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Ⅰ はじめに 

⒈ 隠岐世界ジオパークの現状と課題 

隠岐地域は、独自の自然景観や歴史・文化などの地域資源に恵まれているものの、

人口減少と少子高齢化が進行し、観光面でも、ニーズの変化や離島という地理的条件

の不利性などによって交流人口は減少傾向にあり、平成１０年度の約２３万人をピー

クに、近年は１３万人程度で推移をしている。 

そのような中、平成２５年９月に、隠岐ジオパークが世界認定され、隠岐世界ジオ

パーク推進協議会が中心となって、人材育成や調査研究、交流人口の拡大に取り組ま

れてきた。 

世界認定以降、学校や公民館でのジオパーク学習会の開催、小学校における親子活

動などの機会も増え、地域における意識は徐々に高まってきている。 

特に、学校教育においては、隠岐高校での学校科目としての「隠岐ジオパーク探求」

の実施、隠岐水産高校での海岸清掃活動とジオパーク講座の開催など、積極的な取組

みが始まっている。 

一方で、交流人口の拡大については、「世界」ブランドによる観光客の増加につい

て地元の期待感は高かったが、現在までのところ、入込客数はほぼ横ばいの状況であ

る。 

隠岐世界ジオパークを活用し、地域を活性化していくには、ジオパークの価値や魅

力をわかりやすく理解できる仕組みをつくり、また、観光振興、地域振興に結び付け

ていくための具体的な取組みを進めていくことが課題となっている。 

⒉ 隠岐世界ジオパーク活用推進検討会議の設置趣旨 

隠岐世界ジオパーク活用推進検討会議は、隠岐世界ジオパークの課題を解決するた

め、島根県からの発案に呼応し、地元四町村、関係団体、経済界などが一体となって、

昨年１０月に設置したものである。 

検討会議での議論を始めるに当たり、次に掲げる３点の「設置趣旨」については、

あらかじめ構成員が確認したうえで、半年余にわたる検討を進めることとした。 

⑴  なぜ今検討会議を立ち上げるのか 

世界認定された当初は、「世界」の冠がつけば、そのネームバリューの効果だけで、

おのずと隠岐に観光客が増えるといった誤解や期待感もあったが、そもそもジオパー

クの価値は、それぞれの地域が知恵を絞って一から作り上げていくものであり、また、

「世界」の冠は、それを活用して初めてその価値を実感できるようになるものである。

したがって、世界認定は、目標やゴールではなく、スタートラインに立ったというこ
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とだと認識し直す必要がある。 

しかし、世界認定が難産だっただけに、認定後の活用の在り方を事前に十分に練っ

ておく余裕がなかったのが実情である。 

関係者にあっては、この１年余りの間、言わば設計図のない中、手探りで試行錯誤

を重ね、その中で自問自答を繰り返し、それぞれが、それぞれの活用のための仮説を

組み立てて取り組んでこられたところである。その意味でも、改めて関係者が一堂に

会して活用の在り方を議論する機が熟したと考えられる。 

⑵   推進協議会の「屋上屋」になってはならない 

隠岐世界ジオパークの運営主体は、紛れもなく「隠岐世界ジオパーク推進協議会」

であり、地元の各界各層の関係者が網羅的に参画された民間主導の組織である。 

世界ジオパークネットワーク（ＧＧＮ）の「ガイドライン」には、ジオパークは、

民間主導かつボトムアップのやり方で責任体制の明確な組織が運営すべき、という大

原則が示されている。 

したがって、この検討会議は、推進協議会の「屋上屋」になるのではなく、推進協

議会をはじめとする民間の取組みに対して支援をする、という立場をとる。 

世界ジオパークの活用方策とその実現に向けた方法論、特に、民間だけでは容易に

実現できない機能の確保や取組みに対する行政の支援の在り方を、具体的に明らかに

していくことを目的とする。 

⑶ 議論の成果を「提言」にする 

この検討会議は、議論の成果として「提言」を取りまとめる。 

また、その「提言」に基づき、県や地元町村、関係団体等が、例えば予算措置等も

含めて、具体的な施策に反映させていくことを期待する。 
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Ⅱ 求められる施策の提案 
 

⒈ 世界が認めた価値や魅力をわかりやすく実感できるようにする仕掛け 

< 基 本 姿 勢 > 

隠岐世界ジオパークの魅力を伝えていくには、先ずは、地元の住民や事業者自らが

隠岐の優れた資源を学び、盛り上げていくことが不可欠である。 

隠岐にお住いの方々ご自身に、隠岐世界ジオパークの価値をよりよく知っていただ

き、ジオパーク活動に参加していただくこと、そして、その延長線上で、訪れたお客

様にその価値を伝えていくことができる、あるいは子どもたちにも伝えることができ

るといった、地元の方々が自ら伝える側に回っていただけるような仕掛けを作ってい

くこと、そのためのいわゆる「インナープロモーション」を進めていくことが大事で

ある。 

また、インナープロモーションも含めて、ジオパーク活動の中心は、隠岐世界ジオ

パーク推進協議会であり、ジオパークを活用した取組みを充実させていくには、推進

協議会の体制を強化していくことも必要である。 

また、それと同時に、こうした地元の方々の活動拠点となる「拠点施設」について

も、検討していくことが必要である。また、翻って、そうした地元の活動拠点は、訪

れたお客様にとっても、隠岐世界ジオパークをよりよく知るための学習の場、いわゆ

るビジターセンター・ガイダンス施設としての機能も担うのではないかと考えられる。 

なお、隠岐世界ジオパークの取組は、隠岐の優れた自然環境や歴史・文化の上に成

り立つものであり、資源の活用に際しては、これらの魅力を損なうことのないよう、

保全と保護にも併せて取り組むことが重要である。 

このような基本姿勢のもと、この検討会議では議論を重ね、「そのためには、地元

として何をすればよいのか」「どのような取組みが必要なのか」といった視点から、

以下に、具体的な取組みや施策を提案する。 

なお、これらの提案は、特別対策として今後５年間の中期スパンで取り組むべきも

のとしているが、このうち、早期着手が必要な取組みについては、島根県、地元四町

村、隠岐世界ジオパーク推進協議会など、関係団体において予算が措置され、平成２

７年度から既に実施されている。 

⑴ 地元の機運醸成等 

世界認定以降、特に学校教育を中心に、ジオパークに関する学習機会は確実に増え、

地域の意識も高まりつつあるが、今後は、さらに住民や事業者を巻き込んだ機運醸成

を図り、地域全体でジオパーク活動を盛り上げていくことが必要である。 
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また、島外においても、隠岐に関心を持つ人たちに、隠岐世界ジオパークのファン

や応援団になってもらい、本土側での認知度向上と、ジオパーク活動の盛り上げにつ

なげていくことも必要である。そうした島外での取組みは、隠岐への誘客促進にも直

接的に効果があるものと考える。 

【 地元での学習機会の充実 】 

従来から行っている学校や公民館単位での学習会に加えて、集落（集会所）単位

での開催や、宿泊施設や飲食店などの事業者向けの講座開設、誰もが気軽に参加で

きる「ジオパーク検定」の実施、有識者を招いたよりアカデミックなシンポジウム

の開催など、様々な対象やレベル、関心に合わせた内容で、よりきめ細やかに学習

機会を提供していくべきである。 

【 島外での講座やイベントの開催 】 

島外においても、定期的な「ジオパーク講座」の開設や、ＰＲイベントの開催など、

隠岐に関心のある方々が、隠岐世界ジオパークの価値や魅力に直に触れ、ファンや応

援団になってもらえるような機会を提供していくべきである。 

⑵ 地元の住民や事業者が観光客に魅力を伝えていくための取組み 

地元での盛り上がりをもとに、島外からの観光客に魅力を伝えていくには、次の３

つの観点で、取組みを進めていくことが必要である。 

【 ガイド養成と体験プログラムの確立 】 

地域の魅力を語れる有償ガイドの養成により、ジオツーリズムのキャパシティと

品質の向上を図っていくべきである。 

それと同時に、隠岐世界ジオパークの価値や魅力を実感できるような体験プログ

ラムを確立させていくことが求められる。 

体験プログラムについては、観光客の多様なニーズに初期段階から応えるのは困

難な面もあることから、まずは教育旅行向け体験プログラムをより多く具体化し、

その中から、観光で訪れたお客様向けとしても使えるプログラムを選び、熟成させ

ていく方向で取り組んでいくべきである。 

【 映像、展示物の充実 】 

隠岐世界ジオパークの価値や魅力を視覚的なインパクトを伴って伝えていくため

には、映像や展示物を整備し、様々な場所や機会で活用していくべきである。 

映像は、空撮による各ジオサイトのダイナミックな映像、自然景観、動植物、伝

統文化など四季折々の情景を記録した短編映像や、デジタルアーカイブとして残し

ておくべき普遍的、高精細、高品質な長編映像など、様々な内容、形のものが考え

られる。 
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そうした映像の整備は、地元の住民や事業者の学習のためだけでなく、フェリー

等の船内や、島外におけるイベントなどでの上映により、島外からの誘客促進にも

活用していくべきである。 

また、映像のほかにも、隠岐世界ジオパークの多様な価値や魅力をあらわす実物

資料（化石、岩石、動植物標本等）などの展示物を整備、活用していくことも、同

様に有効であると考える。 

【 住民ボランティア、事業者によるおもてなしの取組み 】 

近年は、日本国内においても、旅行者のニーズは多様化し、例えば、農山漁村地

域においては、農業などの第一次産業の体験をはじめとした、自然、文化、人々と

の交流を楽しむ滞在型の余暇活動、いわゆる「グリーン・ツーリズム」が普及しつ

つある。 

隠岐地域においても、修学旅行などでの子どもたちを中心に、民泊等による体験

滞在型交流の受入れ実績を重ねている。 

今後、隠岐世界ジオパークの取組みの中でも、上述したとおり、滞在型の交流を

進めるため、多様な体験プログラムを確立していく必要があるが、そのためにも、

受入態勢の整備として、住民一人ひとりが主役になって、ジオパークの「語り部」

となることが望まれる。 

したがって、専門的な知識を持つ有償ガイドのほかに、住民ボランティアガイド

の育成にも、同時に取り組んでいくべきである。 

また、訪れた観光客が、隠岐世界ジオパークを体感し、高いレベルで満足するに

は、ガイドや体験プログラムの充実ばかりでなく、宿泊施設、バス・タクシーなど

の交通機関、飲食店や土産物店など、あらゆる場所・場面で、必要な情報を得るこ

とができ、好印象を持ってもらえるような雰囲気づくりとおもてなしが大事である。 

そのため、事業者を対象とした講座の開催に加えて、「隠岐世界ジオパーク認定店」

といった認定制度を設けるなどし、受入態勢の品質向上に取り組んでいくべきであ

る。 

また、お客様の受入れに直接関わりのない事業者の方々にあっても、「ジオパーク

活動推進員」といった立場で、ジオパーク活動に積極的に参加していただくような

仕組みも検討すべきである。 

その他にも、道路や河川といったインフラの整備に当たり、環境に配慮した、世

界ジオパークに相応しい整備の在り方なども、今後の重要な検討課題になり得ると

考える。 

⑶ 隠岐世界ジオパーク推進協議会の体制強化、法人化 

隠岐世界ジオパークを活用していくためのエンジン役は、紛れもなく「隠岐世界
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ジオパーク推進協議会」である。 

今後、推進協議会が、上述したように、こぞって住民や事業者の方々を巻き込み、

一層ジオパーク活動を広げていくためには、調査研究のための専門的人材などの人

的配置をはじめとして、推進協議会の体制をより強固なものにしていく必要がある。 

また、県と地元四町村は、推進協議会が事業を拡大し、多角的に展開していく取

組みについても、従来どおり財政面で支援をしていく必要がある。 

推進協議会の組織体制に関しては、ジオパーク活動を地域で持続可能な取組みに

するためにも、将来的な法人化が、重要な検討課題になるものと考える。 

 

⑷ 拠点施設構想 

こうした取組みを進めていくには、隠岐世界ジオパーク推進協議会をはじめとした

地元関係者の活動拠点が必要であり、隠岐地域の地理的条件を考えた場合、四島それ

ぞれにおいて、活動拠点となる施設の設置が求められる。 

また、地元にとっての活動拠点は、隠岐を訪れた観光客にとって、学習機会を提供

するビジターセンター・ガイダンス施設としての機能を併せ持つことが期待される。 

したがって、各島に設置する拠点施設は、大きく分けて、次の(ａ)～(ｃ)の三つの

機能を持つことが必要である。 

(ａ) ビジターセンター・ガイダンス・シアター機能（情報発信、展示、映像上映） 

(ｂ) 人材育成機能（ガイド養成、学校教育、社会教育） 

(ｃ) ジオツーリズムの拠点機能 

このような拠点施設を実現する方策としては、各島それぞれの特色を活かした機能

整備が望まれることから、各町村が主体となって、それぞれに財源を調達し、事業化

を図る方法が、最も実現可能性が高いのではないかと考える。その際、島根県は、類

例も参考にしながら、可能な限り積極的に各町村に対する財政支援を行うことが求め

られる。 

ところで、隠岐世界ジオパークの価値や魅力をわかりやすく実感できるようにする

ために四島の拠点施設を一体として効果的に運営するには、これは推進協議会の体制

強化と重なるところであるが、上記の(ａ)～(ｃ)の三つの機能のほかに、調査研究機

能をはじめとした統括的な運営機能の確保と人材の配置が必要である。言い換えれば、

それは、隠岐全体で各島拠点施設を束ねる「中核機能」である。 

この中核機能は、隠岐全体のジオパーク活動の「中枢」であって、各島拠点施設の

運営や情報発信、インナープロモーション、人材養成など、隠岐世界ジオパークに関

連する様々な施策・事業への支援を通じて、その効果が隠岐全体に及ぶような性格の

ものである。したがって、これを担う主体としては、法人化を念頭に置いた推進協議
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会が最も相応しいと考える。また、中核機能の設置・運営に必要な財源については、

従来どおり県と地元四町村が支援していくべきである。 

その中核機能をいずれかの拠点施設に付加したものを、この検討会議では「中核施

設」と呼ぶ。 

中核施設・各島拠点施設が、それぞれに、どのような機能・規模で配置をし、事業

化を図るのかなど、具体的な整備のあり方については、平成２７年度中を目途に、隠

岐世界ジオパーク推進協議会が策定作業を進めている「隠岐世界ジオパーク全体構想

（仮称）」の中で方向付けをすることが求められる。 

 

 

 

⒉ 観光振興に結び付けていくための具体的な取組み 

⑴ 旅行商品の企画造成、誘客対策 

【 教育旅行の誘致 】 

海、山の自然に恵まれ、離島という非日常感にあふれる隠岐に対しては、教育旅

行先としてのニーズは高い。 
隠岐世界ジオパークの素晴らしい素材を教育のために役立てることは、来島する

子ども達のためにも、受け入れる隠岐の子ども達のためにも、また経済効果という

面からも、隠岐地域にとって大事な課題と考える。 
島外からの教育旅行については、これまで、年間数件ではあるが、関西方面から

の中学生・高校生の受入れを中心に、民泊や、体験メニューの提供などの面で、地

域住民の積極的な協力を得て取り組まれてきた。しかし、学校側の希望する時期が

５月～６月に集中するため、住民の負担感は増し、近年では、受入れに対するモチ

ベーションを維持できないといったケースも生じている。 
今後は、地元事業者（交通・宿泊・飲食等）が、ビジネスという観点でメリット

を感じ、継続的にモチベーションを上げて取り組む仕掛けを工夫することが求めら

れる。 

具体的には、まずは島根県内の小・中学生を対象に、隠岐体験のための教育旅行

を多く呼び込み、受入れに対する地元事業者・住民の意識づけやスキルアップ、体

験プログラムの磨き上げを進めていくことが必要である。このことは、隠岐を訪れ

る県内他地域の小・中学生にとっても、「ふるさと島根」に対する思いを深め、将来

の定住促進にもつながるものと期待される。 
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⑵ 観光客の満足度向上（受入態勢の整備） 

【「宿」「食」「土産物」の品質向上 】 

< 共通事項 > 

「宿」「食」「土産物」の品質向上については、個々の事業者の主体性を重んじる

ことが基本であるが、関係者の思い込みによる対策にならないように、外部専門家

の視点でのアドバイスも取り入れながら対策を検討していくことが大事である。 

<「宿」について > 

隠岐地域の宿数は約６０軒あるが、大半の宿で高齢化が急速に進んでいる。後継

者のいない宿や、後継者があっても、引き継ぐ際に旅館業法や食品衛生法の最新基

準に合致した施設整備が求められ、そのための設備投資に係る費用がネックになる

などの理由から、廃業を視野に入れているところも多い。 

このため、経営者の将来展望を尊重しつつ、品質向上だけでなく、宿数の維持・

確保のための取組を、ソフト・ハード両面から進めていくことが大事である。 

具体的には、ハード面で、トイレの洋式化・ウォシュレット化や、Wi-Fi 設備の整

備など、宿泊施設の快適化を進めていくことが必要である。 

また、宿泊室数を確保する観点から、例えば、法令上求められる施設整備につい

ては、行政が資金面で支援していくことも重要な検討課題になるものと考える。 

ソフト面では、接客教育の充実などにより、各宿が、それぞれのやり方で、「おも

てなし」や「癒やし」をしっかりと提供できるようにしていくことが必要である。 

<「食」について > 

コストや安定調達の観点から、島外から食材を仕入れて調理提供する宿や飲食店

が多く、観光客の満足度が高まらない要因となっている。地元産品の使用率を高め

た料理提供を行い、観光客が隠岐までわざわざ来た意義を感じてもらい、地元一次

産業への経済波及効果も生み出す仕掛けづくりが大事である。 

具体的には、専門家による個別相談方式によるアドバイスなど、事業者のメニュ

ー開発と具体化を支援していくことが必要である。 

<「土産物品」について > 

現状では、隠岐の素材を利用した土産物が少ない。 

材料の一部に隠岐の素材を利用していたとしても、その加工製品化自体は島外業

者に委託して行われているものが多く、島内への経済波及効果が低い。 

地元素材を利用し、なおかつ加工製品化も隠岐でできる仕組みをつくることで、

観光客の満足度の向上と地元への経済波及効果の両面を成立させることが大事であ
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る。 

具体的には、「食」の提供と同様に、専門家によるアドバイスなど、個別に事業者

の取組を支援していくことが必要である。 

⑶ 地域資源のブラッシュアップ 

【既存観光船、遊覧船ツアーの活性化】 

隠岐地域の観光にとって、島前各島を結ぶ内航船、各地の観光船や遊覧船は重要

な要素であり、観光客にとってより利便性の高いものにしていくことが必要である。 

具体的には、内航船については、平成２７年４月から、「島前３島周遊パス（乗り

放題）」の発行より、島前三島間での観光客の滞留性を高める取組みが始まっている。

今後は、観光客が島前各島に降り立った際の楽しみを提供する仕掛け、言い換えれ

ば、地元にとっては、島前各島に経済効果が及ぶ可能性を高めるような仕掛けづく

りをしていくべきである。また、この「島前３島周遊パス」の発行について、しっ

かりとした周知を行い、これにより島前三島で何が楽しめるのかなど、「見える化」

をしていくべきである。 

その他に、各地の観光船や遊覧船については、次のようなことが重要な検討課題

になり得ると考える。 

国賀観光船 就航率が低く、船舶の老朽化が進んでいる。 

欠航時の代替案をしっかりと準備をし、観光客の失望感を

軽減させることが必要である。 

ロウソク島遊覧船 出航してもロウソクを見られる確率は７割程度であり、ロ

ウソクが見られなかった場合や欠航時の代替案をしっか

りと準備をし、観光客の失望感を軽減させることが必要で

ある。 

八尾川かっぱ遊覧船 街部での観光商品として可能性は大きいと考えられるが、

まだまだＰＲが不足している。先ずは、もっと個人客やエ

ージェントに存在を知ってもらうこと。また、街歩きなど

との組み合わせによる商品化を進め、町内への観光客の対

流を生む仕掛けづくりを行うことが必要である。 

⑷ 情報提供機能の向上 
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【 Wi-Fi 設備等の整備 】 

交通関係では、空港、各島フェリーターミナルにおいて、既に Wi-Fi 設備が設置

されており、隠岐汽船フェリーの船内においても、平成２７年４月から docomo Wi-Fi

の利用が可能になっている。 

宿泊施設では、島内約７割の宿で Wi-Fi が利用可能である。 

今後も、未設置の宿泊施設をはじめとして、島内 Wi-Fi スポットの増加を図って

いくべきである。 

また、Wi-Fi 設備の他にも、携帯電話やスマートフォンと連携したＱＲコードによ

る各地ジオサイトのインターネット上での解説など、観光客にとって、多様で利用

しやすい情報案内の仕組みを構築すべきである。 

【 モデルコースのバーチャル周遊体験 】 

これまで取り組んできた各種ＰＲ事業の効果もあって、隠岐に興味を持つ旅行者

は増えてきている。しかし、そうしたＰＲイベントの場でも、「隠岐でどんなことが

見られるのか？どんな体験が出来るのか？分かりにくい」といった意見も寄せられ

ることから、隠岐旅行を分かりやすくイメージさせる仕掛けづくりが必要である。 

具体的には、隠岐に興味を持ち、隠岐への旅行を検討している旅行者を、実際に

隠岐まで誘導する手法の一つとして、Web サイトなどの媒体を通じて、自宅に居なが

ら隠岐のモデルコースをバーチャル周遊体験できる仕組みを整備すべきである。 

⑸ 隠岐航路の向上 

【運賃低廉化】 

隠岐航路の運賃は、国内の他航路と比較した場合、距離当たりの単価は高いとは

言えないが、陸上交通、例えば鉄道の距離当たりの単価と比較した場合、これは格

段に高いと言える。 
隠岐島民が本土住民と同じ費用負担で同じ距離を移動できるように、県と町村と

が一緒になって、国に対し引き続き要望していくことが必要である。翻って、航路

運賃低廉化の取組みは、観光地としての隠岐の魅力アップにつながるものと考える。 

【島前島後間の観光交流に係る利便性向上】 

島前島後間の観光交流に係る交通手段は、隠岐汽船フェリー・高速船であるが、

島民及び貨物輸送を重視したダイヤとなっているため、観光客の旅行行程や島前島

後間のビジネスなどに非効率なダイヤとならざるを得ない部分がある。 
このような課題を解決するために、過去には、隠岐空港ジェット便就航に合わせ

た隠岐の島町奥津戸発「国賀遊覧観光船」（平成２１年度）の活用や、島前島後間海
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上交通整備試験運航（平成１９～２３年年度）により、島前島後間に船を走らせた

実績はあるが、いずれも就航率、利用率、収益率が低く、継続運航は実現されなか

った。 
他方、フェリーしらしまの退役時期が近い（過去の実績に照らすと平成３０年頃

か）と考えられることから、隠岐航路全体の船隻体制についても検討を始めてよい

時期を迎えている。 

島前島後間の観光交流に係る利便性向上と隠岐航路全体の船隻体制の問題は、相

互に関連する面もあることから、今後、関係者により、この二つの課題を同時並行

的に検討していくような進め方も、選択肢となり得るのではないかと考える。 

⑹ 地元食材を提供するための食品流通の仕掛け 

隠岐では、良質の食材が収穫されるが、魚介類・野菜類ともに収量・種類が少な

く安定的でないことなどを理由に、地元事業者が利用していないのが実態である。 
需要が無いから作らない、作らないから需要がない、という悪循環を打破するこ

とが求められる。 
また、特に魚介類については、水揚げから仕入れのルール（次表参照）が障壁と

なっており、地元事業者の利用が困難な状況にある。 
ところで、観光客にとっては、旅先で、その土地の新鮮な魚介類をはじめとした

特産品を食べ、あるいは土産物として購入できることが、大きな満足につながるこ

とは明らかである。 

観光客に地元食材を提供できるような食材流通の仕組みを構築することは、極め

て重要な検討課題になり得るのではないかと考える。 

 < 魚介類について > 

巻き網 漁獲量は多いが、海上から運搬船で直接境港に水揚げされ

ており、隠岐における必要量だけを島に持って帰ることは

困難。 

一本釣 

刺し網 

定置網  

漁師数の減少と高齢化により漁獲量は減少している。 

水揚げは地元ＪＦにされており、買い付ける権利を得れ

ば、地元業者も地元ＪＦから仕入れることは可能だが、箱

単位での仕入れがルールとされており、小規模事業者にと

っては利用困難な仕組みになっている。 

また、値決めは境港市場で行われるため、地元業者は、商

品入手後に価格が決まるという点でリスクを抱える。 
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こうした課題がある中で、新冷凍技術による商品化や、島内流通のための蓄養水

槽導入の試みなどが、既に進められている。 

観光客に地元食材を提供する島内流通を実現するには、付加価値の向上など地元

漁業者にとっても経済的メリットが感じられる仕掛けをどのように作り出していく

のかという課題を検討していく必要があり、今後、関係者による建設的かつ具体的

な議論が進展することを期待したい。 

< 野菜について > 

島内で収穫される野菜類は、種類も量も不足しており、食提供事業者は、安定的

に手に入る島外からの仕入れを好む。 

需要が約束されない中で、第一次産業の事業者にリスクを負わせて作付を増加さ

せることは難しい面がある。 

例えば、給食などで使用する野菜について、年間スケジュールを立てた契約栽培

を行うことで、栽培農家のリスクを軽減させながら、宿泊業や飲食業にも地元産の

野菜を安定的に提供できるような仕掛けなども、今後の検討課題となり得るものと

考える。  
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Ⅲ おわりに 

⒈ 提言の着実な実施 

隠岐世界ジオパーク活用推進検討会議では、「Ⅰ はじめに」でも述べたように、隠

岐世界ジオパークの活用とその実現に向けた方法論、特に、民間だけでは容易に実現

できない機能の確保や取組みに対する行政の支援の在り方について、議論を重ね、そ

の成果が結実したものが、この提言である。 

ここで示した具体的な施策には、県、地元町村、隠岐世界ジオパーク推進協議会を

中心とした民間の活動が、それぞれの立場で、実現に向けて努力すべき事項が含まれ

ており、今後、それぞれの主体が連携・協力しながら取り組んでいくことが求められ

る。 

特に県・町村にあっては、例えば予算措置等も含めて、この提言の着実な実施に向

けた特段の対応を期待したい。 

⒉ 「地方版総合戦略」の策定に向けて 

国においては、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力あ

る日本社会を維持していくために、今後５か年の政府の施策の方向を提示する「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」が、昨年１２月に閣議決定された。 

ジオパークの活用は、この政府の戦略の中でも、地方を活性化するための重要な要

素に位置付けられている。 

地方においても、平成２７年度には、国の総合戦略等を勘案した「地方版総合戦略」

の策定と、それに基づく施策の推進が予定されている。 

今後、「地方版総合戦略」の策定に当たっては、県・町村ともに、隠岐世界ジオパ

ークの活用に資するものとなることを期待したい。 


