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仕 様 書 

 

１ 業務名 

Ｈ３０年度「香川せとうち地域通訳案内士」認定研修の企画運営委託業務 

 

２ 背景及び目的 

（１）地域通訳案内士制度導入の背景 

高松空港は、ソウル、上海、台北、香港の間で国際定期便も就航しており、その就航先からの旅行者を

中心に、四国の玄関としての機能を有している。本県においても国際定期便の就航先からの訪日外国人旅

行者が年々増加している。 

【外国人延べ宿泊者数(観光庁宿泊旅行統計(従業者数10人以上の施設))】            【人泊】 

 H25 H26 H27 H28 前年度比(％) H29 前年度比(％) 

香川 81,350 123,570 168,750 254,430 151 384,500 151 

台湾 31,910 47,120 61,090 67,470 110 104,120 154 

香港 3,380 9,580 18,210 30,870 170 56,040 182 

中国 5,440 6,600 16,350 38,870 238 65,580 238 

韓国 9,290 25,700 32,910 27,180 83 50,210 185 

（２）地域通訳案内士制度導入の目的 

香川県内の全国通訳案内士の数は89人(平成30年 2月 28日時点)と少ない。また、香川県への訪日外国

人旅行者が最も多い東アジア(中国・台湾・香港・韓国)の言語に対応する全国通訳案内士の数が不足して

おり、訪日外国人旅行者が求める香川県に関する新しい詳細な情報が十分に提供できていない状況にある。

加えて、訪日外国人旅行者のFIT化や旅行先で求めることのニーズが多様化する中で、訪日外国人旅行者

のきめ細やかな受入環境を整備していくことは喫緊の課題となっている。 

このため、本県では地域通訳案内士制度として「香川せとうち地域通訳案内士」を創設し、香川県内に

おいて十分な通訳ガイドができる人材を確保することで、外国人旅行者の満足度を向上させ、さらに多く

の外国人旅行者に本県を訪れていただき、雇用の創出や地域経済の活性化につなげる。 

 

３ 業務委託期間 

契約締結日の翌日から平成３０年１１月末日まで 

 

４ 委託限度額 

   7,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

履行場所 

  香川県が指定する場所 

 

５ 委託業務内容 

  研修を修了した者が、「香川せとうち地域通訳案内士」として外国語により観光案内を行うための基本的

な能力や知識を身につけられるよう、研修の企画及び運営を行うこと。 

 

（１）認定研修の企画及び準備 

本項末尾の別表１及び以下のアからカまでの条件を踏まえ、研修の内容を企画し、準備すること。 

ア 実施時期 

    平成３０年９月～１０月（予定） 
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  イ 実施回数及び日数・時間 

    別表１のとおりとする。ただし、日程等において変更が必要な場合は、その都度香川県と受託者が

別途協議の上決定するものとする。 

  ウ 会場 

研修の実施に当たり必要な会場及びバス等交通機関は受託者が用意すること。会場は高松市内の貸

会議室やホール等、無理なく研修を受けられる施設であることとし、会場の借り上げに伴う経費は全

て本契約に含めるものとする。 

エ 言語、人数枠及び受講資格 

言語及び人数枠は、英語45名及び中国語25名を想定とする。 

また、受講資格は、下記（ア）～（ウ）の全てを満たすこととする。 

（ア）香川県において地域通訳案内士として活動する意欲があること。 

（イ）原則として研修の全日程に参加できること。但し、「救命救急」については免除等の規定を設け

る（別表１の欄外を参照）。 

（ウ）語学力について、研修受講の応募時点から過去5年以内に、以下の資格を有していること。 

言語 人数想定 受講資格 

英語 45名 

以下のうち何れか一つに該当すること。 

・ＴＯＥＩＣ７３０点以上 

・英検準１級以上 

※母国語が英語の者については、日本語能力試験Ｎ２級以上。 

中国語 25名 

以下のうち何れか一つに該当すること。 

・中国語検定２級以上 

・ＨＳＫ試験５級以上 

※母国語が中国語の者については、日本語能力試験Ｎ２級以上。 

オ 講師の要件 

別表１の「講師の要件」を満たすこと。 

  カ 留意事項 

（ア）香川県内在住者に限定せず、全国から香川県内で活動する意欲を持つ人材を募集することを念

頭に置き、効果的な日程、内容、手法等を計画すること。 

   （イ）事前に講座内容、運営方法等について県と十分な調整を行うこと。また、調整結果に基づき研

修日程表を作成し、県の承認を得ること。 

（ウ）研修の進行は日本語で行うこと。また、外国語の語彙や表現等について指導する場合は、口頭

又はテキストで日本語の対訳を示すこと。 

（エ）研修効果を一層高めるため、研修全般について、効果的な内容かつプレゼンソフト等による視

覚に訴える教材の作成に努めるほか、専門的な知識やスキルを有する講師の登用、受講生自身が

主体的に取り組む演習の実施、研修時間以外の自習の仕組みなどを適切に取り入れること。 

（オ）やむを得ない理由により欠席した者については、救済措置を設け、講師から所定の評価を受け

た者については、県と調整の上、最後の効果測定を受けることを可能とすること。 

（カ)「救急救命」は、日本赤十字や消防署等が行う「基礎講習」、「普通救命講習」を当研修スケジュ

ールの中で実施し、日程等、関係機関との必要な調整を行うこと。 

（キ）現在の人数想定については見込み人数であり、受講生確定後の人数と増減があるため、経費の

実績に応じて変更変動を行うものである。 

（２）テキスト等の準備 

    受託者は、以下ア及びイに定めるテキスト等を準備すること。これらについては、必ず事前に県に
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提出し、内容等について確認を受けた上で使用すること。 

なお、当研修のために作成した資料等にかかる経費は全て本契約に含めるが、市販の教材等を使用

する場合は、受託者が用意し、配布すること。 

ア テキストの作成 

以下の条件を満たすテキストを新たに作成すること。 

名称 必須とする内容 仕様 

香川県観光ガイド 

基本テキスト 

①香川県の魅力や、日本文化の表現（精神、

建築、美術、食）について、外国と日本を

比較しながら紹介する画像入りテキスト 

②上記①の内容についての、日本語及び外国

語（英語及び中国語）による解説文 

・A4モノクロ各60頁程度 

・英語、中国語については、

ネイティブチェックを受

けること。 

観光単語集 ①ガイディングで必須とされる観光用語（英

語及び中国語） 

②香川県について紹介するうえで不可欠な

単語（英語及び中国語） 

・A5モノクロ各40頁程度 

・英語、中国語については、

ネイティブチェックを受

けること。 

旅程管理（通訳案内

の実務）テキスト 

①通訳案内士法・旅行業法等に関する知識 

②旅程管理の実務 

③危機管理と事前調査 

④災害発生時等における適切な対応 

⑤宗教上の注意点・食事制限の知識 

・A4モノクロ100頁程度 

イ その他資料等の準備 

上記ア以外に必要となる資料等について県と相談し、準備すること。なお、市販のテキスト等を用

いる場合は、受託者が用意し、その金額は契約金額に含めること。 

 

（３）受講者の募集 

認定研修の実施に当たり、募集に使用するチラシ及び募集要項のデータを作成すること。 

また、広報及び募集については県と受託者が連携して実施する。なお、特に、県外向けの広報及び

募集については受託者が主体的に実施すること。 

 

（４）研修の実施 

  ア 事前受付、審査 

応募の受付事務、受講料の徴収事務や必要書類の送付事務等を実施し、募集期間終了後、速やかに

研修の受講にあたり必要な応募者の情報をリストとして県に提供すること。 

また、受託者は、応募者が５-（１）-エの能力を有しているか、資格確認を行うこと。 

イ 出席管理 

講者の出席管理や免除科目等の確認、研修修了時の受講者アンケート等の回収を行い、状況につい

て県が指定する日時までに速やかに報告すること。 

  ウ 「効果測定試験」の実施 

認定研修修了時、「香川せとうち地域通訳案内士」として必要な語学力・知識等を有しているか、対

面での効果測定（面接時間：一人10分程度）を行うこと。試験の内容・実施時期等については県と調

整し決定すること。また、結果通知や修了証書の作成・送付を行うこと。 

なお、効果測定の実施に当たっては、必要に応じ、県職員が立ち会うものとする。 

  エ 必要な備品の準備 
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    研修内容に応じて、必要な文房具等（参加者のネームホルダー、筆記具、朱肉、付箋等）を用意す

ること。また、必要に応じて機器（パソコン、プロジェクター、スクリーン、プリンター等）を用意

すること。研修に必要な備品や機器の運搬や使用に関する経費は全て本契約に含むものとする。 

 

６ 報告書の作成 

（１）受講者の修了時アンケートのまとめ及び分析を行うとともに、研修の実施成果の検証を行い、県が指

定する日時までに報告すること。 

（２）報告書の様式 

   報告書は、以下の項目を含めること。報告書は紙２部と電子媒体１式（WordまたはExcelデータを収

めたもの）を提出すること。 

  ア 日程表、研修における受講状況 

  イ 研修の成果 

  ウ 本委託により作成したテキストや研修資料等 

  エ アンケート等必要な事項 

  オ 今後の課題と改善策 

 

７ その他 

（１）本業務により知り得た情報を許可なく外部に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 

（２） 本業務の遂行における疑義及び本業務仕様書に定めがない事項が生じた場合は、県と協議の上定める。 

（３）本業務で作製したテキスト等の著作権は県に帰属する。 

（４）個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」及び「香川県個人情報保護条例」の趣

旨を踏まえ、以下の事項を遵守すること。 

○個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、県が必要と認める範囲内で収集すること。  

○収集した個人情報を本事業の目的以外の目的で利用したり、他の者に提供したりしない。  

○個人情報の取扱者を限定するとともに、業務を行うなかで知り得た情報を他の者に知らせ、又は不当な目的

に利用することがないよう、徹底すること。  

○収集した個人情報は、漏えい、滅失、棄損等を防止するとともに、安全確保の措置を講ずる。  

○保有する必要のなくなった個人情報及び契約終了後の一切の個人情報については、確実かつ速やかに廃

棄又は消去すること。  

○その他、別に定める別記「個人情報取扱特記事項」に従う。 
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平成 30年度香川せとうち地域通訳案内士認定研修実施要項                   

■前半3日 ： 9月 15日（土）～9月 17日（月・祝） 

日程 研修項目 研修内容（概要） 研修時間 講師の条件 実施形態 

1日目 

9月15日 

（土） 

午

前 

オリエンテー

ション 

・概要説明 

・香川県のインバウンド

の現状と観光施策 

1時間 （県職員が担当） 全体合同で実施 

コミュニケー

ション 

・研修内容とテキストの

説明 

・接客応対の基本 

1.5時間 インバウンド関連

事業に従事してい

る者 

全体合同で実施 

午

後 

香 川 県 の 地

理・歴史・文

化、魅力 

・香川県の地理、歴史、

文化、観光名所、特産

品等に関する知識 

4.5時間 

（1.5 時間×

3コマ） 

香川県の観光事情

に精通する者 

全体合同で実施 

2日目 

9月16日 

（日） 

午

前 

旅程管理 ・香川県の交通事情、交

通手段 

・旅程管理の実務（旅行

者の移動等） 

・危機管理と事前調査

（安全対策・災害対応

等） 

・外国人ごとの生活文化

への対応 

3時間 

（1.5 時間×

2コマ） 

地元公共交通機関

に従事する者 及

び 全国通訳案内

士の「通訳案内の

実務」に精通する

者 

全体合同で実施 

午

後 

現場実習① ・高松市内(栗林公園、

建築、まちあるき) 

・講師によるモデルガイ

ディング、旅程管理実

演 

4時間 通訳案内士とし

て、ガイド歴5年

以上 

英語・中国語

別々で実施 

3日目 

9月17日 

（月・祝） 

終

日 

現場実習② ・直島 

・講師によるモデルガイ

ディング 

・受講者による旅程管理

の実習 

8時間 通訳案内士とし

て、ガイド歴5年

以上 

英語・中国語

別々で実施 

 

■後半3日 ： 10月 6日（土）～10月 8日（月・祝） 

日程 研修項目 研修内容（概要） 研修時間 講師の要件 実施形態 

4日目 

10 月 6 日

（土） 

午

前 

救急救命 

※１ 

・ＡＥＤの取り扱い 

・応急手当の知識・技術 

3時間 

（1.5 時間×

2コマ） 

日本赤十字社 

消防署職員 

全体合同で実施 

午

後 

観光語学 ・日本文化の外国語表現

（精神、建築、美術、

食） 

・寺社、仏閣等の外国語

表現 

3時間 

（1.5 時間×

2コマ） 

通訳案内士とし

て、ガイド歴5年

以上 

英語・中国語

別々で実施 

別紙１ 
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日程 研修項目 研修内容（概要） 研修時間 講師の要件 実施形態 

5日目 

10月 7日 

（日） 

終

日 

現場実習③ ・屋島、鬼無、天皇寺、

国分寺 

・受講者によるプレゼン

テーション、旅程管理

の実習 

8時間 通訳案内士とし

て、ガイド歴5年

以上 

英語・中国語

別々で実施 

6日目 

10月 8日 

（月・祝） 

終

日 

現場実習④ ・金刀比羅山、善通寺、

丸亀城、うちわの港ミ

ュージアム 

・受講者によるプレゼン

テーション、旅程管理

の実習 

8時間 通訳案内士とし

て、ガイド歴5年

以上 

英語・中国語

別々で実施 

 

■効果測定試験 ： 10月 13日（土）及び14日（日） 

・香川県内に加え、受講者の居住地等の状況に応じて、大阪での実施も検討する。 

 

（科目免除規定） 

※1 過去３年間において日本赤十字、消防署等が実施する「基礎講習」、「普通救命講習」の修了者は「救

急救命」を免除する。また、研修終了までに、本研修以外の場で独自に受講することを認める。 
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（別記）個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人

情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（適正管理） 

第３ 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の

防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（再委託の禁止） 

第４ 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、

乙が、委託しようとする受託者の名称、業務の範囲、理由、その他甲が必要とする事項を書面をも

って甲に申請し、甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければ

ならない。このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 

（収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成す

るために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（従事者の監督） 

第６ 乙は、この契約による事務に従事する者（資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と

総称する。）に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を

他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し

て罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければ

ならない。 

また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよ

う、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人

情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 

（作業場所の指定等） 

第８ 乙は、この契約による事務の処理について、作業場所における適正管理の実施その 

他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所にお

いて事務を処理することができる。 

（資料等の運搬） 

第９ 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗

号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要

な指示を行わなければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第１０ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当

該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 
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（実地調査等） 

第１１ 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、

実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。 

（資料等の返還） 

第１２ 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しく

は作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又

は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければ

ならない。 

（事故発生時における報告） 

第１３ 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあるこ

とを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 

（損害賠償） 

第１４ 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又

は第三者に損害を与えたときも同様とする。 


