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第１ 方策の目的等 

１ 策定の趣旨 

近年、高齢者や障がい者などを含む多様な人の観光交流が活発になってお

り誰もが安心して快適に道内旅行を楽しむことができ、新たな旅行需要の創

出にも繋がるバリアフリー観光のニーズが高まりをみせている。 

このような中、道、市町村、道民、観光関連事業者、その他関係団体が相

互に連携・協力して、バリアフリー観光の推進をめざし、平成３０年７月に

「バリアフリー観光推進方策」を策定した。 

今般、本方策の推進期間の終了に伴い、方策の策定以降の社会情勢の変化

や、高齢化のさらなる進展、新型コロナウイルス感染症対応など、バリアフ

リー観光を巡る状況の変化に対応し、必要な見直しを行う。 

 

２ 方策の性格 

高齢者や障がいのある方々、乳幼児連れの方々等が快適に旅行できるよう

利用者の視点に立ちながら、バリアフリー観光を推進するにあたっての意識

の醸成や情報発信といったソフト面の対応、さらには観光関連施設のバリア

フリー化といったハード面の対応を推進し、道、市町村、道民、観光関連事業

者、その他関係団体が連携・協力し、地域一体となって多様な方々が旅行を

楽しめるユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくりと受入環境の整備

を推進する。 
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第２ バリアフリー観光を取り巻く現状 

１ バリアフリー観光とは 

個人差に関わらず、すべての人が気兼ねなく安心して楽しめる旅行をユニ

バーサルツーリズムといい、とりわけ高齢者や障がいのある方々などにとっ

て物理的・精神的な障害を軽減・解消した観光の姿をバリアフリー観光とい

う。 

 

２ バリアフリー観光を取り巻く現状 

今般、「方策」を策定するにあたり、北海道内のバリアフリー観光の現状

について、これまで実施してきた調査等に基づき検証する。 

（１） 令和 2 年度「バリアフリーの旅行に関するアンケート」 

（実施主体：（公社）北海道観光振興機構） 

北海道観光振興機構が実施した令和２年度「ユニバーサルツーリズム推進

事業」において、全国の高齢者、障がい者及びその家族３６９名を対象とし

て、観光に関するアンケート調査及びヒアリングを実施したところ、次のよ

うなことが明らかとなった。 

 

ア コロナ禍にありながらも依然として旅行へ行きたいという意欲が強い

（７２.６％）。 

 
 

 

イ また、旅行をしたくない（４．９％）若しくは意欲はあるが行けないと答

えた方（２２.５％）のうち、「介助・同行者がいない」、「観光情報がな

い」などの理由で旅行へ行けないと回答した方が４割以上に上った（注 次

ページ①+②）。その他、旅行へ行くと迷惑をかけてしまうのではないかと

の回答も一定数あった。 

旅行したい

72.6%

旅行したくない

4.9%

旅行はしたいが行けない

22.5%

■「北海道内を旅行したいと思いますか」

（出典：令和 2 年度「バリアフリーの旅行に関するアンケート」 実施主体：（公社）北海道観光振興機構） 
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ウ 旅行中に心配なこととしては、トイレ、移動、入浴、緊急時の避難方法、

ホテルの客室など旅行における様々な場面に及んでいる（複数回答、全体

の８４％）。  

 
 

 

エ また、アンケートに合わせてヒアリングを実施したところ、以下の意見

があった。 

・介助者やサポーターがいないと旅行に行けない。 

・同行するサービスや、旅先でサポートを依頼できる体制の整備がない。 

・上記サービスの情報がない。 

・バリアフリー観光の情報収集が難しい。 

・インターネットの利用が困難だが、相談できる窓口がない。 

 

＜まとめ＞ 

高齢者や障がいのある方々へのアンケート結果から、旅行先での介助サ

ービスや支援体制、バリアフリー観光に関する情報の少なさや、情報収集の

難しさなど、利用者からは、ソフト面の整備に関する意見や要望が多く上が

った。「バリアフリー対応」では、ハード面の整備に目が向きがちではある

介助者や同行者がいない

27.7%

お金がない

19.6%

情報がない

15.2%

興味がない

10.7%

その他

26.8%

■「旅行したくない」「旅行はしたいが行けない」と回答した理由

トイレ 21.9% 移動 19.5% 入浴 16.1%

緊急時の避難方法 15.7%

宿泊（客室）

11.8%

食事

7.9%

その他

7.1%

■旅行中に心配なこと

（出典：令和 2 年度「バリアフリーの旅行に関するアンケート」 実施主体：（公社）北海道観光振興機構） 

（出典：令和 2 年度「バリアフリーの旅行に関するアンケート」 実施主体：（公社）北海道観光振興機構） 
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ものの、利用者はハード面を補うような声掛けやサポート体制などのソフト

面をより重視していることがわかる。 

また、ヒアリング結果からは、情報収集に関する意見が多く、特に高齢者

や視覚・聴覚障がいのある方々は情報収集が難しいと感じており、バリアフ

リー観光情報を網羅した web サイトや、バリアフリー観光に関する相談を

受けるワンストップ窓口などの整備が求められている。 

 

（２） バリアフリー観光推進ネットワーク構成員の現状認識 

「バリアフリー観光推進ネットワーク会議」は、本方策の展開方向に基づ

き、本道のバリアフリー観光の現状や課題を把握し、官民共同によるバリア

フリー観光の推進を図るため、平成３１年度から開催している。令和２年第

２回会議では、以下の点について意見交換が行われた。 

・観光客（高齢者や障がいのある方々）と受入れ側（宿泊施設、観光施設、交

通機関等）との間の「意識」の違いやコミュニケーションの不足 

・バリアフリー観光で対応を難しいと感じる要因のひとつに、「福祉」として

の意識が強いことが挙げられるが、観光サービスの一環としての意識付け

が重要であること 

・「意識」を変えることで特別なノウハウ等が無くても出来ることがあるこ

と 

・「心のバリアフリー」の重要性 

・バリアフリー観光では、高齢者や障がいのある方々はもちろん、同行者や

介助者も快適に過ごすことのできる環境づくり 

・バリア情報の発信や、情報のバリアフリー化の取組み 
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＜参考＞ 

平成２９年度「バリアフリー観光推進方策検討調査事業・観光関連施設等のバ

リアフリー対応状況調査」（実施主体：北海道） 

観光関連施設等のバリアフリーの現状や取組、課題の把握分析のため、道内

１２８１の観光関連施設及び交通拠点、宿泊施設、飲食施設などを対象としてア

ンケート調査を実施し、バリアフリー観光の推進における現状として以下の点

が指摘された。 

 

○ハード面の対応状況 

高齢化の進展に伴い、入口・通路の段差解消や車イス対応トイレなどは、整備

が進んでいる。一方で、ハード面（施設整備バリアフリー化）は時間や費用がか

かり、施設の種類や状況によって求められる設備が異なるため、各施設のバリア

フリー対応状況に応じた、ソフト面での対応策を検討しているという意見もあ

った。 

 
 

 

 

○ソフト面の対応状況 

ア 人材育成研修の不足 

施設での従業員向けバリアフリー研修は実施したことがない施設が大多数

であり、行政に対して、研修実施を希望する意見が挙げられた。 

60.6%

59.3%

49.5%

43.1%

車イス対応トイレ

入口・通路の段差解消

手すりの設置

障がい者対応駐車場

■以下の設備等を整備している施設の割合

（出展：平成２９年度「バリアフリー観光推進方策検討調査事業・観光関連施設等のバリアフリー対応状況調査」 

実施主体：北海道） 
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イ 案内表示の不足 

高齢者や障がいのある方々に配慮した案内表示を整備していない施設が大

多数であり、バリアフリー観光の需要の高まりを施設側が把握できていない

ことや、対応方法がわからないことなどが原因として考えられる。施設から

は、他の事業者の取組などの情報共有を行うことができる web サイトの開設

を求める声が上がった。 

 
 

 

○その他調査で挙げられた点 

バリアフリー対応にあたっては、ハード面の整備が注目される傾向にあるが、

利用者（高齢者、障がい者等）はソフト面である、周囲の理解や配慮について不

安を抱いていることが多く、バリアフリーに対する意識の醸成は進みつつある

ものの、依然として、様々なシーンにおける施設側と利用者との間のコミュニケ

ーションが不足していることが原因として挙げられた。 

ある

12.9%
ない 83.7%

無回答

3.4%

■従業員への障がい者対応研修を実施したことがある施設の割合

整備している

5.0%

整備している

2.8%

整備している

5.0%

整備していない 84.0%

整備していない 75.1%

整備していない 84.0%

その他

11.0%

その他 22.1%

その他

11.0%

■高齢者や障がいのある方々に配慮した案内表示

・視覚・聴覚の障がいに対応した案内表示

・障がい者対応駐車場から入口までのルート案内

・視覚・聴覚の障がいに対応した案内表示（宿泊施設） 

（出展：平成２９年度「バリアフリー観光推進方策検討調査事業・観光関連施設等のバリアフリー対応状況調査」 

実施主体：北海道） 

（出展：平成２９年度「バリアフリー観光推進方策検討調査事業・観光関連施設等のバリアフリー対応状況調査」 

実施主体：北海道） 
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また、バリアフリー観光において、「共生社会」の実現として観光振興と連携

した「街づくり」の視点が不可欠であり、広範な道民理解が必要となるが、現実

問題として、観光施設のバリアフリーには経済性が考慮されることがしばしば

あり、バリアフリー観光のニーズや交通拠点のバリアフリー化により観光施設

の来館者数が増加したといった具体例など、将来の収益に繋がるモデルの提示

を求める意見もある。 
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第３ これまでの取組と課題 

１ 「方策」と基本方針の策定 

道では、社会の変化に伴うバリアフリー観光を取り巻く課題を把握し解決

していくため、平成３０年７月「バリアフリー観光推進方策」（以下、「方

策」）を策定し、次の６つの基本方針を定め、観光に携わる関係者とともにバ

リアフリー観光の振興を進めてきた。 

【基本方針】 

（１）観光関連施設や移動手段などのバリアフリー対応の促進 

（２）バリアフリー観光に関わる人材育成 

（３）誰もが楽しめる観光の魅力づくり 

（４）利用者への情報案内機能の充実 

（５）バリアフリー観光に関する意識醸成 

（６）バリアフリー観光を推進する体制づくり 

 

２ これまでの取組と課題 

（１）観光関連施設や移動手段などのバリアフリー対応の促進 

ア これまでの取組例 

・シルバースター登録（※１）の促進（宿泊業界）  

・駅構内のエレベーターの整備（交通事業者） 

・ユニバーサルデザイン（※２）のタクシーやノンステップバス（※３）の

導入（交通事業者） 

・観光地や宿泊地等、施設のバリアフリー調査（関連事業者）  

・観光施設以外のバリアフリーの調査・検証（関連事業者、行政）  

・車イスや白杖体験を中心としたバリアフリー教室の実施（行政） 

 

※１ シルバースター登録  

全国ホテル旅館生活衛生同業者組合連合会が、施設・料理・サービ

スの一定の基準を満たすホテル及び旅館を認定する制度。 

※２ ユニバーサルデザイン 

できるだけ多くの人が利用可能であるように製品、建物、空間等を

デザインすること。 

※３ ノンステップバス 
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高齢者や障がいのある方々に配慮し、超低床構造で乗降口の段差を

なくしたバス。 

 

イ 今後の課題 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリ

ー新法）の改正（令和2年）により、今後も交通手段や宿泊施設のバリアフ

リー化は進んでいくものと考えられるが、高齢者や障がい者など様々なハン

ディを持つ方々を受け入れていくためには、相互のコミュニケーション、音

声案内、文字情報充実など、施設現場での創意工夫による小さな改善や取組

の積み重ねも必要である。 

 

（２）バリアフリー観光に関わる人材育成 

ア これまでの取組例 

・福祉用具プランナー研修（福祉関係団体） 

・交通関連従事者向け講習会の開催（交通事業者） 

・タクシー乗務員を対象とした障がいのある方や高齢者の接遇や介助に関

する研修（交通事業者） 

・公共施設等へのアドバイザー派遣（行政） 

・観光関連事業者を対象としたノウハウ習得セミナーの実施（行政） 

 

イ 今後の課題 

観光関連施設では、従業員向けのバリアフリーに関する研修が実施され

ることは少なく、バリアフリー観光に携わる人材育成は今後、継続的に実施

する必要がある。 

さらに、今般のコロナ禍において、接触を控え、お互いの「顔」が見えな

い中で、どのように接遇が求められるのかといった新たな課題も出てきてお

り、こうした課題への対応も求められる。 

また、緊急時における避難等の対応力向上にも、努める必要がある。 

 

（３）誰もが楽しめる観光の魅力づくり 

ア これまでの取組例 

・「バリアフリー観光手配センター」の設立（旅行業）  
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・バリアフリー観光商品の企画・販売（旅行業）  

・バリアフリー観光に関する利用者アンケートの実施（行政） 

 

イ 今後の課題 

バリアフリー観光を巡るニーズは多様であり、今後とも魅力ある商品づ

くりやそれに必要な対応を進めていく必要がある。 

また、コロナ禍でも安心して道内観光を楽しむことができるよう、高齢者

や障がいのある方々への対応において、衛生管理に努める必要がある。 

 

（４）利用者への情報案内機能の充実 

ア これまでの取組例 

・ガイドブックの作成（関連事業者、旅行業） 

・バス情報の利便性向上に向けた取組みの促進（交通事業者） 

・ＨＰへのバリアフリー情報の登載（交通事業者、行政） 

・観光情報案内紙の発行（観光団体）  

・観光マップへのバリアフリー情報の掲載（行政） 

・北海道ユニバーサル観光センターの運営（観光団体） 

・JR新千歳空港におけるしょうがい者・こうれい者観光案内所実証運営（観

光団体） 

 

イ 今後の課題 

高齢者や障がいのある方々が、旅行を行う際に分かりやすく、有用な情報

の入手は重要であることから、様々なメディアの活用やワンストップ対応窓

口などを、主要な交通拠点である空港や駅に設けるなどして対応する必要が

ある。 

また、コロナ禍における道内の感染症対策の取組を情報発信するなど、安

全・安心な道内旅行をＰＲすることも必要である。 

 

（５）バリアフリー観光に関する意識醸成 

ア これまでの取組例 

・バス交通情報利便性向上に向けた検討会の開催（交通事業者） 

・ユニバーサルツーリズム推進セミナーの実施（旅行業） 
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・道民向けバリアフリー観光セミナーの実施（旅行業）  

・「心のバリアフリー」普及のためのサロン開催（関連事業者） 

・福祉のまちづくり表彰（行政） 

・観光施設における心のバリアフリー認定制度の創設（行政） 

 

イ 今後の課題 

北海道に観光で訪れた高齢者や障がいのある方々が、より快適に道内旅

行を楽しむことが出来るよう、更なる意識醸成の取組が必要である。 

 

（６）バリアフリー観光を推進する体制づくり 

ア これまでの取組例 

・バリアフリー観光推進ネットワーク会議の開催 

・福祉のまちづくり推進連絡協議会の開催 

 

イ 今後の課題 

バリアフリー観光の推進には、バリアフリー観光関係者間の継続的な情

報共有や情報交換、福祉関係者等との継続的な連携が必要である。 

 

３ 総括 

これまでの関係者の取組をみると、駅などの交通拠点におけるスロープ及

びエレベーターの設置、ノンステップバスの導入、宿泊施設のバリアフリー

化など、ハード面での取組が進んでおり、また、ソフト面では、観光関連ホー

ムページの多言語化やバリアフリー情報の追記といった情報案内機能の充実

化が図られてきたほか、関係事業者へ向けたバリアフリー観光に関するセミ

ナーの実施などの取組を通じて、道内での意識醸成に努めてきた。 

しかし、ハード面・ソフト面の双方に課題が残ることから、さらなる取組

の実施が必要である。 

また、新たな課題として、新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応を行

っていく必要がある。  
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第４ 基本方針とその進め方 

１ 新たな基本方針の策定について 

高齢化の進展による高齢者の増加や、コロナ禍における障がいのある方々

への対応など、バリアフリー観光を取り巻く現状と課題を踏まえ、基本方針

を次のとおり策定する。 

 

【基本方針とその進め方】 

（１）心のバリアフリーの推進 

高齢者や障がいのある方々などが安心して快適に道内旅行を楽しめるよう、

観光事業者や道民の理解促進や機運醸成を図るとともに、高齢者や障がいの

ある方々に対する思い込みや先入観を取り払うことができるよう「心のバリ

アフリー」を推進する。 

【取組例】 

・観光関連事業者の意識啓発のため「心のバリアフリー」に関するセミナ

ーを開催。 

・バリアフリー観光の全道的な気運を高めるため、子どもから大人まで幅

広い世代の道民に向けたセミナーや啓発活動の実施。 

・「観光施設における心のバリアフリー認定制度」（観光庁）の取組促進 

※ 心のバリアフリー 

様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深め

ようとコミュニケーションをとり、支え合うこと（「ユニバーサルデザ

イン2020行動計画（2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議

決定）」より）。 

 

（２）バリアフリー観光に関わる人材育成 

バリアフリー観光を進めていく上で、高齢者や障がいのある方々などのサ

ポートを担う人材の配置は重要であることから、適切な対応ができる人材の

育成を図る。 

【取組例】 

・観光関連事業者が、高齢者や障がいのある方々などに対し適切なおもて

なしを行うことができるよう、研修会等を実施。 

・高齢者や障がいのある方々などを自主的にサポートするボランティア人
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材を育成。 

・観光案内所や観光施設等の従業員を対象とした、高齢者や障がいのある

方々の緊急時の対応や避難方法に関するセミナーの開催。 

 

（３）利用者への情報案内機能の充実 

高齢者や障がいのある方々などからの相談に対応できるワンストップ対応

窓口やきめ細やかな情報発信などを通じ、利用者への情報案内機能の充実や

利便性の向上を図る。 

【取組例】 

・多くの人が利用する公共交通施設等にバリアフリー観光に関するワンス

トップ対応窓口を設置。 

・高齢者や障がいのある方々など利用者にとって必要で、かつわかりやす

い情報案内。 

・行政等による情報発信モデルの提示。 

 

（４）観光関連施設や移動手段などのバリアフリー対応の促進 

高齢者や障がいのある方々などの快適な滞在や移動手段の確保に向け、観

光施設や宿泊施設といった観光関連施設や、鉄道、バス、タクシーなどのバリ

アフリー化を推進する。 

【取組例】 

・高齢者や障がいのある方々などが利用しやすいよう、観光施設、宿泊施

設、飲食施設など観光関連施設のバリアフリー化を促進。 

・高齢者や障がいのある方々などの利便性を確保できるよう、交通事業者

等による移動手段のバリアフリー化を促進。 

・利用者の視点に立ちながら、自助努力での創意工夫によるバリアフリー

化を促進。 

・観光地や宿泊施設にアドバイザー派遣を行い、設備や対応について相談

できる体制づくり。 

 

（５）誰もが楽しめる観光の魅力づくり 

観光の魅力づくりは「住んでよし・訪れてよし」の観点から、バリアフリー

観光を観光地づくりの延長線上と位置づけ、高齢者や障がいのある方々など
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誰もが気兼ねなく参加できる観光を推進するため、地域と一体となって行う。 

【取組例】 

・様々な障がいに対応した旅行メニューや、地域の特性を活かした観光メ

ニューの開発。 

・「まちづくり」の視点から、地域や福祉関係団体などとの連携を強化。 

・地域の関係者が一体となり、高齢者や障がいのある方々などが参加する

MICEの誘致。 

 

（６）バリアフリー観光を推進する体制の連携強化 

道内のバリアフリー観光関係者のネットワーク強化により、バリアフリー

観光の推進体制を整備し、効果的な事業推進を図る。 

【取組例】 

・全道各地で高齢者や障がいのある方々などの受入れが実現できるよう、

バリアフリー観光の推進体制を強化。 

 

（７）コロナ禍におけるバリアフリー観光の対応 

ウィズコロナ・ポストコロナ時代において、バリアフリー観光ではより一層

安全・安心が求められるため、施設の衛生管理対策を含めたバリアフリー観

光の対応を推進する。 

【取組例】 

・高齢者や障がいのある多様な方々にもわかりやすい、コロナ禍における

バリアフリー観光の対応状況の情報発信。 

・新しい観光のかたちに対応した、高齢者・障がい者を含む多様な方々の

対応研修やセミナーの実施。 

 

２ 「方策」の推進体制 

この「方策」を着実に推進するため、道や市町村の行政機関、観光関連事

業者、その他関係団体、道民など、観光に携わる関係者がそれぞれの役割を認

識した上で、バリアフリー観光の振興を図ることとし、これら関係者が意見

交換・情報共有を行う場として、引き続き「バリアフリー観光推進ネットワー

ク会議」を設置する。 
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３ 「方策」の推進期間 

本方策の推進期間は令和７年度までの５年間とする。終了時点での社会経

済情勢を鑑みて見直しを行うこととする。また、毎年度、展開方向ごとの取組

状況をとりまとめ、推進状況を管理する。 
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【基本方針】 
（１）心のバリアフリーの推進 
 
 
 
（２）バリアフリー観光に関わる人材

育成 
 
 
 
 
（３）利用者への情報案内機能の充実 

 
 
 
 
（４）観光関連施設や移動手段などの

バリアフリー対応の促進 
 
 
 
 
 
 

 
（５）誰もが楽しめる観光の魅力 

づくり 
 
 
 
 
 
 
（６）バリアフリー観光を推進する 

体制の連携強化 
 

 
 
（７）コロナ禍におけるバリアフリー

観光の対応 
 
 
 

【進め方】 
〇観光関連事業者の意識啓発 
〇幅広い世代の道民に向けたセミナ

ーや啓発活動の実施 
 
〇研修会等を通じた観光関連事業者

の接遇向上 
〇ボランティア人材の育成 
〇災害等の発生に備えた避難対応力

の強化 
 
〇交通拠点等におけるバリアフリー

観光相談窓口の設置 
〇利用者目線の情報案内表示 
〇情報発信モデルの提示 
 
〇観光関連施設のバリアフリー化の

促進 
〇交通機関や移動手段のバリアフリ

ー化の促進 
〇創意工夫によるバリアフリー化の

促進 
〇バリアフリー設備や対応について

相談できる体制づくり 

 
〇様々な障がいに対応した観光メニ

ューの開発 
〇「まちづくり」の視点をふまえた連

携体制 
〇地域の関係者が一体となり、高齢者

や障がいのある方々などが参加す
る MICE の誘致 

 
〇「バリアフリー観光推進ネットワー

ク会議」の連携強化 
〇バリアフリー観光関係者との連携

の拡充及び強化 
 
〇コロナ禍におけるバリアフリー観

光の対応状況の情報発信 
〇新しい観光のかたちに対応する研

修会等の実施 
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バリアフリー観光推進ネットワーク会議開催要綱 
 

（目的） 

第１条 国内外からの高齢者や障がいのある方々など、ハンディキャップのある方々が道

内を快適に安心して旅行できるバリアフリー観光の推進を図るため、平成３０年７月に策

定した「バリアフリー観光推進方策」の展開方向に基づき、本道におけるバリアフリー観光

の現状や課題を把握し、官民協働によるバリアフリー観光の推進を図るため、バリアフリー

観光推進ネットワーク会議（以下、「ネットワーク会議」という。）を開催する。 

 

（検討事項） 

第２条 ネットワーク会議では、前条の目的を達成するため、会議などにより、次の事項に

ついて意見交換等を行う。 

（１） 各業界等におけるバリアフリー観光の取組について 

（２） 本道におけるバリアフリー観光の進捗に関すること 

（３） その他バリアフリー観光の推進に関すること 

 

（構成） 

第３条 ネットワーク会議は、別表の構成員で構成する。 

２ ネットワーク会議には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 

３ ネットワーク会議には、必要に応じて構成員以外の者を参加させることができる。 

 

（任期） 

第４条 構成員の任期は、令和８年３月３１日までとする。 

 

（事務局） 

第５条 ネットワーク会議の事務局は、北海道経済部観光局におく。 

２ 事務局は、ネットワーク会議の運営等に係る事務を行うものとする。 

３ 事務局は、検討事項に関し必要に応じて関係機関と調整を行うものとする。 

 

（その他） 

第６条 このよう要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関して必要な事項

は、事務局が定める。 

 

    附 則 

   この要綱は平成３１年４月９日から施行する。 

   この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

   この要綱は令和３年４月１日から施行する。 
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バリアフリー観光推進ネットワーク会議開催要綱別表 

構成員 

 

 

 

 

 

 

区分 所属 備考 

有識者 
有限会社環工房   

福祉関係 
社会福祉法人北海道社会福祉協議会 バリアフリー観光推進検討会議委員（H29） 

宿泊関係 
北海道ホテル旅館生活衛生同業組合 バリアフリー観光推進検討会議委員（H29） 

交通関係 

北海道ハイヤー協会 バリアフリー観光推進検討会議委員（H29） 

北海道バス協会 バリアフリー観光推進検討会議委員（H29） 

北海道旅客鉄道株式会社   

旅行業関係 

日本旅行業協会北海道支部 バリアフリー観光推進検討会議委員（H29） 

ＨＫワークス株式会社   

空港関係 
北海道エアポート株式会社 令和２年度 第２回会議より参画 

ＤＭＯ 
北海道観光振興機構 バリアフリー観光推進検討会議委員（H29） 

行政 

北海道運輸局 観光部   

北海道運輸局 交通政策部   

北海道保健福祉部福祉局地域福祉課   

札幌市経済観光局観光・MICE推進部   

北海道経済部観光局観光振興課   
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バリアフリー観光推進方策 
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