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日本バリアフリー観光推進機構
全国のサポート団体が鹿児島に集結。
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「感幸維新！ひっとべかごしま」

第8回バリアフリー観光推進全国フォーラム

かごしま大会

入場
無料

7/6（金）

2018

開場

9:30

▶

16:30

会場：かごしま県民交流センター

多目的大ホール２Ｆ

〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町 14-50

☎ 099-221-6600

※どなたでも参加できます。

▼午前の部

基調講演：NPO 法人 PADM 代表 織田 友理子
講
演：国土交通省観光庁（予定）

▼午後の部

バリアフリー観光
トークセッション

先進地事例発表

▶全国ツアーセンター PR ブース
▶物産品販売・観光 PR ブース
▶電動車いす体験コーナー など

※参加人数を把握をするため、裏面の申込書及びメールでお申込み下さい。
主催：特定非営利活動法人 日本バリアフリー観光推進機構
主管：特定非営利活動法人 かごしまバリアフリーツアーセンター
第 8 回バリアフリー観光推進全国フォーラムかごしま大会実行委員会
共催：特定非営利活動法人 ｅワーカーズ鹿児島

お問合せ先

（参加申込み）

特定非営利活動法人

後援：国土交通省観光庁（予）・鹿児島県・KTS・MBC・KKB・NHK 鹿児島放送局・
南日本新聞社・鹿児島市・姶良市・指宿市・伊佐市・霧島市・曽於市・鹿屋市・志布志市・
南さつま市・西之表市・東串良町・錦江町・南大隅町・中種子町・南種子町・屋久島町・
姶良市教育委員会・霧島市教育委員会・西之表市教育委員会・公益社団法人 鹿児
島県観光連盟・公益財団法人 鹿児島観光コンベンション協会（順不同）

かごしまバリアフリーツアーセンター

〒899-5223 姶良市加治木町新生町 187-1

第 8 回バリアフリー観光推進全国フォーラムかごしま大会実行委員会

加治木近隣センター 101-B

TEL：0995-73-3678

FAX：0995-62-3331

■日本バリアフリー観光推進機構 加盟団体・全国22団体
全国のバリアフリー観光地にそれぞれの相談センターが開設されています。相談センターは、
それぞれ非営利のＮＰＯ団体や地域の公的組織によって運営されています。
各地相談センターは、サポート団体がパーソナルバリアフリー基準によって調査したバリアフリ
ー情報を管理し、
『 旅のカルテ』
システムによって他の相談センターとネットワークされています。
日本バリアフリー観光推進機構（東京）

① 北海道
カムイ大雪バリアフリーツアーセンター
TEL 0166-38-8200 FAX 0166-38-8211
http://www.kamui-daisetsu.org

TEL 03-6380-0745
FAX 03-6380-0746
http://barifuri.jp

② 秋田

③ 宮城

秋田バリアフリーツアーセンター
TEL 018-838-4188
http://www.akitafan.com/member/barifuri

バリアフリー・インバウンドの相談窓口

アクセシブルトラベル JAPAN

TEL 03-6380-6855 FAX 03-3355-7289
http://accessible-japan.jp

⑫ 兵庫
しゃらく
TEL 078-735-0613 FAX 078-735-0164
http://www.123kobe.com

⑬ 鳥取
山陰バリアフリーツアーセンター／鳥取支部
トラベルフレンズ・とっとり
TEL 070-5675-4483 FAX 0857-20-0590
http://tottori-hohoho.net

仙台バリアフリーツアーセンター
TEL 022-726-7503 FAX 022-726-7289
http://sendaibftc.info

④ 山形

⑤ 福島

山形バリアフリー観光ツアーセンター
TEL 0238-40-8981 FAX 0238-40-8982
http://www.yamagata-bftc.jp

ふくしまバリアフリーツアーセンター
TEL 024-531-7382 FAX 024-531-7382
http://www.fukushima-bftc.jp

⑧ 石川
⑥ 東京

石川バリアフリーツアーセンター
TEL 076-255-3526 FAX 076-255-3526
http://ibarifuri.com

東京バリアフリーツアーセンター

⑦ 東京
高齢者・障がい者の旅をサポートする会
TEL 070-5081-7404 FAX 03-3716-8505
http://www.tabisupport.org

⑭ 島根
松江／山陰バリアフリーツアーセンター
TEL 0852-27-0915 FAX 0852-28-1116
http://tekuteku-sanin.com

⑨ 静岡
伊豆バリアフリーツアーセンター
TEL 0558-76-1630 FAX 0558-76-6262
http://bf-ud.com

⑰ 愛媛
四国バリアフリーツアーセンター
TEL 0897-32-7616 FAX 0897-32-7616
（Facebookのみ）

⑩ 愛知
チックトラベルセンター ハートTOハート
TEL 052-222-7611 FAX 052-212-2778
http://www.tictravel.co.jp

⑱ 福岡

⑪ 三重

バリアフリーネットワーク九州会議
TEL 092-411-2200 FAX 092-411-2200
http://barifuri-kyuusyuu.org/bfnks/bfnks-index.html

伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
TEL 0599-21-0550 FAX 0599-21-0585
http://www.barifuri.com

㉑ 鹿児島

⑲ 佐賀

⑮ 広島

かごしまバリアフリーツアーセンター
TEL 0995-73-3678 FAX 0995-62-3331
http://kagoshima-barrierfree.com

佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター
TEL 0954-42-5126 FAX 0954-42-0361
http://ud-uresino.org

呉バリアフリーツアーセンター
TEL 080-6345-5435 FAX 0823-21-7667
http://www.kuresc.net/ut/

㉒ 沖縄

⑳ 大分

⑯ 広島

沖縄バリアフリーツアーセンター
TEL 098-858-7760 FAX 098-857-9058
http://barifuri-okinawa.org/BFtourcenter/

別府・大分バリアフリー観光センター
TEL 090-6633-4882 FAX 0977-24-4249
http://barifuri-oita.com/

広島バリアフリーツアーセンター
TEL 082-296-7011 FAX 082-296-7011
http://midori-gr.com/barrierfree/

第8回バリアフリー観光推進全国フォーラムかごしま大会・参加申込み書
お申込み先：FAX 0995−62−3331又はkagoshima.btc@gmail.comまで
参

加

午前の部

午後の部

※ご参加できる時間帯に○をお付けください。

代表者名
住

所

連絡先
参加者名

TEL
FAX

E-mail

