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沖縄県地域通訳案内士育成等事業計画 

 

1. 事業実施の背景 

（１）  観光客の入域状況 

沖縄を訪れる外国人観光客数は、平成 20年度以降、９年連続で過去最高を更新し続

け、平成 28 年度には約 213 万人に達した。その内訳は、台湾から 65.2 万人、韓国から

45.2万人、中国本土から 43.5 万人、香港から 21.8万人、その他の国・地域から 37.2 万

人となっている。   

今後も、アジア諸国の経済成長に伴い、主要空港の施設整備による処理能力の大幅

な増加やクルーズ市場の拡大傾向が続くと予測されることから、アジア地域を中心とした

沖縄への旅行ニーズの高まりが期待されている。また、県内においては、那覇空港滑走

路増設工事や本部港と平良港における官民連携による国際クルーズ拠点港湾形成など、

受入体制強化が進められており、官民一体となった誘客活動の継続とともに、外国人観

光客増加の勢いは引き続き維持・拡大していくものと見込んでいる。 

 

（２）  沖縄県に登録されている通訳案内士の現状 

県に登録されている通訳案内士は、国家試験に加え、平成 19 年度から実施している

地域限定通訳案内士試験や、平成 25 年度から実施している沖縄特例通訳案内士育成

研修の実施等により、年々順調に増えており、平成 30 年１月末現在の登録者数は、合

計で、６８６名となっている。その内訳は、全国通訳案内士が７４名、地域通訳案内士が６
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１２名となっている。なお、地域通訳案内士は、通訳案内士法改正（平成 29 年６月２日公

布、平成 30 年１月 4 日施行）前の地域限定通訳案内士２２８名と沖縄特例通訳案内士３

８４名で構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）  地域通訳案内士の必要性と今後の展開 

沖縄県では、「世界水準の観光リゾート地」の実現に向け、第５次沖縄県観光振興基 

本計画において、平成 33（2021）年度の観光収入を 1.1兆円、入域観光客数を 1,200万

人、うち外国人観光客 400万人との目標を掲げ、各種施策を展開している。 

目標達成には、沖縄を訪れる外国人観光客が安心・安全・快適に沖縄に滞在し、沖 

縄観光を通じて生じる自然・文化・歴史・産業等に関する知的好奇心が十分満たされると

ともに、更なる関心が芽生えることで、再訪意欲や滞在日数延伸に繋げることができるよ

う、ガイド能力の質が担保された通訳案内士の確保が重要である。 

    特に団体観光客には、通訳ガイドが付き添う場面が多い。沖縄県が調査した「平成      

28年度外国人観光客実態調査報告書」によると、団体客の８割以上が沖縄旅行は初め 

てであると回答しており、沖縄の魅力をストーリー性を持って伝えることで、沖縄ファンが 

生まれ、リピーター化するよう、きめ細やかな対応が必要となる。このように、外国人観光 

客対応の場面において、通訳案内士の活躍が期待される。 

今後の沖縄観光の持続的な発展に向けては、来訪する外国人観光客の満足度を高 

めるために必要な受入体制強化が喫緊の課題となっており、そのためには、通訳案内士 

の確保と質の維持・向上が重要である。 

このことから、これまでの地域通訳案内士育成研修に加え、地域通訳案内士等の質の 

維持・向上のため、スキルアップ研修にも取り組んで行く必要がある。 

また、地域通訳案内士においては、通訳案内に必要となる知識や能力の習得に努め 

るとともに、通訳案内業務を通じて得た外国人旅行者の嗜好やニーズについて、県や地

域の観光の関係者等に提供すること等により、沖縄観光の質を高めていくように努めて

いくことが求められる。 
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2. 沖縄県地域通訳案内士育成等事業計画 

（１）  作成主体 

沖縄県 

 

（２）  事業の実施期間 

平成 30年度から平成 33年度まで 

 

（３）  用いる地域通訳案内士の名称 

県が認定する地域通訳案内士の名称は、「沖縄県地域通訳案内士」とする。英語の名

称は、「Okinawa Pre. Licensed Guide Interpreter」とする。 

 

（４）  沖縄県地域通訳案内士の業務区域 

沖縄県全域 

 

（５）  事業効果 

本事業を実施することにより、本県を訪れる外国人観光客のニーズの多様化・高度化

や量的拡大に対応できる人材が育成され、受入体制強化が図られるとともに外国人観光

客の満足度の向上と再訪意向の向上が見込まれる。  

 

（６）  沖縄県地域通訳案内士の育成等対象言語及び登録目標数（平成 34年４月１日時

点） 

ア．中国語：  470人 

イ．韓国語：   90人 

ウ．英  語 :  140人  

  

（７）  旧沖縄特例通訳案内士の資格更新認定 

旧沖縄特例通訳案内士の資格は、従前の「沖縄特例通訳案内士育成等事業計画」に

基づき、平成 33 年度までの有効な資格であるが、当該通訳案内士が、本計画に掲げる

スキルアップ研修又は沖縄県が認定するスキルアップ研修を有効期限内に修了した場

合は、地域通訳案内士の資格を有する者として認める。 

 

（８）  登録目標数と育成数 

沖縄県地域通訳案内士登録目標数は、第 5 次沖縄県観光振興基本計画に掲げる入

域観光客数の目標値（外国客 400 万人）を踏まえ、必要な通訳案内士数を算出し、設定

している。今後の新たな育成数については、旧沖縄特例通訳案内士の対象言語毎の資

格更新認定者数等を踏まえ、登録目標数の達成に向け、実施していくものとする。 

 

（９）  平成 34年度以降の資格更新制度の導入 

沖縄県地域通訳案内士の資格更新制度について、平成34年度以降の導入に向け検
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討する。 

更新制度は全国通訳案内士の定期研修制度を参考とし、更新研修を受講しなかった

者の登録の有効期限を更新しない等、具体的な仕組みについては、他地域の導入状況

等を勘案しつつ、平成 33年度までに検討することとする。 

なお、更新制度導入までに本計画に基づく研修を受講して資格を取得する者に対して 

は、研修受講の申込み時等に、将来的に更新制度の導入を予定していることについて、 

周知を徹底する。  
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3. 沖縄県地域通訳案内士育成研修計画 

（１）  認定する外国語 

中国語、韓国語、英語 

 

（２）  研修を実施する地域 

沖縄本島地域、宮古地域、八重山地域 

 

（３）  求めるべき外国語能力 

外国語を用いて、旅行者とのコミュニケーションを円滑に図ることができ、沖縄の自然・

歴史・文化・産業等の観光案内業務等の対応ができる語学能力 

具体的には、以下の外国語能力を有すると認められる者とする。 

中国語 ： 中国語検定試験２級相当以上の中国語会話能力 

韓国語 ： 韓国語能力試験５級相当以上の韓国語会話能力 

英  語 ： 実用英語技能検定準 1級相当以上の英会話能力  

※ 母国語が日本語以外の者は、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有す

ると認められる者とする。 

 

（４）  受講資格要件 

沖縄県内に住所を有し、かつ、継続して 1年以上居住している者 

※ 1年未満の者でも、通年で 1年以上、沖縄県内に住民登録を有していることが確認

できる者は対象とする。 

 

（５）  研修の概要 

① 事前審査の実施 

       本研修受講生を選定するため、研修応募者へ事前審査（書類審査や面接）を実施し、     

外国語能力や就業意欲を審査する。 

 

② 実施する研修内容及び研修時間数 

沖縄県地域通訳案内士育成研修では、通訳ガイドの心得、地元学、ホスピタリティ、

プレゼンテーション、旅程管理、危機管理、救急救命、現場研修の研修を行う。 

 

研修項目 研修内容 認定のための要件 時間 想定する講師 

通訳ガイドの心得 

通訳ガイドとして活躍するた

めのポイントや、通訳案内士

制度に関する知識を習得す

る。 

研修修了試験に

合格すること 
3 

当該分野の有

識者や通訳案

内士等 
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地元学 

沖縄の概況（自然・地理、歴

史、文化、経済・産業）に関

する知識を幅広く習得する。 

研修修了試験に

合格すること 
15 

当該分野の有

識者や県内観

光関連セミナ

ー講師経験者

等 

ホスピタリティ 

国別のマナー・習慣を踏ま

えた表現方法、観光客に誤

解を生じさせないコミュニケ

ーション能力を習得する。 

研修修了試験に

合格すること 
4 

当該分野の有

識者や通訳案

内士等 

プレゼンテーション 
外国人観光客を円滑に案内

できる語学力を習得する。 

研修修了試験に

合格すること 
12 

当該分野の有

識者や通訳案

内士等 

旅程管理 

観光庁長官の登録を受けた

機関の有識者が行う研修を

受講し、一般的な旅程管理

知識及び交通事情等、沖縄

の実情を踏まえた旅程管理

を習得する。 

研修修了試験に

合格すること 
6 

観光庁長官の

登録を受けた

機関の有識者

や実地経験が

豊富な現役通

訳案内士等 

危機管理 

 

SAFTY TIPS や外国語対応

可能な病院、インバウンド向

け旅行保険などの危機管理

に関する知識を習得する。 

 

研修修了試験に

合格すること 
2 

当該分野の有

識者や県内観

光関連セミナ

ー講師経験者

等 

救急救命 

日本赤十字社、県内消防本

部等が行う「基礎講習」「普

通救命講習」を受講し、AED

の取扱いや応急（救命）手

当の知識・技術を習得する。 

日本赤十字社、県

内消防本部等が

実施する「基礎講

習」「普通救命講

習」を受講すること 

3  

現場研修 

現役の通訳案内士等の実

演を参考に、案内能力を習

得する。 

研修修了試験に

合格すること 
21 

現役の通訳案

内士等 

  研修合計時間  66H 

 

  ［研修の具体的内容］ 

 

○ 「通訳ガイドの心得」 

・ 通訳ガイドとして活躍するためのポイント 

・ 通訳案内士制度の概要 

 

○ 「地元学」 

・ 沖縄県の概況（文化、歴史、地理、経済、産業等） 

・ 沖縄観光の現状 

 

○ 「ホスピタリティ」 

・ 外国人旅行者の特徴、習慣、マナー 

・ おもてなし精神 
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○ 「プレゼンテーション」 

・ ガイディングの基礎能力 

・ 表現力  

 

     ○ 「旅程管理」 

・ 旅行者の移動の円滑化 

・ 交通機関及び宿泊施設の情報 

・ 安全対策及び事故発生時の対応能力 

 

○ 「危機管理」 

・ 沖縄県観光危機管理計画、SAFTY TIPS、外国語対応可能な病院、インバウンド

向け旅行保険等 

 

○ 「救急救命」 

・ 心肺蘇生法や止血法、ＡＥＤ使用法等 

 

○ 「現場研修」 

・ 総合的な観光案内実務 

 

③ 沖縄県地域通訳案内士の資格認定 

研修修了後に資格認定試験（面接形式による実技試験）を実施する。 

同試験は、１人あたり 10 分程度とし、各言語における通訳案内能力や通訳案内時

に必要とされる知識等を総合的に審査する。 

認定試験に不合格となった者は、次年度の研修を免除し、認定試験を受験すること

が出来る。 

なお、同試験の合格により沖縄県地域通訳案内士となる資格を得るが、沖縄県地

域通訳案内士となるには、別途、所定の手続きにより、沖縄県地域通訳案内士登録簿

に登録を受けることを要する。 

 

④ 研修の実施時期 

  ・研修受講生の募集時期：6月下旬～7月上旬 

・研修の実施時期：8月上旬～10月上旬 
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4. スキルアップ研修計画 

沖縄県に登録している通訳案内士の質の維持・向上を図るため、スキルアップ研修を実施

する。 

（１）  対象言語 

中国語、韓国語、英語 

 

（２）  研修を実施する地域 

沖縄本島地域、宮古地域、八重山地域 

 

（３）  受講資格要件 

・沖縄県内に住所を有し、かつ、継続して 1年以上居住している者 

※ 1年未満の者でも、通年で 1年以上、沖縄県内に住民登録を有していることが確認

できる者は対象とする。 

   ・沖縄県地域通訳案内士（旧沖縄特例通訳案内士、旧沖縄県地域限定通訳案内士）、全   

国通訳案内士（旧通訳案内士）のいずれかの資格を有し、通訳案内士登録を終えた者 

※ 原則として通訳案内に従事している者又は就業意欲のある者を対象とする。 

 

（４）  研修の概要 

① 実施する研修内容及び研修時間数 

スキルアップ研修では、座学、現場研修、バス模擬ツアーの研修を行う。 

※ 宮古地域、八重山地域におけるバス模擬ツアー研修時間は、８時間とする。 

 

研修項目 研修内容 認定のための要件 時間 想定する講師 

座学 

通訳ガイドとして活動する

にあたり、有益な情報、より

専門的な観光知識を習得

する。 

研修修了試験に

合格すること 
12 

当該分野の有

識者や通訳

案内士等 

現場研修 

 

実際の観光地で対象の言

語を用い、模擬ガイドを実

施することで、より高度な案

内能力を習得する。 

 

研修修了試験に

合格すること 
12 

当該分野の有

識者や通訳

案内士等 

バス模擬ツアー 

 

実際にバスに添乗しなが

ら、対象の言語を用い、車

窓からの模擬ツアーバスガ

イドを実施することで、より

高度な案内能力を習得す

る。 

 

研修修了試験に

合格すること 
16 

当該分野の有

識者や通訳

案内士等 

  研修合計時間 40H 
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② 研修の実施時期 

・研修受講生の募集時期：5月 

・研修の実施時期：6月下旬～3月上旬  
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5. 地域通訳案内士等の活躍支援に関する取組 

（１）  地域通訳案内士等の認知度向上 

① 地域通訳案内士等の周知 

地域通訳案内士等の有効活用を図るため、一人ひとりの資格種別や得意分野、自

己 PR 等の情報を盛り込んだ名簿(以下、「登録者リスト」という。)の作成を、県において

引き続き行うとともに、登録者リストを活用し、地域通訳案内士等に関する情報を広く観

光関連事業者、観光客へ周知するための環境を整える。 

また、制度の周知を図るため、県内の通訳案内士団体をはじめ、関係機関と連携し、

広く県民等へ広報活動を行う。 

 

② 観光関連事業者への周知 

宿泊施設や観光施設等の観光関連事業者に対し、県において作成した登録者リスト 

を活用して、地域通訳案内士等に関する情報の周知を図る。 

 

③ 観光客への周知 

個人で訪れる外国人旅行客に対し、登録者リストを活用して、地域通訳案内士等の 

情報を積極的に発信することで、周知を図る。 

 

④ 県民等への周知 

県広報紙・広報番組その他各種広報媒体を活用するなど周知を図る。 

 

（２）  就業機会の確保 

   地域通訳案内士等と、旅行会社や観光関連事業者などのマッチングを支援する面談   

会等を開催する。 

 

（３）  活動環境の整備 

博物館・美術館の入場料割引など、地域通訳案内士等に対する優遇的な対応を、観

光関連事業者等をはじめとする関係者に呼びかける。 

 

（４）  県内通訳案内士団体の取組促進 

県内通訳案内士団体は、通訳案内士の品位の保持及び資質の向上を図るほか、通訳

案内に関する業務の進歩改善など、通訳案内士に共通する諸課題に対する取組を行う。      

また県においてもその取組を促進する。 


