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１．はじめに 

 ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光の促進については、平成 20 年 3 月「観光のユニバ

ーサルデザイン化 手引き書」（以下「ガイドライン」という。）をとりまとめ、観光における課題に

対する検討方針や論点の整理を実施した。 

 

 また、交通バリアフリー法、同新法（バリアフリー法）等の施行により、全国各地のバリアフリー

の取り組みの中で、来訪者（旅行者）の視点を交えた取り組みも報告されているところであり、特に、

障がい者の旅行促進について、観光地における当事者参加による受入体制作りや情報ネットワークの

整備、旅行者と観光地をつなぐ介助体制の整備等様々な先進的な仕組み作りも報告されている。 

 

 一方、旅行者との接点となる送り手側については、バリアフリー旅行等に特化した先進事業者によ

り積極的な取り組みが行われており、様々なノウハウが紹介されているところである。 

 

しかしながら、上記の取り組みについては、一部の主体が実施しているにとどまっており、ユニバ

ーサルツーリズムに関わるすべての関係者に広く浸透しているものではない。 

したがって、今後、ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光を普及していくためには、これら

の先進事例を調査研究し、広く関係者間で共有していく仕組み作りが重要となる。 

 

そのため、平成 23 年度においては、旅行の送り手側の視点に立ち、ユニバーサルツーリズムにお

ける旅行サービスのあり方について調査・分析を実施し、関係者全体で普及・共有を図る上での課題

を整理した。これらの検討にあたっては、観光地（受け地）の取り組みと連携したモニターツアー等

を活用し、課題の検証を実施した。 
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１.１ これまでの検討内容 

ユニバーサルツーリズムに関するこれまでの検討経緯を図１に整理する。平成 17 年度の「ユニバ

ーサルデザイン政策大綱」の施行を皮切りとして、観光分野においても「ユニバーサルデザイン」の

考えに基づく観光促進が位置付けられることとなり、関連する施策の施行とあわせ検討が進められて

きた。 

施策ごとの個別の検討経緯について以下に記述する。 

 

 18年度
（2006年）

平成19年度
（2007年）

平成20年度
（2008年）

平成21年度
（2009年）

平成22年度
（2010年）

平成23年度
（2011年）

平成24年度
（2011年）

17年度以前
（2005年）

平成25年度
（2012年）

ユニバーサルデザイン政策大綱
（H17年）

交通バリアフリー法（H12年）
交通バリアフリー新法（H18年）

◎観光立国推進基本計画（H19/6）
「ユニバーサルデザインの考え方に
基づく観光の促進」

◎観光庁発足（H20/10）

◎観光のユニバー
サルデザインガイ
ドライン（H20/3）

誰もが旅行を楽
しめるユニバー
サルツーリズム
促進事業

◎シンポジウム（ユニバーサルデザインの
考え方に基づく観光促進シンポジウム）

(H21/3)

ユニバーサルデザインの考え
方に基づく観光促進検討会

ユニバーサル
ツーリズムの促
進事業

旅行の送り
手にかかる
課題の検討

18年度
（2006年）
18年度

（2006年）
平成19年度
（2007年）
平成19年度
（2007年）

平成20年度
（2008年）
平成20年度
（2008年）

平成21年度
（2009年）
平成21年度
（2009年）

平成22年度
（2010年）
平成22年度
（2010年）

平成23年度
（2011年）
平成23年度
（2011年）

平成24年度
（2011年）
平成24年度
（2011年）

17年度以前
（2005年）

17年度以前
（2005年）

平成25年度
（2012年）
平成25年度
（2012年）

ユニバーサルデザイン政策大綱
（H17年）

交通バリアフリー法（H12年）
交通バリアフリー新法（H18年）

◎観光立国推進基本計画（H19/6）
「ユニバーサルデザインの考え方に
基づく観光の促進」

◎観光庁発足（H20/10）

◎観光のユニバー
サルデザインガイ
ドライン（H20/3）

誰もが旅行を楽
しめるユニバー
サルツーリズム
促進事業

◎シンポジウム（ユニバーサルデザインの
考え方に基づく観光促進シンポジウム）

(H21/3)

ユニバーサルデザインの考え
方に基づく観光促進検討会

ユニバーサル
ツーリズムの促
進事業

旅行の送り
手にかかる
課題の検討

交通バリアフリー法（H12 年）

バリアフリー法（H18 年） 

 
図１ ユニバーサルツーリズムに関わるこれまでの検討内容 

 

１.１.１ 施策ごとの個別の検討経緯 

（１）ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光促進事業（平成 18～19 年度） 

平成 17 年度の「ユニバーサルデザイン政策大綱」では、観光分野においてもユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づく観光促進が位置付けられることとなった。翌年には、バリアフリー法により、ハ

ートビル法と交通バリアフリー法を一体化することで、建築物と旅客施設をつなぐ経路を含めた地域

全体をバリアフリー化することを定めており、観光地においても面的なバリアフリー化が推進される

契機となっている。 
 
このような流れを踏まえ、平成１８年度および平成１９年度においてユニバーサルデザインに配慮

した旅行商品・旅行システム及び観光地のユニバーサルデザイン化の促進を目的とした、ガイドライ

ン「観光のユニバーサルデザイン化 手引き集～だれもが旅行を楽しめる環境づくりのために～」が

作成された。 
この検討の中では、観光のユニバーサルデザイン化の意義や、それぞれの関係者の役割を定義する

とともに、今後の検討課題として、現実的・段階的にユニバーサルデザインを進めるために「①ステ

ップバイステップで施策を展開すること」、「②観光地（受け地）サイドと旅行業サイドそれぞれでの

施策の実施」、「一元的相談窓口を作るための必要な施策の検討」が求められた。 
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＜主な検討内容＞ 

○ 観光のユニバーサルデザイン化に関する旅行者意識の把握・分析 
○ 観光のユニバーサルデザイン化に関する現状の把握・分析 
○ モニター旅行の実施 
○ 観光のユニバーサルデザイン化に関する現状の課題と実現化の方向性 
○ ガイドライン検討・普及啓発について 

 
 

（２）ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光促進事業（平成 20 年度） 

平成 19 年に施行された「観光立国推進基本法」では、高齢者、障がい者、外国人等の旅行者の利

便増進が謳われており、政府が総合的かつ計画的に講ずるべき施策として、「ユニバーサルデザイン

の考え方に基づく観光の促進」を位置付けている。 
 
この流れや、過年度の検討結果を踏まえ、観光におけるユニバーサルデザイン化の方策等について

の普及・啓発方法を検討、提言した。 
シンポジウムのなかでは、特に「受入地域」、「旅行会社」の双方に焦点を当てて、人的なサポート

と人材の育成の必要性、その課題や今後のあり方をテーマとしてパネルディスカッションを行った。 
 
＜シンポジウムの趣旨＞ 

・観光ユニバーサルデザイン化の必要性や全体像の理解の深度化のため、旅行会社の管理職・実

務担当者、観光施設事業者、地域観光関係者、障がい者団体関係者などを主な対象に実施 
・具体的な進め方について観光地（受け地）サイドの問題と旅行業サイドの問題、及びこれらを

支える人材育成の必要性についての意見交換および情報共有 
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１.２ ユニバーサルツーリズムを取り巻く環境に関する仮説 

１.２.１ 旅行および旅行業界の現状 

表１は 2000 年および 2010 年の旅行需要（人数および消費額）を示したものである。2000

年から 2010 年までの 10 年間で、人数ベースでは８％、消費額ベースでは 2０％旅行需要が減少

している。また、日本政策投資銀行の見通しでは、国内宿泊需要は 2030 年までに現在より 17％

減少すると予測されている。 

 

人口減少や経済低迷による給与水準の低下、若者の旅行離れ（ゼロ回層の出現）などにより、旅行

における需要は低迷を続けており、旅行需要の喚起は旅行業界だけでなく、日本経済を活性化させる

上でも重要な課題である。 

 
表１ 旅行需要の変化

総旅行人数（国内宿泊旅行） 旅行総消費額（国内宿泊旅行）

2000年 3億2,544万人 12兆200億円

2010年 2億9,855万人（8%減） 9兆5,600億円（20%減）

 

出典：数字が語る旅行業２０１１／一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ） 

 

国内の宿泊需要、2030 年には 17％減 政投銀見通し 

日本政策投資銀行は日本人による宿泊需要が 2030 年までに約 17％減少し、観光業に大きな影

響を与えかねないとする中期予測をまとめた。震災による「風評被害」は回復しつつあるものの、

生産年齢人口の減少などから長期的に需要は縮んでいくと分析している。政投銀が独自の需要推

計モデルで、日本人の国内宿泊旅行の回数を予測した。10 年には１年あたり約１億 3800 万回

だったのが、20 年後には 16.9％減の約１億 1500 万回まで減少する。下支え役として期待され

るシニア層も、宿泊の頻度が高い 60～69 歳の人口が 17 年ごろから減少に転じるため「限界が

ある」と指摘した。                 （2012/3/4 日本経済新聞 電子版）

 
また、インターネットの出現などにより、旅行の形態や予約の方法なども大きく変わっている。近

年のデータをみると、旅行の予約方法は５１％がインターネットとなっており（出典：数値が語る旅

行業 2011／一般社団法人日本旅行業協会（JATA））、旅行事業者の窓口を通しての旅行予約は激

減しているものと想定される。 

 

このような状況のなかで、旅行事業者においては、これまで宿と交通手段の予約をサービスの根幹

としていたが、個々の旅行の目的に応じた付加価値のある旅行商品を売ることが必要不可欠であると

考えられる。 
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１.２.２ 高齢者、障がい者の現状および将来予測 

表２は高齢者人口の推移を示したものである。日本の人口（総数）が減少する（30 年後には現在

の 84％となる）一方で、高齢者の人口は現在よりも約 30％増加することとなる。 

 

また、表３は全世代および６５歳以上の障がい者（日常生活に影響のある者）の割合を示したもの

である。全世代が 10％程度であるのに対して、65 歳以上では約 23％であり、年齢が高くなるに

従い障がい者（日常生活に影響のある者）の割合が増加することがわかる。 

 

すなわち、高齢になるに従い、より体が不自由になり、移動の制約をもつ人が多くなることが想定

され、現時点においては加齢にともない“旅行に行きにくい”人が増加する傾向であるといえる。 

 
表２ 人口の推移 

総人口 65歳以上

2010年 （現在） 128,057千人（1.00） 29,484千人（1.00）

2020年 （10年後） 124,100千人（0.97） 36,124千人（1.23）

2040年 （30年後） 107,276千人（0.84） 38,678千人（1.31）

総人口 65歳以上

2010年 （現在） 128,057千人（1.00） 29,484千人（1.00）

2020年 （10年後） 124,100千人（0.97） 36,124千人（1.23）

2040年 （30年後） 107,276千人（0.84） 38,678千人（1.31）
 

出典：日本と将来推計人口・出生中位（死亡中位）推計（平成 24 年 1 月推計）／国立社会保障・人口問題研究所 

 
表３ 年齢と障がい者（日常生活に影響のある者）の割合 

全世代 65歳以上

割合（2006年） 10.7％ 22.6％

全世代 65歳以上

割合（2006年） 10.7％ 22.6％  

出典：平成１９年国民生活基礎調査／厚生労働省 
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１.２.３ ユニバーサルツーリズムの必要性 

前節の状況を踏まえると、旅行需要が減少するなかで、現在の旅行需要を維持、拡大するには、潜

在的需要が大きい高齢者、障がい者をターゲットとして捉えることが必要不可欠であるといえる。 
 

図２は高齢者、障がい者の旅行を想定し、制約の有無と旅行参加の有無についての関係性を模式化

したものである。 
現時点で、障がいなど何らかの制約を持っている方については、旅行に行く層、旅行に行かない（行

けないと考えている）層が存在することとなる。 
ユニバーサルツーリズムの取り組みにおいては、「現時点で制約を持った方で、旅行に行かない層」

に旅行参加を促す施策が必要である。 
また、現時点では制約がなく旅行に行っているが、将来的に制約が生じ、「旅行に行かなくなる可

能性がある層」に対し、将来も継続して旅行に行ってもらうための（旅行に行かない層にならないた

めの）施策が必要である。 
現在および将来において、制約がある方が安心して旅行ができるような環境の整備が必要となる。 

 
 

制約が
ない

旅行に行く

旅行に行かない

制約が
ある

ユニバーサルツーリズムのターゲット層

将来のユニバーサルツーリズムの
ターゲット予備軍

制約が生じたときに旅行を諦めるか続けるか

現在のユニバーサルツーリズム
（高齢者・障がい者等）の市場

将来、旅行に行かない層に
ならないための施策

高齢者、障がい者等に
旅行参加を促す施策

 

 
 

図２ 旅行と制約および対策の方向性 
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１.２.４ 旅行事業のビジネスプロセス 

企画旅行の造成を例に、企画・準備段階からはじまって、情報収集・宣伝、販売、実施に至る旅行

事業のビジネスプロセスを設定した。 
ユニバーサルツーリズムを推進するためには、各々の段階の取り組みが必要である。それぞれの段

階において、課題を抽出し、対策を検討する必要がある。 
 
企画・準備段階は、企画商品の造成や手配旅行の準備の段階である。旅行プランが出来上がるまで

の段階を想定しており、旅行事業者がランドオペレーターや受け地のホテル、交通機関、協力者など

と調整しながら、旅行商品を企画、開発する段階である。 

 
情報提供・宣伝段階とは、旅行プランが出来上がり、旅行者を募集する段階である。旅行者を募集

するにあたっては、マーケティングが必要であり、ユニバーサルツーリズムにあたっては高齢者、障

がい者等への的確な情報提供、コマーシャルが必要である。 

 
販売段階とは、出来上がった旅行商品の宣伝を経て、旅行参加者に商品として販売する段階である。

代理店の活用や実施段階に向けた適切な対応を必要とする段階である。 

 
実施段階とは、旅行実施中の現地等での対応の段階である。現地での問題、責任問題、トラブル対

応などが対象となる。旅行事業者のほか、添乗員や交通事業者、協力者などとの連携や全体的なスキ

ルアップも重要となる。 

 
評価段階とは、旅行終了後の段階であり、旅行者の評価・クレームの対応やリピーターを確保する

ための利用者の囲い込みなどが対象となる。ユニバーサルツーリズムにおいては、対象者が限定され

ていることからこの段階の対応も重要であると考えられる。 
 
ユニバーサルツーリズムの検討にあたっては、これらの各ビジネスプロセスにおける課題を抽出す

ることが重要であり、プロセスごとの課題に応じた対応策を検討する必要がある。 
 

表４ 旅行事業のビジネスプロセス 

1）企画・準備段階 企画商品の造成や手配旅行の準備の段階である。旅行プランが出来

上がるまでの段階を想定しており、人材、組織・体制、協力者、現

地の受入環境などが対象となる。 

２）情報提供・宣伝段階 旅行プランが出来上がり、旅行者を募集する段階である。情報提供、

コマーシャル、対象者の数の確保などが対象となる。 

３）販売段階 出来上がった旅行商品を販売する段階である。代理店などの販売拠

点の問題や価格設定、利益確保などが対象となる。 

４）実施段階 旅行実施中の現地等での対応の段階である。現地での問題、責任問

題、トラブル対応などが対象となる。 

５）評価段階 旅行終了後の段階である。旅行者の評価・クレームの対応や、リピ

ーターを確保するための利用者の囲い込みなどが対象となる。 
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２．旅行サービスに関する調査（旅行事業者の現況調査） 

２.１ 旅行事業者を対象としたアンケート調査の実施 

 ユニバーサルツーリズムは、例えば体が不自由な方や障がいのある方への対応が必要となることな

どから、通常のツアーとは異なり、旅行者個別の事情に応じた対応が必要となる。一般的に専門性が

必要とされ、そのため旅行事業者によって、これらの旅行を専門に取り扱う事業者と、全く取り扱い

をしない事業者に二極化してきていることが推察される。 

 一方で、今後ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光、すなわちユニバーサルツーリズムを普

及していくためには、取り扱う旅行事業者の数を増やすといった裾野を広げる視点も重要と考えられ

る。 

 このような現状認識のもと、ユニバーサルツーリズムに関する送り手側の課題、ニーズを把握し、

ユニバーサルツーリズム普及のための基礎資料を得ることを目的に、旅行事業者を対象としたアンケ

ート調査を実施した。 

 アンケート調査は、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の会員企業 1,134 社に依頼をし、110

社から回答を得た（回収率約 10%）。高齢者および障がい者を対象とした旅行について、「現状の取

組のスタンスや実績」、「課題やニーズ」、「今後のサービス展開の可能性、意向」等について質問した。 

 
２.１.１ 高齢者および障がい者を対象とした旅行に対する取組姿勢 

 図３は、高齢者および障がい者を対象とした旅行に対する旅行事業者の「現時点」および「将来的

な」取組姿勢を尋ねた結果を示す。 

 現時点では、「消極的」、「かなり消極的」と回答した事業者が 29％、「積極的」、「かなり積極的」

と回答した事業者が 16％と、「消極的」な事業者が「積極的」な事業者を上回る。一方で、将来の

意向においては、「消極的」、「かなり消極的」と回答した事業者が 14％、「積極的」、「かなり積極的」

と回答した事業者が 34％と、関係が逆転している。 

 自由意見の中にも「旅行に積極的といわれる層が高齢化していく中で、ユニバーサルツーリズムは

業界として避けて通れない道」、「今まで以上に高齢者や障がい者へやさしい配慮をした旅行商品が不

可欠」といった声もあるなど、現時点で「消極的」もしくは「どちらとも言えない」事業者でも、ユ

ニバーサルツーリズムに対し、「興味・関心がある」、「取り組む必要性を感じている」といった状況

が伺える。 

10%

6%

22%

7%

54%

【現時点】 【将来】

53%

6%
8% 10%

24% 6%10%

54%

22%
7%

かなり積極的

積極的

どちらとも言えない

消極的

かなり消極的

16% 34%

N=107 N=102

14%29%

 
図３ 高齢者および障がい者を対象とした旅行に対する取組姿勢 
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２.１.２ 取組に消極的な理由 

 現時点において、「消極的」、「かなり消極的」と回答した旅行事業者に対し、取組に消極的な理由

を尋ねた結果を図４に示す。 

 消極的な理由として、93%とほぼ全ての事業者が「専門ノウハウがない」を挙げている。次いで、

「協力者（サポーター（介助者）など）が確保できない」、「事故などのリスクが大きい」をそれぞれ

59%の事業者が挙げている。 

 図３で示されたように将来的な意向としては、事業者として関心や必要性を感じていても、現状と

してどのように対応してよいか（何をしてよいか）分からず手をこまねいているといった状況が浮か

び上がる。 

■消極的な理由
数 割合

1 利益が少ない 1 3%
2 専門ノウハウがない 27 93%
3 協力者が確保できない 17 59%
4 事故などのリスクが大きい 17 59%
5 対応が面倒 4 14%
6 その他 7 24%
有効回答数 29

3%

93%

59%

59%

14%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利益が少ない

専門ノウハウがない

協力者が確保できない

事故などのリスクが大きい

対応が面倒

その他

 

図４ 高齢者および障がい者を対象とした旅行に消極的な理由 

 
２.１.３ 高齢者および障がい者を対象とした旅行の収益への寄与状況 

 図５は、高齢者および障がい者を対象とした旅行の収益への寄与状況を尋ねた結果を示す。 

 「寄与している」、「大いに寄与している」と回答した事業者が 33％、「寄与していない」、「まっ

たく寄与していない」と回答した事業者が 11％と、「寄与している」と回答した事業者が「寄与し

ていない」と回答した事業者を上回っている。 

■ＵＴ収益寄与状況
数 割合

1 大いに寄与している 4 4%
2 寄与している 29 29%
3 どちらとも言えない 36 36%
4 寄与していない 6 6%
5 まったく寄与していない 5 5%
6 不明 20 20%
計 100 100%

4%

29%

36%

6%

5%

20%
大いに寄与している

寄与している

どちらとも言えない

寄与していない

まったく寄与していない

不明
 

図５ 高齢者および障がい者を対象とした旅行の収益への寄与状況 

 

 また、図６は、図５について図３の「現時点」の取り組み姿勢別に示したものである。 

 傾向として、高齢者および障がい者を対象とした旅行に「積極的」に取り組む事業者ほど、収益に

「寄与している」と回答する割合が多く、「消極的」な事業者ほど少なくなっている。 
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■ＵＴ収益寄与状況（意識別）
積極的 どちらでもない 消極的

1 大いに寄与している 2 1 0
2 寄与している 6 17 6
3 どちらとも言えない 7 22 7
4 寄与していない 2 0 4
5 まったく寄与していない 0 3 2
6 不明 0 10 10
計 17 53 29

0%

20%

40%

60%

80%

100%

積極的 どちらでもない 消極的

大いに寄与して
いる
寄与している

どちらとも言えな
い
寄与していない

まったく寄与して
いない
不明

 
図６ 高齢者および障がい者を対象とした旅行の収益への寄与状況（取組姿勢別） 

 

 ユニバーサルツーリズムに取り組む上では、専門ノウハウが必要ではあるものの（図４参照）、図

５、図６を踏まえると、適切に取り組むことで、通常のツアー同様、適性に収益に寄与するものであ

ると考えられる。 

 

２.２ 旅行事業者がユニバーサルツーリズムに取り組むための課題 

 旅行事業者がユニバーサルツーリズムに対して消極的な理由、踏み出せない理由などをより詳細に

把握するため、表４の「企画・準備」、「情報提供・宣伝」、「販売」、「実施」、「評価」と旅行業のプロ

セス別に課題を抽出した。 

 

２.２.１ 企画・準備段階 

 企画・準備段階においては、「受け地側の施設、人材、情報不足等に関する内容」、「旅行事業者側

の企画スキルに関する内容」の意見が多く見受けられる。 

 受け地側の施設、人材、情報不足等に関する内容として、具体的には「施設の情報が共通ではない」、

「サービスや人材についてどの程度対応できるのか不明」、「基準があいまい」等により、「企画に通

常よりかなり手間がかかることが予想される」、「調査に時間がかかる」、「実際に現地を見ないと分か

らない」といった意見が挙げられている。 

 また、旅行事業者側の企画スキルに関する内容として、具体的には「高齢者、障がい者対応の専門

知識の不足」、「障がい者向けのツアー企画には専門のスペシャリストを養成しないと難しいと感じ

る」といった意見等が見られる。 

 
２.２.２ 情報提供・宣伝段階 

 情報提供・宣伝段階においては、ユニバーサルツーリズムが通常とは異なるマーケットを対象にす

るという特性上、「高齢者、障がい者への効果的な告知方法に関する内容」の意見が多く見受けられ

る。 

 具体的には、「障がいには様々なものがあり、画一的な情報提供ではカバーできない」、「どこにど

のような手法で宣伝をしたら効果的なのかという情報がない」、「当事者で旅行を出来る事を知らない

人が多く、認知度の向上が必要」といった意見等が見られる。 
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２.２.３ 販売段階 

 販売段階においては、通常のツアーに比べ旅行価格が高くなってしまう中での「費用負担や利益確

保に関する内容」の意見が多く見受けられる。 

 具体的には、「一般的な旅行よりも仕入単価が高い場合が多く、同じような利益率をつけるとどう

しても高価になる」、「通常ツアーより多くかかる人件費上乗せ分を受益者負担にしてよいのかが不

明」といった意見から、「ボランティアの側面が強いので多くの収益は望んでいない」といった意見

等も見られた。 
 

２.２.４ 実施段階 

 実施段階においては、通常のツアーに比べ様々なリスクがある中での「トラブル対応や、責任問題

に関する内容」の意見が多く見受けられる。 

 具体的には、「緊急な場合でも対応ができる体制や、急病等への対応」といった意見や、「（健常者

と）混乗にした場合、理解のない他のお客様からのクレームが発生する場合がある」といった意見、

また、「どういった問題が発生しうるか全く予想がつかない。どのように対応をすればよいか見当が

つかない」といった意見等も見られた。 

 
２.２.５ 評価段階（フィードバック） 

 評価段階においては、「リピーターに関する内容」の意見が多く見受けられる。 

 具体的には、「他のツアーに比べてリピーター率が高い。だからこそとにかく一度参加して頂くよ

う努力したい」といった意見や、「リピート率は高いが高額商品のため、多くの参加者が見込めない」

といった意見等が見られた。 

 

２.２.６ その他 

 2.2.1～2.2.5 で示したプロセス別の課題について、国内旅行と海外旅行を比較すると、海外旅行

においては、「国内旅行以上に受け地側の情報が不足している、リスクが大きく、対応が難しい」と

いった内容の意見が見受けられる。 

 具体的には、「車いすでアクセスできる観光地、車いす用トイレがある休憩場所等、情報を集める

のに時間がかかる。海外現地ランドオペレーターの情報が少なすぎる」、「国内以上に大きな問題が発

生すると思われるが、どのような対応をとればよいのか見当がつかない。責任問題を考えると国内以

上に二の足を踏まざるをえない」、「なんとかこなしているが正直不安」といった意見等が見られた。 
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３．先進事業者の取り組み状況調査 

３.１ 先進事業者へのヒアリング調査の実施 

 前章の旅行事業者を対象としたアンケート調査より、ユニバーサルツーリズムに対しては、「積極

的」に取り組んでいる事業者（先進事業者）、「消極的」もしくは「どちらでもない」事業者（後進事

業者）と二つのグループに分かれることが明らかとなった。 

 ユニバーサルツーリズムを普及させる上では、先進事業者の抱える課題を把握するとともに、後進

事業者に対し先進事業者の持つ専門的知見の周知・共有を図ることで「期待は大きいが取り扱いに躊

躇しているような事業者」が大半といった現状を少しずつ変えていくことが必要である。 

 このような状況を踏まえ、ユニバーサルツーリズムについて、先進事業者の抱える課題を把握する

とともに、「一般的な旅行とはどこが違うのか」、「（先進事業者が）どこにアイデアを出しているのか」

といった内容を業務プロセス別に整理し、後進事業者へ普及させる上でのポイントを整理すること等

を目的に、先進事業者に対するヒアリング調査を実施した。 

 ユニバーサルツーリズムに現状取り組んでいる旅行事業者は主として以下の三つに大別される。 
  ① 募集型企画旅行（パック型）において、バリアフリー旅行を取り扱う事業者 
  ② 募集型企画旅行（パック型）において、高齢者・障がい者を柔軟に対応する事業者 
  ③ 手配旅行を中心に専門的に行う事業者 
 

ユニバーサルツーリズムへの対応としては、高齢者や軽度の障がいを持たれた方にも通常のツアー

に健常者と一緒に参加していただくという考え方と、高齢者及び障がい者を対象とした特別なツアー

（バリアフリー旅行）を企画・造成し、参加していただくことの両面がある。 
先進事業者においても、各社のスタンスにより、それぞれの対応を実施しているのが現状である。 

 
 これらを勘案しつつ今回は、クラブツーリズム㈱、㈱エイチ・アイ・エス、ANA セールス㈱、㈱

昭和観光社、夢ツーリストきたみの 5 社の先進事業者に対し、ヒアリング調査を行った。 
 

３.２ ユニバーサルツーリズムを推進する上での旅行業のプロセス別の課題 

 先進事業者へのヒアリングより得られたユニバーサルツーリズムを推進する上での課題を、旅行業

のプロセス別に以降に取り纏めた。 
 
３.２.１ 企画・準備段階 

（１）受け地との連携強化 

 ツアー先である受け地側とツアーを実施する旅行事業者との目的や必要条件などに対する意識の

共有など、連携を強化していく必要があるとの意見が挙げられた。ユニバーサルツーリズムに取り組

む上では、通常のツアーより多くの添乗員、もしくはサポーター（介助者）が必要となる。その全て

を自社調達、もしくは発地側から同行させることは、費用面等から困難なことが多く、様々な面で受

け地側との連携が必要となってくる。 

 そのため、送り手側である旅行事業者と受け地側では、サポーター（介助者）などの人材面や協力

者の組織・体制面、リフト付きのバスなど移動手段の状況、施設のバリアフリー対応や補助具の確保
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など様々な点において連携をしていくことになる。 

 近年全国各地に NPO 等の活動が活性化し、受け入れ環境は整いつつある。これらの受け入れレベ

ルは地域によりばらばらであるが、レベルが違うのは当然（なくならない）とした上で、そこを埋め

るのが企画をする旅行事業者の役割であるという意見が挙げられた。 

 地域の状況については、先進事業者においてもすべてを把握しているわけではなく、例えば一度使

ったホテルなら安心だが、初めてのところは調査が必要というのが実情である。現地のバリアフリー

観光案内所、ＮＰＯ、ユニバーサルツーリズムを実施している旅行事業者と連絡を取りあって、ツア

ーを企画・運営しているのが現状とのことであった。また、第三者機関による（誰でも相談できる）

相談窓口の設置が必要という意見も挙げられた。 
 

（２）企画側のスキル向上（人材教育） 

 ユニバーサルツーリズムに取り組む上では、専門ノウハウが必要であり、よって企画側のスキルを

向上する必要があるとの意見が挙げられた。 

 これについては、一般的に、ツアーの企画は複雑であると思われがちであるが、経験を積んだ旅行

業者においては、最低限必要な情報を確保すれば旅行を企画することはでき、第一段階では、①トイ

レ（多目的トイレ）、②段差・歩行距離、③宿泊施設（段差、バリアフリールーム）、④移動手段の手

配（車の確保、公共交通利用時の制約条件）がわかればよいとのことであった。つまり、ある程度マ

ニュアル化することで企画は可能であるといえる。 

 

ただし、障がい者の状況は千差万別であるため、参加者が決まってからのチェックが必須であり、

これらの作業工程が通常のツアーと大きく異なる。 

 そのため「お客様を知ること」が何より重要であり、スキルを向上させるための人材教育は「お客

様と一緒に行動する体験」を前提とした教育制度（例えば、ユニバーサルツーリズム、バリアフリー

旅行への社員の派遣 等）が必要であるとの意見が挙げられた。 

 また、これは企画スキルの話だけではないが、先進事業者では、基本的に専門部署、専任者（専門

家）を配置しており、高齢者、障がい者に関する情報やニーズを積極的かつ一元的に受け入れること

により、ノウハウを蓄積している。さらに、社内でユニバーサルツーリズムに関する取り組みが機能

するように、計画的な展開、意識醸成を図っている。これらの取り組みは、ユニバーサルツーリズム

に取り組む上では、極めて重要な要素の一つであると考えられる。 

 

（３）商品バリエーションや魅力の確保 

 現状は旅行者の選択肢が極めて少なく、言い換えると商品バリエーションや魅力の確保が十分では

ないとの意見が挙げられた。 

 現在は競争がない（実施する事業者が少ない）が、取り組む旅行事業者が増えてくれば魅力もバリ

エーションも増す、逆に言うと一部の専門店だけではなかなか取り組みは拡がらないという意見も挙

げられた。 
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（４）サポーター（介助者）の確保 

 ユニバーサルツーリズムに取り組む上では、サポーターと呼ばれる旅行者の旅行中の介助者の存在

が不可欠である。これらは各事業者において、登録型でサポーター（介助者）を確保する等の対応を

している状況であるが、まだまだ不足している。 
 必要に応じて調達できる体制や制度が必要であるという指摘があった。１社１社単独ではなく、全

国でサポーター（介助者）を登録する仕組みを構築し、登録したデータを旅行事業者が共有できるよ

うにすることが必要という意見があった。 
 
３.２.２ 情報提供・宣伝段階 

（１）認知度の向上 

 バリアフリー旅行が存在することの認知が第一であり、認知度の向上が必要という意見が挙げられ

た。まずは知ってもらい、探してもらうことが重要であるが、現状では不足していることから何らか

の施策が必要であると考えられる。 
 また、障がい者、健常者が同一のツアーに参加することについても告知が必要で、とくに、健常者

の承諾、認知が重要という意見も挙げられた。 
 

（２）ＰＲ対象・方策の確立 

 現状認知度が不足している中で、PR 対象、方策の確立に関する内容が挙げられた。 

 例えば、元気な人にはバリアフリー旅行は響かず、体が悪くなってからいつどのようなタイミング

で旅行情報を取得するのかが不明である。また意思決定者が参加者本人ではなく、家族や施設である

ことも多い。このような状況下では、まずは広く認知を高めることが重要ではあるが、情報取得や意

思決定プロセスの実態について調査をしていくことも必要と考えられる。 

 
（３）利用者による情報共有 

 現状では旅行参加のきっかけとして、障がい者間の情報共有・情報交換が大半という実態がある。

そのような中では、福祉団体や施設、ケアマネージャーとの連携も有効ではないかとの意見もあった。 
 
３.２.３ 販売段階 

（１）顧客に関する情報把握やバリア情報の提供 

 顧客に関する情報把握やバリア情報の提供が必要であるとの意見が挙げられた。参加者から旅行事

業者（旅行事業者が聞く）、旅行事業者から参加者（旅行事業者から伝える）、双方向の特にネガティ

ブ情報の伝達が重要となる。 

 参加者は千差万別なので、しっかりと情報収集する必要があるが、その中では一般社団法人日本旅

行業協会（JATA）が提供している「ハートフルシート」が十分活用できるとの意見があった。 

 また、旅行事業者から参加者については、多目的トイレの有無、車、部屋、介助の状況について伝

える必要があり、存在するバリアを明確に知らせる必要がある。「障がい者にやさしい」＝「すべて

手助けがある」と思われないように配慮する必要があるとの意見が挙げられた。 
 



 15

（２）販売価格の低減 

 通常のツアーに比較して、付き添い同行者やサポーター（介助者）の旅費、更にバスやタクシーな

どの移動コストが高くなり、どうしても料金設定が高くなる中、如何に販売価格を低減するかが課題

との意見が挙げられた。 
 バスの乗車効率の向上、サポーター（介助者）の確保、宣伝費の削減などが課題であるとの意見が

あった。 
 
３.２.４ 実施段階 

（１）添乗員等のスキル向上（人材教育） 

 実施段階では、まず何より、添乗員等（サポーター（介助者）を含む）のスキルの向上が必須であ

るとの意見が挙げられた。ホームヘルパー2 級、サービス介助士などの資格取得が望ましいが、ホス

ピタリティが備われば問題ないとの意見もあった。 

 企画・準備段階での企画スキルと同様、「お客様を知ること」が何よりも重要であり、このことか

らスキルを向上させるための人材教育は基本的には「体験」であり、ツアーを通じて「体験」し、経

験値を高めてもらうことが重要との意見が挙げられた。 

 
（２）対応範囲の明確化 

 旅行事業者、受け地側、旅行者、サポーター（介助者）等の対応範囲を明確にする必要があるとの

意見が挙げられた。 

 例えば、障がい者と健常者が同一の主催旅行に参加する場合、一般的に旅行事業者は、障がい者と

健常者に対して、同じサービスしかできない。また、主催旅行や手配旅行それぞれにおける旅程管理

責任や安全確保責任について、参加者側の理解が必須であるとの意見があった。これは旅行にあたっ

て、障がい者の考える責任範囲と、旅行事業者が考える責任範囲の食い違いがあることによるとの指

摘があった。 

 ユニバーサルツーリズムにおいては、旅行中の不測の事態となることもあることから、旅行者の保

険加入は必須であり、最初からツアー経費として含めて商品化している事業者もあった。 
 

３.２.５ 評価段階（フィードバック） 

（１）顧客の満足度確認から改善のプロセス 

 評価段階では、顧客の満足度確認からの改善プロセスを実施することにより、商品の質の向上やバ

リエーションの増加を促すことが必要である。 
 基本、各社個別に実施しており（旅行後のアンケート、ヒアリング）、現状では特に情報の共有は

なされていない。サポーター（介助者）や、添乗員からの声を拾い上げることも重要との意見もあっ

た。 



 16

３.３ 先進事業者の取り組み内容 

 前節のヒアリング結果等より、先進事業者は、専門部署を設置し、専門家を配置しており、高齢者、

障がい者を積極的に受け入れることにより、ノウハウを蓄積していることが明らかとなった。 
 先進事業者が実施している主な取り組みとしては以下の内容が挙げられる。 
  ①専門部署、専門家の設置 
  ②ユニバーサルツーリズム、バリアフリー旅行への社員の派遣（体験型講習） 
  ③サポーター（介助者）の登録（雇用ではなく登録） 
  ④受け地（宿泊施設、観光地）の調査、情報交換（情報の蓄積） 
  ⑤ツアー参加者との密な情報交換（ネガティブ情報の提供、旅行者の状況ヒアリング） 
 
 これらの内容も踏まえつつ、先進事業者におけるバリアフリー旅行の企画・実施プロセスを図７に

整理した。 
 
 情報収集段階では、企画を行うにあたっての必要情報として、段差や歩行距離、多目的トイレの有

無、バリアフリールームの有無、交通手段（リフトバスの準備）などを確認、準備することとなる。 
 また、参加者募集の際においては、情報収集した内容をもとに、ネガティブな情報を旅行者に伝え

る必要がある 
 
 参加者が決定した後（場合によっては申し込みの段階）には、参加者の制約条件などをヒアリング

するとともに、結果をもとに、企画内容のチェックとフィードバックを実施することが重要となる。

この段階がバリアフリー旅行の特徴であり、最も重要な事項であるといえる。 
 
 さらに、通常のツアー同様、参加者および介助者等の評価をもとに、商品としての質の向上などに

努める必要がある。 
 
 これらについて、専門部署もしくは専門家を配置するとともに、ユニバーサルツーリズム、バリア

フリー旅行への同行など体験型の講習を通じ教育を行なっている。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７ 先進事業者におけるバリアフリー旅行の企画・実施プロセス 

 
１．情報収集

２．ツアーの企画

３．参加者の募集

４．参加者決定

５．参加者ヒアリング

６．フィードバック

７．ツアーの実施

８．評価

■最低限必要な情報の収集
・観光地（段差、歩行距離、多目的トイレ）
・宿泊施設（バリアフリールーム、段差、食事対応）
・交通手段（リフトバス、公共交通）
・協力団体（ＮＰＯ、介助、介護）

■ネガティブ情報の提供
・制約条件の提示（募集要項への記載、窓口での案内）

■参加者の状況、制約条件などのヒアリング
・チェックシートなど活用し、状況を確認
・把握した内容をツアーの内容や現地の対応に反映

■参加者の状況に応じた企画内容の見直し
たとえば
・飛行機の席の配置
・宿泊施設でのバリアフリールーム確保
・現地のサポーター（介助者）との調整 など

■参加者等へのヒアリングによる課題抽出、フィードバック
・ノウハウの蓄積
・企画内容の精査、旅行内容への反映

企画

宣伝

販売

実施

フィード
バック

情報収集

ツアーの企画

参加者の募集

参加者決定

ツアーの実施

評価

通常のプロセス バリアフリー旅行のプロセス
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４．モニターツアーの実施 

 ユニバーサルツーリズムを推進していくために必要となる旅行の送り手側の課題を明らかにする

ため、障がい者等の協力を得て、モニターツアーを実施した。 
 
４.１ 企画旅行事業者の選定 

モニターツアーの造成に際しては、大手・大都市発型のツアーおよび中小・地方発型のツアーを造

成する旅行事業者を１社ずつ選定し、それぞれの特性に応じたユニバーサルツアーを企画・実施した。 

 

表５ 企画旅行事業者 

事業者名 所 属 主な取り組み内容 

・クラブツーリズム 

株式会社 

（東京都新宿区） 

・日本旅行業協会（JATA） 

・バリアフリー旅行部会 

・首都圏・近畿・中部発のツアー 

・会員を中心とした旅行サービスの 

 提供 

・株式会社昭和観光社 

（東広島市） 

 

・全国旅行業協会（ANTA） 

・バリアフリー旅行ネットワーク 

・広島および近県発のツアー 

・福祉団体等の手配旅行が中心 

 
 
４.２ モニターツアーの造成 

選定した旅行事業者を通じて、モニターツアー用のパッケージツアー（１泊２日）の企画・造成を

行った。 
クラブツーリズム㈱では、自社のバリアフリー旅行への参加実績等から、障がいを持たれてからも

旅行に行かれている方（旅行経験のある方）を対象に参加者（モニター）の募集を行い、一方、㈱昭

和観光社においては、新聞による広報、福祉施設での紹介等から、障がいを持たれてから初めて旅行

に行く方を対象に参加者（モニター）の募集を行った。 
 



 

18

表６ モニターツアーの概要、参加者数 

 ① ② ③ ④ 

ツアー名 がんばっぺ福島とハワイアンズ

ショー 

ぽかぽか春の房総といちご狩り あったか南国沖縄リゾート・白砂

海岸の散歩・首里城・琉球村の旅

全国初！介護付き同時募集ツア

ーｉｎ高知 

旅行先 福島 鴨川 沖縄 高知 

発地 関東 関東 広島、岡山、高松、松山 広島、岡山 

日程 ３／１５（木）～１６（金） 

１泊２日 

３／18（日）～１9（月） 

１泊２日 

３／１５（木）～１６（金） 

１泊２日 

３／18（日）～１9（月） 

１泊２日 

主催旅行事業

者 

クラブツーリズム株式会社 クラブツーリズム株式会社 株式会社昭和観光社 株式会社昭和観光社 

対象者 高齢者 

肢体不自由者、視覚障がい者 

サポーター（介助者） 

高齢者 

肢体不自由者、視覚障がい者 

サポーター（介助者） 

高齢者 

肢体不自由者、視覚障がい者 

 

高齢者 

肢体不自由者、視覚障がい者 

サポーター（介助者） 

募集人員 １５名 

・高齢者・障がい者  １０名 

・サポーター（介助者）５名 

１５名 

・高齢者・障がい者  １０名 

・サポーター（介助者）５名 

8 名 

・高齢者・障がい者  ８名 

 

12 名 

・高齢者・障がい者    ８名 

・サポーター（介助者）４名 

主な交通手段 バス バス 飛行機およびバス バス 

訪問地 岳温泉 

ハワイアンズ（２月オープン） 

いわき市 

館山・鴨川 沖縄 

首里城、琉球村、残波岬 

高知 

桂浜ほか 

行程 ①上野＝那須（昼食）＝岳温泉

（泊） 介助入浴 

②岳温泉＝ハワイアンズ＝ 

 いわき・ら・ら・ミュウ＝上野

 

宿泊 ：ながめの館光雲閣 

①新宿＝館山（花倶楽部）＝ 

鴨川（泊）介助入浴

②鴨川＝誕生寺＝いちご狩り＝ 

新宿

 

宿泊 ： 鴨川グランドホテル 

①各地＝（飛行機）＝那覇空港＝

那覇空港＝首里城＝残波岬

②残波岬＝琉球村＝国際通り＝ 

 那覇空港＝（飛行機）＝各地

 

宿泊 ： 残波岬ロイヤルホテル

①各地＝道の駅「南国」＝ 

県立牧野植物園＝安芸ホテル 

②安芸＝桂浜・龍馬記念館＝各地 

 

 

宿泊 ： 土佐ロイヤルホテル 

参加者数 車いす利用者及び家族 8 名 

全盲、弱視  ２名 

サポーター（介助者） ５名 

車いす利用者及び家族 8 名 

 ※直前に１組キャンセル 

  し８名で催行 

サポーター（介助者） ５名 

車いす利用者、視覚障がい者及び

家族 8 名 

車いす利用者及び家族 11 名 

サポーター（介助者） 1 名 
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４.３ モニターツアーの実施 

 モニターツアーの実施結果を以降に示す。 
 
 
■モニターツアーの実施結果① 

ツアー名 がんばっぺ福島とハワイアンズショー 

日程 平成２４年３月１５日（木）～１６日（金） 

目的地 アクアマリンふくしま  基本的なバリアフリー（段差、トイレ等）は問題なし 
 

スパリゾートハワイアンズ  基本的なバリアフリー（段差、トイレ等）は問題なし 

           車いす専用席あり（フラガール鑑賞時） 

いわき・ら・ら・ミュウ  基本的なバリアフリー（段差、トイレ等）は問題なし 

宿泊施設 ながめの館光雲閣 

（比較的段差などの少ない施設／バリアフリールームあり） 

参加者 肢体不自由者および家族     4 組 8 名（うち 3 組は失語症） 

視覚障がい者（全盲および弱視） 1 組 2 名 

サポーター（介助者）      5 名 

利用者の感想など 妻がサポーター（介助者）さんの介助で温泉に入れて本当によかった。 

温泉地に行ってもほとんど入れないのが現状。 

（肢体不自由者の女性の旦那様）
 

旅行会社の対応、サポーター（介助者）さんの対応、ガイドさんの説明、 

食事など全てに満足。いつも楽しい旅行をありがとう。 

（視覚障がい者の夫婦（奥様全盲、旦那様弱視））
 

以前は別の大手旅行会社のバリアフリー旅行に参加していたが数年前になくなっ

た。 

入浴介助はとてもありがたい。添乗員さんもとてもよい。また参加したい。 

（肢体不自由者（失語症）の男性の奥様）
 

入浴介助やバスの乗り降り、トイレなど介助して頂き、普段の介助から少し解放

された。温泉にも入れてよかった。 

（肢体不自由者（失語症）の男性の奥様）
 

国内のツアーは今回初めて参加。普段は集合時間が早く参加を断念していた。 

お風呂に入れて本当に最高でした。 

（肢体不自由者（失語症）の男性の奥様）

ツアーを通じて 

明らかになった 

課題 

－集合時間、集合場所についての配慮や情報提供等が必要。 

 （今回のツアーは良いが、国内ツアーは集合時間が早く断念している、集合場

所が分かりづらい、車を停められず困る等の声が聞かれた） 
 

－自身で手配するケースがあることを考えると、旅行のバリアフリー情報の充実、

探しやすさの向上が必要。 

 （相当の労力がかかるとの声があった） 
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左上：入浴介助の様子。サポーター（介助者）3 人

で連携しながらの介助。 

 

右上：足が浮いてこないよう押さえるとともにマッ

サージをしながらの入浴。 

 

左下：リフト付きバスでの乗降の様子。家族、サポ

ーター（介助者）、添乗員が連携しながらスム

ーズに移乗していた。  

 

 

左上：スパリゾートハワイアンズで車いす専用席か

らフラガールを鑑賞。 

 

右上：アクアマリンふくしま。鑑賞時間は若干短め

だったが、満喫されている様子だった。 

 

左下：視覚障がいの方にはサポーター（介助者）が

写真のようにお土産を触ってもらいながらな

ど随時状況を説明していた。 
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■モニターツアーの実施結果② 

ツアー名 ぽかぽか春の房総といちご狩り 

日程 平成２４年３月１８日（日）～１９日（月） 

 

目的地 

海ほたる  基本的なバリアフリー対応あり 

道の駅   お花畑内は木チップの地面があり、若干移動がしにくい 

鴨川シーワールド 基本的なバリアフリー対応あり 

   ショーの会場へはバリアフリールート活用 

   車いす鑑賞コーナーあり 

いちご狩り  いちご狩りはバリアフリーのレーンあり 

   ビニールハウスまでのアクセスが不便なところがある 

 

宿泊施設 鴨川グランドホテル 

（車いす対応入り口、バリアフリールームあり） 

 

参加者 肢体不自由者および家族  ３組６名 

四肢不自由者および家族  １組２名 

 ※5 組 10 名参加予定が直前に 1 組 2 名がキャンセルにより 4 組 8 名で催行 

サポーター（介助者）   ５名 

 

利用者の感想など ・旅行は障がいがある前から行っていて、行きたいところがいっぱいあるが、障

がい者が問題なく参加できるツアーが少ない。 

（半身麻痺の男性の奥様）

・都内および近隣への旅行は年数回実施している（個人で予約）。 

・バリアフリー旅行は、旅程もゆったりしており、参加しやすいが料金が高すぎ

る。 

・付き添いの家族は半額などの対応が望ましい。 

・また、サポーター（介助者）は必要であると思うが、過剰な対応となる場合が

ある（自分でやらせたいことも多い）。 

（四肢麻痺の女性の母親）

 

・ツアーの内容はゆったりしていてよいが、悪く言えば物足りないところがある。

（体幹障がいのある男性）

ツアーを通じて 

明らかになった 

課題 

－価格に対する指摘あり、同行の家族の価格の低減を希望。 

－適正なサービスの内容と価格の設定。 

－バリアフリー旅行のバリエーションの増加、ツアーの数の増加。 

－個人の障がいのレベルに応じたサポート内容の選択が必要。 
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左上：移動に使った大型リフトバス。 

 

右上：車いすを固定する事もできる。 

 

左下：花鑑賞時には、木チップの地面もあり、若干

車いすが押しにくいところも。 

  

 

 

 

左上：参加メンバー全員で写真撮影。 

 

右上：鴨川シーワールドでは車いす対応を実施。 

通行ルート（スロープ）、鑑賞場所などが用

意されていた。 

 

左下：いちご狩りではバリアフリーレーンを利用。 
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■モニターツアーの実施結果③ 

ツアー名 あったか南国沖縄リゾート・白砂海岸の散歩・首里城・琉球村の旅 

日程 平成２４年３月１５日（木）～１６日（金） 

目的地 首里城  勾配、段差などが多い中、スロープ、リフトなどを活用し、 

   最上階まで見学 

 

残波ビーチ 砂浜の足元が悪い中、肢体不自由者にも頑張って歩いてもらう

 

琉球村  比較的、段差が少ない施設。 

 

宿泊施設 残波岬ロイヤルホテル 

（比較的段差などの少ない施設／バリアフリールームあり） 

 

参加者 肢体不自由者および家族   ３組６名 

視覚障がい者および家族   １組２名 

 

利用者の感想など 主人に自分の障がいの状況を理解して欲しかった。 

これを契機に２人で旅行に行きたい。 

（視覚障がい者の女性）

 

歩くために参加した。 

開放的な気分の中、気持よく歩くことができた。 

（肢体不自由者の男性）

 

介助してもらってお風呂にも入れた。 

こんなに晴れやかな気持ちになれたのは初めて。 

（肢体不自由者の男性）

 

事故をして旅行なんてできないと思っていた。 

家内に説得されて、参加したが、本当に来てよかった。 

（肢体不自由者および言語障がいの男性）

 

定年になったらいっぱい旅行に行こうねと言っていた。 

定年前に主人が事故に会い、夢が壊れたとおもった。 

今回も半分以上、私のために旅行に参加してくれている。 

（上記男性の奥様）

 

ツアーを通じて 

明らかになった 

課題 

－告知、PR が行き届いていない（今まで参加できないと思っていた） 

－ジャンボタクシーの運転手が車いすを押すことを躊躇 

－介助による入浴は、４組中１組しか利用がない（10,500 円の費用に割高感）
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左上：移動に使ったリフトバス。今回は軽度の方だ

ったため、乗車降車は自分の足で実施。 

 

右上：視覚障がい者の方も建造物に触ったりして楽

しんでいた。 

 

左下：首里城最上階までリフト等を活用して見学 

   首里城見学に約 2 時間を要する。 

  

 

左上：2 日目の朝、浜辺を散策。 

   自分の足で、自分のペースで歩いてもらう。

1 日目よりも元気に、自分の足で歩こうとい

う意思も顕著に。 

右上：浜辺で全員で写真撮影。 

参加者間の会話も多く、次回の旅行を約束す

る場面も。 

左下：琉球村もなるべく自分の足で歩いてもらう。
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■モニターツアーの実施結果④ 

ツアー名 全国初！介護付き同時募集ツアーｉｎ高知 

日程 平成２４年３月１8 日（日）～１9 日（月） 

目的地 牧野植物園 若干勾配のきつい区間もあり。バスで移動しての見学。 

桂   浜 勾配のきつい区間はサポーター（介助者）と家族で協力しなが

らの見学。また砂浜まで車いすで移動し楽しんでもらう。 

龍馬記念館 基本的なバリアフリー（段差、トイレ等）は問題なし 

宿泊施設 土佐ロイヤルホテル 

比較的段差などの少ない施設、／バリアフリールームあり（高知市内には条件を

満たすホテルがなく、市内から 1 時間程度はなれた当該ホテルに宿泊） 

参加者 肢体不自由者および家族    5 組 10 名 

高齢者            1 組 1 名 

サポーター（介助者）     １名 

 

利用者の感想など お風呂に入れて本当によかった。家族旅行でもこれまでは諦めていた。大きくて

気持ちよかった。 

（肢体不自由者の男性）

旅行が近づくにつれ、失敗しないか、迷惑かけないかなど不安が募り、気持ちが

重かった。参加してみて、スタッフさんの対応もとてもよく、「何も心配しないで

よかったね」「来てよかったね」と途中からずっと話していた。息子がお風呂から

でてきたときの笑顔が忘れられない。これでよかったんだ、この顔が見たかった

んだと思った。また参加したい。 

（上記男性の母親）

たまたま中国新聞を見て参加した。普段は施設と自宅の往復で世界がとても狭か

ったが今回本当によかった。デイサービスでリハビリをし、筋力アップしてまた

参加したい。 

（肢体不自由者の男性）

来る前は本当に不安だった。本当に何度も電話してご迷惑もおかけしたと思う。

来てみてみなさん本当にやさしく、他の参加者ともいろいろと話もでき温かい気

持ちになった。涙が出そうなほど。 

（上記男性の奥様）

ツアーを通じて 

明らかになった 

課題 

－如何に旅行者に最初の 1 歩を踏み出してもらうか、不安を取り除けるかが重要。

－告知の難しさについても同様（参加者からもっと PR して欲しいという声も）。

－ツアー実施する上では、単なる介助とは異なるスキルが重要。（これまでの議論

にもあったが）体験を通じて共有を図っていくことが必要。 
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左上：牧野植物園での全体集合写真。この頃から

徐々に参加者の硬さも取れてきた。 

 

右上：入浴介助前の説明の様子。一連の流れを詳細

に説明。 

 

左下：入浴介助後の参加者の笑顔。 

 

左上：桂浜では砂浜まで車いすで移動。移動は 3 人

がかりで 1 台ずつ。 

 

右上：桂浜の砂浜での見学の様子。 

 

左下：なるべく歩かせないような位置へバスを停め

ることができるかもポイントになる。また、

写真のように雨のときは、バスでの乗り降り

が少し大変。 
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４.４ モニターツアー参加者へのアンケート調査 

モニターツアー参加者を対象として、アンケート調査を行い、参加者の視点からのツアーに対する

ニーズや課題事項の把握を行った。具体的には、当事者（高齢者・身体障がい者）と、サポーター（介

助者）に対してそれぞれ以下の内容についてのアンケート調査を行った。 
 

表７ アンケート調査項目 

対象者 調査項目 

当事者 

（高齢者・身

体障がい者） 

①普段の旅行状況や、旅行に関する意識等について 

②旅行情報の決定プロセス等について 

③ツアーの集合・解散場所までの移動状況等について  

④今回のモニターツアーについての満足度、問題、課題、ニーズ  等 

サポーター 

（介助者） 

①高齢者や障がい者の旅行のサポートとして同行するツアーへの参加状況や意識 

②今回のモニターツアーについての満足度、問題、課題、ニーズ  等 
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４.５ モニターツアーの実施結果の総括 

４.５.１ ツアー内容や旅程についての課題（「企画・準備段階」に関連する事項） 

（１）利用者ニーズに応じた商品バリエーション不足への対応 

今回のモニターツアーでは、通常のバリアフリー旅行と同様に移動等制約者への配慮から、通常の

ツアーと比較して目的地を少なめに設定し、移動時間や現地での滞在時間について余裕をもった行程

が組まれている。 
 
このようななか、障がいの程度や種類などの違いにより、利用者によっては、ツアー内容が物足り

ないとの指摘があった。また、ゆったりとした行程が組まれているため、地方発のツアーの場合、目

的地における時間を確保するために、集合時間が早めに設定されており、集合時間が早すぎるとの指

摘もあった。 
現状は商品バリエーションが少なく、送り手側の視点からは、限られたツアー商品で、多くの参加

者のニーズに応えざるをえない状況にある。 
 

（２）ツアーの魅力作り 

今回のモニターツアー参加者へのアンケート調査結果では、旅行商品を選ぶ際に最も重視するポイ

ントとして「ツアー内容の魅力」を挙げたモニターが４６％と最も高く、一方、宿泊施設や移動につ

いてのバリアフリー化に対する配慮に関する事項のポイントは相対的に低いものであった。 

 

「バリアフリー旅行」ということでは、受け地の施設や観光地、移動のバリアフリー化に目が行き

がちになるが、通常の健常者の利用を想定したツアーと同様に、観光地や宿泊地の魅力を活かしたツ

アー自体の魅力創出も重要な要素であることがわかった。 
 
４.５.２ 広報から参加者募集段階に関する課題（「情報提供・宣伝段階」に関連する事項） 

今回のモニターツアー参加者へのアンケート調査結果では、半数以上のモニターが「旅行をあきら

めていた時期がある」と回答している。また「バリアフリー旅行を知って再び旅行に行くようになっ

た」との意見も多く見受けられ、「バリアフリー旅行」の存在が旅行をしたい人にとって非常に大き

な意味を持っていることが明らかになった。 
 
一方で、「バリアフリー旅行」の認知度はまだまだ高いものではなく、さらに認知されていても、

ツアーに申し込む際に、様々なことが心配になり申し込みに躊躇してしまうことが現実である。 
実際に、今回のモニターツアーでは、クラブツーリズムでは旅慣れたリピーターの方を対象に、昭

和観光社では記事掲載等による広告宣伝から、参加者を集めることができた。いずれも専門に特化し

たサービスをもつ事業者のノウハウ・企業努力によるものであり、同種のサービスを展開する場合に

は留意が必要である。 
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４.５.３ 料金設定に関する課題（「企画・準備段階」、「情報提供・宣伝段階」、「販売段階」に関

連する事項） 

今回のモニターツアー参加者へのアンケート調査結果では、バリアフリー旅行に関して「最も不満

に思うこと」として、「料金設定｣を挙げたモニターが３８％と最も高く、利用者の期待する料金設定

とは開きがあることが明らかになった。 
 
今回のツアーの募集プロセスにおいても、定員オーバーで締め切った応募者に対して、モニターツ

アーによる特別価格ではない、“通常価格”のツアーを紹介したところ、申し込みが得られず、料金

設定のツアー利用に及ぼす影響は大きいものであると考えられる。 
 
４.５.４ 入浴等介助者の確保に関する課題（「企画・準備段階」「実施段階」に関連する事項） 

「旅行に参加するにあたって不安に思うこと」として、今回のモニターツアーのほぼ全ての参加者

から「トイレないしは入浴」という意見が挙げられた。特に入浴については、肢体不自由者の介助と

して１名の入浴につき、主に安全面の観点から２名以上での介助が必要であり、入浴の介助ができる

人員の確保が必須となる。 
 
利用者満足度向上の観点から、温泉における入浴は非常に重要なものに位置づけられるが、その反

面、現地での対応においては入浴時の転倒などの怪我のリスクが非常に高いことや、介助者確保のた

めに費用が増加することになり、これを利用者に負担してもらうことが必要となる。 
 
入浴介助を行う人員の確保については、特に地方発着のツアー（高知、沖縄）において、課題とな

った。現状では、事業者の企業努力のもと品質が保たれているものの標準化されているものではなく、

目的地毎に時間をかけて対応することとなる。今後、幅広い取り組みを促すにあたっては、人材確保

の仕組みづくりが必要である。 
 
４.５.５ 添乗員のスキル向上に関する課題（「実施段階」に関連する事項） 

今回のモニターツアーでは、添乗員等同行する職員、サポーター（介助者）ともに、質の高いサー

ビスを提供しており、ツアーとしては参加者からは高い評価を受けることができた。 
一方で、ツアーに同行するサポーター（介助者）について、企業として求める対応レベルや、人材

育成の方法は事業者側に委ねられている状況にあり、ツアーにおけるサポーター（介助者）の位置付

けも各社各様なのが現状である。 
 
また、今回のモニターツアーでのアンケート調査結果では、サポーター（介助者）の意識としては、

３割までの料金負担なら受容できるとの回答が最も多いことや、動機については、参加者が旅行でき

ることに対する喜びを明確に意識したものであり、活躍の場が確保されれば、サポーター（介助者）

のモチベーションは十分に高いものが確保できると考えられる。 
今後は、担い手の確保とともに、体系的に人材育成・スキル向上が図られるような仕組みづくりを

行うことが重要と考えられる。 
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５．ユニバーサルツーリズムを推進するための施策の検討 

５.１ ユニバーサルツーリズム推進のための課題 

旅行事業のビジネスプロセス（企画・準備段階、情報提供・宣伝段階、販売段階、実施段階）のそ

れぞれにおいて課題を整理した。 
 
企画・準備段階においては、以下の４点の課題が明らかとなった。 

  ①受け地側との連携強化 
  ②企画側のスキル向上（人材教育など） 
  ③商品バリエーションや魅力の確保 
  ④サポーター（介助者）の確保 
  

受け地側との連携強化については、受け地のホテル等施設の情報収集やＮＰＯ等協力者との連携が

必要となるが、旅行事業者のアンケートでの意見、「どこと調整して良いのかわからない」、「協力者

がいない」などを踏まえると、現時点では十分な環境が整っていないものと考えられる。 
第三者による相談窓口などが必要であるととともに、受け地側との意識の共有や交通事業者の協力

（リフトバスの調達など）も必要となる。 
 
企画側のスキル向上については、旅行事業者の人材教育などによる企画スキルの向上が必要不可欠

となる。 
旅行事業者へのアンケート調査結果からも、ユニバーサルツーリズムに消極的な理由として、とく

に企画・準備段階での「ノウハウがない」ことが挙げられている。 
スキルを向上するためには、“体験”が重要であり、体験を主体とした教育訓練が必要となるもの

と考えられ、体験教育によりスペシャリストを養成することが重要となる。 
 
商品バリエーションや魅力の確保については、現時点で旅行商品のバリエーションが少ないのが現

状であり、様々な商品を造成するなかで魅力ある商品を数多くつくっていくことが普及につながるこ

ととなる。 
モニターツアーにおいても、「ゆったりしていることが良いが、内容的には物足りない」といった

意見もあり、障がいのレベルや種類に応じたツアーが存在することが望ましいと考えられる。 
また、現時点では、ユニバーサルツーリズムを実施する旅行事業者が限定されているが、対応する

事業者の増加が望まれる。高齢者、障がい者のための特別な旅行だけでなく、一般の旅行への高齢者

および軽度の障がい者の参加を促すことも必要となる。 
 
サポーター（介助者）の確保については、障がい者等サポートが必要な方に対して、サポーター（介

助者）を同行させることとなるが、一定以上のスキルや参加意欲をもったサポーター（介助者）を確

保することが課題である。 
現時点ではサポーター（介助者）は、旅行事業者が独自で調達しており、発地から旅行に同行させ

ることとなるため、価格にも大きく影響することとなっている。 
また、モニターツアーに参加したサポーター（介助者）からは、「ある程度の費用負担があったと

しても、自らのスキルアップややりがいのために参加したい」との意見もあり、たとえば、ケアマネ

ージャーのスキルアップの手段とするなどの対策も考えられる。 
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情報提供・宣伝段階においては、以下の３点の課題が明らかとなった。 
 ①認知度の向上 
 ②ＰＲ対象の決定、ＰＲ方法の確立 
 ③利用者による情報共有、口コミ促進 
 
認知度の向上については、ユニバーサルツーリズムの存在（障がい者等が参加できる旅行商品があ

ること）が認知されていないのが現状であり、認知度を向上し、高齢者、障がい者等に旅行参加を促

すことが必要となる。 
モニターツアーの参加者も、半数以上が「旅をあきらめていた」との意見があり、“障がい者でも

旅行に行けること”を認知してもらうことによって、需要を喚起することが望まれる。 
 
ＰＲ対象の決定、ＰＲ方法の確立については、如何に対象者に情報を伝えるかが課題であるため、

認知度向上の方法に加え、具体的なＰＲの対象や告知方法などについて検討する必要がある。 
障がい者についてみると、障がいは様々なものがあり、画一的な情報提供だけでは、十分な情報提

供ができない可能性がある。また、旅行の意思決定が家族の場合も多いことから広くＰＲしていくこ

とも重要である。 
先進事業者のＰＲ方法をみると、各企業の会員へのＰＲ・告知によるリピーターの確保や福祉施設

等への営業により、ピンポイントでのＰＲを行なっている例などが見られる。 
 
利用者による情報共有、口コミ促進については、認知度向上や情報提供の重要な手段として捉える

必要がある。 
障がい者の身の回りの世話をしているケアマネージャーや支援施設を通した情報提供も有効な手

段であると考えられる。 
 
販売段階においては、以下の２点の課題が明らかとなった 
 ①顧客との情報交換（顧客に関する情報把握およびバリア情報などの提供） 
 ②販売価格の低減 
 
顧客との情報交換については、旅行事業者から旅行者への情報提供と旅行者からの情報収集の両方

が必要である。 
旅行事業者から旅行者への情報提供については、バリアの情報などを適切に伝えることにより、旅

行者が参加の可否を判断してもらうとともに、参加する上での留意事項や注意などを理解してもらう

必要がある。 
また、旅行者からの情報収集については、通常の旅行と異なり、参加者個々の状況が異なることか

ら、参加者から制約条件などをヒアリングをし、各々の制約に対応できるようにすることが必要とな

る。 
 
販売価格の低減については、バリアフリー旅行（障がい者等のための特別な旅行）の場合、リフト

バスの調達やサポーター（介助者）の同行など特別なサービスが必要になることから、価格が通常ツ

アーの２～３倍になる場合もあり、参加の大きなハードルになるものと考えられる。 
 
特効薬はないが、参加者の増加やサポーター（介助者）確保体制の整備などによって、価格につい
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ても低減を図る必要があると考えられる。 
モニターツアーに参加した障がい者の家族からは、「障がい者の旅行費用が高いのは理解できるが、

家族も同額というのが理解できない」との意見もあり、障がい者、家族、サポーター（介助者）それ

ぞれの位置づけについても検討する必要がある。 
 
実施段階においては、以下の２点の課題が明らかとなった。 

①添乗員等のスキル向上 
②対応範囲の明確化 

 
添乗員等のスキル向上については、添乗員等同行する職員、サポーター（介助者）のホスピタリテ

ィの向上、スキルの向上によるサービスの充実が必要である。 
添乗員の経験値の向上にあわせて、苦手意識の払拭も重要な課題であり、体験型の教育訓練制度な

どが必要になると考えられる。 
 
対応範囲の明確化については、高齢者や障がい者を対象としていることから、旅行と介護、医療等

の区別が難しいという側面もある。また、健常者と混在の旅行の場合、障がい者のみに特別なサービ

スを実施できないことが考えられる。 
旅行事業における対応範囲も明確にするとともに、旅行者にも旅行業務の範囲を理解してもらう必

要がある。 
また、高齢者、障がい者等の旅行においては、事故等の危険性が通常の旅行よりも大きいことから、

リスク対応手段も検討しておく必要がある。 
モニターツアーにおいても、参加者に対して、旅行総合保険をかけてリスクヘッジしている。 
 
評価段階においては、通常の旅行と同様に、旅行後の満足度調査から改善につなげるプロセスが重

要である。 
先進事業者へのヒアリング結果より、高齢者、障がい者等においては、通常の旅行よりもリピート

率が高いことから旅行者を増加させる上でも必要不可欠な行為であるといえる。 
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５.２ 具体的取り組み内容の検討 

表８はユニバーサルツーリズム推進のための課題および対応策を、旅行事業のビジネスプロセスご

とに整理したものである。 
 
「ユニバーサルツーリズムに消極的な事業者の課題」においては旅行事業者アンケートから明らか

となった対応できない理由・課題を示した。「先進事業者の取り組み」においては、ヒアリングから

明らかとなった、先進事業者が実施している取り組みやノウハウに関する事項を記載した。また、「今

後の取り組み・施策（案）」においては、先進事業者がさらに拡大するための施策および業界全体で

の底上げを行うための施策を整理した。 
 
ユニバーサルツーリズムに消極的な事業者においては、「先進事業者の取り組み」を参考にユニバ

ーサルツーリズムへ参画していただくとともに、今後の発展のために、業界や行政（国、自治体など）

とも連携した総合的、継続的な施策が必要であると考えられる。 
 



 34

表８ ユニバーサルツーリズム推進のための課題と対応策  

プロセス 課題項目 
ユニバーサルツーリズムに消極的な事業者の課題 

（旅行事業者へのアンケート調査結果より抽出（第２章）） 

先進事業者の取り組み例 

（先進事業者へのヒアリング調査結果より抽出（第３章）） 

今後の対応方針、施策（案） 

さらに推進するための取り組み 

企画・準備 

プロセス 

１）受け地側との連携強化 

 

□現地の受入環境に関する情報が少ない（宿泊施設、

交通機関など） 

□受入先の状態がどのくらい対応できるかわからない

□ネットワーク構築、情報交換（宿泊施設、交通事業

者、サポーター（介助者）、現地支援団体など） 

□現状確認（宿泊施設、段差、交通手段、トイレ、お

風呂、食事など） 

□現地支援者の確保（ＮＰＯ、社会保険福祉協会） 

■受け地の評価・認定制度・評価制度 

■取り組み事例の整理⇒シンポジウム等による周知 

 ２）企画側のスキル向上（人材教育など） □高齢者及び障がい者の対応に関する専門知識の不足

（人材・組織・体制・現地情報等） 

□専門のスペシャリストを養成しないと難しい 

□専門部署の設置、専門家の育成 

□教育制度（体験参加など） 

□ノウハウの蓄積・マニュアル・チェックシート作成 

■企画マニュアルの作成 

■モニターツアーの実施 

■人材育成制度の構築（講座、研修、体験） 

■相談窓口の設置（旅行事業者の問い合わせ対応） 

 ３）商品バリエーションや魅力の確保 □現状は利用者の選択肢が少なく、多くの参加が望め

ないため、普及の妨げとなっている 
－ 

※収益性の向上、旅行者の増加やそれに伴う旅行事業

者の新規参入により解決できる 

 ４）サポーター（介助者）の確保 □サポートするスタッフがいない 

□責任を持って同伴してくれる人の確保が必要 

□サポーター（介助者）の登録（各社独自） 

□教育制度・モニターツアーの実施（サポーター（介

助者）養成講座） 

■サポーター（介助者）の登録 

■サポーター（介助者）養成講座 

情報提供・宣伝 

プロセス 

１）認知度の向上 

－ 

□機関誌の発行（会員等への情報発信） 

□ＨＰによるＰＲ 

□福祉団体、施設との連携 

■プレス発表、ＨＰ等による広報の実施 

■“旅行＝健康増進”のＰＲなどイメージ戦略の実施

 

 ２）ＰＲ対象の決定、ＰＲ方法の確立 

－ － 

■旅行参加者の実態調査の実施（ターゲットの絞り込

み、ユニバーサルツーリズム旅行の経済効果の明確

化） 

 ３）利用者による情報共有、口コミ促進 
－ 

□福祉団体、施設との連携 ■利用者情報交換サイトの設置（口コミ情報の収集な

ど） 

販売 

プロセス 

１）顧客との情報交換（顧客に関する情

報把握およびバリア情報などの提供） 

□販売サイドの高齢者・障がい者の旅行に関する理

解・教育が不足（自信を持って説明できない／正確

な情報を伝えられない） 

□施設の案内が共通ではないので実際の調査に時間が

かかる。基準もあいまいなので実際現地で見ないと

わからない 

□専門部署の設置、専門家の育成（窓口の一元化） 

□旅行者からの情報収集（チェックシート） 

□旅行者への情報提供（ネガティブ情報の提供） 

□企画のフィードバック（旅行者の状況をもとに、企

画内容、支援内容を再検討） 

■相談窓口の設置（顧客の問い合わせ対応） 

■販売対応マニュアルの作成 

■情報提供、情報収集項目の整理（チェックシート）

 ２）販売価格の低減 

 

□高コスト（現地コスト、サポーター（介助者）を付

けるコスト等）と少量販売により収益確保は難しい

□リピーターによる旅行者の確保 ■バリアフリー旅行に対する支援制度 

■教育プログラム、キャリアパスとしての体験参加を

促進 

実施 

プロセス 

１）添乗員等のスキル向上 □医療面の配慮をする必要があると感じる 

□経験者によるトラブル事例、解決方法などの情報共

有が必要 

□十分な知識・経験を保有した添乗員の配置やフォロ

ー体制の整備が困難 

□専門部署の設置、専門家の育成 

□教育制度（ホスピタリティと実地体験） 

□ノウハウの蓄積・マニュアル作成 

■緊急対応マニュアル作成 

■人材育成制度の構築（講座、研修、体験） 

 ２）対応範囲の明確化 □どういった問題が発生しうるか、まったく予想がつ

かない。そのためどのような対応をしたらよいか検

討がつかない 

□責任問題：障がい者、高齢者への責任の範囲を明確

化し旅行業社の責任負担を軽減すべき 

□介護に関わる部分は旅行者個別契約 ■旅行業としての業務範囲の明確化 

■保険制度の整備 

評価・ 

フィードバック 

１）顧客の満足度確認から改善のプロセ

ス 
－ 

□通常ツアーと同様に、アンケートなど実施 

□専門部署において、ノウハウの蓄積 
－ 

 ２）実施側の業務プロセス改善の仕組み

づくり 
－ 同上 － 
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５.３ 課題への対応の方向性 

５.３.１ 旅行事業者の取り組み 

これまでの調査結果から、旅行事業者は、ユニバーサルツーリズムおよびバリアフリー旅行の必要

性を感じているにもかかわらず、「ノウハウがない」、「協力者がわからない」など、対応方法がわか

らないという理由から、参画に二の足を踏んでいることがわかった。また、ユニバーサルツーリズム

が普及しない大きな理由として、介助などスペシャルなサービスが必要なことから高額の商品になら

ざるを得ない実情があり、そのため多くの参加者が望めないこと、ひいては旅行事業者が利益を確保

しづらい実態があることがわかった。 
 
ユニバーサルツーリズムは、旅行により障がい者や高齢者が元気に社会参加することができること

から、社会貢献的要素も大きい。一方で、多くの旅行事業者が参画し多様な商品を提供することで、

ユニバーサルツーリズムの普及や認知度の向上、旅行者層の拡大に繋がり、ひいては適正な収益モデ

ルの確立に繋がるものと考えられる。そのためまずは、社会貢献活動の一環としてでも、旅行事業者

にユニバーサルツーリズムに参画してもらい、次いでそこから徐々に取組みをステップアップしても

らうことが重要な課題であるといえる。 
 
図８は旅行事業者のユニバーサルツーリズムに参画するための成長モデルを示したものである。ま

ずは、先進的に取り組みを実施している事業者に学び、自社の経営判断として、参画するか否かを決

定する必要がある。 
そのうえで、専門部署、専門家を設置し、取り組みを繰り返すごとにノウハウを蓄積し、自社のス

タイルにあった商品にカスタマイズする必要がある、 
また、最終的には、事業として十分に収益を生むモデルを模索し、自社の主力商品にまで成熟させ

ることを目指すこととなる。 
 

Step１

Step２

Step３

Step４

・取り組みを理解する・取り組みを理解する

・自社の取り組み方針を決定

・専門家の育成

・自社の取り組み方針を決定

・専門家の育成

・取り組みをはじめる

・フィードバックシステムを構築

・取り組みをはじめる

・フィードバックシステムを構築

・営業戦略に位置づけ

・次のステップへ

・営業戦略に位置づけ

・次のステップへ

・経営判断
・対応の是非を判断

・先進事例を知る
・先進事業者に学ぶ

・自社で取り組む
・まずは、専門部署の設置

・ノウハウの蓄積
・カスタマイズの実施

・商品化
・収益モデルの確立

 
図８ 旅行事業者のステップアップモデル（案） 
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５.３.２ 市場を掘り起こすための対応方針 

ユニバーサルツーリズムを推進するためには、多くの高齢者、障がい者等に旅行に行ってもらうこ

とによって、旅行者の裾野を広げる必要がある。 
パック型の企画ツアーにおいて、旅行者が容易に集まると、広告宣伝費の削減やバスの乗車率の向

上などにより、現時点では高額の旅行料金低減にもつながるものと考えられる。 
通常のツアーへの参加が難しくなってきた高齢者や、障がいを持っており旅行を諦めている人への

参加を促すとともに、参加意欲の高いサポーター（介助者）の取り込みも重要な要素であると考えら

れる。 
 

（１）高齢者の旅行参加を促す 

 ✔健康効果のＰＲ（旅行が健康につながることのＰＲ） 
 ✔旅行のバリエーションの増加（歩かない旅行など） 

 
高齢者は加齢とともに、旅行参加が困難になり、旅行の回数が減少し、最終的には旅行に行かない

層となる可能性がある。 
高齢者がいつまでも旅行参加ができるように、旅行事業者の努力として、高齢者向けの旅行商品の

開発（たとえば、歩く距離が短い旅行など）を進めていく必要がある。 
また、モニターツアー旅行者の感想にもあるように、旅行に参加することにより、精神的にも、身

体的にもリフレッシュすることができ、旅行が健康につながることは明らかである。 
健康効果をＰＲすることにより、高齢者の旅行への参加意欲を高める事が必要であると考えられる。 
 

（２）障がい者（現在旅行に行けない人、何らかの制約のある人）の参加を促す 

 ✔相談窓口の設置（送り手側の視点で利用者へのアドバイス実施） 
 ✔ケアマネージャー、老人福祉施設、地域包括・在宅介護支援センター等との連携 

 
障がいのある方は、旅行における制約条件が多く、旅行という非日常のなかで、どの程度通常の生

活ができるのかといった不安が大きいものと考えられる。 
このため、“旅行に行くことはできない”と認識している場合も少なくない。 
したがって、障がい者等が不安なく旅行に参加することができるよう、旅行事業者の視点で、障が

い者等に対して、旅行ができることをお知らせするとともに、制約に応じたプランの選定や個別対応

を実施することをアドバイスすることが重要であり、そのための窓口機能が必要となってくる。 
現時点では、ユニバーサルツーリズムの取り組みを実施している先進事業者が、一部その役割を担

っている地域性などもあり、全国的、網羅的に対応できる状況にない。 
 
一方で、障がい者の場合、本人ではなく、家族やケアマネージャーからの問い合わせが多い。障が

い者の参加を促すためには、障がい者個人ではなく、ケアマネージャーや福祉施設などとの連携やＰ

Ｒも必要となってくる。 
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（３）サポーター（介助者）の旅行参加 

 ✔大学、専門学校とのタイアップ、体験ツアー（教育プログラム) 
 ✔ケアマネージャー等のユニバーサルツーリズムへの参加（キャリアパス） 

 
高齢者や障がい者を対象としたバリアフリー旅行においては、高齢者等の旅行を支援するサポータ

ー（介助者）の同行が必要となり、先進事業者の一部には、自社でサポーター（介助者）の登録を実

施し、必要に応じて参加を依頼、募集している。 
サポーター（介助者）のバリアフリー旅行への参加動機は、単に職業としてみるよりも、ボランテ

ィア、社会貢献および自らの楽しみやキャリアアップとして捉えている人も多く存在する。 
これらの人は、自身が費用負担してもバリアフリー旅行に参加したいと考えており、参加する機会

を欲している傾向にある。 
 
従来、サポーター（介助者）の同行する費用はすべて旅行者負担となっていたために、旅行費用が

高騰していたが、これらのサポーター（介助者）の自費での旅行参加を積極的に促すことにより、バ

リアフリー旅行における旅行費用の低減につながる可能性がある。 
 
ボランティアとしてのサポーター（介助者）の安定確保に加えて、福祉系の大学、専門学校の教育

プログラムの一貫として体験ツアーとして参加いただくことや、ケアマネージャーのスキルアップ、

キャリアパスにつながるシステムの構築など、サポーター（介助者）を市場として捉えた取り組みも

必要であると考えられる。 
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５.３.３ 旅行業界全体の底上げのための対応方針 

 ✔専門家育成（研修制度など） 
 ✔経営層の意識啓発 
 ✔マニュアル・チェックシートの拡充（企画、販売窓口、現場対応） 

 
前述したように、ユニバーサルツーリズムへの参画にあたっては、旅行事業者の経営判断が必要不

可欠であるとともに、職員のスキルアップおよびノウハウの蓄積が必要となる。 
各旅行事業者がスムーズにユニバーサルツーリズムおよびバリアフリー旅行に参入できるように、

業界全体としての環境整備が必要不可欠であり、今後、業界団体等の主導により企業間の連携なども

含めて実施する必要がある。 
 
業界として実施すべき施策として、例えば、経営層への意識啓発や個人のスキルアップ、意識啓発

のためのセミナーや体験ツアーの企画を実施することや、スムーズな企画、運営のためのマニュアル

の整備および公表などが必要であると考えられる。 
 

 

５.３.４ 認知度向上のための対応方針 

 ✔将来的なインバウンド市場の高齢化も見据えたマーケット規模の分析 
 ✔取り組み事例の収集とシンポジウム等による周知 
 ✔健康効果の分析とＰＲ方法の検討 

 
ユニバーサルツーリズムおよびバリアフリー旅行の認知度を高め、健常者も含めた理解を促進する

とともに、観光産業の振興に寄与する事業を実施することが重要となる。 
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６．今後の課題 

今年度の検討においては、旅行事業者へのヒアリングおよびアンケートやモニターツアーの実施に

より、旅行事業者（送り手）の視点でユニバーサルツーリズムの現状を把握し、課題を明らかにした

上で、その対応方針を検討した。 
 
現状は、一部の先進的な事業者が高齢者および障がい者向けにサービスを提供しているだけにとど

まっている。旅行のバリエーションや対応業者の少なさから認知度が低くなっており、旅行者が確保

できないことから収益性があがらないといった負のスパイラルとなっている。 
今後は、旅行者の裾野を広げるためにも、対応できていない旅行事業者においても、参画ができる

よう、業界をあげて取り組みを進める必要がある。 
 
また、本年度の検討を進める上で、ユニバーサルツーリズムを推進するためには、旅行事業者だけ

でなく、受け地の課題、利用者の課題、国、業界が対応すべき課題が存在することが明らかとなった。 
 
図９は、ユニバーサルツーリズムにおける関係者を示したものである。 
本業務においては、旅行事業者の視点で課題の抽出および対応策の検討を実施したが、今後は、旅

行事業者だけでなく、受け地側も含めた各関係者の視点で課題を明らかにし、対応策を検討すること

が必要である。 
また、送り手、受け地それぞれの現状を把握した上で、連携の可能性や協力方法について検討する

ことが必要である。 

旅行者
（高齢者・障がい者等）

アプローチ
（交通）

アプローチ
（交通）

目的地
（観光地）
目的地
（観光地）

自立的移
動手段

公共交通

・鉄道
・バス
・航空
・船舶等

・自動車
・貸切バス
・道路
・その他

・観光産業

・介護産業

・その他の産業

・旅館・ホテル
・土産物
・観光施設
・飲食施設 等

・観光産業

・介護産業

・その他の産業

・観光産業

・介護産業
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・土産物
・観光施設
・飲食施設 等

・旅館・ホテル
・土産物
・観光施設
・飲食施設 等

サービスの担い手サービスの担い手サービスの担い手

・都市計画
・まちづくり
・建築物
・産業育成
・福祉
・観光

・観光サービス
・介護サービス
・情報サービス
・その他

仲介・企画・提案・
紹介等のサービス
仲介・企画・提案・
紹介等のサービス

旅行業者

非営利組織非営利組織
情報

サービス
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非営利組織
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行政
地方自治 産業

 
 

 
図９ ユニバーサルツーリズムにおける関係者 
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今後のユニバーサルツーリズム推進にあっては、受け地の関係者として、ＮＰＯの活動が重要な位

置づけにあると考えられる。 
各地域のランドオペレーターとして、また、介護関係との連携を円滑に進める役割を担うことが期

待される。 
 
表９は、現在各地で活動をするＮＰＯ等の一覧を示したものである（ＨＰで確認できるもののみ）。

全国で２８の団体が活動をしているが、それぞれの活動内容、レベルは異なっており、各地で独自の

活動を実施しているのが現状である。 
また、ＮＰＯ等の団体が存在しない地域（空白地域）が存在しており、これらの地域では支援組織

を探すことは難しい状況であると考えられる。 
 
また、旅行においては、発地から目的地（受け地）までの一連のサービスが必要であり、地域間の

情報交換や連携は必要不可欠であると考えられる。 
各地のＮＰＯにおいても、一貫した旅行サービスを提供するためにも、個々のＮＰＯのレベルアッ

プやレベルの統一を図るためにも横の連携が必要不可欠である。 
上記の２８の団体のうち１３団体においては、日本バリアフリー観光推進機構に所属しており、シ

ンポジウムを開催（平成２４年２月に仙台にて実施、観光庁もパネラーとして参加）するなど、連携

の取り組みは一部始まっている。 
今後、受け地の体制整備としてＮＰＯの活動のあり方についても検討する必要があるものと考えら

れる。 
 
さらに、ユニバーサルツーリズム推進の施策を進めるにあたっては、ケアマネージャーの活用や福

祉関連施設との連携などの介護制度との連携調整が必要なことがわかった。また、旅行事業者そのも

のの教育とあわせてサポーター（介助者）確保などのためには教育制度との連携が必要であることも

わかった。 
これら多分野の組織や制度との連携も今後の課題であるといえる。 
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表９ ユニバーサルツーリズムに関連するＮＰＯ 

No. 地域 名称 

１ 北海道 知床バリアフリー旅行情報センター 
２ 〃 カムイ大雪バリアフリーツアーセンター 
３ 〃 旅とぴあ北海道 
４ 〃 ふらっとほーむ 
５ 宮城 ゆにふりみやぎ 
６ 福島 ふくしまバリアフリーツアーセンター 
７ 〃 会津ユニバーサルデザインツアーセンター 
８ 東京 東京バリアフリーツアーセンター 旅行業代理業 
９ 〃 文の都バリアフリーセンター 

１０ 神奈川 横濱ジェントルタウン倶楽部 
１１ 静岡 伊豆バリアフリーツアーセンター 
１２ 〃 合同会社太陽ホスピタリティ 
１３ 三重 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 
１４ 石川 石川バリアフリー観光案内所 
１５ 京都 京都バリアフリー観光案内所 
１６ 奈良 奈良観光バリアフリー案内所 
１７ 兵庫 神戸バリアフリーツーリズムセンター 旅行業２種 
１８ 広島 呉バリアフリーツアーセンター 
１９ 鳥取 トラベルフレンズとっとり 
２０ 島根 山陰バリアフリーツアーセンター 
２１ 愛媛 四国バリアフリーツアーセンター 
２２ 愛媛 愛媛バリアフリー観光案内所 
２３ 福岡 バリアフリーネットワーク九州会議 
２４ 熊本 ＵＤくまもと 
２５ 佐賀 佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター 
２６ 大分 大分バリアフリー観光案内所 
２７ 〃 自立支援センターおおいた 
２８ 沖縄 バリアフリーネットワーク会議 
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