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訪日外国人観光客受入再開！ガイドライン発表
2022年6月10日から訪日外国人観光客の受け入れが再開、7月からは1日3万人に拡大されま
した。感染リスクが低い国と地域からの「添乗員」付きのツアー客に限定され、通訳ガイドもこの
「添乗員」に相当します。下記は、観光庁発表のガイドラインより添乗員に関連する情報の抜粋
です。「日本は遅い！」と世界から言われる諸規制の緩和状況を注視してゆきましょう。
２．感染拡大防止のために各観光関係者が留意すべき事項
（１）ツアーの造成、販売、実施等の前提（共通事項）

うことを要請すること。
・添乗員は、陽性者発生時における濃厚接触者の範囲の特定等を適切に
行うため、旅行中のツアー参加者の行動履歴（利用した施設や交通機
関等の座席位置等の情報を含む。）を保存すること。

・各観光関係者は、本年6月10日以降受入れが認められるツアーは以下の
要件を満たすものに限られることを十分に理解し、これを前提とし
て、ツアーの造成、販売、実施等を行うこと。
③入国から出国までの全行程を通じて、添乗員が同行すること。

３．陽性者発生時を含む緊急時の対応
（１）ツアー実施前における対応

（３）ツアー販売時における対応

・旅行業者又は旅行サービス手配業者は、以下の情報を事前に確認し、
添乗員に共有すること。
—多言語対応可能な医療機関、専門的な医療通訳等に関する情報
—自治体が設置する相談窓口等の連絡先、受付時間等
—有症状者が発生した場合の一時待機場所や移動手段に関する情報※
—陽性者が発生した場合の療養施設や移動手段に関する情報※
—濃厚接触者が発生した場合の待機施設や移動手段に関する情報※

①旅行業者がツアーの企画・販売を行う場合
・旅行業者は、ツアー商品の予約・販売時に、ツアー参加者に対して以
下の内容を説明し、同意を得ること。
➢ 日本での滞在期間中を通じて、基本的な感染防止対策（①マスク着
用、②手指消毒、③３密（密閉・密集・密接）の回避）を徹底する
必要があること。
➢ 感染防止対策の実施が不十分であると添乗員が判断した場合には、
添乗員の指示に従う必要があること。
➢ 新型コロナウイルス感染症の陽性者及び濃厚接触者となった場合に
は、旅行業者・旅行サービス手配業者・添乗員及び医療機関・保健
所等の指示に従うこと。

（※）有症状者、陽性者及び濃厚接触者が発生した場合の上記施設等や移動手段につ
いては、業務上の取引関係がある宿泊事業者や交通事業者に対して、あらかじ
め協力を依頼しておくこと等が考えられる。

—ツアー行程に含まれる自治体が定める新型コロナウイルス感染症への
対応に関する方針等（例：有症状者発生時における連絡先、陽性者や
濃厚接触者に係る対応等）

（４）ツアー実施前における対応

（２）ツアー実施中における対応

・旅行業者又は旅行サービス手配業者は、添乗員に対し、感染防止対策
の遵守に関する研修等を実施し、感染防止対策の意義や取るべき対応
等について十分に理解させること。また、添乗員のワクチン接種状況
も踏まえ、添乗員の安全も考慮しつつ配置について検討すること。

・ツアー実施中に有症状者が発生した場合は、旅行業者又は旅行サービ
ス手配業者及び添乗員は、当該有症状者をツアーから速やかに離団さ
せ、他の参加者への感染を防止するために必要な措置を講じること。
・有症状者が発生した場合には、旅行業者又は旅行サービス手配業者及
び添乗員は、下記の相談・受診の目安に該当する場合には、自治体が
定める方針等に沿って、速やかに当該有症状者を医療機関に受診させ
ること。医療機関・保健所等から指示があった場合にはこれに従うと
ともに、必要に応じて専門的な医療通訳を手配すること。

（５）ツアー実施中における対応
・添乗員は、現在我が国で運用されている感染防止対策の方針等に即し
て、ツアー参加者に対し、必要な対応を求めること。ツアー実施中、
方針等の適用に迷う場面では、周囲の状況や国内でのスタンダードに
照らして判断を行うこと。
・添乗員は、ツアー開始時に、ツアー参加者に対し、マスク着用の考え
方をはじめとする感染防止対策の遵守に関する説明を行うこと。ま
た、その際には、イラスト等を活用し、ツアー参加者の属性に応じて
分かりやすい説明を行うよう、工夫すること。
・特に添乗員は、最新のマスク着用の考え方について十分に理解すること。
・添乗員は、ツアー参加者に対し、ツアーの場面ごとに、マスクの着脱
を含め、必要な感染防止対策についてこまめな声かけや、注意喚起を
行うこと。
・添乗員は、ツアー参加者に対し、発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む
新型コロナウイルス感染症の症状がある場合には、漏れなく報告を行.

【通団連】

（なお、これらの対応において緊急連絡先の記載を求められた場合には、ツアー
参加者本人の緊急連絡先だけでなく、添乗員の携帯電話番号及び旅行業者又は旅
行サービス手配業者の担当者の電話番号を記載すること。）

・旅行業者又は旅行サービス手配業者及び添乗員は、陽性者が保健所と
円滑にコミュニケーションを取れるようにするための必要な支援を行
うこと。なお、陽性者は、保健所等からの電話連絡のほか、MyHERSYS※3・自動架電※4等システムから連絡があった場合、指示に従う
ことが求められる。
※MyHER-SYS・自動架電は、スペイン語・ポルトガル語・英語・韓国語・中国語
に対応。

活動報告 観光庁意見交換会

6/14

6月14日（火）に、通団連は観光庁からの要請で意見交換会に参加しました。詳細は、メーリングリスト及び通団連ＨＰにて掲
載した通りです。通団連は、引き続き観光庁他の関係省庁とコンタクトを継続致してまいります。（レポート：ランデル洋子）
【開催概要】

議題２．日本通訳案内士団体連合会から観光庁への要望
２-A 全国通訳案内士試験における試験委員の選定について
２-B 通訳案内士登録情報検索サービスの改修
２-C 意見交換会の在り方について
２-D 6月7日のガイドライン説明会について
２-E 他、5点の要望について (日頃より通団連に寄せられた要望等について)

■日時：6月14日（火）13時30分-14時50分（60分予定が80分に延長）
■場所：合同庁舎2号館15F会議室
■参加者：
観光庁人材育成室：
山﨑課長補佐以下3名/NECソリューションイノベーター株式会社川村氏
日本通訳案内士団体連合：
ランデル副会長（会長代行）、米原副会長、花野事務局長
記録担当秋本陽二（IJCEE）
議題１．令和4年度の予算執行について
１-A 全国通訳案内士対象の研修事業 １-B 全国通訳案内士の講師派遣事業

①インバウンド団体ツアーへ通訳案内士のアテンドの必須
②重要な歴史的建築物や施設での全国通訳案内士のアテンドの必須
③公共交通機関が利用できない地域におけるドライバーガイドの許可
また2種免許所持の通訳案内士へ同様の許可
④業法における通訳案内士の業務内容の更なる明確化
⑤通訳案内士へのバッジ交付の促進

２-F 地域通訳案内士育成について
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■ オンライン専門性研修 3/27

■ オンライン専門性研修 4/2
「東京都内車窓動画バーチャルツアー」
「The Appeal of Washoku」
一物全食の極意と五味色＆料理法から語る和食の魅力

日本在住歴40年でアメリカ出身の和食研究家、安藤エリザベ
ス氏を講師にお迎えし、「和食の五色・五味・五法」のテーマを
中心に、英語で講義いただきました。
和食の五色・五味・五法は以下を指します。

車窓動画をみながら、実際のガイディングを演習するGICSS独
自の研修スタイルが実現しました。明治神宮から浅草寺までの定
番コースの車窓から見える街並みや建物の紹介をしつつ、流れる
景色に合わせてどのように話題を広げるか、例えば、皇居マラソ
ン、日本橋の日本国道路元標、上野と浅草の違い等、ツアーさな
がらの松岡流の英語ガイディングの後、全員で動画に合わせてガ
イドタイム、そして、4名の有志による見事なガイドデモ挑戦もあり、
講師も参加者も冷や汗をかきながらの手ごたえを感じる２時間半
でした。皆様、ありがとうございました。
（講師・レポート 松岡明子

まもなく

・sweet, salty, sour, bitter, spicy：甘い、塩辛い、酸っぱい、苦い、辛い
・red, yellow, green, black, white：赤、黄、緑、黒、白
・simmer, grill, raw, steam, fry：煮る、焼く、生、蒸す、揚げる

◆五色は、見た目と共に栄養面バランスが良く、五味は和食
の特徴の薄味でも混ぜることで味が深まり、偏食（food craving)
を防ぎ、五法は小さなキッチンでも適量を少しづつ同時に料理
することで、時短と多種な食感を生み出す、◆和食の極意はこ
の法則に大いによること。◆“うまみ”は100年ほど前、日本の研
究者が発見したうま味成分を意識化、商品化した食品会社の造
語。縄文時代から日本人は言語化も意識化もせずに味わって
いた。◆出汁のうま味は昆布、鰹節、シイタケ等から生まれま
す。うまみは加える（add)ではなく、うま味を引き出す(extract)。な
ど、沢山の深くワクワクする和食の魅力を存分に味わいました。
日本人でありながらこの度初めて知ったことも多く、この感銘を
インバウンドのお客様に伝えていきたいと心に刻みました。
講義終了後に実践トレーニングや質疑応答も行い、大変充実
した内容の研修となりました。 （講師：安藤Elizabeth

スタッフ：吉田英夫）

新発売！車窓映像教材“東京都内観光”

多くの受講生から、「この動画に合わせて練習がもっとした
いと」の要望を受け、上記研修で使用した車窓風景動画の販
売を開始します。主要な建物や通りの名称をテロップ表示し、
お客様目線で横窓から見える風景も見やすく再編集しまし
た。東京の街並みを走行している感を体感しつつ、何度でも
ご自宅のPCあるいはスマホ等で、ガイディング練習ができる
動画教材です。ML発表をお見逃しなく！

■ 新人研修

ナビゲーター：松岡明子 スタッフ・レポート：菱田啓子）

■ Ian塾第5期終了

Ian Priestley講師による、事前ワークシート課題、プレゼン演
習、個々への的確なフィードバックで相変わらず大人気の「Ian
塾」、テーマ「Japanese products」「Japanese gardens and parks」
「Current issues and problems facing Japan」「Pop Culture」で展
開のIan塾第5期が終了致しました。今期も受講の皆さんは１つ
終わっては次の課題と、息つく間もなしの2か月でした。

4/16、17、23、24

恒例の東京4月コース開催
2021年はオンライン座学3日間を先に終了、バス実習は秋
まで延期を余儀なくされましたが、この4月は無事に初日・第2
日オンライン座学、第3日バス実習、最終第4日は対面研修と
いうプログラムで完遂できました。
バス実習日がクラスメイトとのリアル初対面なので感慨はひ
としお、都内観光（明治神宮～皇居前広場～浅草寺～浜離
宮）実習に一層熱が入りました。
「今後もこのクラスの皆で、インバ
ウンド復活の日に向けて頑張って
いきたい！」という頼もしい声も聞か
れ、全員が修了証を手にしました。
※浅草雷門前での研修風景の一
部が、当日のNHK19時のニュース
の中で放映されました。！

4/26、5/10、24、6/7

■ New！Stella塾 (仮称）英語プレゼン研修8/24 決定
GICSSが自信を持って推薦する新たな塾です！
英語力とパフォーマンスのレベルアップを重点を
置き、‘お客様の心に残る’ガイディング力のブラッ
シュアップを目指します。
Mario Nonkovik講師

講師はイギリス出身で、20年に渡り世界スタンダードで大手企
業、大学その他で指導歴が豊富。滞日歴も長く、地元愛知や岐
阜の観光地で自らもガイド役を務めた経験から通訳ガイドに対す
る理解の深いステライノベーションズ代表取締役Marioさんです。
語学力、表情、ユーモア、ふるまい等を含め、全体イメージアッ
プ指導の専門家に委ねてみませんか？
（研修部・溝口誠）

講師・福田誠・絵馬の前にて

■ 「ウポポイ」資料をプレゼント

「ウポポイ」紹介パンフレットと小冊子「アイヌ民族～歴史と文化」

5月観光庁より日本通訳案内士団体連合会（通団連）を通じて
「ウポポイ」紹介パンフレットと小冊子「アイヌ民族～歴史と文化」
（共に日本語版・英語版）が各ガイド団体へ配布され、GICSSも頂
いた25セットを会員の皆さまへプレゼント致しました。
「民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）」は2020年7月北海道白
老町にアイヌ文化の復興・創造等のための拠点としてオープンし
ました。 https://ainu-upopoy.jp/

多くの外国人観光客にも訪れてもらえるよう通訳案内士に知っ
て頂き同施設やアイヌ関連知識を深めてほしいという、観光庁の
ご希望の下に頂戴した資料ですので、「興味を持ったところだっ
たのでありがたい」等のメッセージを嬉しく思っています。
残念ながらプレゼントには漏れたが入手したいという方は「公益
財団法人アイヌ民族文化財団」https://www.ff-ainu.or.jp/ への
お問合せをお願い致します。
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「ツアー現場の
スキンケアと、疲れをとるセルフケア」

■オンラインセミナー 4/9

■ オンラインテーマ研究会
当日たくさん提供頂いた情報の中から「プレゼンターの一口メモ」です！

講師を務めて頂いた会員山瀬由記さんは、大手化粧品会社
で美白等の研究に携わってこられた肌研究のスペシャリストで
す。今回は科学的アプローチで「皮膚のつくりと役割を意識した
ケア」「血流・リンパの流れを意識したセルフケア」に迫りました。
ガイド現場に役立つ、１ｈ超の講義のうちより、この季節特にお
奨めの「日焼け対策」をお伝えします。

4/27 「未来の自動車・自動車の未来」
「カーボンニュートラル」：
二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と植林・森林管理な
どによる吸収量を均衡させることです。電気自動車、水素燃料電
池車による環境負荷低減は大きく進んでいます。解決策として、
「CASE; Connected(接続性)/ Autonomous(自動運転)/ Shared &
Service(シェアサービス)/ Electric(電動化)」を活用し、オンデマン
ドタクシー+シェアサイクルなど、地域に合った移動サービスの開
発「スマートローカル構想」が神奈川県逗子市で始まっています。

•
•
•
•

日本の化粧の歴史、日本人の肌がきれいな訳
等までカバーの情報満載のセミナーで、好評裡
に終了しました。 （講師：山瀬由紀 スタッフ・レ

（プレゼンター：城戸弘明）

5/27 「世界遺産・縄文文化の

ポート：長島美津代）

“何がすごいの？”」

■ オンライン座学C.C.

「縄文文化のすごさ」： 「戦争とは人間の本能に根ざす当然のもの」
という考え方がありました。ところが、縄文時代は一万年以上に渡
り、類まれな成熟した定住社会(戦争を伴わない)を築き上げ、維持
していたことが2021年世界遺産委員会によってあまねく世界に知ら
れることとなりました。
また、普遍的な価値を有する土器や土偶の洗練された芸術性の
高さは別格です。そこに縄文人の創造性や自然との共生を意図し
た、精緻で複雑な精神性を垣間見ることができます。
同じ日本列島で私達共通のご先祖様が暮らしていた時代、日本
史の約８割を占める時代、それが縄文時代です。

5/14 「全国ご当地グルメ」
来日される理由はお客様によって千差万別。中でも多くの方
が日本の食に興味を持って来日され、これまでもお客様にホテ
ル周辺の簡単なウォーキングツアーなどを行って、地元の食の
店を紹介するようにしていました。知らない国の知らない街でい
きなり食事、言葉の壁や文化の違いで不安を覚えてしまうことも
多いだろうから、簡単な紹介で、ガイドがお客様の異文化体験
の第一歩を促進させることができ、更には地元の店、地元の文
化、地元の商品の広がりの助けになることができれば良いと考え
ます。（ナビゲーター：福田 誠）

(プレゼンター：川畑一美)

会員の方に牽引頂く研修もGICSSの重要な柱の１つです。メーリ
ングリストに投稿頂いた皆さまの反響の抜粋をお届け致します。
【現場のスキンケアと疲れをとるセルフ
ケア】 現場では日焼けは仕方がな
いと思っていたが、日焼け止めを
塗ることが超重要と教えて頂き参
考になった（M.Yさん）
【未来の自動車・自動車の未来】
未来への展望を伺い，明るい気分
になった（K.Sさん）/もっと知りた
い。第2弾開催希望（多数）
【全国ご当地グルメ】ガイドならで
はの下調べや食事情報の提供
サービスの大切さ。お客様に、また
日本各地の美味しいものをご紹介
したい（Y.Sさん）

8月末
リリース予定

サンスクリーン（日焼け止め）を塗る時は、こすらない・なじませる
SPF、PAの能力の引き出す適切な量を使う。量は容器に明記されている
塗り直しにはスプレー（ミスト）タイプのサンスクリーンが便利
海辺、スキー場では、照り返し＝下からの紫外線にも対応した塗り方をする

6/9 「日本の SDGs 」
SDGs（持続可能な開発目標）の17のゴールは一国では解決
できない問題も多く、さまざまな国の人たちと話す機会があるガ
イドは世界のSDGsムーブメントを作るナビゲーターになれるので
はないか！という思いからこのC.C.を開催しました。
身近な実例を語ることが、お客様の心に響くコツです。
「SDGs」という言葉に馴染みがない国・地域もあり、この言葉を使
わず具体的な話からコンセプトを伝えるのが良いのでは？という
ご意見も出ました。新しいインバウンドの潮流が生まれる予感
と、通訳ガイドは世界のSDGsに貢献できる！という期待に胸が
膨らみました。
当日は「もったいない」と環境保全運動、江戸時代は循環型
社会、バナナの皮の再利用、ジェンダーギャップ等のトピックの
プレゼンがありました。(ナビゲーター：薮玲子)

【世界遺産・縄文文化の“何がすごい
の？”】縄文への熱い想いが込めら
れ臨場感あるお話を、興味深く
伺った（A.Iさん）/見逃し配信を拝
聴。コンパクトにまとめられて感服
（Y.Iさん）
【日本のSDGｓ】SDGｓは高い目標
ではなく日常の中に多くのヒントが
あると気付かされた（F.Hさん）/皆
さんのプレゼンを拝聴し、シンプル
な説明、数字やビジュアルの使い
方、間の取り方など大事なことを改
めて思った（Y.Mさん）

Eラーニング

通訳ガイドアカデミア

■専門講座「仏像美術の楽しみ方」（仮題）収録レポート
ここ数年、各地の博物館で大規模な展覧会が開催されるなど、仏教や仏
教美術の人気が高まっています。その美しさと奥深さをお客様にどうお伝え
するかと模索されている方も多いのではないでしょうか？
そんな方々にお勧めの講座「仏教美術の楽しみ方」(仮題)を先日、収録
いたしました。
今回の講師は、様々なメディアでも活躍されている駒澤大学仏教学部教
授の村松哲文先生です。収録では、流れるような語り口、ユーモアあふれる
トークに、スタッフ一同圧倒されました。
仏教美術の歴史、様式、鑑賞ポイントなどの基本的な情報の解説に加え、
専門知識やトリビアもあり、仏像美術の魅力を余すことなく楽しんで頂ける内
容です。秋前のリリースに向けて編集の真っ最中、どうぞご期待ください！
アカデミアコース一覧
https://guideacademia.jp/courses

通訳ガイドアカデミアとは？
https://gicss.org/ja/programs/acad
emia.php
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・高知観光ガイディング（5/31リリース）
・愛媛観光ガイディング（6/30リリース）
（講師：松岡明子、資料提供：吉田英夫）

近年クルーズツアー、アドベンチャーツアー、
お遍路さん巡礼ツアーなどで注目されてき
た四国の見どころやガイドルートの情報、注
意点を簡潔にポイント英語も含めて紹介して
います。豊かな自然と歴史が融合した、魅力
的なスポットが多数！是非ご覧ください。

Information

2022年7月～開催予定研修プログラムのご案内

オンライン座学C.C.

「2分で伝える旬な日本のニュース」

GICSS検定(GICSS Guide Skill Proficiency Test) 第16回 広島

7月16日（土）13：30-15:30
ナビゲーター：下岡知行
不易流行も大切ですが、お客様には「今」の日本も知って
頂きたいものです。話題の宝庫ニュースを伝える、に挑戦
です。

オンライン勉強会：8月7日・21日・30日
オンライン審査会：9月8日・9日
勉強会でガイド知識アップ！！審査会で実力アップ！
今回は初めて「広島」をテーマ地域として取り組みます。

オンライン座学C.C.

オンライン座学C.C.

「難しい質問への答え方」

「日本人の金銭感覚」

8月2日（火）19：00-21:00
ナビゲーター：福井ミッキー

9月25日（日）13：30-15:30
ナビゲーター：𠮷﨑圭子

外交問題や国際紛争etc.難しいご質問があった時もうまく答えたいですね。
軽妙トークでお馴染みの福井ナビゲーターと共に考えます。

「お年玉はいくらあげたらよいのかしら？」「プチギフトだから○○
円くらい」など、わたし達の日常はお客様には興味あるネタなの
です。ここから日本を切り取ってみましょう。

オンラインテーマ研究会

「おち・パンチラインを決めよう」(仮)
9月中（予定）
プレゼンター：海老原昌之
「笑いのあるツアーこそお客様が楽しめるツアー」を信条
に追求する海老原プレゼンターが、その極意を開帳致し
ます。必見必聴！

オンライン講座
「Stella塾」（仮称）
8月24日
講師：マリオ・ノンコビック
本紙記事を参照下さい。

オンラインテーマ研究会

「未来の自動車・自動車の未来Part2」(仮)
秋期（予定）
プレゼンター：城戸弘明
好評の4/27開催を受けて
Part２を準備中です。

その他、オンライン開催を続々準備中！状況により現場実習も開催したく常に検討しています。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＝
●いよいよインバウンド解禁とは言え、諸問題山積みのまま。感染者数の微妙な増減に振り回されず
心の平安を保つ努力も、ちょっと疲れちゃいましたかねえ…。ウナギ、ステーキで栄養をつけよう！
（よ）
●ガイドの仕事中には気づかない旅の楽しさ、ゆったり流れる時間の中で見えてくる風景、人との触
れ合い、時間を気にしないカフェランチ！今しかできないそんな旅に行きたいなあ～～（ま）
●6月にインバウンド復活第一歩を噛み締め、今年こそ8月は帰省できますようにと祈っている7月で
す。（か）
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