
資料－１

地域の受入体制強化

３地域における事業実施結果（速報）
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１．事業の趣旨

【事業の目的】

ユニバーサルツーリズム（以下、UTという。）の普及・促進に向けた

事業を実施する組織を選定し 地域の受入体制の強化を図る活動等

【事業の目的】

事業を実施する組織を選定し、地域の受入体制の強化を図る活動等
を通じて必要な知見を蓄積し、地域（観光地）の受入拠点づくりマニュ
アルの作成に反映させる。アルの作成に反映させる。

【活動団体】

（１）UTに関する取組が初期段階にある地域の組織

①NPO法人 いわき自立生活センター（福島県いわき市）

②NPO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
（鹿児島県霧島市）

（２）UTに関する取組が発展段階にある地域の組織

③NPO法人 石川バリアフリ ツア センタ （石川県金沢市）
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③NPO法人 石川バリアフリーツアーセンター（石川県金沢市）



２．取組概要（地域内の調査等）

②NPO法人

団体名
①NPO法人

いわき自立生活センター

②NPO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

③NPO法人

石川バリアフリーツアーセンター

所在地 福島県いわき市 鹿児島県霧島市 石川県金沢市所在地 福島県いわき市 鹿児島県霧島市 石川県金沢市

◇UT受入可能な公共交通機関・観
光施設・宿泊施設の調査

◇受入体制（相談センター）整備の
ための研修

◇バリアフリー観光セミナーの開催

◇施設のバリアフリ 調査促進

取組内容

光施設 宿泊施設の調査

◇専用HP・冊子による調査結果の
公開

◇施設調査

◇おもてなし勉強会開催

◇施設のバリアフリー調査促進

◇バリアフリー情報の整理・発信

◇バリアフリー観光アテンダントの
◇UT先進地の視察 ◇情報提供

◇バリアフリ 観光アテンダントの
育成

◇学識経験者（まちづくり系）
◇鹿児島県内各地域振興局

◇観光施設

協議会

◇観光まちづくりビューロー

◇障害者団体

◇自治体（いわき市商工観光部 ）

◇東北運輸局（オブザ バ） 等

◇鹿児島県内各地域振興局

◇鹿児島県旅行業協同組合

◇鹿児島県福祉輸送連絡協議会

◇鹿児島県観光連盟 等

◇宿泊施設

◇交通事業者（鉄道、バス）

◇高齢者・障害者団体

◇行政（県の観光・福祉部局） 等◇東北運輸局（オブザーバ） 等 ◇行政（県の観光・福祉部局） 等

アドバイザー
鞍本長利 氏
（神戸ユニバ サルツ リズムセンタ 代表 ）

中村元 氏
（伊勢志摩バリアフリ ツア センタ 理事長）

中村元 氏
（伊勢志摩バリアフリーツアーセンター理事長）

親川修 氏
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（神戸ユニバーサルツーリズムセンター代表 ） （伊勢志摩バリアフリーツアーセンター理事長） 親川修 氏
（バリアフリーネットワーク会議代表）



２．取組概要（モニターツアー）

団体名
①NPO法人 いわき自立生活セ
ンター

②NPO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

③NPO法人 石川バリアフリーツ
アーセンター

実施日
2014年1月15日（木） 2014年1月19日（日） 2014年1月9日（木）

実施日
～1月16日（木） ～1月20日（月） ～1月10日（金）

参加人数

計８名

・車いす利用者：３組６名

計８名

・車いす利用者：４組８名

計３名

・車いす利用者：１名

・杖をご使用の方：１組２名 （内電動をご使用の方：１組２名） ・杖をご使用の方：２名

実施方法 クラブツーリズム（株）主催 （株）エイチ・アイ・エス主催 地域のネットワークを活用して実施

【宿泊施設】

かんぽの宿いわき

【観光施設】

① イ ズ（シ 鑑賞）

【宿泊施設】

ソラリア西鉄ホテル鹿児島

【観光施設】

①維新ふるさと館

【宿泊施設】

加賀屋「虹と海」

【観光施設】

①能登空港見学

ツアー行程

①ハワイアンズ（ショー鑑賞）

②いわき防災・減災ツアー

③塩屋崎

④三崎公園「マリンタワー」

①維新ふるさと館

②桜島ビジターセンター

③桜島旬彩館（物産館）

④湯乃平展望台

①能登空港見学

②能登ワイン工場見学

③ボラ待ちやぐら見学

④のとじま水族案④三崎公園「マリンタワ 」

⑤アクアマリンふくしま

⑥いわき･ら･ら･ミュウ

④湯乃平展望台

⑤武家屋敷

⑥知覧特攻平和記念館

⑦指宿砂蒸し風呂（道中池田湖菜

④のとじま水族案

⑤能登島ガラス美術館
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の花スポット巡り）

⇒第４回検討会において、各地域の代表者より取組結果を報告
※「バリアフリーツアーセンター」を、必要に応じて「BFTC」と表記することもある



３．取組結果 （１）いわき自立生活センター

１）取組内容及び実施結果

①UT受入可能な公共交通機関・観光施設・宿泊施設の調査

１）取組内容及び実施結果

各○ いわき市内の各施設におけるBF整備、お客さまへの対応状況を把握
○ 電話にて調査協力を依頼後、施設を訪問し、担当者へのインタビューおよび施設状況を調査
○ 活動の初動段階として、「地域内のネットワークづくり」を重視しつつ実施

≪調査対象≫
・公共交通機関 ： ５駅 （JR特急が停車する勿来駅、植田駅、泉駅、湯本駅、いわき駅）
・観光施設 ： ３２施設 （いわき市内の主要な観光施設）観光施設 ３ 施設 （いわき市内の主要な観光施設）
・宿泊施設 ： ２１施設 （いわき市内の旅館、ホテル）

≪調査内容≫
施設 設備 整備状況・施設のBF設備の整備状況
（駐車スペース、スロープ、エレベーター、トイレ、BFルーム 等）

・お客さまへの個別対応の有無
（きざみ食対応、補助犬の同伴、外国語対応、介護補助 等）（きざみ食対応、補助犬の同伴、外国語対応、介護補助 等）

・HPでの情報公開の可否、施設のPRポイント
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インタビュー調査の様子



３．取組結果 （１）いわき自立生活センター

②HP 冊子による調査結果の情報発信②HP・冊子による調査結果の情報発信

○ 調査により収集した地域の観光情報を専用HPおよび冊子により発信

専用HP 『いわきユニバ サル観光ガイド』 htt //i ki t /

HPによる情報発信

・専用HP ： 『いわきユニバーサル観光ガイド』 http://iwaki-ut.org/
⇒継続的にいわきの観光情報を発信（施設追加、最新情報の更新）

・冊 子 ： 1,000部発行
る情報発信

③UT先進地における受入体制強化のための研修

○ UTに先進的に取組む神戸等を訪問○ UTに先進的に取組む神戸等を訪問
○ 先進地の取組を学ぶとともに、他地域との連携づくりを実施

２）協議会および地域との連携
冊子による情報発信

・計2回開催
（第1回協議会：平成25年11月29日、第2回協議会：平成26年1月30日）

・出席者：自治体（いわき市商工観光部 ） 、観光まちづくりビューロー、
障害者団体、アドバイザー、東北運輸局（オブザーバ） 等

協議会の様子 7



３）モニターツアー

３．取組結果 （１）いわき自立生活センター

３）モニターツアー

ハワイアンズのショーを鑑賞 アクアマリンでの観光
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大型のリフト付きバスで移動 いわき防災・減災の学び（みんぷく）



３．取組結果 （１）いわき自立生活センター

４）取組を通じての課題４）取組を通じての課題

５）今後の展開

⇒次回検討会において詳細を報告⇒次回検討会において詳細を報告
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３．取組結果 （２） eワーカーズ鹿児島

１）取組内容及び実施結果

①UT受入可能な公共交通機関・観光施設・宿泊施設の調査

デ

１）取組内容及び実施結果

○離島含む鹿児島県全域を対象にモデルコースを設定し、ルート上の施設を中心とした調査を実施
（６コース５６施設）

○障がいのあるスタッフが当事者視点で調査を実施

≪調査対象≫

・対象エリア…霧島・屋久島・奄美・桜島・指宿・鹿児島エリアの6コース

・公共交通機関：8箇所（桜島フェリー、市営バスシティビュー等）公共交通機関 8箇所（桜島フ リ 、市営 スシティビ 等）

・観光施設：32施設（砂蒸し風呂、道の駅等）

・飲食施設：6施設

・宿泊施設：7施設（旅館、ホテル等）宿泊施設：7施設（旅館、ホテル等）

・トイレ：3施設（公共トイレ等）

≪調査内容≫調査内容

・障がい者にとってバリアとなるポイントの状況

（温泉、スロープ、エレベーター、トイレ、バリアフリールームを含めた

すべての客室 等）
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す ての客室 等）

・設備以外の人的介助の対応

（補助用具の貸し出し、介助サービス 等） 調査の様子



３．取組結果 （２） eワーカーズ鹿児島

②勉強会開催②勉強会開催

○ 障がい者や高齢者についての知識の習得と、実技による疑似体験を実践

・座学：「障がい者は何に困るのか」、「サービスを提供する側の対応課題」 等

勉強会（実技）の様子

・実技：視覚障がい、半身不随、車いす体験等を専用器具を使って体験

③調査結果の情報誌による発信

○ 調査により収集した地域の観光およびバリアフリー情報を、モデルコースとして
情報誌にとりまとめ（WEBにも掲載）

④受入体制強化のための研修

○ バリアフリー調査の調査手法や、相談センターとしての問い合わせ対応手法を
学ぶための研修を実施

情報誌による情報発信

学ぶための研修を実施

・スタッフ研修： 伊勢志摩BFTCにて相談窓口として必要なノウハウを研修

・調査員研修： 伊勢志摩BFTCより講師を派遣、調査手法を座学・実技で研修

２）協議会および地域との連携
・計2回協議会を開催
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（第1回協議会：平成25年11月8日、第2回協議会：平成26年1月29日）

・出席者： 自治体（県観光課、各地域振興局、市観光課）、県旅行業協同組合、
福祉輸送連絡協議会、アドバイザー、九州運輸局（オブザーバ） 等 協議会の様子



３．取組結果 （２） eワーカーズ鹿児島

３）モニターツアー３）モニターツアー

大型リフトバスの乗降 湯乃平展望台で鹿児島を一望

桜島旬菜館で買い物
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指宿での砂蒸し風呂体験後の入浴



３．取組結果 （２） eワーカーズ鹿児島

４）取組を通じての課題４）取組を通じての課題

５）今後の展開

⇒次回検討会において詳細を報告⇒次回検討会において詳細を報告
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３．取組結果 （３）石川バリアフリーツアーセンター

１）取組内容及び実施結果

①バリアフリー観光セミナーの開催

各 密

１）取組内容及び実施結果

○ 能登地区を中心とした各自治体・観光協会・社会福祉協議会・宿泊施設他を対象とし、地域に密着し
たバリアフリー観光の認知度の向上および、ユニバーサルツーリズムの普及、促進を目的に実施

【第１回】 ・平成25年11月19日（火） 会場： 和倉温泉 のと楽【第 回】 平成 年 月 （火） 会場 和倉温泉 楽
・講師：沖縄バリアフリーツアーセンター理事長 親川氏
・参加者： ５０名

【第２回】 ・平成26年1月16日（木） 会場： ホテル日航金沢
講師 伊勢志摩バリアフリ ツア センタ 理事長 中村氏・講師：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター理事長 中村氏

・参加者： ８３名

②バリアフリー観光アテンダントの育成 セミナーの様子②バリアフリ 観光アテンダントの育成

○ バリアフリー調査専門員やバリアフリー観光アテンダントの育成等を図るため、ユニバーサルツーリ
ズムの活動を行っている既存先進地２地域で研修を実施

セミナ の様子

≪研修先≫
・伊勢志摩バリアフリーツアーセンター（伊勢）

平成25年12月6日（金）
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・ＮＰＯ法人バリアフリーネットワーク会議（沖縄）
平成25年12月10日（火）～11日（水）

研修の様子



３．取組結果 （３）石川バリアフリーツアーセンター

③施設のバリアフリー調査の促進③施設のバリアフリ 調査の促進

○ 能登、金沢、加賀、白山地区を中心に宿泊施設、公共施設、空港、などの調査を実施

≪調査対象≫（計５３施設）≪調査対象≫（計５３施設）
・宿泊施設 ： ３２件 （金沢、能登、加賀、白山地域の主要な宿泊施設）
・観光施設 ： ７件 （金沢、能登、加賀、白山地域の主要な観光施設）
・飲食施設 ： ８件 （金沢、能登、加賀、白山地域の飲食店）
物販施設 件 （道 駅 富来 般商店など）・物販施設 ： ４件 （道の駅 富来、一般商店など）

・交通施設 ： １件 （能登空港）
・トイレ ： １件 （湯桶公衆トイレ）

④調査結果の情報発信

○バリアフリー調査で収集した情報を掲載するWebページの作成

・全国バリアフリー観光推進機構HPの石川県のページ： http://barifuri.jp/portal/zone/14/detail
にて情報掲載

２）協議会および地域との連携

・計2回開催
（第1回協議会 平成25年12月20日 第2回協議会 平成26年1月17日）
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（第1回協議会：平成25年12月20日、第2回協議会：平成26年1月17日）
・出席者：自治体（県観光推進課）、日本旅館協会県支部、観光協会

観光施設、福祉団体、アドバイザー、北陸信越運輸局（オブザーバ） 等 協議会の様子



３．取組結果 （３）石川バリアフリーツアーセンター

３）モニターツアー３）モニターツアー

能登空港の売店でお買物 能登ワイン工場での見学とワインの試飲
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リフト付きワゴン車の乗降のとじま水族館での観光



３．取組結果 （３）石川バリアフリーツアーセンター

４）取組を通じての課題４）取組を通じての課題

５）今後の展開

⇒次回検討会において詳細を報告⇒次回検討会において詳細を報告
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