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平成 28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、沖

縄を楽しめるようきめ細やかな受入体制の整備を図るとともに、バリアフリー観光先進地として

の認知度向上を図り、誘客に寄与することを目的とした。 

 

２．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」を開催した。 

【実施内容および実施結果】 

・本島（南部、中・北部）および離島（宮古島、石垣島）の県内各地域において、計 6 回のセ

ミナーを開催し、県内観光関連事業者 181 名が参加した。 

※今年度は、「観光系」、「観光系ビーチ」、「食アレ・食バリ」の 3 種のセミナーを開催 

≪各地域の開催回数と参加者数≫ 

地域 内容 参加者数 

南部（南城市） 食アレ・食バリ 80 名 

南部（那覇市） 観光系／ビーチ 45 名 

中・北部 観光系 26 名 

宮古島 観光系 18 名 

石垣島 観光系 12 名 

 合計：181 名
 

・観光系のセミナーは、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 

⇒各地域の障害当事者が講師を担い、日常生活の不便な点等の生の意見を伝えた 

・食アレ・食バリは、講義と実践をテーマとした２つの講演を実施（専門家講師を招聘） 

・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。 

 

３．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、情報共有を図りながら事業を実施した。 

【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を対象に、申請

があった事業者に対し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を派遣 

⇒民間(4 件)、バス・ホテル(各 3 件)、タクシー・航空・観光施設・複合施設(各 2 件)、 

レンタカー・協議会(各 1 件) 
  

▲業種別観光 BFセミナーの様子（実技）
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・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。 

②アドバイザー派遣に関する委員会の開催 

・県内のバリアフリー関係者による協議・意見交換の場として「委員会」を２回開催 

・本事業の進め方、実施状況の確認、今後の自走可能な継続体制の検討等を実施 

４．食のバリアフリーの推進 
観光バリアフリーの一環である、「食のアレルギー・食のバリアフリー対応」について、県内の

受入環境整備の取組みに関する周知の強化、今後実践的な取組みを推進していくための基礎調査

として、「食アレ・食バリ対応店舗マップ」を作成した。 

【実施内容および実施結果】 

①食アレ・食バリ対応店舗マップの作成 

・県内の食アレ、食バリ対応が可能な店舗の情報を整理し 

た対応店舗マップを作成（日・英２言語） 

・合計 165 店舗の情報を掲載 

⇒食アレ：90、食バリ：69、宅配：６ 

・県内の地域ごとに６種類の対応店舗マップを作成 

⇒「①北部版」「②中部版」「③南部版」「④那覇市版」 

「⑤離島版、⑥ケータリング・宅配」 

・掲載する店舗の情報は、アレルギー対応 沖縄サポートデスク、バリアフリーネットワーク

会議より提供 

５．先進地ヒアリングの実施 
観光バリアフリーの分野や食物アレルギー対応の分野において、先進的な取組みを実施してい

る地域へのヒアリング調査を実施し、各地域の取組み概要、ポイント等に関する知見を得た。 

≪ヒアリング対象≫ 

神戸ユニバーサルツーリズムセンター、京都府健康福祉部健康対策課 他、加茂川館 

６．障害者差別解消法に対応した観光関連事業者向けＱＡの作成 
平成 28 年 4 月 1 日に障害者差別解消法が施行され、観光関連事業においても高齢者や障害者

等へのサービスの充実や合理的配慮の提供が求められている。そこで、県内観光関連事業者の障

害者差別解消法に対する意識の向上および対応の強化を図るため、現場において障害当事者等か

ら問合せがあると想定される事例等を収集し、QA 形式での取りまとめ、情報発信を実施した。 

【実施内容および実施結果】 

・高齢者や障害者等の旅行の様々な場面において想定される事象（Ｑ）を障害種別ごとに抽出

し、障害者差別解消法を踏まえて観光関連事業者に求められる対応（Ａ）を整理 

⇒ 以下の場面ごと、障害種別ごとに合計 22 ケース作成 

①移動時／②宿泊時／③飲食時／④観光時／⑤その他全般 

・ポータルサイト内の専用ページに掲載し、利用者に発信 

・ＱＡの検討にあたり、沖縄県障害福祉課、バリアフリーネットワーク会議との「合同会議」

を開催 
  

▲食アレ・食バリ対応店舗マップ 
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７．県内外へのプロモーション 
県内の観光バリアフリーの取組みに関する積極的な情報発信、観光バリアフリー先進県として

の認知度の向上、県内の受入に関する機運の醸成を目的として、県内の関係者と連携し、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高齢者、障害者イベント等へのブース出展 

・以下のイベントにブースを出展し、PR を実施 

◆ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2016（横浜市） 

◆ツーリズム EXPO ジャパン 2016（東京都） 

②メディアを活用したプロモーション 

・東京新聞が主催するシンポジウム（東京都）に参画 

「HEART&DESIGN FOR ALL」 

⇒県内の観光バリアフリーの取組みに関する講演を実施 

※バリアフリーネットワーク会議 親川代表が担当 

・シンポジウムの講演内容が東京新聞の紙面に掲載 

⇒広く一般の新聞購読者に対する周知に寄与 

③ポータルサイトでの情報発信の拡充 

・平成 27 年度に構築した「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（http://okibf.jp/）」の更新を行い、情報発信機能を拡充 

≪ポータルサイト拡充の実施内容≫ 

◆観光バリアフリー情報ページの充実 

⇒外国人旅行者の旅行中のマナー向上に向けた情報

発信を強化 

※点字ブロックの解説、トイレの使い方など 

⇒「食アレ・食バリ対応店舗マップ」を掲載 

◆沖縄県内事業者向けページの新規作成 

⇒観光バリアフリーセミナー、アドバイザー派遣事

業に関する情報発信ページの構築 

※実施概要・申込み、開催実績等の紹介など 

⇒障害者差別解消法 FAQ ページの構築 

⇒現場で役立つ各種マニュアル等を集約したダウン

ロードページの構築 

 

８．まとめと今後の課題 
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。 
 

◇業種別観光バリアフリーセミナーの開催等を通じた、受入れ意識の浸透 

◇次年度以降の体制構築を見据えたアドバイザー派遣事業の継続実施 

◇観光バリアフリー先進地としての認知度向上に資するプロモーション展開 

◇障害等に関する理解の促進、当事者参加型の取組みの普及
  

▲ブース出展の様子 

（ツーリズム EXPO ジャパン 2016）

▲東京新聞への掲載記事 

▲県内事業者向けページのイメージ 
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平成 28年度 

誰もが生き生き観光まちづくりプロモーション強化業務 

実施報告書（概要版） 
 

１．業務概要 
平成 27 年度以降の取組内容、業務成果をもとに、障害者、高齢者の観光誘客および日本初の

「観光バリアフリー宣言」県としてのさらなる気運醸成を図るため、県内外への観光バリアフリ

ー情報等のプロモーションを強化することを目的として実施した。 

 

２．航空会社の機内誌や旅行雑誌への広告掲載 
県内外への観光バリアフリー情報等のプロモーション強化を目的として、県内への主要な来訪

手段である航空会社の機内誌と、沖縄旅行に関する情報を集約して発信する大手旅行雑誌を対象

に、観光バリアフリーに関する広告の掲載を実施した。 

【実施内容および実施結果】 

①航空会社の機内誌への広告掲載 

・国内の主要な航空会社２社の機内誌に観光バリアフリー

の取組みに関する PR 広告を掲載 

⇒各航空会社の航空機搭乗者に対し、広く周知を展開 

広告を掲載した機内誌  

◆ANA「翼の王国」2017 年 3 月号（国内線・国際線版、本文中各１頁） 

◆JAL「SKYWARD」2017 年 3 月号（国内線版のみ本文見開き） 

②旅行雑誌への広告掲載 

・毎年発行される国内の旅行雑誌（まっぷる沖縄）に観光

バリアフリーの取組みに関する PR 広告を掲載 

⇒沖縄旅行を検討中または関心がある層に対して、直接

的に周知を展開 

広告を掲載した旅行雑誌 

◆昭文社／まっぷる沖縄‘18（本文中１頁） 

 

３．プロモーション動画制作 
県内外への観光バリアフリー情報等のプロモーション強化を目的として、県内の観光バリアフ

リーの取組みや、高齢者や障害者等が安心して旅行を楽しむことができる様子などを訴求し、沖

縄県への来訪の促進に寄与する、沖縄県観光バリアフリープロモーション動画の制作を実施した。 

【実施内容および実施結果】 

・15 分版、5 分版、1 分版の３種類の動画を制作 

⇒県内の情報をちりばめたイメージ動画として編集 

・対象とする障害は、肢体不自由、聴覚障害、視覚障害とし、 

出演者とともに県内での撮影を実施 

・動画の言語は、日本語のナレーション、字幕、手話通訳 

・ポータルサイトに公開し、イベント等での活用を想定 
 ▲ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ動画撮影時の様子 

▲両誌の広告掲載誌面 

▲広告イメージ（まっぷる） 
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１．業務概要 

「平成２８年度誰もが生き生き観光まちづくり業務」の概要を以下に示す。 

 

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 27 年度からは、「誰もが生き生き観

光まちづくり業務」を展開し、平成 27 年度においては以下の取組みを実施した。 

【平成27年度の取組内容】 

①高齢者、障害者等へのレジャー意向等実態調査の実施 

②誘客ツールの作成 

⇒ ポータルサイト、リーフレットを日英２言語で作成。 

③業種別観光バリアフリーセミナー 

⇒ 県内５地域において、公共交通・観光事業者等を 

対象に９回のセミナーを開催し、１８０名が参加。 

⇒ 業種別対応マニュアルの作成。 

④観光バリアフリーアドバイザー派遣事業の開始 

⇒ 観光バリアフリーを検討する県内事業者に対し、 

専門家を派遣するアドバイザー事業を開始（20 件実施） 

⇒「逃げバリ」実証実験（避難訓練）の実施。 

⑤県内外へのプロモーション 

⇒ 高齢者、障害者イベント等へのブース出展（3 箇所）。 

⇒ 雑誌掲載等による PR（4 誌）。 

 

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。 

平成 28 年 4 月に施行された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。 

  

▲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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（２）目的 

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、

沖縄を楽しめるようきめ細やかな受入体制の整備を図るとともに、バリアフリー観光先進地と

しての認知度向上を図り、誘客に寄与することを目的とした。 

 

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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１．業種別観光バリアフリーセミナー

（１）企画・準備

（２）周知活動

（３）セミナーの開催

①公共交通事業者向け、②観光事業者向け、③食アレ・食バリ

２．観光バリアフリーアドバイザー派遣

（１）県内関係者のアドバイザー派遣

（２）沖縄観光バリアフリーアドバイザー会議の実施

３．食のバリアフリーの推進

５．障害者差別解消法に対応した観光関連事業者向け
ＱＡの作成

（１）観光事業者向けＱＡの作成

（２）障害福祉課との合同会議の開催

６．県内外へのプロモーション

（１）展示会への出展

（２）メディアを活用したプロモーション
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２．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、県内の観光関連事業者を対象に、「業種別観光バリア

フリーセミナー」を県内の各地域において計 6 回開催した。 

今年度は、観光関連事業に関する現場の特性等を勘案し、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観光系ビーチ（対象：宿泊事業者、飲食・土産品

店、観光施設、行政職員 等）、③食アレ・食バリ（対象：宿泊事業者（調理担当）、飲食店、行

政職員 等）の３つのセミナーを開催した。観光系のセミナーでは、講義（座学）だけでなく、

障害当事者の参加による実技を加えた実践的なプログラムとなるよう構成した。 

 

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（南部、中・北部）および離島（宮古

島、石垣島）の各地域においてセミナーを開催した。「食アレ・食バリ」、「観光ビーチ」に関し

ては、全県の関係者を対象に実施したため、南部において開催することとした。 

図表２ 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 28 年 7 月 25 日（月） 

13:30～16:00 

食アレ・

食バリ 

南部 ユインチホテル南城 
80 名 

2 平成 28 年 7 月 27 日（水） 

13:30～17:00 

観光系 

ビーチ 

南部 豊崎海浜公園  

学習室・美ら SUN ビーチ 
23 名 

3 平成 28 年 9 月 28 日（水） 

13:30～17:00 

観光系 南部 沖縄県市町村自治会館 

大会議室 
22 名 

4 平成 28 年 9 月 30 日（金） 

13:30～17:00 

観光系 中・北部 イオンモール沖縄ライカム 

イオンホール AB 
26 名 

5 平成 28 年 10 月 12 日（水） 

13:30～17:00 

観光系 宮古島 宮古島マリンターミナル 

大研修室 
18 名 

6 平成 28 年 10 月 14 日（金） 

13:30～17:00 

観光系 石垣島 石垣市健康福祉センター 

2F 視聴覚室 
12 名 

 参加者合計 181 名 
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２.２ 開催結果 

今年度開催した「業種別観光バリアフリーセミナー」の結果を以下に示す。本島（南部、中・

北部）および離島（宮古島、石垣島）の各地域において計６回のセミナーを開催し、合計 181

名が参加した。 

 

（１）研修プログラムと開催時の様子 

観光系のセミナーは、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、講師を担当していただいた親川氏より、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いただいた。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。ビーチでの研修では、チェアボートやカヌーへの移乗方法に関する実技を行い、障害のあ

る方もビーチを楽しむことができる環境づくりにつながる研修を実施した。 

図表３ 業種別観光バリアフリーセミナー（観光系）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 
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≪業種別観光バリアフリーセミナー（観光系）の様子≫ 
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那覇市内で開催した、「食アレ・食バリ」に関するセミナーでは、講演のテーマを講義と実践

の２つに分け、それぞれの内容に適した専門家を招聘した。 

オープニングトークでは、親川氏より、県内の食のアレルギー対応、食のバリアフリー対応

に関する取組み状況や障害者差別解消法の施行による受入側の対応強化の必要性等を解説した。 

講義の講師を担当していただいた田村氏より、食物アレルギーに関する基礎的な知識、対応

を実践する際の留意点、緊急時の対応についてわかりやすく説明していただいた。また、実践

の講師を担当していただいた太田氏より、現場担当者の視点から、調理時に工夫するポイント、

献立の組み立て方等の解説をしていただいた。 

図表４ 業種別観光バリアフリーセミナー（食アレ・食バリ）のプログラム 

時間 配分 内容 

13:00 － 受付開始 

13:30～13:45 15 分 開会・挨拶 

オープニングトーク 

13:45～14:30 45 分 【講義】食物アレルギーとキッチン対応の基礎 

・アレルギーに関する講座に加え、宿泊施設、飲食店などにお

いて実践できる食物アレルギー対応のポイントについて、分

かりやすく解説 

◇講師：アレルギー対応沖縄サポートデスク 田村氏 

14:30～15:00 30 分 【実践】ホテルキッチンの現場におけるアレルギー対応の実

践について 

・食物アレルギー対応を実践するための工夫や運用方法、対応

のポイント等を現場の視点からわかりやすく解説 

◇講師：ホテルコンコルド浜松 太田氏 

15:00 － 閉会 

 

≪業種別観光バリアフリーセミナー（食アレ・食バリ）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 94.8％が「大変参

考になった（63.2％）」または「参考になった（31.6%）」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、当事者参加による講義と実技を通じた知識や理解の促進につながった点が高評価につ

ながっていると考えられる。 

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 96.2%

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：136］ 

≪今後のセミナーの参加意向≫ 

 

［回答者数：130］ 

 

２.３ 次年度に向けた課題 

今年度は計６回のセミナー開催により、計 181 名の観光関連事業者が参加しており、観光

バリアフリーに関する基礎的な知識や対応のポイント等の訴求につながったものと考えられる。

ただし、地域別にみると、離島地域では参加者数が伸び悩むなど、参加者の確保に向けた事前

周知の強化を図る必要がある。 

今年度は天候の影響があり、公共交通系のセミナーを開催することはできなかったが、交通

事業者からは、「集合型のセミナーではなく、アドバイザー派遣事業のように事業者ごとに開催

した方が参加者を確保しやすい」といった指摘があった。本セミナーは参加者の評価が高く、

観光バリアフリーの普及に向けた効果的な取組みとして継続的に実施していくことが重要であ

るが、離島地域や交通事業者への普及という点では、現場のニーズに即した開催方法等を改め

て検討し、展開していく必要があると考えられる。 
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３．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。 

 

３.１ 沖縄観光バリアフリーアドバイザー派遣事業の実施 

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事業として、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、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。 

 

図表５ アドバイザーの派遣先一覧（平成28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 八重山フードツーリズム推進協議会 協議会 食アレ 田村麿理 6/13 

2 ANA 沖縄空港株式会社 航空 情報提供 親川修 8/8 

3 カフーリゾートフチャク コンド・ホテル ホテル 食アレ 田村麿理 8/17 

4 株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄 ホテル 情報提供 親川修 9/20 

5 有限会社タマレンタ企画 民間 食アレ 田村麿理 9/27 

6 株式会社こころ／伊江島観光協会 民間/協会 食アレ 田村麿理 9/9 

7 株式会社こころ 民間 知的 親川修 10/7 

8 那覇空港利用者利便向上協議会 航空 情報提供 親川修 11/22 

9 ビオスの丘 観光施設 情報提供 親川修 12/5 

10 ビオスの丘 観光施設 肢体 仲根建作 12/5 

11 伊東産業 沖縄営業所 民間 肢体 仲根建作 1/17 

12 株式会社日産レンタリース沖縄 レンタカー 肢体 親川修 2/24 

13 ホテルパームロイヤル NAHA ホテル 情報提供 親川修 2/27 

14 沖縄県ハイヤー・タクシー協会 タクシー 視覚 知花光英 3/10 

15 沖縄県ハイヤー・タクシー協会 タクシー 情報提供 親川修 3/10 

16 那覇バス株式会社 バス 情報提供 親川修 3/10 

17 那覇バス株式会社 バス 視覚 知花光英 3/10 

18 那覇バス株式会社 バス 視覚 桐原好枝 3/10 

19 あやかりの杜 複合施設 肢体 仲根建作 3/16 

20 あやかりの杜 複合施設 情報提供 親川修 3/16 
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（１）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、「民間」が４件と最も多く、申請内容は「情報提供」や「車いす／

肢体不自由」、「食のアレルギー・食のバリアフリー」に関する相談事項が多くあった。 

【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≫ 

民間：４件（※観光協会との共同申請分を含む）、バス・ホテル：各３件、 

タクシー・航空・観光施設・複合施設：各２件、 

レンタカー・協議会：各１件 

≪申請内容の分類≫ 

情報提供：８件（※バリアフリー対応全般に関するレクチャーを含む）、 

車いす／肢体不自由、食のアレルギー・食のバリアフリー：各４件、 

視覚：３件、知的：１件 

 

申請理由としては、各施設等において観光バリアフリーの受入を行うにあたり、職員や関係

者（民泊等）の障害やバリアフリー対応への意識、経験の低さを課題と捉え、改善に向けて本

事業を活用するケースが比較的多く、派遣したアドバイザーが専門的な知見から申請者側のニ

ーズに沿ったアドバイスを実施した。また、今年度の傾向として、職員や関係者等を対象とし

た講座やセミナーの開催を希望する申請が増加した。 

本事業の効果として、申請者（派遣先）の障害に対する理解の促進、観光バリアフリー対応

への意識の向上や知識の蓄積、現場で役立つツール・情報シート等の共有、福祉機器等の使用

方法の確認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、

県内における観光バリアフリーの取組みの広がりに寄与したと考えられる。 

≪アドバイザー派遣事業の実施の様子≫ 
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３.２ 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、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、平成 27 年度から継続して「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」を事業中間時点、今年度終了時点の計 2 回開催した。 

第 1 回委員会では、今年の事業に関する意識の共有、事業の進捗状況の確認を主題とし、第

2 回委員会では、今年度の実施結果を踏まえた本事業のあり方や運営方法の改善点、平成 29

年度以降の体制等に関する協議を実施した。 

図表６ 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 理事長 

金城 鍛 

平安 泰知※ 
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 
嘉数 晃 沖縄県文化観光スポーツ部 観光整備課 観光資源班 班長 

仲松 大一 沖縄県文化観光スポーツ部 観光整備課 観光資源班 主査 

事務局 － 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

※組織内の人事変更により、第２回委員会から「平安泰知」氏が委員に参画 

図表７ 本委員会の実施概要 

 第1回委員会 第2回委員会 

開催日時 
平成 28 年 8 月 31 日（水） 

15:00～16:30 

平成 29 年 2 月 15 日（水） 

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 

沖縄総合福祉センター 

西棟３階 第２会議室 

参加者数 ９名 １１名 
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≪委員会開催の様子≫ 

  

 

３.３ 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。 

また、「観光バリアフリーセミナー」を受講し、基本を学んだうえで、施設等の個別の課題解

決に向けて本事業を活用するケースが増加した。平成 27 年度から継続的に取り組みを行って

いる中で、少しずつ本事業の周知が図られていると考えられるが、県内の観光事業の現場では

課題を抱える事業者が多く存在し、それらの課題を解決する事業としての定着までは至ってい

ない。本事業の効果をこれまでの実績をもとに分かりやすく発信し、県内の観光関連事業者へ

の定着を見据えた周知活動の展開が必要だと考えられる。 

また、超高齢社会の進展といった社会的背景の変化に伴い、観光バリアフリーの領域は今後

さらに拡大していくことが想定される。申請内容の多様化にしっかりと対応できるよう、参画

団体の拡大といった本事業の実施体制の強化が求められる。 

次年度は本事業の最終年度にあたるため、本事業の平成 30 年度以降の実施体制に関して、

委員会等での議論を通じて、検討を進めていく必要がある。 

  

第2回委員会 第1回委員会 
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４．食のバリアフリーの推進 

観光バリアフリーの一環である、「食のアレルギー・食のバリアフリー対応」について、県内

の受入環境整備の取組みに関する周知の強化、今後実践的な取組みを推進していくための基礎

調査として、「食アレ・食バリ対応店舗マップ」を作成した。 

 

（１）食アレ・食バリ対応店舗マップの作成方針 

沖縄県内では、「アレルギー対応 沖縄サポートデスク」、「バリアフリーネットワーク会議」

を中心に、これまでに食アレ・食バリ対応の取組みが推進されており、受入対応が可能な店舗

が存在する。 

県内の取組みの周知を図り、対象者が安心して沖縄旅行を楽しむことができるよう、両団体

の協力のもと、以下の方針に基づき、計 165 店舗の情報を掲載した「食アレ・食バリ対応店

舗マップ」を作成した。 

【食アレ・食バリ対応店舗マップの作成方針】 

◆掲載する情報は、情報の信頼性を確保するため、「アレルギー対応 沖縄サポートデスク」

および「バリアフリーネットワーク会議」が保有する情報等をもとに整理 

⇒マップへの掲載にあたり、掲載する店舗の最新の対応状況の確認、マップへの掲載確認

を両団体からの連絡を通じて実施 
 

◆団体旅行の場合は、ケータリングや宅配サービス利用に対するニーズがあると考えられる

ため、「公益社団法人 沖縄県栄養士会」の情報をもとに、宅配サービスの情報も掲載 
 

◆対応店舗は県内各地域に点在しているため、マップ内の情報の確認しやすさ、行き先に応

じたマップの選択が可能となるよう、県内の地域ごとに作成 

⇒①北部版／②中部版／③南部版／④那覇市版／⑤離島版、⑥ケータリング・宅配 

⇒外国人観光客への情報発信を行うことを目的として、マップは日・英の２言語で作成 
 

◆作成したマップは「ポータルサイト」に掲載し、利用者への情報発信を展開 

 

図表８ 食アレ・食バリ対応店舗の掲載数 

 食アレ対応店舗数 食バリ対応店舗数 合 計 

①北部版 21 20 41 

②中部版 10 6 16 

③南部版 13 5 18 

④那覇市版 43 26 69 

⑤離島版 3 12 15 

⑥ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ・宅配 － － 6 

合 計 90 69 165 
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（２）食アレ・食バリ対応店舗マップの概要 

作成した「食アレ・食バリ対応店舗マップ」の概要を以下に示す。 

食アレおよび食バリ対応に関しては、利用者の身体の状況等の基本情報を正しく確認し、適

切な対応が求められるため、総合的な相談窓口として、「アレルギー対応 沖縄サポートデスク」

および「バリアフリーネットワーク会議」の連絡先等を明確に示すこととした。 

図表９ 食アレ・食バリ対応店舗マップの構成および掲載内容 

タイトル ・マップ名、対象地域、案内文 

店舗情報 ・店舗/施設名、種別（提供する料理の主な種類）、住所、電話番号 

食アレ 

店舗情報 

・店舗によって可能な対応範囲が異なるため、対応レベルを以下４段階に分類

し、対応レベルごとに店舗情報を掲載 

①アレルゲン不使用など食のアレルギーに対応したメニューがある店舗 

②アレルゲンや原材料の表示などがある店舗 

③食のアレルギーに関して事前相談が可能な店舗 

④専用の調理器具などにより、食のアレルギーに対応可能な店舗（宿泊施設）

・総合的な相談窓口の情報 

アレルギー対応沖縄サポートデスクの住所、電話番号 

食バリ 

・総合的な相談窓口の情報 

那覇空港・国際通りしょうがい者・こうれい者観光案内所の電話番号 

（バリアフリーネットワーク会議運営） 

宅配弁当 
・店舗名、電話番号、住所、営業時間、定休日、配達可能エリア、 

食事内容（対応可能な内容）、配達条件等、価格 

作成サイズ ・A3 サイズ（ポータルサイトからダウンロード、印刷して活用が可能） 

 

【食アレ・食バリ対応店舗マップの作成イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※那覇市版 ※離島版／ケータリング・宅配 
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５．先進地ヒアリングの実施 

今後の観光バリアフリーに関する取組みの強化に向けて、参考となる知見やノウハウの習得

を目的として、観光バリアフリーの分野、食物アレルギー対応の分野において、先進的な取組

みを実施し、高齢者や障害者等の受入を実践している地域を対象にヒアリング調査を実施した。 

 

（１）ヒアリング調査の概要 

観光バリアフリーの分野において、高齢者や障害者等の旅行の相談窓口を担い、地域の推進

役として活動している「神戸ユニバーサルツーリズムセンター」を訪問し、ヒアリング調査お

よび地域の受入環境に関する視察を実施した。 

また、食物アレルギー対応の分野に関しては、修学旅行を中心に国内で先進的に食物アレル

ギー対応の受入を推進している京都府を選定し、地域全体で取組みを推進している関係者およ

び食アレ対応を実践している現場関係者を対象にヒアリング調査を実施した。 

 

図表１０ 先進地ヒアリングの実施概要 

調査期間 平成 28 年 8 月 4 日（木）、5 日（金）：２日間 

ヒアリング 

対象 

①神戸ユニバーサルツーリズムセンター（8/4 実施） 

【出席者】 

神戸ユニバーサルツーリズムセンター 鞍本代表理事、野見氏 

②京都府健康福祉部健康対策課 等（8/5 実施） 

※「食物アレルギーの子 京都おこしやすプロジェクト会議」事務局 

【出席者】 

京都府健康福祉部 健康対策課 平井課長、竹原担当課長、永石技師 

京都府教育委員会 保健体育課 後藤指導主事 

同志社女子大学 伊藤教授 

JTB 国内旅行企画 西日本事業部 西日本教育旅行仕入センター 高野所長 

京都府旅館ホテル生活衛生同業組合 教育旅行部会 薮下部会長 

③加茂川館（8/5 実施） 

※京都府内において食物アレルギー対応を実践している宿泊施設 

【出席者】 

株式会社加茂川館 眞継氏 

京都府健康福祉部 健康対策課 永石技師 

同志社女子大学 伊藤教授 

参加者 

○沖縄県文化観光スポーツ部観光整備課 嘉数班長、仲松主査、山内主事 

○オリエンタルコンサルタンツ 大西、吉田 

○アレルギー対応 沖縄サポートデスク 栩野氏  ※京都府のみ参加 
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（２）ヒアリング調査結果 

神戸ユニバーサルツーリズムセンターへのヒアリングでは、観光バリアフリーの相談窓口を

担い、地域の推進役として活動している取組みの概要、活動上のポイントや課題、今後の取組

みの方向性等に関して調査を実施し、その後神戸市内の現地視察を行った。 

団体として旅行業を取得し、地域関係者とのネットワークを活用した高齢者や障害者等の旅

行支援を実践するだけでなく、市内全域で車いすを気軽にレンタルできる「KOBE どこでも車

いす事業」、市内のバリアフリー情報を集約した「神戸ユニバーサルライフ情報紙、びと」の定

期的な発行、新たなサービスとして展開している「ウェディングサポート」といった活動内容

や取組み方法から、今後の県内での取組みにおいて参考となる知見を得た。 

今後は、神戸市から県全体へと取組みの拡大に着手しており、「観光の受入環境が充実すると

いうことは、市内に住む障害者等にとっても住みやすい街となる」という考え方のもと、ユニ

バーサルツーリズムの推進県となるようさらなる受入環境の整備を推進している。 

京都府健康福祉部健康対策課および加茂川館へのヒアリングでは、地域全体で取組みを推進

している「食物アレルギーの子 京都おこしやすプロジェクト」の内容を中心に、取組みの概要

や活動上のポイント、今後の取組みの方向性等に関して調査を実施し、事業を推進する立場、

受け入れを実践している立場の両面から調査を実施した。 

「食物アレルギーの子 京都おこしやす事業」は、食物アレルギーがある子供の受入れに向け

て現場が抱えている、①事前把握が不十分、②対応マニュアルがない、③知識および学習機会

が不足といった３つの課題解決を目的として、「対応手順書」の作成や、行政、有識者、旅行会

社、宿泊施設、飲食店等が連携して取組みを推進している。 

現場担当者一人ひとりが意識を共有し、受入を実現するためには、様々な課題があるものの、

行政を中心として地域関係者を巻き込みながら受入に取組んでいる内容は先進的であり、今後

県内の受入を推進していく中で参考となる知見を得ることができた。 

今回調査を実施した神戸市および京都府の取組みは、県内の観光バリアフリーの取組みを推

進するうえで参考となる事例である。 

今後は各地域の高齢者や障害者等の旅行、アレルギーがある児童の修学旅行等の送り先、受

け手の関係をお互いが担う体制の構築につながる可能性があるため、継続的な連携を図ってい

く必要があると考えられる。 
 

≪神戸市内の受入観光に関する視察時の様子≫ 
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６．障害者差別解消法に対応した観光関連事業者向けＱＡの作成 

平成 28 年 4 月 1 日に障害者差別解消法が施行され、観光関連事業においても高齢者や障

害者等へのサービスの充実や合理的配慮の実施が求められている。 

そこで、県内観光関連事業者の障害者差別解消法に対する意識の向上および対応の強化を図

るため、現場において障害当事者等から問合せがあると想定される事例等を収集し、QA 形式

での取りまとめを行い、情報発信を実施した。 

 

（１）観光事業者向けＱＡの作成方針 

以下の手順により、「障害者差別解消法に対応した観光関連事業者向け QA」を作成した。 

作成にあたっては、観光関連事業の現場において役立つ資料となるよう、県障害福祉課およ

びバリアフリーネットワーク会議と連携し、実事例をもとに QA のとりまとめを行った。 

【作成手順】 

①高齢者や障害者等の旅行・観光の様々な場面において生じることが想定される事象（Q）

の洗い出しを実施 

⇒ 県障害福祉課、バリアフリーネットワーク会議との「合同会議」を開催 

 

②合同会議等を通じて収集した、場面ごと、かつ障害種別ごとの事象（Q）を整理し、求

められる対応（A）の素案を検討 

 

③素案をもとに、事象（Q）ごとに求められる対応（A）を関係者間で確認 

※追加すべき事象についても再度意見交換を実施 

 

④QA の「とりまとめ案」を作成 

⑤メールにて関係者への意見聴取を実施し、とりま

とめを最終化 

 

⑥作成した QA を沖縄県観光バリアフリーポータ

ルサイトに掲載し、県内観光関連事業者に発信 

  

合同会議の様子 
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（２）観光事業者向けＱＡの概要 

これまでに県内で生じた実事例等を参考に、観光の場面として、①移動時（モノレール、バ

ス、タクシー、船舶、レンタカー等の手段毎）、②宿泊時、③飲食時、④観光時、⑤その他全般

の 5 段階を設定し、障害種別に、合計 22 ケースのＱＡを作成した。 

作成した QA はポータルサイト内の専用ページに掲載し、利用者への発信を行った。今後、

法の施行に伴う検討や事例の蓄積が進んだ時点で掲載原稿の追加を検討するとともに、次年度

開催するセミナー等での活用を図る。 

図表１１ 作成したＱＡの一覧 

No 場面 障害種別 

Case1 移動編 モノレール 車いす使用のお客さま 

Case2 移動編 モノレール 車いす使用のお客さま 

Case3 移動編 バス 車いす使用のお客さま 

Case4 移動編 バス 肢体不自由のお客さま 

Case5 移動編 タクシー 障害全般 

Case6 移動編 タクシー 聴覚障害のお客さま 

Case7 移動編 船舶 車いす使用のお客さま 

Case８ 移動編 船舶 聴覚障害のお客さま 

Case９ 移動編 レンタカー 車いす使用のお客さま 

Case10 宿泊編 ホテル客室 車いす使用のお客さま 

Case11 宿泊編 フロント対応 重度障害のあるお客さま 

Case12 宿泊編 お風呂 車いす使用のお客さま 

Case13 宿泊編 緊急時 聴覚障害のお客さま 

Case14 飲食編 入店時 視覚障害のお客さま 

Case15 飲食編 入店時 車いす使用のお客さま 

Case16 飲食編 注文時 視覚障害のお客さま 

Case17 観光編 観光施設 車いす使用のお客さま 

Case18 観光編 観光施設 車いす使用のお客さま 

Case19 観光編 アクティビティ 知的障害のお客さま 

Case20 観光編 商業施設 肢体不自由のお客さま 

Case21 その他全般 書類・申請 視覚障害のお客さま 

Case22 その他全般 割引料金 障害全般 

 

【観光事業者向けＱＡの作成イメージ】 
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７．県内外へのプロモーション 

県内の観光バリアフリーに関する取組みの実施状況、受入環境の充実等に関する県内外への

積極的な情報発信と、観光バリアフリー先進県としての認知度の向上を図ること、さらには県

内において年々高まっている高齢者や障害者の受入に関する機運の醸成を目的として、県内の

関係者と連携し、「展示会への出展」、「メディアを活用したプロモーション活動」、「ポータルサ

イトの機能強化による情報発信の拡充」を実施した。 

 

【今年度の取組み内容】 

（１）展示会への出展 

①ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１６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 2016」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、沖縄県内の観光バリアフリーの取組

みを周知（イベント総来場者数：約 15,000 名） 

②ツーリズムEXPOジャパン２０１６へのブース出展 

・国内最大級の旅のイベントとして、東京都内で開催された「ツーリズム EXPO ジャ

パン 2016」へのブース出展を実施（※沖縄県ブースの一画として参加） 

⇒国内外の旅行関係者、高齢者や障害者等を含む一般来場者に対し、広く沖縄県内の

観光バリアフリーの取組みを周知（イベント総来場者数：約 186,000 名） 

 

（２）メディアを活用したプロモーション 

・東京新聞が主催する「HEART&DESIGN FOR ALL」の取組みに参画 

⇒東京都内で開催されたシンポジウムにて、「沖縄県における観光バリアフリーの取

組み」と題し、講演を実施 ※バリアフリーネットワーク会議 親川代表が担当 

・シンポジウムの講演内容が東京新聞紙面に掲載され、広く一般の購読者に周知 

 

（３）ポータルサイトでの情報発信の拡充 

①観光バリアフリー情報ページの充実 

・外国人旅行者の旅行中のマナー向上に向けた情報発信を強化 

⇒「トイレの使い方」、「点字ブロックの解説」、「那覇空港のほじょ犬トイレの説明」

・ページ内の見やすさ、分かりやすさを高めるための更新、機能追加を実施 

・「食アレ・食バリ対応店舗マップ」を掲載 

②沖縄県内事業者向けページの新規作成 

・「業種別観光バリアフリーセミナー」および「観光バリアフリーアドバイザー派遣事

業」に関する情報発信ページを構築（事業の案内、実績の紹介 等） 

・障害者差別解消法 FAQ ページを構築 

⇒障害者差別解消法の概要、観光関連事業者向け QA を掲載し、発信 

・現場で役立つ各種マニュアル等を集約したページを構築（資料ダウンロード可） 
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７.１ 展示会への出展 

県内の観光バリアフリーの取組みを広く県内外にプロモーションすることを目的として、高

齢者や障害者等を対象としたイベントである「ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2016」、

国内最大級の旅行に関するイベントである「ツーリズム EXPO ジャパン 2016」へのブース

出展を実施した。 

 

（１）ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１６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 2016」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

の来場者に対して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（平成 27 年度にブースを訪れた方が、最新の情報を求め

て再度訪れる場面もあった）。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や那覇空港内の

「しょうがい者・こうれい者観光案内所」の存在等を紹介し、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１２ ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１６の概要 

イベント名 
ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2016（ヨッテク） 

～探しに行こう！暮らしに活きるリハビリテーション～ 

主 催 
【主催】社会福祉法人 横浜市リハビリテーション事業団 

【共催】横浜市健康福祉局、横浜市こども青少年局、パシフィコ横浜 

日 時 2016 年７月 29 日（金）～７月 30 日（土） 

会 場 パシフィコ横浜 展示ホール D 

来場者数 ２日間のイベント合計：15,322 名 

≪イベントへのブース出展の様子≫ 
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（２）ツーリズムEXPOジャパン２０１６へのブース出展 

国内最大級の旅行に関するイベントとして、東京都内で開催された「ツーリズム EXPO ジ

ャパン 2016」に、沖縄ブースの一画として、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てプロモーションを実施した。 

イベントには、国内外の旅行関係者、高齢者や障害者を含む一般来場者が数多く参加してお

り、幅広い層への情報発信につながったと考えられる（県内のバリアフリー観光ガイドである

「そらくる」を合計 800 部配布）。ブース訪問者に対し、観光バリアフリーの取組みや那覇空

港内の「しょうがい者・こうれい者観光案内所」、県内で受けることができる様々な支援サービ

ス等に関する情報提供を実施し、沖縄旅行への関心を高めるとともに、沖縄県の先進性への関

心、他地域への取組み拡大への期待する意見があった。 

図表１３ ツーリズムEXPOジャパン２０１６の概要 

イベント名 
ツーリズム EXPO ジャパン 2016 

旅は変える。人生を。世界を。 

主 催 公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会（JATA） 

日 時 2016 年 9 月 23 日（金）～9 月 25 日（日） 

会 場 東京ビッグサイト東展示棟 

来場者数 ３日間のイベント合計：185,844 名 

※「沖縄ブース」内に、観光バリアフリーのブースを出展  

≪イベントへのブース出展の様子≫ 
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７.２ メディアを活用したプロモーション 

県内の観光バリアフリーの取組みを広く県内外にプロモーションすることを目的として、メ

ディアを活用した効果的なプロモーション活動を展開するため、東京新聞と連携し、東京新聞

が主催するシンポジウムへの参画と、東京新聞紙面を活用した情報発信を実施した。 

（１）シンポジウムへの参画 

メディアを活用したプロモーション活動の展開として、東京新聞が主催するシンポジウム

「HEART&DESIGN FOR ALL」に参画した。シンポジウムでは、沖縄県内において観光バ

リアフリーの取組みを推進するバリアフリーネットワーク会議の親川代表に登壇者の一人とし

て参画していただき、「沖縄県における観光バリアフリー」と題し、講演をしていただいた。講

演を通じ、県内の取組みや受入環境等を広く周知した。 

図表１４ 参画したイベントの概要 

イベント名 HEART&DESIGN FOR ALL 誰もが暮らしやすい社会の実現へ 

主 催 

【主催】東京新聞、青山学院大学社学連携研究センター 

【協力】株式会社ミライロ、一般社団法人ユニバーサルマナー協会 

【賛同】クラブツーリズム株式会社 

【後援】沖縄県 

日 時 2016 年１０月１日（土）13:00～15:30 

入場料 無料（定員：500 名） 

会 場 本多記念国際会議場（渋谷区、青山学院大学） 

内 容 

■講演１「バリアバリューで人生の幅を広げよう」 

【登壇者】垣内俊哉 氏（株式会社ミライロ 代表取締役社長） 

■講演２「チャレンジすることで超えられる」 

【登壇者】小山田雅人 氏（プロゴルファー） 

■事例報告 

①「旅をあきらめない、夢をあきらめない」 

【登壇者】勅使河原大二 氏 

（クラブツーリズム ユニバ—サルデザイン旅行センター 支店長） 

②「沖縄県における観光バリアフリー」 

【登壇者】親川修 氏（バリアフリーネットワーク会議 代表） 

③「パラスポーツをやる、支える、楽しむ！」 

【登壇者】マクドナルド・山本恵理 氏 

（日本財団パラリンピックサポートセンター プロジェクトマネージャー）

（２）東京新聞紙面を活用した情報発信 

東京新聞が主催するシンポジウムに参画し、講演を通じて県内の観光バリアフリーの取組み

を発信した結果が、シンポジウムの開催結果として東京新聞の紙面に掲載され、一般の購読者

に対し広く周知された。  
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【沖縄県の取組み関する記事の内容】 

 

≪シンポジウムの様子≫ 
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７.３ ポータルサイトでの情報発信 

県内外へのプロモーション活動の一環として、平成 27 年に、県内の観光バリアフリーに関

する情報を集約し、一元的に発信する拠点として立ち上げた「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」の更新を行い、情報発信の拡充を図った。 

今年度は、近年増加傾向にある外国人旅行者を対象とした情報発信の強化、県内における取

組みの拡大を支援することを目的とした県内事業者向けページの作成および内容の充実に資す

るポータルサイトの機能強化を行った。 

次頁以降に、今年度作成および更新を実施した、ポータルサイト内該当ページのイメージを

示す。 

 

【今年度実施したポータルサイトの拡充内容】 

①観光バリアフリー情報ページ 

◇外国人旅行者向け情報発信の強化 

・旅行中のマナー向上に向けた情報発信を実施 

⇒トイレの使い方／点字ブロックの解説／那覇空港のほじょ犬トイレの説明 

◇TOP ページの更新・機能追加 

・ページ上部のスライダー画像の更新 

・「新着情報」欄の追加 ⇒ポータルサイト内の更新内容を適宜掲載 

◇食アレ・食バリ対応店舗マップの掲載 

・地域ごとのマップの掲載（ダウンロード対応） 

②沖縄県内事業者向けページ 

◇県内事業者向けページの新規立ち上げ 

◇業種別観光バリアフリーセミナーページの作成 

・今年度の開催案内、申込みページ 

・Ｈ27 開催結果、Ｈ28 開催結果（速報）ページ 

◇観光バリアフリーアドバイザー派遣事業ページの作成 

・アドバイザー派遣事業の案内・申込みページ 

・Ｈ27 実施結果、アドバイザープロフィールページ 

・逃げバリ実証実験（Ｈ27 実施）の結果報告ページ 

◇障害者差別解消法 FAQ ページの作成 

・障害者差別解消法の概要、対応 QA の掲載ページ 

◇マニュアルダウンロードページの作成 

・観光バリアフリー対応マニュアル 

・逃げるバリアフリーマニュアル 

・外国人旅行者のマナー向上に向けた情報発信ページ（外国人旅行者向けの日本語版） 
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【外国人旅行者向け情報発信（トイレの使い方）のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外国人旅行者向け情報発信（点字ブロックの解説）のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※日本語ページ 

※英語ページ 

※日本語ページ 

解説をまとめた資料を 

ＰＤＦ形式でダウンロード 

※英語ページ 
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【沖縄県内事業者向けＴＯＰページのイメージ】 
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７.４ 県内外へのプロモーションの実施効果検証 

県内の観光バリアフリーに関する取組みの実施状況、受入環境の充実等に関する県内外への

積極的な情報発信と、観光バリアフリー先進県としての認知度の向上を図ること、さらには県

内において年々高まっている高齢者や障害者の受入に関する機運の醸成を目的として、県内外

へのプロモーションの効果検証を行った。 

県内の関係者と連携し、「展示会への出展」、「メディアを活用したプロモーション活動」、「ポ

ータルサイトの機能強化による情報発信の拡充」において、「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、プロモーションの効果検

証として「しょうがい者・こうれい者観光案内所」への問合せ件数の推移を確認した。 

平成 26 年度以降の「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）をみると、平成 26 年度の問合せ件数 13,736 件に対し、本実施した平成 27

年度以降、問合せ件数が年々増加しており、平成 27 年度は 15,559 件、平成 28 年度は 2

月末時点で 14,940 件となっている（３月分の問合せ件数を考慮すると平成 27 年度を上回る

見込み）。 

県内外へのプロモーション活動を実施したことで、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つながっているものと考えられる。 

 

図表１５ 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） 

 

７.５ 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、

展示会への出展、メディアを活用したプロモーション活動、ポータルサイトの機能強化による

情報発信の拡充等を実施し、一定の成果を得た。しかし、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、高齢者や障害者等を主要なターゲットとしつつ、その家族

や旅行関係者等への普及を視野に入れ、より集客力が高いイベント等への参画、様々な媒体を

用いた情報発信等を継続的に実践していくことが求められる。 
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８．まとめと今後の課題 

今年度の本事業の取組みをふまえ、沖縄県が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の開催等を通じた、受入れ意識の浸透 

今年度、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 6 回開催し、合計 

１８1 名の参加があった。平成 27 年度からの２年間で、セミナー参加者は 361 名となり、

バリアフリー対応のポイントやノウハウの共有につながっていると考えられる。 

観光事業は領域が広く、関連事業者が多いため、現場レベルまで観光バリアフリーの受入

意識を伝えていくためには、セミナー等の集合型研修は重要であり、継続的な開催により、

受入意識の浸透を図っていく必要がある。今後の観光業界を担う学生等への対象者の拡大、

効果的な開催方法や周知方法等を検討しつつ、取組みを継続していくことが求められる。 

 

（２）次年度以降の体制構築を見据えたアドバイザー派遣事業の継続実施 

今年度の申請内容を見ると、職員等を対象とした個別の講習会の開催から、施設のバリア

フリーチェック、今後の対応に向けた意見交換など、多岐にわたっており、事業者が抱える

個別の課題を解決する事業として、効果的な取組みであると考えられる。多様化するニーズ

や課題に対応できる推進体制の強化を図りつつ、県内関係者と連携しながら取組みを継続し

ていくことが重要である。 

継続性確保の観点では、次年度が本事業の最終年度にあたるため、これまでに構築した関

係者との連携体制を維持し、事業継続の方向性等に関しても検討を図る必要がある。 

 

（３）観光バリアフリー先進地としての認知度向上に資するプロモーション展開 

今年度は、イベントへのブース出展、広告掲載、ポータルサイトの情報発信機能の強化と

いった、県内の観光バリアフリーの取組みに関するプロモーション活動を展開した。 

観光バリアフリー先進地としての認知度向上には、継続的なプロモーション活動が必要で

あり、高齢者や障害者を対象とした「バリアフリー2017」等の大規模イベントへの参画な

ど、取組みの方向性を検討し、効果的なプロモーションを展開することが重要である。 

 

（４）障害等に関する理解の促進、当事者参加型の取組みの普及 

平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行され、観光の現場においても適切な対応が求め

られている。障害の種別や程度に応じた複雑な対応が必要だと認識されることが多いが、ま

ずは障害への理解や意識を高めることが大切であり、理解を深めるためには当事者参加型の

取組みが効果的である。観光バリアフリー先進地として、障害に対する理解の定着を図って

いくために、セミナー等の当事者参加型の取組みを継続的に実施し、その必要性を伝えてい

くことが重要である。 

障害に対する理解が定着することで、県全体として多様な対応が可能となり、2020 年に

向けた障害者スポーツの受入といった新たな領域の拡大につながっていくと考えられる。 
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１．業務概要 

「平成２８年度誰もが生き生き観光まちづくりプロモーション強化業務」の概要を以下に示

す。 

 

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 27 年度からは、「誰もが生き生き観

光まちづくり業務」を展開し、平成 27 年度においては以下の取組みを実施した。 

【平成27年度の取組内容】 

①高齢者、障害者等へのレジャー意向等実態調査の実施 

②誘客ツールの作成 

⇒ ポータルサイト、リーフレットを日英２言語で作成。 

③業種別観光バリアフリーセミナー 

⇒ 県内５地域において、公共交通・観光事業者等を 

対象に９回のセミナーを開催し、１８０名が参加。 

⇒ 業種別対応マニュアルの作成。 

④観光バリアフリーアドバイザー派遣事業の開始 

⇒ 観光バリアフリーを検討する県内事業者に対し、 

専門家を派遣するアドバイザー事業を開始（20 件実施） 

⇒「逃げバリ」実証実験（避難訓練）の実施。 

⑤県内外へのプロモーション 

⇒ 高齢者、障害者イベント等へのブース出展（3 箇所）。 

⇒ 雑誌掲載等による PR（4 誌）。 

 

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。 

平成 28 年 4 月に施行された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。 

  

▲リーフレット「バリアフリーOKINAWA」

▼業種別対応マニュアル 



 

２ 
 

 

（２）目的 

平成 27 年度以降の取組内容、業務成果をもとに、障害者、高齢者の観光誘客および日本初

の「観光バリアフリー宣言」県としてのさらなる気運醸成を図るため、県内外への観光バリア

フリー情報等のプロモーションを強化することを目的として実施した。 

 

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 

 

  

１．航空会社の機内誌や旅行
雑誌への広告掲載

（１）旅行会社の機内誌への
広告掲載

（２）旅行雑誌への広告掲載

２．プロモーション動画制作

０．企画準備

３．報告書の作成
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２．航空会社の機内誌や旅行雑誌への広告掲載 

県内外への観光バリアフリー情報等のプロモーション強化を目的として、県内への主要な来

訪手段である航空会社の機内誌と、沖縄旅行に関する情報を集約して発信する大手旅行雑誌を

対象に、観光バリアフリーに関する広告の掲載を実施した。 

 

２.１ 航空会社の機内誌への広告掲載 

県内外への観光バリアフリー情報等のプロモーションの一環として、航空機を利用する高齢

者や障害当事者、その家族等に広く周知を図ることを目的として、航空会社の機内誌への広告

の掲載を実施した。 

 

（１）広告を掲載した機内誌の概要 

観光バリアフリーの取組みに関するプロモーションを行うために掲載した広告の形態と、広

告を掲載した各誌の概要を以下に示す。 
 

図表２ 広告を掲載した機内誌２誌の概要 

①ＡＮＡ 

掲載誌名 「翼の王国」 2017 年 3 月号 

発行日 3 月 1 日発行 

形 態 国内線版・国際線版／各 1 ページ 

閲覧 

可能者数 

約 388 万人/月（国内線・国際線合計搭乗者数） 

⇒ANA グループ運航全便に搭載（那覇空港発着便：527 便/週） 

②ＪＡＬ 

掲載誌名 「SKYWARD」 2017 年 3 月号 

発行日 2 月 27 日発行 

形 態 国内線版のみ／本文見開き（2 ページ） 

閲覧 

可能者数 

約 267 万人/月（国内線搭乗者数） 

⇒JAL グループ運航全便に搭載（那覇空港発着便：525 便/週） 

 

（２）広告の作成方針 

各誌の広告形態に応じ、以下の方針のもと、機内誌に掲載する広告原稿を作成した。 

【作成方針】 

◆沖縄旅行の主要な来訪手段である航空機利用客が目を引き、観光バリアフリーの取組

みへの関心を高める内容を目指す 

◆航空機利用者には、高齢者や障害者等の当事者、その家族等が含まれることから、観

光バリアフリーの対象者に対し、広く PR することができる内容とする 

◆観光バリアフリーの取組みを紹介するとともに、県内の美しい風景や、高齢者や障害

当事者が安心して沖縄旅行を楽しんでいる様子を写真等のイメージで伝える 

◆２誌の広告内容は異なるものとし、広告形態に適した内容とする 

ＡＮＡ：文章ではなく写真等のビジュアルでイメージを伝えるもの 

ＪＡＬ：見開きでの広告のため、読み物として楽しむことができるもの 
  



 

４ 
 

 

≪広告を掲載した機内誌２誌と掲載ページ≫ 

  

 

２.２ 旅行雑誌への広告掲載 

県内外への観光バリアフリー情報等のプロモーションの一環として、沖縄旅行を考えている

方に直接観光バリアフリーの取組みを PR することを目的として、毎年発行される主要な旅行

雑誌への広告掲載を実施した。 

 

（１）広告の掲載方法と掲載誌の概要 

観光バリアフリーの取組みに関するプロモーションを行うために掲載した広告の形態と、広

告を掲載した旅行雑誌の概要を以下に示す。今年度は、沖縄旅行に関する旅行雑誌のうち、発

行時期等を鑑み、知名度が高く発行部数が大きい「まっぷる沖縄」を選定し、広告を掲載する

こととした。 

図表３ 広告の形態 

掲載誌名 まっぷる沖縄‘18 

発 行 元 昭文社 

発 行 日 ２月３日発行 

広告形態 本文中 1 ページ 

発行部数 28 万部 

 

（２）広告の作成方針 

広告の形態、旅行雑誌の特性に応じて、以下の方針のもと、掲載する広告原稿を作成した。 

【作成方針】 

◆沖縄への旅行を検討している方、または、沖縄旅行に興味を持っている方に対し、観

光バリアフリーの取組みを PR する内容とする 

◆旅行雑誌閲覧者には、高齢者や障害者等の当事者、その家族等が含まれることから、

観光バリアフリーの対象者に対し、広く PR することができる内容とする 

◆観光バリアフリーの取組みを紹介するとともに、県内の美しい風景や、高齢者や障害

当事者が安心して沖縄旅行を楽しんでいる様子を写真等のイメージで伝える 
  

≪広告の掲載ページ（右頁）≫ 
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≪ＡＮＡ機内誌に掲載した広告イメージ≫ ≪まっぷるに掲載した広告イメージ≫ 

≪ＪＡＬ機内誌に掲載した広告イメージ（見開き）≫ 
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３．プロモーション動画制作 

県内外への観光バリアフリー情報等のプロモーション強化を目的として、県内の観光バリア

フリーの取組みや、高齢者や障害者等が安心して旅行を楽しむことができる様子などを訴求し、

沖縄県への来訪の促進に寄与する、沖縄県観光バリアフリープロモーション動画の制作を実施

した。 

 

３.１ プロモーション動画の概要 

県内の観光バリアフリーの取組みおよび受入環境の PR を目的として制作した、プロモーシ

ョン動画の制作方針を以下に示す。動画は３種類作成し、15 分版の構成をもとにダイジェス

ト版として 5 分版および 1 分版を制作した。 

【プロモーション動画の制作方針】 

◆障害当事者も沖縄観光を楽しめることを見せることによって、沖縄の観光バリアフリーを

ＰＲすることを目的とし、障害当事者および旅行会社、病院関係者、学校関係者等が閲覧

することを想定したイメージビデオを作成 
 

◆沖縄を訪れた観光客の「１泊２日の旅」を軸に、障害当事者が空港についてから観光地や

飲食店、宿泊施設等を巡るシーンを撮影し、県内の観光バリアフリー情報をちりばめたイ

メージ動画として編集 
 

◆対象とする障害の種別は、肢体不自由、聴覚障害、視覚障害（白杖・盲導犬）とし、「男

子旅編」、「女子旅編」、「その他情報編」の 3 編により構成 
 

◆素材の撮影は、出演者（障害当事者等）が合同で観光地等を巡り、計２日間のロケを実施 

※映像撮影班とスチール写真撮影班の 2 班に分かれて撮影を実施 

【撮影日】 平成２９年２月１３日（月）、１６日（木）の２日間 
 

◆動画の言語は、日本語（ナレーション、テロップ）および手話通訳を想定 
 

◆DVD に３種類の動画を保存して関係者等に配布することを想定 

⇒ 次年度以降実施するプロモーション活動において積極的に活用（Web 上でも公開） 

≪プロモーション動画撮影時の様子≫ 
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図表４ プロモーション動画の構成と内容（15分版） 

No 場面・項目 映像の構成要素 時間 

1 オープニング・タイトル 沖縄県の魅力・風景 約 60 秒

2 出発地点/那覇空港 
那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所、

自走式レンタカー 
約140秒

3 首里城 【観光】守礼門、本殿等の見学 約 40 秒

4 おきなわワールド 【観光・体験】三線、白ヘビ記念撮影、エイサー 約 80 秒

5 イオンモール沖縄ライカム 【買い物】店舗情報、お土産品購入 約 30 秒

6 美ら SUN ビーチ 【体験】チェアボート、バギー、施設情報 約 40 秒

7 ブルースカイ 【体験】パラグライダーの実施 約 70 秒

8 ビオスの丘 【観光】自然、水牛車、湖水鑑賞船 約 60 秒

9 パームロイヤル NAHA 【宿泊】チェックイン、バリアフリールーム 約 40 秒

10 カフーリゾート 【宿泊】バリアフリールーム、オーシャンビュー 約 60 秒

11 居酒屋 【食】沖縄料理 約 30 秒

12 Gala 青い海 【食】夕日を見ながらの食事 約 30 秒

13 通堂 【食】ラーメン、施設情報 約 30 秒

14 泊いゆまち 【買い物】新鮮な海産物 約 30 秒

15 県内の支援サービス 
那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所、

移動手段、観光ケアサポーター 等 
約100秒

16 エンディング ダイジェスト映像 約 30 秒

⇒男子旅、女子旅を統合し、沖縄旅行の要素を網羅的に組み込み、PR できるよう構成 

３.２ 制作したプロモーション動画のイメージ 

県内の観光バリアフリーの取組みおよび受入環境の PR を目的として制作した、沖縄県観光

バリアフリープロモーション動画のイメージを以下に示す。 

≪プロモーション動画のイメージ（キャプチャ画像）≫ 

 


