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開会 
 
（井上課長補佐） 
 ただ今から第９回「通訳案内士のあり方に関する検討会」を開催する。本検討会を最終

討議とさせていただく。まず始めに、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により

被災された皆様に対してお見舞い申し上げる。本日は、このような状況にもかかわらずお

集まりいただきました皆様に御礼申し上げる。 
 観光庁地域振興部観光資源課の井上が司会を務めさせていただくので、よろしくお願い

したい。開会にあたり、事務局を代表して、観光庁長官の溝畑宏よりご挨拶をさせていた

だく。 
 
（溝畑観光庁長官） 
 まずは、このたびの大震災によりして亡くなられた方々に対し、お悔やみの言葉を申し

上げる。また、被災され、避難所で将来に対して必死になって日々戦っておられる被災者

の皆様に対し、お見舞いの言葉を申し上げる。 
 また、皆様にまず感謝の気持ちを申し上げたいのは、私は、こういう状況にはなってい

るが、日本という国はこんなことで下を向く国ではなく、日本の持っている底力を見せな

くてはならない。そして今、道を歩いていてもバスに乗っても、お互いに声をかけ合うよ

うになっていることを感じる。日本人の持っている、コミュニケーション、絆、そして思

いやりというもので、非常に新しい国をつくるという思いで、この１億 3,000 万、みんな

が力を合わせて国を元気にしていく。この復興にあたって、観光は大変重要な役割を担う

と思う。被災地域の方を元気にし、日本全体が元気になる。世界に対して感謝の気持ちを

伝える。まさに観光はこれから復興にあたって国を背負って立つ、私どもとしてもそうい

う気構えで日々、国の関係省庁、地方自治体、民間の皆様、ＮＰＯの皆様と一体感をもっ

て臨みたい。 
 そういう中で、通訳案内士団体 15 団体の皆様が連携をとっていただき、訪日外国人に対

し通訳ボランティアという形でいち早く決議いただき、アクションを起こしていただき、

まさに観光に必要な思いやり、そして日本を元気にする、日本を背負って立つというその

気概に、大変感謝申し上げる。そういう皆様に対し、観光庁を代表いたしまして感謝の気

持ちを申し上げたい。 
 今後、この原発、そして津波の影響がどこまで残るか定かではないが、10 年後、20 年か

けて 3,000 万人を達成するというのは、これは全く揺るぎない目標であると、日本の底力

でいけば間違いない目標であると考えている。そういうときに、皆様の役割は極めて重要

であると思っている。 
 一昨年６月以降、本検討会の場で議論をさせていただいた。その中で、通訳案内士を確

保するという話の中で、通訳案内士がまだまだ足りず、それを補完するという意味で総合



特区の法案をこのたび閣議決定させていただいた。そして、これを今国会に提案すること

としている。これは、あくまで一歩であり、世界に誇れるような体制をつくるには、皆様

の役割はますます重要であると思っている。 
 今後、いろいろなことがこれから起こるだろうと思う。ただ、皆様に申し上げたいのは、

観光立国という旗は微動だにせず、不動のものであるということである。これからより一

層観光の役割は重要になる。人に喜びや幸せを与える。まさに観光の出番である。ぜひそ

ういう意味で、我々、被災地域の方に元気を与える、日本を元気にする使命を背負って、

皆様と一緒に戦っていく。 
 今回、こういう服装をしているが、知り合いが被災者という形で３人亡くなった。１人

は、３日前に電話でやりとりした仲間であった。そういう人間の思いも踏まえて、いつ命

を失ってもいいというぐらいの気持ちでこれから一日一日、日本のためにみんなで頑張っ

ていく。 
 本当に皆様に御礼申し上げる。皆様の思いに応えられるよう、我々は頑張りたいので、

今後ともよろしくお願い申し上げる。 
 
（井上課長補佐） 
 溝畑長官は、次の公務が控えているので、この場で退席させていただく。本日のご出席

者は委員名簿をご参照願いたい。青木委員、出野委員、定保委員、及び永井委員、並びに

藤井委員がご欠席である。代理出席については、永井委員の代理には、京都市産業観光局

観光部観光振興課担当課長、柿沼様にご出席いただいている。なお、代理の方がいらっし

ゃらない欠席委員の皆様からは、本日の議事について座長の一任とする旨のご連絡をいた

だいている。 
（配布資料の確認） 
以後の進行を廻座長にお願いする。 

 
１．議事 
（廻座長） 
 この期末のお忙しい中、またこのような震災の直後という時期をお運びいただき、御礼

申し上げる。説明資料にあるとおり、唯一の議事である、通訳案内士制度のあり方に関す

る報告書について、事務局より説明願いたい。 
 
（和田課長） 
 お手元の「通訳案内士制度のあり方に関する最終報告書（案）」という資料に基づき、説

明をさせていただきたい。 
 黒い字で書かれた部分については、昨年の７月に皆様に了解をいただいた中間報告書で

ある。こちらを赤い字で直させていただきながら、最終文案とさせていただきたいと考え



ている。 
 まず２ページからご説明する。前提とする環境、状況については中間報告書と同じであ

るが、確認を兼ねて簡単に触れる。 
 １つ目の柱である、訪日観光の推進と通訳案内士の関係についてである。（１）訪日外国

人旅行者受入推進の重要性であるが、これは政府全体の新成長戦略や国土交通省の成長戦

略において、観光立国に向けて取り組んでいくということが書いてある。 
 （２）通訳案内士の意義であるが、通訳案内士の皆様はとても重要な役割を果たしてい

ると認識している。旅行先の観光ガイドが、外国人旅行者の印象形成に与える影響という

のは非常に大きく、昭和 24 年に通訳案内業法（通訳案内士法の前身）が制定されて以来、

我が国の国際観光の発展に重要な役割を果たしてきたということを書かせていただいた。 
 次頁では、その意義については今後も変わらず、むしろ訪日外国人旅行者を 3,000 万人

にするというような状況の中では、その重要性はさらに高まると考えている。 
 ２つ目の柱であるが、通訳案内士制度を取り巻く状況の変化について、何点かに分けて

整理をさせていただいた。 
 （１）我が国における国際化の進展についてである。①には、訪日外国人旅行者数が格

段に増加しているということについて書いている。 
 ②では、我が国における日本語の言語障壁についても大きく緩和されている点について

触れている。日本での外国語教育も進んできたし、また、日本に外国人留学生も多数来ら

れているということが書いてある。 
 （２）であるが、外国人旅行者の訪日旅行スタイルの変化についてである。①では、従

来は団体旅行が中心であったが、最近では個人旅行にスタイルが変化したということを書

いている。 
 次頁（４ページ）では、さまざまな日本の文化、または日本を体験するような体験型の

観光ツアーが人気を集めているということを書かせていただいた。それから、秋葉原に象

徴されるようなポップカルチャーや産業観光、現代建築のような専門的な分野のツアーに

ついても触れている。 
 ②では、アジアからの観光客が激増していることについて書いている。韓国・中国・台

湾・香港、といった国・地域からの旅行者が全体の７割を占めている。 
 ③では、日本の地方部にもたくさん訪れるようになってきたという変化について触れて

いる。 
 大きな３点目は、通訳案内士制度の変革の必要性とその視点について書いている。まず、

（１）では、多様化する外国人ニーズへの対応について述べている。先ほど触れたような

さまざまな変化があって、顧客である外国人旅行者の視点から制度の見直しを行うことが

重要ではないかという趣旨で書いている。 
 ①では、先ほど申し上げたような体験型、または専門的なテーマに関する観光に対応で

きるようなガイドが必要ではないかという趣旨を述べている。 



 ②では、ちょっとした空き時間、１時間や２時間といった短時間のガイディング、買い

物の付き添いといったニーズが増えてきていることについて触れている。 
 ③では、先ほど述べたように７割がアジアからの旅行者であり、他方、中国語や韓国語

の通訳案内士は、通訳案内士全体の２割未満であるので、訪日外国人旅行者のガイド需要

とガイド供給量に大きなギャップが生じていることについて触れている。 
 ④では、地方部にも外国人が多く旅行をしているということであるが、そういう地域で

は地元の通訳案内士が少ないという点について触れている。 
 「また」以下のところでは、都道府県の単位で、「地域限定通訳案内士」制度というのが

設けられているが、それよりも広い広域ブロック単位、あるいは、それよりも狭い市町村

単位、観光施設単位といったところで、外国人旅行者のニーズに合わせ、地域が自由にガ

イドの受入体制を設けるように求めている声が上がっていることを書いている。 
 ⑤は、今回追加したが、近時、九州地方を中心に大型クルーズ船が多く来航しているこ

と、北海道、東北で行われたロケ地を巡る旅行者が増加していること等を受けて、地方自

治体側より、柔軟な対応を求める、しかも早急に求めるというような声が高まっていると

いう状況の変化について追記している。 
 （２）通訳案内士の質の向上についてである。高いスキルと深い知識を必要とする高付

加価値のガイドサービスの提供を実現できるガイドを育成することが必要と考えている。

そのためには通訳案内士の役割は引き続き重要であり、今後とも国が品質を保証するガイ

ドとして、その育成及び質の維持・向上についてさらなる取組みを行うことが求められる

ということを述べている。 
 一方で、通訳案内士の皆様の就業状況については非常に厳しい環境に置かれているとい

うことも触れている。 
 ６ページでは、就労意欲のある者に対して十分な仕事が確保されていない状況があると

すれば、そこはガイド側が提供するサービスと外国人旅行者側のニーズに乖離があるので

はないか、という趣旨を書いている。 
 大きな４点目、新しい通訳案内士制度のイメージについてである。先ほどから述べてい

るとおり、増大する訪日外国人旅行者の多様なニーズ、これに柔軟に対応していくために

は、それぞれのニーズに対応した多様なガイドサービスが各地において提供されることが

重要であり、通訳案内士以外の主体にもサービスの提供を求めることが不可欠になってい

るということに触れている。すなわち、通訳案内士と、通訳案内士以外のガイドが連携す

ることによって、さまざまなニーズに対応するガイド制度にしていく必要があるのではな

いかという点につき述べている。 
 ６ページの半ばより下のところ、「名称独占資格に移行し」という箇所は削除している。 
 観光庁では、この中間報告書を受けて、内閣法制局と調整を進めてきた。現時点では、

内閣法制局より、今後、新たな名称独占資格というのは認められないという方針が伝えら

れている。それは、名称独占ということによって守られる法益というものが、必ずしもそ



の行為に値しないのではないかという考え、姿勢があり、単なる名称独占資格が認められ

るのは非常に難しいという認識であった。従って、そこは何らかの工夫をしない限り、単

なる名称独占の資格を新たに設けることは非常に難しく、ここは引き続き検討するという

意味で、削除した。 
 削除されている「また」以下の段落であるが、通訳案内士が活躍できる環境を整備する

という点について触れている。これは、運用の問題として後ろのほうで整理しているので、

後ほど説明させていただく。 
 ６ページ目の（１）通訳案内士であるが、通訳案内士は高度な技術を持って対応する、

そしてまた今後も重要な役割を担うということで、その育成が必要であるという点を書い

ている。 
 ７ページでは、先ほどご説明したとおり、名称独占に関する記述は削除している。 
 参考の諸外国の事例は、中間報告案のままとしている。 
 ７ページの下のほうで、留意点をいくつか書かせていただいた。現在の通訳案内士の試

験問題についても後述する。 
 ８ページでは、例えば職の魅力向上策とか需給のマッチング促進、流通経路整備といっ

た課題、③にあるような海外試験の問題、④にあるような地域限定通訳案内士の問題、こ

のあたりについても後ろのところで書いている。 
 ８ページ目、（２）通訳案内士以外のガイドについてである。通訳案内士資格を取得して

いない者についても、その資質管理を行った上でガイド業務を認めることが適当であると

いう部分は引き続き文案に残している。 
 それ以下については、今般、総合特区制度を活用した案内士というものを用意させてい

ただき、その部分で詳しく書いている。よって、次の９ページの真ん中よりちょっと上ぐ

らいまでを削除した。 
 ９ページでは、大きな５番目として、制度改正の実現方法及び具体的内容について新た

に書き起こしている。 
 （１）制度改正の実現方法については、今般、総理主導のもとで総合特区制度の導入が

図られ、この総合特区制度を活用するということが、現時点では有効かつ確実な方策であ

るということで述べている。 
10 ページでは、参考として、総合特区制度の概要につき簡単に触れている。以下、概要

をご説明する。総合特区制度は、地域の責任ある戦略を伴う取組みであり、内閣官房は「地

域の本気度を試す」というような言い方をしている。既成の特例措置に加えて、税制・財

政・金融上の支援措置、それらを総合的に講じるというような区域、これを総合特区とし

て指定をするということになっている。 
 この制度については、政府全体の新成長戦略の１つのプロジェクトであり、先ほど長官

も述べているが、本年 2 月 15 日に閣議決定をされている。今後は、この法案が国会で通っ

た後、地方自治体からの応募を経て、総合特区の指定がなされる予定となっている。 



 この法案についは、地域からの提案のうち、優先度が高い 10 項目の規制措置、これをあ

らかじめ盛り込んでいる。通訳案内士法の特例措置というのは、この 10 項目のうちの１つ

になっており、地域からもさまざまな案が来ているところである。 
 この特区には、２つの特区がある。国際戦略総合特別区域と、地域活性化総合特別区域、

この２種類である。この２つの特区のいずれにも、通訳案内士制度の特例ということは盛

り込むことが可能になっている。可能になっているというのは、地域がどちらを利用する

かという判断があるので、どちらでも使えるということである。 
 10 ページの下のほうの（２）では、総合特区制度を活用した通訳案内士制度改革の方向

性について述べている。 
 ガイド行為というものは、日本に関する第一印象を形成し、旅行の満足度を決する上で

重要な要素となっている。従って、日本の魅力、それから日本や観光資源に関する正確な

知識、これを伝えることは極めて重要である。先般より本検討会でも皆様からご指摘をい

ただいたことを書いている。よって、責任ある公的主体が一定の資質管理を行うというこ

ととすべきである、と書いている。 
 総合特区制度を活用することによって、地域の個性を活かしたホスピタリティ、いわゆ

る「ご当地ガイド」のような取組もできるようになると期待されている。 
 既存の案内士制度と新しく創設される制度を相互に連携させて、外国人旅行者の多様な

旅行ニーズに対して柔軟に対応できる制度を構築するべきであると書かせていただいた。 
 この総合特区法案に盛り込んだ特例措置の概要については、若干繰り返しになるが、総

合特区案内士の創設ということで、先ほどの２つの特区の目的、１つが国際戦略特区にお

ける産業の国際競争力の強化、もうひとつが、地域活性化特区における地域活性化であり、

それぞれの目的を実現するために、２種類の特区案内士を設けて、その育成、確保、活用

を図る事業を行うことができると考えている。主体は特区申請を行った地方自治体がこの

ような事業を行うことが可能になっている。 
 ２つ目は、総合特区案内士の資格要件である。希望者が一定の研修を受けて、この総合

特区案内士になるということを書いている。 
 研修をはじめとする資質管理については、総合特区自治体に一定の独自性と自由度を与

えて、効果的な「ご当地ガイド」の育成、確保、活用を図ることについて触れている。 
 もちろん、この資質管理すべてを地方自治体が行うわけではなく、この特区を実現する

に際しては、国と地方の間で協議の場が何度か設けられるので、そのプロセスの中で、我々

としてはきちっとした資質管理を地方自治体が行ってもらえるように地方自治体と相談を

していきたいと考えている。 
 ③では、総合特区案内士の登録については、総合特区自治体の登録を受けた後になると

いうことを書いている。 
 大きな６点目、新しい通訳案内士制度の効果についてである。これは中間報告書案をベ

ースに書いている。「新ガイド」というふうに中間報告書案では書いているが、それを「総



合特区案内士」というものに変更している。基本的には中身は同じである。 
 ７点目、悪質ガイド行為への対応についても、中間報告書案をベースに、ほとんど同じ

内容としている。 
 12 ページでは、「訪日ツアー改善提案窓口」というものを昨年の５月に設置したが、我々

としては、積極的な広報、宣伝を行っていく必要があると認識しているので、その点だけ

を加えている。 
 最後の８点目、今後検討していくべき論点では、大きく分けて３つ提示させていただい

た。 
 （１）では、総合特区案内士制度のフォローアップである。新しく導入される制度であ

り、これは試験に代わって研修を以って資格取得が可能になるという新しい仕組みである。

施行後、まず制度の着実な運用を図るとともに、その運用をフォローアップしていく必要

があると考えている。これによって、訪日外国人のニーズをどの程度満足させたのか、ま

た訪日外国人旅行者の増加に果たしてつながったのか、そういった点についてしっかりと

検証を進めたい。 
 （２）では、通訳案内士に対する支援等ということで、２点書いている。 
 まず、１点目、①では、通訳案内士の重要性はますます大きくなっていくので、通訳案

内士の皆様がその能力を一層高め、そして多様な訪日外国人旅行者のニーズに応えていく

ことができるように、国がしっかりと支援をしていくべきであると書かせていただいた。

具体的に述べると、今年度事業でも行ったが、高度化する訪日外国人ニーズを踏まえた研

修の実施、通訳案内士制度の広報等を通じて、通訳案内士試験への応募者を増やしていく

取組をしていきたい。 
 そもそも自営業である個々の通訳案内士の皆様、または通訳案内士団体のみによっては

十分な対応が難しい事項については、私どものほか、通訳案内士の皆様、旅行会社、そし

て宿泊施設等の関係者と相談をしながら、具体的な方策を検討していくことが望まれると

書いている。 
 ②では、通訳案内士試験は国が実施、実際にはＪＮＴＯが代行しているが、基本的には

国が試験を実施し、育成は基本的には通訳案内士団体が行い、実際の仕事というのは、旅

行会社や宿泊施設等の観光事業者から発注されるというふうになっている。それぞれの主

体の取組について必ずしも十分な連携が図られていない面があるのではないかということ

を書いている。 
 今後は、こういった採用、育成、業務発注、すべての面で、関係者の連携をより強化し

ていく必要があるということを述べている。また、通訳案内士側としても、訪日外国人旅

行者のニーズを分析・研究して、より一層観光事業者から業務の発注が受けられるように、

研鑚を積んでいく必要があると書かせていただいた。 
 最後の（３）は、将来の通訳案内士制度構築に向けた検討事項についてである。今回の

総合特区案内士、これは地域を限ったものであり、全国的な制度のあり方については、総



合特区法の運用状況を確認しながら、以下の事項等について引き続き検討を行っていくべ

きであるということを述べている。通訳案内士試験のあり方、通訳案内士、地域限定通訳

案内士、総合特区通訳案内士、これら以外の方に、果たしてその資格を与えるべきか否か、

そういった点について今後検討を加えていくべきだというふうに整理させていただいた。 
 最終とりまとめについては以上である。 
 
（廻座長） 
 では、これより意見交換の時間とさせていただく。ただいま事務局より説明があった通

訳案内士制度のあり方に関する報告書について、ぜひ皆様からご発言いただきたい。 
  
（辻村委員） 
 今回が最後の検討会ということであるが、まず、今回の震災で大変な思いをされている

方々に、改めてお見舞い申し上げる。 
いまだにまださまざまな不便がある中で、３月１４日に大きなシンポジウムを開催させ

ていただいた。私たち通訳案内士にとって非常に大きなイベントで、午前中も午後もあの

余震の中で全国レベルのシンポジウムが開催できたということはとても大きな意味があっ

たのではないか。本当に感謝申し上げる。 
 また、この地震があったために、私は改めてまた一つ銀座を学んだ。銀座に金春湯とい

うところがあり、ずっと行きたいと思っていたところ、自宅の風呂に入れない生活となっ

ているため金春の湯に入ることになった。これで一つ覚えることができたと思う。 
 さらに、本検討会が開催されてきたことに対して、お礼を申し上げる。様々な環境が変

わってきているということを、私たち自身も改めて再認識できた。非常に大きな課題があ

り、まだまだ大きく変わってくるという中で、私たちはどう変わらなければいけないかと

いうことを再認識することができた。 
 この検討会ができることになって初めて、通訳案内士のあり方、通訳案内士という資格

があることを世間に認識していただけたと思う。無資格ガイドの問題がある中で、有資格

の通訳案内士が国家資格としてあるということが再認識されたことを、私は感謝したい。 
 今後のあり方ということではなかなか大変なことだと思うが、それも私たちの仕事をや

っていく中で、さまざまな関係団体の皆様に今回この２年数カ月の間、関心を持っていた

だき、これから一緒に仕事をやっていけるということにまず感謝したい。 
 この中でどういうふうにしていけばいいのかと考えたが、まずは、アジア言語のガイド

についてである。中国語、韓国語、それ以外の言語を含めてアジア言語があるが、現在の

通訳案内士の状況と、訪日インバウンド旅行者の構成が変わってきているということは現

実であり、ここに、本検討会の議論のスタート地点があったと思う。 
 ここを改めてハイライトしていただいて、今後の政策、これは一通訳案内士ではできな

い範疇だと思う。我々はライセンスを持ちながら仕事をしているが、中国語の通訳案内士



や韓国語の案内士をどうするかというとき、前回の検討会でもあったが、ここはこれから

の重要なところである、あるいは、こういう方々に日本に来ていただく、さらには日本を

理解していただくことはとても重要であり、最重要課題として国が対応してほしい。 
 ３月１４日のシンポジウムも非常に意味があったが、中国語、韓国語、あるいはその他

のアジア言語も課題はあるが、重点事項として挙げて、研修プログラム等を組んでもらえ

ると、今後に非常に役に立つと思う。喫緊の課題であり、ぜひ考えていただきたい。 
 通訳案内士制度がそのまま存続するということを再認識すると同時に、通訳案内士が存

在していることをＰＲする必要がある。誰でもガイド行為をできるような状況が生まれる

可能性がある。そうではなくて、通訳案内士制度は今後も継続していく、さらに魅力的な

ものにしていくという流れで、この制度は変わっていなかったということをもっと広く伝

えていかなくてはならない。 
 地域限定通訳案内士制度ができた時点で、通訳案内士資格はもう名称独占資格ではなく

なっていたわけであるが、通訳案内士、地域限定通訳案内士、これからできる特区案内士

という、３つの分類の中で、誰もができるのではないということをきちんと  ＰＲして

ほしいと思う。と同時に、国外にどうやってＰＲしていくかという国外戦略が必要である。 
 通訳案内士法は国内法であるが、私たち通訳案内士は、外国人を相手に仕事をしており、

また、海外でも試験があり、課題になっている人たちというのは海外の人たちが多いと言

われており、その人たちにわかりやすい文章でＰＲしていっていただきたい。前の検討会

でもお話ししたが、国内で話すだけではなく、課題になっているそれぞれの国々に向けて

もＰＲしていただきたい。 
 
（和田課長） 
 ご指摘は全部ごもっともだと思うので、私どももしっかり取り組んでいきたい。 
 
（深川委員） 
 旅行業の立場からお話しする。総合特区案内士がこれからできるが、この資格要件とい

うことで 11 ページにも書いてあり、日本の安全・安心を提供するという立場で、このレベ

ルの人たちが必要とされており、ガイドラインをしっかりとつくっていただきたい。 
 
（古屋専門官） 
 質の担保についてのご意見であるが、特区法の枠組みの中で、きっちりと地方自治体が

まずは関係者とよく検討し、その後に国との協議をするというようなスキームになってい

るので、質の担保ないしその資格要件の部分は我々としてもきっちりと担保したいと思っ

ている。 
 一方で、文書でガイドラインを出すということに関しては、これは内閣官房とも相談を

しなければいけないことであり、はっきりと申し上げられない部分がある。しかしながら、



質の担保という部分、特に、前回の検討会でも議論させていただいたが、地域によって、

その多様な特性に応じた総合特区案内士ができるという部分はあるにせよ、ベースライン

となる最低限の資質の担保という部分は、きっちり国としても見ていきたいと思う。 
 
（山田委員） 
 まず一番気になっているのは、研修だけで認定をするという点である。ただ今、資質管

理について地方自治体とちゃんと話し合っていくとおっしゃっていたが、総合特区ガイド

の希望者に一定の研修を実施し、修了者は通訳案内が認められる。試験をしないで、居眠

りをしていても出席すれば、その人が理解したかどうかということも確認せず、ガイドの

認定がされるというふうに読むことができる。これは非常に乱暴だと思う。そして、さら

にそういう方に「通訳案内士」という名称を与えるということを、私たちは認めることは

できない。通訳案内士という、「士」という言葉がつく職業、ほかの職業をさまざま検討し

ても、研修だけで簡単に認められるというような職業はない。国家試験で質が担保されて

いる通訳案内士と同じ名前が付くということで誤解されるということは防ぐべきである。 
 地域限定ガイドは、こちらも「通訳案内士」と付いているが、これはきちんとした試験

をしていくということで、以上の３種類の資格を今度設けるとした場合、その３つの間に

非常にばらつきが出てくることが懸念される。たとえ観光庁がそれをフォローアップして、

その質の管理をすると今、口頭で約束されていたが、私たち通訳案内士の資格を取った方

の中でもクレームが発生する場合もある。国家試験を通過して資格取得してもクレームが

発生するという中にあって、ただ研修だけを、実験的に自動的に受けられた方へ一律で特

区ガイド資格を認めるというのは非常に乱暴であり、私たちとしては受け入れることがで

きない。 
 この前の検討会で、総合特区ガイドの方に、今後ステップアップをしていただく、そし

て、将来的には全国ガイド（通訳案内士）の資格もきちんと取っていただくようなインセ

ンティブを与える。それによって通訳案内士試験の受験者を増やしていく。そして、通訳

案内士制度というのをさらに充実したものにしていくというような考えで合意したと思う

が、今回の報告書にはそういうような道筋、そういうインセンティブを与えるような文面

が全く出ていない。 
 やはりインセンティブを与えるためには、名称が同じ「通訳案内士」であれば、世間は

通訳案内士という国家資格を持っていると理解され、誤解される可能性がある。それに、

本人もその名前で満足する可能性もある。 
 差別化するために、私としては、一級建築士とか二級建築士のように、同じ「通訳案内

士」を使うことは受け入れないが、仮に譲歩したとしても、そのようなグレードというの

がわかるような名前にしていただきたい。あるいは、全く違う「観光案内要員」というよ

うな名前を付けて、特区で働く方が、国家資格である通訳案内士になりたいと思う気持ち

が生まれてくるようにすべきではないかと思う。 



 研修ガイドラインについては、これまで議論してきた新ガイドのときは、国が研修ガイ

ドラインをつくることを聞いていた。今回はもちろん協議会という場でそういうことを話

すということであるが、地域によってばらつきがあるということはよくない。地元に適し

た研修をするとしても、最低こういうことは必要というようなことを、やはり政府がガイ

ドラインで示すことがいいのではないか。 
 「ご当地ガイド」を育てる点についてである。地域にガイドが足りない。それが今回の

総合特区制度のガイドの導入の最初の出発点であったが、その話を進めていくうちに、今

後も何か広域ブロックで、地方自治体が望むならばそういうことを求めていくというよう

なニュアンスが感じられるところがあった。これは非常に矛盾していると思う。ご当地ガ

イドを育てていきたいというのに、広域ブロックにおいて何県もカバーするようなことも

認めるということに対しては、私たちは、際限がなくなり、結局は全国ガイドの職と非常

に重複するところが多くなってくると危惧する。全国ガイドも必ずしも到着から出発まで

全国を回っている人だけではない。仕事の依頼を受ける旅行会社が東京や大阪にあり、そ

の地域の通訳案内士たち以外は、ほとんどの人がローカルガイドである。複数の都道府県

にまたがってガイドとして行く方もいるが、10 日以上も全国を回っているという人は非常

に少ない。そういうことを考えると、広域ブロックという形で認めるということは、私た

ちとしては賛成できかねる。 
 今までこの業界には通訳案内士法という法律があったが、長年にわたってこの法律は全

く守られてこなかった。それが、公然と放任あるいは、無法状態がずっと放置されてきた。

こういう業界はほかにはないと思う。 
 今回このような特区制度を導入するのであれば、業界も観光庁も、そういう制度を導入

したのであれば、通訳案内士法をきちんと遵守し、通訳案内士たちが、ここに書かれてあ

るように、魅力あふれる職業として、そして若い人とか意欲のある人が定着できるように

していくべきである。この業界に、最初は仕事をしたいと入ってくる方が結局、後ろ髪を

引かれつつ去っていく。通訳案内士として活動を続けたいが、それで生活できる収入を得

られない等のいろいろな理由で去っていく現状をなくさない限り、この報告書に書かれて

いる質の高いガイドを増やすという目的は達成できない。ぜひどんな形であれ、新しい特

区制度を導入された場合、通訳案内士法をきちんと守っていただくようにお願いする。 
 
（廻座長） 
 11 ページの上の囲みの中に、山田委員が触れた名称のこと、ガイドライン、広域ブロッ

ク等の話が出ている。広域とは何かという問題、それから今後のことも含めて、事務局よ

りご発言をお願いする。 
 
（和田課長） 
 まず、誤解を生む表現があったと思うが、総合特区の案内士は、正式には先ほど申し上



げたとおり、国際戦略総合特別区域通訳案内士と地域活性化総合特別区域通訳案内士があ

り、「通訳案内士」というのが付いている。山田委員のご意見は、このような仕組みで通訳

案内士と名乗らせるべきではないとのいうお話だったと思う。 
 今回この制度をつくるにあたって、我々も随分検討してきた。そして、説明の中でも申

し上げたが、名称独占資格の方向で検討をすべきであると、中間報告には書いていたので、

その方向を探ってみた。しかしながら、先ほど申し上げたとおり、業務独占というものは

崩さないということで結論を得ている。従って、そうである以上は「通訳案内士」であろ

うということで、今回のような形式にさせていただいた。 
 今後これを全国展開して、また違った形で資格を与えるというときには、もちろん通訳

案内士と違う名前にする必要があるのかもしれないが、そこは今後の課題として整理をさ

せていただく。 
 その上で、居眠りをしていても資格がもらえることにはならないように、我々はしっか

り国と特区自治体の間で相談をしていきたいと思う。試験をやるかどうか、そこは自治体

の意向も聞きながら考える必要があるが、少なくとも一定以上の出席をしなければいけな

い、試験をやらなければいけないということで話をしていきたいと思う。 
 ガイドラインは国がつくるべしとのお話は、深川委員もおっしゃっていた。総合特区と

いう仕組みなので、建前はやっぱり地方の自主性を重んじるということも重要になってい

る。国として、このガイドラインでやりなさいというやり方が適切かどうかはよく考えな

ければならないと思う。我々としては、この点は守ってくださいというようなことは、国

と地方の協議の場でしっかりと話をしていきたい。 
 それが本検討会の皆様のコンセンサスだと理解している。我々も皆様との信頼関係を踏

まえ、しっかりとそういうような取組をしていきたい。 
 広域ブロックのお話があった。私どもが言いたかったのは、訪日外国人の旅行者のニー

ズというのは多様化しているという点である。狭い地域を旅行するお客様もいらっしゃる

し、例えば関西であれば、京都だけではなく、大阪や奈良、神戸に行く方もいる。地域限

定通訳案内士よりももう少し広いエリアを回りたいというようなニーズもある。九州も然

りだと思う。そういうところでガイドをできる人をつくらせてほしいという地域の声があ

るのもこれはまた事実であるので、そういう様々なニーズに対応できるような形にしてい

きたいというのが我々の考え方である。 
 最後に、違法行為というお話が出ていたが、この場でいろいろ議論をさせていただいた。

そのような声があるということについては、我々としても重く受け止めており、そういう

意味も込めて先ほどご説明した、苦情の窓口を設置している。11 ページの終わりから 12
ページにかけて触れている。そのような行為規制の問題、資格の問題というよりも、むし

ろ我々は行為規制の問題であるととらえている。問題行為について、どうやってそれを抑

止していくかということが大切であると考えている。この窓口をもっとより積極的に広報

して、変なことをしたらここに通報されて、様々な指導を受けるというような形をしっか



りとつくり上げていくのが大事ではないかと考えている。 
 
（廻座長） 
 今回の報告案は、お客様の視点に立つ、地域の視点に立つということであり、そうした

視点からいろいろとご議論をお願いする。 
  
（石井委員） 
 今、最終報告案を拝見し、６ページにある、新しい通訳案内士制度のイメージの中で、

割愛された部分の名称独占資格というものが新しい制度では認められないということから、

今まで議論の中で触れてきた、旅行業界諸団体のいわゆる登録認定的な制度というものに

関して述べる。今までも並行して進めていたものが、この話によると、それがなくなり、

基本的には今までどおりの通訳案内士制度に基づいて、新たに総合特区制度を併用してや

るという意味合いとして理解している。この理解で間違いはないかどうか確認したい。 
 我々も、諸外国のいろいろなやり方を見ている中で、お客様目線で考えなければいけな

いと思う。日本の国内事情で今、資格制度の問題でこういう議論がなされているが、お客

様が求めているのは、観光ガイドであったり、場合によっては通訳であったり、そういう

仕事のニーズに関して何ら変わりはない。日本の事情だけで、特に資格を取るまでの段階

でしか、まだ発展的な議論も出ていない。一番問題視されるのは、その資格を取った後の

問題である。果たしてお客様目線で考えたときに、対応しうるレベルに育っているガイド

なのか、通訳なのかという議論であったと思う。 
 もっと我々は、先を考えた中で、我々旅行業とすれば、地震の影響もあり、それから風

評被害もあり、非常に先行き不安の状態で、外国人旅行者を受け入れる側とすれば非常に

厳しい状態は、関係業界だけでなく、いろいろな業界に波及していくと思う。 
 放射能に絡んだいろいろな風評被害もあり、日本に住む外国人も日本を離れているよう

な状況がある。我々も、スタッフとして中国人スタッフを抱えており、いち早く帰国した

い、母国の家族等からも帰ってきなさいというような声が出ていたようである。旅行社に

よっては、社長自ら外国籍の方もいるので、会社を閉めて、日本から一時避難をしていく

というようなケースも見受けられる。 
 そのような中、この時期にやるべきこと、業界としてもやはりまだまだ足りないのは実

務研修、実習等の場を提供しながら、資格だけでなく、資格を取った後も実務に結びつく

ようなことをもっと連携をとっていかない限り、なかなか状況を良い方向に進めていけな

いのではないかという気がしている。 
 枠組みの中で資格を取るまでのところだけに特化するのではなく、どちらかというと重

きを置かなくてはならないのは資格を取った後、やはり実務的にガイドとしてご利用いた

だく場面での姿を思い描きながら、対応を考える必要があるのではなかろうかと思う。 
 冒頭で申し上げた点の確認をお願いしたい。また、我々は今後も議論し、諸団体と連携



をとって、今後、実のある人々を育て上げるために協力していきたいという気持ちをお伝

えし、私の意見とさせていただく。 
 
（和田課長） 
 まず、１点目については、名称独占が法制上の理由で検討を進められないので、業務独

占に戻ったのかどうかということでよろしいか。我々は必ずしもそのようには考えてはい

ない。 
 今回の報告書案では業務独占という形はとっているが、今までとはやり方が違う、資格

の取り方が違うという点につき、甘過ぎるのではないかとのご批判を山田委員よりいただ

いた。私どもとしては、それほど甘く対応するつもりはなく、少なくとも今までの通訳案

内士及び地域限定通訳案内士とは明らかに違うものとして位置づけている。形の上では業

務独占という形をとっているため、皆様がご心配になられていると思う。 
 こういう形をとることによって全く違うものになるので、我々もそれをしっかり検証す

る必要があると思っており、それを検証した上で全国展開をどうするかということを考え

ていきたいというのが、１点目に対する答えである。 
 ２点目に関しては、石井委員がおっしゃるとおりであると我々も考えている。資格取得

後に、通訳案内士の皆様がいかに高いスキルをお持ちで、そしてまたお客様に満足いただ

けるようなガイドサービスを提供していくかをしっかりとやっていかなくてはならないと

我々は認識している。そういう意味で、12 ページに、今後検討していくべき論点として「通

訳案内士に対する支援等」と書かせていただいた。まさに通訳案内士の皆様たちだけでは

できないような研修を国が支援をするという趣旨である。 
 これは今年度も実施しているし、来年度の予算でも増額をした上で、皆様のニーズを踏

まえながらやっていきたいと考えている。また、旅行会社や宿泊施設の関係者とも相談し

ながら、外国人のニーズに応えられるような研修というのは一体どうやったらいいのかと

いうことをしっかりと考えていきたい。 
 
（中西委員） 
 今回の未曽有の災害に遭ってお亡くなりになられた方をお悔やみ申し上げるとともに、

不便な避難生活を続けられている方々にお見舞い申し上げる。ＪＮＴＯとしては、今回震

災に対する対応を、３つのフェーズに分けて考えている。 
第１フェーズは緊急避難である。震災に遭われた訪日外国人観光客の皆様に、無事に避

難して頂き、安全な場所に移って頂く為のお手伝いを、観光情報センターを中心にさせて

いただいた。 
 この過程で通訳案内士及び通訳案内士団体（15 団体）の皆様に御支援をいただき、皆様

には、ほぼ無事に安全な場所に移動いただいたと認識している。居住者でお亡くなりにな

った方はいるが、観光客として脱出が困難、あるいはお亡くなりになられた方は、今のと



ころ、いらっしゃらないと認識している。そういう意味で、ご支援を賜った皆様に、この

場を借りて、心から感謝申し上げる。 
 次に、フェーズ２というのは、被災状況や復興活動、計画停電、原発の問題について、

情報を適切かつ正確に発信し、海外の方々の間に誤解を生まないようにし、日本への旅行

に対して、必要以上の躊躇、規制がかからないようにすることで、今がまさにその段階に

あると考える。ＪＮＴＯも本部のウェブサイト、各海外事務所のウェブサイトを活用し、

そのような情報発信をしているところである。 
 ３番目の段階は、状況がある程度落ち着いてきた段階で行う、所謂プロモーションの段

階で、その場合の最大の懸念は原発の問題であり、動向を注視しているところである。 
 ＪＮＴＯとしては、観光庁との連携、ご指導の下、以上の対応を考えているので、これ

からも関係者の御協力を宜しくお願いする。 
 本検討会の議論に関しては、事務局で御用意いただいた報告書案の 11 ページ、項目７ま

では、全くこのとおりであると考えている。 
 問題意識として持っている項目は、12 ページ以降の「今後検討していくべき論点」に集

約されており、施策・制度を纏められる観光庁の事務局も十分認識されていると思う。例

えば、通訳案内士の魅力の向上、あるいは仕事の確保、関連団体との連携、混在するガイ

ドの役割の明確化等の課題については、特区制度を活用するという今回の枠組みの中で、

運用状況を見ながら、対応を検討頂ければと思う。 
 また、先ほど山田委員から提起された、所定の研修を受講すれば、それで特区ガイドと

して認められるかという問題は、対象となる自治体や特区が、国と相談をし、何らかの形

で、研修の結果を確認するような仕組みを考えていただければと思う。即ち、単なる知識

だけではなく、日本を愛し、日本の良さ、魅力をきちっと海外の方に理解していただくと

いう、使命感、モラルを持った方にガイドとして活躍していただかないと、今回のガイド

制度をつくった意味がなくなってくるので、そういう点も踏まえて、研修内容を考え、研

修成果の確認をしていただければと思う。 
 更に、各ガイド間の役割分担についてもなかなか難しいところがある。これについては、

ブルーバッジガイド、グリーンバッジガイド等で区別している英国の例もある。勿論ガイ

ド証により、ガイドの種別を証明、確認することもできるが、利用者の観点からすると、

バッジをみれば、どういうバックグラウンドを持ったガイドか識別しやすいと思う。運用

の問題として、12 ページ、８の「今後検討していくべき論点」の中で、そういうことも検

討頂ければと思う。 
 何れにしろ、11 ページまでに記載された状況、あるいは経緯の中で説明された環境変化、

多様なガイドニーズを踏まえて、観光立国を推進する為に、特区制度を活用し、新たなガ

イド制度を早急に導入するにしても、制度として定着し、きちんと機能するものにする為

には、国、地方自治体、観光関連の関係者、通訳案内士の方々の協力と連携が今後も必要

になると考える。 



  
（廻座長） 
 今のお話は、12 ページの（１）の制度の着実な運用、フォローアップ、旅行者の満足度、

あるいはそれらに関しては日々検証していくという必要があるということを細かくご指摘

いただいたと思う。 
 
（島﨑委員） 
 今回こういうような形で最終報告ということになると、総合特区の案内士の制度という

形が一つできてきたということは、限られた制約条件の中で、第一歩を踏み出し、今の制

度で問題があった点を改善しようという意味で評価できると思う。ただ、皆様からご指摘

があるように、国が全部をやり切れることではなくて、それがある意味ではまさに特区の

制度ということだと思うが、国でフォローアップできる部分と、やはり地域のイニシアテ

ィブにかかる部分と両方出てくることになる。これから観光立国ということで、それぞれ

の地域で観光を中心とした地域振興をやっていく中で、新しい総合特区の通訳案内士がど

ういう役割を果たしていくべきなのか、そのためにはどういう資質が必要で、それをどう

担保していくのかということを、地域で考えていただく部分が大きいと思う。また、国も、

報告書案にも書いてあるように、過渡的な面はあるものの、是非今後のことに結びつけ、

さらに発展させていくために、国は国の視点から、特に質の担保等の面で関与してもらい、

地域と国とが知恵を出し合って、この制度をよりよいものにしていくように頑張っていた

だきたい。 
 
（三瓶委員） 
 この検討会での議論に参加して、私もいろいろと勉強させていただいた。最後の２～３

回の検討会で総合特区という話題が出てきたり、本日の最終報告書案の段階で名称独占が

外れたり等、最後のところで慌しくなった。１年以上をかけた議論と違う形の結果が出て

しまうという点だけは少々残念である。 
 これまで長い時間をかけて議論してきており、多少異なる結論が出るとすれば、これま

での議論は何だったのかということになりかねない。しかし、さまざまな外的事情により、

しかたがないこととは思う。 
 山田委員が述べられた 11 ページの枠の中につき、この名称に関しては私もいかがなもの

かと考える点がある。これは言語学の問題なのだが、「国際戦略総合特別区域通訳案内士」

という名称が人口に膾炙することはほとんどあり得ないであろう。「私は地域活性化総合特

別区域通訳案内士です」という自己紹介はしないであろう。仮にしたとしても聞いた相手

がわかるわけがなく、結局、最後まで聞けば「通訳案内士ですね」ということになり、「案

内士ですね」となり、そして最後にはみんな「ガイド」になってしまう。 
 こうした長い名称は、事情に精通して制度設計をする側には自明かもしれないが、一般



的なユーザーには意味不明である。そして最終的には、「どちらも通訳案内士なのでしょう」

となり、差別化を図ったはずのものが同じものと誤解され、結局は差がなくなってしまう。

これが恐らく山田委員の危惧であろうが、私も同感である。結局、「通訳案内士」も「国際

戦略総合特別区域通訳案内士」もどちらも実は大差がないのではないか、という印象を持

たれることが心配だ。長い名称の方が、威厳がありそうに思われるかもしれない。 
 運用の段階で、先ほど中西委員や他の委員が言うとおり、バッジを変える、証明書の色

を変える等々、とにかく違うものであるという差別化を図ることは、この検討会の中で常

に言われてきたと思う。通訳案内士と、いわゆる「新ガイド」とこれまでこの検討会で呼

ばれてきたものは別のものであるということ、差別化を明確にすることが議論の中心にあ

ったと記憶しているので、最終報告ではその議論の過程が反映されなくなりつつあるよう

な印象を私も持っている。 
 また、ここでいう「総合特区案内士」、いわゆる「新ガイド」の方々には、スキルアップ

をはかって「通訳案内士」資格を取得すべく努力していただくということも議論されたは

ずであり、あくまで別種のものというスタンスは変化してこなかったと思う。 
 それが似たような名称を付けて、これがそのまま通用することになれば、まさに通訳案

内士の皆様にとっては、場合によっては「風評被害」を被る可能性もあるということだ。

これを防止する方策を当該官庁があらかじめ検討しておくことが必要と考える。 
 通訳案内士試験の問題をどうするかは、今後の検討課題であり、この検討会が具体的に

扱う課題ではなかったと理解しているので、今後の議論に俟ちたいと思う。 
 もう一つ、先ほどから何回か話題に上っているが、今回の大震災が日本経済全体に大打

撃を与えたことは間違いないし、特に観光業に関しては、これから東日本あるいは東北地

方は相当厳しい時期を経験しなければいけないだろうと思う。 
 制度目標としての、2016 年までにインバウンド 2,000 万人、2019 年までに 2,500 万人、

それから将来的には 3,000 万人という計画はまだ修正されていないと思うが、今回の震災

を踏まえ、実現はかなり難しくなったと思う。少なくとも 2016 年までに 2,000 万人という

目標は相当厳しい設定だと思う。なぜかというと、インバウンドの妨げになっているのが

「風評被害」である、という言い方がされるが、海外のメディアなどをつぶさに見ている

と、日本政府が発信する情報を信用している海外メディアがほとんどないからである。震

災はもちろん未曾有の悲劇であり、津波による甚大な被害に世界中がショックを受け、支

援をしてくれようとしていることは確かである。ただ日本政府が原子力災害の問題をいか

に軽視しているか、そしてその被害を食い止める努力はしているものの、その被害情報を

どれだけ正確に発信していないかということを、世界中のメディアが注視している。 
 今日は観光庁長官が出席されるというので、本来は先ほど申し上げたかった。長官には

ぜひともお伝えいただきたい。日本政府が、国内に対しても正確な情報を出していない状

況で、世界に対してもこうした情報を発信しないのなら、今後日本が出す情報は、ＪＮＴ

Ｏがどんなに頑張ったとしても、まともに受け取ってもらえない可能性があるということ



である。 
 そうするとこれは「風評被害」だと言われるかもしれない。しかし、ここでいう「風評」

とは、社会心理学では、「事実がそうではなくとも、正しい情報がないがために、自分の身

を守ろうと安全側に傾斜した判断をする人間の自然な行動」であると考えられている。だ

から、実態がどうかという正確な情報を国内外に提供しなければ、誤解ないし不信が起き

る。そして信頼感喪失は、この国にとって最大の打撃になるはずである。日本のプラスの

イメージに依存する観光業界は、その意味でも非常に大きな影響を受けてしまう。 
 この問題は本日の最終報告とは関係がないかもしれない。しかしながら、今後の観光行

政を進めていただくにあたっては、政府全体としてそうした正しい情報を内外に発信する

ことにより、それに基づいて初めて、だから日本は安全であり、いいところだから来てく

ださい、と言うことができるのではないかと、考えるのである。 
 現在、日本に来たいと思う人が海外にどれだけいるか。それを考えて、やはり通訳案内

業の問題も、観光行政全体の問題、インバウンドの目標値も、もう一度見直さなければい

けないのではないか。 
 この大震災、それから原発の、「大事故」とあえて言うが、これは日本が今まで行ってき

たこと、とってきた考え方を見直すよいきっかけだと思う。「災い転じて福となす」には是

非ともそうしていかなければならない。なぜなら観光は今後も、日本の文化やライフスタ

イルのすばらしさを伝えようとし、そのために通訳案内士が介在する。これから先も、や

はり日本は旅行する価値のあるすばらしいところだ、と思ってもらうためには、私達自身

のあり方を見直すことが必要だと思う。それが観光業の新たな振興、またそれを含む日本

経済の復興につながるのではないか。これは出過ぎた意見かもしれないが、私はそのよう

に考えている。 
 
（廻座長） 
 目標数値の見直しは、所定の手続きが必要であり、もう一回全部見直すとしたら、次年

度に何かそれなりの手続をとらなくてはならない。目標達成はなかなか難しいというのは

おっしゃるとおりだと思う。 
 海外メディアは私もよく見るが、大げさなものもあり、様々なレベルの情報が流れてい

る。今後、様々なレベルの情報の整理を含め、日本の対応は、非常に大事になってくると

思う。 
 
（田端部長） 
 今の三瓶委員のお話は受けとめさせていただく。今回の大震災、本当に 400 年、500 年

に一度というような津波の高さであった。日本は複雑なプレートの上にあるので、こうい

うことが何百年に一度かは起こる。それが、ほんの２週間前に起こったということで、大

変不幸なことである。 



 ただ、つらい中でも東北地方の方々は、一生懸命頑張って、私も連絡を取り合ったりす

るが、反対にこちらの体を気遣うようなことを被災地の方がおっしゃる。どうしてこんな

に早く道路が通じるのかというような報道もある。これは、いい意味での日本の頑張りで

ある。 
 スマトラ沖の大地震のときも大きな津波があった。日本人がたくさん行っているペナン

島まで津波が届いた。ホテルが集中するビーチ沿いに日本人は行かなくなった。そのとき、

日本の旅行業界は皆で、どのようになっているかをチェックして、地元の人たちとアピー

ルをした。我々は、復興段階になったら逆のことをやっていきたいと思っている。安心し

て来ていただくということである。そこでホスピタリティの質、量ともに通訳案内士の方々

は重要であり、受入環境という意味で非常に重要な問題だと思っている。 
 今この風評云々ということで、一時的に多々キャンセルがあって皆様大変だと思うが、

その次のフェーズ、復興段階では力を合わせてやっていきたい。 
 次に、原発問題に関しては、三瓶委員がおっしゃるとおり、原発問題は、ヨーロッパ、

アメリカでは、本当に大事なテーマであり、難しい問題である。そうであるからこそ世界

から注目されていると思う。 
 ここは、やはり科学的なデータをきっちり客観的に出していくことが、信頼性を得るこ

とにつながると思う。大震災の部分、いわゆる津波、地震の部分とは別の、本当の意味で

何か科学的な根拠で正確に出していくことが大切である。 
 この点については批判があるということも承知しており、海外メディアでも、正確に日

本の状況を伝えていただいているところ、あるいは非常にセンセーショナルにとられてい

る報道があるということも承知している。これは政府として、あるいは関係機関の努力が

足りないということであろうと思うし、重々受けとめている。また、政府も手を抜かずに

進めているところであるが、今後、より正確な情報をきっちり発信していくことが世界の

皆様の信頼を得ることにつながると考えている。大事なご質問、ご指摘をいただいたので、

ご回答申し上げた。 
 
（今西委員） 
 「今本題に戻る」とのお話が出たばかりであるが、その前にもう少しだけ震災の影響に

ついて触れさせていただく。旅行会社の立場として、やはり今一番厳しいのは、震災の風

評も含めてであるが、今年前半のツアーに関してはほぼ軒並みキャンセルが続いているこ

とである。申し込みをキャンセルしたお客様に対し、私たち旅行会社は何ができるかとい

うことになると、やはり正しい情報をいかに迅速に伝えていくかということに尽きる。先

ほど中西委員がおっしゃったように、フェーズ１からフェーズ２に移った段階で、いかに

日本の現状を正しく発信し続けていけるかだと思う。 
 それと同時に、冒頭から情報提供があったように、通訳案内士 15 団体の皆様が連携して

ボランティア活動までされているということも含めて、私たちの立場から言えば、ツアー



キャンセルによって、通訳案内士の皆様、あるいは宿泊関係者の皆様には非常に多大なご

迷惑をおかけしていると感じている。 
 ただ、これは本当に一時的なダメージであって、この状況がいつまでも続くとは考えた

くない。決して楽観視するわけではないが、今年の下期を見据えて７月以降、あるいは秋

以降、もしかすると来年以降という長いスパンになるかもしれないが、必ず日本に行きた

いという外国人旅行者がまた戻ってきてくれると私たちは信じている。 
 実際に、政府レベル、あるいはＪＮＴＯのような公的機関ではないものの、私たちの立

場でも情報発信を毎日続けている。またそれに対する反応も非常に温かいものを感じてい

る。確かにメディアは厳しくセンセーショナルな報道をしているが、中には、３月、４月、

キャンセルした分をぜひ秋に行きたい、秋が無理ならば、来年またぜひ行きたいというこ

とで、プラスのメッセージをいただいているところもたくさんある。 
 そのあたりはこれからの、フェーズ２からフェーズ３になったときにどういうプロモー

ションに移れるかという点であり、また一つの大きな課題ともなるので、また別の機会に

論じるべきかと思う。 
 ここで本題に戻りたい。「総合特区制度」についてであるが、若干気になっているのは、

「総合特区制度」が実際に行われるにあたって、実際に誰がこれに応募し、どういう方々

が対象になっているのかということである。実際に、「通訳案内士」という資格に興味を既

に持っていらっしゃる方であれば、既に資格試験に挑戦されているであろうし、既に資格

を持っていらっしゃる方以外の方を対象にするとすれば、学生あるいは 20 代、30 代あたり

の若手の方で、今まで残念ながらちょっと試験の中身が難し過ぎて断念していたような

方々が、幅広く募られるというふうに想定できる。大きなすそ野を広げるという意味でも、

チャンスを広げるという意味でも意義ある事と思うが、先ほどから議論に上がっているよ

うに、その差別化というのが非常に難しいのではないかと思う。 
 例えば、私たちが旅行会社として業務を発注する立場に立つと、既存の通訳案内士の皆

様と、これから総合特区で研修を受けたガイドさんと何が、どのように違うのかというの

を、まずは外国のお客様、顧客に対して説明する必要がある。 
 その中で、「両者は同じである」とは言えず、何が違うのかを説明しなければならない。

説明を求められるときに、その根拠となる研修の中身がまだこれからであり、あるいは実

際にどういう経験を持っている方が、総合特区の通訳ガイドと言われる方々の中にいるの

か等、そういう情報は実は今の時点では全く見えていないというところに若干の不安を感

じる。 
 そのあたりは各自治体、あるいは広域の連合体で、観光庁の指導のもと、情報発信をし

ていただけるというふうに期待はしているが、実際にその違いを明確にするということも

我々の務めだと思っている。更に具体的に言えば、日当、コストにも反映してくると思う。 
 そのあたりで、もう少しわかりやすい区別というのが、各業界の協力のもとで、「ブルー

バッジ」、「グリーンバッジ」、あるいは「１種」、「２種」というようないろいろなアイデア



も出たが、改めて「通訳案内士」、「地方限定通訳案内士」、それから今度の「総合特区制度

の案内士」とで、何が違うのかというのを明らかにしていく務めがあると考えている。 
 
（廻座長） 
 先ほどのご発言にもあったが、11 ページの点線内のところについて今西委員より話があ

った。通訳案内士という同じ名称がついてしまうが、どのように区別をつけていくのかに

ついて、事務局よりその方針をご説明願いたい。 
 
（和田課長） 
 通訳案内士と、総合特区通訳案内士をどう差別化するかという話であるが、この制度改

正の基本的な発想は、通訳案内士によるサービスだけでは十分なサービスが提供できてい

ないことについて、我々は手当てしなくてはならないのではないかと考えている。 
 まさに旅行会社の皆様が足りないと感じているエリアやブロックなどがあると思うが、

それを補う形で総合特区案内士をつくっていただきたい。地域により形は違うかもしれな

い。国と地域、地方の場でいろいろ相談をしながら、こういうところはやっていこうとい

うのを決めていくということであると思う。 
 旅行会社の皆様が外国人の皆様を案内するときに、どんな知識を得たらいいのかを相談

させてもらいたいと思っている。地域によって違うと思うが、それぞれの地域で、こうい

う案内をしようというのを決めていってもらえればいいと思っている。 
 ただ、その際に、絶対に譲れない部分というのは当然あると思っている。それから、観

光資源、または地域に対する正確な知識については、我々はしっかりと見ていきたい。 
 
（廻座長） 
 求められる知識も、地域により、例えば京都、大阪、神戸では異なってくると思う。現

状の穴をこの特区制度で埋めていこうというのが今回の趣旨だと思う。京都市ではどうな

のか話を伺いたい。 
 
（永井委員代理） 
 今回の制度改正の中で、すべて国に求めるのはかわいそうだと思う。そこはもっと地域

が主体的に、自分たちの地域を観光で盛り上げていきたいのであれば、積極的に頑張って

いかなければならないと思う。そういった意味では、地域が頑張りやすい土壌をつくって

いただいたと思うし、この最終報告書（案）については、総論として非常によくできたも

のであると考える。 
 地域と国の関係で言うと、最後の８．（２）①のところで、通訳案内士や通訳案内士団体

が単独ではできないことを国がやっていくというような話が先ほど出ていた。それはすば

らしいと思うが、もっと地域が主体的にかかわっていくべきであると考えている。 



 おそらく、地域に任せていると、やらない地域も出てくるので、そこは国が、頑張って

いる地域の先行事例を紹介する等、支援いただければいいと思う。何が言いたいかという

と、達成が難しくなったと言われている訪日外国人 3000 万人計画という大きな目標、すな

わち観光立国日本の実現に関して、今、一番大きな障壁になっているのは、おそらく先ほ

ど和田課長が説明されたように、団体客から個人観光客へ世界のニーズが変わっているの

に、日本の受入体制がそれに対応し切れてないということが一番大きな問題ではないかと

いう点であろう。 
 すなわち、世界からの観光客は、京都で言えば金閣寺、清水寺を訪れるというのは既に

ニーズではなくなっているということである。そうではなく、京都の人々の普段の生活を

見てみたい、伝統産業における製造過程を見てみたい、そういったところにどう対応して

いくのかというのが今後の大きな課題となっていると思う。大きな鍵を握っているのは、

一つは当然地域のランドオペレーターをはじめとする旅行会社であると思う。もう一つは、

やはり個人観光客に直接対応される通訳案内士、そして宿泊施設棟のコンシェルジュの皆

様ではないかと思っている。 
 私は大きく２つに分けたが、コンシェルジュと地域の通訳案内士の皆様に対しては、我々

も、実験的ではあるが、研修会を始めている。有志を募って、京都の奥深い魅力、例えば

京都の人形屋に行ったりしている。京都のひな人形というのはお雛様とお内裏様の並び方

が東京と逆になっている。どうして逆なのかということを人形屋さんに語ってもらい、そ

こで、通訳案内士の価値を高めていただきたいというふうに思い、そのようなことを始め

た。地域がそうやって、ニーズに合わせてどんどん自分たちで積極的に動くということが、

まずは重要であると思う。この（２）①は、繰り返しになるが、研修というのは地域が主

体的に行うことが重要である。 
 あと 1 点、旅行会社の話であるが、どうやって育成していくかということを京都も必死

に今考えているところである。ヒアリングをしていると、一つおもしろいことがわかった。 
この地域のランドオペレーターのある経営者は、通訳案内士出身ということがわかった。

すなわち通訳案内士は、どこの地域でも非常に奥深い魅力についての知識など、いろいろ

なことに長けている。結局、そういった情報を海外の旅行会社に提供するのは、言い過ぎ

た表現かもしれないが、日本の既存の旅行会社よりも、もしかしたら通訳案内士の皆様か

もしれないということがわかってきた。東京の会社でも京都の会社でも、通訳案内士出身

の会社が結構ビジネスとして成功していると見ている。 
 例えば京都であれば、イスラエルの方が日本のガイドなのかイスラエルのガイドなのか

というのは、そこまでは調べていないが、そのような会社がビジネスとして成功しており、

それは世界が求める京都の奥深い情報というのをガイドの知識に基づいて提供されている

ことによるということがわかってきた。新たなビジネス領域にどんどん進出されていると

いったことがあり、この研修の中で、例えば通訳案内士というものが、単にガイド業で食

べていくだけでなく、今の日本に欠けていると言われている、ビジネスの空白と言われて



いるＤＭＣの領域へ進出し、国と地方が協力して啓発していけると、非常におもしろいこ

とになると思う。日本の観光立国の実現という目標達成に資することができるのではない

かと思っている。 
 長くなったが、報告書案の８．については、国と地方でもっと一生懸命やっていきたい

と考えている。 
 
（廻座長） 
 非常におもしろい事例が出ていたと思う。コンシェルジュの話が出たので、角田委員に

ご意見を伺いたい。 
 
（角田委員） 
 私ども東京都内のホテルでも本日（３月２５日）現在、外国人のゲストの数はとても少

なく、取材関係者、金融関係者などに限られている。外国人スタッフの中にも本国の家族

に促され一時日本を出国した者もいる。 
 私はこれまで通訳案内士の方々について、あまり良くない体験ばかり申し上げて大変申

し訳なく思っていたので、今日は素晴らしいガイドさんの話をさせていただく。３月９日

にドイツからのお客様が来日されるにあたり、事前に通訳案内士手配の依頼を承った。彼

女はドイツでレストランを経営されており、今回は東京中の高級食料品店、そしてオープ

ンキッチンを持っている高級レストランを回りたいというご希望をお持ちであった。それ

を担当予定の通訳案内士の方に伝えたところ、ガイド当日までに、該当するレストラン、

食料品店のリストを作成し、さらには東京の地図に所在地を落とし込んで準備してくれた。

通訳案内士がいない時間帯にもご希望があればご自分で行けるようにという配慮であった。

お客様は、もちろん大感激された。その通訳案内士の方は、いつもツアーの間にお客様の

記念写真を撮影してさしあげたのち、翌日には写真データをカレンダーに落として、日本

の思い出にしてくださいとわざわざホテルまで作品を届けてくださる。お客様は今回一週

間東京に滞在される予定であったが、このたびの震災の影響で予定を変更し、まもなく帰

国することになった。しかしこれから先、再来日される時には、必ずや同じ通訳案内士の

方を指名されるはずである。この方のようにご自分の時間を使って努力をされ、工夫をし、

真心を持って対応されれば、今回の危機もいつか必ず乗り越えられると思う。 
 次に、総合特区案内士についての名称であるが、もう少しわかりやすい名前、例えば「地

域限定外国語ガイド」のように、わかりやすい名前、呼び方を、たとえ正式名称でなくて

もつけるとよいのではないかと思う。 
 また、どのような方がこれに応募するのかと考えてみた。まず、英語はできるけれども

その地域のことについての知識を勉強したい人と、その地域のことは何でも知っているが、

外国語を勉強して案内士になりたいという方と両方いらっしゃるであろう。しかしながら

それらの方々が皆同じ研修を受けるというのは無理があると思うので、そのあたりもこれ



からの課題になるであろう。やはり山田委員のご指摘のとおり、インタビュー、ロールプ

レーを含んだ試験というものが励みになって成長する契機になるのではないかと思う。 
 外国のメディアの中には日本人の素晴らしさを称えてくれるものが多いようだ。「日本は

必ず復活する」と声をかけていただけるのが一番嬉しい。日本の、そして日本人の素晴ら

しさを私たち観光業に携わるものが率先して世界にお伝えしなくてはならないと思う。 
 
（廻座長） 
 名称のところに結構話題が集中しているが、そのところはお預かりさせていただく。総

合特区案内士という名称及びその括弧内の長い名称がどうかという部分、さらには、地域

ごとの質の確保をどうやって実際にきちんと進めるかにつき、制度の着実な運用が図られ

ているかということをチェックする過程の問題もある。やり方をどうするかは、その内容

を担保するような方法を地域ごとに、あるいは一つの何かの対応支援として編み出すこと

は必要なのかもしれないと思う。では、深川委員にお願いする。 
 
（深川委員） 
 先ほど、質の担保の話はさせていただいた。旅行業としては、通訳案内士の皆様が一つ

の大きな販売の価値を生み出す要素であるから、今の通訳案内士の方も非常に大事にして

いきたいと思っている。また話の原点としてあったのは、地域のガイドが足りないことで

ある。英語以外の他言語のガイドが足りないというところから始まっている。従ってそう

したガイドを増やしていくことによって、地域が活性化し、それで地域にいろいろな国の

方々が行くということにつながると思う。 
 実際に増えているのは、震災前の話となるが、タイ、インド等である。インドは英語が

通じるが、圧倒的にタイ語等が足りないようである。韓国語、中国語だけでなく、どんど

ん増えてくると思うので、そういう人たちをどういう形で、この総合特区案内士に採用し

ていくかということは、今日の意見でも出たように大きな課題になろうかと思う。このあ

たりは、我々も旅行業としてお手伝いしながらやっていきたい。 
 最終報告書（案）は、非常にまとまっていると思うし、この方向で進んでいけばいいの

ではないかと考えている。 
 震災復興の関係では、原発問題が早く終息することを望むばかりであるが、その後、あ

のニューヨークの米国同時多発テロの後にジュリアーニ市長が言ったことを、ぜひ日本も

やってほしいと思う。「同情は要らないから、とにかくニューヨークに来てほしい」という

ことをジュリアーニ市長がかなり訴えたのを覚えている。とにかく日本に来て日本を見て

もらいたいという運動をぜひ、我々業界を挙げて、それから国を挙げてやっていっていた

だければと思う。観光庁には是非よろしくお願いしたい。 
 
 



（廻座長） 
 米国同時多発テロのときに、日本の旅行会社がアメリカ行きのツアーをキャンセルした

のは仕方がないが、ヨーロッパのツアーも全部キャンセルしてしまって、ヨーロッパのホ

テルが今後は日本からのツアーを受け入れないと怒って大クレームになった。日本人は、

アメリカのテロ事件を理由に、世界中のツアーをキャンセルした。今回の問題は見えない

放射能であるから、テロより一層人々の恐怖をあおり、世界各国からの訪日旅行のキャン

セルが続くのも理解できる。 
 怖いのは、様々な情報が錯綜することである。被災地や原子力発電所の写真も世界各国

から送られてくるし、映像も流される。 
 皆様はプロフェッショナルであるので、とりあえずは落ち着いて、情報に振り回されな

いということが非常に大事だと思う。米国同時多発テロをはじめとして、ＳＡＲＳやイラ

ク戦争など、世界を巻き込んだ旅行、観光に非常にマイナスになる状況が今までも何回か

あったが、そのときは一旦観光振興の動きを留め置き、次に備え、状況が回復してきたら

すぐにスタートするということで困難を乗り越えてきた。 
 すぐ明日にでも、海外の人に来てほしいと言っても難しいが、状況が治まったときにす

ぐにスタートできるように、その時が来てすぐに動き出せるように準備をしていくことが

重要である。これは通訳案内士の人にも、旅行業界にも、観光分野の商売で生きている人

にもあてはまる。時が来たらすぐに動けるように準備を整えておくことが大事であると私

は思う。 
 皆様から意見を伺うことができた。何点か問題はあるが、部分的な修正作業を事務局で

行い、最後は私にご一任いただければと思う。最終的には観光庁ホームページで公開させ

ていただく予定である。最後にまとめを辻村委員にお願いする。 
 
（辻村委員） 
 長い間開催された「あり方検討会」であるが、最後にはどんでん返しもさまざまありな

がら、ただ、この社会のニーズに合わせなくてはならないということはよくわかったと思

う。それから、通訳案内士の意義を皆様が認めてくださったという点では非常に意味があ

ったと思う。 
 さらに、意味があったと同時に、私たちの責任が非常に重くなった。今まで以上に、通

訳案内士というものの位置づけ、あるいは私たち一人一人が評価される時代になってきた

ということを再認識して仕事に当たらなければいけない。仕事は全くなくなったが、次に

向けて頑張らなければいけないことがあると思う。 
 今回震災があって、昔の外国人のお客様から、本当にメールや電話で連絡が入る。やは

り外国人と交流することにはとても大きな意味があることを再認識でき、有り難かった。 
 差別化、区別化ということでは、前にも議論があり、ナショナルライセンスのガイドは

何か特別なバッジを付けようという話が、前の検討会にも話が出た。そこで一つ提案であ



るが、ゴールド、シルバー、ブロンズという３色で区別するのはどうか。日本人はゴール

ドが一番上だと思うし、シルバーが次だと思うし、その特区ガイドがブロンズであれば、

ゴールドを目指して試験を受けようというふうにはなるのではないかと思う。１級、２級、

３級という区分よりは、違った意味で区別することになるのではないかと思い、最後にご

提案したい。長い間、通訳案内士のあり方について話し合っていただき、御礼申し上げる。 
 
（廻座長） 
 以上で、通訳案内士のあり方検討会のすべての審議をこれで終了する。ここで、司会役

を事務局にお返しする。 
 
（井上課長補佐） 
 先ほどご紹介があったとおり、本日の会議の議事録については、委員の皆様にご確認い

ただいた後、観光庁のホームページで公表させていただくので、よろしくお願いしたい。     
最後に、観光地域振興部長の田端より、閉会の挨拶を申し上げる。 
 

（田端部長） 
 まとめもいただいて、御礼申し上げる。平成２１年６月から２年弱という本当に長い間

の委員会であった。議論の中身も非常に闊達な、本音の議論もできたと思う。 
 行政の仕組みや制度の議論というのはややこしいところがあり、ご指摘のとおり内閣法

制局の議論などわかりづらい点もあろうかとは思う。そうした仕組みの話であり、そうし

たことも踏まえて、全体として議論し、今日、最終報告ということにさせていただいた。 
 ただ、この検討会も、スタートのときの認識は、訪日インバウンドを進めていくときに、

やはり受入環境が重要であり、通訳案内士の質、量ともに上げていこうという問題認識で

あったし、その状況は今も同じであると思う。 
 今後、また皆様方のいろいろな活動を含めて、次に向けて取組をしていきたいと思って

いるので、ご支援、ご協力をお願い申し上げる。 
 今日は震災からちょうど２週間というタイミングで、被害状況が非常に大きく拡大もし

ておる中であり、その関係のお話も多々いただいた。この関係の皆様方とのおつき合いが

多い委員の皆様方なので、貴重な情報あるいはご指摘などもいただき、大変有り難く思う。 
 特に国際的な交流をされておられる通訳案内士の方々は、世界的なネットワークもお持

ちで、今のような励ましの言葉やアドバイスもいろいろ受けておられると思う。 
 メディアの方が集まっておられるホテル等の受け止め方等を、我々もきちんと情報収集

した上で情報発信をしていかなくてはならないと改めて思ったところである。 
 廻座長にまとめていただいたが、米国同時多発テロ、あるいはスマトラ沖地震、    

ＳＡＲＳ、鳥インフルエンザ等、要因は別として、様々な事象が多々起こってきた。そう

いう中で、引き続き復旧への作戦、戦略を、腰を落ち着けて考えるときだと思う。我々は



皆様方と一緒になって、観光立国、あるいは日本の国内の活性化をやっていきたいと思っ

ている。引き続きよろしくお願い申し上げる。 
 私が７年前に観光振興課長として着任したときは、米国同時多発テロから半年後、先ほ

どジュリアーニ市長の話もあったが、ビジット・ニューヨーク・テンという取組で５月中

旬にニューヨークを訪れた。当時は米国からいろいろな発信があった。今度は日本から、

もう少し後の段階になったらどんどん発信をしていかなくてはならないと思う。また、引

き続き皆様方とよく連携をとりながら、アウトバウンド、インバウンド両方を含めた観光

立国に取り組んでいきたいので、よろしくお願い申し上げる。皆様方に御礼を申し上げた

い。 
 
（井上課長補佐） 
 これを以って通訳案内士のあり方に関する検討会を閉会させていただく。皆様に御礼申

し上げる。 
 
閉会 


