第１章

推進方策の検討

１．検討委員会の設置
「沖縄県観光バリアフリー化推進事業」全体の方向性を検討する組織として、「検討委員
会」を設置し、平成 18 年度内に３回開催した。委員は沖縄県内在勤・在住者を中心としつ
つ、同事業者の効果的な推進に資するため、２名の県外委員を加えた構成とした。

（１） 検討委員会の開催経緯
＜第１回＞ 平成 18 年 5 月 26 日（木）
・ 平成 17 年度事業の取り組みと、平成 18 年度観光バリアフリー化推進事
業について
・ 観光バリアフリー化の持続的な取り組みの方向性について
＜第２回＞ 平成 18 年 11 月 13 日（月）
・ 平成 18 年度事業の報告
・ 観光バリアフリー化の持続的な取り組みの方向性について
＜第３回＞ 平成 19 年２月２日（金）
【報告】
・ 観光バリアフリー化推進事業 事業報告
・ ケーススタディ地区「八重山ワーキング」について
【検討】
・ 今後の観光バリアフリー化の展開方策について

（２） 検討委員会委員（順不同・敬称略）
〈委員長〉
高嶺 豊

琉球大学 法文学部人間科学科

教授

〈委員〉
山本 誠

飛騨高山東京事務所 代表

中沢 信

（株）バリアフリーカンパニー 代表取締役

小濱 哲

名桜大学大学院 観光環境領域 教授

岩佐

名桜大学寄附講座 教授（平成 16、17 年度 検討委員会委員長）

吉郎

市ノ澤 武士

日本トランスオーシャン航空（株） 代表取締役社長

（知念

政夫

日本トランスオーシャン航空（株） 営業部 部長）

東

良和

沖縄ツーリスト（株）
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代表取締役社長

（寿盛 哲也

沖縄ツーリスト（株）

（岩崎 晃一

沖縄ツーリスト（株） 観光部仕入手配課 課長 第２回出席）

白石

武博

洲鎌 孝

次長

第 1 回出席）

（株）カヌチャベイリゾート 代表取締役社長
（財）沖縄観光コンベンションビューロー 常務理事
＊:（ ）内は代理出席者

〈事務局〉

松本

真一

仲宗根

沖縄県観光商工部 観光交流統括監

辰夫

沖縄県観光商工部観光企画課 課長

慶田

喜美男

沖縄県観光商工部観光企画課 班長

山里

武宏

沖縄県観光商工部観光企画課 主査

吉澤

清良

（財）日本交通公社研究調査部 主任研究員

高﨑

恵子

（財）日本交通公社研究調査部 研究員

２．ワーキンググループ検討会議の設置
平成 16 年度より地域の実情を踏まえ、実現可能性のより高いプロジェクトを検討する場
として、検討委員会の下に「ワーキンググループ検討会議」を設置している。委員は民間観
光事業者、福祉関係者、民間活動団体（ＮＰＯ等）
、学識経験者等の“実務者クラス”を中
心に構成した。
また、昨年度と同様に「意識啓発・人材育成部会」
「受入体制整備・旅行促進部会」
「情報
発信・ＰＲ部会」の３部会を設けたが、本年度は継続的な仕組みづくりという点で、特に「意
識啓発・人材育成部会」の活動に対して、旅行会社・観光推進団体からのアドバイス、学識
経験者からのアドバイスを受ける形で進行した。

（１） ワーキンググループ検討会議の開催経緯
＜第１回＞ 平成 18 年５月 29 日（月）
・ 平成 18 年度事業の概要説明
・ 平成 19 年度以降の推進体制について
・ 細事業の企画内容の検討
＜第２回＞ 平成 18 年 11 月 14 日（火）
・ 細事業の進捗状況報告
・ 平成 19 年度以降の推進体制について
＜第３回＞ 平成 18 年 12 月 20 日（水）
・ 細事業の企画内容と進捗状況報告
・ 平成 19 年度以降の推進体制について
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＜第４回＞ 平成 19 年１月 24 日（水）
・ 細事業の企画内容と進捗状況報告
・ 平成 19 年度以降の推進体制について

細事業

開催日程
細事業名

名称

開催日

開催場所

バリアフリーサポーター

第１回（夏季）

平成 18 年６月 26 日・27 日

宮古

育成事業

バリアフリー・セミナー

平成 18 年６月 29 日・30 日

石垣

平成 18 年７月３日・４日

名護

平成 18 年７月６日・７日

那覇

第２回（秋季）

平成 18 年 10 月 23 日・24 日

宮古

バリアフリー・セミナー

平成 18 年 10 月 26 日・27 日

石垣

平成 18 年 10 月 28 日

八重山商工

平成 18 年 10 月 30 日・31 日

名護

平成 18 年 11 月１日・２日

那覇

バリアフリー情報提供

「誰でも美ら島.NET」

事業

音声ブラウザ対応
「誰でも美ら島.NET」

平成 18 年４月１日

－

平成 18 年８月

－

ダウンロードサービス開始
観光バリアフリー・シンポジウム

平成 18 年２月 14 日

那覇

（２）ワーキンググループ検討会議委員（順不同・敬称略）
〈委員〉
【意識啓発・人材育成部会】
親川 修

ＮＰＯ法人バリアフリーネットワーク会議

喜久里 美也子

ＮＰＯ法人脳文庫 代表

事務局長

（ＮＰＯ法人日本ケアフィットサービス協会・沖縄窓口 代表）
【情報発信・ＰＲ部会】
小濱

哲

屋良 朝治

名桜大学大学院観光環境領域 教授
（財）沖縄観光コンベンションビューロー観光推進部
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部長

【受入体制整備・旅行促進部会】
大城 朝淳

ホテルニューおきなわ 支配人

栗原

智

（株）近畿日本ツーリスト沖縄商品開発部商品開発課 課長代理

田原

清春

（株）ジェイティービー 総務部

グループリーダー

〈アドバイザー〉
岩佐 吉郎

名桜大学寄附講座 教授 （平成 16、17 年度 検討委員会委員長）

〈協力団体・協力者〉
沖縄県社会福祉協議会、沖縄県身体障害者福祉協会、沖縄脊髄損傷者連合会、
沖縄県視覚障害者福祉協会、沖縄県聴覚障害者協会、北部障害者生活支援センター、
石垣市障害者生活支援センター、平田観光（株）ほか

〈事務局〉

仲宗根

辰夫

沖縄県観光商工部観光企画課 課長

慶田

喜美男

沖縄県観光商工部観光企画課 班長

山里

武宏

沖縄県観光商工部観光企画課 主査

吉澤

清良

（財）日本交通公社研究調査部 主任研究員

高﨑

恵子

（財）日本交通公社研究調査部 研究員

３．平成 18 年度観光バリアフリー化推進事業の検討経緯
前述の検討委員会及びワーキンググループ検討会議に、
「八重山ケーススタディ」(*)を加
えた平成 18 年度の観光バリアフリー化推進事業の推進体制、及び、検討の経緯は、それぞ
れ図１－１、１－２の通りである。

＊：八重山ケーススタディについては、「第４章 地域でのケーススタディの実施」を参照。
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目

標

①継続的な実施に向けた「推進体制」の整理
②ケーススタディ地区内での事業検討
③細事業の実施（強化）

平成19年度以降～
●推進体制の効果的な連携
●ケースタディ地区内での事業実施
●細事業の実施（強化）

資料：(財)日本交通公社作成

●検討内容（主に③）：「バリアフリーサポーター育成事業」「バリアフリー情報提供事業」「バリアフリーモデル事業」等の実
施（強化）、及び八重山ケーススタディーのバックアップ。
＊参考）・障害者旅行サポートシステムの構築を。（喜久里委員・親川委員）
・バリアフリー化に熱心な業者を後押しして商品造成を。（栗原委員・大城委員・田原委員）
・高齢者や障害者などの緊急時の避難方法の確立を。
＋ちょっとした工夫による宿泊施設・観光施設等のハード面のバリアフリー化を。（親川委員）

ＷＧ

●検討内容（主に②）：地域での官民の具体的な連携のあり方や、重点的・集中的に取り組む事業の具体化を検討する。
＊参考）メンバー：八重山支庁・石垣市・竹富町 × 観光・福祉・土木
観光協会（石垣市観光協会、竹富町観光協会、八重山ビジターズビューロー）
観光事業者（３社）

八重山ケーススタディ

●検討内容（主に上記①）：主に持続的な取り組みの方向性（事業内容等）と、推進体制、役割分担等を検討する。
＊参考）・フレームとスキルを明確に分けて、総合政策としてのバリアフリー化を。（山本委員）
・観光税等、バリアフリー化継続のための資金確保を。（中沢委員）
・いつまでに誰が何をするべきかを平成19年３月に示せるとよい。（白石委員）

検討委員会

推進体制

主要事業・検討事項

観光バリアフリー化推進のための継続的な仕組みづくり

沖縄観光のバリアフリー化（誰もが楽しめる、やさしい観光地の実現）による「質の高い沖縄観光の実現」

平成18年度観光バリアフリー化推進事業の推進体制

平成18年度の目的

図１－１

■基本方 針０．
沖縄観光 のバリアフリー
化に対する全 県民的理
解と意 識の向上

●目標像

■基本 方針１．
バリアフリー観光関 連
情報の充実 と効果 的な
発信

●バリアフリー情報提供事業

■基本方 針２．
誰もが楽しめる多種
多様な魅 力づくり
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■基本 方針３．
経済的 で適 切な 仕様に
基づいたハード面の整備
推進

●バリアフリーモデル事業

■基 本方針４．
ハードと相互 補完す る人
にやさ しいソフト（
サービ
ス面）
の強化

誰もが楽しめる、やさしい観光地（
ホスピタリティ・
リゾート）

●その他の事業

■基本 方針５．
沖縄観 光のバリアフリー
化に対する行政 等の体
制の整 備

（注）事業名の前についている番号は、「基本方針－基本戦略－主要施策」
との対応を示している。
（注）
は、他の事業で主に推進、あるいは他の事業との調整・連携を
図りながら進めていく施策。

「3部会」（意識啓発・情報・旅行）の設置と
当事者・関係部局等の連携強化

「検討委員会」の開催

３－２－①．旅客施設及び車両購入のための
「融資・助成制度」の検討（・導入）

２－３－①．高齢者や障害者スポーツ大会の支援（ＰＲ）

４－２－①．「旅行システム」（介助者供給プログラム）の
開発検討

２－１－①．
２－２－①．「旅行商品」「体験プログラム」の開発検討

２－１－②．県民による「観光地バリアフリー度チェック」
の実施

１－２－①．障害者団体等の「総会誘致」促進など

１－1－③．「車いすトイレマップ」の効果的な活用

１－１－②．「サイト」の運用開始と利便性向上
４－２－②． （視認性向上、音声ブラウザ対応）

１－１－②．「データベース」の精査・充実

４－１－③．「既存資格」の取得促進

４－１－②．「接遇ハンドブック」の随時改訂

４－１－①．「接遇プログラム」に基づく
「接遇向上セミナー」の開催

行委員会の活動に協力）

０－③．「車いすマーク駐車場キャンペーン」の展開と
「条例化」検討（＊私は停めませんキャンペーン実

０－①．「拡大シンポジウム」（対外的PR）の開催

０－①．「沖縄県観光バリアフリーニュースレター」の発行

０-①．県民や民間事業者の意識啓発「シンポジウム」の
開催

事業内容

第１回検討委員会会議（5/25）

（１）石垣・竹富地域におけるバリアフリー化への取り組み

○観光所管
沖縄県八重山支庁総務・観光振興課
石垣市企画開発部観光課
竹富町観光課
○土木所管
沖縄総合事務局石垣港湾事務所
沖縄県八重山支庁土木建築課河川都市港湾班
沖縄県八重山支庁土木建築課建築班
沖縄県八重山支庁土木建築課道路整備班長
沖縄県八重山支庁土木建築課維持管理班
石垣市都市建設部土木課
石垣市都市建設部港湾課
石垣市都市建設部都市計画課
竹富町建設課

【行政】

●ネットワークメンバー

・施設整備については、石垣市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに
基づいて整備を行っている。
・離島については、ハード面でのバリアフリーはまだ厳しい状況である。
・浮き桟橋の設置、バリアフリー船の導入により、港湾関係のバリアフリー化
は進んでいる。
・石垣港離島旅客ターミナルの併用が開始されると、事務所等の段差も解消
される予定である。
・障害者生活支援センターをまちなかに設置することで、周辺の商店にスロー
プが設置されるようになった。障害者が出歩くことで無言の啓発となっている。

○石垣・竹富地域のバリアフリーの現状

○バリアフリー・セミナーについて
・（接遇セミナー）障害のある当事者がピュアインストラクターとして講演を行う。
・サービス介助士の有資格者が資格を取得してからの体験を話す時間を設けて
いる。
・（ハードセミナー）すぐに取り組める工夫や既存の商品を使ってお金をかけずに
取り組めるバリアフリーについて講演を行う。
・せっかく沖縄に旅行に来た高齢者や障害者が海に入ることができないことは大
きなストレスとなっている。海浜地域での対応方法を実践したい。

○八重山ワーキングについて
・ハード面に課題のある地域で、バリアフリーを成功させることは他の地域にとっ
てのインパクトは大きい。

○今後の事業
・バリアフリーに対する啓発活動を拡大させるべきである。
・動向調査を別の事業として行うべきである。
・行政を対象としたセミナーを開催するべきである。
・バリアフリーの象徴となるイベントを開催するといいだろう。

○平成19年度以降の推進体制について
・高齢者、障害者本人、その家族から問い合わせがある。寄せ集めていけば、ツ
アーセンターとして1～２人の人件費をまかなうことは可能ではないだろうか。
・ツアーセンターが発足すると、旅行者だけでなくエージェントにとっても便利。
ハードが整っていなくてもソフトで対応できている施設であれば、旅行者に自信
を持って紹介することができる。

（１）平成17年度事業の取り組みと、平成18年度観光バリアフリー化推進
事業について
（２）観光バリアフリー化の持続的な取り組みの方向性について
（３）平成18年度バリアフリー・セミナーについて

第１回ワーキンググループ会議（5/29）

【民間企業、観光・福祉関係団体等】
八重山ビジターズビューロー
竹富町観光協会
東運輸（株）
（有）安栄観光
平田観光（株）
八重山観光フェリー（株）
遺産管理型ＮＰＯ法人たきどぅん
ＮＰＯ法人ちゅらネット

○福祉所管
沖縄県八重山福祉保健所
石垣市保健福祉部障がい福祉課
竹富町福祉保健課

・ハード面だけではバリアフリーに追いついていくことは難しいため、観光関連
事業者にはソフト面でのサポートを意識して欲しい。
・障害のある方の目線でどのようなニーズがあるのか把握する必要がある。
・すでに民間・行政ともにバリアフリーの取り組みは行われている。今後は、
個々のがんばっている取り組みをネットワークさせることが必要である。

○今後の課題

第１回やさしい観光地づくりネットワーク会議（6/14）

・提言書を作成し、シンポジウムで発表する必要がある。
・「バリアフリー推進宣言」を行い、賛同する市町村や民間企業を増やしていけ
ば良い。

○3年間の事業の成果について

・この事業が県民、国民に認知されるように、具体的に何を行っている
のか見せる 必要がある。また、全国から注目を集めていることを県民に広く
見せていく必要がある。
・定期的にメディアと勉強会を開くなどのメディア対策を行うべきである。

○PR・広報について

・収支をともなう体制を築かなければならない。
・すでに実績のあるNPOとOCVBが連携し実働として動くとよいだろう。
・OCVBが根拠をもって動いていくために、目指すべき観光の全体像が必要。

○平成19年度以降の推進体制について

・ケーススタディとして、行政・民間をきちんと巻き込む必要がある。
・行政間の横の部局がどれだけ連携を図ることができるかが課題。

○八重山ワーキングについて

・セミナー参加者からは事業への理解を得ることができた。今後は、経営者レベ
ル、行政にどう賛同を得ていくかが今後の課題となる。
・バリアフリーの概念について、小中学生に向けたテキストを作成し、教育してい
くことが必要だろう。

○全県民的理解と意識の向上について

（1）平成17年度事業の取り組みと、平成18年度観光バリアフリー化推進
事業について
（2）観光バリアフリー化の持続的な取り組みの方向性について

図１－２ 平成18年度観光バリアフリー化推進事業の検討経緯

●バリアフリーサポーター育成事業

バリアフリー・ツアー
センターの検討

バリアフリー・セミナー
「海浜地域における
バリアフリーと遊び方」

美ら島.NET

美ら島.NET

美ら島.NET

バリアフリー・セミナー
の開催

バリアフリー・セミナー
の開催

バリアフリー・セミナー
の開催

日時
6月26日
6月27日
6月29日
6月30日
7月3日
7月4日
7月6日
7月7日

セミナー
接遇セミナー
ハードセミナー
接遇セミナー
ハードセミナー
接遇セミナー
ハードセミナー
接遇セミナー
ハードセミナー

参加者
11
12
48 6名オブザーバー含む
26
37
17
33
25

備考

車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者
車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者
車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者
車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者

氏名
本村 順子
平良 常
平田 かおり
本村 順子
平良 常
平田 かおり
比嘉 豪
内藤 喜和子
荷川取 礼子
神田 朋子
松田 智子

沖縄脊髄損傷者連合会 理事
沖縄県聴覚障害者協会 理事
南風原町身障福祉会 視覚部部長・理事

北部障害者生活支援センターハーモニー スタッフ

沖縄県視覚障害者福祉協会 理事
沖縄脊髄損傷者連合会 副会長
沖縄県聴覚障害者協会 会長

石垣市障害者生活支援センターむゆる館 コーディネーター

沖縄県視覚障害者福祉協会 理事
沖縄脊髄損傷者連合会 副会長

石垣市障害者生活支援センターむゆる館 コーディネーター

所属
-

【参加者の声】
・海は常に危険と隣り合わせなので、きちんとした知識
と判断力が必要だと思った。また、マリンメニューの
提供やライフガードとして守るといった立場にある私
たちは、思いやりと、どうしたら楽しんでもらえる等、
相手を思う心をもっと養っていかなければならないと
思った。

「海浜地域におけるバリアフリーと遊び方」

【参加者の声】
・工夫次第では身障者にとって優しい施設になることを学
ん だ。工夫次第で健常者(私たち)にも優しい施設（場所）
になったりすることが多い。“ハード”より“ハート”を大事
に、障害を持った方々と接したい。

「簡易な設備・器具によるバリアフリー」

● ハードセミナー

【参加者の声】
・セミナーに参加して、自分でも気づかない点が多々ある事がわかった。ハンディがある人の立場も少しわかった
ような気がした。コミュニケーションのための様々なグッズの準備が必要であると感じた。今後、高齢者の時代を
向かえる我々は、その対応のための色々な施策が必要になってくると痛感した。
・少しずつだったが、色々な障害の方の話を聞いたり、体験ができてよかった。健常者である自分は気づかなかっ
た不安や接遇ポイントを知る事で、これからの仕事に活かし、もっと知って積極的にお手伝いできるようにしてい
きたい。今回はすごく良い機会になった。ありがとうございました。また、このような機会があれば参加したい。

那覇

名護

石垣

宮古

開催地

それぞれ障害のあるピュアインストラクターが、「障害のあるお客様のニーズ」として講演。

● 接遇セミナー

那覇

名護

石垣

宮古

開催地

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

平成18年4月
平成18年8月

美ら島．NET アクセス数

（＊掲載施設のパスワード保有者のみ可能）

音声ブラウザ対応画面の開設
ニュースレターのダウンロード開始
接遇ハンドブックのダウンロード開始*

誰でも美ら島.NET

2006年11 月9日

時

00 :00 :00 :00 :00 0:00 2:00 4:0 0 6:0 0 8:0 0 0:00 2:00 :00
0:
2
4
6
8 1
0
1
1
1
1
2
2

0

5

10

15

20

25

参考）11月9日（木）利用時間分布

PV

● 日程・参加者数

ＰＶ

第1回バリアフリーセミナー（6/26-7/7）

20
05
年
20 10
0
5年 月
20 1
05 1月
年
20 12月
06
年
20 1
06 月
年
20 2月
06
年
20 3月
0
6年
20 4
0 月
6
年
20 5月
06
年
20 6
0 月
6
年
2
7
0
06 月
年
20 8
06 月
2 年
0
06 9月
年
10
月

15

○バリアフリーセミナーについて
＊やさしい観光地づくりネットワーク会議の事業の一環として、
八重山商工高校での「バリアフリー・セミナー」の開催を決定。

・住民の意識啓発の必要性を感じている。バリアフリーセミナーを島ご
とに行って欲しい。
・石垣市、竹富町、与那国町では観光パンフレットを一元化し、情報を
共有することに取り組んでいる。

○その他

・土木関係者は強制的に参加するくらいの位置づけにしたい。
・障害者の旅行の受け入れを積極的に行っているが、赤字での対応と
なっている。行政からのバックアップがなければ、継続して事業を行っ
ていくことは難しい。
・ターミナルは、整備途中段階で障害者のモニタリングをした際に、アド
バイス等を頂いたが、不都合がでてきた。施設整備についても早い段
階で相談できる場所があると良い。

○ネットワークについて

・車いすトイレがある場所に行ってみると、故障中で使用できなかった。
どこのトイレが故障中など「最新」の情報を一元化する必要性を感じ
る。
・障害者からの旅行に関する相談が入ってきている。バリアフリーに関
する専門の窓口の設置の必要性を感じている。

○検討すべき事業について

（１）当該会議において検討すべき事業について
（２）バリアフリートイレの管理・運営の課題
（３）バリアフリー・セミナーの開催について

第2回やさしい観光地づくりネットワーク会議（9/13）

・高齢者、障害者、健常者が一緒に生活する社会、暮らし方がテーマ
になってくると思う。
・八重山地域は、もともとの資質として誰でも迎え入れるホスピタリティ
を持っている。

八重山支庁

・離島では、トイレの整備が進んでいないという問題があり、早急に整
備を心がけなければならない。
・離島の道路は舗装されていない道路も多く、長期的に工夫していき
たい。

竹富町

・八重山観光は好調であるが、バリアフリーに対応していない箇所は
まだまだある。受け皿体制を整えて、バリアを取り除いていきたい。
・福祉のまちづくり条例を定めており、じわじわと良くなってきている
が、改善するポイントはまだあり、ヒントを得ることができた。

石垣市

出席者：石垣市大濱市長、竹富町大盛町長、
八重山支庁大浜支庁長、
やさしい観光地づくりネットワークメンバー

講師：山本 誠 氏（飛騨高山東京事務所 代表）
講演：「超高齢社会の地域戦略」
～ 観光誘致とバリアフリーの推進課題 ～

やさしい観光地づくりトップセミナー（9/12）
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名護

Q．八重山のような中小企業ばかりの中で短期的に成果のでるバリ
アフリーはないか。
A．シニア、障害者が何に困っているのか知ることが基本。マニュア
ルは最低限のことで、後は個々で考えながら対応していくこと。
中小企業は小回りがきくため、ビジネスチャンスを掴みやすい。

○石垣離島旅客ターミナルについて
・ターミナルを八重山地域の情報提供の中心と考えている。
（ターミナル内に観光情報流通センター「とぅもーるネットセンター」の
設置予定。石垣市とぅもーるネットワーク整備事業）

○ネットワーク体制について
・ネットワークについては、観光関連等の横の連携、縦の連携、官民
の連携も他の地域に比べうまくいっている。バリアフリーについて
は、対応せざるを得ない重要問題であり、真剣に対応したい。

○実施していく事業について
・広く事業の理解を得るために、観光が他産業とつながらなければ成
り立たないという根本の方向性示していかなければならない。
・情報の一元化させ、とぅもーるネットワーク事業と連携させていく。
・障害の特性に対する知識があるうえで、各種観光関連企業に対する
連携を図ることができるつなぎ役が大切である。またそのような仕組
みが、障害者教育に役立てばよい。
・情報収集体制の整備について、台風13号の被害により、八重山地
域全体で必要不可欠という認識になっている。行政、民間含めて本
格的に取り組んでいこうと決意表明をしたところであり、具体的に詰
めていこうとしている。

（１）優先的に実施する事業について
（２）ネットワーク体制の構築と持続について

第3回やさしい観光地づくりネットワーク会議（10/17）

・チサンリゾートの改修のポイントの解説。

●チサンリゾート石垣の視察

Q．地域の障害者の方、観光でこられる障害者の方、高齢の方、妊
婦の方や外国人の方が楽しめる場所作りのコンサルができれ
ばと思うので、そのためには自分達もこれからも勉強してスキル
アップを図っていきたい。
A．障害者自身も専門家として、勉強を重ねプロになる必要がある。
沖縄でもそのようなプロが育つといい。

Q．どこまで対応すればユニバーサルルームといっていいのか分か
らない。
A．自分にとってこういう部屋が使いやすいんだということでお客様
が選ぶことができるように部屋の平面図、配置等の情報を開示
すればよい。

石垣

参加者：やさしい観光地づくりメンバー、観光事業者

車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者
車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者
車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者
車いす使用者
聴覚障害者
視覚障害者

日時
10月23日
10月24日
10月26日
10月27日
10月30日
10月31日
11月1日
11月2日

氏名
平田
本村
平良
平田
本村
平良
平田
比嘉
内藤
平田
神田
松田
かおり
順子
常
かおり
順子
常
かおり
豪
喜和子
かおり
朋子
智子

セミナー
接遇セミナー
ハードセミナー
ハードセミナー
接遇セミナー
ハードセミナー
接遇セミナー
接遇セミナー
ハードセミナー
20
8 午後からの参加者3名
12 午後からの参加者2名
29
10 午後からの参加者5名
27
25
11

備考

沖縄脊髄損傷者連合会 副会長
沖縄県聴覚障害者協会 理事
南風原町身障福祉会 視覚部部長・理事

北部障害者生活支援センターハーモニー スタッフ

沖縄県視覚障害者福祉協会 理事
沖縄脊髄損傷者連合会 副会長
沖縄県聴覚障害者協会 会長

石垣市障害者生活支援センターむゆる館 コーディネーター

沖縄県視覚障害者福祉協会 理事
沖縄脊髄損傷者連合会 副会長

石垣市障害者生活支援センターむゆる館 コーディネーター

所属
沖縄脊髄損傷者連合会 副会長

参加者

第２回バリアフリーセミナー（10/23-11/2）

・有意義なセミナーなので、今後も継続をお願いしたい。
・今後もこういうセミナーに参加し、テキストだけで学ぶのではなく、実際に多く触れ合えたらと思う。
・定期的実施して、数多くの人に理解していく必要が大切だと思う。
等、多数の継続を望む声をいただいた。

★ セミナーについて

【参加者の声】
・車いすを砂場で動かすと前輪が埋まって、どんな力持ちでも移動は困難。水陸両用車いすだと砂地でも楽に移動ができ、
そのまま海の世界に飛び込めて、ビックリした。カヌーでもスケルトンを利用するなど、工夫をすればもっともっと障害の有
無に関係なく観光に来て頂けると思った。

「海浜地域におけるバリアフリーと遊び方」

・安全面を考慮し、できる限り健常者と同じように海遊びができた
らどれだけ感動を分かり合えるか…。障害があるからといって
垣根を作らず、身近な物を工夫利用して設営や準備をする方
法を学べて良かった。今後、実践に移し、どこが不便で、危険
で、どこが良い方法か学んで行こうと思う。

【参加者の声】

☆逃げるバリアフリーについて

・お金をかけずに、気持をかけるというお話に感銘を覚えた。バリアフリーという言葉だけにとらわれ、完成された形ばかり
求めてしまうと、「できることからやる」ということに尻ごみしてしまいそうだったが、様々な写真や資料、講義を通して、手作
りでいいのだ、もっと泥臭くていいのだ、肝心なのは形ではなく「やるかやらないか」なのだと痛感した。

【参加者の声】

「簡易な設備・器具によるバリアフリー」

● ハードセミナー

・去年に引き続き、２度受講させていただいた。せっかく学んだことを生かすためにもリフレッシュ教育になり、大変貴重な体
験をさせていただい。今後、ますます観光客の増加に伴い、高齢の方や障害を持った方も増えていくと思うので、観光立県
として、ぜひ、この事業の継続をお願いしたい。ウチナーンチュのホスピタリティで「行きたい島から行ける島へ」みん なで
作っていきましょう。今日はありがとうございました。

【参加者の声】

那覇

名護

石垣

宮古

開催地

● 接遇セミナー

那覇

開催地
宮古

●日程・参加者数

講師：中沢 信 氏
（株式会社 バリアフリーカンパニー 代表取締役）
講演：「2007年前夜」
－バリアフリーはビジネスチャンス－

やさしい観光地づくり経営者セミナー（10/17）

講師：親川修氏
（NPO法人 バリアフリーネットワーク会議 事務局長）
講演：「逃げるバリアフリー」
参加者：教師、父兄、中等部の児童（おおよそ50人強）
内容：当事者を乗せての逃げる訓練など実践的な実験

泡瀬養護学校バリアフリーセミナー（11/6）

・バリアフリーというのは、ふだん何の不自由なく過ごしている私にとってあまり
考えたことのないことでした。しかし、今日のセミナーを受けてとても身近にある
ことだというのを強く感じました。高齢者疑似体験やその他障害者への接遇
サービスを学ぶことで、これからの観光について考えさせられました。障害が
あっても、健全者と変わらないサービスを受けられる旅行にしてほしいので、そ
の接し方などをもっと深く学んでいけたらと思います。今日学んだ事は忘れず
に、小さな勇気で役立てていきたいです。
・とても勉強になりました。観光コースの私たちだけじゃなく、商工生全員、他校
生も参加させたかったぐらいです。また、今日習ったことを今日参加できなかっ
た友達や家族にも教えてあげたいと思います。またいつか、こういう機会が
あったら友達をさそってもっといっぱい勉強したいなあと思います。
・今日のセミナーはとても勉強になるものばかりで、改めて考えさせられる事もあ
りました。平田さんの言った「障害者は不幸なのではなく不自由なだけ」という
言葉が頭から離れません。僕達高校生も障害者に対する考えを変えないとい
けないなあと思いました。最後に「うごける、きける、見える」普段私達が何気な
くやっている事がこんなに大変で、大切な事なんだということが学べてよかった
です。

○セミナーへの感想

・点字ブロックや、車いすの方専用駐車場の話を聞いて、自分も点字ブロックの
近くに自転車をおいたりしないようにしようと思いました。親にも、駐車場の話を
しようと思います。

○親川講師の話を聞いて

・『障害者は「不幸」なのではなく「不自由」』というのを聞いて、考えが改まった。
・平田かおりさんの話を聞いて、障害を持つ事は、身体は不自由になるけど、こ
の体で自分がどこまでチャレンジできるかっていう挑戦心がたくさんうまれるこ
とだと思いました。どれだけ自分のおかれた状きょうが変わっても、あきらめな
かったかおりさんはかっこいいと思いました。

【参加者の声】
○ピュアインストラクター 平田かおり講師の話を聞いて

参加者：観光コース1、2年生

＊今後の八重山観光を担う高校生に、観光におけるバリアフリーの必要
性や障害者への理解を広めていくこといを目的として実施した。

八重山商工高校バリアフリーセミナー（10/28）
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右から大濱長照（石垣市長）
平田哲三（平田観光 代表取締役社長）
高市早苗（内閣府特命大臣担当）
奥平崇史（平田観光 取締役社長室長）
（敬称略）

内閣府総理官邸にて高市大臣と記念撮影

12月7日に、全国で平田観光株式会社を含む9つの法人や団体が平成18年度の内閣
府「バリアフリー化推進功労者表彰」を受賞した。
平田観光は、車いすを8台搭載できるリフトバスの導入などのハード面や福祉関係資格
取得を社内で推進するソフト面などの強化（現在、福祉有資格者14名）で、観光バリア
フリー化に努めた功績が認められた。
沖縄県内では最初で最後の受賞となった。

平田観光㈱、内閣府「バリアフリー化推進功労者表彰」を受賞（12/7）

<八重山ＷＧについて>
・ セミナー参加者（民間業者）の意識は非常に高まってきている。
・ 行政の意識を高めていくことが今後の課題である。
・ WGが今後、それぞれの専門家として、アドバイスを行う機関として機能してもらいたい。

<バリアフリーツアーセンター>
・ 長期計画、事業計画を策定し、何をどこまでするという目標値を立てておかないと芯の
通った活動にならない。
・ お客様の障害について１箇所で取りまとめ、最後まで一貫して流れるようにすると良い。

<行政について>
・ どのようなアウトライン、ヒントを持っているのか民間に知らしめることは大切である。
・ 民間には、県の全体フローチャートが見えない。全体図の中で自分たちがやらなければ
ならないことが明確化され、進行の度合いを確認していかなければ進まないだろう。

<次年度以降の取り組み方>
・ 誰が、いつ、どういう風に進めていくのか議論しなければ実行性のあるものにならない。
・ 逃げるバリアフリーについてツアーセンターとは別に事業を立てていく必要がある。
・ データベースは使わないと意味がないので、ＮＰＯ等でメンテナンスをしていく必要があ
る。
・ セミナーについては、市町村からの補助と参加費で継続させることはできないか。
・ バリアフリーに関する地元のアドバイザーの存在が必要。障害があるだけでなく、専門家
を任命することが必要となり、施工から完成まで責任を持って対応できる体制でなければ
ならない。
※那覇空港を出てタクシー・バス等民間になるとバリアフリーが途切れる。民間とうまく
連携する仕組みを作る必要がある。

【報告事項】平成１８年度事業の報告
【検討事項】観光バリアフリー化の持続的な取り組みの方向性について

第2回検討委員会会議（11/13）

【検討事項】
（１）観光バリアフリー化推進事業 バリアフリー・シンポジウム（2/14）について
（２）平成19年度以降の推進体制について（バリアフリーツアーセンター）
－経済産業省サービス産業創出支援事業申請に向けて－
・ シンポジウムで「宣言」をして、それにより事業をイメージしていくことが必要になる。
・ 「宣言」は誰にするのか。県内外へのアピールとして「わたしたちは…」にする。
・ 経済産業省サービス産業創出支援事業申請は情報を集約させる。申請は片手間ではでき
ないので、覚悟をする必要がある。
・ ホテル21世紀は設計士を交えてバリアフリーのアドバイスを行った。古いホテルであるが生
き残りをかけてバリアフリールームを設置することになった。安価ででき、使い勝手の良い
ＢＦルームの提案を行った。
・ 車いすレンタルは、かなり需要があると感じるが、どこかで線引きをして、お金を取った方が
良いが金額の設定がわからない。
・ 沖縄のサービス介助士有資格者の有志で「観光部会」を立ち上げた。今後の活動の予定と
しては 現場で困ったこと、困りそうなこと、レンタルしてほしいもの等の情報収集をしてい
る。
・ サービス介助士の派遣をしたいが、派遣業のハードルが高い。紹介業でやれるか可能性
探っている。

第４回ワーキング検討会議（1/24）

・ シンポジウムではＢＦと観光の発展をどのように捉えてどのように展開していくのか話を進
めたい。３年間の事業成果としてバリアフリーツアーセンターを立ち上げることを報告したほ
うがいいだろう。
・ 事業の積み残しについてはバリアフリーツアーセンターが引き継いでいく。コンソーシアム
を立ち上げることは、すぐにでも可能である。
・ 経済産業省のサービス産業支援事業は、先行的なビジネスで最大の目的は産業の創出で
ある。
・ バリアフリーツアーセンターの立ち上げにより、障害者の雇用が創出され、ユニバーサルデ
ザインに対応していく人材育成もできる。
・ 次年度の事業の中に障害者スポーツのキャンプ誘致について組み込むことはできないか。
・ 旅行業法の問題があるため、アテンドはできない。輸送手段が限られているため、車の手
配が絡むとアテンドは難しくなる。
・ バリアフリーツアーセンターがワンストップ型を目指すのなら、情報の確実性が必要。お客
様の立場にたった仕組みを作る必要がある。
・ バリアフリーツアーセンターについて、補助器具のレンタルについては、需要があるためビ
ジネスとしてまわっていくと感じる。

【検討事項】
（１）平成19年度以降の推進体制について（バリアフリーツアーセンター）
（２）観光バリアフリー化推進事業 バリアフリー・シンポジウム（2/14）について

<障害者芸術祭に関して>
・ 「車いす使用者の輸送手段」が一番の課題と感じた。車いす使用者は荷物 が多いため、空
港での待機場所の確保が問題となった。
・ 県内の社協の車いす積載可能な車両を集めて「ホテル⇔会場」のピストン輸送を行った。
車いす積載可能車両の協力体制はあった。
・ 自家用の車を使って、地元の人しか利用しない飲食店等を紹介し、非常に喜ばれた。
・ 県主催の行事であるにも係わらず、空港に連絡していなかったため、苦情がきた。

<セミナーに関して>
・ セミナーで色々な波及があった。最終年度ということを会場で伝えたら、職場に来てくれな
か」という声があった。
・ 船舶事業を始める石垣島ドリーム観光が運航前に講習を受けたいということで、県の事業
は終わるが、もっとやりたいという熱意を感じているので、課題をもらったと思っている。

【報告事項】
（１）平田観光、「内閣府バリアフリー功労者表彰」の受賞について
（２）八重山商工高校「私は停めませんキャンペーン」開催予定について
（３）「第６回全国障害者芸術・文化祭おきなわ大会」報告

第3回ワーキンググループ会議（12/20）

資料：(財)日本交通公社作成

－４－

・コンサルティング・レンタルなど事業の中の対価を伴う部分について
は、対価に見合ったサービスを提供する必要がある。
・バリアフリーツアーセンターはＮＰＯで運営していくが、収支についてが
問題である。県がしっかりバックアップしていって欲しい。
・民間活動の中でビジネスモデルとしてやっていけるほどマーケットは育
成されていない。もう少し行政の支援を得ることはできないのだろうか。
・国のＶＪＣにうまく位置付けて構築していくべきである。
・農林・福祉など横断した大きな枠組みの中で部会を作る必要があるだ
ろう。
・バリアフリー宣言は、今後のバリアフリー化事業を担保するためにも行
う必要がある。
・3年間で事業は確実に進んでいる。民間活動が進んでいかないと国は
動かないだろう。
・この事業が動けば全国でも先駆けた活動となる。

【検討事項】
・今後の観光バリアフリー化の展開方策について

第３回検討委員会（２/２）

「私は停めません」キャンペーンを2007年１月2８日（日）に本島および石
垣市で同時開催した。
石垣市で開催されるキャンペーンは八重山商工高等学校の生徒たち
が、セミナー受講後「自分たちで取り組めること」ということで学生の発意
によりこのキャンペーンを開催することとなった。
☆このキャンペーンは車いす駐車場や点字ブ
ロックの必要性を車いす使用者や視覚障害
者以外の方々に認識してもらうことを目的に
行われる。本活動を通して障害のない人と車
いす使用者、視覚障害者が互いに気持ちよく
生きていける社会を作るために必要な｢共生
の意識」を啓発している。

私は停めませんキャンペーンの開催（1/28）

【検討事項】八重山地域の観光バリアフリー化の方向性
－ネットワーク体制の構築と持続について－
・ 無料で「どこでもチェア」（車いすの貸し出し）ができないか。
・ 障害者旅行の問い合わせが社協等へ来るが、現在は窓口がわから
ないのでバリアフリーツアーセンターで一元化し情報提供する。
・ ハンディを抱えた人にやさしい受入れをすることが最大のＰＲになる。
沖縄の代表として八重山がやる。
・ 今後、普及、拡大するために「八重山 心のふるさと」を提供していく。
・ 民間がモチベーションを保つのが大変という時に、普段、お客様が少
ない時期に呼び込む。
・ ネットワークは八重山まちづくりの中で参画してほしい。

<平成18年度バリアフリー化推進功労者表彰 内閣府特命担当大臣
表彰受賞について>
・ 一事業者が受けたのではなく、市、県等の手助けをもらった。県全体
に良い影響が広がるようにしたい。

【報告事項】
（１）平田観光㈱ 平成18年度バリアフリー化推進功労者表彰 内閣府
特命担当大臣表彰 受賞について
（２）八重山商工高校 「車いす駐車場に、点字ブロックに、私は停めませ
んキャンペーン」の開催について
（３）観光バリアフリー・シンポジウムの開催について

第4回やさしい観光地づくりネットワーク会議（1/23）

