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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し、多様なニーズに対応する質の高い沖縄観
光を実現するため、沖縄県を訪れる高齢者、障害者の観光客が、沖縄を楽しめるようにきめ細か
な受入体制の整備を図るとともに、高齢者等の観光誘客に向け、バリアフリー観光地としての認
知度を高め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】
・観光系（南部、中・北部）
、空港関連事業者向け、学生向け、食物アレルギーの４種のセミナ
ーを計５回開催し、県内観光関連事業者 319 名が参加。
≪各地域の開催回数と参加者数≫
No

日程

業種

地域

参加者数

1

平成 29 年 7 月 21 日（金）

観光

南部

40 名

2

平成 29 年 7 月 24 日（月）

観光

中北部

39 名

3

平成 29 年 11 月 8 日（水）

空港関連事業者

那覇空港

30 名

4

平成 29 年 11 月 10 日（金）

学生

琉球大学

42 名

5

平成 30 年 1 月 1５日（月）

食物アレルギー

南部

168 名

参加者数合計：319 名

・観光系、空港関連事業者向け、学生向けセミナーは、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。実技では、高齢者疑似体験や車いす使用者の介助演習を実施。
・講師は、専門家だけでなく、県内の障害当事者が担当。
・セミナーの評価として、参加者の全員が、業務の現場等で役立つ、大変参考になったと回答。
※食物アレルギーセミナーに関しては、
「５．食物アレルギー対応の強化」に後述
▼業種別観光バリアフリーセミナーの様子

１

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、申請を受けた事業者に対して専
門家を派遣する観光バリアフリーアドバイザー派遣事業を
▲アドバイザー派遣の様子

実施。

・今年度申請があった県内観光関連事業者（２1 件）に対しアドバイザーを派遣。
⇒地域団体（7 件）
、宿泊・観光施設（各４件）
、観光協会・バス・民間（各２件）
・本事業を通じて、派遣先職員の意識や取組み姿勢の向上、バリアフリー対応に関する基礎
知識の習得、現場で役立つ備品等の理解等の成果を得た。
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、今後の本事業の在り方や運営方法の検討等を実施。

４．県内外へのプロモーション
沖縄県内の観光バリアフリーに関する取組み、受入環境の充実等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を図ることを目的として、
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、パンフレットの配布、
プロモーション動画の投影等を通じて PR を実施。
◆バリアフリー2017（大阪府）
◆ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2017（横浜市）

▲ブース出展の様子
（バリアフリー2017）

◆ツーリズム EXPO ジャパン 2017（東京都）
・来場者からの問合せに対し、
「しょうがい者・こうれい者
観光案内所」や県内の各種支援サービス等を紹介。
②メディアを活用したプロモーション
・首都圏を中心に、幅広く取組みを PR することを目的とし
て、東京新聞と連携したプロモーションを実施。
・本事業の取組み等の取材・撮影を行い、その結果を用いて
以下の媒体に特集記事を掲載。
◆東京新聞１面
◆東京新聞が運営する WEB サイト（計 4 回掲載）
▲新聞１面に掲載された記事

２

③ポータルサイトを活用した情報発信
・県内の観光バリアフリーの取組みや魅力等の訴求、県
内観光関連事業者の取組み機運醸成を図るため、ポー
タルサイトを活用した情報発信を実施。
⇒ 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/）
▲TOP ページの作成イメージ

≪検討内容≫
◇ポータルサイトの見直し
⇒ TOP ページ更新、プロモーション動画掲載
◇県外からの観光客向け情報の拡充

⇒“沖縄観光バリアフリーの魅力”
、
“モデルコース”の紹介ページを新たに構築
◇県内観光関連事業者向け情報の拡充
⇒“観光バリアフリーの必要性”
、
“取組みメリット”の紹介ページを新たに構築

５．食物アレルギー対応の強化
沖縄県内における食物アレルギー対応に関する取組みの強化、受入体制の整備・充実を図るこ
とを目的として、
「食物アレルギー対応に関するモニターツアー」および「食物アレルギー対応に
関するシンポジウム」を開催した。

【実施内容および実施結果】
①食物アレルギー対応に関するモニターツアーの実施
・２泊３日の行程で、モニターツアーを実施。
⇒ ツアー中のすべての食事の時間に、
「県内のアレルギ
ー対応食」を提供
・県外在住の食物アレルギーのある子どもとその家族、計
41 名が参加（費用の一部を本事業で補助）
。
・ツアー中にアンケート調査を実施し、県内の対応状況を
評価。参加者の全員から高い満足度を示す回答を得た。

▲モニターツアーの様子

②食物アレルギー対応に関するシンポジウムの開催
・県内の宿泊施設（調理担当者）
、飲食関連事業者など、計 168 名が参加。
・講演、パネルディスカッション、試食会の３部構成とし、県内外から食物アレルギー対応
等に関する専門家等を招聘。
・シンポジウムの評価として、参加者の 97.8%から「内容に満足した」という回答を得た。
※今年度の「業種別観光バリアフリーセミナー」の一環として開催
≪シンポジウム登壇者≫
講演者
パネラー

那覇市立病院 新垣氏、京都府 永石氏、
アレルギー対応沖縄サポートデスク 田村氏
沖縄 B.M.C 金城氏、EGL OKINAWA 小島氏、
読谷ｸｸﾙﾘｿﾞｰﾄ沖縄 瓜生氏、ｱﾝｶｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 中村氏
▲シンポジウムの様子

３

６．離島地域の受入状況に関する PR の強化
離島地域を含めた県全体の観光バリアフリーに関する幅広い取組みの PR 等を目的として、離
島地域の情報を集約した「バリアフリーマップ」を作成し、ポータルサイトにて公開した。
また、今後の離島地域の受入体制および相談窓口機能の強化に向け、アドバイザー派遣事業を
活用し、専門家を交えた関係団体等との意見交換を実施した。

【実施内容および実施結果】
①離島の受入状況に関する調査、情報の発信
・宮古島、石垣島、久米島の３地域を対象に、各
地域のバリアフリー対応施設の情報を収集し、
施設一覧とバリアフリーマップを制作。
⇒ 3 地域計で 193 施設の情報を掲載・発信
（宮古島：95、石垣島：76、久米島：22）
・ポータルサイト内にマップ等を掲載し、広く周知。 ▲バリアフリーマップのイメージ
②離島地域の相談窓口機能強化に向けた取組み
・アドバイザー派遣事業を活用し、各地域の観光に関連する団体等との意見交換を実施。
⇒ 専門家として、NPO 法人バリアフリーネットワーク会議 親川氏を派遣
・各地域における現状の取組み状況および課題の把握、今後の取組み強化に向けたアドバイ
スや情報提供を実施。
≪各地域における対象団体≫
宮古島

宮古島市観光課、宮古島観光協会、
自立生活センターまんた

石垣島

石垣市観光文化課、石垣市観光交流協会
平田観光株式会社

久米島

久米島町商工観光課、久米島町観光協会

▲意見交換会の様子

※久米島は、事務局のみで意見交換を実施

７．まとめと今後の課題
今年度およびこれまでの取組みを踏まえ、今後のさらなる高齢者や障害者等の誘客、県内にお
ける取組みの推進を図るため検討事項として以下のものが考えられる。
◇観光バリアフリーセミナー等を通じた取組み意識のさらなる醸成
＊幅広い分野や業種の現場への理解浸透、意識醸成を図るため継続的な取組みの推進

◇アドバイザー派遣事業の実施等による課題解決型の取組み推進
＊課題を抱える業種への積極的な周知・働きかけ、派遣による効果の整理・発信

◇県全体へのさらなる誘客を目指した積極的なプロモーション展開
＊継続的な取組みの実施、海外への発信を視野に入れたツール等の整備・取組みの強化

◇観光バリアフリー先進県としてのさらなる取組み強化
＊より高いレベルの受入体制の実現に向けた各種調査の実施、新たな領域への対応強化

４
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１．業務概要
「平成２9 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、2021 年（平成 33 年度）に観光
収入 1.1 兆円、観光客数 1,200 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、しょうが
い者・こうれい者観光案内所の設立、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、これまでに以下の取組みを実施した。
【平成 27～28 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（H27） ▼ﾘｰﾌﾚｯﾄ「ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ OKINAWA」
②誘客ツールの作成（H27）
⇒ 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（H27・H28）
⇒ 県内各地域において２年間で１５回のセミナーを開催。
⇒ 業種別観光バリアフリー対応マニュアルを作成。
④観光バリアフリーアドバイザー派遣事業（H27・H28）
⇒ 施設等のバリアフリー化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実施。20 件/年実施。
⇒「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（H27・H28）

▲ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ用ﾎﾟｽﾀｰ

⇒ 高齢者、障害者イベント、旅行イベント等へのブース出展（計５箇所）
。
⇒ 雑誌、航空会社機内誌、旅行情報誌等による PR（計７誌）
。

⇒ 県内の観光バリアフリーの取組みを PR するプロモーション動画を制作。
⇒ ポータルサイトを通じ、県内外への情報発信を展開（観光客向け、県内事業者向け）
。
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、観光を構成するあらゆる要素
において適切な対応が求められている状況にある。近年関心が高まっている食物アレルギー対
応を含め、多様なニーズに対応した幅広い分野の取組みを推進する必要がある。

１

（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し、多様なニーズに対応する質の高い沖縄
観光を実現するため、沖縄県を訪れる高齢者、障害者の観光客が、沖縄を楽しめるようにきめ
細かな受入体制の整備を図るとともに、高齢者等の観光誘客に向け、バリアフリー観光地とし
ての認知度を高め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。

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観光事業者、②空港関係事業者、③学生、④食物ｱﾚﾙｷﾞｰ

２．観光バリアフリーアドバイザー派遣
（１）アドバイザー派遣事業の実施、会議の運営
（２）今後の運営方針の検討
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（１）展示会等でのプロモーション
（２）メディアを活用したプロモーション
（３）ポータルサイトを活用した情報発信

４．食物アレルギー対応の強化
（１）モニターツアーの実施
（２）シンポジウムの開催

５．離島地域の受入状況に関するＰＲの強化
（１）離島地域の受入状況調査・情報発信
（２）相談窓口機能の強化に向けた働きかけ

図表１ 業務の実施フロー
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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 5 回開催した。
今年度は、観光施設や宿泊事業者だけでなく、空港関連事業者、将来の沖縄の観光産業を担
う学生等も対象とし、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空港関連事業者向け（対象：航空会社職員、空港職員、空港内テナントスタッフ 等）
、③学
生向け（対象：県内の大学生、専門学校生）
、④食物アレルギー（対象：宿泊事業者の調理担当、
飲食店、行政職員 等）の 4 つのセミナーを開催した。観光系、空港関連事業者向け、学生向
けセミナーは、障害当事者の参加により、講義（座学）と実技の実践的なプログラムとした。

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。
観光系のセミナーは、各地域の観光関連事業者が参加できるよう、本島南部および中・北部
においてセミナーを開催した。空港関連事業者向け、学生向け、食物アレルギーのセミナーは、
全県の関係者を対象に実施し、それぞれ那覇空港、琉球大学、那覇市内のホテルにおいて開催
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

1

平成 29 年 7 月 21 日（金）

観光

南部

13:30～17:00
2

平成 29 年 7 月 24 日（月）
平成 29 年 11 月 8 日（水）
13:30～17:00

4

平成 29 年 11 月 10 日
（金）

沖縄産業支援センター
102 号室

観光

中北部

13:30～17:00
3

会場

沖縄市社会福祉センター
集会室

空港関連

那覇

那覇空港国内線旅客タ

事業者

空港

ーミナルビル会議室

学生

中部

琉球大学法文 201 教室

食物

南部

沖縄かりゆしアーバン

12:50～16:10
5

平成 30 年 1 月 1５日（月）
14:00～16:30

アレルギー ※

リゾート・ナハ
参加者合計

参加者数
40 名
39 名
30 名
42 名
168 名
319 名

※食物アレルギーセミナーの詳細は、5.2「食物アレルギー対応に関するシンポジウムの開催」に後述
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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。
本島南部および中・北部、那覇空港、琉球大学において計 4 回のセミナーを開催し、計 151
名が参加した。

（１）研修プログラムと開催時の様子
観光系、空港関連事業者向け、学生向けセミナーは、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、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、県内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、観光系、空港関連事業者向けセミナーでは、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を行うことで、接遇、配慮方法の実践
を行った。
図表３ 観光バリアフリーセミナーの基本プログラム（観光系、空港関連事業者向け）
時間

配分

内容

13:00

－

13:30～13:40

10 分

開会・挨拶

13:40～15:10

90 分

【講義①】障害者差別解消法・共生社会条例等の解説

受付開始

・沖縄県のバリアフリー対応の取組、障害者差別解消法や共生
社会条例について事例等を用いて解説
◇講師：沖縄県障害福祉課 広域相談専門員

【講義②】障害当事者の立場から
・障害の特性や日常生活において不便を感じている点や課題な
どを紹介
◇講師：県内の障害当事者

【講義③】事業者に求められる観光バリアフリー
・観光関連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

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

４

≪業種別観光バリアフリーセミナーの様子≫

５

（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。
１）観光系および空港関連事業者向けセミナー
参加者の業務内容に対する本セミナーの役立ち度に

≪セミナーの役立ち度≫

関しては、参加者の全員が「大変参考になった（85.5％）
」
または「参考になった（14.5%）
」と回答しており、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

あまり参考になら
なかった
普通
参考にならな
0.0%
0.0%
かった
0.0%
参考になった
14.5%

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、全ての参加者が、今後も「観光バリアフリー」

大変参考になっ
た
85.5%

等に関するセミナーに「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くあった。
［回答者数：136］
≪セミナーの内容や「観光バリアフリー」の取組みに関する参加者からの意見（一部抜粋）≫
・障害やバリアがある方々の気持ちや状況を理解することが大切だと感じた。施設のバリフ
アリー化に向け、周囲の人々の意識を変えるきかっけを作っていきたい。
・グループワーク等で、参加者同士意見交換ができると良い。
・今後はアドバイザー派遣事業を活用して、ハード面・ソフト面の両面から自社施設のバリ
アフリー化を図っていきたい。
・障害のあるお客様にとって、普段の生活がどれほど大変か、疑似体験を通じて改めて確認
することができた。
・車いす介助の際に注意するポイント等を学ぶことができ、今後のスタッフ教育に役立つ。
・空港に勤務する全ての人が障害やバリアフリーへの共通認識を持てると良いと感じた。
２）学生向けセミナー
参加者の本セミナーの役立ち度に関しては、参加者の全員が
「大変参考になった
（84.8％）
」
または「参考になった（15.2%）
」と回答しており、高い評価を得た。
具体的には、沖縄県の観光バリアフリーの取組み内容を初めて学んだことや、当事者参加
による講義と実技を通じて、バリアフリーに関する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、将来の観光産業への就職意向として、参加者の 88.5%が「観光業界で働きたい
（51.4％）
」または「内定先が観光業界である（37.1％）
」と回答しており、観光事業への
従事を志す学生を対象にセミナーを実施することで、将来的な観光バリアフリーに対応した
人材の育成につながることが期待される。

６

≪セミナーの役立ち度≫

≪将来の観光産業への就職意向≫
0%

参考になった
15.2%

20%

60%

観光業界で働きたい

100%

37.1%

他の業界で働きたい

5.7%

わからない

5.7%

［回答者数：35］

80%

51.4%

内定先が観光業界である

大変参考に
なった
84.8%

40%

［回答者数：35］

≪セミナーの内容に関する参加者からの意見（一部抜粋）≫
・様々な視点から、バリアフリーや沖縄の観光について考えることができた。今日から困っ
ている人を見かけたら積極的に声をかけようと思う。
・多様な見方や考え方を持つきかっけになり、視野を広げることができた。
・障害者や高齢者の立場を理解する上で当事者の方と接することは大切だと感じた。今後の
生活の中で誰かのために動ける人になりたい。
・今後も障害やバリアフリーへの理解を深め、様々なところで学んだことを実践したい。
・またこのような機会があれば参加したい。幅広い年代の方にバリアフリーについて学んで
ほしいと感じた。

２.３ 次年度に向けた課題
今年度は計５回のセミナーを開催し、計 319 名の観光関連事業者等が参加したことで、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。また、空港関連事業者や学生に特化したセミナーを開催したことで、県内の玄関口となる
空港内の受入体制の強化、将来的な観光バリアフリーに対応した県内の人材の育成に寄与した
ものと考えられる。
観光分野は幅広い事業者が関連するものであり、県内の各現場に対し、観光バリアフリーの
取組みを普及していくためには、今年度実施したように課題を抱えている事業者への積極的な
普及活動や将来の人材輩出につなげることを検討しながら、継続的に取組みを進めていくこと
が重要だと考えられる。
また、観光バリアフリーに対する意識・機運を高めていくためには、本セミナーのような取
組みを、観光に関連する各事業者自身が社内の研修、人材育成の場面に浸透させていくことが
重要である。そのきっかけとなるような意識づけ、取組み方の周知も今後の本セミナーの役割
として検討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、計 21 件のア
ドバイザー派遣を実施した。
今年度は、離島地域における観光バリアフリーの取組み強化を図ることを目的として、本事
業を活用し、宮古島および石垣島へのアドバイザーの派遣を実施した（詳細は 6.2 参照）
。

図表４ アドバイザーの派遣先一覧（平成 29 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

一般社団法人 うるま市観光物産協会

地域団体

情報提供

親川修

6/19

2

オキナワマリオットリゾート＆スパ

宿泊施設

情報提供

親川修

6/12

3

社会福祉法人 乙羽会

地域団体

情報提供

親川修

8/9

4

沖縄市料理飲食業組合

地域団体

情報提供

親川修

7/20

5

公益財団法人 沖縄こどもの国

観光施設

肢体不自由

仲根建作

7/20

6

公益財団法人 沖縄こどもの国

観光施設

情報提供

親川修

7/20

7

有限会社 タマレンタ企画

民間

食アレ

田村磨理

8/9

8

山原女性農業者の会

地域団体

食アレ

田村磨理

9/13

9

山原女性農業者の会

地域団体

知的障害

親川修

9/13

10

NPO 法人 東村観光推進協議会

観光協会

食アレ

田村磨理

1/22

11

那覇バス株式会社

バス

聴覚障害

比嘉豪

1/24

12

那覇バス株式会社

バス

肢体不自由

親川修

1/24

13

識名園

観光施設

肢体不自由

仲根建作

1/31

14

識名園

観光施設

情報提供

親川修

1/31

15

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

地域団体

情報提供

親川修

1/30

16

NPO 法人 自然体験学校

地域団体

食アレ

田村磨理

2/24

17

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

宿泊施設

情報提供

親川修

2/27

18

Okinawa EXES Ishigakijima

宿泊施設

情報提供

親川修

2/28

19

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ

宿泊施設

情報提供

親川修

3/2

20

宮古島（自立生活センターまんた）

地域団体

情報提供

親川修

12/20

21

石垣島（平田観光株式会社）

民間

情報提供

親川修

12/22

８

（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、
「地域団体」が 7 件と最も多く、申請内容は「情報提供」や「食
のアレルギー・食のバリアフリー」
、
「車いす／肢体不自由」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≫
地域団体：７件（※OCVB、地域の組合・団体など）、宿泊施設・観光施設：各４件、
観光協会・バス・民間：各２件
≪申請内容の分類≫
情報提供：12 件（※バリアフリー対応全般に関するレクチャーを含む）、
食のアレルギー・食のバリアフリー：４件、車いす／肢体不自由：3 件、
聴覚・知的：各１件
申請理由としては、高齢の方や障害のある方に安心して施設を利用していただくための基礎
知識の習得、施設の取組みの確認などを希望し、取組みの強化改善に向けて本事業を活用する
ケースが多く、派遣したアドバイザーが専門的な知見をもとに、講演や実技、バリアフリーチ
ェック等を通じてアドバイスを実施した。特に、
「バリアフリー対応全般」や「食のアレルギー
対応」に関する講座の開催を希望する申請が多くあった。

（２）実施の効果とフォローアップ
本事業の効果として、講演やセミナーを通じて、高齢の方や障害のある方などの受入および
接遇に関する基礎知識の理解、取組みへの意識の向上、サービス内容等の質の向上、今後の取
組みの必要性への気づきなどが挙げられた。
アドバイザー派遣終了後に申請者に対して、派遣による効果等のヒアリングを実施した。そ
の結果、集合型のセミナーではなく自施設の職員や関係者等を対象とした講習などを行えるこ
とで、現場に即したアドバイスを受けることができること、受講者の理解が深まること、意識
や行動の改善につながること等を挙げる意見が多くあった。
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≫

９

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、
「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。

３.２.１ 開催概要
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等に関する
協議を実施した。
図表５ 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

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

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

委員

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 理事

鈴木 恵

一般社団法人 Kukuru 代表理事

実施

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

主体

譜久里 あかり

沖縄県文化観光スポーツ部 観光整備課 観光資源班 主事

事務局

－

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

図表６ 本委員会の実施概要

開催日時
会 場
参加者数

第１回委員会

第２回委員会

平成 29 年 8 月 22 日（火）

平成 30 年 2 月 23 日（金）

15:30～17:00

14:30～16:00

沖縄県産業支援センター

沖縄県青年会館

310 会議室

3 階 守礼の間

12 名

10 名
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３.２.２ 委員からの主な意見
委員会では、各委員が専門の立場から本事業を効果的な取組みとするための方向性や、今後
の観光バリアフリーの取組み等に関する意見が出された。
第 1 回委員会では、空港関連事業者や船舶事業者などへの事業の周知方法や、外国人観光客
のマナー問題等について、第 2 回委員会では、次年度以降の本事業の実施体制や本事業の周知
方法、アビリンピックへの対応等について意見を交換した。
【委員からの主な意見（一部抜粋）
】
・LCC を含む空港関連事業者など、課題を抱えている事業者に対して、本事業の積極的
な周知が必要である。
・路上の点字ブロックを塞ぐ、多目的トイレを利用するなど、外国人観光客のマナーが
課題である。旅行会社等と連携し改善に努める必要性がある。
・海外からの旅行を取扱う旅行会社等に働きかけ、積極的に観光バリアフリーの取組み
を発信すべきである。
・実施後のヒアリング等を通して、本事業の効果検証を進めていくとともに、情報や成
果を蓄積し、県内の関係者等につなげていくことが大切である。
・本事業が企業の新入社員の研修期間の中に組み込めるようになると良い。
・企業が本事業に参加してインセンティブが得られるような仕組みができると良い。
・アビリンピックの開催に向け、運営と本委員会とが協力し、参加者の受入環境を整備
できると良い。

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 21 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。平成 27 年度から継続的に実施していることで、本事業の内容が少しず
つ県内の観光関連事業の現場に周知され、自社が抱える課題の解決、今後の取組みの発展に向
けた申請につながっているものと考えられる。
その一方で、これまでの申請状況をみると業種にやや偏りがみられ、観光客の移動を担う交
通事業者等からの申請が少ない傾向にある。また、県内には高齢者や障害者等の受入に課題を
抱えている事業者もあると考えられるため、本事業を継続的に実施するとともに、申請が少な
い事業者や課題を抱えている事業者等に対し、積極的な姿勢で本事業の周知・浸透を図ってい
くことが大切である。
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。
拡大する様々な領域への対応を実現する事業実施体制の強化、
これまでの取組みを通じて得たノウハウ等の蓄積といった、県内の受入体制強化につながる本
事業のさらなる拡大・充実を図っていく必要がある。
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４．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、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、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を目的として、県内外への
プロモーションを実施した。
具体的には、県内の関係者と連携した「展示会等でのプロモーション」
、
「メディアを活用し
たプロモーション」
、
「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）展示会等でのプロモーション
①バリアフリー２０１７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、大阪市内で開催された「バリアフリー
2017」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 91,000 名）
②ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１７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 2017」へのブース出展を実施
⇒ 関東圏を中心に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）
③ツーリズム EXPO ジャパン２０１７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 2017」へのブース出展を実施
⇒ 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 183,000 名）
（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に関する取組みの取材、撮影を実施し、
「東京新聞」の紙面
や「HEART&DESIGN FOR ALL」の WEB サイトを活用したプロモーションを実施
⇒ 東京新聞１面への記事掲載（１回）
、WEB サイトへの記事掲載（４回）
（３）ポータルサイトでの情報発信の拡充
①県外向け観光バリアフリー情報の拡充
・平成 28 年度に撮影した素材等を活用し、ポータルサイトに県内での楽しみ方を PR
する新たなページを作成
②県内事業者向け支援情報の充実
・観光事業におけるバリアフリー対応の必要性や観光バリアフリーに取組む意義やメリ
ットを発信するページを作成

１２

４.１ 展示会等でのプロモーション
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、高
齢者や障害者等を対象としたイベントである「バリアフリー2017」
、
「ヨコハマ・ヒューマン
＆テクノランド 2017」
、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 2017」へのブース出展を実施した。
展示会では、観光バリアフリーに関するパンフレットや各種資料の配布、来沖に関する問合
せへの対応、情報提供等を実施した。

（１）バリアフリー２０１７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、大阪市内で開催された「バリアフリー2017」
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、障害当事者やその家族だけでなく、福祉関連事業者などが来場しており、沖
縄県のブースに多くの方が訪問した。旅行に出かけることを希望している方が多い反面、移動
手段や介助サポート等に関しての不安を感じている方が多くいたため、那覇空港内の「しょう
がい者・こうれい者観光案内所」の存在等を紹介した。また、マリンレジャーを楽しみたいと
いう意見も多く、チェアボートのレンタルサービス等の情報提供を行った。
図表７ バリアフリー２０１７の概要
イベント名
主 催

バリアフリー2017
※慢性期医療展 2017、看護未来展 2017 との共同開催
（社福）大阪府社会福祉協議会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ

日 時

2017 年４月 20 日（木）～４月 22 日（土）

会 場

インテックス大阪（１号館～５号館）
※

入場者数

３日間のイベント合計：91,356 人
※：入場者数は、慢性期医療展 2017、看護未来展 2017 との 3 展合計の集計値

≪イベントへのブース出展の様子≫
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（２）ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１７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 2017」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 年度から継続的にブースを出展していることで、
前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）
。障害のある子供
の親などから家族での旅行に関する質問等が多くあり、車いすやベビーカーをレンタルできる
ことなど、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８ ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１７の概要
イベント名

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド 2017

主 催

（福）横浜市リハビリテーション事業団

日 時

2017 年 7 月 28 日（金）～7 月 29 日（土）

会 場

パシフィコ横浜 展示ホール D

出展内容

「ちゅら島・沖縄観光バリアフリー」ブースを出展

入場者数

2 日間のイベント合計：15,168 人

≪イベントへのブース出展の様子≫
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（３）ツーリズム EXPO ジャパン２０１７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 2017」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、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」を計 1,500 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を期待する意見があった。
図表９ ツーリズム EXPO ジャパン２０１７の概要
イベント名

ツーリズム EXPO ジャパン 201７

主 催

（公社）日本観光振興協会、
（一社）日本旅行業協会、日本政府観光局

日 時

2017 年 9 月 22 日（金）～9 月 24 日（日）

会 場

東京国際展示場（東京ビッグサイト） 東展示棟１～８ホール

来場者数

３日間のイベント合計：182,800 名

≪イベントへのブース出展の様子≫
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４.２ メディアを活用したプロモーション
首都圏を中心に、幅広く県内の観光バリアフリーの取組みを PR することを目的として、東
京新聞と連携したプロモーションを実施した。
具体的には、本事業の一環として実施した、セミナーやアドバイザー派遣事業、食物アレル
ギーに対応したモニターツアー（5.1 に後述）など、県内の観光バリアフリーに関する取組み
の取材・撮影を行い、その結果をもとに、東京新聞の紙面や、東京新聞が企画運営する WEB
サイト（HEART&DESIGN FOR ALL）への記事掲載を実施した。

（１）東京新聞の紙面を活用した情報発信
東京新聞との連携により、観光バリアフリーセミナーやアドバイザー派遣事業等の取材結果
をもとに、県内の観光バリアフリーの取組みに関する特集記事を制作し、東京新聞の紙面に掲
載することで、首都圏を中心に広く購読者への PR につながった。
【特集記事のタイトル】 誰にでもやさしい沖縄、誰もが笑顔になれる旅
【記事が掲載された誌面】 平成 29 年８月３１日（木）付けの東京新聞

（２）東京新聞が運営する WEB サイトを活用した情報発信
東京新聞では、
「誰もが暮らしやすい社会の実現」を目指し国内の様々なユニバーサルデザイ
ン・バリアフリーに関する取組みを紹介する WEB サイト（HEART&DESIGN FOR ALL）
を運営している。県内において取材をした結果を用いて、この WEB サイトに県内の観光バリ
アフリーに関する取組みを紹介する特集記事を計４回掲載し、メディアを通じた PR を展開し
た。

図表１０ 掲載した記事の内容
回数
１回目
（9/21）
２回目
（9/21）
３回目
（10/11）
４回目
（12/1）

掲載内容
・観光バリアフリーセミナーの取組み紹介
・アドバイザー派遣事業の取組み紹介（沖縄市料理飲食業組合）
・しょうがい者・こうれい者観光案内所の紹介
・アドバイザー派遣事業の取組み紹介（沖縄こどもの国）
・食物アレルギー対応モニターツアーの紹介
・空港関連事業者向けセミナー、学生向け観光バリアフリーセミ
ナーの取組み紹介
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【東京新聞に掲載した特集記事】

１７

【WEB サイトに掲載した記事の一例】

１８

４.３ ポータルサイトを活用した情報発信
県外への沖縄県の観光バリアフリーの取組みや魅力等の訴求、県内観光関連事業者の観光バ
リアフリー先進県としての更なる機運醸成を目的として、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を活用し、情報発信を実施した。
具体的には、ポータルサイトの見やすさ、活用しやすさ向上を目的とした「ポータルサイト
の構成の見直し」
、県外からの旅行者を対象とした「県内の観光バリアフリーの魅力やモデルコ
ース等を紹介するページの新規作成」
、県内の観光関連事業者を対象とした「観光バリアフリー
の取組みの必要性やメリット等を紹介するページの新規作成」を実施し、ポータルサイトとし
ての情報の充実を図った。

（１）ポータルサイトの構成の見直し
ポータルサイトは、県内の観光バリアフリーに関する情報の集約・発信を目的としており、
県外からの観光客向け、県内の観光関連事業者向けの情報を掲載している。これまでは、それ
ぞれの情報が独立して掲載されており、対象者が明確になっていない面があったため、ポータ
ルサイトとしての入口を明確化し、情報の見やすさ、活用しやすさの向上を図るため、ポータ
ルサイトの構成の見直しを実施した。
また、構成の見直しにあたり、平成 28 年度に制作した「プロモーション動画」の掲載ペー
ジを作成し、ポータルサイト上での発信を実施した。
【ポータルサイトの見直しを実施した内容】
◇ポータルサイトの入口となる TOP ページの構築
⇒ 県外からの旅行者向け、県内観光関連事業者向け、共通の TOP ページ
◇平成 28 年度に制作したプロモーション動画の掲載
⇒ 新たに構築した TOP ページおよび県外からの観光客向けページに掲載
≪共通 TOP ページの作成イメージ≫
見直し前

見直し後
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（２）県外からの観光客向け情報の拡充
平成 28 年度に制作したプロモーション動画の素材等を活用し、観光バリアフリー先進県と
しての沖縄県の魅力、高齢者や障害者等を想定した沖縄観光の楽しみ方、モデルコース等を紹
介する新たなコンテンツを作成し、県外からの観光客向け情報の拡充を図った。
【新たな県外向け情報コンテンツの内容】
◇「沖縄観光バリアフリーの魅力」の紹介
⇒ アクティビティ、観光、食事、宿泊の項目ごとに、県内の受入状況やおすすめ、楽
しみ方といった情報を、写真を用いて紹介するコンテンツを作成
⇒ 魅力紹介の一環として、平成 28 年度に制作したプロモーション動画を掲載
◇観光バリアフリー「モデルコース」の紹介
⇒ 1 泊 2 日の沖縄旅行を想定し、２つのモデルコースを紹介するコンテンツを作成
・
「パラグライダー」等を体験するアクティブなコース
・
「ビオスの丘」等を巡るゆったりとしたコース
≪県外向けページの作成イメージ≫

▲魅力を紹介するページの一例

▲モデルコースの一例

２０

（３）県内観光関連事業者向け情報の拡充
観光バリアフリー先進県としての更なる取組み機運の醸成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、観光バリアフリーの取組みの必要性やメリット等を紹介する新たな
コンテンツを作成した。
【新たな県内向け情報コンテンツの内容】
◇「観光バリアフリーに係る取組みの必要性」の紹介
⇒ 超高齢社会の進展、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供、2020 年のオリ
ンピック・パラリンピック開催（事前キャンプ誘致）等の社会的背景から、取組みの
“必要性”を発信するコンテンツを作成
◇「観光バリアフリーの取組み推進のメリット」の紹介
⇒ 過年度に実施した調査結果等をもとに、高齢者や障害者等の消費単価、沖縄観光への
興味・関心の高さなどから“メリット”を発信するコンテンツを作成
≪県内向けページの作成イメージ≫

▲必要性を発信するページの一例

▲メリットを発信するページの一例
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５．食物アレルギー対応の強化
沖縄県内における食物アレルギー対応に関する取組みの強化、受入体制の整備・充実を図る
ことを目的として、
「食物アレルギー対応に関するモニターツアーの実施」および「食物アレル
ギー対応に関するシンポジウムの開催」を行った。検討および実施にあたっては、県内におい
て食物アレルギー対応の取組みの中核を担う「
（一社）アレルギー対応 沖縄サポートデスク」
と連携し取組みを推進した。

５.１ 食物アレルギー対応に関するモニターツアーの実施
食物アレルギーのある観光客の受入体制の強化、県内の食物アレルギー対応の取組みの PR
を図るため、
「食物アレルギー対応に関するモニターツアー」を実施した。
モニターツアーでは、２泊３日の行程の全ての食事を「県内において現在提供しているアレ
ルギー対応食」とし、県内の取組みの評価を図るとともに、ツアー中に意見交換やアンケート
を実施し、改善点等の抽出を行った。本ツアーに参加するモニターは県外の主要なアレルギー
患者会等を通じて募集し、
計 41 名が参加した
（アレルギーのある子供とその家族を対象とし、
ツアー費用の一部を本事業から補助する形で実施）
。

（１）実施概要
【モニターツアーの概要】
日程

平成 29 年 7 月 22 日（土）～ 24 日（月）
：２泊３日

参加者

県外在住の食物アレルギーのある子供とその家族：計 41 名
※アレルギー疾患者 16 名とその家族（12 家族）
図表１１ モニターツアーの行程

日程

内容

備考

7/22

11:30

那覇空港出発

※貸切バス移動

（土）

12:10

昼食

※10 品目除去の沖縄そば

13:15

観光（遊覧船、がんじゅう駅、知念岬公園）

15:10

ホテル到着（ユインチホテル南城）

18:00

夕食

※10 品目除去のブッフェ

7/23

7:00

朝食

※10 品目除去の定食

（日）

11:15

観光（ｳｯﾊﾟﾏﾋﾞｰﾁ）
・昼食

※10 品目除去の弁当

14:25

観光（美ら海水族館）

18:00

ホテル到着（あいあいファーム）
・夕食

※10 品目除去のブッフェ
※10 品目除去のブッフェ

7/24

7:00

朝食

（月）

8:00

観光（あいあいファーム・おきなわワールド）

11:30

昼食

※10 品目除去の定食

13:00

観光・買い物（国際通り）

14:30

那覇空港到着・解散

２２

（２）実施結果
モニターツアーにおいて提供した「アレルギー対応食」
、県内の食物アレルギーに対応した受
入体制の評価、課題の抽出等を目的として、ツアー終了後に、参加者に対してアンケート調査
を実施した。
モニターツアーへの満足度に関しては、参加者の多くが「非常に良い（72.7％）
」と回答し
ており、また、ツアー中のアレルギー対応に関しては全ての参加者が「非常に良い（100％）
」
と回答していることから、県内のアレルギー対応の取組み状況に対して、高い評価を得た。
モニターツアーの実施の様子は、NHK 沖縄放送局、沖縄タイムス、琉球新報、東京新聞の
4 社から取材を受け、各媒体を通じて、広く県内の取組みの周知・PR にも寄与したものと考
えられる。
≪ツアー満足度≫

≪アレルギー対応に関する満足度≫

あまり良くない
0.0%
どちらとも言え
全く良くない
ない
0.0%
0.0%

どちらとも言え
ない
0.0%

あまり良くない
0.0%

まあ良い
0.0%

全く良くない
0.0%

まあ良い
27.3%
非常に良い
72.7%

非常に良い
100.0%

［回答者数：11］

［回答者数：11］

≪モニターツアーに関する参加者からの意見（一部抜粋）≫
・普段は同世代の子供と一緒に活動できず、特別扱いされていたが、このツアーでは子供た
ちが一緒に活動しており、活き活きと楽しんでいる。
・アレルギーを気にせず、何でも食べられるビュッフェ形式は、子供も親も嬉しい。
・エピペンの一時預かりが良かった。知識がなければできないことであり、このような心遣
いがうれしい。
・デザートは果物が多かった。ケーキやアイスなど普段口に出来ないスイーツも食べたい。
・人数が多いと料理提供に差が出てしまうことが残念だった。
【モニターツアーの様子】

２３

５.２ 食物アレルギー対応に関するシンポジウムの開催
「業種別観光バリアフリーセミナー」の一環として、食物アレルギー対応に関するシンポジウ
ムを開催した。沖縄県内の食物アレルギー対応の受入体制の強化に向けた情報発信、観光関連事
業者への意識啓発を目的として開催し、計 168 名が参加した。
本シンポジウムは、講演、パネルディスカッション、試食会の 3 部構成とし、食物アレルギー
対応に関する専門家等を招聘して実施した。
講演では、新垣氏より観光旅行客の食物アレルギー発生状況等について、永石氏より京都府で
の修学旅行生徒を対象とした「食物アレルギー事前調査票」作成の取組みについて、田村氏より
アレルギー情報の活用策について紹介していただいた。
パネルディスカッションでは、
宿泊施設、
観光施設、インバウンド、体験観光の専門家から、今後の県内の取組み強化の必要性等に関する
積極的な意見が出された。試食会では、会場となった「沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ」
が開発中のアレルギー対応食を用意し、参加者の試食・意見交換を実施した。

（１）シンポジウムの概要
図表１２ 食物アレルギー対応に関するシンポジウムの概要
タイトル

アレルギーシンポジウム ～食物アレルギー受け入れ先進例とその先～

日 時

2018 年 1 月 15 日（月）14:00～16:30

会 場

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 6 階シェルホール

参加者

168 名
・地方独立行政法人那覇市立病院小児科 新垣洋平氏

講演者

・京都府健康福祉部健康対策課 永石早季子氏
・
（一社）アレルギー対応沖縄サポートデスク 田村磨理氏
・沖縄 B.M.C. 運営委員会会長 金城友秀

パネラー

・株式会社 EGL OKINAWA 代表取締役 小島博子
・株式会社読谷ククルリゾート沖縄 料飲部支配人 瓜生玲
・株式会社アンカーリングジャパン 代表取締役 中村圭一郎

２４

≪食物アレルギー対応に関するシンポジウムの様子≫

図表１３ シンポジウムのプログラム
時間

配分

内容

14:00

5分

開会・挨拶

14:05～14:10

5分

オープニングトーク

14:10～14:40

30 分

【講義①】食物アレルギーについて ～その病態と観光旅行
客における現状～
◇講師：那覇市立病院小児科 新垣氏

14:40～15:10

30 分

【講義②】アレルギー症状記入フォーム統一化のメリット
◇講師：京都府健康福祉部健康対策課 永石氏

15:10～15:20

10 分

休憩

15:20～15:35

15 分

【講義③】アレルギー情報活用の先進モデル ～収集した情
報の読み取りポイントとその活用～
◇講師：アレルギー対応沖縄サポートデスク 田村氏

15:35～15:40

5分

15:40～16:10

30 分

質疑応答
【パネルディスカッション】
テーマ：自信を持って食物アレルギーに対応するには
◇パネラー：
・沖縄 B.M.C. 金城氏
・株式会社 EGL OKINAWA 小島氏
・株式会社読谷ククルリゾート沖縄 瓜生氏
・株式会社アンカーリングジャパン 中村氏

16:10～16:30

20 分

【試食会】
・沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハが新たに開発したア
レルギー対応食（10 種をブッフェ形式で提供）

２５

（２）参加者へのアンケート結果

≪シンポジウムの満足度≫

シンポジウムの評価や内容に対する意見を把握するた
め、参加者に対してアンケート調査を実施した。

あまりよくなかった
1.1%

どちらとも言えない
1.1%

全くよくなかった
0.0%

参加者のシンポジウムの満足度に関しては、参加者の
97.8％が「とてもよかった（51.1％）
」または「まあよ
かった（46.7％）
」と回答しており、満足度の高い評価を
得た。また、シンポジウムの内容に関する自由記述では、

まあよかった
46.7%

とてもよかった
51.1%

新たな知識を習得出来たという意見の他、沖縄県統一の
「食物アレルギー対応フォーマット」の作成を希望する意
見が多くあった。
［回答者数：90］
≪シンポジウムに関する参加者からの意見（一部抜粋）≫
・アレルギー対応に関する専門的知識を持つ従業員がいない中で、どのような対応をすれば
よいか探りながら対応している。シンポジウムを通して、普段知ることができないアレル
ギーについて考え、知識を得られて良かった。
・今までアレルギー対応にはマイナスなイメージを持っていたが、正確な対応方法を学ぶこ
とで、強みとして PR することができるとわかり、アレルギー対応への考え方が変わった。
・学校によって「アレルギー事前調査票」が異なるため、フォームが統一されると良い。
・修学旅行受入時のアレルギーの確認は、学校側からの回答が出発直前となる場合が多い。
このようなシンポジウムを学校関係者に対しても開催し、意識づけを促進して欲しい。
・備品等に対する補助制度等があると施設側として、アレルギー対応に取組むことができる。

２６

６．離島地域の受入状況に関する PR の強化
離島地域を含めた県全体の観光バリアフリーに関する幅広い取組みを PR し、さらなる誘客
につなげることを目的として、離島地域の観光バリアフリー受入状況の調査および情報のとり
まとめを行い、
「離島バリアフリーマップ」を作成し、ポータルサイトで公開した。
また、今後の離島地域への高齢者や障害者等の来訪者増加を見据え、各地域における相談窓
口機能の強化に向け、将来的に相談窓口対応が実施可能だと考えられる団体等へ専門家を派遣
し、意見交換を実施した。

６.１ 離島の受入状況に関する調査、情報の発信
宮古島、石垣島、久米島の 3 地域を対象に、既存資料や WEB サイト等から各地域のバリア
フリー対応施設の情報を収集し、
“見る”
、
“食べる”
、
“お買物”
、
“暮らし”
、
“泊まる”
、
“楽しむ”
、
“移動”の項目に分けて整理した。
整理した情報をもとに、各地域のバリアフリー対応状況をまとめた一覧表と施設の場所を示
す MAP を作成した。一覧表と MAP はポータルサイトに掲載し、各地域のさらなる誘客に向
けた情報発信を実施した。
図表１４ 各地域における施設情報の掲載数
項目

宮古島

石垣島

久米島

合 計

見る

16

17

2

35

食べる

４

1

1

6

お買物

2

6

0

8

暮らし

26

10

8

44

泊まる

7

20

0

27

楽しむ

14

13

9

36

移動

26

9

2

37

合 計

95

76

22

193

≪バリアフリーマップの作成イメージ（石垣島）≫

２７

６.２ 離島地域の相談窓口機能強化に向けた取組み
宮古島、石垣島、久米島の３地域における、観光バリアフリーの受入体制の強化を図ること
を目的とし、各地域における現状の取組み状況および課題の共有、将来的な高齢者や障害者等
の旅行を支援する相談窓口機能の強化を見据えた意見交換を実施した。
実施にあたっては、沖縄観光バリアフリーアドバイザー派遣事業を活用して各地域に専門家
を派遣し、地域ごとに高齢者や障害者等の受入を実践している団体、行政（観光部局）
、観光協
会との意見交換、今後の取組みに向けたアドバイスを行った。
専門家は、本島において「しょうがい者・こうれい者観光案内所」を運営し、相談対応のノ
ウハウ等を有する NPO 法人バリアフリーネットワーク会議 親川代表を選定した。
【意見交換の内容】
◆地域の観光 BF に関する受入状況や取組みの共有
◆地域の受入体制の強化に向けた課題の把握
◆課題解決に向けた専門家からのアドバイス、今後の取組みに関する意見交換
◆将来的な問合せ窓口の充実に向けた意見交換

等

図表１５ 各地域における実施概要
地域

日時

宮古島

平成 29 年 12 月 22 日（金）

石垣島

久米島

参加者

【地域】
宮古島市観光課 粟国氏、平良氏
宮古島観光協会 池間氏、根間氏、小林氏
自立生活センターまんた 新里氏、吉田氏 他
【専門家】
バリアフリーネットワーク会議 親川氏
【事務局】
沖縄県文化観光スポーツ部観光整備課 嘉数、譜久里
オリエンタルコンサルタンツ 大西
【地域】
平成 29 年 12 月 20 日（水）
石垣市観光文化課 通事氏、盛山氏
石垣市観光交流協会 髙倉氏
平田観光株式会社 奥平氏、嶋田氏
【専門家】
バリアフリーネットワーク会議 親川氏
【事務局】
沖縄県文化観光スポーツ部観光整備課 嘉数、譜久里
オリエンタルコンサルタンツ 大西
【地域】
平成 30 年 2 月 14 日（水）
久米島町商工観光課 新里氏、大村氏、前里氏
久米島町観光協会 古堅氏
【事務局】
沖縄県文化観光スポーツ部観光整備課 嘉数、譜久里
オリエンタルコンサルタンツ 大西
※久米島での意見交換は、事務局（沖縄県、受託事業者）のみにて実施

２８

≪各地域における意見交換会の様子≫

意見交換では、各地域の高齢者や障害者等の受入の実態、取組み状況および課題を確認し、
今後の観光バリアフリーの取組み強化に向けて、地域内の情報の収集や関係者との共有の重要
性に関するアドバイス、各地域において受入時に活用可能な各種サービス等に関する情報提供
等を実施した。
【意見交換会の結果の概要】
①現状の課題

・高齢者や障害者等からの問合せがあった場合は、その都度対応可
能な団体等に連絡する等、個別に実施。
⇒ 車いすの貸出し、移動や介助サービス等の手配など
・行政や観光協会では人材の確保、関係者間の連携等が課題
・自立生活センターまんた、平田観光株式会社では、受入のための
地域の情報収集、関係者とのネットワークの構築等を実施

②アドバイスの内容

・受入にあたっては、市内の観光バリアフリー情報の収集、地域の
関係者間での情報共有の重要性をアドバイス
・各地域において活用可能な移動手段や各種サービス、バリアフリ
ー対応の設備・備品などの情報提供を実施
⇒ バス、ユニバーサルデザインタクシー、チェアボート、透析対
応病院など
・今後の地域関係者との意見交換の場の創出、県の事業を有効活用
した取組みなどの働きかけを実施

２９

７．まとめと今後の課題
今年度およびこれまでの取組みを踏まえ、今後のさらなる高齢者や障害者等の誘客、県内に
おける取組みの推進を図るため必要と考えられる、検討事項等を以下に示す。

（１）観光バリアフリーセミナー等を通じた取組み意識のさらなる醸成
今年度、
「業種別観光バリアフリーセミナー」を計５回開催し、県内の観光関連事業者等、
計 319 名の参加を得た。平成 27 年度からの３年間の合計参加者数は 680 名となってお
り、県内の観光関連事業の現場に対し、高齢者や障害者等を受入れるための基礎知識や対応
のポイント等を周知するという点で一定の成果が得られたと考えられる。
観光は県内の主要な産業のひとつであり、関係する分野や業種は幅広く、現場への理解浸
透、県全体の取組み意識の醸成を図るためには、今後も継続的な取組みが必要である。

（２）アドバイザー派遣事業の実施等による課題解決型の取組み推進
事業者が抱える課題はそれぞれ異なる中で、個別の課題に対して専門家による講演やアド
バイス等が可能なアドバイザー派遣事業は効果的な取組みだと考える。平成 28 年度以降、
セミナーを受講後に本事業を申請するケースが増えており、今年度から実施した事後調査で
は、申請者の満足度の高さが確認できた。
集合型のセミナーと比べ自由度が高い本事業の特性を活かし、課題を抱える業種に対し積
極的な姿勢で周知・働きかけを行っていくことが重要だと考えられる。また、本事業を通じ
たアドバイス等の効果をまとめ、積極的に発信することで、県内関連事業者へのノウハウの
周知、本事業への申請意欲をさらに高めていく取組みが求められる。

（３）県全体へのさらなる誘客を目指した積極的なプロモーション展開
今年度は、各種イベントへのブース出展、メディアやポータルサイトを通じた情報発信、
離島地域の取組み強化に向けた取組み等を実施した。これまでには航空機の機内誌や各種雑
誌等への広告掲載なども行っており、これらの取組みを通じて、県全体の先進的な取組み状
況の周知・PR につながったものと考えられ、継続的な取組みが重要である。
また、2020 年を見据えたさらなるマーケット拡大に向け、海外への情報発信を視野に入
れたツールや媒体の整備、プロモーション活動の強化が必要だと考えられる。

（４）観光バリアフリー先進県としてのさらなる取組み強化
観光バリアフリー先進県としてより高いレベルの受入体制を実現していくためには、観光
関連事業の現場における意識を一段階向上させ、離島を含めた県全体での取組みが必要だと
考えられる。そのためには、実態調査等を通じて、現状をしっかりと把握するとともに、マ
ーケットとしての規模や今後の広がりを整理し、県内に示していくことが大切である。
また、食物アレルギー対応への理解が高まってきたように、障害者スポーツや LGBT 対
応など、新たな領域拡大に向けた取組みも受入れ体制の強化を図る上で重要である。

３０

