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はじめに 
 

1.1 業務の背景・目的 

少子高齢化が進む我が国において潜在的な需要が大きい高齢者や障害者等の旅行への

対応は、将来を見据えた旅行需要の喚起、経済の活性化を図る上で重要であり、ユニバー

サルツーリズム（以下、UT）の普及、推進はその取組の一つと位置付けている。 

観光庁では平成 24 年度からＵＴの普及、促進を続けいているが、供給サイドの取組が

促進されたものの、高齢者や障害者等当事者のニーズ（潜在需要含む）は一層増加し、さ

らには多様化している。 

本業務では、少子高齢化や 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据

え、多様なユニバーサルツアーの商品化促進を目的に、旅行会社へのアンケート調査及び

実証事業の実施並びに宿泊施設におけるバリアフリー化の情報発信についての検討を実施

した。 

 

 

 

 

 

 
   
  

・宿泊施設、旅行
業、観光地域の
接遇マニュアル
作成と普及の検
討

・宿泊施設にお
けるバリアフリー
情報発信の検
討 等

H18年度
（2006年）

H19年度
（2007年）

H20年度
（2008年）

H21年度
（2009年）

H23年度
（2011年）

H24年度
（2012年）

17年度以前
（2005年）

H25年度
（2013年）

ユニバーサルデザイン
政策大綱（H17年）

交通バリアフリー法
（H12年）
バリアフリー法
（H18年）

◎観光のユニバーサル
デザインガイドライン
（H20/3）

ユニバーサルデザインの
考え方に基づく観光促進

検討会
旅行の送り手
にかかる課題
の検討

◎シンポジウム
の開催(H25/2)

旅行の着地側
にかかる課題
の検討

H26年度
（2014年）

H27年度
（2015年）

・受入拠点の強
化

・旅行商品の供
給促進に向け
た検討

・旅行による効
用の検証

・更なる受入拠
点の強化

・旅行商品の供
給促進に向け
た検討

・マーケティング
データ整備

・外国人旅行者
（高齢者、障害
者等）への対応
検討

◎シンポジウム
の開催(H27/3)

・受入拠点の効
果検証

・旅行業者の効
果検証

・ユニバーサル
ツーリズムの更
なる普及促進

・乳幼児連れ及
び妊産婦旅行
促進

H28年度
（2016年）

・受入拠点の更
なる普及と受入
体制強化手法の
検討

・宿泊施設にお
ける情報発信等
のあり方の検討

H22年度
（2010年）

H29年度
（2017年）

H30年度
（2018年）

◎シンポジウム
の開催(H28/3)

◎ユニバーサル
デザイン２０２０
行動計画（H29/2）

◎シンポジウム
の開催(H21/3)

・ユニバーサル
ツアー商品化の
ための実証事業

・宿泊施設にお
けるバリアフ
リー情報発信
のためのマ
ニュアル作成と
普及の検討

◎観光庁発足（H20/10）

◎観光立国推進基本計画（H19/6）
「ユニバーサルデザインの考え方に
基づく観光の促進」

◎観光立国推進基本計画（H24/3）
「ユニバーサルツーリズムの促進」

◎セミナーの
開催 (H30/3)

◎障害者差別
解消法（H28/4）

事業の成果報告◎
会の開催 (H3１/3)

✔ 旅行会社へのアンケート調査  

✔ ユニバーサルツアーの実証事業の実施  

✔ 宿泊施設におけるバリアフリー情報発信の検討及びマニュアル作成  
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1.2 業務概要 

 本業務の概要を業務項目ごとに概説するとともに、実施手順を図 1-1 に示す。 

 

（1）旅行会社へのアンケート調査 

多様なユニバーサルツアーの商品化に向け、ユニバーサルツアーの現状を把握するた

め、旅行会社アンケート調査を実施した。あわせて、障害者団体等へのヒアリングを実

施し、ユニバーサルツアーに対する障害者のニーズを確認した。 

 

（2）多様なユニバーサルツアー商品化のための実証事業の実施 

多様なユニバーサルツアー商品化に向け、今年度初めて開催するツアー商品に対して

準備にかかる経費の一部を負担し、ツアー商品の恒常化に向けた検証を行う実証事業を

実施した。実施にあたっては、「ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会」

を組成し、実施事業者の選定及び実証事業の実施・運営管理と実施結果の評価を行った。 

また、事業の最後に、実証事業の成果の共有の場として成果報告会を開催し、障害者、

旅行業者、自治体職員等への周知・啓発と取組機運の醸成を図った。 

 

（3）宿泊施設におけるバリアフリー情報発信の検討 

平成 29 年度から継続して開催している「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」での

議論を通じて、高齢者・障害者等のニーズに対応した宿泊施設の情報発信コンテンツ及

び手法について検討を実施した。その検討結果をもとに、宿泊施設におけるバリアフリ

ー情報発信のためのマニュアルを作成した。 
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図 1-1 業務の実施手順 

 

  

3．多様なユニバーサルツアー商品化のための実証事業の実施

3.4 ユニバーサルツーリズム
促進事業審査・評価委員会

2．旅行会社へのアンケート調査

2.2 障害者のニーズの確認

2.1 旅行会社へのアンケート調査

5．報告書の作成

1．企画準備

4．宿泊施設における
バリアフリー情報発信の検討

3.2 実証事業の実施・運営管理

3.1 実施事業者の選定

3.3 実証事業のとりまとめ・評価

4.1 宿泊施設の情報発信に係る
検討部会の開催

※平成29年度からの継続検討

第1回

第2回

4.2 海外事例調査

4.3 外国人観光客向けを含むバリア
フリー情報発信の検討

4.4 宿泊施設におけるバリアフリー
情報発信のためのマニュアル作成3.5 成果報告会の開催
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旅行会社へのアンケート調査 

多様なユニバーサルツアーの商品化に向け、ユニバーサルツアーの現状を把握するため、

旅行会社アンケート調査を実施した。あわせて、障害者団体等へのヒアリングを実施し、

ユニバーサルツアーに対する障害者のニーズを確認した。 

 
 

2.1 旅行会社へのアンケート調査 

ユニバーサルツアーの現状を把握するために旅行会社アンケート調査を実施した。 

 

旅行会社へのアンケート調査の実施概要 

  旅行会社へのアンケート調査の実施概要を下表に示す。 

 

表 2-１ 旅行会社へのアンケート調査概要 

調査対象 

◆JATA 及び ANTA の会員企業（旅行会社） 

・JATA 会員企業約 1,500 社、 

・ANTA メールマガジン会員企業約 3,000 社 

調査方法 

WEB 上で回答可能な入力フォーム URLと FAX情報を記載した調

査票（PDF ファイル）を上記協会の会員向けメルマガにおいて配

信し、WEB または FAX にて回答頂いた。 

調査期間 平成 30 年 8 月末～12 月末 

回収数 442 票 

質問項目 

１．障害者等の旅行の取扱に関する現状について  

Ｑ１ 過去、障害者等の旅行の取扱実績 

Ｑ２ （旅行参加の障害者等のなかに）訪日外国人旅行者の有無 

Ｑ３ 障害者等の旅行の取扱状況及び意向 

Ｑ４ 障害者等の旅行の取扱に関する課題とその具体的な内容 

Ｑ５ラグビーワールドカップ、オリパラ東京大会に向けた障害等

のある外国人向けの企画旅行商品を販売する予定  

Ｑ６ 障害者等を対象とした旅行機会の拡大のために必要な支援

（政策、仕組等）に関するご意見 

２．障害者等への対応 

Ｑ７ 障害者等への対応の内容 

Ｑ８ 専ら障害者等を対象とした企画旅行商品の概要  

３．回答者属性 

Q９ 会社名及び回答者の情報 

Ｑ10 （障害者等の旅行にかかわらず）貴社の主な販売手法  

※本調査では、「障害者等」を、杖や車いすの方や視覚障害、聴覚障

害の方など、旅行参加にあたり特別な配慮を必要とする方のことと

し、「取扱」とは相談受付を含まない手配及び企画旅行商品の販売

のこととした。 
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図 2-1 アンケート調査票 
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調査結果 

旅行会社へのアンケート調査結果のまとめを以下に示す。 

なお、次ページ以降に各調査項目の結果を示す。 

 

＜障害者等の旅行の取扱に関する現状について＞ 

◆障害者等の旅行のこれまでの取扱実績は、「はい」が 51%、「いいえ」が 49%である。 

◆現在の取扱状況及び意向は、「取扱している」が 37%、「今後取扱していきたい」が 12%

で約半数を占める。一方、「現時点で取扱の予定はない」が 38%である。 

◆旅行に参加している障害者に訪日外国人旅行者が含まれた割合は 6%である。 

◆2019 年ラグビーワールドカップ、2020 年オリパラ東京大会に向けた、外国人向け

企画旅行商品の販売予定は、「はい」、「検討中（不明も含む）」あわせて 16%である。 

◆障害者等の旅行の取扱に関する課題では、「訪問先でのサポート体制の確保」、「受入が

可能な運輸・宿泊機関・食事等観光施設の確保」、「専門知識の習得・人材育成」、「訪問

先の最新バリアフリー情報提供機関の不足」が 60%程度を占める。 

◆障害者等の旅行の取扱実績別に課題をみると、取扱実績がある事業者では「受入が可能

な運輸・宿泊機関・食事等観光施設の確保（69%）」が最も多い。実績がない事業者で

は「専門知識の習得・人材育成（69%）」、「訪問先でのサポート体制の確保（66%）」

が多い。「採算性の確保」では、取扱実績がある事業者は 35%、取扱実績がない事業者

は 17%であり、大きな差がある。 

 

＜障害者等への対応について＞ 

◆障害者等への対応の内容をみると、「旅行（運輸・宿泊機関、食事・観光施設）の手配」

が 35%と最も多い。 

◆一方、「募集広告等で障害者等の参加も可能とした一般の企画旅行商品の販売」、「専ら

障害者等を対象とした企画旅行商品の販売」、「従業員への対応マニュアル整備や研修実

施等の実施」が 6%程度である。 
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（1）障害者等の旅行の取扱に関する現状について 

Ｑ１：過去、障害者等の旅行の取扱実績はありますか？【回答（SA）】 

◆これまでの障害者等の旅行の取扱実績をみると、全体では「はい」が 52%、「い

いえ」が 48%である。 

 

図 2-2 これまでの障害者等の旅行の取扱実績 

 

  

はい
52%

いいえ
48%

［ 回答者数 : 442 ］
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［地域別］ 

 

※第 1 種旅行業以外の企業について、登録都道府県を基に区分している。  

※三大都市圏は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県としている。  

 

図 2-3 これまでの障害者等の旅行の取扱実績（地域別） 

 

 

 

［旅行業種別］ 

◆旅行業種別にみると、「はい」の割合は、第 3 種旅行業が 45%とやや少ないが、

第 1 種旅行業、第 2 種旅行業ともに 50％程度である。 

 

図 2-4 これまでの障害者等の旅行の取扱実績（旅行業種別） 

   

52%

44%

62%

48%

56%

38%

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

全体

三大都市圏

その他

はい いいえ

N = 442

N = 156

N = 74

※

※

52%

53%

56%

45%

60%

48%

47%

44%

55%

40%

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

全体

第1種旅行業

第2種旅行業

第3種旅行業

地域限定旅行業

旅行業者代理業

はい いいえ

N = 442

N = 212

N = 100

N = 125

N = 5

◆地域別にみると、「はい」の割合が、三大都市圏では 44%、その他の地域では

62%であり、その他の地域の方が取扱実績の割合は大きい。  
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Ｑ２．旅行に参加した障害者等のなかに、訪日外国人旅行者はいましたか？ 

【回答（SA）】 

［Ｑ１．障害者等の旅行の取扱実績で「はい」と回答した事業者（52％）のみでの集計］ 

◆過去、障害者等の旅行の取扱を行った事業者において、旅行に参加している障害

者のうち、訪日外国人旅行者が含まれた割合は 12%である。 

 

図 2-5 障害のある訪日外国人旅行者の参加有無（取扱実績有のみでの集計） 

 

 

［全体］ 

◆全回答事業者において、旅行に参加している障害者のうち、訪日外国人旅行者が

含まれた割合は 6%である。 

 
図 2-6 障害のある訪日外国人旅行者の参加有無（全回答での集計）  

 

  

はい
12%

いいえ（不明も含む）
88%

［ 回答者数 : 228 ］

はい
6%

いいえ
94%

［ 回答者数 : 442］
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［地域別］ 

◆地域別にみると、「はい」の割合は、三大都市圏では 8%、その他の地域では 3%

であり、三大都市圏の方が、若干、訪日外国人旅行者が含まれる割合が大きい。 

 

※第 1 種旅行業以外の企業について、登録都道府県を基に区分している。  

※三大都市圏は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県としている。  

 

図 2-7 障害のある訪日外国人旅行者の参加有無（全回答での集計、地域別） 

 

  

6%

8%

3%

94%

92%

97%

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

全体

三大都市圏

その他

はい いいえ

N = 442

N = 156

N = 74

※

※
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Ｑ３．障害者等の旅行の取扱状況及びご意向を教えてください。【回答（SA）】 

◆現在の障害者等の旅行の取扱状況及び意向をみると、「取扱している」が 38%、

「今後取扱していきたい」が 11%である。 

 

 

図 2-8 現在の障害者等の旅行の取扱状況及び意向 

 

 

［Ｑ１．障害者等の旅行の取扱実績で「はい」と回答した事業者（52％）のみでの集計］ 

◆障害者等の旅行の取扱実績で「はい」と回答した事業者をみると、「取扱してい

る」が 38%、「今後取扱していきたい」が 3%である。 

 

 

図 2-9 現在の障害者等の旅行の取扱状況及び意向（実績有のみでの集計） 

 

  

取扱している
38%

今後取扱していきたい
11%

現時点で取扱の

予定はない
38%

わからない
13%

［ 回答者数 : 442 ］

38% 3% 5% 6%
これまでに

取扱実績あり

取扱している 今後取扱していきたい

現時点で取扱の予定はない わからない

N = 228
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［地域別］ 

◆地域別にみると、三大都市圏は全体と同様の傾向であるが、その他の地域は「取

扱している」の割合が 54%と高い。 

 
※第 1 種旅行業以外の企業について、登録都道府県を基に区分している。  

※三大都市圏は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県としている。  

 

図 2-10 現在の障害者等の旅行の取扱状況及び意向（地域別） 

 

 

  

38%

36%

54%

11%

12%

15%

38%

42%

22%

13%

10%

9%

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

全体

三大都市圏

その他

取扱している 今後取扱していきたい

現時点で取扱の予定はない わからない

N = 442

N = 156

N = 74

※

※
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Ｑ４．障害者等の旅行の取扱に関する課題を教えてください。【回答（MA）】 

［全体］ 

◆障害者等の旅行の取扱に関する課題をみると、「訪問先でのサポート体制の確保」

「受入が可能な運輸・宿泊機関・食事等観光施設の確保」、「専門知識の習得・人

材育成」、「訪問先の最新バリアフリー情報提供機関の不足」が 60%程度である。 

 

図 2-11 障害者等の旅行の取扱に関する課題 

［地域別］ 

◆地域別でみると、三大都市圏では、「訪問先でのサポート体制の確保」が最も多

く、63%である。一方、その他の地域では、「受入が可能な運輸・宿泊機関・食

事等観光施設の確保」が最も多く、77%である。 

◆また、「採算性の確保」を課題としてあげる割合が、三大都市圏（21%）に比べ、

その他の地域（34%）が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※第 1 種旅行業以外の企業について、登録都道府県を基に区分している。  
※三大都市圏は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県としている。  

図 2-12 障害者等の旅行の取扱に関する課題（地域別） 

  

63%

62%

59%

58%

43%

41%

28%

27%

25%

7%

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

訪問先でのサポート体制の確保

受入が可能な運輸・宿泊機関・食事など観光施設の確保

専門知識の習得・人材育成

訪問先の最新バリアフリー情報提供機関の不足

（企画旅行商品の場合、旅行会社としての）

安全面の確保、緊急時や非常時の対応

旅行参加に必要な介助者の不在

お客様の個人情報の把握・管理

採算性の確保

他の参加者の理解、サービス提供への影響

その他
［ 回答者数 : 441 ］

63%

60%

56%

58%

40%

37%

28%

21%

24%

6%

58%

77%

46%

62%

45%

42%

30%

34%

23%

8%

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

訪問先でのサポート体制の確保

受入が可能な運輸・宿泊機関・食事など観光施設の確保

専門知識の習得・人材育成

訪問先の最新バリアフリー情報提供機関の不足

（企画旅行商品の場合、旅行会社としての）

安全面の確保、緊急時や非常時の対応

旅行参加に必要な介助者の不在

お客様の個人情報の把握・管理

採算性の確保

他の参加者の理解、サービス提供への影響

その他 三大都市圏

その他

［回答者数 : 155 ］

［回答者数 : 74 ］

※

※
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［Q1．障害者等の旅行の取扱実績別のクロス集計］ 

◆障害者等の旅行の取扱実績別にみると、取扱実績がある事業者では「受入が可能

な運輸・宿泊機関・食事等観光施設の確保（69%）」が最も多く、実績がない事

業者では「専門知識の習得・人材育成（69%）」、「訪問先でのサポート体制の確

保（66%）」が多い。 

◆「採算性の確保」では、取扱実績がある事業者は 35%、取扱実績がない事業者

は 17%であり、大きな差がある。 

 

図 2-13 障害者等の旅行の取扱に関する課題（取扱実績別） 

 

＜その他の具体的な内容＞ 

[サポート体制・ノウハウ] 

・同行者がいない場合に、介助に対応する人を探すことが難しい 

・在来線の各駅から乗車される場合のサポート確保が難しい 

・障害の度合を考慮した対応が必要となる 

[施設] 

・新幹線の車いす対応の予約席数が不足 

・新幹線の車いす席の指定ができない 

・特急列車の車いす専用指定席の確保が困難 

・国内と海外の航空会社等の案内基準や提出書類等のルールの違い 

[情報・周知] 

・手配会社を介した際の情報の誤り 

・取扱に関する周知方法 

[その他] 

・認知症状をもつ高齢者等に対する接客や契約の難しさ 

 

  

61%

69%

50%

64%

42%

36%

31%

35%

28%

7%

66%

55%

69%

51%

43%

47%

25%

17%

22%

8%

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

訪問先でのサポート体制の確保

受入が可能な運輸・宿泊機関・食事など観光施設の確保

専門知識の習得・人材育成

訪問先の最新バリアフリー情報提供機関の不足

（企画旅行商品の場合、旅行会社としての）

安全面の確保、緊急時や非常時の対応

旅行参加に必要な介助者の不在

お客様の個人情報の把握・管理

採算性の確保

他の参加者の理解、サービス提供への影響

その他 実績あり

実績なし

［回答者数 : 227 ］

［回答者数 : 214 ］
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[課題の具体的な内容（主な回答）] 

項目 主な回答 

訪問先でのサポー

ト体制の確保 

◆広域観光の際に、地域をまたぐ受入や車いす等の貸出体制が弱い  

◆海外での受入体制が弱い 

受 入 が 可 能 な 運

輸・宿泊施設・食事

等観光施設の確保 

◆障害者が団体で利用可能な宿泊施設や交通機関が不十分  

◆二次調理（きざみ食等の対応）可能な施設が不十分 

◆事前の利用施設情報の収集や施設との調整等に手間がかかる 

専門知識の習得・

人材育成 

◆ノウハウを学べる機会やアドバイスを受ける体制が弱い  

訪問先の最新のバ

リアフリー情報の

不足 

◆緊急時の安全確保も含めたバリアフリー情報が集約されていない 

◆受入先の正確なバリアフリー情報の収集が難しい場合がある 

◆オリパラに向けた情報発信や予約ルールが整備されていない  

採算性 ◆バリアフリー対応ルームやリフト付きバスの手配料金が高い  

◆同行者なしで参加される場合、介助スタッフ等を手配する必要が

あり、ツアー料金が高額になってしまう 

他の参加者の理解

不足 

◆移動等に時間を要することから他の参加者から不満がでる  

◆ツアーの行程に遅れがでて観光地での滞在時間が短縮する等ツ

アーに影響がでることがある 
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Ｑ５．2019 年ラグビーワールドカップや 2020 年オリパラ東京大会の観戦のため

に訪日する障害等のある外国人向けの企画旅行商品を販売する予定はあ

りますか。 

【回答（SA）】 

◆外国人向けの企画旅行商品を販売する予定をみると、「はい」、「検討中（不明も

含む）」の割合は、あわせて１6%である。 

 

図 2-14 大型イベントに向けた外国人向け企画旅行商品の販売予定 

  

はい
1%

検討中

（不明も含む）
15%

いいえ
84%

［ 回答者数 : 442 ］
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Ｑ６．障害者等を対象とした旅行機会の拡大のために必要な支援（政策、仕組等）

に関するご意見がありましたら、ご記入ください。【回答（FA）】 

 

＜障害者等の旅行参加に関する PR 等＞ 

◆ユニバーサルツーリズムの推進に向けた顧客（障害者、健常者）向け、旅行会社向

けの PR 

◆宿泊施設等や地域住民に対する理解・意識醸成  

 

＜対応施設の拡充、バリアフリー情報・ノウハウの共有＞ 

◆観光施設、宿泊施設、交通機関等のハード、ソフト両面のバリアフリー対応の拡充

やそのための支援（バリアフリー対応の統一規格の設定、交通機関での専用待機場

所の増設・確保等） 

◆バリアフリー情報の一元化、対応施設へのロゴマークの付与  

◆リフト付きバス等割高となるバリアフリー施設利用に対する費用負担  

 

＜他地域・他団体との連携＞ 

◆障害や病気に対する対応についての勉強会や現地での介助等の体制構築  

◆障害があっても楽しむことができるツアーコンテンツに関する情報共有  

◆オリパラに向けた、旅行会社間及び医療・福祉分野との連携体制の構築 
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（2）障害者等への対応について 

Ｑ７．障害者等への対応の内容について教えてください。【回答（MA）】 

◆障害者等への対応の内容をみると、「旅行（運輸・宿泊機関、食事・観光施設）

の手配」が 35%と最も多い。 

◆次いで、「募集広告等で障害者等の参加も可能とした一般の企画旅行商品の販

売」、「専ら障害者等を対象とした企画旅行商品の販売」、「従業員への対応マニュ

アル整備や研修実施等の実施」が 6%程度である。 

 

図 2-15 障害者等への対応の内容 

  

35%

7%

6%

6%

4%

2%

62%

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

旅行（運輸・宿泊機関、食事・観光施設）の手配

募集広告などで障害者等の参加も可能とした

一般の企画旅行商品の販売

専ら障害者等を対象とした企画旅行商品の販売

従業員への対応マニュアル整備や研修実施などの実施

専門窓口や部署の設置

その他

取扱をしていない

［ 回答者数 : 442 ］
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［「旅行（運輸・宿泊機関、食事・観光施設）の手配」に回答がなかった事業者の回答］ 

◆「募集広告等で障害者等の参加も可能とした一般の企画旅行商品の販売」が最も

多く（64％）、次いで「従業員への対応マニュアル整備や研修実施等の実施」が

多い（18%）。 

 

図 2-16 障害者等への対応の内容（「旅行の手配」以外の回答者の結果） 

 

 

＜その他の具体的な内容＞ 

・一般の企画旅行商品へ参加希望があれば都度対応している 

・パンフレット、HP 等の媒体にコンテンツの追加を試みた 

・高齢者全般的に多いご要望（食事会場をイス席にする、洋室ベッドの確約、行程に

ゆとりを持つ等）に配慮して造成したツアーの販売 

・業界関係者向けユニバーサルツーリズム研修会の開催・講師を務めている 

・障害者（身体/精神/知的）・高齢者等の国内旅行を専門に扱っている 

・個人の障害の程度の確認 

  

64%

9%

18%

9%

27%

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

募集広告などで障害者等の参加も可能とした

一般の企画旅行商品の販売

専ら障害者等を対象とした企画旅行商品の販売

従業員への対応マニュアル整備や研修実施などの実施

専門窓口や部署の設置

その他
［回答者数 : 11 ］
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Ｑ８．貴社が販売する（した）専ら障害者等を対象とした企画旅行商品の概要に

ついて教えて下さい。複数有る場合、特徴有る旅行商品を５つ選び、ご記

入ください。【回答（FA）】 

※Ｑ７で「③専ら障害者等を対象とした企画旅行商品の販売」と回答した方のみ 

 

■2017 年度中の催行本数【募集型企画旅行】 

 

 

 

■2017 年度中の催行本数【受注型企画旅行】 

 

 

 

 

（3）特徴有る旅行商品の一例 

回答のなかから実施体制や集客方法に特徴有る旅行商品を以下に示す。 

 

①地域連携し企画造成したツアーに関する事例  

  KNT-CT ホールディングス株式会社（第 1 種旅行業）では地域（成田空港活用

協議会・（公社）千葉県観光物産協会・ちばプロモーション協議会）と連携し、リフ

ト付き大型バスを用いたバスツアーを実施した。 

 

 

 

図 2-17 地域連携したバスツアーのチラシ及びツアーの様子 

②旅行ポータルサイトを活用した集客の事例  

・取扱事業者：8 

・募集型企画旅行の催行本数の合計：124 本 

・取扱事業者数：2１ 

・受注型企画旅行の催行本数の合計：392 本 
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  東京トラベルパートナーズ株式会社（第 2 種旅行業）では VELTRA（旅行ポー

タルサイト）への商品掲載により集客につなげている。  

 

 図 2-18 VELTRA での掲載ページ（日本語） 

 

③会員を活用した集客の事例 

  株式会社コープトラベル（第 1 種旅行業）では生協組合員向けの広報誌にツアー

報告と販売中商品の紹介を行うことにより継続的な集客につなげている。 

 

図 2-19 コープトラベルの会員向け広報誌 
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④インバウンド向けツアーに関する事例 

  東京トラベルパートナーズ株式会社（第 2 種旅行業）では VELTRA（旅行ポー

タルサイト）英語ページへの掲載により障害のあるインバウンドを対象とした集客

につなげている。 

 

図 2-20 VELTRA での掲載ページ（英語） 

 

⑤障害者等の受入れを明示した一般向け商品の事例 

  株式会社クルーズプラネット（第１種旅行業）では車いす使用者も受入れている

ことをパンフレットに明示している。 

  また、はぎわら観光株式会社（第 2 種旅行業）ではツアー紹介チラシに一般向け

商品に並べて障害者等に配慮したツアー商品を明示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-21 障害者も参加可能であることを明示したパンフレット 
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図 2-22 障害者等に配慮した旅行商品を明示したツアーチラシ 
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（4）回答者属性 

■旅行業の区分 

◆旅行業の区分は、「第 1 種旅行業」の事業者が 48％（212 件）、「第 2 種旅行業」

の事業者が 23%（100 件）、「第 3 種旅行業」の事業者が 28%（125 件）。 

◆地域別にみると、三大都市圏では、「第 2 種旅行業」の事業者が 32%（50 件）、

「第 3 種旅行業」の事業者が 66%（103 件）。その他の地域では、「第 2 種旅

行業」の事業者が 68%（50 件）、「第 3 種旅行業」の事業者が 30%（22 件）。 

 

図 2-23 旅行業の区分 

 

 ［三大都市圏］ 

 

 ［その他の地域］ 

 

※第 1 種旅行業以外の企業について、登録都道府県を基に区分している。  

※三大都市圏は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県としている。  

 

図 2-24 旅行業の区分（地域別） 

 

 

  

第1種旅行業
48%

212件

第2種旅行業
23%

100件

第3種旅行業
28%

125件

地域限定旅行業
0.2%

1件

旅行業者代理業
1%

4件

［回答者数 : 442 ］

第2種旅行業
32%

50件

第3種旅行業
66%

103件

地域限定旅行業
0%

0件

旅行業者代理業
2%

3件

［回答者数 : 156 ］

第2種旅行業
68%

50件

第3種旅行業
30%

22件

地域限定旅行業
2%

1件

旅行業者代理業
1%

1件

［回答者数 : 74 ］
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■主な販売手法【回答（MA）】 

◆主な販売手法をみると、「法人・団体営業」が 61%と最も多く、次いで「店舗販

売」が 42%、「電話販売」が 34%。 

 

図 2-25 主な販売手法 

 

＜その他＞ 

・自社ホームページ 

・折込広告、雑誌広告 

・DM 及び委託先へのパンフレット設置 

・固定客、紹介客の手配旅行 

・会員組合員向けカタログ販売 

・口コミ営業 

・カタログギフト媒介 

・海外の旅行会社に対するランドオペレーター業務  

・グループ企業内の旅行の取扱 

・顧客訪問 

・介護関係 

・バリアフリー観光センターとの連携 

・委託販売 

・販売代理店 

・旅行業取次販売 

 

  

61%

42%

34%

29%

18%

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

法人・団体営業

店舗販売

電話販売

オンライン販売

その他

［ 回答者数 : 442 ］
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2.2 障害者のニーズの確認 

障害者のユニバーサルツアーに関するニーズを収集することを目的として、これまでの

ユニバーサルツーリズム関連の委員会等に委員として参画している障害者団体等に対して

ヒアリング調査を実施し、障害者が望むツアーやその情報発信の方法、ツアー催行時に留

意すべき点等に確認した。 

 

障害者団体へのヒアリング調査の実施概要 

調査の実施概要を下表に示す。 

 

表 2-２ ヒアリング対象及び実施スケジュール 

No ヒアリング対象団体 日時 出席者（※1） 

1 日本発達障害ネットワーク 平成 30 年５月 29 日（火） 

10:00～11:30 

橋口 亜希子 

（事務局長） 

2 日本身体障害者団体連合会 平成 30 年６月 20 日（水） 

10:00～11:00 

佐藤 加奈 

（企画調整係長） 

3 日本補助犬情報センター（※2） 平成 30 年５月 28 日（月） 

12:00～13:30 

橋爪 智子 

（専務理事兼事務局長） 

他、盲導犬ユーザー３名 

平成 30 年 6 月 8 日（金） 

10：00～11：00 

松本 江理 

（聴導犬ユーザー） 

4 全日本ろうあ連盟 平成 30 年６月６日（水） 

12:00～13:00 

吉野 幸代（理事） 

瀬川 奈美（主任） 

5 日本盲人会連合 平成 30 年６月１日（金） 

15:00～16:00 

三宅 隆（情報部長） 

遠藤 剛 

6 DPI 日本会議 平成 30 年６月５日（火） 

13:00～14:30 

山嵜 涼子、鷺原 由佳 

西田 えみ子、笠柳 大輔 

   （※1）ヒアリング実施日における役職を記載 

   （※2）団体を通じて補助犬ユーザーを紹介いただき、個別にヒアリングを実施 
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障害者団体へのヒアリング調査の調査結果 

 

（1）障害者が望む、企画型旅行商品（ツアー） 

【共通】 

・参加したいと思うツアーは障害の有無に関わらず共通である。その中で、障害

があっても楽しむことのできる配慮のあるツアーが選ばれる。また、良いツア

ーや宿泊施設にはリピーターが増える。 

【視覚障害】 

・味覚、触感、振動、音、嗅覚等五感にうったえる体験型のツアーが人気である。 

・クラブツーリズムが販売している視覚障害者向けの「ドライブ体験」に参加し

たが、常連客が多く、新規の参加が難しいほど人気が高い。  

【発達障害】 

・発達障害者は手を動かすものづくり等マニアックな体験を好む傾向がある。 

・現地まで移動せずに楽しむことができる「バーチャルツアー」があると良い。

（制約となる移動を回避でき、興味があることをピンポイントで体験可能であ

る。） 

・初めてのことに不安を感じる傾向があるため、一般ツアーへの参加経験を積む

ための「予習ツアー」があると良い。障害者及び家族は、周りへの気遣いから

旅行を諦めているケースが多いため、潜在需要の掘り起こしにつながる。 

【聴覚障害】 

・旅行会社が実施するツアー以外にも、障害者団体でグループを組んで美術館、

博物館等への日帰りのタッチツアーを企画・実施している。 

・筆談対応でも情報を確認することはできるが、特に、旅行中は手話通訳付きの

ツアーがあると情報を確認しやすく楽しみが増える。  

・H.I.S や日本旅行には、聴覚障害のある職員が従事しており、障害者目線でツ

アーを企画しアテンドしてもらえるため、ツアーを楽しむことができた。 

【肢体不自由】 

・車いす使用者の場合、温泉宿に宿泊しても客室内の浴槽しか利用できないこと

が多い。そのため、広い温泉を楽しむことができるツアーへのニーズは高い。 

・介助が必要のない車いす使用者もいるため、移動手段のみ配慮したツアーがあ

っても良い。 
 
  



 

28 

 

（2）障害者に対する、企画型旅行商品の情報発信の方法 

【全般】 

・ツアーに参加した障害者の体験談があると参加を判断する情報の一つになる。 

【視覚障害】 

・ツアー情報は旅行会社のメールマガジンや団体の会報やメーリングリスト、点

字毎日やジャーナル等から得ている。ただし、情報収集が苦手な方には届かな

い。 

・クラブツーリズムのツアーでは、行程表等の情報もメールで文字情報として届

くので内容を確認しやすい。 

【精神障害】 

・障害の特性上疲れやすいため、一般の海外ツアーに参加した際に予定が詰め込

まれており、全行程に参加することが大変だった経験がある。事前にツアーの

行程や移動手段、歩く距離等の情報が提示されていると参加を判断しやすい。 
 
 

（3）ツアー催行時に留意すべき点 

【共通】 

・普段行き慣れていない場所に行くため疲れやすい。 

・過去に参加したツアーで、事前に診断書を旅行会社に提出したが、航空会社の

様式と違うため、当日改めて診断書を記入した経験がある。必要書類を事前に

確認することで安心してツアーに参加できる環境が必要である。 

【視覚障害】 

・視覚障害でも音やにおい等で旅行先の状況を感じることができる。旅行中にガ

イドをする場合には、周りの情景も説明してもらえると良い。 

【聴覚障害】 

・聴覚障害であるが情報収集は IT 技術を活用することで概ね対応可能である。

手話通訳は対象者のみしか情報が届かないが、文字変換アプリ等であれば、障

害者も外国人も情報を得ることができる。  

・施設側が聴覚障害のある観光客にタブレットを貸し出し、遠隔手話通訳を利用

できるようにすることもサービスの一つと考えられる。 

・旅行中の集合場所等の重要な情報は紙に書いて共有する他に最近はスマートフ

ォンが普及しているため LINE を活用することもアイディアのひとつである。 

【肢体不自由】 

・事前に車いす対応トイレの場所、利用できるタイミング等の情報提供があると

良い。 
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（4）既存の企画型旅行商品への参加の課題、困りごと 

【共通】 

・参加に介助者必須のものも多く、介助者分の費用負担が生じるため旅行に出か

ける際は費用負担がネックとなる。 

・ツアー参加時には事前の受入確認が必要なので、急な参加やキャンセルもでき

ず、気軽に参加を考えにくい。 

・行きなれない場所で緊張し疲れやすくなるため、行程に配慮が必要である。 

【視覚障害】 

・バスツアーでは盲導犬スペースを確保するため、座席２つ分の料金を支払って

いる。 

・ツアー時のトイレ休憩では自身と盲導犬のトイレを済ませるため、時間が 2 倍

かかる。トイレ休憩の時間の短さ、多目的トイレの混雑等が課題である。 

【肢体不自由】 

・肢体不自由の方が旅行する際に利用可能なバスや宿泊施設が不足しているた

め、健常者と一緒に移動や宿泊ができないこともある。同じように楽しめる環

境づくりが進むとよい。 

 

（5）個人旅行の際の課題・ニーズ 

【共通】 

・居住地から介助者を連れて旅行にでかけると費用が高額になるため、旅行先で

介助者を簡単に手配できるようになると良い。また、自治体によって介助者の

申請手続きが異なるため、手続きに時間を要する場合がある。  

・地域の宿泊施設や観光施設等のバリアフリー情報を集約し、利用者が簡単に地

域の情報を収集できるプラットホームが全国に広がると良い。  

・目的地となる観光地では、現地情報を熟知している障害者ボランティアの活用

等地域資源の活用が望ましい。また、バリアがあっても人的対応でクリアして

旅行を楽しむことも可能である。 

【視覚障害】 

・海外旅行に出かける際には盲導犬の検疫手続きが必要となるため、事前の申請

を含め手間と時間を要する。 

・オートチェックイン、チェックアウト形式の施設の利用を避けている。自動化

されていてもスタッフによる対応が可能な時間帯も案内されていると良い。  

・視覚障害者が宿泊施設で 24 時間一人では行動できないことが課題である。（例

えば、大浴場が時間で入れ替わる、白杖を持ち込めない、手すりが連続してい

ない、エレベーターあっても音声案内がない、自動販売機のフロアが異なる、

文字が浮き出しになっていないボタン等） 
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多様なユニバーサルツアー商品化のための実証事業の実施 

多様なユニバーサルツアー商品化に向け、今年度初めて開催するツアー商品に対して

準備にかかる経費の一部を負担し、ツアー商品の恒常化に向けた検証を行う実証事業を

実施した。実施にあたっては、「ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会」

を組成し、実施事業者の選定及び実証事業の実施・運営管理と実施結果の評価を行った。 

また、今年度の検討成果の普及の場として成果報告会を開催し、障害者、旅行業者、

宿泊事業者、観光協会、観光案内所・DMO、自治体職員等への周知・啓発と取組機運の

醸成を図った。 

 

3.1 実施事業者の選定 

多様なユニバーサルツアー商品化のための実証事業として、まず最初に実証事業者の

選定を行った。 

以下に、実施事業者の公募、選定について示す。  

 

3.1.1 実施事業者の公募 

旅行業者、交通事業者、DMO、観光協会等でユニバーサルツアー商品を企画・販売が

可能な企業・団体を対象に、実証事業の実施事業者を公募した。なお、応募する事業者

に対しては、所定の様式に沿って、本事業において造成するユニバーサルツアーの概要、

ユニバーサルツアーの特徴、必要経費等について提出を求めた。 

公募期間は、平成 30 年 4 月 19 日（木）～5 月 31 日（木）とし、観光庁ホームペ

ージにてプレスリリースを行うとともに、公募要項等を掲示した。  

事業概要、応募者の要件、選定要件について募集要項から抜粋して以下に示す。 

 

(1)事業概要 

選定された企業・団体には１件あたり 100 万円程度（税込額）、合計 500 万円を上

限として、以下項目のとおり、本事業実施期間内に開催するユニバーサルツアーの商品

造成に向けた準備費用を負担する（ツアー参加者が支払う旅行費用、物品購入は除く）。 

【ユニバーサルツアーの商品造成に向けた準備費用】 

・ツアー造成のための事前調査に関する費用  

・ツアー募集のための広告に関する費用 

・ツアー催行のための人材育成に関する費用  等 
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(2)応募者の要件 

以下の（１）及び（２）に掲げる要件を満たす企業・団体を対象とする。 

【応募者の要件】 

（１）事業実施期間内に新規に開催するユニバーサルツアー商品を企画・販売が可能

な企業・団体（旅行会社、交通事業者、宿泊施設、DMO、観光 NPO 等）で

あること。※複数の企業・団体の共同による応募については代表者を定めた上

で可能とする。 

（２）応募者は事業実施期間内に以下のユニバーサルツアー商品を新規に販売・催行

すること。ツアーを催行する際には旅行業法、道路運送法等の法令を遵守して

いること。 

・旅行業者が募集・販売する高齢者・障害者向け旅行商品  

・交通事業者や宿泊事業者が自ら提供する高齢者・障害者向けの交通・宿泊サー

ビスに加え、体験型コンテンツやスポーツイベント等催事を包括的に販売する

商品 

・DMO や観光協会等が有償で実施する体験型コンテンツ  

 

(3)選定要件 

  選定要件は以下の 5 項目とした。 

【選定要件】 

・事業実施期間内にツアーの催行が可能であること。  

・商品の恒常化に向けた計画になっていること。  

・初回のツアーに取材を同行させる等積極的な広報活動を行うこと。  

・ツアー参加者へのアンケート調査の実施、課題や改善点の整理・報告等本事業の遂

行に必要な事項について協力すること。 

・観光庁へ定期的な報告を行い、ツアー催行後は事業実施期間内に所定の様式にて終

了報告をすること。また、観光庁にて３月に開催を予定している事業の効果検証を

目的とした検討会に参加ができること。 
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3.1.2 実施事業者の選定 

公募期間中、旅行業者：6 事業者、交通事業者：4 事業者、宿泊事業者：3 事業者、

観光協会等：10 団体、その他：8 事業者の計 31 事業者から応募書を受領した。 

受領した応募書をもとに、有識者委員会となる「第 1 回ユニバーサルツーリズム促進

事業審査・評価委員会」の審査により、６事業を選定した。 

審査・評価委員会の委員名及び選定した 6 事業者名とツアー名を以下に示す。 

 

表 3-1 ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会の委員一覧（50 音順） 

委員名 所属 

有馬 貴之 帝京大学 経済学部 観光経営学科 准教授 

稲垣 具志 日本大学 理工学部 交通システム工学科 助教 

久保田 美穂子 亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ･マネジメント学科 准教授 

グリズデイル 

バリー ジョシュア 

アクセシブル・ジャパン 代表 

社会福祉法人江寿会 アゼリー江戸川 ウェブマスター 

田口 亜希 一般社団法人日本パラリンピアンズ協会  理事 

日本郵船株式会社 広報グループ 社会貢献チーム 

山嵜 涼子 認定 NPO 法人 DPI 日本会議 

 

表 3-2  選定事業者一覧（事業者名 50 音順） 

事業者名 ツアー名 

株式会社 i-link-u 武士が案内する鎌倉ガイド 

NPO法人石川バリアフリーツアーセンター 車いす滝行＆車いすで走る千里浜の旅 

NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアー 

センター 

地域の視覚障がい者&盲導犬がプロデュ

ースする雪と氷の世界（盲導犬を伴う視

覚障がい者たちが楽しむ雪遊びツアー） 

株式会社 国際旅行社 八重山おもいでプラン 

NPO 法人長崎バリアフリー推進協議会 世界遺産・軍艦島上陸ツアー 

一般社団法人山形バリアフリー観光ツアー

センター 

世界一自由な空へ 

～つばさへ乗って行こう～ 
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3.2 実証事業の実施・運営管理 

 選定事業者は実証事業を実施し、観光庁において運営管理を行った。 

 以下より 6 事業者について、ツアーの催行日順に示す。 

 

3.2.1 車いす滝行＆車いすで走る千里浜の旅  

 NPO 法人石川バリアフリーツアーセンターの『車いす滝行＆車いすで走る千里浜の旅』

の実施結果を以下に示す。 

 

(1)実施概要 

『車いす滝行＆車いすで走る千里浜の旅』の実施概要を以下に示す。 

 

表 3-3  『車いす滝行＆車いすで走る千里浜の旅』の実施概要 

事業者名 NPO 法人石川バリアフリーツアーセンター 

共同事業者 

株式会社 石川県旅行業協会 

（石川県知事登録旅行業 第２種８８号） 

株式会社 トラベルシティ 

（石川県知事登録旅行業 第 3 種 87 号） 

実
施
内
容 

ツアー名 日本で唯一！車いす滝行＆車いすで走る千里浜の旅  

ツアー概要 

石川県中能登町の不動滝において車いすのままでの

滝行体験や、砂浜を車で走行可能な千里浜において

車いすのまま波打ち際で遊プログラムを造成し、石

川県内で集合・解散となる 2 泊 3 日の着地型旅行商

品を実施した。 

実施日 
2018 年 8 月 21 日（火）～8 月 23 日（木） 

【２泊３日】 

主対象者 車いす使用者（北海道、沖縄、神奈川、石川）  

参加者数 
18 名（障害者：7 名、健常者：11 名） 

［目標参加者数：20 名］ 

集合場所 金沢駅または小松空港 

料金 

北海道・沖縄発着：97,000 円/人、 

東京発着：77,000 円/人、 

金沢発着：50,000 円/人 
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(2)事前準備 

 

 ①周知・募集方法 

チラシの HP への掲載や全国のバリアフリーツアーセンターへの配布により周知・

募集を行った。 

 

 

 

図 3-1 チラシの制作  
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 ②現地調査の実施 

 現地調査の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

実施日：2018 年 7 月 21 日、22 日、8 月 17 日 

対象施設：中能登町 不動滝、宿泊施設、観光施設等 

  調査内容：濡れない白装束の実地検証、施設の動線  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 現地調査の様子 
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 ③研修 

研修の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

 実施日：2018 年 7 月 25 日、8 月 3 日、10 日 

 対象者：道の駅 織姫の里なかのと、旅行会社、宿泊施設等 

 研修内容：接遇研修 

 

 

図 3-3 研修の様子 

 

 

(3)本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

 

表 3-4 本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

項目 内容 

①事前調査に関する費用 ・宿泊施設（あえの風）、観光施設（中能登町不動滝、道の

駅織姫の里なかのと等）の事前調査費 

・バリアフリーに関する専門家の招聘に係る費用  

②広告に関する費用 ・ツアーチラシの制作費 

③人材育成に関する費用 ・研修開催（3 回分）に係る費用 

・バリアフリーに関する専門家の招聘に係る費用  
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(4)ツアーの実施 

 ツアーは 2018 年 8 月 21 日（火）～2018 年 8 月 23 日（木）の期間に、2 泊 3 日

で実施した。ツアーの行程及びツアーの様子を以下に示す。 

 

表 3-5 ツアーの行程 

日程 行程 

1 日目： 

2018 年 8 月 21 日（火） 

・小松空港または金沢駅 集合 

・千里浜なぎさドライブウェー 砂浜走行 

・和倉温泉 宿泊 

2 日目： 

2018 年 8 月 22 日（水） 

・中能登町不動滝 滝行体験 

・道の駅 織姫の里なかのと 昼食 

・ものづくり体験 

・和倉温泉 宿泊 

3 日目： 

2018 年 8 月 23 日（木） 

・七尾ガラス美術館 

・小松空港または金沢駅 解散 

 

 

  

  

図 3-4 ツアー1 日目の様子 
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図 3-5 ツアー2 日目の様子 

 

  

  

図 3-6 ツアー3 日目の様子 
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(5)メディアへの掲載 

 本ツアーについて、北陸中日新聞、朝日新聞、日本経済新聞等計 8 社に掲載された。ま

た、テレビ局 3 社によりツアーの様子が報道された。 

 

 

 

図 3-7 掲載された新聞記事 

 

 

図 3-8 報道されたツアーの様子（北陸朝日放送） 
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(6)参加者アンケート結果 

 ツアー参加者に対して、ツアー参加後に実施した参加者アンケート結果を以下に示す。  

 

 ①今回のツアーの満足度・今回のツアーの参加費に対する満足度（5 段階評価） 

◆ツアーの満足度は、「大変満足」が 33%、「やや満足」が 67%である。 

◆今回のツアーの参加費に対する満足度は、「妥当」が 53%、「やや高い」が 23%で

ある。 

 

 

図 3-9 ツアーの満足度 

 

図 3-10 ツアー参加費の満足度 

 

 ②今回のツアー全体の感想 

・とても楽しいツアーを企画したことに御礼申し上げる。 

・様々な施設や役所の方が温かく迎えてくださり、心のバリアフリーを感じる事ができ

た。 

・新しい体験やここでしかできない体験は仲間にも伝えたい。 

・車いすでの千里浜走行や滝行は中々体験することができないため、ツアーで体験した

ことは良かった。 

・今回のようなツアーがもっとポピュラーに世の中に知られれば障害者や高齢者が行動

する機会が増えてツアー産業も潤うし、地域活性化にも役立つ。  

 

 ③今回のツアーの改善点 

・もっと時間にゆとりがほしい。1 か所の滞在時間はもう少し長くても良い。 

・バスがリフト付き車両でなかったため、バスの乗り降りが大変だった。 

・トイレ、風呂場に手すりがなく、狭かった。 

  

大変満足
33%

やや満足

67%

どちらとも

いえない

0%

やや満足

0% 大変不満

0%

［回答者数 = 18］
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(7)実施結果 

 1）成果 

・行政と連携できたため全国でも珍しい車いすでの滝行や海岸散歩等の体験が可能とな

り、貴重な体験ができると全国的に話題性があがった。 

・接遇研修を行うことにより各施設の障害者への対応が強化した。 

・ユニバーサルツアー推進にあたり、市や町との連携、各種観光施設との協力関係が強

化した。 

・中能登町では今回のツアーを受け、バスの購入、古民家を利用した宿泊施設の開設、

施設の駐車場の拡張不動滝へ多目的トイレの設置を検討している。 

・今回制作したチラシにより、今後の集客媒体のベースができた。 

 

 2）課題 

 ①広報・集客 

・ツアー造成に時間を要し、募集期間が短くなったため、十分な告知ができなかった。 

・外国人向けに HP が多言語化されていない。 

 

 ②地域の受入態勢 

・石川県ではリフト付きのバスの手配が難しく、乗り降りの負担が大きかった。  

・地域にバリアフリールームが少ないため、障害者の参加者数が多いと全員にバリアフ

リールームを提供することが難しい。 

・旅行・観光事業者のユニバーサルツアーに対する認識が不十分である。  

・施設がバリアフリーに対応しきれていないため、同行者の負担が大きくなっている。 

 

 ③採算性 

・障害の度合いによっては特別な対応が必要になり、車両や介助者の手配等で費用が割

高になる。 

 

 ④その他 

・ゆったりと楽しめるように企画したつもりであったが、移動に想定以上の時間がかか

ってしまい慌ただしい旅になった。 
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(8)今後の展開 

 ①今回造成した商品の継続（他地域、他の障害への展開）  

・今回出た課題を改善し、次の企画につなげていく。 

・ユニバーサルツーリズムに前向きな行政に働きかけ、観光できる地域を増やす。  

・視覚障害者の観光にも展開させる。 

 

 ②外国人の高齢者・障害者の受入 

・日独のボランティア活動をとおした若者たちの国際意見交流を実施する。 

⇒ドイツでボランティア活動をしているドイツ人と日本のボランティアとの意見交換

を行い、外国人の高齢者、障害者を受入れやすい環境を整える。 

・現在、中国、香港、韓国、インドネシア、スイスと誘客に向けての話し合いを進めて

いる。 

 

 ③受入環境づくり（人材育成、施設の改善等）  

・行政や施設への接遇研修を呼びかける。 

・低コストで実施可能な改良のアドバイス等を行う。 

 

 ④宿泊施設、旅行会社等との連携 

・改装を検討中の施設には、ユニバーサルデザインのアドバイスを行う。 

・旅行会社の担当者だけでなく会社全体の意識向上を目指しセミナーや勉強会を実施す

る。 

 

 ⑤周知・広報 

・旅行会社との連携を強化し、HP やチラシ等による告知とあわせ、連携している全国

のバリアフリーツアーセンターのネットワークを活用し告知する。 

 

 

(9)第 2 回審査・評価委員会での委員によるご意見  

・今回は、行程にゆとりをもったツアーとしたとのことだが、参加者によってもニーズは

異なるため、選択できるようになっているとよい。  

・事前に宿泊する部屋がバリアフリールームであると言われ、実際に行ってみると段差が

ないだけで手すり等がない施設もある。障害の内容、レベルによっては段差解消だけで

は対応できない方もいるため、必ず事前に案内してほしい。  

・障害者自身も宿泊できる施設が少ないことは実感しているので、今回の結果を踏まえ、

事業者にアピールしてほしい。 
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3.2.2 世界一自由な空へ～つばさに乗って行こう～  

 一般社団法人山形バリアフリー観光ツアーセンターの『世界一自由な空へ～つばさに乗

って行こう～』の実施結果を以下に示す。 

 

(1)実施概要 

『世界一自由な空へ～つばさに乗って行こう～』の実施概要を以下に示す。 

 

表 3-6  『世界一自由な空へ～つばさに乗って行こう～』の実施概要（1/2） 

事業者名 一般社団法人山形バリアフリー観光ツアーセンター  

共同事業者 
八千代観光バス 株式会社 

（山形県知事登録旅行業 第 2 種 171 号） 

実
施
内
容 

ツアー名 世界一自由な空へ〜つばさに乗って行こう〜  

ツアー概要 

山形の文化である「芋煮会」、パラグライダー体験タ

ンデムフライト、観光の 3 つを組合せ、障害や高齢

の有無に関わらず、多くの方が楽しめる体験型ツア

ーを企画造成した。 

実施日 2018 年 10 月 8 日（月） 【日帰り】 

主対象者 

日本国内に留まらず、世界中の方を対象とし、障害

の有無に関わらず、高齢者や子ども達等すべての方

を対象とする。 

参加者数 
8 名（障害者：3 名、健常者：5 名） 

［目標参加者数：5 名］ 

集合場所 赤湯駅 

料金 

【芋煮会（大人）+パラグライダーフライト】 

 31,000 円 

【芋煮会（大人）+フライトなし】（同行者様用） 

 9,400 円 

【芋煮会（子ども）+フライトなし】（同行者様用） 

 7,900 円 
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表 3-7  『世界一自由な空へ～つばさに乗って行こう～』の実施概要（2/2） 

事業者名 一般社団法人山形バリアフリー観光ツアーセンター  

共同事業者 
八千代観光バス株式会社 

（山形県知事登録旅行業 第 2 種 171 号） 

実
施
内
容 

ツアー名 世界一自由な空へ〜つばさに乗って行こう〜  

ツアー概要 

パラグライダー体験フライトの他に、車いす利用者

でも楽しめる果物狩りや観光を通して、障害や高齢

の有無に関わらず楽しめる体験型ツアーを企画、造

成した。また、山形県の魅力の一つでもある温泉も

楽しめるようバリアフリールームに宿泊をする 1 泊

2 日のツアーとした。 

実施日 
2018 年 10 月 29 日（月）〜10 月 30 日（火） 

【1 泊 2 日】 

主対象者 

日本国内に留まらず、世界中の方を対象とし、障が

害の有無に関わらず、高齢者や子ども達、すべての

方を対象とする。 

参加者数 
2 名（障害者：1 名、健常者：1 名） 

［目標参加者数：5 名］ 

集合場所 JR 赤湯駅 

料金 58,400 円/人 
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(2)事前準備 

 

 ①周知・募集方法 

チラシ、Web（facebook イベント）、ホームページや PR 動画（パラグライダーフ

ライトのプロモーションビデオ、南陽市内観光のプロモーションビデオ）を用い、各

所関係団体へ周知を行い、2018 年 8 月〜2018 年 10 月の期間に募集を行った。 

  

 
図 3-11 チラシの制作 

 
図 3-12 facebook への投稿 

 

図 3-13 作成したプロモーションビデオ 

  

図 3-14 HP への掲載 
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 ②現地調査の実施 

 現地調査の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

実施日：2018 年 7 月 30 日〜2018 年 8 月 1 日 

対象施設：よねおりかんこうセンター、烏帽子山公園、松本果樹園、夕鶴の里、双松

バラ園、東の麓、長者屋敷、酒井ワイナリー、ハイジアパーク南陽、大浦

葡萄酒、結城豊太郎記念館（計 11 箇所） 

  調査内容：車いすでの施設入館の可否、入り口や通路幅の計測、介助犬の入館の可否、

障害者等用駐車区画、多目的トイレ、エレベーター等の有無  等 

  

図 3-15 現地調査の様子  
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 ③研修 

研修の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

 実施日：2018 年 9 月 19 日 

 対象者：旅館飲食店施設、一般の方 

 研修内容：（一社）日本ユニバーサルマナー協会が実施しているユニバーサルマナー検

定（3 級）を開催した。 

ユニバーサルマナー検定とは、高齢者や障害者、外国人等自分とは違う誰

かの視点に立ち、行動する「こころづかい」やユニバーサルマナーの実施

に必要な「マインド」と「アクション」を体系的に学び、身につけるため

の検定である。 

  

図 3-16 研修の様子 

 

(3)本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

 

表 3-8  本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

項目 内容 

①事前調査に関する費用 ・南陽市内にある観光施設 11 箇所（よねおりかんこうセン

ター、烏帽子山公園、松本果樹園、夕鶴の里、双松バラ園、

東の麓、長者屋敷、酒井ワイナリー、ハイジアパーク南陽、

大浦葡萄酒、結城豊太郎記念館）の事前調査費 

②広告に関する費用 ・パラグライダーフライトのプロモーションビデオ、南陽市

内のプロモーションビデオの制作費 

・ツアーチラシのデザイン費 

③人材育成に関する費用 ・ユニバーサルマナー検定開催費、会場費、検定開催の広告

宣伝費・制作費 
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(4)ツアーの実施 

 ツアーは 2018 年 10 月 8 日（月）に日帰り、10 月 29 日（月）〜10 月 30 日（火）

の期間に 1 泊 2 日で実施した。ツアーの行程及びツアーの様子を以下に示す。 

 

表 3-9 ツアーの行程（日帰りツアー） 

日程 行程 

2018 年 10 月 8 日（月） ・赤湯駅 集合 

・パラグライダーフライト準備及びフライト  

・芋煮会イベント 

・熊野大社 観光 

・ゆーなびからころ館にてショッピング及び足湯  

・赤湯駅 解散 

 

表 3-10 ツアーの行程（1 泊 2 日ツアー） 

日程 行程 

1 日目： 

2018 年 10 月 29 日（月） 

・赤湯駅 集合 

・南陽スカイパークにてフライトシュミレーション体験  

 ※雨天のため、フライトシミュレーション体験に変更  

・熊野大社 観光 

・赤湯温泉 宿泊 

2 日目： 

2018 年 10 月 30 日（火） 

・高橋フルーツランドにてぶどう狩り 

・ラスク製造工場（シベールファクトリーパーク）  見学 

・蔵王山 観光 

・赤湯駅 解散 
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図 3-17 ツアーの様子（日帰りツアー） 
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図 3-18 ツアーの様子（1 泊 2 日ツアー） 

 

(5)メディアへの掲載 

 本ツアーについて、NCV（ケーブルテレビ）や株式会社 電通のウェブサイト「cococolor」

にて報道・配信された。 

 

(6)参加者アンケート結果 

 ツアー参加者に対して、ツアー参加後に実施した参加者アンケート結果を以下に示す。  

 

 ①今回のツアーの満足度・今回のツアーの参加費に対する満足度（5 段階評価） 

◆ツアーの満足度は、「大変満足」が 90%、「やや満足」が 10%である。 

◆今回のツアーの参加費に対する満足度は、「妥当」が 80%、「やや高い」「とても安

い」が 10%である。 

 
 

図 3-19 ツアーの満足度 

 

図 3-20 ツアー参加費の満足度 

大変満足

90%

やや満足

10%

[回答者数=10]

やや高い

10%

妥当

80%

とても安い

10%

[回答者数=10]
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(7)実施結果 

 1）成果 

・チラシ等の発信ツールの元ができ、今後ユニバーサルツアーを展開していく上でのベ

ースを作ることができた。 

・南陽市内観光のプロモーションビデオとパラグライダーフライトのプロモーションビ

デオを作成し、YouTube やホームページ等で公開した。多くの方に知っていただく

きっかけ作りに繋がった。 

・今回のツアー造成により宿泊・観光施設やパラグライダーのフライト先、他協力機関

（旅行会社等）との連携を築くことができた。 

・ユニバーサルマナー検定を実施したことにより、ハード面のみならず、ソフト面の底

上げを図ることができた。 

・施設のバリアフリー調査をしたことによりバリアフリー状況に関する情報が増え、お

客様への案内及び問合せの対応の幅が広がった。 

・調査を通し、施設側としてはこれまでバリアフリーではないと思っていても、少しの

工夫でバリアフリーになるということお伝えすることで、バリアフリーを身近に感じ

ていただくことができ、興味関心を持っていただくきっかけを作ることができた。 

 

 2）課題 

 ①広報・集客 

・金額が高いということで集客に苦戦をした。 

⇒ツアー造成にあたり、提示金額は最小限のものとした。それ以外のもの（通訳案内士

の手配等）はオプションとして設定し、応募の間口を広げる必要がある。 

 

 ②地域の受入態勢 

・福祉車両の導入等二次交通の整備が必要である。 

⇒山形県は車社会であり、福祉車両の必要性が高いにも関わらず、リフト付きの大型バ

スが 1 台もない。中型や小型も含め、リフト付きの福祉タクシーを増やしていけるよ

う協力機関に今後働きかけが必要である。 

・悪天候時の対応（代替案の充実）が必要である。 

⇒ツアーのメインとなっているパラグライダーフライトは天候に左右されやすく、また

事前予約制となっているので日程変更も難しいところがある。天気予報で当日の天候

が悪いとわかると予約をキャンセルされるお客様も多くいる中で、今後パラグライダ

ー以外にもバリアフリーアクティビティを充実させ、悪天候でもキャンセルをするこ

となく山形県に来てもらえる目的を山形県全体で整備する必要がある。 
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(8)今後の展開 

 ①今回造成した商品の継続（他地域、他の障害への展開）  

  南陽市のパラグライダーフライト以外にも、上山のクワオルトや寒河江のラフトボ

ート体験等魅力あるバリアフリーアクティビティを協力機関と共に増やしていき、よ

り多くの方が楽しむことができるよう、山形県全域でバリアフリー観光の普及に取組

む。 

 

 ②外国人の高齢者・障害者の受入 

  現在、多くの宿泊観光施設に Free Wi-Fi が設置されている所が多くあるが、個別

での設置になっている。今後バリアフリーインバウンドに取組んでいく上で、まずは

山形県全域で共通して使える Free Wi-Fi の整備に取組む。 

 

 ③受入環境づくり（人材育成、施設の改善等）  

  今回行ったユニバーサルマナー検定を継続して開催することで、宿泊施設・観光施

設のみならず、地域全体で高齢者や障害者の受入態勢を強化する。 

  さらに、高齢者疑似体験セットを利用して、バリア体験をしていただく講習会を開

催し、障害を身近に感じてもらい、心のバリアフリーの普及に繋げる。 

  また、旅館宿泊施設・観光施設のバリアフリー調査やバリアフリー改修アドバイス

を継続する。 

 

 ④周知・広報 

・山形県のバリアフリー情報をまとめたプロモーションビデオ等を作成し、SNS 等の活

用により、情報発信の幅を広める。 

⇒全国放送にて取組を取り上げていただいたことや車いすでのパラグライダーフライ

トをメインとした観光がスポーツ文化ツーリズムアワード 2018 にて表彰をいただ

いたことにより、現在注目度が非常に高くなっている。さらに、ホームページ等のア

クセスも増えてきている。より多くの方に知っていただくために、山形県のバリアフ

リー情報をまとめたプロモーションビデオ等を作成し、山形に行ってみたいと思って

もらえるように情報発信の幅を広める。 

 

 ⑤組織体制 

・旅行業登録を見据えた展開。 

⇒現在、山形バリアフリー観光ツアーセンターは旅行業の登録がないため、今回のツア

ーでは関係企業にご協力いただいて企画運営をすることができた。今後、より多くの

ツアーやイベントを展開していく上で、旅行業登録を見据え、より幅広いサービスを

提供できるようにしていく必要がある。 
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(9)第 2 回審査・評価委員会での委員によるご意見 

・報告にもあったように、天候に左右されるという点は改善が必要であり、悪天候時に実

施可能な魅力的なアクティビティの代替案を事前につくりパンフレットに掲載してア

ピールするとよい。 

・外国人に対しては英語での案内や情報提供は重要である。 

・障害レベルはどの程度まで対応可能か、障害レベルごとの対応内容等具体的に情報提供

されているとよい。 
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3.2.3 武士が案内する鎌倉ガイド 

 株式会社 i-link-u の『武士が案内する鎌倉ガイド』の実施結果を以下に示す。 

 

(1)実施概要 

『武士が案内する鎌倉ガイド』の実施概要を以下に示す。 

 

表 3-11  『武士が案内する鎌倉ガイド』の実施概要 

事業者名 株式会社 i-link-u 

実
施
内
容 

ツアー名 武士が案内する鎌倉ガイド 

ツアー概要 

障害者・健常者、患者、年齢、国籍を問わず鎌倉の

歴史・文化を知り、人との交流を楽しみ感動の共有

を生み出す。 

実施日 2018 年 10 月 14 日（日） 

主対象者 
ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者、居住地（東京、

神奈川等） 

参加者数 
80 名（障害者：7 名、健常者：70 名） 

［目標参加者数：50 名］ 

集合場所 長谷駅 

料金 2,000 円/人 
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(2)事前準備 

 

 ①周知・募集方法 

SNS（facebook、twitter)、ALS 患者会のメーリングリストへの告知、インター

ネットによる告知を行い、2018 年 7 月～2018 年 10 月の期間に募集を行った。 

 

 

図 3-21 facebook への投稿 

 

図 3-22 twitter への投稿 

 

図 3-23 インターネットによる告知 
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 ②現地調査の実施 

 現地調査の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

実施日：2018 年 7 月 14 日、7 月 29 日 

対象施設：鎌倉宮、妙本寺、長谷寺、長谷駅、鎌倉大仏、手打ちそば宮前、  

        由比ガ浜海岸、光則寺 等 

  調査内容：バリアフリー調査、食事形態 

 

図 3-24 現地調査の様子 

 ③研修 

研修の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

 実施日：2018 年 8 月 23 日～11 月 29 日（6 回） 

 対象者：スタッフ 

 研修内容：鎌倉おもてなし講座、マナー研修 

 

図 3-25 研修の様子 
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(3)本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

 

表 3-12 本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

項目 内容 

①事前調査に関する費用 ・観光施設 8 箇所（鎌倉宮、妙本寺、長谷寺、長谷駅、鎌

倉大仏、手打ちそば宮前、光則寺等）の事前調査費 

②広告に関する費用 ・ALS 患者会との打合せに係る費用 

・インターネットによる募集告知に係る費用 

③人材育成に関する費用 ・研修（鎌倉おもてなし講座、マナー研修）への参加費（計

6 回） 
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(4)ツアーの実施 

 ツアーは 2018 年 10 月 14 日（日）の期間に日帰りで実施した。ツアーの行程及びツ

アーの様子を以下に示す。 

 

表 3-13 ツアーの行程 

日程 行程 

2019 年 10 月 14 日（日） ・長谷寺 集合 

・鎌倉市内散策 

・鎌倉能舞台（順次解散、希望者は海岸へ移動）  

 

  

  

図 3-26 ツアーの様子 

 

  



59 

(5)メディアへの掲載 

 本事業について、東洋経済オンライン、Japan times に掲載された。掲載された記事を

以下に示す。 

 

 
 

図 3-27 掲載された新聞記事 
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(6)参加者アンケート結果 

 ①今回のツアーの満足度・今回のツアーの参加費に対する満足度（5 段階評価） 

◆ツアーの満足度は、4.71／5 であり、満足度は高い。 

◆今回のツアーの参加費に対する満足度は、全員「妥当」である。 

※アンケート調査の回答数は 21 サンプルである。 

 ②今回のツアー全体の感想 

・多くの人と交流ができてよかった。 

・患者さんへの理解が少し深まった。 

・バリアを感じることもあったが工夫で解消できる。 

・みんなが想いをひとつに様々な経験するということは、楽しく貴重な経験で来てよか

った。 

・大勢でサポートすれば、ALS の方の旅行も可能になると実感した。 

・ミキサー食には感動した。ミキサー食を提供できる店が増えると良い。 

・今日のように、大勢の知らない方とお会いして、よい経験になった。 
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(7)実施結果 

 1）成果 

・運営するゲストハウス、サテライト等宿泊客へのパッケージ提案サービスの開発  

・障害者の人の専用のコンテンツではなく、誰もが行きたいと思えるようなコンテンツ

を創造することができた。 

・アクセシブルにするための技術、環境整備、情報保障をソフトハードの面で実現して

いくためのファーストステップとなった。 

・医療関係者、一般の参加者が旅・観光を通して触れ合う中で、人材育成ができた。  

・数値目標を持ち、宿泊も含めて収益性をもち、持続可能な事業にできることがわかっ

た。 

・集客、営業先が明確になった。 

 

 2）課題 

 ①広報・集客 

・提案する営業先リストの精査とツアー内容の PR が必要である。 

 

 ②地域の受入態勢 

・利用施設や移動手段（バス等）がバリアフリー対応していないものが多く、調整が必

要である。 

・障害者等への情報提供、アクセシブルな環境づくりに向け、地域に更なる啓蒙と研修

が必要である。 

 

 ③採算性 

・バリアフリー対応の施設、車両等が割高となるため、ツアー料金を調整する必要があ

る。 

 

 ④その他 

・発着型ツアーガイドの育成が必要である。 

・コンテンツの開発が必要である。 
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(8)今後の展開 

 ①今回造成したツアーの継続（他地域、他の障害への展開） 

・旅行会社と連携し宿泊と観光案内の組み合わせで収益を確保する。 

・由比ガ浜海岸のバリアフリービーチとの連携を図る。 

 

 ②外国人の高齢者・障害者の受入 

・多言語対応可能なガイド従業員を育成する。 

・英語・中国語対応の強化、翻訳デバイス会社と実証実験を実施する。 

 

 ③受入環境づくり（人材育成、施設の改善等）  

・JINRIKI 等の補助器具の活用。 

・簡易スロープの設置個所を増やす。 

・障害者のツアーコンダクターを育成する。 

 

 ④宿泊施設、旅行会社等との連携 

・48 か所ある湘南エリアの宿泊施設との連携を強化する。 

・自社の簡易宿泊所と連携したパッケージでのサービス提供。 

 

 ⑤周知・広報 

・高齢者施設・学校への周知活動を行う。 

・武士を 7 人に増員し、宣伝広報集客を強化する。 

 

 

(9)第 2 回審査・評価委員会での委員によるご意見  

・今回の参加者や潜在的な市場に対し、鎌倉で見たいもの、体験したいこと等マーケティ

ング調査を行い、企画に反映するとよい。 

・魅力的なツアーになると価格もあげることができる。  

・障害者の仲間と一緒に出かけたいというニーズはある。だが、皆でいっても行きたい場

所が異なることもあるため、集合場所や休憩場所、トイレの情報等あらかじめ提供され

ているとよい。 

・今回のツアー企画にあたり、道路環境など、ハード面でルートの設定などに制約となっ

た箇所を示すと良い。 
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3.2.4 八重山おもいでプラン 

 株式会社 国際旅行社の『八重山おもいでプラン』の実施結果を以下に示す。 

 

(1)実施概要 

『八重山おもいでプラン』の実施概要を以下に示す。 

 

表 3-14  『八重山おもいでプラン』の実施概要 

事業者名 
株式会社 国際旅行社 

（観光庁長官登録旅行業 第 1 種 411 号） 

実
施
内
容 

ツアー名 八重山おもいでプラン 

ツアー概要 
外国人車いすユーザーでも参加できる沖縄の離島を

楽しむ 2 日間のツアーを実施した。 

実施日 
2019 年 1 月 29 日（火）～1 月 30 日（水） 

【1 泊 2 日】 

主対象者 肢体不自由者とその家族（外国人） 

参加者数 
２名（障害者：１名、健常者：１名） 

［目標参加者数：30 名］（国内、海外） 

集合場所 那覇空港 

料金 57,500 円/人 
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(2)事前準備 

 

 ①周知・募集方法 

ホームページや facebook への掲載、介護事業所への営業、新聞への掲載により、

2018 年 10 月～2019 年 2 月の期間に募集を行った。（国内向けは 10 月、台湾向

けは 1 月より実施） 

 

  

図 3-28 チラシの制作 

（左：日本語版、右：繁体語版） 

 

図 3-29 facebook への投稿 

 

図 3-30 HP への掲載 

 

 

 

 

図 3-31 新聞への掲載 

 

図 3-32 新聞への掲載 

 

図 3-33 新聞への掲載 
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 ②現地調査の実施 

 現地調査の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

実施日：2018 年 ７月 31 日 

対象施設：ホテルルートイングランティア石垣、ホテル海邦石垣島、グランヴィリオ

ガーデン、ホテルイーストチャイナシー、やいま村、川平湾、あずまタク

シー、フタバレンタカー、㈱ケアアテンド  TettoMe 

  調査内容： 

・ホテルへの周知と協力依頼、体制構築を深める  

・各施設(観光施設、レンタカー業者、観光タクシー業者)へ周知と協力体制構築 
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 ③研修 

研修の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

 実施日：2018 年 11 月 13 日 

 対象者：フタバレンタカー、やいま村、グランヴィリオリゾート、㈱ケアアテンド

TettoMe、ホテル海邦 

 研修内容： 

・八重山おもいでプランのコースをめぐり、車いす参加者視点のバリアフリー確認 

・「八重山おもいでプラン」参画企業への挨拶と意見交換 

・外国語対応の確認と相談 

・業者間ネットワークの構築 

 

 
 

  

  

図 3-34 研修の様子 
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(3)本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

 

表 3-15 本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

項目 内容 

①事前調査に関する費用 ・宿泊施設 4 施設、観光施設計 2 箇所（やいま村、川平湾

等）、交通機関（フタバレンタカー等）の事前調査費 

②広告に関する費用 ・ツアーチラシの制作費、ツアーチラシの翻訳費  

・新聞広告掲載費 

③人材育成に関する費用 ・研修開催に係る準備費用 

④その他 ・企画旅行取引条件書の翻訳費 

 

 

(4)ツアーの実施 

 ツアーは 2019 年 1 月 29 日（火）～1 月 30 日（水）の期間に 1 泊 2 日で実施した。

ツアーの行程及びツアーの様子を以下に示す。 

 

表 3-16 ツアーの行程 

日程 行程 

1 日目： 

2019 年 1 月 29 日（火） 

・那覇空港 集合 

・石垣空港 到着（介護タクシーに乗車） 

・川平湾 見学 

・石垣やいま村 観光 

（伝統文化体験・リスザルの森にてふれあい体験・  

 やーあしびー体験） 

・ホテル 解散 

2 日目： 

2019 年 1 月 30 日（水） 

・終日自由行動（八重山博物館 等） 

・石垣空港 出発 

・那覇空港到着後解散 
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図 3-35 ツアー1 日目の様子 

 

  

図 3-36 ツアー2 日目の様子 
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(5)参加者アンケート結果 

 ツアー参加者に対して、ツアー参加後に実施した参加者アンケート結果を以下に示す。  

 

 ①今回のツアーの満足度・今回のツアーの参加費に対する満足度（5 段階評価） 

◆ツアーの満足度は、2 名とも「大変満足」である。 

◆今回のツアーの参加費に対する満足度は、2 名とも「妥当」であった。 

 

(6)実施結果 

 1）成果 

・外国人も参加できるユニバーサルツーリズム商品を造成することができた。 

・写真を利用した言語がいらない旅行内容説明ツールの作成ができた。 

・繁体語旅行条件書の配布により、旅行契約の不安を軽減することができた。 

・ホテル、体験施設のバリアフリー対応が強化された。 

・ホームページでの情報発信ツールを構築した。 

 

 2）課題 

 ①広報・集客 

・ターゲットの障害者等やその家族はユニバーサルツーリズムの存在を知らず、旅行に

行くことを想定していない方も多い。そのため、通常の商品を販売するような広報の

みでなく、家族旅行の提案を行うような広報も必要である。 

・台湾の旅行社、沖縄にある台湾人受入旅行社は、クルーズ船等の団体に注力しており、

採算性が薄い個人型旅行をあまり扱わない。商品形態についても、引き続き検討が必

要である。 

 

 ②地域の受入態勢 

・旅行社としても外国人申込受付の際に、多言語化に対応しているわけではないため、

受け皿整備が必要である。 

・海外の人も、参加に向けた不安を払しょくするために専門的なことを相談したいが、

多言語で相談を受ける環境が整っていない。 

 

 ③採算性 

・要介護者は一人ひとりの状態が違う点、バリアフリールームが多くない点、介護タク

シーやレンタカーも限りがある点から、団体での受入が困難である。 

 

 ④その他 

・参加されるお客様には本商品に含まれるサービス内容を十分に理解していただく必要

がある。商品は、「車いすの方でも安心のやさしい旅」と宣伝しているが、ヘルパー

や添乗員はついていないため、お客様が期待するサービスに誤解が無いように気を付

ける。  
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(7)今後の展開 

 ①今回造成した商品の継続（他地域、他の障害への展開）  

・沖縄本島版、久米島版、宮古島版を企画する予定である。 

 

 ②外国人の高齢者・障害者の受入 

・今後も同様のツアーを実施する。 

・参加した外国人のお客様に SNS で発信してもらい、参加者を増やす。 

 

 ③受入環境づくり（人材育成、施設の改善等）  

・ツアーの出発を増やすことで、宿泊施設、観光施設等の受入経験を増やす。  

・海外の旅行社との連携を図る。 

 

 ④周知・広報 

・YouTube 等を活用した動画イメージで海外へアプローチする。 

・全国の施設へのダイレクトメッセージを活用する。 

・介護関係雑誌を利用した広報を実施する。 

 

(8)第 2 回審査・評価委員会での委員によるご意見  

・グラスボートに行くまでの砂浜や乗り込むときの段差について、前輪を上げて移動がで

きるのは自走式の車いすとなる。そのため、貸出用の自走式車いすを置いておく等の対

応が考えられる。 

・今回、添乗員なしのツアーとのことだが、海外から参加される場合に、添乗員なしで言

葉やトイレをはじめとした現地のバリアフリー施設情報等に不安を感じる。 

・添乗員付きの本島とセットのパッケージツアーになるとよい。 

・台湾にも障害者団体も多いため、現地の旅行会社と連携し、パッケージのバリアフリー

ツアーとした方が、障害者としては安心して参加しやすい。 

・団体ツアーで参加者が複数人いるのであれば、多言語対応のヘルパーではなく、ヘルパ

ーに加え多言語対応ができるガイドという組み合わせでもよい。 
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3.2.5 地域の視覚障がい者&盲導犬がプロデュースする雪と氷の世界 

   (盲導犬を伴う視覚障がい者たちが楽しむ雪遊びツアー) 

 NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンターの『地域の視覚障がい者&盲導犬がプ

ロデュースする雪と氷の世界(盲導犬を伴う視覚障がい者たちが楽しむ雪遊びツアー)』の

実施結果を以下に示す。 

 

(1)実施概要 

『地域の視覚障がい者&盲導犬がプロデュースする雪と氷の世界(盲導犬を伴う視覚障

がい者たちが楽しむ雪遊びツアー)』の実施概要を以下に示す。 

 

表 3-17  『地域の視覚障がい者&盲導犬がプロデュースする雪と氷の世界』の実施概要 

事業者名 NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンター  

共同事業者 
旭川ふるさと旅行 株式会社 

（北海道知事登録旅行業 第 2 種 517 号） 

実
施
内
容 

ツアー名 
地域の視覚障がい者&盲導犬がプロデュースする雪と氷の世

界（盲導犬を伴う視覚障がい者たちが楽しむ雪遊びツアー） 

ツアー概要 

積雪寒冷の北海道旭川で旭山動物園ペンギンの散歩見学やス

ケート、スキー、雪遊びを盲導犬ユーザーとともに障害の有無

や老若男女、国籍に関わらず一緒に楽しむ。 

実施日 
2019 年 2 月 6 日（水）～2 月 8 日（金） 

【日帰り、1 泊 2 日、2 泊 3 日】 

主対象者 視覚障害者・身体障害者 

参加者数 

16 名（障害者：6 名、盲導犬 3 頭、健常者：10 名）※日帰

り参加も含む 

［目標参加者数：12 名］ 

（障害者 6 名、盲導犬 6 頭、健常者：6 名） 

集合場所 JR 旭川駅内観光案内所 

料金 

 日帰り：  6,000 円/人 

1 泊 2 日：16,000 円/人 

2 泊 3 日：26,000 円/人 
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(2)事前準備 

 

 ①周知・募集方法 

北海道盲導犬協会、札幌市視覚障害者福祉協会等での PRの他、Web(FBイベント)、

HBC ラジオ、チラシ、新聞、SNS 等を用い周知を行い、2018 年 11 月～2019 年

1 月の期間に募集を行った。 

 

 

図 3-37 チラシの制作 

 

 

 

 

 

 
図 3-38 facebook への投稿 

 

図 3-39 ラジオへの出演 
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 ②現地調査の実施 

 現地調査の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

実施日：2018 年 8 月～2019 年１月 

対象施設：旭川駅ホーム、旭山動物園、ホテル 等 

  調査内容：旭川駅の乗り降り、観光施設へのアクセスや動線 等 

 

  

  

図 3-40 現地調査の様子 
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 ③研修 

研修の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

 実施日：2018 年 12 月～2019 年 1 月 

 対象者：視覚障害者・ヘルパー・観光関係者(ホテル等） 

 研修内容：盲導犬受入のための研修会 

 

  

  

  

図 3-41 研修の様子 
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(3)本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

 

表 3-18 本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

項目 内容 

①事前調査に関する費用 ・宿泊施設、観光施設 3 箇所（旭川駅、旭川冬まつり会場、

旭山動物園等）の事前調査費 

②広告に関する費用 ・ツアーチラシの制作費 

③人材育成に関する費用 ・研修開催に係る費用 
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(4)ツアーの実施 

 ツアーは 2019 年 2 月 6 日（水）～2019 年 2 月 8 日（金）の期間に、日帰り、1 泊

2 日、2 泊 3 日の 3 パターンで実施した。ツアーの行程及びツアーの様子を以下に示す。 

 

表 3-19 ツアーの行程 

日程 行程 

1 日目： 

2019 年 2 月 6 日（水） 

・JR 旭川駅内観光案内所 集合 

・JR 旭川駅前「ゆっきリンク」 盲導犬とスケート体験 

・旭川冬まつり（会場見学・100m 滑り台体験） 

・旭川市科学館サイパル 

・あさひかわ雪あかり（盲導犬ユーザーも点灯式参加）  

・夕食（地場農畜産レストラン エスペリオ） 

・ホテル 解散 

2 日目： 

2019 年 2 月 7 日（木） 

・旭山動物園（ペンギンの散歩見学） 

・昼食（あさひやま雪の村 ジンギスカン） 

・雪あそび（ラフティング・圧雪車乗車）  

・JR 旭川駅 解散 

3 日目： 

2019 年 2 月 8 日（金） 

・自由行動 
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図 3-42 ツアー1 日目の様子  
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図 3-43 ツアー2 日目の様子 
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(5)メディアへの掲載 

 本ツアーについて、北海道新聞、あさひかわ新聞、メディアあさひかわに掲載された。  

掲載された新聞記事を以下に示す。 

 

 

 

 

 

図 3-44 掲載された新聞記事 
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(6)参加者アンケート結果 

 ツアー参加者に対して、ツアー参加後に実施した参加者アンケート結果を以下に示す。  

 

 ①今回のツアーの満足度・今回のツアーの参加費に対する満足度（5 段階評価） 

◆ツアーの満足度は、「大変満足」が 37%、「やや満足」が 63%である。 

◆今回のツアーの参加費に対する満足度は、「妥当」が 71%、「やや高い」が 29%で

ある。 

 

 ②今回のツアー全体の感想 

・雪道が不安でしたが安心して歩くことができた。ラフティングやジンギスカンも楽し

く美味しかった。これからできそうなことややってみたいこと等夢のある話が広がっ

て楽しいひと時に御礼申し上げる。 

・夏場の暖かい時期の開催ならぜひ参加したいし、他の方々にもおすすめできる。 

 

 ③今回のツアーの改善点 

・渋滞等は積雪状況によって仕方がないことだが、おおよその所要時間がわかればなお

良かった。 

・動物園は建物が増えて行きにくさがあったが、介助者の方がいて安心して楽しめた。

今回見られなかった建物の中の動物も見てみたい。 

・参加人数が多くなったらガイドがマンツーマンで対応してくれるのか心配である。 

・祭り会場でもう少し時間がとれたらよかった。今回視覚障害者が対象とのことだった

ので、それぞれの会場での体験前に情報提供はあってもよい。  

・周りの様子をもう少し細かくガイドしてもらえるとよりよかった。動物園や冬まつり

会場で過ごす時間が短く、もう少し時間をかけてゆったり過ごしたかった。  
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(7)実施結果 

 1）成果 

・事前調査段階で地域の宿泊施設や観光施設、交通機関等で盲導犬同伴客を受入拒否す

る率が激減していることがわかった。 

・準備段階から宿泊施設等地域の受入体制づくりとそのノウハウ醸成の必要性を共有す

ることができ、共に実体験を積み重ねる機会づくりに取組むことができた。 

・観光施設、宿泊施設等それぞれの受入環境の整備、ノウハウの蓄積が具体的に進めら

れる地域関係者間の連携の強化促進が図られた。  

・ホームページ等情報発信ツールの活用で、全国の盲導犬ユーザーや札幌、旭川の盲導

犬ユーザーや視覚障害者との交流密度が増した。 

 

 2）課題 

 ①広報・集客 

・これまで冬に盲導犬を伴う旅行実例がなく、集客対象の視覚障害者は当然地域の宿泊

施設や観光関係者にとっても未体験であり、それぞれが理解して準備する段階までは

至らなかった。 

・全国からの集客を目指したが、積雪寒冷地でのサポート訓練をした盲導犬自体が少な

く、今回のツアーで実証してから取組むことにした。 

・今回の全国への周知はハーネスフレンズの会有志がこのトライアルの様子を全国各地

の会員に向けて発信してくれた。 

 

 ②地域の受入態勢 

・地域の宿泊施設や観光関連施設等では受入意欲はあるが実体験がないため、地域内で

の盲導犬ユーザーはじめ視覚障害者との交流の機会づくりが大切だと気付いた。  

 

 ③採算性 

・今回のツアーでは、ゆとりある対応ができる体制をとったため、採算性確保に向けて

の課題整理が必要となっている。 

・視覚障害者の対応は大きな設備投資も不要で、受入側のソフト的な人材育成で解決で

きるものと思う。 

 

 ④その他 

・スケジュールの組立によっては、盲導犬のトイレ・食事等の時間の考慮が必要であっ

た。 
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(8)今後の展開 

 ①今回造成した商品の継続（他地域、他の障害への展開）  

・今後他地域でも障者を対象としたツアーを実施し、各観光関連施設等に障害者でも楽

しめることを知ってもらいたい。 

・具体的には、続けて札幌エリアでの「盲導犬ユーザーと一緒に雪遊び in さっぽろ」を

実施して旭川・札幌の連携を高め、同様のツアーの企画・造成を進める。  

 

 ②外国人の高齢者・障害者の受入 

・カムイ大雪バリアフリーツアーセンターに所属する通訳案内士により、今回の「盲導

犬ユーザーと一緒に雪遊び」等の多言語の情報発信を進め、外国人向けのバリアフリ

ー観光を促進する。 

 

 ③受入環境づくり（人材育成、施設の改善等）  

・発地・着地双方の優しい旅を提供するサポーター育成を進め、施設等に必要な改善を

進める。 

 

 ④宿泊施設、旅行会社等との連携 

・ユニバーサルツーリズムに取組む旅行会社や航空会社等との情報交換、研修の機会つ

くりを進め、発地・着地双方での路線バスやタクシー等地域交通の UD 化を高め、自

宅からの旅のルート整備にとりかかる。 

 

 ⑤周知・広報 

・今回の「盲導犬ユーザーと一緒に雪遊び」等の実績を国内外に広く情報発信し、集客

に結び付ける。 

 

(9)第 2 回審査・評価委員会での委員によるご意見  

・ツアーの企画の段階で障害者が参加していることはとてもよい。参加する側としても安

心できる。 

・今回の取組を通じて地域の受入実態がわかったとのことであるが、これが社会をかえる

きっかけにしていただき、これから障害者を交えながら、いかに改善するか行政も巻き

込みながら考えてほしい。 

・寒冷地の訓練をうけた盲導犬が少ないことがあげられていたが、今後どのように課題を

克服するか、全国の盲導犬ユーザーに対していかに情報発信していくのか考えてほし

い。 
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3.2.6 世界遺産・軍艦島上陸ツアー 

 NPO 法人長崎バリアフリー推進協議会の『世界遺産・軍艦島上陸ツアー』の実施結果

を以下に示す。 

 

(1)実施概要 

『世界遺産・軍艦島上陸ツアー』の実施概要を以下に示す。 

 

表 3-20  『世界遺産・軍艦島上陸ツアー』の実施概要 

事業者名 NPO 法人長崎バリアフリー推進協議会 

共同事業者 
長崎バス観光 株式会社 

（長崎県知事登録旅行業 第 2 種 131 号） 

実
施
内
容 

ツアー名 世界遺産・軍艦島上陸ツアー 

ツアー概要 

長崎の課題である各観光地までの導線の確保と現在車いすで

は入れない軍艦島、大浦天主堂等の世界遺産を巡るツアーを

実施した。 

実施日 2019 年 2 月 8 日（金）～2 月 9 日（土） 【1 泊 2 日】 

主対象者 車いす使用者 

参加者数 

11 名（障害者 3 名・健常者 8 名） 

※障害者 3 名のうち 1 名は、グリズデイルバリージョシュア

委員による視察 

［目標参加人数：20 名］ 

集合場所 長崎駅前 

料金 29,800 円/人（宿泊なし 20,000 円/人） 
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(2)事前準備 

 

 ①周知・募集方法 

 チラシ、facebook を用い、周知・募集を行った。 

 

 

 

図 3-45 チラシの制作 
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 ②現地調査の実施 

 現地調査の実施概要及び調査の様子を以下に示す。 

 

対象施設：軍艦島、グラバー園、大浦天主堂、出島、 

     長崎ランタンフェスティバル会場 等 

  調査内容：軍艦島上陸時の課題、観光施設等の動線の確認と対応方法の検証  

 

  

  

図 3-46 現地調査の様子 

 

 

(3)本事業において観光庁が準備費用を一部負担した内容 

 

表 3-21 本事業において観光庁が準備費用のを一部負担した内容 

項目 内容 

①事前調査に関する費用 ・観光施設計 5 箇所（軍艦島、グラバー園、大浦天主堂、

出島、長崎ランタンフェスティバル会場等）の事前調査

費 

②広告に関する費用 ・ツアーチラシの制作費、SNS 等の投稿に係る人件費 

・長崎市内観光のプロモーションビデオの制作費  
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(4)ツアーの実施 

 ツアーは 2019 年 2 月 8 日（金）～2 月 9 日（土）の期間に、1 泊 2 日で実施した。

ツアーの行程及びツアーの様子を以下に示す。 

 

表 3-22 ツアーの行程 

日程 行程 

1 日目： 

2019 年 2 月 8 日（金） 

・JR 長崎駅前 集合（リフト付きバスにて移動） 

・軍艦島クルーズ 

・出島表門見学 

・長崎ランタンフェスティバル会場にて自由行動  

2 日目： 

2019 年 2 月 9 日（土） 

・グラバー園 見学 

・大浦天主堂 見学 

・JR 長崎駅前 解散 

 

 

  

  

図 3-47 ツアー1 日目の様子 
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図 3-48 ツアー2 日目の様子 
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(5)メディアへの掲載 

 本ツアーについて、長崎新聞に掲載された。また、長崎文化放送によりツアーの様子が

報道された。 

 

 

図 3-49 長崎新聞 

 

 

 
図 3-50 地元テレビ局での放送（長崎文化放送 2 月 10 日放送） 
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(6)参加者アンケート結果 

 ツアー参加者に対して、ツアー参加後に実施した参加者アンケート結果を以下に示す。  

 

 ①今回のツアーの満足度・今回のツアーの参加費に対する満足度（5 段階評価） 

◆ツアーの満足度は、「大変満足」が 67%、「やや満足」が 33%である。 

◆今回のツアーの参加費に対する満足度は、「妥当」が 67%、「やや高い」が 33%で

ある。 

 

 ②今回のツアー全体の感想 

・充実した内容だった。ツアーとして販売したときにこれだけの介助者が確保できるの

か気になる。 

・絶対に行けないと思い込んでいた所に行けてとても感動した。少し改善すると素晴ら

しいツアーになる。 

 

 ③今回のツアーの改善点 

・水分補給の調整ができるよう、最初にもらったスケジュール表にトイレ休憩の時間を

示してほしかった。 

・軍艦島での下船時に車いすを持ち上げてもらったが、持ち上げることに不安を感じる

方が多いため、持ち上げる様子等を事前に説明した方がいい。 

・軍艦島クルーズの船内で車いすを固定した方向では、船外の景色が見えなかった。 
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(7)実施結果 

 1）成果 

・軍艦島上陸の様子をドローン等で撮影しプロモーションビデオ動画を作成したことで、

視覚的にツアーイメージを伝えることのできるコンテンツを整備できた。  

・事前調査によって立寄り先の関係企業・団体と密に連携し、車いすでの軍艦島上陸等

のこれまで敬遠されてきた問題も「今できないことを可能にしていこう」という想い

が企業・団体にも芽生えてきた。 

・準備段階から観光・宿泊施設等地域の受入体制づくりとそのノウハウ醸成の必要性を共

有することができ、共に実体験を積み重ねる機会づくりに取組むことを確認できた。 

・SNS など情報発信ツールの活用で障害者との交流密度が増した。 

・観光関連の事業者、自治体職員もツアーに同行し、長崎の観光が抱えている課題等を

共有できた。 

 

  

図 3-51 作成したプロモーションビデオ 
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 2）課題 

 ①広報・集客 

・9 月の台風で被災した軍艦島上陸桟橋の修繕を待ってのツアー実施となっため、十分

な周知期間をとることができず、集客が困難であった。  

 

 ②地域の受入態勢 

・行政、観光関係の企業や地権者等へ働きかけを行い、ハード、ソフト両面から受入環

境の強化を図る。 

・今回は長崎駅での集合・解散としたが、遠方から参加される方は飛行機や船舶を使い

長崎入りすることも多いため、長崎空港や港等からバリアフリー車両で移動し、その

ままツアーに参加できるような体制をとりたい。  

 

 ③採算性 

・ツアーが長崎ランタンフェスティバルの期間中ということもあり、宿泊施設の確保が

困難で宿泊料金も高騰していた。 

・軍艦島上陸の際等に車いすを持ち上げる人手が必要になるため、軍艦島クルーズ会社

も含めた役割分担やツアー同行スタッフの規模等についての検討が必要である。  

 

 ④その他 

・ツアー内容に関して、今回確認された課題を改善し、更なるブラッシュアップをする。 

・軍艦島上陸時のコンパクトな車いすの導入や JINRIKI 等の舗装されていない路面の移

動を支援するツールの活用等サポート用のアイテムの充実を図る。 

・今後、インバウンド対応を行う上では、多言語でのツアー情報の提供や、ツアー中の

多言語ガイドの確保が必要である。 
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(8)今後の展開 

 ①今回造成した商品の継続（他地域、他の障害への展開）  

・今後、毎月 2～4 回程度の実施を目指す。 

 

 ②外国人の高齢者・障害者の受入 

・パンフレットに多言語化を導入する。介助スタッフのバイリンガルの採用や教育を強

化する。 

 

 ③受入環境づくり（人材育成、施設の改善等）  

・行政、民間企業、一般向けのセミナーやスタッフの研修を実施する。また、教育機関

での講義を実施する。 

 

 ④宿泊施設、旅行会社等との連携 

・宿泊施設向けセミナーの実施や各施設のバリアフリー調査を実施する。長崎バス観光

（株）や各旅行会社への PR や連携を図る。 

 

 ⑤周知・広報 

・今回の事業で作成した動画やチラシを SNS 等で周知する。長崎県、長崎市、観光コ

ンベンション協会との連携により周知する。 

 

(9)第 2 回審査・評価委員会での委員によるご意見  

・砂利やタイル等舗装されていない場所では、車いすで移動した後に体制を整える時間も

必要になる。その時間も移動時間に考慮いただきたい。  

・女性が参加する場合、車いすを持ち上げる様子やスタッフの性別等が事前にわかってい

ると、服装や持ち物等事前準備ができるのでありがたい。 

・今回の軍艦島上陸の際、上陸時間の制約から、見学場所が 3 箇所のところを、2 箇所

のみの見学であった。各箇所でのガイドは船内で行い、現地では全箇所まわる方が嬉し

い。選択肢を提示してほしい。 
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3.3 事業結果のとりまとめ・評価 

 前節でとりまとめた 6 事業の結果から実証事業全体の総括を行う。 

 

3.3.1 実証事業を通じた成果 

 本実証事業を通じ得られた成果を改めて整理をする。 

 

(1)新たなユニバーサルツアーの造成 

本事業により、地域の観光資源等を活用し、多様な方も楽しむことのできる新たなユ

ニバーサルツアーを造成・催行し、参加者満足度も高い結果を得ることができた。  

【事業者ごとの成果】 

・行政と連携したことで全国でも珍しい車いすでの滝行や海岸散歩等が可能となり、

貴重な体験ができるツアーであると、メディアにも広く紹介された。[石川] 

・アクティビティとして開発した車いすパラグライダーをキーコンテンツとして地域

の観光資源巡りと組合せたツアーを造成することができた。[山形] 

・車いすの方は上陸が難しいとあきらめていた軍艦島に、上陸するツアーを催行する

ことができた。[長崎] 

・外国人も参加できるユニバーサルツーリズムの商品を造成することができた。また、

車いすのままグラスボートで川平湾見学を行うことができた。[石垣] 

・車いすの方に対して鎌倉の観光地を案内するツアーを造成することができた。[鎌倉] 

・ツアーの企画から催行までを通じ、全国の盲導犬ユーザーや札幌、旭川の盲導犬ユ

ーザーらとの交流密度が増した。[カムイ] 
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図 3-52 軍艦島上陸（長崎） 

 

図 3-53 台湾人夫婦のツアーの様子（石垣） 

 

図 3-54 旭川冬まつり見学（カムイ） 

 

図 3-55 鎌倉ツアーの様子（鎌倉） 

 
図 3-56 砂浜走行の様子と新聞取材 

（石川） 

 

図 3-57 車いすパラグライダーフライト 

（山形） 
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(2)連携の強化 

本事業実施にあたり、実証事業の実施事業者のみならず、地元自治体やツアー利用施

設等地域の連携が強化できた。 

【事業者ごとの成果】 

・介護タクシーやナースヘルパーの事業者と連携したツアーが造成できた。[石垣] 

・市や町と連携をとり、各種観光施設との協力関係が強化できた。[石川、カムイ] 

・準備段階から、宿泊施設、地域の受入体制づくり、ノウハウ醸成の必要性を共有す

ることができ、共に実体験を積み重ねる機会づくりができた。[カムイ] 

 

 

 

出典：中日新聞       

図 3-58 関連する地元自治体の取組（石川） 
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(3)情報発信ツールの構築 

本事業を通じて、各事業者において、地域の観光資源やバリアフリー情報を発信する

WEB やプロモーションビデオ等今後の事業に活用可能な情報発信ツールを構築するこ

とができた。 

【事業者ごとの成果】 

・今回制作したチラシにより、周知媒体のベースができたため、これを元にバリエー

ションを増やしていくことが可能となった。[石川、山形] 

・南陽市内観光とパラグライダーフライトのプロモーションビデオを作成し、

YouTube やホームページ等で公開したことで、多くの方に周知することができた。

[山形] 

・軍艦島上陸の様子をドローン等で撮影しプロモーションビデオ動画を作成したこと

で、視覚的にツアーイメージを伝えることのできるコンテンツを整備できた。[長崎] 

・ホームページでの多言語情報発信ツールを整備することができた。[石垣] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-59 作成したツアーチラシ（石川） 

 

図 3-60 作成したプロモーションビデオ（山形） 
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図 3-61 繁体語版のチラシ（石垣） 

 

 

図 3-62 繁体語版の旅行取引条件書（石垣） 

  

日本語 中国語
国内募集型企画旅行取引条件説明書面

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に
定める契約書面の一部となります。

1．募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、株式会社 国際旅行社（以下「当社」といいます。）が企画・実施
する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約（以下
「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
（2）当社はお客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関す
るサービス（以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受けることができるように
手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は、自ら旅行サービスの提供をする
ものではありません。
（3）契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット・ホームページ等（以下「パンフ
レット等」といいます。）、本旅行条件書、別途出発前にお渡しする最終旅行日程表と
称する確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます。）又は旅行クーポン及び、当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます。）によります。

國內招募型企劃旅遊交易條件說明書面

本旅遊條件書為旅行業法第12條第4款規定之交易條件說明書及第12條第5款規定的書面契
約之一部分。

1．招募型企劃旅遊契約
（1）此次旅遊由株式會社 國際旅行社（以下簡稱“本公司”）策畫・實施,參加此次旅遊
的顧客會與本公司簽署招募型企劃旅遊契約（以下簡稱“旅遊契約”）
（2）本公司根據本公司制定的旅遊行程為顧客安排提供有關交通・住宿和其他旅遊服務
（以下簡稱“旅遊服務”）,並承諾管理行程。本公司不提供自己的旅遊服務。
（3）旅遊契約的內容・條件視招募廣告、宣傳冊、網站（以下簡稱“宣傳冊等”）、本旅
遊條件書、出發前另外發放記載著最終旅遊行程表之確定書面文件（以下簡稱“最終旅遊
行程表”）或旅遊優惠券及本公司旅行業條款招募型企劃旅遊契約的部分（以下簡稱“本公
司條款”）而定。

2．旅行のお申込みと契約の成立時期
（1）当社又は当社の代理店、あるいは受託営業所（以下「当社ら」といいます。）に
て所定の申込用紙に必要事項を記入の上、パンフレット等に記載した申込金を添えてお
申込みいただきます。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部ま
たは全部として取扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を
受領したときに成立するものといたします。
（2）【1】当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の
お申込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、
当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確
認のうえ、申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはな
かったものとして取り扱います。

【2】ネットで予約・店舗でお支払いする場合には、当社らが予約の承諾の旨を通
知した日の翌日から起算して2日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いを
していただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込み
はなかったものとして取扱います。
（3）旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項（2）により申込書と申込金を当
社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込書の提
出と申込金のお支払後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、
成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合
であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第29項（3）の定めにより契
約が成立いたします。

2．旅遊報名申請及契約成立的時期
（1）本公司或本公司代理店,或是委託的營業所（以下簡稱「本公司等」）所制定的報名申
請單上面,填寫必要項目後,附上與宣傳冊等註明的報名費用,即可申請。報名費用將分別作
為「旅遊費用」「取消費用」「違約費用」的部分或是全部。另外,當本公司等同意簽訂契約並
收到報名費用時,旅遊契約即成立。
（2）【1】本公司等接受透過電話、郵寄及傳真或其他通訊方式來申請旅遊契約,在這種情
況下預約還不算契約成立,本公司等會於收到同意預約申請的隔天算起3日以內,確認申請內
容後,若沒有提交申請書並支付報名費用時,本公司等會以沒有申請成功處理。

【2】若透過網路預約・店鋪付款的情況下,本公司等會於收到同意預約申請的隔天算
起2日以內,確認申請內容後,支付報名費用。若期間之內沒有支付報名費用的話,本公司等
會以沒有申請成功處理。
（3）旅遊契約以電話申請的情況下,本公司等收到本項（2）的申請書及報名費用時,或是
以郵件或傳真的方式申請的情況下,提出申請書並支付報名費用後,本公司同意與顧客的旅
遊契約通知提出後即成立。另外即使透過電話、郵寄及傳真或其他通訊方式申請的情況下,
根據通訊協議在建立契約時,依照第29項（3）的規定契約成立。
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(4)受入環境の整備 

本事業を通じて、事前調査を通じた地域の最新のバリアフリー情報の収集や、今回の

ツアー受入に伴う対応を強化することができた。 

【事業者ごとの成果】 

・事前調査でホテルや体験施設のバリアを確認し対応方法を講師からフィードバック

することで、対応の強化が図られた。[石垣] 

・事前調査によりバリアフリー状況に関する情報が増え、お客様への案内及び問合せ

の対応の幅が広がった。[山形] 

・事前調査段階で地域の宿泊施設や観光施設、交通機関等で盲導犬同伴客を受入拒否

する率が激減していることがわかった。[カムイ] 

 
 

 
図 3-63 車いすでの事前確認（石垣） 

 

図 3-64 障害者参加の関係者研修会（カムイ） 
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(5)人材育成 

事前の研修や現地調査を通じて、地域の観光関係の事業者の間にユニバーサルツーリ

ズムの理解が浸透し、対応スキルの向上が図られた。 

【事業者ごとの成果】 

・接遇研修を行うことで、関係施設の障害者への対応を強化するこができた。[石川] 

・ユニバーサルマナー検定を実施したことにより、ハード面のみならず、ソフト面の

底上げを図ることができた。[山形] 

・事前の施設のバリアフリー調査の際に、障害者がバリアを少しの工夫でバリアフリ

ーにすることができるとお伝えしたところ、対応を身近に感じていただくことがで

き、興味関心を持っていただくきっかけを作ることができた。[山形] 

 

 

図 3-65 ユニバーサルマナー検定（山形） 
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3.3.2 実証事業を通じた課題 

本実証事業を通じ明らかになった課題を改めて整理をする。 

 

(1)事業者の組織体制、専門性 

事業者の組織体制、専門性として、商品を販売する旅行会社との連携や障害者等に対

する対応に関するスキル・ノウハウを有する人材が不十分であるという課題が確認され

た。 

【事業者ごとの課題】 

・ツアー造成にあたり、連携した旅行会社との調整が不十分で、周知・販売の準備に

時間を要した。[山形] 

・これまで冬に盲導犬を伴う旅行実例がなく、集客対象の視覚障害者をはじめ、地域

の宿泊施設や観光関係者も未体験なことから、それぞれが理解して準備する段階ま

では至らなかった。[カムイ] 

 

 

図 3-66 ツアー参加した盲導犬ユーザー（カムイ） 
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(2)地域連携・地域の受入環境 

地域連携・地域の受入環境では、ツアーの実施地域に対応可能な車両や施設（ハード）

が不十分なことや、連携先の事業者や施設のスキル・ノウハウ（ソフト）が未成熟であ

るという課題が確認された。 

【事業者ごとの課題】 

・要介護者は一人ひとりの状態が異なる事に加え、バリアフリールームや介護タクシ

ー、レンタカーにも限りがあることから、団体での受入が困難である。[石垣] 

・バリアフリールームが少ないため障害者の数が多いと普通の部屋になってしまう。

また、連携旅行会社への指導が不十分で対応が後手に回っていた。[石川] 

・リフト付きのバスの手配が難しく乗り降りの負担が大きかった。[石川、山形] 

・リフト付き観光バスを使用する場合、地域の道路事情から乗降時に停車できる場所

の確保が難しかった。[長崎] 

・観光関連施設等に受入意欲はあるが実経験がない。[カムイ] 

 

 
図 3-67 バス乗降の様子（石川） 

 
図 3-68 ツアーで使用したリフト付きバス

（長崎） 

 

  



102 

(3)広報・集客

広報・集客では、ツアー造成のノウハウ、経験の少なさから、広報・集客が後手に回

ってしまい、当初想定したほどの集客ができなかった。また、通常の手法で広報を行っ

たものの、ユニバーサルツアーのターゲットに情報が十分には届いておらず、申し込み

につなげることができなかった。 

【事業者ごとの課題】 

・ツアー造成に時間を要し、広報期間が短くなり、十分な告知ができなかった。[石川]

・金額が高いということで集客に苦戦をした。提示金額は最小限のものとし、それ以

外のもの（通訳案内士の手配等）はオプションとして設定し、応募の間口を広げる

必要があると感じた。[山形]

・全国からの集客を目指したが、積雪寒冷地でのサポート訓練をした盲導犬自体が少

ないことにより、今回のツアーでは札幌、旭川から集客をした。今後ツアーの評価

結果を踏まえ、発展させることとした。[カムイ]

・ターゲットの障害者等やその家族はユニバーサルツーリズムの存在を知らず、旅行

に行くことを想定していない方も多い。そのため、通常の商品を販売するような広

報のみでなく、家族旅行の提案を行うような広報も必要であると感じた。[石垣] 

図 3-69 Facebook での周知（山形） 図 3-70 インターネットラジオでの告知 

（カムイ）

図 3-71 ツアーの新聞広告（石垣） 
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(4)障害等に配慮したツアー内容と採算性の両立  

障害等に配慮したツアー内容やサポート範囲として、①移動や食事、トイレの時間に

配慮した行程計画の立案、②参加者の求める対応範囲と商品としての採算性の両立、③

他の障害への応用・発展という課題が明らかになった。 

【事業者ごとの課題】 

・ゆったりと楽しめるように企画したつもりが、移動に想定以上の時間がかかってし

まい慌ただしい旅になった。[石川] 

・スケジュールに盲導犬のトイレ・食事等の時間を考える必要があった。[カムイ] 

・軍艦島はそもそも各船に割り当てられている寄港時間が短く、車いす参加者は下船・

乗船に時間がかかることから、見学ルートを短縮することとなった。[長崎] 

・ランタンフェスティバルは屋台も魅力の一つのため、ツアーの夕食は用意せずに会

場内で自由散策としたが、単独で参加された手動車いすの方から屋台での買い食い

は難しいため夕食の用意は必要であると指摘を受けた。[長崎] 

・「車いすの方でも安心の旅」とうたっているが、添乗員やヘルパーがつくものでない

ため、お客様が求めるサービスに誤解が無いように留意が必要である。[石垣] 

・施設がバリアフリーに対応しきれていないため介助者の負担が大きい。[石川] 

・今回はゆとりある対応が可能な体制としたため、採算性には課題が残る。[カムイ] 

・障害の度合いによっては特別な対応が必要になり、車両の準備や介助者の手配等で

費用が割高になる。[石川] 

・今回、既往の車いすの方向けのツアーを盲導犬ユーザー向けに実施したが、行程で

盲導犬のトイレ・食事等の時間を考えなければいけなかった。[カムイ] 

 

 

図 3-72 軍艦島への上陸の様子（長崎） 

 

図 3-73 ツアー中の食事の様子（石川） 
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(5)インバウンド対応 

インバウンド対応として、外国人旅行者に対する効果的な情報発信や問合せに多言語

で対応ができる環境整備が課題であることが明らかになった。  

【事業者ごとの課題】 

・台湾の旅行者に対しチラシによる集客を予定していたが、現地旅行会社との打ち合

わせを通じ、紙媒体よりも WEB や SNS による発信が効果的であることがわかり、

周知方法を見直した。[石垣] 

・海外の人も、参加に向けた不安を払しょくするために専門的なことを相談したいが、

多言語で相談を受ける環境が整っていない。[石垣] 
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3.3.3 実証事業を通じた課題と対応策 

前節で整理した課題に対する対応策と今後の方向性を以下に示す。  

なお、課題への対応策の中の、「例）」は事業主体が自ら実施するもの、「参考）」は他機

関の取組等を活用するものである。 

 

(1)事業者の組織体制、専門性 

商品を販売する旅行会社との連携や障害者等に対する対応に関するスキル・ノウハウを

有する人材が不十分であるという事業者の組織体制、専門性に関する課題への対応策を以

下に示す。 

【課題への対応策】 

・企画、広報、問合せ、施設との連絡・調整等多岐にわたる実施項目に対応可能な組

織体制の強化 

 例）大手旅行会社、バス事業者等による一括運営及び一般向け旅行商品との併存 

 例）山形バリアフリー観光ツアーセンター、カムイ大雪バリアフリーツアーセンターで

は、障害者が代表やスタッフとなっており、障害者が自ら取組を行っている 

・旅行商品を販売する旅行会社との連携強化またはバリアフリー旅行相談窓口等が自

ら販売・催行するための旅行業登録 

・他地域で活動しているバリアフリー旅行相談窓口等とのノウハウの共有  

 例）NPO 日本バリアフリー観光推進機構、NPO 日本ユニバーサルツーリズム推進

ネットワーク、（一社）バリアフリー旅行ネットワーク等同事業種共同体におけ

る情報共有、先進地域の視察や意見交換会の開催 

 

 

 

 

図 3-74 南さつま市観光協会による先進地（伊勢志摩、沖縄） 

            視察の様子（平成 28 年度事業） 
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(2)地域連携・地域の受入環境 

ツアーの実施地域に対応可能な車両や施設（ハード）が不十分なことや、連携先の事業

者や施設のスキル・ノウハウ（ソフト）が未成熟であるという地域連携・地域の受入環境

に関する課題への対応策を以下に示す。  

【課題への対応策】 

・自治体、観光協会や交通、医療・福祉事業者等幅広い連携体制の構築 

 例）伊勢、沖縄、神戸等の先進地域では、キーパーソンを中心に連携体制が構築さ

れている 

・自治体、観光協会が中心となった地域のバリアフリー情報やノウハウの集約と共有  

 参考）沖縄県では、バリアフリー観光ポータルサイトを設け、県内の観光関係事業

者や来訪を検討している方への情報発信を行っている  

・現在、交通や宿泊事業者においてリフト付き車両の導入やバリアフリールームの拡

充が進められていることから、最新のバリアフリー情報把握による企画への反映  

 例）カムイ大雪バリアフリーツアーセンターやかごしまバリアフリーツアーセンタ

ー等では、地域のバリアフリー調査を実施しバリアフリー情報を収集、ホーム

ページで発信している 

 参考）小中学校の総合学習や大学の実習による地域のバリアフリー調査の実施  

・地域の宿泊・交通事業者、観光施設に加え、学校や研究機関を巻き込んだ勉強会や

協議会の開催、地元の障害者等との交流会の実施  

 例）ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ﾋﾞｰﾁ協会（大洗）では、毎月定例のユニバーサルサロン（勉強会）を

開催し大学生、地域住民、大洗町職員、茨城県職員、茨城大学教職員等が集ま

り、体験を通じた学びを継続している 

・専門家派遣による、施設整備や接遇に関するアドバイスの実施  

 参考）沖縄県や東京都では観光関係事業者に対し、専門家や障害者をアドバイザー

として派遣している 

 

 

 

図 3-75 ユニバーサルサロン(勉強会)の様子

（ユニバーサル・ビーチ協会） 

 

図 3-76 沖縄観光バリアフリー 

アドバイザー派遣事業の案内 
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(3)広報・集客 

ツアー造成のノウハウ、経験の少なさから、広報・集客が後手に回ってしまい、当初

想定したほどの集客ができなかったことや通常の手法で広報を行ったものの、ユニバー

サルツアーのターゲットに情報が十分には届いておらず、申し込みにつなげることがで

きなかったという広報・集客に関する課題への対応策を以下に示す。  

 

【課題への対応策】 

・参加者の特性上、旅行参加の判断に同行者の調整等時間を要するため、余裕をもっ

た周知・募集期間の設定 

・ターゲットのニーズを把握するためのマーケティング調査の実施  

 例）地域の障害者へのヒアリングや交流会の実施 

・視覚障害者に対する文字情報の提供、外国人に対する多言語版チラシの用意等多様

な参加者を想定した案内ツールの準備 

 ※高齢者はチラシ、マスメディア、友人等からの紹介、障害者は所属団体からの案

内や WEB 等を主な情報源とする等といった特性がある 

・ホームページ、SNS を用いたタイムリーな情報発信 

・旅行ポータルサイトへの掲載、インフルエンサーの招聘、過去の参加者へのダイレ

クトメール送信 

・自治体や観光協会と連携したプロモーションやプレスリリースの活用  

・バリアフリー旅行相談窓口、障害者団体、福祉施設等への声掛け、組合等の会員へ

のメールマガジン配信や会報誌への掲載 

 例）㈱コープトラベルでは、生協組合員向け広報誌により集客につなげている 

 

 

図 3-77 コープトラベルの会員向け広報誌 
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(4)障害等に配慮したツアー内容と採算性の両立  

移動や食事、トイレの時間に配慮した行程計画、参加者の求める対応範囲と商品とし

ての採算性の両立、他の障害への応用・発展という障害等に配慮したツアー内容と採算

性の両立に関する課題への対応策を以下に示す。  

 

【課題への対応策】 

・企画・販売時の配慮 

 ＊参加者の心身の状況やサポート内容に応じた、余裕のある行程計画 

 ＊移動手段、利用施設のバリアフリー情報、食事スタイルやメニュー、トイレ休憩

も含めた旅程、体調不良時の対応の柔軟性等の事前案内  

 例）同業種内での情報・ノウハウ共有、観光庁が作成した「接遇マニュアル（旅行

業編）」、一般社団法人日本旅行業協会が作成した「障がいのある方の旅行参加

を推進するための手引き（障害者差別解消法への対応）」等の活用 

 ＊電話の他に、ＦＡＸ、メール、チャット等多様な問合せ手段の提供 

 例）日本旅行では、ウェブサイトでチャットによるサポートサービスを実施 

 ＊必要なサポートは個々で異なることから、自宅から空港までの介護タクシー、現

地ヘルパーの手配等をオプションとして用意 

・ツアー中の配慮 

 ＊サポートの範囲や方法に関する具体的な説明と必要なサポートの確認  

 ＊視覚障害者に対するツアー中のきめ細かな案内・解説の実施 

・ツアー内容と採算性の両立 

 ＊ブランド化したツアーの継続的開催による安定的収入の確保  

 ＊3 世代旅行、インバウンド等を対象としたマーケティング戦略 

 ＊大型イベントに便乗したスケールメリットの確保  

・造成したツアーの他の障害への応用・発展  

 ＊地元の障害者との勉強会の開催やプレツアー実施 

 例）カムイでは、車いすの方向けツアーを盲導犬ユーザー向けに応用するにあたり、

北海道盲導犬協会による施設へのアドバイス、障害者参加のスタッフ研修会等

を実施 

 

図 3-78 チャットによるサポート 

サービス（㈱日本旅行ホームページ） 

 
図 3-79 お手伝いサポートオプション

の提供（八重山ツアー㈱国際旅行社） 
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❏高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル 

● 観光庁ではユニバーサルツーリズムの普及促進に向け

て、高齢の方や障害のある方等が安心して旅行を楽し

むために、「障害の特性、各業種の現場で求められる“接

遇”のポイント」をまとめたマニュアルを作成。 

⇒ 『接遇』に着目した基礎レベルのマニュアル（３編）  

①宿泊施設編／②旅行業編／③観光地域編 

 

【接遇マニュアルの構成および内容（旅行業編）】 

◇第１部・第２部は３編共通、第３部は業種ごとの対応シーンに分けてポイントを整理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光庁 HP（ユニバーサルツーリズムについて）】 

URL http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/manyuaru.html  

図 3-80 接遇マニュアル（旅行業編） 

  

第１部 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの必要性 

１．マーケットの広がり 

＊マーケット規模  ＊取組む意義・メリット 

＊障害者差別解消法の解説 

２．バリアとは？ 

＊４つのバリア、社会モデルの考え方の解説 

３．接遇とは？ 

＊接遇の心構えとポイントの解説 

第２部 障害を知る 

１．障害の種別  

２．肢体不自由／車いす使用  

３．視覚障害   ４．聴覚障害・言語障害  

５．知的障害・発達障害・精神障害  

６．内部障害・難病・慢性疾患    

７．加齢に伴う障害  

８．その他配慮が必要な方  

第３部 シーンごとの接遇のポイント 

１．接遇の基本 

＊接遇の基本となる４つのポイント 

２．シーンごとの接遇のポイント 

＊接遇が求められるシーンを想定  

＊シーンごとに配慮すべき事項などを整理  

シーン① 情報提供 

シーン② 申込み・相談  

シーン③ ツアー催行時  

シーン④ 緊急時・非常時の対応  
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(5)インバウンド対応 

外国人旅行者に対する効果的な情報発信や問合せに多言語で対応ができる環境整備

というインバウンド対応に関する課題への対応策を以下に示す。  

 

【課題への対応策】 

・ツアーに関する多言語でのきめ細かな情報提供（多言語版のツアーチラシ、旅行条

件書等の用意） 

・多言語で対応可能な問合せ窓口の整備、ツアーガイドの実施  

 ＊留学生や多言語対応可能な地域ボランティアの活用  

 ＊地域の通訳案内士の手配 

 ＊ツアー中にガイドする内容を多言語で記載したパンフレットの用意  

 ＊音声通訳機、タブレットを用いたリアルタイム通訳サービス等の使用  

 ＊インバウンド向け医療通訳・コールセンターとの連携  

・写真、プロモーションビデオ等により直感的に商品の内容や魅力を伝える 

 ＊コンテンツを活用した情報発信 

・SNS やインフルエンサーの招聘等による国籍別の情報収集の特性に応じた情報発信 

・インバウンドで実績のある旅行会社との連携  

・インバウンド向けの旅行ポータルサイトや訪日向けメディアへの掲載  

 

 

図 3-81  繁体語版の旅行条件書（石垣） 

 

図 3-82 Japan times の記事（鎌倉） 

 

図 3-83 VELTRA でのインバウンド向けの 

   掲載ページ（東京トラベルパートナーズ） 

 

   

日本語 中国語

国内募集型企画旅行取引条件説明書面

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1．募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、株式会社 国際旅行社（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお
客さまは当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
（2）当社はお客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といい
ます。）の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は、自ら旅行サービスの提供をす
るものではありません。
（3）契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット・ホームページ等（以下「パンフレット等」といいます。）、本旅行条件書、
別途出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます。）又は旅行クーポン及び、当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます。）によります。

國內招募型企劃旅遊交易條件說明書面

本旅遊條件書為旅行業法第12條第4款規定之交易條件說明書及第12條第5款規定的書面契約之一部分。

1．招募型企劃旅遊契約
（1）此次旅遊由株式會社 國際旅行社（以下簡稱“本公司”）策畫・實施,參加此次旅遊的顧客會與本公司簽署招募型企劃旅遊契約
（以下簡稱“旅遊契約”）
（2）本公司根據本公司制定的旅遊行程為顧客安排提供有關交通・住宿和其他旅遊服務（以下簡稱“旅遊服務”）,並承諾管理行程。本
公司不提供自己的旅遊服務。
（3）旅遊契約的內容・條件視招募廣告、宣傳冊、網站（以下簡稱“宣傳冊等”）、本旅遊條件書、出發前另外發放記載著最終旅遊行
程表之確定書面文件（以下簡稱“最終旅遊行程表”）或旅遊優惠券及本公司旅行業條款招募型企劃旅遊契約的部分（以下簡稱“本公司
條款”）而定。

2．旅行のお申込みと契約の成立時期
（1）当社又は当社の代理店、あるいは受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
パンフレット等に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部
または全部として取扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたしま
す。
（2）【1】当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場
合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確
認のうえ、申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。

【2】ネットで予約・店舗でお支払いする場合には、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して2日以内にお申
込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込み
はなかったものとして取扱います。
（3）旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項（2）により申込書と申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファ
クシミリでお申込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、
成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立
させるときは、第29項（3）の定めにより契約が成立いたします。

2．旅遊報名申請及契約成立的時期
（1）本公司或本公司代理店,或是委託的營業所（以下簡稱「本公司等」）所制定的報名申請單上面,填寫必要項目後,附上與宣傳冊等註
明的報名費用,即可申請。報名費用將分別作為「旅遊費用」「取消費用」「違約費用」的部分或是全部。另外,當本公司等同意簽訂契約並
收到報名費用時,旅遊契約即成立。
（2）【1】本公司等接受透過電話、郵寄及傳真或其他通訊方式來申請旅遊契約,在這種情況下預約還不算契約成立,本公司等會於收到同
意預約申請的隔天算起3日以內,確認申請內容後,若沒有提交申請書並支付報名費用時,本公司等會以沒有申請成功處理。

【2】若透過網路預約・店鋪付款的情況下,本公司等會於收到同意預約申請的隔天算起2日以內,確認申請內容後,支付報名費用。若
期間之內沒有支付報名費用的話,本公司等會以沒有申請成功處理。
（3）旅遊契約以電話申請的情況下,本公司等收到本項（2）的申請書及報名費用時,或是以郵件或傳真的方式申請的情況下,提出申請
書並支付報名費用後,本公司同意與顧客的旅遊契約通知提出後即成立。另外即使透過電話、郵寄及傳真或其他通訊方式申請的情況下,
根據通訊協議在建立契約時,依照第29項（3）的規定契約成立。
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3.4 ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会の開催 

ユニバーサルツーリズム促進事業の実施にあたり開催した「ユニバーサルツーリズム促

進事業審査・評価委員会」の概要を以下に示す。 

 

3.4.1 第 1 回委員会 

(1)開催概要 

 

表 3-23 第 1 回 ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会  開催概要（１／２） 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年６月 18 日（月）16:30～18:30 

開催場所 合同庁舎２号館-共用会議室 ５ 

出 席 者 【委員長】 

久保田 美穂子 

 

【委員】 

有馬 貴之 

稲垣 具志 

グリズデイル 

バリー ジョシュア 

田口 亜希 

 

山嵜 涼子 

【オブザーバー】 

北島 哲也 

 

田中 穂積 

 

 

若井 茂 

 

 

亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 

准教授 

 

帝京大学 経済学部 観光経営学科 准教授 

日本大学 理工学部 交通システム工学科 助教 

アクセシブル・ジャパン 代表 

社会福祉法人江寿会アゼリー江戸川ウェブマスター 

一般社団法人日本パラリンピアンズ協会  理事 

日本郵船株式会社 広報グループ 社会貢献チーム 

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 

 

公益社団法人日本観光振興協会 事業推進本部 

観光地域づくり・人材育成担当部長 

一般社団法人日本旅行業協会  

ユニバーサルツーリズム推進部会 部会長 

ANA セールス株式会社 CS 推進室 ツアーアシスト課 課長 

一般社団法人全国旅行業協会 事務局長  
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表 3-24 第１回 ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会  開催概要（２／２） 

項目 内容 

議事次第 １． 開  会 

２． 挨  拶 

３． 委員紹介 

４． 観光庁の関連施策 

５． ユニバーサルツーリズム促進に向けた実証事業について  

   （１）選定方法 

   （２）応募内容の説明・意見交換 

   （３）投票 

   （４）選定 

６． その他 

１０．今後のスケジュール等について 

１１．閉  会 

 

≪会議の様子≫ 
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(2)議事要旨 

①宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のあり方の検討について 

○情報提供の項目のなかで、努力事項を設定するだけではなかなか情報提供されない

恐れがある。 

〇施設情報を集約して見ることができるような場所を用意し、施設を比較できるよう

な環境が整わないと、利用者にとっては検索しづらい。作成されたフォーマットの

活用・普及方策についてもあわせて検討いただきたい。  

〇東京都等いろいろな組織が様々な情報の取りまとめをしているため、情報共有する

とよいのではないか。 

⇒ 活用・普及方策の検討については、昨年度作成した接遇マニュアルと今年度作成

する情報発信のマニュアルとあわせて、業界団体等への普及に向けた取組も進め

ていきたい。 

⇒ オンライン系旅行会社等民間を主体に情報発信をすすめていただきたいと考えて

いるが、国としては個別の宿泊施設やバリアフリー旅行相談窓口等での情報発信

の強化に取組むことを考えている。 

 

②ユニバーサルツーリズム促進に向けた実証事業について 

【選定の考え方】 

○障害者参加をどれほど本気で考えているか、費用の使い方の妥当性、国内・世界中

の障害者の受入、企画として魅力的かの点について評価したい。 

〇今回の事業がメディアで取り上げらえて話題になることが、ユニバーサルツーリズ

ムの普及促進の 1 つ大きな効果になる。また、背景に地域の自治体等が取組に力を

入れているところ等波及効果がありそうなところを選ぶとよい。  

〇今回は一部の負担金がある中で実施できても次年度以降の継続が可能か、そもそも

の旅行商品としての継続性が重要である。 

〇移動時間やプログラムの内容等は、障害者参加による準備があってこそ良いものが

できる。そういったところにお金をつかうことが本当の意味で良い事業であり、障

害者にもいいものが提供され、結果として事業者にも恩恵がある。  

⇒選定されなかった事業者に対して、今回の結果は応募内容や各地域での取組を否定

するものではなく、あくまでも提出頂いた書類内での評価結果であるとしたうえで、

選定手順、評価方法の説明とあわせて結果を伝える。 

⇒選定事業者に対し、委員からの指摘事項を伝え、改善・検討を求める。  

 

【選定事業】※事業者名の五十音順 

 ①株式会社 i-link-u 

 ②NPO 法人石川バリアフリーツアーセンター 

③NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンター  

④株式会社国際旅行社 

⑤NPO 法人長崎バリアフリー推進協議会 

⑥一般社団法人山形バリアフリー観光ツアーセンター  
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3.4.2 第 2 回委員会 

(1)開催概要 

 

表 3-25 第２回 ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会 開催概要（1/2） 

項 目 内 容 

開催日時 平成 31 年３月７日（木）10:00～12:30 

開催場所 都道府県会館 407 会議室 

出 席 者 【委員長】 

久保田 美穂子 

 

【委員】 

有馬 貴之 

稲垣 具志 

グリズデイル 

バリー ジョシュア 

田口 亜希 

 

山嵜 涼子 

 

【選定事業者】 

加藤 健一 

森谷 智恵子 

坂井 さゆり 

高野 朋也 

只石 幸夫 

舘石 昌浩 

松波 正晃 

諸見里 一寿 

安井 忠行 

 

 

亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 

准教授 

 

帝京大学 経済学部 観光経営学科 准教授 

日本大学 理工学部 交通システム工学科 助教 

アクセシブル・ジャパン 代表 

社会福祉法人江寿会アゼリー江戸川ウェブマスター  

一般社団法人日本パラリンピアンズ協会  理事 

日本郵船株式会社 広報グループ 社会貢献チーム 

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 

 

 

一般社団法人山形バリアフリー観光ツアーセンター  代表理事  

一般社団法人山形バリアフリー観光ツアーセンター  

NPO 法人石川バリアフリーツアーセンター 理事長 

株式会社 i-link-u 代表 

NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンター 会長 

NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンター 

NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンター 

株式会社 国際旅行社 事業部次長 

NPO 法人長崎バリアフリー推進協議会 理事長 
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表 3-26 第２回 ユニバーサルツーリズム促進事業審査・評価委員会 開催概要（2/2） 

項目 内容 

出席者

（続き） 

【オブザーバー】 

北島 哲也 

 

田中 穂積 

 

 

祖一 宏平 

ZICO・足立 

 

石井 孝夫 

井坂 美子 

 

公益社団法人日本観光振興協会 事業推進本部 

観光地域づくり・人材育成担当部長 

一般社団法人日本旅行業協会 

ユニバーサルツーリズム推進部会 部会長 

ANA セールス株式会社 CS 推進室 ツアーアシスト課 課長 

一般社団法人全国旅行業協会 経営調査部 課長 

ユニバーサル・ビーチ協会 代表 

大洗サーフ・ライフ・セービング・クラブ 代表 

茨城県大洗町 産業創造特命官 

ユニバーサル・ビーチ協会 事務局長 

議事次第 １． 開  会 

２． 旅行会社へのアンケート調査について 

３． ユニバーサルツーリズム促進に向けた実証事業について  

   （１）実証事業の事業概要 

   （２）選定事業者からの実施報告 

   （３）参加者アンケート結果 

   （４）実証事業結果のまとめ 

   （５）意見交換 

４． 閉  会 

 

≪会議の様子≫ 
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(2)議事要旨 

○外国人に対しては英語での案内や情報提供は重要である。有名なユーチューバー等を呼

んで PR すると効果は高い。 

○宿泊がバリアフリールームでない場合、同行者に負担をかけてしまい旅が楽しいもので

はなくなってしまう。“バリアフリーツアー”であれば、全員が対応施設を使えるよう

にするべきである。 

○ツアーの企画の段階で障害者が参加していることは、参加者としても安心できる。今後

も引き続き障害者を交え、行政も巻き込みながら取組んでほしい。 

○ツアーの移動時間や体験方法、見学箇所・ルート等参加者によってもニーズは異なるの

で、選択肢を事前に提示してほしい。 

○障害者にとっては、選択できる商品があることが重要である。継続性を確保するため、

きちんと利益を追求してほしい。 

○障害者がもっと旅行に参加できるようになるための検討材料として、障害毎の旅行実態

やニーズ等を把握することが重要である。 

○障害等のある外国人旅行者においても言語や嗜好等の多様性もあるため、インバウンド

対応にあたっては、ある程度のターゲットを絞り込んだ準備と受入環境整備が必要であ

る。 

○ユニバーサルツアーであることを示す共通のアイコンやピクトグラムがあると良い。  

○日本のユニバーサルツーリズムについて、国内や海外の旅行サイトに掲載される方が良

いが、日本の国としてどう発信するかが重要である。例えば、今回のような実証事業等

を行うことによって、観光庁が推奨するユニバーサルツーリズムの規定を確定し、その

規定に合致した旅行内容を観光庁が作成・管理するユニバーサルツーリズムのホームペ

ージに掲載する等取組があると良い。 

 

※各事業者に対する意見は、各事業者報告のページ（33～92 ページ）に記載 
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3.5 成果報告会の開催 

今年度の検討成果を障害者や旅行業者、観光関係団体、自治体職員等の関係者に広く周

知し、ユニバーサルツーリズムへの取組機運の醸成を図ることを目的として成果報告会を

開催した。 

 

3.5.1 成果報告会の開催概要 

本報告会の開催にあたり、幅広い関係者の参加を促すため、プレスリリースを実施する

とともに、申込み用の専用 WEB ページを構築し、各種媒体を通じた積極的な PR を展開

した。 

 

(1)開催概要 

成果報告会には、障害者、旅行業者等の民間事業者、観光協会・自治体職員等の観光

関係者、メディア等合計 96 名の参加があった。 

 

表 3-27 成果報告会の開催概要 

項 目 内 容 

目的 実証事業に関して、選定事業者からの結果報告と今後の実施方針の発表

を通じ、他の観光関係者にとって参考となる情報の共有を目的とする。 

日時 平成 31 年 3 月 7 日（木）13:20～16:20 

場所 都道府県会館 402 会議室 

申込み方法 インターネットからの申込み ※専用 WEB ページにて受付 

実施機関 主催：観光庁 

事務局：（株）オリエンタルコンサルタンツ  

参加者数 96 名 ※登壇者、関係者等含む 

⇒障害者、旅行業者等の民間事業者、観光協会・自治体職員、 

メディア 等 
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(2)成果報告会プログラム 

 成果報告会では、観光庁からの関連施策の報告に続いて、ZICO・足立氏による地域の事

例紹介、本業務の実証事業に選定された事業者らによる報告を実施した。 

 成果報告会の最後には、登壇いただいた ZICO・足立氏、実証事業の実施者 6 名、審査・

評価委員会の委員長である久保田氏、同じく委員のグリズデイルバリージョシュア氏によ

るパネルディスカッションを実施し、今後の関係者の取組意識の向上に努めた。 

 

表 3-28 成果報告会のプログラム 

開始  終了 
所用

時間 
内容 

13:20 - 13:35 15 分 

開 会 

 観光庁より関連施策報告  

 観光庁 観光産業課長 鈴木貴典 

13:35 - 14:05 30 分 

①地域の事例紹介 

 『「だれもがいっしょに楽しむ」を目指して』  

 大洗ユニバーサル・ビーチクラブ会長  ZICO・足立  

14:05 - 14:50 45 分 

②実証事業報告（約 7 分×6 事業者） 

一般社団法人山形バリアフリー観光ツアーセンター  代表  加藤健一  

NPO 法人石川バリアフリーツアーセンター  代表  坂井さゆり  

株式会社 i-link-u 代表 高野朋也 

NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンター  会長  只石幸夫  

株式会社国際旅行社 事業部次長 諸見里一寿 

NPO 法人長崎バリアフリー推進協議会  理事長  安井忠行  

14:50 - 15:05 15 分 休憩 

15:05  - 16:05 60 分 

③パネルディスカッション 

 『多様なユニバーサルツアーの商品化に向けて』  

【コーディネーター】  

亜細亜大学  経営学部  ホスピタリティ・マネジメント学科  准教授  

久保田美穂子  

【パネラー】  

「ACCESSIBLE JAPAN」代表  グリズデイル  バリー  ジョシュア  

大洗ユニバーサル・ビーチクラブ会長  ZICO・足立 

実証事業の実施者  

観光庁 観光産業課長 鈴木貴典  

16:05 - 16:20 15 分 質疑応答 

16:20 - 16:25 5 分 
閉 会 
 アンケートの回収 
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(3)成果報告会の周知 

 1）専用ＷＥＢページ 

プレスリリースと同日に、成果報告会の詳細な情報の発信、参加申込の受付を行うた

めの成果報告会専用ＷＥＢページにより周知を実施した。 

 

 

図 3-84 成果報告会専用ＷＥＢページ 
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図 3-85 成果報告会専用ＷＥＢページ 
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図 3-86 成果報告会の参加申し込みフォーム（上 :一般申込／下：取材申込） 
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3.5.2 成果報告会の開催結果 

成果報告会の開催結果として、成果報告会の様子と成果報告会終了後に実施した参加者

アンケート調査結果を示す。 

 

(1)成果報告会の様子 

  

  

  

  

会場全体  関連施策報告（観光庁）  

地域の事例紹介  
（ZICO･足立氏） 実証事業報告（加藤健一氏） 

実証事業報告（高野朋也氏） 実証事業報告（坂井さゆり氏）  

実証事業報告（只石幸夫氏） 実証事業報告（諸見里一寿氏）  
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実証事業報告（安井忠行氏） パネルディスカッション  

パネルディスカッション  

（グリズデイル  バリー ジョシュア氏）  パネルディスカッション  
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(2)参加者アンケート調査 

本成果報告会の内容の評価や今後の成果報告会等のテーマへの要望の確認を目的と

して、成果報告会終了後に参加者アンケート調査を実施した。 

 

 1）調査の実施概要 

参加者を対象としたアンケート調査の概要を以下に示す。 

 

表 3-29 参加者アンケート調査の実施概要 

項目 内容 

目的 ・成果報告会のプログラムの評価、感想・質問等の把握  

・今後の報告会等のテーマへの要望 

調査対象 成果報告会参加者 

実施方法 参加者に対して報告会開始時点でアンケート調査票を配布し、終

了後に現地にて回収 

回収数 41 票 

調査項目 １．参加者属性 

   年齢／性別／職業 

２．本日の成果報告会について 

   本報告会開催の情報入手方法／ 

   全体の内容／各プログラムの感想 等 

３．今後の報告会への要望 

   今後の同様のイベントへの参加意向／ 

   今後取りあげて欲しい内容／ 

   ユニバーサルツーリズムに関する課題 等 
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図 3-87 アンケート調査票 
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 2）調査結果 

  本成果報告会の参加者 96 名のうち、41 名からアンケートの回答があった（回収率

43%）。全体の 95%が「大変参考になった（54%）」、または「参考になった（41％）」

と回答があった。 

  具体的には、全国各地の具体的な取組事例を知ることができたことや事業の関係者が

参加したパネルディスカッションを通じて知識や理解の促進につながったとの回答が

あった。 

   

①参加者属性 

○本成果報告会への参加者の年齢層は、「40～50 歳代」（63%）が最も多い。 

○参加者の性別としては、「男性」が 80%、「女性」が 20%である。 

○参加者の職業は、「旅行業者」が 30%と最も多く、次いで「観光協会等」「自治体

職員」が 5%である。 

≪年 齢≫ 

 

n=41 

≪性 別≫ 

 

n=35 

≪職 業≫ 

 

n=37 

 

図 3-88 参加者属性 

≪その他の回答（自由記述）≫  ※一部抜粋 

航空会社、公共交通機関、大学教員、メーカー、団体職員、学生  等 

20歳未満

0%

20～30歳代

22%

40～50歳代

63%

60歳以上

15%

男性

80%

女性

20%

宿泊事業者

3%

旅行業者

30%

観光協会等

5%

自治体職員

5%

その他

57%
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②成果報告会開催に関する情報の入手先 

○本成果報告会開催に関する情報の入手先としては、「観光庁 HP」が 40％と最も多く、

次いで「知人紹介」が 21%である。 

 

 

図 3-89 報告会情報の入手先 

 

                                    n=43 

 

③成果報告会（全体）に対する感想 

○本成果報告会（全体）に対する感想に関しては、全体の 95%が「大変参考になった

（54%）」、または「参考になった（41％）」と回答している。 

 
n=39 

図 3-90 成果報告会（全体）に対する感想 

  

40%

21%

16%

12%

2%

9%

0% 10% 20% 30% 40%

観光庁HP

知人紹介

所属協会・団体のML

セミナー告知サイト・記事

当報告会のHP

その他

大変参考になった

54%

参考になった

41%

普通

5%

あまり参考にならなかった

0%
参考にならなかった

0%
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≪成果報告会（全プログラム）に対する感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・全国で行われている具体的な事業を聞くことができたので良かった。  

・様々な事例を共有していただき、とても参考になった。  

・バリアフリーツアーセンターの取組が知ることができてよかった。 

・ユニバーサルツーリズムに対して、これだけ様々な取組がなされていることを知

る良い機会となった。 

・様々な分野・事業の取組を知ることができた。自分の仕事につなげられると良い。 

・各企業の努力を知ることができ、自社の取組の参考とさせて頂きたい。 

・目線を変えた側面で話をされていたので大変興味深かった。  

・各地の取組をわかり易く説明していただき、大変参考になった。  

・実証事業報告がもう少し時間をとった方がよかった。  

・ユニバーサルやバリアフリーについて、もう一度考えさせられる場面が多くあり、

今までより幅のある考え方ができるようになった。  

・報告会の内容をもっと多くの人に幅広く知ってもらうべきである。  

・パラリンピアンの協力の話を詳しく聞きたい。  

・報告会終了後に名刺交換会等があればよい。 

・ツアー、プラン等まだ少ないように感じるが、今後の増加に向けての具体的な施

策等はあるのだろうか。 

  



129 

 

④地域の事例紹介：「だれもが一緒に楽しむ」を目指して（ZICO・足立氏）の感想 

○地域の事例紹介の感想に関しては全体の 95%が「大変参考になった（55%）」、また

は「参考になった（40%）」と回答している。 

 

n=40 

図 3-91 地域の事例紹介の感想 

 

≪地域の事例紹介の感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・障害や福祉にとらわれない実行力がかっこいいと感じた。 

・誰もが一緒に楽しむビーチは考えもしなかった。発想が素敵であるし、ZICO さ

んの想いが伝わってきた。ZICO さんの強い想いを受けて、「自分にできることは

何か」を考えるきっかけとなった。 

・具体的な例をご紹介いただき、参考になった。表面上でユニバーサルツーリズム

を語っていたことに気付かされた。動画はわかりやすかった。 

・現場目線での話で大変参考になった。正直な気持ちも述べられ、共感を持つこと

ができた。 

・知識よりも行動の大切さを感じ、いい話であった。 

・考えるよりもまず行動という印象だが、非常に好感の持てるお話であった。 

・足立さんのリーダーシップがすごいと感じた。 

・対象者が本人と家族に拡がっていること、安全面の評価を第一にしている事が共

感できた。 

・専門家に限らず、積極的に実行することの大切さを改めて感じた。 

・活動内容がすばらしい。 

・水陸両用車いすの話が参考になった。 

・誰もが老いていく、まずはやってみるという視点は大変重要だと改めて認識した。 

 

  

大変参考になった

55%

参考になった

40%

普通

5%

あまり参考にならなかった

0%
参考にならなかった

0%
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⑤実証事業報告の感想 

○実証事業報告の感想に関しては、全体の 90%が「大変参考になった（58%）」または

「参考になった（32%）」と回答している。 

 
n=41 

図 3-92 実証事業報告の感想 

 

≪実証事業報告の感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・もう少し統計やデータを示してほしかった。 

・全国のユニバーサルツーリズムに関する活動を知ることができて、刺激になった。 

・採算をとりながらユニバーサルツアーの成立が可能であるという事例を山形、八

重山のケースから知ることができ大変良かった。  

・現実的で良かった。 

・行きたいところにできる限り行ける所を案内する。またそれに伴い採算性を考え

る等工夫したアイディア等が興味深かった。  

・地域の特性を活かした事業プラン、人材の育成等今後の展開も気になる。 

・長崎の事例が特に参考になった。 

・車いすでパラグライダーを体験できることに驚いた。障害者にも活動・体験でき

る範囲が拡がり、おもしろい。 

・参加されていた方の生の声が聞くことができて、今後の観光販促の参考になった。 

・パラグライダー体験に興味を持った。（仲間、共感という言葉がヒントになった。） 

・車いすの方が風や雪、海を楽しむ姿は感動的であった。当たり前の事が皆で楽し

める時代にしたい。 

 

  

大変参考になった

58%

参考になった

32%

普通

5%

あまり参考にならなかった

5%
参考にならなかった

0%
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⑥パネルディスカッション：「多様なユニバーサルツアーの商品化に向けて」の感想 

○パネルディスカッションの感想に関しては、全体の 85%が「大変参考になった

（39%）」または「参考になった（46%）」と回答している。 

 

            n=33 

図 3-93 パネルディスカッションの感想 

 

≪パネルディスカッションの感想や疑問等（自由記述）≫ ※一部抜粋 

・日本各地の意見がきけてよかった。 

・久保田先生のまとめ方がわかりやすかった。 

・ハード面、ソフト面、両方のアプローチから企画していくことが大事である。  

・商品化するには大変苦労があるだろうし、さらにリピート化するためにさらなる

工夫が必要である。 

・それぞれの立場において考え方が少しずつ違うことが参考になり、また難しさも

実感した。 

・過疎化、高齢化が進む地方には、インバウンドにとらわれずユニバーサル的な考

え方がマッチングする。 

・行政主導、民間主体で進んでいけば良い。  

・地域の協力がないとツアーの商品化が進まないということを学んだ。  

・事業者の方と登壇者の方がもっと課題に対しての意見を交換する場になれば良か

った。 

  

大変参考になった

39%

参考になった

46%

普通

15%

あまり参考にならなかった

0%
参考にならなかった

0%
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⑦今後の「ユニバーサルツーリズム」に関するイベント等の参加意向 

○今後の「ユニバーサルツーリズム」に関するイベント等の参加意向としては、全体の

87%が「参加したい」と回答している。 

 

            n=39 

図 3-94 今後のイベント等の感想 

 

⑧今後、取りあげて欲しい内容や「ユニバーサルツーリズム」に関する課題 ※一部抜粋 

 

＜今後報告会で取り上げて欲しい内容等について＞ 

・世界と比較したユニバーサルツーリズムについて。 

・それぞれの観光地を結ぶ移動が課題とあったが、移動時における地上交通や航空の観

点で、課題とあるべき姿を知りたい（海外との比較等）。 

・バリアフリーツアーセンターの「継続運営」の仕方についての動画があるとありがた

い。特に、（1）収入を安定的に確保する方法、（2）人材の採用と育成について。 

・採算性を得る成功例の事業者の紹介等ボランティアに限らない事業者のモデル。  

・合理的配慮の対応における旅行相談の費用について。 

 

＜ユニバーサルツーリズムに関する課題等について＞ 

・事業として成り立つことが難しい。 

・バリアフリーを必要とする方々の中にもポジティブな方々がいることを知ったため、

さらに相互の情報交換ができ、あたりまえのユニバーサルツアーが我が国に広まるこ

とを切望する。 

・知ろうとしなければなかなか情報を仕入れることがまだまだ難しい。 

・行政のユニバーサルツーリズムへの考え方、取組が課題である。 

・バリアフリーを意識しすぎてハード先行になりがちだが、受入れる気持ちが大切だと

いうことを啓発することが重要である。 

 

参加したい

87%

参加する意向はない

5%
その他

8%
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宿泊施設におけるバリアフリー情報発信の検討 
平成 29 年度から継続して開催している「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」での議

論を通じて、高齢者・障害者等のニーズに対応した宿泊施設の情報発信コンテンツ及び手

法について検討を実施した。その検討結果をもとに、宿泊施設におけるバリアフリー情報

発信のためのマニュアルを作成した。 

※観光庁 HP:「宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル  

      http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000158.html 

 

4.1 宿泊施設の情報発信に係る検討部会の開催 

（1）これまでの検討の流れ 

「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」は、平成 29 年度に 2 回、今年度に 1 回の計 3

回開催し、宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル作成に向けた、情

報発信のあり方に関する検討を実施した。  

平成 29 年度に開催した「宿泊施設の情報発信に係る検討部会」の概要を以下に示す。

なお、第 1 回、第 2 回の議事要旨は「ユニバーサルツーリズムの促進に関する検討業務報

告書/平成 30 年 3 月/観光庁」を参照されたい。 

 

①第 1 回 宿泊施設の情報発信に係る検討部会（平成 29 年度開催） 

開催日時 平成 30 年 1 月 30 日（火）10:00～12:00 

開催場所 全日通労働組合会議室 8 階大会議室 C 

出席者 16 名 

議事次第 

１．開  会 

２．挨  拶 

３．委員紹介 

４．国の関連施策 

５．宿泊施設の情報発信の現状と課題認識  

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 

②第 2 回 宿泊施設の情報発信に係る検討部会（平成 29 年度開催） 

開催日時 平成 30 年 3 月 2 日（金）10:00～12:00 

開催場所 中央合同庁舎 3 号館 11 階特別会議室 

出席者 15 名 

議事次第 

１．開  会 

２．挨  拶 

３．委員紹介 

４．国の関連施策 

５．宿泊施設の情報発信の現状と課題認識  

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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（2）第３回検討部会の開催 

今年度開催した「第 3 回宿泊施設の情報発信に係る検討部会」の概要を以下に示す。 

 

 1）開催概要 

表 4-１ 第 3 回 宿泊施設の情報発信に係る検討部会 開催概要 

項 目 内 容 

開催日時 平成 30 年 6 月 27 日（水）15:00～17:00 

開催場所 経済産業省別館 227 会議室 

出 席 者 【部会長】 

髙橋 儀平 

 

【委員】 

秋元 智広 

 

浅香 博文 

市川 正 

岩佐 英美子 

岩﨑 満男 

神田 裕幸 

粉川 季雄 

佐藤 聡 

白木 信彦 

 

関 裕之（欠席） 

 

橋井 正喜（欠席） 

三宅 隆（代理） 

廣田 喜春 

山崎 まゆみ 

【オブザーバー】 

飯田 和哉 

森岡 信人 

 

東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科  

教授 

 

楽天株式会社トラベル事業品質管理室 

オフィスマネージャー 

福）日本身体障害者団体連合会 理事 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会  事務局長 

一社）日本ホテル協会 事務局長 

日本パラリンピアンズ協会 理事 

一社）日本旅館協会 事務局長 

一社）全日本シティホテル連盟 専務理事 

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 事務局長 

株式会社昭文社 出版事業本部 出版制作事業部 

旅行書編集グループ長 

株式会社 JTB グループ本社国内事業本部 

全社ユニバーサルツーリズム担当マネージャー  

福）日本盲人会連合 常務理事 

福）日本盲人会連合 情報部長 

一財）全日本ろうあ連盟 理事 

跡見学園女子大学 兼任講師 

 

国土交通省 住宅局 建築指導課 課長補佐 

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 課長補佐 

議事次第 １．開  会 

２．国の関連施策 

３．第２回会合検討事項 

４．宿泊施設のバリアフリー情報発信に係るマニュアル作成  

５．意見交換 

６．今後の観光庁の施策について 

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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≪会議の様子≫ 

 

 

 

 2）議事要旨 

○多様な問合せ手段を確保する必要性を示すことが大切である。情報の分かりやすさ、

見つけやすさの観点も重要である。 

○チェックシートの項目は、共用部、バリアフリー対応客室、一般客室等場面毎に分

けると分かりやすくなる。 

○記入例は、バリアフリー対応の知識がない職員がチェックシートを使用することを

想定して作成する必要がある。 

○バリアフリー対応には、ハードとソフトの両面があり、ソフト面の人的対応とその

質の確保が重要である。 

○今後の発展を見据え、PDCA サイクルに基づくフィードバックが可能なチェックシ

ートになると良い。 

○宿泊施設だけでなく、今後は交通機関等を含めた横断的な情報提供の仕組みづくり

が求められる。 

○施設側においても対応に困った事例を収集し、利用者と施設が一緒になって改善に

向けた検討を行うことが大切である。 
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4.2 海外事例調査 

高齢者・障害者等への宿泊施設のバリアフリー情報発信を行うにあたり、情報コンテン

ツ及び発信方法の検討の参考として、海外において先進的にバリアフリー情報発信を実施

している事例の収集をし、マニュアルにおいて紹介をした。 

米国ハワイの事例では、施設内の客室を紹介するページに「バリアフリールーム」を紹

介するページへのリンクが分かりやすく掲載されており、「バリアフリールーム」紹介ペー

ジにおいて、客室内のバリアフリー関連設備や備品等の情報が掲載されている。そのため、

利用者は客室の基礎情報のひとつとして、バリアフリー情報を確認することができる。  

 

【発信されているバリアフリー情報の一例】 

○幅広ドア（91cm） ※寸法を掲載 

○低位置の入り口設備（のぞき穴、ドアの掛け金等） 

○低位置のバスルーム設備（ドアノブ、タオルフック、タオル掛け等） 

○洋服掛けと棚を低い位置に配置したクローゼット  

○字幕付き TV 放送 等 

 

 
（出典：Four Seasons Resort Oahu ホームページ） 

図 4-1 海外の宿泊施設におけるバリアフリー情報発信事例 
  

客室ページTOP バリアフリールームページTOP

設備紹介
バリアフリー対応の各種客室を紹介

ドア幅やバリアフリー対応のシャワールーム
など、室内のバリアフリー情報を発信

バリアフリールーム紹介ページへのリンク
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4.3 外国人観光客向けを含むバリアフリー情報発信検討 

平成 29 年度に実施した宿泊施設の情報発信のあり方に関する検討結果を踏まえ、障害

者団体等へのヒアリング調査を通じて収集した宿泊施設のバリアフリー情報に関するニー

ズ等から、バリアフリー情報発信について検討し、「宿泊施設施設のセルフチェック・情報

収集のためのチェックシート」を作成した。  

 

（1）宿泊施設のバリアフリー情報に関するニーズ 

高齢者や障害者が宿泊施設を利用する際に必要となる情報や情報の発信方法といっ

た宿泊施設のバリアフリー情報に関するニーズを把握するため、障害者団体等（計 6 団

体）へのヒアリング調査を実施した。 

 

【ヒアリング調査の対象】 

認定 NPO 法人 DPI 日本会議 ／ 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 

社会福祉法人 日本盲人会連合 ／ 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 

一般社団法人 日本発達障害ネットワーク ／ 

特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター※ 

※団体を通じて補助犬ユーザーを紹介いただき、個別にヒアリングを実施  

 

【ヒアリング結果（概要）】 

・施設内のフロントの位置、夜間通用口の情報が事前にあると安心して利用できる。 

・距離の感覚がわからないため、アクセス情報は「所要時間」の方が分かりやすい（コン

ビニ等の目印情報も大切）。 

・施設内の誘導、バイキング形式の場合の支援等を依頼する際に、事前に職員の対応可能

時間が分かると良い。 

・客室の間取図は、点字ではなくても、浮き文字となっていると確認することができる。 

・問合せ手段が電話のみの場合連絡できない。メール、FAX、チャット等の多様性があ

るとよい（メールや FAX の場合、やり取りや確認にタイムラグが生じてしまう）。 

・「筆談対応可」といった情報があると、手話はできなくても、何らかの対応はしてもら

えると安心して相談できる（事前の情報として、受入の姿勢を示してほしい）。 

・施設内の情報だけでなく、施設までの移動を含めた連続性のある情報が必要。さらに、

一元的な情報発信が大切。 

・事前に情報を確認し、予習ができるよう、フロントから客室までの経路、客室内の様子

が確認できる動画や仮想現実（VR）の情報があると便利。 

・施設で借りられる備品の種類と個数、貸出方法等の情報を事前に確認できると良い。 

・食事会場での「食品成分表示」が必要。 

・食事の場所や時間のフレキシブルな対応が可能かどうかを分かると相談しやすい。 

・宿泊施設を含め、地域のバリアフリー情報が集約されたプラットフォームがあると情報

を入手しやすくなる。 
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（2）チェックシートの作成 

平成 29 年度から続く検討を踏まえ、「宿泊施設施設のセルフチェック・情報収集のた

めのチェックシート」を作成した。 

チェックシートは、宿泊施設側がハード・ソフトの両面からバリアフリー関連の必要

な情報をセルフチェックするためのものと位置づけ、高齢者や障害者等が必要とする情

報を整理し、チェック項目としてとりまとめた。一部の情報に関しては、規格や個数が

情報のポイントとなるものがあるため、「仕様欄」にサイズ等の詳細な情報を収集・記

録できる様式とした。 

なお、チェックシートはバリアフリー対応に関する知識や経験が少ない宿泊施設の職

員等が現場で活用することを想定し、チェックシートの活用しやすさを確保するために

収集する施設情報の内容やチェックシートへの記入方法を示した記入例を合わせて作

成した。 

次頁以降に作成したチェックシートと記入例を示す。  

 

【チェックシートの作成方針】 

○宿泊施設側がハード・ソフト両面の現状を踏まえて、とりうる最善の対応が情報とし

て示せるよう、障害種別ごとにハード・ソフト両面からセルフチェック可能な構成

とする。 

○宿泊施設側の過度な負担にならない基礎的な内容を中心に情報を収集する。 

○ハードについては、設備の有無、高さ・幅等のバリア情報、写真・動画等の補足情報、

ソフトについては人的対応の可否を基礎的な情報とする。 
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図 4-2 宿泊施設施設のセルフチェック・情報収集のためのチェックシート 

  

チェック欄

障害者用駐車スペース（専用スペース） 有 ・ 無
（　　　　　）台

建物入口の段差解消 有 ・ 無
段差の高さ（　　　　　）cm

施設内の段差解消 有 ・ 無
段差の高さ（　　　　　）cm

階段の手すり 有 ・ 無

エレベーター 有 ・ 無
定員数（　　　　　）名

車いす対応

客室
車いす対応の客室 有 ・ 無

客室タイプ・部屋数（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車いすで利用可能な入口 有 ・ 無
入口の有効幅（　　　　　）cm　　段差の高さ（　　　　　）cm

車いすで移動可能なスペース 有 ・ 無
通路の幅（　　　　　）cm

車いすで利用可能なトイレ・浴室 有 ・ 無
出入口の有効幅（　　　　　）cm　　段差の高さ（　　　　　）cm

手すりの有無（　　　）

客室から大浴場までの段差解消 有 ・ 無
段差の高さ（　　　　　）cm

大浴場内の手すり 有 ・ 無

客室または施設内通路から食事会場（宴会場）までの段差解消 有 ・ 無
段差の高さ（　　　　　）cm

車いすで食事可能なテーブル席 有 ・ 無

共用トイレ 車いす対応の共用トイレ 有 ・ 無

車いすの貸出 可 ・ 否

入浴備品の貸出（シャワーチェア、シャワーキャリー、移乗台、入浴用リフト 等） 可 ・ 否

従業員による施設内移動時の介助 可 ・ 否

食事会場（宴会場）における従業員による介助・サポート 可 ・ 否

階段の手すり 有 ・ 無

建物入口の視覚障害者誘導用ブロックまたは音声案内 有 ・ 無

館内案内図の点字表示 有 ・ 無

文字サイズ、コントラストに配慮した館内案内図 有 ・ 無

エレベーター内の音声案内 有 ・ 無

エレベーター内の操作盤の点字表示または立体表示 有 ・ 無

客室のドアに表示されている部屋番号の点字表示または立体表示 有 ・ 無

客室内への非常時の音声放送 有 ・ 無

大浴場 文字サイズ、コントラストに配慮した大浴場内の配置図 有 ・ 無

共用トイレ内の触知図 有 ・ 無

文字サイズ、コントラストに配慮した共用トイレ内の配置図 有 ・ 無

従業員による建物入口・客室までの誘導（施設到着時） 可 ・ 否

従業員による客室内設備や操作方法の説明 可 ・ 否

従業員による施設内移動時の介助 可 ・ 否

食事会場（宴会場）における従業員による介助・サポート 可 ・ 否

エレベーター内の行先階表示（ランプ表示） 有 ・ 無

エレベーター内の非常時の文字情報表示 有 ・ 無

夜間の出入口の音声（インターフォン）以外での対応 有 ・ 無

客室内の非常時警報ランプまたは呼出用バイブレーション 有 ・ 無

字幕対応テレビ・字幕表示ボタン付きリモコン 有 ・ 無

電話、FAX、メールなどの複数の問合せ手段 可 ・ 否

従業員による筆談対応 可 ・ 否

従業員による手話対応 可 ・ 否

同行者との同伴入浴が可能な貸切風呂 有 ・ 無

入浴着の貸出 可 ・ 否

オストメイト（人工肛門や人工膀胱を持つ方）対応設備のある共用トイレ 有 ・ 無

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）専用トイレ・トイレ用排泄スペース 有 ・ 無

部屋食の提供 可 ・ 否

食事の提供のフレキシブルな対応（アレルギー対応食、きざみ食 等） 可 ・ 否

食事の食品成分表示 有 ・ 無

多言語対応 可 ・ 否
対応言語（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

障害種別 チェック項目
仕様

（サイズ・数・対応範囲 等）

肢体不自由の方

車いす使用の方

設備の有無

備品貸出の可否

共用部

一般客室

大浴場

食事会場

（宴会場）

貸出備品

人的対応・サービスの可否

視覚障害の方

設備の有無

備品貸出の可否

共用部

共用トイレ

人的対応・サービスの可否

その他

全般

設備の有無

備品貸出の可否

大浴場

貸切風呂

共用トイレ

人的対応・サービスの可否

聴覚障害の方

設備の有無

備品貸出の可否

共用部

客室

人的対応・サービスの可否
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図 4-3 宿泊施設施設のセルフチェック・情報収集のためのチェックシート（記入例） 

 

チェック欄

障害者用駐車スペース（専用スペース）

＊車いす使用の方等が乗降できるスペース、傾斜や段差がない駐車スペースの有無を確認
有 ・ 無

（　　２　　）台

例）駐車場内の建物入口に一番近い場所に２台分のスペースを確保

建物入口の段差解消

＊建物入口の段差の有無、段差解消（スロープ等の設置）の有無・対応策を確認
有 ・ 無

段差の高さ（　　20　　）cm

例）入口の自動ドア前に20cmの段差が１段あり

施設内の段差解消

＊施設内の段差の有無、段差がある場所、段差解消（スロープ等の設置）の有無・対応策を確認
有 ・ 無

段差の高さ（　　５　　）cm

例）大浴場に向かう通路に、１段の段差あり

階段の手すり

＊施設内の階段への手すり設置の有無を確認
有 ・ 無

例）フロントから客室までの階段には手すりを設置

　 （その他の階段には設置されていない箇所あり）

エレベーター

＊施設内へのエレベーターの設置の有無、エレベーターのサイズ、車いす対応の有無を確認
有 ・ 無

定員数（　　11　　）名

車いす対応

客室

車いす対応の客室

＊車いす使用の方が利用できる客室（BFルーム等）の有無、客室のタイプ・仕様を確認
有 ・ 無

客室タイプ・部屋数（　ツインルーム・1室　　　　　　　　　　　　）

例）入口・客室内はスライド式のドアを設置

車いすで利用可能な入口

＊客室入口の幅、段差の有無を確認（※客室ごとに確認）
有 ・ 無

入口の有効幅（　　70　　）cm　　段差の高さ（　　3　　）cm

※一般的な車いすの場合、80cm以上の通行幅が必要

車いすで移動可能なスペース

＊客室内の通路の幅、障害となる家具等の有無を確認（※客室ごとに確認）
有 ・ 無

通路の幅（　　70　　）cm

※一般的な車いすの場合、80cm以上の通行幅が必要

車いすで利用可能なトイレ・浴室

＊出入口部分の段差の有無、ドア幅、サイズ、手すりの有無等を確認（※客室ごとに確認）
有 ・ 無

出入口の有効幅（　　55　　）cm　　段差の高さ（　　5　　）cm

手すりの有無（　無　）　※一般的な車いすの場合、80cm以上の通行幅が必要

客室から大浴場までの段差解消

＊客室から大浴場までの段差の有無、段差解消（スロープ等の設置）の有無・対応策を確認
有 ・ 無

段差の高さ（　　15　　）cm

例）大浴場入口に、15cmの段差が１段あり

大浴場内の手すり

＊大浴場内の通路、浴槽出入り部分等への手すり設置の有無を確認
有 ・ 無 例）浴槽の出入り部分に手すりを設置

客室または施設内通路から食事会場（宴会場）までの段差解消

＊食事会場までの段差の有無、段差解消（スロープ等の設置）の有無・対応策を確認
有 ・ 無

段差の高さ（　　20　　）cm

例）食事会場（宴会場）入口にスロープを設置

車いすで食事可能なテーブル席

＊可動式の椅子があるテーブル席、隣席との距離や周囲にスペースがある席の有無を確認
有 ・ 無

例）入口付近にスペースに余裕があるテーブル席を２つ用意

　　椅子は可動式のため、動かすことが可能

共用トイレ
車いす対応の共用トイレ

＊車いす使用の方が利用可能な共用トイレの有無、サイズ・仕様を確認
有 ・ 無 例）施設１階に１室設置

車いすの貸出

＊貸出が可能な車いすの有無、台数、仕様を確認
可 ・ 否 例）２台まで貸出可

入浴備品の貸出（シャワーチェア、シャワーキャリー、移乗台、入浴用リフト 等）

＊貸出が可能な上記入浴に必要な備品の有無、個数、仕様を確認
可 ・ 否 例）シャワーチェア、シャワーキャリー各１個貸出可

従業員による施設内移動時の介助

＊介助の依頼があった場合の対応の可否、対応可能な時間帯および対応範囲等を確認
可 ・ 否 例）混雑する時間帯は、お待ちいただく可能性あり

食事会場（宴会場）における従業員による介助・サポート

＊介助の依頼があった場合の対応の可否、対応可能な時間帯および対応範囲等を確認
可 ・ 否 例）混雑する時間帯は、お待ちいただく可能性あり

階段の手すり

＊施設内の階段への手すり設置の有無、手すりへの点字表示の有無を確認
有 ・ 無

例）フロントから客室までの階段には手すりを設置、点字表記なし

　 （その他の階段には設置されていない箇所あり）

建物入口の視覚障害者誘導用ブロックまたは音声案内

＊コントラストに配慮した視覚障害者誘導用ブロックまたは音声案内の有無、設置箇所を確認
有 ・ 無

館内案内図の点字表示

＊館内の設備や位置等を説明する案内図への点字表示の有無、設置場所を確認
有 ・ 無 例）視覚障害のあるお客様には、点字の館内マップを配布

文字サイズ、コントラストに配慮した館内案内図

＊弱視や色覚障害の方等の見やすさに配慮した案内図の有無、設置場所、周辺の状況を確認
有 ・ 無 例）各階の案内図をエレベーターホールに設置（接近して読むことが可）

エレベーター内の音声案内

＊エレベーターの音声案内機能の有無、仕様（音声案内の内容）を確認
有 ・ 無 例）停止する階数を音声で案内

エレベーター内の操作盤の点字表示または立体表示

＊操作盤（階数、開閉ボタン等）への点字表示、文字の立体表示の有無を確認
有 ・ 無 例）操作ボタンの階数を示す数字が立体表示

客室のドアに表示されている部屋番号の点字表示または立体表示

＊客室ドアの通路側に表示されている部屋番号の点字表示、数字の立体表示の有無を確認
有 ・ 無 例）各客室のドアに立体的な部屋番号表示を設置

客室内への非常時の音声放送

＊災害時や緊急時等の音声によるアナウンスの有無、聞こえる範囲等を確認
有 ・ 無

大浴場
文字サイズ、コントラストに配慮した大浴場内の配置図

＊弱視や色覚障害の方等の見やすさに配慮した案内図の有無、設置場所、周辺の状況を確認
有 ・ 無 例）男女それぞれの更衣室入口に設置（接近して読むことが可）

共用トイレ内の触知図

＊共用トイレ内の配置を説明する触地図の有無、設置場所（入口等）を確認
有 ・ 無

※音声による案内でも対応可

文字サイズ、コントラストに配慮した共用トイレ内の配置図

＊弱視や色覚障害の方等の見やすさに配慮した案内図の有無、設置場所、周辺の状況を確認
有 ・ 無 例）共用トイレ入口に設置（接近して読むことが可）

従業員による建物入口・客室までの誘導（施設到着時）

＊施設到着時に依頼があった場合の対応の可否、対応可能な時間帯および対応範囲等を確認
可 ・ 否 例）施設到着前の事前連絡がある場合のみ対応可

従業員による客室内設備や操作方法の説明

＊介助の依頼があった場合の対応の可否、対応可能な時間帯および対応範囲等を確認
可 ・ 否

※非常時の避難方法等の説明・確認をすることも必要

従業員による施設内移動時の介助

＊介助の依頼があった場合の対応の可否、対応可能な時間帯および対応範囲等を確認
可 ・ 否 例）混雑する時間帯は、お待ちいただく可能性あり

食事会場（宴会場）における従業員による介助・サポート

＊介助の依頼があった場合の対応の可否、対応可能な時間帯および対応範囲等を確認
可 ・ 否 例）混雑する時間帯は、お待ちいただく可能性あり

エレベーター内の行先階表示（ランプ表示）

＊モニター等への行先階表示機能（ランプ表示）の有無、仕様（表示の内容）を確認
有 ・ 無 例）停止する階数を文字情報で表示

エレベーター内の非常時の文字情報表示

＊災害時や緊急時等の文字での情報提供機能の有無、仕様（表示の内容）を確認
有 ・ 無

夜間の出入口の音声（インターフォン）以外での対応

＊施設入口が夜間施錠される場合の解錠の方法、連絡方法、対応範囲等を確認
有 ・ 無

例）職員はモニターで状況を確認することが可

　　チェックイン時に、連絡方法（メール等）の確認を実施

客室内の非常時警報ランプまたは呼出用バイブレーション

＊災害時や緊急時等の音声以外での連絡方法、設備・備品の有無、仕様を確認
有 ・ 無 例）職員による非常時の連絡体制を確保（連絡手段を事前に確認）

字幕対応テレビ・字幕表示ボタン付きリモコン

＊客室内テレビの字幕表示機能の有無、表示切替ボタンのあるリモコンの貸出可否を確認
有 ・ 無 例）事前に申し出があった場合は、客室内にリモコンを用意

電話、FAX、メールなどの複数の問合せ手段

＊顧客のニーズに応じた複数の問合せ手段（連絡方法）の有無、対応可能な時間帯等を確認
可 ・ 否 例）連絡手段：電話、FAX、メール（ホームページに連絡先を掲載）

従業員による筆談対応

＊フロント等への筆談具の設置の有無、筆談による対応の可否を確認
可 ・ 否 例）フロントに筆談具を用意

従業員による手話対応

＊フロント等での職員による手話対応の可否、対応可能な時間帯等を確認
可 ・ 否 例）●時～●時の間は、フロントにて手話対応が可（スタッフが常駐）

同行者との同伴入浴が可能な貸切風呂

＊同伴入浴が可能な貸切風呂の有無、サイズ・仕様、予約可能な時間帯、価格等を確認
有 ・ 無 例）利用可能時間：１６時～２２時まで、使用料：●円／１時間

入浴着の貸出

＊入浴着、使用可能なタオルや布等の貸出可否、個数を確認（手術跡等を隠すための配慮）
可 ・ 否 例）２着まで貸出可

オストメイト（人工肛門や人工膀胱を持つ方）対応設備のある共用トイレ

＊オストメイト対応設備のある共用トイレの有無、設備の仕様を確認
有 ・ 無

例）施設１階に１基（車いす対応トイレ内に設置）

※男女それぞれに対応設備を設置することも可

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）専用トイレ・トイレ用排泄スペース

＊補助犬専用トイレまたは敷地内で使用可能なスペースの有無、設置場所等を確認
有 ・ 無 例）屋外に使用可能な排泄スペースあり

部屋食の提供

＊部屋食の提供可否、対応可能な時間帯、申込み方法等を確認
可 ・ 否

食事の提供のフレキシブルな対応（アレルギー対応食、きざみ食 等）

＊心身の状況等に応じた食事の提供可否、対応範囲、申込み方法等を確認
可 ・ 否 例）特定原材料7品目除去メニューの提供が可

食事の食品成分表示

＊食事会場（宴会場）にて提供する食事の成分表示の有無、表示内容、対応範囲等を確認
有 ・ 無 例）朝食バイキングのメニュープレートに成分表示あり

多言語対応

＊フロント等での職員による多言語対応の可否、対応言語、対応可能な時間帯等を確認
可 ・ 否

対応言語（　英語、中国語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例）フロントにて常時英語対応が可能（施設HPは英語、中国語対応）

障害種別 チェック項目
仕様

（サイズ・数・対応範囲 等）

肢体不自由の方

車いす使用の方

設備の有無

備品貸出の可否

共用部

一般客室

大浴場

食事会場

（宴会場）

貸出備品

人的対応・サービスの可否

視覚障害の方

設備の有無

備品貸出の可否

共用部

共用トイレ

人的対応・サービスの可否

人的対応・サービスの可否

聴覚障害の方

設備の有無

備品貸出の可否

共用部

客室

人的対応・サービスの可否

その他

全般

設備の有無

備品貸出の可否

大浴場

貸切風呂

共用トイレ
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4.4 宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル作成 

宿泊施設における高齢者や障害者等の利用に必要となるバリアフリー情報発信の強

化を図るため、情報発信の方法と発信すべき内容等の整理したマニュアルを作成した。 

本マニュアルは、今後バリアフリー情報の発信に取組む宿泊施設の「手引き」として

現場で活用していただくことを想定し、宿泊施設側の取組の第一歩につながるよう、基

礎的な内容をとりまとめた。 

今年度作成したチェックシート及びマニュアルを宿泊施設に周知し、バリアフリー情

報発信の浸透につなげるため、観光庁 HP※からダウンロード可能としたほか、協会団体

等を通じてマニュアルを配布した。 

※観光庁 HP:「宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル

http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000158.html 

表 4-２ マニュアルの構成 

項 目 内 容 

はじめに マニュアル作成の背景、

平成 29 年度に作成した「接遇マニュアル（宿泊施設編）」の紹介 

第１部 

バリアフリー情報発

信の必要性 

１．バリアフリー情報に対するニーズ 

２．利用者が感じるバリア 

３．バリアフリー情報を発信することによる効果  

第２部 

宿泊施設の情報に

対するニーズ 

高齢の方や障害のある方が求める情報の一例 

①入口・アクセス ／ ②施設内・通路

③客室 ／ ④浴室・トイレ ／ ⑤食事

⑥情報発信・問合せ ／ ⑦その他

第３部 

バリアフリー情報発

信のポイント 

１．バリアフリー情報発信の実践ステップ 

STEP１：お客様が求める情報を知る（障害の理解）  

STEP２：施設のセルフチェック・情報収集 

STEP３：収集した情報の発信 

STEP４：問合せ対応・コミュニケーション 

２．情報の活用方法 

参考資料 宿泊施設のセルフチェック・情報収集のための『チェックシート』 
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【表紙・はじめに】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 1 部：ユニバーサルツーリズムの必要性】 

◇バリアフリー情報に対するニーズ 

◇利用者が感じるバリア 

◇バリアフリー情報を発信することによる効果  
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【第 2 部：宿泊施設の情報に対するニーズ】 

◇心身の状況に応じた、高齢者や障害者等が必要とする情報の一例  

※宿泊施設における設備や場面ごとに整理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3 部：バリアフリー情報発信のポイント】 

◇情報発信のための取組の流れ（STEP1～STEP4） 

◇各ステップにおける取組の内容とポイントの解説  

◇バリアフリー情報発信に関する先進的な取組事例の紹介  
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