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第８回「通訳案内士のあり方に関する検討会」議事録 
 
日時：平成 23 年 1 月 14 日（金）10 時～12 時 
場所：観光庁（合同庁舎 2 号館 16 階会議室） 
 
＜出席者（敬称略）＞ 
＜委員＞ 
青木 麗子   福岡県留学生サポートセンター長 
石井 一夫   ＮＰＯ法人アセアンインバウンンド観光振興会理事 
出野  勉   静岡県文化・観光部長 
(代理：池谷 廣  静岡県観光局観光政策課長) 
今西 裕隆   株式会社日本旅行国際旅行事業本部マネージャー 
三瓶 愼一   慶応義塾大学法学部 教授 
島﨑 有平   社団法人全国旅行業協会専務理事 
角田 陽子   マンダリンオリエンタル東京株式会社コンシェルジュ 
辻村 聖子   社団法人日本観光通訳協会 
永井 久美子  京都市産業観光局 観光政策監 
中西 陽典   独立行政法人国際観光振興機構 理事 
深川 三郎   社団法人日本旅行業協会外国人旅行委員会副委員長 
(代理：砂原 泉  社団法人日本旅行業協会外国人旅行委員会委員) 
藤井 一男   東京ＳＧＧクラブ会長 
廻  洋子   淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 
        交通政策審議会観光分科会委員 
山田 澄子   協同組合全日本通訳案内士連盟理事長 
 
＜事務局＞ 
田端 浩    観光庁観光地域振興部長 
和田 浩一   観光庁観光地域振興部観光資源課課長 
鈴木 昭久   観光庁観光産業課課長 
児玉 和久   観光庁国際観光政策課課長補佐 
井上 史子   観光庁観光地域振興部観光資源課課長補佐 
古屋 孝祥   観光庁観光地域振興部観光資源課専門官 
 
 
 

（司会進行：井上）  
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開会 
 
（井上課長補佐） 
 ただ今から第８回「通訳案内士のあり方に関する検討会」を開催いたします。本日はご

多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。続いて新任委員をご紹介

する。松澤委員より今西委員へ引き継ぎいただいた。本日は定保委員が欠席、また、出野

委員の代理として池谷・静岡県観光政策課長に、また深川委員の代理として砂原・社団法

人日本旅行業協会外国人旅行委員会委員に出席いただいている。 
 
（本日の配布資料の確認） 
 
それでは、以降の進行を廻座長にお願いしたい。 
 
 
１．議事 
（廻座長） 
 それでは、お手元の議事次第に従って議事を進行する。議事１として「総合特区制度を

活用した通訳案内士制度の見直しについて」に関し、事務局より説明をお願いしたい。 
 
（古屋専門官） 
総合特区制度を活用した通訳案内士制度の見直しについて配布資料５及び資料６を用い

てご説明する。まず初めに資料５（「総合特区制度を活用した通訳案内士制度の見直し」）

をご覧いただきたい。前回（第 7 回）の検討会にて議論いただいたことを踏まえ、今回、

配布資料７（「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告書」）をご提示させていただいて

いる。この中間報告書において今後の通訳案内士制度を時代に即した形でどのようにして

いくべきかについて、その方向性を提示させていただいた。通訳案内士以外の方々にも一

定の資質管理の下で、有償での通訳ガイド行為を認めるべきであるとする内容を整理した

ものである。この点については、資料５の２ページ目にて政府の閣議決定等の文書におい

ても書かれており、政府としてはこのような方針で進めていくことを決定している。 
 昨年８月に中間報告書を作成して以降、観光庁においてもその実現方法について検討を

重ねてきたところである。通訳案内士の方々がこれまでに訪日インバウンド観光に果たし

てこられた意義は非常に大きく引き続き重要な役割を担っていただくものと認識している。   
一方で、通訳案内士の方々のみでは十分な対応ができていない地域において、対応に苦

慮している地方自治体の方々も多いということも事実としてあり、そうしたことへの対応

も喫緊の課題と認識している。従って、観光庁としては一定の資質管理を行いながら通訳

案内士の方々以外の有償ガイドを認めるべく、早期に通訳案内士法を改正する方途を考え

てきたが、現在の国会情勢を鑑み、昨秋から菅総理主導の下、内閣官房において次期通常
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国会にて総合特区制度を推進する動きがあり、通訳案内士制度の関係でも地方関係者より

多数の要望が寄せられているとの話を聞いている。内閣官房より国土交通省に対して通訳

案内士法の特例を総合特区制度の中に盛り込めないかとの打診がなされ、それを受けて昨

年来、総合特区制度の活用も視野に入れて通訳案内士制度の改正を検討してきたところで

ある。 
資料 5（「総合特区制度を活用した通訳案内士制度の見直し」）の 1 ページ目に、現在検討

している通訳案内士制度の特例について概要をまとめている。現行制度では、皆様ご承知

のとおり、外国人に対して、外国語で、有料で、旅行に関する案内を業として行う場合に

は、通訳案内士試験に合格し、通訳案内士の資格を取得することが必要となっている。と

ころが、昨今は急激に訪日外国人数が増加してきており、その需要も非常に多様化してき

ている。そうした中で、アジア地域からの旅行者の割合が大きく、また、「ご当地ガイド」

育成のニーズや日本文化の体験を始めとする多様なサービス形態へのニーズといった時代

の変化に対応していくことが喫緊の課題となっている。以上を踏まえ、総合特区の区域内

において、現行の通訳案内士制度との対比から研修等の一定の資質管理をされた、通訳案

内士以外の方々による有償ガイド行為を可能とする方向性で内閣官房等の関係各所と調整

中である。同資料の 2 ページ目は、通訳案内士制度の見直しについて、これまでも政府の

様々な文書で触れられている概要をまとめたものである。 
 同資料の 3 ページ目は総合特区制度概要（内閣官房作成資料より抜粋）をまとめたもの

である。総合特区制度の細部については内閣官房において調整中であり、詳細をこの場で

はお話しすることはできないので、同資料 3 ページ目を使ってご説明したい。新成長戦略

の「２１の国家戦略プロジェクト」の一つとして総合特区制度の創設が位置づけられてい

る。政府においてこの総合特区制度は最重要課題の一つとして盛り込まれているというこ

とである。２つのパターンの「総合特区」により、拠点形成による国際競争力等の向上、

地域資源を最大限活用した地域力の向上を図ることを企図している。２つのパターンの一

つが国際戦略総合特区であり、もう一つが地域活性化総合特区である。この２つの特区制

度には大きな違いはなく、税制における減免制度等について相違が存在するが、通訳案内

士制度との関係では、その差異は重要ではないと考えられるので、総合特区制度を利用す

るということでご理解いただきたい。総合特区制度の趣旨は、地域の包括的・戦略的な挑

戦である。地域（地方自治体）が、単独でも共同でも申請が可能であり、制度改革の大胆

な「提案」を行うものである。地域において通訳案内士制度の特例を設定したいというこ

とであれば、地域側より申請することになる。次に地域からの提案が政府において認めら

れると、内閣総理大臣より「総合特区」として指定されることになる。区域が指定される

と、国と実施主体との協議の場が設置される。制度の細部について国も関与し、総合特区

においてどのような制度を実施するのかについて計画を立てることになる。その計画が政

府から認定されると、通訳案内士制度について総合特区制度の計画に盛り込まれれば、総

合特区制度の一部として、地域において通訳案内士制度の特例が実施されることになる。

配布資料には書かれていないが、実際に地域の側において総合特区制度の申請をする場合
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には関係者と制度の細部や実施方法等についてきちんと協議した上で、政府に提案するこ

とが法律上位置づけられる予定となっている。この点に関して、内閣官房のウェブサイト

等では地域の本気度を試すという表現がなされている。地域が本気で提案する場合に、そ

の提案が認められるということである。今回、総合特区制度に通訳案内士制度の特例を盛

り込むにあたっては、地方自治体が新ガイドの育成から活用まで最終的な責任を持つとい

うことが重要と考えている。 
 一方で、配布資料にもあるとおり、「協議の場」が設置され、国や地域の関係者が内容を

議論して固めた上で事業を実施することになる。いずれにしても、試験ではなく、特区自

治体が行う研修を修了することによって総合特区案内士となる資格を得ることとなる。こ

のような運用について総合特区で社会実験を行い、その効果や問題点をきちんと検証して

将来の全国展開に備えるという趣旨で、現在、通訳案内士制度の改正作業を進めていると

ころである。総合特区制度を活用した通訳案内士制度の見直しについて、その詳細は調整

中であるが、現在のところ、以上のような方向性で検討を進めていることについてご理解

をいただきたい。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。ご質問、ご意見はあると思うが、本日の議題２（「通訳案内士

施策に係る最近の取組み状況について」）について説明が終わってからまとめていただきた

いと考えている。それでは、議題２について事務局より説明をお願いしたい。 
 
（古屋専門官） 
 それでは資料６（「通訳案内士施策に係る最近の取組み状況」）に基づきご説明したい。

まず 1 ページ目であるが、平成 22 年度、23 年度における通訳案内士関連予算についての

概要を記したものである。観光庁では、先ほどご説明したような制度改正について作業を

進めているところである。それと並行して、現行の通訳案内士制度に対する手当や普及に

ついても全力で取り組んでいる。訪日インバウンド旅行における受入環境整備の一環とし

て通訳案内士の方々を対象とした様々な研修を実施している。平成 22 年度事業としては、

通訳案内士専門性研修事業（観光庁事業）を行っており、また、通訳案内業務研修事業（中

小企業庁事業）も実施されている。平成 23 年度事業では、通訳案内士制度改正に係るガイ

ドの質の向上に関する事業（予算：約 2800 万円、観光庁事業）にて予算要求しているとこ

ろである。また、観光人材育成産業支援事業（中小企業庁事業）も計画されており、様々

な形で、現在の通訳案内士の方々のさらなる資質向上に向けて事業を進めているところで

ある。それでは、現在取り組んでいる通訳案内士専門性研修事業についてもう少し突っ込

んでご説明したい。 
 同資料 2 ページに通訳案内士専門性研修事業についての概要をまとめている。現在の通

訳案内士の方々に対して、ガイディングスキルの向上や地域に対する理解促進といったよ

うなスキル向上、知識の吸収を図るべく研修を実施している。資料に二条城での実施研修
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の様子を写した写真が掲載されているが、先に実施された京都研修は大変好評を博したと

聞いている。さらに、山梨において地域スペシャリストの育成というテーマで研修が１月

20 日に予定されている。また、また、アニメ等のポップカルチャーについて学んでいただ

くべく「新しい日本の魅力発見」というテーマでの研修が東京・秋葉原で 1 月 31 日に実施

される予定になっている。 
 資料６の３ページ目に移りたい。昨秋、尖閣諸島の問題で我が国が揺れていた時期に奈

良で開催された第 6 回 APEC 観光大臣会合において、加盟２１エコノミーの観光担当閣僚

の前で、我が国における質の高い民間外交官として通訳案内士の制度をご紹介した。 
 資料６の４ページ目では、通訳案内士に関する施策を進めるにあたっての観光庁主催会

議として３つの会議についてその概要を記している。一つ目は、「通訳案内士のあり方に関

する検討会」である。これは皆様に今、ご出席いただいている会議である。二つ目は、「通

訳案内士の活用方策に関するワーキンググループ」である。例えば、通訳案内士検索シス

テムの改善について関係者とともに議論を進めている。また、通訳案内士を対象とした観

光施設の無料化についても議論し、一部の施設ではその成果として実現に至っている。調

整中の施設もある。三つ目は、「通訳案内士研修の高度化に関する検討会」である。先ほど

ご説明したように、既に資格取得されている通訳案内士の方々を対象として研修を実施し

ており、その研修のあり方について議論を進めている。以上のような観光庁による通訳案

内士制度に関する施策にご理解をいただき、皆様のご指導をいただきたいと考えている。 
 
（廻座長） 
 どうもありがとうございました。まず、資料５「総合特区制度を活用した通訳案内士制

度の見直し」及び資料６「通訳案内士制度施策に係る最近の取組み状況」についてご説明

いただいた。これより、意見交換の時間としたい。今、事務局より２つの資料について説

明があったが、特に総合特区制度を活用した通訳案内士制度の見直しに関して皆様からの

発言をいただきたい。それでは石井委員にお願いしたい。 
 
（石井委員） 
新年早々に台湾を訪問した際のことをお話したい。多くの中国人観光客を見かけた。新

聞報道もされていたが、これまで台湾を訪問する旅行者は 43 年間日本からの旅行者が最多

であったが、昨年は中国からの旅行者がついに最多となった。故宮博物院でもよく中国人

観光客をよく見かけたが、ある統計によると、昨年１年間で中国から台湾を訪問する旅行

者数が 160 万人超となったとのことである。中国大陸から台湾への旅行が 2008 年に解禁さ

れたばかりにもかかわらず、である。一方、中国大陸から日本を訪問する旅行者は、2000
年に団体旅行が既に解禁されていたにもかかわらず、100 万人足らずという状況にある。こ

れは言葉の問題はあると思うが、やはりいろいろな面で国がコントロールした上でこれだ

けの中国大陸からの旅行者を迎えていることが大きいと考える。台湾では、中国観光客の

今年度目標を 200 万人としている。ある程度ピンポイントでテーマ性を持って取り組んで
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いる結果が短期間でも出てきていると感じている。 
通訳案内士制度の法律改正を考えると、政治的な問題等々もあり、実現には時間がかか

ってしまうと思う。そうした中で、総合特区制度を利用するという提案がなされていると

考える。我々旅行業の立場で、一番考えなければならないのは、新たな認定ガイド制度が、

地域ごとに行われることに関して、である。地域に根差したガイドサービスが提供される

これは非常によいことである。現状、旅行業界からすれば、北海道や沖縄は他地域と組み

合わせた周遊型で行くことがあまりないエリアだが、場合によっては今、広域で物事を進

めていかなければいけない部分があり、現状 1000 万人に達していない観光客が、これから

10 年先には 3 倍の 3000 万人を目指す中で、お客様目線で需要がある部分、最初に訪れる

のは、ゴールデンルートである。それからいろんな地方に出て行くというのは、これから

先も今と変わらないと考える。現状でも比率からすればゴールデンルートの比率が非常に

高い。3000 万人時代には、現状を踏まえると今の 3 倍はゴールデンルートに来ていただけ

ると考えられる。ところが、この特区制度で考えると、行政区単独でやっていったのでは、

これを実現するのが難しいのではないか。場合によってはもうちょっと広い範囲で広域で

の連携が必要ではないかと思う。今、耳にしているのは、４県ほど集まっての広域での連

携をとるという話もある。顧客目線で言えば、大阪・東京間となると、大きな３つくらい

のブロック体として関東・中部・関西が連携したうえで、一番ニーズが高いゴールデンル

ートに対応すべく特区制度の見直しや運用方法等を検討いただくことは必要と思う。 
登録認定制度をとることによって、いままでの通訳案内士と違い、誰でもできるという

イメージが先行している。しかし現実はそうではなくて、あくまでも行政区や関係団体が

しかるべき教育システムを構築しながら、登録だけでなく今後ずっと管理していく。あく

までも通訳案内士はプロフェッショナルである。それを補完するのが登録認定ガイドであ

るとの位置づけは変えてはいけない。ガイドがある程度経験を積んで最終的にはプロフェ

ッショナルになっていただくというスタンスを行政や関係団体が持っていくことが大事な

ことだと思っている。行政が広域で、できればオールジャパンで、縦割りでない連携を保

ち、そのリーダーシップは国がある程度の制度設計など、中に入ってもらいながらやるこ

とが大事である。行政の考え方だと自分のところさえよければよい、という考えが出てく

るので、利害関係などもろもろで観光に導くためには支障が出てくる。今回の総合特区制

度に関しては、地域で多いに盛り上げてやらなければならない部分もある。通訳案内士の

人材を創出するだけでなく、雇用に結びつけるには、国内だけでなく海外の旅行会社との

連携を踏まえてツアーを企画・造成し、形にしていかなければ、ただ人を育てるだけ、教

育の枠組みを作るだけでは、今後もうまい形での結びつきは難しい。その意味では、我々

は旅行業からの立場として、お客様目線でどれだけ日本国内のインフラ整備をできるのか、

それも早期にやらなければ、他の国との競争に勝てないということを肝に銘じながらやっ

ていかなければならないと思う。 
 
（廻座長） 
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ありがとうございます。2 点ほど問題提起をいただいた。1 点目は、総合特区制度は行政

区域でくくる議論なので、広域観光との関係では対応が不十分になるのではないかという

点である。この点に関してどのように考えているのか事務局にお尋ねする。2 点目は、単に

総合特区制度の中だけで特区ガイドとして登録するだけでなく、人材を育成し、最終的に

は通訳案内士になっていくことが望ましく、また、ビジネスとして成立するように旅行業

界との連携もとっていくべきとの指摘があった。この点についても事務局より回答をお願

いしたい。 
 
（古屋専門官） 
 石井委員より 2 点ご指摘をいただいた。1 点目は、広域観光への対応をどうするのかとい

う点、2 点目は通訳ガイドの質の担保をどうしていくのかという点についてご指摘を頂戴し

た。 
 広域観光における対応について、今回の総合特区制度では広域での対応が難しいのでは

ないかとのご指摘をいただいた。総合特区制度は、広域での対応が難しい制度設計になっ

ており、ご指摘のとおりである。例えば、関東、中部、関西といったような各エリア内の

関係自治体が連合して対応できれば、広域観光ニーズへの対応ができないわけではないと

思うが、実際にはなかなか難しい状況だと認識しており、石井委員がご指摘されたとおり

総合特区制度の中では広域観光への対応は難しいと考えている。 
 しかし、地域の側で新ガイドへのニーズが確実に存在しているのも事実であり、少しで

もインバンドの環境整備を進めていきたいと考えている。様々な政治的な制約がある中、

総合特区制度を利用した制度見直しを実現できるのであれば、進められる部分から取り組

んでいきたい。 
 他方、これまで本検討会の場においても通訳案内士制度に関する問題点、改善の方向性

についてご議論いただいた。通訳案内士制度ができたのが昭和 24 年（1949 年）であるが、

制度設計から半世紀以上が経過し、様々な問題が出てきていると認識している。今回、制

度を抜本的に変えていく初めての岐路に立っている。総合特区制度における措置だけで通

訳案内士制度に関する問題の検討が終わるとは考えていないが、まずは、地方自治体の方々

が持っている喫緊の課題、ニーズに対応したい。その実践の中から問題点を抽出して今後

の通訳案内士制度のあり方を考えていくこととしたい。これは通訳案内士制度自体の観点

からも国策としての総合特区制度の扱いとしても趣旨が合致するであろうと考えている。 
 そうした中から、総合特区ガイドの方々が、将来的には訓練を積む中で通訳案内士にな

っていただきたいと期待をしている。既に資格を保有されている通訳案内士の方々は、ゴ

ールデンルートをはじめ広域での対応ができるわけなので、ナショナルガイドとしての質

をますます向上させていくという観点からも、総合特区ガイドや地域限定通訳案内士の

方々のような通訳案内士制度に関係する皆様にも訪日インバンドを支えていただき、全体

として訪日インバウンドに貢献していく体制をつくっていくということが、当面の施策と

しては最も現実的であり、有効ではないかと考えている。 
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 ２点目の質の確保については、石井委員が指摘されたとおりであると我々も考えている。

語学ができれば誰でも通訳案内士という仕事をできるわけではないということにも同意見

である。例えば、総合特区制度について先ほどご説明させていただいたが、そこで「協議

の場」をつくり、関係者間で十分に検討した上で事業を進めていくということをお話しし

た。そうした様々な手続きを経て、観光に関わる皆様及び通訳案内士の皆様のご協力を得

ながら、質の担保をしていきたい。 
  
（廻座長） 
 ありがとうございました。それでは他にご意見はないか。 
 
（永井委員） 
 これまでの検討会の中で申し上げてきたが、いろいろなニーズを持っている観光客の方

に我々としてもサービスを提供していきたい。そうした中、総合特区制度を活用し、通訳

案内士以外の方でも優秀な方であれば活躍できるように、通訳案内士制度の見直しがされ

ることを歓迎したい。通訳ガイドにはホスピタリティやマネジメント能力、語学力など総

合的な力が必要であると思う。京都を訪問される観光客の方々が地域に求められるものは、

歴史性や精神性であり、そのあたりをきちんと伝えていただける方が必要と常々感じてい

る。そういう意味では地域が必要とする質を確保するという意味でも、研修を修了された

方がガイドをされるのは当然のことではないかと考える。実際に京都においてもホテルの

コンシェルジュや通訳案内士の方々に対し、伝統工芸をテーマとして、少しでも京都の魅

力を伝えていただけるような研修を実施していきたいと考えている。今回のご提案の方向

性は私たちの取組の方向性とも合っている。 
 先ほど広域連合が話題に上がったが、関西広域連合の中でも地域ガイドのことが検討さ

れていると聞いている。その地域ガイドが、地域限定通訳案内士のことを指しているのか、

それとも総合特区制度の中の特区ガイドを指しているのかは把握していない。ただ、ガイ

ドニーズが大きく、通訳ガイドの絶対数が足りていない地域もあり、また、特定の言語の

通訳ガイドが足りていない地域もある。また、京都のように案内する内容について質を確

保していきたいという地域それぞれのニーズも存在する。広域観光の中でそのニーズへの

対応をどこまで求めていくのかという点について判断するのは難しいと思う。京都市は昨

日、観光立国の拠点としてモデル地域の一つに指定された。関西広域連合でも京都市単独

でも観光庁とも連携しながら、ガイドニーズに応えられる発展的なあり方に貢献できるよ

うにしたい。 
 
（廻座長） 
 ありがとうございました。永井委員が発言されたように、通訳ガイドに共通して求めら

れる基本的な能力というものがあるが、一方で地域により求められるものが異なるという

事情もあるという話をいただいた。地域から取組を始めるボトムアップのやり方で全国的
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に普遍化していき、その中でいろいろな問題を解決していくのも一つの具体的な方法だと

思う。他にご意見はあるか。 
  
（出野委員代理） 
 静岡県は地域限定通訳案内士の制度を有している。総合特区制度は地域のアイディアや

る気を活かして挑戦できるという意味で非常に良い制度である。それと通訳案内士制度を

うまくかみ合わせていく試みについては基本的に賛成である。 
 ゴールデンルートという広域観光の流れの中では、静岡県単独で対応するのはなかなか

難しい。京都市と違い、広域連携という形になると、静岡県は中部圏を視野に入れつつ、

伊豆・箱根・山梨の間で連携も想定しており、どちらかを選ぶことも非常に難しく、これ

から研究していかなくてはならないと考えている。 
 総合特区制度については、一昨年、募集があった際に、静岡県は観光分野での提案はし

ていないが、県東部にがんセンターがあり、医薬連携の産業集積事業を提案していた。最

近は医療ツーリズムの動きもあり、伊豆地域での温泉療法も含めて取組を進めていく中で、

通訳案内士制度との関係を絡めてどのように対応していくかということも検討できるので

はないかと思う。いずれにしても地方自治体としては広域連携を念頭に置きつつ、地域の

特性を活かした取組を進めていきたい。 
 通訳案内士や地域限定通訳案内士の方々を対象に、観光庁で実施されている研修事業と

同様に、資質向上を目的として取り組んでいるところである。旅程管理研修やガイディン

グの実地研修も行なっている。前回もお話したが、雇用確保についても取組を進めている。

富士山に案内人を配置する制度の中で２０名以上の通訳案内士の方々に仕事の依頼をさせ

ていただいている。また、静岡県としてガイド・マニュアルも作成中であり、３月には完

成する予定である。 
 
（廻座長） 
 どうもありがとうございました。このように京都や静岡の例をお聞きすると、地域によ

って求められるもの、ニーズが様々あり、観光の形が違っているということが浮き彫りに

なったと思う。 
 
（島﨑委員） 
 今までこの検討会で通訳案内士制度の見直しについて議論してきたが、国会情勢のため

に通訳案内士法自体の法律改正がすぐには難しいという説明が事務局よりあった。そこを

補うために総合特区制度を利用して暫定的に一部実現しようという緊急避難的な考えだと

理解している。現行の通訳案内士以外に新ガイドを認めた場合に、新ガイドについて、そ

の資質や旅行者の視点から要求されるサービス水準を担保するための基準は、全国共通で

あるべきである。その基準に、各地域で要求される内容が付加される形が望ましいのでは

ないかと考える。それが逆になって、地域ごとに要求される内容が先にあって、その次に
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全国レベルの基準で担保するとなるとどうなのか。総合特区制度は、地方がイニシアティ

ブをとることになる一方で、国がガイドラインのようなものを策定し、また、地方と国の

関係者が協議する場ができると先ほど事務局から説明があった。全国的な視点で見なくて

はならない部分は、国がしっかりと対応していく必要がある。 
 これは質問であるが、総合特区制度を利用して通訳案内士制度の見直しを実現し、ゆく

ゆくは全国展開していきたいという話が事務局からあった。総合特区制度を利用して、あ

る地域が先行することと、全国レベルで基準を設定し担保するというような、この検討会

で議論を重ねてきた内容を、将来的な通訳案内士法改正で実現するということとを、どの

ように整理されているのか。 
 
（廻座長） 
 ありがとうございました。質の担保について全国共通のベースの部分と地域ごとに異な

る部分があると思う。その点を国としてどのように考えているのか。また、総合特区制度

の利用を経て全国展開する場合の展望について国の考えを示してほしい。 
 
（古屋専門官） 
 2 点ほどご指摘をいただいた。まず１点目、質の担保については島﨑委員と同じような問

題意識を持っている。質の確保が重要との点については、観光業界や観光行政の関係者で

あれば当然の前提として共有されていると認識している。今回、総合特区制度を利用して

新ガイド制度を創設するにあたっても、観光庁としては質の確保について当然、配慮して

いきたいと考えている。総合特区制度の中でも国が関与する仕組みが想定されている。一

方で、総合特区制度は地方のイニシアティブのもとで進めていくものである。総合特区制

度を利用したいという地方自治体が単独であれ共同であれ、まずは申請をし、内容を地域

においてしっかりと検討いただき、その上で国に提案し、実施するというプロセスになる。

まずは地域の関係者の中で特区認定ガイドの資質の担保について考えていただきたい。こ

の点について国がどのように関与できるかについては、個々の提案ごとに内容をまずは拝

見してから検討し、考えをお示ししたい。さらに、総合特区制度の各地域からの提案は、

地域ごとに多少は異なる内容でなされることを前提としている。よって、国として予め何

らかの枠の中にはめ込んでしまうことは難しいのではないかと考えている。他方、特区案

内士の質の確保については最低限のベースラインは確保しなければならないと考えている。

総合特区制度を利用するに際しては、以上の点にしっかり配慮しながら進めていきたい。 
 2 点目の今後の展望についてご回答したい。資料 6 の 4 ページに本検討会の今後の予定を

ご案内しているが、3 月に最終回（第 9 回）を予定している。その場において「通訳案内士

のあり方に関する最終報告書」をご提示させていただく予定にしている。この中で今後の

展望についてお示しできればと考えている。島﨑委員にご指摘いただいたとおり、観光庁

の通訳案内士制度に関する取組みは、この総合特区制度で終わるわけではない。総合特区

制度における事業の実施を通じて様々な問題点を検証し、今後の課題を見据えた上で、通
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訳案内士制度の改正という形で全国的に展開していくこと考えていきたい。時期について

はこの場で明言することはできないが、今後とも皆様のご指導をいただきながら、引き続

き検討を進めていきたいと考えている。 
 
（廻座長） 
 ありがとうございました。それでは他にご意見のある方はいらっしゃるか。青木委員に

お願いしたい。 
 
（青木委員） 
 今回の総合特区制度を利用した通訳案内士制度の見直し（案）について全く異存はない

が、私なりの考えや、先ほど石井委員からもご紹介があったような昨今の状況、特に日本

以外における中国人観光客を取り込む姿勢と対応について実際に現場で感じたことを述べ

たい。 
 私は、留学生を日本の観光戦略に活用していくことについて、この検討会において一貫

して発言してきた。その背景としては、資料 5 の 1 ページにも書かれていたが、急増する

アジアからの旅行者にどのように対応するかが迫られているという事情がある。アジア言

語で対応できる通訳案内士が足りず、それをどのように補っていくかという課題が存在し

ている。また、日本国内の生産年齢人口が今後減少していくことが予想される中で、日本

経済を活性化するためにも優秀な留学生を取り込み、活用していくかという課題がある。

幸いにして、現在、アジア地域、特に中国から多くの留学生が日本に来ている。日本全国

では１３万人超の留学生が日本で学んでいる。約 65％がアジア地域からの留学生であり、

その多くは中国からの留学生が占めている。九州では約 1 万 3 千人の留学生がおり、アジ

アからの留学生は 9 割超という状況である。一方で、留学生が卒業後に日本で就職する割

合が非常に低くなっている。その理由としては、卒業後に留学生たちが活躍できる場がな

く、制度的な制約も大きいことが挙げられる。これは日本にとって損失である。留学生の

日本での就職率は約 10％にとどまっており、九州に至っては、0.5％にも届かない状況であ

る。それは留学生たちが日本で働くことを避けているということではなく、様々な法規制

があり、なかなか就職に結びつかないのが現状である。 
 そうした中で、総合特区ガイドのような制度ができれば、アジア地域から来日してきた

留学生たちが卒業後に観光分野で就職することで、日本経済の活性化につながるし、アジ

ア言語人材の不足を解消することにも貢献する。 
 さらに言いたいのは、日本のプレゼンスが低下していく中で、日本の国外で日本ファン

をつくることが非常に重要であり、日本に憧れて来日してきた留学生を活用し、その能力

を引き出し、日本を理解してもらうという意味でも重要なことではないかと思う。そのよ

うな可能性が生まれてきたことは大変喜ばしく感じている。もちろん、様々な課題がある

と認識しているが、それをひとつひとつ克服していく中で、しっかりとした研修プログラ

ムを組んで外国人としての立場だけではなく、日本に住む者として日本の魅力を伝えてい
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ける人を育てていく必要がある。 
 それに関連したことをお話したい。最近、香港・マカオを訪れる機会があった。そこで

20 代の日本人ガイドに会った。日本で観光分野の専門学校を卒業したが、なかなか活躍で

きる場を見つけることができず、マカオへ行くことにした。マカオで勉強して、日本人ガ

イドとして活躍されている。同じ日本人からきちんとした日本語で地元のことを案内して

もらえる安堵感というものを体験してきた。中国人観光客の皆様が日本に来られたときに、

中国の若者たちが日本の文化をきちんと伝えてくれるならば、中国人観光客の皆様にとっ

ても良いことなのではないかと自らの体験を踏まえ、そう感じた。人柄が良かったのはも

ちろん、ガイディングの中味もよく勉強していた。言葉の面でも日本人の日本語なのでと

ても安心することができた。きちんと教育し、留学生人材を活用してもらう意義は非常に

大きいと思う。 
 総合特区制度についてお尋ねしたい。日本全国で総合特区制度の申請を行なっている地

域数はどのくらいあるのかを知りたい。福岡はアジア・ビジネス総合特区を申請している。

その中でアジアからの観光客をどのように取り込んでいくかが大きな目玉になっている。

他の産業分野においてもいろいろと計画されている。広域での対応という意味も含めて、

総合特区制度への申請がどのくらいなされているのか教えてほしい。 
 
（廻座長） 
 ありがとうございました。留学生の有効活用という点については以前から伺っていたの

で、ご意見として承った。最後の方に質問のあった総合特区制度の申請数について事務局

に回答願いたい。 
 
（古屋専門官） 
 総合特区制度の申請数について正確な数字は持ち合わせていないが、相当数の提案が内

閣官房になされていると聞いている。提案のすべてが観光分野というわけではなく、産業

関係、まちづくりを始め、すべての領域について総合特区制度に関する提案として内閣官

房に出されている。昨夏、内閣官房に出された提案は、どのようなニーズがあるのかを政

府が把握するための手続きと位置付けられているようだ。総合特区法という法律が今回の

通常国会で成立・施行されると、正式に地方自治体より総合特区への申請がなされること

となる。したがって、昨夏の提案とこれから行なわれる正式な申請が内容的に全く重なる

とは限らない。参考数値になるが、昨夏の提案数としては数百の提案がなされたと聞いて

いる。観光分野の提案がどの程度含まれているかは把握していない。総合特区法が成立す

ると、観光分野も含めて相当の申請が地方自治体からなされるのではないかと想定してい

る。 
 
（廻座長） 
 ありがとうございました。では他に意見はあるか。 
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（藤井委員） 
 ボランティアガイドの代表としての立場で発言したい。今回の総合特区制度を利用する

という話は自分にとっては唐突な印象を受けた。全国規模で新ガイドの制度を創設し、も

っと多様なニーズに応えた対応ができるようにという流れであった。島﨑委員が話をされ

ていたが、緊急避難的な対応ということであっても、制度としてひとつ出来上がると、そ

れが根付いてくると思う。次のステップに移る際に、いろいろと問題が起きるのではない

かと懸念がある。最も大事なことは、緊急避難的な対応であっても、これまで議論してき

たことは活かすということを明確にしておくことである。 
 次に申し上げたいことは、やるのであれば早くやった方がいいということである。そし

て実施方法、提案の仕方などを早く示すことが必要である。 
 さらに、総合特区制度を申請する場合、地域ごとに考え方が異なると想定されるため、

どこかのタイミングでしっかりとリーダーシップをとって、統一化する作業が必要ではな

いか。そういうときには国の関与が重要になる。以前、国がガイドラインを作成し、研修

を支援するというような説明があったと記憶している。それと同様にきちんとリーダーシ

ップを発揮していただきたい。 
 最後に質問であるが、総合特区制度の申請の単位はどのようなものがあるのか教えてい

ただきたい。 
 
（廻座長） 
 ありがとうございました。基準のつくり方や質の担保を確保する方法、総合特区制度の

申請単位について何点か質問があったので、事務局から回答をお願いしたい。 
 
（古屋専門官） 
 我々も藤井委員と同じ問題意識を持っている。様々な制約の中で、これまで積み上げて

きた議論を踏まえて実施していくという観点から、総合特区制度を利用した通訳案内士制

度の見直しを行なうという方向で調整をしている。これが現在採りうる最良の方策である

と考えている。今後、質の確保をどのようにしていくのかという点については、総合特区

法全体の構成もあるので詳細を具体的に述べることはできないが、少なくとも質の確保と

いう点では我々も最低限のベースラインは確保しなければならないと考えている。総合特

区制度を利用する中で問題点を把握し、できるだけ早期に全国展開に結びつけていきたい。 
 最後に総合特区制度の申請単位について質問をいただいた。各都道府県が単独で申請す

ることもできるし、隣県同士で共同申請することもできる。市町村が単独で申請すること

も可能であり、隣接する市町村が共同で申請することもできるという方向で調整を進めて

いる。地域と言ったときに、都道府県や市町村といった区域があるが、複数の区域で共同

して申請することも可能となっている制度である。 
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（和田課長） 
 今、古屋よりご説明したとおりであるが、少し補足をさせていただきたい。この場では

全国展開を前提に議論をさせていただいてきた。国土交通省として法律改正を要請し得る

数には国会の開会期間を考えると自ずと限界がある。今の国会情勢の中で、前回の国会か

らの様々な重要施策に関する積み残し法案がある。したがって新しい施策をそこに組み込

むことは難しい状況であり、確実に提出される総合特区制度を活用したいというのが我々

の考えである。ただし、この検討会で議論したことを先送りするつもりは毛頭ない。法案

を提出できる機会を得られれば、確実に提出できるように努力したい。今回、総合特区制

度を活用するのであれば、そこで得た知見を法案の中に入れ込んで対応していきたい。 
 もう 1 点、質の確保について皆様よりご意見をいただいた。総合特区制度の活用につい

て議論する中で、質の確保について考慮する必要はないのではないかという意見もあった。

研修事業は要らない、誰でも自由に特区の中でガイドをできるようにすればよいという意

見もあった。しかし、一定の資質管理は必要であり、少なくとも研修を修了していただき、

日本や地域について正しい知識を得た方々にガイドをしていただく必要があるのではない

かと我々は主張し、現在もその方向で調整中である。以上のような経緯があった点もご承

知いただきたい。 
 
（廻座長） 
 ありがとうございました。最初は法案をいつ出すかということを検討していたが、今は

総合特区制度の活用を検討している。現実的な選択ではないか。また、総合特区制度とい

うものが本質を必ずしも歪めるものではなく、特区制度で先行実施することで全国展開す

る前に予め課題を把握できると考えることもできる。それでは他にご意見はあるか。 
 
（中西委員） 
私共は観光庁と連携し、海外からのお客様を増やすための専門的実行機関として、誘致

活動やインフラ整備にあたっている。そうした中で、訪日外国人旅行者数は、2010 年 11
月までの累計で約 796 万人に達し、年間では此れまで最高だった 2008 年の 835 万人は超

える見込みであるが、目標としている 1000 万人には及ばない見通しである。然しながら、

政府の成長戦略では、海外からの訪日客を 2013 年に年間 1500 万人、2016 年には 2000 万

人とすることを目標としており、今後その数を急激に伸ばしていくことが求められている。 
 一方、わが国周辺に目を向けると、石井委員が発言されていたように、台湾においては、

中国人旅行者が急速に増えており、韓国を訪れる外国人旅行者は 2009 年には日本を超えて

いる。このように各国とも、インバウンドを国家の成長戦略の一つとして捉えており、国

際間の競争は一層激しくなっていくものと考えられる。この点から日本としても、通訳案

内士制度を含め、受入体制を整備、拡充していくことは、デスティネーションとしての魅

力、競争力を高めていく上で急務である。実態を見据え、これまで議論してきたことを実

行に移すときが来ている。今回事務局から、諸事情を考慮し、総合特区制度を活用し、通
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訳案内士制度の見直しを行ないたいとの御説明があったが、この為の手段として、理解出

来る。但し、施行にあったっては、色々と課題が出てくると思うが、これらの課題につい

ては、具体的な制度、運用を検討する過程で、夫々の特区で各地域の問題を整理、把握し、

きちんとした仕組みにしていけばよいと思う。 
私個人としては、このような見直しがあっても、通訳案内士の重要性は変わらないと思

う。全国をカバー出来、広い知識と深い専門性を持った通訳案内士の方々は、訪日外国人

客をもてなし、デスティネーションとしての日本の魅力を理解してもらううえで、今後と

もキーとなる存在であり続けると考える。その為にも、通訳案内士や通訳案内士団体の方々

には差別化のための研鑽、研修をお願いしたいし、通訳案内士の方々がもっと活躍できる

仕組みを、関係する皆様で作っていけたらと思う。今回の見直しが、日本の観光を活性化

し、最終的には観光を梃子に、地方経済を活性化し、雇用を増やす方向に結びつけていく

契機になればと思う。地方も業界も日本のブランド、日本の魅力を向上させ、守るという

観点から、お客様目線で質の担保に注力すべきで、それを忘れてしまっては、継続的に訪

日外国人客を増やしていくことは不可能と考える。新たな制度を施行するに当たっては、

質の確保を担保することを是非考えて頂きたい。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。質問ではなくご意見ということでよいか。貴重なご意見に感

謝する。 
 
（三瓶委員） 
私は試験委員の立場で参加させていただいているので、その観点からもお話をしたい。 

 総合特区制度の活用は今までの議論の中にはなく、今回初めて話題になったことだと思

う。こうした制度の活用はいわば社会実験であり、今までの議論の成果を実現に移すきっ

かけにもなろう。早急な実現を図るための一つのチャンスかもしれない。総合特区とは、

各提案者からの特区における目的、方針、コンセプト、実現の方策などが主体的に提案さ

れ、それが審査されたうえで特区として認められるものだ。これまでこの検討会では全国

レベルの通訳案内士と各地域における新ガイドの二種類が検討されてきたが、今回新たに

期待さられている主体的な特区提案の中では，新ガイドがさまざまに異なった形を取り得

る危惧を感じる。すると、先ほどから述べられている質の確保の観点では、各地域のばら

つきや格差が拡大することも考えられる。例えば、あるグループが、観光であれ、ビジネ

スであれ、1 つの特区内で行動して帰国するのであれば問題は少ないが、特区から特区へと

地域間移動が発生する場合もある。その際は、特区により異なる質やレベルの通訳ガイド

にあたることも予想され、当然に比較をされることになる。そこでは日本の態勢に対する

不信感が生まれないとも言えず，日本全体のマイナスの印象につながる可能性がある。 
 質の確保は先ほどから何度も出ていることで、再度申し上げる必要はないと思うが、地

域間のばらつきがあまりに拡大しないように，差違を多少なりとも平準化するための指針
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を観光庁から示すことがあっても良いのではないか。通訳案内士の資格とはこういうもの

で、こうしたことができることが望ましい、ということを提唱者、自治体等に示していた

だき、その延長線上で規制緩和を進めた場合でも、この程度のレベルが確保されるべきで

ある、というあり方を関係者で共有しておくのがよいと思う。 
 これまで外国語に関わる唯一の国家試験である通訳案内士試験は，難関と言われてきた。

新制度が導入されて新ガイドが誕生することになっても、新ガイドの方々が活躍しながら

業務経験を積み、スキルアップを目指してほしい。その最終目標として通訳案内士試験に

チャレンジしてほしいということはこれからも大いに宣伝し、さらなる受験者確保をして

もらいたい。 
 もう 1 つの受験者増大策の例を挙げよう。外務省の外郭団体で、社団法人 国際交流サー

ビス協会という組織があり、世界各地の日本大使館、領事館等で業務をサポートする在外

公館派遣員の選抜業務を行っている。外国語を学んでいる学生諸君にとっては非常に魅力

的な制度であり、こうした情報を彼らはよく把握している。一方で、残念ながら通訳案内

士試験に関する情報はほとんど得られていないのが現状である。外国語を集中的に学んで

いる学生を中心として、スキルアップのチャンスを活用するために受験者が若い世代から

も増加するような方策をお願いしたい。 
 業務経験を積んだ新ガイドの方々のスキルアップのための通訳案内士試験受験と，若い

世代への受験誘導という二方面作戦で受験者の確保を行なう必要がある。裾野が広くない

と山も高くならないのであり、受験者が多くなることではじめて質も向上する。 
また、今後の状況によっては、通訳案内士試験制度をどのように存続するべきかという

議論もしなくてはならないだろう。現下の国会情勢を考えると迅速に法改正ができそうも

ない。しかし通訳案内士法を改正せずとも、現在の通訳案内士試験の出題ガイドラインを

見直すことで、試験の形式や方法をあるべき姿に変えていくことは可能であろう。また選

択と集中というキーワードの下に、手作業による採点という労力を無駄に使っていないか

ということも検討し直したい。マークシートによる試験と手作業で採点を行なう記述式試

験とを組み合わせて、より実質的で意味のある試験方法にすることは、以前から急務だと

考えていたが，これは法改正には関係しないので、早急に検討する必要があると思う。こ

の検討会が終了すると、次は試験の内容や形式，方法等に関する問題を議論することにな

ると思われるので、ワーキンググループなどでの検討が早速スタートするのがよいと考え

る。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。質の担保は各位委員からも出ていたが、地域におけるばらつ

きをどのように防ぐかということだと思う。知識のばらつきというのはあるとは思うが、

ホスピタリティやマネジメント、語学力はばらつきがあっては困る。裾野を広げることが

大事だという話があった。最後に、通訳案内士試験について、どのように考えているのか。 
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（古屋専門官） 
貴重なご意見に感謝申し上げる。裾野を広げるということにも関連すると思うが、試験

制度を今後どうするかは大きな問題だと認識している。いま現在は、通訳案内士制度の改

正に注力しているため、試験制度についてまさに取り組みが進んでいるというわけではな

いが、総合特区制度を活用していくという方向性で制度改正に目処が立ったならば、次は

試験制度の中身、形式、実施方法等の見直しについて、先生のご指導を仰ぎながら検討し

ていきたいと考えている。 
 
（廻座長） 
ありがとうございます。山田委員と辻村委員には最後にお願いをしたい。まず業界から

お願いしたい。砂原委員に伺いたい。 
 
（砂原委員） 
あえて異論はない。業界としては賛成とお答えする。 

 
（廻座長） 
ありがとうございます。それでは今西委員お願いする。 

 
（今西委員） 
今までの検討会で議論が相当深まっているが、旅行会社の立場から考えると、質の問題、

数の問題、いずれも重要である。国が 3000 万人を目指す中で、アジアからの訪日客が数と

しては圧倒的に必要である。一方で、欧米からの訪日客は数は少なく、今後も大きな伸び

は期待できないかもしれないが、質の確保の面では非常に重要である。特殊言語であるロ

シア語やフランス語、イタリア語、スペイン語の通訳案内士の数が足りていないというこ

ともあるが、それ以上に、歴史伝統文化に興味関心がある方々が数多くいらっしゃってい

る中で、「通訳案内士を必要としない」といっている海外欧米のエージェントも出てきてい

る。現地のツアーリーダーがそれなりの説明をするという前提があるが、これだけ日本の

国、自治体、業界団体が充実した研修をやっている中で、ただ単に訪日旅行コストを削減

するためだけに、「通訳ガイドは不要である」という動きが出ていることに旅行会社として

は非常に危惧している。もっと通訳案内士が重要な役割を果たしているということを説明

することが旅行会社側にとっても義務であると考えている。先ほど、APEC の観光大臣会

合で、通訳ガイドの日野さんに対する感謝状の話が出ていた。これは氷山の一角かもしれ

ないが、各方面で感謝状を出されるほど重要な役割を果たされている通訳案内士の方々の

存在が決して軽視されることのないようにしたい。その中で、いままで議論が交わされて

きた地域側からの総合特区申請については、非常に期待している。北海道や九州は地理的

条件でアジアからの旅行者が増加すると考えるし、北海道完結、九州完結というツアープ

ログラムが当然出てくる中で、そこには数が絶対的に足りないというのは分かる。その一



 18 

方で京都や奈良、広島等、世界遺産が非常に多い地域を目的としてやってくる欧米を中心

とした客層は、一箇所限定でというツアーは非常に少ない。ゴールデンルートだけならず、

東京を出発して全国を回るツアーが多いことから、旅行会社としては、全国をカバーでき

るナショナルガイドが依然として重要であると考える。次回以降に向けて検討課題の中で、

総合特区制度がどうなるのかについて期待はしているが、その一方で観光庁としてどのよ

うなガイドラインが示されるか注目をしている。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。確かに欧米からの旅行者が増えている。この間、日光にいっ

たら欧米人ばかりであった。やはり、文化に興味を持っているので、通訳案内士の方の役

割は非常に大きい。ナショナルレベルのガイドの役割は大きい。マンダリンオリエンタル

の角田委員にお願いする。 
 
（角田委員） 
ホテル業に従事している者の立場から発言したい。私どもは、通訳案内士にお仕事をお

願いする立場であるので、あらゆる地域に質の高い仕事をしていただける通訳案内士がい

らっしゃることがなによりもありがたい。外国人ゲストが東京から他に行かれる場所とし

ては、京都が最も多く、あとは大阪、高山、冬であれば北海道にスキーに行きたいという

方も多くいらっしゃる。各地で外国語のできるガイドさんをお願いできるというのがあら

かじめわかっていれば、ホテルとしては大変ありがたい。ただ、本当にお客様に満足して

いただけるガイディング、語学、ホスピタリティ、トラブルがあった場合に対応できる能

力をお持ちなのか、などの不安も今の時点ではあるので、しっかりとした研修の実施をお

願いしたい。ガイドさんが特区の中で、その場所の案内のスペシャリストとして、その土

地で生きていくというのは素晴らしいことだと思う。ただ、国家資格をとることは自分に

とっても、またお客様に安心感、信頼感を与えるという意味でも、有意義なものであると

いうことを感じるような差別化もご検討されると良いかと思う。 
これから先、さまざまな国からの観光客が増え、個人旅行でもあらゆる方がいらっしゃ

るであろう。通訳案内士が、こういうことをお客様にお話したいと前もって念入りに準備

したところで、素直に話を聞いていただけなかったり、思い通りに物事が進まなかったり

ということがこれまで以上にあるかもしれない。先日は中東の大富豪のご子息が秋葉原で

買い物をし過ぎて、結局、重量制限を越えて航空会社に超過手荷物料金として 35 万円も支

払うなど、予想外のことをなさる方もいらっしゃる。さまざまな予期せぬ出来事が起こっ

ても対応ができるように、広い心を持ち、キャパシティやフレキシビリティ、もちろん十

分な語学力を持ったガイドの方々を、観光立国日本を盛り上げて行くために育成されるよ

う、国にももっと力をいただきたい。また九州出身者としては大都市のみならず地方の素

晴らしさを海外にもっと発信していただきたいとコメントさせていただく。 
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（廻座長） 
ありがとうございます。地方のプロの人を育ててほしいとのご意見だった。それでは山

田委員に発言をお願いする。 
 
（山田委員） 
昨年の 6 月から何度も検討会を開いてきたが、国の方針としては 3000 万人を視野に入れ

て、非常にアジア言語のガイドが足りない、ガイドの質を高めたい、という２つの線に沿

って進んできた。総合特区という話が突然入っていってきて少し話しが変わってきた。変

わっていないことは、アジア言語が不足している、これからも不足するということである。

では不足していると言われている状況で、現在ライセンスを持っているアジア言語のガイ

ドは仕事が手一杯なのか。その確認はしていない。アジア言語のガイドたちは仕事がない

のである。そのため不足しているという言葉は間違っている。では、アジア言語のガイド

の研修をしたか、人材育成をしたか、一切していない。しかし、アジア言語は大切だとい

う、他国に負けてしまうという、矛盾した発言を多くの方がしているが非常に気になって

いる。アジア言語のガイドは仕事がない。アジア言語の方の経済活性化、雇用拡大とこち

らの資料に書いてあるが、一生懸命勉強をして資格をとった方たちに仕事がない、その仕

事を留学生に与えるという発言も気に入らない。質を高めるというならば、アジア言語の

有資格ガイドを育ててほしいと思う。そして活用してほしい。料金等のさまざまな問題が

あるが、まだ政府間での招聘ツアーなど交換プログラムがあるので、そこで日本人や在日

の方を含めて活用されるように、国としてしっかりとした活用方針を立ててほしい。総合

特区については、地域にライセンスガイドが不足しているということで、新ガイドの導入

をすることに対して理解はできる。しかし、ゴールデンルートの中で、関西広域連合とい

うのは、通訳案内士がたくさんいる地域である。京都、大阪、兵庫、和歌山、奈良くらい

まではたくさんいる。関西広域連合がライセンスガイドに目を向けず固有のガイドをつく

りたいというのは、たぶんアジア言語の方が多くなると思う。 
中国人や香港の方などを受け入れて、その人たちが口コミで次々入ってくるような形で

アジア言語の総合特区のガイドをつくるということを容認するのか。やはり、経済活性化、

雇用拡大が目的であれば、日本の人材を将来のためにも、また、アジアの国々との交流や

コミュニケーションを図るためにも、アジア言語に優れた人材を育てるという国の姿勢が

必要だと思う。アジアの方ばかりに頼る必要はない。日本人が勉強してできないことはな

いと思う。 
それから、観光庁の方で先ほど、新ガイドまたは総合特区のガイドが経験を積み、最終

的に通訳案内士の国家試験を受けて欲しい、と PR したいとおっしゃっていた。この総合特

区制度がどのように実施されるかはわからないが、これが主流になってしまったならば通

訳案内士の資格の魅力がなくなってしまうと思う。現在、私たちは大手の旅行会社から仕

事を受けている。大手の旅行会社が全国周遊ツアーを多く販売している。私たちが知るそ

の旅行会社の数は 20 社以下だと思う。新ガイド、留学生、大学生等にどんどん資格を取ら
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せても、資格を取った人に仕事がなければ、有名無実となる。そうするとまた通訳案内士

制度は機能していないという意見が出てくる。業界が有資格者を認め、活用していくとい

うのが、有資格者の質を高めることになると思う。資格を取っても経験がなければうまく

はならない。 
先ほど、ナショナルガイドと地方だけのガイドをしている地方に詳しい人と分けておっ

しゃっていたが、ナショナルガイドが地方のことを知らなくてよいかというと、そういう

ことはない。東京に住んでいるナショナルガイドである通訳案内士は、高山などの地方を

周るときに、それぞれの地域について深く勉強しようとしている。ナショナルガイドでは

なく、地方に住んでいる特区ガイドや新ガイドに詳しく地域のことをガイディングしても

らったほうが良いというのはおかしいと思う。有資格者は一生懸命勉強し、下見をし、様々

なセミナーにも自費で参加している。インターネットも活用して情報収集している。地方

に関する知識も持っており、地域のことはナショナルガイドである通訳案内士より特区ガ

イドや新ガイドを優先的に考えるのは偏見だと思う。また、通訳案内士の有資格者には女

性が多いので、宿泊ができない方が多く、泊りがけの業務を行えない方がいる。そのため

自分が住んでいる地域内で仕事をしたいと考えている。ライセンスを取っている方が、全

員が全国を周るということを前提として通訳案内士になっているということはない。そう

した事実認識がないのではないか。 
今後も、訪日外国人旅行者が増えることは認識している。私たちも一生懸命やっている。

本検討会に基づいた新ガイド制度や総合特区など様々な形でシステムができても、日本が

観光立国を打ち出して、観光を重要視し新成長戦略の一つと位置づけるのであれば、信念

とその信念に基づいた揺るぎのない方針を持って、どんなシステムができたとしても、そ

ういう方向に持っていくという確固とした明確な信念を持って観光行政を推進してもらい

たい。 
 
（廻座長） 
観光庁にお答えいただく点はあるか。 

 
（山田委員） 
方針と信念について、意気込みを伺いたい。 

 
（和田課長） 
 通訳案内士の皆様には重要な役割を果たしていただいてきた。これからも重要だと思っ

ている。通訳案内士のニーズにお応えできるように、我々も先ほど研修などの予算の話し

をさせていただいたが、取り組んでいきたい。仕事が十分に来ないのではないかという点

に関しても議論を深めていきたい。正直申し上げて、山田委員にいろいろとご指摘をいた

だいたが、現に通訳案内士がいない地域やサービスに十分に応えられていないという点に

ついては皆様のご意見を伺う限りそういう点があることは認めていただきたい。こういっ



 21 

た点についてどうしていくかも併せて考えていく必要があると思う。通訳案内士の方々、

特区制度の認定ガイドの方々、ボランティアガイドの方々の力を合わせて、訪日外国人旅

行者の増加を目指し、また対応していくという点については、我々は揺るぎない信念に基

づいて取り組んでいきたい。 
 
（山田委員） 
もう一つ発言してもよいか。先ほど、今西委員がおっしゃっていたように、欧米言語の

中でも、中国や韓国のスタイルを真似して、日本の観光ガイドはいらない、出発地から随

行する添乗員が日本国内を案内するスタイルが欧米にも伝わってきている。旅行会社にも

もっと説明義務があると思うが、やはり外交ルートを使って、有資格ガイドである通訳案

内士を活用するようにしてほしい。ロシア語でもドイツ語でも添乗員がガイドを行ってい

る。中国等のアジアの人たちは、日本人は言語が下手であることをその理由としているが、

だんだんそうなってくると、日本人の通訳案内士の雇用拡大には全くならない。その点も

力を入れていっていただきたい。 
 
（廻座長） 
以上の発言を踏まえて宜しくお願いしたい。 
 

（砂原委員） 
私もインバウンドの旅行会社の代表をしているので、一点誤解のないよう申し上げたい。

山田委員のご発言を 100％受ける立場ではないが、現状をご説明申し上げる。確かに、おっ

しゃったような状況はあるが、インバウンドビジネスは日々変化している。今、業界の潮

流として、団体旅行から個人旅行への流れが急速で、ニーズが非常に多岐に亘っている。

ガイディングとインタープリテーションの境目がなくなってきていることも事実である。

欧米もアジアも含めて、添乗員と称される方が、日本でガイディングをされているのかイ

ンタープリテーションをされているのかは分からないが、そういうニーズが現実に世界各

地で起こっていることも事実である。この大交流時代の中で、日本各地にいろいろな方々

が来られるわけであり、ナショナルレベルのガイド、リージョナルレベルのガイド、ある

いは総合特区の中である特定分野について非常に深い見識を有する方がガイディングある

いは通訳を行う。いろいろなお客様のニーズにあった選択肢があってよいのではないか。

そういう選択肢がなくて、ある一つのものに固定しようという流れではないこと、現実的

にそのようなケースが頻発していることをご認識いただきたい。 
 
（廻座長） 
ありがとうございます。世の中のサイクルも短くなって、変わるスピードも速くなって

いる。では、最後に辻村委員にお願いする。 
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（辻村委員） 
まず今の制度が現状に合わなくなっていることは、この検討会のスタートの時点から、

この何十年か、あるいは自分が通訳案内士になったときからもずれがあったのだと思う。

これだけ急激に外国人旅行者が増加し、制度が合わなくなってきている。ただ、この制度

改正がしばらくないということになると、現状では通訳案内士法が存続しそれを守ること

も国の役割になると思う。罰則も付いているし、通訳案内士法が改正されるまでは存在す

ることはしっかりと認識してＰＲしてほしい。また、砂原委員からも発言があったが、個

人旅行客が増加していることは現実のことであり、本日の新聞に大きく取り上げられてい

たが、ＱＲコードのマークが付いていればいろいろな情報が得られて個人旅行はできると

いう状況が生まれており、ある特定の場所、施設等についてだけガイドがほしいというニ

ーズをカバーしなくてはならない。また山田委員がおっしゃった 20 社ほどの旅行会社が周

遊型（スルー）のツアーを行うということは今後も存在する。その仕事に質の高いナショ

ナルガイドが対応していくことも必要だと思う。そのためにはナショナルガイドの質の向

上はやっていかなくてはならないと思う。 
もう 1 点、山田委員が発言されたが、アジア言語の通訳案内士の育成は、絶対に何らか

方法を考えてほしい。先ほど、三瓶委員からなぜ大学にＰＲしないのかという発言があっ

た。アジア言語の教育は日本全国いろいろな大学で行っている。その中で、通訳案内士の

意義、言語を使って仕事ができるのだということをもっとＰＲしていく必要がある。青木

委員からいつも留学生の活用をしてほしいという話があるが、在学中に活用するわけでは

ないと思う。卒業をするまで学業をし、その後、就職をする道をつくるということをまと

めて表現すると、「留学生の活用」ということになってしまうのであるが、その内容は現在

の留学生が勉強しながら、ボランティアまたは有償でガイドをするのではなく、日本が好

きで日本で就職したいという留学生の就職の場を確保していくということだと思う。これ

は絶対にやっていく必要がある。 
特区制度が動き出すということなので、スピードを持って対応していくことも必要だと

思う。旅行会社が、今までのツアーの中に特区制度を有する地域を盛り込めるかというと

それはなかなか難しい面もたくさんあると思う。その中で、質の確保をするのも、まだガ

イドラインもできていない中で、かなり難しいと思う。ガイドラインをつくりながら、本

当に認定ガイドしかできないのか、特区の中でどのようにするかはぜひ早い段階で方向性

を出してほしい。今、この会議が行われたことによって、通訳案内士の周囲では、もう通

訳案内士制度はなくてもよいという風潮が醸し出されている。あるいは、海外の旅行会社

や添乗員にもこのような風潮があるが、それをどのようにして、新ガイドや特区制度につ

いても議論されている中で、通訳案内士の法律があり、資格がなくてはいけないというこ

とを、国を挙げてＰＲしていく必要がある。我々もしっかりと伝えていかなくてはならな

い。質の向上も含めて、この検討会のあり方が今後問われると思う。 
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（古屋専門官） 
辻村委員の貴重な発言を受けて、一言だけ発言させていただく。今進めている総合特区

制度のガイドではなく、通訳案内士になるための研修も行っていきたいと考えている。先

ほどの三瓶委員からのすそ野を広げるという発言にもつながる点だが、決して総合特区制

度で問題に決着がつくというわけではなく、メニューを拡大するということである。既存

の通訳案内士法を制度として所管していることも辻村委員のおっしゃるとおりであり、ナ

ショナルガイドとして育成をしていくという中で、すそ野を広げるための通訳案内士にな

るための研修もしっかりとやっていきたい。また、大学へのＰＲという点も、今まで広報

を行ってはきたが、学生へのＰＲを含めて、新しい広報のやり方や方策を考えていきたい

と思う。 
 
（辻村委員） 
ご回答、ありがとうございました。観光庁ができてから、通訳案内士のあり方について

研修について、力を入れていただいていることには重々承知している。研修が国で行われ

たことはかつて全くなかったことであった。税金を使って、大きな金額をかけて、通訳案

内士の存在、研修の必要性についてＰＲあるいは実施していただいていることについては

大変感謝している。それを評価すると共に通訳案内士一人一人が個人事業者でありＰＲ媒

体であることも認識しなくてはならない。質の向上は一人一人にかかっているが、今まで

これだけの予算を付けて新年度に増枠が入っているわけなので、期待したいと思う。 
 

（廻座長） 
 ありがとうございます。議論白熱で、非常に中身のある検討会になったと思う。最後に、

お客様の種類も求める内容も変わってきている。逆に言うと、本当に丁寧な通訳案内士の

方の需要もあると思う。質の高いお客様もいるので、そのようなお客様も狙っても良いの

ではないか。 
まだ言い足りないことがあると思うが、それについては直接事務局のほうにお願いする。

議事はここまでとし、進行を事務局にお返しする。 
 
（井上課長補佐） 
どうもありがとうございました。本日の会議の議事録は委員の皆様にご確認いただいた

上で、観光庁のホームページにて公表させていただく。また、次回の検討会を最終とさせ

ていただく。日程は、3 月 25 日（金）13:00 より本会議室にて開催させていただく。最後

に、観光地域振興部長の田端よりご挨拶申し上げる。 
 
（田端部長） 
新年早々お忙しい中、誠にありがとうございます。 
本日、内閣改造が行なわれ、国土交通大臣が変わる。来年度も引き続き観光立国戦略が
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重要な成長戦略であるという認識になっていくと思う。また、力強く推進していくために、

我々も観光業界や地域活性化に取り組まれている方々の熱意を伝えていきたいと思う。 
総合特区の仕組みは、国会の情勢により、今、このような手段で進めていかざるを得な

い。ただ、内閣全体での重要法案で国会を突き進んでいくということである。従来からご

議論いただいている通訳案内士の中間報告での方向性のステップにしていきたいと考えて

いる。特に、地域での活性化、地域での雇用を充実したいという流れから、地域の取り組

みを引き出すということが今の内閣の重要方針であるため、意欲のある地域が出てくるこ

とになる。地域の雇用や元気をどんどんかき出していくことが重要だと思う。観光で地域

を活性化したいという熱心な地域が、外国人旅行者に、どのように自分たちの歴史、文化、

産業を丁寧に正確に伝えていくかを真剣に考えている。その流れで、良い仕組みをつくっ

ていきたいと思う。 
留学生の就職について、なかなか地域において就職がないという事情がある。東京や大

阪に集中してしまっている。地域の雇用をどのように充実させるかが、現内閣の重要方針

なので、ビザも含めて留学生のその後の日本での活動・活躍の場について、難しい課題も

あるが、いろいろと教えていただきながら考えていきたいと思う。 
本日はありがとうございました。引き続き宜しくお願いする。新しい大臣の下で、新た

に、力強く事業を進めていきたい。 
 
（井上課長補佐） 
これをもって、第 8 回通訳案内士のあり方に関する検討会を終了する。本日はありがと

うございました。 
 
（閉会） 


