
資料－２

旅行商品の供給促進に向けた検討旅行商 供給促進 向 検討
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１．背景・目的
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１．背景・目的

ユニバーサルツーリズム（以下、ＵＴ）に対応した旅行商品については、

【背景】

サルツ リ （以下、 ）に対応した旅行商品に ては、
現状、積極的に取組んでいる旅行業者が少ない。

（理由）※平成２３年度に実施した調査結果より（理由）※平成２３年度に実施した調査結果より

➤ＵＴについて、ＵＴ利用者層（高齢者・障がい者）の認知度が低い

➤ＵＴはビジネスとして成立しづらいという意識がある

◆ＵＴに対応した旅行商品の供給促進に資する取組の検討 実施により

【目的】

◆ＵＴに対応した旅行商品の供給促進に資する取組の検討・実施により、
ＵＴの認知度向上・ＵＴに対する抵抗感の払拭

プ
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⇒ＵＴに取組む者・参加する者を増加させ、意識醸成・レベルアップを図る



２．平成23～24年度の検討結果
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2-1．平成23年度の検討結果（旅行業者が対応すべき事項（成長のステップ））

多くの旅行業者がユニバ サルツ リズムに参画し すそ野を広げるためには まずは 先進的多くの旅行業者がユニバーサルツーリズムに参画し、すそ野を広げるためには、まずは、先進的
に取り組みを実施している業者に学び、自社の経営判断として、参画するか否かを決定する必要
がある。
そのうえで 専門部署 専門家を設置し 取り組みを繰り返すごとにノウハウを蓄積し 自社のスそのうえで、専門部署、専門家を設置し、取り組みを繰り返すごとにノウハウを蓄積し、自社のス

タイルにあった商品にカスタマイズする必要があり、最終的には、事業として十分に収益を生むモ
デルを模索し、自社の主力商品にまで成熟させることを目指すことが必要となる。

Step４ ・営業戦略に位置づけ

・次のステップへ

・商品化
・収益モデルの確立

Step３ ・取り組みをはじめる
・ノウハウの蓄積

Step２ 自自 針

・フィードバックを構築
ノウハウの蓄積

・カスタマイズの実施

Step２ ・自社 決定・自社の取り組み方針を決定

・専門家の育成

・経営判断

・自社で取り組む
・まずは専門部署の設置
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Step１
・ する・取り組みを理解する

・対応の是非を判断
・先進事例を知る
・先進業者に学ぶ



2-2．平成23年度の検討結果（旅行業界全体の底上げ／認知度向上のための対応方針）

■旅行業界全体の底上げのための対応方針

各旅行業者がスムーズにユニバーサルツーリズムに参入できるように、業界全体としての環境
整備が必要不可欠であり、今後、業界団体等の主導により企業間の連携なども含めて実施する

■旅行業界全体の底上げのための対応方針

必要がある。

✔専門家育成（研修制度など）

✔経営層の意識啓発

✔マニュアル・チェックシートの拡充（企画、販売窓口、現場対応）

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

■認知度向上のための対応方針

ユ バ サルツ リズム、バリアフリ 旅行の認知度を高め、健常者も含めた理解を促進する

とともに、観光産業の振興に寄与する事業を実施することが重要となる。

✔将来的なインバウンド市場の高齢化も見据えたマーケット規模の分析

✔取り組み事例の収集とシンポジウム等による周知

✔健康効果の分析とＰＲ方法の検討
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2-3．平成23年度の検討結果（市場を掘り起こすために必要な事項）

ユニバーサルツーリズムを推進するためには、多くの高齢者、障がい者等が旅行に行くことに

よって、旅行者のすそ野を広げる必要がある。

ユニバーサルツーリズムの市場を掘り起こし、需要を喚起するために、以下の対応方針が考場 、 、 考

えられる。

①高齢者の旅行参加を促す

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

②障がい者（現在旅行に行けない人、何らかの制約のある人）の参加を促す

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

③サポーター（介助者）の旅行参加（市場としての開拓）

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

7

✔ケアマネ ジャ 等のユニバ サルツ リズムへの参加 (キャリアパス）



今年度の検討においては 旅行業者へのヒアリング・アンケ トやモニタ ツア の実施により

2-4．平成23年度の検討結果（今後の課題）

今年度の検討においては、旅行業者へのヒアリング・アンケートやモニターツアーの実施により、
旅行業者（送り手）の視点でユニバーサルツーリズムの現状を把握し、課題を明らかにした上で、
その対応方針を検討した。

また、検討を進める上で、ユニバーサルツーリズムを推進するためには、旅行業者だけでなく、
受け地側の課題、利用者の課題、国、業界が対応すべき課題が存在することが明らかとなった。

鉄道

今後は、旅行業者だけでなく
受け地側も含めた各関係者の
視点で課題を明らかにし、対応策 アプローチ

（交通）
アプローチ
（交通）

公共交通

・鉄道
・バス
・航空
・船舶等

仲介・企画・提案・
紹介等のサ ビス
仲介・企画・提案・
紹介等のサ ビス

旅行業者

視点 課題を明ら し、対応策
を検討することが必要である。

旅行者
（高齢者・障がい者等）

（交通）（交通）

自立的移
動手段

紹介等のサービス紹介等のサービス

非営利組織非営利組織
情報

サービス
情報

サービス

・自動車
・貸切バス
・道路
・その他

・都市計画
まちづくり

・観光サービス
・介護サービス
・情報サービス
・その他

非営利組織
（NPO/ボランティア）

非営利組織
（NPO/ボランティア）

目的地
（観光地）
目的地

（観光地） ・観光産業

・介護産業

・旅館・ホテル
・土産物
・観光施設
・飲食施設 等

・観光産業

・介護産業

・観光産業

・介護産業

・旅館・ホテル
・土産物
・観光施設
・飲食施設 等

・旅館・ホテル
・土産物
・観光施設
・飲食施設 等

・まちづくり
・建築物
・産業育成
・福祉
・観光

行政
地方自治 産業

参考図 ユニバーサルツーリズムにおける関係者
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・その他の産業・その他の産業・その他の産業サービスの担い手サービスの担い手サービスの担い手



【地域と旅行業者の連携】

2-5．平成24年度の検討結果（地域と旅行業者の連携）

観光困難者、旅行業者、地域の支援組織、地域のサービス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）それぞれに特徴があ

るため、それぞれの特徴を踏まえたうえで、自らの特徴に応じた連携の可能性を探る必要がある。

地域の支援組織 ならびに地域のサ ビス提供者と旅行業者とは 観光困難者への旅行サ ビスの提供という共通

【地域と旅行業者の連携】

地域の支援組織、ならびに地域のサービス提供者と旅行業者とは、観光困難者への旅行サービスの提供という共通

の目標において、連携することが可能な部分もあるものと考えられる。

地域の支援組織

◆旅行商品企画

◆集客、送客、トータルコーディネイト

【メリ ト】

◆地域の情報の提供

地域資源を踏まえたより適切な提案

適切なバリアフリー調査・把握

地域の支援組織旅行事業者

【メリット】

◇役割の分散対応（取組みやすくなる）

企画段階：地域の観光・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報収集手間

経費の軽減

適切なバリアフリ 調査・把握

地域関係者とのネットワーク網

【地域のメリット】
連携経費の軽減

◇地域調達に伴う経費削減

サポーター（介助者）同行費用等
旅行商品

◇誘客先の拡大

◇誘客増加効果（地域に人が来る）

◇地域ビジネスの可能性拡大（旅行会社から

の収入 福祉事業者の観光関連の収益等）

◆選択肢の増加

多様な旅行代金設定

行商品の提供観光困難者

の収入、福祉事業者の観光関連の収益等）

地域のサービス提供者

◆施設の情報の提供
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・多様な旅行代金設定

・地域性豊かな旅行商品 旅行機会の増加

◆個別手配負担の軽減

適切なバリフリー調査・把握

地域資源を踏まえたより適切な提案



３．旅行商品の供給促進について
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３－１．方向性の論点

◎旅行業界の取組むべき方向性◎旅行業界の取組むべき方向性

◎高齢者・障がい者の認知度向上に向けた方策の
方向性方向性

○地域の受入拠点等との連携の方向性○地域の受入拠点等との連携の方向性
→次回検討会で議論
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３－１．旅行業界の取組むべき方向性

組む旅行業者 少な が 関心を持 旅行業者 定数存在◆UTに取組む旅行業者は少ないが、UTに関心を持つ旅行業者は一定数存在。

これらの旅行業者がUTを取扱うようになれば旅行商品の供給促進につながるが、ノ

ウハウ不足や受け手側の対応に関する情報不足等の理由から、参画に踏み出せて
いない。

【過去の検討結果を踏まえた論点】

➤5Pに示すStep1～Step4のそれぞれの段階にある旅行業者について、以下のように位置
付ける付ける。

・Step1－ UTという言葉を知っている程度であり、UTに関する取組は未実施
・Step2－ UTについて理解しており、専門部署を設置し、小規模なUTを試行的に実施
St 3 UTに いてある程度の取組実績があり 主に受注型企画旅行の形で旅行実施・Step3－ UTについてある程度の取組実績があり、 主に受注型企画旅行の形で旅行実施

・Step4－ UTの取組について社会的知名度があり、募集型企画旅行も複数催行

Step1→Step2、Step2→Step3というように、それぞれの段階にある旅行業者がステップ
アップするには それぞれどのような取組が必要となるか？アップするには、それぞれどのような取組が必要となるか？
（例：Step1→Step2となるためには、○○が有効であり、いつ・どこで・どのように実施すべき 等）

➤その他
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➤その他
…社会貢献の観点等、旅行業者がＵＴへ参画するきっかけを持つには？



３－２．高齢者・障がい者等の認知度向上に向けた方策の方向性

◆UTに参加したい高齢者・障がい者等はいるが、UTの存在を知らない。

これらの高齢者・障がい者等がUTを知り、参加するようになれば、ニーズが把握で
きるようになり、旅行業者の参画へのモチベーションもアップする。

【過去の検討結果を踏まえた論点】

➤PR方法
…高齢者・障がい者等が所属する高齢者関連団体や福祉関連団体との連携はどのよう

に進めるべきか？に進めるべきか？
…高齢者・障がい者等の周囲にいる者への有効なPR方法はあるか？
…旅行業者や旅行商品の認定は効果的か？
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