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 はじめに 

 ユニバーサルツーリズムとは、「すべての人が楽しめるように創られた旅行

であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる

旅行」を意味します。地域においては、今後より一層の高齢化が見込まれる

中、旅行者が心配なく訪れることができ、旅行業者が心配なく旅行者を送る

ことができるユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バリアフリ

ー観光地づくり）が求められています。 

 ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バリアフリー観光地づ

くり）を進める上では、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、旅行者や旅行業者からの問い合わせや相談に適切に対

応することができる窓口機能を有する組織づくり（受入拠点づくり）が重要

となります。 

 このマニュアルは、ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バ

リアフリー観光地づくり）に資する、「受入拠点づくり」について、先行事例

や平成 25 年度に観光庁において実施した調査事業をもとに、地域（観光地）

の受入拠点づくりに取組む NPO、観光・福祉等の関係組織、自治体等の皆さ

まのご参考となるよう、その意義や取組む上でのポイント、手順等について、

具体の事例を紹介しつつとりまとめたものです。 

 受入拠点づくりの手順は、地域（観光地）の状況や取組みの熟度に応じて

ご参考いただけるよう、取組みのステップ毎に整理しています。巻末には、

先行的に取組む地域（観光地）の取組みを事例集として掲載しています。 

 ぜひ、各地のユニバーサルツーリズムに関わる受入拠点づくりの取組みに

ご活用ください。 
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１． 地域（観光地）におけるユニバーサルツーリズムの 

受入拠点づくりの必要性 

１-１ ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり 

         （バリアフリー観光地づくり）の必要性 

 我が国においては、今後より一層の高齢化の進展が見込まれています。日本全体の人口

が減少局面に入り、若年層の旅行離れが進む中、地域において観光客の増加を目指す上で

は、高齢者や障がい者、これらの方を含んだグループを取り込んでいくことは重要な視点

の一つであり、そのためにはユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バリアフ

リー観光地づくり）が必要となります。高齢者や障がい者、そのご家族等、観光・旅行に

困難を感じる方（観光困難者）等が安心して地域を訪れることができる観光地づくりを観

光事業者、行政、市民が一体となって、まちづくりの一環として進めていくことが必要と

なります。 

 

（人口：千人）

（年）

65歳以上割合

約23232323％

65歳以上割合

約40404040％

総人口

約1.281.281.281.28億億億億人

総人口

約8700870087008700万万万万人

生産年齢人口

約8200820082008200万万万万人

生産年齢人口

約4400440044004400万万万万人

2
0
1
0

2
0
6
0

総人口（2047年）

約１１１１億億億億人

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（中位推計） 

図図図図 1111    人口減少人口減少人口減少人口減少・・・・少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの推移推移推移推移・・・・予測予測予測予測    
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１-２ 地域（観光地）における受入拠点づくりの必要性 

 ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バリアフリー観光地づくり）を進め

る上では、観光困難者や旅行業者からの問い合わせや相談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）が重要となります。 

 

行 政

受入拠点受入拠点受入拠点受入拠点

宿泊サービス

移送サービス

福祉サービス
旅行会社等サービス提供者

利利利利 用用用用 者者者者
（高齢者、（高齢者、（高齢者、（高齢者、障がい障がい障がい障がい者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦 等）等）等）等）

利利利利 用用用用 者者者者
（高齢者、（高齢者、（高齢者、（高齢者、障がい障がい障がい障がい者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦者、杖利用者、小さな子供連れの方（ベビーカー）、妊婦 等）等）等）等）

・交通事業者等

WebWeb

サービス提供

・相談・依頼

・情報提供
・紹介・斡旋
・サポーター
・車いす貸出

・ホテル、旅館等

・福祉関係施設、団体等

連携

連
携

・観光計画策定
・観光地のバリアフリー化
の推進
・バリアフリー関係事業
創出 等

・調査への協力、情報提供
・セミナー、勉強会等への参加
・利用者受入等

観光サービス
・観光施設 等

・観光協会等

情報発信

連
携

・相談・依頼
・旅行商品企画・造成
・サポーター、車いす等手配
・宣伝・広報
・送客
・顧客情報等共有

・相談・依頼
・旅行申込

・旅行商品提供
・宣伝・広報

・働きかけ

観光組織等

連
携

・調査への協力、情報提供
・セミナー、勉強会等への参加
・利用者受入等

・調査への協力、情報提供
・セミナー、勉強会等への参加
・利用者受入等

・情報提供
・セミナー、勉強会等への参加
・人的介助、機器貸出等

・バリア調査
・バリアフリー化
指導・アドバイス
・利用者斡旋
・注意事項伝達

 

図図図図 2222    地域地域地域地域（（（（観観観観光地光地光地光地））））のののの受入体制受入体制受入体制受入体制    

 

 地域（観光地）の受入拠点は、行政や宿泊、観光、移送、福祉等の地域のサービス提供

者とネットワークを持つことにより、ユニバーサルツーリズムに必要なバリアおよびバリ

フリー情報、支援に関する情報を収集・蓄積し、その情報を観光困難者や旅行業者に提供

します。観光事業者等へのセミナーや勉強会、観光施設や宿泊施設等へのバリアフリー化

の指導・アドバイス、サポーター（介助者）の育成や派遣等に対応することで、ユニバー

サルツーリズムに対応した観光地づくり（バリアフリー観光地づくり）を推進します。 

 受入拠点は、地域（観光地）の情報が集約された窓口機能を果たすため、観光困難者の

問い合わせの際の手間、負担等が少なく、また、旅行業者がユニバーサルツーリズムに対

応したツアーを企画・造成・実施する際の負担軽減等にもつながります。 
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・観光施設、公共交通、

宿泊施設等のバリア

に関する調査

・地域内のバリア等の

情報収集・蓄積 等

・バリア及びバリアフ

リー情報の発信
（WEB、広報誌等）

・バリアフリー観光地の
PR 等

・観光事業者へのバリ

アフリー観光に関する

セミナー、勉強会

・観光施設、宿泊施設

等へのバリアフリー化

の指導・アドバイス

・サポーター（介助者）
の育成等

・サポーター（介助者）、

入浴介助の派遣

・車いす、ベビーカー、
福祉機器等の貸出 等

受入拠点受入拠点受入拠点受入拠点受入拠点受入拠点受入拠点受入拠点

情報収集情報収集情報収集情報収集情報収集情報収集情報収集情報収集 情報発信情報発信情報発信情報発信情報発信情報発信情報発信情報発信 指導･アドバイス指導･アドバイス指導･アドバイス指導･アドバイス指導･アドバイス指導･アドバイス指導･アドバイス指導･アドバイス 介助サポート介助サポート介助サポート介助サポート介助サポート介助サポート介助サポート介助サポート その他その他その他その他その他その他その他その他

・観光困難者の旅行ニーズに対応する問い合わせや相談対応

・旅行業者のツアー造成ニーズに対する問い合わせや相談対応

・地域の観光事業者等へのバリアフリー化アドバイスや研修 等

（総合相談センター）

 

図図図図 3333    地域地域地域地域（（（（観光地観光地観光地観光地））））のののの受入拠点受入拠点受入拠点受入拠点のののの機能機能機能機能    

 

 このようなユニバーサルツーリズムに総合的に対応した相談窓口（センター）のある、

受入拠点づくりの進む地域（観光地）は、現時点ではまだ少ないですが、高齢化の進展等

の時代のニーズに対応し、取組みを検討・開始する地域（観光地）が拡がりを見せはじめ

ています。 

 

１-３ 受入拠点づくりを進める効果 

 ユニバーサルツーリズムは、高齢者・障がい者のみならず、妊婦や子供等、対象は幅広

に及びます。地域（観光地）において、ユニバーサルツーリズムの受入拠点づくりを進め

ることは、観光困難者の旅行支援につながるだけでなく、地域の観光地づくりとしても重

要なポイントとなります。 

【観光客の増加、観光産業の活性化】 

 「伊勢志摩バリアフリーツアーセンター」を中心に、地域ぐるみでユニバーサルツーリ

ズムの受入拠点づくりが進む三重県伊勢志摩地域では、平成 14 年からバリアフリー観光

情報の収集・発信、アドバイス等を継続して実践してきた結果、車いすの障がい者や高齢

者の観光客が年々増加し、平成 24 年には伊勢神宮の車いす、高齢者の参拝者が約 1 万 4

千人になる等大きく増加しました。 

 また、同センターのアドバイスにより、ユニバーサルツーリズムに対応したバリアフリ

ー改装を行った旅館では、旅行口コミサイトでの評価が大幅アップする等宿泊者数が倍増

し、売上が改装前の 3 倍増となる等、観光産業の活性化にも効果が現れています。 
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【障がい者雇用や福祉産業の観光分野への展開】 

 「神戸ユニバーサルツーリズムセンター」を中心に、同様に取組みの進む兵庫県神戸地

域では、センターの活動として、バリアフリー観光情報の収集・発信、アドバイス等を日

常的に実践することで、地域の障がい者雇用増加に寄与するとともに、地域の福祉・介護

従事者を観光困難者の旅行サポート（観光地での介助や入浴介助等）にアレンジすること

で福祉産業の観光分野への展開にも寄与しています。 

【ユニバーサルツーリズムへの対応は時代のニーズ】 

 このように、先行的に地域ぐるみでユニバーサルツーリズムの受入拠点づくりに取組む

伊勢志摩や神戸では、観光客の増加や地域産業の活性化等、目に見えてその効果が現れて

います。 

 超高齢化社会の到来が見込まれる中、地域（観光地）において、受入拠点をつくり、ユ

ニバーサルツーリズムに対応することは、地域の観光地づくりにおいて大変重要な取組み

であると言えます。 
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２．地域（観光地）の受入拠点を担う組織 

 地域（観光地）において、ユニバーサルツーリズムに対応した受入拠点を担う組織とし

ては、決まった形態があるわけではなく、地域ごとに適した体制を検討することが必要で

す。 

 先行事例では、観光地域まちづくりを中心に活動する NPO等の組織が受入拠点を担うケ

ースや、地域の観光協会や旅館組合が中心となり活動するケース、障がい者の自立支援、

就労支援を中心に活動する NPO等の組織が担うケース等、様々なバリエーションが見られ

ます。 

 活動のきっかけや、組織設立の経緯も、地域（観光地）により様々です。皆さまの取組

みのご参考となるよう、以下に組織設立の経緯に関する事例を示します。 

 

【伊勢志摩バリアフリーツアーセンター】 

✔ 観光客の落ち込みが続く伊勢志摩で、新しい施設やイベント等が創られるも効果が見られない

中、三重県の「伊勢志摩再生プロジェクト」メンバーであった現理事長が、平成 14 年に地域の

資源をそのまま活かせる取組みとして、観光地のバリアフリー化の事業を企画。 

✔ 地元のバリアフリー情報を発信することを目的に、現事務局長が車いすの友人たちと「伊勢ばり

ふり団」を結成し、バリアフリータウン情報誌の発行等の活動をしていたところ、上記の観光地

のバリアフリー化の事業に際し声がかかり、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターが発足。 

✔ 伊勢志摩に旅行に来たい障がい者や高齢者に、観光施設や宿泊施設のバリアフリー観光情報を発

信すると同時に、ハード面のバリアフリーだけでなく、ソフト面でのバリアフリーも行き届いた

日本一のバリアフリー観光地にすべく、地域の受入体制の強化を積極的に行っている。 
 

【佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター】 

✔ 嬉野温泉の集客低迷の打開策として、嬉野温泉の和多屋別荘社長（当時全旅連会長）が、伊勢志

摩において成果を上げていたバリアフリー観光による集客増に着目、伊勢志摩バリアフリーツア

ーセンターを招聘し、嬉野市と嬉野温泉観光協会の協働により取組みを開始。 

✔ 嬉野市は長崎新幹線開通を視野に置いて、「ひとにやさしいまちづくり」の政策プランづくりを

市民会議によって策定するとともに、佐賀県の補助を得て、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンタ

ーを立ち上げ。 

✔ バリアフリー情報の発信および相談を行う他、旅館のユニバーサルデザイン化事業に取組むとと

もに、障がい者テニス大会の開催、ユニバーサルデザイン音楽会の開催等、イベントによる観光

PR と集客を行っている。 
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【神戸ユニバーサルツーリズムセンター】 

✔ 障がい者の自立支援等に取組んでいた経験から、旅行先で必要な介助を受けることができれば、

コスト面、安心感の観点から、障がい当事者に加え、家族の負担も減り、旅行がますます楽しい

ものとなるという気づきを得たことで旅行支援の活動を開始。 

✔ 宿泊施設、移送、福祉サービスがそれぞれに活動し、バリアフリーに関する基盤が整いつつあっ

た神戸市の状況に着目し、これらのサービスをうまくつなぎ、ネットワーク化を図ることで、観

光の受け地としての機能がさらに高まると考え、ネットワークづくりを支援する団体を設立。 

✔ 現在では、介助者の派遣、福祉機器のレンタル等に加え、旅行業を取得したことで幅広い支援活

動を実践する中で、豊かな旅・滞在を創りだす「神戸ユニバーサルツーリズム」という観光支援

活動に取組んでいる。 
 

【石川バリアフリーツアーセンター】 

✔ もともと塗装業を営み、障がい者の自立支援もライフワークの一つとしていた現理事長が、全国

各地のユニバーサルツーリズムに取組む関係者との話を通じ、観光立県石川におけるユニバーサ

ルツーリズムの取組みの遅れを知り、バリアフリーツアーセンターの立ち上げを決意。 

✔ 全国の障がい者や高齢者、妊婦等、障がい（バリア）を抱えた人たちへの石川県の観光案内窓口

として、安心して旅行できるようにサポートすることを目的に、石川バリアフリーツアーセンタ

ーを設立（平成 24 年より任意団体として準備を始め、平成 25 年に NPO 法人として認証）。 

✔ 現時点では金沢市および能登地域を中心に取組みを実施しているが、今後は加賀、野々市、白山

等の地域に活動を広げ、石川県全体の取組みの推進を目指す。 
 
【チャレンジド就労支援ネットワーク e ワーカーズ鹿児島】 

✔ 障がい者の就労支援に取組む NPO 代表者が、障がい者の支援に関わっていく中で、障がい者が

利用できる飲食店が極めて少ないことを知り、観光に関する障がい者や高齢者への情報提供の必

要性を感じたことをきっかけに、障がい者や高齢者の自立には就労支援だけではなく、余暇支援

も必要であるということを認識し、ユニバーサルツーリズムの取組みを開始。 

✔ バリアフリー観光に関わる受入拠点として、事務所のある霧島市周辺から観光施設等のバリアフ

リー調査や、高齢者や障がい者向けの観光情報提供支援に着手。離島を含めた鹿児島県全域の調

査や情報発信を目指す。 
 
【いわき自立生活センター】 

✔ 障がい者の生活を支援する活動として、カウンセリングや介助者の派遣事業等に取組み、介護サ

ービスの質に関しては年々改善を図りつつある中で、自立した生活を支援するだけでなく、障が

い者が生活を「楽しむ」という観点に立った支援・サービスの必要性を感じ、障がい者の旅行を

支援するユニバーサルツーリズムの取組みを開始。 

✔ もともと障がい者が旅行する際の介助者の派遣や、被災地研修ツアーを企画し、県外からの多く

の参加者を受入れた実績がある中で、地域の様々な団体と連携を図りつつ障がい者の旅行を受け

入れ、また、いわきから障がい者が旅行に出かけられるよう支援することができれば、さらに障

がい者の生活の幅が広がると考え、観光支援活動を推進。 

✔ バリアフリー調査に基づく地域の情報収集、地域のネットワークづくりから取組みをスタートさ

せ、いわきを訪れる障がい者、高齢者等に対し、市内の宿泊情報の提供や観光案内等の情報発信

を目指す。   
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３．受入拠点づくりを進めるポイント、手順 

 ユニバーサルツーリズムに対応した受入拠点づく

りについて、取組みの背景やスタンスは、各地域（観

光地）によって違いはあるものの、活動内容は共通す

る部分も多くなっています。 

 ここでは、今後、新たに取組みを開始されようとし

ている地域（観光地）や、取組みを継続・発展させよ

うとしている地域（観光地）の参考となるよう、先行

事例等をもとに、ユニバーサルツーリズムに対応した

受入拠点づくりを進めるポイントや留意点を図 4 に

示す取組みのステップごとに整理しました。 

 

                                                                                                            図図図図 4444    取組取組取組取組みのステップみのステップみのステップみのステップ        

 

STEP１ 取組みの検討 

(1)関係者の意識付け  

 組織の立ち上げや取組みの開始に先立ち、まずは地域（観光地）内の関係者に対して、

今後一体となってユニバーサルツーリズムに取組む意識付けをする必要があります。 

 対象となる関係者は、「①ユニバーサルツーリズムに関わるサービス提供者（宿泊、観光、

移送、福祉等）」、「②行政（自治体の観光関連部局等）」、「③地域の障がい当事者、NPO等」

の３者が挙げられます。 

 意識付けの方法として、これら３者を集めたセミナー形式の勉強会等が考えられます。

先行地域において取組まれている方をアドバイザーとして招き、取組みの必要性やポイン

トを解説していただくこと等も有効な手段の一つです。 

STEP２ 組織の立ち上げ

STEP３ 取組みの開始

STEP４ 取組みの継続

STEP５ 取組みの発展

STEP１ 取組みの検討
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【NPO 法人 石川バリアフリーツアーセンター】 

・バリアフリー観光地づくりに取組むため、地域関係者（宿泊施設、観光施設、福祉施設、自治

体の観光部局、障がい当事者 等）を集めたセミナーを２地域で開催。 

・先行地域の受入拠点で中心的に取組む方をアドバイザーとして招請し、バリアフリー観光地づ

くりに取組む意義やポイント等を実例を交えながら学ぶとともに、バリアフリー調査の方法や

ポイントに関する実地研修を実施。 

 

第１回セミナー：能登地区 

 【講師】 親川 修氏（バリアフリーネットワーク会議代表） 

 【プログラム】 

・「バリフリー観光地づくり」講演（座学）【1時間30分】 

・旅館におけるバリフリー調査の方法（実地研修）【1時間30分】 

第２回セミナー：金沢地区 

 【講師】 中村 元氏（伊勢志摩バリアフリーツアーセンター理事長／ 

                       日本バリアフリー観光推進機構理事長） 

 【プログラム】 

・「バリフリー観光地づくり」講演（座学）【1時間30分】 

▼▼▼▼アドバイザーによるアドバイザーによるアドバイザーによるアドバイザーによる講演講演講演講演 

▼▼▼▼ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ調査調査調査調査のののの実地研修実地研修実地研修実地研修    

事例 関係者の意識付けのためのセミナー・勉強会 

 
【日本バリアフリー観光推進機構】 

・日本バリアフリー観光推進機構（伊勢志摩バリアフリーツアーセンター）の、バリアフリー観

光地開発手順において、『キックオフとなる勉強会には、「地元観光事業者」「地域行政」「地元

障がい当事者およびＮＰＯ」の３つのセクターの人々の参加が必要である』ことを明確に指導。 

・この方法により地域関係者の意識付けをした結果として多くの相談センター（バリアフリー観

光拠点）が誕生している。 

 
【セミナー・勉強会のプログラム例】 

①日本バリアフリー観光推進機構理事長による「バリフリー観光地づくり」講演会【２時間】 

②日本バリアフリー観光推進機構より、調査方法等実技の研修 

 ・「パーソナルバリアフリー基準」習得の座学【２時間】 

 ・旅館にて調査方法の実習【４時間】 

③先進地（伊勢志摩バリアフリーツアーセンター）において、パーソナルバリアフリー基準によ

る、相談センターの運営の方法（電話対応、旅館への指導方法等）を実地研修【１日】 
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(2)組織形態等の検討 

 ユニバーサルツーリズムの受入拠点を担う組織は、「2．地域（観光地）の受入拠点を担

う組織」に示したとおり、決まった形態があるわけではありません。地域に適した人材、

組織形態を、地域の事情に応じて検討する必要があります。 

 先行事例では、NPO を立ち上げて運営している例が多く見られます。新規の組織立ち上

げが困難な場合には、既存組織の活用（既存組織へのサービスの付加）も一つの方法とし

て考えられます。 

 

【【【【組織形態組織形態組織形態組織形態のののの例例例例】】】】    

✔ 新規立ち上げ 

  ・NPO を設立 

  ・地域関係者で協議会を組成 等 

✔ 既存組織の活用 

  ・観光協会、観光事業者で構成する地域協議会、観光系の NPO 

  ・社会福祉協議会、福祉施設で構成する地域協議会、福祉系の NPO 

  ・宿泊施設、旅行業者等で構成する地域協議会 等 
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STEP２ 組織の立ち上げ 

(1)組織の立ち上げ  

 新たな組織の立ち上げ（既存組織の活用の場合、新しいサービスの実施）にあたっては、

初期段階の費用と手間がかかり、相応の準備が必要となります（人、場所、モノ、お金等）。 

 先行事例では、立ち上げ時は自治体等の協力のもと運営し、その間に実績を重ね、その

後、自立運営している例も見られ、一つの方法と考えられます。 

 自治体等からの協力は、ユニバーサルツーリズムに関する相談業務そのものに受けられ

る場合や、福祉関連事業として受けられる場合、地域活性化事業として受けられる場合等、

地域により様々であることから、希望する場合、まずは自治体の観光関連部局、福祉関連

部局、まちづくり関連部局等に相談をすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 組織の立ち上げ準備について 

 
【新規組織の設立／NPO 法人 石川バリアフリーツアーセンター】 

・センター設立の構想を得てから、まず石川県の観光振興課、障害保健福祉課、企画課にセンタ

ー設立についての相談をし、ネットワークを構築。 

・平成 24 年 12 月より任意団体としてセンター設立の準備を始め、約半年後の平成 25 年 5

月に NPO 法人としてセンターを設立。 

・現理事長が経営する会社のスペースを事務所とし、活動の拠点とすることで取組みを開始。 

・スタッフは現理事長の仕事の関係者でボランティアに興味のある人に声がけし募集。設立当初

（平成 25 年 5 月）は、常勤・非常勤合わせて 2 名のスタッフでスタート（平成 25 年 12

月末には、常勤・非常勤合わせて 13 名に増加）。 

【既存組織の活用／NPO 法人 チャレンジド就労支援ネットワーク e ワーカーズ鹿児島】 

・もともとは障がい者の就労支援を主な業務として活動していたが、県の助成金（NPO 提案型

共生協働モデル事業、約 600 万円）に採択されたことにより、その資金を活用しバリアフリ

ー調査、情報発信等バリアフリー観光推進事業を開始。 

・バリアフリー調査では、就労支援センターの訓練修了生やボランティアスタッフを活用（専任

スタッフ 1 名、訓練生・ボランティアスタッフ 10 名程度）。 

・約 8 ヶ月間の事業を経て、バリアフリー観光相談窓口を開設。基本は HP 等による情報発信と

電話による問い合わせ対応のため、既存の事務所を活用し、電話相談等の対応ができる体制を

整備。 
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(2)地域（観光地）の受入拠点に求められる人材、体制 

 地域（観光地）の受入拠点としての活動に携わる上で、必要な資格があるわけではあり

ませんが、業務の特性上、多様な障がいを持つ方等の問い合わせに対応し、それを受けて

地域のサービス提供者それぞれとの調整が必要となることから、障がいに対する理解があ

り、かつ地域や地域の観光資源にも詳しい人が望ましいものと考えられます。 

 先行事例では、観光、まちづくり、福祉系の仕事に携わっていた方が取組んでいる例が

多く見られます。また、スタッフとして障がい者（車いす利用者等）を雇用することによ

り、観光困難者目線での顧客対応に充てるとともに、トラブルの回避につなげている例も

見られます。 

 受入拠点の体制として、地域の情報を集約し、観光困難者が旅行するための包括的なア

ドバイスや支援を実施する上では、常設の相談窓口とすることが必要となってきます。 

 

【既存組織の活用／NPO 法人 いわき自立生活センター】 

・「いわき自立生活センター」が母体となり、国の事業に選定されたことをきっかけに、ユニバ

ーサルツーリズムの活動を開始。 

・自立生活センターの事務所、スタッフ等既存組織の活用により、スムーズに活動を実践。 

・観光の受け地としての機能強化を目指し、いわき市内

で「被災地ツーリズム」を実践する「特定非営利活動

法人３．１１被災者を支援するいわき連絡協議（みん

ぷく）」と連携。 

・これまで関係の薄かった観光事業者や自治体の観光部

局を交えた地域協議会を組成。今後の協働について検

討を開始。 

▼▼▼▼地域関係者地域関係者地域関係者地域関係者がががが集集集集うううう協議会協議会協議会協議会 
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STEP３ 取組みの開始 

(1)地域内の必要な情報収集および調査 

 受入拠点における基本的な役割（機能）は、観光困難者等からの問い合わせ・相談の対

応および旅行のコーディネート（旅行の支援）になります。 

 観光困難者等からの相談に適切に対応するためには、地域の観光施設、宿泊施設、飲食

店等のバリアフリー状況（バリア状況）の調査を行う等、地域の情報を収集、蓄積するこ

とが必要です。数値データや利用者の判断材料となる写真を撮影することもポイントの一

つです。 

 

【【【【バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー調査調査調査調査のののの調査項目例調査項目例調査項目例調査項目例】】】】    

区分区分区分区分    調査項目例調査項目例調査項目例調査項目例    

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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【NPO 法人 いわき自立生活支援センター】 

・バリアフリー調査の第１段階は、「時間のかかる数値データ等の詳細な調査ではなく、地域の

施設等を数多く訪問し、地域のネットワークづくりを重視すること」、「高齢者や障がい者がど 

 の程度を利用できるかを目で判断すること」、「施設担当者

との情報交換・協力体制づくりを図ること」等の先行地域

（神戸）のアドバイザーの指導に基づき調査を開始。 

・市内の宿泊施設、観光施設、鉄道駅等を対象に、まず電話

での調査依頼から始め、施設を訪問し、ユニバーサルツー

リズムの趣旨を説明。改めて協力を依頼した上で、バリア

フリー設備の状況や高齢者や障がい者が施設を利用可能

かどうかの確認・調査を実施。 

 

事例 地域内の必要な情報収集および調査について 

 

【NPO 法人 チャレンジド就労支援ネットワーク e ワーカーズ鹿児島】 

・調査を実施するにあたっては、「一般的な情報からバリアフリ

ー対応状況まで施設のすべての情報を知ること」、「観光客の

ニーズを理解すること」、「地域関係者（観光協会やホテル、

旅館、観光施設等）との協力体制の構築」が必要であるとい

う先進地域のアドバイスのもとバリアフリー調査を実施。 

・観光客にとっての「鹿児島」という概念を踏まえ、広域調査

の必要性から、鹿児島県内の観光導線となり得る施設を中心

に調査を実施。 

・書面での調査依頼から始め、実際に施設を訪れ、「障がいを持つ人にも様々なニーズがある」、

という視点で、「一般の方が利用する部屋やトイレ等の施設」も含め、すべての客室や設備で

障がいを持った方でも利用できるかを調査。 

 

 

▼▼▼▼バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー調査調査調査調査のののの様子様子様子様子 

（（（（施設担当者施設担当者施設担当者施設担当者とのとのとのとの協議協議協議協議）））） 

 ユニバーサルツーリズムが浸透していない地域では、「障がい者」や「調査」という言葉

に反応し、警戒心から調査を断られることがある。地域のネットワークづくりを図る必要性

や活動の趣旨を説明し、「ソフト面での取組みに関するヒアリング」等のアプローチから訪

問する許可を取り付け、施設側との協力体制構築の第一歩を進めることが重要。 

POINT 

 調査の依頼にあたっては、今後の関係構築も見据え、ユニバーサルツーリズムの取組みに

対する施設側の理解を得て、協力の後押しを得ることが重要。また、「ハード」整備ではな

く、「ソフト」整備だけで簡単にできるバリアフリーのアドバイスを受入側に提供すること

で、バリアフリーの取組みに対するバリアを取り除くことが大切。 

POINT 

▼▼▼▼バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー調査調査調査調査のののの様子様子様子様子 
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(2)地域内で連携が必要なサービス提供者等との協働体制の構築、連携手法 

 観光困難者からの問い合わせや相談等に対し十分なサービスを提供する上では、地域の

行政、サービス提供者との連携・協働が必要になります。 

 中でも行政との連携・協働は、ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バリ

アフリー観光地づくり）を推進する観点からとりわけ重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 行政との連携（支援や関わり） 

【NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター】 

・バリアフリーツアーセンターとしての活動自体が三重県「伊勢志摩再生プロジェクト」の一環

としてスタート。 

・そのため設立当初から三重県と密に協働し取組みを推進。資金面において、設立後最初の 4

年間は三重県の補助金により運営。 

・それ以降は自立運営をしているが、伊勢市、鳥羽市、三重県、国土交通省等からバリアフリー

観光関連事業を継続的に受託する等行政とは密に連携。 

・宿泊施設や観光施設におけるユニバーサルデザイン化のアドバイスおよび監修を受託し、集客

を大幅アップさせるコンサルタントとして認知され、三重県、伊勢市、鳥羽市の行政において

は、「パーソナルバリアフリー基準」が、観光のバリアフリー化の指針として採用されている。 

・また、伊勢市、鳥羽市において、宿泊施設や観光施設がバリアフリー改修の助成を受けるため

には、バリアフリーツアーセンターのアドバイスを受けることが必須条件となっている。 

・その結果、三重県知事が「日本一のバリアフリー観光県推進宣言」を表明する等、地域のバリ

アフリー観光地づくりの中核として機能している。 

【神戸ユニバーサルツーリズムセンター（NPO 法人ウィズアス）】 

・2005 年、市民プロジェクトとして「神戸ユニバーサルツーリズム」の活動を、障がい者の

就労事業の１つとして開始。 

・神戸市の協力のもと、2006 年 経済産業省「サービス産業創出支援（観光・集客）」、2007

年 国土交通省「国土施策創発調査事業」、2008・9 年 内閣府「地方の元気再生事業」の採

択を受け、市内の宿泊・観光・移送サービス・医療福祉事業所・教育機関等とのネットワーク

を創り上げ、様々な障がいのある人たちの神戸の旅・滞在をサポートしている。 

・神戸市観光コンベンション推進室の支援を受け、神戸ユニバーサルライフ情報紙『びと』（季

刊・各 10,000 部）、神戸ユニバーサル観光ガイドブック、接客マニュアルブック（障がい者、

高齢者への接遇）等の発行による情報発信事業、神戸どこでも車いす事業（無料レンタル車い

す事業・現在市内 11 か所・年間利用件数 800 件）を展開。 

・神戸市都市計画局、神戸市保健福祉局等と連携し、ユニバーサルホスピタリティ研修会（視覚・

聴覚・高齢者・肢体障がい者への接遇研修）を、サービス産業従事者（宿泊・観光・移送サー

ビス等）、行政関係者を対象に実施し、ソフト面のサポートの充実を図っている。 
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 地域のサービス提供者との連携については、先行事例では、まずは①宿泊サービス、②

移送サービス、次いで地域の名所を巡るニーズもあることから③観光サービス、障がいの

レベルが重度になるにしたがって、④福祉サービスと段階的に連携をしている例が見られ

ます。 

 関係者とのネットワークは、観光困難者からの問い合わせ・相談への対応や、前述の施

設のバリアフリー状況調査への協力をとおして、広げていくことが望ましく、先行事例で

は、地域のまちづくり関係の会議への参加や、地域イベントへ協力をする中で、ネットワ

ークを増やし、円滑な業務遂行につとめている例が見られます。 

 また、地域によっては観光困難者の旅行をサポートする専門の介助者（トラベルヘルパ

ー）を束ねる組織がある地域もあり、連携することで、より適切に観光困難者からの問い

合わせや相談に対応することが可能となります。 

 

【NPO 法人 バリアフリーネットワーク会議】 

・福祉部局の保有しているバリアフリー情報を提供してもらい、観光部局に対し観光マップへの

活用等を提案し、自ら作成することで、バリアフリーツアーセンターとしての観光案内に役立

てる等、行政の観光部局、福祉部局双方とうまく連携し取組みを実施している。 

・観光、福祉の両部局と連携し、お互いの強みを活かし弱みを補完するような提案をすることで、

継続的に調査等を請け負い、その成果をバリアフリーツアーセンターの運営に反映させるとい

った好循環を生み出している。 

・年間５万部発行しているバリアフリー観光情報誌「そらくる」のうち、1 万部は県や社協等を

通じて配布しており、行政のネットワークをうまく活かした取組みを推進している。 

 

【静岡県ユニバーサルツーリズム推進連絡会】 

・静岡県では、民間企業等から構成される静岡県ユニバーサルツーリズム推進連絡会が平成 25

年 6 月に設立され、旅行会社、福祉事業者、タクシー会社等を中心にユニバーサルツーリズ

ムに対応した着地型旅行商品の造成や、接遇研修の実施等受入体制強化に取組んでいる。 

・設立当初から、連絡会への参画や、ツアー催行の際の告知等において静岡県の観光部局と密に

協働し取組みを推進している。資金面においても、静岡県のニューツリーリズム推進事業費の

補助金を、ユニバーサルツーリズム対応のツアー造成、研修会の実施等に充てている。 

・また、連絡会には、地域（観光地）で観光困難者の旅行をサポートする専門の介助者を束ねる

トラベルヘルパーセンター東伊豆が参画している。 

・地域（観光地）で介助者（トラベルヘルパー）を準備できることにより、発地側から同行する

場合と比べ費用負担の低減に寄与するとともに、連絡会メンバーとの連携により、地域（観光

地）としての受入の幅が拡がる等、ユニバーサルツーリズムに対応した受入体制の強化につな

がっている。 
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(3)情報発信 

 観光施設や宿泊施設のバリアフリー状況等の調査結果について、ホームページや情報誌

等の紙媒体等により、利用者に向けた情報発信が必要です。 

 必ずしもすべての調査結果をホームページや情報誌等に掲載することが必要なわけでは

ありませんが、写真や段差、幅等の数値データ等により利用者が判断できる材料を提供す

ること、いつの時点の調査内容か明示するとともに定期的に情報を更新していくことが情

報発信のポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 ユニバーサルツーリズムに関わる HP、情報誌等による情報発信 

 

【NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター】 

・伊勢志摩バリアフリーツアーセンターHP にて、宿泊、観光、交通、飲食店、アクティビティ、

トイレ等のバリアフリー情報を発信。 

・各施設、共通の項目で実施した調査結果を掲載し、ドアの幅等の数値データ、写真、部屋の間

取り（宿泊施設の場合）等を掲載。また、掲載情報には必ず情報更新日を記載。 

・これらの伊勢志摩バリアフリーツアーセンターが開発した受入システム「パーソナルバリアフ

リー基準」に基づく情報発信は、総務省「地域 ICT 利活用広域連携事業」によって、全国の

バリアフリー観光地に導入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記のような情報を読み解けない高齢者等のために、常設の相談センターと相談員を置き、電

話、メール、ＦＡＸ等による利用者からの相談に対応。 

・電話等による直接的な相談業務は HP による情報発信以上に重要であり、調査の詳細データ

は相談時にこそ最も役立つ。 

・HP 以外にも日本バリアフリー観光推進機構とともに、「旅バリ」を発刊。新たなバリアフリ

ー対応旅館等を紹介。 

出典：伊勢志摩バリアフリーツアーセンターHP 

 

・施設が自分に合っているかを旅行者

が判断できるよう、部屋の間取り

図、数値データ、写真等を各施設共

通の項目で掲載。 

POINT 
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【神戸ユニバーサルツーリズムセンター（NPO 法人ウィズアス）】 

・車いす使用者等を対象としたバリアフリー情報を掲載した情報紙「bito」を定期的に発行し、

神戸市内のバリアフリー対応施設を積極的に PR。 

・神戸ユニバーサル観光ガイドブック（冊子、Web）を作成し、神戸の魅力と高齢者や障がい

者が安心して利用できる施設等、地域の情報を発信。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：神戸ユニバーサルツーリズムセンターHP 

 

▼▼▼▼神戸神戸神戸神戸ユニバーサルライフユニバーサルライフユニバーサルライフユニバーサルライフ情報紙情報紙情報紙情報紙「「「「bito」」」」 

（（（（発行部数発行部数発行部数発行部数 10,000部部部部、、、、現在第現在第現在第現在第 53号号号号）））） 
▼▼▼▼神戸神戸神戸神戸ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル観光観光観光観光ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック 

（（（（左左左左：：：：Vol.5、、、、右右右右：：：：点字版点字版点字版点字版）））） 

・一人でも多くの方の目に留まるよう、冊子とWebを活用して情報を発信。 

・車いすユーザー等の障がい当事者自身が調査した信頼性の高い情報を提供。 

・地域のネットワークを活かし、公共施設、観光施設、大学、連携団体窓口、地域の各店

舗等、様々な場所に情報誌を設置する場所を確保。 

・新規施設の営業開始、各施設の建て替えや改修、店舗等の移転や閉店等、地域の状況の

移り変わりに合わせ、常に最新の情報を所有し、発信することが重要。 

  ⇒地域の情報を的確に把握し、利用者への情報提供、アドバイスを実践。 

・地域の状況を常に調査することは難しく、団体自身への負荷が大きい。地域のネットワ

ークづくりを推進し、地域（施設等）から最新情報が集まる仕組みづくりが大切。 

POINT 
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(4)旅行者（当事者）、旅行会社等からの相談対応 

 以上までの内容を踏まえて、観光困難者等からの問い合わせや相談に窓口として対応し

ていくことが受入拠点としての基本的な役割となります。 

 観光困難者が不安を抱える事項や観光ニーズは一人ひとり異なるため、当事者の状態お

よびニーズを適切に把握することが何より重要となります。 

 先行地域の取組み方法を視察等により学び、窓口業務について必要な基本スキルやポイ

ントを習得することも有効です。地域特性に応じた固有の知見やノウハウは、日々の窓口

対応の中で蓄積していくことが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 地域の受入拠点として活動する上で必要なスキルや知見・ノウハウの習得 

 

【NPO 法人 チャレンジド就労支援ネットワーク e ワーカーズ鹿児島】 

・先進地域（伊勢志摩）での視察研修により、バリアフリー相談

窓口として対応をするために必要なスキルを学習。 

・学習した内容を、地域特性にあわせてアレンジするとともに、

今後の活動を通じて、知見・ノウハウを継続的に蓄積。 

 

 

・受入拠点として活動する上では、観光客の「様々なニーズ」や「様々な障がいの状況」に対

応することが何より重要。 

・そのためには「様々な視点からの観光情報の収集」や「情報提供手段」を構築し、適切なア

ドバイスを提供することが求められる。 

・地域によって相談内容は様々であり、問い合わせ内容を地域独自のノウハウとして蓄積して

いく必要がある。 

 

POINT 

▼▼▼▼鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島でのでのでのでの研修研修研修研修のののの様子様子様子様子 

【NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター】 

・「パーソナルバリアフリー基準」という、旅行者個人を基準として相談や斡旋のできるシステ

ムを開発し、どんなタイプの障がいにも相談対応できるようにしている。 

・相談対応や調査には、「パーソナルバリアフリー基準」を理解した地元の障がい者が携わる 

・専門員を養成する研修を継続することで相談対応できるスタッフを増員。常時最新のバリアフ

リー情報に基づく相談対応を実施。 

・調査を行った宿泊施設には、積極的にＰＲと誘客を実行。施設の集客に寄与。 

・介助の必要な旅行者にはヘルパーを派遣。伊勢神宮等のサポートにはサポートボランティア組

織をつくる等、重度の障がい者にも対応できる地域ネットワークを構築。 

・「パーソナルバリアフリー基準」を、全国のバリアフリー観光地に指導し、旅行者にとっての

バリアフリー観光地の標準化を果たすことで顧客開発を大幅に拡大。 
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(5)運営に必要な安全管理手法 

 観光困難者からの問い合わせや相談に対応した情報提供や紹介・斡旋等を適切に実施し、

利用者に事故やトラブルなく、安全に観光を楽しんでもらうためには、前述のとおり、固

有の当事者の状態およびニーズを適切に把握することがまずは重要です。 

 その上では、地域関係者と適切にコミュニケーションをとり各自の対応スキルを正確に

把握するとともに役割分担を明確にすること、施設等のバリアフリー対応状況を適切に把

握すること等が必要となります。 

 また、窓口対応における利用者とのトラブル回避策として、窓口対応スタッフに障がい

当事者を充てることで、利用者とのトラブル回避につなげている事例も見られ、有効な手

法の一つと考えられます。 

 

STEP４ 取組みの継続 

(1)地域内における関係者との連携拡大 

 先行地域では、活動を進める中で、観光困難者のニーズに応じて関係者との連携が求め

られることから、徐々にネットワークを拡大している事例が見られます。 

 伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、観光困難者の要望に応じて障がい者用ベッ

ドを宿泊施設へ用意することとなり、レンタル事業者と連携していたり、イベントやツア

ー等への障がい者の参加、障がい者向けのアクティビティの実施等において、旅行関係の

NPOやイベント会社とも連携しています。 

 また、地元のメディアを有効に活用し、受入拠点としての活動を取組みやすくしている

事例も見られます。上述の伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、メディア等での露

出により地域内での認知度を向上させ、地域内で頼られる存在となることで、自然と情報

が集まるような関係を構築し、円滑な運営に寄与しています。 

 

 

(2)受入体制の向上と強化策 

 先行事例では、活動を進める中で、受入拠点を中心に、地域のサービス提供者との勉強

会や講習会、研修会等を行っている地域（観光地）も見られます。 

 このような地域のユニバーサルツーリズムに関わる受入体制を向上させるような活動に

取組むことが望ましいと言えます。 
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(3)発地側（旅行会社等）との連携 

 地域（観光地）の受入拠点における観光地、宿泊施設等のバリアフリー情報や、地域関

係者とのネットワークは、ユニバーサルツーリズムに取組む旅行会社にとっても非常に有

用な情報となります。 

 具体的には、ツアーの企画段階において、旅行会社が必要とする観光地、宿泊施設等の

バリアフリー情報を提供することで、旅行会社の調査の負担が軽減します。 

 また、ツアーの催行段階において、観光困難者の観光や入浴に必要となるサポーター（介

助者）を地域で調達することができれば、サポーター（介助者）を発地から連れてくる交

事例 受入体制の向上と強化策 

【NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター】 

・バリアフリーツアーセンターで積み上げてきた経験、

知見をもとに、宿泊施設や観光施設へのバリアフリー

改修に関するアドバイス事業や接遇に関するセミナ

ー等を実施。 

・アドバイス事業、セミナーには地元の障がい者が参

加。実際に障がい者に接することで、事業者側の接遇

に関する苦手意識が緩和。 

・バリアフリーの総合コンサルタントとして、商店街

や道路のバリアフリー化の際には監修として県や市

から委託が来る等、行政との連携を構築。 

出典：伊勢志摩バリアフリーツアーセンターHP 

【神戸ユニバーサルツーリズムセンター（NPO 法人ウィズアス）】 

・観光の受入体制向上に向けた取組みとして、各種店舗・観光施設等の

サービス業従事者が障がいがあるお客様やご高齢のお客様に対して

スムーズに接客できる手助けになるよう、サービス業を対象とした

「接客マニュアル」を発行。 

・また、宿泊施設等に従事するサービス提供者が高齢のお客様や障がい

があるお客様への対応を学ぶ、「ユニバーサルホスピタリティ研修」

を開催。 

  ⇒安心してお客様に紹介できる店舗・施設の選択肢拡大を期待。 
 

出典：神戸ユニバーサルツーリズムセンターHP 

 

▼▼▼▼接客接客接客接客マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル 

▼▼▼▼宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設でのバリアフリーでのバリアフリーでのバリアフリーでのバリアフリー 

改修改修改修改修アドバイスのアドバイスのアドバイスのアドバイスの様子様子様子様子 
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通費や宿泊費が削減され、ツアー代金が低減し利用者の費用的なインセンティブとなりま

す。 

 受入拠点と旅行会社で連携する際に必要となる情報の受け渡し方法や、顧客情報の提

供・取扱方法、旅行サービスの質の確保等に留意は必要ですが、連携することで双方にメ

リットが生じるものと考えられます。地域のユニバーサルツーリズムを促進する観点から、

各地において継続的に検討を進めていくことが大切です。 

 

 

(4)運営費の確保 

 ユニバーサルツーリズムに関する観光困難者からの相談業務を無償で行うためには、受

入拠点となる組織の運営費を別途の収入源で確保することが必要となります。 

 先行事例では、観光困難者への相談業務は無償（ボランティア）の対応が多く、組織を

運営するために、以下のような収入源を確保している例が見られます。 

 

【【【【運営費運営費運営費運営費のののの確保確保確保確保のののの例例例例】】】】    

a）行政（自治体、国）からの助成、委託 

 ・受入拠点となる組織の運営費の助成 

 ・バリアフリー関連の調査、セミナー、研修会等の事業等の受託 

 ・障がい者就労継続支援事業等の福祉関連事業の受託 

b）バリアフリーアドバイス事業 

 ・宿泊施設や観光地等へのバリアフリー化に対するアドバイスを各施設等より受託 

c）各種手配、ツアーの実施 

 ・旅行業の登録を受け、自らが手配やツアーをサービスとして提供 

d）相談業務において派生するサービス 

 ・車いす、ベビーカー、福祉機器等の貸出（無償で対応している場合もある） 

 ・サポーター（介助者）、入浴介助の派遣、確保 

e）広報誌による広告 

 ・自らが発行する広報誌での広告掲載による広告収入 
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【神戸ユニバーサルツーリズムセンター（NPO 法人ウィズアス）】 

・神戸ユニバーサルツーリズムセンターでは、障がい者の就労支援事業のひとつとして運営し、

第 2 種旅行業を取得したことによる旅行者からのコーディネート料、地域の施設からの広告料、

ユニバーサルホスピタリティ研修会等の参加費を収入として得ることで、継続的な活動の運営

費を確保している。 
 

◆行政からの受託 

・厚生労働省 就労継続支援事業 等。 

◆各種手配、ツアーの実施 

・旅行のコーディネート料として、利用するサポートサービスの 10%を利用者から徴収。 

（※第２種旅行業の取得により、観光・宿泊施設、交通機関の予約サービスも実施） 

◆広報誌による広告 

・地域のバリアフリー情報を発信する情報紙「bito」への広告掲載料（宿泊施設、飲食施設等）等。 

事例 運営費の確保 

 
【NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター】 

・伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、行政（県、市などの自治体）からのバリアフリー

関係の調査、研修会等の事業の受託や、観光施設や宿泊施設へのバリアフリーアドバイス事業

の受託等により継続的な活動のための運営費を確保している。 

◆行政からの受託 

・伊勢市におけるバリアフリー観光関連事業 等。 

◆バリアフリーアドバイス事業の実施 

・観光施設、旅館におけるバリアフリーアドバイス事業を実施。 

・自治体と連携し、バリアフリー改修費補助の条件としてバリアフリーツアーセンターのアドバ

イスを受けることを必須条件としている。 

・二級建築士をバリアフリーツアーセンターの常駐スタッフとして体制を構築。 

【NPO 法人 バリアフリーネットワーク会議】 

・バリアフリーネットワーク会議では、那覇空港に窓口を有する「しょうがい者・こうれい者観

光案内所」を運営しており、同案内所における車いす、ベビーカーの貸出による収益や、バリ

アフリー観光情報誌「そらくる」の広告費収入等により、継続的な活動の運営費を確保してい

る。 
 

◆行政からの受託 

・沖縄県におけるバリアフリー観光関連事業 等。 

◆那覇空港「しょうがい者・こうれい者観光案内所」における車いす、ベビーカーの貸出 

・車いす、ベビーカーを有料貸出。 

（車いす２泊 3 日 3,000 円、ベビーカー２泊 3 日 2,000 円 等） 

・6 年前から貸出を開始し、利用者数は年々増加。現在は合わせて年間 400 万円程度の 

収益を確保。 

◆広報誌による広告 

・バリアフリー観光情報誌「そらくる」を年 5 万部発行。 

・宿泊施設や飲食施設からの広告掲載料により継続的な収益を確保。 
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STEP５ 取組みの発展 

(1)活動領域の拡大 

 受入拠点となる組織の活動のエリアについて、当初は組織の自市町内や近隣のエリアか

ら取組むことが多いと考えられますが、利用者の観光ニーズを踏まえて、隣接する自治体

を含めた取組みや県全体での取組みへと拡大させていくことが望ましい姿です。このよう

な活動領域の拡大により、利用者の観光ニーズに応えられる機会が増加し、取組みの発展

に資するものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)組織の強化策 

 基本となる観光困難者からの問い合わせ対応等に加えて、受入拠点となる組織が報酬を

得て、宿泊や地域内での移動等の手配を行うためには、旅行業の登録が必要となります。

受入拠点の取組みの発展に合わせて、必要に応じて検討してもよいものと考えられます。 

 旅行業の登録を受けたことで、業務の幅が拡がり、利用者のニーズにダイレクトに応え

られるようになり、組織の収益につなげている事例も見られます。 

事例 活動領域の拡大 

【NPO 法人 石川バリアフリーツアーセンター】 

・当初は金沢を中心にバリアフリー調査を実施していたが、石川県全体の取組みに広げるべく、

観光の拠点となる能登空港のある能登地域にて調査を実施。 

・観光庁との協働事業により、観光協会、旅館組合、石川県観光課、福祉施設、能登空港等を含

めた協議会を立ち上げ、セミナーやモニターツアーを実施。協議会は永続的に活動を継続する

ための基盤となった。 

・協議会メンバーである能登空港では、石川バリアフリーツアーセンターの協力のもと、空港で

の車いす貸出サービスを開始予定。 

・金沢・能登に続き、将来的には加賀、野々市、白山等の地域にも活動を広げ、石川県全体の取

組みの推進を目指す。 
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(3)他地域とのネットワーク構築 

 他地域の受入拠点とネットワークを構築することで、地域間での観光困難者の紹介等が

可能となり、観光困難者への対応の幅が広がることにつながります。 

 観光困難者側から見ても、各地で同じようなサービスを受けられることが望ましく、す

でに一部の受入拠点において地域間の連携が見られますが、必要に応じて全国的な連携に

ついても検討していく必要があると考えられます。 

事例 組織の強化策としての旅行業の登録 

【神戸ユニバーサルツーリズムセンター（NPO 法人ウィズアス）】 

・平成 22 年 5 月に第２種旅行業を取得し、宿泊施設（ホテル・旅館）、観光施設等の予約、各

種交通機関（航空券・JR・フェリー）の予約・発券、国内・海外の旅行パッケージ商品等の

予約といった旅行者のニーズに対応した活動の幅が拡大。 

・当初は観光施設等の情報を無償で提供するボランティアサービスとして活動していたが、旅行

業を取得することで、コーディネート料や年会費以外に、福祉サービスの提供を仲介する形で

利用者から料金を得ることができるようになり、団体としての収入の幅も拡大。 

・定期的に発行する情報誌への広告掲載料と合わせ、団体の活動資金を確保することで、組織の

強化と、ユニバーサルツーリズムの実現に向けたよりきめ細やかな充実したサービスの提供を

目指している。 
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【日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク】 

・全国の観光地でユニバーサルツーリズムに取組

む団体がネットワーク化（全国 5 の団体が所属

（平成 25 年時点））。 

・定期的な情報交換による連携を図りながら、ネ

ットワークを構築。 

・各組織では、丁寧な身体状況のヒアリングから

滞在に必要とされるサポートの手配、宿泊施設

（ユニバーサルルーム）・移送サービス（リフト

付車等）・福祉用具レンタル（車いす、電動ベッ

ド）等に関する情報の提供と手配を実施。 

・障がいがある人たちの旅は、観光地での移動・入浴・食事介助等のために出発地から介助者を

同行させるのが一般的だが、ヒアリングをもとに着地で必要なサポートを必要な場所と時間に

つなぐことにより、出発地から介助者を同行させる必要がなくなり、旅行費用の大幅な軽減を

図ることができる。 

事例 他地域とのネットワーク構築 

 
【日本バリアフリー観光推進機構】 

・全国の観光地でバリアフリー観光に取組む NPO や旅行会社等により運営する相談センターが

ネットワーク化（全国１７の団体が所属（平成 25 年時点））。 

 

 

 

 

 

 

 

・各地の相談センターは「パーソナルバリアフリー基準」（人によって何がバリアになるかは異

なるため、バリアの情報と旅行者の情報を踏まえ、それぞれの旅行者に合わせた対応をする考

え方）によって調査したバリアフリー情報を管理し、「旅のカルテ」システム※によって旅行者

の身体状態の情報を共有することで、他の相談センターとネットワークを構築。 

※「旅のカルテ」システム：障がいのタイプや程度、お客様の希望等の情報を管理するシステム 

・統一の基準設定により全国の相談センターとネットワークを構築することで、旅行者はどの地

域でも同様のサービスを受けることが可能。 

・新たなバリアフリー観光地を開発拡大するための指導や研修会等を提供。全都道府県を統一の

基準でカバーできることを目指している。 

（http://barifuri.jp/portal/index.html） 

▼▼▼▼全国全国全国全国のののの団体団体団体団体のののの取組取組取組取組みみみみをををを紹介紹介紹介紹介するするするする冊子冊子冊子冊子 
「「「「旅旅旅旅バリバリバリバリ」（」（」（」（平成平成平成平成 25年版年版年版年版）））） 

▼▼▼▼日本日本日本日本バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー観光推進機構観光推進機構観光推進機構観光推進機構 HP 

（http://jutn.net/index.htm） 

▼▼▼▼日本日本日本日本ユニバーサルツーリズムユニバーサルツーリズムユニバーサルツーリズムユニバーサルツーリズム推進推進推進推進 
    ネットワークネットワークネットワークネットワーク HP 
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４．受入拠点を担う組織の取組み事例の紹介 

４-１ 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 

 

①取組みのきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②立ち上げ時の状況（苦労した点等） 

 

 

 

 

 

③軌道に乗った後の取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●観光客の落ち込みが続く伊勢志摩で、新しい施設やイベント等が創られるも効果が見られ

ない中、三重県の「伊勢志摩再生プロジェクト」メンバーであった現理事長が、2002 年

に地域の資源をそのまま活かせる取組みとして、観光地のバリアフリー化の事業を企画。 

●地元のバリアフリー情報を発信するために、現事務局長が車いすの友人たちと「伊勢ば

りふり団」を結成し、バリアフリータウン情報誌の発行等の活動をしていたところ、上

記の観光地のバリアフリー化の事業に際し声がかかり、伊勢志摩バリアフリーツアーセ

ンターが発足。 

●伊勢・鳥羽・志摩に来たい障がい者や高齢者の

旅行者に、宿泊施設や観光施設のバリアフリー

観光情報を発信すると同時に、伊勢志摩を設備

面のバリアフリーだけでなく、ソフト面でのバ

リアフリーも行き届いた日本一のバリアフリ

ー観光地にすべく、地域でのセミナーやアドバ

イス事業も積極的に行っている。 

●資金面において、設立後最初の 4 年間は三重県の「伊勢志摩再生プロジェクト」からの

補助金により運営をしていた。 

●それ以降は自立運営をしているが実質は行政からの委託事業で運営費をまかなっている状況。 

●本来の業務であるバリアフリー情報提供のサービスでは料金はとっていないため、安定的

な収入を確保することが課題。 

●近年では連携する団体の数も増えており、社会福祉協議会との連携（ヘルパー派遣等）、

エコツーリズムのＮＰＯ（イベント実施）、レンタル事業者（電動ベッド、酸素ボンベの

貸出）等、多様な取組みを行っている。 

●平成１９年から三重県立鳥羽高等学校にて「観光とバリアフリー」の授業を毎週２限受

け持ち、教育の面から地域のバリアフリー観光のまちづくりに貢献している。 

●アドバイザー事業の多様化が進み、年間何百万円もの収入に結びついている。 

●行政との連携が発展し、その成果の一つとして、平成 25 年の「バリアフリー観光全国

フォーラム伊勢大会」にて、三重県知事による「日本一のバリアフリー観光県推進宣言」

の表明が行われた。地域のバリアフリー観光のまちづくりの推進へと向かっている。 

●全国統一のバリアフリー観光地受入基準をつくるために、日本バリアフリー観光推進機

構を設立。全国のバリアフリー観光地に「パーソナルバリアフリー基準」による相談セ

ンター機能を拡大。 

 

▲伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 
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④取組み内容のポイント 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤やりがい、モチベーション 

 

 

 

 

 

 

 

⑥取組みの効果（まちづくり等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦現在と将来展望 等 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

●最大の目的を｢観光客集客増｣と｢社会のノーマライゼーション化｣として実績を上げるこ

とで、賛同者協力者を増やし、さらなるバリアフリー観光地化を実現している。 

●｢観光振興事業｣と｢福祉のまちづくり｣の２つの行政管轄を結び、観光事業者・行政・地元

当事者の３つのセクターの中心となることで、行政から支持されている。 

●スタッフのスキルを上げる研修および専門員の養成講座等を継続的に行うことで、組織の

活性化と拡大を続けている。 

●想いのあるスタッフを擁し、理念を持ったリーダーが組織を指導していることが発展の要因。 

●プロジェクトやイベントを行う度にマスコミの取材を受け、地域での露出を増やすこと

で、センターが地元の人へ周知され、円滑な取組みの実施に寄与している。 

●活動を継続するモチベーションは、産業によるノーマラ

イゼーション社会の実現である。また、自分の住む地域

が好きであることが取組む上では重要。 

●バリアフリーツアーセンターとして活動してきた結果、

アドバイスをしてきた旅館や観光名所等に障がい者、高

齢者の旅行者数が増えてきていることが活動のやりが

い、モチベーションにつながっている。 

●スタッフには継続した賃金を支給しモチベーション維持につなげている。 

▲伊勢志摩バリアフリーツアー 
センターのスタッフ 

●相談件数は年間７００件を超え、そのうち旅館への斡旋等は約３００件と、地域になくて

はならない存在となっている。 

●「パーソナルバリアフリー基準」を開発、運用することで、旅行者の安心感と満足感につ

ながり、提携旅館の利用者が増加。一般客も増やすことができた。 

  【伊勢志摩地区における宿泊施設のバリアフリー・ユニバーサルルーム数の増加】 

    ・H14 年：９施設 10 部屋 ⇒ H21 年：18 施設 23 部屋 

  【伊勢神宮における車いす利用の参拝者数の増加】 

    ・H13 年：3,720 人（参拝者総数の 0.09%） ⇒ H23 年：10,606 人（参拝者総数の 0.188%） 

●バリアフリー観光による集客は､地域の観光事業者が旅行業者だけに頼らない自助努力に

よる誘客へと移行するきっかけとなっている。 

●バリアフリー観光のまちづくりを提案することで、障がい者の活発な活動が増え、学校教

育にノーマライゼーション教育が取り入れられるようになり、観光以外のユニバーサルデ

ザイン化指導も受託する等、地域の福祉レベルの向上に貢献。 

●現在では旅行会社との連携もパーソナルバリアフリー基準を理解してもらうことで対応。 

●伊勢志摩地域のバリアフリー観光による集客増を足がかりに、サービス範囲を三重県全体

（伊賀、松阪、亀山、東紀州）まで拡大。 

●「パーソナルバリアフリー基準」が伊勢市、鳥羽市、三重県の行政において、観光のバリ

アフリー化の指針として採用されている。 

●バリアフリーツアーセンターの今までの活動の結果の一つの形として、平成 25 年に三重

県知事による「日本一のバリアフリー観光県推進宣言」の表明があった。今後も行政を含

む地域の関係者との連携を強化し、バリアフリー観光のまちづくりを推進し「日本一のバ

リアフリー観光地」を目指す。 
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４-２ 神戸ユニバーサルツーリズムセンター 

 

①取組みのきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②立ち上げ時の状況（苦労した点等） 

 

 

 

 

 

 

③軌道に乗った後の取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●障がい者の自立支援、就労支援等に取組んでいた経験から、旅行先で必要な介助を受ける

ことができれば、コスト面、安心感の観点から、障がい当事者だけではなく、家族の負担

も減り、旅行がますます楽しいものとなるという、気づきを得たことで旅行支援の活動を

開始。 

●神戸市では、宿泊施設、移送、福祉等の各団体が個別にバリアフリーに関する取組みを実

践している状態にあり、これらのサービスをつなぐネットワークづくりを支援する団体と

して神戸ユニバーサルツーリズムセンターを設立。 

●はじめに宿泊業がユニバーサルツーリズムの活動に

興味を示し、その後、観光業界や行政を巻き込みな

がら地域全体にネットワークを拡大。 

●現在では、第２種旅行業を取得したことで、豊かな

旅・滞在を創りだす「神戸ユニバーサルツーリズム」

という幅広い観光支援活動に取組んでいる。 

地域の団体および事業者とのネットワーク構築 

●活動をスタートして８年目を迎え、地域内のネットワークが徐々に広がり、地域全体の

観光受入に対する意識が高まっている。ユニバーサルツーリズムとのつながりが強化さ

れてきている。 

●地域の様々な団体や施設に協力を求め、“仕事を振る”ことで地域全体の意識を高めてい

くことが大切。 

第２種旅行業の取得による幅広い支援サービス 

●平成 22 年 5 月に第２種旅行業を取得し、宿泊施設や移動手段の予約が可能となり旅行

者のニーズに対応した活動の幅が拡大。 

●旅行業を取得することで、旅行に関する相談全般を受けることができ、利用者も宿泊施

設等の予約もできるため安心して、問い合わせができるようになる。 

●また、利用者からの料金収入を得られ、団体の継続的な活動につながる。 
 

拠点間のネットワークの構築 

●きめ細かいサービスの提供を実践することを考えると、１つの団体で対応できるエリア

は限られる（神戸ユニバーサルツーリズムセンター：神戸市内～明石近辺を対象）。 

●地域の中核を担う団体が地域ごとに組織され、ネットワークを構築することで地域間を

つなぐことが重要（例：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 
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④取組み内容のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤やりがい、モチベーション 

 

 

 

 

 

⑥取組みの効果（まちづくり等） 

 

 

 

 

 

 

⑦現在と将来展望 等 

 

 

 

 

 

 

３つの笑顔 「安心・楽しむ・低コスト」 

●高齢者や障がい者が、安心・安全に旅行ができること、同行者も一緒に旅を楽しむこと

ができること、旅行費用の負担を軽減することを中心に活動を実践。 

●障がいのある職員が自ら情報収集、コーディネートに携わることで、障がい者の視点か

ら観光の楽しみ方を発信している。 

【神戸ユニバーサルツーリズムセンターの主なサービス内容】 

◇宿泊施設の手配 ◇移送タクシーの手配 

◇コンシェルジュの派遣 ◇介助人の派遣 ◇福祉用品レンタル 

◇観光情報の発信（情報紙 bito、神戸ユニバーサル観光ガイド） 
 

きめ細やかなヒアリングに基づくコーディネート 

●介助福祉士による丁寧なヒアリングを通じて、旅行者の身体の状態や要望に関する情報

を把握し、その情報をもとに個人にあった旅行プランを提案。 

●初めに必要な情報を収集し、ネットワーク内で共有することで、初めて会う方を介助す

ることに対する不安やリスクの軽減につながる。 

●活動を通じて、地域内および地域間の新たなネットワークが構築され、障がい者の旅行の

幅が拡がっていくことがやりがいの素になっている。 

●初めて会う方をサポートすることで、日常の介助支援とは異なる新たな出会いや発見が刺

激となり、サポーター自身にとっても仕事へのモチベーション向上につながる。 

●神戸ユニバーサルツーリズムセンターですべてのサービスを提供するのではなく、積極的

に地域の団体と協力を図り、仕事を振っていくように心掛けたことで、地域全体の意識の

高まりを感じている。 

●地域のネットワークが拡がるとともに、地域の団体による独自の新しいサービス等もスタ

ート（例：きざみ食対応の延長として、ペースト状にしたおせちをホテルが販売）。 

●現在は旅行業者からの問い合わせに対し、無料で地域の情報を提供しているが、旅行業者

との協力体制構築に向けた事業スキームの検討を図る。 

●地域での取組み、「ユニバーサルホスピタリティ研修」、旅行受入の実践を通じ、地域内の

さらなる意識の向上と、協力体制の充実を図る。 

●地域内のネットワークだけでなく、日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワークを通じ

た、地域間のネットワーク強化を継続的に展開。 
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４-３ H25 年度観光庁「ユニバーサルツーリズムの普及・促進

に関する調査」における選定組織 

(1)石川バリアフリーツアーセンター 

 

①取組みのきっかけ 

 

 

 

 

②立ち上げ時の状況（苦労した点等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③やりがい、モチベーション 

 

 

 

 

④現在と将来展望 等 

 

 

 

 

 

●もともと塗装業を営み、障がい者の自立支援もライフワークの一つとしていた現理事長

が、全国各地のユニバーサルツーリズムに取組む関係者との話を通じ、観光立県石川にお

けるユニバーサルツーリズムの取組みの遅れを知り、センターの立ち上げを決意。 

●センター設立の構想を得た後、センターを設立する適任者を探す際に、石川県内の各地

をまわったが、民間業者からは収益が出る事業だと思われず、話を聞いてもらうことが

難しかった。そこで、まず石川県の観光振興課、障害保健福祉課、企画課等の行政側に

センター設立についての相談をしに行き、つながりを持った。 

●バリアフリー調査を断られる施設が未だ存在するため、ユニバーサルツーリズムについ

ての啓蒙活動が必要。セミナーの開催や、施設等に直接訪問して説明する等の活動を行

っている。 

●活動を石川全県に広げて行く中で、それぞれの地域への啓蒙活動や調査のための費用が

不足しているため、活動費につながる事業の創造、受託が課題。 

●ユニバーサルツーリズムは観光と福祉の要素を含んでいるが、行政の中では観光（外か

らの旅行者が対象）と福祉（地域の人が対象）の考え方は相入れないケースが多い。福

祉と観光をどのように関連付けて事業をつくり委託してもらうかが課題。 

●観光立県である石川県には、多くの見所や高い水準のおもてなしがある旅館等、他県には

ない魅力があり、住む者にとっては大きな誇りになっている。障がいの有無にかかわらず、

多くの人に石川県に来ていただきたいという想いがやりがいの素になっている。 

●現時点では、石川バリアフリーツアーセンターの取組みは金沢を拠点としているが、観

光庁との協働事業を通じて、立地の理由から後手にまわっていた能登地域での取組みを

実現した。将来的には金沢、能登地域に加え、加賀、野々市、白山等の地域に活動を広

げ、石川県全体の取組みの推進を目指す。 
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(2)チャレンジド就労支援ネットワーク e ワーカーズ鹿児島 

①取組みのきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②立ち上げ時の状況（苦労した点等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③やりがい、モチベーション 

 

 

 

 

 

 

④現在と将来展望 等 

 

 

 

 

 

 

 

●障がい者や高齢者にかかわらずあらゆる人が共に住み、共に仕事ができるような社会づく

りを行うため、障がいを持つ人々や高齢者等を始めとする県民に対し、パソコン教室等に

よるＩＴの普及および利活用支援、ＩＴを活用しての自立・就労支援を行っていた。 

●就労支援で私生活にも関わっていく中で、障がい者が入ることができる飲食店情報等の情

報不足を知り、障がい者や高齢者向け情報提供の必要性を認識。 

●障がい者や高齢者の自立には就労支援だけではなく、余暇支援も必要であることを認識

し、障がい者や高齢者向けの観光情報提供支援に着手。 

 

●自分たちが主体となってバリアフリー観光の推進を図ることで、障がい者や高齢者の方が

行きたいところに観光ができる環境が広がっていくことにやりがいを感じている。 

●今後、さらにバリアフリー観光を推進していくため、自治体単位だけでなく、各施設単位

でも連携を図り、誰もが楽しめる観光地づくりを推進して受入体制強化を図っていくこと

を目指す。 

 

●立ち上げ当初は、バリアフリー観光についての知識が浅く、また情報も不足していたた

め、観光客からの問い合わせに対し充分な回答ができない等、観光ニーズに対応するこ

とに苦労した。 

●必要な情報収集のため、調査を実施したが、施設によってはバリアフリー推進への理解

をしてもらうことができず、調査協力を得られないこともあった。 

●鹿児島は離島も含め広域の観光地であるため、調査地域の各自治体や振興局単位での連

携・協力体制構築を図ることで、各地域施設での調査協力も得られるようになってきて

いる。 

●今回の事業においては鹿児島の観光導線となり得る地域を中心に連携を図り、バリアフ

リーの調査を実施してきた。広域に及ぶ鹿児島の拠点としての役割を果たすため、今後

は地域連携の拡大と強化を図り、鹿児島県全域でのバリアフリー観光への取組み推進を

目指す。 

●また、地域の相談センターとして確立するためには、自立経営が今後の課題であり、「旅

館・ホテル等へのアドバイス料の獲得」、「おもてなし勉強会の商品化」、「旅行会社との

連携による手数料の獲得」等の実施の検討により、安定した運営費の獲得を図る。 
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(3)いわき自立生活センター 
 

①取組みのきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②立ち上げ時の状況（苦労した点等） 

 

 

 

 

 

 

 

③やりがい、モチベーション 

 

 

 

 

 

 

 

④現在と将来展望 等 

 

 

 

 

 

 

 

●障がい者の自立した生活を支援するだけでなく、障がい者が生活を「楽しむ」という観点

に立った支援の必要性を感じ、ユニバーサルツーリズムの取組みを開始。 

●旅行時のヘルパー派遣や、被災地研修ツアーの受入実績がある中で、地域の様々な団体と

連携を図りつつ障がい者の旅行を受け入れ、また、いわきから障がい者が旅行に出かけら

れるよう支援することができれば、さらに障がい者の生活の幅が広がると考え、観光支援

活動を推進。 

●バリアフリー調査に基づく地域の情報収集からスタートし、いわき市内の宿泊情報の提供

や観光案内等の情報発信を目指す。 

●地域の受入体制強化に向け、まずは地域のネットワークづくり、地域のバリアフリー情報

の収集・発信に力を入れて活動に取組んだが、地域全体の意識が高まっていない状況もあ

り、調査やネットワークづくりの協力依頼の時点で断られることが多くあった。 

●ユニバーサルツーリズムの考え方や、地域の連携強化の必要性、取組みの目標を説明する

ことで、少しずつ理解を示してくれる施設および団体が増えてきたことから、今後の継続

的な取組みの中で、地域内の意識の共有と協力体制の構築を図ることを目指す。 

●これまでは、旅行者の生活支援に注力をしていたが、旅行を通じて障がい者に生活を楽し

むためのサービスを提供することを目指し、やりがいを持って取組みを実施。また、旅行

者がいわきの観光地を楽しむ笑顔や、旅行中のコミュニケーションから、やりがいを得て、

継続的な取組みへのモチベーションにつながる。 

●地域の関係者が集う協議会での議論等により、宿泊施設や観光施設からの理解が得られ、

協働体制・ネットワーク構築による地域の意識の高まりにも期待。 

●地域のバリアフリー情報の収集を継続的に実施し、いわきの魅力を積極的に発信していく

とともに、地域のネットワークの構築および強化に取組み、障がい者や高齢者の旅行を支

援する地域の団体として活動体制を強化。 

●今後の高齢社会を見据え、いわき市に多くの人が訪れて、地域の振興につながるように取

組みを実践。また、東日本大震災により大きな影響を受けたいわき市だからこそできる、

震災を風化させないこと、教訓を他の地域に伝える「被災地をめぐるツアー」についても

障がい者や高齢者が参加できるよう「みんぷく」と協同で推進していきたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり 

（バリアフリー観光地づくり）のための 

地域の受入体制強化マニュアル 

 

平成２６年３月 

 

観 光 庁 

 

 


