
 

 

 

 

ユニバーサルツーリズムの促進に 

関する効果検証 
 

 

報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

 

観光庁観光産業課 
 

 

  



 

 



 

－ ⽬ 次 － 
 

 

１． はじめに ................................................................................................................................... 1 

１.１ 検討経緯 ............................................................................................................................................ 1 

１.２ 本業務の目的................................................................................................................................... 2 

１.３ 本業務の進め方 .............................................................................................................................. 2 

 

２． 受入拠点の効果検証 ........................................................................................................... 3 

２.１ 調査概要 ............................................................................................................................................ 3 

２.２ 調査結果 ............................................................................................................................................ 7 

２.３ 受入拠点の効果検証結果のまとめ .................................................................................... 48 

 

３． 旅行業者の効果検証 ........................................................................................................ 51 

３.１ 調査概要 ........................................................................................................................................ 51 

３.２ 調査結果 ........................................................................................................................................ 52 

３.３ 旅行業者の効果検証結果のまとめ .................................................................................... 97 

 

４． ユニバーサルツーリズムの更なる普及促進 ........................................................ 99 

４.１ 一般消費者へのアンケート調査とユニバーサル旅行商品の普及促進 .............. 99 

４.２ 地域における活動強化に向けた取組 ............................................................................. 113 

 

５． 今後の課題と方向性 .................................................................................................... 144 

 

 



 1

１．はじめに 
１.１ 検討経緯 

ユニバーサルツーリズム（以下、本文中 UT と表記）を推進する上では、旅行の「送

り手（旅行業者）」、「受け手（観光地）」双方の取組が重要であり、観光庁においても両

者の視点から調査・検討がなされてきた。 

平成 23 年度には、旅行の送り手側の視点に立ち、旅行業者へのヒアリングおよびア

ンケート調査、モニターツアーの実施により、旅行業者（送り手）の視点から UT の現

状を把握した上で、課題を明らかにし、その対応方針を検討した。 

平成 24 年度には、地域における UT の取組を抽出し、受入環境を整備する上で、重

要な役割を担う、地域におけるバリアフリー旅行相談窓口等の活動状況を把握するとと

もに、現状の課題を抽出し、今後の対応方針、取り組むべき方向性について検討した。

また、関係者間の連携を強化し、UT の更なる促進を図るため、シンポジウムを開催し

た。 

平成 25 年度には、地域の受入拠点における強化策を行うことで、UT に対応した地

域づくりを進め、地域の受入体制強化マニュアルを作成するとともに、旅行商品として

の認知度向上、商品の供給促進等に資する取組について検討した。また、旅行がもたら

す健康増進等の効用調査等を通じて、UT の更なる普及促進を図った。 

平成 26 年度には、平成 25 年度に引き続き、地域の受入拠点における強化策を行う

とともに、ユニバーサル旅行商品の供給促進に向けた旅行業者によるワーキング・グル

ープを設置し、今後の具体的な方策を検討した。また、地域や旅行業界が UT に前向き

に取り組むための基礎データとして、UT に係るマーケティングデータを整備するとと

もに、シンポジウムを開催し、UT の更なる普及促進を図った。さらには、外国人旅行

者（高齢者、障がい者等）を受け入れるための体制を検討するとともに、外国人旅行者

（高齢者、障がい者等）に対するホームページ等の整備を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ ユニバーサルツーリズムにかかわるこれまでの検討内容 

 

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
（2012年）

17年度以前
（2005年）

平成25年度
（2013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）
バリアフリー法（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）

◎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

旅行の送り
手にかかる
課題の検討

◎シンポジウム
の開催
(H25/2)

◎観光立国推進基本計画（H24/3）
「ユニバーサルツーリズムの促進」

旅行の着地
側にかかる
課題の検討

平成26年度
（2014年）

平成27年度
（2015年）

・受入拠点の
強化

・旅行商品の
供給促進に
向けた検討

・旅行による
効用の検証

・更なる受入
拠点の強化

・旅行商品の
供給促進に
向けた検討

・マーケティン
グデータ整備

・外国人旅行
者（高齢者、
障がい者等）
への対応検
討

◎シンポジウム
の開催
(H27/3)

・受入拠点の
効果検証

・旅行業者の
効果検証

・ユニバーサ
ルツーリズム
の更なる普
及促進
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１.２ 本業務の目的 

これまでの検討経緯を踏まえ、本業務では、高齢者・障がい者等、移動や宿泊等にお

いて支援を必要とする観光困難者を含む、誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備

するため、旅行の「送り手（旅行業者）」、「受け手（観光地）」双方のこれまでの取組の

現状を把握するとともに、消費者の視点等から取組の効果を把握し検証することで、UT

の更なる普及促進を図ることを目的に実施した。 

 

１.３ 本業務の進め方 

本業務では、大きくは次の３項目について調査を実施した。 

第一に「受入拠点の効果検証」として、地域において UT に係るバリアフリー旅行相

談窓口として活動する運営主体へのアンケート調査、バリアフリー旅行相談窓口利用者

へのアンケート調査を実施し、地域における受け入れの中心を担うバリアフリー旅行相

談窓口等の現状ならびに効果について検討した。 

第二に「旅行業者の効果検証」として、旅行業者の UT に対する取組姿勢、取組実態

の変化等をアンケート調査により把握するとともに、旅行業者の利用者に対するアンケ

ート調査を実施することで、旅行業者の取組の現状ならびに効果について検討した。 

第三に「UT の更なる普及促進」として、一般消費者へのアンケート調査とユニバー

サル旅行商品の普及促進等のため、「第 28 回全国健康福祉祭やまぐち大会」において調

査および普及促進を実施するとともに、地域における受入体制の更なる強化に向けた取

組として、3 地域を対象に UT の活動強化に向けた取組を実施した。 

 

 

図表２ 調査検討の手順 

２．受入拠点の効果検証 ３．旅行業者の効果検証

１．計画準備

（１）バリアフリー旅行相談窓口の
運営主体へのアンケート調査

（２）バリアフリー旅行相談窓口の
利用者へのアンケート調査

（１）一般消費者への

アンケート調査とユニバーサル
旅行商品の普及促進

５．今後の課題と方向性

（１）旅行業者への
アンケート調査

（２）旅行業者の
利用者へのアンケート調査

４．UTの更なる普及促進

（２）地域における活動強化に
向けた取組
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２．受入拠点の効果検証 

２.１ 調査概要 

UT に係る地域の受入体制を強化する上では、地域の観光に関連したバリアフリー情

報の収集、発信等を行い、行政や地域の観光、宿泊、移送、福祉等の関係者とネットワ

ークを持つことにより、旅行者からの問合せや相談等に適切に対応することができる窓

口機能を有する組織（受入拠点／バリアフリー旅行相談窓口）が重要となる。 

地域の UT に係るバリアフリー旅行相談窓口は、地域のバリアおよびバリアフリー情

報や障がい者等に対する支援情報等を収集・蓄積し、その情報を利用者に提供する。加

えて、観光事業者等を対象としたセミナーや勉強会の開催、バリアフリー化の指導・ア

ドバイス、サポーター（介助者）の育成や派遣等を実施することで、UT に対応した観

光地づくり（バリアフリー観光地づくり）を推進する役割を担う。 

バリアフリー旅行相談窓口が機能を果たすことで、高齢者や障がい者等の利用者は問

合せ時の手間や負担等が減少し、地域の観光事業者は、高齢者や障がい者等の受け入れ

に関するアドバイス等を受けることで適切な対応の実現、スキルアップ等に繋がると考

えられる。 

本調査では、このような地域の UT に係るバリアフリー旅行相談窓口設置の効果を把

握・検証するため、全国のバリアフリー旅行相談窓口をネットワークしている「日本バ

リアフリー観光推進機構」および「日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク」と

連携し、図表３に示す３つの調査を実施した。なお、調査の実施にあたっては、全国で

活動が継続しているバリアフリー旅行相談窓口および地域（図表４）を対象とした。 

 

図表３ 受入拠点の効果検証調査の概要 

調査の区分 調査の概要 

（1）バリアフリー旅行相談窓口の

運営主体へのアンケート調査 

○バリアフリー旅行相談窓口の活動実態を把

握するとともに、利用者数やサービス内容

等、事業開始以降の変化等を把握 

（2）バリアフリー 

旅行相談窓口の 

利用者への 

アンケート調査 

①地域関係

団体調査

○バリアフリー旅行相談窓口を利用する地域

の関係者を対象に、バリアフリー旅行相談窓

口の利用内容や評価、有効性・意義等を把握

②消費者 

個人調査

○バリアフリー旅行相談窓口を利用する当事

者（高齢者、障がい者等）を対象に、バリア

フリー旅行相談窓口の利用内容や評価、有効

性・意義等を把握 
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図表４ 受入拠点の効果検証の調査対象 

No. バリアフリー旅行相談窓口名 所在地 備考 

1 カムイ大雪バリアフリーツアーセンター 北海道旭川市 

日本バリアフリ

ー観光推進機構

（①）の会員 

2 仙台バリアフリーツアーセンター 宮城県仙台市 

3 ふくしまバリアフリーツアーセンター 福島県福島市 

4 石川バリアフリーツアーセンター 石川県金沢市 

5 東京バリアフリーツアーセンター 東京都江東区 

6 伊豆バリアフリーツアーセンター 静岡県伊豆の国市 

7 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 三重県鳥羽市 

8 松江/山陰バリアフリーツアーセンター 島根県松江市 

9 トラベルフレンズ・とっとり 鳥取県鳥取市 

10 呉バリアフリーツアーセンター 広島県呉市 

11 広島バリアフリーツアーセンター 広島県広島市 

12 四国バリアフリーツアーセンター 愛媛県新居浜市 

13 佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター 佐賀県嬉野市 

14 かごしまバリアフリー相談センター 鹿児島県霧島市 

15 別府・大分バリアフリー観光センター 大分県別府市 

16 チックトラベルセンターハート TO ハート 愛知県名古屋市 

17 しゃらく 兵庫県神戸市 

18 ピュアフィールド風曜日 北海道川上郡弟子屈町 

日本ユニバーサ

ルツーリズム推

進ネットワーク

（②）の会員 

19 NPO 法人 旅とぴあ北海道 北海道旭川市 

20 一般社団法人日本 UD 観光協会 北海道札幌市 

21 NPO 法人 いわき自立生活センター 福島県いわき市 

22 大阪ユニバーサルツーリズムセンター 大阪府大阪市 

23 神戸ユニバーサルツーリズムセンター 兵庫県神戸市 

24 
NPO 法人 ＵＤくまもと 

ユニバーサルツーリズムセンター 
熊本県熊本市 

25 NPO 法人 バリアフリーネットワーク九州会議 福岡県福岡市 
①および②の 

会員 
26 沖縄バリアフリーツアーセンター 沖縄県那覇市 

27 NPO 法人高齢者・障がい者の旅をサポートする会 東京都目黒区 
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２.１.１ バリアフリー旅行相談窓口の運営主体へのアンケート調査概要 

UT に係る地域のバリアフリー旅行相談窓口の活動実態を把握するとともに、バリア

フリー旅行相談窓口の設置効果として、利用者数の推移やサービスの内容の拡大など経

年変化を定量的、定性的に把握することを目的として、バリアフリー旅行相談窓口の運

営主体へのアンケート調査を実施した。 

 

図表５ バリアフリー旅行相談窓口の運営主体を対象とした調査の概要 

調査対象 全国で活動が継続している地域の運営主体 

調査方法 
日本バリアフリー観光推進機構、日本ユニバーサルツーリズム推進ネッ

トワークを通じて運営主体に対しアンケート調査票を配布・回収 

調査項目 

①バリアフリー旅行相談窓口への問合せ・相談等 

・問合せ・相談の対応手段 

・問合せ・相談件数の推移 

・ホームページによる情報発信 等 

②調査および情報発信施設数（推移） 

③提供サービスの利用件数（推移） 

・車いす、ベビーカー貸出、人的介助サービス 等 

④サービス対象エリア（推移） 

⑤地域経済への効果 

⑥今後の課題 

回収数 計 27 団体（図表 4 参照） 
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２.１.２ バリアフリー旅行相談窓口の利用者へのアンケート調査概要 

バリアフリー旅行相談窓口の利用者を対象に、以下に示す２種類の調査を実施した。 

 

（１）地域関係団体調査概要 

地域においてバリアフリー旅行相談窓口を利用する観光関連事業者、自治体等の地域

関係団体を対象に、バリアフリー旅行相談窓口の利用内容や評価、有効性・意義を把握

するためのアンケート調査を実施した。 
 

図表６ バリアフリー旅行相談窓口利用団体（地域関係団体）を対象とした調査の概要 

調査対象 
バリアフリー旅行相談窓口を利用する地域の観光協会、宿泊施設、 

旅行会社、自治体 等 

調査方法 各地のバリアフリー旅行相談窓口を通じて調査票を配布・回収 

調査項目 

①組織・団体の属性 

②認知経路 

③主な相談内容 

・バリアフリー旅行相談窓口の連携手段、頻度 

・利用内容 等 

④利用による利点 

⑤現状のバリアフリー旅行相談窓口のサービス等に係る課題 

回収数 計７８件（図表 4 に示す窓口のうち 13 団体より回収） 

 

（２）消費者個人調査概要 

バリアフリー旅行相談窓口を利用する当事者（高齢者、障がい者等）を対象に、バリ

アフリー旅行相談窓口の利用内容や評価、有効性・意義を把握するためのアンケート調

査を実施した。 
 

図表７ バリアフリー旅行相談窓口利用者（個人）を対象とした調査の概要 

調査対象 バリアフリー旅行相談窓口を利用する高齢者、障がい者 等 

調査方法 各地のバリアフリー旅行相談窓口を通じて調査票を配布・回収 

調査項目 

①認知経路 

・バリアフリー旅行相談窓口名、認知のきっかけ 等 

②利用状況 

・利用理由、利用回数 等 

③主な相談内容 

④利用による利点 

⑤現状のバリアフリー旅行相談窓口のサービス等に係る課題 

⑥他地域のバリアフリー旅行相談窓口の認知、利用状況 

⑦旅行実態 

⑧属性、障がいの有無 等 

回収数 計 121 件（図表 4 に示す窓口のうち 15 団体より回収） 
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２.２ 調査結果 

地域の UT に係るバリアフリー旅行相談窓口設置の効果を把握・検証するために実施

した、バリアフリー旅行相談窓口の運営主体および利用者（地域関係団体、個人）への

アンケート調査結果を以下に示す。 

 

２.２.１ バリアフリー旅行相談窓口の運営主体へのアンケート調査結果 

UT に係る地域のバリアフリー旅行相談窓口の活動実態や設置効果等を把握すること

を目的として、相談窓口の運営主体を対象に調査を実施し、計 27 団体より回答を得た。 

 

（１）調査結果の概要 

本アンケート調査結果の概要を以下に示す。 

①バリアフリー旅行相談窓口の運営状況およびサービス内容 

○窓口への問合せ・相談への対応手段は、「電話」や「メール」の活用が多く、問合せ・

相談件数は、平成 23 年度の 9,574 件から年々増加傾向にある。 

⇒ 平成 26 年度は 15,829 件と平成 23 年度から約 1.7 倍増加 

○ホームページへのアクセス数を把握している窓口の割合は 26％に留まっているが、

アクセス数は、平成 23 年度から平成 26 年度にかけて約 2.2 倍増加している。 

○地域の「観光施設」、「宿泊施設」、「飲食施設」等の各種施設に関するバリアフリー調

査を 89％の窓口が実施しており、合計で 5,875 件の情報を蓄積している。 

⇒ そのうち、合計 4,869 件の情報を、ホームページ等を通じて発信 

○窓口では、地域の各種施設等の情報発信、利用者からの問合せ対応に加え、UT に関

連する様々なサービスを高齢者や障がい者等に提供している。 

○サービスの一例として、67％の窓口が「車いすの貸出サービス」を実施しており、

その他、15％の窓口が「ベビーカーの貸出サービス」、79％の窓口が入浴介助等の

「人的介助サービス」を実施している。 

⇒ 各種サービスの利用者は増加傾向にあり、平成 23 年度から平成 26 年度にかけ

て「車いすの貸出サービス」は約 1.4 倍、「人的介助サービス」は約 2.8 倍増加

○今回の調査対象窓口のサービス対象エリアを日本地図上に図化した結果、サービスの

空白地域が多くみられる状況にある。 

②地域経済への効果、今後の課題 

○窓口があることによる地域経済への効果としては、地域の高齢者や障がい者等のマー

ケット拡大による「観光客の増加」や、UT およびバリアフリー対応に関する「地域

の意識向上」、「取組の推進」を指摘する意見が多い。 

○今後の課題としては、「相談窓口の運営上の課題」や「取組を拡充していく上での課

題」を挙げる意見が多く、継続的かつ発展的な取組を図るための予算や人材の育成・

確保、地域の理解促進等を挙げる意見があった。 
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（２）バリアフリー旅行相談窓口の運営開始時期 

・バリアフリー旅行相談窓口の運営開始時期としては、「平成 21 年～平成 25 年」とい

う回答が 42%と も多く、次いで「平成 26 年以降」という回答が 27%と、5～6 年

前から窓口を運営している団体が 69%となっている。 

 

[回答者数：27]           

図表８ バリアフリー旅行相談窓口の運営開始時期 

 

（３）バリアフリー旅行相談窓口への問合せ・相談等 

 １）問合せ・相談への対応手段 

・バリアフリー旅行相談窓口への問合せ・相談への対応手段として、全ての窓口で「電話」

と「メール」を活用しており、「対面」で対応している窓口は 67％となっている。 
 

 

[回答者数：27]        

図表９ バリアフリー旅行相談窓口における問合せ・相談への対応手段 

 

≪「その他」の手段（自由記述）≫ 

・Facebook、FAX 

  

平成12年～

平成15年
3件, 12%

平成16年～

平成20年
5件, 19%

平成21年～

25年
11件, 42%

平成26年

以降

7件, 27%

27件, 100%

27件, 100%

18件, 67%

2件, 7%

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

電話

メール

対面

その他
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 ２）問合せや相談件数の把握状況 

・バリアフリー旅行相談窓口における問合せや相談件数の把握状況としては、「把握して

いる」という回答が 70%となっており、「把握していない」という回答は 30%となっ

ている。 

 

 

[回答者数：27]         

図表１０ 問合せや相談件数の把握状況 

 

 ３）バリアフリー旅行相談窓口への問合せ・相談件数の合計（年度単位） 

・バリアフリー旅行相談窓口への問合せ・相談件数は、回答のあった 17 団体の合計でみ

ると、平成 23 年度の 9,574 件から年々増加傾向にあり、平成 26 年度は 15,829 件

と、平成 23 年度の約 1.7 倍となっている。 

 

 

 
[回答者数：17]         

図表１１ 相談件数の推移 

  

把握している

19件, 70%

把握してい

ない

8件, 30%

問い合わせや

相談を受け付

けていない

0件, 0%

15,829

13,306

11,068
9,574

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

H26年度H25年度H24年度H23年度

（単位：件） 
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（４）ホームページによる情報発信等 

 １）ホームページへのアクセス数の把握状況 

・バリアフリー旅行相談窓口におけるホームページへのアクセス数の把握状況としては、

「把握していない」という回答が 74％となっており、アクセス数を把握している窓口

は 26%となっている。 

 

[回答者数：27]          

図表１２ ホームページのアクセス数の把握状況 

 

 ２）ホームページへのアクセス数の推移（年度単位） 

・バリアフリー旅行相談窓口のホームページへのアクセス数として、回答のあった 5 団体

の PV（ページビュー数）の合計を年度ごとに比較すると、平成 23 年度の 40,316PV

から年々増加傾向にあり、平成 26 年度は 89,003PV と、平成 23 年度の約 2.2 倍と

なっている。 

 

 

 
[回答者数：5]         

図表１３ ホームページへのアクセス数の推移 

  

把握してい

る

7件, 26%
把握してい

ない

20件, 74%

問い合わせや

相談を受け付

けていない

0件, 0%

89,003

47,608
42,77040,316

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

H26年度H25年度H24年度H23年度

（単位：PV） 
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（５）観光施設等のバリアフリー調査およびバリアフリー情報の発信施設数 

 １）バリアフリー調査およびホームページ等による情報発信の実施状況 

・観光施設等のバリアフリー調査、調査結果等の情報発信の実施状況として、全体の 70％

が「調査、情報発信ともに実施している」と回答している。 

・地域の観光施設等に関するバリアフリー調査に関しては、「情報発信を実施していない」

窓口を含めると、全体の 89％が実施している状況にある。 

 

 
[回答者数：27]       

図表１４ バリアフリー調査および情報発信の実施状況 

  

調査、情報

発信ともに

実施してい

る

19件, 70%

調査は実施

しているが、

情報発信は

実施してい

ない

5件, 19%

調査、情報

発信ともに

実施してい

ない

3件, 11%
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 ２）WEB サイト等での情報発信およびバリアフリー調査実施施設数 

※調査および情報発信の両方、もしくは調査のみ実施している窓口が回答 

・バリアフリー旅行相談窓口における「WEB サイト等での情報発信施設数」は、合計で

4,869 件、「観光施設等のバリアフリー調査実施施設数」は、合計で 5,875 件となっ

ている。 

・情報発信施設数とバリアフリー調査実施施設数の内訳としては、どちらも「観光施設」

という回答が も多い（情報発信：23％、調査実施：22％）。 

・また、「その他」という回答も多いことから、「観光施設」、「宿泊施設」、「飲食施設」の

情報を中心に、窓口ごとに必要な情報を調査し、発信している状況にある。 

 

 

[回答者数：20]   

図表１５ WEB サイト等での情報発信およびバリアフリー調査実施施設数 

 

【情報発信施設数の内訳】 

 

[回答者数：18]

図表１６ 情報発信施設数の内訳 

【バリアフリー調査実施施設数の内訳】 

 

[回答者数：18]

図表１７ バリアフリー調査 

     実施施設数の内訳 

≪「その他」の具体的な施設等≫ 

・トイレ、交通機関、温泉施設 等 

  

4,869

5,875

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

①ウェブサイト等での情報発信施設数

②観光施設等のバリアフリー調査実施施設数

宿泊施設

754件, 15%

観光施設

1114件, 23%

飲食施設

692件, 14%

買物施設

560件, 12%

スポーツ施設

86件, 2%

その他

1663件, 34%

宿泊施設

1016件, 17%

観光施設

1273件, 22%

飲食施設

1055件, 18%
買物施設

633件, 11%

スポーツ施設

77件, 1%

その他

1821件, 31%

（単位：件） 
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（６）提供サービスの利用件数等 

 １）車いすの貸出しサービス 

  ①車いすの貸出サービスの実施有無、開始時期等 

・バリアフリー旅行相談窓口における、「車いすの貸出サービス」の実施状況として、全

体の 67％が「提供している」と回答しており、貸出サービスを実施している窓口の 65％

が「有料サービス」、35％が「無料サービス」として実施している。 

・「車いすの貸出サービス」の開始時期としては、「平成 21 年～25 年」という回答が 41%

と も多く、次いで、「平成 26 年以降」が 29%となっている。 

 

 

[回答者数：27]         

図表１８ 車いす貸出サービスの実施有無 

 

 

 
[回答者数：17]

図表１９ 車いす貸出サービスの形態 

  
[回答者数：17]

図表２０ 車いす貸出サービスの開始時期 

  

提供している

18件, 67%

提供していない

9件, 33%

有料

11件, 65%

無料

6件, 35%

平成12年～

平成15年

1件, 6%

平成16年～

平成20年
4件, 24%

平成21年～

25年
7件, 41%

平成26年

以降

5件, 29%
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  ②車いすの所有台数および貸出件数 

・車いすの貸出サービスを実施している窓口の車いすの所有状況としては、「1～5 台」と

いう回答が 62%と も多く、10 台以上所有している窓口は全体の 19％となっている

（「11～15 台」が 6％、「21 台以上」が 13％）。 

・また、車いすの貸出サービスの実施件数は、平成 23 年度の 1,281 台から年々増加傾

向にあり、平成 26 年度は 1,795 台と、平成 23 年度の約 1.4 倍となっている。 

 

[回答者数：16]        

図表２１ 車いすの所有台数 

 

 

 
[回答者数：19]         

図表２２ 車いす貸出サービスの件数 

 

  

1～5台
10件, 62%

6～10台

3件, 19%

11～15台

1件, 6%

16～20台
0件, 0%

21台以上

2件, 13%

1,795
1,659

1,592

1,281

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H26年度H25年度H24年度H23年度

（単位：台） 
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 ２）ベビーカーの貸出サービス 

  ①ベビーカーの貸出サービスの実施有無、開始時期等 

・バリアフリー旅行相談窓口における、「ベビーカーの貸出サービス」の実施状況として、

「提供している」と回答した相談窓口は 15%となっており、全体の 85％が「提供し

ていない」と回答している。実施形態としては、「有料」と「無料」が半数ずつとなっ

ている。 

・「ベビーカーの貸出サービス」の開始時期としては、「平成 16 年～平成 20 年」という

回答が半数となっており、比較的早い時期に運営を開始した窓口においてサービスが提

供されている。 

・ベビーカーの貸出サービスを実施している窓口の所有台数としては、「1～5 台」が半数

となっており、「21 台以上」所有している窓口が 1 件あった。 

 

 

[回答者数：27]

図表２３ ベビーカー貸出サービスの 

実施有無 

   

[回答者数：4]

図表２４ ベビーカー貸出サービスの 

形態 

  

[回答者数：4]

図表２５ ベビーカー貸出サービスの 

開始時期 

  

[回答者数：4]

図表２６ ベビーカーの所有台数 

  

提供して

いる

4件, 15%

提供して

いない

23件, 85%

有料

2件, 50%
無料

2件, 50%

平成12年～

平成15年

0件, 0%

平成16年～

平成20年
2件, 50%

平成21年～

25年
1件, 25%

平成26年
以降

1件, 25%

1～5台

2件, 50%

6～10台

1件, 25%

11～15台

0件, 0%

16～20台
0件, 0%

21台以上

1件, 25%
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 ３）人的介助サービス（サポーター、入浴介助等） 

  ①人的介助サービスの実施有無、開始時期等 

・バリアフリー旅行相談窓口における、サポーター、入浴介助等の「人的介助サービス」

の実施状況として、全体の 79％が「提供している（地域団体と連携：44％、窓口で実

施：35％）」と回答しており、取り組んでいる割合が高い。また、実施している窓口の

94％が「有料サービス」として実施している。 

・「人的介助サービス」の開始時期としては、ばらつきがあるが、「平成 21 年～25 年

（37％）」、「平成 16 年～20 年（32％）」、「平成 26 年以降（26％）」という回答が

比較的多い。 

 

 

[回答者数：27]         

図表２７ 人的介助サービス提供の有無 

 

 

[回答者数：17]

図表２８ 人的介助サービスの形態 

 

[回答者数：20]

図表２９ 人的介助サービスの開始時期 

  

提供している

（相談セン

ター自体が

サービスを

提供）

12件, 35%

提供している

（地域団体と

連携）

15件, 44%

提供して

いない

7件, 21%

有料

15件, 94%

無料

1件, 6%

平成12年～

平成15年
1件, 5%

平成16年～

平成20年
6件, 32%

平成21年～

25年
7件, 37%

平成26年
以降

5件, 26%
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  ②介助者の登録者数および人的介助サービスの実施件数 

・「人的介助サービス」を提供している窓口のうち、窓口自体がサービスを提供している

場合の介助者の登録者数は、「21 人以上」という回答が 40％と も多くなっている。

・また、「人的介助サービス」の実施件数は、平成 23 年度の 191 件に対し、平成 26 年

度は 536 件となっており、約 2.8 倍に増加している。 

 

 

[回答者数：10]          

図表３０ 介助者の登録者数 

 

 

 
[回答者数：13]         

図表３１ 人的介助サービスの実施件数 

  

1～5人

3件, 30%

6～10人
1件, 10%

11～15人

1件, 10%

16～20人

1件, 10%

21人以上

4件, 40%

536566

254

191

0

100

200

300

400

500

600

H26年度H25年度H24年度H23年度

（単位：件） 
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（７）サービス対象エリア 

 １）バリアフリー旅行相談窓口のサービス対象エリア 

・バリアフリー旅行相談窓口における、現在のサービス対象エリアとしては、「単独県」

という回答が約半数（48%）となっており、窓口が位置する各都道府県内を対象とし

ている窓口が多い。 

・また、全体の 22％は窓口が位置する都道府県を含めた「複数県」に関するサービスを

対象として運営している。 

・サービス対象エリアの分布状況を見ると、サービスが提供されていない空白地域が多く

残されている状況が確認できる。 

 

 

[回答者数：23]         

図表３２ サービス対象エリア 

 

 

図表３３ サービス対象エリアの分布状況 

複数県

5件, 22%

単独県

11件, 48%

複数市町村

5件, 22%

単独市町村

2件, 8%
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（８）バリアフリー旅行相談窓口による地域経済への効果 

・バリアフリー旅行相談窓口があることによる地域経済への効果としては、高齢者や障が

い者等のマーケット拡大による「観光客の増加」や、継続的な窓口の運営による「地域

の意識向上」、「取組の推進」を指摘する意見が比較的多い。 

・また、窓口への問合せ件数が増加しており、窓口があることで、地域への興味や関心に

繋がっているといった意見もあった。 

 

≪主な回答≫ 

観光客の増加 ・地域を訪れる観光客が増えている。 

・車いすを使用した観光客を地域でよく目にするようになった。 

・バリアフリー改修のアドバイスをした宿泊施設において宿泊客数の

増加がみられた。 

・障がい者スポーツ合宿の受け入れ等が盛んになってきた。 

・高齢者や障がい者等の受け入れを可能にすることで、地域の新たな

マーケット創出に繋がった。 

地域のバリアフリー

に対する意識向上 

・バリアフリー観光の重要性に対する理解が浸透してきている。 

・行政を含めた関係団体や、各施設の従業員等の意識が向上した。 

・車いすの寄付が増えた。 

・UT に関するイベント等の開催が地域への啓発に寄与している。 

・バリアフリー調査や各施設での研修やセミナー開催に関する地域か

らの依頼が増えた。 

地域の取組の推進 ・施設入口へのスロープ設置、トイレの整備等、施設のバリアフリー

整備が進んできている。 

・観光客からバリアフリー化されている地域という意見があった。 

・これまでは紹介できなかった施設が整備に着手し、紹介できる施設

になる等、地域の変化が感じられる。 

・地域のバリアフリーへの取組が具体化されてきている。 

窓口への問合せ、 

相談件数の増加 

・旅行や観光に関する相談件数が毎年増加している。 

・相談窓口の利用者がリピーターとなる割合が高くなっている。 

・車いす使用者が団体で使用できる施設や、バリアフリールームがあ

る宿泊施設等に関する問合せが増えている。 

・入浴介助サービスへの依頼件数が増加している。 

・車いす貸出サービスの実施件数が約 2 倍に増加している。 

窓口の認知度向上 ・新聞やニュース等のメディアに取り上げられることで、取組の認知

度が向上した。 

・賞の受賞により、窓口および地域の知名度向上に寄与した。 

・地域の観光に関する情報を発信することで、窓口の知名度も向上し

ている。 

[回答者数：27] 
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（９）今後サービスを継続・拡大していく上での課題 

・今後、サービスを継続・拡大していく上での課題としては、「相談窓口の運営上の課題」

や「取組を拡充していく上での課題」等を指摘する意見が多い。 

・「相談窓口の運営上の課題」に関しては、運営資金や人材の確保、利用しやすい窓口の

立地等を挙げる意見があった。 

・「取組を拡充していく上での課題」に関しては、スタッフおよび地域全体の UT に関す

る理解促進、さらなる情報発信の強化、地域や他団体との連携強化等を挙げる意見があ

った。 

 

≪主な回答≫ 

【相談窓口の運営上の課題】 

◯運営資金、事業収入の確保（14 団体） 

・窓口の増設、スタッフ配置等に関わる運営資金の確保 

・活動資金および安定的な収入の確保 

○人材の確保、育成（11 団体） 

・若いスタッフを含む人材の育成 

・スタッフの情報収集能力の向上、知識の習得 

・窓口専任のスタッフおよびヘルパーの確保 

○本業とバリアフリー旅行相談窓口対応のバランス（3 団体） 

・本業があり、相談窓口での対応やサービス、調査等に注力できない面がある 

○バリアフリー旅行相談窓口スペース（2 団体） 

・観光客が旅行中に立ち寄ることができる窓口の場所の確保 

・レンタル用の車いす、ベビーカー等を保管するスペースの確保 

【取組を継続・拡充していく上での課題】 

○地域関係団体、行政との連携（8 団体） 

・地域の観光関連事業者、行政、サポート団体等との連携強化 

・他地域の窓口等の団体とのネットワーク強化 

○UT やバリアフリーに対する意識・理解の向上（5 団体） 

・UT に対する理解促進 

・地域の各施設、事業者等との調査への協力体制の構築、先方の理解促進 

○情報発信の強化（2 団体） 

・地域を訪れる方に提供する情報の質や量の向上 

・施設の改修や営業停止、地域の再開発等に合わせた情報の更新 

○外国人観光客への対応（1 団体） 

・外国人観光客の増加に対応した、サービスの多言語化 

【その他の課題】 

・バリアフリー対応車両の車種や台数が少なく、低床バスも未導入 

・民間の団体等が所有しているバリアフリー対応車両の柔軟な運用の許可（規制緩和）

[回答者数：27] 
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２.２.２ バリアフリー旅行相談窓口の利用者へのアンケート調査結果 

バリアフリー旅行相談窓口の利用内容や評価、有効性・意義を把握することを目的と

して、相談窓口を利用する地域関係団体、当事者（高齢者、障がい者等）を対象に調査

を実施した。 

 

（１）地域関係団体へのアンケート調査結果 

バリアフリー旅行相談窓口の利用者として、観光関連事業者、自治体等の地域関係団

体を対象に調査を実施し、計 78 件の回答を得た。 

 

 １）調査結果の概要 

本アンケート調査結果の概要を以下に示す。 

①バリアフリー旅行相談窓口の利用状況 

○地域関係団体は、「他団体や知人からの紹介（28％）」や「セミナーやシンポジウム

（19％）」を通じて窓口の存在を知り、利用している。 

○窓口の利用状況としては、バリアフリー整備に関する助言、情報発信による施設や団

体の紹介等を挙げる意見が多い。 

⇒ 窓口と地域関係団体が、地域の受入体制強化に連携して取り組む関係性を構築 

⇒ 各施設に高齢者や障がい者等から問合せがあった場合の「相談先」としても機能

○窓口との連絡は、「電話（85％）」や「対面（65%）」、「メール（63％）」により実

施し、月に数回やり取りしている地域関係団体もみられる。 

②バリアフリー旅行相談窓口の利用効果と今後の利用意向 

○窓口の利用効果として、地域関係団体の 91％が事業や業務に窓口が「大いに役立っ

ている（72％）」または「少し役立っている（19％）」と回答している。 

⇒ 窓口のサービスや役割に対して、地域関係団体より高い評価を得た 

○利用効果の内容としては、窓口との情報交換やアドバイスを通じて、「職員の接遇向

上（38％）」や「ハード面のバリアフリー対応促進（33％）」、「高齢者や障がい者の

利用客増加（31％）」等を挙げる意見が多い。 

○窓口に対する高い評価から、地域関係団体の 96％が窓口を今後も「利用したい」と

回答している。 

⇒ UT やバリアフリー対応に関する 新情報や継続的なアドバイス等を期待 

③バリアフリー旅行相談窓口の改善点および課題 

○窓口の改善点や今後の課題としては、サービスに係る情報のわかりやすさ、窓口設置

数の増加、継続的な運営に向けた体制の検討や支援の必要性を指摘する意見が挙げら

れている。 
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 ２）回答者の所在地、組織・団体の区分 

・回答者の所在地としては、「佐賀県」および「兵庫県」からの回答が 19％ずつと多く、

その他、各窓口が位置する地域を中心に地域関係団体からの回答があった 

・組織・団体区分としては、「宿泊事業者」からの回答が 22%と も多く、その他、「観

光協会（20％）」や「自治体（16%）」等からの回答が比較的多くなっている。 

 

【所在地】 

 

[回答者数：80]

図表３４ 回答者の所在地 

【組織・団体の区分】 

 

[回答者数：78]

図表３５ 組織・団体区分 

 

  

佐賀県

15件, 19%

兵庫県

15件, 19%

福島県

8件, 10%石川県

6件, 8%

北海道

6件, 8%

三重県

5件, 6%

三重県

4件, 5%

大分県

4件, 5%

沖縄県

3件, 4%

鹿児島県

3件, 4%

広島県

3件, 4%

宮城県

2件, 3%

京都府

2件, 3%
島根県

2件, 3%
愛知県

1件, 1%
熊本県

1件, 1%

自治体

13件, 16%

観光協会

16件, 20%

観光事業者

6件, 7%

宿泊事業者

18件, 22%
旅行会社

4件, 5%

飲食事業者

3件, 4%

福祉事業者

3件, 4%

交通事業者

3件, 4% その他

15件, 18%
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 ３）バリアフリー旅行相談窓口を知ったきっかけ 

・バリアフリー旅行相談窓口を知ったきっかけとしては、「他団体や知人からの斡旋や紹

介」という回答が 28%と も多く、次いで、「セミナーやシンポジウム」という回答が

19%と多くなっている。 

 
[回答者数：74]        

図表３６ バリアフリー旅行相談窓口を知ったきっかけ 
 

≪「その他」の主な回答≫ 

・窓口への立ち寄り。 

 

  

21件, 28%

14件, 19%

7件, 9%

6件, 8%

5件, 7%

3件, 4%

3件, 4%

3件, 4%

2件, 3%

2件, 3%

1件, 1%

1件, 1%

6件, 8%

0% 10% 20% 30%

他団体や知人からの斡旋や紹介

セミナーやシンポジウム

設立当初から

日ごろの業務

取材や調査

センター立ち上げの一員として

WEBページ

事業で知り合った

業務委託

新聞

チラシやパンフレット

電話

その他
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 ４）バリアフリー旅行相談窓口の利用状況について 

  ①バリアフリー旅行相談窓口との関係性（連携状況、利用内容等） 

・地域関係団体とバリアフリー旅行相談窓口との関係性として、地域や施設のバリアフリ

ー対応に係る窓口からのアドバイスや、窓口での情報提供を通じた観光客への各施設の

紹介等を挙げる意見が多い。 

・また、高齢者や障がい者等からの問合せがあった場合の相談先として、窓口を活用して

いるなど、連携して受け入れに取り組む関係を構築している。 

 

≪主な回答≫ 

自治体 ・地域のバリアフリー化に向けたアドバイス・助言を依頼 

・バリアフリー化の推進および普及に向けた相互協力を実施 

・障がい者から問合せがあった場合に、窓口を紹介 

・UT に係る会議への参加、セミナー開催時等の後援 

観光協会 ・障がい者、高齢者等からの問合せがあった場合に、窓口を紹介 

・施設の改修や整備時に、窓口の当事者スタッフにアドバイスを依頼 

観光事業者 ・窓口から観光客を紹介（窓口にて施設の情報を提供） 

・施設利用時の対応等に関するアドバイスを依頼 

宿泊事業者 ・窓口から宿泊客を紹介（窓口にて施設の情報を提供） 

・車いす、電動車いす、シャワーキャリー、入浴用リフト、浴槽内の電動

昇降機等の備品をレンタル 

・入浴介助サービスの手配を依頼 

・施設のバリアフリー化に向けた改修に関するアドバイスを依頼 

・宿泊にあたっての問合せや相談等への対応を依頼 

旅行会社 ・地域のバリアフリー対応等の情報を収集（宿泊施設、観光施設、トイレ

等の情報収集上のポイント、注意点等を参照） 

・窓口から旅行客を紹介（窓口にて旅行業者の情報を提供） 

飲食事業者 ・窓口から利用客を紹介（窓口にて施設の情報を提供） 

・窓口にパンフレットを設置、ホームページでの店舗情報の発信 

・バリアフリー調査を通じたアドバイスや助言を依頼 

福祉事業者 ・窓口からの依頼に応じて、ヘルパーの派遣や介護タクシー手配等を実施

・バリアフリー対応に関するアドバイスを依頼 

交通事業者 ・窓口に障がい者等から路線バスに関する問合せがあった場合に、連携し

てノンステップバスの配車等の対応を実施 

・窓口からの依頼に応じて、介護タクシーを配車 

・地域の車いす使用者を対象としたバスの利用教室や、運転士を対象とし

た研修等へのアドバイザーとしての参加を依頼 

・バリアフリー関連のイベントに連携して参画 

[回答者数：73] 
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  ②バリアフリー旅行相談窓口の連絡手段 

・地域関係団体におけるバリアフリー旅行相談窓口の連絡手段としては、「電話」による

連絡という回答が 85%と も多く、その他、「対面（65%）」や「メール（63％）」に

より連絡をとり、連携を図っているという回答が多くなっている。 

 

[回答者数：80]        

図表３７ バリアフリー旅行相談窓口との連絡手段 

 

  ③バリアフリー旅行相談窓口との連絡頻度 

・バリアフリー旅行相談窓口との連絡頻度としては、回答にばらつきがあるが、「月 2～3

回程度（23％）」や「月 1 回程度（23％）」、「年 4～5 回程度（22%）」という回答の

割合がやや高くなっている。 

 

 
[回答者数：56]           

図表３８ バリアフリー旅行相談窓口との連絡頻度 

 

≪「その他」の主な回答≫ 

・窓口との連携が必要になった場合に、随時、相談・利用している。 

・ウェブページを週 1 回程度閲覧し、連携したプロジェクトを年数回実施している。 

・パンフレット作成やシンポジウムへの参加を通じて情報共有を実施している。 等 

  

68件, 85%

52件, 65%

50件, 63%

16件, 20%

6件, 8%

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

電話

対面（窓口訪問、打合せ、会議等）

メール

WEBページの閲覧

その他

ほぼ毎日

3件, 5% 週1回程度

3件, 5%

週2～3回程

度

1件, 2%

月2～3回程

度

13件, 23%

月1回程度

13件, 23%

年4～5回程

度

12件, 22%

年2～3回
程度

9件, 16%

年1回程度

2件, 4%
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 ５）バリアフリー旅行相談窓口の利用効果 

  ①バリアフリー旅行相談窓口の役立ち度 

・バリアフリー旅行相談窓口を利用することによる事業や業務への役立ち度としては、全

体の 91％が「大いに役立っている（72％）」または「少し役立っている（19％）」と

回答しており、地域関係団体より高い評価を得ている。 

 
[回答者数：75]        

図表３９ バリアフリー旅行相談窓口の役立ち度 

≪回答した主な理由≫ 

自治体 ・専門的な立場からの意見・情報等が大変役立つ 

・調査および情報発信を通じて、観光客の誘客に繋がっている。 

・車いすの貸出サービスが地域住民にも好評となっている。 

観光協会 ・細やかな観光情報の発信が観光客に喜ばれている。 

・観光客の障がいの種類や程度に応じた案内を実施している。 

観光事業者 ・ハード面だけでなく、ソフト面の対応が重要という考え方を教わった。

・施設整備時に相談したが、それ以降は連携を図れていない。 

宿泊事業者 ・連携してバリアフリー整備を図ることで、売上の増加に繋がった。 

・様々な福祉機器が揃っており、ニーズにあったサービス提供に繋がる。

旅行会社 ・窓口が有する観光地や宿泊施設等の地域の情報を参考にしている。 

飲食事業者 ・車いす使用者の来店が増えた。 

・スタッフのモチベーション向上や店舗のイメージアップに寄与した。 

福祉事業者 ・窓口との連携や取組がスタッフの刺激になっている。 

・空いた時間に対応しているため、利益に繋がっている。 

・窓口を通じて調べた地域の情報が、外出時に役立っている。 

交通事業者 ・障がいに関する情報や対応マニュアルの作成を含め、対応に困った時に

気軽に相談できる。 

・窓口を通じて貸切バスの申込みが入るなど、売上に貢献している。 

その他 ・地域のバリアフリー調査を信頼して依頼することができる。 

・今後の窓口との連携、有効活用を期待している。 

 [回答者数：64]

大いに役

立っている

54件, 72%

少し役立っ

ている

14件, 19%

どちらともい

えない

7件, 9%

あまり役

立って

いない

0件, 0%

役立って

いない

0件, 0%
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  ②バリアフリー旅行相談窓口との連携による変化および効果 

・バリアフリー旅行相談窓口との連携による事業や業務の変化および効果としては、「従

業員・職員の高齢者や障がい者への接遇が向上した」という回答が 38%と も多く、

その他、「ハード面のユニバーサルデザイン化、バリアフリー化が進んだ（33％）」や

「高齢者や障がい者の利用客が増えた（31％）」という回答が比較的多くなっている。

 

[回答者数：80]       

図表４０ バリアフリー旅行相談窓口との連携による変化および効果 

 

≪回答した主な理由≫ 

従業員・職員の接

遇向上 

・相談窓口からの助言等により、バリアフリーに関する知識の向上、

意識の変化に繋がった。 

・職員のお客様への対応が劇的に変化した。 

ハード面の 

整備促進 

・バリアフリールームの設置、手摺りの設置、車いすの購入に寄与。

・地域の旅館やホテル等でバリアフリー化を図る施設が増えた。 

高齢者や障がい 

者の利用増加 

・旅行業者を通じたユニバーサル旅行商品の団体客が増加した。 

・年齢や障がいを理由に旅行を諦めていたが、旅行に出かけたことが

できたと喜ぶお客様が増えた。 

・車いす使用者、地域の支援団体や障がい者スポーツ関係団体等から

の問合せや訪問が増えた。 

全体の利用客増加 ・受入可能なお客様の幅が拡がり、一般のお客様も増えた。 

観光収入の増加 ・申込者の増加により収益があがった。 

・これまで旅行を諦めていた層への周知・情報提供により、観光客お

よび収益の増加が期待できる。 

クレームの減少 ・対応に困った際に窓口に相談することで、クレームが減少している。

  

30件, 38%

26件, 33%

25件, 31%

12件, 15%

9件, 11%

9件, 11%

24件, 30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

従業員・職員の高齢者や障がい者への

接遇が向上した

ハード面のユニバーサルデザイン化、

バリアフリー化が進んだ

高齢者や障がい者の利用客が増えた

全体として利用客が増えた

利用客の増加等により

観光収入が増加した

高齢者や障がい者からの

クレームが減少した

その他
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 ６）バリアフリー旅行相談窓口の今後の利用意向 

・バリアフリー旅行相談窓口の今後の利用意向としては、全体の 96％が「利用したい」

と回答しており、「利用するつもりはない」という回答はなかった。 

・その理由としては、高齢者や障がい者等のニーズが高まることが想定される中で、 新

の情報入手や継続的なアドバイス等を期待する意見が多く、今後の新たな取組に向けた

連携を求めている。 

 

[回答者数：73]         

図表４１ バリアフリー旅行相談窓口の今後の利用意向 

 

  

利用したい

70件, 96%

利用するつ

もりはない

0件, 0%

どちらともい

えない

3件, 4%
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≪回答した主な理由≫ 

自治体 ・地域全体のバリアフリー化推進に向けて、連携が必要不可欠である。 

・窓口が、バリアフリーに関する 新の動向や障がい者のニーズを的確に

把握し、情報発信やアドバイス等のサービスを実施しているため。 

・事業者に対し、ハード・ソフトの両面から指導を実施しているため。 

・観光客から問合せがあった場合に、安心して窓口を紹介できる。 

・窓口と連携を強化することで、新たな事業の展開が期待できる。 

・地域の課題解消に向けた専門的知見や先進事例等を知ることができる。

観光協会 ・窓口スタッフが障がい当事者であり、当事者目線で対応している点が非

常に貴重だと感じている。今後も良きアドバイザーであってほしい。 

・今後、アクティブな車いす使用者の訪問数を増やしていきたいと考えて

おり、アドバイスや指導等を依頼したい。 

観光事業者 ・今後、バリアフリー旅行に対するニーズが増加すると見込まれるため。

・今後の施設整備において、不明点等について相談したい。 

宿泊事業者 ・当事者の視点からのアドバイスが、お客様の満足度に繋がる。 

・高齢者マーケットに対して、新しい商品を展開したいため。 

・障がい者や高齢者の旅行需要が高まる中で、様々な情報の入手や、対応

に関する相談を行いたい。 

旅行会社 ・障害者差別解消法の施行により、お客様への正確な情報提供が求められ

る中で、地域の貴重な情報を把握している。 

・地元だからこそ分かる 新の情報を有しているため。 

飲食事業者 ・バリアフリー化を推進するにあたり、新しい情報を入手したい。 

・施設や対応にまだ不備が多く、定期的にアドバイスを受けたい。 

・自分達では気づかない点を指摘してもらえる。 

福祉事業者 ・外出支援の際の情報収集先として、今後も窓口を活用したい。 

交通事業者 ・通院や転院以外の用途でも介護タクシーを利用してもらいたい。 

・窓口が充実することで、高齢者や障がい者等の外出機会が増えることを

期待している。 

その他 ・様々な情報の収集や、高齢者の旅行支援に関する相談をしたい。 

・宿泊施設や旅行業者に対し UT への理解促進を図るために、窓口が蓄積

してきた経験や知識を活用させていただきたい。 

・障がいのあるお客様の需要が高まる中、今後も協力して対応を図ってい

きたい。 

・高齢者や障がい者等の宿泊時の入浴介助に対する要望が今後増えると予

想されるため、顧客満足度の向上に向け大いに利用したい。 

[回答者数：65] 
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 ７）バリアフリー旅行相談窓口の改善点・課題 

・バリアフリー旅行相談窓口の改善点・課題としては、サービス内容や領域等に係る情報

のわかりやすさ、窓口設置数の増加、継続的な運営に向けた体制の検討および支援等を

指摘する意見が挙げられている。 

 

≪主な意見≫ 

自治体 ・窓口のサービス内容や実績が外部からは分かりにくい。民間企業や行政

等へのサービスを明確化することで、活動の場が広がるのではないか。

・将来的には、自主運営ができる形を目指す必要がある。 

・バリアフリー対応の観光施設の把握、対応の磨き上げをお願いしたい。

・窓口がある地域以外の市町村に支所ができると利便性が向上する。 

観光協会 ・発信している情報の確認や更新が必要である。 

・情報を把握、蓄積だけでなく、情報を知ってもらうための取組が必要。

・1 つの地方都市に 1 つ、窓口があると良い。実現するためには行政の支

援が必要となる。 

・窓口の役割や目的が浸透していない面があり、施設側が調査を望むよう

な状況になっていない。 

・エリア内だけでなく、広くバリアフリー調査を実施してほしい。 

・障がい者の受入方法等にばらつきがあるため、障がい者と健常者の区別

が無い社会づくりを進めてほしい。 

宿泊事業者 ・バリアフリーに関する情報の収集および提供をお願いしたい。 

・窓口がビジネスとして持続、自立できるよう、国や行政のさらなる支援

を期待する。 

・他地域への情報発信が不足している。窓口単体での対応は難しく、全国

の窓口をつなぐ交流の場やツール構築といった行政の支援を期待する。

・窓口スタッフの入れ替わりが少ないと利用しやすい。 

福祉事業者 ・窓口の支所が増えると、より対応がスムーズになるのではないか。 

交通事業者 ・全国の主要な空港や鉄道駅、観光案内所等に窓口機能が設置され、高齢

者や障がい者が自由に旅行し満足できる社会になることを期待する。 

その他 ・窓口のサービス内容等に関して、ホームページ等でわかりやすく発信し

てほしい。 

・まだ窓口を利用したことがない層に対し、UT を当たり前に実施できる

ことを広く周知する必要がある。 

[回答者数：33] 
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（２）消費者個人へのアンケート調査結果 

バリアフリー旅行相談窓口の利用者として、当事者（高齢者、障がい者等）を対象に

調査を実施し、計 121 件の回答を得た。 

 

 １）調査結果の概要 

本アンケート調査結果の概要を以下に示す。 

①バリアフリー旅行相談窓口の利用状況 

○窓口利用者は、「知人の紹介（36％）」や「インターネット（38％）」を通じて窓口

の存在を知り、利用している。 

○窓口を利用した理由としては、地域の観光施設や宿泊施設等の情報収集、介助等の手

配といった旅行計画時の相談や問合せを目的として利用している。 

⇒ 利用者の 96％が「旅行の準備期間から窓口を利用」すると回答 

⇒ 旅行の「半月～１ヶ月前（38％）」、「１ヶ月～２か月前（31％）」に利用 

○窓口への相談は、「電話（85％）」や「WEB の閲覧（57％）」、「メール（45％）」等

の手段を主に活用している。 

○窓口を利用した旅行は、「家族・親族（40％）」との旅行が も多く、同行人数は「2

人（27％）」や「３人（24％）」という回答が比較的多い。 

○窓口への相談内容としては、地域の「宿泊施設のバリアフリー情報（64％）」や「観

光施設のバリアフリー情報（60％）」に関する情報収集、問合せ等が多い。 

⇒ 利用者は、地域の施設等に関する情報を求めて相談や問合せを実施 

②バリアフリー旅行相談窓口の満足度と今後の利用意向 

○窓口利用に対する満足度としては、利用者の 97％が「よかった」と回答しており、

利用者から高い評価を得た。 

⇒ 特に、窓口の対応や地域の詳細な情報の提供による安心感等を評価 

○全国および利用経験がある地域以外の窓口の認知度としては、利用者の 63％が窓口

の存在を「知っている」と回答している。 

○また、利用者の 53％が訪問先に窓口がないことで「困ったことがある」と回答して

おり、窓口があることの有効性を示している。 

⇒ 地域の詳細かつ信頼性の高い情報収集に困り、旅行自体を諦めた利用者も存在 

○窓口利用への満足度の高さから、利用者の 96％が今後も旅行時に窓口を「利用した

い」と回答。 

⇒ 窓口の情報やサービス等に関する満足感や安心感が旅行しやすさに寄与 

③バリアフリー旅行相談窓口の改善点および課題 

○窓口の改善点や今後の課題としては、情報の正確さや分かりやすさの向上、窓口の設

置数や対象エリアの拡大、情報発信の強化等を指摘する意見が挙げられている。 
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 ２）バリアフリー旅行相談窓口を知ったきっかけ 

・バリアフリー旅行相談窓口を知ったきっかけとしては、「知人の紹介」という回答が

36％、「インターネット」という回答が 33％と比較的多くなっている。 

 

 

[回答者数：120]        

図表４２ バリアフリー旅行相談窓口を知ったきっかけ 

 

≪「その他」の主な回答≫ 

・モニターツアーの参加で知った。 

・障がい者スポーツの交流を通じて知った。 

・旅行に出かけた際に、社会福祉協議会へ連絡したところ、窓口を紹介された。 

・所属する団体が主催する会に、窓口の関係者が来て活動内容等の説明を受けた。 

・障がい者スポーツイベントへの参加をきっかけに窓口を知った。 等 

  

43件, 36%

40件, 33%

10件, 8%

5件, 4%

5件, 4%

1件, 1%

16件, 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

知人の紹介

インターネット

テレビ

新聞

パンフレット

観光案内所

その他
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 ３）バリアフリー旅行相談窓口の利用状況 

  ①バリアフリー旅行相談窓口を利用した理由 

・バリアフリー旅行相談窓口を利用した理由としては、地域の観光施設や宿泊施設等に関

する情報収集、人的サポートや移動手段の手配依頼等、旅行計画時の相談や問合せを目

的として利用している。 

 

≪主な回答≫ 

旅行全般 ・初めて訪れる場所で何も情報がなかったため、窓口に問合せたところ、

資料送付や親身な相談対応を受けることができた。 

・夫が車いすを使用しており、負担なく楽しむことができる旅行とした

かったため、少しでも地域の情報を入手したく相談した。 

・個人旅行の行程を考える際に、バリアフリー関連の情報がなく不安を

感じたため窓口を利用した。 

観光施設 

観光地 

・県外から訪問する車いす使用の友人を案内できるよう、飲食店や駐車

場、ホテル等の地域のバリアフリー情報を知りたかったため。 

・車いす使用者も楽しむことができるマリンレジャーの情報を入手した

かったため。 

・障がいがあるが、旭山動物園を見学したいと思い相談した。 

宿泊施設 ・車いすで宿泊できる施設の情報を入手するため。 

・1 ヶ月間の長期滞在を予定しており、バリアフリー対応の宿泊施設や

マンスリーマンションを探していた。 

・肢体不自由の生徒の修学旅行や宿泊研修に関して相談するため。 

・車いす使用者も入浴できる施設を調べるため。 

人的サポート 

介助者等 

・福祉タクシーや入浴介助の手配を依頼するため。 

・全盲のため、現地で誘導してもらえる介助者を依頼するため。 

・介助者の同行による負担軽減、訪問先のバリアフリー情報の収集等、

自分の障がいに応じたサービスが必要だったため。 

・入浴やトイレの介助を手配するために相談した。 

イベント参加 ・車いすマラソンに参加できるのかどうか相談した。 

・障がい者スポーツの合宿および大会の支援に関して相談した。 

・スポーツイベントに参加する間の、ダウン症の子供の見守り等につい

て相談した。 

・旭川で開催される夏の祭りに車いす使用者と参加するため。 

交通機関 

移動等 

・時刻表や車いすで利用可能なバス等の移動経路について相談した。 

・介護タクシー利用方法等に関する相談を実施した。 

その他 ・車いすのタイヤが旅行中にパンクし、修理について相談した。 

・UT の取組状況等を学ぶため。 

[回答者数：119] 
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  ②バリアフリー旅行相談窓口を利用した旅行回数 

・バリアフリー旅行相談窓口を利用した旅行回数として、「1 回程度」という回答が 37％

と も多い。次いで、「3～5 回程度」という回答が 30％となっており、数回窓口を利

用して旅行に出かけている方もいる。 

 

[回答者数：117]       

図表４３ バリアフリー旅行相談窓口を利用した旅行回数 

 

  ③旅行時のバリアフリー旅行相談窓口の利用方法および時期 

・旅行時におけるバリアフリー旅行相談窓口の利用方法としては、全体の 96％が「旅行

の準備期間から相談センターを利用」と回答しており、当日の窓口訪問だけでなく、事

前の計画段階から利用している割合が高い。 

・また、窓口を利用する時期としては、「半月～１ヶ月前」という回答が 38％と も多く、

「１ヶ月～２か月前」という回答も 31％あった。 

 

 

[回答者数：117]

図表４４ 窓口の利用方法 

 

[回答者数：106]

図表４５ 旅行前に窓口を利用する時期 

 

  

1回程度

42件, 37%

2回程度

23件, 21%

3～5回程度

34件, 30%

6～10回程度

13件, 12%

旅行当日の

窓口訪問の

みの利用

5件, 4%

旅行の準備

期間から相

談センター

を利用

112件, 96%

半月～

１ヶ月前

37件, 38%

1ヶ月～

2ヶ月前

30件, 31%

2ヶ月～

3ヶ月前

16件, 16%

4ヶ月前以上

15件, 15%
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  ④バリアフリー旅行相談窓口への相談方法 

・旅行時のバリアフリー旅行相談窓口への相談方法としては、「電話」という回答が 85％

と も多く、次いで、「WEB の閲覧（57％）」、「メール（45％）」といった回答が多く

なっている。 

 

 
[回答者数：121]       

図表４６ バリアフリー旅行相談窓口への相談方法 

 

 

  ⑤旅行１回あたりの相談回数 

・旅行 1 回あたりの相談回数としては、「１回程度」という回答が 31％と も多く、次

いで、「３回程度（19％）」や「２回程度（18％）」という回答が多くなっている。 

 

 
[回答者数：121]        

図表４７ １回の旅行あたりの相談回数 

 

  

103件, 85%

69件, 57%

55件, 45%

45件, 37%

14件, 12%

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

電話

WEBの閲覧

メール

窓口訪問

その他

1回程度

74件, 31%

2回程度

42件, 18%3回程度

45件, 19%

4回程度

11件, 5%

5回程度

34件, 14%

6～10回程度

27件, 11%

11回以上

6件, 2%
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  ⑥窓口への相談方法ごとの旅行１回あたりの相談回数 

・旅行 1 回あたりの相談回数を相談手段ごとにみると、相談方法として回答が も多い、

「電話」に関しては「１回程度（24％）」や「２回程度（26%）」という回答が多く、

「WEB の閲覧」に関しては「１回程度（29%）」という回答に次いで、「6～10 回程

度（25%）」という回答が多くなっている。 

・また、「メール」での相談回数としては、窓口とのやりとりが生じることもあり、「５回

程度（35％）」という回答が多く、「窓口訪問」は「1 回程度（77％）」という回答が

多い。 

 

【旅行１回あたりの電話相談回数】 

 

[回答者数：88] 

図表４８ 旅行１回あたりの電話相談回数 

【旅行１回あたりの WEB 閲覧回数】 

 

[回答者数：61]

図表４９ 旅行１回あたりの WEB 閲覧回数

 

【旅行１回あたりのメールの回数】 

 

[回答者数：46]

図表５０ 旅行１回あたりのメールの回数

【旅行１回あたりの窓口訪問回数】 

 

[回答者数：44]

図表５１ 旅行１回あたりの窓口訪問回数

 

  

1回程度

21件, 24%

2回程度

23件, 26%3回程度

16件, 18%

4回程度

6件, 7%

5回程度

12件, 14%

6～10回程度

8件, 9%

11回以上

2件, 2%

1回程度

18件, 29%

2回程度

9件, 15%3回程度

13件, 21%4回程度

1件, 2%

5回程度

4件, 6%

6～10回程度

15件, 25%

11回以上

1件, 2%

1回程度

1件, 2%

2回程度

6件, 13%

3回程度

13件, 28%

4回程度

4件, 9%

5回程度

16件, 35%

6～10回程度

3件, 6%

11回以上

3件, 7%

1回程度

34件, 77%

2回程度

4件, 9%

3回程度

3件, 7%

4回程度

0件, 0%

5回程度

2件, 5%
6～10回程度

1件, 2%
11回以上

0件, 0%
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  ⑦バリアフリー旅行相談窓口を利用した旅行の同行者および人数 

・バリアフリー旅行相談窓口を利用した旅行の同行者としては、「家族・親族」という回

答が 40％と も多く、次いで「夫婦」、「友人」という回答が 17％ずつとなっている。

・また、窓口を利用した旅行の同行人数としては、同行者が「家族・親族」の割合が高い

ことから、「2 人（27％）」または「３人（24％）」という回答が比較的多い。 

 

 
[回答者数：121]      

図表５２ 窓口を利用した旅行の同行者 

 

 

 

[回答者数：110]        

図表５３ 窓口を利用した旅行の同行人数 

  

48件, 40%

21件, 17%

21件, 17%

17件, 14%

12件, 10%

2件, 2%

22件, 18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族・親族

夫婦

友人

自分ひとり

職場や所属する団体

の同僚

恋人

その他

1人

14件, 13%

2人
30件, 27%

3人
26件, 24%

4人

15件, 14%

5人
6件, 5%

6～10人
10件, 9%

11～15人

1件, 1%

16～20人

3件, 3%

21人以上

5件, 4%
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 ４）バリアフリー旅行相談窓口への主な相談内容 

・バリアフリー旅行相談窓口への相談・依頼の内容としては、「宿泊施設のバリアフリー

情報について」という回答が 64％と も多く、次いで、「観光施設のバリアフリー情報

について」という回答が 60％となっており、地域の施設等に関する情報収集を求めて

いる方が多いと考えられる。 

 

 

[回答者数：121]      
図表５４ 窓口への相談・依頼の内容 

 

≪「その他」の主な回答≫ 

・多目的トイレの場所等に関する相談 

・各種備品（シャワーチェア用のクッション、介護用ベッド、点滴スタンド 等）に関

する相談 

・旅行先での車いすのパンク修理に関する相談 

・マラソン参加時のサポートに関する相談 

・観光船までの乗船介助およびガイドに関する相談 

・地域の公共交通機関の設備や対応に関する相談 等 

  

78件, 64%

72件, 60%

57件, 47%

52件, 43%

46件, 38%

25件, 21%

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

宿泊施設の

バリアフリー情報について

観光施設の

バリアフリー情報について

旅行全般について

車いす、福祉機器等の

貸出サービスについて

サポーター、入浴介助等

人的介助サービスについて

その他
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 ５）バリアフリー旅行相談窓口の満足度 

・バリアフリー旅行相談窓口を利用した満足度としては、全体の 97％が「よかった」と

回答しており、利用者から高い評価を得ている。 

・回答した理由としては、窓口スタッフの対応の良さ、事前に地域の詳細な情報を入手で

きることによる安心感、簡単な手続きで必要なサポート等を手配できる点を挙げる意見

が多い。 

 

 

[回答者数：120]         

図表５５ バリアフリー旅行相談窓口の満足度 

  

よかった

116件, 97%

少しよかった

3件, 2%

どちらとも

いえない

1件, 1%

あまりよくな

かった

0件, 0%
よくなかった

0件, 0%
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≪回答した主な理由≫ 

よかった ◇バリアフリー旅行相談窓口の対応 

・同じスタッフが対応してくれるため、安心感がある。 

・天候による急な変更等にも臨機応変に対応して頂けた。 

・スタッフの対応が親切で信頼でき、プロの対応だと感じた。 

・手続きが簡単で助かった。 

◇観光地に関する情報提供 

・初めて訪れる地域の情報を事前に知ることができ、安心できた。 

・地域に関する細やかな情報提供が役に立った。多目的トイレの場所や

静かな飲食店の情報を入手できて良かった。 

・車いすで通りにくい場所を避けて観光地を回ることができた。 

◇宿泊施設に関する情報提供 

・宿泊施設のホームページだけではわからない施設の詳細な情報を入手

することができた。 

・自分で情報を探すことは時間や労力を要するが、希望に沿った宿泊施

設を紹介してもらい、旅行を楽しむことができた。 

◇交通機関・移動に関する情報提供 

・障がい者用の駐車場情報が事前に分かるとスムーズに旅行できる。 

・車いすで移動しやすい経路を事前に確認することができた。 

・紹介を受けてタクシーを利用したが、運転士の案内や対応も良かった。

◇人的サポート・介助者の対応 

・車いすのレンタルと、介助スタッフの手配を依頼したが、宿泊先の紹

介も受けることができた。介助スタッフの対応が素晴らしかった。 

・母が入浴介助を受け、数年ぶりに温泉に入ることができ喜んでいた。

◇その他 

・半身麻痺のため片手が使用できずスマホを使うことができない。ガラ

ケーでは移動しながら情報を得ることが難しいため、旅行先での情報

収集において窓口の存在は大きい。 

・毎回同じスタッフに同行してもらえるため、気兼ねなく旅行を楽しむ

ことができる。 

少し 

よかった 

・利用者への対応がマニュアル的に感じる面があった。障がいの程度や必

要な介助は個人差があるため、マニュアル的な受け答えが残念だった。

・紹介された宿泊施設が少し高く、やや使いにくい点があった。 

どちらとも 

いえない 

・紹介を受けた宿泊施設がとても良かったが、他地域の情報は自分で探す

ことになり、旅行業者に依頼せざるを得ない。 

[回答者数：105] 
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 ６）バリアフリー旅行相談窓口のサービス等に関する改善点等 

・バリアフリー旅行相談窓口のサービス等に関する改善点等としては、情報の正確さや分

かりやすさの向上、窓口の設置数や対象エリアの拡大、窓口の認知度向上に向けた周知

および情報発信の強化等を指摘する意見が挙がっている。 

 

≪主な回答≫ 

情報の充実 

分かりやすさ 

・常に 新の情報を得ることができると良い。 

・公共交通を利用する場合が多く、アクセス情報を充実して欲しい。 

・他の旅行者の体験談を共有して欲しい。 

・サイトに掲載されている施設の写真がもう少し見やすいと良い（写真

のサイズが小さい、全体がわかりにくい） 

・スマホでも簡単に情報を検索できるとさらに利用しやすい。 

窓口の数 

対象エリア 

・窓口が各都道府県の主要都市に一つずつあると良い。 

・全国各地に相談できる窓口があると、障がい者の旅行意欲がさらに湧

くのではないか。 

・地域によって利用できるサービスの内容や量に差があり、窓口自体が

ない地域もあるため、さらに窓口が増えることを期待する。 

貸出し機器の

改善 

・レンタルした車いすが雪仕様の電動車いすで大変役に立った。同じ仕

様の車いすを札幌等の主要都市に設置して欲しい。 

・コンパクトなサイズの車いすが用意されていると助かる。 

窓口の運営 ・これだけのサービスを提供しているのであれば、無料ではなく、有料

化するべきである。 

・利用料がもう少し安ければ、さらに利用回数が増えるとともに、障が

いのある友人にも勧めることができる。 

・窓口によって微妙に名称が異なるため、統一が図られると良い。 

認知度向上 ・行政に対しても、窓口があることを積極的に周知しても良いのではな

いか。 

・窓口の情報がさらに一般に周知されると良い。 

その他 ・地域によって派遣される介助スタッフの質が異なる。 

・介助スタッフは、利用者の年齢や障がいの程度等に応じた対応を求め

られるため、様々な技術や知識が必要だと感じた。より質の高い専門

性を有したスタッフの育成に努めてほしい。 

・パラリンピックの開催を控える東京においては、全ての面でより一層

の奮起を期待する。 

 [回答者数：81] 
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 ７）他地域のバリアフリー旅行相談窓口の認知度・利用意向 

  ①バリアフリー旅行相談窓口の認知度 

・全国のバリアフリー旅行相談窓口の認知度としては、「知っていて、利用したことがあ

る」という回答が 29％、「知っているが、利用したことがない」という回答が 34％と

なっており、全体の 63％が他地域の窓口を「知っている」と回答している。 

 

 

[回答者数：111]        

図表５６ バリアフリー旅行相談窓口の認知度 

 

 

  ②バリアフリー旅行相談窓口がないことで困った経験 

・バリアフリー旅行相談窓口がないことで困った経験の有無としては、全体の半数以上に

あたる 53％が旅行時に「困ったことがある」と回答している。 

・回答した具体な内容としては、地域の宿泊施設、観光施設、移動手段等に関する情報が

入手できない点を指摘する意見が多く、中には旅行を諦めてしまったという意見もあっ

た。また、他の相談先が分からない点や、情報の信頼性の低さを困った点として挙げる

意見もあった。 

 

[回答者数：111]        

図表５７ バリアフリー旅行相談窓口がないことで困った経験の有無 

  

知っていて、

利用したこと

がある

32件, 29%

知っている

が、利用した

ことがない

38件, 34%

知らない

41件, 37%

困ったことが

ある

56件, 53%

困ったことは

ない

50件, 47%
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≪回答した主な理由≫ 

困ったことが

ある 

（具体な内容）

◇宿泊施設に関する情報不足 

・宿泊施設のバリアフリー情報等を入手することができず、旅行に出

かけることを断念した。 

・車いすで楽しく安全に観光できるところがわからない。 

・やむを得ずベッドの部屋に宿泊したが、ベッドから転倒し入院した。

◇観光施設・観光地に関する情報不足 

・旅行業者の情報が現地の状況と異なり困った。 

・多目的トイレの場所が分からず現地でかなり苦労した。 

・地域の情報が少なく、検索に時間を要したため旅行を諦めた。 

◇人的サポート・介助者に関する情報不足 

・社会福祉協議会を通じて介助ボランティアを依頼するが、ボランテ

ィアが不足し派遣を断られる場合があり、その後の相談先に困って

しまう。 

・社会福祉協議会を通じて、派遣されたボランティアが高齢で介助時

の対応が怖かった。 

◇交通機関・移動に関する情報不足 

・タクシー運転士の対応が悪い地域では、自分で手配することが不安

に感じた。 

・旅行先の公共交通について、バス会社や観光案内所に問合せたが、

うまく情報を入手できずに困った。 

・情報を調べて乗車した電車がバリアフリー対応ではなく困惑した。 

◇その他 

・窓口を知る以前は全て自分で情報を集めていたため大変だった。 

・もう少し早く窓口があることを知っていれば、旅行に出かける機会

が増えていたと感じる。 

・車いすのレンタルを希望したが、どこに連絡すればよいか分からな

かった。 

・地方など、問合せや相談の窓口がどこにあるのかが分かりにくい。

また、自主的に検索しなければ得られない情報が多い。 

困ったことは

ない 

（代替手段） 

・家族で対応し、現地で車いすのまま利用できる場所を選んでいる。 

・自身で可能な限り情報を収集し、地域の施設等に直接問い合わせる。 

・旅行先の社会福祉協議会に連絡し、ヘルパー等の紹介を受ける。 

・窓口がない地域は、旅行先の選択肢に含まない。 

・旅行経験が少ない。 

・他地域に窓口があること初めて知った。 

[回答者数：96] 
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  ③バリアフリー旅行相談窓口の今後の利用意向 

・バリアフリー旅行相談窓口の今後の利用意向としては、全体の 96％が今後も「利用し

たい」と回答しており、利用者から高い評価を得ている。 

・回答した理由としては、窓口の情報やサービス等に関する満足感や安心感、旅行への出

かけやすさ等を指摘する意見が多い。 

 

[回答者数：116]       

図表５８ バリアフリー旅行相談窓口の今後の利用意向 

 

≪回答した主な理由≫ 

利用したい ・色々な場所に出かける時に地域のバリアフリー情報を入手でき助かる。

・情報入手に加え、様々な不安を相談でき、心強い。 

・旅行業者よりも障がい者の視点で考えてもらえる点がうれしい。 

・地域の人しか分からない詳細な情報を得ることができる。 

・現地に行かなくても情報が収集でき、充実した旅行を満喫できる。 

・バリアフリー情報だけでなく、観光情報も入手できる。 

・体の状態に応じた施設等を紹介し、親身に相談を受けてくれる。 

・自施設のバリアフリー化に取り組む中で、非常に勉強になる。 

・介護タクシーを簡単に手配でき、無駄な時間をかけることなく、楽し

く旅行に出かけることができる。 

・入浴介助の相談において、要望に真摯に対応して頂き感謝している。 

・介助スタッフのサポートのおかげで安心して楽しく旅行に出かけるこ

とができた。本当に親切で毎年出かけたいと感じた。 

・同じスタッフが対応してくれ、健康管理にも助言をもらえた。 

・情報収集や予約、手配等の手続きが簡易なため、また利用したい。 

・多くの方が利用することで課題が見えてくる面もあるため、さらなる

質の向上に向けて、今後も機会があれば是非利用したい。 

どちらとも 

いえない 

・期待した情報等の相違があった。 

・今後、旅行に出かける予定がない。 

・自分で調べることができない情報等があれば利用したい。 

[回答者数：101]

利用したい

111件, 96%

利用するつも

りはない

0件, 0%

どちらとも

いえない

5件, 4%
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 ８）回答者の旅行実態 

  ①普段の旅行実態 

・普段の旅行実態としては、全体の 86％が、「よく行く（30％）」または「たまに行く

（56％）」と回答しており、比較的旅行経験が豊富な回答者が多い。 

 

[回答者数：114]        

図表５９ 普段の旅行実態 

 

 

  ② 近 5 年間の旅行頻度 

・ 近５年間の旅行頻度としては、「６ヶ月に１回程度」という回答が 39％と も多く、

1 年間に数回旅行に出かけている回答者が多い。 

 

[回答者数：115]        

図表６０ 近 5 年間の旅行頻度 

 

  

よく行く

34件, 30%

たまに行く

64件, 56%

あまり行か

ない

12件, 11%

ほぼ

行かない

4件, 3%

３ヶ月に

１回程度

21件, 18%

６ヶ月に

１回程度

45件, 39%

１年に

１回程度

34件, 30%

３年に

１回程度

8件, 7%

５年に

１回程度

1件, 1%

その他

6件, 5%
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 ９）回答者の属性、障がいの有無 

  ①回答者の性別、年齢層 

・回答者の属性として、性別は約半数（男性：47％、女性：53％）となっており、年齢

層は、「40 代」が 30％と も多く、40～50 代の割合が高い。 

 

【性別】 

 
[回答者数：117]

図表６１ 回答者の性別 

【年齢層】 

 
[回答者数：116]

図表６２ 回答者の年齢層 

 

 

  ②障がいの有無 

・障がいの有無としては、回答者自身および家族等を含め、全体の 82％が障がいが「あ

る」と回答している（回答者自身：50％、家族等：29％、回答者自身と家族：3％）。

 

 

[回答者数：117]        

図表６３ 回答者の障がいの有無 

  

男性

55件, 47%
女性

62件, 53%

10代
1件, 1% 20代

7件, 6%

30代

19件, 16%

40代
35件, 30%

50代

23件, 20%

60代

17件, 15%

70代

11件, 9%

80代

3件, 3%

ある（ご回答

者自身）

59件, 50%ある

（ご家族等）

34件, 29%

ある

（ご回答者と

ご家族等）

3件, 3%

ない

21件, 18%
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  ③障がいの種類 

・回答者の障がいの種類としては、「肢体不自由」という回答が 73％と も多い。 

 

 

[回答者数：114]        

図表６４ 回答者の障がいの種類 

 

  ④障がいの程度 

・障がいの程度としては、「１級」という回答が 65％と も多く、比較的障がいが重い方

が多く、歩行補装具に関しては、「車いす」を使用している方が多くなっている。 

 

【障がい者手帳の等級】 

 

[回答者数：81]

図表６５ 障がい者手帳の等級 

【歩行補装具】 

 

[回答者数：105]

図表６６ 使用している歩行補装具 

※③で「肢体不自由」を選択した方のみ 

  

83件, 73%

8件, 7%

5件, 4%

5件, 4%

4件, 4%

3件, 3%

1件, 1%

1件, 1%

4件, 4%

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

肢体不自由

視覚障害

内部障害

知的障害

言語障害

聴覚障害

精神障害

発達障害

その他

1級

54件, 65%

2級
17件, 21%

3級
6件, 7%

4級
4件, 5%

5級

1件, 1% 6級
1件, 1%

52

25

18

0

10

0 20 40 60

車いす（歩行不可）

車いす（歩行可）

杖

歩行器

その他
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２.３ 受入拠点の効果検証結果のまとめ 

これまでに実施した UT 促進の取組等の効果として、地域の UT に係るバリアフリー

旅行相談窓口の効果を把握・検証することを目的として、窓口の運営主体および窓口の

利用者（地域関係団体・個人）を対象にアンケート調査を実施した。 

全国で活動している窓口の開設時期は、全体の 69％が平成 21 年度以降となってお

り、UT 促進の取組に合わせて開設箇所数が増加しており、拡がりをみせている。 

各窓口の運営状況として、窓口への問合せ・相談件数、ホームページへのアクセス数

は増加傾向にあり、平成 23 年度から平成 26 年度にかけて、問合せ・相談件数は約 1.7

倍、ホームページへのアクセス数は約 2.2 倍に増加している。 

問合せ・相談対応だけでなく、各窓口が提供するその他の支援サービスの利用者数も

増加しており、平成 23 年度から平成 26 年度にかけて、「車いすの貸出サービス」の利

用者数は約 1.4 倍、「人的介助サービス」の利用者数は約 2.8 倍となっている。高齢化

の進展等の社会的背景に応じて、高齢者や障がい者等の旅行に対するニーズが高まり、

窓口の利用件数増加に繋がっていると考えられ、窓口が果たしている役割は大きい。 

窓口の運営主体の視点から見た、窓口設置の効果としては、窓口への問合せ・相談を

通じた地域の「観光客の増加」や、UT および高齢者や障がい者等の受入に対する「地

域の意識向上」、「取組の推進」等が指摘されており、地域にもたらす効果を把握するこ

とができた。 

【相談窓口の開設時期】 

 

 

[回答者数：27] 

【問合せ件数の推移】 

 

[回答者数：17]

図表６７ バリアフリー旅行相談窓口の開設時期と問合せ件数の推移 

 

平成12年～

平成15年

3件, 12%

平成16年～

平成20年

5件, 19%

平成21年～

25年

11件, 42%

平成26年

以降

7件, 27%
9,574 
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窓口を利用する側の視点から見ると、地域関係団体の 91％が「事業や業務に役立つ」

と回答し、個人利用者の 97％が「窓口の対応がよかった」と回答する等、窓口のサー

ビスを地域関係団体、個人利用者ともに高く評価している。 

地域関係団体の利用状況としては、施設等のバリアフリー対応に関する助言等を求め

る場合が多く、さらに高齢者や障がい者等から各施設に問合せ・相談があった際の「地

域の相談先」としての役割を窓口が担っている。地域関係団体と窓口が連携して取組を

推進することで、職員の接遇向上や地域のバリアフリー対応の促進が図られるとともに、

高齢者や障がい者等の利用客増加に繋がっている地域もみられる。 

また、個人利用者は、主に、地域の各施設等の詳細な情報の入手、旅行に関する相談・

問合せ先として窓口を活用しており、特に旅行を計画する事前の段階に窓口を活用して

いる割合が高い。窓口の詳細な情報が旅行の安心感に繋がり、旅行に出かける意欲向上

に寄与していると考えられる。 

【業務等への役立ち度（地域関係団体）】 

 

[回答者数：75] 

【窓口利用時の満足度（個人利用者）】 

 

[回答者数：120]

図表６８ バリアフリー旅行相談窓口に対する利用者の評価 

 

利用者の多くが窓口に対して、地域の施設等に係る詳細な情報入手や情報に基づくア

ドバイス等を求めている中で、多様化するこれらのニーズに対応できるよう、各窓口に

おいて地域の情報の収集および蓄積に向けた取組が進められている。現在、回答のあっ

た窓口合計で 5,875 件の施設等の情報が蓄積されており、そのうち 4,869 件の情報が

ホームページ等を通じて広く公開されている。 

窓口の今後の利用意向として、地域関係団体、個人利用者ともに回答者の 96％が「今

後も窓口を利用したい」と回答している。窓口が有する UT およびバリアフリー対応に

関する知見・アドバイス、障がい者の視点に立って収集した地域の詳細な情報、窓口が

提供する各種サービスが、地域全体の意識の醸成および受入体制の強化、地域を訪れる

高齢者や障がい者等の増加に繋がっていることで、利用者からの高い評価を得ているも

のと考えられる。  
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窓口の運営や各種サービスに係る改善点や今後の課題として、利用者から情報やサー

ビス内容の分かりやすさの向上、窓口の設置数増加によるサービスエリアの拡大が指摘

されている。利用者からの評価が高い各種サービスをより簡単に、どこでも活用できる

環境づくりを望む声が多い。 

また、運営主体の視点から見ると、今後の継続的な運営実現に向けた予算確保や人材

の育成・確保、UT に係る地域の理解促進といった運営上および取組拡充に向けた課題

が挙がっている。窓口の継続的な運営に関しては、利用者からも体制の構築や支援を求

める意見も寄せられており、今後を見据えた対応の検討が求められている。 

バリアフリー旅行相談窓口は、地域における UT の中心的な役割を担っており、既往

窓口の更なる強化、空白地域へのサービスの拡大など取組のさらなる促進を図るための

仕組みや支援のあり方を検討していく必要がある。 
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３．旅行業者の効果検証 
３.１ 調査概要 

これまでに実施した UT 促進の取組等の効果を検証するにあたり、旅行業者および旅

行業者の利用者を対象にアンケート調査を実施した。旅行業者に対しては UT に関する

取組状況や取組姿勢、取組内容等の変化に着目し調査を実施するとともに、旅行業者の

利用者に対してはユニバーサル旅行商品の選択理由や利点、利用者目線での評価等の把

握を目的に実施した。 

以下に、各調査の概要を示す。 

 

図表６９ 旅行業者の効果検証調査の概要 

 旅行業者へのアンケート調査 旅行業者の利用者へのアンケート調査

調査対象 ○ 一 般 社 団 法 人 日 本 旅 行 業 協 会

（JATA）会員 

○ 一 般 社 団 法 人 全 国 旅 行 業 協 会

（ANTA）会員 

○過去にユニバーサル旅行商品を利

用したことがある方 

実施方法 ○JATA および ANTA を通じ、会員

企業に対してアンケート回答フォ

ームを送付する Web アンケート

調査 

○ユニバーサル旅行商品を取り扱っ

ている旅行業者を通じて、過去に

ユニバーサル旅行商品を利用した

ことがある客層に対し、アンケー

ト調査票を配布する紙面調査 

調査内容 ①UT に関する取組状況 

②UT に関する取組状況の変化 

③UT に関する取組を推進する上で

の課題・障壁 等 

①ユニバーサル旅行商品について 

②ユニバーサル旅行商品の満足度 

③観光地における高齢者や障がい者

向けのサービス 等 

回収数 ○65 社よりアンケートを回収 ○109 名よりアンケートを回収 
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３.２ 調査結果 

これまでに実施した UT 促進の取組等の効果検証を目的として実施した、旅行業者お

よび旅行業者の利用者へのアンケート調査結果を以下に示す。 

 

３.２.１ 旅行業者へのアンケート調査 

（１）調査結果の概要 

本アンケート調査結果の概要を以下に示す。 

①UT に関する取組状況 

○UT という言葉や取組に対して旅行業者の 75%が「認識している」と回答しており、

取組状況としても約半数（49％）が「取り組んでいる」と回答するなど、UT に関

する認知度が高まり、取組が徐々に浸透していると考えられる。 

○取組状況としては、「高齢者や障がい者等を対象とした旅行商品の取扱い（78％）」

が も多く、「社内教育の実施（53％）」に取り組む旅行業者も比較的多い。 

○UT の取組を始めたきっかけとしては、高齢者や障がい者等のニーズや障害者差別解

消法等の「社会的背景の変化（75％）」や「高齢者や障がい者のマーケットを重視

（63%）」といった理由を挙げる意見が多い。 

②UT に関する取組状況の変化 

○UT に関する取組状況として、旅行業者の約半数（46％）が、取組姿勢が向上した

と回答しており、その結果として、「商品数の増加（23％）」や「売上額の増加（32％）」

に繋がっている旅行業者もみられる。 

⇒ 商品数は約 1.4 倍、売上額は約 1.6 倍、問合せ件数は約 1.5 倍増加 

⇒ 「高齢者」や「身体障がい者」だけでなく、「乳幼児連れ・妊産婦」など、UT

に関する取組の対象も少しずつ拡大 

○取組状況が変化した理由としては、「高齢者や障がい者等からの問合せ数の増加」や

「旅行に対するニーズの高まり」、高齢化や法制度等の「社会背景の変化」を挙げる

意見が多い。 

○また、人材育成の取組も進められており、人材育成を実施している旅行業者の 93％

が「人材育成に積極的になった」と回答する等、取組強化が図られている。 

○取組状況が後退しているといった意見は少ない一方で、取組状況が「変わらない」と

いう意見の割合は各項目ともに多く、さらなる取組の推進を図るための仕組みや制

度、支援等が必要であると考えられる。 

③UT に関する取組を推進する上での課題・障壁 

○旅行業者の半数以上（56％）が、現状、UT に関する取組を推進する上での課題や

障壁があると認識しており、旅行業者が指摘する「知識や経験の不足」、「人材の育成

や確保」といった現状の課題や障壁の解消に向けた取組が求められる。 
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（２）項目ごとの調査結果 

本アンケート調査における設問ごとの集計結果を以下に示す。 

 １）ユニバーサルツーリズムに関する取組状況 

  ①ユニバーサルツーリズムに関する認知度 

・UT に関する取組について、全体の 75%が「UT という言葉だけでなく、取組や対象

範囲等についても認識している（40%）」または「UT という言葉だけでなく、なんと

なく取組等についても知っている（35％）」と回答しており、UT の言葉や取組につ

いて認識が高まっている。 

[回答者数：65] 

図表７０ ユニバーサルツーリズムに関する認知度 

 

  ②ユニバーサルツーリズムに関する取組状況 

・UT に関する取組状況としては、全体の約半数（49％）が「積極的に取り組んでいる

（18％）」または「取り組んでいる（31%）」と回答している。 

・また、「UT に取り組みたいと考えているが、今のところ取り組んでいない」といった

回答が 26%あり、今後の取組を始める可能性を示唆する意見も比較的多い。 

[回答者数：65] 

図表７１ ユニバーサルツーリズムに関する取組状況 
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  ③ユニバーサルツーリズムに関する取組内容 

※②で「積極的に取り組んでいる」、「取り組んでいる」と回答した方のみ 

・UT に取り組んでいる旅行業者のうち 78%が「高齢者や障がい者等を対象とした旅行

商品の取扱い」を実施していると回答している。 

・その他には、「社内教育の実施（53％）」や、「UT 関連商品の企画・造成（47%）」等

を実施しているといった回答が多い。 

 

 [回答者数：32] 

図表７２ ユニバーサルツーリズムに関する取組内容 

 

≪「その他」の意見（自由記述）≫ 

・障がい者スポーツの渡航支援 

・障がい者参加の場合の安全の確認と配慮 等 
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  ④取組を始めたきっかけ 

※②で「積極的に取り組んでいる」、「取り組んでいる」と回答した方のみ 

・UT の取組を始めたきっかけとしては、「社会的背景の変化」という回答が 75%と

も多く、次いで、「高齢者や障がい者のマーケットを重視（63%）」や「高齢者や障が

い者等からの問合せの増加（50%）」といった意見が多い。 

・また、「障害者差別解消法への対応」といった回答は 38%となっており、４月の施行

以降に取組を始める団体の増加が見込まれる。 

 

 [回答者数：32] 

図表７３ ユニバーサルツーリズムの取組を始めたきっかけ 

 

≪「その他」の意見（自由記述）≫ 

・自身（回答者）の病気がきっかけ 

・障がい者旅行を 20 年以上前に推奨した方の薦めがあり取組を実施 等 
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 ２）ユニバーサルツーリズムに関する取組状況の変化 

  ①取組姿勢の変化 

・UT に関する取組姿勢の変化としては、UT の取組が始まった当初と比較し、全体の

46%が UT の取組に「積極的になった（21%）」または「やや積極的になった（25％）」

と回答している。 

・また、全体の 49%は UT の取組に「変化がない」と回答している。 

[回答者数：65] 

図表７４ ユニバーサルツーリズムに関する取組姿勢の変化 
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  ②取組姿勢が変化した理由や要因 

・取組姿勢が「積極的になった」理由や要因としては、高齢者や障がい者等のお客様か

らの問合せ件数の増加や、社会背景の変化等を挙げる意見が多い。 

・一方で、取組姿勢が「変わらない」または「消極的になった」理由や要因としては、

業務領域や売上等を挙げる意見があった。 

 

≪主な回答（自由意見）≫ 

積極的に 

なった理由 

・障がいのある方が旅行に行けないという意識を変えたい。 

・高齢者や福祉施設等、お客様からの問合せが急増したため。 

・今後は、インバウンドに注力していきたいため。 

・窓口の設置、推進店舗の選定、マニュアル作成、システム改修等、

目に見える形で推進が進んでいるため。 

やや積極的に 

なった理由 

・2020 年オリンピック・パラリンピックの開催決定、障害者差別

解消法の施行等への対応。 

・高齢者や障がい者だけでなく、LGBT やダイバーシティ等に関す

る社会的な要請が強くなっているため。 

・担当者自身に障がいがあるため。 

変わらない 

理由 

・店頭等で可能な範囲の対応は行っており、大きな変化はない。 

・募集型企画旅行を扱っていない。 

・今のところ特別な取組はしていないが、今後どのように関われるか

を検討したい。 

やや消極的に 

なった理由 

・費用対効果で見た場合、売上がそれほど見込めないため。 

・会社として組織の見直しが必要となった。 

消極的に 

なった理由 
－ 

[回答者数：26] 
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  ③ユニバーサルツーリズム関連商品数の変化 

・UT 関連商品数の変化としては、UT の取組が始まった当初と比較し、全体の 23%が

「商品数が増えた（15%）」または「商品数がやや増えた（8%）」と回答している。

・また、全体の 72%が商品数は「変わらない」と回答している。 

[回答者数：65] 

図表７５ ユニバーサルツーリズム関連商品数の変化 

 

  ④ユニバーサルツーリズム関連商品の数 

・UT 関連商品の取扱数は、取組を始めた当初の 198 件/年（12 社合計）に対し、現在

は 287 件/年と、89 件/年（約 1.4 倍）増加している。 

 

 

[回答者数：12] 

図表７６ ユニバーサルツーリズム関連商品の数 
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  ⑤商品数が変化した理由や要因 

・商品数が「増加した」理由や要因としては、ニーズや社会的な背景を指摘する意見が

多い。 

・一方で、商品数が「変わらない」または「消極的になった」理由や要因としては、UT

関連商品の必要性まだ多くないことや、業務領域を挙げる意見があった。 

 

≪主な回答（自由意見）≫ 

商品数が 

増えた理由 

・各施設のバリアフリー対応の充実や、障がいがある方の積極的な社

会参加が、世間にも認知されるようになったため。 

・お客様のニーズに応じて旅行をコーディネイトするため、商品数は

無数にある。 

・これまでは客層が限られており、安価な商品が中心だったが、高額

でも日本の文化に触れてもらいたいという意図から。 

商品数が 

やや増えた理由

・売上のうち UT 関連商品が占める割合が拡大しており、必然的に商

品数を増やしたため。 

変わらない 

理由 

・取引のある顧客のなかで、UT 関連商品へのニーズはまだ多くない。

・UT に特化した商品の造成は行っていない。 

商品数が 

やや減った理由

・募集型の企画旅行商品はもともと造成しておらず、受注型の企画旅

行や手配旅行において対応しているため。 

商品数が 

減った理由 
・募集型企画旅行は集客不足で中止が連続し、現在は行っていない。

[回答者数：11] 
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  ⑥ユニバーサルツーリズム関連商品の売上額の変化 

・UT 関連商品の売上額の変化としては、UT の取組が始まった当初と比較し、全体の

32%が「売上額が増加した（17%）」または「売上額がやや増加した（15%）」と回

答している。 

・また、全体の 65%が売上額は「変わらない」と回答している。 

 

 [回答者数：65] 

図表７７ ユニバーサルツーリズム関連商品の売上額の変化 

 

  ⑦ユニバーサルツーリズム関連商品の売上額 

・UT 関連商品の売上額は、取組を始めた当初の 45,350 万円/年（7 社合計）に対し、

現在は 72,100 万円/年と、26,750 万円/年（約 1.6 倍）増加している。 

 

 [回答者数：7] 

図表７８ ユニバーサルツーリズム関連商品の売上額 
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  ⑧売上額が変化した理由や要因 

・売上額が「増加した」理由や要因としては、UT 関連商品に対するニーズや商品数の

増加を指摘する意見が多く、営業の強化を挙げる意見もあった。 

・一方で、売上額が「変わらない」または「消極的になった」理由や要因としては、取

組状況が変化していないことや業務領域を挙げる意見があった。 

 

≪主な回答（自由意見）≫ 

売上額が 

増えた理由 

・取扱商品数の増加、営業の強化。 

・お客様の高齢化によるニーズの増加。 

・バス車両の料金が高く、旅行代金にも反映されている。 

売上額が 

やや増えた理由

・UT に関する情報発信により、旅行を諦めていた層がリピーターと

なったため。 

変わらない 

理由 

・現在はあまり変化を感じていないが、今後、徐々に変わってくると

考えている。 

・正確に把握できていない。 

・取扱件数が増えていない（変わらない）。 

売上額が 

やや減った理由
・募集型企画旅行等の積極な展開を図っていない。 

売上額が 

減った理由 
－ 

[回答者数：11] 

  



 62

  ⑨ユニバーサルツーリズム関連の対象者の変化 

・UT 関連の取組の対象者は、UT の取組が始まった当初と比較し、全体の 29%が「対

象が拡大した（15%）」または「対象がやや拡大した（14%）」と回答している。 

・また、全体の 68%が対象者は「変わらない」と回答している。 

 

 [回答者数：65] 

図表７９ ユニバーサルツーリズム関連の対象者の変化 
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  ⑩ユニバーサルツーリズム関連の取組の具体な対象者 

・UT 関連の取組の対象を種別ごとに見ると、全体的に対象が拡大傾向にあり、特に、「高

齢者」や「身体障がい者」を取組の対象としている割合が高い。 

・また、対象としている割合の伸び率でみると、「高齢者」と「聴覚障がい者」がそれぞ

れ 9%増加しており、その他、「知的障がい者」や「乳幼児連れ・妊産婦」も 6％増加

と、やや伸び率が高い。 

 

 [回答者数：32] 

図表８０ ユニバーサルツーリズム関連の取組の具体な対象者 

 

≪「その他障がいのある方」の具体的な対象（自由記述）≫ 

・発達障がい者 

 

≪「その他」の意見（自由記述）≫ 

・認知症の方 

・難病の方 

・人工透析が必要な方 等 
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50%
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38%
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

高齢者（65歳以上）

身体障がい者

視覚障がい者

知的障がい者

聴覚障がい者

内部障がい者

精神障がい者

乳幼児連れ・妊産婦
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その他
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  ⑪対象者が変化した理由や要因 

・UT 関連の取組の対象者が「増加した」理由や要因としては、差別解消法の施行や情

報発信による客層の多様性を指摘する意見が多い。 

・一方で、対象者が「変わらない」または「消極的になった」理由や要因としては、ノ

ウハウ不足等を挙げる意見があった。 

 

≪主な回答（自由記述）≫ 

対象が 

拡大した理由 
・他社で対応できないこともあり、難病の方からの相談が増えた。 

対象がやや 

拡大した理由 

・障害者差別解消法の施行もあり、広く認識するよう指導している。

・以前は、身体障がい者を対象とした取組を行っていたが、UT 関連

の情報発信により、高齢者の旅行ニーズが増加した。 

変わらない 

理由 

・当社の客層は比較的高齢の方が多く大きな変化はないが、障がいが

ある方への対応等について検討していく必要がある。 

・当初に比べ、「認知症」に関する相談やトラブルが増えてきており、

事前に健康状態等を積極的に確認している。 

・取扱商品がない。 

対象がやや 

縮小した理由 
・ノウハウが不足しており、幅広い対象者をカバーできていない。 

対象が 

縮小した理由 
－ 

 [回答者数：8] 
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  ⑫高齢者や障がい者等からの旅行に関する問合せ件数の変化 

・高齢者や障がい者等からの問合せ（UT 関連商品等全般の問合せ）件数は、UT の取組

が始まった当初と比較し、全体の 34%が「問合せ件数が増えた（17%）」または「問

合せ件数がやや増えた（17%）」と回答している。 

・また、全体の 63%が問合せ件数は「変わらない」と回答している。 

 

 [回答者数：65] 

図表８１ 高齢者や障がい者等からの旅行に関する問合せ件数の変化 

 

  ⑬高齢者や障がい者等からの旅行に関する問合せ件数 

・高齢者や障がい者等からの問合せ件数は、取組を始めた当初の 1,256 件/年（8 社合

計）に対し、現在は 1,919 件/年と、663 件/年（約 1.5 倍）増加している。 

 

[回答者数：8] 

図表８２ 高齢者や障がい者等からの旅行に関する問合せ件数 
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  ⑭問合せ件数が増加したことによる対応強化 

※⑫で「問合せ件数が増えた」、「問合せ件数がやや増えた」と回答した方のみ 

・問合せ件数が増えたと回答した企業のうち、半数以上の 63％が高齢者や障がい者等か

らの問合せ件数が増加したことによって「対応を強化した」と回答している。 

・一方で、「対応を強化していない」という回答は 14%に留まっている。 

 

[回答者数：22] 

図表８３ 問合せ件数が増加したことによる対応強化 

 

  ⑮問合せ件数の増加により対応の強化を図った内容 

・問合せ件数の増加により対応の強化を図った内容としては、勉強会の開催等による「社

員教育の実施」や「人材の増加」を挙げる意見が多く、多様な相談への対応を可能とす

るよう、知識や能力の向上を図る取組が行われている。 

 

≪主な意見（自由記述）≫ 

・社員教育を実施し、対応できる社員数の増加を図った 

・担当する職員の増加 

・社内での勉強会や情報共有を実施 

・難病の方などからの相談は、専任担当が対応するようにした 

・英語が話せる職員の増加 

・店舗のあり方、今後の市場活性化に向けた対応を実施 等 

 [回答者数：7] 
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  ⑯社内の人材育成等の取組の実施状況と取組の内容 

・UT に関連する取組を実施するにあたり、社内の人材育成等の取組を「実施している」

と 23％が回答している。 

・また、社内の人材育成等の取組について、「これから実施していきたい」と 39%が回

答しており、今後の取組推進が期待される。 

・社内の人材育成等の取組内容としては、「社内研修等を実施（社内講師）」という回答

が 93％と も多い。また、「国や関係団体等が主催する研修やセミナー等への社員の

派遣」といった回答が 67％と比較的多く、研修やセミナー開催へのニーズも高い。 

 

[回答者数：65] 

図表８４ 社内の人材育成等の取組の実施状況 

 

 

 [回答者数：15] 

図表８５ 社内の人材育成等の取組内容 
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  ⑰人材育成等に取り組む姿勢や機会の変化 

※⑯で社内の人材育成等の取組を「実施している」と回答した方のみ 

・人材育成等に取り組む姿勢や機会に関しては、UT の取組が始まった当初と比較し、

全体の 93%が「積極的になった（46%）」または「やや積極的になった（47%）」と

回答している。 

[回答者数：15] 

図表８６ 人材育成等に取り組む姿勢や機会の変化 

 

  ⑱人材育成等に取り組む姿勢や機会が変化した理由や要因 

・障害者差別解消法の施行による影響が取組姿勢や機会が変化した理由・要因として挙

げられた。 

・また以前から取り組んできた、業界内の生き残りといった意見もみられた。 

 

≪主な回答（自由記述）≫ 

積極的に 

なった理由 

・市場のニーズと障害者差別解消法への対応。 

・ユニバーサルマナー検定の資格取得促進のため。 

やや積極的に 

なった理由 

・取扱件数の増加や、障害者差別解消法への対応。 

・業界での生き残りを図るため。 

変わらない 

理由 
－ 

やや消極的に 

なった理由 
－ 

消極的に 

なった理由 
－ 

 [回答者数：5] 
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  ⑲旅行商品等を利用する高齢者や障がい者等の数の変化 

・旅行商品等を利用する高齢者や障がい者等の数は、UT の取組が始まった当初と比較

し、全体の 35%が「利用者数が増えた（14%）」または「利用者数がやや増えた（21%）」

と回答している。 

・また、全体の 60%が旅行商品等を利用する高齢者や障がい者等の数は「変わらない」

と回答している。 

[回答者数：65] 

図表８７ 旅行商品等を利用する高齢者や障がい者等の数の変化 

 

  ⑳旅行商品等を利用する高齢者や障がい者等の数 

・旅行商品等を利用する高齢者や障がい者等の数は、取組を始めた当初の 3,346 人/年

（9 社合計）に対し、現在は 5,724 人/年と、2,378 人/年（約 1.7 倍）増加してい

る。 

 

[回答者数：9] 

図表８８ 旅行商品等を利用する高齢者や障がい者等の数 
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 ３）ユニバーサルツーリズムに関する取組を推進する上での課題や障壁 

  ①課題や障壁の有無 

・UT に関する取組を推進する上での課題や障壁に関しては、全体の 56%が「課題や障

壁がある」と回答しており、「課題や障壁はない」という回答は全体の 12％となって

いる。 

[回答者数：65] 

図表８９ ユニバーサルツーリズムに関する取組を推進する上での課題や障壁の有無 

 

 

  ②課題や障壁のうち、 も影響が大きいと感じる事項 

※①で「課題や障壁がある」を選択した方のみ 

・UT に関する取組を推進する上での課題や障壁のうち、 も影響が大きいと感じる事

項として、「実施段階（38％）」や「企画準備段階（34％）」に課題や障壁があると回

答した割合が高い。 

[回答者数：36] 

図表９０ 課題や障壁のうち、 も影響が大きいと感じる事項 
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  ③課題や障壁の具体的な内容 

・UT 関連の取組を推進する上での具体的な課題や障壁の内容として、影響が大きいと回

答があった「企画準備段階」や「実施段階」では、知識や経験の不足等、人材の育成や

確保を指摘する意見が多い。 

・その他には、情報や意識の共有や価格等を課題や障壁と挙げる意見があった。 

 

≪主な回答（自由記述）≫ 

企画準備段階 

・UT に関する知識の不足、専任担当者等の人材の不足。 

・UT に関する取組の利益への結びつきが明確ではない。 

・現行のルールでは、介護保険や介助支援等が居住地域限定となるた

め、支援領域の拡大が必要。 

・成田空港において聴覚障がい者向けの空港施設説明会を実施。今後

も各施設への協力を促していく。 

情報提供・ 

宣伝段階 

・宿泊および観光施設、交通機関等の情報提供を行うことが販売の現

場において大きな負荷になる。 

・販売時の情報と現地の食い違いなど、販売と現場の温度差が生じる

ことが懸念される。 

・地方での取組に関する情報発信が少ない。 

販売段階 ・バス代等の仕入れ値が高い。 

実施段階 

・顧客、旅行業者双方の経験が不足している。 

・宿泊施設の予約担当と受入方法等の詳細を打合せしたが、接客スタ

ッフにまで UT の考えが浸透しておらず、トラブルが発生した。 

評価段階 － 

[回答者数：10] 
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 ４）ユニバーサルツーリズムの取組全般に関する意見・感想 

 

≪主な回答（自由記述）≫ 

・これまでは特定の業者が扱っていたが、UT を業界全体で意識しなければならない状

況になってきたことで、劇的な変化が期待される。合わせて、関係機関や一般消費者

への啓発が図られると、業界全体の取組がより加速するのではないか。 

・UT の取組を推進していくためには、安全性の確保が重要であり、取扱が可能な旅行

業者を示す制度や資格が必要ではないか。数回の旅行手配経験だけでは安全が確保さ

れない。 

・UT の取組は必要であると感じているものの、導入に向けて社内の人材育成が大きな

課題であると認識している。 

・現状は認知度に課題があるが、障害者差別解消法が施行されることで、劇的に状況が

変化する可能性がある。旅行業者は比較的意識が高いが、宿泊や交通、食事といった

旅行を構成する関係機関の認知度はまだまだ低い状況にある。 

・商品を企画・造成する側からの対応や状況等の情報提供が必要。 

・UT 関連の取組は、アイデア勝負の世界であり、やりがいを感じている。 

・障害者差別解消法の施行を期に高まる企業側の取組を継続、拡大するシステムや制度

づくりが必要ではないか。 

・障害者差別解消法における合理的配慮の内容や範囲について、顧客の理解・浸透に繋

がるパンフレット等があると良い。 

・今後、UT に係る高齢者や障がい者等のマーケットが拡大することは明らかであり、

会社としていかに取り組んでいくかが課題である。観光庁や JATA からの情報提供や

積極的な指導を期待したい。 

[回答者数：9] 
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 ５）回答者属性 

  ①旅行業の種類 

・回答者の属性として、旅行業の種類に関しては、「第 1 種旅行業」という回答が 71％

と も多く、「第 2 種旅行業」が 11％、第 3 種旅行業が 17％となっている。 

[回答者数：65] 

図表９１ 旅行業の種類 

 

  ②旅行業の取扱 

・旅行業の取扱に関しては、「法人・団体営業」という回答が 57％と も多く、その他、

「店舗販売」が 46%、「電話販売」が 38％、「オンライン販売」が 32％となってい

る。 

 

[回答者数：65] 

図表９２ 旅行業の取扱 

 

≪主な意見（自由記述）≫ 

個人旅行／商品の企画・造成／問合せに応じた個別販売／インハウス（出張手配）／ 

エージェント委託販売／訪日旅行 
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  ③事業の実施有無 

・事業の領域に関しては、「国内/海外」が 79％と も多く、「国内のみ」が 11％、「海

外のみ」が 10％となっている。 

[回答者数：48] 

図表９３ 事業の実施有無 

 

 

  ④売上高 

・売上額は、企業によりばらつきはあるが、国内では、「1 億円以上 10 億円未満」とい

う回答が 50％と も多い。 

・海外では、「1 億円未満（42％）」、「1 億円以上 10 億円未満」という回答が多くなっ

ている。 

 

【国内】 

 

[回答者数：24]

【海外】 

 

[回答者数：24]

図表９４ 売上高  
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３.２.２ 旅行業者の利用者へのアンケート調査 

（１）調査結果の概要 

本アンケート調査結果の概要を以下に示す。 

①ユニバーサル旅行商品について 

○ユニバーサル旅行商品を選んだ理由としては、「バリアフリーへの配慮（67％）」や

「旅行商品の内容（65％）」、「旅行商品の行程（55%）」と回答する割合が高い。 

⇒ 全体的に、ゆったりした行程や同じような境遇の仲間と気を使わずに楽しむこと

ができる点、スタッフのサポート等を評価する意見が多い 

○ユニバーサル旅行商品に関しては、「旅行業者のパンフレット」という回答が 45％

と も多く、旅行業者からの情報をきっかけとして知った利用者が多い。 

○旅行への参加後の変化として、回答者の半数以上（58％）が「通常の旅行商品より

もユニバーサル旅行商品を選ぶ割合が高い」と回答するなど、リピーターが多い。 

⇒ 利用者の 55％が、ユニバーサル旅行商品を選ぶ割合が「８割以上」と回答 

○回答者の 54％が旅行に参加後、「旅行に出かける頻度が増えた（30%）」または「や

や増えた（24％）」と回答しており、旅行経験がその後の外出頻度の増加に寄与。 

⇒ 高齢者や障がい者等の旅行や出かけることへの安心感、自信等に繋がっている 

②ユニバーサル旅行商品の満足度 

○ユニバーサル旅行商品の満足度として、回答者の 80％が「たいへん満足した（25%）」

または「満足した（55％）」と回答しており、高い評価を得ている。 

○また、回答者の 95％がユニバーサル旅行商品を「是非、利用したい（39％）」また

は「機会があれば利用したい（56％）」と回答するなど、ユニバーサル旅行商品への

満足度が次の参加への意欲に繋がっている。 

○ユニバーサル旅行商品の改善点としては、「旅行商品の金額（56%）」や「旅行商品

の内容・サービス（43％）」を指摘する意見が多い。 

［金額］ 通常のツアーよりも高額な点、同行者の料金 等 

［内容・サービス］ 集合時間や旅行行程、宿泊施設の設備 等 

○ユニバーサル旅行商品の利用者は、旅行への参加経験が、「日常生活の生きがい」や

「社会参加への自信（38％）」に繋がっていると実感しており、回答者の 98％が、

今後のユニバーサル旅行商品等の取組拡大に「大いに期待する（66%）」または「期

待する（32％）」と回答している。 

③観光地における高齢者や障がい者向けのサービス 

○「バリアフリー旅行相談窓口」の認知度としては、「知らなかった」という回答が 74％

となっており、認知度はまだ低い状況にある。 

○本調査で「バリアフリー旅行相談窓口」の存在を知ったことで、今後の利用意向は比

較的高くなっており、積極的な情報発信により利用者の増加が期待できる。 

⇒ 今後、「是非、利用したい（29％）」、「機会があれば利用したい（54％）」 
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（２）項目ごとの調査結果 

本アンケート調査における設問ごとの集計結果を以下に示す。 

 

 １）ユニバーサル旅行商品について 

  ①ユニバーサル旅行商品を選んだ理由 

・ユニバーサル旅行商品を選んだ理由としては、「バリアフリーへの配慮（67％）」や「旅

行商品の内容（65％）」、「旅行商品の行程（55%）」と回答する割合が高い。 

 

 [回答者数：109] 

図表９５ ユニバーサル旅行商品を選んだ理由 

 

≪「その他」の意見（自由記述）≫ 

・集合時間がゆっくりしている 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

バリアフリー等への配慮

旅行商品の内容

旅行商品の行程

介助等のサポートサービス

他の参加者に気を遣わなくても良い

窓口や添乗員の対応

旅行商品の料金

情報や申込み方法の分かりやすさ

その他
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  ②ユニバーサル旅行商品の良い点 

・ユニバーサル旅行商品の良い点として、ツアーの行程や内容、参加者等を挙げる意見

が多く、全体的に「ゆったりした行程」で「同じような境遇の仲間」と旅行を楽しむ

ことができる点を評価している。 

・また、「ツアーへの同行スタッフや現地のスタッフの対応」、「バリアフリー化された施

設の選択」等により、安心感を得られる点を挙げる意見も多くあった。 

 

≪主な回答（自由意見）≫ 

ツアーの行程 

・観光地の見学時間や集合時間など、旅行行程がゆったりしている。

・トイレ休憩を多くとってもらえて良かった。 

・バスでの移動がスムーズで良い。 

・行程や移動手段など、すべて決まっていて楽ができる。 

・病気がちでも行程がゆったりしていて参加する自信がついた。 

ツアーの内容 
・障がいの程度により内容が選べる点。 

・ツアーの内容や行き先の選択が良い。 

ツアー参加者 

・参加者が少人数のため、親しくなりやすい。 

・参加者全員が障がいがあるため、気を使わずに参加できる。 

・個人の旅行は不安があるが、団体での旅行のため安心感がある。 

・旅行仲間と情報交換ができ、元気を分け合うことで普段より力が出

るような気分になる。 

スタッフの対応

・添乗員（同行者）のサポート、気配り。 

・介助者やサポーターによるきめ細かい支援サービス。 

・地元のボランティアガイドの対応。 

・何か生じた場合に、臨機応変に専門的対応を受けることができる。

・障がい者に対して思いやりがある。 

・専門ヘルパーの支援により入浴できた。 

バリアフリー 

対応 

・訪問する食事会場や宿泊施設がバリアフリー化されている。 

・各施設の設備が充実している（リフト、シャワーチェア 等）。 

・現地で車いすを借りることができた。 

・リフト付きバスで移動できる。 

その他 

・周りに気を使わなくて良く、精神的なストレスが少ない。 

・行けないと思っていた旅行に出かけられるようになった。 

・家族が安心する。 

・体が不自由でも出かけることができ、人生の楽しみとなる。 

・旅は 高のリハビリになる。 

[回答者数：91] 
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  ③ユニバーサル旅行商品を知ったきっかけ 

・ユニバーサル旅行商品を知ったきっかけとしては、「旅行業者のパンフレット」という

回答が 45％と も多く、「旅行業者のホームページ（15％）」や「旅行業者の窓口

（5％）」など、旅行業者からの情報がきっかけとなっている割合が高い（65％）。 

 

[回答者数：109] 

図表９６ ユニバーサル旅行商品を知ったきっかけ 

 

≪「その他」の意見（自由記述）≫ 

・関連する書籍やコラム、新聞記事、テレビ 

・旅行業者の新聞広告 

・社会福祉協議会 

・福祉機器の販売店に展示されていたパンフレット 等 

 

  



 79

  ④ユニバーサル旅行商品を初めて知った時期 

・ユニバーサル旅行商品を初めて知った時期としては、「５年以上前（35％）」や「3～

5 年前（30%）」という回答が多く、UT の取組が本格化する以前から商品を知り、利

用している方も比較的多い。 

 

[回答者数：107] 

図表９７ ユニバーサル旅行商品を初めて知った時期 

 

 

  ⑤ユニバーサル旅行商品に参加した以降の旅行商品を選択する比率の変化 

・ユニバーサル旅行商品に参加した以降に、旅行商品を選択する比率としては、回答者

の半数以上（58％）が「通常の旅行商品よりもユニバーサル旅行商品を選ぶ割合が高

い」と回答しており、リピーターとなる利用者の割合が高いと考えられる。 

 

[回答者数：100] 

図表９８ ユニバーサル旅行商品に参加した以降の 

旅行商品を選択する比率の変化 
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  ⑥ユニバーサル旅行商品と通常の旅行商品を選ぶ割合 

・ユニバーサル旅行商品と通常の旅行商品を選ぶ割合として、ユニバーサル旅行商品を

「８割以上」選ぶという回答が 55%と も多く、通常の旅行商品は「20％未満」と

いう回答が 61％と も多くなっている。 

 

 

[回答者数：71]

図表９９ ユニバーサル旅行商品の割合 

 

[回答者数：71]

図表１００ 通常の旅行商品の割合 

 

 

  ⑦ユニバーサル旅行商品に初めて参加した以降の旅行に出かける頻度の変化 

・ユニバーサル旅行商品に初めて参加した以降の外出頻度の変化としては、回答者の約

半数（54％）が、「旅行に出かける頻度が増えた（30%）」または「旅行に出かける

頻度がやや増えた（24％）」と回答している。 

・一方で、旅行に出かける頻度が減少したという回答は 7%に留まっている（「旅行に出

かける頻度がやや減った（5％）」、「旅行に出かける頻度が減った（2%）」）。 

 

[回答者数：101] 

図表１０１ ユニバーサル旅行商品に初めて参加した以降の 

旅行に出かける頻度の変化 
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  ⑧の旅行に出かける頻度に変化があった理由や要因 

・旅行に出かける「頻度が増えた」理由や要因としては、サポーターの同行や支援、行

程や参加者の層といったユニバーサル旅行商品の特徴を通じた、旅行の楽しさや出か

けることへの安心感、自信等を挙げる意見が多い。 

・「変わらない」または「頻度が減った」理由としては、日程の調整や費用面を指摘する

意見があった。 

 

≪主な回答（自由意見）≫ 

頻度が増えた 

・介助者の都合に関係なく、1 人でもツアーに参加できる。 

・障がいがある参加者が多く、気兼ねなく参加できる。 

・旅行の楽しさを再発見できた。 

・旅行することで友人が増え、お互いに誘い合うようになった。 

・サポーターが同行するため、安心して旅行できるから。 

・ツアーに参加できる自信がつき、外出に積極的になった。 

頻度が 

やや増えた 

・旅行で出会う友人や仲間達との交流が楽しみ。 

・旅行が生きる目標になり、体力があるうちに旅行に出かけたい。 

・車いすのままでも安心して参加できる。 

・参加者が少人数で、安心して参加できる。 

・歩くのに時間がかかっても待ってくれるため気を使わなくて良い。

・家族の負担が減る。 

・交通機関や宿泊施設の理解が高まってきている。 

変わらない 

・サポーターがついており、安心して任せることができる。 

・歩くことができるうちは、個人でスケジュールを組み、ゆっくり観

光できるよう自分で企画している。 

・旅行に参加できる時期が限られているため。 

・ツアーの頻度が少ない。 

・出発時間が早く、参加が難しい。 

頻度が 

やや減った 

・費用が掛かるため、何度も参加することは難しい。 

・日程の調整が難しい。 

頻度が減った ・旅行商品の数が少なく、出発日や時間が希望に合わない。 

[回答者数：70] 
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 ２）ユニバーサル旅行商品の満足度 

  ①ユニバーサル旅行商品の満足度 

・ユニバーサル旅行商品の満足度として、回答者の 80％が「たいへん満足した（25%）」

または「満足した（55％）」と回答しており、高い評価を得ている。 

・ユニバーサル旅行商品への「不満」を示した回答は 8％に留まっている。 

 

[回答者数：102] 

図表１０２ ユニバーサル旅行商品の満足度 

 

 

  ②満足度を回答した理由や要因 

・ユニバーサル旅行商品に対する満足度として、「満足した」理由や要因に関しては、ゆ

ったりと安心して旅行をできる点や、旅行経験が日々の生活に好影響をもたらしてい

る点を挙げる意見が多い。 

・一方、「どちらともいえない」または「不満があった」と回答した理由や要因としては、

ツアーによって内容や質が異なる点や、料金の高さを指摘する意見があった。 

 

  



 83

 

≪主な回答（自由意見）≫ 

たいへん 

満足した 

・サポーターの細やかな気配りが良かった。 

・安心・安全な旅行で、同じ境遇の仲間と分かち合うことができる。

・車いすでも参加でき、サポーターの支援のおかげで、母の夢だった

温泉に入ることができた。 

・やや料金は高いが、車いすを借りて旅行を楽しむことができ、また

参加したいと感じた。 

・素晴らしい友人が増えた。 

・車いすのままバスに乗車し、車窓の景色を楽しむことができた。 

・90 歳を過ぎても、旅行に行けると希望を持つことができた。 

・自分 1 人では行けない場所にも行くことができる。 

・旅行が大きな目標となり、日々の生活に充実と楽しみが増した。 

満足した 

・行程がゆったりしていて観光時間や食事の時間も長くてよい。 

・バス移動時のトイレ休憩の時間がゆっくりしていて良い。 

・スタッフのサポートにより、体が不自由でも旅行に出かけることが

できる喜びを感じた。 

・安心して旅行を楽しむことができた。 

・他の参加者に気を使わなくて済む。 

・旅行が楽しみとなり、日々の健康に気を付けるようになった。 

・カメラやパソコンなどの趣味ができ、参加者とメールを交換した。

・障がい者に対するサポートが適切だと感じた。 

どちらとも 

いえない 

・良い時も悪い時もあり、どちらともいえない。 

・対応が親切で気を使わずに済んだが、移動までに時間がかかる。 

・ツアーによって参加者数や夕食形式等が異なり、落ち着かない場面

があった（当たりはずれがある）。 

・ツアーの内容には満足しているが、料金が多少割高で、介助者の料

金も同額という点が気になった。 

やや 

不満があった 

・時間に余裕がない行程だった。 

・集合場所が遠く、料金が高い。 

・訪問施設の下調べが足りず、不便を感じた。 

・発着が東京に限られている。 

・お風呂に段差が有り、一度も入ることができなかった。 

・観光地等のトイレが整備されると良い。 

不満があった － 

[回答者数：85] 
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  ③ユニバーサル旅行商品の再利用意向 

・ユニバーサル旅行商品の再利用意向としては、回答者の 95％が「是非、利用したい

（39％）」または「機会があれば利用したい（56％）」と回答しており、ほとんどの

方がユニバーサル旅行商品をまた利用したいと希望している。 

 
[回答者数：102] 

図表１０３ ユニバーサル旅行商品の再利用意向 

 

 

  ④再利用意向を回答した理由や要因 

・ユニバーサル旅行商品の再利用意向を回答した理由や要因として、「利用したい」と回

答した方は、ユニバーサル旅行商品であれば安心して参加できる点や商品の魅力を挙

げる意見が多い。 

・また、「どちらともいえない」と回答した方は、個人旅行や通常のツアーに参加できる

ことを理由や要因として挙げている。 
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≪主な回答（自由意見）≫ 

是非利用したい

・行程やバリアフリーへの配慮、介助等のサポートサービスが充実し

ており、安心して旅行に参加できる。 

・障がいがあり、一般の旅行ツアーに参加できないから。 

・旅行を通じて友人ができ、健康の源となっている。 

・車いすでも温泉を諦めないで楽しむことができる。 

・歩く距離の少なさと、添乗員の丁寧な対応が良い。 

・トイレの不安がなく、安心して旅行できるから。 

・新たな目標と楽しみが増え、生きがいを感じている。 

機会があれば 

利用したい 

・ツアーの企画数が多く、選んで参加することができる。 

・集合時間がゆっくりで、集合場所に簡単に行く事が出来ること。 

・集合場所が駅の近くでわかりやすい。 

・他の参加者に気を使わなくても良い。 

・同行者がいない時にツアーに参加して旅行に出かけたい。 

・現地の状況について事前に情報収集をしなくて済む。 

・暖かくなり、気候が良くなったら参加したい。 

・年々体力が落ちているが、元気なうちに機会があれば参加したい。

・個人旅行よりもグループでの旅行の方が楽しい。 

・予算が許すのであれば参加したい。 

・料金がもう少し安くなれば、もっと参加できる。 

・旅行の内容をみて、参加を検討したい。 

どちらとも 

いえない 

・ツアーの内容を確認して参加を検討したい。 

・ゆっくりと個人旅行を楽しみたい。 

・まだ元気なので、通常の旅行に参加する。 

あまり利用した

いとは思わない
－ 

利用したいとは

思わない 
－ 

[回答者数：82] 
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  ⑤ユニバーサル旅行商品の改善点 

・ユニバーサル旅行商品の改善点としては、「旅行商品の金額」という回答が 56％と

も多く、次いで、「旅行商品の内容・サービス（43％）」という回答が多くなっている。

 

[回答者数：109] 

図表１０４ ユニバーサル旅行商品の改善点 

 

  ⑥改善点を回答した理由や要因 

・ユニバーサル旅行商品の改善点として、「旅行商品の金額」と回答した理由や要因は、

通常のツアーよりも高額な点や同行者の料金に関する意見が多い。 

・「旅行商品の内容・サービス」と回答した理由や要因は、集合時間や旅行の行程、宿泊

施設の設備や食事のサービス等を改善点と挙げる意見が多い。 

・「旅行商品の種類」または「旅行商品の数」と回答した理由や要因は、行先や宿泊施設、

出発日等の選択肢が増えることを望む意見が多い。 

 

  

61件,56%

47件,43%

44件,40%

35件,32%

12件,11%

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

旅行商品の金額

旅行商品の内容・サービス

旅行商品の種類

旅行商品の数

その他
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≪主な回答（自由意見）≫ 

旅行商品の金額

・旅行料金が安くなると、参加回数が増える。 

・一般の旅行商品に比べて料金が高い。 

・介助者や同行者の料金を考えると、２倍の料金がかかる。 

・介助者や同行者分の割引があると良い。 

・介助者やサポーターの同行費に対して、少しでも公的支援を受ける

ことができるとうれしい。 

・バリアフリールームの宿泊料金が一般客室と同額になると良い。 

旅行商品の 

内容・サービス

・集合場所が毎回異なり、参加するたびに不安を感じている。 

・集合場所まで介護タクシー等で移動するため、集合場所をもう少し

選択できると大変助かる。 

・自宅から集合場所までの移動サポートがあると参加者が増える。 

・東京以外を起点とするツアーがあると良い。 

・鉄道を利用する際には、移動時間にさらにゆとりが欲しい。 

・飛行機に搭乗している時間の長さを明確に示して欲しい。 

・車いすで行ける施設等を調査し、行き先を増やしてほしい。 

・宿泊施設のバリアフリールームが非常に少ない。障がい者が利用し

やすい設備の充実が必要。 

・障がい者が快適に泊まれる宿泊施設があると良い。 

・入浴介助が必要。障がいがあっても入浴したい。 

・成人用の紙おむつが置いてある宿泊施設は親切。 

・食べられない物への対応があると良い。 

・事前に食事に関する情報を伝え、選択できる仕組みがあると良い。

・訪問先に関する事前調査を入念に実施して欲しい。 

・特に地方部では、トイレに困ることが多い。 

旅行商品の種類

・手軽に参加できる日帰りツアーが増えると良い。 

・見学する観光だけでなく、体験型のものもあると良い。 

・商品や行先の選択の幅が狭い。 

・土日発の旅行商品が少ない。 

・ゴールデンウィークやお盆休みに合わせた商品があると良い。 

・障がい者がもっと気軽に参加できる商品があると良い。 

・食事をメインとしたツアーを増やして欲しい。 

旅行商品の数 

・旅行商品の数を増やしてほしい。 

・今後、参加者の増加が見込まれるため、商品数を増やしてほしい。

・日程上ツアーへの参加を断念することが多い。 

・商品数が増えると、それだけ選択肢が増え、選びやすくなる。 

・まだ訪れたことがない場所に行きたい。 

その他 ・まだまだユニバーサル旅行商品を知らない方が多い。 

[回答者数：75] 
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  ⑦ユニバーサル旅行商品に参加した以降の心の変化 

・ユニバーサル旅行商品に参加した以降の変化としては、「次回の旅行が生きがいになっ

た（44%）」、「社会参加への自信がつき、興味や関心が増えた（38％）」といった回

答が比較的多くなっている。 

 

[回答者数：109] 

図表１０５ ユニバーサル旅行商品に参加した以降の心の変化 

 

≪「その他」の意見（自由記述）≫ 

・旅行後、しばらくの間、周囲に優しく接することができる。 

・タクシーの利用回数が減り、電車を１人でも利用するようになった。 

・障がいがあっても歳をとっても、行きたいと思うことで実現できると感じた。 等 

 

 

  ⑧今後のユニバーサル旅行商品等の取組拡大への期待 

・今後のユニバーサル旅行商品等の取組拡大に対して、回答者の 98％が「大いに期待す

る（66%）」または「期待する（32％）」と回答しており、ユニバーサル旅行商品利

用者からの期待が高い。 

[回答者数：105] 

図表１０６ 今後のユニバーサル旅行商品等の取組拡大への期待 

  

48件,44%

41件,38%

25件,23%

15件,14%

12件,11%

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

次回の旅行参加が生きがいになった

社会参加への自信がつき、興味や関心が増えた

介護サービスの利用（通所等）や通院、

リハビリ等への意欲が増した

あまり変化はない

その他
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 ３）観光地における高齢者や障がい者向けのサービス 

  ①「バリアフリー旅行相談窓口」の認知度 

・「バリアフリー旅行相談窓口」の認知度としては、「知らなかった」という回答が 74％

となっており、認知度は低い状況にある。 

 

[回答者数：102] 

図表１０７ 「バリアフリー旅行相談窓口」の認知度 

 

  ②「バリアフリー旅行相談窓口」を知った時期 

※①で「知っていて利用したことがある」または「知っているが、利用したことはない」

と回答した方のみ 

・「ユニバーサル旅行相談窓口」を知った時期としては、「3～5 年前（34％）」、「5 年以

上前（31％）」という回答が多くなっている。また、「 近（１年未満）」という回答

も 23％と比較的多いことから、「 近」または「3 年以上前」に知った回答者が多い。

 

[回答者数：26] 

図表１０８ 「バリアフリー旅行相談窓口」を知った時期 
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  ③今後の「バリアフリー旅行相談窓口」の利用意向 

・今後の「バリアフリー相談窓口」の利用意向としては、回答者の 83％が「是非、利用

したい（29％）」または「機会があれば利用したい（54％）」と回答しており、今後

の利用意向は比較的高い。 

[回答者数：72] 

図表１０９ 今後の「バリアフリー旅行相談窓口」の利用意向 
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 ４）ユニバーサル旅行商品や観光地の取組、ユニバーサルツーリズム等の全般に関する

意見・感想 

 

≪主な回答（自由記述）≫ 

【同行者・サポーターの支援】 

・スタッフの行き届いた気配りにより楽しく過ごすことができた。 

・ユニバーサル旅行商品はバスを降りた後の事まで気配りをしてくれる。 

・添乗員によって対応にばらつきがある。 

【出発地・集合場所】 

・都会から出発するツアーが多いので、地方から参加できるものもあると良い。 

・集合場所を増やしてほしい。 

【ツアーの内容】 

・1 名で参加できる商品が少ない。 

・もう少し旅行先や出発日時の種類が増えるともっと参加できる。 

・近場の温泉や日帰りのツアーを増やしてほしい。 

【ツアー料金】 

・もう少し料金が安くなると、旅行を楽しむ機会が増える。 

・行き先やサービスによって高額なツアーと手頃なツアーに分かれていると良い。 

【宿泊施設】 

・宿泊施設にバリアフリールームが増えると良い。 

・バリアフリー対応の設備が不充分な宿泊施設が多い。トイレやお風呂などは、障が

い者の立場に立った設備が必要だと考える。 

【観光地のバリアフリー対応】 

・観光地への多目的トイレの整備、手摺りの設置、職員の対応など、支援やサービス

が充実してきていると感じた。 

・観光地の駐車スペースや、交通機関のスタッフの支援等、本当に対応が良い。観光

地の施設自体に関しては、通路やトイレ等、改善すべき点がある。 

・車いすで通行出来るように、砂利道以外の通路を確保してほしい。 

・もっと車いす使用者や杖歩行者の意見を取り入れた使いやすい設備にしてほしい。

【食事】 

・バイキング形式は、高齢者や車いす使用者には向いていない。 

【情報発信・周知】 

・ユニバーサル旅行商品があることを知らいない人も多いのではないか。積極的に周

知を図ってほしい。 

・バリアフリー旅行の相談窓口について周知してほしい。 

【その他】 

・車いすを使用するようになって旅行を諦めていたが、実際に参加したことで車いす

でも旅行に参加できることが分かりうれしかった。 

・ユニバーサル旅行商品を利用し、出来るだけ外出したいと考えている。 

・各県に 1 つ、バリアフリー旅行について相談できる場所があると良い。 

[回答者数：52] 
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 ５）回答者属性 

  ①性別、年齢 

・回答者の性別は「女性」が 65％、「男性」が 35％と女性の割合がやや高い。 

・回答者の年齢層は、50 代以上が 90％以上を占めており、「50 代」が 12%、「60 代」

が 31％、「70 代」が 30%、「80 代以上」が 25％となっている。 
 

 

[回答者数：107]

 

図表１１０ 性別 

 

[回答者数：109]

 

図表１１１ 年齢 

 

  ②障がいの有無 

・回答者の障がいの有無としては、「ある」という回答が 81％となっている。 

[回答者数：104] 

図表１１２ 障がいの有無 
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  ③障がいの種類、程度 

・回答者の障がいの種類としては、「肢体不自由」の方が も多く、程度としては比較的

重い方の割合が高い。 

 

 

[回答者数：84] 

図表１１３ 障がいの種類 

 

≪「その他」の回答（自由記述）≫ 

平衡感覚不全・複視／尿パック使用／軽度の認知症／レビー小体型認知症／骨折／ 

歩行器使用／難病による歩行障がい／高次脳機脳障がい 等 

 

○障がい者手帳の等級 

[回答者数：61]

○要支援認定 

[回答者数：14]

○要介護認定 

[回答者数：45]

図表１１４ 障がいの程度  
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  ④移動や外出時に使用している歩行補装具 

・回答者が移動や外出時に使用している歩行補装具としては、「杖」や「車いす」を使用

しているという回答が多い。 

 

[回答者数：84] 

図表１１５ 移動や外出時に使用している歩行補装具 

 

≪「その他」の回答（自由記述）≫ 

足首を押さえる靴／ショッピングカー（手押し車）／シルバーカー 等 

 

 

  ⑤普段の旅行実態 

・回答者の普段の旅行実態としては、回答者の 84％が普段から旅行に「よく行く（36％）」

または「たまに行く（48％）」という回答が多い。 

 

[回答者数：105] 

図表１１６ 普段の旅行実態 

 

  

47件,56%

35件,42%
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  ⑥旅行に出かける頻度（ 近 5 年間） 

・回答者の旅行に出かける頻度としては、「６ヶ月に１回程度（35％）」や「3 ヶ月に 1

回程度（29％）」と回答している割合が高く、年に数回旅行に出かけている方が多い。

 

[回答者数：107] 

図表１１７ 旅行に出かける頻度（ 近 5 年間） 

 

 

  ⑦旅行に出かける際の同行者 

・旅行に出かける際の同行者としては、「家族・親族（45%）」または「夫婦・パートナ

ー（45%）」など家族で旅行に出かけている回答者が多い。 

 
[回答者数：109] 

図表１１８ 旅行に出かける際の同行者 

 

≪「その他」の回答（自由記述）≫ 

トラベルサポーター（旅行への同行を依頼）／通所先の団体やグループ／ 

ユニバーサル旅行で出会い仲良くなった仲間 等 
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  ⑧今一番行きたい観光地（国内／海外） 

・今一番行きたい観光地としては、個人の趣味や嗜好により回答にばらつきがあるが、

国内では「北海道」や「沖縄」といった人気が高い地域を回答している方がやや多い。

 

[回答者数：89] 

図表１１９ 今一番行きたい観光地（国内） 

 

≪「その他」の回答（自由記述）≫ 

北陸(3)、九州(3)、湯布院(3)、長崎県(3)、世界遺産(2)、四国(2)、静岡県(2)、 

奈良県(2)、能登半島(2)、黒部・立山(2)、飛騨高山(2)、なばなの里・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ(2) 等

※( )内は回答数、その他回答数 1 件が多数 

 

[回答者数：70] 

図表１２０ 今一番行きたい観光地（海外） 

 

≪「その他」の回答（自由記述）≫ ※( )内は回答数 

ニュージーランド(3)、グアム(3)、スペイン(2)、イギリス(2)、韓国(2)、ロシア(2)、

ポルトガル(2)、オーストリア(2)、モンサンミッシェル(2)、タイ(2) 等 

※( )内は回答数、その他回答数 1 件が多数 
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３.３ 旅行業者の効果検証結果のまとめ 

これまでに実施した UT 促進の取組等の効果検証を目的として、旅行業者および旅行

業者の利用者を対象にアンケート調査を実施した。 

旅行業者における UT の取組は徐々に浸透しており、旅行業者の 75%が UT という

言葉や取組を認識し、全体の約半数（46%）の旅行業者が UT に関連する取組を実施し

ている。そのきっかけとしては、「高齢者や障がい者等のニーズや社会的背景の変化」

や「高齢者や障がい者マーケットを重視」といった点が挙げられており、実際に回答の

あった旅行業者の問合せ件数を比較すると、UT の取組が本格化した当初（5 年程度前）

から約 1.5 倍に増加しているという結果を得た。今後の高齢化の進展や障害者差別解消

法の施行により、さらに取組が加速することが想定される。 

UT 促進の取組等の効果として、UT の取組が本格化した当初から、46%の旅行業者

が「取組姿勢が積極的になった」と回答しており、その姿勢の変化から、商品数や売上

額の増加に繋がっている旅行業者もみられる。回答のあった旅行業者の合計でみると、

商品数は約 1.4 倍、売上額は約 1.6 倍増加している。 

また、取組の推進により、UT に関する対象者も拡がりを見せており、これまで主流

だった「高齢者」や「身体障がい者」だけでなく、視覚や聴覚等の障がいや乳幼児連れ・

妊産婦等を対象としている旅行業者の割合が増加している。このような幅広い取組を推

進できるよう、旅行業者では UT 関連の人材育成に着手しており、さらなる推進に向け

た体制の強化を図っている。 

 

【UT に関する旅行業者の認知度】 

 

[回答者数：65] 

【UT に関する取組姿勢の変化】 

 

[回答者数：65]

図表１２１ ユニバーサルツーリズムに関する旅行業者の認知度と取組姿勢の変化 
 

旅行業者の利用者の視点からみると、ユニバーサル旅行商品への満足度は非常に高く、

利用者の 95%がユニバーサル旅行商品をまた利用したいと回答している。高い評価を

得ている理由としては、ゆったりと気を使わずに参加できる点やバリアフリーへの配慮、

同行するスタッフのサポート等による旅行への安心感が挙げられており、旅行経験が外

出への自信を生み、日常生活への好影響をもたらしているという意見もあった。 
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ユニバーサル旅行商品に参加した以降は、旅行時に通常のツアーよりも再びユニバー

サル旅行商品を選ぶ傾向が強く、さらに、ユニバーサル旅行商品に参加後、外出頻度が

増えたと 54%が回答している。ユニバーサル旅行商品の対象となる高齢者や障がい者

等は、リピーターとして継続的に旅行に出かける傾向にあり、ユニバーサル旅行商品へ

のニーズは今後も高まることが期待される。 

 

【ユニバーサル旅行商品の満足度】 

 
[回答者数：102]

【今後の取組拡大への期待】 

 

[回答者数：105]

図表１２２ ユニバーサル旅行商品の満足度と今後の取組拡大への期待 

 

ユニバーサル旅行商品に対する利用者の評価は高く、満足度が次の旅行への意欲に繋

がっており、今後の高齢化の進展を見据えると、さらなるニーズの拡大が見込まれる。

こうした高齢者や障がい者等のニーズに対して、旅行業者においても UT 関連の取組が

徐々に拡がりを見せており、これまでの UT 促進に向けた取組による一定の成果が得ら

れている状況にある。 

その一方で、旅行業者の半数以上（56%）が UT の取組を推進する上で課題や障壁が

あると認識しており、その課題や障壁となっている「知識や経験の不足」、「人材の育成

および確保」等の解消に向けた取組が求められる。旅行業者の人材育成の取組として、

社内研修の他に「セミナー等への社員の派遣（67%）」といった回答が見られることか

ら、業界全体のスキル向上を図るためのセミナー等の積極的な開催も効果的であると考

えられる。 

また、利用者は主に旅行業者からの情報発信（パンフレットやホームページ、窓口等）

をもとにユニバーサル旅行商品を認知している状況にある。利用者の 98%が今後の UT

の取組推進を期待しているなど、非常に関心が高いことが示されており、まだ UT を知

らない高齢者や障がい者等に対して、直接的に UT 関連の情報を届けることで、さらな

る需要の掘り起こしに繋がることが期待される。 

UT の更なる普及促進により、旅行業者および利用者、そして広く一般への理解促進

を図ることが重要である。 

  

80% 
98% 
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４．ユニバーサルツーリズムの更なる普及促進 
４.１ 一般消費者へのアンケート調査とユニバーサル旅行商品の普及促進 

４.１.１ 調査および普及促進の概要 

「第 28 回全国健康福祉祭（ねんりんピック）やまぐち大会」において一般社団法人

旅行業協会と連携し、ブースに来場する一般消費者を対象に旅行業者の取組（ユニバー

サル旅行商品等）、バリアフリー旅行相談窓口の取組の認知度、利用経験、利用意向等

を把握するためのアンケート調査およびユニバーサル旅行商品の普及促進を実施した。 

 

図表１２３ 一般消費者へのアンケート調査およびユニバーサル旅行商品の普及促進の概要 

調査対象 
・第 28 回全国健康福祉祭（ねんりんピック）やまぐち大会において旅行

業協会の出展するブースに来場する一般消費者 

調査期間 ・平成 27 年 10 月 17 日（土）～19 日（月）の 3 日間 

調査方法 

・ブース来場者に対し、アンケート調査票を配布し、対面形式でヒアリ

ングをしながら調査を実施 

・旅行業者のユニバーサル旅行商品やバリアフリー旅行相談窓口のパン

フレット等を提示・説明しながら、具体的な意見や意向を把握 

調査項目 

①回答者の旅行実態（旅行の頻度、形態、現状の外出影響の有無 等） 

②ユニバーサル旅行商品およびバリアフリー旅行相談窓口の認知と利用

経験 

a.ユニバーサル旅行商品の認知度、利用経験 等 

b.地域のバリアフリー旅行相談窓口の認知度、利用経験 等 

③ユニバーサル旅行商品およびバリアフリー旅行相談窓口の利用意向 

④回答者の属性（性別、年代、住まい 等） 

  



 100

図表１２４ 普及促進に用いた資料 

①旅行業者の 

パンフレット等 

・ANA セールス株式会社 

・株式会社ジャルパック 

・クラブツーリズム株式会社 

・株式会社エイチ・アイ・エス 

・株式会社ジェイティービー 

・株式会社昭和観光社 

・株式会社チックトラベルセンター 

・名鉄観光サービス株式会社 

・株式会社タビックスジャパン 

・株式会社地球の歩き方 T＆E 

②地域のバリアフリー旅行 

相談窓口のパンフレット等 

・NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構 

・NPO 法人日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワ

ーク 

・神戸ユニバーサルツーリズムセンター 

・NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 

・佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター 

・松江/山陰バリアフリーツアーセンター 

・NPO 法人石川バリアフリーツアーセンター 

・しょうがい者・こうれい者観光案内所（沖縄バリアフ

リーツアーセンター） 
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４.１.２ 調査および普及促進の結果 

前項で示した実施概要に従い、第 28 回全国健康福祉祭（ねんりんピック）やまぐち

大会において一般社団法人旅行業協会等の出展するブースに来場する一般消費者を対

象にアンケート調査および普及促進を実施した。アンケート調査については 3 日間で

111 人からの回答を得た。以降にアンケート調査結果について示す。 

 

図表１２５ 普及促進（展示）の様子 

 

図表１２６ アンケート調査の様子 
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（１）回答者の属性について 

・回答者の性別は、女性が 55％、男性が 45％となっている。 

・年代では、60 代が 30％、70 代が 22％、50 代が 19％の順に多かった。 

・住まいは、95％が山口となっている。 

 

  

 

 
図表１２７ 性別 

 

 

図表１２８ 年代 

 

 

図表１２９ 住まい 

男性

45%
女性

55%

ｎ＝111

10代
1%

20代
2%

30代

9%

40代
11%

50代
19%

60代
30%

70代

22%

80代以上
6%

ｎ＝111

山口
95%

神奈川

3%

福岡

1%
岡山
1%

ｎ＝111
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（２）普段の旅行の実態 

 １）旅行の有無、旅行頻度 

・普段の旅行では、「よく行く」、「たまに行く」が多く、あわせて 63％となっている。 

・ 近５年間での旅行頻度は、１年に１回以上と答えた方が 79％となっている。 

 

【普段旅行に行きますか？】 

 

図表１３０ 普段の旅行実態 

 

【 近５年間で旅行に出かけた頻度をお答えください。】 

 

図表１３１ 旅行に出かけた頻度（過去５年間） 

 

  

よく行く

18%

たまに行く

45%

あまり行か

ない

22%

ほぼ行か

ない

15%

ｎ＝111

３ヶ月に１回

程度

23%

６ヶ月に１回

程度

29%
１年に１回

程度

27%

３年に１回

程度
5%

５年に１回

程度

6%

その他

10%

ｎ＝111
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 ２）主な旅行形態、外出影響の有無 

・主な旅行形態では、「旅行業者を利用することが多い」と回答した方が 63％を占め、旅

行業者を利用することが多い方の内訳は「添乗員付のパッケージ」、「フリープラン型の

パッケージ」の順に多くなっている。 

・加齢に伴う身体機能の低下等による旅行や外出への影響では、64％が「影響はない」

と回答した一方で、35％は「影響がある」との回答となっている。 

 

【旅行に行く際の主な旅行形態についてお答えください。】 

  

【旅行業者を利用することが多い人の主な旅行形態】 

 

図１３２ 旅行に行く際の主な旅行形態 

 

【加齢に伴う身体機能の低下等の理由により旅行や外出に影響がありますか？】 

 

図１３３ 加齢に伴う旅行や外出への影響 

63%

37%
旅行業者を利用する

ことが多い

旅行業者を利用しな

いことが多い

ｎ＝111

①フリープ

ラン型の

パッケージ
36%

②添乗員

付のパッ

ケージ
43%

③地域や

職場など

の団体旅

行

16%

④その他

5%

ｎ＝77

※複数回答可

旅行や外出

に影響があ

る
13%

旅行や外出

にやや影響

がある
22%

旅行や外出

にあまり影響

はない
8%

旅行や外出

にまったく影

響はない
56%

無回答

1%

ｎ＝111
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（３）旅行業者や観光地における高齢者や障がい者向けサービスの認知度 

・高齢者や障がい者向けのツアーの認知度については、高齢者向けツアーで 75％、障が

い者向けツアーで 76％が「知らない」と回答した。 

・地域におけるバリアフリー旅行相談窓口の認知度は、92％が「知らない」と回答し、

利用したことがある回答者はいなかった。 

 

 

n=111   

図１３４ 旅行業者や地域における高齢者や障がい者向けサービスの認知度 

  

1%

2%

24%

22%

8%

75%

76%

92%

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

①高齢者一人でも安心して参加でき、

行程がゆっくりとしていて配慮あるツアー

②車いすや杖を利用する人、視覚障がい者や

聴覚障がい者等への配慮が行き届いたツアー

③地域におけるバリアフリー旅行相談窓口

知っていて利用したことがある 知っているが利用したことはない 知らない
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 １）高齢者向けツアーを「知っている」と回答した方の知った時期、きっかけや媒体 

・高齢者向けツアーを知った時期は、「1 年以内～1 年前」が 41％と も多く、次いで「2

～4 年前」が 23％であった。 

・知ったきっかけや媒体等は、「テレビ、新聞、インターネット等の広告」が 41％と も

多く、次いで「旅行業者のパンフレット」が 23％であった。 

 

 

 
 

図１３５ 「高齢者向けツアー」を知った時期 

 

 

 
 

図１３６ 「高齢者向けツアー」を知ったきっかけや媒体 

  

7年前

6%
5～6年前

12%

2～4年前

23%1年以内～

1年前

41%

覚えていな

い

18%

ｎ＝17

テレビ、新

聞、イン

ターネット

等の広告
41%

旅行業者

のパンフ

レット
23%

知人や友

人、近所の

方
9%

職場や仕

事など

13%

その他
14%

ｎ＝22

【その他の内容】 

・親の入居していた施設で 

・祖母の旅行で 

・障がい者の介護を通して 等 
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 ２）障がい者向けツアーを「知っている」と回答した方の知った時期、きっかけや媒体 

・障がい者向けツアーを知った時期は、「1 年以内～1 年前」が 63％と も多かった。 

・知ったきっかけや媒体等は、「テレビ、新聞、インターネット等の広告」が 48％と も

多かった。 

 

 

 

図１３７ 「障がい者向けツアー」を知った時期 

 

 

 

 

図１３８ 「障がい者向けツアー」を知ったきっかけや媒体 

  

7年前
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ターネット

等の広告

48%
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方
14%
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14%

その他
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ｎ＝16

【その他の内容】 

・障がい者の介護を通して 等 
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 ３）地域のバリアフリー旅行相談窓口を「知っている」と回答した方の知った時期、き

っかけや媒体 

・地域のバリアフリー旅行相談窓口を知った時期は、「5～6 年前」、「1 年以内～1 年前」

が各 25％であった。 

・知ったきっかけや媒体等は、「知人や友人、近所の方」、「テレビ、新聞、インターネッ

ト等の広告」が各 37.5％であった。 

 

 

図１３９ 「地域のバリアフリー旅行相談窓口」を知った時期 

 

 

 

図１４０ 「地域のバリアフリー旅行相談窓口」を知ったきっかけや媒体 
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（４）旅行業者や観光地における高齢者や障がい者向けサービスの利用意向 

・旅行業者が提供する高齢者向けツアーおよび障がい者向けツアーの利用意向について、

高齢者向け、障がい者向けともに「現在」は「利用するつもりはない」という回答が多

い一方、「将来」は「利用したい」という回答が多い。 

・地域のバリアフリー旅行相談窓口の利用意向についても、「現在」は「利用するつもり

はない」という回答が多い一方、「将来」は「利用したい」という回答が多い。 

 

 

  

図１４１ 「高齢者向けツアー」の現在と将来の利用意向 

 

  

図１４２ 「障がい者向けツアー」の現在と将来の利用意向 

 

  

図１４３ 「地域のバリアフリー旅行相談窓口」の現在と将来の利用意向 
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【将来】
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 １）「高齢者向けツアー」の利用意向の主な回答理由 

 

【利用したいと回答した主な意見】 

・体が不自由になっても旅行がしたい、旅行が好きだから（26 件） 

・安心できる、サポートが受けられる（18 件） 

・家族や親との旅行に、外出のきっかけづくりに（８件） 

・一人でも参加できるから、一人でも参加できることを知らなかったから（6 件）

・健康のため（４件） 

・窓口が一元化されて、申し込めば全てセットされるなら使いたい（1 件） 

・変わりばえのない日常生活のなかで変化をつけたい（1 件） 
 

【利用するつもりはないと回答した主な意見】 

・まわりの人に迷惑をかけることになるので、ツアーには参加したくない（2 件）

・体が不自由になったら旅行に行きたいと思わないかもしれないから（1 件） 

・ツアーよりも一人で自分のペースで旅行したい（1 件） 
 

【わからないと回答した主な意見】 

・体が不自由になってみないと分からない（9 件） 

・家族の協力、同行がなければ旅行自体行かなくなると思う（1 件） 

・一人での参加に不安がある（1 件） 

・自由に旅行がしたいから（1 件） 

・なるべくこのようなサービスを使わないよう健康を維持したいため（1 件） 
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 ２）「障がい者向けツアー」の利用意向の主な回答理由 

 

【利用したいと回答した主な意見】 

・体が不自由になっても旅行がしたい、旅行が好き（22 件） 

・安心できる、サポートが受けられる（9 件） 

・家族や親との旅行に、外出のきっかけづくりに（5 件） 

・健康のため（４件） 

・一人でも参加できるから（3 件） 

・情報がよくわかるから（1 件） 

・このようなツアーの推進を望む（1 件） 

・利用したいが料金による（1 件） 
 

【利用するつもりはないと回答した主な意見】 

・体が不自由になったら旅行に行きたいと思わないかもしれないから（2 件） 

・ツアーよりも一人で自分のペースで旅行したい（1 件） 

・ツアーは他の参加者と合わせなければならないので参加したくない（1 件） 
 

【わからないと回答した主な意見】 

・体が不自由になってみないと分からない（11 件） 

・ツアーは高いし、知らない添乗員と行くのは気をつかうから（1 件） 

・なるべくこのようなサービスを使わないよう健康を維持したいため（1 件） 
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 ３）「地域のバリアフリー旅行相談窓口」の利用意向の主な回答理由 

 

【利用したいと回答した主な意見】 

・地域やバリアフリーなどの情報が得られるため（17 件） 

・体が不自由になっても旅行がしたい、旅行が好き（11 件） 

・安心できる、サポートが受けられる（10 件） 

・将来必要になったら利用したい（8 件） 

・家族や親との旅行に、外出のきっかけづくりに（5 件） 

・健康のため、自分の力で行動したいため（3 件） 

・気軽に相談できそうだから（2 件） 

・計画が立てやすい（1 件） 
 

【利用するつもりはないと回答した主な意見】 

・インターネットで情報を得られるため（1 件） 
 

【わからないと回答した主な意見】 

・体が不自由になってみないと分からない（9 件） 
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４.２ 地域における活動強化に向けた取組 

「２．受入拠点の効果検証」において、地域のバリアフリー旅行相談窓口については、

利用者（地域関係団体および消費者個人）の満足度、今後の利用意向が極めて高いこと

が示された。また、近年利用需要が大きく増加しているなか、全国的に見ると空白地域

が存在し、それにより窓口利用者の５割以上が困った経験があること等が確認された。 

このような状況の中、観光庁では、平成 25 年度、26 年度のユニバーサルツーリズ

ム促進事業において、地域におけるバリアフリー旅行相談窓口の立ち上げや強化に向け

た取組を実施してきた。全国 12 地域の活動強化事業と連携し（図表１４４）、5 地域で

バリアフリー旅行相談窓口が新たに設置された。 

一方で、バリアフリー旅行相談窓口の本格稼働に向けては、引き続き活動強化に向け

た取組が必要な地域も残されていることから、本業務において、活動強化が必要な地域

を選定し、取組を実施した。 

 

図表１４４ 観光庁における地域バリアフリー旅行相談窓口に係る活動強化事業の実施地域 

地域 概要 

①石川県 
○平成 25 年度にバリアフリー旅行相談窓口の立ち上げに係る

事業実施 

○平成 26 年度にバリアフリー旅行相談窓口の活動強化に向け

た事業実施 
②鹿児島県 

③福島県いわき市 
○平成 25 年度にバリアフリー旅行相談窓口の立ち上げに係る

事業実施 

④秋田県 
○平成 26 年度にバリアフリー旅行相談窓口の立ち上げ準備の

ための事業実施 

⑤広島県 
○平成 26 年度にバリアフリー旅行相談窓口の立ち上げに係る

事業実施 
⑥大分県 

⑦北海道旭川市 

○平成 26 年度にバリアフリー旅行相談窓口のインバウンド情

報発信等のための事業実施 

⑧三重県伊勢市・ 

鳥羽市 

⑨島根県松江市 

⑩佐賀県嬉野市 

⑪沖縄県 

⑫東京都 
○平成 26 年度に各地のバリアフリー旅行相談窓口のインバウ

ンド情報発信等の一元的窓口整備のための事業実施 
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４.２.１ 地域の選定 

図表１４４の地域のうち、自走に向けた活動強化の取組の必要性や、2020 東京オリ

ンピック・パラリンピック等国の観光政策上の重要性等を勘案し、図表１４５の３地域

を本業務における取組対象地域として選定した。 

また、各地域における活動強化に向けた取組は図表１４６に示す団体と連携し、実施

することとした。 

 

図表１４５ 選定地域の概要 

地域 概要 

①秋田県 

○平成 26 年度の観光庁事業では、バリアフリー旅行相談窓口

の立ち上げ準備として、講演会による意識啓発、勉強会等を

実施 

○平成 27 年度は、平成 28 年度のバリアフリー旅行相談窓口

の開設に向け、独自事業として、県内宿泊施設のバリア調査

等を実施中 

○平成 28 年度の窓口開設に向けては、バリア調査結果を発信

するホームページ等情報発信基盤の整備が必要な状況 

②福島県いわき市等

○平成 25 年度の観光庁事業では、バリアフリー旅行相談窓口

の立ち上げのための事業として、観光施設等のバリア調査を

実施するとともに、ホームページ、パンフレット等の情報発

信基盤を構築 

○現在、地域内における取組の進展には乏しいが、宮城県など

近隣と連携した活動を検討中 

○地域内における取組の強化、周辺地域と連携した取組の発

展、情報発信の強化等の取組が必要な状況 

③東京都 

○平成 26 年度（補正予算）の観光庁事業では、全国 5 地域に

おいてモデル的に実施したインバウンドに対応した UT 情

報発信の各地の一元的窓口としての体制を構築 

○一元的窓口は「Accessible Travel JAPAN」として稼働を

開始した一方で、訪日旅行の玄関口となる東京都内の調査お

よび情報発信については未実施 
 

図表１４６ 各地域において連携する団体 

地域 連携団体 

①秋田県 ・一般社団法人秋田観光連盟 

②福島県いわき市等

・NPO 法人いわき自立生活センター 

・UT 東北 

・NPO 法人日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク 

③東京都 ・NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構 
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４.２.２ 活動強化に向けた取組の実施 

（１）取組概要 

本事業における各地域の活動強化の取組内容は図表１４５の各地の現況を踏まえ検

討した。選定した 3 地域における、本業務での取組概要を図表１４７に示す。 

 

図表１４７ 各地域の取組概要 

地域 概要 

①秋田県 

・リーフレットの作成 

・ホームページの作成 

・アドバイザー会議の実施 

②福島県いわき市等

【①いわき市内の取組の強化】 

・ホームページ更新による情報発信の強化 

・先進地活動調査の実施 

・フォーラムの開催 

【②周辺地域と連携した取組の拡大】 

・リーフレットの作成 

・ホームページの作成 

・実地研修の実施 

・普及促進会議の開催 

・フォーラムの共催、参加 

【③情報発信の強化】 

・日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワークのホームペ

ージ、パンフレットにおける情報発信 

③東京都 
・インバウンドに対応した都内観光施設等のバリアフリー調査

・ホームページの作成 

 



 116

（２）事業実施結果 

１）秋田県における取組 

ⅰ.取組の経緯 

秋田県は高齢化率と人口減少率のいずれも日本一であり、同様に東北の隣接県も高齢

化や人口減少が進んでいることから、今まで秋田県がターゲットにしていた観光マーケ

ットは近年大きく縮小している。一方で、従来の団体旅行や宴会利用客をメインに受け

入れしていた施設が多く、新たな顧客開拓が出来ずに経営が立ち行かなくなる宿泊施設

も出てきている。 

このような背景を踏まえ、一般社団法人秋田県観光連盟では、平成 26 年度より秋田

県旅館ホテル生活衛生同業組合とともに「みんなにやさしい観光あきた」づくりに取り

組んでおり、今後のマーケット拡大が期待される高齢者や障がい者、ペット連れや外国

人など今まで旅先で不便を感じ、旅行をためらっていた層にも安心して訪れてもらえる

よう、受入体制の強化を進めてきた。 

平成 28 年 4 月の「秋田バリアフリーツアーセンター」の開設に向け、平成 27 年度

は秋田県全県域の宿泊施設 120 施設のバリアの状況の調査を自主財源で実施している

ところであるが、バリアフリーツアーセンターの円滑なスタートに向け更なる活動強化

を図るため、本事業に取り組むこととなった。 

 

ⅱ.本事業での取組内容および実施結果 

a. 秋田バリアフリーツアーセンター周知用リーフレットの作成 

平成 28 年度開設予定の秋田バリアフリーツアーセンターを多くの方に利用してもら

うよう広く周知するためのリーフレットを作成した。秋田バリアフリーツアーセンター

のサービス内容について、利用の流れの明示、具体例、Q&A の掲載等により分かりや

すく表示するとともに、ホームページの閲覧や電話での問い合わせに動線できるよう企

図して作成した。 

  

図表１４８ 秋田バリアフリーツアーセンター周知用リーフレット 

  



 117

b. 秋田バリアフリーツアーセンターのホームページ構築 

平成 27 年度に秋田県観光連盟の自主財源において実施した宿泊施設 120 施設のバ

リア状況の調査結果等を利用者が容易に入手できる体制を整えるため、本事業において

秋田バリアフリーツアーセンターのホームページを構築した。 

既存の秋田県観光連盟のホームページを拡充し、秋田バリアフリーツアーセンターの

紹介スペースを設けるとともに、調査結果をもとにした宿泊施設のバリアフリー情報に

ついて、利用者が施設ごとの提供サービスの一覧や主要ポイントの写真等を分かりやす

く確認できるような構成とした。 

 

 

図表１４９ 秋田バリアフリーツアーセンターのホームページ①（問合せおよび検索ページ） 
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図表１５０ 秋田バリアフリーツアーセンターのホームページ②（バリアフリー詳細ページの例） 
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c. アドバイザー会議の実施 

秋田バリアフリーツアーセンターの開所および本格稼働に向けた 終確認として、情

報発信や案内対応、関係機関との連携などについてアドバイザーを招請して指導、助言

を仰いだ。 

アドバイザーは、日本バリアフリー観光推

進機構理事長の中村元氏を招請し、地域関係

者は、本事業の実施主体である秋田県観光連

盟に加え、行政関係者として秋田県の観光セ

クション、連携団体として秋田県旅館ホテル

生活衛生同業組合が参加した。 

      図表１５１ アドバイザー会議の様子 

会議では、センター開設までの 終確認、周知および利用促進方法、関係機関との連

携、開設後に取り組むべき内容等について議論をするとともにアドバイザーから助言を

得た。 

図表１５２ アドバイザー会議を通じた助言や気付き 

項目 意見・気付き等 

１．周知および利用促

進等について 

○まずは県内をターゲットとして重視した方がよい。 

○県の広報などを活用するのも周知のひとつの方法。 

○周知の際は秋田県の魅力や特色を打ち出す方が効果が見込

める。 

２．情報発信の拡充／

関係機関との連携

等について 

○今後は交通アクセスのバリアフリー化やバリアフリー情報

の収集を優先するべき。 

○介助サービスの紹介は事業者と提携してシステム化してお

いた方がよい。 

○目的地のトイレや昼食場所のトイレが重要。 

○情報の拡充にあたっては地元の観光協会に調査してもらう

ことも 1 つの方法。 

３．センターの運営方

法等について 

○エリアごとに担当を決め調査を実施したのであれば、情報

共有のための勉強会を開催した方がよい。 

○宿泊の手配代行はしなくても、宿泊施設にお客様の情報を

伝える仕組みは必要。 

○開設後も障がい者に様々な場面で協力してもらうことが必

要。 

○センター内の障がい者スタッフの雇用について検討する必

要がある。 

○センターを土日も開けることを検討する必要がある。問い

合わせは土日や夕方が多い。 

○施設へのバリアフリーアドバイスについても検討していく

必要がある。 
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ⅲ.取組を通じた知見および課題 

a. 障がい当事者との連携強化 

秋田観光連盟では、平成 27 年度に自主財源で実施した宿泊施設のバリア調査につい

て、車いす利用者を主な対象として調査を実施したが、今後センターを運営していく上

では、視覚障がい者や聴覚障がい者等の観点も付加していくことが必要である。 

また、アドバイザー会議において、センター開設後も障がい当事者に様々な場面で協

力してもらう必要があり、センター内に障がい者スタッフを取り込むことが望ましいと

の助言がアドバイザーからあった。センターにおける障がい当事者の登用を含め、セン

ター開設後も引き続き、障がい当事者との連携を強化していくことが重要となる。 

 

b. 更なる専門知識との習得 

秋田バリアフリーツアーセンターのスタッフは、当面は秋田観光連盟の職員の兼務が

中心となる。そのため、観光についての造詣は深く強みである一方、バリアフリー、障

がい者に関する専門知識については現時点では課題が残る。 

これまでも様々な機会を得て、バリアフリーや障がい者に関する専門知識の習得に取

り組んできたところではあるが、センター開設後は、日々の問合わせ対応等の実践を通

じて、専門知識、ノウハウをストックしていくことで対応力、専門知識を向上させてい

く必要がある。また、今後は、県内事業者からのニーズも高いバリアフリーコンサルテ

ィングの実施に向けたノウハウ等も習得していくことが求められる。 

 

c. 情報発信内容の充実 

秋田バリアフリーセンターは、平成 28 年 4 月の開設時点では、ホームページにおけ

る情報発信が宿泊施設のバリアフリー情報のみとなるが、今後は観光施設や飲食店、交

通機関のバリアフリー情報についても収集し、発信していくことが求められる。 

また、秋田バリアフリーツアーセンターは、高齢者や障がい者だけでなく、外国人、

ペット連れ等ソフトのバリアを感じている方々も含めたトータルサポートの実施を目

指しており、そのような観点からの情報収集も進めていくことが求められる。 
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２）福島県いわき市等における取組 

ⅰ.取組の経緯 

NPO 法人いわき自立生活センターは、平成 26 年度の観光庁「ユニバーサルツーリズ

ムの普及・促進に関する調査」において、観光庁と連携し、市内各所のバリアフリー状

況をデータ化し、冊子「いわきバリアフリーマップ」およびホームページ「いわきユニ

バーサル観光ガイド」を作成した。また、市内の観光関連事業者、行政との協力の下「障

がい者モニターツアー」を実施した。 

しかしながら、その後の取組については、ホームページのアップデートが行き届かず、

各施設等におけるその後の取組や変更事項が反映されていない状況が続き、ホームペー

ジの閲覧者からの問合わせで変更点が指摘されることもあった。また、地域におけるネ

ットワーク作りについても新たな進展に至っていないのが現状である。 

根本的な問題としては、UT 事業を自主事業の片手間に行っていたため、逐一変化す

る情報を入手しホームページ等に反映させたり、多方面の関係機関に対する継続的な働

きかけが出来なったことが要因と考えられる。 

収益性のある持続可能な事業としてスタートさせる為の法人内での体制づくり、仕組

みづくりが必要であり、UT 事業の先駆的な取組の事例研究やアドバイスが求められて

いる。また、いわき市単体の取組では、集客面等において課題が生じるため、周辺地域

との連携、情報発信の強化が必要な状況にある。 

上記を踏まえ本事業では、「①いわき市内の取組の強化」、「②周辺地域と連携した取

組の拡大」、「③情報発信の強化」の３つの観点から事業を実施することとした。 

 

ⅱ.本事業での取組内容および実施結果 

【①いわき市内の取組の強化】 

a. ホームページ更新による情報発信の強化 

過 年 度 に お い て 開 設 し た 、 ホ ー ム ペ ー ジ 「 い わ き ユ ニ バ ー サ ル 観 光 ガ イ ド 」

（http://iwaki-ut.org/）について、ホームページに掲載されている各施設における UT

情報を再調査し、 新の更新情報を掲載した。 

調査は、現状ホームページに掲載の全施設に電話および訪問により実施した（宿泊施

設 27 件、観光・レジャー施設 28 件、計 55 件）。うち、変更および追加事項のあった

施設は図表１５３に示す 9 施設であった。 

特に施設ハード面および旅行困難者の受け入れにおける各施設スタッフによるソフ

ト面での対応について再調査を行い、新たな取組や設備の写真等を掲載し、 新の情報

を提供することで、閲覧者および情報利用者の利用満足度の向上につなげ、地域におけ

る UT の促進に寄与することを企図した。 
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図表１５３ 変更および追加事項のあった施設の概要 

施設 変更および追加事項の概要 

1.ＪＲ湯本駅 ・駅ビルの全面改修に伴う写真追加 

・駅構内プラットフォームへの足湯の新設 

2.アクアマリンふくしま ・駐車場のリニューアルに伴う障がい者駐車スペースの追加

・入場口の新設および障がい者トイレの親切 

・屋外展示場「縄文の里」の新設 

3.旅館 昌龍館 ・新館の建設によるバリアフリー箇所の写真追加 

4.美空ひばり歌碑 

＆塩屋崎灯台

・案内板の追加 

・資料館の追加 

・歌碑および灯台写真の変更 

5.かんぽの宿 ・概観写真の追加 

6.いわきプリンスホテル ・フロント写真の変更 

7.道の駅よつくら ・「情報館」（震災資料館）の新設 

・障がい者用多目的トイレの新設 

・授乳室の新設 

8.上荒川公園 ・概観写真の追加 

・テニスコートおよび付帯スロープの追加 

・野球場障がい者専用席の案内板追加 

9.新舞子ビーチ ・震災復興中の工事および防潮堤の建設による使用禁止の情

報追加 

 

また、掲載施設以外に、運動施設および観光・宿泊・レジャー施設など図表１５４に

示す計 15 施設の新規調査を実施し新たにホームページに追加した。 

 

図表１５４ 新規調査施設 

運動施設 
①いわき市南の森スポーツパーク、②小名浜武道館、③いわき市関

船体育館、④いわき市平体育館、⑤いわき市勿来体育館、 

観光・レジャー

施設 

⑥21 世紀の森公園（いわきグリーンフィールド・いわきグリーンス

タジアム）、⑦いわき市遠野オートキャンプ場、⑧小玉ダム、⑨さは

この湯、⑩グリーン&フラワーガーデン、⑪四時ダム、⑫湯本温泉

野 雨情記念童謡館、⑬みろく沢炭鉱資料館 

宿泊施設 
⑭ホテルサンライズインいわき、⑮太平洋健康センター勿来温泉

関の湯 

 

ホームページ自体についても、デザインを改善するとともに（トップページの画像の

変更・拡大表示、色調の変更等）、各施設の画像掲載数を増加し、各施設の画像拡大表

示機能を追加するなど、よりバリアフリー箇所を視覚的に確認しやすくした。 
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図表１５５ いわきユニバーサル観光ガイド①（TOP ページ） 
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図表１５６ いわきユニバーサル観光ガイド②（施設紹介ページの例） 
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b. 先進地活動調査 

UT 事業を実践する先進地である沖縄県（NPO 法人バリアフリーネットワーク会議）

の活動を調査し、事業の運営方法や関係機関との協力体制について実地調査を行った。 

＜主な調査内容＞ 

・空港や駅等への案内所の設置方法 

・観光・宿泊・行政・福祉等の各関係機関による地域のネットワーク構築方法 

・障がい者スポーツ施設・宿泊施設の運営体制 

・障がいの種類に応じたヘルパーの派遣体制と、受入施設側との情報の連携体制 

・旅行者の誘客方法、旅行前・後ヒアリング等における障がい者情報の管理 

・継続的な運営に不可欠な収入源を確保する為の取組 

・運営におけるスタッフの雇用管理 など 

 

実地調査を通じて、高齢化社会の急速な進行と、障がい者の社会参加の前進という時

代背景を受け、UT はまさにこれからの事業であることに改めて確信するとともに、福

祉・介護の事業者側から積極的に観光業への働きかけを行っていかなければならないこ

とを再認識した。 

いわき市においても、今後の観光地整備における取組を、UT を前提とした福祉的視

点で積極的に関係していくことが必要であり、また、これらの事業は、障がい者の新た

な職域開拓としても非常に大きな可能性を秘めていると実感することができた。 
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c. フォーラムの開催 

いわき市内の関係機関（観光業・レジャー施設・宿泊施設・

公共交通機関・行政）を対象に、「いわきユニバーサルツーリ

ズム普及促進会議」と題するフォーラムを開催した。フォーラ

ムでは、UT の普及促進に不可欠な関係機関どうしの協力・連

携体制、地域資源の有効活用法や先進地での事例の紹介等を神

戸ユニバーサルツーリズムセンター代表の鞍本長利氏、バリア

フリーネットワーク会議代表の親川修氏から講演いただくと

ともに、いわき自立生活センターにおける取組、今後の展望に

ついて紹介した。 

図表１５７ フォーラムチラシ 

フォーラムには 35 名の参加があり、特に行政、宿泊事業者・障がい者団体、観光ビ

ューロー等、今後の UT 事業を運営をする上での連携ネットワークに欠かせない団体に

参加いただいたことは大きな成果となった。今回のフォーラムで UT 先進地である神

戸・沖縄の事例を学ぶことにより、関係者に UT の仕組みを知っていただき、意識の統

一を図ることができたことは大きな前進であり、UT 事業をいわきに根付かせていくた

めのスタートアップの場として、今後の連携ネットワークを構築していく上でも非常に

大きな意味を持つ場とすることができた。 

 

  

図表１５８ フォーラムの様子 
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【②周辺地域と連携した取組の拡大】 

いわき市における取組の拡大として、「UT 東北」と連携し事業を実施した。 

「UT 東北」は、宮城県石巻市、仙台市等を活動拠点に、バリアフリー旅行相談窓口

の立ち上げを目指す団体であり、その立ち上げおよびいわき市との連携支援として、本

事業において以下に示す内容を実施した。 

 

a. 周知用リーフレットの作成 

バリアフリー旅行相談窓口の立ち上げに向け、今後多くの方に利用してもらえるよう

広く周知するためのリーフレットを作成した。UT 東北における基本的なサービス内容

や、東北宮城県の魅力、UT 情報などを紹介し、ホームページや問合わせに繋げる内容

とした。 

 

 

図表１５９ ＵＴ東北周知用リーフレット  
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b. ホームページの作成 

インターネットにより地域の UT 情報を容易に入手できる体制を整えるため、UT 東

北の取組内容を紹介し、地域の観光施設等のバリアフリー情報等を発信するホームペー

ジを構築した。（http://ut-tohoku.jp/） 

観光施設等のバリアフリー情報は、当事者が現地におもむき、実際に楽しめる様子を

写真、記事等で掲載することで、安心感や来訪意欲を醸成する内容とした。 

 

 

図表１６０ ＵＴ東北ホームページ①（TOP ページ） 
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図表１６１ ＵＴ東北ホームページ② 

（観光施設などのバリアフリー情報の紹介ページの例） 
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c. 実地研修の実施 

UT 東北の本格稼働に向け、情報発信や案内対応、関係機関との連携などについて、

実地研修を行った。 

具体的には、神戸ユニバーサルツーリズムセンターを訪問し、鞍本長利代表、野見朋

子コーディネーターを講師とし、神戸におけるこれまでの取組内容、各方面への広報・

周知手法、運営手法等について学んだ。 

実地研修において、地域におけるバリアフリー旅行相談窓口の取組は、これまでの草

の根的な長い取組があって現状の社会浸透に至りつつあること、観光名所はもちろんの

こと、宿泊、飲食、交通、買物に至る各業種が UT を理解し実行する必要があること、

バリアフリー旅行相談窓口を運営する上では、福祉面における専門知識を習得する必要

があること等を実感した。 

 

d. 普及促進会議の開催 

バリアフリー旅行相談窓口の立ち上げに向けた地域関係者との意見交換、連携方策検

討を目的に、「宮城ユニバーサルツーリズム普及促進会議」を開催した。 

アドバイザーとして、実地研修で講師を務めた神戸ユニバーサルツーリズムセンター

の鞍本長利代表、野見朋子コーディネーターを招請し、神戸における取組事例を紹介い

ただいた。地域関係者としては、行政、学識経験者、当事者団体、民間事業者等に参加

いただき、東北の支援策として具体的に適した取組内容や、取組内容の優先順位等につ

いての意見交換を行った。 

意見交換では、UT 東北としてどのようなサ

ービスをするのか明確にする必要があること、

今回の参加者はもとより多様な地域関係者と連

携を図る必要性、モデル事業としてモニターツ

アー等をまずは実施し、そこで出た課題へ対応

していくなど具体的な事案をつくることの必要

性などが意見として得られた。 

図表１６２ 普及推進会議の様子 

 

e. フォーラムの共催、参加 

126 ページに掲載した「いわきユニバーサルツーリズム普及促進会議」に連携団体と

して共催するとともに、フォーラムに登壇し、今後の連携に向けた活動報告等を行った。 
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【③情報発信の強化】 

福島県いわき市等における取組の情報発信の強化のため、日本ユニバーサルツーリズ

ム推進ネットワークのホームページ（http://jutn.net/）およびパンフレットでの情報

発信の強化を行った。 

現状の情報発信では、法人名である「いわき自立生活センター」の名称のみであった

が、今回の更新にあわせて、「いわきユニバーサルツーリズムセンター」の名称を併記

し、利用者に旅行、観光に係る窓口であることを分かりやすく伝えられるようにした。

また、本事業において、いわきの連携地域として、バリアフリー旅行相談窓口の立ち上

げを行った UT 東北についても、情報発信を実施した。 

 

  

図表１６３ 日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワークのホームページでの情報発信強化 
 

図表１６４ 日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワークのパンフレットでの情報発信強化
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ⅲ.取組を通じた知見および課題 

a. 地域関係者への継続的な意識啓発 

本事業におけるいわき市内での調査活動を通じて、各施設の経営者の大半が、「ハー

ド面での整備が旅行困難者の誘客の妨げになっている」と考えている現状が確認された。

ハード面の整備も重要だが、それだけでは解決できないソフト面での細かな支援や対応

こそ重要であることを説明しつつ調査活動を行ったが、このような意識啓発を継続的に

実施していくことが重要である。また、地域資源である福祉サービスを活用することで

観光の課題を解決していくことが UT 事業の大きな役割であることを改めて認識した。 

 

b. 業種の枠を飛び越えた地域連携ネットワークの構築 

本事業において、いわき地区を代表する旅館・ホテル業連絡協議会の会長と繋がりが

できたことは大きな前進であったが、このような繋がりを今後どのように活かしていく

かが重要である。UT の特徴でもある、業種の枠を飛び越えた地域連携ネットワークに

よる旅行者支援の仕組みを、いわき版として構築し、発展させていくことが必要である。 

 

c. 地域間連携スキームの構築 

本事業において、いわき市における取組の拡大として、「UT 東北」と連携し事業を実

施し、石巻、仙台などを拠点としたバリアフリー旅行相談窓口を立ち上げることができ

た。今後は、「いわき」－「石巻・仙台」と連携して、地域の UT 活動を推進していく

ことになるが、具体的な連携スキームは現時点では未定であり、今後検討していく必要

がある。 

「UT 東北」は、取組を開始したばかりであり、当面は自地域での取組が中心となら

ざるを得ない状況ではあるが、両地域をパッケージした UT 観光プランの提案やそれに

伴う情報発信、モニターツアーの実施など、自地域だけでは難しい、新たな UT 観光の

魅力を検討するなど、効果的な連携を推進していくことが求められる。 

 

d. 運営基盤の強化 

バリアフリー旅行相談窓口の取組を継続していく上では、組織の運営基盤の強化が重

要である。そのなかでは、「地域限定旅行業」の取得等を検討し、神戸・沖縄の先進地

との情報共有を維持継続し、今後の大きな取組の 1 つでもある障がい者雇用による運営

ノウハウを共有しながら、いわき独自の運営モデルを確立し、持続可能な運営基盤を整

備していく必要がある。 

その上で、いわきの観光資源、社会資源をフルに活用して、誰にでもやさしい、安心

安全なおもてなしができる街づくりにいかに貢献していくかが大きな課題である。 
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３）東京都における取組 

ⅰ.取組の経緯 

NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構は、平成 26 年度の観光庁事業（訪日外国人

旅行者向けユニバーサルツーリズム情報発信事業）において、全国 5 地域のバリアフリ

ー旅行相談窓口における多言語化事業に連携し、東京における一元的情報提供の仕組み

を検討し、ホームページ「Accessible Travel Japan（以下、本文中 ATJ と表記）」を

立ち上げ、それに伴うバリアフリー旅行相談窓口の検討を行った。その結果、平成 27

年 12 月より ATJ バリアフリー旅行相談窓口の稼働を開始した。 

平成 26 年度の事業では、連携 5 地域の多言語化事業との関係から、一元的窓口とい

う性格を考慮し、東京を海外から来る利用客にとっての窓口として位置づけ、主に空港

や空港からのアクセスに重点を置いた調査を実施した。東京都内の観光施設や宿泊施設

の調査は実施していないため、都内のインバウンドに係る UT の情報発信が不足してい

る現状にある。 

東京自体での宿泊や観光をスケジュールに入れる訪日外国人観光客は多く、東京都内

での情報発信を拡充する必要があるため、本事業に取り組むこととなった。 

 

ⅱ.本事業での取組内容および実施結果 

a.インバウンドに対応した東京都内における観光施設等のバリアフリー調査 

訪日外国人観光客が多く訪れる東京都内の主要観光エリアについて、観光施設、交通

拠点（駅）、宿泊施設等のバリアフリー調査を実施した。 

 

図表１６５ 東京都内における観光施設等のバリアフリー調査実施概要 

調査エリア 

東京都内等において訪日外国人観光客が多く訪れる以下の 10 エリ

アを対象に調査を実施 

 ①新宿エリア、②上野エリア、③池袋エリア、④秋葉原エリア、

⑤浅草エリア、⑥渋谷・原宿エリア、⑦六本木エリア、 

⑧東京・銀座エリア、⑨お台場エリア、⑩TDR エリア 

交通拠点（駅） 合計で 30 箇所の駅を調査 

観光施設 合計で 35 箇所の観光施設を調査 

宿泊施設 合計で 4 箇所の宿泊施設を調査 

 

調査項目は施設等のバリアフリー調査における国内向けの基本的な項目（図表１６６）

に加え、インバウンドに対応した調査項目として、外国人向けに追加が必要な項目（図

表１６７）、外国人旅行者用の情報など、多言語表記等による情報提供の状況、通訳サ

ービスの有無、外国人向け観光ガイドの有無（図表１６８）等の調査を実施した。
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図表１６６ 施設等のバリアフリー調査における調査項目（国内における基本項目） 

区分 調査項目例 

駐車場 ・車いす使用者用駐車施設の有無、数 

エントランス・玄関
・段差の有無、出入り口の幅 

・手摺りの有無、手摺りの数と位置 

受付 
・車いす対応の高さのカウンターの有無 

・視覚障がい者や聴覚障がい者対応の装置の有無 

トイレ 

・バリアフリー対応のトイレの有無 

・出入り口の段差の有無、出入り口の幅 

・手摺りの数と位置 

施設内・廊下 

・車いすで利用しやすい十分な空間の有無 

・廊下の幅 

・点状ブロック等の設備の有無 

階段 
・手摺りの有無 

・点字ブロック等の設備の有無 

昇降施設 

・エレベーターの有無 

・かごおよび昇降路の出入り口の幅、かごの奥行き 

・音声装置、点字等の視覚障がい者対応装置の有無 

客室 

・車いす対応客室の有無 

・出入り口の段差の有無、幅 

・客室内のバリアフリー対応のトイレの有無 

・トイレの出入り口の段差の有無、出入り口の幅、手摺りの数

と位置 

・客室内浴室の出入り口の段差の有無、出入り口の幅、手摺り

の数と位置 
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図表１６７ インバウンドに対応した追加調査項目 

項目 調査項目例 ポイント等 

アクセス拠点 

（空港・駅 等） 

・看板や電光掲示板等の案内表記の対応言語 

・サインやピクトグラムの有無 

・外国人対応（対応デスク、連絡先、対応言語 等） 

・ロッカーや荷物預かり 

[写真撮影] 

・レンタル車いす 

・対応デスク 

交通機関 

（公共交通機関・

タクシー等） 

・予約方法 

・事前連絡の要・不要 

・外国人対応（対応デスク、連絡先、対応言語 等） 

・リフト付車両の場合は、リフトの重量制限 等 

[写真撮影] 

・リフト付車両等 

・対応デスク 

宿泊施設 ・外国人対応 

（対応デスク、連絡先、対応言語、両替、クレ

ジットカードの使用可否、マップ 等） 

・レストランなどのテーブルの高さ 等 

・ベッドのサイズ、ベッドまわりの幅 

・入浴介助では外国人対応が可能か 

通常は何人で行っているか要確認 

（体重が重く通常の人数で対応できない場合が

あることを想定しておく） 

・入浴用リフトの有無（リフトのサイズﾞや重量制

限） 

・宗教（イスラムのハラル食、ベジタリアン食な

どへの対応は可能か） 

・レンタル車いすあるか 

・車いす、シャワーチェアのサイズ 

・車いす対応送迎車の有無 

[写真撮影] 

・フロント 

・部屋 

・トイレ 

・エレベーター等昇

降機 

・風呂、シャワーチ

ェア 

・レストラン、テー

ブル等 

・車いす 

・車いす対応送迎車

観光施設 ・主要観光施設 

・外国人対応（対応デスクはあるか、連絡先、対

応言語 等） 

－ 

公衆トイレ・トイ

レのある施設 
・便房の中の利用表示の言語 

[写真撮影] 

・トイレ中 

飲食店 ・外国人対応（対応デスク、連絡先、対応言語 等） 

・宗教（イスラムのハラル食、ベジタリアン食な

どへの対応は可能か） 

・メニュー（写真の有無、対応言語） 

・テーブルの高さ 

・クレジットカードの使用可否 

[写真撮影] 

・トイレ 

・テーブル 

物販 ・外国人対応（対応デスク、連絡先、対応言語 等） 

・両替、免税対応 

・販売しているもの 

・クレジットカードの使用可否 

－ 
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図表１６８ 外国人旅行者用の情報 

項目 調査項目例 ポイント等 

一般海外旅行 

者用情報 

Wi-Fi 設備 ・調査場所での Wi-Fi 対応 ・どこで接続できるか 

・接続方法 

（パスワード設定 等） 

通貨・両替 

変圧器 

免税情報 

・アクセスや連絡先 等 ・バリアフリー対応免税店等

の情報 

・海外から持参した機器が使

えない場合にレンタ ルで

きる機器があるか 

情報提供 観光案内所 ・外国人対応デスクの場所、

連絡先やアクセス経路、

対応言語 等 

・案内所のバリアフリー情報

・写真 

マップ・アプリ ・対応言語 

・入手場所や入手方法 

・バリアフリーマップの有無

等 

通訳サービス・ 

観光ガイドﾞ 

コールセンター

翻訳サービス 

観光ガイド 等 

・対応言語、連絡先、 

営業時間 等 

・障がい者対応の実施有無 

・障がい者対応の内容 
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b. ホームページでの情報発信 

調査を行った施設のバリアフリー情報の整理を行い、英語でのホームページにおける

情報発信を実施した。具体的には、ATJ ホームページの「Greater Tokyo Area」ペー

ジについて、図表１６９の構成に基づき拡充を行った。 

 
図表１６９ ホームページの構成 

1階層目 2階層目 3階層目
Web Page Area Menu Accessible for wheelchairs
サイト内ページ名 エリア名 カテゴリー名 バリアフリー情報

Greater Tokyo Area Train & Subway Stations 6 Facility information
東京観光 JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 5 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 1 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 1 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 0 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 3 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 4 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 2 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 8 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 10 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Train & Subway Stations 1 Facility information
JR、私鉄、地下鉄　駅 施設情報

What to Do 1 Facility information
観光施設 施設情報、アクセス案内

Accommodations 1 Facility information
宿泊施設 施設情報、アクセス案内

Roppongi/
Akasaka

六本木・赤坂エ
リア

Tokyo/Ginza
東京・銀座

エリア

Odaiba
お台場エリア

TDR
TDRエリア

Shinjuku
新宿エリア

Ueno
上野エリア

Ikebukuro
池袋エリア

Akihabara
秋葉原エリア

Asakusa
浅草エリア

Shibuya/
Harajuku

渋谷・原宿
エリア
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掲載内容については、単純に施設のバリアフリー情報を掲載するのではなく、エリア

毎の観光の魅力発信の一環としてバリアフリー観光情報を掲載することを念頭に内容

を検討し情報発信を実施した。 

 

 

図表１７０ 作成したホームページ画面の例①（エリア情報ページ） 
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図表１７１ 作成したホームページ画面の例②（カテゴリー選択ページ） 
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図表１７２ 作成したホームページ画面の例③（バリアフリー情報ページ：駅） 
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図表１７３ 作成したホームページ画面の例④（バリアフリー情報ページ：宿泊施設） 
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ⅲ.取組を通じた知見および課題 

a. 事業者への意識啓発および柔軟な調査方法等の検討 

本事業において、宿泊施設については、4 施設の調査を行い情報発信を実施したが、

調査依頼の段階で多くの施設より断りを受けた。主な断りの理由は以下の通りである。 

・バリアフリー情報の公開に否定的 

（バリアフリールームが 1 室しかない、設備に自信がない 等） 

・調査内容が多岐に渡るため、協力するのが負担 など 

１点目については、「情報公開することで不利益を被る」と話をしていた施設もあり、

講演会や説明会等によりバリアフリー情報公開に対する懸念や不安を取り除くなど理

解を深める必要があると考えられる。 

2 点目については、現状、NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構および加盟する

バリアフリー旅行相談窓口は、パーソナルバリアフリー基準の考え方にもとづく所定の

調査項目のもと一律で精緻かつ多岐にわたる項目の調査を実施している。この手法につ

いては、これまでの各地のバリアフリーツアーセンターの運営において成果が挙がって

いる一方で、今回の事業での状況等を踏まえると、地域特性に応じた対応等を検討して

いく必要があると考えられる。 

 

b. 多言語での情報発信の拡充 

本事業において、都内の情報発信を拡充したことに伴い、ATJ への問合せは少しずつ

増加傾向にある。 

今後、問合せや相談が増加することが見込まれるなか、情報発信施設の増加、英語以

外の言語の展開などホームページ内容の充実化を図るとともに、対応できる組織体制等

についても検討していく必要がある。 

 

c. バリアフリー設備への多言語表記の働きかけ 

本事業における調査を通じ、施設等のバリアフリー表記について、以下のような問

題・課題が見られた。 

  ・駅構内の車いす用階段リフトや車いす対応エスカレーターを利用する際に駅員

を呼び出すために設置されているインターホンに外国語の表記がない 

  ・多目的トイレに、外国語の案内や説明がない、など 

 

訪日外国人旅行者の増加に伴い、観光事業者や交通事業者における多言語対応は通常

設備については進みつつあると考えられるが、今後はバリアフリー設備における多言語

表記についても同様に推進されるよう働きかけていく必要がある。 
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４.２.３ 事業の実施成果 

本事業において実施した 3 地域の事業の実施成果について、図表１７４に示す。 

 

図表１７４ 事業実施地域における事業の実施成果のまとめ 

地域名 ①秋田県 ②福島県いわき市等 ③東京都 

団体名 ・一般社団法人秋田観光連盟 

・NPO 法人いわき自立生活 

センター 

・UT 東北 

・NPO 法人日本ユニバーサル 

ツーリズム推進ネットワーク 

・NPO 法人日本バリアフリー 

観光推進機構 

バリアフリー

調査 

－ ・いわき市内の観光施設、

宿泊施設等 70 施設の

調査を実施（再調査 55

箇所含む） 

・宮城県内の観光施設等

4 施設の調査を実施 

・東京都内の観光施設、

宿泊施設、鉄道駅等 69

施設の調査を実施 

バリアフリー

情報の発信 

・秋田バリアフリーツアー

センターの周知用パンフ

レットの作成 

・秋田観光連盟のホーム

ページの拡充（秋田バリ

アフリーツアーセンター

の紹介ページ、調査結果

の掲載等） 

・ホームページ「いわき

ユニバーサルガイド」の

更新と拡充 

・UT 東北の周知用リーフ

レット、ホームページ

構築 

・日本ユニバーサルツーリ

ズム推進ネットワークの

パンフレット、ホーム

ページによる情報発信

強化 

・ホームページ「ATJ」

の情報発信の拡充 

バリアフリー 

旅行相談窓口

・秋田バリアフリーツアー

センターの開設 

（平成 28 年 4 月 1 日）

・「いわきユニバーサルツー

リズムセンター」の名称

表記の開始 

・「UT 東北」の立ち上げ 

－ 

イ ン バ ウ ン

ド対応 

－ ・UT 東北の周知用リーフ

レットおよびホームペ

ージにおいて、英語表記

を一部実施 

・UT のインバウンドに必

要な内容の調査を行うと

ともに、ホームページ

は英語で情報を発信 
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５．今後の課題と方向性 
本業務では、これまでの UT に係る普及促進の効果検証を目的として、旅行の「送り

手（旅行業者）」、「受け手（観光地）」双方のこれまでの取組の現状を把握するとともに、

消費者の視点等から取組の効果を検証した。また UT の更なる普及促進のための地域に

おける活動強化事業を 3 地域において実施した。 

「受け手（観光地）」の取組の効果検証として、全国のバリアフリー旅行相談窓口の

運営主体および利用者（地域関係団体、消費者個人）を対象とした調査結果より、バリ

アフリー旅行相談窓口の需要はここ数年で大きく増加しており、全国の相談件数の合計

は平成 23 年度から平成 26 年度で 1.65 倍に増加している（平成 23 年度：9,574 件、

平成 26 年度：15,829 件）。地域関係団体、消費者個人双方からの満足度、今後の利

用意向も極めて高い結果となった。 

「送り手（旅行業者）」の取組の効果検証として、旅行業者の取組については、課題

は見られるものの UT の取組が本格化した 5 年前と比較すると、46%の旅行業者が積

極的に取り組む方向に行動変容し、実際に関連する商品数（1.4 倍）、売上額（1.6 倍）

ともに増加している。利用者のユニバーサル旅行商品の満足度、今後の取組拡大への期

待もバリアフリー旅行相談窓口同様高い結果となった。 

 

このような需要の高まりを踏まえると、今後、UT の取組の更なる促進を図ることは

もとより、今まで以上に加速させる必要があると考えられる。 

 

地域の取組については、今年度も 2 地域においてバリアフリー旅行相談窓口の立ち上

げに寄与する取組を行ったが、全国で見ると依然として空白地域が大きく残されている

のが現状である。今までの手法でのバリアフリー旅行相談窓口の取組は継続する一方で、

受入体制強化を加速させる手法を検討する必要がある。例えば、UT のインバウンド対

応についても引き続き拡大が求められるなか、全国の観光案内所との連携等が考えられ

る。観光案内所のユニバーサル観光案内レベルの向上手法や、バリアフリー旅行相談窓

口との連携手法の検討など裾野の拡大に向けた取組を検討していく必要がある。 

 

旅行業者については、マーケットが民間企業のビジネスとして取り組むことができる

規模として顕在化しつつある状況であると考えられるなか、高齢者・障がい者への適切

な対応方法を引き続き啓発・周知していく必要がある。平成 28 年 4 月 1 日に施行され

る障害者差別解消法を契機として、JATA、ANTA 等を中心に業界を挙げた取組が望ま

れる。 
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