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Identity 申請者
1.

Name and Country of the territory 申請者の名称と国

Oki Islands UNESCO Global Geopark, Japan
隠岐ユネスコ世界ジオパーク（日本）
2. Name of the Management Body 運営組織の名前
Oki Islands UNESCO Global Geopark Promotion Committee
隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会
Asia Pacific
アジア太平洋地域

Region: 地域：

Japan
日本
81-8512-3-1321
08512-3-1321

Country: 国：
Telephone: 電話番号：

81-8512-3-1322
08512-3-1322

Fax: ファクス：

info@oki-geopark.jp

Email: Eメール：
3. Address of the Management Body 申請者（機関）の住所
24 Shioguchi, Okinoshima-cho, Oki-gun, Shimane-ken 685-8601, JAPAN
〒685-8601 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
4.

Size of Territory and Geographical Coordinates 申請地域の面積と地理的座標

Size in km² 面積 （km

2）

Geographical Coordinates 座標
5.

673.5 km²
36°11′N 133°9′E
北緯 36°11′ 東経 133°9′

Contact Persons 問い合わせ先

Management Body Director
事務局長

Kazuhiro Nobe (Office Head)
野辺 一寛（事務局長）

Geoscientist
地質学者

Masanori Hirata (Researcher)
平田 正礼（研究員）

Specialist on Regional Development
地域振興の専門家

Nobuo Matoji (Planning Staff)
的地 伸夫（企画員）

Submitted by: 提出元：
Name 名前

Position 所属

Kohsei Ikeda 池田 高世偉

President 会 長

Signature 署名

Date 日付
27-Jan-17

Overview 概要
Category
カテゴリー
Geology and
I Landscape
地質・地形・景観
Territory
1.1
地域
Geoconservation
1.2
地質保全
Natural and Cultural
1.3 Heritage
自然遺産、文化遺産
Management
II. Structure
運営組織
Interpretation and
Environmental
III
Education
情報と環境教育
Geotourism
IV
ジオツーリズム
Sustainable Regional
Economic
V
Development
持続可能な地域経済
Total
合計

Weighting
重み係数

Self-Assessment
自己採点(申請時)

(%)

Jan-17

Self-Assessment
(revised)
自己採点（改正）
Aug-17

5

4.7(940/1000)

4.7(940/1000)

20

17(850/1000)

19(950/1000)

10

9.5(950/1000)

9.5(950/1000)

25

22.3(890/1000)

21.8(870/1000)

15

13.2(880/1000)

14(930/1000)

15

13.2(880/1000)

13.5(900/1000)

10

10(1000/1000)

9(900/1000)

100

89.9

91.4

EVALUATORS VERIFICATION 審査員
Name 名前

Position 所属

Date 日付

Position 所属

Date 日付

Signature 署名

Name 名前

Signature 署名

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.1 Territory 地域

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

1. Territory 地域
1.1 Geosite list ジオサイトの一覧
List of “Geosites” located within the territory identified for use (Please provide a geosite list)
地域内にあって、活用されている「ジオサイト」の一覧（ジオサイト一覧を別途添付のこと）
20 “Geosites” or more
「ジオサイト」が20以上

100

40 “Geosites” or more
「ジオサイト」が40以上

200

200

Maximum Total
合計の上限

200

200

1

There are 74 'Geosites'.
ジオサイトは74ヵ所あります。

＞Appendix 2: Geosite List

2 Geodiversity 地質多様性
Four geological periods are represented: the Triassic, the Paleogene, the Neocene and the Quaternary. (if
including zircon found in Oki Gneiss, six geological periods are represented)
2 三畳紀、古第三紀、新第三紀、第四紀の4つの時代が見られます。
ただし、隠岐片麻岩に含まれるジルコンの年代を入れると6つの年代が見られます。
＞Appendix 3: Geological Period List

How many geological periods are represented in your area? (10 points each, maximum 100 points)
(Please provide a list)
2.1
申請地域には、地質年代区分上のいくつの「紀」が地質体として見られますか。（それぞれの紀につき各10
点、最大100点まで）（一覧を別途添付のこと）

100

40

How many clearly defined rock types are represented in your area? (10 points each, maximum 100
points) (Please provide a list)
2.2
申請地域には、はっきりと異なった岩石がいくつ見られますか。（それぞれの岩石につき各10点、最大100
点まで）（一覧を別途添付のこと）

100

100

3

20 rock types are represented.
20の岩石タイプが見られます。 ＞Appendix 4: Rock Types List

How many distinct geological or geomorphological features are present within your area? (10 points
each, maximum 100 points) (Please provide a list)
2.3
申請地域には、地質学的、地形学的にはっきりした特徴がいくつありますか。（それぞれの特徴につき各
10点、最大100点まで）（一覧を別途添付のこと）

100

100

4

There are 27 distinct features present.
27のはっきりとした特徴が見られます。 ＞Appendix 5: Geo Features List

300

240

Maximum Total
合計の上限

3

Public Interpretation of the Geopark’s sites of interest
ジオパークの興味深いサイトにおける一般向け説明案内

Number of sites with public Interpretation (trails, interpretation panels or leaflets) (Please provide a
3.1 list)
一般向けの説明案内があるサイトの数（散策路、説明案内板、リーフレット）（一覧を別途添付のこと）
5-10
5-10ヶ所
10-20
10-20ヶ所
20 or more
20ヶ所以上

3.2

Geosites of scientific importance (Please provide a list)
科学的に重要なサイト（一覧を別途添付のこと）

> 25 %
25 %以上

40
80

120

120

40

40

By 2017, 109 interpretation panels were installed (including panels at 42 geosites). 25 geosites are on walking
trails and 35 are introduced in the guide map.
5
2017年までに、42ヵ所のジオサイトを含む109ヶ所に説明看板を設置し、25ヶ所のジオサイトが散策路に含まれ、
35ヶ所をガイドマップで紹介しています。 ＞Appendix 6: Public Interpretation List

6

There are 53 geosites (71.6% of all) of scientific importance.
科学的に重要なジオサイトは53ヵ所（71.6％）あります。 ＞Appendix 7: Area Specific List

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.1 Territory 地域

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

3.3

Geosites used for education (Please provide a list)
教育用のサイト（一覧を別途添付のこと）

> 25 %
25 %以上

40

40

6

There are 49 geosites (66.2% of all) used for education.
教育用のジオサイトは49ヵ所（66.2％）あります。 ＞Appendix 7: Area Specific List

3.4

Geosites used for geotourism (Please provide a list)
ジオツーリズムに利用されているサイト（一覧を別途添付のこと）

> 25 %
25 %以上

40

40

6

There are 55 geosites (74.3% of all) used for geotourism.
ジオツーリズムに利用されているジオサイトは55ヵ所（74.3％）あります。

40

40

7 隠岐ジオパークでは、ジオサイト以外に11ヶ所の生物サイトと24ヶ所の文化サイトを設けています。

Non-geological sites used by the Geopark (intergraded in Geoparks'
activities) (Please provide a list)
3.5
ジオパークに利用されている地質的要素の無いサイト（ジオパーク活動に
組み込まれているサイト）（一覧を別途添付のこと）

＞Appendix 7: Area Specific List

In Oki Islands Geopark there are 11 natural and 24 cultural sites.
＞Appendix 7-2: Area Specific List

Maximum Total
合計の上限

200

200

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.1 Territory 地域
4

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Reason for scoring
採点根拠

Comparison to UNESCO Global Geoparks (select one from the following options)
既存のユネスコ世界ジオパークとの比較（以下のものから一つ選んでください）

4.1

There is no comparison with any other UNESCO Global Geopark
既存のユネスコ世界ジオパークと同種のものはない。

300

4.2

There is another UNESCO Global Geopark with comparable geology
同種の地質学的特徴を持つユネスコ世界ジオパークが存在する。

200

There is another UNESCO Global Geopark with comparable geology or infrastructure in the same
4.3 country
国内に、同種の地質学的特徴や設備を持つユネスコ世界ジオパークが存在する。

4.4

Material
Number
資料番号

100

There is another UNESCO Global Geopark with comparable geology or infrastructure in the same
country’s geographical region (Clarification in time and distance)
国内の同じ地方に、同種の地質学的特徴や設備をもつユネスコ世界ジオパークが存在する。（お互いの場
所を行ききする際の所要時間と距離を明記のこと）

Maximum Total
合計の上限

Please provide lists and details as a separate
annex referring to the corresponding item
numbers
一覧や詳細は、対応する項目の番号を明記して、別
途、添付資料として提出すること。

Territory Subtotal
「地域」の小計

300

50

300

Maximum
points
得点の
上限

1000

300

Self
Assessment
自己採点

940

8 ＞Comparison to other UNESCO Global Geoparks 既存のユネスコ世界ジオパークとの差異

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.2 Geological Conservation 地質保全

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Inventory and significance of the geosites that can be found in your area
(SELF AWARDED total cannot exceed 300)
1
申請地域内のジオサイトの概要と特徴（自己採点合計は300点を越えることはでき
ません）
Three geosites are of international significance: Oki Gneiss at Chōshi Dam, Mantle Xenolith on Kuroshima Island and Kuniga Coast
At least one geosite of international geological significance. (100 for each)
(Give
1.1 a list and justification)
世界的に重要な地形・地質をもつジオサイトが最低でも1か所ある。（各ジオサイトにつき100
点）（一覧と詳細を別途添付のこと）

1.2

At least five geosites of national significance (Give a list and justification)
国内でも重要なジオサイトが最低でも5か所ある。（一覧を別途添付のこと）

At least 20 geosites of educational interest and used by schools and universities (Give
a list and justification)
1.3
教育的意義があり、学校教育や大学で利用されているジオサイトが最低でも20か所ある。
（一覧を別途添付のこと）

160

160

9 seen from Akao Lookout.
下記の3ヵ所のジオサイトがあります。
10 銚子ダムの隠岐片麻岩、黒島のマントルゼノリス、赤尾展望所から見た国賀海岸
＞Appendix 1: 該当部分

100

100

100

100

＞Appendix 8: Inventory and significance List

Five geosites are of national significance: Dōzen Caldera seen from Mt. Akahage, Tokage-iwa (Lizard-shaped Rock), Fukuura
9 Tunnels, Kishihama Pass Obsidian Outcrop and Misaki Explosion Crater.
下記の5ヵ所のジオサイトがあります。
10 赤ハゲ山から見た島前カルデラ、トカゲ岩、福浦トンネル、岸浜峠の黒曜石、岬の爆裂火口
＞Appendix 1: 該当部分 ＞Appendix 8: Inventory and significance List

6

There are 49 geosites of this type.
ジオサイトは、49ヵ所あります。 ＞Appendix 7: Area Specific List

The geosites are being monitored utilizing Geosite List and geosites' records. There are currently 2 geosites' records created, and

1.4

Do you have a geosites' database for the Geopark? (Please give details)
ジオサイトのデータベースはありますか。（詳細を別途添付のこと）

50

50

11 there are plans to create 74 in the future.
12 ジオサイトのデーターベースおよびジオサイトカルテを作成し、ジオサイトのモニタリングを行っています。ジオサイトカルテは、７月までに２ヵ
13 所作成し、今後、ジオサイトを中心に７４ヵ所を作成予定です。
＞Appendix 9: Geosite Map

1.5

Do you have a geosites' map for the Geopark? (Please give details)
ジオサイトを示した地図はありますか。（詳細を別途添付のこと）

Maximum Total
合計の上限

50

50

300

300

＞総合サイトリスト

＞ジオサイトカルテ（銚子ダムの隠岐片麻岩）

11 ＞Appendix 9: Geosite Map

Strategy and legislation to protect against damage of geological sites
and features (one answer only)
2
地質学的サイトやその特徴の損傷を予防する戦略と法律（１つだけ選んでくださ
い）
2.1

The entire territory has legal protection because of its geological values
申請地域全体が地質学的価値のために法令で保護されている。

Part of the area is protected by law for its geological interest (Please refer to which
2.2 part and why)
一部の区域が地質学的価値のために法令でほどされている。（区域と理由について記入）

2.3

Prohibition of destroying and removing parts of the geological heritage
地質遺産の破壊や持ち去りが禁止されている。

Maximum Total
合計の上限

300

150

Collection of earth and sand and overexploitation of plants and animals are being regulated by environmental conservation
14 ordinances of the national park and Okinoshima Town in some areas of the Geopark.
15 ジオパークエリア内の一部において、国立公園および隠岐の島町の環境保全条例によって、土砂の採取（や動植物の乱獲）が規制されてい
ます。
16 ＞Appendix 10: Geosite Conservation List ＞Appendix 11: Daisen-Oki National Park (Oki Islands Area)、
＞隠岐の島町の環境保全条例、隠岐の島町環境保全林の保全及び整備に関する条例、島根県の環境基本条例、海士町環境美化条例

150

100

Collection of earth and sand is being regulated by environmental conservation ordinances of the national park and Okinoshima
14 Town in some areas of the Geopark. Information about the prohibition of collection is included in signboards and other Geopark
ジオパークエリア内の一部に
15 publications.
おいて、国立公園および隠岐の島町の環境保全条例によって、土砂の採取が規制されています。
16 ＞Appendix 10: Geosite Conservation List ＞Appendix 11: Daisen-Oki National Park (Oki Islands Area)、
＞隠岐の島町の環境保全条例、隠岐の島町環境保全林の保全及び整備に関する条例、島根県の環境基本条例、海士町環境美化条例

300

250

150

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.2 Geological Conservation 地質保全
3

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

How are the geosites protected against misuse and damage?
ジオサイトは不正利用や損傷からどのように保護されていますか。

General announcement of regulations to prevent misuse and damage in the entire
3.1 Geopark area
不正利用や損傷を防ぐための規制を広く告知している。
Announcement of regulations to prevent misuse and damage at individual sites of the
3.2 Geopark
ジオパークの個々のサイトにおける不正利用や損傷を防ぐための規制を告知している。

3.3

Points
Available
得点

Use of observation posts, guarding and patrolling by wardens
監視所を設置し、監視員による監視や巡回を行っている。

Provision for enforcement of regulations (no digging and collection) on the website, in
3.4 flyers, etc.
ウェブサイトやチラシ等で、採掘禁止や採集禁止の規制の執行を記載している。

Regulations indicated on the homepage, the general information signboards and in pamphlets (Geopark Guide Map), etc.
＞見どころマップ、ＨＰ、看板

17 HP、総合案内看板、パンフレット（見どころマップ）などに掲示しています。

100

100

50

50

17

60

60

In October 2013 Daisen-Oki National Park Oki Ranger Station was established in Okinoshima Town. Patrols are carried out
periodically by the Active Park Rangers. Inspections and patrols of the national park area are also delegated to Natural Park
18 Advisers.
19 ２０１３年１０月、隠岐諸島（隠岐の島町）に大山隠岐国立公園－隠岐管理官事務所が設置され、定期的に管理官及びアクティブレンジャー
20 がパトロールを行っています。また、自然観察指導員に国立公園の監視と巡回を委託しています。
＞自然公園指導員設置要綱、リスト、報告書 ＞島根県自然保護レンジャー設置要綱、リスト、報告書 ＞大山隠岐国立公園浄土ヶ浦園
地の保全に関する協定書

40

40

17 HPやパンフレット（見どころマップ）に記載しています。

Offering collecting of geological specimens under supervision at selected sites
3.5 (clarification)
区域をさだめ、管理を行って地質標本採取を許可している。（区域を明記）

40

40

Maximum Total
合計の上限

200

200

Regulations are indicated on the signboard at geosites which have a signboard.
サイト看板が設置してあるジオサイトでは、サイト看板に掲示しています。 ＞見どころマップ、ＨＰ、看板

They are stated on the website and in the pamphlets (Geopark Guide Map).
＞見どころマップ、ＨＰ、看板

14
15
16
21

Controlled collection of geological specimens is allowed in the geopark areas which are included in the national park area, and
those established by environmental conservation ordinances. Mining and collection of geological specimens in the natural park area
is prohibited according to the Natural Parks Act, but collection of geological specimens is allowed for research purposes.
ジオパークエリア内の国立公園区域および環境保全条例で定めている区域において、管理を行い地質標本の採取を許可しています。自然
公園区域では、自然公園法によって採掘や採取が禁止されていますが、研究目的のみについて地質標本採取を許可しています。
＞Appendix 10: Geosite Conservation List ＞Appendix 11: Daisen-Oki National Park (Oki Islands Area)、
＞隠岐の島町の環境保全条例、隠岐の島町環境保全林の保全及び整備に関する条例、島根県の環境基本条例、海士町環境美化条例
＞自然公園法、国立公園における届出・申請：特別地域（特別保護地区、海域公園地区）内 鉱物の掘採（土石の採取）許可申請書

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.2 Geological Conservation 地質保全

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

What measures are taken to protect geosites and infrastructure from
damage and natural degradation?
4
損傷や自然劣化からジオサイトとインフラを保護するため、どんな措置が行われて
いますか。

4.1

4.2

Regular maintenance and cleaning (Please give details. How often are they checked?)
定期的なメンテナンスと清掃。（どれぐらいの頻度で行っているか、詳細を記すこと。）

Conservation measures (Please give details)
保全対策（詳細を別途添付のこと）

60

70

Protective measures (preparation, sealing to avoid natural degradation) (Please give
4.3 details)
保護対策（自然劣化防止用の処理、シーリングなど）（詳細を別途添付のこと）

Maximum Total
合計の上限
Geoconservation
Subtotal
「地質保全」の小計

60

70

70

70

200

200

Maximum
Self
points
Assessment
得点の
自己採点
上限
1000
950

Regular maintenance and cleaning is conducted in cooperation with local administration (each municipality and the respective
tourism associations). The frequency varies between areas and tourism seasons, but on average, mowing grass, picking up
garbage and beach cleaning of the geosites takes place three times a year, and cleaning of public restrooms once a week.
Moreover, whenever damage or insufficient cleaning of the geosites is reported, additional repair and cleaning activities are
20 conducted.
定期的なメンテナンスと清掃は行政（各町村や観光協会）と連携して行っている。観光シーズンや地域によって回数の増減はあるが、ジオサ
22 イトの草刈り、ごみ拾い、海岸清掃を平均年3回、公衆トイレの清掃を平均週1回行っている。また、ジオサイトの破損や汚れている等の連絡
があった場合、その都度、修繕・清掃を行っている。
＞大山隠岐国立公園浄土ヶ浦園地の保全に関する協定書 ＞自然公園施設管理委託契約書、大満寺山登山道整備清掃活動費補助金
交付決定について

14
15
16
21
23
24
25
26

Some coastal areas of the Oki Archipelago were designated a part of Daisen-Oki National Park in 1963. Shirashima Coast, Kuniga
Coast, Sekiheki (Red Cliff), Norita-no-hana and Fuse Coast feature unique geology and minerals and have been designated as
places of scenic beauty and natural monuments. Furthermore, Ordinances for the Protection of Cultural Properties have been put
into place in all four municipalities of the Oki Islands. The Daisen-Oki National Park Oki Ranger Station has also been independently
creating records for the national park facilities and utilizes them for monitoring purposes.
1963年に隠岐諸島の海岸付近一帯が大山・隠岐国立公園に指定されており、白島海岸、国賀海岸、赤壁、海苔田ノ鼻、布施海岸の5地域
は、地質または鉱物の分野で名勝あるいは天然記念物に指定されています。また、隠岐４町村においては、文化財保護条例を制定していま
す。さらに、隠岐管理官事務所では、独自に国立公園の施設カルテを作成し、モニタリングを行っています。
＞Appendix 10: Geosite Conservation List ＞Appendix 11: Daisen-Oki National Park (Oki Islands Area)、
＞隠岐の島町の環境保全条例、隠岐の島町環境保全林の保全及び整備に関する条例、島根県の環境基本条例、海士町環境美化条例
＞自然公園法、国立公園における届出・申請：特別地域（特別保護地区、海域公園地区）内 鉱物の掘採（土石の採取）許可申請書 ＞
Appendix 12: Natural Heritage List ＞未来に伝えよう文化財 ＞４町村の文化財保護条例 ＞大山隠岐国立公園 隠岐管理官事務
所 施設カルテ

Apart from protective measures such as prohibition of the collection of specimens or set legal restrictions, removal of vegetation and
wire netting used in greening construction method for slope faces were conducted as a measure to prevent the deterioration of
outcrops. During road construction etc., wire netting which provides a base for vegetation and conceals the uncovered outcrops is
installed as a measure of landscape preservation. However, this method contributes to rock degradation, as plant roots grow and
weaken the rock. To avoid this, the outcrops of Oki gneiss on the of Chōshi Dam have become an experimental area where the
greening method was discontinued, and a part of a cliff was polished and dirt was removed as a method to prevent deterioration.
採集禁止や法的な制限の設定以外の現地保全の方策として、岩石露頭の劣化対策がある。銚子ダムの湖畔にある隠岐片麻岩の露頭は、
前回の審査時に現地に掛っていた金網を取り払った。これは元々植生を定着させて、削った後の露頭を隠す、景観保全上の処置に使ってい
たものである。植生が定着せず、固定していた土も剥げた状態で長らく放置されていた。2013年度中に撤去がおこなわれ、また、崖の一部を
研磨し、鏡面仕上げすることで、汚れの付着を防ぎ、手で一拭きするだけで常に割ったばかりの状態の面を観察できるようにしている。これ
は、元々密度が高く頑丈で、風化よりも苔の被覆や地衣類、バクテリアマットの付着が主な汚れの原因であった片麻岩だからこそ摘要できる
手法である。

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.3 Natural and Cultural Heritage 自然遺産、文化遺産

1

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Natural Rank (SELF AWARDED total cannot exceed 300)
自然遺産の格付け（自己採点合計は300点を越えることはできません。）

International designation in part of the Geopark territory (except World Heritage Sites and Biosphere
Reserves) (Please give a list and justification)
1.1
ジオパークのエリア内に、国際的に認定された地域がある。（世界遺産と生物圏保護区を除く）（一覧と詳細を
別途添付のこと）
1.2

National designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
ジオパークのエリア内に、国内で認定された地域がある。（一覧と詳細を別途添付のこと）

1.3

1.4

250

150

150

Regional designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
ジオパークのエリア内に、地域（県）で認定された地域がある。（一覧と詳細を別途添付のこと）

75

75

Local designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
ジオパークのエリア内に、地域（市町村）で認定された地域がある。（一覧と詳細を別途添付のこと）

50

50

300

275

Maximum Total
合計の上限
2

Points
Available
得点
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Cultural Rank (SELF AWARDED total cannot exceed 300)
文化遺産の格付け（自己採点は300点を越えることはできません。）

International designation in part of the Geopark territory (except World Heritage Sites) (Please give a
2.1 list and justification)
ジオパークのエリア内に、国際的に認定された地域がある。（世界遺産を除く）（一覧と詳細を別途添付のこと）

2.2

National designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
ジオパークのエリア内に、国内で認定された地域がある。（一覧と詳細を別途添付のこと）

2.3

2.4

250

150

150

Regional designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
ジオパークのエリア内に、地域（県）で認定された地域がある。（一覧と詳細を別途添付のこと）

75

75

Local designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
ジオパークのエリア内に、地域（市町村）で認定された地域がある。（一覧と詳細を別途添付のこと）

50

50

Maximum Total
合計の上限

300

275

27 ＞Appendix 13: Cultural Property List

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.3 Natural and Cultural Heritage 自然遺産、文化遺産

3

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Promotion and maintenance of Natural and Cultural Heritage
自然遺産、文化遺産の利用促進

Promotion of the links between Geological Heritage sites and the existing Natural and Cultural sites
within the Geopark (Prove with examples) (Please give details)
3.1
ジオパーク内の、地質遺産に関わるサイトと、自然・文化遺産の関連付けを促進している。（例をあげて証明）
（詳細記述）

3.2

Points
Available
得点

Interpretation (Please give details)
解説・案内（詳細記述）

100

100

100

The geopark promotes the connections between Geological Heritage sites and Natural and Cultural
Heritage sites within the geopark. Apart from the geopark themes, the geopark also has an overall
message, ‘Discover connections!’, which clearly refers to the links between geological heritage and
natural and cultural heritage. These links are easy to identify because pre-existing Japanese culture
originating from Shinto (the native religion of Japan) is in a sense deeply connected to the local geology
and natural heritage. Furthermore, the isolated geography of the geopark has affected the origins and
characteristics of all natural and cultural heritage. Therefore, by introducing the connections between them
it is possible to treat them as geological heritage. Because of this, there is no clear separation between
natural and cultural heritage and geological heritage in the first place. This is also related to the fact that
the geological heritage of Oki Islands does not originate from recent processes such as the latest volcanic
28 activity. The natural and cultural heritage of the Oki Islands has come into existence while being
continuously influenced by the geological heritage over many years. Moreover, the 'Discover connections!'
29
theme promotes the links between geological features, nature and culture by indicating them clearly in
30 pamphlets, posters, etc. published by the Promotion Committee.
ジオパーク内の、地質遺産に関わるサイトと、自然・文化遺産の関連づけを促進している。隠岐ではジオパークと
しての「テーマ」とは別に、「メッセージ」を設定している。「つながりをみつけよう！」というそのメッセージは、まさし
くこの地質遺産と自然遺産と文化遺産の間の繋がりを扱っていることを示している。神道に由来する日本の在来
の文化は、地域の地質・自然遺産を文化に昇華する一面を持っているため、関連づけは元々平易である。加え
て、隠岐ジオパークでは、離島という地理的背景があらゆる自然・文化遺産の成因や特徴に関与しており、それら
の関係性を紹介することで地質遺産として扱うことができる。このため、自然・文化遺産と地質遺産というはっきり
とした切り分けはそもそもない。また、このことは、隠岐の地質遺産が、近年の火山活動のような新しい出来事に
由来していないことも関係している。隠岐で見られる自然・文化遺産が長年にわたって地質遺産の影響を受け続
けて成立しているのである。また、「つながりを見つけよう」というテーマで地質と自然・文化の関連付けを、協議会
が発行するパンフレットやポスター等で明記し、促進しています。
＞「つながり」の図版 ＞6枚組解説ポスター（はじめに） ＞総合案内看板（西郷港）

100

Some of the local natural and cultural heritage, which has been known for a long time, has a strong
connection to geological heritage. These places are designated as biological sites and cultural sites. The
31 signboards installed there also indicate these connections.
従来から知られている地域内の自然・文化遺産のうち、地質遺産との関連の強い物は生物サイト及び文化サイト
として扱っており、現地に設置したサイト看板でも、その関係性を扱っている。
＞看板（乳房杉）

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.3 Natural and Cultural Heritage 自然遺産、文化遺産

Communication (Please give details)
3.3
コミュニケーション（詳細記述）

3.4

Points
Available
得点

100

Education programmes (Please give details)
教育プログラム（詳細記述）

Maximum Total
合計の上限

Self
Assessment
自己採点

100

100

100

400

400

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

These links are strongly emphasized during guide training courses so that geopark guides are able to
introduce the links between local natural, cultural and geological heritage.
ガイド講座の中でもこの関係性は強く扱っており、ジオパークのツアーガイドは地域内の自然・文化遺産を地質遺
産と関連づけて紹介することに長けている。

Regarding school education, natural and cultural heritage is also included as geopark resources in the
lesson content. The geopark is conducting an integrated education programme from elementary to senior
high school. In order to create integrated lesson content, the Ministry of the Environment and the geopark
committee have cooperated to develop the ‘Daisen-Oki National Park Region Environmental Education
Program (Environmental Education Program)’ in 2015. This program can be used by teachers in
elementary and junior high schools as a manual for environmental education. Moreover, the committee is
proactively conducting activities in local senior high schools, for example through elective courses such as
32 ‘Geopark Research’ or ‘High School Earth Sciences’. Regarding social education aimed at local
33 community, the committee runs continuous geopark workshops in order to encourage local residents to
34 rediscover to features of the region they live in.
学校教育においても、自然遺産および文化遺産をジオパークの資源として授業の中に取り入れており、小学校か
ら中学校、高等学校までの授業においてジオパークによる一貫教育に取り組んでいる。特に2015年に環境省と
協議会が連携して、隠岐地域の小中学校教員の環境教育手引き書となる「大山隠岐国立公園隠岐島地域環境
教育プログラム（環境教育プログラム）」を作成し、統一した内容での教育を目指している。また、エリア内の高等
学校においては、学校の設定科目として「ジオパーク探究」や「高校地学」を取り入れるなど、積極的な活動を行っ
ている。地域住民を対象とした社会教育に関しても、各地域に自分が住んでいる地域の魅力を再発見してもらうた
めのジオパーク学習会を継続的に行っている。
＞小学校～高校に向かったステップアップ図 ＞環境教育プログラム ＞隠岐高校ジオパーク学習

I. Geology and Landscape 地質・地形・景観
1.3 Natural and Cultural Heritage 自然遺産、文化遺産

4

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Overlapping UNESCO designations
他のユネスコ認定との重複

Your Geoparks overlaps partly or totally with a World Heritage Site and/or Biosphere Reserve (If yes,
please provide justification and evidence on how UNESCO Global Geopark status will add value by
4.1 being both independently branded and in synergy with the other designations)
ジオパークの全体、もしくは一部が世界遺産と（または）、生物圏保護区と重なっている。（ユネスコ世界ジオ
パーク認定が、単一のブラントとして、または他の認定との相乗効果として、どのような価値付けができるのか
明記し、根拠を示すこと。）

Natural and Cultural
Heritage Subtotal
「自然遺産、文化遺産」の
小計

Yes/No
はい／いいえ

Maximum
points
得点の
上限

1000

Please provide requested lists and details, but do not
send entire publications, brochures, etc. (these should
be provided only to field evaluators)
一覧や詳細を添付する際、出版物やパンフレット等の現物は、
決して送付しないこと。（これらは、現地審査員にのみ提供して
ください。）

Total Points Awarded
For Section I: Geology
and Landscape
「Ⅰ： 地形・地質・景観」項
の合計得点

Maximum
points
得点の
上限

3000

No
いいえ

Self
Assessment
自己採点

950

Self
Assessment
自己採点

2840

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

IΙ. Management Structure 運営組織
1

1.1

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

50

See ‘Progress Report, 1.1 Location and area of Oki Islands UNESCO Global Geopark’.
In addition, the area of Oki Islands UNESCO Global Geopark has been determined on the basis of five articles found
within the UNESCO Global Geopark guidelines:
1. The boundary should be clearly defined.
2. The geopark should have an area sufficient for development of local economy and culture (especially through
tourism).
3. The geopark area should include diverse sites, which allows for understanding local history and geohistory.
4. The visitors can access the local resources, if necessary.
35 5. The geopark should have a main managing body which is supported by its local area, or be managed by an
organization or an association.
「プログレス・レポート 1.1ジオパークの範囲」を参照。なお、隠岐ユネスコ世界ジオパークの範囲は、UGGのガイドラインにお
ける下記の5項目に基づき決定している。
①明瞭な境界で区画されていること。
②地域の経済や文化の開発（特に、観光を通じて）が可能なだけ十分な範囲を持つこと。
③地域の歴史と大地の成り立ちを理解できる多様なサイトを含めていること。
④地域内の資源には必要に応じて利用者が近づくことができること。
⑤地元の支援を受けているはっきりとした運営母体あるいは協会・組合があること。
＞「プログレスレポート添付資料６、Ｐ１０」

50

The management of Oki Islands UNESCO Global Geopark is conducted by the ‘Oki Islands UNESCO Global Geopark
Promotion Committee’, which is composed of various organizations including Shimane Prefecture Government, the
four municipal governments of the Oki Islands, tourism associations, chambers of commerce and industry, transport
companies and community development organizations. The Committee is an independently acting body within which
local residents participate in planning, that receives support from the four municipal governments, Shimane Prefecture
and the Ministry of the Environment, etc. In addition, the committee is further composed of three working groups which
36 clarify the tasks and respond to challenges.
隠岐ユネスコ世界ジオパークでは、隠岐4町村、島根県、観光協会、商工会、交通事業者、まちづくり団体等で構成された隠
岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会を設置している。隠岐4町村、島根県、環境省等の行政の支援のもと、地域の人々が
参画する本協議会が主体的に取り組む体制となっている。また、本協議会の下部組織として3つの部会を構成し、課題の把握
と対応を行っている。
＞「プログレスレポート添付資料１：全体構想（概要板）、Ｐ１２、組織図」、「プログレスレポート添付資料３：協議会名簿」、「プロ
グレスレポート添付資料４：アドバイザー」

50

50

The Promotion Committee Head Office is placed within the Oki Branch Office of Shimane Prefecture Government.
One staff from the Shimane Prefecture (foreign languages specialist (Polish, English)), five staff from the local
municipalities (including one foreign languages specialist (English), and one Community Reactivating Cooperator
Squad employee), one staff temporarily transferred from Okinoshima Tourism Association,and two science specialists
37
(employed directly by the Promotion Committee) are posted in the Promotion Committee Head Office.
事務局は、島根県隠岐支庁内に設置し、島根県職員（外国語（ポーランド語）対応職員）1名、町村職員5名（内、外国語（英
語）対応職員1名、地域興し協力隊1名）、観光協会から出向1名、学術専門員2名（協議会直接雇用）を配置している。
＞「プログレスレポートＰ７（改正版の事務局名簿）」

Does the Geopark have an independently administered budget? (Please give details)
予算は独自に管理されている。（詳細を別途添付のこと）

50

50
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Maximum Total
合計の上限

200

200

40

40

Does the Geopark have a clear and well-defined boundary? (Please give details)
ジオパークは明確でよく定義された境界を有していますか。（詳細を別途添付のこと）

Is the Geopark staff employed directly, or indirectly by Geopark partners? (Please
elaborate)
1.3
ジオパークのスタッフは、ジオパーク支援組織によって、直接的または間接的に雇用されてい
ますか。（詳しく述べてください。）

2

Self
Assessment
自己採点

How is the Geopark's management structure organised?
ジオパークの運営組織は、どのようにつくられていますか。

Does the Geopark have well-defined and effective management structure able to take
and implement decisions to enhance protection of Geological Heritage and promote
1.2 sustainable regional development for the Geopark area? (Please give details)
申請地の地質学的な保護と持続可能な地域発展を促進するための効率的な組織があります
か。（詳細を別途添付のこと）

1.4

Points
Available
得点

50

50

Does a management or Master Plan exist?
運営計画や総合基本計画（マスタープラン）はありますか。

Management or Master Plan exists (not older than 10 years) (You should refer to the
main components in accompanying documentation)
2.1
運営計画や総合基本計画（マスタープラン）はありますか。（過去10年以内に作成されたもの）
（要点をまとめた書類を添付のこと。）

Maximum Total
合計の上限

Basic Plan of Oki Islands UNESCO Global Geopark' was created in the budget year 2015.

39 平成27年度に「隠岐ユネスコ世界ジオパーク全体構想」を作成した。
＞「プログレスレポート添付資料１：全体構想（概要板）」

40

40

IΙ. Management Structure 運営組織
3

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

The Master Plan - What components does it include?
マスタープラン－どのような項目がありますか。

Earth Heritage (Geosite and Landscape) 地球活動遺産（ジオサイト、景観）
Other Natural and Cultural Heritage 他の自然遺産・文化遺産
Links between Natural and Cultural Heritage 自然遺産・文化遺産との関係性
Tourism development (infrastructure and activities) 観光発展（インフラと活動）
Education activities 教育活動
Local development 地域振興
Regional products (agrotourism) 地場産品（農業旅行）
Community links 地域社会との連携
Funding 財源
Marketing strategy マーケティング戦略
Strengths and weaknesses analysis of management and administration
3.11
管理運営面の強みと弱みに関する分析
3.12 An audit of the geological and other resources 地質やその他資源についての監査
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.13

Points
Available
得点

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20

20

20

20

Landscape
protection
景観保護

Tourism
“geotourism”
観光（ジオツーリズ
ム）

Agriculture and
forestry
農業と林業

＞「プログレスレポート添付資料１：全体構想（概要板）」

39 ＞「プログレスレポート添付資料１：全体構想（概要板）」
40 ＞「プログレスレポート添付資料２：全体構想 行動計画表」

Do you have specific targets for goals in the following areas? (Identify specific goals)
以下の分野で具体的目標はありますか。（具体的な到達点を明示）

Geology
地質

Basic Plan of Oki Islands UNESCO Global Geopark' was created in the budget year 2015.

39 平成27年度に「隠岐ユネスコ世界ジオパーク全体構想」を作成した。

5

5

5

5

5

The committee aims to raise the value of the region by providing financial support for research activities and research
papers related to the geopark. From 2016, the committee is in the process of creating an ‘Investigation and Research
Activity Plan’ which will focus on improving survey and research, and establishing preservation areas in the future.
隠岐ユネスコ世界ジオパークに関する論文募集および調査研究事業の補助によって当地域の価値の向上を目指している。ま
た、2016年より、調査研究分野の強化と将来的な保全区域の設定を見据えた「調査研究活動計画書」の策定に取り組んでい
る。

5

The committee creates geosite records and uses them for monitoring. In addition, the committee makes efforts toward
beautification of the geopark area by continuing activities related to environmental education and geopark studies,
such as beach clean or removal of invasive species projects.
ジオサイトカルテを作成し、ジオサイトのモニタリングを行う。また、環境教育やジオパーク学習と絡めた外来種防除や漂着ご
み清掃を継続し、ジオパークエリアの美観維持につとめる。

5

5

39 Regarding visitor numbers, the committee aims to maintain a stable number of 140,000 visitors, and work towards
40 increasing it to 150,000. Moreover, the committee aims to raise visitor satisfaction and intention to revisit to 80% ratio.
交流人口数について安定的に毎年度14万人を確保しつつ15万人を目指す。また、来訪者の満足度（「大変満足」「満足」）お
よび再来訪意向（「大変そう思う」「そう思う」）の割合80％を目指す。

Regarding forestry, the committee is considering carrying out a project where local people would produce tableware
utilizing wood from the Oki Islands as a source of income during the winter season. In accordance with the new
energy vision, Okinoshima Town makes efforts to utilize woody biomass and aims to create a sustainable, recyclingoriented society. Moreover, the committee aims to further develop the brand of local food and resources (as well as
products, accommodations and restaurants utilizing them) by developing a product certification system.
林業では、冬季の収入源として隠岐の木材を利用した食器の制作を検討している。隠岐の島町では、新エネルギービジョンに
よる木質バオマスに取り組んでおり、環境に優しく持続可能な循環型社会を目指している。また、隠岐ユネスコ世界ジオパー
ク認定商品制度を構築し、地元の食材や資源（を扱っている商品・宿・お店）のブランド化を目指している。

Analysis and plans for potential development of the Oki region are formulated by the Shimane Prefecture. (Remote
Islands Development Plan: 2013-2022)
島根県が隠岐地域の開発の可能性について分析と計画の策定を行っている。（離島振興計画：2013年～2022年）
＞島根県離島振興計画
3.14

Analysis of opportunities for local and/or regional development
地域開発（県／市町村単位）の機会についての分析

10

10

41
Analysis and plans for potential development of each area are also formulated by all municipalities (Okinoshima
42

Town, Nishinoshima Town, Ama Town, Chibu Village) composing the Oki Islands UNESCO Global Geopark
(Comprehensive Development Plan).
隠岐ユネスコジオパークの構成町村（隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村）はそれぞれの地域の開発の可能性について
の分析と計画を策定している（総合振興計画）
＞隠岐の島町総合振興計画

Maximum Total
合計の上限

160

160

IΙ. Management Structure 運営組織
4

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Does your Geopark have a Marketing Strategy?
マーケティング戦略がありますか。

Strategy exists (not older than 10 years) (You should refer to the main components in
4.1 accompanying documentation)
戦略があります。（過去10年以内に作成されたもの）（要点をまとめて添付）

Maximum Total
合計の上限

50

50

50

50

39
40
43
44

The marketing strategy is described in the Basic Plan. It is based on the results of the marketing surveys and other
surveys carried out by the committee and other related bodies. (created in 2016)
マーケティング調査やアンケート調査結果を基に作成した全体構想に戦略を記載している。（2016年作成）
＞「プログレスレポート添付資料１：全体構想（概要板）」 ＞「プログレスレポート添付資料２：全体構想 行動計画表」 ＞
全体構想から抜粋（ジオパークを活用した地域振興） ＞（補助資料）マーケティング調査

A Geopark should protect its geological heritage and create sustainable
geotourism. What has been done to fulfil this duty?
5
ジオパークでは地質遺産を保護し、持続可能なジオツーリズムを送出しなくてはなり
ません。この義務を果たすために、これまで何がなされてきましたか。

5.1

Defined areas which will be the focus of tourism development
観光事業の目玉となる区域の画定

25

25

5.2

Defined areas where no tourism is allowed (with focus on protection and research)
観光禁止区域の画定（保護、研究を主眼として）

20

0

Measures taken to regulate and reduce traffic (restricted access, central parking lots,
5.3 traffic guiding system, signposting etc.)
交通を規制し減少させるための対策（通行規制、集中駐車場、交通誘導システム、標識など）

15

15

Daisen-Oki National Park has been selected to partake in the 'National Park Step-up Program 2020' developed by the
Ministry of the Enviroment with the goal of tourism business promotion. Facility complex zones (centers for park
45 utilization) have been established in the national park area and tourism promotion is carried out within them.
環境省が実施する観光事業において、大山隠岐国立公園が選定され、観光事業の推進に取り組んでいる。国立公園区域に
46 おいて集団施設区域を設定し、観光推進に取り組んでいる。
＞大山隠岐国立公園（隠岐島・島根半島・三瓶山地域）区域及び公園計画図、集団施設地区、都万集団施設地区計画図及
び区域図、大山隠岐国立公園隠岐地域管理計画書 ＞国立公園満喫プロジェクト ステップアッププログラム2020

A shared-taxi and geo-bus is in operation.

47 乗り合いタクシーおよびジオバスを実施しています。
＞ジオバス・ジオタクのチラシ
Kuniga Coast Hiking Trail (selected as one of the 100 best walking trails of Japan list), Mt. Daimanji & Mt.

Environmental friendly hiking path system
5.4
環境にやさしい散策路システム

10

10

48 Washigamine Trekking Course, and Yui Pond Nature Watching Trail.
国賀海岸遊歩道（日本遊歩百選に選定）、大満寺ｰ鷲ヶ峰トレッキンコースの整備、油井の池自然観察コースの整備を行って
49 います。
＞インフォメーションと探索路の位置図

5.5 Clearly defined cycle or other trails such as bridleways or river trails
自転車、乗馬・歩行用の公道や川沿いの道などの整備

Maximum Total
合計の上限

10

10

80

60

＞モデルコースの例

Sightseeing boats are in operation at Kuniga Coast (Nishinoshima Town), Sekiheki ('Red Cliff', Chibu Village) and Rō
soku-jima (Candle Island, Okinoshima Town). Kappa River Sightseeing Cruise operates on the Yabi River. Moreover,
50 cycling courses are established in all four municipalities.
51 国賀海岸（西ノ島町）、赤壁（知夫村）、ローソク島（隠岐の島町）における観光遊覧、八尾川（隠岐の島町）におけるかっぱ遊
覧を実施している。また、４町村において、サイクリングコースの設定を行っている。
＞隠岐楽－遊覧船 ＞サイクリングマップ

IΙ. Management Structure 運営組織

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Are there any initiatives or working groups that discuss promotion of
natural and cultural heritage?(SELF AWARDED total cannot exceed 20)
6
自然遺産や文化遺産の普及・広報を検討するイニシアティブやワーキンググループ
がありますか。（自己採点は20点以内）

6.1 Regular "Working Group" meetings on specific topics
特定のテーマでワーキンググループが定期的に会合をしている。

20

Meetings of the Geopark Promotion Committee working groups take place at fixed intervals. For example, the
Investigation and Research Group discusses preservation and protection within the Geopark area.
52 推進協議会の下部組織である部会を定期的に行っています。例えば、調査研究部会では、ジオパークエリア内の保全・保護
の検討を行っています。
＞３部会委員名簿、「プログレスレポート添付資料１：全体構想（概要板）、Ｐ１２、組織図」

10

An 'Agreement on tourism promotion utilizing the Oki Islands Geopark resources' has been signed and is executed in
cooperation with Oki Islands Tourism Association, Okinoshima Tourism Association, Ama Town Tourism Association,
53 Nishinoshima Tourism Association, Chiburijima Tourism Association.
隠岐観光協会、隠岐の島町観光協会、海士町観光協会、西ノ島町観光協会、知夫里島観光協会と「隠岐ジオパークの資源を
活用したツーリズム等の推進に関する協定書」を締結しています。
＞隠岐ジオパークの資源を活用したツーリズム等の推進に関する協定書

10

10

Review boards hold meetings concerning various topics (Guide Certification System, New Products and Packaging
Development Subsidy Programme, Geopark-product Certification System, etc.) .
ガイド認定制度、新商品・パッケージ開発助成制度、認定商品制度など、テーマごとの制度設定に関する検討員会を開催して
います。

20

20

20

Individual cooperation and contracts between the Geopark, tourism organisations and
6.2 other interest groups
申請者、観光協会、その他の利害関係者間で、個別の協力や協定がある。

Other regular activities, not described by the answers above
6.3
上記以外の定期的な活動がある。

Maximum Total
合計の上限

10

Has your Geopark area received any awards or other formal recognition for
its activities in the field of geodiversity, conservation or sustainable geotourism during the last five years? (SELF AWARDED total cannot exceed
7 100)
申請地域は過去5年間に、地質多様性、保全、持続可能なジオツーリズムに関する
活動で、何らかの賞や公的な認定を受けたことがありますか。（自己採点合計は100
点を越えることはできません。）
7.1 International awards (name and date of award) 国際的な賞（名称と受賞の日付）
7.2 National awards (name and date of award) 国内の賞（名称と受賞の日付）

Other (e.g. from industry) (name and date of award)
7.3
その他（例：産業界から、など）（名称と受賞の日付）

Maximum Total
合計の上限

100
50

20

20

100

20

54

Merit Award' (21.05.2014, Shimane Maindo-kai, 'Shimane Minds Association')
「表彰状」（2014年5月21日、島根マインドの会） ＞認定書

IΙ. Management Structure 運営組織

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Are competent geological and scientific experts available to promote
further scientific research?
8
科学的な研究を進めることのできる優秀な地質学者あるいは科学の専門家がいます
か。
At least one person with a degree in geosciences or other related discipline in the
permanent staff (employed directly) (Add 10 points for each geoscientist)
8.1
地球科学または関連分野の学位を持つ常勤職員が1人以上いる。（申請者による直接の雇
用）（1名の地球科学学者につき、各10点）
At least five people with a degree in geosciences or other related discipline on the staff
of the Geopark (employed by partner)
8.2
地球科学または関連分野の学位を持つスタッフが、申請機関のスタッフとして5人以上いる。
（協力機関による雇用）

8.3

Additional experts exist in the permanent staff (e.g. biologists)
上記以外を専門とする常勤職員がいる。（例：生物学など）

Regular and formal joint activity with at least one scientific institution (University,
National Geological Survey)
8.4
1つ以上の科学研究期間（大学、国の地質調査所など）と定期的かつ公的に共同活動を行っ
ている。

8.5

8.6

10

37 平田正礼（地質専門員、専門：古生物学）がいます。
＞「プログレスレポートＰ７（改正版の事務局名簿）」を添付

25

25

Advisors to the Oki Islands Geopark Promotion Committee include scientists with degrees from disciplines related to
55 geosciences.
地球科学に関連する分野の学位を持った学者を隠岐ジオパーク推進協議会のアドバイザーとしている。
＞「プログレスレポート添付資料４：アドバイザー」を添付

10

10

37 岡田美耶（生物学、専門：草地生態学）がいます。

The Promotion Committee employs Ms. Miya Okada, who is a biologist (specialty: grassland ecology).
＞「プログレスレポートＰ７（改正版の事務局名簿）」を添付
A comprehensive partnership exists between the four municipalities and the Shimane University. It aims to contribute
to the regional community and human resources development. Cooperation includes topics such as community
development, industrial development, community healthcare, health, social welfare, education, culture and
56 international exchange.
まちつくり、産業振興、地域医療、保健、福祉、教育、文化、国際交流の分野において相互に協力し、地域社会の発展と人材
育成に寄与することを目的に、島根大学と４町村とで包括提携を行っています。
＞国立大学法人島根大学と隠岐の島および隠岐島前3町村との包括的提携に関する協定書

20

20

Persons with scientific background in geosciences
地球科学研究の知識や経験を持つ人

15

15

Receive advice from Professor Toshiaki Irizuki, Department of Geoscience of Shimane University (area:
palaeontology).
島根大学総合理工学部地球資源環境科学の入月教授他よりアドバイスをもらっています。

Persons with experience in geosciences
地球科学分野の経験を持つ人

10

10

Mr. Seiki Yamauchi (Emeritus Professor of Shimane University), Mr. Hisashi Murakami and Mr. Akira Hamasaki (both
are chair of Chugoku Geotechnical Consultants Association, Shimane Branch)
山内靖喜島根大学名誉教授、村上久、浜崎晃（中国地質調査協議会）

Amateurs available from local community
地域のアマチュア

5

5

Regular consulting is maintained by:
以下のような人から定期的にアドバイスを受けている。

Mr. Yawata Kōji, Mr. Notsu Masaru, Mr.Tsuguoki Tango, Mr. Fukutani Hajime, Mr. Ezaki Itsurō
八幡浩二、野津大、丹後亜興、深谷治、江崎逸郎

How many different scientific disciplines are represented in the expert network?
専門家ネットワークにはいくつの専門分野がありますか。
<5
5分野以下
>5
5分野以上

Does a marketing expert exist? If not, who does the work?
8.7
マーケティングの専門家はいますか。いない場合、担当者は誰ですか。

Does a press office exist? If not, who does the work?
8.8
広報部はありますか。ない場合、担当者はだれですか。

8.9

The Promotion Committee employs Mr. Masanori Hirata, who is a geology specialist (specialty: palaeontology).
40

Are staff members available to run field trips/guided walks?
スタッフは、巡検やガイドウォークの運営ができますか。

5

10

5

5

5

10

There are experts representing the following scientific disciplines: geology, forest vegetation dynamics, forestry,
57 zoology, marine biology, school health studies, archeology and folkloristics.
地質学、森林植生学、森林学、動物学、外洋生物学、学校保健学、考古学、民俗学の専門分野があります。
＞「プログレスレポート添付資料４：アドバイザー」を添付

5

No marketing experts are employed, but Mr. Nobuo Matoji, a staff of the Promotion Committee, is in charge of
37 marketing within the Head Office.
マーケティングの専門家はいませんが、事務局では、的地伸夫が担当しています。
＞「プログレスレポートＰ７（改良版の事務局名簿）」を添付

5

There is a Marketing Group within the Working Group Meetings on the Promotion Committee. Mr. Genki Sawano and
37 Ms. Yukari Yonekura are in charge of the group within the Head Office.
企画広報部会があります。事務局では、澤野元気と米倉ゆかりが担当しています。
＞「プログレスレポートＰ７（改良版の事務局名簿）」を添付

5

Some of the staff are available to guide, but in order to create local jobs, staff of the Tourism Associations or other
guide associations carry out tours (for profit) .
37 一部のスタッフが対応可能ですが、地域の雇用を作るため、事務局スタッフは基本ガイドを行わず、観光協会や他のガイド団
体が有償ガイドを行っています。
＞「プログレスレポートＰ７（改良版の事務局名簿）」を添付

IΙ. Management Structure 運営組織
Maximum Total
合計の上限

Points
Available
得点
155

Self
Assessment
自己採点
120

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

IΙ. Management Structure 運営組織
9

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Does your Geopark area have the following Infrastructure?
申請地域には、次の施設がありますか。

Museum within the area of the Geopark managed by yourself or a partner in your
9.1 organization
ジオパークエリア内に、申請者やその協力者が運営する博物館。

9.2

Points
Available
得点

100

Information centre within the area of the Geopark
ジオパークエリア内のインフォメーションセンター

80

‘Info-kiosks' or other 'local information points' within the area that provide information
about the Geopark, its aims and work
9.3
エリア内に、ジオパークに関する情報や、目的、職務を伝える「情報キオスク」か、その他の
「地域の情報拠点」がある。

48

40

There are information panels and guide signs installed by the Ministry of Environment, Shimane Prefecture, each
58 municipality, and the Geopark Promotion Committee.
環境省、島根県、各町村、および協議会が案内看板および誘導看板を設置しています。
＞総合案内看板（西郷港）、エリア看板、道路標識（あと何キロ）の写真

40

40

The Committee designs trail routes and signboards within the trails developed by the Ministry of the Environment and
Shimane Prefecture. From 2011, the Geopark has been supporting the Sekiheki Cliff sightseeing boat business in
Chibu Village. The Geopark has been supporting sea kayaking and Geo-bus tours in Okinoshima Town. Furthermore,
47 the Promotion Committee members also act as lecturers for guide training courses.
環境省および島根県が整備している遊歩道では、協議会が遊歩道のルートや看板のデザインを行っています。知夫村では、
2011年から赤壁の遊覧船事業をサポートしています。隠岐の島町では、シーカヤックやジオバスによるジオツアーをサポート
しています。また、協議会は、ガイド研修の講師を務めています。
＞ジオバス・ジオタクのチラシ

200

200

40

Geological trails within the area of the Geopark (which has been developed by the
9.5 geopark, or the geopark has been involved in developing)
エリア内に、申請者が整備したあるいは整備に関わった地域探索路がある。

Total Points
Awarded For
Section II:
Management
Structure
「Ⅱ：運営組織」項
目の小計

Tourism Associations are established in each port.
各港に観光協会を配置している。 ＞インフォメーションと探索路の位置図

40

40

Information panels within the area
9.4
エリア内の案内板

Maximum Total
合計の上限

80

Oki Nature Museum (Okinoshima Town) serves as a Visitor Centre. There are also archives centres in Ama Town
(Ama Town Museum of Local History and Culture, Murakami-ke Museum), Nishinoshima Town (Nishinoshima
Furusato-kan Museum, Hekifū-kan Museum) and Okinoshima Town (Oki Kyōdo-kan Museum, Goka Sōsei-kan
48 Museum). Tourism Associations are established in each port.
隠岐自然館（隠岐の島町）をビジターセンターとして活用している。他に、海士町（後鳥羽院資料館、村上家資料館）、西ノ島
（ふるさと館、碧風館）、隠岐の島町（隠岐郷土館、五箇創生館など）に資料館がある。各港に観光協会を設置している。 ＞
インフォメーションと探索路の位置図

Maximum
points
得点の
上限

1000

Self
Assessment
自己採点

870

III. Information and Environmental Education
情報と環境教育

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Research, information and education scientific activity in Earth sciences within the
1 territory
エリア内における地球科学の研究、情報、教育科学活動
1.1

At least one scientific/academic institution working in the Geopark's area
ジオパークのエリア内で活動する、科学ないし学術研究機関が1つ以上ある。

At least one student final report (mapping etc.) on the Geopark's area per year
少なくとも年間1本、ジオパークエリア内において、卒論や修論（地質図作成など）が書かれている。
At least one PhD thesis on Geopark’s area within the past three years
1.3
過去3年間に、ジオパークエリア内に関する博士論文が、年間1本以上発表されている。
At least five scientific or tourism focused academic papers from work within the Geopark’s area
1.4 during last 5 years
ジオパークエリア内の、科学や観光に関する学術論文が、過去5年間で5本発表されている。
1.2

Maximum Total
合計の上限

Marine Research Center of the Shimane Univeristy.
島根大学臨海実験場がある。 ＞隠岐臨海実験所ＨＰ

50

50

59

40

40

60 ＞H27学術研究論文の卒論（2つ）

40

40

61
＞論文5本（要旨）
62

180

130

50
＞文献一覧

III. Information and Environmental Education
情報と環境教育
2

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Do you operate programmes of environmental education in your Geopark area?
ジオパークのエリア内で、環境教育プログラムを行っていますか。

Does your permanent staff include specialists in environmental education, who undertake such work
2.1 as part of their main role within your team?
申請機関の常勤職員に、チーム内で環境教育を主な業務とする専門家がいますか。

50

50

Mr. Masahiko Shiki, a staff of the Promotion Committee, is in charge of environmental education within the Head
Office.
37
事務局では、敷正彦が担当しています。
＞「プログレスレポートＰ７（改正版の事務局名簿）」を添付

Do you operate at least one formal education programme? (Please outline the nature of the
2.2 programme(s))
1つ以上の学校教育プログラムを実施していますか。（どのようなプログラムか、簡単に説明してください。）

30

30

Regarding school education, natural and cultural heritage is also included as geopark resources in the lesson
content. The geopark is conducting an integrated education programme from elementary to senior high school. In
order to create integrated lesson content, the Ministry of the Environment and the geopark committee have
cooperated to develop the ‘Daisen-Oki National Park Region Environmental Education Program (Environmental
Education Program)’ in 2015. This program can be used by teachers in elementary and junior high schools as a
manual for environmental education. Moreover, the committee is proactively conducting activities in local senior
high schools, for example through elective courses such as ‘Geopark Research’ or ‘High School Earth Sciences’.
33 Regarding social education aimed at local community, the committee runs continuous geopark workshops in order
to encourage local residents to rediscover to features of the region they live in.
学校教育においても、自然遺産および文化遺産をジオパークの資源として授業の中に取り入れており、小学校から中学校、
高等学校までの授業においてジオパークによる一貫教育に取り組んでいる。特に、2015年に環境省と協議会が連携して、
隠岐地域の小中学校教員の環境教育手引き書となる「大山隠岐国立公園隠岐島地域環境教育プログラム（環境教育プロ
グラム）」を作成し、統一した内容での教育を目指している。また、エリア内の高等学校においては、学校の設定科目として
「ジオパーク探究」や「高校地学」を取り入れるなど、積極的な活動を行っている。地域住民を対象とした社会教育に関して
も、各地域に自分が住んでいる地域の魅力を再発見してもらうためのジオパーク学習会を継続的に行っている。
＞環境教育プログラム

Do you contribute to at least one formal education programme developed by other organisations?
2.3 (Museums, etc.)
他機関（博物館など）が開発した学校教育プログラムに、１つ以上、貢献している。

20

20

33

See point 2.2
２．２を活用

2.4

Do you offer personal and individual programmes for children visiting the Geopark’s area?
ジオパークのエリアを訪れた子供たちが、個人的・個別に参加できるプログラム。

20

20

Sea kayaking and trekking tours, etc. are offered by the Oki Islands Geopark Tour Desk which is a member of the
Promotion Committee. Charm/strap Craft hands-on experience is also offered at the Oki Nature Museum.
Furthermore, NPO Oki Shizen-mura ('Oki Nature Village') environmental education program nature workshops are
63 offered.
推進協議会の会員である、（一社）隠岐ジオパークツアーデスクでは、シーカヤックやトレッキングなどのツアーを行ってお
り、隠岐自然館ではストラップ作りなどの体験ができます。またNPO法人隠岐しぜんむらでは、環境教育プログラムである
自然体験塾を行っている。
＞西ノ島町ビーチクリーンフェスのチラシ、隠岐しぜんむらの自然体験、ツアーデスクのチラシ

2.5

Do you operate a special programme for primary/elementary school classes?
小学生向けの特別プログラムを実施していますか。

20

20

33

See point 2.2
２．２を活用

2.6

Do you operate a special programme for secondary/high school classes?
中学・高校生向けに、特別なプログラムを実施していますか。

20

20

33

See point 2.2
２．２を活用

2.7

Do you operate a special programme for university students?
大学生向けの特別なプログラムを実施していますか。

20

20

A support system which offers travel expenses subsidies to university students club activities has been established
in Okinoshima Town. Furthermore, in order to support university students' research about the Oki Islands, the
Promotion Committee provides assistance in reasearch about the Oki Islands and award money for research
concerning the Oki region. The Promotion Committee also offers travel expenses subsidies for speakers at the
64 research papers presentation session.
65 隠岐の島町では、大学生のサークル活動を支援する制度を設け、旅費の助成を行っています。また、協議会では、大学生
の隠岐での研究を支援するため、隠岐での研究に対しての助成と隠岐に関する論文に対しての賞金を設けています。助成
と論文の成果を発表する学術研究発表会では、発表者の旅費を支援しています。
＞隠岐の島町定住促進交流体験事業補助金交付要綱 ＞「隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業」募集要項、
「隠岐ユネスコ世界ジオパーク学受験級論文」募集要項

2.8

Are there any university camps/education centres in the Geopark’s area?
ジオパークのエリア内に、大学のキャンパスや教育センターがありますか。

20

20

59

200

200

Maximum Total
合計の上限

Marine Research Center of the Shimane Univeristy.
島根大学臨海実験場があります。 ＞隠岐臨海実験所ＨＰ

III. Information and Environmental Education
情報と環境教育
3

3.1

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Reason for scoring
採点根拠

What kind of educational materials exist? (to be checked by field evaluators on site)
どのような教材がありますか。（現地審査で確認します。）
Have you developed new educational material for school classes?
学校教育のための新しい教材を開発しましたか。

20

Films, video, slideshow etc.
3.2
映画、ビデオ、スライドショーなど

20

3.3

Interactive (online) elements
双方向のインターネット教材

20

3.4

Different special exhibitions changing on a regular basis
定期的に更新する特別展示

20

3.5

Material
Number
資料番号

See point 2.2
２．２を活用

20

33

20

A DVD introducing Oki Islands Geopark, CGI animation showing the formation process of the Candle Island and
Kuniga Coast and aerial footage of the Oki Islands Geopark have been created.
66
隠岐ジオパークを紹介するDVD、ローソク島と国賀海岸の形成過程をCG、隠岐ジオパークの空撮映像があります。
＞DVDの写真

20

67 隠岐自然館において、定期的に企画展を行っています。

Special exhibitions are periodically organised in the Oki Nature Museum.
＞隠岐自然館の企画展チラシ

Special education equipment (puzzles, special constructions, etc)
特殊な教材（パズル、特殊な道具など）

20

Do you produce other material for children below the age of 8?
3.6
8歳以下の子供を対象とした、その他の教材を製作しましたか。

Maximum Total
合計の上限

20

20

20

120

100

Pictures and samples are utilized in the 'Environmental Education Program' as teaching aids. Furthermore, a
supplementary material called 'Makihata game' is utilized in school education.
68 「環境教育プログラム」で使用する写真や標本などの補助教材があります。また、学校教育で使用している副教材として「牧
畑ゲーム」があります。
＞環境教育プログラムの補助教材一覧
＞牧畑ゲーム
A picture-story show related to the Oki Islands Geopark (the unique ecosystem of the Oki Islands) has been
created.
隠岐ジオパーク（隠岐の独自の生態系）に関する紙芝居を作成しました。
＞紙芝居

III. Information and Environmental Education
情報と環境教育

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

What kind of published information is available in your Geopark area? (to be checked
4 by field evaluators on site)
申請地域に関するどのような出版物がありますか。（現地審査で確認します。）

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Protection of geological heritage
地質遺産の保護に関するもの

20

Geosites of San'in Region, Shimane. Top 100 Geological Features' (Editorial Committee of Shimane's Top 100
Geological Features, 2013)
'UNESCO Global Geoparks of Japan 2017'
69
山陰・島根ジオサイト 地質百選（島根地質百選編集委員会2013年）
日本のユネスコ世界ジオパーク
＞本の写真

15

Geology of the Uragō District' (Geological Survey, 2000)
'Geology of the Saigō District' (Geological Survey of Japan, 2009)
70 浦郷地域の地質（地質調査所2000年）
西郷地域の地質（地質調査総合センター2009年）
＞本の写真

20

Geoparks of the Chūbu, Kinki, Chūgoku and Shikoku Regions. Earth Parks Series' (Kuniyasu Mokudai, et al., 2015)
'Oki Islands Geopark Guide Book'
'Look! Learn! Protect! Oki Islands UNESCO Global Geopark' (comic book)
71 シリーズ大地の公園 中部・近畿・中国・四国のジオパーク（目代邦康他2015年）
隠岐ジオパークガイドブック
見て！知って！守って！隠岐ユネスコ世界ジオパーク（副読本）
＞本の写真

15

Revised Shimane Regional Red List, Vegetation edition (Shimane Prefecture, 2013)
Revised Shimane Regional Red List, Animal edition (Shimane Prefecture, 2014)
'Oki Islands Nature Protection Reference Book' (Oki Nature Club, 2006)
'Okinoshima Town Biomass Industrial Development Project' (Okinoshima Town, 2007)
72 改訂しまねレットデータブック植物編（島根県2013年）
改訂しまねレットデータブック動物編（島根県2014年）
隠岐の自然を守るための参考書（隠岐自然倶楽部2006年）
隠岐の島町バイオマス産業都市構想（隠岐の島町2014年7月）
＞本の写真

15

Wildlife of the Oki Islands' (Notsu Masaru, 1992)
'Flowers of the Oki Islands' (Noptsu Masaru, 1992)
'Cultural Property of the Oki Islands' (published every year)
73 隠岐の生物（野津大1992年）
隠岐の花（野津大1992年）
「隠岐の文化財」が、毎年発行されています。
＞本の写真

15

15

The Oki Islands', 'Saigō Town', 'Tsuma Village', 'Goka Village', 'Fuse Village', 'Nishinoshima Town', 'Ama Town',
'Chibu Village'. 'Oki Islands Revolution', 'Inshū Shichū Gakki' (Records of Oki District', in Japanese and Korean),
74 'Mizuwakasu Shrine', 'Shima-moyu' (a novel).
75 隠岐島誌、西郷町誌、都万村誌、五箇村誌、布施村誌、西ノ島町誌、海士町誌、知夫村誌、隠岐島コミューン伝説、隠州視
聴合紀（日本語、韓国語）、水若酢神社、島燃ゆ（小説）
＞本の写真 ＞資料番号69-74の補助資料

100

100

20

Geology of the area
エリア内の地質に関するもの

15

Publication linking geology, nature and culture of the area
エリア内の、地質、自然、文化を結び付けるもの

20

Environmentally friendly behaviour in the area
エリア内の、環境に配慮した行動に関するもの

15

Other aspects of natural history which can be found within the area
上記以外で、エリア内で観察できるものを自然史的視点から見たもの

15

Historical elements
歴史に関するもの

Maximum Total
合計の上限

III. Information and Environmental Education
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Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Geology provision for school groups (for example, organized visits, etc.)
(The SELF AWARDED total cannot exceed 100)
5
団体旅行など、学校集団向けの地学の提供がありますか。（自己採点は100点を越えてはいけ
ません。）
5.1

5.2

5.3

5.4

Guided tours by Geopark’s staff (explain and justify)
ジオパークスタッフによるガイドツアー（説明と根拠を）

30

Guided tours through a member organisation (explain and justify)
協力機関によるガイドツアー（説明と根拠を）

15

Standard programmes, regularly offered for all park visitors (explain and justify)
全ての訪問者に日常的に提供される標準的なプログラム（説明と根拠を）

Limited group size (max. 30 persons per guide) (explain and justify)
人数を限定している（ガイド1名当たり30名までなど）（説明と根拠を）

15

Oki Islands Geopark Tour Desk, Oki Shizen-mura ('Oki Nature Village') and Furusato Annainin guides carry out
guided tours. In Okinoshima Town and Nishinoshima Town a ‘Geobus’ operates, providing a geosite tour. The tour
is guided by trained individuals who have been attending skill-up workshops organized by the Committee.
76 隠岐ジオパークツアーデスク、隠岐しぜんむら、ふるさと案内人がガイドツアーを行っています。隠岐の島町および西ノ島町
では、協議会のガイド養成講座を受講したガイドが同乗したジオバスを運行しています。
＞ジオバス・ジオタクのチラシ、シーカヤックチラシ、隠岐しぜんむらHP

10

There are four guide associations operating in the Geopark. Sea kayaking and trekking tours guiding about earth
sciences is offered. They provide a wide range of guided tours: ecotours, walking tours and tours concerning
geology and geography, animals and plants or history and culture of the Oki Islands. Furthermore, the Promotion
77 Committee carries out guide training and guide certification through Guide Certification System.
隠岐ジオパークでは、4つのガイド団体が活動し、シーカヤックやトレッキングを通した地学のガイドを実施しています。さら
に、地学を絡めた、エコツアー、町歩き、隠岐の地形地質、動植物、歴史文化など、幅広い分野に対応したガイドを実施して
います。また、ガイドの教育やガイドの認定は、協議会のガイド認定制度で行っています。
＞隠岐楽（英、日）

10

As a safety management measure, the group size for geotours is limited to 10 persons per guide (according to the
'Certified Guide Development Course' offered by the Geopark). Moreover, setting basic standards for the certified
guides is being considered in order to unify the risk management during tours.
78
認定ガイド養成講座では、ジオツアー中の安全管理の面から、ガイド1人あたり10名程度の案内を限度としている事を通達
しています。また、認定ガイドでは、認定ガイドのリスク管理を一本化するような基準設定を検討しています。
＞隠岐ジオパークガイド共通ルール

10

10

Fabric Dyeing and Pottery Making (Nishinoshima Town), Charm/Strap Craft and Obsidian Arrowhead Making
(Okinoshima Town).
79
（西ノ島町）泥染め体験、陶芸体験、（隠岐の島町）ストラップ作り体験、黒曜石矢じり作り体験を用意しています。
＞隠岐楽－悪天候時の代替案の案内

10

10

Are alternatives available if tours are not possible due to bad weather conditions? (explain and justify)
5.5
天候などの理由でツアーが実施できない場合の、代替案は用意されていますか。（説明と根拠を）

Tours can be conducted by the Office Head Mr Kazuhiro Nobe, and geology specialist Mr Masanori Hirata.
事務局長の野辺一寛と地質専門員の平田正礼が対応可能である。

30

5.6

Do programmes exist aimed at different age groups? (explain and justify)
年齢別にプログラムが用意されていますか。（説明と根拠を）

20

20

33

5.7

Do special scientific programmes exist? (explain and justify)
科学的な特別プログラムは用意されていますか。（説明と根拠を）

20

20

80 島根大学と連携した隠岐ジオパーク巡検を実施しています。

5.8

See point 2.2
２．２を活用
Inspection tours conducted in collaboration with Shimane University and Japan Geoscience Union exist.
＞島根大学隠岐ジオパーク巡検

Is teacher training offered in matters relating to the Geopark? (explain and justify)
申請地域に関する教員向けの研修は用意されていますか。（説明と根拠を）

Maximum Total
合計の上限

20

20

100

100

In order to ensure smooth implementation of geopark studies on all educational levels, the geopark organizes
workshops intended for newly appointed or hired teachers and faculty research groups. During these courses, the
importance of teaching about the geopark and the geopark features are introduced. At the same time, it is
explained how to use the provided textbook for classes utilizing geopark resources (environmental education
program), and how to adopt geopark studies in schools.
小中高校においてジオパーク学習がスムーズに実施されるよう、新規赴任教員や新規採用教員、教員の研究部会を対象と
したジオパーク研修会を開催している。研修会では、ジオパーク学習の必要性や隠岐ジオパークの魅力を理解するととも
に、ジオパークの資源を活用した授業を実施するためのテキスト（環境教育プログラム）の使い方や学校等におけるジオ
パーク学習の取り入れ方についても学んでもらっている。

III. Information and Environmental Education
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Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Education – Guides (The SELF AWARDED total cannot exceed 100)
教育－ガイド（自己採点は100点以下）

Do you have at least one qualified expert in Geopark's permanent staff providing guided visit that your
organization has a role in developing? (explain and justify)
6.1
ジオパークの常勤職員に、申請組織が開発を担うガイドツアーを提供できる、認定を受けた専門が1人以上
いる。（説明と根拠を）

20

20

Masahiko Shiki is the qualified expert in charge of education and supports the development of educational
programmes within the Geopark.
ジオパークの職員である敷正彦が教育と教育プログラムの開発の支援を担う認定を受けた専門員だ。

Do you have at least one qualified expert in partner organization providing guided visit that your
organization has a role in developing? (explain and justify)
6.2
協力機関に、申請組織が開発を担うガイドツアーを提供できる、認定を受けた専門家が1人以上いる。（説明
と根拠を）

15

15

Oki Kisen Co., Ltd and San’in Tourism Development Co., Ltd, which are members of the committee, both employ at
least one expert holding a ‘travel supervisor’ license.
協議会に参加している隠岐汽船および山陰観光開発には、旅行業の資格をもった専門家がそれぞれ1人以上いる。

6.3

Personal guides as part of the Geopark's permanent staff (explain and justify)
個人を案内するガイドが、ジオパーク常勤職員にいる。（説明と根拠を）

20

20

The Office Head Mr Kazuhiro Nobe and geology specialist Mr Masanori Hirata serve as personal guides.
事務局長の野辺一寛と地質専門員の平田正礼が在籍する。

6.4

Personal guides by partner organisation (explain and justify)
個人を案内するガイドが協力機関にいる。（説明と根拠を）

15

15

Oki Travel Agency Association Co., Ltd, San’in Tourism Development Co., Ltd, and each Tourism Association, all of
which are members of the committee, provide personal guides.協議会に参加している、隠岐ジオパークツアーデスク、
隠岐しぜんむら、山陰観光開発、各観光協会にそれぞれ在籍している。

20

In order to train qualified ‘geopark guides’, the committee has been conducting certified guide development lectures
since 2015. Moreover, the committee conducts geopark lectures intended for freelance guides.
協議会が認定する認定ガイド養成講座を2015年より実施しているほか、フリーランスのガイド向けのジオパーク講座も実施
している。

20

20

In 2015, the committee developed a guide certification system in order to further improve the quality of the geopark
guides. Under this system, the geopark is developing guides with fundamental knowledge of the geopark as well as
the ability to convey this knowledge in a comprehensible and enjoyable manner, and risk management skills. In
2015, 10 guides passed the Intermediate Guide (Level 2) examination, and of those 4 guides from each guide
association have requested their certification badge. The committee aims to develop 5 Master Guides (Master), 10
81 Advanced Guides (Level 1) and 20 Intermediate Guides (Level 2) before 2019.
2015年より質の高いガイドを養成するため、「認定ガイド制度」を構築し、隠岐ジオパークの基礎知識だけでなく、観光客の
リスク管理や観光客にわかりやすく楽しく伝えることができるガイドを養成している。2015年は10名程が2級ガイドに合格し、
各ガイド団体から推薦を受けた4名に認定書を発行している。平成31年には、マイスターガイド5名、1級ガイド10名、2級ガイ
ド20名の養成を目標としている。
＞「プログレスレポート添付資料１１認定ガイド養成講座の内容」

100

100

Freelance guides whose training and/or programme your organization supports (explain and justify)
6.5
申請機関がトレーニングとプログラムを支援する、フリーランスのガイドがいる。（説明と根拠を）

6.6

Training courses for guides (explain and justify)
ガイド養成講座（説明と根拠を）

Maximum Total
合計の上限

20
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Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

What kind of information do you provide to educational groups to encourage them to
7 visit your area?
教育的な集団に対して、ジオパークを訪れさせるために、どのような情報を提供していますか。

7.1

Information about academic research promotion project and about a call for academic research papers is sent.

Letters to schools and universities
学校や大学に手紙を出している。

20

20

65 学術研究奨励事業と学術研究論文の募集の案内を送っている。
＞「隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究奨励事業」募集要項、「隠岐ユネスコ世界ジオパーク学受験級論文」募集要項

7.2

Brochure
パンフレット

20

20

7.3

Press announcements (Newspapers, Radio, TV)
マスコミへの発表（新聞、ラジオ、テレビ）

20

20

A comic book introducing the Geopark is distributed to Year 4 elementary school students of all four islands. This is
the year when the Environmental Education Program is commenced. Geopark-related leaflets and posters are also
distributed free of charge. 'UNESCO Global Geoparks of Japan 2017', which introduces the Japanese UNESCO
82 Additional Global Geoparks and was created by Shimane Prefecture and Oki Islands Geopark Promotion Committee, is also
distributed free of charge to the local junior and senior high schools on all four islands.
Appendix 1
環境教育プログラムの授業が可能となる島内の4年生に副読本を無料配布している。ジオパーク関係のリーフレット、ポス
ターを無料配布している。島根県と協議会で発行した日本のユネスコ世界ジオパークを紹介した「日本のユネスコジオパー
ク」冊子を島内の小中学校と高校に無料配布している。
＞見どころマップ、A3リーフ、副読本、4島ポスター、6枚組解説ポスター、日本のユネスコ世界ジオパーク
BSS Radio (from 2015), NHK Oki.

83 2015年より、BSSラジオを開始。ＮＨＫ隠岐。
＞香港ジオパークと隠岐ジオパークの交流に関する新聞記事

Newspaper or newsletter
7.4
新聞やニュースレター

Maximum Total 合計
の上限

20

20

80

80

From 2013 to 2016 a Geopark Newspaper was published monthly. From 2016 the publication was renamed 'Oki
Times' and is published quarterly.
84
2013年より、ジオパーク新聞を毎月発行。2016年より、ジオパーク新聞に替わり「オキドキ」を年4回発行。
＞「オキドキ」

III. Information and Environmental Education
情報と環境教育

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Do you use the internet for school programmes? What kind of service do you
8 provide?
学校用のプログラムとしてインターネットを利用していますか。どのようなサービスを提供していま
すか。

8.1

Own website with general information about environmental education within the area
エリア内での環境教育に関する一般向けの情報を掲載した、自前のホームページ

50

50

8.2

Those responsible for the education programme may be reached by e-mail
教育プログラムに関する応対をEメールで行っている。

30

30

8.3

Regular electronic newsletter
定期的に電子版ニュースレターを発行

20

20

8.4

Up-to-date calendar of activities
最新の活動カレンダーがある。

Maximum Total
合計の上限

Please do not send information material, brochures,
Total Points Awarded
etc. (these should be provided only to field evaluators)
For Section III:
一覧や詳細を添付する際、出版物やパンフレット等の現物は、
Education
決して送付しないこと。（これらは、現地審査員にのみ提供して
「Ⅲ：教育」項目の小計
ください。）

20

20

120

120

Maximum
points
得点の
上限

1000

Self
Assessment
自己採点

930

Geopark pamphlets, which can be used as teaching materials (leaflets, Geopark Guide Map, Geopark comic book,
Oki Islands Geopark Guide Book), are uploaded on the website and can be downloaded free of charge. A banner
introducing the 'Environmental Education Program' (developed with the Ministry on Environment) was created,
85 including links to more detailed information.
HPに教材として活用できるパンフレット（リーフレト、見どころマップ、副読本、隠岐ジオパークガイドブック）を掲載し、無料で
ダウンロードできます。また、環境省の「環境教育プログラム」のバナーを作成し、リンクを貼っています。
＞HPキャプチャ
The e-mail address of the Geopark Promotion Committee Head Office is provided on the website. Correspondence
(questions, applications) about environmental education can be carried out through e-mail.
86 HPに事務局のメールアドレスを掲載し、教育プログラムの質問や申込（申請）の対応をメールでも行っています。
＞HPキャプチャ
A geopark newspaper 'Oki Times' is uploaded on the website.
＞HPキャプチャ

87 ジオ新聞、オキドキをHPに掲載しています。

The calendar includes 'Experience Nature' events organised by the Chūgoku-Shikoku Regional Environmental
Office of the Ministry of the Environment and other events that are not organised directly by the Promotion
Committee but are related to it.
88
環境省中国四国地方環境事務所主催の「自然ふれあいイベント」など、協議会が主催しないが、隠岐ジオパークに関係する
イベントの掲載も行っています。 ＞HPキャプチャ

IV. Geotourism ジオツーリズム
1

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

What kind of promotional material of the area is available?
どのような宣伝素材がありますか。

Printed material (e.g. leaflets, magazines)
1.1
印刷物（例：リーフレット、雑誌など）

25

25

82

Geopark Guide Map, Leaflet, set of six geopark explanation posters, posters for all four islands are available.
見どころマップ、リーフレット、６枚組解説ポスター、４島ポスターがあります。
＞見どころマップ、A3リーフ、副読本、4島ポスター、6枚組解説ポスター、日本のユネスコ世界ジオパーク

1.2

Popular literature for public (e.g. books, guide books)
一般向けの読み物（例：本、ガイド本など）

15

Oki Islands Geopark Guide Book, comic book, and 'UNESCO Global Geoparks of Japan 2017' issued by
Shimane Prefecture and the Promotion Committee are available. The Oki Islands Geopark Guide Map is
89 currently being redesigned.
隠岐ジオパークガイドブック、副読本、島根県と協議会で発行した「日本のユネスコ世界ジオパーク」があります。また、
現在、隠岐ジオパークガイドブックは、内容の更新を行っています。
＞隠岐ジオパークガイドブック、副読本、日本のユネスコ世界ジオパーク

15

A DVD introducing Oki Islands Geopark, CGI animation showing the formation process of the Candle Island
and Kuniga Coast and aerial footage of the Oki Islands Geopark have been created.
66
隠岐ジオパークを紹介するDVD、ローソク島と国賀海岸の形成過程をCG、隠岐ジオパークの空撮映像があります。
＞DVDの写真

15

15

Stickers with Shimaneko (the mascot character representing Shimane Prefecture), geo-cards and magnets
90 are available. The Geopark Facebook Page is regularly updated.
しまねっこシール、ジオカード、ジオマグネットがあります。また、フェイスブックは、定期的に更新しています。
＞しまねっこシール、ジオカード、フェイスブック

70

70

10
10
10
10
10
10

10
10

15

CD or video material
1.3
CDやビデオ素材

15

Other promotional material or merchandise
1.4
その他の宣伝用素材、製品

Maximum Total
合計の上限
In how many languages is the marketing material produced? (The SELF
AWARDED total cannot exceed 80)
2
宣伝用製品は何か国語で製作されていますか。（自己採点合計は80点を越えることはでき
ません。）
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

English 英語
French フランス語
Spanish スペイン語
Russian ロシア語
Chinese 中国語
Arabic アラビア語

10

91 ＞見どころマップ、A3リーフ、副読本、西ノ島マップ、日本のユネスコ世界ジオパーク
92 ＞A3リーフ、観光マップ

93、66 ＞A3リーフ

＞DVDの写真

Pamphlets written in Japanese, Korean and Thai are available.
Add 10 points for each other language (explain and justify)
2.7
その他の言語1言語につき10点（説明と根拠を）

30

94、95、 日本語、韓国語、タイ語のパンフレットがあります。
66 ＞（韓国語）A3リーフ、（日本語）見どころマップ、A3リーフ、副読本、日本のユネスコ世界ジオパーク
＞（韓国語、日本語）DVDの写真

Multiple languages in one publication
2.8
多言語での出版

Maximum Total
合計の上限

10

10

80

70

＞（タイ語）AJ

A trilingual brochure (Japanese, English, Thai) is available.
95
日本語、英語、タイ語の3カ国語でのパンフレットがります。 ＞AJ

IV. Geotourism ジオツーリズム

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Are the information centres or exhibitions regarding the area in the Geopark’s
3 area?
インフォメーションセンターや地域情報の展示が、ジオパークエリア内にありますか。

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

48 ＞インフォメーションと探索路の位置図

At least one information centre, managed directly by the Geopark or one of the partner
3.1 organizations
申請者ないしその協力機関が運営するインフォメーションセンターが地域内に１つ以上ある。

30

30

There are Tourism Associations located in each port, as well as Oki Nature Museum and Nishinoshima
Furusato-kan Museum.
隠岐自然館、ふるさと館、各港に観光協会があります。

Info points' or similar facilities throughout the area managed directly by the Geopark or one of
3.2 the partner organizations
申請者ないしその協力機関が運営する情報拠点やそれに旬ずる施設が地域内各所にある。

20

20

There are Tourism Associations located in each port, as well as Oki Nature Museum and Nishinoshima
Furusato-kan Museum.
隠岐自然館、ふるさと館、各港に観光協会があります。

10

10

3.3

Information centre “meeting and starting” point for excursions
ツアー時に集合場所となるインフォメーションセンターがある。

Is the Information centre accessible for wheelchair users and does it cater for individuals with
3.4 other disabilities?
インフォメーションセンターでは車いすの利用が可能ですが、また他の障がい者にも対応できますか。

3.5

Personal and individual information offered to visitors about possible activities in the area
地域内で可能な活動に関する個人的・個別の情報が利用者に提供されていますか。

Oki Nature Museum and ferry terminals in each port (where the Tourism Associations are located) are used for
these purposes.
48 隠岐自然館や各港のターミナル（観光協会併設）を活用しています。

10

10

Oki Nature Museum, Okinoshima Tourism Association (Saigō Port), Nishinoshima Tourism Association (Ferry
Terminal at the Beppu Port) and Ama Town Tourism Association (Kinnyamonya Centre, Hishiura Port) are
wheelchair accessible.
隠岐自然館、隠岐の島町観光協会、西ノ島観光協会（別府港のターミナル）、海士町観光協会（キンニャモニャセン
ター）は、車いすの利用が可能です。

10

10

Information is offered by each Tourism Associations.
各島の観光協会において情報提供を行っています。
Oki Nature Museum is open every day, excluding the New Year holiday period.

Centre open to the public at least 6 days a week, all year round (if the weather permits it)
3.6
センターは（天候が許す限り）年間を通して週6日以上開館していますか。

20

20

48 隠岐自然館は、年末年始以外、毎日開館しています。
96
＞自然館のパンフレット

Maximum Total
合計の上限

100

100

10

10

Information panels, interpretation signboards, guide maps (pamphlets) and books are displayed.
パネル、解説看板、ガイドマップ（パンフレット）、書物を配置しています。

10

A DVD introducing the Geopark is shown in the Oki Nature Museum, Saigō Port and Beppu Port. A promotion
video which was created by students during the 'Geopark Studies' class (Shimane Prefectural Oki High
School) is often played at the Saigō Port.
隠岐自然館では、DVDを放映しています。西郷港・別府港では、DVDを放映しています。特に、西郷港では、隠岐高校
の「ジオパーク研究」の授業で作成したPVを放映しています。

How is information and interpretation about the area presented at info centres,
4 information points, etc.?
インフォメーションセンターやポイントでは、情報や説明案内をどのように掲示していますか。
4.1

Static display material
ふつうの固定掲示板やパネル

4.2

Films, video, slideshow, etc.
映画、ビデオ、スライドショーなど

10

4.3

Interactive displays
双方向（対話型）ディスプレー

10

4.4

Different special exhibitions changing on a regular basis
定期的に変更される特別展示

40

Special exhibitions are periodically organised in the Oki Nature Museum.
40

67 隠岐自然館において定期的に企画展を開催しています。
＞隠岐自然館の企画展チラシ

Maximum Total
合計の上限

70

60

IV. Geotourism ジオツーリズム
5

5.1

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Public access and facilities (SELF AWARDED total cannot exceed 100)
交通の便と設備（自己採点合計は100点を越えることはできません）
Is it possible to reach the Geopark area by public transport?
申請地域には公共交通機関を使っていくことが可能ですか。

50

Do you provide your own tourist transport?
5.2
申請者自前の輸送手段がありますか。

20

50

The Geopark can be reached by plane and ferry. Taxis are available on each island and there are public buses
to some sites in the Geopark.
97 島外からは、飛行機、フェリーを使って行くことができます。それぞれの島にはタクシーがあり、そしてあるジオサイトに
公用バスがある。
＞ＨＰアクセス地図

20

A geo-bus operates in Okinoshima Town and Nishinoshima Town (both members of the Promotion
47 Committee).
協議会会員である隠岐の島町と西ノ島町で、ジオバスを運行しています。
＞ジオバス・ジオタクのチラシ

5.3

Is public transport integrated with walking, cycling trails?
徒歩や自転車用の探索路は公共交通を使っていくことが可能ですか。

20

5.4

Do you have car park facilities connected to the trails which your organization has developed?
申請機関が設けた探索路入口には駐車場設備がありますか。

20

20

98

The starting point of each trail has a car park.
各遊歩道の入口部には、駐車場を整備しています。

5.5

Are there toilets available in the parking areas?
駐車場には便所がありますか。

20

20

99

A toilet is available at each car park.
各駐車場には、トイレが配置されています。

100

100

Maximum Total
合計の上限

＞駐車場の写真

＞トイレの写真（ex.中谷駐車場のトイレ）

Are visitors informed about public transport in the area and encouraged to use it
before their arrival?
6
地域内の公共交通について利用者に事前に告知しており、公共交通を使って来園するよ
う、呼びかけていますか。
Promotional material about the area (leaflets, brochures, internet) contains information about
6.1 public transport
申請地域の宣伝用チラシ、パンフレットやインターネットに、公共交通の情報を載せている。

20

The website(s) of the Geopark and/or local tourism organizations are linked to web-based
6.2 timetables and transport information held by others
申請地域や観光団体のホームページは、インターネット上の時刻表や交通情報にリンクされている。

20

Special offers for tourists using public transport, bicycle or other forms of sustainable transport
6.3 公共交通、自転車など環境に優しい（持続可能な）方法で来園した人には、特別なサービス（ガイド料や
入場料の値引きなどを提供している。)

10

Maximum Total
合計の上限

50

20

The Geopark Promotion Committee website includes a link to information about public transport. The
100 information is also included in pamphlets issued by each Tourism Association.
交通機関のHPにリンクを貼っています。また、各観光協会が発行するパンフレットにも掲載しています。
＞HPキャプチャ、隠岐楽－フェリー、内航船、高速船の時刻表

20

There are links to public transport information on the websites of the Promotion Committee and each Tourism
Association.
101
協議会と各観光協会のHPにおいて、交通情報とリンクしています。
＞HPキャプチャ

40

IV. Geotourism ジオツーリズム

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

What kind of guided tours have been developed by your management body
and/or partners?
7
申請機関や、あるいはその協力機関が開発したガイド付きツアーとして、どのようなものが
ありますか。
7.1

Tours for groups with special a interests in geology and geomorphology
地質学や地形学に特に興味のあるグループのためのツアー

10

7.2

Tours take place regularly during the season
シーズン中定期的に行われるツアー

10

10

7.3

Tours for a broad audience
幅広い参加者を対象としたツアー

20

20

Geo-bus operates in Okinoshima Town and Nishinoshima Town (April-October)
Sightseeing boats operate on each island (April-October)
47 西ノ島町と隠岐の島町では、ジオバスを行っています（4月～10月）。
50 また、各島では、遊覧船を行っています（4月～10月）
＞ジオバス・ジオタクのチラシ ＞隠岐楽－遊覧船
A BSS (Broadcasting System for San'in Inc.) day trip for families.

102 家族を対象としたBSS日帰りツアーを行っています。
＞BSSチラシ、シーカヤックチラシ

Tours for disabled visitors
7.4
障がい者用ツアーはありますか

10

10

In 2009, a tour intended for visitors with impaired vision or hearing, or wheelchair users was carried out. Since
then, tours have been offered individually by guides.
103
2009年に、視覚障がい者、聴覚障がい者、車いす使用者を対象としたツアーを実施し、個別に対応しています。
＞バリアフリー情報誌

Available alternatives include Abalone Shell Jewelry Making, Jonjon Shell Craft, Pottery Making, Fabric Dyeing
in Nishinoshima Town, Shamoji (Rice Spoon) Painting in Ama Town, and Bull Sumō Display, Sasaki-ke
Traditional Residence Lunch, Oki Folk Song Performance, Oki Folk Song and Dance Lesson, Soba Noodle
104 Making, Rainbow Shell Craft, Charm/Strap Craft, Obsidian Arrowhead Making in Okinoshima Town.
（西ノ島町）アワビ殻アクセサリー作り体験、貝細工作り体験、泥染め体験、陶芸体験、（海士町）しゃもじ絵付け体験、
（隠岐の島町）観光牛突き観戦、佐々木家昼食、隠岐民謡公演、隠岐民謡体験、そば打ち体験、ひおうぎ貝の創作体
験、ストラップ作り体験、黒曜石矢じり作り体験を用意しています。
＞隠岐楽－悪天候時の代替案の案内

7.5

Available alternatives if tours are not possible due to bad weather conditions
悪天候によりツアーが中止になった場合の代替案

10

10

7.6

Flexible registration system (day to day basis) for participants or no registration required
参加者に融通の利く予約システム（当日受付可能など）や予約が不要

10

10

70

70

Maximum Total
合計の上限
8

Guide associations (Oki Islands Geopark Tour Desk, Oki Shizen-Mura 'Oki Nature Village', Furusato Annainin)
provide these kind of tours.
ガイド団体（隠岐ジオパークツアーデスク、隠岐しぜんむら、ふるさと案内人）が、個別に対応しています。

10

It is possible to register on the same day.
当日受付でも対応できます。

What else do you use to inform visitors about your area?
利用者に申請地域を理解してもらうため、他に何がありますか。

Easy to read interpretation panels at entrance areas and/or tourist locations
8.1
入り口付近や観光スポットなどに読みやすい説明案内板を掲示している。

20

20

There is at least one promoted trail dealing with geological subjects, developed by your team,
8.2 alongside any developed by partners
申請機関ないし協力機関によって整備された地質をテーマにした探索路が1つ以上ある。

20

20

40

40

Maximum Total
合計の上限

Until 2015 (beginning of the budget year), 13 general area signboards, 80 geosite signboards, 79 direction
signs (road signs), and 30 distance marks on the walking trails were installed.
2015年（平成27年度）までに、総合案内看板13基、ジオサイト看板80基、誘導標識（道路標識）79基、遊歩道内距離
標識30基を設置しました。

48

There is Norita-no-hana Nature Trail.
海苔田ノ鼻海岸遊歩道があります。 ＞インフォメーションと探索路の位置図

IV. Geotourism ジオツーリズム
9

9.1

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

How is the information and activities of different organisations co-ordinated?
他機関との間で、情報や活動調整をどのように行っていますか。

Joint information and/or promotional material
情報や宣伝用品を共同で作成している。

Maximum Total
合計の上限

20

20

20

20

40

40

Information related to the Geopark included in the guide book published by the Oki Islands Tourism
Association (Oki Islands Guide Book) is created by the Promotion Committee Head Office.
77
隠岐観光協会が発行するガイドブック（隠岐楽）のジオパークに関する原稿を協議会事務局が作成しています。
＞隠岐楽（英、日）

Do you use the internet and what kind of online service do you provide? (SELF
AWARDED total cannot exceed 80)
10
インターネットを利用していますか、利用している場合、どのようなサービスを提供していま
すか。（自己採点は80点以下）
10.1

The Promotion Committee website includes information about the whole Oki Islands Geopark region.

Own website with general information about the area
地域の一般向けの情報が載った、自前のホームページがある。

＞HPキャプチャ

Links to other websites of tourist board, communities, local government, which provide a broad
range of information on the Geopark's area
10.2
観光協会、地域社会、地方自治体などの申請地域の幅広い情報を提供する他のウェブサイトへのリン
クがある。

10.3

10.4

10.7

10

10

5

5

The Promotion Committee website includes links to websites of GGN, JGN, local governments, tourism
associations and transportation facilities.
106
協議会のHPに、GGN、JGN、申請地域の行政・観光協会・交通機関のHPリンクを掲載しています。
＞HPキャプチャ
The Promotion Committee can be reached by e-mail (provided on the website).

Geopark's management body may be reached by email
ジオパークの管理者とEメールで連絡がとれる。

107 協議会のHPに事務局のメールアドレスを掲示しています。
＞HPキャプチャ

Regular electronic newsletter
定期的なニュースレターをメールで配信している。

10

Facility to order publications online
10.5
出版物のオンライン注文

10.6

105 協議会のHPには、隠岐ジオパーク全域の情報を掲示しています。

0

10

10

Pamphlets created by the Promotion Committee are uploaded on the website. Publications can also be
ordered online.
108
協議会のHPに協議会で作成しているパンフレットを掲載しており、インターネットでの注文を行っています。
＞HPキャプチャ（パンフレットが掲載部分）

15

15

109 協議会のHPに祭り・イベントカレンダーを掲載してます。

Festivals and Events Calendar is published on the Promotion Committee homepage.

Up-to-date calendar of activities
最新の活動カレンダー

＞HPキャプチャ

Guidance for visitors on potential excursions
来訪者が参加できるツアーなどの案内

Maximum Total
合計の上限

10

10

80

80

Links to the websites of guide associations operating tours (Oki Islands Geopark Tour Desk, Oki Shizen-Mura
'Oki Nature Village') and each Tourism Association are provided on the Promotion Committee website.
106 ツアーを行うガイド団体（隠岐ジオパークツアーデスク、隠岐しぜんむら）および各島の観光協会のＨＰにリンクを貼っ
ています。 ＞HPキャプチャ

IV. Geotourism ジオツーリズム

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

What kind of infrastructure is available for activities such as horse riding,
11 canoeing and cycling ?
乗馬、カヌー、サイクリング等の活動施設には、どのようなものがありますか。

11.1

Network of footpaths, which include the main touristic and scientific points of interest
観光や科学的に興味深い主要地点を結ぶ遊歩道(footpaths)ネットワーク

10

10

In the Oki Islands Geopark there are footpaths that inlcude not only geological features but also very
interesting ecosystems. Distance markers on some of the footpaths have the Geopark logo on them and are
unified.
110 E.g. Mt. Washigamine: Byōbu-iwa (Folding Screen Rock), Tokage-iwa (Lizard Rock), Shizen-kaiki-no-mori
48 Forest, Yui Pond: landslide, wetland ecosystem.
隠岐ジオパークには、地質的だけでなく生態系学的に興味深い遊歩道コースが整備されています。また、遊歩道の一
部の距離標識は、協議会のロゴを入れたものに統一しています。
（例）距離標識： 鷲ヶ峰：屏風岩、トカゲ岩、自然回帰の森、遊歩道コース： 油井の池：崖崩れ、湿地生態系
＞ロゴ入り距離標識 ＞インフォメーションと探索路の位置図

11.2

Uniform/standard signposting of paths
統一された、あるいは一定の基準の道標が遊歩道に整備されている。

10

10

110 各遊歩道には、距離標識を設置しています。

11.3

11.4

Each footpath has distance markers installed.
＞ロゴ入り距離標識

Regular checks of infrastructure and immediate repair guaranteed
施設等は定期的に点検し、確実迅速に補修を行う体制

10

Special maps and information sheets for hikers, cyclists, etc.
ハイキングやサイクリング用の特別な地図や情報シート

10

At least one path concerning a special subject (mining, archaeology, architecture- not previously
counted in your score under another heading)
11.5
これまでの設問で点数に加えなかった、特定のテーマ（鉱山、考古学、建築など）に関する遊歩道が少
なくとも1つある。

11.6

Guided cycling-, walking tours, etc. provided or actively supported by a partner organization
パートナー機関が提供あるいは積極的に支援する、ガイド付きの自転車や徒歩などによるツアー

10

10

10

Natural Park Advisers and the staff of the Daisen-Oki National Park Oki Ranger Station regularly carry out
patrols, report and keep records about condition of various facilities. Oki Ranger Station is currently creating
18 records for the National Park facilities.
自然公園指導員や隠岐管理官事務所の職員が、定期的にパトロールを行い、施設の損傷状況について報告・記録を
26 行っています。また、隠岐管理官事務所では、国立公園内の施設カルテを作成しています。
＞自然公園指導員設置要綱、リスト、報告書
＞隠岐管理官事務所の施設カルテ

10

Mt. Washigamine Trekking Model Course (Okinoshima Town), Yui Pond Walking Trail Map (Okinoshima
48 Town), Cycling Map of the Dōgo Island (Okinoshima Town) with Beginner, Intermediate and Advanced
49 Courses, Kuniga Coast Hiking Trail information (Nishinoshima Town).
鷲ヶ峰トレッキングコース（隠岐の島町）、油井の池散策マップ（隠岐の島町）、体力にあわせた島後（隠岐の島町）の
51 サイクリングマップ、国賀海岸ハイキングコース（西ノ島町）などを作成しています。
＞インフォメーションと探索路の位置図 ＞モデルコースの例 ＞サイクリングマップ

10

Shōyō-ji Temple Area Walking Trail (Chibu Village: history), Tamawakasu-mikoto Shrine Burial Mounds
111 Walking Trail (archeology).
松養寺周辺遊歩道（知夫村：歴史）、玉若酢命神社裏古墳群散策路（考古学）があります。
＞松養寺の看板

10

Oki Islands Geopark Tour Desk offers Mt. Daimanji-Mt. Washigamine Trekking Tour and Sea Kayaking Tour
(including a cave tour).
112 （一社）隠岐ジオパークツアーデスクにおいて、大満寺ー鷲ヶ峰トレッキングツアーやシーカヤックを使った洞窟ツアー
があります。
＞ツアーデスクのパンフ一式

All inclusive offers (e.g. hotel, half or full board) of several days for tours (for example, hikingand/or cycling tours) offered or actively supported by a partner organization
11.7
メンバー機関が提供あるいは積極的に支援する、ハイキングやサイクリングツアーに、数日間にわたる
パッケージツアー（食事、宿泊付き）がある。

10

10

There is an all-inclusive offer for a walking event, which is supported by a member of the Promotion
Committee.
113
協議会会員が後援を行っているウォーク大会が、対応しています。
＞とって隠岐2デーウォーク

All inclusive tour package with luggage transport of several days provided or actively supported
by a partner organization
11.8
メンバー機関が提供あるいは積極的に支援する、ハイキングやサイクリングツアーに、数日間にわたる
荷物輸送付きのパッケージツアー（食事、宿泊付き）がある。

10

10

113

There is a network of hiking/biking friendly hotels/pensions, defined by a catalogue of criteria
who work in partnership with your organisation
11.9
申請機関と協力して活動する、一定の基準に基づいたハイキングやサイクリングのためのホテルやペ
ンションのネットワークがある。

20

Maximum Total
合計の上限

100

80

Same as above
同上

IV. Geotourism ジオツーリズム

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

How do you communicate the goals of geotourism, especially to those
responsible for tourism ?
12
ジオツーリズムが目指すものを、特にツアーの実際の担当者（社）に、どのようにして普及
し、伝えますか。
Direct personal meetings and/or through their involvement in your organization
12.1
個人的に直接会う、あるいは申請機関に関与させる。

12.2

A regular award scheme to promote good practice
良い実例を奨励するために定期的に表彰を行う。

10

10

Tourism Associations (also members of the Geopark Promotion Committee) participate in Working Group
114 Meetings where plan reviewing and tourism promotion takes place.
協議会会員である観光団体が部会に入り、企画検討およびツーリズムの推進・検討を行っています。
＞３部会名簿、「プログレスレポート添付資料３：協議会名簿」

20
Collaboration with AEON Group and Montbell.
イオングループおよびモンベルと連携しています。
＞WAONカードの締結書・説明、モンベルの締結書

12.3

The selection and nomination of official partners/mentors/sponsors
公式な協力者／助言者／スポンサーを選任、あるいは指名

20

20

115
116 There are tourism ambassadors appointed by each municipality.
また、各島では、観光大使を任命しています。
＞観光大使数、観光大使の証明書（知夫村）

Maximum Total
合計の上限
13

50

30

20

20

Do you have the following sustainable (e.g. non car based) trails?
持続可能な手段で（車を使わない、など）楽しめる次の様な探索路はありますか。
Noritabana Coast and Jōdogaura Coast.

13.1

Geo-trails
地質の散歩道

13.2

Cultural trails
文化の散歩道

10

10

13.3

Forest trails
森の散歩道

10

10

48 Mt. Daimanji-Mt. Washigamine Trekking Course, Shizen-kaiki-no-mori Forest Walking Path.
大満寺－鷲ヶ峰トレッキングコース、自然回帰の森散策路があります。
49 ＞インフォメーションと探索路の位置図 ＞モデルコースの例

13.4

Other trails
その他の散歩道

10

10

48 Kuniga Coast Walking Trail and Yui Pond Walking Trail.
国賀海岸遊歩道、油井の池があります。
49 ＞インフォメーションと探索路の位置図 ＞モデルコースの例

13.5

Other out-door activities not mentioned elsewhere
これまでに書かれていないその他の野外活動

10

10

48 海苔田鼻海岸、浄土ヶ浦海岸があります。

＞インフォメーションと探索路の位置図

Walking maps of Saigō Port area (Okinoshima Town) and Beppu Port area (Nishinoshima Town) are
117 available.
西郷港（隠岐の島町）周辺および別府港（西ノ島町）周辺の散歩図があります。
＞西郷港（隠岐の島町）周辺の散歩図（３つ）、西ノ島町のマップ

Diving, fire-making, bamboo camping pot making, camping.

118 ダイビング、火興し体験、竹飯盒体験、キャンプがあります。
＞クラブノアHP、隠岐の国ダイビングHP・フェイスブック

Maximum Total
合計の上限

60

60

IV. Geotourism ジオツーリズム

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

14 Visitor evaluation 利用者の見積もり

14.1

Do you count visitors?
利用者を把握していますか。

20

20

Visitor numbers are calculated according to the number of passengers coming through the Oki Islands Global
Geopark Airport and passenger names register recorded by the Oki Kisen Ferry Line, as well as the number of
119 entrance tickets handed out at all facilities.
隠岐世界ジオパーク空港の乗客数や隠岐汽船の乗船名簿によって、来島者人数を把握しています。また、各施設に
入場券を設けて、把握しています。
＞「プログレスレポートｐ１０」の経年変化の図版

By entrance tickets / trail counters
入場券／利用者カウンター

Number of entrance tickets handed out at all facilities.
各施設に入場券を設けて、把握しています。

By field trip participants
ツアーの参加者数

Number of Geo-bus tour participants is counted.
ジオバスの乗客数を把握しています。

By estimation
推定

A survey on tourism trends is carried out.
観光動態調査を行っています。

By visitor survey
来訪者の調査

Data is collected from passengers using the Oki Islands Global Geopark Airport and passenger names register
recorded by the Oki Kisen Ferry Line.
隠岐世界ジオパーク空港の乗客数と隠岐汽船の乗船名簿によって集計している。
＞隠岐汽船の乗船名簿

Do you evaluate where your visitors come from?
14.2
利用者がどこから来たかを調べていますか。

The visitors' origins are evaluated according to a survey on the users of the Oki Islands Global Geopark Ariport
and the passenger names register recorded by the Oki Kisen Ferry Line.
隠岐世界ジオパーク空港の空港利用者実態調査および隠岐汽船の乗船名簿によって把握しています。
＞隠岐汽船の乗船名簿

14.3

20

By booking addresses
予約時の住所

Evaluated according to the passenger names register recorded by the Oki Kisen Ferry Line.
隠岐汽船の乗船名簿で把握しています。
＞隠岐汽船の乗船名簿

By market analysis
市場調査

Survey targeted at visitors.
来場者にアンケートを行っています。

By university study
大学の研究

The Promotion Committee subsidizes travel expenses of university students visiting the islands for research
purposes. Address information of these students is included in the application documents and can be
evaluated.
大学生の研究による来島には旅費の補助をしており、その申請書で住所を把握している。
＞隠岐の島町定住促進交流体験事業補助金交付要綱

Do you use visitor evaluation for your forward planning?
今後の計画にこうした利用者調査を用いていますか。

Do you analyse the socio-economic profile of your visitors (families, school classes, pension
groups, tourist groups, etc.)?
14.4
利用者の見積もり社会経済プロファイル（家族構成、学年、年金受給者か、団体旅行か、など）について
分析を行っていますか。

14.5

20

Do you use questionnaire to assess visitors’ satisfaction levels?
利用者の満足度調査がありますか。

Maximum Total
合計の上限

20

20

10

10

The previously mentioned data is utilized in the Basic Plan of the Oki Islands UNESCO Global Geopark.
隠岐ジオパークの全体構想に上記のデータを活用している。
＞「プログレスレポート添付資料１：全体構想（概要板）」
Analysed through a survey and passenger names register recorded by the Oki Kisen Ferry Line.

120 アンケート調査および隠岐汽船の乗船名簿で把握しています。
＞隠岐汽船の乗船名簿

10

10

80

80

A questionnaire is carried out during each tour. Moreover, a questionnaire assessing visitor's satisfaction
levels was carried out by Oki Islands Tourism Association, with the result of 74% of visitor's stating that they
121 Additional feel satisfied.
Appendix 2 各ツアーでアンケート調査を行っています。また、隠岐島観光協会において、満足度調査を実施し、満足度７４％という
結果となりました。
＞満足度調査

IV. Geotourism ジオツーリズム

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Please do not send information material, brochures,
Total Points Awarded
etc. (these should be provided only to field
For Section IV:
evaluators)
Geotourism
一覧や詳細を添付する際、出版物やパンフレット等の現物
「 IV: ジオツーリズム」項
は、決して送付しないこと。（これらは、現地審査員にのみ
目の小計
提供してください。）

Maximum
points
得点の
上限

Self
Assessment
自己採点

1000

900

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

V. Sustainable Regional Economy
持続可能な地域経済

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

What efforts are undertaken to promote regional food and craft products, and
to integrate the catering trade?
1
地場の食材や工芸品の飲食店や仕出しなどへの利用を推進するため、どのような工夫を
していますか。

Initiatives promoting food from regional and/or ecological production, which your organisation
1.1 develops or actively supports
申請機関が開発あるいは積極的に支援した地元の食材や製品などを推進している。

50

50

122
Additional
Appendix 3, 4,
5, 6

The Promotion Committee undertakes various efforts to promote sustainable regional development as well as
increase the level of satisfaction of visitor's and the degree of recognition of the Oki Islands UNESCO Global
Geopark. Among them are the following projects: geopark-product certification system, new geopark-products
development subsidy programme and packaging development subsidy programme.
協議会では、持続可能な地域経済の活性化と来島者の満足度向上、及び隠岐ユネスコ世界ジオパークの認知度の向上
を目的とし、隠岐ユネスコ世界ジオパーク認定商品制度、隠岐ユネスコ世界ジオパーク新商品開発助成事業、隠岐ユネス
コ世界ジオパーク・パッケージ等開発助成事業を作成し、実施しています。
＞募集要項（３つ：隠岐ユネスコ世界ジオパーク認定商品制度、隠岐ユネスコ世界ジオパーク新商品開発助成事業、隠岐
ユネスコ世界ジオパーク・パッケージ等開発助成事業）、2017年の各募集の採択数

Additional With some exceptions, restaurants around the islands use regional food products.
Appendix 7 一部を除き、島内の飲食店は、地元の食材を利用しています。

1.2

Meals from regional and/or ecological production are available in restaurants
地元の食材や環境に優しい製品を利用するレストランがある。

30

30

1.3

The Geopark organizes markets, where mainly regional agricultural products are sold
申請者が地域の農産品販売所を運営している。

50

0

1.4

A label for regional food products or local gastronomy exists
地元の食材や、郷土料理専用のブランドがある。

30

30

There are the following brands: 'Haruka' rock oyster from Ama Town, 'Seikai' Oki rock oyster, Oki Beef, Kuroiso
123 Beef, Shionagi Beef, Oki Matsuba Crab, 'Densetsu-no-ika' live squid, Moshio rice.
海士のいわがき春香、隠岐のいわがき青海、隠岐牛、黒磯牛、潮凪牛、隠岐松葉ガニ、「伝説のイカ」活イカ、藻塩米など
のプランドがあります。 ＞各チラシ

40

40

Regional agricultural products are directly marketed at 'Anki-ichi', a shop situated in Saigō Port (Okinoshima
Town), and in Kinnyamonya Center situated in Hishiura Port (Ama Town).
西郷港（隠岐の島町）にある「あんき市」および菱浦港（海士町）にある「キンニャモニャセンター」において農産物の直売を
行っています。

200

150

50

0

100

100

Direct marketing of regional agricultural products
1.5
地域の農産品の直売

Maximum Total
合計の上限
Which efforts are undertaken to create and promote regional geotourism
2 products?
ジオツーリズムの製品を開発し、推進するため、どのような工夫がなされていますか。
2.1

Initiatives to promote the the production of geological replicas
地質・化石模型などの制作を推進している。

2.2

Casts and souvenirs from local production are available
地元製品から作られた土産品が市販されている。

The organization or its active partners has (a) retail outlet(s) where mainly regional products
2.3 are sold
申請機関やその協力機関が地元の製品を中心に扱う販売所や店を運営している。

Maximum Total
合計の上限

50

50

200

150

Oki Islands Geopark topographical models, bird's-eye view posters, handkerchiefs and Oki Gneiss Straps are
sold.
隠岐ジオパークの地形図、タペストリー、ハンカチ、片麻岩ストラップなどが売店で買えます。
Oki Dōgo Forestry Cooperative, Tourism Associations and Oki Kisen Ferry Line (all members of the Promotion
Committee) operate retail outlets. Furthermore, organizations registered in the Commerce and Industry
Association (member of the Promotion Committee) directly market regional agricultural produce.
協議会の会員である森林組合（もくもく館）、観光協会、隠岐汽船が販売所を運営しており、協議会会員である商工会に加
わる協議会（組織）が農産物の直売所を運営しています。

V. Sustainable Regional Economy
持続可能な地域経済
3
3.1

3.2

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

How are regional crafts promoted?
地域の工芸品などの活性化をどのように進めていますか。
The marketing of local craft products is actively supported
地域の工芸品の販売を積極的に支援している。

50

Local craft products are showcased
地域の工芸品が展示されている施設がある。

Maximum Total
合計の上限

50

100

100

150

150

123

See point 1.1
1.1を活用
Oki Kyōdo-kan Museum of Local Archeology and Folklore (Okinoshima Town), Oki Global Geopark Airport
(Okinoshima Town, iguri kite), Oki Nature Museum (Okinoshima Town, iguri kite), Okinoshima Culture Hall
(Okinoshima Town, iguri kite), Okinoshima Town Library (exhibitions of handicrafts organized periodically).
郷土館（隠岐の島町）、隠岐世界ジオパーク空港（隠岐の島町、いぐり凧）、隠岐自然館（隠岐の島町、いぐり凧）、隠岐島
文化会館（隠岐の島町、いぐり凧）、隠岐の島町図書館では、定期的に工芸品の展示を行っています。

What efforts are undertaken to promote links between the Geopark and local
businesses? (SELF AWARDED total cannot exceed 100)
4
ジオパークの申請者と地場産業との関係をどうやって深めていますか。（自己採点合計は
100点を越えることはできません）
A label for regional services/products has been developed by the Geopark or in partnership
4.1 with others
申請者が単独または他機関と協力して開発した地元製品やサービスのブランドがある。

4.2

4.3

Direct marketing of regional products is undertaken by your organization
申請機関が中心となって、地元製品の直売をしている。

Tourism offers include tours in collaboration with local businesses
ツアーには地元会社と協力したツアーがある。

Maximum Total
合計の上限

50

50

50

50

20

20

100

100

There are products with the Geopark logo. The geopark is creating a certification system for using the brand logo
124 on products.
ロゴマーク付き製品。認定制度を作成し、ブランドマークを付けている。
＞ロゴマークの使用の考え方、ローカルロゴの申請書・使用規程
The direct marketing of regional products is undertaken through use of the Geopark logo.
パークゴロを活用することによって地域商品を直接宣伝し、販売している。

ジオ

Oki Kisen Co., Ltd, Ichibata Travel Service Oki Sales Branch Co.,Ltd, Tourism Associations, Oki Shizen-mura ('Oki
Nature Village'), Oki Islands Geopark Tour Desk and Oki Tabi Kōsha include tours created in colaboration with the
76 Promotion Committee.
125 隠岐汽船、一畑トラベル、観光協会、隠岐しぜんむら、（一社）隠岐ジオパークツアーデスク、隠岐旅工舎などと協力したツ
アーがあります。
＞ジオバス・ジオタクのチラシ、シーカヤックチラシ、隠岐しぜんむらHP ＞ツアーのカタログ

What kind of contracts are regularly offered to businesses in your area? (SELF
AWARDED total cannot exceed 150)
5
申請の地域で、地場産業とどのような契約が定期的にありますか。（自己採点は150点以
下）

5.1

Services (repair, management)
サービス（修繕、管理など）

50

50

Management of the Oki Nature Museum and Marine Sports Centre (Okinoshima Town) is relegated to the Oki
Islands Geopark Tour Desk. Facilities management of Nakamura Beach is relegated to Okinoshima-zukuri, Co.,
Ltd.
隠岐の島町の隠岐自然館および海洋スポーツセンターの施設管理を「（一社）隠岐ジオパークツアーデスク」に委託し、中
村海水浴場の施設管理を「隠岐の島づくり株式会社」に委託しています。

Design, Print
5.2
デザインや印刷

50

50

Contracts related to design of signboards, maps, pamphlets, banners, flags, stickers, jackets and business cards,
as well as management of the homepage are offered to local businesses.
看板、マップ、パンフレット、横断幕、のぼり、シール、ジャンパー、名刺、デザインの作成、ＨＰの運営を地元企業に発注し
ています。

Other equipment and/or services to support geotourism and interpretation, e.g. transport,
display cabinets etc. (give details)
5.3
ジオツアーやその説明案内に必要なそれ以外の備品やサービス（輸送、展示ケースなど）（詳細を別
途添付のこと）

80

80

The management of the Visitor Center (Oki Nature Museum) and conducting lectures about the Geopark within the
region is carried out by a local business (Oki Islands Geopark Tour Desk).
ビジターセンター（隠岐自然館）の管理および地域におけるジオパーク学習の講師等を地元企業（隠岐ジオパークツアーデ
スク）に業務委託しています。

150

150

Maximum Total
合計の上限

V. Sustainable Regional Economy
持続可能な地域経済
6

6.1

Points
Available
得点

Self
Assessment
自己採点

Material
Number
資料番号

Reason for scoring
採点根拠

Networking (SELF AWARDED total cannot exceed 200)
ネットワーク（自己採点合計は200点を越えることはできません）
A network of co-operating enterprises exists, fostered by the Geopark
申請機関が援助する協力企業のネットワークがある。

There is a formal contract between the Geopark and its partners
6.2
申請機関とその協力者間で正規に契約を結んでいる。

100

Total Points Awarded
For Section V:
Sustainable Regional
Economy
「V: 持続可能な地域経
済」項目の小計

Additional The Geopark Guide Club encompasses the guide organizations in the Geopark area and meets for networking
activities.
Appendix 8 ジオパークエリアのガイド団体を含むジオパークガイドクラブがある。ネットワーク活動のために集まっています。

100

100

A letter of intent is signed between the Promotion Committee and Tourism Associations, AEON RETAIL Co., Ltd.
and Montbell.
115
協議会は、観光協会、イオンリテール株式会社、モンベルと基本合意書を締結しています。
＞WAONカードの締結書・説明、モンベルの締結書

50

50

The Geopark provides financial support for promotion of Geopark tours, such as sea kayaking tours. There is a
subsidy for the development of certified products using the Geopark brand logo exists.
シーカヤックを含む、ジ
オパークツアーを宣伝するために経済的な支援をしている。認定商品の開発のための助成制度が存在する。

200

200

There are jointly financed projects between the Geopark, private businesses and local
6.3 authorities
申請者、企業、地方自治体間で出資する共同プロジェクトがある。

Maximum Total
合計の上限

100

Maximum
points
得点の
上限

1000

Self
Assessment
自己採点

900

