令和２年 12 月４日
「隠岐諸島における登山・トレッキングを中心とした通年型観光に向けた関係者招聘事業」
募集要項
1. 趣旨
従来、隠岐では一般の観光客に対して紹介しているアウトドアアクティビティは遊覧船観光、カ
ヌー・カヤック、ダイビング、釣りといった日本海が比較的に穏やかになる夏季シーズンの海洋レ
ジャーに限定されています。一方で、隠岐諸島最高峰の大満寺山や鷲ヶ峰、高田山等の登山やトレ
ッキングコースがあり、地域住民や一部の愛好家を楽しませています。これらの山々の大半のルー
トは常緑樹に覆われているため、積雪期であっても相応の装備があれば容易に歩くことができま
す。ジオツーリズムを標榜する隠岐では、車両だけでは行くことができない隠岐独特の地質や地
形、生態系を登山やトレッキングを楽しみながら体感することができます。
コロナ禍において密を避ける観光資源が求められている中では、野外活動となる登山・トレッキ
ングのニーズは高く求められており、加えて、コロナ収束後に回復が期待されるインバウンドに対
し、とりわけ、アウトドアアクティビティに関心が高い欧米豪の富裕層等向けに登山・トレッキン
グを紹介するこができます。
本事業では、隠岐の登山・トレッキングルートが通年型の観光資源として位置付けできることを
目的に、登山・トレッキングを取扱う旅行会社の企画担当者及び登山・トレッキングを扱うテレビ
番組やアウトドア雑誌・観光情報誌等のメディア関係者（フリーのライター、写真家を含む）を招
聘し、旅行商品の造成及び関連メディアで映像、誌面、WEB 媒体で紹介いただけるよう事業を実施
します。
招聘者には、一般的に紹介されていない登山・トレッキングルートを始め、貴重な植物の群生地
や湧き水、日の出・日の入りビューポイント等をご案内いたします。
2. 事業内容
登山・トレッキングを旅行商品として取扱う旅行会社への視察旅行及び登山・トレッキングを
扱うテレビ番組やアウトドア雑誌・観光情報誌等のメディア関係者（フリーのライター、写真家を
含む）への取材旅行を招聘します。旅行に係る費用を本事業にて負担いたします。
本事業の参加者は、公募により選定いたします。提出して頂いた応募書類により事務局におい
て参加者を選定いたします。
参加者には、基本登山ルート他を実際に歩いて頂き、また、隠岐の関係者との勉強会に参加を
頂いて、隠岐の登山・トレッキングルートの可能性についてご意見をお伺いします。
3.

応募者の要件
登山・トレッキングを旅行商品として取扱う旅行会社の企画担当者〔※1〕又は登山・トレッキン

グを扱うテレビ番組やアウトドア雑誌・観光情報誌等のメディア関係者〔※2〕であり、参加にあた
って以下の全ての項目が応募の要件となります。
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・参加者は積雪時の基礎的な登山経験を有し、装備を持参できること〔※3〕。
・参加にあたっては損害保険〔※4〕に加入していること。
・参加にあたってはコロナ感染対策を徹底すること。
・暴力団員が実質的に経営を支配する企業・団体又はこれに準ずる企業・団体に属する者でない
こと。
・鷲ヶ峰・乳杉・大満寺山の基本登山ルート（約 6 時間）を踏破できること〔※5〕。
・訪問時は、島内関係者との勉強会に参加できること。
・視察及び取材旅行終了時は所定のアンケートに回答すること。
・
【旅行会社の企画担当者は】視察後は旅行商品化を検討すること。商品化するコンテンツは隠岐
の登山・トレッキングを中心とするが、隠岐のグルメや文化歴史関連のジオサイトを副次的に
含めること。
・
【メディア関係者は】取材旅行後は必ず関連媒体（個人の SNS や一般の方が山行記録を投稿でき
るサイトを除く）において概ね 1 年以内に放送、発信、記事掲載すること〔※6〕
。放送、発
信、記事掲載するコンテンツは隠岐の登山・トレッキングを中心とするが、隠岐のグルメや文
化歴史関連のジオサイトを副次的に含めること。
注釈
〔※1〕旅行業法に基づく旅行業登録がある社に所属している企画担当者であること。
〔※2〕テレビ番組やアウトドア雑誌・観光情報誌や WEB（個人の SNS を除く）の制作・編集担当者や記者（フ
リーのライターや写真家を含む）であること。
〔※3〕装備には、登山用ウエア（防寒・防水）
、登山用手袋、登山靴（防水で滑らないもの）
、スパッツ、軽ア
イゼンを持参。
〔※4〕軽アイゼンの使用が対象となるもの。
〔※5〕島後（隠岐の島町）における登山・トレッキングルートについては事務局スタッフ或いは事務局が指名
する案内人が同行する。
〔※6〕テレビ局等が映像番組を制作する場合に限り、本件を事前取材（ロケハン）とすることも可能。

4. 事業規模
①選定された参加者一人あたり上限 15 万円までとして以下の旅行に係る費用を本事業により負担
いたします。負担する費用については領収書(原紙）の提出を前提とします。
・隠岐諸島までの交通費用（航空運賃、フェリー）
・隠岐諸島内の宿泊費用（諸税、朝食、夕食代込み）
・隠岐諸島内の交通費用（島内フェリー、レンタカー、タクシー、レンタサイクル）
・隠岐諸島内の観光施設入場料
②コロナウィルスの感染状況や悪天候、自然災害の発生により、本事業を延期又は中止する場合
がございます。その際に発生する旅程の変更に伴う手数料は本事業により負担いたします。参
加者の事情による旅程の変更に伴う手数料の負担はいたしかねます。
③事業合計額は 200 万円とし、10～20 名の招聘を予定しております。一応募者（旅行会社・媒
体）あたり 2 人まで（計 30 万円）の応募を想定しておりますが、3 名以上の参加を希望する場
合には 2 名分の旅費のみを本事業により負担することとします。
④参加者は旅行終了後速やかに本事業にて負担する料金の領収書の提出をお願いします。支払い
は、事務局より令和 3 年 4 月末日までにご指定の口座に振り込みをいたします。
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5. 主な視察・取材先候補地
(1)登山・レッキングルート
【基本登山ルート】
（降雪等天候により中止・変更する可能性があります）
（島後）中谷登山口→トカゲ岩（標高 550m）→鷲ヶ峰（屏風岩（標高 550m)）→乳杉
→大満寺山(標高 608m)→有木登山口 ※説明時間を含め６時間程度
【訪問中の推奨トレッキングルート】
（島前）赤ハゲ山トレッキング（標高 325m,周回コース 4 時間程度）
、摩天崖遊歩道トレッキング
（片道約 2.3km,1～2 時間程度）
、焼火山(標高 452m,頂上往復 2 時間程度)
（島後）高田山登頂トレッキング（標高 315m,頂上往復 3 時間程度）、愛宕山登頂トレッキング
（頂上標高 194m,頂上往復 2 時間程度）
、大峰山スノートレッキング（標高 508m,散策 1
時間程度）
、白島崎遊歩道トレッキング（往復約 3.5km,2 時間程度） 他
(2)ジオサイト（
（島前）隠岐神社、
（島後）壇鏡の滝

他）

(3)その他（植物群生地、日の出・日の入及び湧き水ポイント、各飲食店 他）
6. 勉強会の開催
日時：令和 3 年 3 月 4 日 15:00～18:00
場所：隠岐の島町西郷地区
参加者：本事業参加者、島内観光関係者、事務局
7．視察・取材旅行の日程（3 月上旬）
・勉強会（令和 3 年 3 月 4 日）の出席及び登山【基本登山ルート】の参加を含めて、隠岐（島
前、島後）に 2 泊以上滞在できる行程を参加者が自由に決めてください。
・旅行の手配（移動や宿泊）は参加者が行って下さい。ただし事務局と行程の詳細を調整した
上で手配をお願いします。
・宿泊は島内のキャンプ場を利用することも可能です。
・以下モデルプランを参考としてください。
日程（モデルプラン）
行
1 日目
(3 月 3 日)

2 日目
(3 月 4 日)

程

備
考
島内移動はレンタカー利用
※隠岐の島町内では案内人
が同行します。

7:15 羽田空港発（JL277）
8:40 出雲空港着
9:00 出雲空港発(JL3433)
9:30 隠岐空港着
午前 高田山トレッキング(3H)

【昼食：五箇地区】
午後 白島遊歩道散策又は大峰山スノートレッキング(3H)
日の入りポイント
【宿泊：隠岐の島町宿泊】
7:30 出発【基本登山ルート】(6H) ←参加必須（日時は行程内で調整） 島内移動はタクシー利用
トカゲ岩→鷲ヶ峰（屏風岩）→乳杉→大満寺山
【昼食：適宜】 ※隠岐の島町内では案内人
15:00 勉強会（於：隠岐の島町西郷地区）参加 ←参加必須
が同行します。
【隠岐の島町宿泊】
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3 日目
(3 月 5 日)

4 日目
(3 月 6 日)

朝食前 愛宕山トレッキング(2H)
8:30 隠岐の島町西郷港（フェリーしらしま）
9:40 西ノ島町別府港着
午前 摩天崖遊歩道(1H)
午後 焼火山登山 (3H)
10:20 西ノ島町別府港発（フェリーしらしま）
13:20 境港着
14:35 米子空港発(NH1088)
15:55 羽田空港着

島内移動はバス、タクシー
利用
※隠岐の島町内では案内人
が同行します。

【昼食：適宜】
【西ノ島町町宿泊】
【昼食：適宜】 境港港・米子空港間は路線
バス利用

8. 事業スケジュール
令和 2 年 12 月 4 日～12 月 25 日：募集期間
令和 3 年 1 月中旬：参加者選定
令和 3 年 3 月上旬：視察・取材旅行催行
令和 3 年 4 月末まで：負担金振込
令和 4 年 3 月末まで：メディア媒体での放映、記事掲載、発信
9．応募に際しての必要書類
応募に際しては、以下の様式に記入の上、提出して下さい。様式については隠岐ユネスコ世界ジ
オパーク推進協議会事務局のホームページからダウンロードできます。
①応募書
・応募者（参加者）の名称及び所属団体・企業の概要（主なサービス内容、職員数、団体・企
業活動実績（沿革）等）を記載して下さい。個人の場合はプロフィール・活動実績をご記入
願います。パンフレット等別紙による扱いも可能です。
・応募者（参加者或いは所属団体・企業）の登山・トレッキングに係る実績（旅行商品や媒
体）について具体的にご記入下さい。
・本事業における視察・取材旅行後にご検討いただける旅行商品や媒体への露出（番組、記事掲
載等）の具体的イメージや計画や戦略をご記入ください。ご紹介いただける媒体においては、
放送視聴率、出版部数、PV・DL 数等の定量的なデータをご記入下さい。
・本事業が負担する旅行費用の概算（税込）及び行程案を記載して下さい。
②その他：応募者の概要を把握する上での補足資料として、組織や事業のパンフレットその他必
要資料等を可能な範囲で添付して下さい。
10. 募集期間・応募方法・参加者選定
①募集期間：令和 2 年 12 月 4 日（金）～令和 2 年 12 月 25 日（金）【当日消印有効】
②応募方法：応募書類は、下記送付先に郵送で提出して下さい。
③参加者選定：選定後は全ての応募者に結果を通知します。選定された応募者につきましては隠
岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会事務局のホームページ上に名称を公表いた
します。

4

11.提出先および問合せ先
〒685-0013 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四 61 番地
（一社）隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会事務局 担当：鈴木
TEL：08512-3-1321 FAX：08512-3-1322
e-mail：info@oki-geopark.jp

URL：http://www.oki-geopark.jp/

※応募書類提出後に必要に応じて、ヒアリングを実施する場合があります。
12.その他
応募に必要な資格のない者の提出した書類、また、提出した書類に虚偽の記載を行った場合
は、当該書類を無効とします。
・必要書類の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とします。
・提出された書類は、原則返却しないこととします。
・提出された書類は、当該応募者に無断で二次的な使用は行いません。

《参考情報》
・大満寺山、高田山、焼火山、赤ハゲ山のルート情報は以下 URL を御参照下さい。
（公益財団法人日本離島センター「しま山 100 選」
）
http://www.nijinet.or.jp/about/activities/tabid/201/Default.aspx
・隠岐諸島の観光情報については以下 URL を御参照下さい。
（隠岐観光協会）
https://www.e-oki.net/
（海士町観光協会）
https://oki-ama.org/
（西ノ島町観光協会）
https://oki-ama.org/
（知夫里島観光協会）
http://chibu.jp/
（隠岐の島町観光協会）
https://oki-dougo.info/
(隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会（ジオサイト）)
http://www.oki-geopark.jp/
以上
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