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すべての人に快適な宿泊を！
バリアフリーに関する専門セミナー

　東京都では昨年度に引き続き、宿泊施設の新たなバリアフ
リー化への取組みとして、高齢者や障害のある方など、あらゆ
る人が安全かつ快適に過ごしていただけるよう、宿泊事業者に
対して支援事業を実施しています。
　新たな顧客層のニーズを把握し、宿泊施設のバリアフリー
化を図ろうとする宿泊事業者に対してセミナーを開催します。
　今回は7月・8月・9月の3回分のご案内になりますが、順次
下記東京都産業労働局のホームページにて追加セミナーのご
案内をしていきます。（年度内に全10回程度の開催を予定）
　皆様からの積極的なご参加をお待ちしております。

日時

会場

対象

第4回：2022年7月25日（月）14:00～15:30
第5回：2022年8月30日（火）14:00～15:30
第6回：2022年9月28日（水）14:00～16:00
（オンライン接続可能開始時間 13:45～）
※お申し込み時に日にちをご選択ください。（複数選択可）

東京都内宿泊事業者、
建築・設計事務所、
備品製造事業者 対象

※お申込みいただいた方には、別途事務局
よりセミナー当日のアクセス用URLをお
送りします。
※視聴方法はzoomによるオンライン配信な
らびにYouTube LIVE配信となります。

セミナーのお申し込みはこちらから

https://questant.jp/q/2022seminar02

東京都 宿泊施設バリアフリー化促進セミナー

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
tourism/kakusyu/free2/

東京都産業労働局
主催

14:00
〜

15:30

村田 知之（一級建築士）
株式会社ＪＴＢアセットマネジメント
取締役 兼執行役員 空間創造事業部長

中規模宿泊施設のバリアフリー化改修事例について
・島しょ地域の宿泊施設改修事例
・浴室改修における段差課題のクリアの方法（事例紹介）

7月25日（月） プログラム（予定）

オンライン開催
※開催日前日までに申込時にご記入いただきました
　メールアドレスに視聴方法について、別途ご案内します。

都内事業者

定員 各回最大100名

費用 無料

セミナー
プログラム

第4回

（都内宿泊事業者、建築・設計事務所、）備品製造事業者など

東京都宿泊施設バリアフリー化促進事務局
株式会社JTB 東京交流創造事業室内
〒100-0004  東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1階
TEL：03－5539－5248　FAX：03－5539－5250
 E-mail：barrier-free@makesweb.com
営業時間：平日10:00～17:00  土日祝日休

問い合わせ先

宿泊施設の機能、デザインと融合したバリアフリー化改
修の提案を行っている。
2017年から東京都アクセシブル・ツーリズム推進相談
派遣事業相談員。
2019年から東京都宿泊施設バリアフリー化促進アドバ
イザー、セミナー講師を担当。

※各プログラムは予告なく変更となる場合があります。あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。

14:00
〜

15:30

小曽根 葵
株式会社７garden
ホテル事業部
ブランドマネージャー

ホテルヴィンテージ神楽坂の取組みについて
・誰もが快適に楽しめる空間づくりを目指して
・SNSを活用したモニター募集の事例

8月30日（火） プログラム（予定）第5回

ホテルヴィンテージ神楽坂の運営会社である株式会社
7gardenはテクノロジーとの融合により、立地、建物規
模においてバランスのとれた最適なホテルをゼロから
創っており、宿泊者の快適性とともに稼働率・コンバー
ジョンも高いホテル運営を目指し、ユニバーサルルームの
運用にチャレンジしている。

14:00
〜

16:00

野出木 貴夫（一級建築士）
公益社団法人・国際観光施設協会
副会長、ホテル都市分科会会長
ｎｙデザイン代表

ユニバーサルデザイン客室のススメ
・新電動車いす採用によるユニバーサルデザインの提案
・ホテル客室ドアのストレスフリーを目指して

9月28日（水） プログラム（予定）第6回

大手ゼネコンで建築設計に携わる。
特殊な車輪を装着した電動車いすにより、高齢者や車
いす利用者もストレスなくホテル館内・客室内を移動で
きると考え研究を行っている。
また、これまで防災上及び遮音性能確保のために重く
て開閉しにくいホテル客室の入口ドアを見直し、遅延閉
鎖型のドアクローザー、引き戸の自動化など施設の快
適性を追求している。

本セミナーでは、国交省の『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基
準（令和3（2021）年3月）』に記載されているドアクローザー（車椅子の通行に安全で
便利な機能：ディレードアクション付の例）について、国際観光施設協会 ホテル都市分
科会メンバー（リョービ株式会社担当者）と共に説明します。



第1回～第3回をご覧になりたい方は下記よりご覧頂けます。（YouTube限定配信）

昨年度実施分セミナー（第1回～第10回）をご覧になりたい方は下記よりご覧頂けます。（YouTube限定配信）

※第1回の前半部分は、公益財団法人 東京観光財団の宿泊施設バリアフリー化支援補助金担当者による「宿泊施設バリアフリー化支援補助金について（補助
金の申請方法について）」の映像をご覧いただけます。

宿泊施設バリアフリー化支援補助金について
（補助金の申請方法について）
公益財団法人 東京観光財団 観光産業振興部
観光インフラ整備課
宿泊施設バリアフリー化支援補助金担当者

宿泊施設の戦略的バリアフリー化について
・バリアフリー化の目的と現状理解
・バリアフリー化が経営戦略になる理由
・すぐに始められるバリアフリー化への7ステップ
廣村 順（一級建築士）
株式会社JTBアセットマネジメント
空間創造事業部 西日本営業所 リーダー

https://youtu.be/1wfPRBFcPIk

（ ）
第1回
実施分
5月26日
配信分

すぐに始められる宿泊施設のバリアフリー化
・なぜ今、宿泊施設のバリアフリー化が必要なのか？
・バリアフリー化の改修ポイント～バリアフリー化は難しくない！
・バリアフリーの情報発信について
廣村 順
株式会社JTBアセットマネジメント
空間創造事業部 空間事業課 リーダー

https://youtu.be/LVerEDBGAWs
（ ）
第1回
実施分
2021年
6月9日
配信分

一級建築士による
「補助金活用ホテルの改修事例」について
・客室の全面改修事例（ビフォーアフター）
・客室改修後の情報発信について
末永 浩一
アビリティーズ・ケアネット株式会社
一級建築士事務所 バリアフリー設計研究所 所長

https://youtu.be/dpv2kev5Rh4

（ ）
第6回
実施分
2021年
10月27日
配信分

一級建築士による
「島しょ地域から見る小規模宿泊施設の
バリアフリー化について」
・小規模宿泊施設のバリアフリー化のポイント
・島しょ地域のバリアフリー化の特徴と課題
・島しょ地域のバリアフリー化の事例紹介
村田 知之
株式会社JTBアセットマネジメント
取締役 兼執行役員 空間創造事業部長

https://youtu.be/GMCMta0Yqz0

（ ）
第8回
実施分
2021年
12月17日
配信分

「補助金を活用したホテルの改修事例」について
～ホテルヴィンテージ神楽坂の例～
・客室のバリアフリー化改修事例（ビフォーアフター）
・客室改修後の情報発信について
平野 錠二
空間工房イアニス 一級建築士事務所
主宰、一級建築士

https://youtu.be/z8eZ-XFw4ys

（ ）
第9回
実施分
2022年
1月25日
配信分

今後の宿泊施設に求められるバリアフリー化について
・なぜバリアフリー化に取り組むべきなのか？
・バリアフリー化に携わった建築士からの提言
村田 知之
株式会社JTBアセットマネジメント
取締役 兼執行役員 空間創造事業部長
末永 浩一
アビリティーズ・ケアネット株式会社
一級建築士事務所 バリアフリー設計研究所 所長

https://youtu.be/HYowbIipXHc

（ ）

京王プラザホテルの取組について
・すべてのお客様への対応をめざしたユニバーサルルーム
・ユニバーサルルームの情報発信
中村 さおり
京王プラザホテル 宿泊部 客室支配人

https://youtu.be/G0fGr5GkLOQ
（ ）
第7回
実施分
2021年
11月26日
配信分

宿泊施設のバリアフリー化のポイントについて
・宿泊施設のバリアフリー化促進のポイント
・バリアフリー化改修提案事例
・バリアフリー化促進の建築士としての役割と責任
村田 知之
株式会社JTBアセットマネジメント
取締役兼執行役員 空間創造事業部長

https://youtu.be/f2dNsEYYXDI
（ ）
第2回
実施分
2021年
6月23日
配信分

一級建築士による
宿泊施設バリアフリー化の7ステップ
・すぐに始められる宿泊施設のバリアフリー化対応
・東京パラリンピックでのボランティアをとおして学んだこと
　～“無関心”を“自分ごと”に！！
廣村 順
株式会社JTBアセットマネジメント
空間創造事業部 空間事業課 リーダー  

https://youtu.be/11CJZ4LtIas

（ ）
第4回
実施分
2021年
9月29日
配信分

車椅子トラベラーから見たホテルのバリアフリー
・“車椅子で世界一周”の体験者から見た日本のホテルについて
・車椅子利用者の日常生活について
三代 達也
車椅子トラベラー（Wheelchair Traveler） 

https://youtu.be/YnVTOFLkuLo
（ ）
第5回
実施分
2021年
10月13日
配信分

高齢者・障害者の身体特性と接遇のポイントについて
・様々な障害について（障害を知る）
・障害のある方が望む宿泊施設の対応について
・宿泊施設における接遇とハード面のポイント
・アクセシブルツーリズム（ユニバーサルツーリズム）の普及に
　向けて
佐藤 一仁
アビリティーズ・ケアネット株式会社 バリアフリー課 課長
石橋 克哉
NPO法人 日本アビリティーズ協会

https://youtu.be/DTzAlk62thY

（ ）
第3回
実施分
2021年
7月14日
配信分

アクセシブル・ツーリズムの可能性について
・ポテンシャルが高い高齢者・障がい者の旅行市場
・潜在需要をバリアフリー化で掘り起こす！
長橋 正巳
特定非営利活動法人ユニバーサルツーリズム総合研究所
理事長  代表研究員

https://youtu.be/pP09oL6GZs4
（ ）
第2回
実施分
6月15日
配信分

ココロのバリアフリー計画について
・ココロのバリアフリー計画とは？
・車いす生活の当事者から宿泊施設に求めるバリアフリー
池田 君江
認定NPO法人ココロのバリアフリー計画
理事長

https://youtu.be/vnt9SXMmheM
（ ）
第3回
実施分
6月28日
配信分

第10回
実施分
2022年
2月9日
配信分


