
「泉州地域におけるインバウンドガイドの養成およびインバウンド向けガイドツアーの造成事業」に係る 

インバウンドガイド養成・ツアーコンテンツ造成業務 仕様書 

 

１. 業務の概要 

 泉州地域９市４町（堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、

田尻町、泉南市、阪南市、岬町）独自の魅力ある観光資源を体感できる、インバウンド旅行者向けツアー

コンテンツ造成に必要な業務一式（企画検討・実地調査・多言語対応・販売連携等）、ならびに当該地域

及び周辺地域の住民を対象としたインバウンド旅行者向けガイド人材養成講座開催に伴う、講座開催に

必要な業務一式（事務局業務・クリエイティブ制作・講師派遣等）を外部事業者に委託する。 

 

２. 業務の目的 

 観光産業においては「モノ消費からコト消費」と言われるように体験が重視され、旅行のスタイルも団体

旅行から個人旅行への移行など、訪日旅行者のニーズが多様化している。また、国外との往来が再開さ

れ、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた新たな旅行スタイルへの対応が求められる。 

 このような背景の中、一般社団法人 KIX 泉州ツーリズムビューローでは、泉州地域を訪れるインバウン

ド旅行者の満足度向上や更なる観光消費の拡大を目的に、同地域におけるプライベートガイドツアーの

普及推進に取り組んでいる。その一環として、この度、泉州地域を対象としたインバウンド向けガイドツア

ーの企画・開発、ならびに当該地域及び周辺地域の住民を対象としたインバウンド向けガイド人材の養

成講座を行う。 

 本業務を通じて、インバウンド旅行者に対応したツアー商品の造成ならびにガイド人材の発掘・品質向

上を実現し、更なる旅行客の誘致かつ安定的なツアーサービスを提供可能な受入基盤の構築を目指す。 

 

３. 実施期間 

契約締結日から令和５年３月１９日まで 

 

４. 業務の内容 

業務１：ツアーコンテンツの企画・開発 

泉州地域９市４町の複数個所を周遊するガイドツアー商品を企画・開発すること。なお、企画・開発した

ツアーは、以下の要件を満たしていることを必須とする。 

（１） ガイドツアー商品の開発 【計 3種類】 

 泉州地域のオリジナリティあふれる観光資源（伝統文化・自然景観・歴史）を活用した以下 3種類

のガイドツアーツアー商品を開発すること。いずれもガイドの帯同を前提とし、旅行者は 6人までを

参加上限とした少人数ツアーとする。開発にあたっては、事前に泉州地域に点在する観光資源を

調査のうえ、実地調査を行いながらツアー全体のテーマ性、各スポットの魅力度、ルート・催行時

間の妥当性などを調査するとともに、宣材写真の素材となる撮影を行う。 

I. 受け継がれてきた職人技に心躍る。泉州の地場産業に触れる旅 

【概要】泉州地域で発展してきた地場産業の魅力を伝えるコンテンツ。刀鍛冶やガラス工芸な

どの見学や体験を通じて、地場産業の職人が有する技術力を体感する。ターゲットは、日本

の歴史や伝統文化に興味・関心が高い欧米圏を想定。 



【催行時間】 6時間 

【ツアーに含めるスポット・体験】 

・ 堺市の伝統産業である堺刃物への知見を深められるスポット・体験 

・ 伝統産業（刃物づくり・ガラス細工）の作業風景を見学することができるスポット・体験 

・ 博物館・資料館の見学を含むスポット・体験 

II. 関西空港から 1時間で行ける。日本古来の山岳信仰、修験道を体感する旅 

【概要】日本古来の振興である修験道のお寺を訪問しつつ、昔ながらの暮らしが残る農村集

落へと旅行者を案内するツアー。伝統と歴史、美しい自然を感じられるとともに、温泉街であ

る犬鳴山周辺の魅力を伝達する。ターゲットは、日本の信仰に比較的理解が深く、興味・関

心の高い国内のシニア層を想定。 

【催行時間】 6時間 

【ツアーに含めるスポット・体験】 

・ 葛城修験道の歴史・文化を体感できるスポット・体験 

・ 犬鳴山の温泉街を散策するスポット・体験 

・ 日根荘に眠る複数の構成遺産を見学するスポット・体験 

III. 泉州の山・海に恋するサイクリングプラン 

【概要】自転車を利用することで、視覚的に楽しめる海岸周辺スポット、山沿いの熊野古道の

歴史を感じることができるスポットのいずれも周遊するツアー。ターゲットは自然・景勝地観光

に興味・関心が高い中華圏を想定。 

【催行時間】 7時間 

【ツアーに含めるスポット・体験】 

・ 海沿いの魚市場を見学するとともに、食事を楽しめるスポット・体験 

・ 泉州の代表的な産業であるタオルの製造を学習できるスポット・体験 

・ サイクリングを通じて海山の自然・景観を満喫できるスポット体験 

（２） モニターツアーの実施 

 上記で開発した計 3 種類のツアー商品について、インバウンド向け旅行会社の方や泉佐野地域

通訳案内士協会等観光ガイドを行っている方、犬鳴山・七宝瀧寺の住職等関係者、学芸員、サイ

クリングツアー催行者等ツアーコースに関係の深い専門家を対象としたモニターツアーを各ツアー

2回ずつ、計 6回実施すること。モニターツアーに参加する旅行者と、案内するガイド双方にアンケ

ートを実施し、ツアーコンテンツやガイドの改善点およびツアー運営の課題を抽出する。アンケート

の質問項目には以下を含む。 

【ツアーの質問項目】 

・ ツアー全体の満足度 

・ ツアーのテーマ性を感じられたか 

・ 各スポット・ルート全体の時間の妥当性 

・ ツアーにおけるガイドの必要性 

・ ガイドが帯同することによるメリット 

・ 適当と思われる商品価格 

 モニターツアーの参加者から各々の観点での示唆を得る。一方、旅行者を案内するガイドは後

述の『業務３：ガイド講座の運営』において開催したガイド育成講座の受講者を対象に募集を行う。



より実践に近い形で事業効果の検証を行うため、ガイドには一定の報酬を支払い、十分な案内準

備を促す。 

（３） ツアー商品タリフ・ガイド向けマニュアルの作成 

 当該ガイドツアー商品を催行するため、以下のツール等を必要とする。 

・ 販売・催行に必要な情報（金額・費用・時間・催行上の注意事項）を取りまとめるとともに、旅

行者向けに商品の魅力を訴求する紹介文を作成すること。また、これらの情報は海外向けの

販売を想定し、英語・繁体字・簡体字・韓国語の 4か国語への翻訳を行う。 

・ 商品の魅力を旅行者に訴求する宣材写真を各ツアー10 種類以上作成すること。宣材写真は

デザイナー等の専門家人材による加工・編集を行う。 

・ 様々なガイドが各商品の案内業務を行うにあたって活用できるガイド向けの案内ツールを作

成すること。本ツールには、ルートや必要経費等の基礎情報だけでなく、各スポットの歴史・

文化的背景といった詳細な情報を記載すること。また、ガイドがツアー内容をいち早く、直感

的に理解できるよう、地図ツールを活用した位置情報との連動を必要とする。 

業務２：販売連携 

 新規造成したツアーについて、地域を訪れる旅行者が予約・利用できるよう、販売及び催行の態勢を

構築すること。なお、販売連携は、以下の要件を満たしていることを必須とする。 

（１） ランディングページの制作と OTAでの販売 【計 3社】 

 当法人ホームページ内に、ツアーコンテンツ販売のためのランディングページ制作を行うこと。本

ページは単なるコンテンツ情報を掲載するだけに留まらず、リアルタイムでの予約連携機能を実装

する。本ページの構成は以下に示す通りとする。 

【ファーストビュー】 

 ・ アイキャッチ画像（業務 1のツアーコンテンツ造成で作成した宣材写真を活用） 

 ・ キャッチコピー 

【ボディ】 

 ・ ガイドツアーに関する説明・導入文（ガイドツアーの様子を示す写真を挿入） 

 ・ 感染防止対策に関するお知らせ 

 ・ 販売ツアー一覧（商品名・特徴・催行時間・料金・催行事業者を記載、予約導線ボタンを設置） 

 ・ 催行事業者の紹介文 

【クロージング】 

 ・ よくある質問 

 ・ お問い合わせ導線ボタン 

 また、体験・アクティビティを販売するOTA計 3社に開発したツアーコンテンツを掲載・販売する。 

業務３：ガイド講座の企画・運営 

泉州地域９市４町を案内するガイドを育成する講座を企画・運営すること。なお、講座の開催において

は、以下の要件を満たしていることを必須とする。 

（１） 講師派遣と教材等の手配について 

 講師はガイド養成講座実施事業者から２名を派遣すること。うち 1名はガイド経験者とし、過去に



同様の講座における講師を務めた実績ある人材を登用すること。また、講座の実施内容に合わせ

た投影資料・配布資料などを作成するとともに、以降の参加者のスキルアップに資する教材『イン

バウンドガイドの教科書』（著：一般社団法人インバウンドガイド協会）の手配を行うこと。 

（２） 募集広報について 

 効果的な募集を行うため、専用のランディングページを作成して受講者の募集を集約する仕組

みを構築するとともに、泉州地域各市町の広報誌への掲載、国際交流関係部署等への募集案内

を通じて広く開催を告知する。ランディングページの運用ならびに受講希望者の管理、問合せ対応

を行うこと。本ページの構成は以下の通りである。 

【ファーストビュー】 

 ・ アイキャッチ画像（泉州の観光地を示す写真を使用し、講座名称・主催・キャッチコピーを含む） 

 ・ 申込フォームへのページ内リンクボタン 

【ボディ】 

 ・ 講座の開催背景や目的に関する導入文 

 ・ 開催概要（名称・開催体制・日程・場所・募集定員・参加要件・参加費用） 

 ・ 講座カリキュラム（後述参照） 

 ・ フィールドワークについての説明文 

 ・ 参加者へ配布する教材の紹介 

 ・ 感染防止対策に関するお知らせ 

【クロージング】 

 ・ 受講申込フォーム（Google フォームを埋め込み） 

 ・ お問い合わせ先（本講座専用の問い合わせアドレスを作成） 

（３） 講座の実施内容について 

 下記実施回数に基づいたカリキュラムを作成し、適切な運営により講座を実施すること。フィール

ドワークは小グループに分かれて、ガイドツアーを想定したルートを互いにガイディングすることで

受講者全員がガイドの経験を積むとともに、受講者同士でのガイドスキルの交換を促すものとし、

講師は適宜フィードバックを行う。 

＜基礎編＞ 

【講座概要】 

 基礎的な知識やスキルの習得を促進することで、ガイドの新規育成・全体的なレベル向上を図る。 

【実施回数】 

語学コース別に計５回実施（①英語コース／②中国語・韓国語コース） 

【実施内容】 

 第１回 座学（オンラインにて２時間、①②合同開催） 

≪カリキュラム≫ 

イントロダクション 

講座全体のスケジュールや目指すべきゴールなどについてガイダンスを実施する。 

ガイド業界の概観 

観光業界からガイドが求められている現況や通訳案内士法の概要などを解説する。 

ガイドの価値や存在意義 



ガイドの帯同による旅行体験の向上やサービス業としての心構えなどを解説する。 

 

 第２回 座学（対面形式にて６時間、①と②は別日に開催） 

≪カリキュラム≫ 

ガイドに求められる業務の全体像 

ツアーを行ううえでガイドが理解しておくべき基本的な業務の流れ、および各業務で活

用できるテクニックについて紹介。業務フローとして案件を受注するところからツアー終

了までの流れに沿って、グループワークを交えながら解説する。 

Basic 10 Actions 

 ガイドが案内業務において取り得るアクションを 10 種類に分けて、各々の注意点やポ

イントを紹介し、実際の案件で発生した事例やグループワークを交えながら解説する。 

フィールドワーク準備 

 第３回で実施するフィールドワークを紹介するとともに、個々人の準備時間を確保する。 

第３回 実地講座（対面形式にてフィールドワークを含み６時間、①と②は別日に開催） 

≪カリキュラム≫ 

フィールドワーク（岸和田エリア） 

 受講者を少人数の班に分割し、既定のルートに沿った案内業務を互いに行う。フィー

ルドワーク実施後には、講師からフィードバックを行う。 

ガイドスキルマップ 

一般社団法人インバウンドガイド協会の提唱する、ガイドに求められる素養（スキルセ

ット・行動基準）を定義した『ガイドスキルマップ』についての紹介・解説を行う。 

ガイドの活動機会 

 ガイドサービスの運営事業者や泉州地域及び周辺のガイド団体の紹介など、今後ガイ

ドとして活動していくために必要な知識を解説する。 

＜実践編＞ 

【講座概要】 

 応用的な知識の習得や実践経験の蓄積を促進することで、高品質なガイドの育成を図る。 

【実施回数】 

 語学コース別に計８回実施（①英語コース／②中国語・韓国語コース） 

【実施内容】 

第１回 座学（オンラインにて２時間、①②合同開催） 

≪カリキュラム≫ 

イントロダクション 

講座全体のスケジュールや目指すべきゴールなどについてガイダンスを実施する。 

ガイドに求められる顧客視点 

顧客視点を尊重するマインド、ホスピタリティの発揮はガイド業務に欠かすことができ

ない。顧客視点とは何かを起点としたマインドとスキルについて解説する。 

第２回 実地講座（対面形式にてフィールドワークを含み６時間、①と②は別日に開催） 

≪カリキュラム≫ 

フィールドワーク（貝塚エリア） 



受講者を少人数の班に分割し、既定のルートに沿った案内業務を互いに行う。フィー

ルドワーク実施後には、講師からフィードバックを行う。 

顧客視点を意識したコミュニケーション 

ツアーへのゲストの満足度を上げるには、ガイドが顧客視点を尊重し顧客要望を満た

すことが必要不可欠である。顧客視点を十分に引き出すコミュニケーションのあり方につ

いて解説する。 

第３回 座学（オンラインにて２時間、①②合同開催） 

≪カリキュラム≫ 

ガイドの安全管理・危機管理 

ツアーを催行する場合、ガイドは旅行者の安全や危機管理に配慮する必要がある。 

リスクをはらんでいる場所・状況の紹介や準備の段階から配慮すべきポイントについて

解説する。 

第４回 実地講座（対面形式にてフィールドワークを含み６時間、①と②は別日に開催） 

≪カリキュラム≫ 

フィールドワーク（堺エリア） 

受講者を少人数の班に分割し、既定のルートに沿った案内業務を互いに行う。フィー

ルドワーク実施後には、講師からフィードバックを行う。 

わかりやすく伝えるコミュニケーション 

ガイドとしてゲストとのコミュニケーションは非常に重要であり、旅行者に分かり易く簡

潔な意思疎通があらゆる場面で求められる。論理的に物事を理解してアウトプットする

方法を解説する。 

第５回 座学（オンラインにて２時間、①と②は別日に開催） 

パネルディスカッション 

現役で活動するガイドが複数登壇し、双方向の意見交換を行うパネルディスカッション

を開催することで、受講者の疑問や不安の解消を図る。 

 

５. 活動目標と成果目標 

＜アウトプット＞ 

① ガイドツアー造成件数  ３件（国外・国内共通） 

② モニターツアーの参加者数  １８人 

③ 参加者による改善事項などの提言箇所数  ３６箇所 

④ 造成ツアーの OTAへの掲載数  ３件 

⑤ ガイド養成講座の受講者数  １２０名 

基礎編：英語コース３５名／中国・韓国語コース３５名 小計７０名 

実践編：英語コース２５名／中国・韓国語コース２５名 小計５０名 合計１２０名 

⑥ ランディングページアクセス数 （国外）１，８０0アクセス （国内）３，０００アクセス 

＜アウトカム＞ 

⑦ 造成ツアーの販売数・売上額 （国外）９０件／１，８００，０００円 （国内）９０件／１，８００，０００円 

※但し、渡航制限解除の場合、国外での販売数・売上額のアウトカムは１２６件／２，５２０，０００

円とする。 



⑧ ツアーコンテンツ販売事業者へのガイド登録者数  ４０名 

 

６. 納入成果物 

（１） 各ツアーの催行に必要な情報を記したガイド向け運用マニュアル（地図ツールを活用した位置情

報との連動を必須とする） 

（２） 造成ツアーに関する説明書 

（英語・繁体字・簡体字・韓国語 4か国語への翻訳を実施する） 

（３） 実績と分析レポート等、必要項目が記載された「事業完了報告書」 

（４） モニターツアー、及びガイド講座受講者のアンケート調査報告書 

（５） デザイナー等の専門家により加工・編集された各ガイドツアーの宣材写真（各コース×１０種類以

上） 

（６） OTA販売への導線を付与したランディングページ（媒体で公開されていることで納品とみなす） 

（７） 前述の条件を満たした講師の派遣（カリキュラムに準じた講座実施にて納品とみなす） 

（８） カリキュラムに準じた受講者数分の教材 

※（１）～（５）項については、電子データにて指定期日までに納品すること。 

 

７. その他の留意事項 

（１） 受託者は経費に係る領収書・納品書（写し）等の帳票類、遂行状況報告書（四半期毎）を提出する

こと。 

（２） 本業務においての運営管理、庶務を行うこと。 

（３） 本業務は観光庁の補助事業を活用して行っていることに留意すること。したがって、受託者は当

補助事業の事業目的や概要、補助要件を深く理解した上で、その補助対象事業の範囲内で事業

を成立できるようにすること。 

（４） 本業務の実施にあたり、計画に変更が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項及び不明

な点が生じたときは、その都度速やかに当法人と協議を行い、了解を得た上で業務を遂行するこ

と。 

（５） 業務完了後は、提出期限までに、必要項目が記載された事業完了報告書を、当法人に電子デー

タにて提出すること。 

（６） 本業務の実施により取得した個人情報は、厳重に管理すること。 

（７） 本業務において何らかのトラブルが生じた場合、受託者の責任において処理・対応すること。 

（８） 新型コロナウィルス感染症の感染防止等、天災その他経済情勢の激変により、本事業の一部、ま

たは全部が中止となった場合は、別途、変更契約を締結することで、当法人が適切と認める範囲

内において準備に要した費用等の委託料を支払うものとする（但し、契約限度額以内とする）。 

（９） 業務内容等について疑義が生じた場合は、その都度、当団体と協議の上、その指示に従い業務

を進めること。 


