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京都市観光の課題～観光による地方創生～ 
 

「観光の経済効果が限定的」（税収に反映されていない） 
 ●観光関連事業者が限定的 →もっと観光で儲かる事業者増えてほしい 
                    →もっと観光で儲けてほしい 
 ●雇用の創出・拡充が不十分 →もっと京都で観光で働ける人が増えてほしい 
                    
「京都のキラーコンテンツを観光消費につなげられていない」 
●京都の奥深さを伝える体験・ツアーの造成が不十分  
●文化と観光の連携が不十分                →もっとニーズに合った観光を提供したい 
 
「観光客の期待に応えられていない」 
●思い出に残る素敵な体験，素敵な出会い      →もっと京都ファンになってもらいたい 
●「生活を伝える」「暮らしの文化」             →もっと地元の人と交流してもらいたい 
●四季それぞれの美しさ，楽しみ，過ごし方       →もっとリピーターになってもらいたい 
 
「京都市の様々な課題に対応したい」 
●観光を通じた伝統産業の振興，文化の振興，大学の発展，商店街の振興，町家の保存等 
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京都市にとっての地域ガイドとは 
～京都市認定通訳ガイド導入の背景にあるもの～ 

ガイドは地域のコンテンツと外国人観光客を結びつけて経済効果・政策効果を生み出し 
地域の課題を解決，インバウンド振興するための，最も基本的なソフトインフラ 
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京都市認定通訳ガイド制度 

歴史・文化・産業等の外国人旅行者の京都に対する好奇心やニーズに応えられるよう，京都市独自の専門研修を受
けた京都専門通訳ガイド「京都市ビジターズホスト」を育成し，市内インバウンドビジネスの拡大，サービスの向上，外国
人旅行者の満足度の向上を図る 
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人財検索サイト 

スキルアップ研修 

ブランディング 

～ City of Kyoto Visitors Host  京都市ビジターズホスト ～ 

※語学研修はない。 
※研修は専門学校や大学と連携して半年実施 
※コンテンツごとに英語等での表現を学ぶ 
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※適正チェック 
※語学・知識能力があるから 
誰でも合格できることはやめる 
（語学資格マニアは取らない） 
※働きたい人 

※更新にあたっては，スキルアップ研修の
受講状況や就業状況等をチェック。 



●2015年10月頃に全日本通訳案内士連盟（ＪＦＧ）様から、「Licensed guide」「National 
Guide」「certificate」等の表現の利用は、通訳案内士資格（制度）の混同を招くために使用を控え
るようにご意見を頂戴し、同時に「Supporter」や「Host」といった表現であれば混同の可能性が低いと
のアドバイスを頂戴する。 
 
●外国人観光客へのヒアリング調査結果等を踏まえ、京都市としてのオフィシャル感と海外の方への親し
みを表現する「Visitors Host 」を採用。海外の方に「旅の時間を豊かにしてくれる人」と感じて欲しいと
いう思いを込めています。 

（ロゴマーク） 

クレマチス（仙人草）をモチーフにデザインしたマーク。花びらを結び紋で
表現しました。結び紋は、終わりのない永続や繁栄を意味します。 
クレマチスには「旅人の喜び」「おもてなし」意味があり、多くのお客様を迎え

る京都として、その市認定の通訳ガイドとしてのホスピタリティを表現しています。 

名称とロゴマーク 

『旅人に喜びを。』京都発・京都品質の通訳ガイドのスペシャリスト「京都
市ビジターズホスト」のご紹介。 
 

京都市に特化した深い知識と専門性・おもてなしの心と魅力ある人柄、
まさに「京都品質」を備えた通訳のスペシャリストが、京都市ビジターズホ
ストです。 
 

歴史、文化、伝統産業はもちろん、モノ、暮らし、人に至るまで、あらゆる
京都の魅力をより深く正しくお伝えし、旅のお供を致します。プライベート・
ビジネスを問わず、原則、有償にて誰でもご利用いただけます。 
 

旅人の喜びを花言葉とするクレマチスを胸に、旅人の時間をより豊かにす
ることを使命とし、ひいては、京都市の観光消費の増加と活性、観光都
市京都としてのさらなる発展を目的としています。 

（イントロダクション） 
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（申込者の内訳） 

性 別 母国語 対象言語（※） 
希望専門科目

（※） 

男 性 女 性 日本語 その他 英 語 中国語 文化財 
伝統 
産業 

申込者
数 

203名 352名 514名 41名 476名 85名 448名 433名 

割  合 37％ 63％ 93％ 7％ ― ― ― ― 

（募集チラシ） 

応募状況 

●申込受付期間：平成27年12月3日（木曜日）～25日（金曜日）の23日間 
●申込状況：申込者数 555名（定員50名程度） 
●チラシ（10,000枚）とポスター（200枚）を作成し、地下鉄各駅、図書館などの行政関連施設、京
都コンベンションビューロー（事務局）の賛助会員、京阪神の大学、語学スクールなど約120ｹ所以上に
配布 
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区分 内容 

日本語を母国語とする方 英語：TOEIC730点以上 
    実用英語技能検定 準一級以上 
    TOEFL iBT 80点以上 
中国語：中国語検定2級以上 

日本語以外を母国語（英
語・中国語）とする方 

日本語能力検定N2級以上 
日本留学試験日本語280点以上かつ日本留学試験日本語記述30点以上 

１ 応募要件～言語～ 

２ 選考基準 

○通訳案内業務を成し遂げる責任感 
○通訳案内業務を円滑に行うための体力やコミュニケーション能力（語学力） 
○京都の観光振興に対する高い興味，意欲 
○京都の新たな魅力を発掘する探究心 
○様々な立場の人とともに仕事ができる協調性，柔軟性 
○ビジネススキル（基本的なパソコン操作など），ビジネスマナー 
○京都市認定通訳ガイドとしての相応しい装い，振る舞い 

応募時の2年以内に各対象言語における以下のいずれかの資格を取得していること 

応募要件・選考基準 



   
●すべての応募書類を確認し、書類審査を通過した受講希望者と面接を実施 
 語学力については、ネイティブ（英語・中国語）1名、通訳案内士資格保有者2名、その他1名に
より評価 
  ・聞き取り ・・・ 面接官からの質問を聞き返すことなく正確に把握できているか？ 
  ・話し方  ・・・  適切な表現で、スムーズに相手に伝わっているか？ 
  ・対応力   ・・・  回答までの時間や回答のボリュームや話題の広がりなどがあるか？ 
  ・適正   ・・・  身だしなみや立振る舞いなど社会人としてのマナーなどが備わっているか？ 
  ・熱意     ・・・  本資格を取得後のビジョンに具体性があり、現実的な活動につながるか？  

受講生の属性 人数（人） 

主婦業・派遣業・パートタイマー等 26 

通訳案内士 ５ 

旅行会社 ３ 

宿泊業 ３ 

観光事業（企画業・体験施設など） ５ 

タクシー運転手 ３ 

ガイド業 ２ 

一般企業 ３ 

英語教師・講師 ２ 

学生 ７ 

潜在的な語学力を有している方にとっての 
新たな就業機会の獲得や、京都市ビジター 
ズホストに認定されることで、現在の業務の 
幅が広がる方など、京都市の観光業全体の 
更なる発展につながる人材を選考 

面接審査 

京都を海外の方に紹介したいという気持ちだけで
なく認定後に、実際に京都市ビジターズホストとして
活躍できる環境や現在の職場の理解や協力体制
の有無についても確認し、実際に活動する姿を応
募者と共有 
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受講生の属性 人数（人） 

主婦業・派遣業・パートタイマー等 26 

通訳案内士 ５ 

旅行会社 ３ 

宿泊業 ３ 

観光事業（企画業・体験施設など） ５ 

タクシー運転手 ３ 

ガイド業 ２ 

一般企業 ３ 

英語教師・講師 ２ 

学生 ７ 

合計 59 

書類と面接の審査の結果、第一期受講生として59名が選ばれました。（転居により2名の辞退があり、
現在は57名となっております） 
●受講生のうち，TOEICスコア保有者の平均点は884.5点（対象47名） 
●日本語以外を母語とする方１１名 

居住地 人数（人） 

京都市内 43 

京都府内 ７ 

兵庫 ４ 

大阪 ３ 

奈良 １ 

滋賀 １ 

合計 59 

選択言語 人数（人） 

英語 51 

中国語 8 

合計 59 

年齢 人数（人） 

10代 １ 

20代 12 

30代 17 

40代 18 

50代 8 

60代 3 

合計 59 

性別 人数（人） 

女性 48 

男性 11 

合計 59 

京都市ビジターズホスト研修受講生の状況 
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京都市認定通訳ガイドに必要な基礎的知識を「基礎的な京都の知識」とサービス業として必要な「おも
てなし」精神に特化して研修を実施。 

京都市 

（事務局） 
 （公財）京都文化交流コンベンションビューロー 

（基礎研修実施事業者） 
 学校法人 大和学園 キャリエールホテル旅行専門学校 

制度設計やその内容について密に連携 

研修内容やその実施について密に連携 

実学中心のホスピタリティ教育を基軸とした 
ホテル、旅行、そしてブライダル産業におけ 
る職業人養成の総合教育機関 

専任の担当者が、すべての研修に参加し、研修の実施状況を常に把握 

基礎研修① 

オリエンテーショ

ン, 1 

ホスピタリ

ティ, 3 

京都の知識, 5 

コミュニケー

ション, 3 

旅程管理, 4 

ガイドスキル, 4 

実地研修, 4 

上級救命講

習, 4 
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実施日 時間 項目 

平成28年 
1月23日 

9:10～10:40 オリエンテーション 

10:50～12:20 ホスピタリティ① 

13:20～14:50 京都の知識① 

平成28年 
1月30日 

9:10～10:40 コミュニケーション① 

10:50～12:20 コミュニケーション② 

平成28年 
2月6日 

9:10～10:40 旅程管理① 

10:50～12:20 ガイドスキル① 

13:20～14:50 京都の知識② 

平成28年 
2月13日 

9:10～10:40 コミュニケーション③ 

10:50～12:20 旅程管理② 

13:20～14:50 ガイドスキル② 

平成28年 
2月20日 

9:10～10:40 ホスピタリティ② 

10:50～12:20 ホスピタリティ③ 

13:20～14:50 京都の知識③ 

平成28年 
2月27日 

9:10～10:40 ガイドスキル③ 

10:50～12:20 ガイドスキル④ 

平成28年 
3月5日 

9:10～10:40 京都の知識④ 

10:50～12:20 京都の知識⑤ 

平成28年 
3月12日 

9:10～16:30 実地研修①～④ 

平成28年 
3月19日 

9:10～10:40 旅程管理③ 

10:50～12:20 旅程管理④ 

基礎研修カリキュラム（土日で2回実施） 

基礎研修では、語学力や観光知識だけではなく 
お客様の潜在的な要望に応えることの大切さを 
グループワークを交えながら伝える。 

基礎研修② 

※これに加えて，京都市消防局の協力のもと上級救命講習の受講。幼児組成や
AED使用方法などを習得。 

ガイドとしての基本的なスキルと京都の基本的な知
識の習得のために，３か月間基礎研修を受講
（※語学研修は行われない） 

基礎研修の様子（講義） 

京都市消防局 
上級救命講習 

の様子 
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※平成28年4月27日 京都新聞 夕刊 1面 

平成28年8月27日（土）に第一期生の認定式を開催 

実地研修の様子 

基礎研修③ 
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●京都の奥深い魅力を伝えるために、「モノ」に対する知識だけ 
 を学ぶのではなく、「コト」を語る視点を伝え、京都市ビジターズ 
 ホストとして、人と人の接点を見出し、文化の接触において、 
 街・人・精神を伝えるための研修を実施。 
●伝統産業分野においては、実作業に携わる方を中心に、実 
 際に海外の方から受ける質問などを交えながら、その根底に 
 ある精神性や思いを学ぶための研修を実施。 
●文化財分野においては、京都内の大学で講義をされている 
 先生方から、各専門的な領域について観光（ガイド）として必 
 要と思われる知識や思想や歴史背景を学ぶための研修を実 
 施。 
●京都文化の探求と海外への発信を目指す 京都産業大学  
 文化学部 京都文化学科と連携覚書を締結し、同学で実施 
 される「京都文化論」「伝統産業論」の聴講生としての受講を 
 専門研修の１つとして展開。  

・文化財 京都工芸繊維大学 矢ヶ崎教授の講義から 

・京都扇子団扇商工協同組合 マンガものしり講座 
（英語版）から 

マニアックな知識だけではなく、当時の社会背景などをまじえ 
ながら、様々な視点から文化財と伝統産業の価値を伝える。 
受講生57名に対し、88講座の希望があった（1名あたり 
平均1.54科目の受講） 

専門研修① 
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NO 日程 講義 講師 役職 

1 平成28年5月14日 伝統産業概論 八田誠治 
（公財）京都伝統産業交流センター 専務

理事 

2 平成28年5月21日 西陣織 八田誠治 
（公財）京都伝統産業交流センター 専務

理事 

3 平成28年5月21日 京鹿の子絞り 中村彰男 京鹿の子絞伝統工芸士会会長 

4 平成28年6月4日 京友禅・小紋 木村信一 木村染匠(株)代表取締役 

5 平成28年6月4日 京焼・清水焼 土谷 徹 清水焼瑞光窯 代表取締役  

6 平成28年6月4日 仏壇・仏具 若林卯兵衛 (株)若林仏具製作所 代表取締役 会長 

7 平成28年6月4日 京漆器 遊部尋志 遊部工芸(株) 代表取締役 社長 

8-1 平成28年6月11日 京人形 安藤啓子 桂甫作 安藤人形店 コーディネータ 

8-2 平成28年6月11日 京縫 杉下晃造 京繡 すぎした 代表取締役 

9 平成28年6月11日 京表具 藤岡春樹 (株)藤岡光影堂 代表取締役  

10 平成28年6月25日 結納飾・水引工芸 平井喜久雄 (有)平井結納店 代表 平井 喜久雄 

11 平成28年6月25日 京指物 清水隆司 函七工房 主査  

12-1 平成28年6月25日 京扇子 伊藤友隆 (株)伊藤常  代表取締役 

12-2 平成28年6月25日 京うちわ 饗庭智之 
(株)阿以波 取締役 

  

13-1 平成28年6月25日 京銘竹 三木清 京都竹材商業協同組合理事長 

13-2 平成28年6月25日 京竹工芸 細川秀章 
竹工芸編組 一級技能士  京もの認定工

芸士 

14-1 平成28年7月2日 京金属工芸 大西清右衛門 釜師 

14-2 平成28年7月2日 京象嵌 川人一郎 (株)川人象嵌 代表取締役 

15 平成28年7月2日 京のデザインと色 佐藤敬二 京都精華大学 デザイン学部 教授 

①伝統産業カリキュラム 

NO 日程 講義 講師 役職 

1 平成28年5月14日 文化財総論① 宗田好史 
京都府立大学副学長 

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 
教授 

2 平成28年5月14日 文化財総論② 宗田好史 〃 

3 平成28年5月21日 建築① 矢ヶ崎善太郎 
京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 

准教授／博士（学術） 

4 平成28年5月21日 建築② 矢ヶ崎善太郎 〃 

5 平成28年5月22日 絵画① 福島恒徳 
花園大学 文学部文化遺産学科 教授 花

園大学歴史博物館 館長 

6 平成28年5月22日 絵画② 福島恒徳 〃 

7 平成28年5月28日 建築③ 矢ヶ崎善太郎 
京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 

准教授／博士（学術） 

8 平成28年5月28日 建築④ 矢ヶ崎善太郎 〃 

9 平成28年5月28日 仏像① 井上一稔 同志社大学 文学部 教授 

10 平成28年5月28日 仏像② 井上一稔 〃 

11 平成28年6月11日 建築⑤ 矢ヶ崎善太郎 
京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 

准教授／博士（学術） 

12 平成28年6月11日 建築⑥ 矢ヶ崎善太郎 〃 

13 平成28年6月18日 庭園① 仲隆裕 
京都造形芸術大学 芸術学部 
歴史遺産学科 教授 学科長 

14 平成28年6月18日 庭園② 仲隆裕 〃 

15 平成28年6月18日 建築⑦ 矢ヶ崎善太郎 
京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 

准教授／博士（学術） 

②文化財カリキュラム 

専門研修② 
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③伝統産業論（京都産業大学文化学部京都文化学科） ④京都文化論（京都産業大学文化学部京都文化学科） 

NO 日程 講義 講師 役職 

1 平成28年4月12日 京都の生活文化と伝統産業 佐藤 敬二 
京都産業大学 文学部 

教授 

2 平成28年4月19日 職人尽くし絵に見るものづくり産業 〃 〃 

3 平成28年4月26日 金壁障壁画と伝統意匠 〃 〃 

4 平成28年5月6日 近世琳派～近代琳派の意匠 〃 〃 

5 平成28年5月10日 
東京遷都と京都の産業振興施策につ

いて 
〃 〃 

6 平成28年5月17日 伝統産業の近代化と意匠１ 〃 〃 

7 平成28年5月24日 伝統産業の近代化と意匠２ 〃 〃 

8 平成28年5月31日 伝統産業の近代化と意匠３ 〃 〃 

9 平成28年6月7日 
西川一草亭・津田青楓・杉林古香と

「小美術」 
〃 〃 

10 平成28年6月14日 西陣織と京友禅 〃 〃 

11 平成28年6月21日 京指物と竹工芸 〃 〃 

12 平成28年6月28日 京仏壇、京漆器 〃 〃 

13 平成28年7月5日 
金属工芸  鍛金・彫金・鋳物・象嵌・

七宝 
〃 〃 

14 平成28年7月12日 和紙工芸と唐紙 〃 〃 

15 平成28年7月19日 その他 〃 〃 

NO 日程 講義 講師 役職 

1 平成28年4月13日 はじめに 吉澤 健吉 
京都産業大学 文学部 

教授 

2 平成28年4月20日 権威の都としての京都 〃 〃 

3 平成28年4月27日 不易流行の都としての京都 〃 〃 

4 平成28年5月7日 京都文化の特色① ～ 〃 〃 

5 平成28年5月11日 京都文化の特色② ～未完の美～ 〃 〃 

6 平成28年5月18日 京都文化の特色③ ～精神性の追究～ 〃 〃 

7 平成28年5月25日 京都文化の特色④ ～持続する知恵～ 〃 〃 

8 平成28年6月1日 伝統文化の諸相① ～仏教と修行～ 〃 〃 

9 平成28年6月8日 
伝統文化の諸相② ～祇園祭と山鉾町の

変遷～ 
〃 〃 

10 平成28年6月15日 伝統文化の諸相③  ～伝統行事と現代～ 〃 〃 

11 平成28年6月22日 伝統文化の諸相④ ～花街ともてなし～ 〃 〃 

12 平成28年6月29日 
伝統文化の諸相⑤ ～和食と無形文化遺

産～ 
〃 〃 

13 平成28年7月6日 茶道、華道と家元制度の将来 〃 〃 

14 平成28年7月13日 伝統文化の革新と課題 〃 〃 

15 平成28年7月20日 世界の中の京都文化 〃 〃 

専門研修③ 

※専門科目は今後追加予定。また翌年度等でビジターズホストが追加科目を履修することも可能 
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●京都市ビジターズホストの認知度向上とブランディングに注力 
●年間５００万PVを誇る京都市オフィシャル多言語観光サイト「KYOTO CITY OFFICIAL 
TRAVEL GUIDE」上に人財検索サイト（後述）のリンクを展開 
●京都市海外拠点等を通じて，海外へのビジターズホストのPRを行う 
●市内の観光事業者を中心とした業界団体や会合の場での告知を積極的に実施 
●京都観光の憬れの仕事となるよう，グッズの着用，マスコミの活用等により市民向けにもブランディング
を図る。 

※バナー掲載イメージ 

京都市ビジターズホストの人財（※）検索 
が可能なサイトを現在、作成中。 
平成28年9月下旬に稼働開始（予定） 

※人は宝という意味で、“財” という文字を使っています。 

ブランディング 

※オリジナルのロゴマークによるバッジ，誘導旗を 
  作成し，ガイディング時に使用。 
→市民，市内事業者からも判別できるよう。 

15 
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就業支援 

京都市ビジターズホスト第一期生と京都市観光協会または京都文化
交流コンベンションビューローの会員との面談会を平成28年8月27日
（土）に開催（予定）。観光事業者とビジターズホストの実際の面談
を行い，就業支援を図る。 

①市内観光事業者との面談会 

②ビジターズホスト活用の相談受付 

京都市ビジターズホスト事務局
（京都文化交流コンベンション
ビューロー）において，ビジター
ズホストの活用に関する様々な
相談を一元的に受け付けること
で，活躍の場の拡大を図る。 
 
※京都市ビジターズホストの活用相談例 
 イベントでの通訳支援，文化講座での
講師等，翻訳 

市内民間事業者に京都市ビジターズホストの
理解と活用に係る情報発信を積極的かつ継
続的に実施する 

③市内事業者への情報発信 

京都市主催・関連事業での積極的な活用
を図る 

④京都市事業での積極的活用 

⑤京都市ビジターズホスト人財バンク 
 （人財検索サイト） 



   
●希望日（午前・午後）を指定し、活動ができる京都市ビジターズホストを検索できるシステム 
●日本語版と英語版を準備。ホテルコンシェルジュ等のインバウンドビジネスを行う日本企業・日本人に
よる検索，外国人旅行者による直接検索，の両面からの活用を実現する 
●観光事業者の協力を得ることで、広く継続的に利用されるスキームを構築 

※画面イメージ 

（システムの特徴） 

人財検索サイト（仮称：京都市ビジターズホスト人財バンク） 

①希望日（午前・午後）で活動可能な人財を検索可能 
②人財の写真掲載ではなくイラストを掲載（水彩画調） 
③自己PRや専門分野，実績などをガイドが編集可能 
④ユーザーはID登録（無料）で誰でも検索可能（必要情報を
入力） 
⑤京都市ビジターズホストと観光事業者が事前に合意することで、
人財への連絡先を指定の観光事業者に設定することが可能。
（面談会を京都市と事務局でアレンジ） 
⑥今後、口コミ機能も追加予定 
⑦今後、希望に応じて通訳案内士の方の登録（有料）も予定 
⑧ガイドと事務局のコミュニケーションプラットフォームにもなる 

人
財
バ
ン
ク 

観光事業者 
A社 

観光事業者
B社 

Cさん 

Dさん，Eさん 

Fさん，Gさん 

ホテルコンシェルジュ 

民間企業 

外国人旅行者 

※観光事業者は京都KCVB又は京都市観光協会に限る 
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●京都市ビジターズホストに認定された後も、継続的に専門的な知識を学べる場として、スキルアップ 
 研修を平成28年9月以降に実施予定 
●外国人観光客が多数訪れる主要な社寺について深く学ぶ機会や、和食、アニメ、マンガ、伝統産業 
 の工房、ショッピング等を題材に、時節にあった内容でコンパクトな講座を展開 
●京都市ビジターズホストガイドによる観光客の増加を狙う施設からの要請等にも応え、ガイドにより 
 その魅力を伝えることのできる施設（商店街や伝統産業の工房など）とも連携を予定 

京都国際マンガミュージアム 

商店街観光 イメージ 

15コマの専門研修では伝えることの
できないスポットの知識で京都市ビジ
ターズホストの活躍の場を広げるとと
もに，外国人観光客向けのツアーを
完備した観光施設を増加させる 

伝統産業 工房見学 
イメージ 

スキルアップ研修 

＊京都市ビジターズホストの声を取り入れな
がら、歴史的な観光名所の知識だけではな
く、新旧の京都の魅力を伝えるための材料
を見つけながら、幅広く研修を実施。 
 

＊免税など観光関係の新制度についても
必要に応じて研修を実施 

観光地魅力創造事業を活用
し，二条城ガイド育成のスキル
アップ研修を開催予定 

京都御所 

18 
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京都市ビジターズホストの特徴 

１．京都専門の最高級ガイド 
   ＊世界で最も京都に精通した京都スペシャリスト 
   ＊外国人旅行者の興味がある歴史や文化等の専門知識を習得 
   ＊世界一の観光都市京都を代表する人としてふさわしい人材 

２．適性を最重視 
   ＊研修受講に先立って，面接を実施し，適正を審査。認定前にも口述試験で確認 
   ＊知識や語学力だけではなく，京都に関する様々な情報に興味を持ち，継続的学習能力のある人 

４．インバウンドビジネスの拡大・京都市課題の解決を同時に実現する「インバウンド人材」 
   ＊「ガイド育成」が目的ではない。インバウンドビジネスの拡大による観光の基幹産業化，旅行者の満足

度向上，京都ファン（リピーター）の確立が目的。 
   ＊「ガイド」以外の仕事も広く活躍できる「京都市のインバウンド人材」 
   ＊伝統産業品の消費や伝統芸能鑑賞等，京都市の政策課題の解決に貢献 

外国人観光客の満足度向上 
→京都ファンの獲得 

市内インバウンドビジネスの拡大 
→観光産業の基幹産業化 

外国人旅行者受入施設の拡大 
店舗での消費拡大 
→京都経済の活性化 

憧れの職業 
→市内雇用の拡大 

３．徹底した質の管理 
   ＊資格取得後もスキルアップ研修を実施し，能力及び知識のレベルアップを図る 
   ＊更新時に要件を設け，第一線のガイドのみが登録されるようにする 



20 

新たな通訳案内士との差別化・非資格者との役割分担 

通訳案内士が地域ガイドより「上」とは限らない（そもそも，何を持って「上」というのか？） 
外国人観光客のニーズに応じて適切なガイドを選択できることが必要 →情報の非対称性をなくす 

通訳案内士 
  複数地域を旅行する際のスルーガイド（旅行会社が提供する国内複数地域を回るツアーのガイド） 
  →旅行会社やガイド団体等の全国組織が育成 
 

地域ガイド（専門ガイド） 
  地域ごと・スポットごとに依頼するガイド（駅でお迎えし，駅で見送る，現地お迎え・待ち合わせ等） 
  →特定の地域や特定の観光施設，文化体験，自然体験，アクティビティ等を案内する際のガイド 
 （世界遺産，美術館，登山，文化体験，国立公園，エコツアーなど）※欧米では施設ガイドが多い 

  →地域や専門団体等が育成  
 

非資格者 
  旅程管理や危機管理を伴わず，歴史や文化等の専門知識を要しない際のガイド 
  （簡単な買い物，まちあるきなど） 
   →ガイドとしてのトレーニングや専門知識がなくとも，語学能力さえあればできる程度 

◆それぞれの役割分担において，能力の高いガイド，経験値の浅いガイド等の濃淡がわかるように 
することが必要ではないか。 



21 

地域ガイドのあり方について 

◆地域ガイドの育成も簡単ではないこと。外国人旅行者等に対する情報の非対称性を減らすため，公的な地域 
 ガイドとしての位置づけが必要 
  →国による地域ガイドの育成方法に関するガイドライン等の一定の方向性を示す 
  →当該ガイドラインに沿ってガイドを育成する自治体・団体を国が認証する 
  →スキル部分は全地域共通であるため，複数地域合同でできるかもしれないが，「知識」の部分は地域に 
   よって異なるため，少なくとも「知識」部分を各地域で研修させる必要性 
  →京都の場合はスキル部分も独自研修をすることで観光人財育成ビジネスを振興 
 

◆「インバウンドの効果を地方部へ」とするときに，地域ガイドは，地方部でのインバウンド観光の基幹産業化， 
 雇用創出の最重要な柱の一つであるため，地方部でのガイド育成が必要 
  →今，各地域でやっている地域ガイド，その育成方法や活用方法は継続されるようにすべき 
  →地域ガイドを増やすべき 
 

◆現在の通訳案内士も地域ガイドの研修（知識部分）を受けて，地方の知識を学ぶ，通訳案内士が地域ガイ
ドへのガイドスキルを教えるなど，相互のレベルアップを図るような枠組みもあっていいのではないか 
  →京都市ビジターズホスト第1期生の，今後のリクエストとして最も多かったものは「通訳案内士によるガイディングの 
   実地授業」。 
  →通訳案内士資格取得者で京都市ビジターズホスト資格取得者も今後増やす予定。 
 

◆地域ガイドをつなぎあわせて，国内周遊ツアーが組み立てられる枠組みの支援も必要 
 →ラグジュアリートラベルアライアンスでトライ予定。（複数地域連携による海外富裕層誘致事業。札幌・石川・ 
  高山・京都・奈良・和歌山。全地域で通訳案内士特区申請済み） 
 →それらのガイドの手配を受ける各地域でのDMO・DMCの育成，ネットワーキングも必要 
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新たな通訳案内士は地方部においても必要なのか 

◆外国人観光客誘致を行い，インバウンドを積極的に受け入れる地域や施設は，自らガイドを育成するもの。現に，
特区申請地域は１９地域になっている。また，地域ガイドでない非資格者も今後は認められる 
 

◆地域も外国人観光客に紹介すべき・紹介したいコンテンツや歴史的な観光施設がどの程度あるかによって，地域ガイ
ド育成の必要性が異なる。また，地域に外国語を話せる人がどの程度いるかにもよる。 
 →外国人旅行者が多く訪れる地域あるいは誘致を行う地域は，自治体等の責任で地域ガイドを育成すべき 
 →地域ガイドが育成されない地域は，非資格者がアテンドすればいい。アプリの活用も可能。 
 

◆地方部における通訳案内士（地域ガイド資格を取得していないケース）の位置づけをどうするのか。 
 ⅰ）地域ガイドがある地域 
  →地域ガイドがあるエリアでは，地域ガイドの活用が優先される。地域ガイドも非資格者も認められる中，通訳 
   案内士が活用される機会は減っていくのではないか。 
 ⅱ）地域ガイドがない地域 
  →通訳案内士が活用されるが，そもそも通訳ガイドに対する需要が少ないのではないか。 
 

◆地方部で通訳案内士資格を取得する人はどのような人か。 
 →語学堪能で，観光に対する意欲があって，地方部に住み続けたい人 
 →通訳案内士を目指すのではなく，地域ガイドの優秀なガイドを目指したらいいのではないか。 
 （地方創生の観点から：地方に仕事があって住むことができる人が増える。優秀な地域ガイドが増えることは重要） 
 →あるいは，通訳案内士と地域ガイドの両方の資格を取得する 
 

◆通訳案内士の資格を取得する人はどのような人か 
 →東京や大阪，名古屋など，日本横断ツアーの発着地となる空港付近のエリアの人でいいのではないか 
 →空港に迎えに行くだけで，交通費や宿泊費が必要となる地方部の通訳案内士を使う旅行会社が多くあるのか？ 
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◆インバウンド効果を地方部へ，地方創生の実現の観点から，地域に住みガイド業を営む地域ガイド（または地域
ガイドのない地域に住んでいる非資格者）の増加が必要。「光を観る」の観点からも，「光」を知っているのは，現地に
住んでいる人。 
 

◆今後，地方部において，地域ガイドではなく通訳案内士資格を取得した人の仕事は，どうやってあてがうのか。もち
ろん個人の努力とすることは可能だが，それだけでは「資格を取得しても仕事がない」問題が解決されないことは現状か
ら明らか。仕事が生まれるところに，必要な人材を育成することを最初から意識すべきではないか。 
 

◆都市部，特に東京においては，語学に堪能な人が多く，外国人旅行者も多いことから，東京都が地域ガイドを
育成せずとも非資格者が多く出ることが想定される。通訳案内士の仕事・役割をどのように確保し，研修の実施等の
質の管理を行う観点からは，通訳案内士が合格しすぎないようなハードル設定も必要ではないか。 

通訳案内士 
  複数地域を旅行する際のスルーガイド（旅行会社が提供する日本の複数地域を回るツアーのガイド） 
  →旅行会社等の全国組織が育成 ⇒東京，大阪，名古屋周辺居住者を対象 
   

地域ガイド（専門ガイド） 
  地域ごと・スポットごとに依頼するガイド（駅に迎えに行き，駅で見送る。宿泊費・移動費必要なし） 
  →特定の地域や特定の観光施設，文化体験，自然体験，アクティビティ等を案内する際のガイド 
 （世界遺産，美術館，登山，文化体験，国立公園，エコツアーなど） 
  →地域や専門団体等が育成  
  ⇒歴史的コンテンツや自然コンテンツ等がある地域（自ら地域ガイド等の育成を行う地域）の居住者を対象 
 

非資格者 
  旅程管理や危機管理を伴わず，歴史や文化等の専門知識を要しない際のガイド 
  （簡単な買い物，まちあるきなど。施設には入らない。アクティビティの案内はしない） 
   →ガイドとしてのトレーニングや専門知識がなくとも，語学能力さえあればできる程度 
   ⇒自ら地域ガイド等の育成を行わない地域の居住者を対象＋上記（通訳案内士・地域ガイド）地域 


