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「通訳案内士の就業実態等について」 

観光庁が 2014 年 12 月に公開した「通訳案内士の就業実態等について」によると、通訳案内士

の年収は、200 万円以下が約６割（57.5％）を占め、 多くの通訳案内士が経済的に恵まれてい

ない現状が明らかになりました。 

●通訳案内士の年収  
約６割（57.5％）の通訳案内士の年収は 200 万円以下です。 

・0 万円：2.9％ 
・1～9 万円：13.2％ 
・10～99 万円：30.1％ 
・100～299 万円：11.3％ 
・200～299 万円：7.2％ 
・300～399 万円：4.7％ 
・400 万円以上：4.0％） 

●資格取得者の活用状況  
通訳案内士の資格取得者の 4 分の 3 がその資格を活かしていない、活かすことができない現実

があり、活用している人も、その多くが他の仕事との兼業であり、専業は 6.2％のみである。 

・専業者：6.2％  ・兼業者：18.1％  ・未就業者：75.7％） 

●未就業の理由  
・一定の収入が見込めないため：45.9％ 
・現在の仕事を辞めるつもりがない：36.8％ 
・家庭の事情や個人的な事情で就業できない：22.3％ 
・自営業として独立する見込みがたたないため：22.1％ 
・その他：21.4％） 

●通訳案内士の年間実務従事頻度  
通訳案内士の業務に従事している者の就業回数は、年間 10 回以下が４割を占めている。 

・0 回：2％ 
・１回：6％ 
・2～3 回：10％ 
・4～5 回：8％ 
・6～10 回：14％ 
・11～100 回：28％ 
・101 回以上：11％    
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平成 29 年 4 月 4 日 

 

国土交通省 観光庁長官殿 

 

「通訳案内士の業務独占廃止はやめてください」請願書 

 

 

請願者代表 ハロー通訳アカデミー 学院長  

植山源一郎 

住所 東京都杉並区浜田山 4-33-3-303 

電話番号 03-3313-6970 

090-8689-5514 

 

紹介議員 参議院議員 有田芳生 

 

 

趣旨 

現在、観光庁は、通訳案内士の業務独占廃止を含む観光立国推進基本計画を国会に提出する

予定となっていますが、通訳案内士の業務独占が廃止されると以下のような問題が発生すると考

えられますので、業務独占は廃止しないようにお願いします。 

（1）通訳案内士の業務独占が廃止されると、誰でもが、通訳案内の仕事をすることができるように

なり、通訳ガイドの質を保つことができなくなる。現在でも、多数の無資格ガイドが、外国人観光客

を「ぼったくり免税店」などに連れて行き、怪しげな健康食品などを売り付け、免税店から多額のバ

ックマージンを受け取って大きな社会問題となっている。 

（2）現在、数千人の無資格ガイドが、日々、通訳案内士の仕事を奪って仕事をしている状況があ

り、多くの有資格通訳案内士は廃業に追い込まれる可能性がある。 

 

解決策 

国は、業務独占廃止により、通訳ガイドを増やすのではなく、有資格通訳案内士を活用する方法

をとるべきである。 

 

以上の趣旨、解決策を提示した署名運動の概要を以下に添えて、ここに請願させていただきま

す。 
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●書名運動 

「ネット署名運動の change.org」にて、平成 29 年 3 月 1 日に開始した＜通訳案内士の業務独

占廃止はやめてください＞のネット署名運動ですが、4 月 4 日までに、812 人の署名と多数のコメ

ントをいただきました。 

 

●＜通訳案内士の業務独占廃止はやめてください＞のネット署名のサイト 

https://www.change.org/p/hqt-kankorikkoku-ml-mlit-go-
jp-%E9%80%9A%E8%A8%B3%E6%A1%88%E5%86%85%E5%A3%AB%E3%81%AE%
E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3
%81%AF%E3%82%84%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%9
5%E3%81%84 
 

＜署名をした方のコメント＞ 

 

●通訳案内士が不足しているという報道などを目にする昨今ですが、有資格者にとっては仕事の

絶対数が少ないのが現実で、現場の声です。これ以上仕事を奪われると、生活していけません。 

●通訳案内士試験に合格するためにかなりの労力と時間を費やしました。日本の観光業の質の

維持のためにも有資格者である通訳案内士の業務独占を廃止すべきではないと思います。 

●業務独占廃止に反対します。難関の試験を突破し誇りをもって民間外交官の役割を果たしてい

る私たちの夢を打ち砕かないでください。 

●私もかつて難関試験と言われたガイド試験を苦労して突破した現役ガイドです。常にプライドを

秘めてお客様をご案内させて頂いています。業務独占のどこがいけないのでしょうか？独占廃止

を言う前に、先ずはペーパーガイドにならざるを得なかった沢山の優秀な方々がいらっしゃること

を忘れないで頂きたいと思います。 

●通訳案内士は日本を海外お客様に紹介する重要な役割を果たしています。日本の歴史・文化

を正しく理解して、外国語でコミュニケーションする事に意味があるのであって、単に外国語が出

来るだけでは意味が無いです。海外ではガイドの資格にもっと価値を与えており、海外企画のツ

アーでも、現地を案内する際には必ず現地のガイドを付ける事を義務付けている国もあるぐらいで

す。また、観光地・名所旧跡にはガイドの資格を見せれば無料で入場・入館出来る国もある。適当

に話して土産物を買わせて帰るようないい加減な偽ガイドをのさばらすのは一流国で観光を目玉

にしていこうとする国のする事では無い。 

●観光立国として正確で質の高い情報提供やきめ細かなサービスに、資格を持つ通訳案内士の

活用が不可欠と考えます。何故今、通訳案内士の業務独占を廃止し、何の知識や見識を保持し

ているのか証明も担保もされていない人々に海外からの訪問客への案内を任せることを容認する

のか意味不明です。通訳案内士の業務独占廃止は絶対やめてください。 

●現在必死に通訳ガイドの資格を取るために頑張っています。通訳ガイドは外国との大事な橋渡

し役です。質を落としては絶対にいけないと思います！ 

●政府は、自分自身で作った素晴らしい通訳案内士制度を自分の手で壊しています。とても残念
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に思います。私はこの資格を憧れ、一生懸命に勉強して、資格を取りました。通訳ガイドの仕事を

誇りに思って、仕事をしています。なんとか通訳案内士制度を存続して欲しいです。 

●私は植山源一郎様の意見に賛同致します。これからの日本にとって観光はもっとも重要な産業

の一つとなるでしょう。安易な考えでその質を落とすことは避けるべきです。一定以上のレベルの

通訳ガイドがいてこそ観光立国日本の質が保たれるのではないでしょうか。目先の利益ばかり追う

と良い結果にはなりません。またお金と時間を掛けてガイド資格をとり登録料を払い働いている人

達の生活を壊してはならないと思います。業務独占廃止に反対致します。 

●植山先生のご意見に心から賛同致します。外国からのお客様に通話案内をするには、豊富な

日本の伝統文化の理解はもちろん、話題の情報や交通手段や気象の把握などなど、たくさんの

知識とそれを伝える英語力が必要です。ガイドの数が不足しているからと言って、誰でもガイドを

することが出来るようになると、十分な内容の案内が提供できない事が多いにあり、せっかく日本

に来て頂いた外国からのお客様を失望させることになります。また、難関の試験を課し、合格して

国家資格を得た通訳案内士に対して、何の補償もなく、資格が紙切れのようになってしまうことに

驚きと怒りを感じます。今、資格を有している通訳案内士が、働きやすい環境（仕事の獲得の透明

化、例えばオンラインで求人のある仕事が確認できるようにする、短時間でも働けるように通訳案

内士を交代してつなぎながら案内出来るようにするなど、資格を有していながら、稼働できていな

い案内士を活用できるようにしていく）そう言う話し合いを国でして頂きたいと思います。 

●業務独占廃止は質の悪い無資格ガイドの横行を助長し、ひいてはインバウンドに対し悪い日本

の印象を植え付けかねません。通訳案内士の中には何年もかけてやっと資格を取得した人たち

がたくさんいます。ひと昔前は、合格率３～５％という超難関国家試験でした。今でも数ある国家試

験の中でも難関の部類にはいり、おいそれとは合格しません。無資格ガイドを許すことになると有

資格者の誇りを汚すことになります。そして難関試験に挑戦する受験者を大幅に減らすことになり

ます。どう考えてもメリットがありません。現状では通訳案内士では食べていけないという報告があ

り、業務独占廃止はさらに追い打ちをかけることになるでしょう。はっきりいって今回の規制緩和は

悪法です。政府はもっと真剣にインバウンド対策を考えるべきです。 

●ガイドが足りないからライセンスなしで誰でも案内ができるようにしよう、というのは非常に安易な

考え方だと思います。それよりも今すでにライセンスがあるがガイドとして、十分に活動できていな

い方々をいかに生かすか、育てるかの方が大切なのではないでしょうか？試験に合格してもすぐ

にガイドができるほどの知識と語学力、さらに自分を売り出していける積極性全てを兼ね備えた人

は少ないと思います。だから合格してもガイドとして活動する、できる人が少なく、合格者のほとん

どがガイド業をあきらめてしまっています。訪日客の方々に喜んで頂くためには、ガイドの質の向

上が不可欠だと考えています。仮に魅力のない場所であっても、魅力あるガイドが案内すればそ

れは魅力ある面白いものに変わります。無資格ガイドの大量生産では、量は増え、一時的には需

要に供給が追い付くでしょうが、長い目で見て逆効果だと思います。というのも日本のイメージが

悪くなるリスクが潜んでおり、それが家族や友人に広まれば、訪日客が最終的に減っていくのでは

と思うのです。人を育てるのは時間がかかりますが、長い目で見ますと、必ず右肩上がりの成果に

結びつきます。どうか、長期的な視野をもって、もう一度考え直しては頂けないでしょうか？何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

●歴史や文化など勉強し、一定の基準を満たした者がガイドをするというのが、おもてなし日本の
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基本姿勢だったのではないのでしょうか。それを崩さないで下さい。 

●旅行に行って会話は堪能だが地名や医学用語を全く知らない通訳にあたり呆れたことがありま

す。まず必要なのは現役ガイドの待遇改善と旅行会社での社員教育ではないでしょうか。自分達

さえ良ければ、自国の信用はどうなってもいいと言わんばかりの法案は廃案にしてほしいです！ 

●日本の文化や歴史、社会情勢などを理解せずにして外国の方々をおもてなしすることは決して

あってはならないと思います。一定のレベルを保つためにも資格は必要なのではないのでしょう

か？ 

●大変な苦労して取得した資格である事はもちろんのことですが、無資格者による被害を受けた

外国人の友人たちのことを考えると絶対に業務独占廃止に反対です。時の政府の都合により閣

議決定により何でも決められてしまうのは絶対に回避しなければなりません。 

●案内士も一定の基準は、必要です。せっかく訪日観光客が増えても、観光で楽しめなかったら、

意味がありません。リピーターも増えないでしょう。 

●通訳ガイドの質を維持することは日本の信用のために欠か出ません。 

●おもてなしの品質確保のため、資格の維持は必要です。 

●業務独占廃止に反対します。国家資格を与えた人の力を再認識して頂き、旅行業界と資格保

持者が共に”win win”になるような制度改革をお願い致します。 

●ガイドの質を守ろう。 

●通訳案内士の人材活用こそ、観光立国としての、あるべき方向性であると考える。 

●今月、オーストリアへ行きますが、現地では国家資格の通訳案内者が厳格に法律で守られてい

ます。 

●通訳案内士制度は観光立国を目指す国の政策に不可欠です。制度改悪は国益に反するもの

です。長期的な展望に立ち、民間大使としての役割を担う通訳案内士の育成発展に逆行すること

になります。 

●賛同です。 

●西欧のような観光進国にふさわしく、しかるべき教育を受け、資格をもった専門家としての職業

化を定着させることが政府の役目と考えます。 

●2020 年東京オリンピックでの医療通訳ボランティアにも、無償とは言えないのではないかという

くらいの高い条件が課されているようだ。なのに、プロとして報酬を頂く通訳ガイドが無資格で良い

とは矛盾も甚だしい。再考を求む。 

●ただいま通訳案内士を目指して勉強中です。活動に賛同します。 

●ヨーロッパなどの有資格ガイドを大事にする制度が結局は自国の観光産業を守って、その繁栄

に繋がっていると考えています。 

●独占廃止に断固反対です。ガイドの品質（おもてなし）が観光立国としての地位を確かなものに

していくことは間違いありません。 

●通訳案内士の資格には日本の文化、歴史、経済等を充分に観光客に案内できる素養が必要

で、規制緩和で自由な参入では質を落とし却って日本のイメージを損なう。 

●サービスの一定品質を保つには、免許性、資格制は不可欠です。その意味で業務独占の形態

を維持すべきです。 

●観光国としての質の高いサービス提供に必要なものは、通訳案内士の高い技術が不可欠だと
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思います。「おもてなしのプロ」の職場をお守りくださることは、日本の観光国としての未来を明るく

照らします。 

●これからますます増えるだろう訪日外国人に、正しい日本の文化を知っていただきたいです。 

●業務独占廃止反対！外国人の友人たちに日本の観光ガイドに質問しても知識がないといわれ

てきました。知識を認められた専門家がガイドせねば外国人観光客の満足は得られません。 

●質の高い仕事をして、外国から訪日される方が、又日本に来たいね、と思ってもらえるようにした

いですよね。 

●私達は汗垂らして、一生懸命勉強して、ようやくこの資格を取りました、それを負けない給料とク

オリティ高いサービスの提供が我々の誇りでもあります。また、中国観光客は多く闇ガイドの買物

被害者になっていて、日本にあった被害がさらに反日も繋がりますので、そのような局面は見たく

ないです。 

●イタリアでは無資格ガイドは罰金です。ガイドさんが警察官に免許証の提示を求められていまし

た。 

●無資格ガイドと質の悪いツアーが蔓延れば、リピーターも日本の観光業の将来もない。未活用

の資格所有者を活用すべき。通訳案内士の業務独占廃止絶対反対。 

●世界でもガイド業は独占業務が当たり前と認識しております。ガイドにふさわしい人材は試験に

通ります。スタートラインにも立っていない方がガイディングするのを推奨する国であって良いので

しょうか？ 

●通訳案内士の資格を廃止し、数を増やしても質が落ちるだけなので、資格を残した上で研修を

定期的に義務付けすべきだと思います。 

●通訳案内士資格者のガイド従事者が限られている中、需要に答える為に許される範囲の無資

格ガイドは、致し方ないのかもしれません。が、最低限何かしらの縛りを設ける必要はあると思いま

す。詐欺まがいのことをする様な悪徳ガイドは、断固として厳重に取り締まるべきだと思います。旅

行者が可哀想ですし、二度と日本に来たくないと言う印象を持たれてしまいます。 

●インチキ悪徳ガイドを許すな！ 

●案内し試験は日本の文化と外国語力を高めるのに多大な貢献をなされてきました。今後も大切

に守って下さい 

●ガイドの質を下げ、日本の価値を下げる事態になりかねません。この様な法案には反対です！ 

●日本のガイド品質を落とさない為に、通訳案内士の業務独占廃止に反対します。 

●質の高いガイドにより、観光立国日本達成の大きな要因になる。 

●有資格者が、それにふさわしい扱いを受けるべき。観光立国を目指すなら、専門家は必要です。 

●エージェントが新人通訳案内士になかなか仕事を依頼しないのは、クレームが怖いから。それ

なのに、無資格でも通訳案内業を行える様にすることに、一体何の意味があるのでしょう。クレー

ムを恐れて新人の有資格者さえ使いたがらないエージェントが、ましてや無資格の者を積極的に

使う筈がありません。早晩破綻するのではないでしょうか。 

●高い語学力、深い知識に裏付けされたガイドに案内された旅行者は日本に対する理解を深め、

日本を愛するようになります。そしてリピーターとなってまた日本を訪れるようになります。また、そ

の話を聞いた人達が日本を訪れるという好循環も生み出します。この制度をなくしてはなりません。 

●正しい日本を、短時間の旅行で知るには、それなりの資格が必要でしょう。 
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●資格取得後その仕事に就きたいから受験をするのです。何のための国家資格なのか。 

●通訳案内士の質の低下が懸念されます。 

●業務独占が廃止されると、自分たちの利益しか考えなかったり、日本についての知識が不十分

な悪徳、悪質ガイドが出てきます。まずは外国人旅行客の方々に日本で楽しんで貰うことを一番

に考えるべきではないでしょうか。 

●質の高い旅行サービスを目指さなければ、外国人の目から見れば、他のアジア諸国と同等に

映り、現在の瀕死の日の丸製造業界と同じようになります。 

●通訳案内士業務独占廃止に反対します。 

●品質維持のために必要です。 

●然るべき知識を身につけた有資格者による質の高いおもてなしを守る事は、日本にとって不可

欠です。 

●私も来年通訳案内士の資格合格を目指しているので、無価値になるのは阻止したいです！！ 

●通訳案内士は難関試験を突破したからなお一層のこと、プライドや「日本の顔」としての高い意

識を持ち、また、勉強の継続努力をしながら、外国人観光客に日本のことを正しく理解していただ

こうと励むことができるのです。無資格ガイドと同等の扱いになってしまうとはひどすぎると思います。 

●通訳案内士の業務独占廃止を行うと、無資格ガイドの横行を取り締まることができず、結果的に

質の悪い外国人ツアーを野放しにすることになる。通訳ガイドの活用法などをまず検討すべき。 

●これから、夢と希望を持って試験を受けようとしている人もたくさんいます。通訳案内士の独占業

務廃止には反対、植山先生に賛同です。最近、試験が合格しやすくなっていると言えども、関連

法律の下で成り立つ国家資格なので楽な方法で解決してはいけない。試験を受けるために勉強

してこそ身につく知識とスキルがある。ただ外国語が堪能だからガイドもできるという訳ではないと

思います。観光白書にある統計でインバウンド 1 位、2 位の国はガイド制度がしっかりしているから

だ。見習うべきです。 

●通訳案内士の資格を国家試験として諸外国と同様に現在の業務独占を守る必要がある。違法

なガイド行為を行う中国人を取り締まるよう関係当局は厳しく対処する必要がある。 

●資格保持者の活用を優先する対策をとることが、第一であると考えます。 

●通訳案内士の業務独占の解除に反対！業務独占を継続するべき。外国人旅行客に満足する

質の高いガイド提供に不可欠。ガイドの質を落とす制度変更に反対！ 

●通訳案内士の業務独占廃止に断固反対します。今後日本が観光立国としてやっていくには、

無資格ガイドであってはなりません。日本の文化と歴史を観光客に責任を持ってしっかり説明し、

海外からのお客様の満足度に貢献し、そのレベルを維持していくには、通訳ガイド試験というボト

ムラインを設け、それに合格した有資格者だけが日本のガイドをすべきです。 

●これから通訳案内士の資格を取ろうと頑張っています。日本を紹介するには、日本のことを十分

に知るべきです。資格は必要です。 

●日本に関する正しい情報を伝える作業は、日本人なら誰でもできるものではないと思います。そ

れなりの知識やスキルが必要だと考えます。本当に観光立国を目指すのであれば、質の良いガイ

ドを養成することが大切です。 

●資格を持っていますが、なかなか仕事がありません。質と数の確保に現行の資格は必須のもの

と考えます。 



- 8 - 
 

●新人通訳案内士です。賛同いたします！ 

●通訳案内士業務独占廃止に反対します。通訳案内士の資質の安定を図り、訪日観光客の皆

様に真のおもてなしを提供しましょう。 

●何の資格がなくても仕事ができるなら、なぜいまだにこの通訳案内士の国家試験が存在するの

でしょうか？無資格、ボランティアだけに頼っていると、日本の評判も下がることをご承知おき下さ

い。 

●国は通訳ガイドを安易に増やすのではなく、有資格の通訳案内士を活用する方法をとるべきで

す。 

●我々の現状を見てほしい。訪日観光客が増えればそれだけでいいのか。この仕打ちは大きいと

思います。 

●強力に賛同します‼ 

●今年合格をし、来月初仕事をします。時間をかけてやっといただいた資格がこのようなことにな

りそうだとは・・・絶句です。今まで、頑張ってきた諸先輩の方々とこれから仕事を始める若輩者の

ためにも誇りをもって続けていけるような、お考えに賛同いたします。 

●問題となっている中国人の詐欺まがいのガイドが増えること、ガイドと称した風俗産業が発達す

るおそれのあることなど、制度の撤廃による弊害は甚だしいです。 

●賛同します。ガイドの粗製乱造が正しい道だとは思えません。 

●ハードルを下げれば、本当に数を確保出来るのでしょうか？地域限定通訳案内士も残念ながら

芳しいとは言えないのでは？それよりも、通訳案内士という職業を儲かる職業にして、優秀な人財

の数を揃えるべきではと思います。歯止めの効かない農家の減少に悩む農水省は、この数年「儲

かる農業」というキーワードを打ち出しています。観光庁も是非、「儲かる通訳案内士」をキーワー

ドとした政策転換により、案内士の質と数の充実を目指して頂きたいと思います。 

●通訳ガイドの地位を守りたい。 

●賛同します。通訳案内士の資格の意味がなくなりますし、とにかく、質の低下、それによって海

外の方々が受ける日本のイメージを低下させる可能性は断じて許されません。 

●業務独占を廃止しないようにお願いします！ 

●通訳案内士の活用の制度を整えずに、無資格者の流入を進める政策は、ガイド料金の崩壊を

招き、就業する有資格者がさらに減り、ガイド全体の質の低下につながる。結果的に訪日外国人

の満足度が低下するだろう。少なくとも資格の有無がガイドを依頼するお客様にはっきり分かるよう

な仕組みが必要。 

●植山源一郎様のご意見に賛同いたします。植山様は、間違いなくこの業界について他の誰より

も深い見識をお持ちです。 

●観光立国を目指すためには、通訳案内士の質の高いサービスが不可欠です。業務独占を廃

止するのではなく、質の向上を目指すための対策を取っていただきたいです。 

●海外からの観光客に正しい日本を知っていただくことの重要性を認識すべき。資格のない者が

その国について案内することの危険性を軽視すると後々大問題となりかねないのでは。現行制度

の維持を希望します。 

●頑張ろう！ 

●正しく日本を表現出来る事がこれからの日本の未来を決めます。その為の通訳案内士が確立
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したものでないといけない 

●ガイドの質の低下は、最終的には観光業全体に悪影響を与えるのは間違いありません。通訳

案内士は質の確保に絶対必要です。 

●ガイドの質が落ちては、おもてなしの効果が半減というより逆効果です。 

●質の担保が出来ない人達をも通訳ガイドと認めれば、インバウンドに百害あって一利なし。観光

立国を目指す日本の評判を著しく落とすと思います。 

●国は詐欺師か？試験合格したまで使った金を返して! 

●通訳ガイドの質を落とさず、海外からの旅行者に充分満足してもらうために、国家資格である通

訳案内士の業務独占を廃止することは大反対です。 

●私もそのことについては反対します。 

●海外から日本に観光に来てくれるお客様にはいい思い出を作って帰ってほしいです。そのこと

が今後の日本の観光の発展にもつながると思うので、通訳案内士による旅行を楽しくさせるパフォ

ーマンスは重要です。通訳案内士の質を落とさないために、通訳案内士の業務独占廃止に反対

します。 

●潜在有資格者をもっと活用し、海外からの観光客に質の高いおもてなしで日本を満喫していっ

てほしい。 

●日本の伝統・文化を正しく発信するためにも通訳案内士の業務独占を継続し、地位向上を図る

ことが必要です。 

●通訳案内士の業務独占廃止は結果的に、通訳案内業に携わる人間の質の低下を招くもの。断

固反対します！ 

●通訳案内士の業務独占廃止に反対です。日本の文化と歴史を観光客にしっかり説明できる通

訳ガイド試験に合格したガイだけが公式に日本のガイドをすべきです。 

●海外では、国家資格を持った者でなければガイドできないのがあたり前なのに、その逆をやると

いうのは、不可解だ。 

●資格保有者の実稼働数から現制度の形骸化とみなすには、あまりに勿体ない。現有資格者の

活用の道を開くべきです。 

●業務独占廃止反対します。有資格通訳案内士の活用なしでは観光発展にも問題だと思います。 

●業務独占廃止は、海外からの観光客の利益にはならないと思います。 

●専門性を重視して、正しい日本を海外客に伝えましょう！ 

●間違っているとしか言いようがありません。資格を持たないものが外国の方にお金を貰い日本を

案内しているところを考えただけで悲しくなります。外国人観光客が増えるのに比例して無資格の

ガイドが増えるのは目に見えているはずです。資格がないことをいいことに適当、誤った情報を伝

えるガイドも増えるでしょう。我々は外国の方に日本の隅々まで知ってもらおうと努力、勉強をし続

けているのです。 

●正しい日本の魅力を海外観光客に伝えられるのは、有資格の正規通訳案内士しかいないで

す！闇ガイドは日本語すら上手に喋れないのに、どうやって外国観光客に案内できるのでしょう

か？置き換えて、日本人が海外に旅に行く時、勿論正規なガイドさんが案内してほしいですよね。 

●苦労して取った資格です。それが無意味になるなんて、許せません。 

●通訳ガイドの質を高めること。下げる事に明らかにつながる。 
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●ガイドのレベルを維持するために、現行の通訳案内士制度は必要です。 

●旧制度を見直し、通訳案内士の生活と社会的地位の安定を計らない限り、日本の観光業界は

今まで同様の問題に直面します。 

●美しい日本のアピールは、やはり質の高いガイドさんが必要だと思います。無資格ガイドがすべ

て質が悪いとは言えないかもしれないけど、質の悪いガイドが日本の印象を悪することが確実で

す。このようなことは何回も聞きました。このようなことを効果的に防げるのは、全体的な通訳案内

業務を健全に管理することだと思います。なので、通訳案内士の業務独占を廃止してはならない

です。 

●業務独占廃止反対！ 

●私は植山先生に賛同します。日本は観光立国を目指しているなら、通訳案内士の業務独占廃

止をするべきではないと思います。日本の良いところは、質の高い食事、質の高い製品、質の高

いサービスではないでしょうか。通訳案内士のサービスの質が下がれば日本の良いところを誇りを

もって紹介出来なくなると思います。どうか、廃止をしないでください。 

●正しい日本の情報を伝えるにはガイド資格が必要だと思います。間違った歴史・地理を観光客

に伝えるたり、ぼったくりに加担すると、長期的に観光が衰退します 

●お客さまと直接接する通訳ガイドは日本を代表する窓口で、日本の印象を大きく左右するもの

です。訪日した方々に楽しい思い出、良い印象を持って帰ってもらうには案内士の質を落とすよう

な政策はとってほしくないと思います。 

●通訳案内士の業務独占廃止に反対します。有資格通訳案内士を活用する方法での対応を切

に希望します。 

●外国人観光客に、より良い「おもてなし」を提供するためにも、通訳案内士の業務独占を廃止し

てはいけないと思います。 

●ガイド生活を守らなければ、観光立国はできません。 

●現在きちんと準備の整っている有資格者が活用されていない状態で足りないというのはなぜ？

安かろう、悪かろうでは日本の価値まで低下してしまう。 

●名称独占では質の悪い通訳がはびこり、日本の印象を悪くします。 

●音楽とアルプスで有名な観光大国オーストリアでは、ガイドができるのは国家資格を持った公認

ガイドだけです。空港送迎や食事などのアテンドも国家公認資格、または営業許可を持ったガイド

でなくてはいけません。そしてガイドは、高い技術を持っています。旅行者に安心と信頼を提供す

る、観光立国ならではの制度だと考えます。日本がこれまで維持してきたこの信頼のシステムを放

棄してしまうは問題ではないですか。技術に大きな差があれば、外国人からの評価が悪い方が大

きく広がっていくと危惧します。日本は、オーストリアを参考にしてはどうですか？ 

●きちんとした「おもてなし」は、資格のあるガイドから。いい加減なガイドでは、マイナス 100

倍！！ 

●旅行業者の利益を増やすために、無資格ガイドを増やすことが、果たして観光立国を謳う国家

がすることでしょうか。嘘だらけの日本の知識を教えられ、ぼったくり業者に連れて行かれた外国

人観光客がリピーターになるとでもいうのでしょうか。 

●「通訳案内士の業務独占廃止はやめてください」とする植山源一郎氏の主張に賛同します。 

●観光の質低は再訪日旅行者増加が見込めず、日本にとって好ましいことではありません。 
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●今の制度内でも充分に対応できるはず。改悪は残念過ぎます。 

●通訳案内士資格保有者の有効活用策を論じず、無為無策を棚に上げている。単なる数合わせ

のための本法改正は抜本的解決策ではない。 

●通訳案内士の質の低下は日本を訪れる外国人が持つ日本に対する質の低下を招きます。 

●もちろん、賛同します。全国通訳案内士などいう何の威厳も無い、ダサい呼びかたは絶対やめ

てほしい。せめて、国家認定通訳案内士とか日本国認定通訳案内士にして下さい。 

●こちらは民間の外交官という自覚のもとに仕事をしている。質の悪い素人のでるまくではない。 

●認定通訳案内士などと名称を変えても国家資格を持つか待たないかなど一般の人や海外から

の来訪者には区別がつきにくいことを利用した悪質な法改正です。無資格ガイドに有償ガイドをさ

せるなど以ての外です。ガイドとしての仕事をしていない有資格者が山ほどいますので、有資格者

が通訳案内士として食べていける体制づくりに力を注ぐべきであり、無資格ガイドにアルバイト感

覚で仕事をさせても通訳案内士という立場がますます危うくなるばかりか、そもそもの目的である

外国のお客様に喜んでいただけるガイドが出来ないはずです。 

●通訳ガイドの質が悪くなるとリピートして来訪してくれる訪日外国人が減ってしまします！ぜひ質

を高める方向で法律改正を検討してください。 

●通訳案内士資格を取得しても仕事の無さに困っています、これを独占と言えるでしょうか。 

●通訳案内士資格保持者です。レベルの低い闇ガイドが横行する現在の状況は観光立国を目

指す日本としては危機的状況にあります。通訳案内士の業務独占廃止は論外、むしろ、闇ガイド

の摘発を強化することが、今の政府のやることではないでしょうか？ 

●日本国通訳の高品位+高品質を維持しましょう! 

●通訳案内士の業務は、試験をクリアした相応の知識と技能の持ち主が行う事で日本の良さをよ

り一層海外の方にご提供できると考えております。この業務を志す者は、是非試験に臨み、その

障壁を超えて戴きたいと思います。 

●日本の恥となる通訳案内士法の改悪に反対します。 

●政財官の癒着こそ廃止するべき。国民は怒っている。 

●昨年は残念ながら不合格でしたが、今年こそは合格したい！そんなさなかでガイド業務の独占

が廃止されてしまうのは嫌です！ 

●通訳案内士の仕事は今もそれほどない状態です。誰でもできるようになってしまったら何のため

にあんなに努力して試験に合格したのか、意味がなくなってしまいますし、今後もとても心配です。

植山先生、頑張ってください！いつも応援させていただいております。 

●難しい国家資格取得の努力をした方であればこそ、業務にも責任をもって取り組んで頂けると

信頼する事ができます。 

●通訳案内士の業務独占という言葉そのものはちょっと聞こえが悪いようにも思いますが、しかし、

現状維持がベストですし、廃止することによって通訳ガイドの質が落ちる危険は目に見えます。今

年度受験する自分にとっても由々しき問題です。国も東京オリンピックが迫って焦っていますね。 

●業務独占の廃止には絶対に反対です。ガイドの質低下を招き国益にマイナスになると思います。 

●これから通訳案内士をめざします。質の安定、そして通訳案内士としての誇りを維持してほしい

です。 

●努力しない人を活用じゃなくて、努力した人を活用すべき。 
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●通訳案内士の資格を廃止するとガイドのおもてなしの質は確実に低下します。有資格者を活用

する事を工夫して下さい。 

●日本の観光事業そのものの質の低下につながる通訳案内士の業務独占廃止に、強く反対しま

す。 

●来日される方がまた来たくなるオモテナシの質の維持が観光立国に繋がると思います。 

●通訳ガイドの品質維持のためには業務独占廃止をやめて欲しい。 

●金儲け主義となり、通訳ガイドの質が下がる。国家資格であるということを認識してほしい。ヨー

ロッパを旅行したときもガイドは国家資格の国があった。 

●日本、そして日本人としての品格を保つためにも、ちゃんと知識も持っていらっしゃる通訳案内

士の地位を守るべき！ 

●観光立国を掲げる以上、是非とも、"また来たい"と思っていただける国を目指してください。きち

んと日本についてご案内できる通訳案内士を活かしてください。 

●国は、イタリアのように、必ずガイド資格者がいないと観光説明をしてはいけないくらいの法律を

厳しくするべきで、正しい知識をもち、日本の代表となるようなガイドをする人たちを守りることが、

国の海外からのお客様に対する本当のおもてなしだと思います。ガイドの資格をなくし、ガイドの

質を下げることは、日本の印象を悪くするだけでなく、いろいろな意味で多くの被害者を出しかね

ません。本当に観光立国としてやっていきたいのであれば、国はもっと真剣にあるべき姿を検討す

るべきです。 

●通訳案内士の誇りは日本の誇りでもあります。 

●通訳ガイドの業務独占廃止をすれば、質の良いガイドを見つける事が困難になる外国人観光

客が、一番不利益をこうむる事になると思います。インバウンドの旅行者を増やしたい！という概念

に真逆だと思います。一番に日本に来て下さる観光客の方たちが、楽しく、安全に旅行できること

を考えるべきで、「通訳ガイドが足らない?」なら「誰でも出来るようにしちゃえ」では余りにも短絡的

に過ぎます。もっと有資格者を効率的に活用する方向に目を向けてもらいたいと思います。 

●無資格者を容認すると来日外国人に誤った日本のイメージを与え日本の観光産業発展にマイ

ナスとなると考えるため。 

●通訳案内士の有資格者が十分に活用されていない中で、業務独占が廃止されると無資格ガイ

ドが公的に認可されたことになり、日本の観光の質が低下することになるのではないでしょうか？

国は通訳案内士の活用策を先に検討すべきです。 

●「保護を目的とした規制」の緩和に反対します。 

●国民も外国人も不利益、不条理を強いられ、観光立国が泣くような行政、司法の不作為は許さ

れない！ 

●業務独占廃止の絶対阻止！ 

●ガイド免許保持者の中でも力量には差があるのが現状です。免許というハードルを外せば更に

ガイドの質のばらつきが鮮明になり、長い目で見れば顧客喪失に繋がると考えます。 

●通訳案内士に対する冒涜行為を断固として阻止したく。 

●通訳案内士の業務独占廃止、反対します。 

●日本の通訳ガイドの質の高さを誇る､日本政府であってほしいとおもいます｡ 

●通訳ガイドの質を維持するため、現行の業務独占を変えないで頂きたい。 
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●通訳案内士の資格は、日本に来てくださるお客様を案内するのに、最低限の知識を持っている

ことを保証します。お客様に日本滞在を楽しんで頂き、リピーターになって頂くために、業務独占

を廃止しないでください。 

●海外からの観光客が増えれば増えるほど正しく日本を紹介しなければ、結果的に日本の評価

は下がることになる。政治家と国交省役人はこの点を考慮して政策を打ち出すべきである。既に

存在する有資格通訳案内士に活躍の場を設けることにより、現在の無資格通訳ガイドの悪徳を排

除し、同時に足りない通訳案内士を増やすことができる。業務独占廃止論は論点がずれていると

言わざるを得ない。 

●強く、賛同いたします。大阪校で先生方にたいへんお世話になり 2008 年に英語で合格しまし

た。かなりの勉強と時間と費用がかかりましたが、昨年から、ようやく仕事のチャンスが訪れ頑張っ

ています。苦労して取得した資格だからこそ、外国からのお客様に日本滞在を喜んでいただける

よう、これからも日々精進していけるのです。無責任な無資格ガイドの横行は絶対に許せません。  

●ガイドは観光の最前線。質の担保が重様。 

●日本に来てくださった外国人の方々に、日本を正しく理解していただく事は重要です。通訳案

内士の業務独占廃止がされると、知識の乏しいガイドが増加し、せっかく日本に来てくださった外

国人が日本に関して間違った知識や、歪んだイメージを持ち帰ることになるのはさせられません。

また、現在既に問題になっている、悪質な無資格ガイドの数もますます増加するでしょう。通訳案

内士の業務独占を続け、質を保つことは、必ず日本の国益になります！！ 

●ガイドをするために資格があるのとないのでは質が変わると思います、独占がなくなると、現場

監視機関的な役割も果たしていたガイドが、その存在自体偏っていくのではないでしょうか（業者

依り、利益追求型） 

●訪日外国人に日本という国を本当に好きになって貰う為にも、法外な買い物をさせる様なヤミガ

イドは撲滅すべきです。 

●業務独占廃止は悪徳ガイドを野放しにするリスクを合法化することに等しく、海外観光客の日本

のイメージダウンに帰結することになりかねない。 

●植山源一郎先生のご意見に深く賛同致します。 

●日本の未来の為に、植山先生のご意見に強く賛同いたします。国は、業務独占廃止により、通

訳ガイドを増やすのではなく、有資格通訳案内士を活用する方法をとるべきである。 

●通訳案内士の業務独占が廃止はヤミガイドの蔓延を助長します。 

●思いつきだけの政策は本当に困ります。目先の利益の追求も後で必ず後悔の種になります❗ 
●案内役のガイドは、観光客の日本に対する印象を大きく左右する存在であり、その印象の良し

悪しが、帰国後の観光客に対して後々までも、また周囲の人々へも広く影響を与えていると思いま

す。日本の評判を落とさないために、独占廃止ではなく、現通訳案内士制度がより積極的に活用

されることが望ましいと思います。 

●日本にお越しになる海外からのお客様に適法なサービスを提供するために通訳案内士の質の

維持は必要です。業務独占を継続し、定期的な研修を義務付けるべきです。 

●趣旨に賛同いたします。 

●業務独占廃止をするのではなく、通訳ガイドを有効利用すべきで、旅行会社により、好き勝手

に使い捨てにされている。また、無資格ガイドが自由に日本を跋扈することになり、観光の品質が
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悪化する。きっと後悔することになる。 

●あれだけ時間と費用をかけて取得した資格が無になってしまうのはゆるせません。 

●通訳ガイドは外国人旅行者にとって日本を代表する存在です。その品質を維持すること、また

国家資格である通訳案内士の保全のためにも業務独占廃止は絶対に回避しなければならないと

考えます。 

●賛同です！ 

●報酬を得るガイドの野放しは国益に反します。迷惑を被るのは外国からの観光客です。日本は

全ての面で海外から信頼/信用を得ているのは全ての面で品質の高さから故です。ガイドも同様。

悪かろう、安かろうでは日本ではあり得ません。 

●通訳案内士の業務独占廃止は「観光立国推進」に完全に逆行する行為です。苦労して難関資

格を取った正規ガイド全員の顔に泥を塗る行為です。国がヤミガイドをサポートし続けていくのは

道徳的に酷く反しておりますし、恒久的経済便益追及という観点からも最悪な行為です。よって、

業務独占廃止は言うまでもなく実施してはなりません。「自然豊かで美しい観光立国」としての日

本を後世まで末永く受け継いでいく責任と義務が我々全員にあるのですから。 

●通訳案内士の質を保つために、業務独占廃止に反対します。有資格通訳案内士をもっと活用

すべきです。 

●語学能力も、日本の歴史・文化に対する基本知識もない人たちの有償ガイドを認めれば、ぼっ

たくり等の深刻な被害が生じることは明らかで、おもてなしの低下と日本に対する幻滅に繋がり、イ

ンバウンドの妨げになることは明らかです。 

●ガイドは一人ひとりが日本を代表する民間外交官です。その質を担保するために国家資格とす

るのは当然のこと。目の前の利益を追うのではなく、将来の国益のために判断してください。現制

度を継続すべきです。 

●独占業務を廃止しても中韓の日本人ガイドは増えませんよ！無資格の中国人韓国人が喜ぶだ

けです！ 

●微力ながら、私達の努力が無駄にならないよう頑張りたいと思います。 

●通訳案内士の業務独占が廃止されると、誰でもが、通訳案内の仕事をすることができるようにな

り、通訳ガイドの質を保つことができなくなる。この素晴らしい国日本をただしく海外からのお客様

に正確にお伝えするためには現在ある通訳案内士を有効活用する方向にすべきであると強く思

います。 

●天下りばかりが儲かり、ガイドと旅行者が損するシステムには反対します。 

●通訳案内士の質を上げることこそ、本当のおもてなしだと思います。 

●業務独占廃止絶対反対です。 

●資格を持った通訳案内士の活用方法を考えてください 

●自分もそうですが、資格を取ったがまだ仕事を始められていない有資格者は相当数います。業

務独占を廃止するより、有資格者を活用していただきたいです。 

●この国が観光を重要な産業と位置付けるのであればガイドは有資格者であるべきです。おもて

なしはもちろん大事なことです。けれともそれを支える仕事を立派なキャリアとして若者たちが目指

せるものとしなければ産業として強いものとはなり得ません。 

●有資格通訳案内士を活用する施策に注力すべきだと思います。 
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●政府は長い目で見るべきです。 

●違法な無資格の通訳ガイドを国として何故に放置するのか全く理解できない。法改正の前に、

先ず、無資格ガイドの一掃が必要ではないのか‼� 

●国が作った制度を信頼して、猛勉強して通訳案内士資格を取得し、一生を捧げようとしている

人々を冒涜するものである。「業務独占廃止」は詭弁。 

●現職の通訳案内士の業務マッチングの仕組みを構築してほしい。オンライン求人、掲示板なら

簡単に出来る。 

●多数の無資格ガイドが、外国人観光客を「ぼったくり免税店」などに連れて行き、怪しげな健康

食品などを売り付け、免税店から多額のバックマージンを受け取って大きな社会問題かつ日本の

評判を著しく下げている。国は、業務独占廃止により、通訳ガイドを増やすのではなく、有資格通

訳案内士を活用する方法をとるべきである。 

●観光立国には質の高いガイドが欠かせないと思います。 

●資格は有効にすべきだと思います。資格のない人は、添乗やエスコート業務のみすべき。海外

ではそうなっています。闇ガイドは捕まります。日本は遅れています。資格取得の為、勉強してい

ます。やっているからわかるのですがやはり知識が増えます。資格を持っているのと持っていない

のとではガイドの質が変わってくると感じます。質を守るためにも差別化は必要だと思う。 

●資格を取るまでの努力、取ってからの努力を無にしないでください。 

●真面目に仕事をしている人を守れ！ 

●外国人は日本に来る機会の少ない人もありす。せっかく来た日本に悪い印象を持ってほしくな

く、将来観光立国を目指すためにも、きちんとした人物が外国人に案内対応することを求めます。 

●観光立国、"おもてなし"の国としてアピールする方向と、今回の業務独占廃止の法案は全く正

反対を向いています。仕事のない多くの有資格者を活用する方法を解決策として国は取るべきで

す。 

●通訳案内士の"業務独占"廃止は教員免許の廃止に等しく、もし廃止した場合、本来の業務品

質を担保できないと予想される。加えて、試験合格後の"キャリアパス"が不明瞭であり、短期間で

の"仕事"(雇用!?)に結び付かない硬直した制度こそ、改められるべきである。さらに、運良く"職"

にありついたとて、不安定な"非正規雇用"(派遣 or契約社員!?)に陥るのが関の山な現状は、安倍

内閣が進める《１億総活躍社会》のスローガンにももとる。抜本的な"矛盾"の解消こそ急務である。 

●通訳案内士業務独占廃止反対！！！ 

●ガイドの品質担保のため、闇ガイドの根絶が必要と考えます。 

●海外旅行会社が多数日本で資格なしガイドを行い、日本旅行の評判を落としている。政府は通

訳ガイド独占廃止ではなく、独占を強化し、不法行為を行っている海外旅行会社を取り締まること

が観光立国を目指す姿であるべき。 

●おもてなしの心を持った日本人ガイドの質の維持向上のため 

●ガイドの人数が足りないから、資格のない人でも、ガイドができるようにすると、いうのは、余りに

も乱暴な結論であると思います。 

●通訳案内士業務独占廃止はいわば、日本の観光立国戦略への大きな後退にきわめて近視眼

な施策です。断固反対します。質の落ちた観光戦略ではインバウンド産業の発展は望めないと危

惧しています。 
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●通訳案内士という有資格者によるガイドが必要。質の低いガイドが増えると日本人のおもてなし

の精神が低下するだけだと思います。 

●「おもてなし日本」ガイドの質の維持と、再訪問客の獲得のため、独占廃止に反対します。 

●通訳案内士の資格は、国家資格なので、官公庁が国家資格をないがしろにするのはおかしい

と思います。外国の方々をご案内するとき、良識ある日本人と思われたほうが、日本の印象が良く

なり、日本にとっても有益だと思います。 

●国は、業務独占廃止により、通訳ガイドを増やすのではなく、有資格通訳案内士を活用する方

法をとるべきである。 

●「おもてなし」品質向上を目指すのであれば、キチンと資格を持った通訳ガイドを活用すべき。 

●無資格ガイドの取り締まりを徹底的に進めるべきです。 

●有資格者による質の良いガイドの提供を！ 学習していない無資格者ではおもてなしになりま

せん！ 

●通訳案内の質とレベルを保ち、有資格者の生活を守るため、業務独占廃止に反対します。 

●ガイドの仕事がしたいですが、経済的な理由のためにできずにきました。 

●日本が観光立国として成功し、諸外国の旅行者の皆さんから信頼される国でいるには、資格を

持ったプロである通訳案内士の存在が不可欠です。業務独占は必要であることを十分認識してい

ただき、決して廃止することがないようお願いします。 

●案内士の活用に賛成です。 

●売国奴的な前代未聞の悪法に断固反対する。 

●この署名活動を見るまで、この問題を知りませんでした。みなさんのコメントを読んで、納得いた

しました。ただ、地元住民ボランティアによる通訳案内は、あっても良いかと思います。 

●通訳案内士は無資格でできる仕事ではありません。 

●今でも違法ガイドが野放し状態で日本の評判を貶めています。ただ、観光客の数を増やそうと

するのであればいいのではありません。 

●先日、通訳案内士団体の新人研修で主要観光地を回りましたが、多数の無資格ガイドが堂々

とガイドをしていることに驚きと怒りを禁じ得ませんでした。通訳案内士証を見やすく下げていない

からそれとすぐ判るのです。万が一にも、業務独占廃止を含む通訳案内士法改悪を強行するなら、

政府与党に来るべき総選挙で厳しい審判を下す所存です。そして、沖縄の高江に全国各地から

人員を送る余裕が警察にあるなら、それは無資格ガイドの取り締まりにこそ振り向けるべきです。 

●先ずは有資格者とのマッチングに注力すべきで、何の為の国家資格か再度良く考えるべき 

●数を増やしたいからといって、誰でも OK、は余りにも乱暴な方策ではないですか？ 

●Cool Japan の推進するおもてなしには絶対に通訳案内士の役割が欠かせません。ぜひ業務独

占の継続を！ 

●今年通訳案内士試験に合格し、登録手続きを進めています。試験を突破した充実感は何物に

も代えがたく、今後お客様に信頼されるような案内士となるべく研鑽に励む所存です。そのような

中で、通訳案内士の業務独占を廃止する動きを耳にし、信じられない思いです。通訳案内士が足

りないとの声もありますが、逆に耳に入ってくるのは仕事がないという現状です。既存の合格者を

十分活用できていないのではないでしょうか。改めて、もっと慎重なご検討をお願いしたく存じます。 

●プロのガイドになるために、またプロのガイドでいるために、時間、労力、お金をかけて日々研鑽
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しています。 

●国家資格である通訳案内士の資格を努力して取得した人々の身になってほしいです。 

●通訳案内士の活用法を国は真剣に考えるべき。日本のことを知らないガイドは外国人に日本に

ついての誤解を広めるだけ。 

●通訳は専門の職業です。質を下げないためにこの意見が通ることを願います！ 

●「日本死ね」と思いながらボッタクり、急ぎ働きをしている闇ガイドは日本の敵だ！ 

●これ以上自民党安倍内閣に通訳案内士を含めた国民の生活を破壊されるのは、我慢できませ

ん。 

●通訳案内士の試験および研修を通して実感しましたが、ベテランの先輩の質はとても高く、その

ハードルを下げるのは日本の観光全体にネガティヴな結果をもたらすのは目に見えています。せ

めて無償のボランティアガイドの充実を目指した方が良いです。お金の対価は、外国人はかなり

シビアです。 

●通訳案内士の業務独占廃止に反対します。 

●専門職として、業務独占が続くことを希望します。 

●業務独占を廃止すれば、質や信頼が落ちます。廃止よりも、通訳案内士をしっかり育てる法案

にすべきでる。また、国家試験であるゆえ、この道で生活している方や、これからしようとしてる方も

います。そういう方のことを考えた法案にすべき。 

●通訳案内士の業務独占廃止は通訳案内業務の質が確保できなくなり、反対です。多くの海外

の国々も資格制度で案内業務の質を確保しています。通訳案内業務の報酬を上げる方法を考え、

有資格者の有効活用も目指すべきです。また、日本語ガイドにも資格制度を導入して案内業全体

の質の向上を図る必要があると考えます。日本語ガイドに資格制度がないことが案内業務全体の

価値が十分評価されず、通訳案内業務の報酬も低い原因のひとつと考えています。 

●こんなに無責任のことをするじゃない。 

●観光立国を掲げるなら、人（ガイド）、史跡、文化の品質を保持しなければ無理です！訪日外国

客数だけの中途半端なスローガンは、いずれ諸外国に負けてしまいます。 

●通訳案内士の業務独占は、通訳案内士の質を保持するためには、絶対に必要な制度です。ガ

イドの数が足りないからと言って、誰でも有償ガイドができるようにすることで、努力してガイドの資

格を取った人の権利を無き物にするような制度改革が図られようとしているのは、言語道断、許さ

れるべきことでは無いです。解決策は別にあります。有資格通訳案内士をもっともっと活用する方

法を取るべきです。 

●せっかく日本に旅行に来てもらっても、質の悪いガイドの案内では日本のイメージが下がってし

まいます。リピーターも増えず長期的には観光産業への打撃となります。ぜひガイドの質を保つた

めの施策をお願いします。 

●観光客が急に増えたからといって、ガイドただ増やせばいいというわけではありません。それで

は、患者が増えたら無資格の医師に診てもらうのと同じです。外国人に良い印象を持っていただく

ためにも、研修や日頃の勉強も必要ですが、そのスタートラインとなる通訳案内士の資格は必要

です。 

●訪日外国人に日本についての正確な情報を知ってもらうのが正しいおもてなしだと思います。 

●私は日本に住んでいる中国人です、日本のいいところを自分の国の人に見せたいです。なの
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に、たくさんの闇ガイドは日本の信用を失わせることをして、とても心痛いです。資源を比較的に少

ない日本は観光業は大事だと思います、質を落ちないために、ガイドはどうかプロの資格を持つ

通訳案内士だけに任せてください！ 

●無資格ガイドによる観光サービスの質の低下は、日本そのものの価値を下げることになる。 

●無資格ガイドの悪行を助長する案が観光立国推進計画？正義感の皆無か脳たりんか。 

●通訳ガイドは、単なる旅行案内ではなく、諸外国からの訪問者に対し、日本の素晴らしさを認識

してもらう重要な役割がある。 

●約 19000 人の通訳案内士のうち約 7～8 割の人が仕事をしていません。業務独占禁止以前に

そうした人たちが活躍できる（賃金向上や個人レベルでも仕事を獲得しやすくするなど）整備が先

ではないでしょうか？そうした努力をせずに廃止はあまりにも短絡すぎるし、何より国益を損なれば

百年の計を誤ることになるのではないでしょうか。 

●試験合格の有資格者がガイドすべきである。 

●日本観光の質の確保のため、業務独占廃止に反対します。 

●業務独占廃止に絶対反対！国や自治体が案内士とビジターの仲立ちを出来るようお働きかけ

ご期待しています。 

●日本への海外からの渡航者の為におもてなしを。日本に来るなら日本語を覚えろ。は高慢か

と? 

●語学的な素養に注意が向きがちですが、法律を順守するとか、文化の違いを大切にすること、

おもてなしをすることを重視すべきです。規制緩和で易しい試験にしたことが失敗です。英検など

年に数回試験ができるのですから通訳案内士も年３回くらいできるでしょう。レベルを上げて業務

独占を継続すべきです。 

●通訳案内士の資格を認定している国が、資格の価値を下げ、結果的に専業の通訳案内士資

格保持者の職を奪うことになることに理不尽さを感じます。日本のガイドの質が低下することを懸

念します。 

●通訳案内士に求められる高度な能力に見合った報酬が欲しい（現役案内士より） 

●正確な日本の情報発信、外国人旅行者が真に楽しめる環境づくりのため、通訳案内士の業務

独占廃止に反対します。 

●スペイン、イタリア、フランスなどの観光大国では有資格者のみの案内を徹底してレベルを保っ

ている。これが観光立国日本が成長する為に必要な資格対策を見失わないで欲しいと願ってい

ます。 

●無資格ガイドによって日本の印象が悪くなれば観光立国という方針に反します。通訳案内士と

いう資格自体が一般に認識されておらず、この資格の認知度、社会的地位が確保されれば、格

段に多くの優秀な受験者が集まるのではないでしょうか？ 

●近視眼的に業務独占を廃止することは日本文化の紹介を正しくできる人材を減らし、結局は日

本の評価を貶める結果を生む方向に向かうと思います。知恵を集めれば方法は他にいくらでもあ

るはずです。 

●国の資格を作っておきながら廃止するなんてご都合主義は許されないと思います。 

●有資格者の活用を図るべきであり一定の水準を維持しなければ旅行者がその被害を受ける事

になります。 
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●国家資格をとって仕事する人に独占もなにもないですよね。それなら医者だって弁護士だって

同じじゃないですか。 

●日本人特有のなし崩し的なんでもありは、止めましょう。正しい政策で、真面目に頑張っている

人が、報われる世の中にしましょう。 

●我が国のガイドの質を守る必要ありです。 

●無資格ガイドが外国人観光客に与える影響が心配です。訪日外国人には、日本の良さを知っ

て日本を好きになって帰って頂きたい。 

●正に「悪貨は良貨を駆逐する」。これで本当に良いのでしょうか？もっと有資格者を優先すべき

ではないでしょうか？業務独占廃止を断固反対いたします！！ 

●日本のことを正しく伝えるために通訳案内士の制度は必要です。 

●観光名所にはすでにボランティアでガイドをされている方が沢山いらっしゃいます。ガイドを増

やすというより、有資格者の掘り起こしが先決かと思います。民間外交官として志を立てた方々で

す。活躍の場を待ち望んでいると思います。 

●有資格＝ガイドにふさわしい水準を維持してきました。無資格ガイドを認めることになると、その

質が低下することは明白であり、一番の被害者は、日本を楽しみに来日する外国人観光客です。”

おもてなし”の精神を全面に出し、観光立国を推進する国のやることではありません。その場しの

ぎの法律改正ではなく、根本的な解決策をとるべきです。☆今現在いる有資格通訳案内士の活

用と、資格制度の維持です。 

●観光庁は税金を使って選び抜いた通訳案内士資格保有者を観光立国推進の先駆者とすべく

積極的に有効活用すべし！業務独占廃止はそれに反する。 

●業務独占廃止の理由のひとつが、通訳案内士が足りないということですが、多くの有資格者が

未就業でおります。業務独占廃止よりその方たちが就業できるように整備する方が先決ではない

でしょか。 

●植山様の趣旨に賛同し通訳案内士独占業務廃止に反対致します。 

●通訳は、その国の”顔”。一定レベルの質を確保する工夫が必要。いまの通訳案内士でも低す

ぎるぐらいである。通訳案内士の優遇により、なりたい人はどんどん増える。 

●有資格者の積極的参加を促すプログラムの策定や継続的な質的向上研修制度の確立を目指

す。 

●国や地方自治体は、通訳案内士有資格者を役所・観光案内所・公共交通機関などに配置義

務化して頂きたいです！ 

●日本の誇るべき通訳案内士制度を崩壊させるのはだれが得をしますか。本当に国民にとって、

観光客にとって良いのでしょうか。 

●通訳案内士は国家の資質が問われるものと思います。独占廃止案は独占は悪いものという言

葉を逆手に利用しています。 

●無資格を許せばガイド、通訳の賃金低下も引き起こし、今の政府がうたっている、日本国民み

んなの所得を増やすという目標にも逆行すると考えます。通訳案内士は、海外生活体験者の若者

の雇用の場所、語学を勉強している若者たちのモチベーションアップにも一役かっています。一

方で、資格を持ちながら活躍できずにいる有資格者が多くいます。彼らでさえ、通訳案内士だけ

では食べていけないという現状です。まずは、彼らを有効活用することが先決ではないでしょう
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か？ 

●苦労してついに取得した通訳案内士資格が紙切れ同然になってしまうなんて許せません！観

光立国ニッポンにするためにも有資格ガイドを守るべきです。 

●知識と語学力を積んだ有資格者にとってさえ難しい内容を、無資格でできるはずがない。 

●有資格者の活用を！まさにその通りだと思います！ 

●少子高齢化等あらゆる経済問題を乗り越え豊かな我が国を存続させるための観光立国です。

資格もないガイドたちが一過性の儲けに走ることを助長させないためにも、通訳案内士の業務独

占廃止はやめてください！ 

●業務独占は廃止しないようにお願いします 

●長い目でみれば ガイドの質を落とさないことが、日本の観光業の発展につながることは必至で

す。悪質なやみガイドで被害にあった方は 日本に対して悪印象しかもっていません。リピーター

を増やすことが 何よりも大事です。 

●英語を話せるだけでガイドが務まるとの認識不足を正論のように吹聴する輩が最近目につき、

正す方法はないかと思っておりました。賛同いたします 

●ガイドの数だけ増え、質が低下して得をするのは、金儲け目当ての業者だけ。少なくとも、肝心

の観光客が得をすることなど、何もない。本当に日本を愛するなら、このような方策はとれないはず。 

●日本が真の観光立国になるためには、正しい情報の発信が必要です。通訳案内士の資質向

上を目指して、自己研鑽を続けている仲間の努力が報われますように。 

●国家資格だったものを、観光業者の思惑だけで廃止することに反対します。無資格の医者、弁

護士、会計士、理容師などを容認するのと同義です。国は、既取得者の地位確保とともに、ガイド

実施に必要な知識と技術を担保する解決策を策定すべきです。 

●平成 28 年度合格しました、勉強していて感じたのは、通訳である前に、ガイドであるべき知識な

り教養が必要ということです。その部分が欠けて、ある外国語を喋ることができても、ガイドとは言え

ない。 

●通訳ガイドになりたくて必死で勉強して合格しました。いい加減なガイドを増やすのではなく、ま

ともなガイドの育成を要望します。 

●何度も挑戦して要約合格したのに業務独占廃止などありえない話です！！ 

●ガイドに頼る観光客は初めて日本を訪れる人が多いはず。そういう人々の我が国に対する最初

の印象が無資格ガイドに左右されるのは如何なものか。国内で日本のイメージ発信に貢献する通

訳案内士の果たす役割を改めて良く考えて欲しい。 

●資格とるためにかなり勉強したせいか、資格なく仕事していたら、あまりに情けない英語力だっ

たと思います。ですから、絶対資格とれる人でないと、実力ありません。身を以て体験しています。

添乗員の英語力のなさは、ひどいものです。それと一緒にして欲しくない。 

●通訳案内士の仕事は試験の合格者にとってすら、大変難しいものです。現行制度の廃止はガ

イドの質を低下させ、観光立国を目指す日本の方向性とは全く相いれません。 

●せっかく国家資格として、多くの優秀な先輩方がご活躍しているのに、なぜ廃止する必要がある

のでしょうか。有資格者を有効に活用できるような充実した制度にしていただきたいです。 

●業務独占廃止法案反対です。通訳案内士資格を持つ人の生活に影響した上に、外国人不法

就労も助長します。 
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●通訳案内士の業務独占廃止？国は一体何を考えているのか。何のために苦労して国家資格

を取ったのか分からない。そういうことなら、無免許の医者も野放しにすればいい。 

●日本の恥となるような、悪法は絶対通過させてはなりません！ 

●来日した海外の方々の、日本の評判を下げないためにも、この意見に賛同します。 

●通訳案内士の業務独占廃止は日本の観光立国に逆行するので反対する。 

●業務独占廃止ではなく、有資格者を有効に活用する方向でご検討ください。 

●おもてなしの基本を考えれば厳しい資格認定が必要と思います。そのためにも現行の有資格

通訳案内士を活用する方法が必要だと思います。 

●規制改革会議の答申は根拠がなく通訳案内の質を低下をさせ、観光業の衰退を招く。 

●無資格ガードを管理しないことでもあり得ないのに、有資格者を無くすなんて、観光立国という

スローガンを謳っている日本政府はひどすぎます！ 

●無資格ガイドの知識はピンキリです。お金を払ってガイドを雇う人は知識のある人を求めていま

す。通訳案内士の資格というのは取得するまでに日本について色々な面から勉強しないと合格で

きません。以前カナダのナイアガラの滝でガイドしていた時は、現地の試験に合格して、ライセンス

を取得しないと違法でした。ナイアガラの歴史を勉強して正しい歴史や地理を案内できました。日

本も見習うべきです。 

●研修の義務化、試験制度の見直しまでは分かるが、業務独占の廃止が何故、良質なガイドの

増加に寄与するのかが理解不能。逆に悪質でレベルの低い闇ガイドの存在を助長することになる

としか思えない。よって本提案に賛同する。 

●無資格ガイドが取り締まりしとかないと、2020 年のオリンピック順調に開催出来ないと思います。

いろんな問題出てくると思います。日本国はお金を目当てだけじゃなくて質の保証をしなければな

りません、それこそ各国の人々は日本が好きになれる。 

●私は通訳案内士です。国を代表して外国人に日本の歴史や文化を正しく、分かり易く解説でき

るのは、国家資格を持つ通訳案内士のみです。資格のないガイドにはそれは担保できません。 

●通訳案内士の業務独占廃止となったら何のための国家資格であり、時間・お金を投資してやっ

と取得した意味が全くありません。他の国家資格で同様に誰でもできる資格など聞いたことがあり

ません。 

●通訳案内士の資格を持ち、仕事をしたいと思いながらも実際に就業の機会に恵まれない人を

大切にしてほしいです。日本の観光の質を高め、海外からのリピーターを増やすためには、有資

格者の活用こそが必要です。 

●日本の観光の質を落としてはいけないと思います！！ 

●何年もかけて通訳案内士試験合格を目指してきました。この難関を突破した有資格者だからこ

そ本当のおもてなしのために努力を惜しまないのだと思います。また、これまで通訳案内士として

生計を立ててきた諸先輩方に申し訳ないです。通訳案内士の業務独占を継続お願いします。必

ずや本のためにお役に立てるおもてなしにつとめ、2020 年五輪のために粉塵努力致します！ 

●通訳案内士の社会的地位を低下させ、自己研鑽に励む人のやる気を削ぐ施策はやめていた

だきたいです。 

●ガイドの品質管理のためにも現制度は続けるべきだと思います。 

●誰でもがガイド業を行う事で、正確な日本が海外からの旅行者に伝わらない事を懸念します。 
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●無資格ガイド対策が先決のはず。通訳案内士試験で意欲と能力の資格を認められたガイドの

存在意義を否定する制度の改悪は容認しがたい。 

●独占廃止しないでください。廃止したら、おもてなしのサービス品質が落ちることに違いない。 

●いつの間にか業務独占の廃止という流れになっていたのか・・・有資格者ながら情けないです。

有資格者の有効活用で人手不足を克服すべきです。 

●難関資格を取っているのにガイドの仕事に就けていない人が大勢余っているのに、無資格容

認は馬鹿げています。 

●植山さんに同意します。 

●高度な質を確保してください。 

以上 
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