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平成２７年度 誰もが生き生き観光まちづくり業務 

実施報告書（概要版） 
 

１．業務概要 
沖縄県における観光バリアフリーをより一層推進するため、高齢者、障害者等の観光客がレジ

ャー、スポーツなどを通して、沖縄を楽しめるような受入体制の整備を図るとともに、高齢者、

障害者の全国規模、世界規模のスポーツ大会やイベント、キャンプ誘致等を促進することを目的

として本業務を実施した。 

 

２．レジャー意向等実態調査 
高齢者、障害者等の沖縄観光の実態やニーズ、今後のレジャーやスポーツ等の実施に関する意

向等を把握することを目的として、レジャー意向等の実態調査を実施した。 

（１）実施内容 

レジャー意向等実態調査として、以下の４つの調査を実施した。 

①那覇空港バリアフリーツアーセンター（BFTC）窓口でのアンケート調査 

⇒センターのサービスを利用した方に調査票を配布し、計 64 サンプル回収 

②旅行会社、障害者団体・施設等のヒアリング調査 

⇒バリアフリー旅行の関係団体として、以下の５団体にヒアリングを実施 

クラブツーリズム株式会社／横浜リハビリテーション事業団／ 

全日本空輸（ANA）／日本航空（JAL）／日本トランスオーシャン航空（JTA） 

③高齢者アンケート調査 

⇒高齢者モニターを対象に、WEB アンケート調査を実施し、計 1,000 サンプル回収 

※50～60 代：500 サンプル、70 代以上：500 サンプル 

④障害者アンケート調査 

⇒調査票の配布および WEB アンケート調査を実施し、計 150 サンプル回収 

※肢体不自由：83 サンプル、視覚障害：53 サンプル、その他障害：14 サンプル 

（２）調査結果 ※一部抜粋 

◇沖縄旅行の実態 

・県内消費額は、高齢者、障害者、窓口利用者ともに、 

県の平均消費額を上回っている。 

・県内で不安を感じた点として、公共交通機関を含めた 

「移動」を挙げる意見が多い。 

◇沖縄県での体験アクティビティやスポーツ等の実施意向 

・高齢者や障害者用の実施率は低くなっているが、再訪 

時の実施意向は高くなっている。 

◇沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する意識 

・「しょうがい者・こうれい者観光案内所（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾂｱｰｾﾝﾀｰ）」の認知度はまだまだ低い。 

・今後の取組み推進に向けて、移動手段や情報発信の強化を求める割合が高い。 

◇個人属性 

・旅行情報の入手方法は、高齢者、障害者ともに「施設等の HP（WEB）」が多い。 
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３．誘客ツールの作成 
沖縄県における観光バリアフリーの推進に向けた効果的な情報発信を行うため、２.の調査結果

をもとに、高齢者や障害者等のさらなる誘客に寄与するツールの作成を行った。 

【実施内容および結果】 

①沖縄県観光バリアフリーポータルサイトの作成 

・日・英２言語対応 

・沖縄県の魅力、支援・サービスの内容、交通機関 

等の情報を集約して発信（各 HP へ誘導） 

②リーフレット「バリアフリーOKINAWA」の作成 

・日・英２言語対応 

・沖縄県の魅力、支援・サービスの内容、交通機関 

等の情報掲載（ポータルサイトへ誘導） 

⇒日本語版 5,000 部、英語版 1,000 部を作成し、県内外の関連団体等に配布 

 

４．業種別観光バリアフリーセミナー 
県内の観光バリアフリーに対する意識啓発、ノウハウの共有による高齢者や障害者等の受入体

制の強化を図ることを目的として、業種別観光バリアフリーセミナーを実施した。 

【実施内容および実施結果】 

①業種別対応マニュアルの作成 

・県内観光関連事業者の継続的なスキルアップにつなげ 

るため、バリアフリー対応のポイント等をまとめた、 

「対応マニュアル」を 3,000 部作成 

・障害者等の対応に関する基本的な事項をとりまとめた 

【共通編】と業種別の具体的な接遇・介助方法を示した 

【業種別編】の２部構成 

⇒セミナー参加者のテキストとして活用、各種協会等を通じて観光関連事業者に配布 

②業種別観光バリアフリーセミナーの実施 

・本島（北部、中部、南部）および離島（宮古、八重山）の県内５地域において計 9 回のセ

ミナーを開催し、県内観光関連事業者 180 名が参加した。 

※観光系、公共交通陸上系、公共交通海上系の 3 種のセミナーを実施 

≪各地域の開催回数と参加者数≫ 

地域 北部 中部 南部（那覇） 宮古 八重山 

内容 観光系 観光系 陸上(2)、海上、観光系(2) 観光系 観光系 

参加者数 10 12 114 27 17 

※事業者数が多い南部地域（那覇）において計５回開催 

・各セミナーは、講義と実技の 2 部構成を基本とした約３時間のプログラムで構成。 

⇒公共交通陸上系、公共交通海上系の実技では、実際のバス車両や船舶を用いて実施 

・セミナーの評価として、参加者の９割以上が、業務の現場で役立つと回答した。 
  

▼リーフレット「バリアフリーOKINAWA」 

▲業種別対応マニュアル 
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≪業種別観光バリアフリーセミナーの様子≫ 

 

 

５．観光バリアフリー・アドバイザー派遣 
観光バリアフリーの普及促進、各事業者における取組みの強化を図るため、県内の観光関連事

業者を対象とした観光バリアフリー・アドバイザー派遣を実施した。 

【実施内容および実施結果】 

①沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業の実施 

・施設やサービス等のバリアフリー対応を検討している県内観光関連事業者に専門家を派遣

する観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業を実施（※今年度創設） 

・申請があった県内観光関連事業者（２０件）に対し、アドバイザーとして専門家を派遣 

⇒宿泊(９件)、観光協会(４件)、バス(２件)、 

観光施設・飲食・航空・タクシー・クルーズ船(各１件) 

・本事業を通じて、派遣先の取組み姿勢の向上や、バリア

フリー対応の実現に向けた具体な今後の対応方針、整備

内容の決定等の成果を得た。 

・本事業の実施にあたり、県内関係者による協議・意見交

換の場として「委員会」を組成し、本事業の進め方や将

来的に自走可能な継続体制等の検討を実施（2 回開催） 

②日本パラリンピック委員会関係者のアドバイザー招請 

・専門家を招請し、パラリンピック事前キャンプの誘致促進に向けたセミナーを開催、誘致

を検討している地域の視察およびアドバイスを実施 

・日本パラリンピック委員会事務局長 兼 日本障がい者スポーツ協会強化部長 中森氏を、パ

ラキャンプ誘致等に関するアドバイザーとして招請 

・セミナーの開催、市町村（豊見城市、金武町・宜野座村・恩納村）への視察・助言を実施 

③「逃げバリ」実証実験（避難訓練）の実施 

・高齢者や障害者等の観光客の安全・安心のさらなる向上

に向けた、「逃げバリ」実証実験（避難訓練）を実施 

・カフーリゾート フチャク コンド・ホテルの協力のもと、

地域の消防本部や琉球大学、沖縄国際大学と連携した避

難訓練として開催 

・火災発生時の高齢者、障害者（肢体不自由、視覚、聴覚）

の避難支援等について検証 

  

▲第１回委員会の様子 

▲「逃げバリ」実証実験の様子 
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６．県内外へのプロモーション 
県内のさらなる気運醸成と、県外の高齢者や障害者等への効果的な情報発信による認知度の向

上を図ることを目的として、県内外へのプロモーションを実施した。 

【実施内容および実施結果】 

①プロモーション用のポスター作成 

・沖縄県の観光バリアフリーの魅力や取組みを発信する 

ためのポスターを２種類作成（各 100 部） 

②高齢者、障害者イベント等へのブース出展 

・以下の 3 種のイベントにブースを出展し、PR を実施 

◆沖縄修学旅行フェア 2015（沖縄県） 

◆ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2015（横浜市） 

◆第 17 回西日本国際福祉機器展（福岡県） 

※東京新聞主催シンポジウムにパネリストとして参加し、 

沖縄県の観光バリアフリーの取組みを紹介 

③雑誌掲載等による PRおよび効果検証 

・高齢者や障害者向けに発行されている雑誌や業界紙４誌に、 

観光バリアフリーの取組みを紹介する広告を掲載 

・「沖縄県観光バリアフリー推進キャンペーン」を実施し、キャンペーンサイトへのアクセス

数から、広告掲載効果の検証を実施（抽選で「沖縄県特産品詰め合わせ」を贈呈） 

 

７．海外先進地域の視察・調査 
沖縄県における観光バリアフリーの取組みを推進する上で、今後の検討の参考となる知見やノ

ウハウ等を収集することを目的として、高齢者や障害者等の観光客に対して先進的な取組みを実

施している英国において、取組主体へのヒアリング調査および現地視察等を実施した。 

≪英国における調査概要≫ 

ヒアリング 

調査対象 

①イングランド観光局〔VisitEngland〕 

②ブライトン観光局〔VisitBrighton〕 

③ツーリズム・フォー・オール〔Tourism for All〕 

調査項目 

①アクセシブル・ツーリズムに関する取組み内容 

②取組主体の役割 

③取組みの課題、今後の展開 等 

 

８．まとめと今後の課題 
今後より一層の高齢化の進展が見込まれている中で、観光バリアフリー先進地として、高齢者

や障害者等のさらなる誘客を図り、取組みを推進していくために、次年度以降に継続して検討す

べき事項としては以下のものが考えられる。 
 

◇継続的な「業種別観光バリアフリーセミナー」の開催による受入れ体制の強化 

◇観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業の普及、対応可能な領域の拡大 

◇イベント出展等を通じたさらなる情報発信・プロモーションの実施 

◇観光バリアフリーの取組みの深度化と領域の拡大（食バリ、食アレ、障害者スポーツ等） 
 

▲プロモーション用ポスター 

▲ブース出展の様子 

（西日本国際福祉機器展） 
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１．業務概要 
１.１ 業務の背景・目的 

（１）背景・現状認識 

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

局面に入り、若年層の旅行離れが進む中、沖縄県において、観光収入 1 兆円、観光客数 1,000

万人を達成する上では、高齢者や障害者、これらの方を含んだグループを取り込んでいくこと

は必須の視点である。 

沖縄県においては、平成 19 年 2 月の「沖縄観光バリアフリー宣言」を皮切りに、バリアフ

リーツアーセンターの設立、ハード・ソフト面での観光バリアフリー化の推進、観光事業者の

意識醸成等を、関係部局とも連携し推進してきた。平成 26 年度においては、沖縄観光バリア

フリー推進戦略および関連施策が策定されるとともに、沖縄観光バリアフリーガイドブックの

作成、セミナー事業、シンポジウムの開催等がなされた。 

これらは一定の成果を挙げている一方、世界水準の観光リゾート地を目指す中で、唯一無二

の誰にでもやさしい観光地「沖縄／OKINAWA」として、国内外からの幅広い認知、評価を得

るため、引き続きより一層の取組みが求められている。 

また、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契機とした取組みが進む

なか、パラリンピックにおいては 60 団体・7,500 人を超える強化合宿が行われているが、沖

縄に取り込めているのは現状 100 人に満たない。沖縄の気候や航空網といった特性を活かす

ことで誘致を促進できる可能性の高い分野であり、このような視点を持ちつつ、観光バリアフ

リーの観点からレジャー、スポーツの誘客を推進していくことも求められる。 

来年4月に施行される障害者差別解消法の観点からも、観光を構成するレジャー、スポーツ、

宿泊、買い物、交通、食といったあらゆる要素を含め総合的な対応が求められている状況にあ

る。 

 

（２）目的 

このような背景を踏まえ、本業務では、沖縄県における観光バリアフリーをより一層推進す

るため、高齢者、障害者等の観光客がレジャー、スポーツなどを通して、沖縄を楽しめるよう

な受入体制の整備を図るとともに、高齢者、障害者の全国規模、世界規模のスポーツ大会やイ

ベント、キャンプ誘致等を促進することを目的とする。 
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１.２ 業務の実施手順 

本業務の実施手順は以下に示す通りである。 

各項目における具体な検討内容および結果に関しては、２．以降に整理した。 

 

 

図表１ 業務の実施フロー 
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２．レジャー意向等実態調査 

沖縄県における観光バリアフリーをより一層推進するため、高齢者、障害者等の沖縄観光の

実態やニーズ、今後のレジャーやスポーツ等の実施に関する意向等を把握することを目的とし

て、レジャー意向等の実態調査を実施した。 

検討にあたっては、高齢者や障害者等の実態やニーズを幅広く捉えるため、「那覇空港バリア

フリーツアーセンター（BFTC）窓口でのアンケート調査」、「旅行会社、障害者団体・施設等

のヒアリング調査」、「高齢者アンケート調査」、「障害者アンケート調査」の計４つの調査を実

施した。 

 

２.１ レジャー意向等実態調査の概要 

高齢者、障害者等の沖縄観光の実態やニーズ等を把握することを目的として実施した、レジ

ャー意向等実態調査の概要を以下に示す。アンケート調査およびヒアリング調査を実施するこ

とで、今後の観光バリアフリーの取組み推進に向けた検討の基礎資料となるデータの収集とと

りまとめを行った。 

図表２ 那覇空港バリアフリーツアーセンター（BFTC）窓口調査の概要 

調査対象 
那覇空港バリアフリーツアーセンター（BFTC）のサービスを利用された方 

⇒センターのサービスを利用した方に調査票を配布し、回答を依頼 

回収数 合計６４サンプル（日本人：63 サンプル、外国人：1 サンプル） 

図表３ ヒアリング調査対象 

調査対象 

バリアフリー旅行の関係団体として、以下の 5 団体を対象に実施 

⇒クラブツーリズム株式会社／横浜リハビリテーション事業団 

全日本空輸株式会社（ANA）／日本航空株式会社（JAL） 

日本トランスオーシャン航空（JTA） 

図表４ 高齢者アンケート調査の概要 

調査対象 

沖縄県内を訪問した経験がある高齢者（沖縄県外居住者のみ） 

⇒調査会社に登録しているモニターから対象者をフィルタリングした上で調査票

を配信し、WEB 上にて回答 

回収数 
合計 1,000 サンプル回収 

※50～60 代：500 サンプル、70 代以上 ：500 サンプル （男女半数ずつ） 

図表５ 障害者アンケート調査の概要 

調査対象 

沖縄県以外の地域に居住する障害者 

⇒対象者に直接調査票を配布して回答を依頼（特に肢体不自由者 等） 

⇒調査会社に登録しているモニターから対象となる視覚障害者を抽出した上で調

査票を配信し、WEB 上にて回答（特に視覚障害者） 

回収数 
合計 150 サンプル回収 

※肢体不自由：83 サンプル、視覚障害：53 サンプル、その他障害：14 サンプル
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２.２ レジャー意向等実態調査結果 

今年度実施した 4 つの調査結果をもとに、高齢者や障害者等の沖縄旅行の実態や意向等につ

いて、①沖縄旅行の実態、②沖縄県における体験アクティビティやスポーツ等の実施意向、③

沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する意識、④旅行計画時および旅行中の情報入手等に

関する実態、⑤バリアフリー旅行の取組みや今後の方向性の 5 つの視点から整理した。 

 

２.２.１ 沖縄旅行の実態 

沖縄旅行の魅力としては、「海・ビーチ」、「気候・風土」、「豊かな自然」など、沖縄特有の自

然観光に魅力を感じ、ゆったりとした旅行を望む意見が多い。 

沖縄旅行の形態として、高齢者は「家族、夫婦、パートナー」と沖縄を訪れる割合が高く、

障害者に関しては、「所属団体等の同僚」や「友人」と訪れる割合が高い（肢体不自由の方は団

体旅行が多く、視覚障害の方は家族旅行の割合が比較的高い傾向にある）。 

県内での移動手段としては、高齢者、障害者ともに「レンタカー」や「モノレール」を利用

している割合が高く、路線バス等の公共交通や福祉車両等を使用した割合は低くなっている。

特に、北部地域への移動においては、個別の移動手段に頼らざるを得ない状況もあり、移動の

不便さを指摘する意見が多い。 

沖縄県内での消費額に関しては、高齢

者が平均 144,711 円、障害者が平均

105,360 円となっており、ともに統計

データ※の県平均値（74,502 円）を上回

っている。高齢者に関しては、宿泊費、

県内交通費、土産・買物費、飲食費、娯

楽・入場費の全ての項目で消費額が県平

均を上回っており、マーケットとしての

価値を示している（窓口調査でも、平均

消費額は 156,667 円と高い数値を示し

ている）。 

※平成 26 年度の観光収入／観光客一人当たり県内消費額の内訳（沖縄県 HP）より 

 

県内で不便を感じた点として、公共交通機関を含めた「移動」を挙げる意見が最も多く、高

齢者や障害者等の受入環境を整備するにあたり、改善が求められている。移動以外の点では、

「高齢者や障害者が利用しやすい設備」や「トイレ」に関する意見が多く寄せられている中で、

高齢者、障害者ともに「案内・情報提供」を求める意見が比較的多く、取組みの周知だけでな

く、県内の情報発信にも注力する必要がある。 

沖縄県への再訪意思としては、高齢者の 92.7％、障害者の 96.5％が、また訪問したいと回

答しており、受入体制をより強化することで、リピーターの獲得が期待できる。 
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図表６ 平均消費額の比較 
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２.２.２ 沖縄県における体験アクティビティやスポーツ等の実施意向 

高齢者や障害者のレジャー意向等として、沖縄旅行の目的が「自然景観や歴史を楽しむこと」

としている方が多いことから、体験型のアクティビティやスポーツ等は、高齢者が 26.8%、

障害者が 10.7％、窓口利用者が 7.0%と低い実施割合となっている。 

体験型のアクティビティやスポーツ等を実施していない理由としては、旅行の目的が異なる

という意見が多い一方で、視覚障害の方は「体験アクティビティに関する情報がない」と半数

以上が回答している。また、沖縄へ再訪した際には、高齢者の 35.6%、障害者の 61.5％が「実

施したい」と回答しており、再訪時の「目的」として選ばれる可能性があるなど、レジャー実

施意向は決して低くないと考えられる。 

本調査が、高齢者や障害者も県内で体験型のアクティビティやスポーツ等を実施できること

を知るきっかけになった可能性も考えられ、引き続き、情報を発信していくことで、レジャー

意向がある高齢者や障害者等の獲得が期待できるものと考えられる。 

 

２.２.３ 沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する意識 

沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する意識の一つとして、「しょうがい者・こうれい者

観光案内所（バリアフリーツアーセンター）」の認知度は、高齢者が 3.5％、障害者が 14.0％

と低くなっているが、障害者に関しては、次回来訪時の窓口やサービスの利用意向を 8 割以上

（サービス利用：52.4％、窓口訪問：30.3％）が示している。 

高齢者や障害者は安心して旅行するための支援サービス等の情報を求めており、情報を届け

ることで、誘客等につながることが期待されるため、情報発信の強化が必要である。 

また、今後の観光バリアフリーの推進に向けて必要な取組みとしては、「移動手段の充実」を

指摘する意見が最も多い。その他には、情報発信や宿泊施設の充実、サービスの強化など、受

入体制の全体的な強化を指摘する意見も比較的多い。 

障害別にみると、肢体不自由の方は「BF 対応の宿泊施設の充実（79.7％）」を、視覚障害

の方は「人的な対応や支援サービスの強化（71.7%）」を求める意見が多い。障害の種類や程

度によって求めるサービスが異なるため、幅広い対象を意識した対応強化が重要である。 

図表７ 観光バリアフリーの取組み推進に向けた改善点（左：高齢者、右：障害者） 
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受入側の人的な対応や支援等のサービスの強化

（おもてなし、心のBF等）

観光BFに関するイベントやツアーの増加

その他
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BF対応等の宿泊施設の充実

車いす貸出し等のレンタルサービスの充実
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（おもてなし、心のBF等）

観光BFに関するイベントやツアーの増加

その他
[回答者数:1000] [回答者数:146]
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２.２.４ 旅行計画時および旅行中の情報入手等に関する実態 

高齢者や障害者が旅行計画時に情報を入手する手段としては、高齢者、障害者ともに「観光

施設や宿泊施設等のホームページ」といった回答が最も多く、WEB を活用した情報収集が主

流となっている（高齢者：60.9％、障害者：67.1%）。 

高齢者のうち、70 代以上に関しては、「パンフレット、リーフレット（47.0％）」や「旅行

会社の窓口（37.8％）」といった回答の割合がやや高くなっているが、今後の高齢者や障害者

をターゲットとした情報発信手段としては WEB を通じた発信を図るとともに、ホームページ

等の情報の充実がポイントとなると考えられる。 

旅行前や旅行中に必要な情報としては、「移動手段や所要時間等の情報」や「観光資源や体験

メニュー等の情報」、「トイレや BF マップ等の情報」など、ややばらつきも見られるため、県

内の観光バリアフリーに関する情報を一元的に集約し、発信する窓口（ホームページ）等の整

備をすることも情報発信の強化において効果が高いと考えられる。 

図表８ 旅行前や旅行中に必要な情報（左：高齢者、右：障害者） 

 

２.２.５ バリアフリー旅行の取組みや今後の方向性 

バリアフリー旅行に関連する旅行会社や障害者施設では、高齢者や障害者等にとって沖縄県

への旅行は人気があり、ニーズが高いと認識している。高齢者や障害者にとって旅行経験は自

信となり、生きがいや次回旅行に向けた健康づくり、リハビリ等のモチベーションにつながる

可能性があり、温暖な気候を有する沖縄県は旅行先として適しているという指摘もあった。移

動手段の確保を含め、バリアフリー旅行等の高齢者や障害者の団体旅行の受入体制強化を図る

ことで、さらなる誘客につながることが期待できる。 

また、航空会社に関しては、高齢者や障害者の利用が増加傾向にあり、各社、専用窓口の設

置や様々な支援サービスの提供を行い、高齢者等をマーケートとして捉えた取組みの強化、PR

に取組んでいる。しかし、まだ高齢者や障害者の中には、航空機を利用できないといった認識

を持っている方が多く、情報発信が課題となっている。 

沖縄県への来訪手段として航空機は切り離すことができないものであり、航空サービスの強

化は高齢者や障害者等の誘客につながることが期待されるため、今後の情報発信の方向性とし

て、航空会社と連携した周知活動の展開も検討していく必要があると考えられる。 
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その他[回答者数:1000] [回答者数:149]
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３．誘客ツールの作成 

実態調査でも、今後の取組み推進に向けた改善点の一つとして情報の充実が求められており、

特に、高齢者、障害者ともに WEB を活用した情報収集が主流となっている。 

沖縄県における観光バリアフリーの推進に向けた効果的な情報発信を行うため、２．で実施

した調査結果をもとに、高齢者や障害者等の更なる誘客に寄与するツールの作成を行った。 

具体的には、現状沖縄県として観光バリアフリーに関する情報が集約された WEB サイトが

ないことから、①県内の観光バリアフリー関連情報を集約したポータルサイト（WEB）を作成

するとともに、②ポータルサイト（WEB）に誘導することを意図したリーフレットを作成した。

また、ポータルサイトおよびリーフレットは日本語に加えて英語版を作成した。 

作成したポータルサイトおよびリーフレットは、今後の観光バリアフリーの取組みのプロモ

ーションや情報発信に積極的に活用していくこととする。 

 

３.１ 誘客ツールの作成方針 

沖縄県における観光バリアフリーの推進に向けた効果的な情報発信を行うための「誘客ツー

ル」の作成方針を以下に示す。ポータルサイトと、そのサイトに誘導するためのツールとして、

以下のような方針のもと、各ツールを作成した。 

【誘客ツールの作成方針】 

①沖縄県観光バリアフリーの入口となるポータルサイト（ＷＥＢ）を作成 

✓観光バリアフリー先進地としてのＰＲを行うとともに誘客のきっかけづくりを図る 

✓観光バリアフリー体験メニューなど高齢者・障害者が楽しめる沖縄の魅力を紹介 

✓訪沖ハードルの低減に繋がる情報、支援メニュー等の概要を紹介するとともに、各サ

ービス提供者等への誘導 

②ポータルサイト（ＷＥＢ）に誘導するためのリーフレットを作成 

✓紙面制約を勘案しつつ必要内容を掲載し、より詳細なポータルサイト（ＷＥＢ）への

誘導 

③ポータルサイト（ＷＥＢ）およびリーフレットは日・英２言語で作成 

✓増加するインバウンドへの対応  
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３.２ 誘客ツールの概要および作成結果 

沖縄県における観光バリアフリーの推進に向けた効果的な情報発信を行うための「誘客ツー

ル」として作成した、ポータルサイトおよびリーフレットの概要と作成結果を以下に示す。 

 

３.２.１ ポータルサイト（WEB） 

ポータルサイトは、「沖縄県観光バリアフリーポータルサイト バリアフリーOKINAWA」と

題し、国内外の高齢者や障害者等に対して沖縄県の魅力や、支援サービス等の必要な情報が集

約されたサイトとして運営し、情報発信の核として、今後も継続的に情報更新やコンテンツの

充実を図ることとする。 

図表９ ポータルサイト（WEB）の概要 

項目 概要 

タイトル 
沖縄県観光バリアフリーポータルサイト 

バリアフリーＯＫＩＮＡＷＡ 

対象者 国内外の高齢者、障害者等の一般消費者 

作成言語 日本語および英語 

掲載場所（URL） http://okibf.jp/ 

掲載内容 

①沖縄観光バリアフリーの魅力 

バリアフリー対応のマリンレジャー／パラグライダー遊覧飛行／ 

やんばる学びの森等の紹介 

②支援・サービス 

那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所／バリアフリー旅行支

援・レスパイトサービス／アレルギー対応沖縄サポートデスク 

③交通機関等の情報 

航空会社の支援サービス／ 

県内主要空港の施設案内／ターミナルマップ／県内公共交通機関 

④観光バリアフリーパンフレット 

ちむぐくる TRIP（トリップ）／バリアフリー観光ガイド「そらくる沖縄」

 

≪ポータルサイト（WEB）の作成イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲日本語版 

▼英語版 
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３.２.２ リーフレット 

リーフレットは、「バリアフリーOKINAWA」と題し、ポータルサイトの内容の概要を整理

したものとして、国内外の高齢者や障害者等への発信と、ポータルサイトへ誘導する機能を有

するツールとして作成した。さらに、国内外の関係団体等に配布し、周知を行った。 

図表１０ リーフレットの概要 

項目 概要 

タイトル バリアフリーＯＫＩＮＡＷＡ 

対象者 国内外の高齢者、障害者等の一般消費者 

作成言語 日本語および英語 

仕様 A4 サイズ 3 つ折 

作成部数 日本語版：5,000 部、英語版：1,000 部、合計 6,000 部 

配布先 日本語版：全国の主要なリハビリテーション施設、ＯＣＶＢ、しょうがい

者・こうれい者観光案内所（那覇空港および国際通り）等 

英 語 版：沖縄県の各国海外事務所、ＯＣＶＢ、しょうがい者・こうれい

者観光案内所（那覇空港および国際通り）等 

掲載内容 ①沖縄観光バリアフリーの魅力 

バリアフリー対応のマリンレジャー／パラグライダー遊覧飛行／ 

やんばる学びの森等の紹介 

②支援・サービス 

那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所／バリアフリー旅行支

援・レスパイトサービス／アレルギー対応沖縄サポートデスク 

③交通機関等の情報 

航空会社の支援サービス／ 

県内主要空港の施設案内／ターミナルマップ／県内公共交通機関 

 

≪リーフレットの作成イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲日本語版（表面） 

▼英語版（裏面） 
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４．業種別観光バリアフリーセミナー 

沖縄県内の観光バリアフリーに対する意識啓発、ノウハウの共有による高齢者や障害者等の

受入体制の強化を図ることを目的として、業種別観光バリアフリーセミナーを実施した。実施

にあたっては、県内観光関連事業者の継続的なスキルアップにつなげるため、バリアフリー対

応のポイント等をまとめた「業種別対応マニュアルの作成」するとともに、より実践的な内容

となるよう、業種別に内容を分けた３種の「業種別観光バリアフリーセミナー」を計９回開催

した。 

 

４.１ 業種別対応マニュアルの作成 

業種別観光バリアフリーセミナーの実施にあたり、県内観光関連事業者の継続的なスキルア

ップおよびセミナーのテキストとして活用することを目的として、バリアフリー対応のポイン

ト等をまとめた「業種別対応マニュアル」を作成した。 

作成したマニュアルは、「業種別観光バリアフリーセミナー」のテキストとして参加者に配布

するとともに、県内の観光関連事業の現場において活用することを想定し、各種協会等を通じ

て現場に配布した。 

 

４.１.１ マニュアルの作成方針 

業種別対応マニュアルの作成にあたっては、観光関連事業の現場において役立つよう、以下

の方針に基づき作成した。 

【マニュアルの作成方針】 

①業種別観光バリアフリーセミナーのテキスト、そしてセミナー終了後に観光関連

事業の現場において役立つ内容とする 

⇒ 業種ごとに、バリアフリー対応として求められる接遇・介助、対応等は異なるため、

各種観光関連事業におけるポイントやノウハウを共有できる内容とする 
 
②障害者等の対応等に関する基本的な事項をとりまとめた【共通編】と業種別の具

体的な対応方法を示した【業種別編】の２部構成とする 

⇒ 【共通編】は、業種に関わらず必要となる、バリアフリー観光の必要性や、障害の

理解、コミュニケーションの基本等を解説 

⇒ 【業種別編】は、業種ごとに、障害別に異なるニーズや対応のポイント等を解説 
 

③【業種別編】の対象は、「業種別観光バリアフリーセミナー」の内容を鑑み、以

下の業種を対象とする。 

⇒ バス、タクシー、船舶、宿泊施設、飲食施設、商業施設 
 

④現場において課題や不明点等が生じた場合に、対応や接遇のポイント等を本マニ

ュアルから参照しやすいよう、写真やイラスト等を活用しながら分かりやすくと

りまとめる。 
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４.１.２ マニュアルの概要 

作成した「業種別対応マニュアル」の概要を以下に示す。 

図表１１ 業種別対応マニュアルの概要 

項目 概要 

タイトル 
みんないきいき 「業種別観光バリアフリー対応マニュアル」 

～誰もが楽しめるやさしい観光地を目指して～ 

対象者 県内の観光関連事業に従事する方 

ページ数 116 頁 

掲載内容 

【共通編】 

⇒各事業者に共通する基本事項として、接遇・介助の必要性や、現状の取

組み、障害ごとの特徴やニーズ等を掲載 

◇1 章 バリアフリー観光の必要性 

数字でみる社会情勢／接遇・介助の必要性 

沖縄県の取り組み／バリアフリー観光の試み 

◇2 章 障害の理解とコミュニケーション 

肢体不自由／内部障害・アレルギー・難病 

視覚障害／聴覚障害／知的障害・発達障害・精神障害 

加齢に伴う障害／外国人・妊婦・乳幼児連れ 

めんそーれー補助犬／重要！“逃げるバリアフリー” 

【業種別編】 

⇒業種ごとに、障害別に異なるニーズや対応のポイント等を写真を用いて

わかりやすく解説 

◇3 章 業種別の対応のポイント 

路線バス／タクシー／船舶 

宿泊施設／飲食施設／商業施設 

作成部数 A4 サイズ：3,000 部 

 

【業種別観光バリアフリー対応マニュアルの作成イメージ】 
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４.２ 業種別観光バリアフリーセミナーの実施 

沖縄県内の観光バリアフリーに対する意識啓発、ノウハウの共有による高齢者や障害者等の

受入体制の強化を図ることを目的として、今年度、県内の観光関連事業者を対象に、県内各地

域において、「業種別観光バリアフリーセミナー」を計 9 回開催した。 

今年度実施した「業種別観光バリアフリーセミナー」は、観光関連事業の業種が多岐にわた

ることから、各事業の特性等を勘案し、①観光系（対象：宿泊事業者、飲食・土産品店、観光

施設、行政職員 等）、②公共交通陸上系（対象：バス、タクシー、モノレール等関連事業者 等）、

③公共交通海上系（対象：船舶関連事業者 等）の 3 区分に分けて開催した。 

セミナーの内容としては、講義（座学）に加え、障害当事者の参加による実技を加えた、よ

り実践的なプログラムとなるよう構成した。 

 

４.２.１ 開催スケジュール 

今年度開催した、「業種別観光バリアフリーセミナー」の開催スケジュールを以下に示す。 

県内各地域の観光関連事業者が参加できるよう、本島（北部、中部、南部）および離島（宮

古、八重山）の各地域においてセミナーを開催した。本島南部地域においては、対象となる事

業者が多いことから、那覇市内において複数回開催することとした。 

図表１２ 業種別観光バリアフリーセミナーの開催スケジュール 

No 日程 業種 地域 会場 参加者数

1 平成 27 年 12 月 9 日（水） 

13:30～17:00 

観光系 宮古 宮古島マリンターミナル 

大研修室 
27 名 

2 平成 27 年 12 月 11 日（金） 

13:30～17:00 

観光系 八重山 石垣市健康福祉センター 

2F 視聴覚室 
17 名 

3 平成 28 年 1 月 13 日（水） 

13:30～17:00 

公共交通

陸上系 

那覇 沖縄産業支援センター 

102 号室 
21 名 

4 平成 28 年 1 月 14 日（木） 

13:30～17:00 

観光系 那覇 
〃 15 名 

5 平成 28 年 1 月 21 日（木） 

15:00～18:30 

公共交通

海上系 

那覇 泊ふ頭旅客ターミナルビル 

とまりん 研修室 
9 名 

6 平成 28 年 1 月 25 日（月） 

13:30～17:00 

観光系 北部 名護市産業支援センター  

中会議室 
10 名 

7 平成 28 年 1 月 26 日（火） 

13:30～17:00 

観光系 中部 イオンモール沖縄ライカム 

イオンホール 
12 名 

8 平成 28 年 2 月 3 日（水） 

13:30～17:00 

公共交通

陸上系 

那覇 沖縄産業支援センター 

102 号室 
30 名 

9 平成 28 年 2 月 4 日（木） 

13:30～17:00 

観光系 那覇 沖縄産業支援センター  

会議室 大 
39 名 

 参加者合計 180 名 

※平成 28 年 1 月 22 日（金）に予定していた食バリは、参加申込少数のため開催を見送り 
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４.２.２ 開催結果 

今年度、県内各地域において計 9 回開催した「業種別観光バリアフリーセミナー」の開催結

果を以下に示す。本島（北部、中部、南部）および離島（宮古、八重山）の各地域において開

催し、合計 180 名が参加した。 

 

（１）研修プログラムと開催時の様子 

観光バリアフリーに対する意識啓発、ノウハウの共有による受入体制の強化に向けて、県内

の観光関連事業者の現場において役立つ内容とするため、セミナーのプログラムは、講義（座

学）と実技の 2 部構成を基本として開催した。 

講義では、講師を担当頂いた親川氏より、バリアフリー対応の基本やポイント等を分かりや

すく解説するとともに、各地域の障害当事者が講師を担い、日常生活における不便な点等の生

の意見を発表して頂いた。また、本島で開催したセミナーでは、冒頭の挨拶として、県の障害

福祉課から「障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例（共生社会条例）」や「障

害者差別解消法」等に関する説明を実施した。 

実技では、高齢者疑似体験や車いす使用者の介助演習により、接遇、配慮方法の実践を行っ

た。さらに、②公共交通陸上系および③公共交通海上系のセミナーでは、実技の時間に、実際

のバス車両や停泊中の船舶を使用し、より実践的な内容のプログラムとした。 

図表１３ 業種別観光バリアフリーセミナーの基本プログラム 

時間 配分 内容 

13:00 － 受付開始 

13:30～13:40 10 分 開会・挨拶 

※県の障害福祉課より、条例や差別解消法等について解説 

13:40～15:10 90 分 【講義】事業者に求められる観光バリアフリー 

・観光事業者に求められるバリアフリー対応の基本やポイン

ト、高齢者や障害者への接遇やコミュニケーション方法等を

分かりやすく解説 

◇講師：バリアフリーネットワーク会議 親川氏 

障害当事者（肢体不自由、視覚、聴覚 等） 

※各地域の当事者が講師を担い、生の意見を教示 

15:10～15:30 20 分 休憩 

15:30～17:00 90 分 【実践】当事者への接遇、配慮方法の実践 

・高齢者、障害者疑似体験や、当事者への接遇、実際のコミュ

ニケーション等を通じて高齢者や障害者の受入に必要な配

慮等を実践的に学ぶ 

◇講師：バリアフリーネットワーク会議 親川氏 

17:00 － 閉会 

※公共交通海上系のセミナーは、停泊中の船舶を使用可能な時間に合わせて 15 時から開始 
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≪業種別観光バリアフリーセミナーの様子≫ 
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（２）受講者へのアンケート結果 

「業種別観光バリアフリーセミナー」の内容の評価や、次年度以降に向けた課題抽出等を目

的として、各地域のセミナー終了後に、参加者に対してアンケート調査を実施した。 

参加者の業務内容に対する本セミナーの役立ち度に関しては、参加者の 82.5％が「大変参

考になった」、15.8%が「参考になった」と回答しており、参加者の満足度として高い評価を

得た。 

具体的に参考になった点としては、バリアフリー対応の必要性や当事者の視点に立つことの

重要さに対する「気づき」や、観光とバリアフリーのつながり、高齢者や障害者をマーケット

の視点から捉えることなど、視野の広がりを指摘する意見があった。 

また、今後の「観光バリアフリー」等に関するセミナーへの参加意向として、参加者の 96.6%

が「参加したい」と回答しており、継続的なセミナーの開催を期待する意見が多い。 

≪セミナーの役立ち度≫ 

 

［回答者数：120］ 

≪今後のセミナーの参加意向≫ 

 

［回答者数：117］ 

 

４.３ 次年度に向けた課題 

受講者アンケートの中で、所属団体等におけるバリアフリー対応に関する研修や人材育成等

の実施状況を質問したところ、セミナー参加者の 59.3％が所属団体等で研修や人材育成等を

「実施していない」と回答しており、県内の高齢者や障害者等の受入体制を強化していくため

には、今後も継続的にセミナー等を開催し、ノウハウ等を伝承していく必要があると考えられ

る。その際には、今年度のように、机上の検討だけでなく、実技や障害当事者が参加する形で

の開催が望ましい。 

また、今年度の開催実績として、9 回のセミナー開催により、計 180 名が参加し、一定の

成果があったものと考えられるが、地域別にみると、本島の北部や中部、離島の八重山では参

加者数が伸び悩んでおり、周知活動の強化が課題であると考えられる。 

受講者アンケートにおいて、セミナー開催に関する情報の入手先として、「組織内の掲示・回

覧」を挙げる意見が多いことから、県内の関係団体や地域に協力を仰ぎ、直接的に周知を図る

ことができるような仕組みの検討および調整が必要である。  
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５．観光バリアフリー・アドバイザー派遣 

沖縄県内の観光関連事業者への観光バリアフリーの普及促進、各事業者における取組みの強

化を図ることを目的として、バリアフリー化の整備等を検討している観光関連事業者にアドバ

イザーとして専門家を派遣する、観光バリアフリー・アドバイザー派遣を実施した。 

さらに、本派遣事業の一環として、障害者スポーツ等の普及に向けた「日本パラリンピック

委員会関係者のアドバイザー招請」や、高齢者や障害者等の安全・安心の更なる向上に向けた

「逃げバリ実証実験（避難訓練）」を実施した。 

 

【今年度の取組み内容】 

（１）沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業の実施 

①県内関係者のアドバイザー派遣 

・観光バリアフリーの普及促進、取組みの強化を図ることを目的として、バリアフリー対応

を検討している観光関連事業者に専門家を派遣する、観光バリアフリー・アドバイザー派

遣事業を実施 

⇒アドバイザー派遣の申請があった延べ 20 件の事業者に対し、専門家を派遣 

 

②沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣に関する委員会の開催 

・観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業の実施にあたり、県内関係団体等の意見交換、

協議の場として、「沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣に関する委員会」を組成 

⇒計 2 回開催し、派遣事業の充実や次年度以降の継続に向けた方針を検討 

 

（２）日本パラリンピック委員会関係者のアドバイザー招請 

・観光バリアフリー・アドバイザー派遣の一環として、障害者スポーツ等の普及に向けた「日

本パラリンピック委員会関係者のアドバイザー招請」を実施 

・パラリンピック事前キャンプ等の誘致を検討している地域の主要スポーツ施設、宿泊施設

等の視察、当該市町村担当者等に対する助言、指導等を実施 

⇒県内関係者向けの障害者スポーツに関するセミナーを開催 

⇒豊見城市、北部地域（金武町、宜野座村、恩納村）を訪問し、視察・助言等を実施 

 

（３）「逃げバリ」実証実験（避難訓練）の実施 

・観光バリアフリー・アドバイザー派遣の一環として、高齢者や障害者等の観光客の安全・

安心の更なる向上に向けた「逃げバリ実証実験（避難訓練）」を実施 

・過年度作成した「逃げるバリアフリーマニュアル」の実証という位置づけのもと、普及促

進や次年度以降の取組みに向けた結果のとりまとめを実施 

⇒カフーリゾート フチャク コンド・ホテルにおいて、実証実験を実施 
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５.１ 県内関係者のアドバイザー派遣 

観光バリアフリーの普及促進、各事業者における取組みの強化を図るため、県内の観光関連

事業者を対象とした観光バリアフリー・アドバイザー派遣を実施した。実施にあたっては、ア

ドバイザーを担う県内関係団体メンバーにより組織する、「沖縄観光バリアフリー・アドバイザ

ー派遣に関する委員会」を立ち上げ、本委員会での協議をもとに実施した。 

 

５.１.１ 沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業の実施 

今年度、県内の観光関連事業者を対象とした実施した観光バリアフリー・アドバイザー派遣

事業として、以下に示す延べ 20 事業者に対し、アドバイザーとして専門家を派遣した。 

本事業は、施設やサービス等のバリアフリー対応を検討する県内観光関連事業者から申請を

受け、その申請内容に応じて、事務局にて専門家を選定し、派遣する流れとした。 

 

図表１４ アドバイザーの派遣先一覧（平成27年度） 

No 申請者／派遣先 業種 申請内容 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 実施日

1 全日本空輸株式会社 航空会社 肢体 親川修 11/26 

2 オキナワマリオットリゾート＆スパ ホテル 食アレ 田村麿理 11/30 

3 オキナワマリオットリゾート＆スパ ホテル 食バリ 親川修 11/30 

4 ＡＮＡクラウンプラザ沖縄ハーバービュー ホテル 肢体 親川修 12/14 

5 カフー リゾート フチャク コンド・ホテル ホテル 視覚 知花光英 1/6 

6 カフー リゾート フチャク コンド・ホテル ホテル 介助犬 親川修 1/6 

7 沖縄ナハナ・ホテル＆スパ ホテル 肢体 鈴木恵 2/9 

8 一社）伊江島観光協会 観光 肢体 親川修 2/15 

9 一社）伊江島観光協会 観光 情報提供 荒川雅志 2/15 

10 ペンションいぺー ホテル 肢体 鈴木恵 2/16 

11 トレッティア・ディマーレ 飲食店 肢体 鈴木恵 2/19 

12 介護タクシー ウンテン タクシー 肢体 鈴木恵 2/20 

13 ウエストマリン クルーズ 肢体 鈴木恵 2/24 

14 かりゆしカンナタラソラグーナ ホテル 情報提供 荒川雅志 3/2 

15 かりゆしカンナタラソラグーナ ホテル 肢体 仲根建作 3/2 

16 
イーストホームタウン沖縄 

南城市観光協会 
民間/観光 情報提供 親川修 3/3 

17 
イーストホームタウン沖縄 

南城市観光協会 
民間/観光 情報提供 荒川雅志 3/3 

18 
NPO 法人雄飛ツーリズムネットワーク 

ネイチャーみらい館 
観光施設 肢体 親川修 3/11 

19 一社）沖縄県バス協会 バス 聴覚 比嘉豪 3/14 

20 一社）沖縄県バス協会 バス 情報提供 親川修 3/14 
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５.１.２ 実施結果 

今年度実施したアドバイザー派遣事業の実施結果を以下に示す。 

申請者（派遣先）の業種は、「宿泊施設」が最も多く、申請内容は、「車いす／肢体不自由」

に関する相談事項が多くあった。 

申請者（派遣先）が現在抱えている課題や相談したい事項としては、施設や地域において実

施すべきバリアフリー対応の基本や、整備の具体的な方策、工夫点といった基礎的な内容が多

く、それらの要望に対し、各アドバイザーが専門的な知見から具体的な取組み方や工夫点、役

立つ備品等に関するアドバイスを実施した。 

本事業の効果として、申請者（派遣先）の取組み姿勢の向上や、バリアフリー対応の実現に

向けた今後の具体な対応方針、整備内容の決定等が挙げられており、本事業を通じて申請者（派

遣先）の意識やサービスの向上につながったと考えられる。 

一方で、今年度実施した派遣事業の申請内容を見ると、各事業者が抱えている課題に対する

ピンポイントなアドバイスだけでなく、バリアフリー対応の基礎に関する全般的なレクチャー

を求める申請が多く、県内の各事業者におけるバリアフリー対応に関する意識をさらに高める

必要があると感じられた。 

【アドバイザー派遣申請者および申請内容の分類】 

≪申請者／派遣先の分類≫ 

宿泊施設：９件、観光協会：４件（※イーストホームタウンとの共同を含む） 

バス：２件、観光施設・飲食店・航空会社・タクシー・クルーズ船：各１件 

≪申請内容の分類≫ 

車いす／肢体不自由：10 件（※バリアフリー整備、対応に関する相談を含む） 

情報提供：５件、食のアレルギー対応、食のバリアフリー：２件 

視覚／盲導犬：２件、聴覚：１件 
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５.１.３ 沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣に関する委員会の開催 

観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業を創設するにあたり、本事業に関する県内関係者

による協議および意見交換の場、さらには本事業の評価や、将来的に自走可能な継続体制の検

討等を目的として、「沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣に関する委員会」を組成し、事

業開始前、今年度終了時点の計 2 回開催した。 

第 1 回委員会では、事業開始に向けた県内関係者間の意識共有等を主題とし、第 2 回委員

会では、今年度の実施結果を踏まえ、本事業のあり方や運営方法の改善点、次年度以降の体制

等に関する協議を実施した。 

アドバイザー派遣事業に関しては、次年度以降も本委員会を中心に実施していくことを確認

した。 

図表１５ 本委員会の実施体制 

座長 荒川 雅志 琉球大学観光産業科学部 教授 

委員 

知花 光英 社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会 点字図書館 館長 

仲根 建作 特定非営利活動法人沖縄県脊髄損傷者協会 代表者 

金城 鍛 特定非営利活動法人沖縄県障がい者スポーツ協会 事務局長 

比嘉 豪 一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会 理事 

親川 修 特定非営利活動法人バリアフリーネットワーク会議 代表 

田村 磨理 一般社団法人アレルギー対応沖縄サポートデスク 事務局長 

鈴木 恵 一般社団法人 Kukuru 代表理事 

実施主体 
外間 一樹 沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課観光まちづくり調整班 班長 

仲松 大一 沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課観光まちづくり調整班 主査 

事務局 － 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 
 

図表１６ 第1回委員会の実施概要 

 第1回委員会 第2回委員会 

開催日時 
平成 27 年 10 月 6 日（火） 

14:00～16:00 

平成 28 年 3 月 10 日（木） 

13:00～14:30 

会 場 
沖縄総合福祉センター 

西棟３階 第３会議室 

沖縄県庁 

１４階 共用会議室 
 

  

第1回委員会 第2回委員会 
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５.２ 日本パラリンピック委員会関係者のアドバイザー招請 

観光バリアフリー・アドバイザー派遣の一環として、県内関係施設等の観光バリアフリー対

応の促進（受入体制強化）、パラリンピック事前キャンプ等の誘致促進を視野に、県内の主要ス

ポーツ施設等の視察、当該市町村担当者等への助言、指導等をいただくことを目的として、日

本パラリンピック委員会関係者のアドバイザー招請を実施した。 

本事業では、日本パラリンピック委員会事務局長 兼 日本障がい者スポーツ協会強化部長を

務める中森邦男氏をアドバイザーとして招請し、①パラリンピック事前キャンプの誘致促進に

向けた関係者向けセミナー、②パラリンピック事前キャンプの誘致を検討している地域の視察

およびアドバイスを実施した。 

【アドバイザー略歴】 

日本パラリンピック委員会事務局長 兼 日本障がい者スポーツ協会強化部長 中森 氏 

・日本障害者水泳連盟の設立に尽力するなど、障害者スポーツの発展に奔走。 

・現在は、日本パラリンピック委員会事務局長および日本障がい者スポーツ協会強化部長を兼任

し、2012 年のロンドンパラリンピックでは日本選手団団長を務めた。 

 

図表１７ 招請の行程および実施内容 

日程 行程 実施内容 

１日目 

H27.11.25（水） 

○県内関係者向けセミナー 

○OCVB 訪問、県関係者との懇親会

・約 2 時間のセミナーを実施 

⇒那覇市内、計 67 名参加 

２日目 

H27.11.26（木） 

○豊見城市内の視察 

○豊見城市での講演会 

・市内４施設を視察 

・講演会により意見交換を実施

３日目：11/27 

H27.11.27（金） 

○金武町、宜野座村の視察 

○勉強会（金武、宜野座、恩納） 

・町村内５施設を視察 

・勉強会により助言を実施 
 

 

県内関係者向けのセミナーでは、パラスポーツの概要や誘客に向けて地域に求められる取組

み等について、講演を実施して頂き、参加者の約 8 割が参考になったという回答を得た。 

豊見城市および北部地域（金武町、宜野座村、恩納村）の視察およびアドバイス等に関して

は、市町村内の 9 施設を視察し、受入れ可能性や実現に向けた改善点等に関する助言を実施し

た。さらに、講演会や勉強会を通じた意見交換では、トレーニング施設・宿泊施設・移動が誘

致に向けた 3 本柱であり、総合的な取組みが必要なこと等をアドバイスし、パラキャンプ誘致

に向けたノウハウの蓄積や、取組み機運の向上に寄与したものと考えられる。 

  

セミナーの開催 施設等の視察 勉強会（北部）
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５.３ 「逃げバリ」実証実験（避難訓練）の実施 

観光バリアフリー・アドバイザー派遣の一環として、高齢者や障害者等の観光客の安全・安

心のさらなる向上に向けた「逃げバリ実証実験（避難訓練）」を実施した。 

観光における避難対応の観点からのバリアフリー化を推進する上でのパイロット的取組みと

して、アドバイザー派遣を実施した事業者のうち、１施設を対象に過年度作成した「逃げるバ

リアフリーマニュアル」に基づく実証実験（避難訓練）を実施した。実施結果として、実証実

験を通じて得た課題等を取りまとめ、今後の普及促進、次年度以降の施策検討につなげるもの

とした。 

 

５.３.１ 実施概要 

「逃げバリ」実証実験の概要を以下に示す。 

実施にあたっては、「カフーリゾート フチャク コンド・ホテル」の協力のもと、地域の消防

本部と連携した避難訓練として実施した。 

図表１８ 逃げバリ実証実験の概要 

開催日時 平成 28 年 2 月 10 日（水）12:30～14:30 

開催場所 

カフーリゾート フチャク コンド・ホテル 

〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着志利福地原 246-1 

TEL.098-964-7000 FAX.098-964-7700 

災害の想定 
火災発生時 

※宿泊している障害者・高齢者の安全な場所までの避難誘導訓練を実施 

対象とする障害 肢体不自由（車いす使用者）、視覚障害、聴覚障害、高齢 

参加者 

◇カフーリゾート フチャク コンド・ホテル スタッフ 

◇金武地区消防衛生組合消防本部 

◇沖縄国際大学 福祉・ボランティア室 稲垣講師 

◇障害当事者（車いす使用者）：２名 

◇NPO 法人 バリアフリーネットワーク会議：4 名 

◇株式会社オリエンタルコンサルタンツ：３名 

◇学生ボランティア（琉球大学、沖縄国際大学）：１２名 

※視覚障害、聴覚障害、高齢の被験者は、学生ボランティアが担当 

（体験キッド等を身につけ、障害当事者として避難を実施） 

実施内容 

・314号室で火災が発生したことを想定し、同階の309号室および310

号室からの避難誘導の訓令を実施。 

・実験は計 3 回に分け、障害種別ごとに避難誘導の訓練を実施。 

【実験１回目】 高齢者（女）、肢体不自由者（男女）の避難誘導 

【実験２回目】 視覚障害（男女）、聴覚障害（男女）の避難誘導 

【実験３回目】 高齢者（男女）の避難誘導 
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５.３.２ 実証実験の結果 

「逃げバリ」実証実験の結果を評価することを目的として、①各回の避難に要した時間の計

測、②振り返り会の結果、③参加者への事後調査を実施した。 

①各回の避難に要した時間の計測結果として、避難経路等の情報を提供し、単独避難を実施

した「聴覚障害者（男女）」は歩行能力が比較的高いこともあり、４分 28 秒と最も早く避難

場所に到達した。ホテルスタッフの介助により避難した中では、「高齢者（女）：１回目」が７

分と最も早く、キャリダンやおんぶ隊プラス等の道具を使用した「肢体不自由者（男女）」は避

難に８分以上を有している。 

今回は実証実験であり、心にゆとりがある中での対応となったが、実際に災害が発生した場

合は、避難者・誘導者共に混乱やパニックが生じ、避難により時間を要することが想定される

ため、障害当事者の安全確保のためには、今後も、様々な場所や場面を想定しながらこのよう

な実験を通じた訓練を重ねていく必要がある。 

また、実証実験後に実施した、振り返り会および参加者への事後調査では、宿泊者の情報を

事前に把握・共有することの重要さや、携帯を用いた緊急時の連絡方法の確保、声かけの手法

やタイミングなど、実証実験を通じた気づきを多数得ることができた。 

さらに、避難器具の使用方法の確認や、今回のような訓練の積み重ねの重要性を指摘する意

見も多数挙がっており、本取組みが施設側のスタッフをはじめとする参加者の意識向上に寄与

したものと考えられる。 

≪「逃げバリ」実証実験の様子≫ 
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５.４ 次年度に向けた課題 

今年度は観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業に対して申請があった延べ 20 事業者に

対し、申請の内容に応じた専門的知見を有するアドバイザーを派遣して、課題解決に向けたア

ドバイス等を実施した。 

本事業の立ち上げに際し、観光関連事業者等への周知・普及に向けて、沖縄県 WEB サイト

への掲載、各市町村および観光協会への DM 配布、県内の情報誌への記事掲載等の周知活動を

実施したが、継続的に実施していくためには、課題を抱えている事業者の現場レベルまで本事

業が普及・浸透するよう、さらなる情報発信が必要であると考えられる。 

関係団体等と連携しながら、本事業が課題を抱えている事業者に浸透し、バリアフリー対応

に関する県内事業者の意識が高まるよう、情報発信の強化を図ることが求められる。 

また、申請の中には、当初想定していなかった、1 名のアドバイザーでは対応できない幅広

い事項に関する申請等があり、複数の専門家を派遣することで対応したケースがあった。今年

度の経験を活かし、より効果の高い事業とするため、申請者のニーズの聞き取りやアドバイザ

ーの選定等の事務局機能も含めた、体制および実施方法の改善も必要である。 

将来的に自走可能な体制づくりを視野に入れた継続的な実施が重要だと考えられる。 

 

今回実施した「逃げバリ」実証実験は、全国に先駆けた取組みであり、ホテルや消防の協力

のもと、実現できたことが大きな成果であると考えられる。今後に向けては、実験にあたって

の事前打合せ、役割分担の明確化といった運営面から、より避難が困難となる夜間を想定した

実施、障害当事者の参加による実施など、次年度以降の実施に向けた課題を抽出することがで

きた。 

また、今回の実験は先進的な取組みであり、県内の報道機関にも多数（計 6 社）取り上げら

れるなど、県内への情報発信にもつながった。事後調査においても、本取組みの重要性から、

県内および全国への普及・展開を望む意見が挙げられており、実証実験の結果をしっかりと整

理し、沖縄県観光バリアフリーポータルサイト等を活用した情報発信を積極的に実施していく

必要があると考えられる。さらに、「逃げバリ」は、施設の状況や障害当事者の状態に応じた対

応が求められるため、様々な場面を想定した実証を継続的に積み重ねることも重要である。 
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６．県内外へのプロモーション 

日本初の「観光バリアフリー宣言」県としてのさらなる気運醸成と、取組みのターゲットと

なる県外の高齢者や障害者等への効果的な情報発信による、認知度の向上を図ることを目的と

して、県内外へのプロモーションを実施した。 

本事業では、プロモーション手法として、「県、OCVB のプロモーション活動と連携」した

情報発信や、「高齢者、障害者イベント等への出展」、さらに「雑誌掲載等による PR」を実施

した。 

【今年度の取組み内容】 

（１）県、OCVBのプロモーション活動との連携 

①プロモーション用ポスターの作成 

・県内外の高齢者や障害者等に対し、沖縄県の観光バリアフリーの魅力や取組みを発信する

ためのポスターを作成 

⇒魅力の訴求、誰もが楽しめる旅行をテーマにした 2 種類のポスターを作成・配布 

②沖縄修学旅行フェアへのブース出展 

・県内で開催される「沖縄修学旅行フェア 2015」へのブース出展を実施 

⇒県内外の旅行会社、宿泊事業者等の関係者に対し、観光バリアフリーの取組みを周知 

③東京新聞主催シンポジウムへの参加 

・「誰もが暮らしやすい社会の実現」をテーマに、東京都内で開催されたシンポジウムにパ

ネリストとして参加（バリアフリーネットワーク親川氏が沖縄県の取組みを紹介） 

 

（２）高齢者、障害者イベント等への出展 

①ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2015へのブース出展 

・高齢者や障害者に関連したイベントとして、横浜市内で開催された「ヨコハマ・ヒューマ

ン＆テクノランド 2015」へのブース出展を実施 

⇒全国から来場した参加者および関係者に対し、観光バリアフリーの取組みを周知 

②西日本国際福祉機器展へのブース出展 

・高齢者や障害者に関連したイベントとして、福岡県内で開催された「第 17 回西日本国際

福祉機器展」へのブース出展と会場内でのセミナーを実施 

⇒ブースおよびセミナーを通じて、参加者に対し、観光バリアフリーの取組みを周知 

 

（３）雑誌掲載等によるPR 

①雑誌への広告掲載によるPR活動 

・高齢者や障害者向けに発行されている雑誌や業界紙等を選定し、沖縄県の観光バリアフリ

ーの取組みの周知と、沖縄県への誘客を図るための広告を紙面に掲載 

⇒高齢者および障害者向けの雑誌等、計 4 誌に広告を掲載 

②キャンペーンを通じた広告掲載の効果検証 

・雑誌への広告掲載の効果検証等を目的として、「沖縄県観光バリアフリー推進キャン

ペーン」を企画し、申込みアクセス数から、掲載効果を検証 
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６.１ 県、OCVBのプロモーション活動との連携 

沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する、県内外へのプロモーションの一環として、県、

OCVB のプロモーション活動と連携した取組みを実施した。具体的には、①プロモーション用

ポスターの作成、②沖縄修学旅行フェアへのブース出展、③東京新聞主催シンポジウムへの参

加を通じて、情報発信を展開した。 

 

６.１.１ プロモーション用ポスターの作成 

県内外の高齢者や障害者等に対し、沖縄県の観光バリアフリーの魅力や取組みを発信するた

めのポスターを作成した。 

≪ポスターの作成概要≫ 

○以下のテーマに基づき 2 種のポスターを作成 

①県の観光バリアフリーの取組み、魅力を訴求 

②誰もが「いきいき」と楽しめる旅行を表現 

○A1 サイズ、各 100 部作成 

○イベント出展時のブース内に掲示する他、県外の

関連施設等に配布し掲示を依頼 

 

６.１.２ 沖縄修学旅行フェアへのブース出展 

県、OCVB のプロモーション活動と連携した取組みとして、沖縄県内で開催される「沖縄修

学旅行フェア 2015」に観光バリアフリーの取組みを紹介するブースを出展し、県内外の旅行

会社、宿泊事業者等の関係者に対し、プロモーションを実施した。 

ブースへの来訪者の中には、観光バリアフリーの取組みを知らない方が多く、取組み内容等

を直接 PR するとともに、ニーズ把握や意見交換を実施した。 

図表１９ 沖縄修学旅行フェア2015の概要 

ｲﾍﾞﾝﾄ名 沖縄修学旅行フェア 2015 

主 催 沖縄県、OCVB 

日 時 2015 年 8 月 4 日（火） 14:00～18:00 

会 場 沖縄コンベンションセンター 

出展内容 ポスター展示、パンフレット配布、意見交換 等

 

６.１.３ 東京新聞主催シンポジウムへの参加 

平成 27 年 11 月 14 日（土）に時事通信ホール（東京都中央区）で開催された、東京新聞

主催のシンポジウム「HEART&DESIGN FOR ALL」にプロモーションの一環として参加し

た。バリアフリーネットワーク会議の親川氏が代表して、パネルディスカッションのパネリス

トとして登壇し、ストレスフリーな観光地の実現に向けた、沖縄県の観光バリアフリーの取組

みを紹介した（後日、東京新聞にシンポジウムの記事が掲載され、県外に広く周知）。 
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６.２ 高齢者、障害者イベント等への出展 

沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する、県内外へのプロモーションの一環として、高

齢者、障害者イベント等への出展を実施した。具体的には、高齢者や障害者等をターゲットと

したイベントとして、①ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2015、②第 17 回西日本国際

福祉機器展を選定し、ポスター掲示、パンフレット配布、取組み紹介等を実施した。 

 

６.２.１ ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2015へのブース出展 

高齢者や障害者に関連したイベントとして、横浜市内で開催された「ヨコハマ・ヒューマン

＆テクノランド 2015」に観光バリアフリーの取組みを紹介するブースを出展し、イベントへ

の来場者に対し、プロモーションを実施した。 

イベントには、障害当事者や障害児を持つ親などが来場しており、沖縄県のブースにも興味

を持って多くの方が立ち寄っていた。沖縄旅行に対して非常に魅力を感じているが、移動の面

から躊躇している、無理だと感じている方が多くいたため、観光バリアフリーの取組みを紹介

し、様々な支援サービス等に関する情報提供を実施した。 

図表２０ ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2015の概要 

ｲﾍﾞﾝﾄ名 
ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2015 

～探しに行こう！暮らしに活きるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ～ 

主 催 横浜市リハビリテーション事業団 

日 時 2015 年７月 24 日（金）～25 日（土） 

会 場 パシフィコ横浜 展示ホール D 

出展内容 ポスター展示、パンフレット配布、意見交換 等 

 

６.２.２ 西日本国際福祉機器展へのブース出展 

高齢者や障害者に関連したイベントとして、福岡県内で開催された「第 17 回西日本国際福

祉機器展」に観光バリアフリーの取組みを紹介するブースを出展し、イベントへの来場者に対

し、プロモーションを行うとともに、セミナーを開催し情報発信を実施した。 

ブース来訪者にアンケートを実施したところ、回答者の約 9 割が観光バリアフリーの取組み

を知らなかったと回答した。また、旅行時の移動や情報等に対して不安を感じている方が約半

数いたことから、パンフレット等を用いて、沖縄県の取組みや、誰もが楽しむことができる環

境づくりに向けたサービス等に関する情報提供を実施した。 

図表２１ 第17回西日本国際福祉機器展の概要 

ｲﾍﾞﾝﾄ名 第 17 回西日本国際福祉機器展 

主 催 西日本国際福祉機器展実行委員会 

日 時 2015 年 10 月 29 日（木）～31 日（土） 

会 場 西日本総合展示場 新館 

出展内容 
ポスター展示、パンフレット配布、意見交換、

会場内でのセミナー開催による情報発信 等 

  



 

２７ 
 

西日本国際福祉機器展に出展した効果として、会場において沖縄県における観光バリアフリ

ーの取組みを知った視覚障害者が沖縄旅行に興味を持ち、所属する団体のメンバーとの沖縄訪

問につながった。 

この団体旅行は、福岡県内から視覚障害者（盲導犬ユーザー1１名、弱視者 1 名）、支援者 2

名が沖縄を訪問し、沖縄在住の視覚障害者（盲導犬ユーザー）4 名が同行する形のツアーとな

ったため、最大で盲導犬が 15 頭集まる機会となった。 

福岡から沖縄までの移動時には、盲導犬 11 頭が同一飛行機に搭乗し、さらに、沖縄県内で

は県内在住の視覚障害者を含めた 13 頭の盲導犬が同一ホテルに宿泊するといった日本で初め

ての取組みとなった。 

県内での宿泊は、「カフー リゾート フチャク コンド・ホテル」が受入れることになったが、

前例のない取組みであり、施設側においても受入れに対する不安があったため、今年度創設し

た「観光バリアフリー・アドバイザー派遣事業」を活用し、視覚障害のあるお客様への対応や

盲導犬宿泊時に求められるサービス等に関するアドバイスを受け、体制の強化を図ったことで、

この団体旅行の受入れが実現した。 

この取組みは、各メディアからの注目を受け、新聞記事（琉球新報、沖縄タイムス）やニュ

ース番組（OTV、RBC、QAB、NHK）等、多数の媒体で報道された。 

 

 

図表２２ 盲導犬ユーザー団体旅行に関する新聞記事 

[左：琉球新報（平成28年1月31日）、右：沖縄タイムス（平成28年1月31日）] 
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６.３ 雑誌掲載等によるPR 

沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する、県内外へのプロモーションの一環として、雑

誌掲載等による PR を実施した。具体的には、①雑誌への広告掲載による PR 活動、②キャン

ペーンを通じた広告掲載の効果検証により、高齢者、障害者等の誘客に向けた周知を実施した。 

 

６.３.１ 雑誌への広告掲載によるPR活動 

高齢者や障害者向けに発行されている雑誌や業界紙等に、沖縄県の観光バリアフリーの取組

みを周知し、沖縄県への誘客に寄与する広告を掲載して PR を実施した。今年度は、高齢者や

障害者等向けの媒体として、以下の 4 誌を選定し、各誌の仕様に合わせて作成した広告を掲載

した。 

図表２３ 広告を掲載する雑誌の選定結果とその概要 

 雑誌名 概要 

民
間
発
行 

①ゴールデンライフ 

（12 月号/Vol.63） 

・無料の「シニア応援マガジン」 

・約 11 万部発行 

②コトノネ（vol.16） 
・障害者を対象とした季刊の有料誌 

・約 1 万部発行 

団
体
発
行 

③リハビリテーション 

（11 月号） 

・無料の団体発行誌 

・3 万 5 千部発行 

④われら自身の声 

（Vol.31-3） 

・会員向けの有料月刊誌（DPI 日本会議）

・約３千部発行 

 

６.３.２ キャンペーンを通じた広告掲載の効果検証 

雑誌への広告掲載によるプロモーションの実施効果の検証と、検証用の特設サイトへの誘引、

アンケートへの回答促進を図るため、「沖縄県観光バリアフリー推進キャンペーン」を実施した。 

雑誌に掲載した広告からキャンペーンサイトへの誘導を図り、アクセス数から雑誌掲載等の

効果の検証を実施した。サイトへのアクセスがあった方から抽選で、「沖縄県特産品詰め合わせ」

を贈呈した。 

  



 

２９ 
 

６.４ 県内外へのプロモーションの実施効果検証 

沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する認知度の向上を図ることを目的として実施した

県内外へのプロモーションの効果検証を行った。各種イベントへのブース出展時や雑誌等への

広告掲載において、沖縄県の観光バリアフリーの取組みの一環として、「しょうがい者・こうれ

い者観光案内所」の存在とサービス内容等に関する情報発信を行ったことから、「しょうがい

者・こうれい者観光案内所」への問合せ件数をもとに、プロモーションの効果検証を行うこと

とした。 

平成 26 年度と平成 27 年度の「しょうがい者・こうれい者観光案内所」への問合せ件数（那

覇空港、国際通り合計）を比較すると、平成 26 年度の問合せ件数 13,736 件に対し、平成

27 年度の問合せ件数は 2 月末時点で 14,365 件となっており、問合せ件数が増加している。 

今年度、イベントへの出展や雑誌への広告掲載等を通じて、県内外の高齢者や障害者等に向

けた情報発信を実施したことで、沖縄県の観光バリアフリーの取組みや「しょうがい者・こう

れい者観光案内所」を含めた各種支援サービス等に関する周知が図られたことが、問合せ件数

の増加に寄与しているものと考えられる。 

 

図表２４ しょうがい者・こうれい者観光案内所の問合せ件数（那覇空港・国際通り合計） 

 

６.５ 次年度に向けた課題 

今年度は、沖縄県の観光バリアフリーの取組みに関する県内外へのプロモーションとして、

イベントへのブース出展や雑誌への広告掲載等を実施し、一定の成果を得た。観光バリアフリ

ーの取組みに関しては、まだまだ周知が行き届いておらず、継続的な取組みが必要である。 

プロモーションの手法としては、高齢者や障害者等のターゲットや関係者に対し、直接 PR

することができるイベント出展は、比較的実施効果が高いと考えられる。今年度出展したイベ

ント以外にも、「国際福祉機器展」等のより集客力が高いイベント等もあるため、次年度以降も

同様の取組みを実施し、周知活動を実践していくことが求められる。 
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７．海外先進地域の視察・調査 

沖縄県における観光バリアフリーの取組みを推進する上で、今後の検討の参考となる知見や

ノウハウ等を収集することを目的として、高齢者や障害者等の観光客に対して先進的な取組み

を実施している英国において、取組主体へのヒアリング調査および現地視察等を実施した。 

なお、「観光バリアフリー」は、英国では「アクセシブル・ツーリズム」と呼ぶため、本章で

英国の事例を紹介する際は「アクセシブル・ツーリズム」という言葉を用いる。 

 

７.１ 調査概要 

英国における海外先進地調査の実施概要を図表２５に示す。 

調査は、イングランド全体のアクセシブル・ツーリズムの取組みを推進している「イングラ

ンド観光局」、地域として先進的にアクセシブル・ツーリズムに取り組む「ブライトン観光局」、

アクセシブル・ツーリズムに関する情報を発信し、観光事業者への支援を行うチャリティ組織

である「ツーリズム・フォー・オール」に対し、取組み内容等をヒアリングするとともに、ブ

ライトン、ロンドン等の現地視察を行った。 

 

図表２５ 英国における調査概要 

調査目的 
沖縄県における観光バリアフリーの取組みを推進する上で、今後の検討

の参考となる知見やノウハウ等の収集 

調査期間 平成 27 年 11 月 9 日（月）～11 月 14 日（土） 

調査方法 
アクセシブル・ツーリズムの取組主体に対するヒアリング調査および現

地視察等 

ヒアリング 

調査対象 

①イングランド観光局〔VisitEngland〕 

ビジネスサポート部門長 ロス・キャラディン氏 

②ブライトン観光局〔VisitBrighton〕 

ビジターサービスマネージャー スザンヌ・マンテル氏 

③ツーリズム・フォー・オール〔Tourism for All〕 

アクセスアドバイザー ブライアン・シーマン氏 

調査項目 

①アクセシブル・ツーリズムに関する取組み内容 

②取組主体の役割 

③取組みの課題、今後の展開 等 
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７.２ 調査結果 

イングランド観光局、ブライトン観光局、ツーリズム・フォー・オールへのヒアリング調査

および現地視察等により把握した各主体における取組み内容等について以下に示す。 

 

７.２.１ イングランド観光局〔VisitEngland〕における取組み 

イングランド観光局では、マーケットの獲得、障害者支援の社会的要請の双方の観点からイ

ングランド全域のアクセシブル・ツーリズムの推進に取り組んでいる。 

受入環境の向上の観点では、図表２６に示すとおり、①宿泊施設向けのバリアフリー評価・

認証事業、②宿泊施設や観光施設等の統一した情報提供フォーマットの作成、③地域における

モデル事業、④事業者への研修、接遇ガイド等の作成、⑤事業者表彰等を実施している。 

 

図表２６ イングランド観光局における受入環境向上の取組み 

取組み 概要 

①宿泊施設向けのバリア

フリー評価・認証事業 

（ナショナル・アクセシ

ブル・スキーム） 

◆「ナショナル・アクセシブル・スキーム」は、1990 年代に開始し

た宿泊施設向けのバリアフリー評価・認証事業。 

◆移動困難者部門、視覚障害者部門、聴覚障害者部門があり、各部門

の中に複数の認証レベルが存在。施設は認証を受けると専用のロゴ

を PR 用に掲示可能。 

②宿泊施設や観光施設等

の統一した情報提供フ

ォーマットの作成 

（アクセス・ステイトメ

ント） 

◆宿泊施設や観光施設等のアクセシブル・ツーリズムにかかわる内容

を適切に情報提供するため、施設のバリアフリー情報（写真、文章、

データ等）を掲載するフォーマットである「アクセス・ステイトメ

ント」を 2006 年に作成。 

◆アクセス・ステイトメントは、英国の宿泊施設の品質評価システム

（星付）に組み込まれているため、約 14,000 の宿泊施設がアクセ

ス・ステイトメントに基づき WEB 等で情報を発信。 

③地域におけるモデル事業 

（Access for All プロジ

ェクト） 

◆イングランド内の７地域を対象に、施設のバリアフリー調査、アク

セス・ステイトメント作成、事業者等の研修、地域のアクセシブル・

ツーリズムにかかわるプロモーション等をパッケージとして行う

「Access for All プロジェクト」を実施。 

④事業者への研修、接遇

ガイド等の作成 

◆民間事業者と連携し、障害者等への接遇に関するオンライン研修プ

ログラムを構築。 

◆障害者等への接遇ポイントをまとめた事業者向けガイドを作成。 

⑤事業者表彰 

◆毎年行っている「イングランド観光局賞」に「アクセス・フォー・

オール」部門を設け、アクセシビリティに優れた観光関連事業者（宿

泊施設、観光施設等）を表彰。 

 

このような受入環境向上の取組みの結果、地域における受入体制が整ってきたこともあり、

2014 年から誘客プロモーションを開始している。プロモーション冊子を作成し（図表２７）、

新聞等を用いたメディアプロモーションを実施するなど積極的な誘客を進めている。 



 

３２ 
 

 

図表２７ イングランド観光局におけるプロモーション冊子 

 

加えて、事業者への意識啓発のため、アクセシブル・ツーリズムにかかわるマーケットデー

タの整備を進めている。障害者旅行の市場規模（金額、人数等）、旅行回数や消費額の伸び等を

定量的に算出し、事業者向けの資料としてとりまとめている。イングランドの観光統計調査の

質問にアクセシブル・ツーリズムにかかわる内容を入れているため、このようなマーケットデ

ータを整備することが可能となった。 

今後も以上のような取組みを継続して、改善を重ねていく予定であるとのことであった。 

 

７.２.２ ブライトン観光局〔VisitBrighton〕における取組み 

ブライトンは、2009 年よりアクセシブル・ツーリズムに取り組んでおり、近年でもイング

ランド観光局のモデル事業（Access for All プロジェクト）に選定されるなど積極的に取組

みを推進している地域である。ブライトン観光局は、地域におけるアクセシブル・ツーリズム

を推進する上で、中心的な役割を担っている。 

ブライトン観光局は、①障害を持つ旅行者への正確な情報提供、②事業者等へのアクセシブ

ル・ツーリズムの重要性の周知、③事業者のアクセシビリティ改善に対する投資の促進の 3 つ

の観点から取組みを推進している。 

「①障害を持つ旅行者への正確な情報提供」では、イングランド観光局のアクセス・ステイ

トメントに取り組むとともに、独自にエンターテイメント施設向けのフォーマットを作成し情

報提供を行っている（イングランド観光局のアクセス・ステイトメントは宿泊施設、観光施設

向けの内容であり、それをもとに改良）。また、「障害者用の駐車スペース」や「歩道と車道の

段差が無い箇所」を記載したバリアフリーマップ（図表２８）を WEB で情報提供している。 

「②事業者等へのアクセシブル・ツーリズムの重要性の周知」、「③事業者のアクセシビリテ

ィ改善に対する投資の促進」では、観光局の約 500 の会員事業者に対し、セミナー等により、

アクセシブル・ツーリズムの重要性を周知している。ハード面の改善までは多くはみられない

が、サービスの改善、従業員の態度変容など一定の改善効果は発現しており、継続して取り組

んでいく必要があるとのことであった。 
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ブライトン観光局が実施主体の取組みではな

いが、ブライトンでは、全バス車両にスロープ

がついており、100%アクセシブルとなってい

る。また、現在聴覚障害者向けの磁気誘導ルー

プの導入にむけた社会実験を行っており、今後

全てのバスに導入予定とのことであった。 

図表２８ 「歩道と車道の段差が無い箇所」 

を表示したバリアフリーマップ 

 

７.２.３ ツーリズム・フォー・オール〔Tourism for All〕における取組み 

ツーリズム・フォー・オールは、イギリス全域のアクセシブル・ツーリズムの情報を発信し、

観光関連事業者への支援を行うチャリティである。1976 年に、イングランド観光局が、アク

セシブル・ツーリズムに関するフォーラムを開催したことをきっかけに、1979 年に、前身で

ある「ホリデー・ケア・サービス」が設立され、活動を開始した。 

取組み内容として、個人向けの取組み、事業者向けの取組みがあり、個人向けの取組みとし

ては、観光地や施設のバリアフリー情報の提供を実施している。 

事業者向けの取組みとしては、研修、バリアフリー調査、バリアフリーコンサルタント等を

行っている。宿泊施設、観光施設、飲食店舗等の観光関連事業者や、観光地（行政）、庭園、空

港などから問い合わせがあり、依頼内容としては、①情報提供、②スタッフ研修、③ハード面

のアクセシビリティに関することが多い。特に多いのは、ハード面のアクセシビリティに関す

る内容であり、中小規模の事業者からの問い合わせや依頼が多くなっている。 

アクセシブル・ツーリズムを推進する上では、ハードの改善に加えソフトの取組みが重要で

あり、特に人々の態度を変えていくことは英国においても未だなお課題である。障害を持つ経

験がなければ、バリアがあることで障害者がどのような体験をするのか、不適切な言動によっ

て障害者がどう思うのか、想像することができない。その意味で、研修が非常に重要となるた

め、ツーリズム・フォー・オールでも引き続き取り組んでいきたいとのことであった。 

 

７.２.４ その他（英国のアクセシブルトイレ） 

英国のアクセシブルトイレ（障害者用トイレ）は、全国

に 9,000 以上ある。通常施錠されており、障害者団体が発

行している「レーダーキー」で開けることができる。障害

者であれば誰でも５ポンドで購入することができ、全国の

アクセシブルトイレを利用することができる。アクセシブ

ルトイレの中には、「チェンジング・プレイシス」という寝

台やリフト、衝立等の設備のあるトイレがあり、障害の種

類によっては「チェンジング・プレイシス」の有無により

観光地を選ぶ人もいるとのことであった。 

  

図表２９ 「チェンジング・プレイシス」
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８．まとめと今後の課題 

我が国においては、今後より一層の高齢化の進展が見込まれている中で、沖縄県において、

観光収入 1 兆円、観光客数 1,000 万人を達成する上では、高齢者や障害者、これらの方を含

んだグループを取り込んでいくことは必須の視点である。 

観光バリアフリー先進地として、今後ますます高齢者や障害者等の誘客を図り、取組みを推

進していくために、次年度以降に継続して検討すべき事項としては以下のものが考えられる。 

 

（１）業種別観光バリアフリーセミナー等を通じた、受入れ体制の強化 

本業務では、県内各地域において「業種別観光バリアフリーセミナー」を 9 回開催し、合

計１８０名の参加を得るとともに、セミナーの内容をもとに「業種別対応マニュアル」を作

成し、バリアフリー対応のポイントやノウハウの共有を図った。 

観光関連事業の現場には、多くの従事者がおり、一人ひとりの意識やスキルの向上が求め

られる。今年度は地域によって参加者が少ない箇所もあったため、県全体に観光バリアフリ

ーの取組みが広がるよう、地域と連携した周知活動を行い、継続的なセミナー開催による受

入体制の強化が必要である。 

 

（２）アドバイザー派遣事業の普及・拡大 

バリアフリー対応の課題は事業者の状況等によって異なり、個別の対応が求められる面が

ある。セミナーではカバーできない個別の課題解消や、事業者の取組み強化に向けて、今年

度創設した「沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣制度」の継続的な実施が必要である。 

また、本制度において対応できる範囲を広げていくため、関係団体の幅を拡げつつ、委員

会での協議を通じて実施していくことが重要であると考えられる。 

 

（３）イベント出展等を通じたさらなる情報発信・プロモーションの実施 

本業務において、高齢者や障害者等を対象とした各種イベント等にブースを出展し、沖縄

県の観光バリアフリーの取組みに関するプロモーションを広く実施した。イベントへの出展

は、当事者に対して直接アプローチができる利点を有することから、今年度作成した誘客ツ

ール等を活用しつつ、次年度以降も積極的な情報発信・プロモーションを展開することが必

要である。 

 

（４）観光バリアフリーの取組みの深度化と領域の拡大 

平成 19 年 2 月の「沖縄観光バリアフリー宣言」を皮切りに、バリアフリーツアーセンタ

ーの設立、ハード・ソフト面での観光バリアフリー化の推進、観光事業者の意識醸成等、他

の地域に先駆けた取組みが進められている。その一方で、高齢化の進展を始め、高齢者や障

害者のニーズや領域は広がっており、観光バリアフリーの実現に向けて沖縄県としても取組

みの深度化と領域の拡大を図る必要がある。 

これまでの取組みを継続し、県内の受入環境や気運の向上を推進するとともに、食のバリ

アフリーやアレルギー対応、障害者スポーツなど、新たな領域へ取組んでいくことも、観光

バリアフリー先進地として重要だと考えられる。 


