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１．はじめに
１.１ 本事業の背景と目的
ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光の促進については、平成２０年３月「観光のユニバー
サルデザイン化 手引き集」をとりまとめ、観光における課題に対する検討方針や論点の整理を実施
した。
平成２３年度においては、旅行の送り手側の視点に立ち、旅行事業者へのヒアリングおよびアンケ
ートやモニターツアーの実施により、旅行事業者（送り手）の視点でユニバーサルツーリズムの現状
を把握し、課題を明らかにしたうえで、その対応方針を検討した。
検討を進める中で、ユニバーサルツーリズムを推進するためには、旅行事業者だけでなく、地域の
課題、利用者の課題、国、業界が対応すべき課題が存在し、旅行事業者だけでなく地域側も含めた各
関係者の視点で課題を明らかにし対応策を検討すること、旅行事業者、地域それぞれの現状を把握し
たうえで、連携の可能性や協力方法について検討する必要があることが示された。
そのため、平成２４年度においては、地域におけるユニバーサルツーリズムの取組みを抽出し、受
入環境を整備するために、重要な役割を担う地域の支援組織の活動状況を把握するとともに、現状の
課題を抽出、モデル化を通じて、今後の対応方針、取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、ユニバーサルツーリズムの更なる促進を図るためシンポジウムを
開催した。
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ユニバーサルツーリズムに関わるこれまでの検討内容
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◎
シンポジウムの開催
(H24/2)

１.２ 本調査におけるユニバーサルツーリズムの位置付け
ユニバーサルツーリズムは、厳密な定義があるわけではないが、広義には「すべての人が楽しめる
よう創られた旅行であり、高齢者や障がい者等すべての人が制約を感じずに気兼ねなく参加できる旅
行」と言える。
本調査においては、議論の範囲を明確にすること等を目的に、ユニバーサルツーリズムについて、
以下の通り位置づけた。
【本調査におけるユニバーサルツーリズムの位置付け】
障がい者・高齢者等、移動や宿泊等において支援を必要とする観光困難者に対して、必要とす
る支援を組織的かつ包括的に行うことにより、今まで踏み出せなかった観光に出かけていただ
く、もしくは旅先で困難を伴っていた人々の困難を取り除くことによって、観光を楽しんでいた
だく仕組み
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１.３ ユニバーサルツーリズムの対象者の考え方
１.２ の「本調査におけるユニバーサルツーリズムの
位置付け」において、本検討の対象者を「観光困難者」

③一時観光困難者

と位置づけた。ユニバーサルツーリズムの対象者は多岐
にわたるため、対象となり得る方を把握するために観光

その他

高齢者

困難者を「①重度の観光困難者」、
「②中軽度の観光困難
者」等に区分したうえで、図２のとおり概念図としてま
とめた。
①重度の観光困難者は、観光に出かける際に、移動、

②中軽度の観光困難者
①重度の観光困難者

宿泊等に対する福祉・医療的な介助や支援が必要不可欠
な層と位置づけており、介護保険における要介護３～５、
身体障害者手帳１～２級の方（※１）、療育手帳の交付を受

図２

ユニバーサルツーリズムの
対象者（概念図）

けた方 等を想定できる。

②中軽度の観光困難者は、観光に出かける際に、重度の観光困難者ほどではないが、移動、宿泊等
に対する介助や支援が必要な層と位置づけ、介護保険における要介護１～２や要支援、身体障害者手
帳３級以下の方（※２）、療育手帳の交付を受けた方 等を想定できる。
③一時観光困難者は、日常生活では配慮を必要としないものの、観光に出かける等、日常とは異な
る環境においては、移動、宿泊等に対する配慮を必要とする層を想定している。例えば、日常生活で
は車いすを必要としないものの、観光等で歩行距離が長くなる、もしくは同行者と歩調を合わせるた
めに、車いすを使用する場合等がある。
また、すべての高齢者（※３）を観光困難者と位置づけることは必ずしも適切ではないが、高齢にな
るに伴い、身体機能の低下等も予想されるため、行程に余裕を持った旅行等、あらたな旅行提案を求
められることも考えられる。一般的に、高齢になるほど、観光困難者になる可能性が高まること等も
踏まえ、広義で捉えた場合の対象として示している。
その他として、上記の①～③、高齢者には含まれないが、観光に出かける際に、移動、宿泊等に対
する支援が必要な、妊婦、子供、外国人等についても対応を必要とする層として示している。
観光困難者に必要な配慮や支援は一人ひとり異なるが、対象者は大きくこのような方々が考えられ
る。ユニバーサルツーリズムの取組みは、対象者が多岐にわたるため、地域の支援組織や、旅行事業
者として取り組む場合、それぞれの活動に見合った対象者を想定した上で取り組むことが望ましい。
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（参考１）観光困難者の人数について
１.３ で区分した観光困難者について、それぞれの層の人数を大まかに把握するうえで、参考とな
る数値について、本文の注釈（※１～※３）に対応し、以下に示す。
（※１）要介護（３～５）の方は（※４）、１９２万７千人であり、日本の人口（※５）の約１.５０％。
身体障害者手帳（１～２級）交付数（※６）は、２４３万５千人であり、日本の人口（※５）の約１.９０％。
（※２）要介護（１～２）の方は（※４）、１８０万４千人であり、日本の人口（※５）の約１.４１％。
要支援の方は（※４）、１３３万２千人であり、日本の人口（※５）の約１.０４％。
（要介護（１～２）の方と要支援の方を合わせて３１３万６千人であり、日本の人口の約２.４５％）
身体障害者手帳（３～６級）交付数（※６）は、２７７万２千人であり、日本の人口（※５）の約２.１６％。
（※５）
（※３）高齢者数（６５歳以上）
は２,９２４万６千人であり、日本の人口（※５）の約２３.０％。
出典：
（※４）厚生労働省「介護保険事業状況報告」平成２２年
（※５）総務省「国勢調査」平成２２年（日本の総人口１億２,８０５万７千人）
（※６）厚生労働省「福祉行政報告例」平成２３年

（参考２）要介護、要支援について
１.３ に記載した要介護、要支援の定義について、参考として以下に示す。
・「要介護状態」の定義（法第 7 条第 1 項）
－身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の
全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込ま
れる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分（要介護状態区分）
のいずれかに該当するもの（要支援状態に該当するものを除く。
）をいう。※厚生労働省令で定める
期間：原則 6 ヵ月
・「要支援状態」の定義（法第 7 条第 2 項）
－身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作
の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の
軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害
があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込ま
れる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分（要支援状態区分）のい
ずれかに該当するものをいう。※厚生労働省令で定める期間：原則 6 ヵ月
・法第 7 条第 1 項の厚生労働省令で定める区分（要介護状態区分）について
－「要介護認定等基準時間」により状態を区分（要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び
判定の基準等に関する省令）
要支援 1：25～32 分
要支援 2：32～50 分のうち、要支援状態にある者
要介護 1：32～50 分のうち、要介護状態にある者
要介護 2：50～70 分
要介護 3：70～90 分
要介護 4：90～110 分
要介護 5：110 分以上
出典：厚生労働省 要介護認定に係る法令

（参考３）身体障害者手帳について
１.３ に記載した身体障害者手帳の対象となる障害の種類、等級に関連し、身体障害者障害程度等
級表を参考として次頁に示す。
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身体障害者障害程度等級表
聴覚又は平衡機能の障害
級別

視覚障害
聴覚障害

一級

二級

三級

音声機能、言
語機能又はそ
しやく機能の障
平衡機能障害
害

肢体不自由

上肢

下肢

両眼の視力（万国式試視力
表によつて測つたものをい
い、屈折異常のある者につ
いては、きよう正視力につい
て測つたものをいう。以下同
じ。）の和が〇・〇一以下の
もの

１ 両上肢の機能を全廃したもの

１ 両下肢の機能を全廃したもの

２ 両上肢を手関節以上で欠くもの

２ 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの

１ 両眼の視力の和が〇・〇 両耳の聴力レベルがそれ
二以上〇・〇四以下のもの ぞれ一〇〇デシベル以上の
もの（両耳全ろう）

１ 両上肢の機能の著しい障害

１ 両下肢の機能の著しい障害

２ 両眼の視野がそれぞれ
一〇度以内でかつ両眼によ
る視野について視能率によ
る損失率が九五パーセント
以上のもの
１ 両眼の視力の和が〇・〇 両耳の聴力レベルが九〇
平衡機能の
五以上〇・〇八以下のもの デシベル以上のもの（耳介に 極めて著しい
２ 両眼の視野がそれぞれ 接しなければ大声語を理解 障害
一〇度以内でかつ両眼によ し得ないもの）
る視野について視能率によ
る損失率が九〇パーセント
以上のもの

２ 両上肢のすべての指を欠くもの

２ 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの

１ 両眼の視力の和が〇・〇 １ 両耳の聴力レベルが八
九以上〇・一二以下のもの 〇デシベル以上のもの（耳
介に接しなければ話声語を
理解し得ないもの）
２ 両眼の視野がそれぞれ
一〇度以内のもの

４ 一上肢の機能を全廃したもの
１ 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの
音声機能、言 １ 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
語機能又はそ
しやく機能の喪 ２ 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃し ２ 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
失
たもの
３ 一上肢の機能の著しい障害
３ 一下肢の機能を全廃したもの
４ 一上肢のすべての指を欠くもの
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五級

六級

１ 両眼の視力の和が〇・一
三以上〇・二以下のもの
２ 両眼による視野の二分の
一以上が欠けているもの

一眼の視力が〇・〇二以
下、他眼の視力が〇・六以
下のもので、両眼の視力の
和が〇・二を越えるもの

１ 両耳の聴力レベルが七
〇デシベル以上のもの（四
〇センチメートル以上の距離
で発声された会話語を理解
し得ないもの）
２ 一側耳の聴力レベルが
九〇デシベル以上、他側耳
の聴力レベルが五〇デシベ
ル以上のもの

七級

備考

平衡機能の著
しい障害

１
２
３
４
５
６
７

２ 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
３ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、い
ずれか一関節の機能を全廃したもの
４ 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
５ 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃し
たもの
６ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を
欠くもの
７ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の
機能を全廃したもの
８ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の
機能の著しい障害
１ 両上肢のおや指の機能の著しい障害
２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、い
ずれか一関節の機能の著しい障害
３ 一上肢のおや指を欠くもの
４ 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
５ 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい
６ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の
機能の著しい障害
１ 一上肢のおや指の機能の著しい障害

２ ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
３ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃
したもの
１ 一上肢の機能の軽度の障害
２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、い
ずれか一関節の機能の軽度の障害
３ 一上肢の手指の機能の軽度の障害

体幹の機能
障害により坐つ
ていることがで
きないもの

移動機能

心臓機能障害

ヒト免疫不全ウイ
じん臓機能障 呼吸器機能障 ぼうこう又は直
小腸機能障害 ルスによる免疫機
害
害
腸の機能障害
能障害

不随意運動・失 不随意運動・失 心臓の機能
じん臓の機能 呼吸器の機 ぼうこう又は直 小腸の機能の ヒト免疫不全ウイ
調等により上肢 調等により歩行 の障害により自 の障害により自 能の障害により 腸の機能の障 障害により自己 ルスによる免疫の
を使用する日 が不可能なも 己の身辺の日 己の身辺の日 自己の身辺の 害により自己の の身辺の日常 機能の障害により
常生活動作が の
常生活活動が 常生活活動が 日常生活活動 身辺の日常生 生活活動が極 日常生活がほとん
ほとんど不可
極度に制限さ 極度に制限さ が極度に制限 活活動が極度 度に制限され ど不可能なもの
能なもの
れるもの
れるもの
されるもの
に制限されるも るもの
の

１ 体 幹の機 不随意運動・失 不随意運動・失
能障害により坐 調等により上肢 調等により歩行
位又は起立位 を使用する日 が極度に制限
を保つことが困 常生活動作が されるもの
難なもの
極度に制限さ
２ 体幹の機能 れるもの

肝臓機能障害
肝臓の機能の障害
により日常生活活
動がほとんど不可
能なもの

ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の
機能の障害により
日常生活が極度に
制限されるもの

肝臓の機能の障害
により日常生活活
動が極度に制限さ
れるもの

体幹の機能障 不随意運動・失 不随意運動・失 心臓の機能の じん臓の機能 呼吸器の機能 ぼうこう又は直 小腸の機能の ヒト免疫不全ウイ
害により歩行が 調等により上肢 調等により歩行 障害により家庭 の障害により家 の障害により家 腸の機能の障 障害により家庭 ルスによる免疫の
困難なもの
を使用する日 が家庭内での 内での日常生 庭内での日常 庭内での日常 害により家庭内 内での日常生 機能の障害により
常生活動作が 日常生活活動 活活動が著しく 生活活動が著 生活活動が著 での日常生活 活活動が著しく 日常生活が著しく
著しく制限され に制限されるも 制限されるもの しく制限される しく制限される 活動が著しく制 制限されるもの 制限されるもの（社
限されるもの
会での日常生活活
るもの
の
もの
もの
動が著しく制限され
るものを除く。）

肝臓の機能の障害
により日常生活活
動が著しく制限され
るもの（社会での日
常生活活動が著し
く制限されるものを
除く。）

障害により立ち
上ることが困難
なもの

３ 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの

音声機能、言 １ 両上肢のおや指を欠くもの
語機能又はそ
しやく機能の著
しい障害

２ 両耳による普通話声の最
良の語音明瞭度が五〇パー
セント以下のもの

体幹

上肢機能

５ 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
四級

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
乳幼児期以前の非進行性の脳
病変による運動機能障害

１ 両下肢のすべての指を欠くもの

２ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
３ 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの

不随意運動・失
調等による上
肢の機能障害
により社会での
日常生活活動
が著しく制限さ
れるもの

不随意運動・失 心臓の機能の じん臓の機能 呼吸器の機能 ぼうこう又は直
調等により社会 障害により社会 の障害により社 の障害により社 腸の機能の障
での日常生活 での日常生活 会での日常生 会での日常生 害により社会で
活動が著しく制 活動が著しく制 活活動が著しく 活活動が著しく の日常生活活
限されるもの 限されるもの 制限されるもの 制限されるもの 動が著しく制限
されるもの

小腸の機能の ヒト免疫不全ウイ
障害により社会 ルスによる免疫の
での日常生活 機能の障害により
活動が著しく制 社会での日常生活
限されるもの 活動が著しく制限さ
れるもの

肝臓の機能の障害
により社会での日
常生活活動が著し
く制限されるもの

４ 一下肢の機能の著しい障害
５ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃した
もの
６ 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上
又は健側の長さの十分の一以上短いもの

１ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障 体幹の機能の 不随意運動・失 不随意運動・失
害
著しい障害
調等による上 調等により社会
肢の機能障害 での日常生活
２ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
により社会での 活動に支障の
日常生活活動 あるもの
３ 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又
に支障のある
は健側の長さの十五分の一以上短いもの
もの

１ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

不随意運動・失 不随意運動・失
調等により上肢 調等により移動
の機能の劣る 機能の劣るも
もの
の

２ 一下肢の足関節の機能の著しい障害

１ 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
２ 一下肢の機能の軽度の障害

上肢に不随意 下肢に不随意
運動・失調等を 運動・失調等を
有するもの
有するもの

３ 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、い
ずれか一関節の機能の軽度の障害
４ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著し ４ 一下肢のすべての指を欠くもの
い障害
５ 一上肢のなか指、くすり及び小指を欠くもの
５ 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
６ 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全 ６ 一下肢が健側に比して三センチメートル以上又
廃したもの
は健側の長さの二十分の一以上短いもの
同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
肢体不自由においては、七級に該当する障害が二以上重複する場合は、六級とする。
異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもつて計測したものをいう。
下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

出典：厚生労働省 身体障害者福祉法施行規則

２．ユニバーサルツーリズムの現状と課題
２.１ 観光困難者の相談パターン
１.３ に示したように観光困難者の状況は多様であり、観光を行うためにそれぞれの状況に応じた
支援を必要としている。
観光困難者およびその家族等が「旅行に行こう」と思いたった際には、訪問先の観光地の状況や宿
泊先のバリアフリー対応ルームの有無等を確認する必要がある。現在、これらの事項を相談できる地
域の窓口として、考えられるパターンを図３に示した。
一般の旅行者と同様、観光困難者においても、宿泊施設や観光地までの交通手段の手配、あるいは
パッケージツアーへの参加を「旅行事業者」が窓口となり実施することが考えられる（図３①）。
ユニバーサルツーリズムに対応した支援組織が存在する地域では、地域の観光や福祉に携わるＮＰ
Ｏ等が中心となって地域の相談窓口として活動しており、観光困難者が地域のサービスを受けるうえ
で地域の支援組織に相談する場合が考えられる（図３②）
。
ユニバーサルツーリズムに対応した支援組織がない地域においては、観光困難者は、地域のサービ
ス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）に対して、直接問合せを行うこととなる（図３③）
。
次頁より、昨年度の検討結果である旅行事業者の現状と課題を再掲するとともに、地域において観
光困難者へのサービスを実施する地域の支援組織、および地域のサービス提供者の現状と課題を記述
する。

①

旅行事業者
１）旅行事業者（一般ツアーの中でユニバーサルツーリズムに対応）
２）旅行事業者（バリアフリー専門ツアー実施）
３）旅行事業者（ユニバーサルツーリズムに対応した手配旅行を実施）

本人

家族

宿泊サービス

②

・ホテル、旅館 等

地域の支援組織
（相談窓口）

観光サービス
・観光施設、飲食店 等

１）まちづくりを中心に活動するＮＰＯ等の組織
２）障がい者等の旅行支援を中心に活動する
ＮＰＯ等の組織
３）その他のＮＰＯ等の組織
４）自治体／観光協会／社会福祉協議会 等

③ （地域のサービス提供者）
図３

観光困難者の相談パターン
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移送サービス
・交通事業者 等

福祉サービス
・地域包括支援センター 等

２.２ 旅行事業者の現状と課題
一般的に旅行を実施する場合、旅行者（観光困難者を含めたすべての旅行者）の問合せの窓口は旅
行事業者が担う場合が多い。観光困難者においても、旅行事業者への問合せが考えられるが、現時点
では、一般ツアーの中で観光困難者が参加するための相談を受け付けていたり、バリアフリーの専門
ツアーを造成したり、障がい者施設等の手配旅行を実施したりしている旅行事業者は一部にとどまっ
ている。
加えて、一般のツアーにおいては、一般客を対象に設定した行程が重視されるため、観光困難者が
一緒に参加するための条件が設けられる等、ツアー参加に際し制約がある場合もみられ、観光困難者
の旅行の選択肢は限られている。
昨年度（平成２３年度）の調査報告では、表１のような理由から、ユニバーサルツーリズムに対応
した旅行は、現状では旅行事業者のビジネスとしては成立しにくいと認識されており、積極的に取組
んでいる旅行事業者は少ないことが明らかになった。
旅行事業者のユニバーサルツーリズムに対応した取組みを拡大していくためには、まずは旅行事業
者自身の対応・努力（意識改革やユニバーサルツーリズム対応に向けた情報収集等の準備）が必要で
あるが、「ノウハウがない」、「地域とのネットワークがない」等、表１に示す旅行事業者が懸念する
事項を緩和するような、業界全体での取組みも必要だと考えられる。
そのうえで、観光困難者の対応に取組む旅行事業者を増やし、ビジネスとして定着させていく必要
がある。

表１

旅行事業者が感じている課題（昨年度（平成２３年度）調査報告より）
・現地の受入環境に関する情報が少ない（宿泊施設、交通機関 等）

企画段階

・受入先の状態がどの程度対応できるか分からない
・高齢者および障がい者の対応に関する専門知識の不足

宣伝段階

等

・観光困難者自身が、観光困難者に対応した旅行があることを知らない人が多い
等
・販売サイドの高齢者・障がい者の旅行に関する理解・教育が不足（自信を持って

販売段階

説明できない／正確な情報を伝えられない）
・販売価格の低減が必要／高コスト（現地コスト、サポーター（介助者）同行 等）
と少量販売により収益確保が難しい
・医療面等現地でのリスクやトラブルに対応できる体制が必要

実施段階

・どのような問題が発生するのか、どのような対応方法を検討したらよいのか分か
らない

等
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２.３ 地域の支援組織の現状と課題
２.３.１ 地域の支援組織の現状
表２は、各地域において、ユニバーサルツーリズムに対応した活動を実施している支援組織（相談
窓口）を示したものである（HP で確認できるもののみ）
。また、図４は表２に示した地域の支援組
織について、都道府県別に整理したものである。

表２
No.

都道府県

１
２

北海道
〃

３

〃

４
５
６
７
８
９
１０

〃
〃
宮城
福島
〃
東京
〃

１１

〃

１２
１３
１４
１５
１６

神奈川
静岡
〃
三重
石川

ユニバーサルツーリズムに関連する地域の支援組織
組織名称

No.

都道府県

組織名称

知床バリアフリー旅行情報センター
カムイ大雪バリアフリーツアーセンター

１７
１８

京都
奈良

ＮＰＯ法人 旅とぴあ北海道

１９

兵庫

ふらっとほーむ
株式会社HKワークス
ＮＰＯ法人 ゆにふりみやぎ
ふくしまバリアフリーツアーセンター
会津ユニバーサルデザインツアーセンター
東京バリアフリーツアーセンター
文の京バリアフリーセンター
ＮＰＯ法人高齢者･障がい者の旅をサポート
する会
ＮＰＯ法人横濱ジェントルタウン倶楽部
伊豆バリアフリーツアーセンター
合同会社太陽ホスピタリティ
伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
石川バリアフリー観光案内所

２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６

広島
鳥取
島根
〃
愛媛
福岡
熊本

京都バリアフリー観光案内所
奈良観光バリアフリー案内所
神戸ユニバーサルツーリズムセンター
WING KOBE
呉バリアフリーツアーセンター
ＮＰＯ法人 トラベルフレンズ・とっとり
山陰バリアフリーツアーセンター
松江バリアフリーツアーセンター
四国バリアフリーツアーセンター
バリアフリーネットワーク九州会議
ＮＰＯ法人UDくまもと

２７

佐賀

佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター

２８
２９
３０
３１
-

大分
〃
沖縄
〃
-

大分バリアフリー観光案内所
自立支援センターおおいた
バリアフリーネットワーク会議
一般社団法人Kukuru（くくる）
-

２組織以上
１組織
組織なし

図４

都道府県別の地域の支援組織の有無
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一部の地域では、ユニバーサルツーリズムに対応することができる地域の支援組織が存在し、観光
困難者の相談窓口として活動している。
地域の支援組織は、まちづくりを中心に活動するＮＰＯや、障がい者等の旅行支援を中心に活動す
るＮＰＯ等、HP で確認できるだけでも全国で３１の組織が活動しているが、都道府県別にみると、
地域の支援組織が存在する都道府県は４７都道府県中２０都道府県（４３％）であり、残りの２７府
県（５７％）では、地域の支援組織が存在しない空白地域となっている。
また、地域の支援組織が存在する都道府県においても、その組織が存在する都道府県の全域をカバ
ーしているわけではないため、市町村レベルで考えると、空白地域はさらに広域に及ぶ。
先行的にユニバーサルツーリズムに対応した活動を実施している地域の支援組織について、その活
動状況を把握し、取組み方法のポイント等を整理することで、地域の取組みの普及、拡大につなげる
こと等を目的にヒアリング調査を実施した。
ヒアリングの対象としては、有識者や旅行事業者等の紹介をもとに、ＮＰＯ法人旅とぴあ北海道［旭
川市］、ＮＰＯ法人東京バリアフリーツアーセンター［江東区］、ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツ
アーセンター［鳥羽市］、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）
［神戸市］、
松江バリアフリーツアーセンター（ＮＰＯ法人プロジェクトゆうあい）
［松江市］、ＮＰＯ法人バリア
フリーネットワーク会議［沖縄市］
、一般社団法人 Kukuru（くくる）
［那覇市］の７組織を選定し、
ヒアリング調査を行った。
ヒアリング調査は、インタビュー形式で行い、「取組みのスタンス／組織立ち上げの経緯」、「活動
内容」、
「運営方法」、
「地域関係者との連携」、
「地域間の連携」、
「旅行事業者との関係」等について質
問した。
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２.３.２ 先行事例における地域の支援組織の活動の特徴
（１）取組みのスタンス／組織立ち上げの経緯
ユニバーサルツーリズムに対応した地域の支援組織は、大きく分けて、①地域の観光振興、観光地
づくり等の視点からまちづくりを中心に活動する組織、②介護、福祉等の視点から障がい者等の旅行
支援を中心に活動する組織の２通りがみられる。
①については、地域の観光地や宿泊施設のバリアフリー状況を調査、指導するとともに、相談・紹
介業務を中心に地域に人を呼びこむことを主眼にするケースがみられる。
②については、福祉施設等との結びつきが強く、重度の障がい者対応まで実施しているケースがみ
られる。
①、②ともに、行政（自治体等）との結びつきが強い傾向にあり、立ち上げ段階において、立ち上
げの費用および運営費について自治体から支援を受けている例もみられる。
上記のように、既存組織においては、発足の経緯、動機やスタンスは異なるものの、いずれの組織
も活動の基本姿勢（目的）は、
「地域への愛着（まちづくり、地域活性化）」と「観光困難者支援（介
護・福祉）」であり、組織にかかわらず、ユニバーサルツーリズムに対応した活動内容には共通する
内容が多い。

（２）活動内容
支援組織の基本となる活動は、ユニバーサルツーリズムに関する「利用者からの問合せ・相談に対
するアドバイス、紹介」であり、全ての組織において実施されている。また、この基本となる相談業
務は無償（ボランティア）対応となっている。
相談業務以外の活動としては、ＷＥＢや紙媒体等によるバリアフリー情報の提供、車いすや福祉機
器の貸出、人的介助サービス（サポーター（介助者）、入浴介助等の派遣、確保）
、バリアフリー研修
（人材育成）等を実施している。
一部の組織では、スタッフに障がい者を雇用し、観光困難者目線での情報収集・提供やアドバイス
を実施しており、特徴的な点である。

（３）運営方法
支援組織を継続的に運営するためには、一定の運営資金が必要であり、相談業務を無償で行うため
には、運営するための収入源を別の事業で確保することが必要となる。
一部の支援組織は地元自治体からの委託を受け、ユニバーサルツーリズムに対応した相談機能を持
つセンターを運営していたり、また、基本業務以外から得られる資金で自立運営をしている支援組織
（ＮＰＯ）もみられる。
資金の調達方法は、各組織により様々であり、以下のような例がみられる。
①旅行業の登録、旅行事業者との連携によるサービス提供
②車いす、福祉機器等の貸出
③広報誌発行による広告収入
④宿泊・観光施設向けのバリアフリー研修（人材育成）
⑤建物（宿泊施設等）のバリアフリー改修アドバイス
⑥障がい者自立支援事業等の旅行以外福祉関連事業
⑦その他、行政からの委託、補助、助成 等
10

（４）地域関係者との連携
支援組織は、相談業務を行う中で、地域のサービス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）や自治体
等と連携している。一部の組織は、観光関連のＮＰＯ、福祉機器のレンタル事業者、イベント会社等
とも連携しサービスを提供している。また、一部の組織は、地元メディアと積極的に連携し、地域内
での認知度を向上させることで、円滑な関係者とのネットワークを形成している。
これらの地域の関係者とのネットワークは、日々の相談業務で対応の必要性に迫られる中で、また
地域のバリアフリー調査や、まちづくり会議等への参加を通じて、長年に渡り構築されている。
また、地域にユニバーサルツーリズムに関する相談窓口があることで、地域の関係者から頼りにさ
れている様子がみられた。

（５）地域間の連携
支援組織において、地域間の連携を進め、全国ネットワーク化を推進する動きが進みつつある。
現在、全国ネットワークとして展開している２つのグループがあり、ネットワークを活かした地域
間の連携は双方のグループで積極的に推進されようとしている。
それぞれのネットワークにおいて、ノウハウの共有や、新規組織への指導等、活動内容や水準を合
わせようという動きや、顧客情報の管理を共通フォーマットで進める等の連携がみられる（旅のカル
テ、ヒアリングシート等）。
ただし、このような地域間の連携の動きはあるものの、相談業務や情報提供にあたっては、人材や
資金の多寡による対応力の違い、それに伴う情報量の違い等があり、現状では、組織ごとの対応レベ
ルには差異がみられる。

（６）旅行事業者との関係
一部の支援組織では、旅行事業者と連携し、サービスを提供している。また、一部の支援組織では、
旅行事業者からの問合せにも情報を無償で提供する等の対応をしているが、一方で、旅行事業者との
連携を望んでいない支援組織もある等、現時点では旅行事業者と積極的に連携する例はあまりみられ
ない。
また、自ら旅行業の登録を受けて、ワンストップでサービスを提供しようという動きもみられるが、
旅行業としてのサービス量の確保が難しいことや、ＮＰＯとしてコンサルティング等、他の事業に重
点をおいていること等、それぞれの支援組織の考え方により、現時点では一部の支援組織に限られて
いる。
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２.３.３ 地域の取組み内容および関係者の整理
図５は、２.３.２ で整理した地域の支援組織の取組みについて、地域のサービス提供者（宿泊、
観光、移送、福祉等）や自治体等の地域関係者、他地域の支援組織、旅行サービス提供者等との関係
と、観光困難者との関係を模式的に示したものである。
地域の支援組織は、観光困難者からの問合せ・相談に、地域の相談窓口となって対応をしており、
地域のサービス提供者や行政等と連携をしながら、観光困難者の旅行を支援している。
支援組織は、地域のサービス提供者から、ユニバーサルツーリズムに必要なバリアフリー情報やサ
ービスに関する情報を収集して、その情報を観光困難者へ提供している。また、地域のサービス提供
者等に向けて、地域のバリアフリー環境向上のためのアドバイスや、研修等を行なっている支援組織
もある。
また、他地域の支援組織とネットワークを構築しつつあり、地域間での観光困難者の紹介や同様の
サービス提供を行う等、全国的な連携を進めている。
地域の支援組織と旅行サービス提供者との連携については、一部の支援組織では旅行サービス提供
者からの問合せに、情報を無償で提供する等連携を図っている事例もみられるものの、現時点で積極
的に連携を図っている事例はあまりみられない。

地域関係者

情報

観光組織等

行政等

宿泊サービス

・国、都道府県、地元自治体、財団 等

・ホテル、旅館 等

・提案／委託、
補助・助成 等

地元メディア

連
携

・新聞、ラジオ、TV等

信

連
携

・観光協会 等

発

・情報／紹介・斡旋
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ調査
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ研修
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

バリアフリー調査結果を
WEB、広報誌等で発信

観光サービス

地域の支援組織

・観光施設、飲食店 等

連携

・情報／紹介・斡旋
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ調査
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ研修
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

（ユニバーサルツーリズム）

Web

・常設の相談窓口

広報誌
情報

・地域協議会、NPO、自治体、観光協会、地域のサービス
提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）、旅行事業者 等

移送サービス
・交通事業者 等
・情報／紹介・斡旋
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ研修 等

問合せ・
相談

福祉サービス
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・NPO、ボランティア 等
・情報／紹介・斡旋
・機器貸出
・人的介助 等

問合せ・
相談

連
携
サービス提供
【基本サービス】
・バリアフリー情報提供
・アドバイス
【関連サービス】
・車いす・福祉機器の貸出
・サポーター、入浴介助派遣
【手配・ツアー】（旅行業登録をしている場合）
・宿泊、交通等の手配
・旅行商品の提供

・顧客紹介
・サービス統一 等
（顧客情報管理）

他地域の
支援組織

問合せ・
相談

サービス
提供

観光困難者（障がい者、高齢者等）
観光困難者（障がい者、高齢者等）

地域におけるユニバーサルツーリズム推進の関係者
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携

旅行サービス
提供者
・旅行事業者

サービス
提供

図５

連

問合せ・
相談

サービス
提供

２.３.４ 地域の支援組織の現状と課題
ユニバーサルツーリズムに対応した地域の支援組織として、現在は、一部の地域において、地域の
まちづくりや福祉に携わるＮＰＯ等が相談窓口として機能しており、先行的に取組みを進めている。
先行事例においては、地域の支援組織として以下のパターンがみられる。
１）まちづくりを中心に活動するＮＰＯ等の組織
地域に人を呼ぶ（活性化させる）ための活動の一貫として、ユニバーサルツーリズムを推進し
ている。
２）障がい者等の旅行支援を中心に活動するＮＰＯ等の組織
障がい者等が旅行をしやすい環境をつくることを目的に、地域におけるユニバーサルツーリズ
ムを推進しており、比較的重度の障がい者にも対応している。
３）その他のＮＰＯ等の組織
１）２）以外の NPO 等の組織。例えば、障がい者の自立支援事業を実施している組織 等に
おいてユニバーサルツーリズムに対応した相談窓口として機能している例がみられる。
４）自治体、観光協会、旅行事業者 等
地域の観光協会や旅行事業者が相談窓口として機能している場合や、関係者が協議会を形成し
て対応している例がみられる。
地域の支援組織による取組みは、除々に広がりをみせているものの、全国的にみると、全体には広
がっていない（取組んでいる地域が少ない）ことが課題であるといえる。
また、全国的に支援組織の活動が広がらない原因としては、立ち上げ時の人、資金等の担保ができ
ないこと、適切なサービスを実施するためのノウハウがないこと、継続するための運営資金の確保が
難しいこと等があり、これらの課題に対応する必要がある。
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２.４ 地域のサービス提供者の現状と課題
２.４.１ 宿泊・観光施設等バリアフリー現況調査
観光困難者が宿泊を伴う旅行をする場合、例えば車いすユーザーであれば、ハード面で車いすに対
応した宿泊施設がなければ旅行をすることは難しい。また目的の観光施設のバリアフリー状況によっ
ては、観光することが難しい施設もでてくる。よって、ユニバーサルツーリズムを促進するうえでは、
前章でも述べたとおり、宿泊、観光等の各施設のハード面のバリアフリー整備も重要な要素となる。
今後のユニバーサルツーリズム促進のため、地域の宿泊施設・観光施設のハード面のバリアフリー
状況の現況把握を目的に、全国の宿泊施設・観光施設を対象にアンケート調査を実施した。
アンケート調査は、全国の宿泊施設、観光施設より、無作為に対象を抽出し調査を実施した。宿泊
施設については各都道府県２０施設程度、観光施設については各都道府県１０施設程度を目安に抽出
し、結果、宿泊施設９１６施設、観光施設５６１施設に対し、アンケートを依頼した。宿泊施設につ
いては４０５施設（回収率約４４%）、観光施設については３７６施設（回収率約６７％）より回答
を得た。
表３はアンケート調査の回答結果より、宿泊施設、観光施設の主な設備におけるバリアフリー状況
を整理した結果を示す。
宿泊施設については、客室では４施設に１施設程度（２６%）、共有スペースのトイレについては
３施設に１施設程度（３３%）でバリアフリー整備が進められている。一方で、浴場のバリアフリー
については、
「出入口に段差がない」等、全ての項目を満たす施設は３%となっている。
観光施設については、８５%の施設が「エントランス・玄関に段差がない、もしくは、解消方法が
ある」、８１%の施設が「施設内に車いすで利用しやすい十分な空間が確保されている」と回答して
いる。また７０%の施設が「車いす対応の洋式トイレがある」と回答している。一方で、施設内に最
低限一つは「エレベーターまたはその他の昇降施設」があるかという設問に対して、「ある」と回答
した施設は５１％にとどまっている。
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表３

宿泊施設、観光施設の主な設備におけるバリアフリー状況

設備

項目

割合

客室

客室

・車いす対応の客室がある

２６％

トイレ

・車いす対応の洋式トイレがある

１２％

・出入口に段差がなく、
浴室

出入口の幅が８０ｃｍ以上あり、

９％

手摺りがある
玄関
共有スペース

宿泊施設

エントランス・
トイレ
昇降施設

・エントランス・玄関に段差がない、
もしくは、解消方法がある
・車いす対応の洋式トイレがある
・最低限一つは
エレベーターまたはその他昇降施設がある

７０％
３３％
８３％

・浴場出入口に段差がなく
浴場出入口の幅が８０ｃｍ以上あり、
浴場

脱衣所の出入口に段差がなく、

３％

浴室の出入口に段差がなく、
浴室に手摺りがある
エントランス・玄関
受付
観光施設

施設内・廊下
階段
昇降施設
トイレ

・エントランス・玄関に段差がない、
もしくは、解消方法がある
・車いす対応の高さの受付がある
・施設内に車いすで利用しやすいような十分な空間が
確保されている
・階段に手摺りがあり、
点状ブロック等が敷設されている
・最低限一つは
エレベーターまたはその他の昇降施設がある
・車いす対応の洋式トイレがある
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８５％
３３％
８１％
２０％
５１％
７０％

２.４.２ 地域のサービス提供者の現状と課題
地域の宿泊施設や観光施設等ハード面におけるバリアフリーの取組みは、徐々に進んでいるものの、
２.４.１ のとおり対応が十分とは言えない。今後、まちづくりの観点から、さらなるバリアフリーに
向けた整備をすすめる一方で、様々な理由からハード面の整備が進んでいない部分を補うためにも、
人による支援等によりバリアを取り除くソフト面の取組みをあわせて検討することが必要と考えら
れる。
ハード面同様、ソフト面の取組みは、観光困難者の旅行を支える地域のサービス提供者（宿泊、観
光、移送、福祉等）が個々に対応することになるが、宿泊施設や観光施設の多くは、一般の観光者に
対するサービスが主流であり、交通事業者や福祉施設においても、観光で来るような地域外の方への
サービスには対応していない等、現状では、観光困難者へのサービス提供が十分とは言える状況では
ない。
したがって、地域として観光困難者を受け入れるためには、地域の支援組織の取組みに加えて、地
域のサービス提供者の意識の向上、およびユニバーサルツーリズムに対する個々のサービスの実施が
必要不可欠であると考えられる。
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２.５ 地域の取組みを支える体制
地域において、ユニバーサルツーリズムに対応した取組みを進めるうえで、地域の支援組織のよう
な窓口以外にも地域全体の機能として、大きく以下の３つの事項が求められる。
①サービス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）の観光困難者を支援する取組み
②まちづくり（まちの魅力向上、バリアフリー化推進等まちづくりに携わる人）の連携
③地域経営の観点から、これらを総合的にマネジメントし、推進する体制

①サービス提供者による
観光困難者を支援する取組

・宿泊、観光、
移送、福祉等

・行政（まちづくり
部局） 等

地域（まち）
・行政、
観光協会 等

観光者
（観光困難者）

②まちづくりを進める人の取組
（まちの魅力向上、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 等）

③地域経営の観点からの
マネジメント、マーケティング
図６

地域の取組みを支える体制（概念図）

まちづくりの施策と、地域のサービス提供者による取組みを連携させ、地域一体となったサービス
提供を継続して行ううえでは、地域経営の観点から、総合的なマネジメントが必要となる。
すなわち、ユニバーサルツーリズムに対応するうえで、地域に求められることとしては、まず、行
政を中心としたまちづくりを進める人の取組みにより、観光地の魅力向上やまちのハード面でのバリ
アフリー化を進めることとあわせて、観光困難者の受入体制づくりを推進していくことが必要であり、
加えて地域のサービス提供者による観光困難者を支援する取組みが必要となる。
観光困難者が旅行をする際、個人で観光に関するすべてのサービスを調達することは、かなりの手
間を要するため、ユニバーサルツーリズムに取組む旅行事業者、地域の支援組織、ひいては地域のサ
ービス提供者が少ないと、観光困難者の旅行の機会が広がらない。
したがって、地域においては、③の関係者においてマネジメントを実施した上で、①、②の取組み
を増やすことが必要となる。まちづくりや地域経営の観点とあわせて、ユニバーサルツーリズムを進
めていくことが重要であり、自治体、支援組織、地域のサービス提供者が一体となり取組みを進めて
いくことが必要である。
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３．ユニバーサルツーリズム促進のあり方
３.１ ユニバーサルツーリズム促進の考え方
ユニバーサルツーリズムでは、観光困難者に対し、個人の特性に応じた宿泊、移送、介護等の多様
かつ複合的な支援が必要となる。
観光困難者へこれらの必要な支援を行う取組みは、旅行事業者による専門のツアーの造成、地域の
支援組織による個別相談対応等、現在も多様な形で行われているが、対応できる窓口（図３、旅行事
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））が少ないことが、ユ
ニバーサルツーリズム促進への課題と言える。
したがって、ユニバーサルツーリズムを促進するためには、ユニバーサルツーリズムに取組む人や
組織を増やすとともに、旅行事業者、地域の支援組織、地域のサービス提供者等個々のレベルアップ
を図ることが重要である。
そのためには、ユニバーサルツーリズムに関わる関係者が、それぞれの立場でユニバーサルツーリ
ズム促進に向けた取組みを進める必要がある。
③地域のサービス提供者の取組み
まちの魅力向上、バリアフリー化、地域経営の
観点からのマネジメント 等 （２．５ 地域の取組みを支える体制 参照）

地域関係者

・国、都道府県、地元自治体、財団 等

・ホテル、旅館 等

地元メディア

連
携

・新聞、ラジオ、TV等

信

連
携

・提案／委託、
補助・助成 等

・観光協会 等

発

・情報／紹介・斡旋
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ調査
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ研修
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

地域の支援組織
連携

（ユニバーサルツーリズム）

・情報／紹介・斡旋
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ調査
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ研修
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

Web

・常設の相談窓口

情報

移送サービス
問合せ・
相談

福祉サービス
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・NPO、ボランティア 等
・情報／紹介・斡旋
・機器貸出
・人的介助 等

問合せ・
相談

広報誌

・地域協議会、NPO、自治体、観光協会、地域のサービス
提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）、旅行事業者 等

・交通事業者 等
・情報／紹介・斡旋
・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ研修 等

②地域の支援
組織の取組み

バリアフリー調査結果を
WEB、広報誌等で発信

観光サービス
・観光施設、飲食店 等

観光組織等

行政等

宿泊サービス

連
携
サービス提供
【基本サービス】
・バリアフリー情報提供
・アドバイス
【関連サービス】
・車いす・福祉機器の貸出
・サポーター、入浴介助派遣
【手配・ツアー】（旅行業登録をしている場合）
・宿泊、交通等の手配
・旅行商品の提供

・顧客紹介
・サービス統一 等
（顧客情報管理）

連

携

他地域の
支援組織

問合せ・
相談

サービス
提供

観光困難者（障がい者、高齢者等）
観光困難者（障がい者、高齢者等）

ユニバーサルツーリズム推進のための体制
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旅行サービス
提供者
・旅行事業者

サービス
提供

図７

①旅行事業者の
取組み

問合せ・
相談

サービス
提供

３.２ 旅行事業者の取組み
✔

旅行事業者の意識の向上（ユニバーサルツーリズム対応への抵抗感の払拭）
、レベルアップ

✔

旅行事業者の担当者の選定、相談窓口の確立（情報の集約、社内、業界全体）

３.２.１ 意識の向上、レベルアップ
旅行事業者の取組みとしては、積極的にユニバーサルツーリズムに取組む旅行事業者が少ないなか、
これまでの「利益がでない」、
「手間がかかる」
、
「やり方がわからない」といった旅行事業者の認識を
変えることが重要であり、各社が出来るところからはじめ、裾野を拡大していく必要がある。
そのためには、経営層への意識啓発や、従業員の意識啓発・スキルアップためのセミナーや、観光
困難者への対応を実践的に学ぶ体験ツアーの実施、円滑な企画・運営のためのマニュアルの整備等が
必要である。
また、組織として積極的にユニバーサルツーリズムに携わることにより、苦手意識を払拭するとと
もに、観光困難者への対応方法（旅行に対するニーズや制約等）や、ユニバーサルツーリズムに関す
る旅行企画等におけるノウハウ（適切な旅程管理、地域の支援組織とのネットワークの構築、地域の
サービス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）との連携方法等）を蓄積することによって、組織およ
び個々の担当者のレベルアップを図ることが必要である。

Step４

Step３

Step２

Step１

図８

・商品化
・収益モデルの確立

・営業戦略に位置づけ
・営業戦略に位置づけ
・次のステップへ
・次のステップへ

・取り組みをはじめる
・取り組みをはじめる
・フィードバックを構築
・フィードバックを構築

・自社の取り組み方針を決定
・自社の取り組み方針を決定
・専門家の育成
・専門家の育成

・ノウハウの蓄積
・カスタマイズの実施

・自社で取り組む
・まずは専門部署の設置

・経営判断
・対応の是非を判断
・取り組みを理解する
・取り組みを理解する

・先進事例を知る
・先進事業者に学ぶ

旅行事業者のステップアップモデルイメージ（昨年度（平成２３年度）調査報告より）

３.２.２ 相談窓口の設置
昨年度（平成２３年度）のヒアリング調査等で明らかとなったように、先行して取組んでいる旅行
事業者は、ユニバーサルツーリズムに対応する専用の相談窓口を設置し、担当者を配置しており、窓
口を定め、関連する情報の集約やノウハウを蓄積し、観光困難者へのスムーズな対応に繋げている。
旅行事業者それぞれに担当窓口および担当者を設置することが望ましいが、社内での体制の構築が
難しく、専用の相談窓口を設置できない旅行事業者を支援するために、業界団体等においても旅行事
業者をバックアップするための相談窓口を設置すること等が望まれる。
当該窓口においては、ユニバーサルツーリズムの企画や対応についての相談ほか、旅行事業者の問
合せに応じて、ユニバーサルツーリズムに取組んでいる同業者の紹介や、地域の支援組織の情報提供
を行うことにより、業界全体で観光困難者を受け入れる体制を構築することが必要と考えられる。
19

３.３ 地域の支援組織の取組み
✔

地域関係者とのネットワークを有する地域のユニバーサルツーリズムの相談窓口

✔

観光困難者、地域関係者、旅行事業者からの相談・問合せに対応

地域として観光困難者からの相談・問合せに対応するためには、ユニバーサルツーリズムに対応し
た地域の相談窓口が必要となる。先行事例における支援組織の活動においては、取組みの背景やスタ
ンスは異なるものの、活動内容に共通する部分も多いことがわかった。
前章で述べたとおり、まだまだ地域の支援組織として活動している団体は少ないのが現状であり、
今後、新たな団体等の取組みを広げるための参考となるように、先行事例等をもとに、地域のサービ
ス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）やその他の関係者を取りまとめる支援組織について、体制や
取組み内容等の留意点を図９に示す取組みのステップごとに整理した。

STEP１ 取組みの検討
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
図９

取組みのステップ

（１）STEP1 取組みの検討
１）組織形態等の検討
ユニバーサルツーリズムに対応する地域の支援組織としては、決まった形態があるわけではなく、
地域にあった人材、適した組織形態を検討する必要がある。
先行事例においては、ＮＰＯを立ち上げて運営している例が主流となっているが、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
れる。
＜組織形態の例＞
◆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、旅行事業者等で構成する地域協議会 等
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（２）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る（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支援を受けて運営し、その間に実績を重ね、その後、自立
運営している例もみられ、一つの方法と考えられる。
自治体等からの支援は、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
相談をする必要がある。

２）人員・体制
組織に携わるために、必要な資格があるわけではないが、業務の特性上、多様な障がいを持つ方等
の問合せに対応し、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る。
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みられ
る。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みられる。
なお、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う
えでは、常設の相談窓口を設けることが望ましい。

（３）STEP3 取組みの開始
１）活動内容
組織における基本的な役割（機能）は、観光困難者からの問合せ・相談の対応および旅行のコーデ
ィネート（旅行の支援）である。
相談に対して適切に対応するためには、地域の宿泊施設、観光施設、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ある。

２）地域のネットワーク構築
観光困難者からの問合せ・相談等に対し十分なサービスを提供するためには、地域のサービス提供
者や行政等の関係者との協力が必要となる。
先行事例をみると、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みられる。
関係者とのネットワークは、観光困難者からの問合せ・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なかで、ネットワークを増やし、円滑な業務遂行につ
とめている例がみられる。
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（４）STEP4 取組みの継続
１）運営費の確保
ユニバーサルツーリズムに関する相談業務を無償で行うためには、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る。
先行事例においても、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みられる。
a）行政（自治体、国）からの助成、委託
・支援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
⇒自治体のバリアフリー改修費補助の条件として支援組織のアドバイスを受けることを必
須としている地域もみられる
⇒二級建築士を常駐スタッフとしている組織もある
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、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

２）多様な関係者とのネットワーク
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例が多い。
先行事例では、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、
レンタル事業者と調整した例や、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やイベント会社と連携した例等もみられた。
また、地元のメディアも有効に活用している例がみられる。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て
いる。

３）地域の受入体制の向上
先行事例では、活動を進める中で、地域の支援組織を中心に、地域のサービス提供者との勉強会や
講習会、研修会等を行なっている例もみられ、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。
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（５）STEP5 取組みの発展
１）活動領域の拡大（旅行事業の実施）
基本となる観光困難者からの問合せ対応等に加えて、支援組織が報酬を得て、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る。支援組織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る。
先行事例では、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
答えられるようになり、組織の収益に繋げている事例もみられる。

２）他地域とのネットワークの構築
他地域の支援組織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も可能となり、
観光困難者への対応の幅が広がることに繋がる。
観光困難者側からみても、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
組織において地域間の連携が見られるが、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
あると考えられる。
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３.４ 地域のサービス提供者の取組み
✔

地域関係者の意識の向上（ユニバーサルツーリズム対応への抵抗感の払拭、受入意識の向上）

✔

地域関係者の対応力の向上（実践教育）

３.４.１ 意識の醸成、受入体制のレベルアップ
ユニバーサルツーリズムにおいては、観光困難者への複合的かつ多様な支援が必要であり、地域全
体で対応する必要があることから、地域のサービス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）の観光困難
者の受入に対する意識を高めることによって、受入れに取組むサービス提供者を増やすこと、またサ
ービスの質を向上することが必要である。
地域の支援組織等と連携した活動や、地域内での研修を実施したうえで、観光困難者の受入を継続
的に実践することで、ユニバーサルツーリズムに対する抵抗感の払拭、認識の変化、対応力の向上が
期待できる。また、経験を積むことにより、観光困難者のニーズを理解できるようになり、さらなる
ニーズにあったサービスを提供することが可能となる。

３.４.２ 教育プログラムの検討
地域の支援組織を中心に、地域のサービス提供者（宿泊、観光、移送、福祉等）との勉強会や講習
会、研修会等を行っている例もみられるが、さらに、取組みを進めるためには、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実践的な教育プログラムの検討が必要と考えられ
る。
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３.５ 地域と旅行事業者の連携
「２．ユニバーサルツーリズムの現状と課題」で整理した通り、観光困難者、旅行事業者、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。
図１０は、地域と旅行事業者の連携について、それぞれの役割、連携によるメリット等の可能性を
示したものである。地域の支援組織、ならびに地域のサービス提供者と旅行事業者とは、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。
旅行事業者は、ユニバーサルツーリズムに対応した旅行商品の企画や、集客、送客を含めた旅行の
トータルコーディネートを行ううえで、地域の支援組織、ならびに地域のサービス提供者と連携を図
ることにより、旅行事業者が現在感じているユニバーサルツーリズムへの抵抗感を小さくできる可能
性がある。
具体的には、役割の分散対応等により、自社単独で取組むよりも、手間や費用の負担軽減に繋がり、
取組みやすくなること等が考えられる。
地域においては、地域の支援組織、地域のサービス提供者が、施設や地域のバリアフリー状況の調
査・把握および情報提供、地域資源を踏まえた旅行の提案等を行なっている事例がみられるが、旅行
事業者との連携を図ることで誘客先の拡大、誘客の増加に寄与することも考えられる。
このように連携を図ることで、ユニバーサルツーリズムに対応した旅行、取組みが推進され、旅行
の選択肢の増加、個別手配の負担軽減等に繋がれば、観光困難者の旅行機会の増加に繋がることも考
えられる。

地域の支援組織

旅行事業者
◆旅行商品企画
◆集客、送客、トータルコーディネイト
【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
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

観光困難者
◆選択肢の増加
・多様な旅行代金設定
・地域性豊かな旅行商品

Î

商品

の提
供

◆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
地域関係者とのネットワーク網

【地域のメリット】
◇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）

地域のサービス提供者

旅行機会の増加

◆施設の情報の提供
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

◆個別手配負担の軽減

図１０

地域と旅行事業者の連携の可能性
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表４は、地域の支援組織等と旅行事業者の協力・連携が有効と思われる項目について示したもので
ある。
ユニバーサルツーリズムに対応したツアーを造成する場合、旅行事業者は、自ら目的地に赴き、宿
泊施設、移送、観光地等のバリアフリー状況を個別に調査したうえで、商品の企画を行うこととなる。
また、観光困難者の状態・ニーズに応じ、必要な配慮やサービスについて、地域に問合せ、調査した
うえで手配、調達し、行程に盛り込むことが必要となる。
上記の調査や調達を地域に依頼し、地域の支援組織等と旅行事業者が相互協力や連携を図ることで、
旅行事業者にとっては時間、手間の軽減、地域にとっては、地域誘客、新しいビジネスに繋がる可能
性が考えられる。
さらに、ユニバーサルツーリズムでは、サポーター（介助者）の手配が必要となる場合も多く、地
域と連携せずにサポーターを発地側から同行させる場合、その分の交通費や宿泊費が余分にかかり、
多くの場合、これらは旅行代金に反映されるため旅行代金が高額になる。
観光困難者を支援するために必要となるサポーターを地域（旅行の目的地）で確保することができ
れば、サポーターの交通費、宿泊費等を旅行代金に上乗せする必要がなくなり、商品価格の低減に繋
がる可能性がある。
なお、地域と旅行事業者との連携においては、「旅行事業者の求める情報と地域の提供する情報の
マッチングや精度」、
「顧客情報（例えば障がいの程度・状態等）を提供する必要が生じた場合の取扱
方法」、「旅行サービスとしての質の担保とリスク、責任分担の考え方」、「対価の支払とその考え方」
等、双方の見解等について十分に留意する必要がある。
観光困難者への旅行サービスの拡大という目標の中で、連携することによりユニバーサルツーリズ
ムの取組みの可能性が広がることが考えられるため、各々の立場や取組み内容に応じた連携を実践し
ていくことも必要と考えられる。
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表４

地域と旅行事業者の連携例

地域のサービス提供者等と旅行事業者が個別に連携する例

地域の支援組織と旅行事業者が連携する例

連携のイメージ
地域

旅行事業者
旅行商品の企画

宿泊サービス

旅行商品の企画

観光サービス

造成（ 商品化）

移送サービス

宣伝・ 広報（ 参加者募集）

宣伝・ 広報（ 参加者募集）
福祉サービス
販売（ 参加者決定）

人的介助

販売（ 参加者決定）

福祉機器（ 車いす等）

宿泊サービス
観光サービス
移送サービス
福祉サービス
人的介助
（入浴、食事、ｻﾎﾟｰﾀｰ等）

（入浴、食事、ｻﾎﾟｰﾀｰ等）

ツアー実施 （人的介助）

地域

地域の支援組織

造成（ 商品化）

旅行事業者

ツアー実施 （人的介助）

福祉機器（ 車いす等）
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商品造成段階の調査

◆バリアフリーに配慮したツアーを造成する場合、旅行事業者
が目的地に行き、宿泊施設、移動、観光地等のバリアフリー
状況を個別に情報収集・調査し企画に反映
◆ツアーに配慮の必要な方が参加される場合、旅行事業者が参
加者の状態・ニーズに応じ、必要な配慮やサービスを地域に

◆旅行事業者が旅行商品を造成する際に必要となる観光地等の
調査を地域の支援組織に依頼
◆地域の支援組織と旅行事業者が相互協力や連携を図ること
で、旅行事業者は時間、手間の軽減、地域にとっては、地域
誘客、新しいビジネスに繋がる可能性が広がる

問合せ／情報収集し手配、もしくは参加者へフィードバック
を実施
サポーター（介助者）の
確保

◆現状では、サポーターが必要となる場合、旅行事業者に登録
しているサポーターを地域で確保することが困難であること
から発地から同行させるケースが多い

◆地域のネットワークを生かして観光困難者を支援するための
サポーターを現地（地域）で確保
◆サポーターの交通費、宿泊費等を旅行代金に上乗せする必要
がなくなることから、商品価格の低減に繋がる可能性がある

４．今後の課題と方向性
本調査では、地域において先行的にユニバーサルツーリズムに対応した取組みを行っている支援
組織（ＮＰＯ等）の活動状況を調査するとともに、ユニバーサルツーリズムの促進のために求めら
れる地域、旅行事業者の取組みについて取りまとめた。
また、ユニバーサルツーリズムに関わる各関係者、今後地域で取組みを始める方の参考となるよ
う、地域の支援組織については、先行事例の調査をもとに、組織の立ち上げから発展に至るステッ
プごとに、その留意点を取りまとめた。
１.３ に示したユニバーサルツーリズムの対象者を考慮すると、ユニバーサルツーリズムに対応
した取組みを行う旅行事業者、地域の支援組織および地域のサービス提供者（宿泊、観光、移送、
福祉等）は、その需要（潜在需要も含めた）に対して少ないものと考えられ、ユニバーサルツーリ
ズムを促進するためには、まずは取組みを実施する事業者、組織の数的拡大を図る必要がある。
ユニバーサルツーリズムに関わる各関係者、これから取組みを始める方に、各段階における留意
点等、今年度の成果を参考にしていただくことによって、ユニバーサルツーリズムの取組みが拡大
することが望まれる。
地域の支援組織の活動は、空白地域の解消のためにも各地域への普及展開が望まれるとともに、
支援組織間の連携によるノウハウの共有やサービスレベルの統一、レベルアップ等が求められる。
地域のサービス提供者個々の意識の醸成や対応のレベルアップのためには、観光困難者の受入に
対する教育等が必要であり、地域一体となった取組みが望まれる。
旅行事業者においては、ユニバーサルツーリズムへの取組み実施に向けた意識醸成を図ることや、
取組み実施に際してのハードルを下げるためにも相談窓口を設置する等、業界全体での底上げが望
まれる。
旅行事業者と地域の支援組織や、地域のサービス提供者等との連携の促進についても、ユニバー
サルツーリズムの推進を図るうえで大きな課題と考えられ、お互いの立場の違いを考慮しながら、
関係者で相互協力、連携を進めていくことが望まれる。
一方で、ユニバーサルツーリズムの取組みは、観光困難者側にも普及しているとは言えず、旅行
事業者や地域の支援組織の取組みは広く知られていないのが現状であり、ユニバーサルツーリズム
の裾野が広がっていない要因となっている。よって、観光困難者をはじめ、ユニバーサルツーリズ
ムの取組みを広く知ってもらうための施策も重要となり、例えばユニバーサルツーリズムに対応し
た認定制度の導入等が考えられる。
認定制度を導入することにより、観光困難者や旅行事業者等のユニバーサルツーリズムに対する
認知度、ならびに取組みの向上に繋がれば、観光困難者の旅行機会の増加が期待できる。さらに、
観光困難者の旅行需要が広がること等により、旅行事業者や地域の支援組織、地域のサービス提供
者等がユニバーサルツーリズムに取組みはじめるきっかけになることも期待できる。
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図１１は、今後のユニバーサルツーリズムの普及の考え方を示した概念図である。
ユニバーサルツーリズムの取組みは、現状では一部の旅行事業者が専門ツアー等を実施したり、
一部の地域で支援組織が積極的に活動しており、萌芽期から拡大期への転換期となっているものと
考えられる。
ユニバーサルツーリズムの取組みを拡大していくためには、送り手側である旅行事業者、受入側
である地域の支援組織や、地域のサービス提供者等、それぞれにおける取組みの発展や、普及が望
まれるところである。

取組の量・
質

・旅行事業者：
Îﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ
に積極的 16%※1
・地域の支援組織：
Î全国 31組織※2

現在

図１１

将来
※１

平成２３年度調査報告より

※２

ＨＰで確認可能な地域の支援組織

ユニバーサルツーリズムの普及の概念図

29

５．検討会の開催
地域におけるユニバーサルツーリズムの受入環境を整備するために、重要な役割を担う地域の支
援組織の活動状況を把握するとともに、現状の課題を抽出した上で、今後の対応方針、取り組むべ
き方向性について検討を行った。検討会の実施概要（第１回、第２回）を以下に示す。

表５

第１回検討会

項目

実施概要
内容

開催日時

平成２４年１１月１２日（月）１３:３０～１５:３０

開催場所

中央合同庁舎第３号館 特別会議室（１１階）
【座長】
秋山 哲男（北星学園大学 客員教授）
【委員】

出席者

大木 正治（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 会長代行）
鞍本 長利（神戸ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑｾﾝﾀｰ代表／日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ推進ネットワーク理事）
田中 穂積（ＡＮＡセールス株式会社 CS 推進室ツアーアシストグループグループリーダー）
中村
元（伊勢志摩ﾊﾞ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）
長谷川 幹（三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長）
平森 良典（株式会社昭和観光社／バリアフリー旅行ネットワーク会長）
渕山 知弘（クラブツーリズム株式会社 テーマ旅行部ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ旅行センター支店長）
松原

淳（交通エコロジーモビリティ財団 バリアフリー推進部企画調査課課長）

山口 一朗（国土交通省総合政策局 安心生活政策課長）
寺田 吉道（観光庁 観光産業課長）
１．開会
２．挨拶
３．座長挨拶／委員紹介
４．調査事業趣旨説明
議事次第

５．地域における現状調査
６．意見交換
７．その他
８．今後のスケジュール等について
９．閉会

会議の様子
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表６

第２回検討会

項目

実施概要
内容

開催日時

平成２５年３月１４日（木）１３:３０～１５:３０

開催場所

中央合同庁舎２号館 国際会議室（１６階）
【座長】
秋山 哲男（北星学園大学 客員教授）
【委員】
大木 正治（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 会長代行）
糟谷 佐紀（神戸学院大学

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 社会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科准教授）

鞍本 長利（神戸ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑｾﾝﾀｰ代表／日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ推進ネットワーク理事）
出席者

田中 穂積（ＡＮＡセールス株式会社 CS 推進室ツアーアシストグループグループリーダー）
中村

元（伊勢志摩ﾊﾞ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）

長谷川 幹（三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長）
平森 良典（株式会社昭和観光社／バリアフリー旅行ネットワーク会長）
渕山 知弘（クラブツーリズム株式会社 テーマ旅行部ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ旅行センター支店長
[代理出席]大熊

昭（国土交通省総合政策局 安心生活政策課室長）

寺田 吉道（観光庁 観光産業課長）
１．開会
２．委員紹介等
議事次第

３．地域における調査結果を踏まえたユニバーサルツーリズム促進のあり方（とりまとめ案）
４．意見交換
５．その他
６．閉会

会議の様子
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６．シンポジウムの開催
ユニバーサルツーリズムの取組みについて、幅広く知っていただき、さらなる普及・定着を図っ
ていくこと等を目的に、有識者による講演や、先行的にユニバーサルツーリズムに取組む方の意見
交換等を行うシンポジウムを開催した。開催したシンポジウムの実施概要を以下に示す。
表７

シンポジウム実施概要

①日時

平成２５年２月２０日（水）１３:３０～１６:００

②会場

秋葉原 UDX４階

③テーマ

ユニバーサルツーリズムの促進に向けて

④プログラム

１．開会・挨拶
２．講演①「ユニバーサルツーリズムの促進に向けて」
（北星学園大学 客員教授 秋山 哲男）
３．講演②「観光旅行で元気になる障がい者・高齢者」
（三軒茶屋リハビリテーションクリニック 院長 長谷川 幹）
４．パネルディスカッション 「ユニバーサルツーリズムの促進に向けて」
パネリスト：（五十音順）
鞍本 長利
神戸ユニバーサルツーリズムセンター代表
日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク理事長
田中 穂積
ANA セールス株式会社 CS 推進室
ツアーアシストグループグループリーダー
中村 元
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
平森 良典
株式会社昭和観光社 代表取締役
バリアフリー旅行ネットワーク会長
渕山 知弘
クラブツーリズム株式会社 テーマ旅行部
バリアフリー旅行センター支店長
コーディネーター：
秋山 哲男
北星学園大学 客員教授
５．閉会

⑤参加者

８１名（関係者除く）

GALLERY NEXT「NEXT１」

＜参加者の業種別内訳＞

取材
5%

その他
11%

自治体等
15%
ＮＰＯ
16%

個人
16%
コンサル・シ
ンクタンク
10%

旅行業
6%
交通
福祉系
5%
5%
宿泊
1%

⑥講演・パネル

＜講演①＞

＜参加者・会場の様子＞

大学
10%

＜講演②＞

ディスカッシ
ョンの様子
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＜パネルディスカッション＞

参 考 資 料
・第 1 回検討会 資料
・第 2 回検討会 資料
・議事概要

第 1 回検討会 資料

ユニバーサルツーリズム促進に向けた地域活動に関する検討会
第１回会合

１．

開

会

２．

挨

拶

議事次第

日時

：

平成 24 年 11 月 12 日（月）13:30～15:30

場所

：

中央合同庁舎第 3 号館

特別会議室（11 階）

３． 座長挨拶／委員紹介
４． 調査事業趣旨説明
５． 地域における現状調査
６．

意見交換

７．

その他

８．

今後のスケジュール等について

９．

閉

会
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国内外のユニバーサルツーリズムに関する事例について

参考資料

ユニバーサルツーリズムにおけるサービス提供に関する調査
(平成 23 年度)【概要】

ユニバーサルツーリズム促進に向けた地域活動に関する検討会
委員名簿
座長 秋

山

哲 男

北星学園大学

委員 大

木

正 治

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 会長代行

〃

糟

谷

佐 紀

神戸学院大学 総合リハビリテーション学部
社会リハビリテーション学科 准教授

〃

菊

池

辰 弥

社団法人

〃

木

村

光 男

一般社団法人 日本旅行業協会 総合企画部
総務・会員サービスグループマネージャー

〃

鞍

本

長 利

神戸ユニバーサルツーリズムセンター代表
日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク理事長

〃

小

関

政 男

一般社団法人

〃

田

中

穂 積

ＡＮＡセールス株式会社

〃

中

村

元

〃

長

谷

川

〃

平

森

良 典

株式会社昭和観光社 代表取締役
バリアフリー旅行ネットワーク会長

〃

渕

山

知 弘

クラブツーリズム株式会社
テーマ旅行部バリアフリー旅行センター支店長

〃

松

原

淳

〃

山

口

一 朗

国土交通省総合政策局 安心生活政策課長

〃

寺

田

吉 道

観光庁 観光産業課長

幹

客員教授

全国旅行業協会

経営調査部長

日本旅館協会 専務理事
CS 推進室ﾂｱｰｱｼｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

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
三軒茶屋リハビリテーションクリニック 院長

交通エコロジーモビリティ財団 バリアフリー推進部企画調査課課長

（五十音順）

資料－１

調査事業の概要
ユニバーサルツーリズム促進に向けた
地域活動実態に関する調査

平成２４年度の検討内容

1

１．観光におけるユニバーサルデザイン化の取り組み
■ これまでの取り組み
17年度以前
（2005年）

18年度
（2006年）

ユニバーサルデザイン政策大綱
（H17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）

◎観光立国推進基本計画（H19/6）

平成23年度
（2011年）

平成24年度
（2011年）

◎観光立国推進基本計画（H24/3）

「ユニバーサルデザインの考え方に
基づく観光の促進」

交通バリアフリー法（H12年）
バリアフリー法（H18年）

◎観光庁発足（H20/10）

平成25年度
（2012年）

＜予算要求中＞
旅行の送り
手にかかる
課題の検討

旅行の着地
側にかかる
課題の検討
・モデル化

認定制度の
検討、受入
体制の強化
等

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
◎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）

◎

◎

シンポジウムの開催

(H21/3)

■ 観光立国推進基本計画（平成24年3月）
第３ 観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
３．政府全体により講ずべき施策
３－５．観光旅行の促進のための環境の整備
（三）観光旅行者の利便の増進
①高齢者、障害者、外国人その他の観光旅行者が円滑に旅行できる環境整備

（ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光の促進）
観光産業だけでなく、地方自治体やＮＰＯ、他の産業等の幅広い関係者による協力のもと、高齢者や障害者が安心して参加できるユニバーサルツーリ
ズムを促進するため、関係者間において地域における先進的な取組や課題解決に向けた取組を共有し、それぞれが段階的に向上していくための仕組み
を平成24年度に検討し、その普及に向けた取組を行う。

2

２．平成２４年度調査の目的

地域におけるユニバーサルツーリズムの取り組みを抽出し、他地域で
参考となる取り組みをモデル化するとともに、シンポジウムを開催するこ
とにより関係者間の連携を強化し、ユニバーサルツーリズムの更なる促
進を図ることを目的とする。
具体的には、ユニバーサルツーリズムに関する着地側の受入環境を整
備するために、重要な役割を担う地域の支援団体（NPO等）の活動状況
を把握するとともに、現状の課題を抽出、モデル化を通じて、今後の対応
方針、取組むべき方向性について検討する。
また、送り手側と着地側の理解度向上、情報共有、意見交換の場として
シンポジウムを開催する。

3

３．検討内容

（１）地域における現状調査
◆地域において、旅行支援を目的としてユニバーサルツーリズムに
取組む支援団体について、活動内容を把握するためのヒアリン
グを実施する。
◆ヒアリング結果を踏まえ、モデル化を行う上での現状および課題
を整理する。
◆地域の現状・課題を踏まえ、対応の方向性を検討するとともに、
ユニバーサルツーリズムに取り組む地域、関係者の参考となる
よう必要な機能およびサービス、関係者との多様な連携方法な
どをモデル化する 。
4

４．検討内容

（２）シンポジウムの開催
＜開催概要（案）＞

趣 旨：送り手側、着地側との情報共有、多様な関係者の意見交
換の場として、今後の継続的な交流展開を図り、ユニバー
サルツーリズムの更なる促進を図る

対象者：旅行事業者、NPO、宿泊事業者、自治体・行政関係者、
有識者など送り手側、着地側を中心とした関係者全般

5

５．スケジュール(案)

◆11月12日

第１回検討会議
・調査事業趣旨説明
・地域における現状調査結果報告
・課題とモデル化への方向性

◆２月頃

シンポジウムの開催

◆３月頃

第２回検討会議
・地域におけるモデル提案
・とりまとめ

6

６．本日の論点
◆ヒアリング結果等より整理した地域の現状等を踏まえ、
ユニバーサルツーリズムの促進に向けた課題や方向性等について
それぞれの立場から、モデル化に向けた 意見交換／検討
１．地域における支援団体（NPO等）の活動・運営上の課題や方向性
・一定水準のサービスの確保
・安定的な運営の確保
２．関係者間の連携の可能性、連携における課題や方向性
・支援団体（NPO等）間の連携
・支援団体（NPO等）と旅行事業者や宿泊事業者等との連携
３．利用者増加のための方策 等
・認知度向上のための施策、広報・PR展開手法
４．今後の調査の進め方 等
7

資料－２

地域における支援団体へのヒアリング結果（概要）について

着地側でユニバーサルツーリズムに取組む NPO 等の支援団体（７団体）を対象に、詳細に活動内
容を把握するためのヒアリング調査を実施。

１ ヒアリングの項目
主なヒアリング項目は以下に示す通りである。
（１）取組み／組織立ちあげの経緯
・団体の概要／これまでの活動経緯 等
（２）活動内容
１）団体（単体）の運営
a）活動内容
・主な活動内容（情報提供、旅行企画支援、福祉活動、人材派遣など）等
b）資金
・活動資金（収入・支出、どこから活動資金を調達しているのか）等
２）団体間の連携
・団体間の全国の横のつながり 等
３）関係者との連携
・旅行事業者、宿泊事業者など関係者との連携の状況 等
（３）取扱状況（稼働状況）
・旅行取扱い状況（問合せ件数、旅行事業実績）等

２ ヒアリング結果（概要）
項目

ヒアリング結果

（１）取組み／組織立ちあげ
の経緯

a）活動
内容

１）団体
（単体）
の運営

b）資金
（２）活動
内容

２）団体間の連携

３）旅行事業者等
との連携
４）宿泊事業者等
との連携
（３）取扱状況（稼働状況）

◆大きく分けて、①観光振興、まちづくり等からのアプローチ、②介
護、福祉からのアプローチの２通りが見られる。
◆①については、行政（自治体等）との結びつきが強い傾向にあり、
相談・紹介業務を中心に地域に人を呼びこむことを主眼にするケー
スが見られる。
◆②については、福祉施設等との結びつきが強く、重度の障がい者対
応まで実施しているケースが見られ、その発展で旅行事業を実施し
ているケースが見られる。
◆バリアフリー旅行、ユニバーサルツーリズムに関する相談業務はす
べての団体が実施。
◆関連して WEB や紙媒体等による BF 情報の提供を行なっている。
◆その他、車いすや福祉機器の貸出、人的介助サービス（サポーター、
入浴介助など）
、バリアフリー研修（人材育成）などを実施。
◆一部の団体は、建物のバリアフリー改修アドバイスを実施。
◆一部の団体は、旅行事業者免許を取得、もしくは旅行事業者と連携
してサービスを提供。
◆一部の団体は、旅行以外の福祉関連事業を実施。
◆いずれの団体も相談業務は無料で実施。一部の団体は地元自治体か
らの委託を受け、バリアフリーツアーセンターを運営。
◆資金の調達は、ユニバーサルツーリズムに関連するサービス、ユニ
バーサルツーリズム以外のサービスなど各団体により様々である。
①旅行業免許の取得、旅行事業者との連携によるサービス提供
②車いす、福祉機器等の貸出
③広報誌発行による広告収入
④宿泊・観光施設向けのバリアフリー研修（人材育成）
⑤建物（宿泊施設等）のバリアフリー改修アドバイス
⑥障がい者自立支援事業等の旅行以外福祉関連事業
⑦その他、行政からの委託、補助、助成 等
◆全国ネットワークとして２つのグループがある。
◆全国ネットワークを活かした横の連携はそれぞれのグループで積極
的に推進しようとしている。
◆グループの活動として、顧客情報の管理を共通フォーマットで進め
ている（旅のカルテ、ヒアリングシート等）
。
◆取組みはあるものの相談業務や情報提供にあたって、全国の基準、
レベルの統一化が図られていない状況も見られる。
◆一部の団体は、自らが旅行業免許を取得している。
◆一部の団体は、旅行事業者と連携し、サービスを提供している。
一方で、旅行業者との連携を望んでいない団体もある。
◆各団体とも、相談業務を行う中で、地域の宿泊事業者とは連携して
いる（宿泊施設の BF 状況を把握し、利用者に情報提供 等）
。
◆一部の団体は、宿泊施設向けのバリアフリー改修アドバイスや、宿
泊施設を含む地域の観光関係者向けのバリアフリー研修を実施。
◆団体により差があるが、一部を除いて相談や取扱の件数はそれほど
多くはない状況である。

資料－３

ユニバーサルツーリズム促進に対する課題（論点）＜案＞
論

点

①一定水準のサービスの確保
◆地域の支援団体（NPO 等）について、サービスレベル、サービス内容が異なる状況が見られる。
◆組織により対応する障害のレベル、視覚障がい者への対応の有無など、対象者の考え方に違いがある。

⇒サービスレベル、内容の違いや、対象者の考え方など一定水準のサービスの確保について。

②安定的な運営の確保
◆バリアフリーツアーセンター等の相談業務を中心とするユニバーサルツーリズム対応だけでは、安定的に運営することは難しい。

１．団体（単体）の
◆現状ボランティアベースで活動している団体も見受けられる。
運営について ◆運営には、最低限人件費、家賃、調査費などがかかる。安定した運営を行うための収入源は必要。
◆行政（自治体等）からの委託、補助、助成に依存している場合、基本的に単年度予算のため、事業の継続性に課題がある場合がある。

⇒ユニバーサルツーリズムに関わる業務を安定的に実施するための運営手法、関係者との連携について。

③人材の育成
◆現状では、運営上のノウハウ、スキル、経験は全国で見ても数人の特定個人に集中している状況が見られる。

⇒ユニバーサルツーリズムの普及促進の観点から、ナレッジマネジメントや後継者の育成等。

①団体間の連携／情報の共有

２．団体間の連携等
◆全国ネットワークを活かした横の連携は各グループで積極的に推進しようと取り組まれており、顧客の紹介や顧客情報の共通フォーマットによる管理等が進められている。
について
⇒グループ内、グループ間の連携、その他ユニバーサルツーリズムを促進させるために必要な連携について。
①旅行事業者との連携

３．旅行事業者との
連携について

◆旅行事業者との連携は、一部の特定者間に限定されている。

⇒旅行当事者負担の軽減やサービスの拡充、マーケットの拡大等の観点から、地域の支援団体（NPO 等）と旅行事業者との連携の可能性について。
連携の内容、方法 や連携にあたっての課題（それぞれの立場で求めるもの）等。

①宿泊事業者等との連携
◆地域の支援団体（ＮＰＯ等）は、相談業務の中で適宜、宿泊事業者、交通サービス、福祉施設等と連携しており、紹介・斡旋を実施している。

４．宿泊事業者等との
◆またバリアフリー研修や、建物のバリアフリー改修アドバイス等により、人材育成を図り協力者を増やし、施設のバリアフリー化を進めるなど、地域全体としてのレベルを上げていく取組みが行われている。
連携について
⇒宿泊事業者等との連携手法について、取組みが上手くいっていない団体や関係者、今後取組みを開始しようとしている団体に必要な要素 等。

①認知度の向上

５．利用者の増加
◆現状、取扱量が少ないことから、ユニバーサルツーリズムの事業を知らない旅行当事者も多いことが想定される。
について
⇒旅行当事者負担の軽減やサービスの拡充、マーケットの拡大等の観点から、利用者増加のための施策や、広報・PR 展開手法について。
①空白地域の解消

６．その他

◆地域の支援団体（NPO 等）は現状では 20 弱程度であり、当事者からすると相談をしたくてもできない空白地域が多々ある状況。

⇒空白地域をどのように考えるか 等。

参考：着地側の活動状況（イメージ）

地域関係者

行政等

宿泊サービス

観光組織等

・国、都道府県、地元自治体、財団 等

・ホテル、旅館 等
・情報／紹介・斡旋
・BF研修
・BF改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

連
携

Web

・観光協会 等
連
携

・提案／委託、
補助・助成 等

地域の観光協会等
で支援団体を紹介

移送サービス
・福祉、交通事業者 等
・情報／紹介・斡旋
・BF研修 等

観光サービス

着地側地域
の支援団体

連携

・NPO、観光協会、宿泊施設、福祉施設 等

・観光施設 等
連
携

・情報／紹介・斡旋
・BF研修
・BF改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

福祉サービス
・地域包括支援センター
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、学生組織 等
・情報／紹介・斡旋
・機器貸出
・人的介助 等

情報提供
紹介・斡旋
サポーター
レンタル用品
旅行商品

相談
依頼

・顧客情報管理
・紹介 等

他地域の
支援団体

連

携

旅行サービス
提供者
・旅行会社 等

サービス
提供

サービス
提供

利用者
利用者

相談
依頼

旅行
商品

相談
依頼

資料－４

国内外のユニバーサルツーリズムに関する事例について
ユニバーサルツーリズムの促進に向けた基礎資料として、国内外のユニバーサルツーリズム
に関連する取組みについての事例を収集する。
名称

国

事業主体

対象

（１）ﾅｼｮﾅﾙ・ｱｸｾｼﾌﾞ
ﾙ・ｽｷｰﾑ(National
Accessible

英

政府観光局

宿泊施設

Scheme)

概 要
○宿泊施設をアクセシビリティの観点から評価することで
「アクセシビリティ向上に向けた宿泊施設経営者の支援」および
「旅行者への情報提供」を図ることを目的とする。
○認定は、障がいの種類により３つのカテゴリーがあり（モ
ビリティ、視覚、聴覚）
、各カテゴリーにレベルがある。
○カテゴリーおよび障がいのレベルにより、調査項目が異なり、評価
対象により「ハード」に加え、
「ソフト」
（人的な対応や情報
提供等）も含まれる。
資料：
「ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ﾌﾞﾘﾃﾝ HP」http://www.visitbritain.com/en/Accommodation/Disabled-and-elderly/

イングリッシ
ュ・ヘリテッ

（２）ﾃﾞｨｻﾋﾞﾘﾃｨ・
ｴｸｵﾘﾃｨ・ｽｷｰﾑ
(Disability Equality

英

ジ（歴史的環
境に関する英

観光遺産

国政府の法定

Scheme)

顧問）

○障がい者を含む全ての人が、観光客や従業員等の形でイング
リッシュ・ヘリテッジの活動に参加できる環境を作ること、
およびイングリッシュ・ヘリテッジ組織内における平等を確実にす
ることを目的とした計画。
○当事者を含む障がいアクション・グループが計画の達成度を
モニターし、評価する。
○観光遺産に関して、ハード面だけでなく接客、情報、サー
ビスの使いやすさやなど、顧客サービスに基づいた考え
でアクセス向上を進める。
資料：
「ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾍﾘﾃｯｼﾞ HP」
http://www.english-heritage.org.uk/professional/advice/advice-by-topic/equality-and-diversity/disability

（３）ﾂｰﾘｽﾞﾑ &
ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ
(Tourisme &

仏

政府観光省

Handicaps)

○建築物のバリアフリー化を定めた法律（建築物国民機会均等法）を
補足するする位置づけとして観光施設のバリアフリー化につい
て法律では行き届かないソフト面も含めた詳細基準を定める
観光関連
ことを目的とする。
施設、観 ○認定は、障がいの種類により４つのカテゴリーがある（運
動機能、視覚、聴覚、知能）
。
光コース
○調査項目は、評価対象により「ハード」に加え、
「ソフト」
（受
入体制、サービス等）も含まれる。
資料：
「ﾂｰﾘｽﾞﾑ･ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ HP」http://www.tourisme-handicaps.org/

（４）ｱｸｾｼﾌﾞﾙ・ﾂｰﾘ
ｽﾞﾑ・
ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ
(Accessible
Tourism
Strategy)

加

○バンクーバー冬季オリンピック＆パラリンピックを期に、ブリティ
ッシュコロンビアをアクセシブル・ツーリズムの代表地にし、
ブリティッシ
オリンピック＆パラリンピックの良い施設を残すことを目的とする。
観光関連
ュコロンビア
○認定は、障がいの種類により３つのカテゴリーがあり（車
施設
いす、視覚、聴覚）
、車いすは、部分的にアクセシブル／フル・ア
州他
クセシブルの２つのレベルがある。
資料：
「2010 ﾚｶﾞｼｰｽﾞ･ﾅｳ HP」http://www.2010legaciesnow.com/accessible_tourism/

全国旅館ホテ
（５）シルバースタ
ー登録制度

日

ル生活衛生同
業組合連合会

宿泊施設

（全旅連）

○高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者が快適に過ごせる、利
用しやすい宿泊施設の整備と増加を目的とする。
○認定は、設備・サービス・料理面で一定の基準を充足する
施設とする。
○調査項目は「ハード」に加え、
「ソフト」
（サービス、従業員
教育等）も含まれる。
資料：
「全旅連ｼﾙﾊﾞｰｽﾀｰ部会 HP」http://yadonet2.jp/

（６）標準仕様ユニ
バーサルデザイ
ンタクシー認定
制度

国土交通省
日

自動車局
旅客課

○標準仕様ユニバーサルデザインタクシーを国が認定する制度を創
設し、これにより標準仕様ユニバーサルデザインタクシー
サルデザ
の普及等を図ることを目的とする。
インタク ○認定には２つのレベルがあり、それぞれ標準仕様認定項目の
全てを満たす必要がある。
シー

ユニバー

資料：
「国土交通省自動車局 HP」http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000018.html

参考資料

ユニバーサルツーリズムにおけるサービス提供に関する調査
（平成２３年度）
【概 要】

観光庁 観光産業課
1

１．ユニバーサルツーリズム対応の必要性
人口減少や経済低迷による給与水準の低下、若者の旅行離れ（ゼロ回層の出現）などにより、
旅行における需要は低迷を続けており、旅行需要の喚起は旅行業界だけでなく、日本経済を活
性化させる上でも重要な課題である。
また、インターネットの出現などにより、旅行の形態や予約の方法なども大きく変わってきている。
近年のデータをみると、旅行の予約方法は５１％がインターネットとなっており（出典：数値が語る旅行業
2011／一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ））、旅行事業者の窓口を通しての旅行予約は激減しているも
のと想定される。

⇒旅行需要の喚起のため、また日本経済の活性化のためにも、
潜在的需要が大きい高齢者、障がい者の旅行への対応は必要不可欠
■旅行の市場規模
総旅行人数（国内宿泊旅行）

旅行総消費額（国内宿泊旅行）

2000年

3億2,544万人

12兆200億円

2010年

2億9,855万人（8%減）

9兆5,600億円（20%減）

出典：数字が語る旅行業２０１１／一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）
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２．ユニバーサルツーリズムの市場をどう捉えるか
ユニバーサルツーリズムの取り組みにおいては、「現時点で制約をもった方で、旅行に行かない
層」が旅行に行くようになること、また、「現時点では旅行に行っているが、将来、障がいを持つ可
能性がある層」が、将来も継続して旅行に行くようになることが重要である。
⇒現在・将来において、制約のある方が安心して旅行ができるような環境の整備が必要
高齢者、障がい者等に
旅行参加を促す施策

旅行に行く

将来のユニバーサルツーリズムの
ターゲット予備軍

現在のユニバーサルツーリズム
（高齢者・障がい者等）の市場

制約が生じたときに旅行を諦めるか続けるか

制約が
ある

将来、旅行に行かない層に
ならないための施策

制約が
ない

ユニバーサルツーリズムのターゲット層

旅行に行かない
3

３．旅行事業者のユニバーサルツーリズム取組み状況
一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）の会員企業にアンケート調査を実施。
110社から回答を得た（回答率約10％）。

（１）ユニバーサルツーリズム・バリアフリー旅行に対する取組姿勢
ユニバーサルツーリズムに対し、 【積極的】と回答した事業者は、現状１６％に対し、将来は３４％
に増加する。「興味・関心がある」、「取り組む必要性を感じている」といった状況が伺える。
【消極的】な理由は、「ノウハウがない」、 「協力者がわからない」 、「事故などのリスクが大きい」
と回答されており、ノウハウや経験の不足などが大きな理由となっている。
⇒感心はある／必要性は感じているが、どう取り組めばよいのか（何をしてよいのか）分からない
ということが旅行事業者の現状の認識

【現時点】

【将来】
16%

7%

6%
10%

34%
8%

かなり積極的

6%10%

22%

24%
53%

54%

積極的

7%6%
1 0%
22%どちらとも言えない
54%
消極的
かなり消極的

N=107

N=102
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３．旅行事業者のユニバーサルツーリズム取組み状況
（２）旅行事業者が感じている課題（ビジネスプロセス毎）

企 画

○受け地側の対応に関する内容（施設、人材、情報不足等）と企画側のスキルに関する
意見が多い
・施設のバリアフリーに関する案内が共通ではないので、実態の調査に時間がかかる。
バリアフリーに関する情報の基準が曖昧なので、実際に現地を見ないと分からない。
・受入先施設がどの程度対応できるか分からないので、企画に通常よりも手間がかかる。
・高齢者及び障がい者の対応に関する専門知識の不足。障がい者向けのツアーを作成す
るためには専門のスペシャリストを養成しないと難しい。 等

宣 伝

○高齢者、障がい者への告知方法（分かりやすさ、効果的な方法）に関する意見が多い
・障がいには様々なものがあり、画一的な情報提供ではカバーできない。
・どこにどのような手法で宣伝をしたら効果的なのかという情報がない。
・当事者で旅行を出来る事を知らない人が多い（認知度の向上が必要）。
・施設が高齢者や障がい者に対して行っているサービスの情報を提供してほしい。

等

販 売

○価格が高くなる中での問題や利益確保等に関する意見が多い
・障がい者旅行はボランティア活動の側面が強く十分な収益が望めない。
・一般的な旅行よりも仕入単価が高い場合が多く、同じような利益率をつけると商品価格が
高くなる。
・通常ツアーより余分にかかる人件費を、受益者負担にしづらい。 等
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３．旅行事業者のユニバーサルツーリズム取組み状況
（２）旅行事業者が感じている課題（ビジネスプロセス毎）
○様々なリスクがある中でのトラブル対応や、責任問題に関する意見が多い

実 施

・健常者と障がい者を混乗にした場合、ご理解のない他のお客様からのクレームが発生す
る場合がある。
・ホテルから医療機関への密な連携、緊急な場合でも対応ができる体制（急病等への対応）
が必要。
・どういった問題が発生しうるか全く予想がつかない。
等
・どのように対応をすればよいか見当がつかない。

○評価段階：リピーターに関する内容 等
・リピート率は高いが高額商品のため、多くの参加者が見込めない。

等

そ の 他

○海外旅行：国内以上に受け地のバリアフリーに関する情報不足、リスクの大きさ、
対応の難しさ 等
・車いすでアクセスできる観光地、車いす用トイレがある休憩場所等、情報を集めるのに時
間がかかる。海外現地ランドオペレータの情報が少なすぎる。
・国内以上に大きな問題が発生すると思われるが、どのような対応をとればよいのか見当が
つかない。また責任問題を考えると国内以上に二の足を踏まざるをえない。
・なんとか対応しているが正直不安。 等
6

４．先進事業者の取組み例
ユニバーサルツーリズム・バリアフリー旅行を実践している企業（先進事業者５社）に
ヒアリングを実施。
先進事業者は、専門部署を設置し、専門家を配置しており、高齢者、障がい者を積極的に受け
入れることにより、ノウハウを蓄積している。
その他、先進事業者が実施している主な取り組みは以下のとおり。
専門部署、専門家の設置
ユニバーサルツーリズム・バリアフリー旅行への社員の派遣（体験型講習）
受け地（宿泊施設、観光地）の調査・情報交換（情報の蓄積）
サポーター（介助者）の登録（雇用ではなく登録）
ツアー参加者との密な情報交換（ネガティブ情報の提供、参加者の状況ヒアリング）
また、先進事業者は、それぞれのスタンスで、以下の旅行の企画・造成・手配を実施している。
①ノーマルな旅行への高齢者、障がい者の参加の促進
募集型企画旅行（パック型）で、高齢者、障がい者に柔軟に対応
②高齢者、障がい者用のスペシャルな旅行の造成
募集型企画旅行（パック型）で、バリアフリー旅行を扱う
手配旅行で専門的にバリアフリー旅行
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４．先進事業者の取組み例
■バリアフリー旅行の企画・実施プロセス
障がい者等を対象にしたバリアフリー旅行においては、特別な情報収集や参加者への情報提
供などが必要となるが、バリアフリー旅行独特であり、かつ、最も重要なプロセスとして、「参加者
へのヒアリング」およびその結果の「フィードバック」がある。
企画

通常のプロセス バリアフリー旅行のプロセス
情報収集
１．情報収集
ツアーの企画

２．ツアーの企画

参加者の募集

３．参加者の募集

参加者決定

４．参加者決定

宣伝

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

■ネガティブ情報の提供
・制約条件の提示（募集要項への記載、窓口での案内）

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

５．参加者ヒアリング
６．フィードバック

実施 ツアーの実施
フィード
バック

評価

７．ツアーの実施
８．評価

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

■参加者等へのヒアリングによる課題抽出、フィードバック
・ノウハウの蓄積
・企画内容の精査、旅行内容への反映
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５．モニターツアーの実施
ユニバーサルツーリズムを推進していくための課題を把握するために、旅行事業者の
協力を得て、高齢者、障がい者、サポーター（介助者）が参加するモニターツアーを実施。
以下の条件で、モニターツアー用のパッケージツアー（１泊２日）を企画・造成。高齢者・障がい
者及び家族・サポーター（介助者）を対象に、モニターを募集・確保した。
項目

概要

１）期間

１泊２日

２）出発地／目的地、
募集人数、旅行事業者

①関東発
②関東発
③広島発
④広島発

３）対象者

合計５０名（高齢者、肢体不自由者、視覚障がい者及び家族、サポーター（介
助者）が対象）

福島観光圏（バス利用） １５名
鴨川（バス利用）
１５名
沖縄（飛行機利用）
１２名
高知県（バス利用）
８名

クラブツーリズム
クラブツーリズム
昭和観光社
昭和観光社

モニターツアー中に実施したアンケート調査等の結果より、高齢者・障がい者は、「旅行に行きた
い」ものの、参加できるツアーがない、存在を知らないこと等から、旅行に参加できていない状況が
わかった。その他、価格に対する不満が多く聞かれ、できるだけ安価なツアーが求められているこ
とがわかった。
一方、サポーター（介助者）については、生きがいやスキルアップのため参加している人も多く、
一定の費用負担があっても参加したいという意見があることから、サポーター（介助者）の参加促
進も参加者増加の一助となる可能性がある。
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６．ユニバーサルツーリズムを取り巻く課題
旅行事業者へのアンケート調査、専門事業者へのヒアリング、モニターツアーでのアンケート
調査等から、ユニバーサルツーリズム推進に当たっての送り手側の課題を示した。旅行事業の
ビジネスプロセス（企画、宣伝、販売、実施、評価）の各段階において課題を整理した。

プロセス

課題

企
画
プロセス

①受け地との連携強化（ＮＰＯ、支援団体、宿泊施設など）
②企画側のスキル向上（人材教育、体験型プログラム）
③多くの事業者の参入等による商品バリエーションや魅力の確保
④サポーター（介助者）の確保

宣
伝
プロセス

①認知度向上（障がい者でも旅行に行けることの周知）
②ＰＲ対象・方策の確立（高齢者、障がい者、家族、ケアマネージャー）
③利用者による情報共有、口コミの促進

販
売
プロセス

①顧客への情報提供の実施（バリア情報の提供、注意事項などの周知）
②顧客に関する情報把握（ヒアリングなどによる状況把握）
③販売価格の低減

実
施
プロセス

①添乗員等のスキル向上（人材教育）
②対応範囲の明確化（旅行業と介護、医療との区別、健常者との混在）

評
価
プロセス

①顧客の満足度確認から改善のプロセス実施
②課題や改善点の商品や対応方法への反映
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７．旅行事業者が対応すべき事項 （成長のステップ）
多くの旅行事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事業者に学び、自社の経営判断として、参画するか否かを決定する
必要がある。
そのうえで、専門部署、専門家を設置し、取り組みを繰り返すごとにノウハウを蓄積し、自社のス
タイルにあった商品にカスタマイズする必要があり、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

Step３

・取り組みをはじめる
・フィードバックを構築

Step２

・自社の取り組み方針を決定
・自社
決定
・専門家の育成

Step１

・商品化
・収益モデルの確立

・営業戦略に位置づけ
・次のステップへ

・ノウハウの蓄積
・カスタマイズの実施

・自社で取り組む
・まずは専門部署の設置

・経営判断
・対応の是非を判断
・
・取り組みを理解する
する

・先進事例を知る
・先進事業者に学ぶ
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８．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
えられる。

①高齢者の旅行参加を促す
健康効果のＰＲ（旅行が健康につながることのＰＲ）
旅行のバリエーション（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）

12

９．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
各旅行事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）

■認知度向上のための対応方針
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
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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１０．今後の課題
今年度の検討においては、旅行事業者へのヒアリング・アンケートやモニターツアーの実施によ
り、旅行事業者（送り手）の視点でユニバーサルツーリズムの現状を把握し、課題を明らかにした
上で、その対応方針を検討した。
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、旅行事業者だけでなく、
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。
今後は、旅行事業者だけでなく
受け地側も含めた各関係者の
視点で課題を明らかにし、対応策
を検討することが必要である。

・鉄道
・バス
・航空
・船舶等

旅行業者

公共交通

仲介・企画・提案・
紹介等のサービス
情報

アプローチ
（交通）
自立的移
動手段

非営利組織

サービス

旅行者
（高齢者・障がい者等）

・都市計画
・まちづくり
・建築物
・産業育成
・福祉
・観光

サービスの担い手

非営利組織
（NPO/ボランティア）

目的地
（観光地）

行政
地方自治

・観光サービス
・介護サービス
・情報サービス
・その他

・観光産業

産業

・自動車
・貸切バス
・道路
・その他

・旅館・ホテル
・土産物
・観光施設
・飲食施設 等

・介護産業
・その他の産業

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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ᇦ䛜ᑡ䛺䛟䚸ᆅᇦ䛾ᨭ⤌⧊䛜☜❧䛥䜜䛶䛔䛺䛔✵ⓑᆅᇦͤ䛜ከ䛔䚹
ͤಶ䚻䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䠄ᐟἩ䚸⛣㏦䚸ほග䚸⚟♴➼䠅䛿Ꮡᅾ䛩䜛䛜䚸䛭䜜䜢䛴䛺䛢䜛ᨭ⤌⧊䠄┦ㄯ❆ཱྀ䠅䛜䛺䛔ᆅᇦ

6

ᾁώἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲỉྵཞểᛢ᫆
Ẕᘍʙಅᎍỉᛢ᫆ểἝὊἌẕ
⌧≧䛷䛿䚸䝡䝆䝛䝇䛸䛧䛶ᡂ❧䛧䛵䜙䛔䛣䛸䛛䜙䚸ほගᅔ㞴⪅䛻ᑐᛂ䛩䜛᪑⾜䛻ྲྀ⤌䜣䛷䛔䜛᪑
⾜ᴗ⪅䛿ᑡ䛺䛔䚹
䠘᪑⾜ᴗ⪅䛜ឤ䛨䛶䛔䜛ㄢ㢟䠄ᖺᗘㄪᰝሗ࿌䜘䜚䠅䠚
⏬ẁ㝵

䞉⌧ᆅ䛾ཷධ⎔ቃ䛻㛵䛩䜛ሗ䛜ᑡ䛺䛔䠄ᐟἩタ䚸㏻ᶵ㛵䛺䛹䠅
䞉ཷධඛ䛾≧ែ䛜䛹䛾䛟䜙䛔ᑐᛂ䛷䛝䜛䛛ศ䛛䜙䛺䛔
䞉㧗㱋⪅䛚䜘䜃㞀䛜䛔⪅䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛▱㆑䛾㊊ ➼

ᐉఏẁ㝵

䞉ほගᅔ㞴⪅䛻ᑐᛂ䛧䛯᪑⾜䛜䛒䜛䛣䛸䜢▱䜙䛺䛔ே䛜ከ䛔 ➼

㈍ẁ㝵

ᐇẁ㝵

䞉㈍䝃䜲䝗䛾㧗㱋⪅䞉㞀䛜䛔⪅䛾᪑⾜䛻㛵䛩䜛⌮ゎ䞉ᩍ⫱䛜㊊䠄⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶ㄝ᫂䛷䛝䛺
䛔䠋ṇ☜䛺ሗ䜢ఏ䛘䜙䜜䛺䛔䠅
䞉㈍౯᱁䛾పῶ䛜ᚲせ䠋㧗䝁䝇䝖䠄⌧ᆅ䝁䝇䝖䚸䝃䝫䞊䝍䞊䠄ຓ⪅䠅ྠ⾜ ➼䠅䛸ᑡ㔞㈍䛻
䜘䜚┈☜ಖ䛜㞴䛧䛔
䞉་⒪㠃䛺䛹⌧ᆅ䛷䛾䝸䝇䜽䜔䝖䝷䝤䝹䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛యไ䛜ᚲせ
䞉䛹䛾䜘䛖䛺ၥ㢟䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛾䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛺ᑐᛂ᪉ἲ䜢᳨ウ䛧䛯䜙䜘䛔䛛ศ䛛䜙䛺䛔 ➼

ୖグ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䜎䛪䛿᪑⾜ᴗ⪅⮬㌟䛾ᑐᛂ䞉ດຊ䠄ព㆑ᨵ㠉䜔UTᑐᛂ䛻
ྥ䛡䛯‽ഛ䠅䛜ᚲせ䛰䛜䚸᪑⾜ᴗ⪅䛜UTᑐᛂ䛻ྲྀ⤌䜐䛾䛻㝿䛧䚸ᠱᛕ㡯䜢⦆䛩䜛
ྲྀ⤌䜏䜒ᚲせ䛰䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䛭䛾ୖ䛷䚸ほගᅔ㞴⪅䛾ᑐᛂ䛻ྲྀ⤌䜐᪑⾜ᴗ⪅䜢ቑ䜔䛧䚸䝡䝆䝛䝇䛸䛧䛶ᐃ╔䛥䛫䛶䛔
䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹
7

ᾂώἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲ̟ᡶỉẝụ૾
Ẕ؏עỆấẬỦᛦ௹ኽௐử៊ộảẺᾤᾣ̟ᡶỉᎋả૾ẕ
䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛷䛿䚸ほගᅔ㞴⪅䛻ᑐ䛧ᐟἩ䚸⛣㏦䚸ㆤ䛺䛹䚸ከᵝ䛛䛴」ྜⓗ䛺ᨭ䛜ᚲせ䛸䛺
䜛䚹 ほගᅔ㞴⪅䜈䛣䜜䜙䛾ᚲせ䛺ᨭ䜢⾜䛖ྲྀ⤌䜏䛿䚸ᑓ㛛䛾䝒䜰䞊䜢㐀ᡂ䛧䛯䜚䚸ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛸䛾㐃ᦠ䜢
☜❧䛧䛯ୖ䛷䚸ಶู┦ㄯ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛺䛹䚸⌧ᅾ䜒ከᵝ䛺ᙧ䛷⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᑐᛂ䛷䛝䜛❆ཱྀ䛜ᑡ䛺䛔䛣䛸䛜䚸
ಁ㐍䛾ㄢ㢟䛸ゝ䛘䜛䚹

䛆ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺せ⣲䛇
Îᆅᇦ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᙺ䜔䚸ྲྀ⤌䜐㝿䛾␃ពⅬ➼䜢ᩚ⌮䛧䚸ᆅᇦయ䛷ྲྀ⤌䜐䛣䛸䛜ᚲせ
Îྲྀ⤌䜐ே䜢ቑ䜔䛩䚸ಶ䚻䠄⤌⧊䚸ᴗ⪅䛺䛹䠅䛾䝺䝧䝹䜰䝑䝥䛜ᚲせ
Î⤌⧊䞉㞟⣙䞉㐃ᦠ䛻䜘䜚ほගᅔ㞴⪅䞉ᴗ⪅䛾㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛

᪑⾜ᴗ⪅䜔ᆅᇦ䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅ಶ䚻䛾ྲྀ⤌䜏䛷ᑐᛂྍ⬟䛺ᨭ䜒䛒䜜䜀䚸㛵ಀ⪅䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚ᑐᛂ
ྍ⬟䛺ᨭ䜒䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㐃ᦠ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛷ྲྀ⤌䜏䛾ಁ㐍䛻⧅䛜䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䜎䛯䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻ྲྀ⤌䜐ே䜢ቑ䜔䛩䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䜔᪑⾜ᴗ⪅䚸ಶ䚻
䛾ព㆑㔊ᡂ䚸䝺䝧䝹䜰䝑䝥➼䛻⧅䛜䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
8

ᾂώἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲ̟ᡶỉẝụ૾
Ẕ؏עỆấẬỦᛦ௹ኽௐử៊ộảẺᾤᾣ̟ᡶỉᎋả૾ẕ
௨ୖ䜎䛷䛾ෆᐜ䜢㋃䜎䛘䚸௨ୗ䛾䐟䚸䐠䚸䐡䛾ෆᐜ䛻ྲྀ⤌䜏䚸ᶵ⬟䛥䛫䛶䛔䛟䛣䛸䛷䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮
䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
ẔἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲử؏עỂӖẬểỜỦẺỜỉˁኵỚὉ᧙̞ᎍẕ

䐟ᆅᇦ䛾㛵ಀ⪅䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜛䛆䜂䛸䞉⤌⧊䛇
䘠ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢᭷䛧䚸ᆅᇦ䛾䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊
䝸䝈䝮䛾❆ཱྀ
䘠ほග⪅䚸ᆅᇦ㛵ಀ⪅䚸᪑⾜ᴗ⪅䛛䜙䛾┦ㄯ䞉ၥྜ䛫䛻ᑐᛂ

ほගᅔ㞴⪅

䞉ၥྜ䛫䞉
┦ㄯ

䠄㞀䛜䛔⪅䚸㧗㱋⪅➼䠅
䞉┦ㄯ❆ཱྀ

᪑⾜䝃䞊䝡䝇
ᥦ౪⪅

䐠ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛾ྲྀ⤌

䝃䞊䝡䝇

䘠᪑⾜ᴗ⪅䛾ព㆑䛾ྥୖ䠄UTᑐᛂ䜈䛾ᢠឤ䛾ᡶᣔ䠅
䘠᪑⾜ᴗ⪅䛾䝺䝧䝹䜰䝑䝥䚸ᢸᙜ⪅䛾㑅ᐃ
┦ㄯ❆ཱྀ䛾☜❧䠄ሗ䛾㞟⣙䚸♫ෆ䚸ᴗ⏺య䠅

Ṡᘍʙಅᎍỉ
ӕኵẔॖᜤᣱẆ
ἾἫἽỴἕἩẕ

䞉㐃ᦠ

䛆ព㆑㔊ᡂ䚸䝺䝧䝹䜰䝑䝥䛇
Ṟ؏עỉ᧙̞ᎍửӕụ
䘠ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛾ព㆑䛾ྥୖ
ộểỜỦ ẔọểὉኵጢẕ
䠄UTᑐᛂ䜈䛾ᢠឤ䛾ᡶᣔ䚸ཷධព㆑䛾ྥୖ䠅
䘠ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛾ᑐᛂຊ䛾ྥୖ䠄ᐇ㊶ᩍ⫱䠅
䛆䝞䝸䜰䝣䝸䞊⎔ቃྥୖ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛇
䘠ᆅᇦ䛾䝞䝸䜰䛾Ꮡᅾ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸䛭䜜䜙䛻ᑐᛂ䛩䜛⤌䜏
ᐟἩ
䠄ㄪᰝ䛻ᇶ䛵䛔䛯ほග䝹䞊䝖䛾ᥦ䞉ಶ䚻䛾タᩚഛ ➼䠅

䐡᪑⾜ᴗ⪅䛾ྲྀ⤌䛆ព㆑㔊ᡂ䚸䝺䝧䝹䜰䝑䝥䛇

䞉ၥྜ䛫䞉
┦ㄯ

ᆅᇦ䛾ᨭ⤌⧊
䠄UT䠋BFほග䠅

䞉┦ㄯ❆ཱྀ

䞉ᆅᇦ༠㆟䚸NPO䚸ᐟἩタ䚸⛣㏦ᴗ⪅䚸
⮬య䚸ほග༠䚸⚟♴タ䚸᪑⾜ᴗ⪅ ➼

ほග
䝃䞊䝡䝇

⛣㏦
䝃䞊䝡䝇

⚟♴
䝃䞊䝡䝇

ṟ̞᧙؏עᎍỉӕኵ
ẔॖᜤᣱẆἾἫἽỴἕἩ
ᵠᵤؾӼɥỆӼẬẺӕኵẕ
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ᾂώἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲ̟ᡶỉẝụ૾
Ṟ؏עỉ᧙̞ᎍửӕụộểỜỦẔọểὉኵጢẕ
䕺ほග⪅䞉ᆅᇦ㛵ಀ⪅䞉᪑⾜ᴗ⪅䛛䜙䛾┦ㄯ䞉ၥྜ䛫䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᆅᇦ䛾❆ཱྀ䛜ᚲせ
䛸䛺䜛䚹䛭䛾Ⅽ䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀ⪅䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜛ᨭ⤌⧊䛻䛴䛔䛶䛾␃ពⅬ䛿ḟ䛾䛸䛚䜚䚹

ᵱᵲᵣᵮᾀ
ӕኵỚỉ
౨᚛

ᵱᵲᵣᵮᾁ
ኵጢỉ
ᇌẼɥậ

䛆⤌⧊ᙧែ➼䛾᳨ウ䛇
䕺䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻㛵䜟䜛ᆅᇦ䛾ᨭ⤌⧊䛸䛧䛶䚸Ỵ䜎䛳䛯ᙧែ䛜䛒䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᆅᇦ䛻䛒䛳䛯ேᮦ䚸㐺䛧
䛯⤌⧊ᙧែ䜢᳨ウ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䕺᪂䛯䛺⤌⧊䛾❧䛱䛒䛢䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ䛻䛿䚸᪤Ꮡ⤌⧊䛾ά⏝䠄᪤Ꮡ⤌⧊䜈䛾䝃䞊䝡䝇䛾ຍ䠅䜒୍䛴䛾᪉ἲ䛸䛧䛶⪃䛘
䜙䜜䜛䚹
䛆⤌⧊䛾❧䛱䛒䛢䛇
䕺⤌⧊䛾❧䛱䛒䛢䠄᪤Ꮡ⤌⧊䛾ά⏝䛾ሙྜ䚸᪂䛧䛔䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ䠅䛻䛿䚸䜲䝙䝅䝱䝹䛾㈝⏝䛸ᡭ㛫䛜䛛䛛䜚䚸┦ᛂ䛾‽
ഛ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䠄ே䚸ሙᡤ䚸䝰䝜䚸䛚㔠 ➼䠅䚹
䛆ேဨ䞉యไ䛇
䕺ᦠ䜟䜛ே䛸䛧䛶䚸ᚲせ䛺㈨᱁䛜䛒䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᴗົ≉ᛶୖ䚸ከᵝ䛺㞀䛜䛔䜢ᣢ䛴᪉➼䛾ၥྜ䛫䛻ᑐᛂ䛧䚸ᐟἩ䚸
ほග䚸㏻䚸⚟♴䛺䛹ྛタ䛸䛾ㄪᩚ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹䜘䛳䛶䚸㞀䛜䛔䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䛜䛒䜚ᆅᇦ䜔ᆅᇦ䛾ほග㈨※䛻ヲ
䛧䛔ே䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䕺ᆅᇦ䛾ሗ䜢㞟⣙䛧䚸ほගᅔ㞴⪅䛜᪑⾜䛩䜛䛯䜑䛾ᨭ䜢䛧䚸䝖䞊䝍䝹䛺䜰䝗䝞䜲䝇䜢⾜䛖䛖䛘䛷䛿䛆ᖖタ䛾┦ㄯ❆ཱྀ䛇
䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹䜎䛯䚸䝇䝍䝑䝣䛻䚸㞀䛜䛔⪅䜢㞠⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸ほගᅔ㞴⪅┠⥺䛷䛾ሗᥦ౪䜔䜰䝗䝞䜲䝇䛺
䛹䛾ᖜ䛜ᗈ䛜䜛䚹

10

ᾂώἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲ̟ᡶỉẝụ૾
Ṟ؏עỉ᧙̞ᎍửӕụộểỜỦẔọểὉኵጢẕ
ᵱᵲᵣᵮᾂ
ӕኵỚỉ
ڼ

ᵱᵲᵣᵮᾃ
ӕኵỚỉ
ዒዓ

ᵱᵲᵣᵮᾄ
ӕኵỚỉ
ႆޒ

䛆άືෆᐜ䛇
䕺ᇶᮏⓗ䛺ᙺ䠄ᶵ⬟䠅䛿䚸ほගᅔ㞴⪅䛛䜙䛾ၥྜ䛫䞉┦ㄯ䛾ᑐᛂཬ䜃᪑⾜䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖䠄᪑⾜䛾ᨭ䠅䛷䛒䜛䚹
䛆ᆅᇦ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䛇
䕺ほගᅔ㞴⪅䛛䜙䛾ၥྜ䛫䞉┦ㄯ➼䛻ᑐ䛧༑ศ䛺䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀ⪅䛸䛾༠ຊ䠄ၥྜ䛫䞉↷䠅
䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹䠄ᐟἩタ䜔㣧㣗ᗑ䚸ほගᆅ➼䛾BFᑐᛂ≧ἣ䚸ຓ⪅䝃䞊䝡䝇➼䠅
䛆㐠Ⴀ㈝䛾☜ಖ䛇
䕺䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻㛵䛩䜛┦ㄯᴗົ䜢↓ൾ䛷⾜䛖䛯䜑䛻䛿䚸ู㏵䛾ධ※䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹
䛆ከᵝ䛺㛵ಀ⪅䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛇
䕺άື䜢㐍䜑䜛୰䛷䚸ほගᅔ㞴⪅䛾䝙䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯㛵ಀ⪅䛸䛾㐃ᦠ䛜ồ䜑䜙䜜䚸ᗎ䚻䛻䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᣑ䜢ᅗ䜛ᚲせ
䛜䛷䛶䛟䜛䚹
䛆ᆅᇦ䛾ཷධయไ䛾ྥୖ䛇
䕺ྲྀ⤌䜏䜢㐍䜑䜛୰䛷䚸ᆅᇦ䛾ᨭ⤌⧊䜢୰ᚰ䛻䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀ⪅䠄ᐟἩ䝃䞊䝡䝇䚸ほග䝃䞊䝡䝇䚸⛣㏦䝃䞊䝡䝇➼䠅䛸䛾
ຮᙉ䜔ㅮ⩦䚸◊ಟ䛺䛹䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ䛾䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻㛵䜟䜛ཷධయไ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䜘䛖䛺
άື䛻ྲྀ⤌䜐䛣䛸䜒ᚲせ䛸䛺䛳䛶䛟䜛䚹
䛆άື㡿ᇦ䛾ᣑ䛇
䕺ᇶᮏ䛸䛺䜛ほගᅔ㞴⪅䛛䜙䛾ၥྜ䛫ᑐᛂ䛻ຍ䛘䛶䚸⤌⧊䛸䛧䛶䚸ሗ㓘䜢ᚓ䛶䚸ᐟἩ䜔ᆅᇦෆ䛷䛾⛣ື➼䛾ᡭ㓄䜢⾜䛖
䛯䜑䛻䛿䚸᪑⾜ᴗ䛾Ⓩ㘓䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹ᨭ⤌⧊䛾ྲྀ⤌䜏䛾Ⓨᒎ䛻ྜ䜟䛫䛶䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶᳨ウ䛧䛶䛧䛶䜒䜘䛔䛸⪃
䛘䜙䜜䜛䚹
䛆ᆅᇦ䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛇
䕺ᆅᇦ䛾⤌⧊䛸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᆅᇦ㛫䛷䛾ほගᅔ㞴⪅䛾⤂➼䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹ほගᅔ㞴⪅ഃ䛛䜙䛧䛶
䜒䚸ྛᆅ䛷ྠᵝ䛾䝃䞊䝡䝇䜢ཷ䛡䜙䜜䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛟䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᅜⓗ䛺㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
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ᾂώἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲ̟ᡶỉẝụ૾
ṟ̞᧙؏עᎍỉӕኵ
䛆ព㆑䛾㔊ᡂ䚸ཷධయไ䛾䝺䝧䝹䜰䝑䝥䛇
䕺䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛿䚸ほගᅔ㞴⪅䜈䛾」ྜⓗ䛛䛴ከᵝ䛺ᨭ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦయ
䛷ᑐᛂ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛾ほගᅔ㞴⪅䛾ཷධ䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䜢㧗䜑䜛ᚲせ
䛜䛒䜛䚹
䕺๓㏙䛾ᨭ⤌⧊➼䛸䛾άື䜔䚸ᆅᇦෆ䛷䛾◊ಟ䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ほගᅔ㞴⪅䛾ཷධ䜢⥅⥆
ⓗ䛻ᐇ㊶䛩䜛䛣䛸䛷䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻ᑐ䛩䜛ᢠឤ䛾ᡶᣔ䚸ㄆ㆑䛾ኚ䚸ᑐᛂຊ䛾
ྥୖ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
䕺⤒㦂䜢✚䜐䛣䛸䛻䜘䜚䚸ほගᅔ㞴⪅䛾䝙䞊䝈䜢⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜚䚸䝙䞊䝈䛻䛒䛳䛯䝃䞊䝡䝇䜢
ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹

䛆䝞䝸䜰䝣䝸䞊⎔ቃྥୖ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛇
䕺ୖグ䛸ྜ䜟䛫䛶䚸ᆅᇦෆ䛾䝞䝸䜰䛾Ꮡᅾ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䝞䝸䜰䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䜢
ゎᾘ䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ⤌䜏䜢ᆅᇦ䛷᳨ウ䛧䛶䛔䛟䛺䛹䛾⤌䜏䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䠄ேⓗຓ䛾༠ຊయไᵓ⠏䚸䝞䝸䜰䝣䝸䞊䝹䞊䝖䛾సᡂ䞉ሗᥦ౪䚸ẁᕪ➼䛾ゎᾘ➼䠅䚹

䛣䜜䜙䜢ᨭ䛩䜛䚸ᐇ㊶ⓗ䛺ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ
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ᾂώἸἝἢὊἇἽὊἼἌἲ̟ᡶỉẝụ૾
Ṡᘍʙಅᎍỉӕኵ
䛆ព㆑䛾㔊ᡂ䚸䝺䝧䝹䜰䝑䝥䛇

ᖺᗘ䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䜘䜚

䕺⤒Ⴀᒙ䜈䛾ព㆑ၨⓎ䜔ಶே䛾䝇䜻䝹䜰䝑䝥䚸ព㆑ၨⓎ䛾䛯䜑䛾䝉䝭䝘䞊䜔య㦂䝒䜰䞊䛾⏬䜢
ᐇ䛩䜛䛣䛸䜔䚸䝇䝮䞊䝈䛺⏬䚸㐠Ⴀ䛾䛯䜑䛾䝬䝙䝳䜰䝹䛾ᩚഛ䛚䜘䜃බ⾲䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䕺䜎䛪䛿䚸ほගᅔ㞴⪅䜈䛾ྲྀ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䚸ྛ♫䛜ฟ᮶䜛䛸䛣䜝䛛䜙䛿䛨䜑䚸䛩䛭㔝䜢ᣑ䛧䛶䛔䛟
ᚲせ䛜䛒䜛䚹

䛆┦ㄯ❆ཱྀ䛾タ⨨䛇
䕺ඛ⾜䛷䛿䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻ᑐᛂ䛩䜛ᑓ⏝䛾┦ㄯ❆ཱྀ䜢タ⨨䛧䚸ᢸᙜ⪅䜢㓄⨨䛥䜜
䛶䛚䜚䚸❆ཱྀ䜢㞟⣙䛩䜛䛣䛸䛷㛵㐃䛩䜛ሗ䛾㞟⣙䜔䚸ほගᅔ㞴⪅䜈䝇䝮䞊䝈䛺ᑐᛂ䛻⧅䛢䛶䛔
䜛䚹
䕺♫ෆయไ䛾ᵓ⠏䛜㞴䛧䛟䚸ᑓ⏝䛾┦ㄯ❆ཱྀ䜢タ⨨䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛷䜒䚸ほගᅔ㞴⪅䜈UT䛻ྲྀ⤌䜣
䛷䛔䜛ྠᴗ⪅䜔䚸ᆅᇦ䛾ᨭᅋయ䛾ሗᥦ౪䛜ฟ᮶䜛䜘䛖䛻䚸ᴗ⏺య䛷ព㆑ၨⓎ䛻ྲྀ⤌䜐ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹
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ᾃώ؏עểᘍʙಅᎍỉᡲઃ
ẔᡲઃỉӧᏡࣱẕ
ᘍʙಅᎍ

؏עỉૅੲ˳ׇ

䕺᪑⾜ၟရ⏬
䕺㞟ᐈ䚸㏦ᐈ䚸䝖䞊䝍䝹䝁䞊䝕䜱䝛䜲䝖

䕺ᆅᇦ䛾ሗ䛾ᥦ౪
ᆅᇦ㈨※䜢㋃䜎䛘䛯䜘䜚㐺ษ䛺ᥦ
㐺ษ䛺BFㄪᰝ䞉ᢕᥱ
ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽⥙

ẔἳἼἕἚẕ
䕻ᙺ䛾ศᩓᑐᛂ䠄ྲྀ䜚⤌䜏䜔䛩䛟䛺䜛䠅
⏬ẁ㝵䠖ᆅᇦ䛾ほග䞉BFሗ㞟ᡭ㛫
⤒㈝䛾㍍ῶ
䕻ᆅᇦㄪ㐩䛻క䛖⤒㈝๐ῶ
䝃䝫䞊䝍䞊䠄ຓ⪅䠅ྠ⾜㈝⏝䛺䛹

Ẕ؏עỉἳἼἕἚẕ

㐃ᦠ

䕻ᙺ䛾ศᩓᑐᛂ䠄ྲྀ䜚⤌䜏䜔䛩䛟䛺䜛䠅
䕻ㄏᐈᡭ㛫䛾㍍ῶ
䕻ゼᐈቑຍຠᯝ䠋ᆅᇦ䝡䝆䝛䝇䛾ྍ⬟ᛶᣑ

̞᧙؏עᎍ
䕺タ䛾ሗ䛾ᥦ౪
㐺ษ䛺BFㄪᰝ䞉ᢕᥱ
ᆅᇦ㈨※䜢㋃䜎䛘䛯䜘䜚㐺ษ䛺ᥦ

ᚇήᩊᎍ
䕺㑅ᢥ⫥䛾ቑຍ
䞉ከᵝ䛺᪑⾜௦㔠タᐃ
䞉ᆅᇦᛶ㇏䛛䛺᪑⾜ၟရ
䕺ಶูᡭ㓄㈇ᢸ䛾㍍ῶ

Î

᪑⾜ᶵ䛾ቑຍ
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ᾃώ؏עểᘍʙಅᎍỉᡲઃ
ᾋ؏עỉᚨሁểᘍʙಅᎍầ̾КỆᡲઃẴỦ̊ᾍ
᪑⾜ᴗ

ᆅᇦ

᪑⾜ၟရ䛾⏬

ᐟἩ
㏻

㐀ᡂ䠄ၟရ䠅

ほගᆅ
ᐉఏ䞉ᗈሗ䠄ཧຍ⪅ເ㞟䠅
⚟♴タ
㈍䠄ཧຍ⪅Ỵᐃ䠅

ேⓗຓ
䠄ධᾎ䚸㣗䚸䡷䢊䢛䡬䡼䡬➼䠅

䝒䜰䞊ᐇ 䠄ேⓗຓ䠅

⚟♴ᶵჾ䠄㌴䛔䛩➼䠅

䕺䠞䠢䛻㓄៖䛧䛯䝒䜰䞊䜢㐀ᡂ䛩䜛ሙྜ䚸᪑⾜ᴗ⪅䛜┠ⓗᆅ
䛻⾜䛝䚸ᐟἩタ䚸⛣ື䚸ほගᆅ➼䛾䠞䠢≧ἣ䜢ಶู䛻ሗ
㞟䞉ㄪᰝ䛧⏬䛻ᫎ
䕺ほගᅔ㞴⪅䛜ཧຍ䛥䜜䜛ሙྜ䚸᪑⾜ᴗ⪅䛜ཧຍ⪅䛾≧
ែ䞉䝙䞊䝈䛻ᛂ䛨䚸ᚲせ䛺㓄៖䜔䝃䞊䝡䝇䜢ᆅᇦ䛻ၥྜ䛫䠋
ሗ㞟䛧ᡭ㓄䚸䜒䛧䛟䛿ཧຍ⪅䜈䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽
䕺䝃䝫䞊䝍䞊䠄ຓ⪅䠅䛜ᚲせ䛸䛺䜛ሙྜ䚸᪑⾜ᴗ⪅䛻Ⓩ㘓䛧
䛶䛔䜛䝃䝫䞊䝍䞊䠄ຓ⪅䠅䜢䚸Ⓨᆅ䛛䜙ྠ⾜䛥䛫䜛䜿䞊䝇䛜
ከ䛔

䞉䞉䞉

ᾋ؏עỉૅੲኵጢểᘍʙಅᎍầᡲઃẴỦ̊ᾍ
᪑⾜ᴗ

ᆅᇦ

᪑⾜ၟရ䛾⏬
㐀ᡂ䠄ၟရ䠅
ᐉఏ䞉ᗈሗ䠄ཧຍ⪅ເ㞟䠅
㈍䠄ཧຍ⪅Ỵᐃ䠅
䝒䜰䞊ᐇ 䠄ேⓗຓ䠅

ᐟἩ

ᆅ
ᇦ
䛾
ᨭ

⤌
⧊

㏻
ほගᆅ

䕺ᆅᇦ䛾ᨭ⤌⧊䛸᪑⾜ᴗ⪅䛜┦༠ຊ䜔㐃ᦠ䜢ᅗ䜛䛣䛸
䛷䚸᪑⾜ᴗ⪅䛻䛸䛳䛶䛿㛫䚸ᡭ㛫䛾㍍ῶ䚸ᆅᇦ䛻䛸䛳䛶
䛿䚸ᆅᇦㄏᐈ䚸᪂䛧䛔䝡䝆䝛䝇䛻⧅䛜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹䜎䛯䚸
䝃䝫䞊䝍䞊䠄ຓ⪅䠅䜢ᆅᇦ䛻౫㢗䛩䜛䛣䛸䛷䚸ၟရ౯᱁䛾ప
ῶ䛻⧅䛜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䛆 ᆅᇦ䛾ᨭ⤌⧊䛸᪑⾜ᴗ⪅䛾㐃ᦠ䛻㝿䛧䛶䛾␃ព㡯 䛇

⚟♴タ
ேⓗຓ
䠄ධᾎ䚸㣗䚸䡷䢊䢛䡬䡼䡬➼䠅

⚟♴ᶵჾ䠄㌴䛔䛩➼䠅

䞉䞉䞉

䕺ᚲせሗ䛾䝬䝑䝏䞁䜾䠋ሗ䛾⢭ᗘ
䕺㢳ᐈሗ䛾ᥦ౪䠋ྲྀᢅ
䕺᪑⾜䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾☜ಖ
䕺䝸䝇䜽䛸㈐௵ศᢸ
䕺ᑐ౯䛾ᨭᡶ䛔䠋⪃䛘᪉ ➼
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ᾄώộểỜ
ᮏㄪᰝ䛷䛿䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ඛ⾜ⓗ䛻䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻ᑐᛂ䛧䛯ྲྀ⤌䜏䜢⾜䛖ᨭ⤌⧊䠄NPO➼䠅䛾
άື≧ἣ䜢ㄪᰝ䛧䚸ᚋྲྀ⤌䜏䜢ጞ䜑䜛᪉䛾ཧ⪃䛸䛺䜛䜘䛖ᆅᇦ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᙺ䜔䚸ྲྀ⤌䜐㝿䛾␃ពⅬ➼
䜢䛸䜚䜎䛸䜑䛯䚹䜎䛯ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ㄪᰝ⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛾ಁ㐍䛾䛯䜑䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᆅ
ᇦ䚸᪑⾜ᴗ⪅䛾ྲྀ⤌䜏䛻䛴䛔䛶䛸䜚䜎䛸䜑䛯䚹
䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻ᑐᛂ䛧䛯ྲྀ⤌䜏䜢⾜䛖᪑⾜ᴗ⪅䚸ᆅᇦ䛾㛵ಀ⪅䛿䚸䛭䛾㟂せ䛻ᑐ䛧䛶ᑡ䛺䛔䜒
䛾䛸⪃䛘䜙䜜䚸䜎䛪䛿ྲྀ⤌䜏⪅ᩘ䛾ᣑ䜢ᅗ䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ᖺᗘ䛾ㄪᰝᡂᯝ䜢䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛻
㛵䜟䜛ྛ㛵ಀ⪅䚸䛣䜜䛛䜙ྲྀ⤌䜏䜢ጞ䜑䜛᪉䛾ཧ⪃䛻䛧䛶䛔䛯䛰䛝䚸ྲྀ⤌䜏䛾ᣑ䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮
䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹
䛆䝴
䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛾ಁ㐍䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟䛇
䕺䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛾ྲྀ⤌
ⴌⱆᮇ Î ᣑᮇ䜈
ᆅᇦ䚸᪑⾜ᴗ⪅䛸䜒䛻ྲྀ⤌䜏䛾ᣑ䜢ᅗ䜛

䕺ᆅᇦ䛾ᨭ⤌⧊ Î ྛᆅᇦ䜈ᗈ䛢䜛

ᾋᵳᵲỉ̟ᡶỆӼẬẺಒࣞᾍ
䞉᪑⾜ᴗ⪅䠖
ÎUT✚ᴟⓗ 㻝㻢㻑
䞉ᆅᇦ䛾ᨭᅋయ䠖
Îᅜ 28⤌⧊

ྵנ

䕺ᆅᇦ䛾㛵ಀ⪅
䞉ᐟἩタ䚸ほගタ Î ほගᅔ㞴⪅䛾ཷධ ᏋὉૅੲ
䞉⛣㏦䝃䞊䝡䝇䚸⚟♴タ Î ほග⪅䜈䛾ᑐᛂ

ྲྀ
⤌
叏
㔞
呍
㉁

ݩஹ

UTỉԗჷẆ
ӕኵỚ૾ỉ୍ӏ

䕺᪑⾜ᴗ⪅ Î ከᵝ䛺ᴗ⪅䛻
䠄䜎䛪䛿ฟ᮶䜛䛸䛣䜝䛛䜙䠅㼁㼀䛻ྲྀ⤌䜣䛷䜒䜙䛖

ਃ࢘ᎍẆᢿፙẆ
ᆸӝ

䕺ほගᅔ㞴⪅䛾䝙䞊䝈䛿」ྜⓗ䛛䛴ከᵝ
❧ሙᛶ䛾㐪䛔䜢⪃៖䛧䛺䛜䜙㛵ಀ⪅䛷┦༠ຊ䚸㐃ᦠ
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資料－２

ユニバーサルツーリズムを地域で受けとめるための仕組み・関係者

②地域関係者の取組【意識醸成、レベルアップ／BF環境向上に向けた取組】

地域関係者

情報

行政等

宿泊サ ビス
宿泊サービス

・国、都道府県、地元自治体、財団 等

・ホテル、旅館 等

地元メディア
地元
ディア

連
携

・新聞、ラジオ、TV等

・提案／委託、
補助・助成 等

信

連
携

・観光協会 等

発

・情報／紹介・斡旋
・BF調査
・BF研修
改修ｱﾄ ｲｽ 等
・BF改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

連携

・情報／紹介・斡旋
情報
介 斡
・BF調査
・BF研修
・BF改修ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

地域の支援組織
援
（UT／BF観光）

Web

・常設の相談窓口

・地域協議会、NPO、宿泊施設、移送事業者、
自治体、観光協会、福祉施設、旅行事業者 等

・交通事業者 等

福祉サービス
・地域包括支援センタ
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・NPO、ボランティア 等
・情報／紹介・斡旋
・機器貸出
・人的介助 等

問合せ・
相談

広報誌
情報

移送サービス
・情報／紹介・斡旋
・BF研修 等

①地域の関係者を取り
まとめる【ひと・組織】
まとめる【ひと
組織】

バリアフリー調査結果を
WEB、広報誌等で発信

観光サービス
・観光施設、飲食店 等

観光組織等

問合せ・
相談

連
携
サービス提供
【基本サ ビス】
【基本サービス】
・BF情報提供
・アドバイス
【関連サービス】
【関連サ
ビス】
・車いす・福祉機器の貸出
・サポーター、入浴介助派遣
【手配・ツアー】（旅行業登録をしている場合）
・宿泊、交通等の手配
宿泊 交通等 手
・旅行商品の提供

・顧客紹介
顧客紹介
・サービス統一 等
（顧客情報管理）

他地域の
支援組織

連

携

③旅行事業者の
取組【意識醸成
取組【意識醸成、
レベルアップ】

旅行サービス
提供者
・旅行会社

問合せ・
相談

サービス
提供

観光困難者（障がい者、高齢者等）
観光困難者（障がい者、高齢者等）

サービス
提供

問合せ・
相談

サービス
提供

STEP５
取組みの
発展

STEP４
取組みの
継続

STEP３
取組みの
開始

STEP２
組織の
立ち上げ

STEP１
取組みの
検討

Î二級建築士を常駐スタッフとしている組織もある
c）各種手配、ツアーの実施
・旅行業の登録をし、自らが手配やツアーをサービス
として提供
d）相談業務に派生するニーズへの対応
・車いす、福祉機器等の貸出（無償の場合もある）
・サポーター、入浴介助の派遣
e）広報誌による広告
・広報誌発行による広告収入

【活動領域の拡大】
Î先行事例では、旅行業の登録をしたことで、業務の幅が拡がり、利用者のニーズにダイレクトに答えられるようになり、組織の
収益に繋がっている事例も見られる。
【他地域とのネットワークの構築】
Î先行事例では、観光困難者の様々な
Î先行事例では、観光困難者の様々なニーズに対応するため、他地域とのネットワークを構築して取組んでいる例も見られる。
ズに対応するため、他地域とのネットワ クを構築して取組んでいる例も見られる。

【多様な関係者とのネットワーク】
Î先行事例では レンタル事業者 旅行関係のNPO イベント会社等との連携を行なっている例が見られる
Î先行事例では、レンタル事業者、旅行関係のNPO、イベント会社等との連携を行なっている例が見られる。
Î先行事例では、地元のメディアも有効に活用している例が見られる。これにより地域内での認知度を向上させ、円滑な関係者
とのネットワーキングに寄与するとともに、頼られる存在となり、自然と情報が集まるような関係を構築している例も見られる。
【地域の受入体制の向上】
Î先行事例では、取組みを進める中で、地域の支援組織を中心に、地域関係者（宿泊サービス、観光サービス、移送サービス
ビ
ビ
ビ
等）との勉強会や講習会、研修会などを行う例も見られる。

a）行政（自治体、国）からの助成、委託
・支援組織の運営費の助成
・BF関連の調査、セミナー、研修会等の事業等の受託
BF関連の調査 セミナ
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）BFアドバイス事業
・宿泊施設や観光地等へのBFｱﾄﾞﾊﾞｲｽを各施設等より受託
Î自治体のBF改修費補助の条件として支援組織のアド
自治体
改修費補助 条件とし 支援組織
ド
バイスを受けることを必須としている地域も見られる

【運営費の確保】
Î先行事例では 観光困難者への相談業務は無償（ボランタリー）の対応が多い
Î先行事例では、観光困難者への相談業務は無償（ボランタリ
）の対応が多い。
Î先行事例では、以下のような収入源を確保している例が見られる。

【活動内容】
Î先行事例では、観光困難者からの問合せ・相談、旅行の支援に対応するため、地域の宿泊施設、観光施設、飲食店等のバ
リアフリー状況（バリア状況）の調査を行い、 結果をWEBやパンフレット等で公開している例が見られる。
Î先行事例では、まずは旅行において必須である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、障害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している例が見られる。
Î先行事例では、地域のまちづくり関係の会議 の参加や、地域イ ント の協力をするなかで、関係者ネットワ クを増やし、
Î先行事例では、地域のまちづくり関係の会議への参加や、地域イベントへの協力をするなかで、関係者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る。

【組織の立ちあげ】
Î先行事例では、立ちあげ時は自治体等の支援を受けて運営し、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る。
Î自治体等からの支援は、地域によりユニバーサルツーリズムに関する相談業務そのものに支援可能な場合や、福祉関連事
業として支援できる場合、地域活性化事業として支援できる場合など様々と考えられ、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考えられる
関連部局、まちづくり関連部局等に相談をすることが考えられる。
【人員・体制】
Î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る。
Î先行事例では、常駐スタッフとして障がい者（車いす）を雇用し、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が見られる。
避
なげ
る例が見られる

Î新規立ちあげ
・NPOを設立 ・地域関係者で協議会を組成 等
Î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、旅行事業者等で構成する地域協議会 等

＜組織形態の例＞

地域の関係者を取りまとめる【ひと・組織】 先行事例からの知見
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ユニバーサルツーリズム シンポジウム

開催結果（概要）

１．開催概要
①日時

平成 25 年 2 月 20 日（水）13:30～16:00

②会場

秋葉原 UDX4 階 GALLERY NEXT「NEXT1」

③テーマ

ユニバーサルツーリズムの促進に向けて

④プログラム

１．開会・挨拶
２．講演①「ユニバーサルツーリズムの促進に向けて」
（北星学園大学 客員教授 秋山 哲男）
３．講演②「観光旅行で元気になる障がい者・高齢者」
（三軒茶屋リハビリテーションクリニック 院長 長谷川 幹）
４．パネルディスカッション 「ユニバーサルツーリズムの促進に向けて」
パネリスト：（五十音順）
鞍本 長利
神戸ユニバーサルツーリズムセンター代表
日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク理事長
田中 穂積
ANA セールス株式会社 CS 推進室
ツアーアシストグループグループリーダー
中村 元
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
平森 良典
株式会社昭和観光社 代表取締役
バリアフリー旅行ネットワーク会長
渕山 知弘
クラブツーリズム株式会社 テーマ旅行部
バリアフリー旅行センター支店長
コーディネーター：
秋山 哲男
北星学園大学 客員教授
５．閉会

⑤参加者

81 名（関係者除く）

＜参加者の業種別内訳＞

取材
5%

その他
11%

自治体等
15%
ＮＰＯ
16%

個人
16%
コンサル・シ
ンクタンク
10%

旅行業
6%
交通
福祉系
5%
5%
宿泊
1%

⑥講演・パネル
ディスカッシ
ョンの様子

＜講演①＞

＜参加者・会場の様子＞

大学
10%

＜講演②＞

＜パネルディスカッション＞
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第１回

ユニバーサルツーリズム促進に向けた地域活動に関する検討会

議事概要

日時：平成 24 年 11 月 12 日（月）13:30～15:30
場所：国土交通省中央合同庁舎第 3 号館特別会議室（11 階）
出席委員：秋山委員（座長）、大木委員、木村委員、鞍本委員、田中委員、中村委員、長谷川委員
平森委員、渕山委員、松原委員、山口委員、寺田委員
議題：ユニバーサルツーリズム促進に向けた地域活動に関する検討
概要：検討会で委員から出された主な意見は以下の通り。

検討会の位置付け
●送客産業の活性化を目的としつつ、それに関連して観光地で必要な部分に考慮。
（１） ユニバーサルツーリズムにおける観光の価値
●障がい者は旅行ができないと思っている人が圧倒的に多く、そのため旅行ができたことで、自信
につながり、日常生活の積み重ねだけでは結びつかない効果が出てくることもある。
●障がい者にとっての旅行は、自信を得る機会に十分なりうる。
●旅をした後に旅行者に変化があるという側面と、健康促進の中に観光の価値をどこまで認められ
るかという側面について、整理をする必要がある。
（２） ユニバーサルツーリズムの範囲
●対象者はあまり限定的にせず、障がい者だけでなく、高齢者も含めた全ての人が旅行に行きやす
くなるにはどうしたらよいか、考えてはどうか。
●旅行に行かない人をどうやって行かせるかということに加え、リピーターを増やす視点も重要。
多様な旅行者に対して、個々にあった対応を考える。
●対象はできるだけ幅広く捉え、「多様な人」とする。
●障がい者や高齢者が旅に出る時に、どのような問題を抱えているかが論点。日常的に介助してい
る人たちが抱える問題をどう解決していくか。旅行業者、宿泊事業者、NPO、障がい者団体等が地
域でネットワークをつくり、どこへ行っても同じサービスを受けられるような仕組みが、ユニバー
サルツーリズムの活動の中で重要な要素。
●着地側の支援体制ができていないと、旅行当事者に全部負担がかかってしまう。負担を軽減する
体制を作っていく必要がある。ハード面を大幅にバリアフリー化するのはお金がかかるので、ソフ
ト面について全国レベルで考える必要がある。
●誘客の仕組みや受け入れの組み立てに関連する点で、送客をする旅行業者側と、誘客をする受け
入れ側が、双方どのような形で接点を持つかということが大きな課題。
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（３）ユニバーサルツーリズムにおける誘客要素
●公共交通機関や現地の宿泊・観光施設もバリアフリー化が進んでいるが、それを組み立てて商品
にする取組が遅れている現状がある。
●ノウハウがないから積極的に展開できない、現地の情報がないから旅行者に提供できない。
●着地側では既に基準を持ってバリアフリー調査をしている地域もある。地域の NPO に相談するな
ど、役割分担しなければ進まない。
●誘客をする場合に重要な要素として、バリアフリーチェックの調査が必要不可欠である。
（４）ユニバーサルツーリズムにおける人材育成の問題
●誘客の取組の中で、人材をどう育てていくかも課題。焦点は、街づくりなどのハード面ではなく、
ソフト面である人の体制作り。
●ユニバーサルツーリズムの人材育成の問題と、既存組織とどのように連携するか。介護などには
基礎知識が不可欠なので、一定の考え方が理解できている人をあてる必要がある。
（５）ユニバーサルツーリズムの着地側団体の取組
●着地側の取組として、統一基準を持って展開を始めている。
●旅行に行くときは、現地の情報を着地側に調べてもらえば、送り手側の手間がなくなる。
●地域で培ってきたことを全国展開する手法案の一つとして、教育的な面も含め、全国組織を持っ
ている団体と連携することがあげられる。
●地域で取り組まれている活動をより広めるためにはどうしたらよいか。
（６）ユニバーサルツーリズムにおける誘客の総合的な組み立て
●旅行業者では引き受けてもらえない、あるいは自分で旅に行けないと思っている人たちをどうす
るかが、重要な課題。
●旅行業者にある程度やれる範囲をやってもらうことが重要で、それ以外をどうするかがこれから
の課題。
●NPO と旅行業界がいい意味での連携を進める方法を探す必要がある。
●役割分担をはっきりさせた上で、仕組みづくりをモデル化するべき。
●先に進めるためには、底上げをどのように行っていくかが課題。
●誘客の総合的な組み立てに関して、医療、ケア、バリアフリー調査、移動、宿泊など、様々な要
素をどのように組み立てて誘客の受け入れ体制を作っていくかを、モデル事例を参考に考える必要
がある。
以上
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●障がい者は旅行ができないと思っている人が圧倒的に多く、そのため旅行ができたことで、自信
につながり、日常生活の積み重ねだけでは結びつかない効果が出てくることもある。
●障がい者にとっての旅行は、自信を得る機会に十分なりうる。
●旅をした後に旅行者に変化があるという側面と、健康促進の中に観光の価値をどこまで認められ
るかという側面について、整理をする必要がある。
（２） ユニバーサルツーリズムの範囲
●対象者はあまり限定的にせず、障がい者だけでなく、高齢者も含めた全ての人が旅行に行きやす
くなるにはどうしたらよいか、考えてはどうか。
●旅行に行かない人をどうやって行かせるかということに加え、リピーターを増やす視点も重要。
多様な旅行者に対して、個々にあった対応を考える。
●対象はできるだけ幅広く捉え、「多様な人」とする。
●障がい者や高齢者が旅に出る時に、どのような問題を抱えているかが論点。日常的に介助してい
る人たちが抱える問題をどう解決していくか。旅行業者、宿泊事業者、NPO、障がい者団体等が地
域でネットワークをつくり、どこへ行っても同じサービスを受けられるような仕組みが、ユニバー
サルツーリズムの活動の中で重要な要素。
●着地側の支援体制ができていないと、旅行当事者に全部負担がかかってしまう。負担を軽減する
体制を作っていく必要がある。ハード面を大幅にバリアフリー化するのはお金がかかるので、ソフ
ト面について全国レベルで考える必要がある。
●誘客の仕組みや受け入れの組み立てに関連する点で、送客をする旅行業者側と、誘客をする受け
入れ側が、双方どのような形で接点を持つかということが大きな課題。
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（３）ユニバーサルツーリズムにおける誘客要素
●公共交通機関や現地の宿泊・観光施設もバリアフリー化が進んでいるが、それを組み立てて商品
にする取組が遅れている現状がある。
●ノウハウがないから積極的に展開できない、現地の情報がないから旅行者に提供できない。
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●誘客の取組の中で、人材をどう育てていくかも課題。焦点は、街づくりなどのハード面ではなく、
ソフト面である人の体制作り。
●ユニバーサルツーリズムの人材育成の問題と、既存組織とどのように連携するか。介護などには
基礎知識が不可欠なので、一定の考え方が理解できている人をあてる必要がある。
（５）ユニバーサルツーリズムの着地側団体の取組
●着地側の取組として、統一基準を持って展開を始めている。
●旅行に行くときは、現地の情報を着地側に調べてもらえば、送り手側の手間がなくなる。
●地域で培ってきたことを全国展開する手法案の一つとして、教育的な面も含め、全国組織を持っ
ている団体と連携することがあげられる。
●地域で取り組まれている活動をより広めるためにはどうしたらよいか。
（６）ユニバーサルツーリズムにおける誘客の総合的な組み立て
●旅行業者では引き受けてもらえない、あるいは自分で旅に行けないと思っている人たちをどうす
るかが、重要な課題。
●旅行業者にある程度やれる範囲をやってもらうことが重要で、それ以外をどうするかがこれから
の課題。
●NPO と旅行業界がいい意味での連携を進める方法を探す必要がある。
●役割分担をはっきりさせた上で、仕組みづくりをモデル化するべき。
●先に進めるためには、底上げをどのように行っていくかが課題。
●誘客の総合的な組み立てに関して、医療、ケア、バリアフリー調査、移動、宿泊など、様々な要
素をどのように組み立てて誘客の受け入れ体制を作っていくかを、モデル事例を参考に考える必要
がある。
以上
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第2回

ユニバーサルツーリズム促進に向けた地域活動に関する検討会

議事概要

日時：平成 25 年 3 月 14 日(木) 13:30～15:30
場所：国土交通省中央合同庁舎 2 号館 国際会議室（16 階）
出席委員：秋山委員（座長）、大木委員、糟谷委員、鞍本委員、田中委員、中村委員、長谷川委員
平森委員、渕山委員、寺田委員
議題：ユニバーサルツーリズム促進に向けた地域活動に関する検討
概要：検討会で委員から出された主な意見は以下の通り。

（１）旅行事業者、地域、観光困難者のタイプ分け
旅行事業者のタイプとしては、一般ツアーの中でユニバーサルツーリズムの対応する旅行事業
者、バリアフリー専門ツアーを造成する旅行事業者、手配旅行に対応する旅行事業者の３つが
挙げられる。
地域の支援団体にも、まちづくりを始点として活動している地域団体と、重度の障がいがある
人にも対応できる旅行を手配している地域団体等がある。
旅行困難者に対して、様々なタイプの活動（団体・旅行事業者）が存在することが重要である。
（２）ユニバーサルツーリズムとまちづくり
ユニバーサルツーリズムの形が見えてきた一因として、国や地方の努力により総体的に交通機
関や建築物のバリアフリーの底上げを図ってきたことがあることを忘れてはならない。
ユニバーサルツーリズムの基本として、まちづくりがしっかりしていないといけないので、関
係機関ときちんとネットワークを持ってほしい。
（３）ユニバーサルツーリズムにおける課題（バリア）
移送サービスや福祉サービスなど現状の法制度を、ユニバーサルツーリズムで活用するのは難
しい。
自分の居住地以外への旅行中には、介護保険や障害者自立支援法等の制度は使えない状況があ
る。日本のどこでも同じようにサービスを受けられることになれば、観光困難者の抱える問題
の解消に寄与するため、全国に大きな人の交流を創りだすことができる。
旅行事業者や地域の団体の取組内容は様々、旅行事業者にとってはノウハウや知識がないとこ
ろがバリアになっており、これから取り組もうという旅行会社や地域の人にも、わかりやすく
伝える必要がある。
バリアフリー情報だけでは観光困難者の旅行には繋がらない。情報と当事者をどうつなげるか
が課題。
対象者、宿泊施設や旅行商品など情報発信の場があるということの「見える化」が必要。
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（４）連携の中心となる組織について
情報の連携を集約する組織の設立に向けてはかなりの労力と費用が必要なので、組織の作り方
などについてアイデアも必要。
組織と地域の関係者が連携するためには、各々がメリットを見いだせないと維持が難しくなる。
（５）地域と旅行事業者の連携
地域側のメリットとしては、誘客先が広がることが考えられる。
旅行事業者の取組を、地域との連携により増やしていく可能性がある。
地域と旅行事業者との連携による、個別の手配の負担（身体的・精神的）の軽減など利用者側
のメリットも必要。
すでにバリアフリー観光地づくりを先行的に行い集客している観光地がある。そのような受け
入れ体制が整っている地域と、どのようにユニバーサルツーリズムという仕組みを作り上げて
いくか、という観点で考える必要がある。
（６）ユニバーサルツーリズム推進に向けて
バリアフリーやユニバーサルと言う言葉ではなく、潜在化する観光困難者にとって、より旅が
しやすい環境をどうつくりあげればよいのか、ということが大切である。
ユニバーサルツーリズムを取り巻く市場規模の数字を提示すれば関わりたい旅行事業者や地
域が増えるのではないか。
市場は相当大きいと言う認識はあるが、数字を出すのは難しいので、介助が必要な人と、軽度
の人というように、２つのセグメント程度に分けた上で、対象者を示したらどうか。
ユニバーサルツーリズムの底上げをするために、人材育成は不可欠と考えられる。
業界のスキルを上げるという点では、どのようなスキルが必要とされているのか整理する必要
がある。
例えば UT マーク等をつくって、旅行事業者の差別化を図るなど、
利益に結び付く工夫が必要。
旅行者や送り手だけでなく、地域側のことも同時に考え、全体的に観光困難者およびその家族
が旅をしやすく、旅行をたくさんできるようにするのがユニバーサルツーリズムの基本的な目
標である。そのためにも多様な取組が考えられる。
以上
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ユニバーサルツーリズム促進に向けた
地域活動実態調査
報 告 書

平成２５年３月
観光庁観光産業課
（調査委託機関：株式会社オリエンタルコンサルタンツ）

