

2019年6月に桜守の佐野藤右衛門氏を講師に研修を実施した後、寄せられた質問の回
答をお伝えし、共にミニC.C.も採り入れたオンライン研修でした。
佐野氏からは、「くれぐれも活字にせずに田村の口から“心”を伝えて欲しい」と依頼され
ておりました。それ故このGICSSニュースの場でも、ご回答を具体的に記しておりませんこ
とを、皆様にご了解いただきたく存じます。ご参加頂いた方々は概ね佐野氏の心に触れて
感動して頂けたようで肩の荷がおりました。
来年の桜の時期にはコロナも収束し外国のお客様をお迎え出来るよう願っています。桜
も含め自然を大切にして調和しながら生きてきた日本人の心をお伝えしたいものです。
又、この先人の精神、生き方を日本の次の世代に引き継がなければならないと痛切に
思っております （コーディネート・レポーター：田村聡子）

GICSS検定も

初

オンラインで！

初

第12回 GICSS検定：＊オンライン勉強会+＊対面＆オンライン審査会

2019年６月15日 第16代佐野藤右衛門氏

地域テーマ「京都」

で実施

GICSS検定とは、3回にわたる勉強会、・面接審査、そして6段階認定というプロセスの中
で、基本から上級編のガイディング、旅程管理の知識までカバーするプログラムです。過去
11回は全て東京都内会場での開催で、扱うテーマも「富士箱根」「鎌倉横浜」「日光」「都内
観光」でした。参加者もほとんどが首都圏在住の方が多い状況でした。
ついに次回第12回は、全国どこにいても参加できるオンライン開催が実現しました。テー
マ地域も初めて「京都」に取り組むこととなり、関西ベースの講師陣もワクワクしています。
仲間と時間を共有しての学びは、独習の何倍も得るものがあると必ず実感していただけま
す。もちろん審査官を前にしてのプレゼンとフィードバックは、大いに実力を養う糧です。
「検定、難しそう・・・」とためらいは無用。講師も審査官も皆、優しいですよ。参加し易く
なったこのチャンスに是非挑戦して下さい。

今こそ学ぼう“e-ラーニング”で！

テーマ地域： 「京都」
◆オンライン勉強会：

8月8日（土）、22日（土）、29日（土）
14：00～17：00
◆審査会（対面）：

9月2日（水） 9：30～16：30
会場 東京ウィメンズプラザ
◆審査会（オンライン）：
9月4日（金） 9：30～16：30
--------------※過去に勉強会に参加された方は、
審査のみ、ご希望のコーステーマを
選ぶことが可能です。

「通訳ガイドアカデミア」のご紹介

前号Vol.76に引き続き「通訳ガイドアカデミア」のご案内です。
・PCでもスマホでもいつでもどこでも何度でも学習可能
・全国各地の観光ガイディング、ジェネラルトピックスなど幅広いジャンルを網羅
・50超のコンテンツに加え、今後も続々リリース予定！
と、“e-ラーニング”はまだまだ現地へ出向くのが難しい今、一番の学習ツールです。
「通訳ガイドアカデミア」はいち早く2月27日より「コロナに負けるな 35％割引特別キャン
ペーン」を開催、5月10日の終了までに多くの会員の皆さまにお申込みをいただきました。

〈 最近のリリース 〉
4月3日
◆京都観光ガイディング その2 （講師：森岡佳子、ミッキー福井道孝）
4月30日
◆ジェネラルトピックス・コレクションシリーズ＃6
日本の夏：蝉 （プレゼンター：薮玲子）
日本の夏：お盆（プレゼンター：薮玲子）
落語
（プレゼンター：芹田啓子）
茶道
（プレゼンター：芹田啓子）

5月29日
◆ガイド・スキル：ツアー種別その4（ビジネス客アテンド、FIT［個人旅行］）
（講師：ランデル洋子、鴨脚里子）

6月30日
◆ジェネラルトピックス・コレクションシリーズ＃7
富士山 VS. 八ヶ岳
（プレゼンター：薮玲子）
合気道
（プレゼンター：薮玲子）
歌舞伎の魅力・大向こう（プレゼンター：城戸弘明）
歌舞伎の魅力・隈取
（プレゼンター：芹田啓子）

詳しくはGICSS事務局 adm@gicss.org へお尋ね下さい。
GICSSのホームページでも紹介しています。合わせてご覧ください。 http://gicss.org/ja/programs/academia.php
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開催予定研修プログラムのご案内

研修名・日程・会場等

オンライン座学C.C.「コンビニ」

チェックポイント

満員御礼締め切りました

7月15日（水） 13：30～15：30 ナビゲーター：下岡知行

オンライン Ian’s Workshop

満員御礼締め切りました

7月21日（火）、28日（火） 14：00～16：00 講師：Ian Priestly

日本を訪れたことのある外国人のほとんどが、コンビニのファンになるそうで
す。その秘密はどこにあるのか？日本のコンビニの凄さを外国のお客様にア
ピールしてみませんか？
3月に予定され延期となっていた人気研修が、この度オンラインでの開催とな
りました！テーマは「質問への答え方」。Ian先生がお客様の問いへの魅力的
でロジカルな答え方を指導します。

GICSS検定 (GICSS Guide Skill Proficiency Test)
第12回 京都

待望の京都編第一回を関西講師陣を迎えて開催です。３回の勉強会で知識
量アップ、審査会で実力アップ！のGICSS検定のオンライン開催が実現しま
オンライン勉強会：8月8日（土）、22日（土）、29日（土） 14：00～17：00
した。本紙記事と併せてご覧下さい。
審査会（対面）：9月2日（水） 9：30～16：30 東京ウィメンズプラザ
審査会（オンライン）：9月4日（金） 9：30～16：30
年代によって、環境によってガラリとかわる子育て事情。世界中のお客様と意
見交換ができるといいですね。オリジナリティ溢れるガイディングのネタを作っ
てみましょう。

オンライン座学Ｃ.Ｃ. 「子育て」
9月17日（木） 13：30～15：30 ナビゲーター：吉崎圭子

オンライン座学Ｃ.Ｃ. 「和食その2：パンチラインを決め
てみよう」
9月24日（木） 13：30～15：30 ナビゲーター：松岡明子

和食話題もいろいろありますが、どんな側面からアプローチしても、終わらせ
方で話の印象に違いがでます。パンチラインを決めてすっきり！そんな手法
を狙って皆でチャレンジしてみませんか？

IAN講師の新しいシリーズ研修がスタート予定！その他オンライン開催を続々準備中！限定条件での現場実習も検討しています。
最新情報は今後のメーリングリスト、ホームページでご確認下さい。
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☆次回のリレーエッセイもお楽しみに！～会員のご活躍ぶりをご紹介下さい。珍事件、感動秘話、ためになる話･･･なんでも結構です！
＝編集後記＝
● 急いで学ばなくてはならないことが一杯詰まった3-4ヶ月でした。次から次へと世の中に遅れないように使いこなさねばならないソフ
ト群、システム群、オバさんには超キツイ！頑張っておりまするが失敗と挑戦の繰り返し。しかし学ぶことは楽しくもある！（よ）
●なじみの神田にある中国人シェフの料理店が8月で閉店！あの美味しい黒酢豚がもう食べられないことよりも、シェフの行く末を思う
と心痛みます。長期化するwithコロナの生活、ひるまずに進んでゆきたいものです。（ま）
●オンライン飲み会はまだ参加したことがありませんが、知人が「自宅なのでリラックスし過ぎて飲み過ぎた」と言っていたので、その
節は気を付けようと思います（か）
NPO法人GICSS研究会 〒154-0011東京都世田谷区上馬5-20-15-1001 TEL：03-3706-9861〔代表〕
E-mail : adm@gicss.org URL : http://gicss.org/ja/
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