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１．はじめに（告知チラシより） 

・新型コロナウィルス感染拡大以前から、消費者の求める旅行のスタイルに変化が起きていた。新

型コロナの拡大を経て、withコロナ時代後には、その変化がさらに顕著になると考えられる。 

・想定される変化として、 

●高齢化に伴う「ゆったりマイペースな個人旅行」の増加 

●三密回避による「個人旅行」へのさらなるシフト 

● 人流抑制への反発で「リアルコミニケーションへ」の希求 

など、旅の「量」より「質」を求める動きが見られる。 

・こうした時代だからこそ、日本観光振興協会が注目したのが「観光ガイド」。安全・安心を担保

しながら、個人旅行客の個々のニーズに対応し、旅行者に地域の魅力を体感させ、旅行者と地域

の人々を結びつけて交流・コミュニケーションを生み出すことができる観光ガイドは、観光立国

日本に必要不可欠な存在と考える。 

・そこで、2月 9日（水）に、ニューノーマル時代に求められる「ガイド像」をテーマにオンライ

ンシンポジウムを開催した。 

 

＜シンポジウムの狙い＞ 

◉お客様に喜ばれるガイディング 

◉地域経済の活性化  

◉事業の継続性 

◉生業としての観光ガイド 

 

２．シンポジウム概略 

１）日時  

2022年 2月 9日（水）15：00～17：30 

 

２）場所 

  ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター16Ｂ 

 

３）形式 

 Ｚｏｏｍ形式 

 

４）宣伝告知 

 別紙参照  

 

５）申込者数・実視聴者 

  申込者数：2413人  実視聴者数：1949人（うち見逃し視聴：213 人） 

 

６）登壇者 
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主催者挨拶 （公社）日本観光振興協会 常務理事 皆見 薫 

ファシリテーター ㈱ノットワールド代表取締役 佐々木文人様   

基調講演スピーカー ㈱インプリージョン代表取締役 小田切聡様 

㈱知床ネイチャーオフィス代表取締役 松田光輝様 

（一社）長崎国際観光コンベンション協会ＤＭＯ推進本部長 豊饒英之様 

パネリスト 鶴雅リゾート㈱ アドベンチャー事業部 マネージャー 川村 純一様 

(一社)古都ひらいずみ ガイドの会 前代表理事 岩淵 洋子様 

悠ツアー代表 森 聖太様 

㈱自然のポケット 代表 会田 淳一様 

まとめ （公社）日本観光振興協会 審議役 森口 真一郎 

司会 高澤真美子（REGION） 

 

３．次第 

１）主催者挨拶  

（公社）日本観光振興協会 常務理事 皆見 薫 

 

２）ファシリテーター挨拶 

  ㈱ノットワールド代表取締役 佐々木文人様   

 

３）基調講演① 

「地域のファンをつくるための観光ガイドになろう！さらに儲けてサスティナブルにいこうぜ！」 

  ㈱インプリージョン代表取締役 小田切聡様 

 

４）基調講演② 

 「観光素材から観光資源へ―新たな雇用の創出－」 

 ㈱知床ネイチャーオフィス代表取締役 松田光輝様 

 

５）基調講演③ 

 「『長崎さるく』これからの進化に向けて」 

  （一社）長崎国際観光コンベンション協会ＤＭＯ推進本部長 豊饒英之様 

 

６）パネルディスカッション 

 ・ガイドに必要なストーリー作りとは？ 

・リピーターを呼ぶ観光ガイドについて 

・地域との合意形成、地域でのネットワークづくりについて 

・ガイドしていく中で何を重要に考えているのか、現役ガイドとしての悩みなど 

 

７）まとめ 

 （公社）日本観光振興協会 審議役 森口 真一郎 
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４．シンポジウム個別発表 

１）主催者挨拶 

  （公社）日本観光振興協会 常務理事 皆見 薫 

 

今回のオンラインシンポジウム「なぜ、今ガイドなのか？」を主催いたします「公益社団法人日本観

光振興協会」の皆見でございます。本日はご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

＜コロナで変わる旅行のトレンド＞ 

さて、2 年以上に亘るコロナ禍の影響で日本の観光のトレンドは「様変わり」したと言っても過言

ではありません。 

 

度重なる緊急事態宣言等の発出に伴い、私達の社会活動における行動パターンに「不要不急」「三密

回避」「移動制限」「少人数」などを強く求められてきました。 

 

結果として、旅行形態は 

・少人数もしくは家族単位で 

・マイカーを利用して 

・自宅から近い目的地に短期間で 

・地域とのコミュニケーションもほとんどなく直行、直帰する 

言わば「マイクロツーリズム」が主流となりました。 

 

「観光」の語源はそもそも「国の光を観る」ことにあり、それぞれの地域の歴史、文化、芸術や伝統

芸能を体感する、そして地域の方々と触れ合うことが大きな「価値」であったはずです。 

そして「観光産業」はコロナ禍で大きな影響を被った「地域経済」や「地域の雇用」の復活のために

は欠かせないものです。 

 

一方、旅行市場においては、社会現象と同じく「高齢化」が進み、これまで「メディア型旅行」の主

要顧客であった「元気なお年寄り」も「後期高齢者」となり、参加しづらくなることが想定されま

す。 

 

こうした現象により、現状では多くの人が集い、「旅の楽しさ」「観光の素晴らしさ」を共有すること

が難しくなりつつあります。 
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しかしながら、人間の本能である「知的好奇心」を満たすためには、「人と会う、話をする、話を聞

く」というリアルコミュニケーションはなくてはならないものと考えます。 

 

＜日本の観光を再起動させる「ガイド」＞ 

こうした背景から、当「日本観光振興協会」といたしましては、「日本の観光を再起動」させる一つ

の大きな要素として、旅行者と地域をつなぐ「ガイド」というサービスが極めて重要と考えました。 

キーワードは 4つだと考えます。 

 ①「お客様に喜ばれるガイディング」 

お客様の希望を叶えるガイディング、高齢化が進む中でお客様に負荷をかけない、そして「教え

るガイディング」からの脱却。言わば「ホスピタリティーガイド」です。 

 ②「地域経済への貢献」 

地域観光関係者と連携して地域経済に役立つこと。ガイドがハブとなって 地域に貢献する。 

 ③「事業の継続性」 

お客様からは対価を頂いて、しっかりとした高品質なサービスを提供する。 

 ④「生業としての観光ガイド」 

若い、優秀な人材を育成する。地域でしっかりと生計を営める環境を作る。 

 

全国にはコロナ禍の中でも、またインバウンドが閉ざされている中でも、この 4 点をしっかりと進

めている方々がいらっしゃいます。 

 

本日は、そのような「ガイド事業者」「ガイド」の方々にご登壇いただき、「優秀なガイドがいかに重

要か」を全国の観光関係者の皆様に共有したい、という想いから今回のシンポジウムを開催いたし

ました。 

 

冒頭に申し上げた通り「コロナ禍」により、観光のトレンドは大きく変化しました。ニューノーマル

時代の「観光の要」のひとつとなりうるのが「優れたガイドサービス」であると考えます。 

 

是非、ガイドを生業としている方々だけでなく、観光を担う全ての方々にご視聴いただければ幸い

です。 

 

もちろん重要な役割を果たしていらっしゃる国内 1,700 を超えるボランティアガイド団体の方々

にも是非ご視聴いただき、お客様の満足を高めるという観点で今回のシンポジウムがお役に立てれ

ばと思います。 

本日は全国の観光関係者、旅行会社、観光行政の方々にご視聴いただき、重ねてお礼申し上げます。 
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 ２）ファシリテーター挨拶 

株式会社ノットワールド 代表取締役 佐々木文人氏 

 
ノットワールドの佐々木と申します。第 1部、第 2部の進行の方を務めさせていただきます。 

＜旅行会社、ガイド、旅行者としての３つの視点＞ 

私自身、ガイドに関しては強い思い入れがあります。今回は３つの視点でファシリテーターをする

ことができればと考えております。 

１つ目。旅行会社としての視点。2014 年にノットワールドという会社を創業し、主にインバウン

ドの旅行者向けにガイドツアーのサービスの方を提供しております。多くのガイドの皆様と一緒に

協業してきました。 

２つ目はガイドとしての視点。私自身、全国通訳案内士としてガイドの資格を取り、ガイドとして

現場に出ることもあります。人と接することもあり、ガイドとしての視点を持っています。 

３つ目は、旅人としての視点。2014 年にノットワールドを創業する前、1 年ちょっと世界各国を

旅しました。それまではまったく旅行業と関係ない業界で働いておりましたが、世界を旅して、も

っと日本の観光を盛り上げていきたいという思いで会社を立ち上げました。旅人としていろいろな

ツアーを世界各地で見てきました。そういう旅人としての視点がございます。このシンポジウムで

は、そういう 3つの視点で考えていくことができればと考えております。 

 

＜なりたい職業トップ 10 以内に＞ 

一つだけ私には夢があります。 

皆さんこのランキングって何のランキングかおわかりになりますでしょうか？1 から 10 位まで女

子、男子と書いてあります。 
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なりたい職業のランキングです。小学生がなりたい職業のランキングが左側二つ、右側二つが高校

生のなりたい職業のランキング。観光の職業って、この中に入ってないんです。ガイドに関しても

この中には、現時点では入っておりません。 

 

自分でビジネスをやる中で、小学生、中学生、高校生が将来ガイドになりたいって思ってくれる人

をもっと増やしていきたいなと思っておりますし、5 年後 10 年後、そういう世界を実現していき

たいという思いでガイドと向き合っているところです。 

 

本日のシンポジウムでは、先ほどご紹介ありましたがこのようなテーマ、狙いとして 4 つのキーワ

ードを挙げさせていただいております。これらのキーワードに基づきながら、第 1部、第 2部でお

話の方を掘り下げることができればと思っております。 

 

何でガイドが必要なのかっていう why の視点。そのガイドに何が必要なのかという what の視点。

3 つ目はどうやっていけばいいのか、How の視点。その 3つの視点で、お話の方を進めていければ

と思っております。 

 

今回ぜひ皆様にもお願いしたいことがございます。こうしたシンポジウム、何が大事かっていうと、

聞いていただいた方が、やはり一つ一つ行動に移していただくことが伴ってくると、それが大きな

動きになっていくのではないかなと思います。 

 

いい話聞けてよかった刺激になった。もちろんそれは大事ですが、ぜひ自分ごととして行動して、

自分には何ができるか、こういうことをしてみようという行動を、ぜひ考えながら皆様の話を聞い

ていただければと思っております。 

 

シンポジウムは大きく 2部構成でお話の方を進めていきます。 

第 1 部は基調講演。3 名の方に登壇いただきます。こちらはガイド会社、団体マネジメントの視点

からということで、経営・マネジメントしている方の視点からお話をお聞きします。 

 

第 2 部に関しては、パネルディスカッション形式で行っていきますが、こちらは第一線でガイドと

して活躍されている方のお話を掘り下げて聞いていければと思っております。視聴者申し込みが

2000 件を超えるという話がありましたが、リアルタイムでも 1400名ほどの方に参加いただいて

います。皆様立場はさまざまだと思うのですけども、ぜひ、さまざまな視点で今回のこのシンポジ

ウムから学びを得ていただければと思っております。 
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３）基調講演① 

「地域のファンをつくるための観光ガイドになろう！さらに儲けてサスティナブルにいこうぜ！」 

株式会社インプリージョン 代表取締役 小田切 聡 氏 

 

2002 年から、大阪を拠点に着地化型観光を企画してきました。毎年 50 万人以上の観光客を大阪

に誘致してきた実績をもとに、全国の自治体、宿泊施設、鉄道会社等に対するコンサルティングも

行っています。私はデベロッパーでも観光振興課でもないのでハードは変えられませんが、観光の

視点から地域を眺めて編集し、地域の「見せ方を変える」ことで地域の価値を高めたいと考えてい

ます。売上や送客数も重視しますが、最も大切にしたいのは「感情的な価値」。「この地域が好きにな

った」「ここにまた来たい」と思わせることが経済的な効果にも繋がります。大阪であれ、支援先の

地域であれ、「地域のファンをつくる」という理念は創業以来変わりません。 

 

＜どうすれば「地域のファン」になってもらえる？＞ 

では、「地域のファン」をつくるにはどうすればいいのでしょうか？ 私たちも、インスタ映え、自

然、歴史、寺社、温泉、食べ物、等、様々な切り口で施策を行ってきましたが、20年にわたる試行

錯誤の結果、「暮らし」と「営み」、それらを支える「人」が地域の最大の魅力であるという結論に辿

り着きました。人に惚れることで、何度も来てくれるようになるのです。具体的には、観光客と地域

の人が一緒に過ごし、一緒に思い出をつくり、友達になり、SNS で繋がり、お客様を囲い込む、と

いう流れを作り出すことが必要です。今後、「観光（見る、食べる、遊ぶ、体験する）」は「関係（関

わる、友達になる）」にシフトしていきますが、関係を支えていけるのが、おもてなしマインドを持

った着地型観光のプレイヤーや観光ガイドです。こうした「関係」は、コロナ禍でコミュニケーショ

ンが制限された人々によって、より求められていくのではないでしょうか。 

 

＜これから求められるガイドや組織＞ 

これから求められるガイドや組織としては、まず、覚えたことを伝えるだけではない聞き上手なガ

イドが挙げられます。昔のガイドは正しい情報を提供することがミッションであったため、現在で

も、決められたルートに沿って覚えている情報を提供するだけのガイドは少なくありません。それ

だけならスマホで十分であり、お客さんのニーズに合わない場合は、ガイドを受ける時間が苦痛に

なってしまいます。顧客満足度を上げるには、ニーズを聞き取り、興味に沿った説明だけを提供し、

コースもアドリブで変えるようなフレキシブルなサービスをしていくことが必要です。 

 

SNS でコミュニティをつくって顧客を囲い込みできるガイドも、これから求められるガイド像の一
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つです。事前に SNS でお客さんと繋がって好みを把握して、最適なガイドを提供することで差別化

できます。ガイド自身のファンをつくっていくことにもなります。そのような展開を目指していか

ない限り、ガイドに未来はないとも思います。 

 

一方で、従来型のガイドを求める顧客も一定数いること、すべてのガイドに変化を求めることが難

しいことから、同一地域内に顧客ニーズに応じた複数の接客組織を設置することを提案しています。

同一地域内に複数のガイド組織ができることで混乱を生じさせないため、例えば「おもてなしスタ

ッフ」といった名称で、観光客のニーズに合わせられるプロフェッショナルなガイドを組織すると

いうアイデアです。ボランティアガイドとプロのガイドはどう共存を図っていくかという悩みを耳

にすることは多いですが、プロのガイド組織を、ガイドという名称を使わずに立ち上げることで、

解消できるのではないかと考えています。 

 

４）基調講演② 

「観光素材から観光資源へ 新たな雇用の創出」 

株式会社知床ネイチャーオフィス 代表取締役 松田光輝氏 

 

私はエコツーリズム専門のガイド会社、知床ネイチャーオフィス代表で、自身もガイドとして活動

し、ガイドの育成や観光に関するアドバイザー業務も手掛けています。知床にはエコツアー会社が

24 事業所あり、ガイドが約 50 人、年間のエコツアー参加者の延べ人数は 5 万人以上、うち知床

ネイチャーオフィスは 2〜3 万人を案内しています。従って、知床の年間宿泊者数は 40 万人なの

で、その 1割以上がエコツアーに参加していることになります。北海道の連泊率が 1割であること

に対し知床の連泊率は約 4 割で、これにもガイドが貢献していると考えています。 

 

＜流氷は「観光素材」から「観光資源」に＞ 

エコツアーの定義は「活用資源を損なうことなく高付加価値化を図るビジネス」です。単価として

は、8,000円〜15,000円の個人向け 1日コース、700円〜1,800円の団体向けショートコース

などがありますが、ドライスーツを着て流氷の上で遊べる「流氷ウォーク」というアクティビティ

など、特別な体験ができるものは 1 時間でも 5,000 円と高単価になります。なお、強調したいの

は、エコツアーにおける「工程」と「プログラム」は違うということ。「工程」は何時にどこに行く

という予定を指しますが、「プログラム」は演劇のように、構想があって、原作があって、脚本を作

って、演出があって、演技をする、というストーリーのあるシナリオがあって初めて成立するもの

で、作成にはプロガイドの力量が求められます。 
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観光素材と観光資源は混同されがちですが、「素材」に経済的価値を与えて初めて「資源」になりま

す。流氷を例に挙げると、かつては地元住民から、「漁ができない」「寒いから観光客が来ない」とネ

ガティブに捉えられていました。しかし、独自の景観を楽しめる観光素材として注目され、さらに

流氷を体感できるアクティビティができたことで、観光客の滞在日数を増やす観光資源に変わって

いきました。観光素材を見つけることは簡単ですが、素材をどう資源に変えるかが難しいところで

す。一番の先生はお客様です。ツアー中の会話を通じて、何が求められているのかが見えてくるの

で、お客様の声に耳を傾けることが大事です。 

 

＜ガイド事業で雇用を生むポイント＞ 

私がエコツーリズムで目指すのは、地域雇用の拡大です。ガイド事業で雇用を生み出すには４つの

ポイントがあると考えていて、1つ目は、有能なガイドの育成です。少なくとも年収 300万〜400

万円以上でなければ優秀な人材は確保できません。この金額は最低ラインと考えていただきたく、

優秀なガイドであれば年収 1,000万円も可能です。２つ目は、経営です。富裕層を取り込み客単価

を上げる施策に注目が集まりがちですが、それだけでは回っていきません。様々なタイプのガイド

事業を組み立てる必要があります。3 つ目は、仕組みです。具体例として知床五湖の冬のエコツア

ーが挙げられます。かつて冬季は徒歩でしか人が入れず、参加者は 2 カ月間で約 200 名にとどま

っていましたが、認定ガイドの引率であれば車で入れるようになったことで、2018 年度の参加者

は約 3,000 人に増加しました。新たな仕組みで雇用を生んだ好事例だと言えます。4 つ目として

は、ブランディング、プロモーションが挙げられます。「世界遺産だからエコツアーが成り立つので

はないか？」と言われることは多いですが、世界遺産登録後も宿泊者数が低迷した時期があること

からも分かるように、世界遺産に登録されることによってではなく、メディア露出が増えることに

よって観光客が増えるのではないかと考えています。 

 

知床ネイチャーオフィスのガイドとしては、50 代の私が最年長で、30 代〜20 代が活躍していま

す。雇用を創出できれば若い人を雇えるし、若い人を雇うことで面白いツアーを作れますので、若

者の雇用と雇用の創出は、鶏と卵のようなところがありますが、新しいビジネスを生み出し、新し

い雇用を生み出さなければ、働き口は縮小し、地域の衰退は避けられないと危惧しています。 

 

５）基調講演③ 

「『長崎さるく』これからの進化に向けて」 

DMO NAGASAKI 一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会 ＤＭＯ推進本部長 豊饒英之氏 
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長崎国際観光コンベンション協会は発足から約 70 年、2018年に地域 DMO として登録されまし

た。私は観光まちづくりのマーケティング、マネジメント、ガイド事業などを行っており、本日は、

参加者延べ 1,023 万人、865 億円の経済波及効果を生んだ「長崎さるく（さるく＝街をぶらぶら

歩くという意味の長崎弁）」の取り組みについてお話しいたします。 

 

＜市民と地域を巻き込んだ「長崎さるく」の取り組み＞ 

長崎市の観光客数は長崎旅博覧会の平成 2 年が 628 万人でしたが、平成 16 年には 493 万人ま

で減少、これを受けて、当時長崎市職員で現市長の田上富久氏も大きく関わった「長崎市観光 2006

アクションプラン」が策定され、日本初のまち歩き博覧会「長崎さるく博’06」が開催されました。

背景には、旅行が団体型から個人型に、物見遊山型から体験型に、男性主体から女性主体に、といっ

た様々な変化がありました。 

 

「ないものねだりではなく、あるもの探し」という考え方と市民力の活用を重視し、「市民プロデュ

ーサー」が中心となって延べ 3 万人の市民が協力し、観光資源の発掘からストーリーづくりまでを

行い、現在は約 150コースのまち歩きメニューがあります。市民のなかから名物ガイドが生まれた

り、観光にふさわしい街にしようという意識から街がきれいになったりと、市民と地域が一体とな

ったすごい取り組みだったと思います。ウェブサイトやメディアなども通じて PR 活動も行い、平

成 29年には観光客数はインバウンドを含め 706 万人に達しました。 

 

＜ギャップ、減少、高齢化、財政、4つの課題＞ 

一方で、課題も生じています。まず、多様化する訪問客のニーズとボランティアガイドとのギャッ

プです。参加者の満足度調査では 89%が満足という結果があり、アンケートでは、「景色がきれい

だった」「一人では行けないようなところを案内してもらえた」「歴史を説明してもらって街の見方

が変わった」という高評価も多くいただく一方、「ガイドの話が長すぎる」「歩くのが速い」「ガイド

に気を遣う」といった指摘があるのは気になるところです。 

 

次に、参加者の減少です。長崎市の観光客アンケートの結果、ガイド付きのまち歩きをされる方は

2.2%、マップを活用して自由にまち歩きをされる方が約 60%でした。事前予約が必須で当日の申

し込みができないことも影響していると思います。ガイド回数が減るとガイドのモチベーションが

低下する問題もあります。 

 

3 つ目は、ガイドの高齢化です。平成 20 年の平均年齢は 60 歳、平成 28 年の平均年齢は 67 歳

と 7 歳上がっています。毎年募集していますが、新しい方がなかなか入りません。参加者の年齢層

も 50代以降が半分以上を占め、若い層を十分に取り込めていません。 

 

最後は、財政負担です。長崎さるくは観光客を呼び込むための仕掛けなので、参加費は 1人 500円

からと抑えており、単体での収支は必ずしも求めていませんが、長崎市の補助がないと運営できな

い状況です。少子高齢化と人口減少というなかで自治体の福祉予算は減らせないため、長崎市の財
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政も厳しいことは否めません。 

 

＜長崎さるくを「商品名」から「ブランド」へ＞ 

これらの課題を踏まえ、訪問客の視点を取り入れ、持続可能性も担保するという観点で、長崎さる

くの抜本的な見直しを行うことにしました。柱としたのはビジネスモデルの転換です。これまで「ガ

イド商品の名称」であった長崎さるくを、ガイド全体の「ブランド」にして、長崎の民間事業者団体

も利用できるようにすると同時に、行政はプロモーション支援に特化する方針を決めました。これ

により、生業としての有償ガイドの誕生や、有償ガイドの知恵と工夫による地域の消費拡大などを

期待しています。 

 

長崎国際観光コンベンション協会も自主事業として「長崎ストーリーズ」という 2 時間のまち歩き

商品を展開予定で、母娘旅、女子旅、カップルなどを新たなターゲットと考えています。お客様が主

役、コミュニケーションを重視、といった方向性のもと、求められるガイドのスキルとして、お客様

を楽しませる、聞き上手、簡潔な説明、気配り、向上心、を掲げています。 

 

ガイドを見ていると、お客様を楽しませる天性のスキルをお持ちの方がいらっしゃいます。そこに

一つのヒントがあると思いますが、ガイドの性格などによって、おもてなしの仕方は異なりますよ

ね。OJTなどを繰り返しながら、自分なりのパターンを見つけていただくお手伝いをどれだけでき

るかが、私ども運営側に課せられた課題かなと思います。 

 

今、私たちが考えているのは、長崎さるくの「軸」を改めてしっかりと定めていきたいということで

す。地域資源の掘り起こし、磨き上げ、ニーズの掘り起こしも検討しています。今年の秋には長崎に

も新幹線が開業する予定です。ぜひ長崎にお越しいただきたいなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

６）パネルディスカッション 

 登壇者 

＜ファシリテーター＞ 

・ノットワールド 代表取締役 佐々木 文人氏 

＜パネリスト＞  

・悠ツアー代表 森 聖太氏 

・㈱自然のポケット 代表 会田 淳一氏 

・(一社)古都ひらいずみ ガイドの会 前代表理事 岩淵 洋子氏 

・鶴雅リゾート㈱ アドベンチャー事業部 マネージャー 川村 純一氏 

 

 

鶴雅リゾート㈱ アドベンチャー事業部 マネージャー 川村 純一氏 

 

TSURUGA アドベンチャーベース SIRI の川村と申します。阿寒摩周国立公園の阿寒湖エリアで、

自然ガイドとして活動しています。春夏秋はトレッキング、フィッシング、登山、冬はスノーアクテ

ィビティや、凍結した湖の上をスノーシューなどで歩くアクティビティを展開しています。 

 

(一社)古都ひらいずみ ガイドの会 前代表理事 岩淵 洋子氏 

 

私どもは、平泉の仏教文化をガイドしています。平泉を「浄土のテーマパーク」と名付けています。

ガイドの最初に、「おらはな、おめさんだちよく来たな。古都ひらいずみガイドの会の岩渕洋子とい

やんす。今日は平泉の中尊寺から毛越寺まで連れでっからよ、よろしく頼みしちゃん」とズーズー

弁でやります。1〜2分間の自己紹介をしながらお客様の反応を見て、お心とニーズをつかむように

しています。 
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佐々木 

チャットの反応を見ていても、方言って素材だなと思います。資源としてご活用されているなとす

ごく感じました。 

 

悠ツアー代表 森 聖太氏 

私は滋賀県を拠点に、訪日外国人の個人旅行のお客様に英語でプライベートツアーを提供していま

す。個人事業ですので、1 人で企画・販売して、当日ガイドをします。琵琶湖周辺の里山や伝統工芸

が残っているエリアを中心にツアーをしていて、特徴は、暮らしと生業に注目していること、地元

の人と会う機会を必ず設けること、お客様に合わせてある程度フレキシブルにツアーを進めていく

ことです。目的地の「点」だけではなく、移動中のネタも拾いながら「線」で楽しむことを心がけて

います。2019年の実績としては、ツアー稼働は 93日、来客数は 300人強、アメリカ、オースト

ラリア、イギリスなどからの顧客が多いです。 

 

 

 

㈱自然のポケット 代表 会田 淳一氏 

 

株式会社自然のポケットの会田と申します。日本人対象のツアーと、通訳案内士としてのインバウ

ンドツアーと両方やっています。1998 年、1 枚の写真がきっかけで、一度も行ったことがない屋

久島にガイドになるために移住しました。その後 4 年間ガイド会社に所属して知識を吸収させてい

ただき、独立しました。「海外の方に日本の自然の魅力を伝えたい」という思いが強かったので、

2015 年にはパートナーを得てインバウンドに注力できる仕組みを作り、最近はアドベンチャーツ

アーにも力を入れています。 
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＜有償ガイドとして活動する意義＞ 

佐々木 

まずは、有償のプロフェッショナルガイドとして活動していく意義をお伺いできればと。併せて、

専業か兼業かをお聞かせください。基調講演の中でも「ある程度の報酬って必要だよね」という話

がありましたが、皆様に「年収いくらですか」とはさすがに聞けないので（笑）。 

 

川村 

私はホテルの職員なので、専業です。有償ガイドの意義は、安全を可能な限り担保することだと思

います。しっかりとスキルを身につけ、緊急時に対応できるようにすることです。 

 

岩渕 

私どもは、平泉が世界遺産に登録される直前にボランティアガイドの会として設立されました。た

だ、町には別の有償ガイドの会があり、片方が無料だとお客様がそちらに流れてしまうということ

で、途中から有償になりました。私どもの会員は第二の人生を歩む人が大部分なのでわずかなお金

をいただいてやっていますが、質の高いガイドを目指しています。有償ガイドの意義は、平泉の仏

教に対する知識、お客様の心をつかむ話術、ワンランク上のガイドだなと思わせるおもてなしの心、

この三つだと思っています。 

 

佐々木 

「お客様からの期待も高くなるからお金をもらうことは避けたい」というボランティアガイドの声

もあると耳にしますが、有償にする際に、そのような軋轢はありませんでしたか？ 

 

 

岩渕 

ありましたよ。ただ、それを乗り越えて、もう一つのガイドの団体と切磋琢磨してお互いに高い技

術を目指しています。私達のガイドの会は、今は一般社団法人になり、35 名の会員がいます。 

 

佐々木 

素晴らしいですね。森さんはいかがでしょうか。 

 

森 

大学に勤めたり、地域のガイド育成やインバウンドコンテンツ作りのアドバイスをしたりしている

ので、私は兼業ガイドということになりますかね。私が考える「質の高いガイド」は、お客様の強い

思いにピンポイントで応えること。すごく高いレベルの要求にも応えるし、たくさんやりたいとい

う要求に、それを上回るぐらいのレベルで応えるということです。レッドカーペットを敷くとか、

上げ膳据え膳で至れり尽くせりにするとかではなくて。 
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会田 

私は専業ガイドです。20 代半ばでガイドを始めたときは、お金をもらえなくても知識が増えてお客

さんの喜ぶ顔が見られて、それだけで満たされていました。でもやはり生活が成り立たなくて、自

分の好きなガイドという仕事を続けていくには、きちんとした対価をもらう有償ガイドしかないと

気づきました。 

 

＜ガイド料の値付け＞ 

佐々木 

具体的な単価についても教えていただけますか？ 

 

森 

人数や行き先にもよりますが、日帰りで 1人 3万円程度、入場料などはほぼ含んでいます。利益率

は 7〜8 割ぐらいです。1 名のお客様の予約の日に、あとから 5 名のお客様の問い合わせが入ると

葛藤します（笑）。もちろん、１名のお客様を優先しますが。 

 

川村 

うちは 1 人 3,000 円から 5 万円以上まであり幅広いのですが、平均すると 1 人 1 万円ぐらいで

す。阿寒エリアは温泉から少し離れると携帯の電波が届かなかったり、夏場はヒグマが出没したり、

スズメバチ、マダニといったリスクもかなりあるので、対応できる人数は制限されます。ガイド 1

人で、5人ぐらいまでですかね。 

 

岩渕 

私たちは、毛越寺、中尊寺を 2 時間で周るコースで 1 人 3,500 円、さらに 1 時間ごとに 1,500

円いただいています。今はコロナですので、10人を限度にしています。 

佐々木 

先ほどおっしゃっていたもう 1つのガイド団体とは、どのような違いがあるのでしょうか？ 

 

岩渕 

ガイド料は 1,500円から 2,000円ぐらいの差があります。私たちは予約必須ですが、先方は中尊

寺のお寺さんのすぐ下にありますから、当日ふらっといらしたお客様もガイドされるので、ガイド

の回数は多くなります。 

 

会田 

国内ツアーで 1人 16,500円、インバウンドツアーで 1人 20,000円〜25,000円です。一度に

ガイドする最大人数は 4人です。 

 

佐々木 

ありがとうございました。私もよくガイド料の値付けについて質問をいただきますが、シンポジウ



17 

 

ムをご視聴の皆さん、逆算していただくと、ガイドが 1 日いくらぐらいで動かれているかが分かる

んじゃないかなと思います。 

 

＜ゲスト満足をどう測るか？＞ 

佐々木 

では次の質問ですが、ゲスト満足はどのように測っていらっしゃいますか？ 

会田 

お客様からのフィードバックは Google レビューでいただいていますが、不満があっても言えない

人や、すごく楽しかったけどオンライン上にコメントを残したくないという人もいるので、レビュ

ーがすべてではないです。よほど鈍感なガイドじゃない限り、ある程度はお客様の満足度は感じ取

れると思っていますが、100%お客さんの声を吸い上げるということについては試行錯誤していま

す。屋久島のガイド同士は仲がよく、「お客さんが喜んでたよ」という言葉をもらったりするので、

そういった声を参考にさせてもらったり、ただただアンテナを張って極力自分を客観的に見たりし

ています。 

 

森 

私も基本的にはガイドをしながらお客さんのリアクションを見て、自分なりの基準で「これは楽し

んでくれてるな」「これはちょっといまいちかな」と感じるのがベースにあります。お客さんに、「こ

れがしたかったんや」とポロッと言われることがあって、私がガイドしたときに、お客さんが「自分

はこういう感じのことがしたかったんだ」と気づく、そんな瞬間はとても嬉しいです。予約からツ

アー終了後までのメールのやり取りから読み取れる部分も結構あります。トリップアドバイザーの

口コミなども参考にしています。あとは、友達から勧められたと言ってお客さんが来てくれる、直

接の口コミも 1つの指標になると思っています。 

 

佐々木 

よく観察することが、ゲストの要望に応えるためにも、満足度を測るうえでも、大事なのですね。イ

ンバウンドのゲストからリアルな口コミが得られる割合、リピーターの割合はどのようなものです

か？ 

 

森 

1 年間でだいたい 90 日稼動して 85 組を案内していましたが、リピーターは 5 組ぐらいですので

概ね 5%というところです。口コミで来てくれるのが 5%強という感じ。3 回目のリピーターなど

は「もう行き先は君に任せた」と言ってくださることもあり、それも一つの褒め言葉かなと思って

います。 

 

岩渕 

毎年来てくださる修学旅行生については、学校にお願いしてはがきでアンケートを回収しています。

お客様を受けている旅行会社からもアンケートの声を知らせてもらっています。テレビに出たり、
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新聞社のインタビューを受けたりすることで、次のお客様に繋がることが多いです。 

 

川村 

会田さんがおっしゃったように、ガイドは感覚が鋭い方が多いので、お客様の満足度を感じ取れる

というところにはすごく共感しました。うちはホテルが運営しているので、レストランの従業員な

どが「ガイドツアーに参加してすごく楽しかった」というお客様の声を伝えてくれることもありま

す。 

 

＜ストーリーのあるツアーを作るには＞ 

佐々木 

満足度の高いツアーを作るための工夫やポイントがあればぜひお伺いしたいです。ストーリーのあ

るツアー作りで気を付けていることなども教えていただければと。 

 

岩渕 

平泉は、中尊寺と毛越寺の仏教の観光素材が 2km 四方の中にあるのが大きな強みだと思います。ス

トーリー作りのポイントは、観光素材を繋げて一つの「浄土のテーマパーク」として体感していた

だき心を癒す、コースの巡り方と、話術の部分が大きいですね。コロナ前は月 1 回集まり、研究発

表をしたり、先輩のガイドについて勉強したりしていました。 

 

川村 

「ゴールデンカムイ」などでブームになって、アイヌ文化に触れたいというお客さんが増えている

ので、直接アイヌの方にリアルな話を聞いて、ガイドのストーリーの中に組み込んで発信するよう

にしています。ただ、ガイドにはそれぞれ個性がありますし、同じメニューになることを避けるた

めにも、情報をガイド同士ですべて共有しているわけではないです。あとは、例えば、森の中の光っ

て、季節、気候、時間によって変わるんですが、「今、光がきれいですね」と一声かけて美しさや面

白さに気づいてもらうことで、満足度が上がったり、付加価値になったりすると思ってやっていま

す。 

 

佐々木 

どこにも載っていない、ローカルなストーリーを伝えるということ、それから、演出家のような感

じで、無意識を意識化してあげるみたいなことをやっていらっしゃるんですね。 

 

会田 

「違和感」を見つけることがストーリー作りに繋がると思っています。「普通」を徹底的に知らない

と違和感は感じ取れないので深い知識が必要なんですが、それを土台に森を見て、多くの人が気づ

けないであろう違和感に気づいて、そこを紐解いてあげることが一番のストーリーになります。お

客さんの意識もぐっと引き込まれて話題が広がっていくのが一番面白いと感じます。自分が常に違

和感を探すことにかなり注力していると思います。 
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佐々木 

違和感はどう感じ取るのですか？ 

 

会田 

自然の法則に反した動きをしているものがあるんですよ。例えば、植物は重力に従って枝を伸ばし

根を張るわけですが、違うものを見つけたときに、「なんでこれはこういう現象になっているんだろ

う？」と焦点を当てます。理由はあるはずですが、分からないときは正直に言います。それもお客さ

んには楽しいと思うんです。「こんなに自然を見ている人でも分からない世界があるんだ」と。「い

つか答えが出たら教えるね」と伝えた“課題”を今もいくつも抱えています。 

 

森 

ストーリー作りでは、バラバラの素材をいかに一つのテーマに引き付けて説明するかがポイントだ

と思っています。例えば棚田の集落なら、「あれもこれも、急斜面にある集落だからなんですよ」と、

急斜面や山の麓にあることなどに引き付けて話すことができるんですね。また、何気なく畑を見せ

て、ランチタイムに「実はこの料理、さっき見ていた畑で採れた野菜なんだよ」と、先に伏線を撒い

てあとで回収するようなこともします。「このストーリーがお客さんに刺さっていないな」と思った

ら、若干軌道修正するような感じです。ガイドはお客さんをあまりお客さん扱いしないで、友たち

として接する雰囲気がいいのかなと。「僕と一緒に地元の誰々さんのところに行こう」という雰囲気

で、手伝いも一緒にやってもらったりすると、会話も個人と個人の自然なものになり、価値、特別感

が生まれるのかなと思います。「私たちに合わせてこの場を作ってくれているんだ」と感じてもらえ

るのではないかと。 

 

＜ガイドを目指す人へのアドバイス＞ 

佐々木 

ストーリー作りの話から、どう価値を生むかというお話を伺ってきましたが、ポイントは大きく三

つあるのかなと思いました。一つ目は、浄土のテーマパークのようにコンセプトがあるうえで自分

が訪問する場所同士に繋がりを出すこと、二つ目は、ゲストに合わせて変えていくことで価値を付

けること、三つ目は、先ほど川村さんがおっしゃった「演出」のような、広義のストーリーのような

ところでゲストに楽しんでもらうということ。皆さんがそれらを考えていらっしゃるのが、活躍さ

れている所以なのかなと感じました。最後に、今後ガイドを始めたいと思っている人に、ぜひ一言

お願いします。 

 

川村 

まだいろいろ課題のある業界だとは思いますが、若い人たちが増えていくような基盤を作るのが

我々の責任だと思っています。若い人たちにどんどんこの業界に入ってきてもらいたいです。 

 

岩渕 

ガイドはお客様との触れ合いによってパワーをもらえるし、共通の楽しい時間を過ごすことができ
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ます。楽しいですよと伝えたいです。 

 

森 

ガイドのやり方に「これが正解」というものはありません。お客さんが喜んでくれて、地域が元気に

なればそれが正解です。可能性はたくさんあると思います。私たちがここで話したことが必ずしも

正解とは限りません。皆さん、自分の色を出してやっていくのが強みになると思いますし、自分の

色に合うお客さんにしっかり正しく届けることをすればいいのです。ぜひオリジナリティを持って、

自分のスタイル、好きなことを大事にしながらガイドを目指していただけたらなと思います。今日

のフォーラムの内容は一切忘れて、自分なりの道を追求しながらやっていただく方が楽しいですし、

その方が結果的に持続可能性も高いんじゃないかなと思っています。 

 

会田 

「やりたいと思ったらやってみたらいいんじゃないの？」というのが第一にあります。自分がガイ

ドになったのは、根底に「自然を残していきたい」という思いがあり、「どうしたらみんなが自然を

残してくれるんだろう？」と考えた結果でした。禁止事項を増やすのではなく、シンプルに自然を

好きになってくれたら、自然や環境に悪いことはしないのではないかと考えたんです。それができ

る仕事を考えたときに「ガイド」が出てきたんですね。自分が何かを大事にしていて、それを誰かに

伝えたいという思いがあって、強制力のない形で共感していきたいと思ったら、広い意味でそれは

ガイドになりうるんじゃないかなと思っているのです。特に若い人たちには、こういう選択肢があ

ること、こういう生き方をしてもなんとか生きていけることを知ってもらって、安心して、がむし

ゃらに突き進んでいただきたいなと思っています。 

 

佐々木 

4 名の方からアドバイスをいただきましたが、シンポジウム視聴者の皆さんから、「やっぱりガイド

って楽しいよね」という チャットのコメントもたくさんいただいています。有償、ボランティア、

どちらが正解ということではなく、いろいろな形があっていいと思っています。それがゲストのニ

ーズを満たすことになりますし、地域が盛り上がっていくことに繋がるのではないかなと。「今日の

ことはすべて忘れて、まずはやってみよう」というアドバイスがありましたが、友達を連れて歩い

てみる、今日登壇いただいた皆さんのツアーに参加してみる、ということも大きな第一歩になると

思います。この機会をきっかけに皆様に一歩を踏み出していただけたら、私の個人的な夢である、

ガイドが子供のなりたい職業の上位に入ってくる日が来るのではないかなと、そう期待しています。 
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７）まとめ 

 

（公社）日本観光振興協会 審議役 森口真一郎  

 

＜ガイドの紡ぐストーリーが感動を呼ぶ＞ 

今回ご登壇いただいたガイドの方々、全員のガイディングを実際に体験させていただきました。共

通して感じたのは、同じ行程を歩いても、ガイドの方々の案内一つで全く別の旅行になるというこ

とでした。 

 

例えば、屋久島の会田さんのガイディングで体験したことですが、屋久杉で

も何でもないごく普通の木の根の生え方を 20分かけてお話しいただく場面

がありました。1本の木の根が隣の木に巻き付いて、それが地面とは反対に

木を登っていく歴史を、まるで木が意志を持っているように見えてくるよう

なストーリーで解説されました。勿論、木の根に意志があるわけではありま

せんが、それが会田さんの紡いだすばらしいストーリーなんだと思います。

ガイド独自のストーリーがお客様を感動させる付加価値になる一例と思い

ます。 

 

 

＜技術やノウハウを地域間で共有できていない現実＞ 

ところが各地のガイディングを体験してお話しを伺ううちに、このようなすばらしい技術が、地域

間でほとんど共有されていないということがわかってきました。例えば、知床でやっていることを

すぐそばの阿寒が知らない。逆もまたそうでした。本日お話しいただいたような 

 「お客様のことを理解するガイディングを行うには？」 

 「継続性のある事業運営を行うには？」 

 「しっかりと給料の払える生業としてのガイドを育てるには？」 

 「どうすればリピーターを獲得できるか？」 

という悩みは、日々ガイドされる中でたくさんあるはずです。 

 

ガイドという仕事の性格上、どうしても地域に縛られてしまいがちになります。もっと広い目と耳

で、全国を見てお客様に対するサービスをお互いに勉強できる場を作れば、ガイディングの質が上

り、観光の質も上げることができる。我々は、その役割を強く感じ、今回のシンポジウムを開催しよ
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うと考えました。 

 

本日ご紹介した各地の事例のほかにも、京都の「なるほどタクシー」や山梨県の「八ヶ岳ツーリズム

マネジメント」など、 まだまだ紹介したいガイド事業が沢山ありますので、書いたものにまとめ

てまた皆さんに読んでいただけるようにしたいと思います。 

 

一方でもっと素晴らしい取り組みをやっていらっしゃる地域もあると思います。 

「いやいやここの地域のガイドサービスはもっと凄いよ」 

「うちのはここに上げられたところよりもしっかりやっているよ」 

 というところがあれば、我々が勉強不足ということなので、お詫び申し上げるとともに、 

 是非学ばせていただき、改めて日観振から皆様にお知らせしていきたいと思います。 

 

本日はご視聴いただきありがとうございました。また本シンポジウムの開催にご尽力いただいた

方々に改めて深く御礼を申し上げます。今後とも日本観光振興協会の活動にご期待、ご協力の程よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

以上 
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５．シンポジウム各種集計 

 

＜申込者＞ 

                        

 
                     

 

※その他 教育関係者やコンサル、マーケティング、メディア、人材派遣など 
 

 

 

2 月 9日（水）までの登録者は 2413名。2月 10日 15時から配信した見逃し配信（You 

Tube）を視聴するための登録者は 213名。合計 2626人の人が登録した。 

参加者の年代は 50代が 30%、60代が 22%、40代が 20%と 40代以上が 7割を占めた。 

職種はガイド業全般が 30%、旅行会社が 18%、観光協会・DMOが 14%となった。その他とし

て、教育関係者やコンサル、マーケティング、メディア、人材派遣など、幅広い人々に視聴いただ

いた。 
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＜業種で「ガイド全般」を選択した人の内訳＞

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

■あなたは、プロフェッショナルガイドですか？ボランティアガイドですか？

当日 後日

プロフェッショナルガイド 905 828 77

ボランティアガイド 483 449 34

総計 1388 1277 111

内訳
総計

■あなたは、ネイチャーガイドですか？それ以外ですか？

当日 後日

ネイチャーガイド 210 185 25

ネイチャーガイド以外 1148 1061 87

総計 1358 1246 112

※ネイチャーガイド以外（街歩きガイドなど）

総計
内訳

■あなたは、ツアーガイドですか？観光地ガイドですか？

当日 後日

ツアーガイド 670 618 52

観光地ガイド 672 614 58

総計 1342 1232 110

※ツアーガイド（添乗含む）

総計
内訳

■あなたは通訳案内士の資格をお持ちですか？

当日 後日

持っていない 1107 1000 107

持っている 698 650 48

総計 1805 1650 155

総計
内訳
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＜視聴者アンケート＞ 
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＜シンポジウムのアンケート自由回答の集計＞ 

６．自由回答（任意回答） 

１）設問：「シンポジウムの感想をお書きください」 

２）設問：「ガイド事業全般で当協会に期待することを、ご自由にお書きください。」 

 ３）設問：「当協会へ期待していることがあれば、ご自由にお書きください」 

 ※上記「１」「２」「３」の全回答は資料掲載 

分類 期待される具体的な項目 設問１ 設問２ 設問３ 合計 

プロモーション 

安心安全な旅のためのガイド        

ガイドを伴う旅のすばらしさの訴求   2 3 5 

B2B・B2Cマッチングの場 1 9   10 

その他   2 1 3 

教育 

研修プログラム実施 3 10 5 18 

マュアル作成   1   1 

評価プログラム作成     1 1 

勉強会開催   1   1 

ガイディング技術   1   1 

その他   2   2 

情報流通 

ノウハウの情報共有 1 10 13 24 

先進的な取り組み事例の発信 2 8 7 17 

その他   9 4 13 

仕組み・制度 
通訳案内士等の資格認証制度整備 2 15 3 20 

その他 1 6 1 8 

運営・起業 
持続可能な事業継続ノウハウの提供 9 15 11 35 

その他 3     3 

 感想 

もっと聞きたかった 34   2 36 

有償・無償ガイドの課題 19   5 24 

お褒め・御礼 68   22 90 

ＡＩ／システム 2     2 

今後の参考になる 90     90 

その他 57 18 12 87 

合計   292 109 90 491 
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７．令和４年度に向けて  

・「ボランティアガイド」「プロフェッショナルガイド」はそもそもサービスの中身が違うとともに、

両方ともお客様から必要とされているサービスであり、どちらかが淘汰されるようなものではな

い。従って当協会としては、観光振興、お客様満足追求を目指すのであれば、「ボランティアガイ

ド」「プロフェッショナルガイド」を区別することなく支援することとしたい。 

・今回のシンポジウムを通じて各人・各組織の横連携が取れておらず、情報が取得しにくい状況が

判明した。ガイドサービスの品質向上がお客様の満足度向上に繋がることは必至であり、日本財

団基金に約束している「滞在型コンテンツによる観光需要促進」に資すると考える。当協会とし

ては、先進的、優秀なガイディング技術、ガイドサービスに関する情報発信を引き続き行うこと

により、ニューノーマル時代における観光振興に取り組むこととしたい。情報流通促進以外にも、

いくつかの課題を理解することができた。来年度の観光政策の推移、当協会の実務体制、リソー

スなどを勘案し、取り組むべき課題と戦略を検討することとしたい。 

 

以上 


