
資料４ 

第７回「通訳案内士のあり方に関する検討会」議事録 
 
日時：2010 年 6 月 25 日（金） 15 時～17 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) 
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 
藤井 一男   東京ＳＧＧクラブ 会長 
松澤 勇夫   株式会社日本旅行 国際旅行事業部担当部長 
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 
大高 豪太   観光庁国際観光政策課長 
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 
久保 麻紀子  観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐 
三重野 真代  観光庁観光地域振興部観光資源課 専門官 
 
 
 

（司会進行：久保）  



 
開会 
 
 
（久保課長補佐） 
 ただ今から第 7 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ありがとうございます。本日は定保委員が欠席、また、

出野委員の代理として池谷・観光政策課長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「通訳案内士制度の

活用方策に関するワーキンググループについて」に関し、事務局より説明をお願いしたい。 
 
（久保課長補佐） 
通訳案内士制度の活用方策に関するワーキンググループについてご説明申し上げる。参

考資料（1 枚）でお配りしている資料をご覧いただきたい。前回の検討会でも話に出てきた

が、通訳案内士制度のさらなる活用に向けて通訳案内士団体、旅行会社等で構成するワー

キンググループを 6 月 16 日に立ち上げ、第 1 回目の会合を開催したところである。ワーキ

ンググループの設置コンセプトは参考資料に記載している。その要旨は、優秀な通訳案内

士が今後も旅行会社等において活用されるよう、外国人旅行者のニーズを踏まえたガイド

業務の活性化を図るという観点から外国人旅行者のニーズとのミスマッチの解消や流通シ

ステムの円滑化等の活用方策について、通訳案内士団体、旅行業界、観光庁が協力して、

その具体的方策について検討を行なうために本ワーキンググループが設置された。 
 メンバーは、通訳案内士団体、旅行会社、ホテル、観光関係機関より複数の企業、団体

より参加いただいている。本ワーキンググループは、「通訳案内士のあり方に関する検討会」

で議論している通訳案内士制度とは直接はリンクしない形で進めていく。通訳案内士が活

用されていく方策についてワーキンググループで議論していく予定であるので、この場で

ご紹介させていただいた。 
 
（廻座長） 



ありがとうございました。通訳案内士制度の活用方策に関するワーキンググループの設

置についての質問は議事２までの説明が終わった段階でいただくこととしたい。それでは、

議事２の「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告（案）について」に関し、事務局よ

り報告をお願いしたい。 
 
（久保課長補佐） 
「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告（案）」についてご報告申し上げる。お手元

の資料６「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告（案）」をご覧いただきたい。資料が

複数枚に亘っているので、ポイントを絞ってご説明申し上げる。資料６の 2 ページからご

説明したい。説明の項目としては、訪日外国人旅行者の受入を推進するに際しての通訳案

内士の位置づけ、外国人旅行者を巡る状況の変化、通訳案内士制度の変革である。まず、

１．訪日観光の推進と通訳案内士の関係（資料６の 2 ページ）である。観光立国の位置づ

けについては、近年、公共事業等に頼らない新しい需要創造型の経済へのパラダイムシフ

トが成長戦略の一つとして注目を浴びている。本年 6 月に閣議決定された政府の「新成長

戦略」においても「観光立国」は、７つの成長戦略分野の一つと位置づけられている。本

年 5 月に策定されている国土交通省の成長戦略においても「観光」は 5 つの成長分野の一

つとされている。特に訪日インバウンドに関わる市場は、戦略的な成長市場と言われてお

り、世界的にも高い成長が見込まれる中国というエリアを地理的に包摂していることもあ

り、今後、外国人旅行者に国内各地域に売り込むことで地域経済活性化の起爆剤になるこ

とが期待されている。こうした中で、政府はこれまで、2020 年までに 2000 万人の外国人

旅行者を呼び込むということを目標にしてきたが、昨年、2016 年までに 2000 万人、2019
年までに 2200 万人、そして将来的には 3000 万人という新しい目標を設定して訪日インバ

ウンド旅行を強力に推進していくことを打ち出したところである。 
このような状況の中で、資料 2 ページの（２）通訳案内士の意義を考えると、日本での

滞在が外国人旅行者にとって満足できるものになることが訪日インバウンド旅行を推進す

るために重要であると考える。旅先の印象を決める要因としては様々なものが考えられる

が、その中でも観光ガイドが印象形成に与える影響が大きいことは、本検討会でもこれま

で指摘されてきた。外国人旅行者にとっては観光ガイドの口から語られる日本そのもので

あり、観光ガイドと過ごす時間が日本での思い出になる。昭和 24 年に通訳案内業法が制定

されたが、その頃から通訳案内士の方々は、外国人旅行者を直接もてなすことができる資

格者であり、我が国の国際観光の発展に重要な役割を果たしてこられた。今後も訪日イン

バウンド旅行の推進を目指す我が国においては、通訳案内士に果たしていただく意義は変

わらないし、むしろその重要性は高まると考える。 
続いて資料 3 ページの２．通訳案内士制度を取り巻く状況の変化である。通訳案内業法

は、昭和 24 年という戦後復興期で、日本を訪れる外国人が少なかった時期に制定されたも

のである。その当時は、訪日外国人旅行者の受入体制も不十分であり、多言語表記の案内



板もなく、外国語能力を有した人もごく一部に限られていた中で通訳案内士制度は始まっ

た。そうした中で、ラグジュアリー層を中心とした外国人旅行者がトラブルに巻き込まれ

ることなく、魅力的な訪日旅行を行なっていくためにガイド体制を整備する必要があった。

そうした観点から、通訳案内業の免許を受けた者だけが通訳案内をできるという現在の制

度が導入された。 
その後、半世紀以上が経過し、その間において我が国における国際観光の状況は大きく

変貌を遂げたと言える。まず、訪日外国人旅行者数が格段に増加している。昭和 24 年には

わずか 15,000 人であったが、約 60 年後の平成 20 年においては 835 万人まで増加した。ま

た、言語障壁についても大きく緩和されてきている。我が国における外国語教育体制は強

化され、外国語を話すことができる人材は希少な存在ではなくなってきている。さらに、

日本への外国人留学生数も増加してきており、日本人にとって外国人と接する機会は珍し

いことではなくなってきている。公共交通機関等における多言語表示の整備も進んでおり、

地方自治体でも外国人がひとりで歩けるまちづくりを推進するところが増える等、言語障

壁の問題は格段に改善してきている。 
次に、訪日旅行スタイルが変化してきているという点についてである。①これまでは大

型観光バスで周遊する団体パッケージツアーが主流であったが、現在は、外国人旅行者が

自分の興味に基づいてカスタマイズする個人旅行の形態が増えている。例えば、茶道や華

道といった日本文化体験や富士山登山のような自然体験、秋葉原のようなところでのポッ

プカルチャー体験をしたい、現代建築のような専門的な分野を学びたいというようなニー

ズが増えているし、そのようなテーマ性を持ったツアーも増加している。②アジアからの

観光客が増加しているということも顕著な傾向として挙げることができる。現在、韓国、

中国、香港、台湾からの旅行者が訪日外国人旅行者全体の７割を占め、その人数は 500 万

人を超えている。中国の観光ビザの要件も段階的に緩和されてきており、アジア圏からの

旅行者の増加は今後も勢いを増すことが予想されている。③地方部を訪問する外国人旅行

者の増加という傾向も顕著である。今までは、いわゆるゴールデンルートと呼ばれる東京

～箱根～京都～大阪を巡るツアーに参加する外国人旅行者が大半であった。しかし、現在

では、飛騨高山や高野山等の世界遺産関連した観光地を訪問するといったような新たな日

本の魅力を求めて動いているという傾向も顕著である。 
続いて、３．通訳案内士制度の変革の必要性、どういう視点で変革すべきかという話に

移りたい。まず、前項で述べたように多様化する外国人旅行者ニーズにいかに対応してい

くかという点に言及したい。訪日外国人旅行者の旅行スタイルが多様化した結果、現状の

通訳案内士だけでは対応できないガイドニーズが顕在化しているのではないか。さらに訪

日インバウンド旅行を拡大していくためには、多様化する外国旅行者ニーズに柔軟に対応

できるように、顧客である外国人旅行者の視点から制度の見直しを行なうことが重要であ

ると考える。①前述のとおり、体験型観光や専門的なテーマに関し、深掘りしたような観

光を行なう外国人旅行者に対して、個別の興味や知的好奇心に対応できるガイドを育成す



る必要となっている。そのような個別の興味は、旅行時のガイディングによって、さらに

多様化していくことが想定されるため、それに対応できるガイド制度を構築することが求

められている。②また、現在の通訳案内士のサービス形態では、1 時間、2 時間といった短

時間のガイドサービスはあまり行なわれておらず、買い物だけにアテンドするというよう

なニーズに十分対応できていないとの声も聞かれる。そうした外国人旅行者のニーズに対

応できるサービス体制構築も必要と考える。③先ほど御説明したが、現在、訪日外国人旅

行者の 7 割以上がアジア圏からの旅行者であるが、中国語及び韓国語の通訳案内士は通訳

案内士全体の２割にも満たず、このギャップを埋めるための体制整備が必要である。特に

アジア圏からの訪日ツアーは低価格で、温泉やショッピング、食事を楽しむスタイルが主

流となっていると言われている。こうしたツアーに関しては、ツアー催行に最低限必要な

ガイド行為でお客様は満足するとの指摘もあり、また、旅行者と同じ出身国のガイドを求

める声が多い点にも注意が必要と考える。④次に、通訳案内士の登録地域が偏在している

という点に触れたい。最近、外国人旅行者が集まるようになった北海道や九州、高山とい

った地域のことを考えると、通訳案内士の登録者のうち 7 割は東京や大阪等の都市部に集

中し、北海道や九州等には登録している通訳案内士が東京や大阪等と比較すると少なく、

十分な受入体制が整えられていないとの声も聞かれる。平成１９年度より都道府県単位の

業務独占資格である地域限定通訳案内士制度が導入されているところであるが、外国人旅

行者のニーズにさらに柔軟に対応することを考えた場合、都道府県単位に限らず広域ブロ

ック単位や市町村単位、観光施設単位といった柔軟な受入体制を構築できる制度への変革

を求める声も聞かれる。 
続いて、２つめの視点として、通訳案内士の質の向上を挙げている。満足度の高い訪日

旅行を実現するためには、ＶＩＰやラグジュアリー層への高付加価値の案内、全国の区域

をまたがるツアーへの対応等、高いスキルと深い知識を必要とする高付加価値型のガイド

サービスの提供を実現できるガイドを準備する必要があると考える。そうした技術が必要

とされるガイドサービスの提供を始め、質の高いガイドサービスを通じて日本の良さを伝

える通訳案内士の役割は引き続き重要であることは言うまでもない。今後も国が質を保証

するガイドとして、その育成・質の向上について更なる取組を行なうことが求められてい

ると考える。 
新しい通訳案内士制度のイメージとしては以下のように考える。通訳案内士は、全国区

域にまたがる団体ツアーから少人数のきめ細やかな顧客のリクエストに対応したツアーま

で高度な技術を持って対応する、まさにインバウンド促進のために今後も重要な役割を担

うものである。そのため、引き続き高度な資質を有する通訳案内士の育成が必要である。

また、良質な訪日旅行の提供を図る観点から、ガイドの資質に関する情報を需要側＝外国

人旅行者が入手できるようにすることが必要である。そのため、通訳案内士資格を名称独

占資格とし、国が資質についてお墨付きを与えたナショナルガイドとしての立場を明示化

し、その他のガイドとの差別化を図っていくことが適当と考える。 



新しい通訳案内士制度を構築するにあたっての留意点について述べたい。①試験内容に

ついては、筆記試験、口述試験のいずれにおいても地理や文化に関する知識を問う問題が

多いが、今後は、旅程管理やガイドスキルといった現場で求められる能力も試験における

審査対象とし、実践的な能力を持ったガイドを輩出する方向で見直すのが適当と考える。

②通訳案内士は引き続き重要な役割を担う必要があるので、観光業界や国が連携し、職の

魅力向上策や需給のマッチング促進、流通経路整備等の活用方策を講じていく必要がある。

こうした課題への対応としては、通訳案内士団体と旅行業界で構成する議論の場を設置し、

今後も議論を重ねていくことが適当である。③訪日外国人旅行者の中には、旅行者と同じ

出身地域のガイドを求めるニーズがあり、日本人の通訳案内士を補完する外国人の通訳案

内士も引き続き輩出する必要がある。この点については、本検討会においても議論されて

きたが、ガイド業務に不要な日本語能力が問われている等を指摘する声がある。必要な点

については試験方法を改善していくべきと考える。その際に留意すべき点としては、ガイ

ディングに必要な能力は日本人、外国人を問わず共通であることから、試験問題等のダブ

ルスタンダードを設けるのは適切ではない。また、非国内在住者の登録が進まない理由と

して、日本在住の代理人の設置が困難との指摘があり、代理人要件の緩和等の改善策を引

き続き検討していく。④地域限定通訳案内士制度については、現在実施している６道県の

意向を踏まえ、同制度のあり方については引き続き検討を行なう。 
通訳案内士以外のガイドは、多様な外国人旅行者ニーズに的確かつ柔軟に応えられるよ

うにするため、通訳案内士を補完する役割を担うものとして、通訳案内士資格を取得して

いない者についても資質管理を行なった上で、ガイド業務を認めることが適当と考える。

そのためには、国と地方自治体等が適切に役割分担を行なった上で、通訳案内士以外の通

訳ガイド（以下、「新ガイド」という。）を育成・活用することが必要である。具体的には、

国は新ガイド育成に関する基本的な事項を定めたガイドラインを策定する等、基本的な方

針を打ち出す役割を担う。地方自治体等は国のガイドラインを踏まえながら、自らの責任

で外国人旅行者ニーズに対応した新ガイドを育成、認定、活用していくことが適当と考え

る。新ガイド制度を設計する際の留意点については以下のように考える。①新ガイドは通

訳案内士法において、通訳案内士以外にインバウンド推進のための接遇向上を担う者とし

て位置づける等の措置を講ずるべきである。②新ガイドのうち、地域の案内を行なう地域

ガイドについては、地方自治体や地域の観光団体、広域観光主体等がそれぞれ責任を持っ

て育成、認定、活用を行なっていくことが適当と考える。その際には研修ガイドラインに

基づいて各主体が研修を行ない、研修修了者には各主体が地域ガイドの認定を行なってい

くのが適当ではないかと考える。研修等の実施については、地域の観光関係者だけでなく

大学・専門学校等の人材育成機関、エコツーリズム協会等の専門分野の団体、地域の通訳

案内士等と協力しながら行なうのが適当である。 
地域の条例や要綱等で、地域におけるガイドの活用に関するルールを設定することも望

ましいのではないかと考える。地域の案内以外の添乗業務や買い物のアテンド等に関する



ガイドは、主として旅行会社や業界団体等の民間の各主体が責任を持って育成を行なうの

が適当である。研修等の実施については、業界関係者や大学・専門学校等の人材育成機関、

各分野の専門家、通訳案内士等とともに連携しながら行なう必要がある。なお、質の高い

通訳案内士の継続的供給という観点からは、ガイド経験を積んだ新ガイドが通訳案内士に

ステップアップすることが適当である。 
新しい通訳案内士制度の効果としては、外国人旅行者のニーズを踏まえた質の高い通訳

案内士の輩出が進み、新ガイドについても外国人旅行者のきめ細やかなニーズに柔軟に対

応できる人材の輩出が期待できると考えられる。これによって外国人旅行者あらゆるニー

ズに対応した魅力的な訪日観光が提供でき、旅行者の満足度の向上、リピーター及び新規

需要の創出につながる。 
 地域が育成する新ガイドについては、地域の外国人の受入体制の整備及び地域の雇用創

出に貢献できる。また、民間主体が育成する新ガイドについては、新たなビジネスチャン

スの創出につながり、観光産業の更なる活性化も期待することもできる。 
 悪質ガイド行為への対応に話題を移したい。この検討会でも様々な議論があったが、土

産物屋で高額商品を強制的に販売する等の詐欺まがいの商売を行なう悪質なガイド行為が

行なわれているとの情報があり、このような悪質なガイド行為は訪日インバウンド旅行の

推進にとって問題があると認識している。これについては、政府しては適切に対応する必

要があることから、観光庁では平成 22 年 5 月 1 日より訪日ツアーに対する苦情を受け付け

る「訪日ツアー改善提案窓口」を観光庁の中国語（簡体字）ホームページ上に設置したと

ころである。観光庁は、当該窓口に寄せられた問題行為に関する情報を収集し、必要に応

じて当該ツアーを企画した旅行会社等に指導等を行なうようにしている。今後は、窓口の

運用状況を確認しながら、問題点等があれば随時改善を行なうのが適当と考えている。 
 最後の項目になるが、今後検討していくべき論点について述べる。今回の中間取りまと

め案は、通訳案内士制度の基本的な方向性を整理したものである。通訳案内士の登録制度、

試験制度、更新制度、活用方策、新ガイド研修ガイドラインの作成等、残された論点につ

いては、引き続き検討会の場において議論を行なっていきたい。説明は以上である。 
 
（廻座長） 
どうもありがとうございました。それでは、ただ今、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中間報告書（案）」について議論を進めていきたい。中間報告な

ので、これまでの議論を踏まえて取りまとめていく。 
 
（永井委員） 
通訳案内士制度のあり方に関する中間報告書（案）は、よくできていると思う。繰り返

しになるが、外国人旅行者のニーズは多様化しており、また、日本人で外国語が堪能な方

が増えてきている。通訳案内業を取り巻く環境は非常に変わってきている。自分が住む京



都でも、現行の通訳案内士制度が、実際のガイドニーズに対応できていないことを実感し

ている。観光庁の新たな制度の提案については期待をしている。ただし、現行の通訳案内

士制度については、質の高い通訳案内士を確保するという点で存在意義はあると考える。

この通訳案内士資格の信頼性を高める意味で、更新、研修の義務化等、その能力が担保さ

れるような仕組みを検討されてはいかがか。 
次に、新たなガイド制度について述べたい。京都市では、ホテルや旅行会社等が訪日イ

ンバウンドに積極的に取り組んでおり、通訳案内士の民間企業も存在している。ガイドサ

ービスに関する潜在的なニーズも非常にあると思う。基本的には市場原理が働く仕組みが

望ましい。しかしながら、新たな受け皿となる団体や民間企業等がマーケティングをした

り、営業したり、人材育成を進めていくためには、何かしらの支援が必要と考える。これ

までの検討会でも述べたとおり、京都にはガイドブックに載っていないような数多くの奥

深い魅力がある。その魅力をしっかりと外国人旅行者に伝えていく必要がある。ホテルや

旅行会社等と協力して新ガイドとなる方々を対象とした講習会を開催する等、京都の奥深

い魅力を伝えていくことができる人材育成の仕組みを、民間の協力を得ながら考えていく

のが行政の役割であると認識している。 
最後に、公的機関であれ、民間企業であれ、どこが主体となるかは別として、新ガイド

の能力認定の仕組みがあれば、民間企業等も活用する際の一つの目安になると思う。また、

ステップアップしてさらに高いレベルの通訳案内士を目指す途中のワンステップにもなる。

地域別でも全国的なものでも構わないが、ハイレベルの通訳案内士資格の取得はハードル

が高いので、その間に何か段階的なものが構築されるとよいと思う。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。新ガイド育成についての見通し等を含めて具体的な話をして

いただいた。続いて辻村委員にお願いしたい。 
 
（辻村委員） 
社団法人日本観光通訳協会として通訳案内士制度に関する要望書を作成した。検討会に

対する要望書なので、検討会で配布されることを希望したが、様々な団体から要望書は出

されているので、検討会の場では配布されないことが分かった。そこで、この場で読み上

げさせていただく。 
通訳案内士のあり方に関する検討会の皆様へ。通訳案内士制度についての要望書。2009

年 6 月 26 日以降、観光庁で開催された通訳案内士のあり方に関する検討会の中で、現行の

通訳案内士法を改める通訳案内士の業務独占の廃止に関する検討が行なわれている。2010
年5月14日に開催された第4回検討会では、新しい通訳案内士制度の骨子案が発表された。

その内容は通訳案内士の資格がなくても業として外国人観光客を案内できるようにすると

いうものである。当協会は通訳案内士の資格保持者 963 名を正会員とする団体で、設立 70



周年を迎えた。通訳案内業務の向上・改善を図るとともに、会員の品位の保持、地位の向

上に努め、以って国際観光事業の発展に貢献し、合わせて国際親善に寄与することを目的

としている。また、私たちが日本を代表する民間外交官としての誇りを常に持ち、持続性

のある観光立国実現のための通訳案内サービスの向上や質の高いガイド養成に努めている。 
今後、訪日外国人 3000 万人を目標とする観光立国政策の中で、言語のエキスパートとし

て重要な役割を果たしていくべき、より質の高いサービスが提供できる優秀な通訳案内士

を多く育成できるよう当協会の活動をさらに充実させ、引き続き努力していく所存である。

観光庁に対しては、訪日外国人旅行者の目線に立った通訳案内士の利便性のために通訳案

内士の国会試験を充実させ、旅行業法等、周辺の法整備を伴いながら、今後も優秀な観光

人材の確保に努めていただきたい。以上を踏まえると、第 6 回検討会で提案された「新し

い通訳案内士制度の骨子（案）」に沿った法改正が実施されると、能力が担保されない新ガ

イドにより訪日外国人旅行者に対する通訳案内サービスの質が低下し、優秀な人材の他業

種への流出を招き、ひいては日本のイメージが損なわれ、海外から何度も来ていただける

ような尽きることのない感動を与える国、日本を実現することができなくなることが危惧

される。以上より、通訳案内士法の根幹部分である 36 条（「通訳案内士でない者は、報酬

を得て、通訳案内を業として行つてはならない。」）を変更し、削除されることがないよう

社団法人日本観光通訳協会は強く要望する。当協会では 2010 年 6 月 14 日に臨時総会を開

催し、通訳案内士の業務独占廃止案に対して反対の立場であることを総意として議決した

ことを申し添える。 
以上、要望書の前文を読み上げた。外国人の方々が、旅行先として日本を選んで日本国

内を旅し、楽しんでいただき、さらにはリピーターになり、あるいは日本のファンになっ

ていただくことが重要であるという点は、この検討会に参加されている様々な業界の方々

も同感いただけると思う。日本人一人ひとりにとって外国人旅行者をどう迎えるかという

のはこの場でも議論になったが、一人ひとりのホスピタリティによって決まると思う。私

たちは、いろいろな期待を持ち、訪日が実現したお客様に最も身近な位置におり、感動す

る日本を演出する通訳ガイドとして役割を果たしてきたと思うし、これからも果たしてい

きたい。この 1 年間の通訳案内士のあり方に関する検討会において、多くの厳しい指摘も

いただいた。その指摘は謙虚に受け止め、時代に合った通訳案内士として努力していかな

ければならない。観光立国日本が「尽きることのない感動に出会える国、日本」を目指す

中で、私たちは通訳案内士としての誇りと自信を持って外国人観光の一翼を担えるように

ご理解とご支援をいただきたい。通訳案内士の活用方策に関するワーキンググループ（WG）

がスタートした。20 年、30 年先を見据えた日本の観光業界を担っていくメンバーで WG が

発足し、詳細については WG で検討していく中で、先ほど述べた要望内容を具体的に汲み

取っていただければと願う。座長及び事務局に今後の対応をお任せしたい。 
 
（廻座長） 



通訳案内士団体の立場から意見をいただいた。ありがとうございました。先ほどの永井

委員からは、通訳案内士資格の更新、研修にもっと力を入れるべきではないか、新ガイド

については市場原理で原則的に進めるべきであるが、人材育成には公的機関が関与すべき

ではないかという意見をいただいた。ほかにご意見はあるか。それでは青木委員にお願い

したい。 
 
（青木委員） 
「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告書（案）」に対して意見を述べさせていただ

く。まず、通訳案内士の業務独占という形を名称独占へ変えていくことには賛成したい。 
通訳案内士の方々がより高いステージで、また質の高い案内が確立されるようなシステム

構築をすればよい。観光立国 3000 万人の大観光時代に向けて、新制度を早急に制定される

ことは時代のニーズに合っていることであり、歓迎する。 
また、新制度が早急に策定、実施されることを要望する。地方ではたくさんの観光客が

訪れており、日々増加している。きちんとした資格認定を受け、または、トレーニングを

受けた者がガイド業務に当たれるように早く制度整備と環境整備をしていただきたい。 
この検討会の中でも議論されてきたが、新制度の策定に向けて危惧されていることは、

新ガイドの質、レベルの問題である。この問題を解決できるように資格認定制度とトレー

ニングの方法が早く策定されることを希望する。 
悪質ガイドをいかに防ぐかというもう一つの問題もある。国家と国家との間で取り決め

をきちんとしていただきたい。悪質なツアーの日本入国を未然に防ぐ必要がある。私は中

国をよく訪問するが、一時期、中国で東南アジア向けのゼロ元ツアーというものがあり、

ツアー参加者は密室に閉じ込められて高額商品を購入させられたりして大きな問題となっ

ていた。そのようなツアーが日本に入ってこないように、未然に防げるようなシステムを

構築しておかなければならない。悪質なツアーが日本国内に流入しまってから取り締まる

のは非常に困難だと思う。検討をお願いしたい。 
皆様ご存知のとおり、九州では今年クルーズ船が 66 回も寄港する予定である。乗船者の

出発国は台湾、香港、中国大陸、韓国等のアジアの観光客も含まれている。通訳案内士、

ガイドが全く足りないため、日本在住の留学生を活用せざるを得ない状況にある。しかし、

今の法制度では業としてガイド業務を行なってはいけないというジレンマがある。法整備、

新制度の策定、実施が 1 日も早くなされるよう希望する。 
 
（廻座長） 
どうもありがとうございました。名称独占への変更には賛成である、大観光時代に際し

て新しい時代のニーズに合った新しい制度を早急に整備し、早急に実施してほしい、現場

ではいろいろと問題が生じているというご意見であった。次は藤井委員にお願いしたい。 
 



（藤井委員） 
これまで 1 年ほどこの検討会で議論をずっとやってきたが、ボランティアは言わば部外

者であると感じていた。しかし、ボランティアが新ガイドの供給源として期待されるよう

な議論になってきた。現在、SGG のメンバーが 4～5 千人ほどいる。そのメンバーの中か

ら新ガイドとしてやっていこうと考える人が出た場合、どのように考えるべきか。 
基本的には、事務局から提示された「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告書（案）」

に対して異論はない。このように時代が変わり、新ガイドの組織ができてくる、新制度が

できてくるということについては自然の成り行きとして認めざるを得ないのではないか。

新ガイドになりたいという人が出てきた場合に最も心配するのは、通訳案内士の業務との

すみ分けができるかどうかという点である。通訳案内士は資格を持って、プロとして活躍

されてきた。新ガイド制度ができた場合、例えばお金だけのことを見ると、新ガイドは通

訳案内士よりも安いが、新ガイドが有能ならば通訳案内士の仕事を取ってしまうというこ

ともあるかもしれない。そうなると本末転倒であり、また混乱が起きてくる事態になりか

ねない。通訳案内士と新ガイドとの明確なすみ分けができるようにしておくべきではない

かと思う。 
2 点目、新ガイドになるとき、どうすればなれるのか明確にしておく必要がある。新ガイ

ドに関するガイドラインが策定されることになっているが、それを受ける地方公共団体が

どのように受け止めるのか、研修や認定について全国一律で内容が担保されるものが本当

にできるのか、能力向上が可能な研修が本当に実施できるのか、きちんと整理する必要が

あると思う。 
3 点目、ボランティアガイドとしてはお金はいらない、ボランティア精神を発揮して無償

でも頑張っている人がいる。新制度ができてもそのままボランティアガイドとしてやりた

い人がいる。個人のお客様への対応がほとんどであるが、新制度ができたときに、ボラン

ティアガイドとして現行のまま無償でガイド行為ができるようにしておく必要がある。こ

の点を確認しておきたい。 
 
（廻座長） 
どうもありがとうございました。「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告書（案）」

には同意するが、通訳案内士と新ガイドのすみ分け、新ガイドになるための方策（研修や

認定制度の内容はどうなるのか）、ボランティアガイドの位置づけの明確化の課題を注意点

として指摘いただいた。ほかにご意見はあるか。では山田委員にお願いする。 
 
（山田委員） 
日本観光通訳協会の辻村委員より、臨時総会を開催し反対決議をされたという話があっ

た。私共でも最近新しい動きがあった。通訳案内士法に基づいた届出団体は全部で 15 団体

あり、そのうち東京に本部があり、かつ、会員数が多い 4 団体が、要望書を作成し、6 月



22 日に観光庁へ提出した。他の通訳案内士団体も加わって通訳案内士団体による協議会を

設置する方向で進めている。 
「通訳案内士制度のあり方に関する中間報告書（案）」には、関係者からこういう声や要

望があると書かれているが、通訳案内士からの要望については触れられていない。この点

はバランスの取れた対応ではないと思う。例えば、中間報告書（案）の中で、通訳案内士

試験だけでは優秀なガイドになれないと書かれている。通訳案内士試験が不十分であるこ

とには同意する。どういう方法で行なうかは不明であるが、添乗業務やガイドスキルにつ

いて試験内容に含めることには賛成である。しかし、私たちが最も主張したいのは実践の

場が与えられていないという点である。各通訳案内士団体は、通訳案内士法に基づいて新

人研修や業務研修を多く行なっている。通訳案内士は一生懸命研修に参加しているが、結

局のところ働く機会がない。そうした状況で、さらに研修を行ない、試験問題に添乗業務

等を加えたところで、現状改善につながるのか疑問である。「深い知識を持った通訳案内士」

というように期待されても、なかなか難しい。通訳案内士が実際、活躍する場が少ないの

で改善してほしいという主張を「通訳案内士のあり方に関する中間報告書」の中に盛り込

んでほしい。 
通訳案内士が活躍する場がないのは、通訳案内士法が遵守されていない現状がある。業

務独占と法律には書かれているが、実際には通訳案内士以外の人がガイド業務を行なって

きたという現実がある。「通訳案内士のあり方に関する中間報告書（案）」は、そうした過

去のことに触れていない点で適切ではない。この指摘についても「通訳案内士のあり方に

関する中間報告書」で触れていただきたい。 
次に「中国語の通訳案内士は全体の 2 割しかおらず、アジア圏からの訪日旅行者が 7 割

以上であり、ガイド需要と供給量にギャップが生じている」という話が事務局よりあった。

しかし、現在登録している中国語や韓国語の通訳案内士には仕事がほとんどないという実

態は、これまでの検討会でも述べた。新ガイドができると、日本の大手旅行会社等が「添

乗員」として活用してきた人たちへの対応が変わってくると思う。これまで添乗員と呼ば

れている人たちが旅行会社等の研修を受けて新ガイドになると思うが、新ガイドにおける

添乗員の位置づけについて観光庁に説明を求めたい。 
国家試験は今後も継続するとのことなので、中国語、韓国語の合格者も毎年輩出される

と思う。せっかく合格しても、「アジア圏からの訪日旅行者は同じ出身国のガイドを希望す

るし、温泉やショッピングにしか興味がないから日本文化の紹介といった深い説明は不要」

という理由で、新ガイドで料金を安くするという。観光庁にお尋ねしたいのは、毎年合格

してくる中国語や韓国語の通訳案内士に何を期待しているのか、そして今後、これらの言

語の優秀なガイドを育てるための策はあるのか。中国語や韓国語の通訳案内士が、今後、

どのような領域で活躍していくべきかというプランはあるのか。 
添乗員について触れたい。「地域ガイド」は理解できるが、「添乗業務」を行なう新ガイ

ドの定義について意見を聞きたい。旅程管理主任者は旅行業法で定められている。現行の



通訳案内士法の下では、添乗員は観光案内をしない建前になっている。新ガイド制度がで

きると添乗員は観光案内もできるようになるのか。添乗員も資料６「通訳案内士制度のあ

り方に関する中間報告書(案)」9 ページ（４．（２）③）の「添乗業務」を行なう新ガイドに

含まれるのか。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。観光庁に要望書を提出した、通訳案内士法が守られていない

から仕事がないという点について話をいただいた。中国語ガイドについて需給ギャップが

あるというが、実際には中国語や韓国語の通訳案内士には仕事がないし、将来に向けた危

惧もある。その中で「添乗員」が新ガイド制度の中でどのように取り扱われるのか。試験

に合格した通訳案内士に何を期待するのか。将来の計画はどうなっているのか。以上の質

問事項について事務局からの回答をお願いしたい。 
 
（和田課長） 

1 点目、業務独占が守られていないから仕事がなく非常に苦しい状況になっている点であ

るが、ここは、通訳案内士の業務全てについて、そこまで思っていない部分もある。ただ、

通訳案内士の皆様が非常に苦しい状況に置かれており、そのために新たなお客様のニーズ

を取り込んで、うまく業務をできるようにしていくべきであるという認識は一部書ける部

分があるので、ここは整理して書けることを書いていきたいと思う。 
実施に中国語、韓国語の通訳案内士の資格を取られた方々はどうするのかという話につ

いては、ここはまさに全体を通じた考えが、供給サイドの論理ではなく、むしろ外国人旅

行者サイドから見てこういうガイドだったらぜひ付けてみたいなというのがあるのではな

いか。そういう意味で先ほど冒頭にご紹介申し上げたワーキンググループを開催して、新

しいガイドニーズを探して、それに通訳案内士の皆様をはじめ、新しい仕事をやっていた

だけるのではないか。こういうことで、我々一生懸命議論を続けているのである。したが

って、そういった観点で、新たな業務がひっかかると思うので、旅行会社や通訳案内士の

皆様と議論していきたいと思っている。 
 
（山田委員） 
もうひとつ、添乗員について回答をお願いする。 

 
（和田課長） 
失礼しました。今まで、特定の国から添乗員として付いてこられ、そういう方々が事実

上ガイドをしているのではないかという話であるが、こういう方々がいわゆる新ガイドと

して業務ができることを念頭において書いてあるわけではない。ここに書いてあるのは、

外国から来たお客様が、例えば、買い物をされる際に、先ほど秋葉原の話も書いてあった



が、買い物のニーズがある場合に、ぜひ案内士に付いてほしいというニーズも想定できる

ので、そういう場合には、旅行会社の方々や業界団体、民間の方々がガイドを養成してい

けたら良いと考える。ここではこのような流れで書かせていただいている。添乗業務とい

う言葉には、いろいろな議論がここでも出たので、添乗業務という言葉が適切かどうかも

う一度吟味をした上で精査をしたいと思う。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。他にご意見はあるか。藤井委員は事務局より説明をもらった

方が良いか。 
 
（藤井委員） 
要望であるので、説明等は不要である。 

 
（山田委員） 
すみません。スルーガイドと呼ばれる外国から来る添乗員を意図していたのではない。

日本に住んでいて添乗員をしている方たちの位置づけである。 
 
（和田課長） 
そういう方々については、仮に法改正を行った場合、基本的には、業としてガイド業務

ができることになるので、その点で形式的な違法を問われることはなくなる。しかしなが

ら、インバウンドを推進する上では、きちんとそれなりのガイドの人材育成をしていただ

く必要があると考えているので、そのような方策が組まれるように、我々は知恵を絞りた

いと思う。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。ほかに意見がある方はいるか。 

 
（島崎委員） 
先ほども和田課長から話があった通り、旅行者の目線で考えたときに、今の通訳案内士

が行なっているガイド業務だけではなく、旅行者の求めるもう少し広い意味でのガイド業

務にあたるものがあるのではというのが、今回の検討会の原点になった最初の発想であっ

たと思う。これから 3000 万人の外国人旅行者を呼ぶにあたって、様々な外国人旅行者のニ

ーズにどういうかたちで応えていくのが一番良いのかということを議論したときに、今の

制度だけでは対応できないのではということになった。方向性としては今回の中間報告の

方向で進めざるを得ないと思う。ただ、以前にも申し上げたが、質の担保をやらなくて良

いのかというと、そういうわけではなく、一定の質は担保する必要がある。もっと広い意



味でのガイド業務をしてもらう人を使う旅行会社にも、それなりに質を担保するという責

務があり、観光立国という方向性にのっとって、日本の国にたくさんの外国人旅行者をお

迎えする際に質の担保については考えていかなくてはならない。今後、新しいガイド制度

をどのようにつくるかというのはそう簡単ではない。民間でも、旅行業界だけでなく、ホ

テル、旅館でのいろいろな取り組みもあるかもしれないが、旅行者のニーズを捉えて、ど

のようなサービスを提供したら良いのか、そのためにはどのような研修が必要なのかを考

えていく必要がある。旅行者が求めるサービスを提供できるかどうかということが、結局、

最後は自分たちに跳ね返ってくるということをよく考えておかなくてはならないと思う。 
 
（廻座長） 
ありがとうございます。旅行者の目線で、インバウンド 3000 万人時代のガイドを考える

と、中間報告案の内容は理解できるということであった。一定の質の担保をする必要があ

り、ガイドを使う側にも責任があるので、質の担保について外国人旅行者のニーズを捉え

ながら考えていかなくてはならないという話であった。ほかに意見はあるか。 
 
（出野委員代理） 
先ほど京都市の永井委員からお話があったが、地方の代表として、静岡県と京都市は状

況が異なるので、別の観点で話をさせていただく。地域限定通訳案内士試験を実施してい

る当県であるが、制度 4 年目となり、今年で 4 回目の試験への募集を開始している。しか

し、現在、宙に浮いた状態になってしまい、今後どうするか悩ましい状況である。この報

告書には、これから検討すると書いてあるが、試験はそんなに簡単にできるものではなく、

お金もかかるものである。ひとまず今年度をもって休止を考えているが、申し込みにあた

っては、今こういった動きがあるということも話をしている。今後検討していくというこ

とではなくなるべく早急に、この点についても、通訳案内士と同じような形で考えていた

だきたい。現在、すでに 50 名の地域限定通訳案内士が登録されており、決して少ない数で

はないので宜しくお願いしたい。また、どのような形で地域限定の方々を通訳案内士のよ

うな形にするのかを含めて、またいろいろと議論をさせてほしい。 
新しい地域ガイドについて、静岡県の場合、やはり中国、韓国が非常に多い。欧米系が

主流となっている京都とは異なっており、地方の現状では、これから観光立県としてやっ

ていく上でも、東アジアの方々が非常に重要である。地域ガイドとしてどう我々が対応し

ていくかということを考えると、ポイントポイントでのガイドとなると、県レベルではな

く、市、もう少し小さい町村、あるいは国が進めている観光圏の単位でないと、県で包括

するのはなかなか難しいと考える。それに加え、我々がすでに抱えている 50 名の地域限定

通訳案内士、あるいは、静岡県に登録している通訳案内士の方もいるので、そういった方々

を活用することが県として第一だろうと考えている。具体的には、県としては、前回もお

話したが、インセンティブツアーや訪日教育旅行等、質の高いガイドが必要になるツアー



も今後盛んに誘致していきたいと考えているので、そういう場で活躍していただきたい。 
新しい地域ガイドの育成については、先ほど申したが、市町村等レベルで研修内容を考

えることになるが、サポートしていくことは非常に難しいと考える。そのため、国として

研修ガイダンスや指示をお願いしたい。また県としても一度、県内の市町村を集めてどの

ように進めていくかを検討したいと考えている。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。静岡県は地域限定通訳案内士制度があるので、この課題を解

決してほしいという話であった。新ガイドについては、東アジアからの旅行者が多いので、

県だけではなく広域で考えなければ、答えは出ないという話もいただいた。人材育成につ

いては国からのサポートが必要とのご意見をいただいた。その他に意見はあるか。 
 
（石井委員） 
中間報告ということで、ある程度１年間のまとめということであるが、まず今までこの

検討会でまとめられた内容に関しては基本的には賛成である。スタート段階からいろいろ

な議論の中で、資格取得者に対してこれからどうするか、無資格者への対応はどうするか

などの問題が並行して議論されてきた。国家資格を取得したからといって仕事が担保され

るわけではないということは、どこの業界でも同じことである。旅行業界も然り、国家資

格がなければ業はできない。店舗を開いて、店で待っていても仕事は来ない。取りに行く

しかない。仕事に関しては、資格を取っても、先ほどからいろいろ話が出ているが、レベ

ルの問題等を考えたときに、ある程度経験の場がいただけないからうまくできないのか、

経験を積んで使っていただけるレベルにまでに高めるということを前提としてやっていく

方が良いのか、いろいろな議論があると思う。ただ我々とすれば、この制度が制定されて

約 60 年が経過し、時代とともに日本への渡航者数も増加してきた。それに対して業界全般

として正直な話、対応しきれていなかったという点は否めない事実であると思う。本来は、

観光業も通訳案内士の資格者だけで利用するという枠組みの中でやっておければ一番良か

ったのであるが、現実には日本にそれだけの人がいなければ、海外でできる人を、各現地

の旅行社がその役目を担えるような人材を養成して、日本にやってきた。それがひいては、

日本への渡航者増大につながっているというのもやはり否めない事実であると考える。そ

のため、今回ご提案されている新しい制度に関しては、リセットするという意味を含めて、

スタートラインに立つときがきたのだという皆様の認識の表れではないかと考える。業界

で新しい制度とするのであれば、極端に言えば資格がない方が何でも仕事ができる。認定

資格等々の話も出ているが、全くそういうものも必要ないと考えなければ、それから先、

話が進んでいかない。旅行業界もあれば、ホテル業界もあれば、もちろん通訳案内士の業

界の方もいらっしゃいますが、それら観光業界に関わる全ての業界が横断的に我々もこれ

から関わりを持ってどうしたらレベルを上げていくことができるかということを積極的に



議論していなかくてはならない。教育する場があり、供給できる場があり、これらがうま

くマッチングできていないからこそ、仕事がうまく広がっていかない。   
また、無資格ガイドや悪質ガイド等、マイナスな部分だけを捉えていけば、これから前

向きな議論に発展していかない。無資格ガイド等の存在があることは分かるが、前向きに

やるためには、もっと業界団体が協力し、いろいろな意見を交わしながらいろいろな制度

をつくっていくことは必要であると思う。 
先ほども話があったが、一定の基準を設けて、画一的なものをつくるのは難しいと思う。

政府で基準となるようなガイドラインの策定は必要である。しかし、活用する側が、切磋

琢磨をしてより質の高いものを競い合うという意味合いを持った上で活用し、やはりお客

様に受け入れられるというのが大前提ではないかと思う。我々業界が求めるものというよ

りは、お客様が求めるものをどれだけ輩出できるかが大きなポイントであると考える。つ

いては、今回のガイドラインの策定は急務であると考える。今、我々は、日本に全て来て

もらうという前提で物事を話しているが、世界でどこに行こうかという中の一つの国とし

て日本を選ばれているというふうに認識しなければならず、まだまだこれだけ訪日外国人

が少ないということは、日本に対して興味があるが、いろいろな意味で受入整備が整って

いないがために、他の国に行ってしまっているという危機感を持たなくてはならない。新

しい制度が施行されるということになれば、ある程度法律の改定を含めて実施に至るまで

はまだまだ時間がかかると思う。そのため早急に実践に即してかなえられるようにスピー

ドアップを図っていただきながら、進められるようにしていただくことを強く望む。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。経験、実践など問題があるが、前向きに考えている。ガイド

ライン等、すべてをスピードアップしてほしいということであった。ほかに意見はあるか。 
. 
（深川委員） 
先般、観光庁に対して社団法人日本旅行業協会（JATA）から要望書を提出した。全部で

14 項目あり、業界の適正化が主体であるが、観光案内所の設置や駐車場の整備など、外国

人旅行者が来訪するにあたって国としてもっと条件整備をやってもらいたいという内容の

14 項目を要望している。その中にガイドについても書いてあるが、基本的には、中間報告

書（案）に賛成するという内容で要望書を提出している。その中で、研修制度、試験制度

を時代に合った形に持っていってもらいたい。業務独占から名称独占への移行に関しては

基本的にはこれまでの検討会でも述べたように賛成である。新ガイドについて、どのよう

に研修等を行なっていくのかは業界と一緒に詰めていく必要があると考えている。特にこ

の点に関して地域との協力が必要であり、成長産業であるインバウンドに関しては、地域

と共に成長していくことが必要であると考える。先ほど青木委員から話があった九州での

クルーズ問題については、極端に言えば、我々に関しては、必要な場合は、東京から九州



や沖縄にライセンスガイドをお連れして行なっている。そうするとガイドの宿泊代や航空

運賃が発生する。ショアーエクスカーションを 1 日または半日やってもらうのにそれだけ

の料金を足さなくてはならないというのが実態であり、これでは地域も育たない。こうし

た点を新ガイドのほうで補っていければと考えている。 
また、静岡県の方からも話があったが、例えば富士登山のガイドは専門的にやってもら

っているガイドに同行してもらうほうが良く、我々としては団体の場合は、基本的に通訳

案内士と地元に詳しい方の 2 名を付けざるを得ないという実態である。その他、熊野や SIT
関係ツアーなどの整理ができると考える。通訳案内士の方々のこれからの活用に関しては、

間違いなく高い知識と技術を持っているため、引き続き需要があると考える。高いサービ

スをどのように活用していくかであるが、我々に関しては、団体ツアーではガイドを指名

してくることもあるので、引き続きぜひ大いに活躍してもらいたいと考えている。また、

ガイドと共に考える新しい旅なども考えられるので、そのようなことも含めて、この見直

しの中で、外国人旅行者を 3000 万人にしていくために、新しいことを試みていきたいと考

えている。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。JATA は、インバウンド観光を促進するにあたっての条件整備

の一つとして、通訳案内士の問題を考えているということで、通訳案内士のことも含めた

要望書を観光庁に出したということである。条件整備の一つとして、新ガイドは、地域と

共に成長し、一緒にやっていきたいということである。また、クルーズ人材の不足に対し

て、新ガイドでカバーできるのではないかと考えているようである。通訳案内士の活用に

ついては、今後も重要な役割を果たすので、もう少し新たに、一緒にツアーを考えるなど

の活用をしていきたいという話であった。 
 
（松澤委員） 
一旅行会社としてツアーを現場で実施している立場からの意見であるが、中間報告書

（案）に関しては方向としては良いと考える。中間報告書（案）４．（１）①のところで、

現在の通訳案内士試験制度の制度改正について、現在の試験の中に新たに、添乗の知識や

ホスピタリティ、コミュニケーション能力等の、実践的な能力も試験で審査対象とすると

いう記載になっている点で、今までの議論の中で主張してきたように、ツアーの現場では

非常に重要な能力、知識であるので、今回取り上げられたのは大変ありがたい。しかし、

これらの能力を試験で測るのは現実的に難しいのではないかと考える。私のイメージとし

ては、いわゆる語学能力や日本の歴史などの知識について、相応の能力を持った人間を合

格とし、その後、合格者（資格者）に対してこういった実践的な事柄を研修で教育・訓練

するのが良いと考える。ある程度日数をかけて、研修制度を充実させる必要があると考え

る。 



先ほどからも議論が出ているマッチング制度、有資格者の活用推進については、引き続

き検討する必要がある。国内の旅行業界や自治体、あるいは海外の旅行業界、中でも中国、

韓国、台湾などの旅行業界とは連携がとれているので、業界での横断的に活用方法につい

て検討していきたいと考える。通訳案内士については、当社の中でも毎年若い社員が資格

を取りたいと受験をしており、やはり資格として魅力があり、試験内容も相応に充実した

内容である。しかし、やはり資格取得後の就職機会や資格の活用についてはまだまだでき

ることがあると考える。業界なり自治体なりで横断的に議論を重ねていった方が良いと思

う。 
 
（廻座長） 
ありがとうございます。中間報告書（案）には賛成であるとのことである。試験につい

て、ホスピタリティや添乗知識や能力は試験では測れない。試験合格者に対して研修を行

なう方が良いのではないだろうかというご意見をいただいた。また、有資格者の活用につ

いて、業界や自治体が横断的に協力して進めた方が良いのではないかというご意見をいた

だいた。 
 
（角田委員） 
中間報告書（案）については賛成である。何度も申し上げているが、ホテルでは、お客

様に対してガイドサービスを提供する際は、必ず国家資格を持った通訳案内士にお願いす

るというスタンスは変わらないと思う。質的にお勧めできるということももちろんあるし、

本音を言うと、もし何か苦情が出た場合には、国家資格を持っている通訳案内士にお任せ

したことを盾にとり、自分たちの身を守ることにもなるかもしれない。ただ、これは東京

や京都などの大都市のことであり、地方に関しては、状況が異なってくる。先日も、長崎

県の雲仙に行きたいというお客様がいらして、私共が交通手段やホテルとともに地元のタ

クシードライバーを手配した。そのドライバーがとても思いやりのある良い方で、ぜひ土

地の伝説をお客様に伝えたいが、英語が全くできないのでどうするかという話があった。

今回はあらかじめドライバーから事前にその伝説の内容を聞いた我々がお客様に語るとい

うかたちをとったものの、やはりその場で、地域の方に語っていただく方がお客様にとっ

て思い出深いものになるのではないかと考える。 
地方だから英語は無理ということはないと思っている。私の故郷でもある大分県に、8 年

前のワールドカップの際に、カメルーンがキャンプ地に選んだところで、村をあげて歓迎

をして有名になった中津江というところがある。それを機に村の方々の何が一番変わった

かというと、英語ができる方がとても増え、少なくとも誰もが外国人と話すことに抵抗が

なくなったとのことである。雲仙の方もそうであるが、その伝説を話す程度の英語は、真

剣に勉強すれば多くの方ができると思う。しかし、その土地のストーリーを伝えるためだ

けにライセンスを持ったガイドを派遣するのは常識で考えて現実的でないであろう。国を



挙げておもてなしをするという意識を一人ひとりが持つ時代にきているのではないか。 
時代ということでいうと、例えば、新ガイドの制度を導入しなかったら、ガイドの方々

の生活が向上するのかというと疑問である。どういうことがあっても、自分たちで仕事は

つかんでいく時代になってきていると考える。我々コンシェルジュの仕事は、国家資格で

はないが、デパートのコンシェルジュや保険コンシェルジュ、スキーコンシェルジュなど

いろいろなコンシェルジュが出てきている。おそらく、通訳案内士の世界でも、過渡期に

はいろいろな「ガイド」が出現するとは思うが、皆様は国家資格を持っているというプラ

イドを持って目くじら立てずに、過ごしていただけたら良いのかと思う。また、社会経験

豊かな方が新ガイドを目指す場合も多いので、国家資格をお持ちの皆様も新ガイドの方か

ら学ぶこともたくさんあると考える。例えば、企業で、プレゼンテーションをたくさんし

ている人は、プレゼン能力に優れているであろうし、もしくは、立ち振る舞いもきれいな

人もいると考える。そういう外からの刺激を受けて、日本の通訳案内士は素晴らしいと外

国でも話題に上るくらいに、これからますます伸びていってもらいたいと思う。同時に、

日本の一人ひとりがホスピタリティを持って観光立国ということを心に生活していっても

らえたらと考えている。 
 
（廻座長） 
ありがとうございます。中間報告書（案）には賛成いただいた。国家資格所有者に常に

ガイド業務を依頼しているが、都会の場合は良いが地方ではコストが合わないこともある。

やはり地方では、地方の方々に活躍してもらいたい、その方がお客様にとって思い出深い

ものになる。通訳案内士の方も、外からの刺激というのも成長の一つの材料になるので、

過渡期は大変かと思うが、乗り越えてほしいということであった。 
 
（中西委員） 
私共は、インバウンド振興の実行部隊ということで、皆様のお話を伺ってから申し上げ

たいと思い、このタイミングで発言させていただいた。先ず、検討会の位置付けであるが、

通訳案内士の制度が始まってから半世紀以上が経過、その間、色々なニーズの変化があっ

た一方、観光立国が、成長戦略の重要な柱ということで、一つの大きなムーブメントにな

っていく中で、様々な矛盾が出てきており、そのような状況を踏まえながら、今あるフレ

ームをどうするかという検討をする場と理解している。 
その際に重要なのは、日本に来ている外国人旅行者の視点で考えるべきであるというこ

とである。1 年間かけて 6 回の検討会が行なわれてきたが、その結果を今回、事務局で中間

報告書(案)として纏めて頂いた。大変良く纏まっており、事務局の御努力に敬意を表したい。

これから申し上げることは、これまでの皆様の御意見と重なる点が多いかもしれないが、

訪日外国人の動向として、中国を中心としたアジアからの旅行者が増加していること、地

方を訪問する外国人が増加していること、また旅行の形態として団体旅行ではなく FIT 化



することにより、顧客ニーズが多様化している点が挙げられると思う。そのような中で、

海外からのお客様に安心、安全、快適かつ心に残る旅を提供して、3000 万人という目的を

達成するために、どうしたら良いかという観点で考えると、現在、業務独占となっている

通訳案内士以外の方がお客様にガイドをすることに対して、あるいはそういう制度が必要

であるという点については、私も賛成である。通訳案内士の方々には、御異論が勿論ある

と思うが、この点については、多くの委員が共通の認識を持っておられると考える。但し、

通訳案内士の資格をお持ちの方が現在 14,599 人おり、通訳案内士試験制度がある限り、こ

の数字は今後も増え続けていくわけで、日本の本当の良さを知って頂くという意味で、高

度で、広域的なガイドが出来る通訳案内士は、インバウンド観光の中核だと考える。通訳

案内士の方々については、観光業、ホテル業、地方自治体等、様々な方々から要望が出て

いるが、事務局の資料によると、制度の枠組みをつくった後、これらの要望と通訳案内士

の方々の要望のマッチングを図り、認知度を上げ、就業機会を増やしていく為、今後ワー

キンググループで議論するということになっている。私としては、そのワーキンググルー

プの中で、これらの方策が検討されることを強く期待している。それと同時に、今回は一

番重要な問題である、通訳案内士の活用に関するワーキンググループの設置が提案されて

いるが、それ以外にも、新ガイドに関する課題も示されているので、これらについても何

らかの検討が必要と思うし、先程、藤井委員からも御指摘があったような、通訳案内士、

新ガイド、ボランティアガイド、それぞれのガイドの役割、位置付けについても、更に検

討を重ね、交通整理をして頂けるものと期待している。以上であるが、我々はインバウン

ド観光振興の実行部隊であるので、これらの検討作業に参画させて頂き、観光庁と一緒に

なって、通訳案内士やボランティアガイド、新ガイド、観光業界の方、地方自治地の方、

ホテルの方、それぞれが協力し合っていけるよう、積極的に関与していきたいと思う。 
最後に、三瓶委員や、観光庁からもお話があると思うが、通訳案内士の試験方法、試験

内容についても課題が出されているので、この検討会で決まったフレーム、更に今後のワ

ーキンググループの検討結果を踏まえ、観光庁と相談をして、別途見直していきたいと考

えている。 
 
（廻座長） 
ありがとうございます。中間報告書（案）については賛成いただいた。検討会の位置づ

けは、60 年も経った制度と観光立国の現状と日本が目指すところを考えるとフレームづく

りが必要なのではないかという点、また、フレームづくりは、訪日外国人の視点ニーズに

あったかたちで考えていかなくてはならないという点につき意見をいただいた。ほかに意

見はあるか。 
 
（三瓶委員） 
通訳案内士試験を担当していた立場から見れば、全体として今回の一連の議論は、いろ



いろな問題点を掘り起こし、それを俎上に乗せて検討を繰り返してきたという点で意味が

あったし、中間報告書（案）は一定の成果と言えるものだと思う。総論としてその方向性

には賛成である。 
この報告書（案）の最後の部分に、今後検討していくべき論点が記されているが、これ

らをどのように具体的に詰めていくかが問題になろう。通訳案内士試験制度のあるべき姿

には、まだ未決定の部分が多数ある。現行の試験科目に旅程管理やガイドのスキル等も加

えるとされているが、本当に適切な試験が可能なのかと疑念もなしとはしない。とはいえ、

やはり問題点を洗い出したことは意味があったと思う。新制度に移行して、名称独占資格

に変更されて存続する「通訳案内士」と、いわゆる「新ガイド」のすみ分けをどうするか

という問題は今後具体的に検討していく必要がある。 
すでに前回の検討会でも想定される危惧については申し上げたので、ここでは繰り返さ

ない。新ガイドは地域限定的、分野専門的なガイドであり、一方、通訳案内士は全国レベ

ルのオールマイティなナショナルガイドと銘打つものとされている。通訳案内士試験を受

験して合格したいというというインセンティブを確保するための、広報・啓蒙の努力が必

要であろう。一方で、先ほどから出ている地域の問題であれば、地域の中で、いろいろな

言語が使われるようになるきっかけ、言語学習に目が向くきっかけとなれば、これは言語

学を専門にしている私の立場からしてもうれしいことだと思う。ただ、各自治体で、それ

こそ新ガイド養成のための複数の言語の試験を行うことは、負担も大きいので、なかなか

全ての市町村で行うのは難しいであろう。そうであれば、通訳案内士試験の部分的利用も

考えても良いのではないか。例えば、言語能力については、通訳案内士試験の外国語能力

を受けてもらって利用するとか、日本地理、日本歴史の部分については点数が良かったか

ら、ある程度参考とする等、いろいろな使い方がある。大学入試センター試験では、一部

利用というようなものも現実に大学入学試験の際に行なっているが、そういう形で通訳案

内士試験の受験者の減少を防ぐということが必要ではないか。 
また、新ガイドを経て、スキルアップの目標として通訳案内士という名称を取得する制

度が存在するのであれば、一部の科目での合格を認めて、最後に全部合格した段階で、終

着点としての通訳案内士という資格を与えるという方法も考えられる。一遍に全てに合格

してはじめてということではなく、ある程度の実務経験なども積み重ねながら最終的にそ

の資格を目指していくというステップアップの道というのも考えられる。ただし、これは、

試験制度その他をどうするか、次回以降の問題になるであるので、中間報告書（案）につ

いては冒頭に述べた通り賛成である。今後、具体的な問題を詰めていくときに、きめ細か

にご配慮いただければと思う。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。中間報告書（案）については賛成いただいた。通訳案内士と

新ガイドとのすみ分けについても検討がさらに必要であり、今度の新ガイドの認定に関し



ては、通訳案内士の試験を活用するなど様々な方策が考えられる。通訳案内士試験の制度

についえもステップアップによる認定等、今後議論をしていかなくてはならない。以上、

皆様からご意見いただいた。 
 
（青木委員） 
この検討会の一番最初の方で、私が申し上げたが記憶があるが、通訳案内士の名称その

ものがどうなのかと考えており、通訳をしながら案内をするのではなく、自らそれぞれの

外国語を使って観光ガイドをするわけなので、この制度見直しをきっかけに、名称を含め

て次回ワーキンググループ等でご検討いただきたい。もうひとつは、新ガイドの試験や認

定について、九州には、九州観光推進機構という団体がある。全国に似たような団体があ

ると思うが、実施団体として非常に活用できるのではないかと思う。その点もご検討いた

だければと思う。 
 
（廻座長） 
ありがとうございました。その他、どうしても最後に意見を述べたい方はあるか。それ

では、本日は取りまとめということで、皆様からご意見いただきありがとうございました。

通訳案内士のあり方について、業務独占資格を名称独占資格に移行するという方向性につ

いてはおおむね了承いただいたと考えて良いのではないかと思う。ただ、具体的な制度改

正の内容については、まだまだ検討すべき内容が残っているので、様々な検討会で引き続

き検討していく。中間報告書については取りまとめる必要があるので、具体的な修正内容

については、座長に一任させていただく。本日皆様からご意見いただきました内容、ご議

論の内容をもとに修正させていただく。後日、観光庁のホームページにて公開する。 
本日の議論はここまでで終了とする。 
 
（久保課長補佐） 
ありがとうございました。なお、本日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に公開させていただく。次回の検討会の日程については、

別途調整させていただく。それでは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） 
本日も御熱心にご議論いただきありがとうございました。中間報告案の取りまとめにあ

たり、いろいろご議論、ご審議いただいた結果が報告として出たことに感謝申し上げる。

引き続き、課題については、ワーキンググループ等いろいろな場で議論を進めていくので、

引き続きご助言、ご意見いただければと考えている。6 月 18 日に菅総理大臣になってから

の成長戦略ということで発表された中にも、強い経済を目指していくという中で、観光が

成長戦略の大きな柱として位置づけられている。特に、観光地域活性化戦略というような



名称になっており、国内外からの地域への交流人口拡大による経済活性化、特に雇用の創

出等にも対応している。国内のいろいろな旅行者にも地域にとってどのような魅力が、あ

るいは旅行者の視点でどのような良い魅力があるか、今までの旅行商品では不十分だった

点を改善していこうという取り組みが地域で出てきている。口で言うのは簡単であるが、

それをうまく作り上げ、組織立てていくことがなかなかできないという悩みもある。その

中で、国内だけでなく海外から来てもらいたいという強い思いが地域から出てきた。その

ような中で、若い人たちが、地域活性化等の地域の仕事に非常に熱心になっている。いろ

いろなご議論があるが、地域の良い素材を案内する際に、日本の旅行者に対してもそうで

あるが、外国人にどのようにそれを案内していけるかという中での人材のいろいろな活用

が考えられる。この意味でも、検討会の方向性が、つながっていき、地域の雇用が少しず

つ創出していければと考えている。これが真の意味での観光立国ではないだろうかと考え

ている。検討会についての議論は、また引き続き宜しくお願いする。本日はありがとうご

ざいました。 
 
（久保課長補佐） 
それでは、これをもちまして第 7 回通訳案内士のあり方に関する検討会を終了する。あ

りがとうございました。 
 
 
 


