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那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所 

   那覇国際通りしょうがい者・こうれい者観光案内所 



情勢分析① 国内・国外観光客相談件数（窓口・電話・メール・FAX） 
 観光客による相談は、平成２６年度は年間１３，７３６件（月平均１，１４４件）に対し、平成２７年
度は、これまでの６か月間で８，１０６件（月平均１，３５１）であった。ほぼ毎月１，０００を超える
相談件数であるが、平成２７年度はすべての月で前年度より増加している。 
今年度は過去最高の１５，０００件を上回る数が見込まれる。 

 
 平成１９年に国内初の知事による「観光バリアフリー」宣言を受け、那覇空港に国内初の案内
所を設置いたしました。また、２５年度には、那覇国際通りにも同案内所を開所し、しょうがい者・
こうれい者の観光案内（バリアフリー観光）を行ってきました。 

 昨年度は、両施設の総合利用者件数は、１万３千件におよび着実にしょうがい者・こうれい者
のバリアフリー観光に寄与してきたものと考えます。また、今年度沖縄観光は、訪日外国人の増
大で過去に類を見ない数値を推移し好調を維持しています。当案内所も同様にすべての数値で
前年度を上回る数値を示しています。その大きな要因は、訪日外国人も大きな要因ではありま
すが、しょうがい者・こうれい者の観光ニーズの変化や、案内所の認知が広がったものとも考え
ています。 

 通常は、年に一度のレポートでありましたが、今年度上半期のデーターをいち早く報告するこ
とが、今後の沖縄観光に少しでも役立つ事を願い、取り急ぎ関係者へ報告するとものです。同
時に当事務局の上半期、及びパラリンピックキャンプ誘致の取り組みの現状などご報告致しま
す。 
 
  



しょうがい者 こうれい者観光案内所 
（那覇空港・国際通り 沖縄バリアフリーツアーセンター） 

情勢分析② 国内観光客相談件数 
 平成２６年度は、年間１，７３１件（月平均１４４件）に対し、平成２７年度は、これまでの６か月間で１，１７７件
（月平均１９６件）と、約３割増しである。 

※具体的な相談とは、調査や手配などが必要な数値で、複数回のやりとりが必要な数。 

  

 
 

那覇空港・国際通り 
国内観光客内訳（件） 

■平成26年度 
■平成27年度 

情勢分析③ 国内観光客内訳 
 平成２７年度は、これまでの６か月間で「学校関係者（特別支援学校）」と「外国人関係」において平成２６年
度の数をすでに超えている。これは、秋にかけ増える修学旅行への準備や、外国人観光客の増加が影響し
ていると考えられる。また、高齢者による相談も年々増加傾向にあり、今年度も過去最高が見込まれる。 

障がい者の内訳は身体（車いす利用者）が最も多く、「車いすでも移動可能な観光地の紹介」や「車いす対応
トイレなどの情報提供」、「ケアサポーター派遣」などが主な相談内容である。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



  近年海外からの観光客が増加するなかで、外国人客へのバリアフリー観光情報の提供という面では不十分な
ものでありました。沖縄を訪れた海外の方がストレスなく安心して滞在できるサポートとして、那覇空港しょうがい
者こうれい者観光案内所（沖縄バリアフリーツアーセンター）は、今年度観光庁「訪日外国人旅行者向けユニバー
サルツーリズム情報発信事業」を受注し英語版WEBサイトのグランドオープンおよび情報冊子（アクセシブルオキ
ナワ）の発行をいたしました。 

 特に中国語圏や韓国などからの、観光バリアフリー環境の問い合わせが急激に増大しました。 

 今後は、同冊子の発刊や英語版WEBサイトのオープンもあり、問い合わせの増大が見込まれる。 

 

  
平成26年度 

沖縄県入域観光客統計 
 

沖縄県文化観光スポーツ 
観光政策課 

（平成27年 4月発表） 
 

 沖縄県文化観光スポーツ部が
発表した平成２６年度の入域観光
客数は前年より５８万９，６００人
（９．０％）増の７１６万９，９００人
で、２年連続で過去最高を更新し、
初の７００万人を突破した。 
 
 国内客は前年より２３万８００人
（５・１％）増の６１８万３，９００人で、
外国人観光客は前年より３５万８，
８００人（５７．２％）の大幅増で、９
８万６，０００人と、それぞれ過去
最高を記録した。 
 
 円安や航空路線の拡充、また 
クルーズ船の寄港回数増などが
寄与したと考えられる。 
 

※今年度は5月GW以上の利用が9月に見ることができる 
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 近年海外からの観光客が増加するなかで、バリアフリーインバウンドという新しい試みが模索さ
れております。 

 今回の英語版WEBサイトの作成および情報誌（アクセシブルオキナワ）の発行は、こうした流れに
ある観光庁「訪日外国人向けユニバーサルツーリズム情報発信事業」の一環でもあります。 

外国人の問い合わせの増大 

外国人向けのHPオープン・情報冊子の発行 

那覇空港しょうがい者 こうれい者観光案内所 
（沖縄バリアフリーツアーセンター） 

 
 

英語版WEBサイト（Accessible Travel Okinawa） 
アドレス：http://barifuri-okinawa.org/bfn/accessible_okinawa/index.html 
2015年9月24日 グランドオープン 
 

特徴： 
*スマートフォンやタブレット端末でも見やすいレスポンシブデザインを採用 
*緊急・医療情報等に加え、バリアフリー施設検索も可能 
*2020年オリンピック・パラリンピックを見据え、 
 運動施設のバリアフリー情報も掲載 

Accessible OKINAWA 
（バリアフリー情報冊子そらくる沖縄英語ダイジェスト版） 
発行日：2015年8月1日 １万５千部発行 
 

PDFダウンロード： 
 ①英語版WEBサイトのTourist Information Centerの頁最下段 
 ②当法人バリアフリーネットワーク会議の新着情報、 
   電子書籍（ライブラ）への直接リンク有り 
 
冊子郵送希望：那覇空港しょうがい者こうれい者観光案内所 
          電話またはメールでお問い合わせください（送料有料） 
特徴： 
*バリアフリー基本情報、本島・離島のバリアフリー施設情報を掲載 
 

the office in Naha Airport (Domestic) 
TEL: +81(0)98-929-1140 FAX:+81(0)98-857-9058 
ADD: Naha Airport Domestic Terminal 1F Arrival lobby. 
150, Kagamizu, Naha-shi, Okinawa, #901-0142 
Business hours: 10:00AM~6:00PM 

the office on Kokusai Street 
TEL: +81(0)98-860-8046 FAX: +81(0)98-860-8434 
ADD: Don Quixote Kokusai 5F, 2-8-19, Matsuo, 
Naha-shi, Okinawa, #900-0014 
Business hours: 11:00AM~6:00PM 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



しょうがい者 こうれい者観光案内所 
（那覇空港・国際通り 沖縄バリアフリーツアーセンター） 

情勢分析④ 外国人相談件数 
 

 平成２６年度は、年間１９２件（月平均１６件）に対し、
平成２７年度は、これまでの６か月間で４３５件（月平均
７３件）と、約４．５倍増加した。 

 平成２６年度の冬（１月～３月）にかけて徐々に増加の
傾向が始まったことがわかる。 
 

 

情勢分析⑤ 外国人授乳室利用数 
※那覇国際通り案内所には、要望の多かった授乳室と
一時預かり保育所を２６年度自主予算にて設置しました。 

 授乳室の利用は、平成２６年度の１５９件（月平均１３
件）に対し、平成２７年度は、これまでの６か月間で１６１
件（月平均２７件）と、約２倍に増加した。 
 

 *外国人観光客数が年々増加傾向にあること、また、
当案内所が外国人に人気の免税店内にあることが影響
していると考えられる。 

 *特に利用が多いのは、シーズン中の夏（７～９月）より
も冬から春過ぎにかけて（１～６月頃まで）であった。 

外国の方からの具体的な相談事例 
 

①県内在住の米国の方より車いすレンタルについて：観光客ではないがレンタル可能か→ 可能です 

②聴覚障がいだがバリアフリーダイビングできるところはあるか→ 「Ocean Gate：2万円～ マンツーマンダイビング」案内 

③チェアボート２台レンタル希望 

→当センターは1台のみレンタル可能なため、もう1台を無料で貸してくれる「波の上ビーチ」を案内。しかし、レンタル手続
き（事前に書類に記入等）を日本語で行う必要があり、英語がカタコトでも通じない場合は使用説明などが出来ない為不
可能とのこと。また、チェアボートを利用する際は1台につき最低2名は介助者が必要となる旨をメールで確認した。 

④外国人の子どもを一時預かりすることは可能か 

→基本的には可能であるが、アレルギーの有無など、事前のやり取りできちんと確認する必要がある。 
 

＊当日窓口で多い相談内容は、「周辺のビーチ情報」「観光地へのアクセス方法」「福祉車両の問合せ先」など。 

＊英語があまり通用しない観光客の場合は、「多言語コールセンター」や「空港スタッフ」、「コンベンションビューローのス
タッフ」などの協力を頂き対応。主な外国人観光客は、「中国（台湾）人」や「韓国人」などアジア系の出身が多い。 

 

情勢分析⑥ 授乳室利用者内訳 
 

 平成２６年度は外国人利用数が１７％
(約２割）に対し、平成２７年度は３１％（約
３割）と増加傾向にある。 
 

 *県外や海外のお客様の利用が７～８
割と多く観光客にとって便利なサービス
であると考えられる。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■平成26年度 
■平成27年度 

■平成26年度 
■平成27年度 



■本誌の特徴 

  2020年パラリンピック東京大会に向け、全国各地で様々な取り組み

が行われている中「そらくる沖縄」でも、昨年に引き続き、「障がい者ス
ポーツ」を取り上げました。 
 

 そして、今回のもう一つの特集は「修学旅行」です。 

沖縄観光の定番になりました美ら海水族館の「沖縄美ら海教育普及プロ
グラム」の紹介や「海のバリアフリー講習会」の普及活動、事前事後学習
支援といったバリアフリー修学旅行のヒントなどを紹介しています。 

 なかでも沖縄美ら海水族館の「触察プログラム」は、視覚的な展示が中
心になりがちな水族館で、標本や生体に実際に触れて観察できるため、
視覚障がいのある方も楽しめるプログラムです。 
 

 その他、「国立劇場おきなわ」や「イオンモール沖縄ライカム」へ実際に
体験・訪問し、その感想を紹介するなど、読者の方がよりイメージしやす
いような構成となっています。 

 

バリアフリー観光ガイド「そらくる沖縄」は、今年で９作目になります！ 

那覇空港しょうがい者 こうれい者観光案内所 
（沖縄バリアフリーツアーセンター） 

      今年も多くの企業や団体の皆様にご協賛をいただき、 
     掲載施設が増えましたこと編集スタッフ一同感謝申し上げます。 

 

そらくる沖縄Vol.9の内容は? 
 

①バリアフリー情報（バリフリーに対応した宿泊施設やオストメイト対応トイレ、ユニバーサルシート設置
施設、手帳割引など） *情報の確認、新たに追加 
 

②特集ページ（障がい者スポーツ・修学旅行・イオンモール沖縄ライカムなど）のボリュウームアップ。 
 

③「那覇市バリアフリー改装補助事業」について応募募集の詳細と、 
  昨年度バリアフリー改装を行った店舗を紹介。 
 

④宿泊・飲食事業者向けのアレルギー対応ご支援のワンストップ窓口として今年6月に設立された 
 「アレルギー対応 沖縄サポートデスク」について掲載。 
 

他、MAP＆観光施設情報、イベント情報など。 
また、バリアフリーツアーセンターでは、レンタル用品に 
水陸両用車イスの「バギー」が新たに仲間入りいたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



種類 種目 主催団体 開催期間 イベント名 
参加人数 

会 場 
県外 県内 

大会 
車いすツイン 
バスケッボール 

九州車椅子 
バスケットボール連盟 

6月27日～28日 
第27回九州車いすツイン 
バスケットボール選手権大会 

91名 13名 豊見城市民体育館 

種類 種目 主催団体 開催期間 イベント名 
参加予定人数 

会 場 
県外 県内 

合宿 陸上 日本パラ陸上競技連盟 

12月21日～27日 
(立位ブロック) 

12月23日～29日 
(投擲ブロック) 

2月末～3月 
(車いすマラソン) 

NF強化合宿 ３９名 １名 

立位ブロック 
会場：読谷村陸上競技場 

投擲ブロック 
 会場：沖縄市営陸上競技場 
車いすマラソン 
 会場：宮古島市 

大会 陸上 
ぎのわん車いすマラソン
大会実行委員会 

12月13日 
第27回ぎのわん 
車いすマラソン大会 

19名 220名 
宜野湾海浜公園 

昨年実績より 

平成２７年度 障がい者スポーツ合宿・大会実績（平成２７年４月～８月末） 
※参加人数は選手のみの人数 

平成２７年度障がい者スポーツ合宿・大会予定（平成２７年９月～平成２８年３月末） 
※参加人数は選手のみの人数補助員は含めていません。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 種類 種目 主催団体 開催期間 イベント名 
参加予定人数 

会 場 
県外 県内 

合宿 陸上 日本パラ陸上競技連盟 

12月21日～27日 
(立位ブロック) 

12月23日～29日 
(投擲ブロック) 

  (車いすブロック) 

NF強化合宿 ３９名 １名 

立位ブロック 
会場：読谷村陸上競技場 

投擲・車いすブロック 
 会場：沖縄市営陸上競技場 
 

大会 陸上 
ぎのわん車いすマラソン
大会実行委員会 

12月13日 
第27回ぎのわん 
車いすマラソン大会 

19名 220名 
宜野湾海浜公園 

昨年実績より 

個人 
合宿 

陸上 
サッカー等 

12月、１月、３月 ３０名 
宮古島市・宜野湾市 
浦添市・豊見城市等 

予算の関係上白黒印刷です。ご了承ください。HPでもアップしています。ご利用ください＾＾ 


