
平成27年（2014年）１月20日

於：観光庁
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テーマ

当協会のご紹介

1 現状把握
1－（１）通訳案内士の就業状況
1－（２）通訳案内士の事業内容
1－（３）就業手配、旅行者とのマッチングの実態
1－（４）通訳案内士の顧客満足度、質的向上の取組み 等

2 課題整理
量的、質的の両面から整理

3 具体的方策
（現在想定される項目。具体的中身は今後の議論を踏まえ整理。）
3－（１）資格制度の法的位置づけ
3－（２）資格付与のあり方（試験、研修の難易度、出題方針、免除科目、ｶﾘｷｭﾗﾑ等）
3－（３）資格付与後の品質確保方策（一定期間毎の研修制度の導入の可否 等）
3ー（４）資格取得者の利用促進方策
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JGAのご紹介

• 創立昭和15年（1940年）。
• 今年は創立75周年。業界唯一の社団法人、会員は通訳案内士
から構成。

• 会員数：661名（正会員651、賛助会員等11名）。
• 全国北海道～沖縄まで、全10言語に渡る会員。
• 第1地区：関東396名
• 第2地区：中部・北陸44名
• 第3地区：近畿115名
• 第4地区：中国・四国・九州・沖縄58名
• 第5地区：北海道・東北23名。
登録言語：英483、仏62、西44、中42、伊20、韓16、

独15、露１３、ポル１２、タイ２。
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JGA言語構成
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JGA地域別会員数

第1地区（関東）
396人

第2地区（中部）
44人

第5地区（北海
道・東北） 23人

第4地区（中国四国
九州沖縄）58人

第3地区（関西）
115人

5



JGAご活用のメリット
●ノウハウと経験という観点●

・50年以上のベテランも健在、後進の指導にも協力。タイ語等10か国語のエキスパートが全国に点在。

・豊かな人材の宝庫で、ノウハウの伝承。受験生や現役ガイドむけの各書籍を編集発行、ロングセラー

「GUIDE TEXT」「日本文化外交小史」「日本地理」は年10年間で2000冊以上の売上を継続。

●業界代表としての役割という観点●

・1963年～毎年実施「新人研修会」では、累積9,000人以上が受講。

・全国通訳案内士17,736人の2人に1人はJGAの新人研修を受講し業界入り。

・2014年新人研修会は関東5日・関西4日にのべ122名（8か国語、19～80歳）が受講。今年は200予定。

・「通訳ガイド検索システム」を運用、会内外の通訳案内士約200名が登録。

●品質という観点●

・通訳案内士対象の充実した研修を行ってきており、のべ受講者数は2013年726名、2014年927名。

・2014年は複数のエージェント様に、約70名（会員の1割強）を新規ガイドとして登録頂いた。

●差別化という観点●

・「無料職業紹介所」として、手数料等一切無料で、優秀な会員ガイドをご紹介。

・旅行業界の諸団体、エージェント、土産店等が賛助会員、役員としてJGAをサポート下さっている。

・（公社）日本観光振興協会、（一社）日本ホテル協会、（一社）日本旅館協会、（一社）国際交流サービス

協会、（独）国際観光振興機構、ホテルオークラ東京、（株)マイアソシエイツ （株）日本刀剣 （株）朝日堂

（株）日本旅行 （株）日本綜研、ほか。
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1 現状把握
1－（１）通訳案内士の就業状況

2008年秋の全国調査結果（回収率30%）では、2013年観光庁調
査結果とほぼ同様（約30％が稼働。うち、約10％が専業）だった
が、昨今は正式な調査未実施のため、数値は未確認。

7



現状把握
1－（2）通訳案内士の事業内容

• Q：どんな仕事が多いか？（複数選択可）：
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1－（2）通訳案内士の事業内容

• 業務の多様化（ツアーガイド、デスク）
• 業務の分業化、定点化（各地ガイドで分担）
• FITの増加 ・・ガイドの質の高さが要求される

• アジア圏、中東からのツアーも増加。他言語の需要（ベトナ
ム語等）も必要となりつつある。
（ご参考）2013年度訪日者数

インドネシア136,797人 前年比34.8%,
マレーシア 176,521人 前年比35.6%

• 北海道：
冬観光が増加。アジアからの家づれ。夏はクルーズ船
寄港日に多数のガイドが要るのでガイド不足発生。
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現状把握 1－（３）
就業手配、旅行者とのﾏｯﾁﾝｸﾞの実態

• Qどこから仕事をもらっているか（複数回答）？
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1 現状把握（まとめ）

全体：
• 2012年夏ごろから徐々に回復傾向。2014には新人
にも多く仕事があった。

• ただし、中国語・韓国語は仕事が殆ど無く就職した
新人もいて、ここまで仕事が無いなら資格を取る必
要が無かった、という新人も。

• 英語：中間期、閑散期は仕事が無いので、多くの通
訳案内士は、ガイド業だけで生計を立てるのは困難。
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北海道：
•約３分の1が就業。5年間地域限定試験を実施し終了。北海道庁HPに通訳
案内士名簿有り、就業希望者は全国版通訳案内士103名、地域限定40名
（実際には2～3倍いる）。

•国籍： 台湾、中国、韓国がビッグ３。以下オーストラリア、シンガポール、
香港、タイ、マレーシア。豪州人はスキー目的でガイド不要。

•中国語：需要が大きい。が、中国語ネイティブガイド（多くは無資格。在住
または現地）が多い。

•韓国語：温泉・ゴルフ・グルメ等でコンスタントにツアーあり。ただし韓国語
ガイドは少ない。現地からのネイティブ同行が多い。

•他言語：VISA緩和や直行便増加のため、タイを中心に、マレーシア、インド
ネシア多い。マレーシア、インドネシアは英語ガイドが付くがタイは
英語が通じないことが多い。タイやマレーシアの学生が無資格でガ
イド業をすることがある。
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現状把握

１－（４）通訳案内士の顧客満足度、質的
向上の取組み等

お客様アンケート：

エージェント経由ツアーの場合は、お客様にアンケートを
取ることがあり、ガイドの質についての評価も含まれる。

北海道：

•北海道庁や札幌市主催で、研修、セミナー、実地研修、イ

ンターンシップ導入等が行われている。業務後にエージェ

ントからフィードバックが得られ、反省点が分かる。

13



2 課題整理
量的、質的の両面から整理

・「通訳案内士が不足している」という見解につ
き、「いつ」「どこで」「どのようなガイドが」不足し
ているのか？をきちんと分析すると良い。

・一時的に数だけ増やすのではなく、「必要とさ
れる」通訳案内士を育成していく。
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量的分析
• 韓国、台湾、中国、香港以外の訪日外国人のうち、
約半数（１８０万人）がガイドを必要としている。

• 180万人中、１グループの数（平均20人）
→ 90,000団体／年

• 月平均 約8,000グループ／月

• ガイドが月２本の仕事をした場合、4,000人程度のガ
イドでOK。

• 【結論】 通訳案内士が月に2本のツアーをした場合、
約4,000人程度で足りる計算である。まさに現在就
労している通訳案内士の数（17,736人の約23%）に
相当する。
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質的分析
以下3つの観点で、既存の通訳案内士を分類できる。

●キャリア別
• JGAでは⇒稼働日数、年数、ある程度の基準に従い、会員をA,B,Cのラ
ンクに格付けし、各手帳を付与している。エージェントも、「ベテランガイド
が欲しい」「キャリアの若いガイドで良い」等選択肢が増え、より良いマッ
チングに役立っている。

●就労形態別
• A)泊りツアーする人（全国へ行ける、ICT可能、旅程管理能力必須）
• B)日帰りツアーしない人（地元のみ。ICT不可）

●専門性別
• 例）山岳ガイド資格も持っている、ネイチャーガイドができる、ポップカ
ルチャー、建築（建築家ツアー対応）、アート（富裕層に多い）、日本酒、
に詳しい、ビジネス通訳できる（インセンティブ対応）、複数台口ツアーに
慣れている、など。
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質的分析：JGAのABCランク格付け

Ａ級 Ｂ級として満２ヵ年を経過し、就業日数が180日以上になると、Ａ級の有
資格者になる。Ａ級に限り６月と２月の年２回、必要書類を格付け審査委員
会に提出・審査を受け、合格しなければならない（原則としてI.C.T経験10回以上）

Ｂ級 Ｃ級就業日数が60日を超え、入会開始日から満１ヵ年が経過すると、Ｂ級に移行
する資格が得られる

Ｃ級 JGAに入会１年未満。就業日数60日以下
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質的分析：JGA研修2013～2014年

北海道研修
（1泊２日）

四国研修
（1泊２日）

関西地区８回

関東地区30回

中部地区４回

北九州研修
（1泊２日）

広島研修
（1泊２日）
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JGAの質的取組み

2014年JGA研修受講者数(月別）
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質的分析：2014年JGA研修受講者数(累計）

20



3－（２）資格付与のあり方
（試験、研修の難易度、出題方針、免除科目、カリキュラム 等）

• Q現行の外国語筆記試験の難易度は？

4%

59%

26%

11%

（A）もっと易しくすべき

（B）妥当

（C）もっと難しくすべき

（D）ほか
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Q現行の日本歴史試験の難易度は？

8%

69%

4%

19%

（A）もっと易しくすべき

（B）妥当

（C）もっと難しくすべき

（D）ほか（例えば⇒ ）
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Q現行の日本地理試験の難易度は？

4%

70%

7%

19%

（A）もっと易しくすべき

（B）妥当

（C）もっと難しくすべき

（D）ほか（例えば⇒ ）
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Q現行の一般常識試験の難易度は？

7%

78%

0%

15%

（A）もっと易しくすべき

（B）妥当

（C）もっと難しくすべき

（D）ほか
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Q現行の口述試験の難易度は？

4%

46%36%

14%

（A）もっと易しくすべき

（B）妥当

（C）もっと難しくすべき

（D）ほか
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Q現行の試験の出題方針に関して(自由意見）
・通訳ガイド業務や観光スポットに特化した内
容が望ましい(多数）

Q現行の試験の免除科目に関して(自由意見）
・免除基準を下げすぎ。
・TOEIC840では品質維持が困難。

Q改善点について(自由意見）
・対象言語を増やす(特にアジア言語）。
・筆記試験実施回数を増やす。
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３-（１）資格制度の法的位置付け

• 現状の国家資格を維持する。

• 以前のように無資格ガイドの取り締りを労働
局とガイド団体で連携して実施したらどうか？

• 有資格者同行を義務付けたらどうか？

• （税収のため、有資格者保護のため）

• 各種ガイドとの区別を明確化（名称・登録証
表示等）
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3－（２）資格付与後の品質確保方策

方策案１：

通訳案内業試験（筆記）に旅程管理主任者資格（国内）
に共通する設問を一般常識問題に含める

＜理由＞

旅行業界で働き始めるための国家資格にも関わらず、
旅行業の知識や旅行業への意欲に関する設問、インバ
ウンド・サービスに直結する設問が無い。現行では「語
学に関する唯一の国家資格」という認識が一般的である。
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方策案２：
旅程管理主任者資格（国内）取得を義務化

合格後、登録に「旅程管理主任者資格（国内）取得」を義務とする

＜理由＞

①旅程管理主任者資格所持者は、現在40%にも満たない。

②実際に仕事を始めるにあたりガイド業の実際（外国語での説明よりも、
旅程管理能力の要素が大きいことなど）を知り、果たして自分がやって行
けるのか？やりたいのか？（体力的に、経済的に、物理的に、能力的に）
を自分で認識、判断することが大事である。

③その認識無いまま、「ペーパー通訳案内士」が多いと、通訳案内士の
数分析をする上でも正しい数値が出ない上、質の確保に支障をきたす。

④効率良いマッチングのため、エージェントが安心して仕事をオファ―で

きるよう、本人も不安材料に埋もれず、仕事のオファーがあったら、すぐ
に引き受けられる状態を作って意思表示することが大事。
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方策案3：
登録を更新制に（3～5年毎）

＜内容案とそのメリット＞

①転居、死亡、等変更があっても更新されていない状況を改善
→通訳案内士登録者につき、正しい管理。また定期的に就労意欲を確認できる。

②健康診断書の提出
→登録時には心身状態の健康を証明する義務があるが、その後はフォローない。通訳
案内士として就労するに心身ともに健康である状態を常に管理することで、質の確保
につながる。

③更新時、近年の業界需要に沿った講習や実地研修を組入れ
→質の確保につながる。ガイドが業界について明るくなる。

④稼働できる状態のガイドを管理し、データ管理化する
→稼働可能な状態のガイド、就労したいガイドのみに行政の予算を使うことで、無駄な
支出を削減。

またエージェントがガイドを探す際に「稼働できる状態のガイド」リストから質の保証さ
れたガイドを選ぶこと ができる
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方策案4：
包括的な研修を若いガイド向けに実施

＜内容案とその理由＞

• 旅程管理研修、マッチング、実地研修、イン
ターンシップ（先輩ガイドに付いて添乗）を実
施し、長期的、包括的な研修を行うことで、就
職につなげ、品質の向上に努める。

• 北海道では実際に実施中。
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方策案5：
定期的研修（特に専門分野）を中堅向けに実施

＜理由＞

• 昨今需要が高まりつつある「専門性を持つガ
イド」を育成することで、適材適所でマッチン
グさせることができるようになる。

• 例： アートが得意、山岳ガイドもできる、建築
が得意、ポップカルチャーが得意、ビジネス
通訳が可能、複数台口ツアーが可能等。
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3－（２）資格付与後の品質確保方策

• 通訳案内士試験に合格（旅程管理主任者資格関連設問を含める）・・方策案１

• 旅程管理主任者資格（国内）取得義務 ・・・方策案２

• 各都道府県に登録（個人データ登録）

• 3つのカテゴリーによる区分（登録証にも記載）

•

• 検索システムへの登録

• 定期的な専門性研修（中堅向け）

• ・・・方策案３
免許更新 ・・・方策案３

• 個人データ更新

包括的研修（若年層）
・・・方策案５

（実地研修）
（インターン（OJT))
（フィードバック）
（マッチング会）
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3‐（４）資格取得者の利用促進方策

どうしたら通訳案内士の利用が拡大するか？

アイデア集
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利用促進方策① 旅行業者様へ

●インターンシップの推進

新人または若手ガイドを先輩ガイドに付けて団体ツアー
に添乗させ、先輩の業務ぶりを学習し、同時に各社の
方針などを学ぶ。

その後、当該ガイドを活用頂く。
メリット：

業者様は、当該ガイドの素質を知り、即戦力として活用
できる。素質ある若いガイドを他社より1日でも早く確保
できる。
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利用促進方策②旅行業者様へ

●既存の英語バスツアー（はとバス、サンライズツアー
等）に、非英語圏のお客様のガイド付き同乗ツアーを奨
励

非英語圏の個人のお客様でも手軽に効率良く観光をし
たい方のために、英語バスツアーに他言語のガイドが1
名付く同乗ツアーがある。最近は4か国語テープシステ
ムが代役になっているが、観光情報のみを聴くだけでお
客様への質問には機械は答えられない。

メリット： 非英語圏からの訪日客が増えつつある中、英
語が理解できないお客様へのサービス向上、及び非英
語の通訳案内士の就労機会を拡充できる。

36



利用促進方策③ホテル業界へ
●ホテル業界との連携
・ホテルのコンシェルジュさんからの御依頼は100％ガイ
ド付きツアーで、急な要請（明日、きょう）が多い上、お客
様は高級ホテル宿泊者（富裕層）が多いので、ガイドの
質が問われる。それに即対応できる体制を構築する。

・JGAの賛助会員には⇒ （一社）日本ホテル協会、（一
社）日本旅館協会があり、連携・協力を進められる。

・JGAは⇒日本コンシェルジュ協会の法人会員であり、今
後同協会を通して、更に情報発信ができる。

メリット： ガイドがすぐ欲しいホテル側と高品質ガイドと
の需要と供給のマッチングが可能。
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利用促進方策④ 国への提案
●通訳案内士を３カテゴリーで区分
下記分類を登録データに含め、「通訳案内士登録証」（免許証）
にも更新時に記載する。

メリット：エージェントやお客様が、希望とするガイドを
見つけやすくし、質と量のバランスの誤算を最小限に
する。

◇キャリア区分＝格付け制度（ABC)実施 。

◇就労形態区分＝就労可能日数別
A)ロングツアーできる人（ICT可能、全国可能）
B)日帰りツアーしかできない人（ICT不可、地元のみ）

◇専門性区分＝専門分野を認定していく
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通訳案内士登録証に区分表示

通訳案内士登録証の裏

☑Aランク □Bランク □Cランク ＝キャリア区分

☑ロング □日帰り ＝就労形態区分

☑建築 ☑通訳 □ネイチャー ＝専門性区分（この項目は
増やしていく）

☑旅程管理主任者資格（国内） ＝資格表示
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利用促進方策⑤国への提案

●通訳案内士の公共交通機関料金の減免～その①

・例えば、国内線飛行機利用時の割引料金を設
定する。地方寄港地のクルーズ船で遠方から通
訳案内士を呼び寄せる必要があるとき、単独移
動交通費が抑えられる。

メリット：クルーズ時の一時的なガイド不足を解消
できる

40



利用促進方策⑤国への提案

●通訳案内士の公共交通機関料金の減免～その②

ガイドの下見時も含め、公共交通機関の割引を適用する。
背景： 訪日外国人のリピーターが増える昨今、観光箇所はゴールデン・

ルートだけでなく、地方のメジャーでない観光地や地方の世界遺産

登録箇所の需要も増えつつある。

各業界のメリット：

旅行社は⇒ガイドが下見する際の経費が補助されると、メジャーでない地域も含めて

スルーで案内できるガイドが確保でき、それらの地域を含むツアーの受

注増加が可能となり、売上が上がる。

地方公共団体は⇒地方の観光客を増やすことで活性化する。世界遺産登

録箇所の盛り上り後の訪問客数減少を抑えることができる。

国は⇒ 訪日外国人客のリピーターの需要に応えることができる。

ガイドは⇒ 下見が必要なツアーに、経費の不安なく対応できる。
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利用促進方策⑥ 国と地方公共団体様へ

●通訳案内士登録証の提示による業務中の拝
観料や入場料の免除の周知

・地方の観光施設では通訳案内士登録証が認知されていない所が多い。
・エージェント経由のツアーでないと免除されない施設もある。
・都立の庭園は最近徹底してきた。

•メリット： ツアー経費を抑えることで、エージェントが更に
通訳案内士を活用するようになる。

•メリット：エージェント経由のツアーでなくても、お客様の支
出を抑えられることで、更なる通訳案内士の活用につなが
る。
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利用促進方策⑦ 地方公共団体様へ

●各地の観光案内所に通訳案内士を配置

メリット：ガイドには、就業機会の拡大につながる

特に就業機会少ない地域や閑散期に。

ガイド団体経由であれば継続的に配置可能。
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利用促進方策⑧ 国への提案

• つ

通訳案内士登録証 ﾍﾞﾄﾅﾑ

英語
観光 太郎
E00052
東京都

●10言語以外の外国語の認定
メリット：質の保証された通訳案内士に安心して業務を任せ

られる。不足言語の対応に早期に対応する。
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利用促進方策⑨国と地方公共団体へ

●ガイド検索システムを推進

①全国版＝JGA通訳ガイド検索システムを推進
＊JGA通訳ガイド検索システムには⇒現在約200名が登録（会員は無料、非会員も有料で登録・更新）。
非会員にも登録を更に拡大する。各言語で登録可能（現在8か国語＋日本語での記載）
国土交通省の保証で安心。

JGA Tour Guide-Interpreter Search http://www.guidesearch.info/search

②海外の検索システムへの登録を推進

③各地域、公共団体で独自の検索システムを立上げる。
さらに、掲載希望する通訳案内士をサイト上で検索できるように
登録データからリンクする。
（例：北海道） どさんこガイド検索システム

メリット： 業者様は⇒ガイドを24時間探せる（速い・安い・安全）
外国のお客様は⇒直接ガイドにアクセスできる（速い・安い・安全）
ガイドは⇒エージェント経由でなくともお客様付ツアーを受注できる
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（ 付録 ）自己研鑽

Q今後どのような研鑽を積んで行きたいか？

・他言語の免許を取得したい

・得意分野を極めたい

・研修に積極的に参加したい

・オールマイティなガイドになりたい

・専門分野通訳ができるようになりたい

等など。
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ご清聴有難うございました。

Thank you Obrigado

Gracias спасибо

Merci 谢谢

Danke schön 고맙습니다

Grazie ขอบคณุ ครับ
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