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業務内容

履行期限

平成31年2月28日（木）

（１）実態調査

長野県内の北アルプス、中央アルプス、南アルプスの山域において、外国人登山者の実態（人数、国籍、性別、年齢、
登山経験、訪日経験等）及び、外国人登山者が登山ガイドに求めていることについて調査実施

（２）研修会の開催

外国人登山者に対するガイドを養成するための座学研修会の開催

（３）実技研修

①（2）の研修受講者を対象とした外国人に対する登山ガイド実技研修の開催

（a）北アルプスコース （b）中央アルプスコース （c）南アルプスコース

②外国人モニターに対するアンケート調査の実施

（４）研修会開催の周知及び参加者の募集

①募集チラシの作成

②参加者の募集

（５）ガイド冊子・外国人登山者向けパンフレットの作成

①外国人登山者ガイド向けのガイド冊子の制作

②外国人登山者向けのパンフレットの制作

（６）報告書の作成

①事業検証

②受入環境整備への提案

Ⅰ．事業概要

事業の目的

長野県は、3,000メートル級の魅力ある山が各地にあり、登山を活用した観光振興に力を入れている。長野県の山は、
外国人にも人気があり、多くの外国人が登山を楽しんでいる。反面、登山者の増加に伴い外国人の遭難も発生してお
り、課題となっている。

今後さらに、外国人登山者の増加が見込まれる中、外国人が安全に楽しく登山ができる環境を整備するため、外国
人登山者ガイドを養成し、外国人登山者の安全確保と普及促進を図る。

本実証事業においては、長野県に訪れている外国人登山者の実態を調査・把握するとともに、信州登山案内人や山
岳ガイド協会会員等を対象に座学研修会、実技研修会を開催し、外国人登山者ガイドの養成を図る。

また、調査結果や研修中のアンケート調査の分析により、次年度以降の登山ガイドの受入環境整備について実証地
域へのフィードバックを行うため事業効果の検証を行う。

事業名

平成30年度訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（実証事業分）

外国人登山者ガイド養成による外国人登山促進事業
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Ⅱ．実態調査

調査場所 調査日（平成30年） 回収件数

駒ヶ岳ロープウェイ 千畳敷駅（中央アルプス） 8月 4日（土）～ 6日（月） 22件

上高地インフォメーションセンター（北アルプス） 8月11日（土）～ 13日（月） 74件

妻籠宿（南アルプス） 8月11日（土）～ 13日（月） 52件

計 148件

目的

長野県内の北アルプス、中央アルプス、南アルプスの山域における、外国人登山者の実態（人数、国籍、性別、年齢、

登山経験、訪日経験等）や、外国人登山者が登山ガイドに求めていることを把握する。

調査概要

◆対面アンケート調査（定点調査）

◆英語、繁体字、簡体字、韓国語の調査用紙にて実施

 日本での登山（トレッキング）においてガイドを同行した経験がある人は1割に留まり、海外の
半分。

 ガイドを利用しない理由として、お金がかかるよりも、情報がないが上回り、ガイド情報の効率
的な発信が必要であることが窺える。

 日本では登山ガイドは必要ではないとの回答が64％を占め、ガイドの必要性が認知されてい
ない。

 ガイドに求めることとして、登山に関する知識・技能、山に関する歴史や文化などの知識への
ニーズが高い。

ガイドに
ついて

登山に
ついて

 訪日前に登山を計画していると答えた人が7割弱。
 登山情報の入手先は、Japan Guide34名、次いで友人・知人の勧め30名、

TripAdvisor19名で、WEBサイトからの情報収集が全体の6割を占める。
 日本での登山経験があるのは58％で、6割弱が登山リピーター。
 登山をする上で困ったこととして、案内標識が多言語化されていない 15名（14％）、言葉
が通じない 13名（12％）の回答があり、多言語対応が課題と考えられる。

まとめ

訪問者

 20代が最も多く、20代・30代で68％を占める。
 旅行形態は個人旅行が94％を占める。
 前後の訪問地は、長野県内、岐阜、東京、名古屋、京都を中心に全国に渡る。
 登山（トレッキング）者は、欧州が6割、次いでアメリカ、オーストラリアとなり、アジア圏よりも
欧米豪からの登山者が多い。

調査結果

妻籠宿でのアンケート回答の様子
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Ⅲ．研修会の開催

開催概要

【開催日】 8月22日（水）～23日（木） 1泊2日

【場 所】 長野県山岳総合センター ２階教室

〒398-0002 長野県大町市大町8056-1

参加者

【受講生】

22名（男性：10名、女性：12名）

（登山ガイド：8名、通訳案内士：9名、その他：5名）

【講師】

3名

一般社団法人ウィルダネス メディカル アソシエイツ ジャパン 代表理事 横堀 勇

堀金登山案内人組合 加集 安行

信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ 森田 秀樹

（１）座学研修会

外国人登山者に対するガイドを養成するため講師からの講義に加え、参加者同士のディスカッションやロールプレイを交
えた研修会を開催した。

参加資格

①語 学 条 件
全国通訳案内士又は地域通訳案内士（英語）の資格がある者
英検準2級以上又はTOEIC650点相当以上の資格がある者
海外居住経験者で、英語でのコミュニケーションが十分とれる者

②登 山 条 件 信州登山案内人、日本山岳ガイド協会会員、登山技術を有する者

③救命講習条件

通報や救命処置が必要か評価ができ、止血やCPR＆AED実技を
伴う救命講習を受講し、有効期間内の資格を持っている者
（又は今年中に取得をする予定のある者）
日本赤十字社救急法「基礎講習+養成講習」、消防局・消防本部等「上級救命講習」など
※研修は救命講習を受講済みである前提で進行します。

以下、①～③の各条件について、一つ以上に該当する者
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Ⅲ．研修会の開催

（２）参加者アンケート結果

調査日（平成30年） 回収件数

8月 23日（木） 20名（未回答2名）

まとめ

座学研修
について

 通訳ガイドプラスアルファで登山ガイドを目指す方を含め、新たに登山ガイドについて学ぶ目的
での参加が多数を占める。

 充実した内容で、2日間の日程に納得する声が多かった一方で、座学の各プログラムが短く
なってしまったこと、座学から実技までの日数が短いことなど課題点も上がった。

 研修全体に関して、難易度は大変難しい、難しいが59％、ちょうど良いが41％となり、概ね
参加者のレベルに合った研修となったと考えられる。

 内容については、88％が大変満足、6％が満足と回答し、満足度の高い実施内容となった。

講義、ディスカッションの様子 屋外でのロールプレイング

研修内容

項目 内容

語学研修

登山ガイディング特有の英単語や、応急処置に関連する
単語や表現についての講義。

参加者同士で、ガイド役、クライアント役に分かれながら英
語コミュニケーションの実践練習を行った。

外国人登山者へのガイディング

外国人登山者のガイド依頼を受ける際の準備から当日ま
での流れについての講義。

【事前準備】
・食事リクエストなど山小屋との意思疎通
・登山装備の確認
・クライアントへの事前案内（電話連絡など）

【当日】
・ブリーフィングの内容について

外国人登山者へのガイディングに必要な要素について、参
加者同士のディスカッションを行うことで理解を深めながら進
行した。

インタープリテーション理論
山岳文化や自然に関するガイディングについての講義。
外国人登山者に説明する場面を想定し、各自英語による
発表を行った。

山での安全管理
WMA野外災害救急法ワークショップの実施。
危急時を想定したロールプレイを行った。

外国人登山者が求めるニーズの理解と世界基準レベルの登山ガイドスキルの取得を研修のポイントとした。



属性 国籍 性別 年齢

アメリカ 男性 28

アメリカ 男性 48

中国 男性 25

インドネシア 女性 30

アメリカ 男性 45

イギリス 男性 22

イギリス 男性 22

イギリス 女性 27

イギリス 女性 30

北

中央

南

横堀 勇

加集 安行

森田 秀樹
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Ⅳ．実技研修の開催

開催概要

参加者

（１）実技研修会

座学研修受講者を対象に、北アルプス、中央アルプス、南アルプスの３グループに分かれ、外国人に対する登山ガイド

実技研修を開催した。実技研修の実施にあたり、外国人モニターを同行させ、英語によるロールプレイングを実施した。

研修ルートは、海外にはない日本独特の自然と山岳文化を色濃く感じられる場所や個人で行くことは懸念されるが、ガ

イドが同行することで安全に行ける、歴史的・文化的背景を正しく楽しく知ることができるルートを選定。外国人がアクセス

しやすく、難易度や体力的にハードルの低いルート、また長野の魅力が詰まった外国人向けルートを策定した。

各コース 2泊3日

（a）北アルプスコース

（b）中央アルプスコース

（c）南アルプスコース

9月 4日（火）～ 6日（木）

9月11日（火）～ 13日（木）

9月19日（水）～ 21日（金）

【受講生】

20名

（a）北アルプスコース

（b）中央アルプスコース

（c）南アルプスコース

【外国人モニター】

9名

（a）北アルプスコース

（b）中央アルプスコース

（c）南アルプスコース

【講師】

3名

一般社団法人ウィルダネス メディカル アソシエイツ ジャパン 代表理事

堀金登山案内人組合

信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ

10名 （2名途中離団）

4名

6名 （1名途中離団）

3名

3名

3名

研修内容

講師によるデモンストレーション＆レクチャーを交えながら、ローテーション交代で参加者＝ガイド役、外国人モニター＝ク
ライアント役となり、実際に登山をしながら英語でロールプレイを実施した。
適宜、講師や外国人モニターによるフィードバックを行い、ガイディングの改善ポイント共有しながら進行した。

ロールプレイポイント

自己紹介、ブリーフィング、インタープリティブトーク、インストラクション、野外救急法 等

【行程】
1日目 ：歴史・文化系トレイル
2～3日目：山岳系トレイル



（２）参加者アンケート結果
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Ⅳ．実技研修の開催

まとめ

実技研修
について

 難易度については、研修を通して難しいが70％前後の回答となり、参加者にとってレベルが
高かったことが窺える。

 3日間を通して、内容についての評価は非常に参考になった、参考になったの回答で100％
を占め非常に満足度の高い研修となった。

 時間については、ちょうどよいが60％前後の回答となったものの、大変長い、長いを合わせると
30％前後の割合となり、1日ごとの研修内容のペース配分や、終了時間を調整する（短くす
る）など改善の余地がある。

 座学と実技のセットにした形式については、非常に評価が高かったことが窺える。

 座学と実技のセットにした形式については、非常に評価が高かったことが窺える。
 座学研修は、宿泊ありの2日間、実技研修は宿泊ありの3日間が最も妥当と考えられる。
 参加費に関しては、回答の金額に幅があり、妥当な金額について検討が必要。

研修全体
について

（３）外国人モニターアンケート

まとめ

研修全体
を通して

 良かった点としては、ガイドの危険と安全に関する説明が明確だった点が挙げられた。
 改善点としては、ガイドについてシンプルで簡潔な英語・言い回しに関するニーズとリーダーシッ
プを求める意見が多かった。

 ルートの指示や山に関する様々な情報を得られる点で、ガイドを雇う価値を感じた人が多かっ
た。

 今回ガイドを雇う価値を感じなかった人は、より詳しい情報や、高度な登山技術が必要な場
合に雇いたいとの回答となった。

 登山ガイドに求める資質として、「安全管理・危機管理」は全員が最も優先すると回答。
 次いで「参加者のケアとコントロール」、「気象状況に関する判断力」の優先度が高い。
 登山ガイドに求める情報は、「安全に関する知識・技能」が最も優先度が高い。
 その他の知識・情報についても、万遍なく求める結果となった。

日本で
登山ガイ
ドを雇う
際、求め
ること

登山
ルートに
ついて

 登山ルートの良かった点として、山の景色に満足する声が多かった。
 改善点として、危険箇所の注意喚起、方向標識等の多言語表記を求める声があった。
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Ⅴ．ガイド冊子・外国人登山者向けパンフレットの作成

仕様

外国人登山ガイドのポイントをまとめた、外国人登山者ガイド向けのガイド冊子を制作した。

【ページ】50Ｐ（A4版）

【言 語】日本語

【部 数】100部

（１）ガイド冊子の作成

誌面

＜表紙＞ ＜裏表紙＞＜中面＞

仕様

登山におけるルール、マナーの啓発と北・中央・南アルプスそれぞれのお薦めルートと見どころを紹介する、外国人登山者

向けのパンフレットを制作した。

【ページ】8Ｐ（A5版）

【言 語】英語

【部 数】1,000部

（２）外国人登山者向けパンフレットの作成

誌面

＜裏表紙／表紙＞
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Ⅵ．総括

登山ガイドの必要性と有効性

【ガイドの必要性】

 登山モニターツアーを通して、登山ガイドを雇う価値を感じた人は9人中7人であり、ガイドの必要性が窺えた。

 登山ガイドの価値を感じた点として、登山ルートの指示や危険箇所の明示と手助けなどが挙げられ、登山中の注意喚

起と安全管理に関する面でガイドの必要性が認められた。

 登山ガイドに求める資質や情報においても、「安全管理・危機管理能力」や「安全に関する知識・技能」の優先度が

高く、登山者自身では管理しきれない安全確保におけるガイドの役割が求められている。

（１）事業検証

【ガイドの有効性】

 山の動植物や文化に関する情報提供など、外国人が楽しく登山ができる環境づくりにおいてガイドの有効性が示された。

 山に関連する動植物や歴史、文化等のエンターテインメント性のある情報は、外国人登山者にとって最優先の必要

情報ではないが、ガイド同行の登山行う上で、登山を楽しむ要素の一つとなった。

 ガイドとのコミュニケーションを通して、単なる登山が特別なツアーとなり、休暇を楽しみに来た外国人登山者に学びのあ

る登山体験を提供する上でガイドの有効性を確認することができた。

【座学研修】

 本研修には、既に登山ガイドとして活動している方だけでなく、通訳案内士の方等の参加もあった。通訳ガイドプラスア

ルファで登山ガイドを目指す方など、新たに登山ガイドについて学ぶ目的での参加が多数を占めた。

 参加者が多岐に渡ったことで、登山ガイドとしての知識は既に持っているが英語はあまり得意でない方、逆に英語は得

意だが、登山ガイドとしての経験が全くない方など、参加者が持つ知識・技術レベルに差が見られ、研修への評価にもバ

ラつきが出た。

 難易度や時間配分への評価は回答者によって差があるものの、研修内容としては、大変満足度の高い内容となった。

 更に満足度の高い研修を目指すため、既に登山ガイドとして経験がある方には、語学研修に重きを置いた講義、登

山ガイドの経験が少ない方には、ガイディングに関する研修に重点を置いた講義をするなど、ある程度対象者を絞り、参

加者の全体レベルにあった内容の研修開催が望ましいと考えられる。

研修について

【実技研修】

 ロールプレイによる実践的な研修で登山ガイドに必要な技術を学べた点や、外国人モニターの参加により対外国人特有

のガイディング手法を学べた点で、参加者にとって非常に満足度の高い研修となった。

 全体的に難易度の高い研修となり、参加者によっては時間が足りない（進行ペースが速い）と感じる方もいたため、参

加者のレベルに合わせて、3日間の研修の中での時間（ペース）配分や研修内容の量については改善の余地がある。

 座学研修において参加者の登山ガイドレベルを把握し、そのレベル合わせた実技研修の構成内容の検討が必要である

と考えられる。

【研修全体】

 登山特有または外国人特有のガイディング技術が必要となる外国人登山者向け登山ガイドの育成において、実際のガ

イディング場面を想定した、実践的なガイド経験を提供することができた本研修の開催は有効であると考えられる。

 また、既存の登山ガイドだけでなく、通訳案内士など対象者の間口も広がり、今後外国人登山者向けガイドの増加にも

繋がると考えられる。

 座学研修において、登山ガイドの基礎講義や実習時に必要となる準備のレベルが明確になった流れで、実技研修にお

いて、実践的なロールプレイを行ったため、座学と実技をセットにした形式については、非常に評価が高く、今後、同様の

研修を開催する際も、座学と実技による2部構成での実施が有効であると考えられる。
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Ⅶ．総括

【登山ガイドの育成】

 登山ガイドに特化した英語ガイドの育成

 モニターツアーにおけるガイド中の改善点として、注意喚起時の英語の言い回しについての指摘が多くあった。シンプル

で簡潔な英単語や言い回しを使うべきとの意見が多数あり、通常の観光案内とは異なる、登山ガイドならではの英語

スキルの必要性が明確になった。登山ガイドを目指す人を対象に、登山ガイドに特化した語学研修の開催が効果的

であると考える。

 ファーストエイド（緊急対応）のスキルアップ

 今回の研修参加者には、登山ガイド経験のない通訳案内士の方の参加も多く、登山中におけるにファーストエイドの

トレーニング不足に対する指摘の声も多かった。いざというときに向けた訓練が必要であり、野外救急法に関する定期

的な研修の開催が必要であると考えられる。

次年度以降の登山ガイドの整備について

【登山ガイド情報の提供】

 登山ガイドの必要性の周知

 外国人登山者アンケートの結果より、日本で登山ガイドは必要ないとの回答が64％となった。警察庁によると、2017

年には全国の山で遭難した人が3,111人で、訪日外国人の遭難者も過去最多の121人となり、増加傾向にある。

山岳遭難の目的別にみると「登山」が71.5％と最も多く、遭難者の原因は「道に迷った」が40.2％と最多である中、

登山者アンケートでは、長野県の登山道における案内標識等の多言語対応が十分でないとの意見があり、外国人の

「道迷い」が懸念される。また、モニターアンケートでは、ガイドに求める資質・情報として「安全管理・危機管理」を最も

優先する結果となっており、外国人登山者にとっても「安全性」のニーズがあることがわかることから、外国人登山者が

安全に登山を楽しむために、登山ガイドの同行が有効であることを十分に理解してもらい、その必要性を広く周知する

ことが重要であると考える。

 登山ガイド情報の効果的な発信

 外国人登山者アンケートの結果より、登山ガイドを雇わない理由として、「ガイドに関する情報がない」との回答が多

かった。長野県においては、Webサイト「Go!Nagano」にてMulMOGONの情報が掲載されているものの、見つけづら

い層にあるため、登山ガイド情報の効率的な発信が必要であると考えられる。

 ガイドの必要性（有効性）と料金に見合ったガイド商品の周知拡大

 外国人モニターへのアンケートによると、登山ガイドのガイディング料金（1日）の相場は平均22,500円と考えられ

ており、これは、長野県のMolMOGONが相場として提示している40,000円（1日）よりも安い認識である。実際に

外国人がガイド依頼を検討する際に“40,000円は高い”と感じられ、ガイドを雇わない理由に繋がる可能性がある。そ

こで登山における登山ガイドの必要性や、ガイドを雇うことによる有効性を広く周知するとともに、料金に見合ったガイド

ツアーの造成・発信の必要があると考えられる。

【多言語対応】

 登山道における各施設の多言語対応の強化や案内標識の多言語化が求められている。

 外国人登山者の安全確保のため、特に危険標識や方向案内標識などの多言語化が必要であると考えられる。

（２）受入環境整備への提案






