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開催：平成 28年 10月 10日（月）9：00～19：20 

   （コアタイム：18：30～19：20） 

会場：プラサ ヴェルデ３階コンベンションホール Bホワイエ 

 

※小中高校生ポスターセッション 
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会場：プラサ ヴェルデ多目的ホール
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ブース№・題名 A001 

黒潮あらう大地が宿す 豊かな海の記憶 

発表者 佐藤久晃、長谷川航、稲田香、酒井満 

発表者所属団体 土佐清水ジオパーク推進協議会 

発表要旨 土佐清水ジオパーク構想では、平成２６年４月、市にジオパーク推進係を設置し、平成２７

年２月に住民組織を含めた土佐清水ジオパーク推進協議会が発足した。現在は、平成２９

年度の日本ジオパーク認定に向けて準備を進めている。 

土佐清水ジオパーク構想のテーマは、「黒潮あらう大地が宿す豊かな海の記憶」である。黒

潮が打ち寄せる土佐清水の海は、地球の歴史の中で多様に変化してきた。土佐清水をつく

る大地は、その様々な海の歴史を「記憶」している。 

「深海でできた大地」は、3800 万～2000 万年前の付加体で、土佐清水が深海であったころ

の海を「記憶」している。「浅海でできた大地」は 1700 万～1500 万年前、土佐清水周辺の

海が一転して水深 100m 以下の浅海になっていたことを「記憶」している。1300 万年前に、フ

ィリピン海プレートの動きによって火山が出現した足摺岬周辺の大地は、このころの火山活動

を「記憶」している。そして、土佐清水ではダイナミックな海の変動が今なお続いており、黒潮

が独特な文化を育んでいる。大地震による大地の隆起やこの地に根付く食文化がその例で

ある。今現在つくられつつある海の歴史、これが新たな海の「記憶」である。このように、土佐

清水の大地には豊かな「海の記憶」が刻まれている。これらの「記憶」を感じられる場所として

21 か所のジオサイトを選定した。 

それぞれのジオサイトを巡ることで、様々に変化してきた海の「記憶」をたどり、日本列島誕生

期の謎にせまるだけでなく、文化や生態系の大地とのつながりを感じ、地震や津波の防災に

も活用できると考えている。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 
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ブース№・題名 A002 

うねる大地が描く十勝岳の軌跡 十勝岳ジオパーク(美瑛・上富良野エリア)構想 

発表者 山下浩史・蒔田尚典・林崎涼 

発表者所属団体 十勝岳山麓ジオパーク推進協議会 

発表要旨 十勝岳ジオパーク(美瑛・上富良野エリア)構想は、北海道にある 大雪山国立公園内の活

火山・十勝岳の麓に位置する美瑛町と上富良野町の２町で推進しています。 

２町は平成２年 4 月から十勝岳火山防災協議会を関係機関とともに設置し、十勝岳の防

災活動に取り組んできました。そこで、これまで防災を通して培ってきた地域活動や両町の連

携を活かし、さらに地域資源の再発見や土愛を育む教育活動などを目的とした新たな地域

活動として平成 27 年 4 月から十勝岳山麓ジオパーク推進協議会を設立し、今日まで地域

住民とともに作り上げるボトムアップ活動を推進してきました。 

本ポスターでは、３つの基本理念「保全」「教育」「地域振興（観光・ジオツーリズム）」に対す

る狙いやの想い、活火山十勝岳と共に生きていく決意、ジオパークで何を伝えるかについて発

表します。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 
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ブース№・題名 A003 

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産「萩城下町」でジオる 

発表者 樋口尚樹・藤田尚子・伊藤靖子 

発表者所属団体 萩ジオパーク構想推進協議会 

発表要旨 2015 年 7 月、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つに「萩城下

町」が登録された。萩の町は、慶長 5 年（1600）の関ヶ原の戦いで敗れた毛利輝元が、中国

地方 8か国から周防・長門の 2 か国に領地を削減され、萩の三角州に城下町を建設したの

が始まりである。建設に当たっては三角州の自然地形を活かした都市計画が立てられ、周囲

の河川がもたらす洪水被害に対応してきた。江戸時代以降はまちをうまく使った産業（夏蜜

柑栽培）が興り、また、近代化に対する大規模な都市開発が行われなかった。そのことによ

り、明治日本の近代化の背景と成った社会構造や経済構造を知ることができる良好な姿を

残していることが登録の要件となった。 

すでに歴史観光の素材となっている「萩城下町」であるが、改めて「萩三角州の謎」として、そ

の成り立ちと移り変わりを古地図で追い、実際に現地を歩いてみる試みを教員向け現地研

修会として開催した。阿武萩小学校教育研究会社会科部会の研修会および阿武萩中学

校教育研究会理科部会の現地研修会も兼ねて実施することとなったため、35 人の参加とな

った。古地図を見ながら、当時と同じ街路を確認し、また、微地形を体感しながら歩いた。な

お、事前にコースを歩いた際には観光ボランティアガイドも同行し、現在のガイド内容とのすり

合わせを行った。 

この研修会により、「土地の成り立ちを知り、人々の生活・文化に触れる」、というジオパークの

考えを先生方に体感していただき、また、過去の災害から学ぶ防災教育に役立てていただけ

る内容を提供できた。社会科教員が編集に携わり、市教育委員会が昭和 43 年から発行し

ている郷土読本の内容がジオパーク教育に活用できることを理解していただいた。 

「萩城下町」はまちじゅう博物館構想の理念に基づき、定義づけられた「おたから」の一つであ

り、世界文化遺産としても今後保護活用を図っていく資産である。ガイドからは、石材の利用

の話だけなく、地形も話題とすることができ、話の幅が広がったとの感想であった。実際のまち

歩き観光の面から、「おたから」をジオパークの目線で洗い直し、ストーリーを組み立て、ジオツ

アーとして成り立つかどうか、検討していく予定である。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み、ジオツーリズム、防災・減災、教育、ジオガイド活動、ジオストリ

ー作り 
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ブース№・題名 A004 

くにびき神話が語る大地の動きと人々の交流 

発表者 佐目元昭、福間祐二 

発表者所属団体 くにびきジオパーク推進協議会 

発表要旨 くにびきジオパーク構想は，松江市（人口約 20 万人）と出雲市（人口約 14 万人）をエリアと

し，自然と歴史・文化そして神話が融合したユニークな大地の公園を目指している。2016 年

3 月にくにびきジオパーク構想推進協議会を設立した。協議会は、市民活動団体や地質学

者、歴史学者、メディア関係者、観光事業者等で構成されている。 

島根半島は、日本列島が大陸から分裂し、日本海が拡大していく歴史の中で隆起していっ

た。このとき、大地にとてつもなく大きな力が加えられたことが分かる変化に富んだ地形・地質

を有している。また、斐伊川や神戸川から流れ込んできた土砂は島根半島にせき止められ、

広大な出雲平野を造り出すとともに、宍道湖・中海という日本最大級の汽水域を形成した。

そして、豊かな自然と多様な生態系に恵まれ、独特な歴史・文化が育まれてきた。その文化

の一つが、出雲に暮らす私たちにとってなじみの深い“国引き神話”である。 

“国引き神話”とは、全国各地で編纂された風土記の中で唯一の完本と言われる、西暦

733 年に完成した「出雲国風土記」に登場する神話である。出雲の国を見て狭い土地だと

感じた八束(やつか)水(みず)臣(おみ)津野(づぬの)命(みこと)は、朝鮮半島や能登半島など

の余った土地を「国来(くにこ)、国来(くにこ)」と言って引いてきて繋ぎ合わせ、島根半島を造っ

たとされている。 

くにびきジオパーク構想は地質学と歴史・文化を有機的に関連づけることで、より深みの増し

た出雲神話の世界を楽しみながら地域の魅力を再発見し、次代に伝えていきたい。 

現在は、島根大学と連携し、探訪会（ジオツアー）を開催している。今後、ロゴマークの公募

やジオガイド養成講座などを通じてジオパークへの理解と浸透をより一層進めていくとともに、

学校教育へ活用することで次世代育成を図っていく。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 
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ブース№・題名 A005 

くにびきジオパーク構想における島根大学の活動事例 

発表者 辻本 彰，入月俊明，野村律夫，高須 晃，林 広樹，田坂郁夫 

発表者所属団体 島根大学くにびきジオパーク・プロジェクトセンター 

発表要旨 島根大学では，大学で培われた学術的背景をもとに「くにびきジオパーク・プロジェクトセンタ

ー」を設置し，平成 25 年度から「くにびきジオパーク」実現のための活動に取り組んでいる．本

センターの活動には，総合理工学研究科，生物資源科学部，教育学部，法文学部，汽水

域研究センター，島根大学ミュージアムに所属する教員が参加しており，学際的な活動を展

開している． 

平成 28 年 3 月にはくにびきジオパーク構想推進協議会が設立され，本センターの教員も推

進協議会のメンバーとして運営に参画している．ジオパークでは科学的知見に裏付けられた

活動が求められるため，本センターの活動の意義は大きいといえる． 

本センターでは，これまでに地域アドバイザーと連携しながら，「地形・地質，歴史・文化資源

を活かしたジオツアー」や普及講演会を開催してきた．大学生教育としては，教養科目として

「ジオパーク学入門」「ジオパーク学各論」「ジオパーク学演習」の 3 つのジオパークに特化した

科目を設けており，これら 3つのコア科目と専門科目を履修することで，「ジオパーク学プログラ

ム」の修了認定を付与している．今後は，大学生教育の内容を一層充実させ，地域資源を

活かして地域活性を模索・支援できる学際的な人材育成を目指している． 

平成 28 年度は，自然保護助成基金の助成を受け，「島根半島の海岸漂着ゴミ問題と古

代出雲の自然美を保全するための活動」を展開している．本活動では，海岸漂着ゴミをキー

ワードにしながら地域連携を進め，地域住民や地域の子供たちとともに島根半島のジオサイ

トの価値や保全意識を高めることを目的としている． 

本講演では，これらくにびきジオパーク構想における島根大学の活動事例について紹介する． 

キーワード ジオパークを目指す取り組み、教育 
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ブース№・題名 A006 

那須烏山ジオパークを目指す取り組み 

発表者 小峯 洋一 

発表者所属団体 那須烏山ジオパーク構想推進協議会 

発表要旨 那須烏山市では、平成 26年から那須烏山ジオパークを目指す取り組みを始めた。 

平成 26年度は、那須烏山市教育委員会、栃木県立博物館、宇都宮大学の関係者及び

地学有識者が、那須烏山市ジオパーク基本構想等検討委員会を立ち上げるために、検討

委員会準備会会議を開催した。併せて市内外のジオパークの認知度を上げるために、那須

烏山ジオパーク構想教室２回、ジオサイトバスツアー１回、研究発表会１回、化石展１回を

開催。平成 27 年度は、那須烏山市ジオパーク基本構想等検討委員会を立ち上げた。委

員は、那須烏山市、那須烏山市教育委員会、栃木県立博物 

館、宇都宮大学、那須烏山市観光協会、那須烏山商工会、那須南農業協同組合、那

須烏山市小中学校、地域活動団体、地学有識者で構成した。６回の会議を経て、那須

烏山ジオパーク構想原案を作成し、那須烏山市が那須烏山ジオパーク構想を策定した。那

須烏山ジオパーク構想の区域は、那須烏山市全域とし、４つの見どころ、１４のジオサイトを

設定した。構想の副題を「里山と里川をめぐるジオのものがたり」とし、テーマは、「那珂川流

域を散策しつつ、大地の成り立ち、そして人と自然の関わりを学ぼう」とした。地域の遺産の保

護と活用、地域振興を目的として、里山里川の自然環境を背景としたジオパークを作ること

を提唱した。昨年に引き続き、那須烏山ジオパーク構想教室２回、ジオサイトバスツアー１回

を開催。平成 28 年度、那須烏山ジオパーク構想推進協議会を設立し、那須烏山ジオパー

クを目指す活動を始めた。組織の構成は、昨年の構想検討委員会委員に、栃木県立烏

山高等学校、那須烏山金融団、那須烏山市行政区長連絡協議会を加え、地域をあげて

取り組む体制を整えた。 

下部組織に幹事会、４つの専門部会（調査研究部会、学校教育部会、産業観光部会、

保護ガイド部会）を設けた。調査研究部会では、ジオサイトの選定、ジオパークのストーリーの

構築のための調査研究、ガイド養成講座の企画立案などを進めている。学校教育部会で

は、小学６年生地層野外観察学習に取り組んでいる。協議会では、野外観察ガイド派遣

等支援事業で、ガイドやバスの手配、観察地の紹介など、学校での野外観察を支援する制

度を創設した。保護ガイド部会では、ガイド養成とジオサイトの保護活動について検討する。

産業観光部会では、ジオサイトツアーの実施及びジオ関連商品開発について検討する。那

須烏山ジオパーク構想教室３回、ジオサイトバスツアー１回、ガイド養成講座４回を開催予

定。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 
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ブース№・題名 A007 

月山ジオパーク構想の活動について 

発表者 齊藤麻美、吉田政敬、小林孝一 

発表者所属団体 月山ジオパーク推進協議会 

発表要旨 山形県のほぼ中央に位置する月山は、庄内・村山・最上の３つの地域にまたがり、県のラン

ドマークとなっています。山容が東西で全く異なり、西面の急崖が世界有数の豪雪を発生さ

せる要因となり、北麓では月山の土台である出羽丘陵を東西に横切る最上峡が強風を生

み出すなど、その地形が独特の気候を作り、それが地域ならではの文化を形成しています。 

月山ジオパーク構想は、月山を取り囲む山形県鶴岡市・庄内町・西川町・大蔵村・戸沢村

の１市２町２村と関係機関が連携しながら活動を進めています。これまで、地域内住民への

活動普及のため、月山ジオパーク構想の価値観や取り組み内容を説明すべく学習会やシン

ポジウムを開催しました。また、地域資源の価値を再認識しつつ、ジオとのつながりについての

理解を深めるため、各地域でワークショップやフィールドワーク、ガイド養成講座を実施するとと

もに、パンフレットの全戸配布を行っています。 

今年度は、さらなる具体的な活動を展開していくために、５つの専門部会体制を整備し、各

部会を開催したところです。今回のポスター発表では、それらの活動について発表します。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 
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ブース№・題名 01 

北海道内のジオパークガイド交流におけるスキルアップ効果について 

発表者 事務局長 三松 靖志 

発表者所属団体 NPO 法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会（北海道ジオパークガイド研修交流会実行委

員会事務局） 

発表要旨 昨年、アポイ岳ジオパークがユネスコ世界ジオパークに認定となり、北海道内では世界ジオパ

ークが２箇所となった。当会では三笠ジオパークとともに世界認定祈念ツアーを実施し、ガイド

間の交流や他ジオパークの取り組み、グルメ、人について知ることを通じ大きな感銘を受けた

ことから北海道内のジオパーク間のガイド等の交流を通じてガイド技量の底上げを図ることとし

た。全てのジオパークを廻ると 1,000km を超える距離となるが、距離の離れた各ジオパーク間

の人的距離を縮めることが必要であり、目的で道内各ジオパークに呼びかけ、9 月１７日から

２日間の日程で白滝ジオパークでの研修を行うこととした。 

特に 7月９日~９月２５日の日程で北海道博物館で開催された「ジオパークへ行こう！」により

全道にジオパークに関する興味や関心の高まりやジオツアー参加への機運が高まってきたこと

から全道ジオパークのまとまりが強まったことも力となった。 

得られた効果（8月 10 日現在では予測値である） 

・他ジオパークの特性＝北海道の地質や自然の多様性を学習することを通じガイド知識や

関連づけに広がりが生まれた。 

・キラーワンフレーズ＝他地域ガイドの「殺し文句」による感動に導く技術の習得 

・口コミ効果＝知らなかった地域の魅力が他ジオパークで広がる効果 

・視野の拡大＝単一ジオパークおりも大きな視点でのジオストーリー作りが得られた。 

各ジオパーク参加者の感想やアンケートを通じて、これらを検証し、北海道以外のジオパーク

関係者（特にガイド関係者）への交流のきっかけの一助になればと思い単一都道府県内での

連携効果について発表したい。 

なお、本事業は伊藤組１００年基金の補助を受けており、第 1 回全道ジオパークガイド交流

研修会として内外への成果の発表を行うこととしている。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み、ジオガイド活動、情報発信、ジオストーリー作り、その他 
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ブース№・題名 02 

ジオパークにおける解説看板の役割とは －効果的なガイド活動のためにー 

発表者 武川正人、加賀谷にれ、田仁孝志、畑吉晃、中谷麻美 

発表者所属団体 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 

発表要旨 洞爺湖有珠山ジオパークは、カルデラ湖である洞爺湖と、活火山・有珠山を中心に、変動す

る大地との共生を体感できるジオパークとして、2009年に世界ジオパークに認定された。 

 洞爺湖有珠山ジオパークでは、ジオサイトや散策路の見どころ地点に 40 枚の「解説看板」

が設置されている。これらの解説看板は、火山の噴火によって起こる地質・社会現象を正確

に伝えるため、学識者に看板の制作を依頼したものである。 

 洞爺湖有珠山地域ではジオパーク認定後、ガイドのレベルアップや防災リーダーの認定、ネ

ットワーク化を進めてきた。また各ガイド団体においても修学旅行や防災学習の講師、来訪

者へのガイド経験を積み、ガイド技術の向上に努めてきた。その学習には、解説看板が大き

な役割を果たしてきた。では、解説看板とは、ガイドのレベルアップのためだけのものだろうか。 

 解説看板を目にするのは不特定多数の来訪者である。最も重要な役割は、来訪者に対

し、その場所で伝えるべきことを平易な言葉で提示することであり、さらにガイドが案内活動の

中で、来訪者の理解をより深めるための材料でもある。 

 そこで、ジオパーク推進協議会では 2016 年度より、ガイド団体に所属する有志と学識顧

問、環境省洞爺湖事務所等の関係諸機関と連携し、日焼けや風雨で劣化した看板の張

替の際に使いやすい解説看板にできるよう、ガイドラインの作成を開始した。今後、ガイド自

身が看板製作に携わり、より満足度の高いジオツアーが実現するよう、長期的に取組をすす

めていく。 

キーワード ジオツーリズム、看板・パンフレット、ジオガイド活動 
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ブース№・題名 03 

糸魚川ジオパークに分布する近世花崗岩石造物の産地 

発表者 先山 徹 

発表者所属団体 ユネスコ山陰海岸世界ジオパーク／兵庫県立大学地域資源マネジメント研究科 

発表要旨 日本海沿岸のジオパークには、しばしば北前船の寄港地や風待ち港の痕跡が残され、それら

は地域の歴史文化の交流を示す重要なジオサイトとなっている。たとえば山陰海岸ジオパー

クではリアス海岸の入り組んだ入り江を利用した多くの風待ち港があり、係留跡などが残る。

一方、糸魚川ジオパークの能生地区は北前船の寄港地として栄えてきた。北前船が運んだ

もののひとつに石材があり、それは神社や仏閣の石造物として残されており、その石材産地を

同定することは、当時の交通や文化を知る上で重要である。 

糸魚川ジオパーク内各地の神社には、18 世紀～19 世紀前半に北前船で運ばれてきたとさ

れる石造物が存在し、その多くに広島県尾道の石工の銘が入っている。そこで糸魚川に存在

する石造物と産地と考えられる尾道の花崗岩について岩石記載と帯磁率測定を行って、両

者を比較した。 

その結果糸魚川ジオパークの石造物は次の二つのタイプの花崗岩からなることが明らかになっ

た。 

岩相 A：中粒で等粒状の黒雲母花崗岩で、白色～淡桃色の花崗岩を含む。これらは３×

10-5SI～１×10-3SI の低い帯磁率を示す。 

岩相 B：角閃石黒雲母花崗岩である。白色～淡桃色自形で最大長径２cm のカリ長石斑

晶を含む。また最長１cm の針状～長柱状の角閃石を含む。前者と比べて有色鉱物に富

み、しばしば直径 10cm 前後の苦鉄質包有岩を含む。これらの帯磁率は１×10-3SI～５×

10-3SI の範囲に入る。 

 一方の尾道に分布する花崗岩は中粒の角閃石黒雲母花崗岩で、その岩相や帯磁率は

糸魚川ジオパーク内の石造物のうち岩相 Bのものと一致した。一方、糸魚川の石材のうち岩

相Aに相当するものは、少なくとも今回尾道地域で調査した範囲には存在しない。このことは

尾道が石材産地としてだけではなく石材の集積地として栄えたことを示すかもしれない。このよ

うに、糸魚川ジオパークで見られる石材には尾道産の花崗岩を尾道の石工が加工したもの

と、他地域の花崗岩を尾道の石工が加工したものとが含まれていると考えられる。 

 北前船での流通した石材としては他に島根県の来待石、福井県の笏谷石などが知られ

る。また日本海沿岸地域の各ジオパークやその周辺には、寄港地として栄えた港や商家など

が残っている。北前船が作り出した文化や街をつないでいくことはジオパーク間の関係を深め

ることにもつながる。 

キーワード ジオストーリー作り、その他：ジオ調査研究 
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ブース№・題名 04 

生産者と飲食店が参画する「食」のジオパーク活動 

発表者 石川 智・平田和彦（責任著者） 

発表者所属団体 下北ジオパーク構想推進協議会 

発表要旨 豊かな農水産資源に恵まれた下北地域において、「食」に着目したジオパーク活動の展開

は、物産振興に大いに役立つと期待される。下北ジオパークでは、食材となる特産物の生産

者と協力し、ジオストーリーの構築やジオツアーの企画、ジオガイドの実践が行われている。ま

た飲食店からは、特産物や地域に伝わる伝統的な食文化を取り入れたメニューが、自発的

に考案、提供されている。 

このようにしてできたストーリーやメニューは、地元の小中学校や住民向けのジオツアー、現地

審査などにも実用されており、観光振興や教育にも効果が出始めている。 

本発表では、下北地域の漁師や農家、酪農家らによるジオガイドの取り組み、飲食店による

ジオメニューの提供といった連携事例について報告するとともに、ツアー参加者である児童・生

徒、住民らの反応についても紹介する。 

キーワード ジオツーリズム、ジオガイド活動、ジオストーリー作り 
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ブース№・題名 05 

ジオパークの活動における地震学活用の実態調査 

発表者 松原誠・中川和之・平松良浩 

発表者所属団体 防災科学技術研究所/時事通信/金沢大学/日本地震学会ジオパーク支援委員会準備

ワーキンググループ 

発表要旨 日本地震学会はジオパーク支援委員会準備ワーキンググループを立ち上げ、学会としてのジ

オパーク活動の組織的な支援のあり方について検討を始めた。これまでも、個別に各地のジ

オパーク活動に参加・協力している会員は居るが、全国のジオパークの活動を概観したときに

「地震」に関する事項が各ジオパークにおいてどのように活用されているか把握できていない。

そのため、国内の各ジオパークにおける「地震」に関する事項の活用例や専門家の関与や、

日本地震学会への要望について、日本ジオパークネットワーク（ＪＧＮ）の会員の皆様を対象

にしたアンケート調査を企画し、実施中である。 

本発表では、その結果を集計したうえで発表する。また、地震学会としてどのようにジオパーク

に貢献していけるかについて検討する一助としたい。 

キーワード 防災・減災、教育、ジオガイド活動、情報発信、ジオストーリー作り 
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ブース№・題名 06 

南アルプスジオパークにおける新たなジオサイト紹介 

発表者 藤井利衣子、小林竜太、北原孝浩 

発表者所属団体 南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク協議会 

発表要旨 2008年に日本ジオパークに認定されたときに南アルプスジオパークが設定していた 24のジオサ

イトは、中央構造線露頭や岩石など、ほぼすべて地質・地形に関する見どころだった。ジオ・

エコ・ヒトの関わりを実感できるよう、その後ジオサイトを見直し、現在のジオパークマップには生

き物や歴史文化の見どころを含めた約 70のジオサイトが掲載されているが、他にも近年整備

が完了した見どころや新たに見つかった見どころがある。今回は、現在のジオパークマップに掲

載されていない、それらの新ジオサイトについて紹介する。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 
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ブース№・題名 07 

ジオパークを紹介するマンガ『天草ジオパーク大冒険』の制作 

発表者 長谷義隆・小林毅一 

発表者所属団体 天草ジオパーク推進協議会・北海道地図株式会社 

発表要旨 日本のジオパークについては現在 39地域（うち、8地域は世界）が認定され、各地のジオパー

クがメディアにも取り上げられるようになったことから、「ジオパーク」という言葉は一般にも次第に

知られるようになったが、その内容や活動については必ずしも充分には知られていないのが現

状ではないかと思われる。「天草ジオパーク」においてもジオガイドの育成やモニターツアーを通

して関係者に認識されるようになってきているが、一般の人々への認知には、またまだ努力が

必要であろう。このようなことから、天草ジオパーク推進協議会は、 

北海道地図株式会社とともに、小学生高学年および中学生を対象に認知度を高めるため

に 

マンガ『天草ジオパーク大冒険』を作成したので、その内容や取組について報告する。 

キーワード 教育 
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ブース№・題名 08 

苗場山麓ジオパークにおけるジオ学習 

発表者 佐藤 信之 

発表者所属団体 苗場山麓ジオパーク 

発表要旨 苗場山麓ジオパークでは、エリア内の小学校と様々なジオ学習を展開している。 

芦ケ崎小学校では、学校のそばにあるジオサイト、龍ヶ窪についての学習を全校で行い、保

全活動として清掃活動を実施した。多くの人に快く訪れてもらえるよう、来訪者が多くなる前

に活動を行った。清掃終了後には、水が湧く状況や水温の調査といった現地学習も実施。さ

らに、３、４年生は、龍ヶ窪から谷内集落へ流れる行程を歩いて調べ、各地点で水温を測る

と、温度は７℃で一定していた。この湧水が学校のそばも流れていることを確認したほか、田

んぼへと汲み上げている様子や、集落の中を通って利用されている様子、冬には融雪のため

家の周囲に水を回す工夫も確認した。また、同校では防災の日である９月１日、全校防災

キャンプと題し、１泊２日を小学校で過ごす体験を実施した。役場の防災担当から、平成 23

年の長野県北部地震での被害状況の話や非常食の備蓄などの説明を受けた。断水してい

る状況を前提とし、龍ヶ窪の水を汲みに行き、手洗い、トイレ、食事の水の確保に努めたほ

か、学校周辺で起こる可能性のある災害を想定し、危険な場所の確認を行った。体育館で

は段ボールで仕切りを作り、男女に分かれて寝るスペースを作るなどの工夫を行った。 

上郷小学校では、全校で長野県北部地震災害の視察、栄村震災復興祈念館「絆」の見

学など、発生から５年以上経った震災の記憶を風化させないための学習を行った。そのほか、

上郷地区にあるジオサイト、今井城跡の見学を行い、地域の歴史について学んでいる。 

津南小学校では、６年生が善光寺街道の調査を、４年生が温泉の調査を実施した。各学

年とも現地を訪れ歩き、温泉の調査では実際に入り、泉質を調べるなど行った。 

また、福祉施設との連携で、就労支援施設で作成した地元新聞の古新聞を利用したエコバ

ッグに苗場山麓ジオパークのロゴマークを貼り、地元商店が製造した玉子せんべいとセットにし

て販売したり、ジオサイトの写真と苗場山麓ジオパークのロゴマーク入りのトイレットペーパーの

包装紙を印刷し、販売・配布を実施したりしている。このような、福祉施設との連携による商

品開発及び商品生産、販売という展開が動き出している。事務局もイベントなどで配布や景

品として普及と情報発信に努めている。 

キーワード 防災・減災、教育 
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ブース№・題名 09 

ジオパークネットワークを活用した県外教育交流事業について 

発表者 豊田徹士・毛利篤史（おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会） 小野剛志（豊後大野市

教育委員会学校教育課）恒賀健太郎・飯田聖子（大分県自然保護推進室） 

発表者所属団体 おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会 

発表要旨 日本国内のジオパーク活動は、２００９年の日本ジオパークネットワーク（以下、ＪＧＮ）の発足

以来、年を追うごとに活発化し、特に教育活動では、各地域独自のプログラムによって推進

されてきた。 

当該地域においても、ジオパークの「教育活動」は重点的に行われ、特に豊後大野市総合

教育計画において教育課程に位置づけられた「ふるさと学習」では、総合的な学習の時間や

特別活動の促進のため「ジオパーク学習」が積極的に行われてきた。（2015高野） 

領域には、小学校が１１校、中学校７校があるが、授業は、総合的な学習の時間及び特別

活動ともに①学校長や担当教諭、指導教諭とも相談し座学、現地とそれぞれの学校、クラ

スの要望に添ったプログラムを組む。②主に推進協議会の事務局員や必要に応じて外部講

師を用意してアウトリーチの形で行う。こととして、学校教育でのジオパーク学習対象者の裾

野を拡大し、より濃密な学習体制を構築している。 

また、毎年、領域内の小学校の１校を対象として、大分県内で同じくジオパークとなっている

「おおいた姫島ジオパーク」とのジオパーク教育交流事業を行っており、主観的、客観的に自

他の地域と見る目を養い、比較する力や自他の理解を深める力を養うことを目的として行い

ながら、同じジオパークに住む子どもとしての連帯感も養われている。 

しかし、学校単位での活動であるため、それぞれの学校の規模によって可能なこと不可能なこ

とがあり、特に人口密集地にある大規模校は、満足な学習が行えていなかった。 

そこで、社会教育でのジオパーク学習を模索するようになったのが、２０１４年のことである。そ

れまで社会教育においては、高齢者学級でのジオパーク学習は行っていたが、小中学生、高

校生に対しての事業は行えていなかった。そこで、一昨年度から社会教育係と相談して、昨

年度から正式に着手することになったものである。 

本稿では、その青少年向け社会教育での取り組みについて、そのいきさつや、組織の在り方

など、他地域にも参考にできるよう情報提供したい。 

キーワード 教育 
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ブース№・題名 10 

研究・教育・地域振興を結びつけるジオパークにおける大学連携事業 

発表者 坂口 豪， 宮崎 貴， 土屋智美， 荒井西夏 

発表者所属団体 浅間山ジオパーク構想推進協議会 

発表要旨  浅間山北麓ジオパーク構想では平成 28年度、大学連携事業を重点課題の一つとして、3

大学との連携事業を実施してきた。１つ目は、首都大学東京で観光学を専攻する学生 10

名が 5月末に野外実習として訪れた。実習内容は、初日にジオパーク構想エリアの地域を知

ってもらうことを踏まえてジオガイドによるモニターツアーを実施した。2-3 日目は、「食べる」、

「学ぶ」、「歩く」のテーマごとに 3 班に分かれて、新たな視点でジオツアーコースを策定した。最

終日には、ガイドを務める運営委員にも参加してもらい、策定したジオツアーコースの発表会

および意見交換会を行った。若者、外者の視点に基づいた新たなモデルコースに、ガイドの意

見を盛り込むことで、新規性に富みながら、地域でも活用しやすいコースづくりを目指した。 

 2 つ目は、駒澤大学で地理学を専攻する学生 16 名による実習である。教員の専門が自

然地理学（水文学）であり、湧水や温泉、植生調査のほか、風穴の観光利用を検討する基

礎的調査が行われた。ジオパークとしても、自然環境を定期的に調査し、モニタリングを行って

いくことは大切である。調査には地域住民も同行し、調査風景を間近で観察してもらう機会

となった。今後の地域住民主体の調査活動のきっかけづくりとなった。一方で学生はガイドで

もある地域住民から岩石や樹木の説明を受けるなど学びにもつながった。双方向に学び合え

た今回の実習は大学連携の目指すべき方向性の一つであろう。 

 ３つ目は日本大学地球科学科との連携事業である。火山学を専門とする教員のもとで長

年にわたって浅間山を教育に活かす活動を展開してきた。毎年 10 名以上が参加する 3 年

次の地球科学調査研究法は、浅間火山を対象とした航空写真による火山地形判読（7 月

末）、浅間火山天明噴火噴出物（天明降下軽石堆積物、吾妻火砕流堆積物、鬼押出し

溶岩、鎌原火砕流、岩屑なだれ堆積物）の現地での実地調査（すべて浅間山北麓ジオパ

ーク構想エリア）、既存の地質図等を用いた噴火実績図の作成、噴火実績図に基づいた天

明噴火規模のハザードマップ作成、浅間山麓 5 市町村防災マップの作成（嬬恋村と長野原

町を含む）、それぞれの市町村の人口、産業、施設等の実態を調べ、防災復興計画を考え

る、一連の流れとなっている。 

 今後、調査を実施した大学生や教員による調査報告会が、地元住民や中学生を対象に

予定されている。 

キーワード 保護・保全、ジオツーリズム、防災・減災、教育、ジオガイド活動 
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ブース№・題名 11 

白滝ジオパークにおける条件付き再認定後の取り組みについて 

発表者 熊谷 誠 

発表者所属団体 白滝ジオパーク推進協議会 

発表要旨 白滝ジオパークは，2014 年の日本ジオパーク委員会による再認定審査において，「条件付き

再認定」という結果を受けた．審査結果報告において，1～2 年以内で“緊急に解決すべき

課題”として挙げられたのは，「組織体制の見直し」と「マスタープランの策定と年次計画の作

成」である．本結果報告を受け，当ジオパークでは協議会の再構築を行ったほか，協議会の

内部組織としてワーキングチームを発足した．ワーキングチームでは，直面している問題の洗い

出しを行うとともに，ジオパークに対する理解を深め，関係者間の合意形成が図れるよう取り

組みを行ってきた．また，マスタープラン作成に向けた会議を月 1回のペースで開催し，様々な

手法を導入し議論を深めてきた． 

 本発表では，緊急に解決すべきと指摘された２つの課題について，なぜそのような状況に至

ってしまったのか，その問題点を整理した結果について報告する．また，ワーキングチーム会議

で実践したワークショップの手法と議論の結果について紹介し，情報の共有を図りたい． 

キーワード その他 
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ブース№・題名 12 

山陰海岸ジオパークのカヌーアクティビティ ―豊岡市の旧河川を利用したアクティビティコース

の有効性― 

発表者 山本大寛¹.² 村田正人² 

発表者所属団体 ¹ 兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 ² 山陰海岸ジオパークガイドクラブ 

「海と空と森と人」 

発表要旨 京都府北西部から兵庫県北部，鳥取県東部にまたがる山陰海岸ジオパークは，日本海形

成から現在に至る様々な地形や地質が存在し，それらを背景とした生き物や人々の暮らし，

文化・歴史に触れることができる地域である．兵庫県豊岡市は，山陰海岸ジオパークの東部

に位置しており，円山川流域下流の豊岡盆地を中心とする地方都市である． 

兵庫県豊岡市を流れる円山川は，緩い河床勾配と豊岡盆地周辺の地形によって，河川水

が流れにくく，しばしば内水氾濫を起こしてきた．そのため，大正 9年～昭和 11年の 17年間

で改修工事が行われて円山川は現在の流れになったが，それ以前は豊岡市街地で大きく蛇

行していた．この蛇行していた部分は廃川となって現在も一部残っており，公園が併設されて

いる．当時の集落は旧河川に沿った自然堤防上に立地しており，現在も玄武洞の玄武岩を

用いた当時の石垣や船着き場などが残っている．これらは豊岡が河川から発展した町である

ということを示している． 

本論では，この廃川になった旧円山川を利用して，ジオカヌーコースを考案した．見どころは

玄武岩や凝灰岩の石垣や当時の船着き場，自然堤防の上に発達する旧集落で，豊岡が

円山川とともに発展していったことがより効果的に訴えることができる． 

ジオカヌーとは「ジオパーク」と「シーカヤック」を融合させたアクティビティで，2010 年の山陰海岸

ジオパーク世界認定から徐々に利用者が増加している．しかし，現在山陰海岸ジオパーク内

でのジオカヌーは兵庫県豊岡市竹野地域の海岸部を中心に行われており，市街地を通るよ

うな河川を利用したカヌーアクティビティはほとんど行われていない．本論で考案したジオカヌー

コースは市街地を通る廃川を利用するため，一般市民の目にも触れやすく，地域住民の興

味を引きやすいと考える． 

キーワード ジオツーリズム、防災・減災、ジオガイド活動、ジオストーリー作り 



 

20 

 

 

ブース№・題名 13 

ジオパークを活用した教育とユネスコスクールにおける“持続可能な発展のための教育 

(ESD)” 

発表者 町 澄秋 1，北川喜樹 1, 2，天立雅浩 1，山内千鶴代 1 

発表者所属団体 1. 恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会, 2. 勝山市教育委員会 

発表要旨 教育活動にジオパークを活用することは，地域住民，特に次世代の子どもたちの自然科学に

対する関心，地域に対する関心をかき立てる上で非常に有意義である。恐竜渓谷ふくい勝

山ジオパークでは，子どもたちに向けて理科教育や総合学習の一環としてジオパーク学習支

援事業を行っているほか，一般市民向けの市民大学での講座，地域住民を対象とした公民

館の事業等でジオサイトを活用した学習の場を提供している。 

一方，勝山市内の全小中学校はユネスコスクールに加盟している。ユネスコスクールとは ESD

を実践する学校と位置付けられている。ESD の理念について紹介し，勝山市の小中学校に

おける「環境学習」，「ふるさと学習」の実践例を紹介する。 

ジオパークの理念と ESDの理念には共通する部分があり，ジオパーク活動と ESDを関連付け

ていくことで，相乗的な発展の可能性があるように思われる。そのためには，ジオパーク活動 

(特に教育活動) を実践している人の ESD に対する理解，ESD を実践している人のジオパー

ク活動に対する理解が不可欠である。 

キーワード 教育 
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ブース№・題名 14 

ＪＧＮ初の条件付き再認定後の課題解決に向けた取り組み 

発表者 山内 千鶴代 

発表者所属団体 恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会 

発表要旨 恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークは、平成 25 年に再認定審査を受けた結果、日本ジオパーク

ネットワークにおいて初の条件付き再認定となった。 

主な指摘事項としては、 

①ジオパークの活動が、10 年来取り組んできたエコミュージアム活動を補完する形で、別の活

動と位置付けられている。 

②福井県立恐竜博物館が、ジオパーク全体の拠点施設となっていない。 

③恐竜化石発掘地露頭の保全計画が考えられていない。また、化石を販売をしている。 

④当ジオパークにおける運営組織、事務局体制の不備。ＪＧＮの一員としての活動が不十

分。 

などである。 

 条件付き再認定後、市民と福井県立恐竜博物館をはじめとするジオパーク関係者とともに

悩みながらも、平成 27 年に再認定を受けるまでの 2 年間の取り組みを発表する。 

キーワード その他 
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ブース№・題名 15 

中央アルプスジオパーク（仮称）構想の取り組み 

発表者 小松 裕 

発表者所属団体 中央アルプスジオパーク構想推進協議会（仮称）設立準備会 

発表要旨 宝剣岳、空木岳など、中央アルプスにおける名峰を抱える駒ヶ根市では、平成 27 年度か

ら、中央アルプス北部一帯を日本ジオパークとして認定を受けるべく、取組を始めた。 

宝剣岳、空木岳、そして木曽駒ヶ岳一帯は、カール、モレーンなどの氷河地形を有するととも

に、これら氷河地形がふもとの市街地からも一望できる、という全国でも固有の特徴を持つ。

これに加えて、日本の高山帯を象徴するような地形が数多くみられるとともに、花こう岩地質

から生み出された大量の土砂は扇状地を形成し、田切地形を発達させている。さらに、人々

の生活圏には断層が多く走っており、こうした主に中央アルプス北部が育む豊富なジオ資源

は、人々の暮らしとも密接に関連し、地形、水などの特性に合わせた産業や文化が発達して

きた。 

このようなジオ的背景をもとに、駒ヶ根市が中心となり、6 市町村（駒ヶ根市、南箕輪村、伊

那市、宮田村、飯島町、中川村）の体制で、平成 27 年度からジオパーク構想の基本となる

ジオサイト候補地調査等に着手するとともに、ジオツアーの開催、ジオ講演会の開催などに取

り組んできた。 

平成 28 年度には、さらに 2 町（辰野町、箕輪町）が加わることになり、中央アルプスジオパー

ク（仮称）構想推進協議会設立に向けて、準備会合を重ねているところである。 

こうした状況において、平成 28 年 9 月 8 日には、ジオパーク認定に向けた地域全員体制の

きっかけを作るため、キックオフミーティングを開催した。本ミーティングでは、短い準備期間にも

かかわらず、160名もの参加者を得て盛会であった。しかしながら、このミーティングの準備及び

当日の意見交換でも明らかになった課題は、ジオ資源の分布の偏りに比例する地域間のジ

オパークへの思いの温度差であった。 

ジオパークを自然資源保護のツールとして、そして地域振興のツールとして十全に活用するた

めには、地域の全員体制を構築して、将来にわたって活動しようとする意志をみなで持つこと

が必須である。そのためには、ジオ資源の分布の偏りをどう取り扱うか（ジオストーリーの構築

方針の検討）、ジオパークとしての地域資源の保護と活用のあり方をどう皆で考えるか（検討

体制のあり方の検討）が直近の課題となっている。本ポスターセッションでは、これらの課題を

示し、会場での情報交換をいただきたいと考えている。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 



 

23 

 

 

ブース№・題名 16 

夏目漱石と阿蘇ジオパーク 

発表者 山本俊夫 

発表者所属団体 阿蘇ジオパークガイド協会・ 

発表要旨 文庫本で 90 ページ足らずの夏目漱石の短編小説｢二百十日｣は、知名度は低いが、阿蘇

登山の漱石自身の体験を題材にした作品である。「二百十日」を読んでみると、明治の阿蘇

の噴火活動が目に浮かぶほど、ジオ的な表現がいたるところに記述されている。さらに、中岳

火口をはじめ、内牧温泉や阿蘇神社など、阿蘇ジオパークのジオサイトも舞台となっている。 

また、漱石の短歌には、阿蘇を歌ったものがあり、大自然の驚異を感じ、猛烈な量の噴煙と

強烈な鳴動の凄まじさがわかるものがある。 

漱石が実際、阿蘇山に登ったのは、明治 32年（1899年）9月とされており、明治 30年(1897

年)から、阿蘇火山は強烈な活動が続いていたことが科学的にも立証されている。漱石が登

山した時も、火山灰が盛んに噴出し、鳴動、赤熱噴石、火山灰が第１火口から激しく出て

いた頃である。それから約 120 年後の 2015年、我々は阿蘇中岳の噴火を経験した。 

さらに 2016年は、漱石の没後 100年と来熊 120年、そして来年 2017年は、生誕 150年を

迎える記念年で、漱石ゆかりの地では、色々な催しが計画・実施されている。 

 阿蘇ジオパークガイド協会では、ジオガイド活動の一つとして、漱石が阿蘇山に登ったルート

を案内する「夏目漱石ジオガイドによる二百十日ジオツァー」を計画した。 

その準備を始めた矢先、4 月 14 日に熊本地震が発生し、当ジオパークの構成エリアでは甚

大な被害が発生した。阿蘇山への道路状況も通行止めとなり立ち入りができなくなった。 

今回の熊本地震により、６月から実施予定していたジオツァーは来年度に延期することにし

て、今年の二百十日にあたる８月３１日に、復興への願いを込めて阿蘇を盛り上げようと「夏

目漱石・小説二百十日にみる阿蘇火山と俳句に関する講演会」を、企画していたジオツァー

は、規模を縮小して実施する方向で準備を進めた。 

講演会は、火山立場からと、俳句や短歌の話からの 2 本立てで行った。 

ポスターでは、この講演会とジオツァーの様子と、アンケートから見た講評を紹介する。 

キーワード ジオガイド活動、ジオストーリー作り 
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ブース№・題名 17 

ジオパークと国立公園 

発表者 富田貴夫・吉田健一 

発表者所属団体 秩父まるごとジオパーク推進協議会 

発表要旨 日本ジオパークの多くは、国立公園や国定公園と重複している。 

ジオパークに認定されるには、自然公園としての価値が認められていることも重要な要素であ

り、どちらも日本を代表する地質・地形や、それにより成り立つ風景・生態系等を対象とする

共通性が多い。 

ジオパークにおいても、持続可能な発展のため地域資源の活用とともに、資源の保全・保護

が求められており、自然公園法に基づく国立公園は、地質・地形の保護制度として活用され

ている。 

国立公園もジオパークも地域の自然を保護・保全し、それをうまく活用して地域経済を貢献

させる枠組みとなっており、互いに情報発信やプログラム提供等について連携することで、質の

高い利用の推進や地域の観光振興への貢献に相乗効果を生むことが期待されている。 

今年 7 月 14 日(木)から 15 日(金)にかけて、国立公園関係都市協議会役員会及び定期

総会が、秩父多摩甲斐国立公園（秩父市）で開催された。 

JGC 顧問の小泉武栄氏を招いての基調講演では「国立公園・ジオパーク・エコパークの連携

について」、またパネルディスカッションでは、山梨県、埼玉県、ジオパークの各担当者による

「国立公園・ジオパーク・エコパークの活用について」が議論された。 

２日目については国立公園と連携したジオツアーを実施、国立公園をフィールドとした、ジオを

テーマとするモデルツアーの可能性を模索した。 

ジオパーク秩父としても三峰山にあるビジターセンターでの情報発信や自然とふれあうプログラ

ム、貴重な資源の保全・保護など、国立公園と密接に連携しながら事業を展開していきた

い。 

秩父市は山梨県との協働によりユネスコエコパークの登録も目指しており、国立公園・ジオパ

ーク・エコパークの連携を図ることにより、地域の活性化を推進させていきたい。 

 

キーワード 情報発信、保護・保全、ジオツーリズム、その他 
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ブース№・題名 18 

四国西予ジオパークにおける地域資源の保全・管理の取り組み 

発表者 加藤雄也、中村千怜 

発表者所属団体 四国西予ジオパーク推進協議会 事務局 

発表要旨 四国西予ジオパークは、四国の西南地域にある愛媛県西予市全域をエリアとする。海抜 0m

から 1,400m の標高差の中に、リアス式海岸・盆地・河成段丘・カルスト台地などの多様な地

形が存在し、海・里・山の多様な自然とその中で育まれてきた豊かな文化を楽しめるジオパー

クになっている。 

ジオパークは、その見所をジオサイトとして保護し、その上で教育や観光に活用していくもので

あり、活動の基本は地域資源を守ることにある。対象となる資源は自然公園法や文化財保

護法など、既存の制度で保護されているものも多いが、中にはジオパークという新しい枠組み

で地域を見直したことで、新たに価値が見出されたものもある。こうした資源については、ジオ

パーク認定をきっかけに「何をどう保全し、いかに持続的な利用をするか」という問いに地域が

新たに向き合う機会が生まれている。 

 本発表では、日本ジオパーク認定の前後から取り組まれてきた当地域の資源の保全・管

理活動について紹介し、今後の活動の見通しや課題について報告する。 

キーワード 保護・保全 
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ブース№・題名 19 

日本ジオパーク認定 4 年目を迎えた銚子ジオパークにおける市民の意識調査結果について 

発表者 山田雅仁、岩本直哉、若山昌弘、小川正俊 

発表者所属団体 銚子ジオパーク推進協議会 

発表要旨 １．はじめに 

銚子ジオパークは、2012 年 9 月に日本ジオパークに認定されて、今年が 4 年目となるため、

再認定審査が控えている。そこで、銚子ジオパーク推進協議会では、地域住民を対象に、

銚子ジオパークのイメージ、関心事項、今後の課題等、ジオパーク活動の参考とするために、

アンケートによる意識調査を行った。 

２．方法 

このアンケート調査は、2016 年 7 月に行った。アンケート調査は、なるべく簡単に済ますことが

できるように、選択方式とし（自由に意見を記述することもできる）、A４サイズ 2 ページ分とし

た。アンケート用紙は、銚子ジオパーク推進協議会の加盟団体、銚子ジオパーク推進協議

会が主催するイベントの参加者等に配布した。 

３．結果 

全部で 660 人から回答を得た。特に多くの回答が得られたのは、銚子市役所職員、銚子ジ

オパーク推進市民の会のメンバーとその知人、市内金融機関職員、夏休みのイベント参加

者であった。回答者の属性は、性別では男性61％、女性39％となり、年齢層では、40歳未

満が 27％、40歳代が 28％、50 歳代が 28％、60歳以上が 17％となった。 

アンケートの質問に対する主な結果は、次のとおりである。 

「銚子ジオパークを知っていますか？」に対する回答は、「知っている」が 75%、「聞いたことがあ

るが、内容は知らない」が 23％、全く知らないが 2％だった。 

「銚子ジオパークについてどんなイメージを持っていますか？（複数回答可）」に対する回答は、

「学べる」が 63％、「地域の誇りになる」が 56％、「奥深い」が 35％、「地域に密着している」

が 32％などとなった。 

「銚子ジオパークの活動で、関心があるものを全て教えて下さい。」に対する回答は、「景観や

自然環境」が 71％、「地形や地質」が 63％、「歴史・文化」が 19％などとなった。（以降、省

略） 

４．まとめ 

銚子ジオパークを知っていると回答した人が 75％と多かったが、ジオパークを分かりやすいと回

答した人は 3％だった。このジオパークというしくみの分かりにくさが、ジオパークの普及の阻害原

因になっている可能性がある。 

今後のジオパーク活動で、身近な人と人とのつながりを希望する人が多かったが、観光客のお

もてなしについては、最重要の一つではあるが、他人任せという傾向が見られた。地域住民

が、いかに自分事として、ジオパークを活用していくかが、今後の大きな課題になると思われ

た。（996字） 

キーワード マーケティング 
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ブース№・題名 20 

~食で感じる！ジオパーク~  食の祭典 島原半島ジオ・マルシェ 

発表者 下田 宗慶 

発表者所属団体 一般社団法人 島原半島観光連盟 

発表要旨 2012 年に当エリアで開催した第５回ジオパーク国際ユネスコ会議において、島原半島の食に

焦点を当てた「島原半島ジオ・マルシェ」を初めて開催した。現在では、島原半島における最

大規模の物産市となっている。その狙いや取組み、今後の展望を紹介する。 

 

 ・島原半島ジオ・マルシェの３つの役割 

ジオパークの啓発、認知度向上につなげるためのツール 

「食」をフックとする地域住民（出展者、お客）の積極的な参画 

交流人口拡大と産業活性化による経済の発展 

 

・さらなる展開 

  イベントの持続的発展にとどまらず、当エリアの四季の旬の「食」を目的の一つとする交流

人口の拡大と経済への波及を狙う。 

 

 

キーワード その他 
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ブース№・題名 21 

全国風穴サミットの取り組み 

発表者 澤田結基 1)、傘木宏夫 2)、清水長正 3) 

発表者所属団体 1)福山市立大学、2)NPO地域づくり工房、3) 駒澤大学 

発表要旨 風穴は、山の斜面から冷風が吹き出る場所で、自然状態のものと、過去に主として養蚕の

蚕種貯蔵に用いられたものがあり、地域の自然モニュメント・産業遺産として重要な意味を持

つ。国内に 300 ヶ所以上の風穴が知られており、とかち鹿追ジオパークを始め、多くのジオパー

クが風穴をジオサイトに指定している。 

 近年、この風穴を地域の資源として観光や産業、教育に活かそうとする動きが、全国で同

時多発的に起こりつつある。この動きは群馬県の荒船風穴（下仁田ジオパーク）が世界遺産

に登録されてから加速し、風穴に関わる地域住民や行政、研究者が集まる場が求められる

ようになった。そこで 2014年 8月、NPO地域づくり工房（長野県大町市）が中心となり、風穴

の関係者が集まる「全国風穴小屋サミット」が長野県大町市で開催された。初の試みであっ

たサミットは参加者 102 名と大盛況となり、各地の関係者のネットワーク化が一気に拡大し

た。 

サミットは風穴のある地域へと引き継がれ、2015 年 8 月には第二回全国風穴サミット（参加

者 130 名）が八雲風穴のある島根県出雲市で行われ、今年 8 月には第三回サミット（参加

者 300名）が、別所風穴など多数の風穴倉庫遺構を有する長野県上田市で開催された。 

 風穴サミットでは、風穴の冷蔵倉庫を活用した商品や、そば栽培から貯蔵、製品販売に至

るまでの６次産業への利用例、保護と活用を進める行政の取組など、様々な側面からの報

告がなされている。こうした各地域の取組は、２つの意味で日本のジオパークに資すると考え

る。ひとつは、ジオサイトとしての風穴の活用へのヒントがあること、もうひとつは、住民自らが地

域資源を発掘し、活用を模索するボトムアップ型の活動の参考事例になり得ることである。

次回サミットは、2017年 8月に長野県小諸市で開催される。ジオパークの関係者にも参加し

ていただきたく、ポスターではこれまでの活動内容を報告する。 

キーワード 教育、情報発信、ジオストーリー作り、その他 
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ブース№・題名 22 

三笠ジオパークにおけるツーリズムの取り組みについて 

発表者 椛木 勇 

発表者所属団体 三笠ジオパーク推進協議会 

発表要旨 三笠ジオパークでは、準会員として登録した平成24年より本格的なジオツアーとしての取り組

みを行っており、年々、回数の充実や内容の変更などを行いながら多様なツアーを展開して

いる。今年度も、協議会で主催するジオツアーのほか、教育旅行の受け入れ、個人や団体

から直接依頼を受けて行うツアーなどを実施し、集客数についても少しずつではあるが増加し

てきている。 

ツアーの内容についても、「見る・学ぶ」といった要素だけでなく、昼食つきのものや、ラフティング

や収穫体験などのアクティビティを楽しむことができるものなど、「食べる・楽しむ・体験」といった

要素を重視した内容を増やし、より参加者に楽しんでいただけるようなツアーを目指して改善

を続けてきている。 

また、ツアー以外にもイベントによる集客を図っており、通常のツアーとは異なる年齢層に向け

て、三笠ジオパークの周知を行っている。これにより、幅広い世代に向けてジオパークの周知を

行うことができるようになった。 

 今回の発表では、当ジオパークで実施しているツアーの内容などを紹介するとともに、各種

取り組みで得られたデータやアンケートなどをまとめ、過去の実績から見た現状の分析と、それ

に伴う課題や問題点などについての報告を行い、改善に向けた今後の取り組みに対する手

法などについて考察する。 

  

キーワード ジオツーリズム、マーケティング、教育 
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ブース№・題名 23 

伊豆半島ジオパークにおける防災の可能性 

発表者 杉山尚暉、太田ともき、梅田和典、服部智美、勝又壮平 

発表者所属団体 静岡大学地域創造学地域環環境・防災コース 

発表要旨 本発表では、伊豆半島におけるジオパークと防災のコラボレーションについて、その可能性を検

討する。 

伊豆半島が含まれる静岡県では、1976 年の東海大地震説(駿河湾地震説)以降、さまざま

な防災取り組みが行われてきた。現在、静岡県では、東日本大震災等を受け、静岡県第

四次地震被害想定(2013 年)が作成されている。ここで推計された被害を可能な限り減らす

ために、アクションプログラム 2013 が策定され、地震対策及び津波対策が推進されている。と

りわけ、地域の防災力の強化という観点には、ジオパークによる地域づくりの観点とも重なる

点が多いと考えられる。 

 ジオパークでは、2008年の第三回ユネスコ国際ジオパーク会議での島原宣言に、「私たちの

地域社会が、ジオの災害を時として起こす自然と如何に共存するかを理解するのに最も効

果的である」と記されている。また、日本ジオパークネットワーク(JGN)第五回全国大会研修

会では防災教育がテーマとされた。さらに、2015 年秋にはジオパークがユネスコの正式事業化

され、その管轄が防災を含む Earth Sciences and Geohazards Risk Reduction Section で

ある。こうした状況下、静岡県地域防災計画に伊豆半島ジオパーク推進協議会との連携に

ついての文言が記載されるなど、ジオパークと防災の関係はより一層強まっている。そこで、本

発表では、ジオパークガイドによる防災意識普及活動や、防災を観光化・エンタメ化する事

例など防災に関わる様々な取り組みの情報を整理するとともに、地域創造という観点から、

どのような取り組みの可能性があるのかを防災教育を含めて検討し発表する。 

キーワード 保護・保全、ジオツーリズム、防災・減災、教育、ジオガイド活動 
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ブース№・題名 24 

ふれる 楽しむ 好きになる 鳥海山・飛島ジオパーク 

発表者 岸本 誠司 

発表者所属団体 鳥海山・飛島ジオパーク 

発表要旨 平成 28 年 9 月 9 日、日本ジオパークに認定された鳥海山・飛島ジオパークです。今年の夏

に行われた新規認定地域現地審査では、たくさんのジオガイドが審査員のみなさんを案内し

ました。それぞれのガイドが自分の言葉で鳥海山・飛島の魅力を伝えるガイド手法が、審査

においても大変好評をいただいたところです。 

お客さまに楽しんでもらえる、この地域を好きになってもらえるガイドとは。おもしろいジオストーリ

ーをつくりあげ、ときには模型やフリップなどの小道具を使って、鳥海山・飛島ジオパークの魅力

を発信すべくガイドスキルを磨いてきました。 

「ふれる 楽しむ 好きになる」 鳥海山・飛島ジオパークをご紹介します！ 

キーワード ジオガイド活動、ジオストーリー作り 
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ブース№・題名 25 

東三河ジオパーク構想における取り組み 2016 

発表者 加藤千茶子、加藤貞亨、松岡敬二 

発表者所属団体 東三河ジオパーク構想推進準備会 

発表要旨 東三河ジオパーク構想は、愛知県東部の 8 市町村（豊橋市、新城市、蒲郡市、田原市、

豊川市、東栄町、設楽町、豊根村）の自治体が推進している。この地域は、長野県青崩

峠から三河湾を通る中央構造線が東西から南北に向きをかえる内帯・外帯からなるエリアで

ある。東三河の大地は、貴重な地質遺産や豊かな自然環境に恵まれており、多くの固有の

生物が育まれ、国や県指定の天然記念物、名勝、自然公園が集中している。豊かな大地

は、中央構造線がつくる谷や川沿いに発達した街道によって山と海が結ばれ、東西南北の

産業や文化をつなぐ中継地でもあり、多様な文化を育まれてきた地域である。 

東三河では、2013 年度から豊橋市自然史博物館と新城市鳳来寺山自然科学博物館を

中心として、個々にシンポジウム、企画展、ジオツアー、ジオガイド養成講座などを近隣の博

物館とともに開催してきた。2015年度からは、東三河全体でジオパーク活動への住民の理解

を得るためのシンポジウムやジオツアーなどが開始され、2016 年 5 月には、東三河 8 市町村

からなる東三河ジオパーク構想推進準備会が正式に発足した。今後は、東三河ジオパーク

構想推進準備会をコアにジオガイドの養成講座、認定講座などを開催し、ジオパーク活動を

支える人材の育成していく。また、“つなぐ”をテーマに、南アルプスジオパークや南紀熊野ジオ

パークといった近隣のジオパークと連携した活動にも取り組んでいきたい。 

キーワード ジオパークを目指す取り組み、教育、ジオガイド活動 
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ブース№・題名 26 

８月下旬により発生した台風の水害とジオパークの活動 

発表者 大西 潤 

発表者所属団体 とかち鹿追ジオパーク推進協議会 

発表要旨 2016 年 8 月中旬から末にかけて、4 つ（台風 7 号、11 号、9 号、10 号）の台風が北海道を

襲った。この連続した台風により、十勝管内では大雨による河川の氾濫、家屋の浸水、橋・

道路の崩落などが発生し、死者 2名・行方不明者 2名を出す非常に大きな被害を被った。 

 とかち鹿追ジオパークのエリアである鹿追町では、近隣の町村よりも被害は少ないものの、

橋・道路の崩落、住宅・農地への浸水被害が発生した。 

 この台風被害発生後、土嚢作りや町内の見回り等、様々な現場対応業務が発生した

が、防災・減災を守備範囲とするジオパーク担当職員として、ドローンによる空中からの被害

状況確認を行なった。この被害状況確認については、被害箇所を静止画・動画で撮影し現

場対応職員等が活用できる形で共有した。今後は、防災のための資料として被害箇所の分

析を行なっていく。 

 今回のポスター発表では、台風被害発生時に一般職員が実施可能な被害状況の把握

についての情報提供と、専門家からの防災に向けたアイデアを募集する。 

キーワード 防災・減災、情報発信 
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ブース№・題名 27 

筑波山地域ジオパーク構想の取り組み 

～この 2 年間で何ができたか，そしてこれから何ができるか！～ 

発表者 柴原利継 

発表者所属団体 筑波山地域ジオパーク推進協議会 

発表要旨 筑波山地域ジオパーク構想は，筑波山塊を取り囲む石岡・笠間・つくば・桜川・かすみがう

ら・土浦の 6市を筑波山地域とし，本地域の大地の遺産の保護・保全，それらを用いた教育

と地域振興を目指す取組です。筑波山地域ジオパーク推進協議会は 2012 年 8 月に発足

し，日本ジオパーク認定を目指して 2013 年 9 月に JGN に加盟しました。そして 2014 年 3

月に申請書を提出し，同年 4 月にプレゼンテーション審査、7 月に現地審査を受けました。し

かしながら、ジオパークの基本理念に対する認識不足，協議会の運営体制や自治体間の連

携体制の不備，テーマやジオストーリーなどが不明瞭で分かりにくいなどの理由によって、この

時は認定見送りという結果になりました。 

 本協議会は、これらの指摘と結果を真摯に受けとめ、それからの 2 年間、多くの関係者とと

もに課題解決に向けた地道な取組をしてきました。そして去る 9 月 9 日、「筑波山地域ジオ

パーク」として日本ジオパークに認定されました。今回の認定の主な理由は以下の通りでし

た。 

・地域を象徴する景観が，テーマ「関東平野に抱かれた山と湖」として表現されている 

・関係自治体の枠を超えた，住民同士の交流が活発に行われている 

・地域での活発な保全活動が，JGN における地域資源保全への貢献につながると期待され

る 

・広大な関東平野の成り立ちから、水害や地震といった平野における自然災害までを学ぶこ

とができる 

・研究機関との連携や住民へのジオパークの浸透がもたらす世界的なジオパークの波及効果

を期待できる 

本発表では、これらの評価や期待を得るに至ったこれまでの主な取組、その取組を通じて学

んだこと、そして今後ジオパーク活動を推進していく上での課題を紹介します。 

 

キーワード ジオパークを目指す取り組み 
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ブース№・題名 28 

みんなでジオツーリズムをそろそろ本気で考えよう 

～ＪＧＮ全地域のツアーレベル向上と平準化も目指す、Mine 秋吉台ジオパークの取組～ 

発表者 小原北士（１）・ 山縣智子（１）・ 柚洞一央（２） 

発表者所属団体 （１）Mine 秋吉台ジオパーク推進協議会事務局 （２）徳山大学 

発表要旨  ジオツアーは、消費者である一般観光客と地域のジオパーク活動とを繋ぐ、重要なコンテン

ツである。しかし、ＪＧＮ全地域のツアー数や内容を比べると、おそらく非常に差があるものと推

測される。国内でジオパーク活動が始まって 10年弱が経ち、地域数も年々増加する中、“質

の悪い”ジオツアーを提供する地域があると、国内のジオツーリズム全体の衰退に繋がる。そこ

で発表者らは、ツアーレベルの向上と平準化をＪＧＮ全地域で積極的に取り組む必要がある

と考えている。まず今大会において、分科会「ジオツーリズムと観光」を実施し、前述した“大”

問題の共有と各地域の抱える課題の洗い出し、解決策の検討を行う。次に、来年の 3 月

11・12 日に当地域で開催されるＪＧＮ全国研修会において、「地域のみんなで儲けるジオツ

アー」を作り、実際に旅行商品として販売する予定である。そして、販売実績などを来年度の

ＪＧＮ全国大会で共有し、そのノウハウを各地域に還元したいと考えている。 

 また、当地域における“質の良い”ジオツアーを提供するための最近の主な取組として、（１）

Mine 秋吉台ジオパークセンターの開設、（２）Mine 秋吉台ジオマスター講座の実施が挙げら

れる。（１）は、当地域で観光客が最も多く訪れる「秋吉台カルスト展望台」の横に、観光案

内や休憩のスペースとともに、観光客と地域住民とを繋ぐ、ジオパークの拠点施設を新たに整

備するもので、11月にオープンする予定である。（２）は、ジオガイドの養成講座と生涯学習講

座を兼ねたもので、初級編を今年2～4月に全９回開催し、39名がジオガイドとして認定され

た。現在、ジオガイドに認定された一部の方が自主的に集まって、ガイドや広報などを自分た

ちで行う組織「Mine 秋吉台ジオパーク市民の会（仮称）」を設立しようと動いており、当協議

会もその動きを支援している。 

 

 

キーワード ジオツーリズム 
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ブース№・題名 29 

伊豆城ケ崎ネイチャースクールジオツアー実践記録 

発表者 斉藤俊仁 

発表者所属団体 静岡県地学会会員 

発表要旨 伊豆城ケ崎ネイチャースクールは、２００４年（平成１６年）に伊豆大室山や城ヶ崎海岸周辺

の火山地形を探訪する、市民向けの自然観察会「地質トレッキング」としてスタートしました。 

２００４年３月６日に実施した「開港記念城ケ崎トレッキング」参加した皆さんや新聞関係の

方から、これを定期的にやってほしいという意見があり、年間プログラムを作成し、「市民火山

教室」として年間開催を実施することとしました。 

２００４年はユネスコが支援する世界ジオパクネットワーク（ＧＧＮ）が設立された年で、５年後

の２００９年５月に日本ジオパークネットワーク（ＪＧＮ）設立されました。 

洞爺湖・有珠山Ｇ，糸魚川Ｇなどが世界ジオパークに登録されたこの年に伊豆半島もそれに

負けない魅力に満ちた「南から来た火山の贈り物」である「伊豆半島ジオパーク」の世界登録

を目指す活動がスタートし、ついに昨年世界登録に挑戦できました。 

この間ネイチャースクールも実践を重ね、伊豆半島全域、伊豆七島（伊豆大島、神津島）、

冨士箱根なども探訪エリアとし、時には糸魚川、根尾谷断層、中央構造線なども探訪し、

世界遺産としての富士山や神社なども訪れました。 

今回は探訪記録として発信した「ネイチャー通信」を中心に実践報告をします。 

キーワード ジオガイド活動 
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ブース№・題名 30 

ジオパークと火山防災 

発表者 中堀 康弘 

発表者所属団体 静岡地方気象台 

発表要旨 伊豆半島ジオパークに位置する伊豆東部火山群での気象庁の火山防災に関する取り組み

を紹介します。 

キーワード 防災・減災 
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ブース№・題名 31 

里海バンキングに向けたマルチステークホルダー間の連携に関する活動―大学生と地元高校

生との協働によるアカウミガメ産卵地の HEP 評価体験― 

発表者 野島優理子 田中章 

発表者所属団体 東京都市大学環境学部環境創生学科田中章（ランドスケープ・エコシステムズ）研究室 

発表要旨 アカウミガメ（Caretta  caretta）は国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧 IB 類に

指定されている（IUCN，2010）。アカウミガメ減少の原因は様々だが、産卵地である砂浜の

侵食、構造物の設置、光 害など（亀崎，2012）人為的な影響が数多くある。静岡県では、

2014 年より指定希少野生動植物としてアカウミガメを絶滅危惧 IA 類に指定し、その個 

体及び卵の捕獲、採取、殺傷、損傷することを禁止している（静岡県，2014）。しかし県内の

産卵地の ひとつである伊豆半島の下田市では、最近までアカウミガメの上陸・産卵が確認さ

れているにもかかわらず、 保全体制がいまだに整っておらず多くの課題がある。2014 年から 

2015 年にかけて下田市民計 161 名に 対して、市内におけるアカウミガメの上陸・産卵を

認識しているか調査を行ったところ、60.5％の市民が知ら ないという結果となった。同市にお

いては市民間の認知度を高めたうえで、保全体制を構築することが重要 である。 

田中は、現在残されている自然の保護、失われた自然の復元・創造ならびに維持管理を

ステークホルダース間における地域連携によって実現しようとする「里山バンキング」（田中，

2010）の沿岸域版である「里海バンキング」を提唱している。今回は、「里海バンキング」の実

現に向けた将来を担う若いステークホルダーとの連携に着目し、静岡県立下田高等学校の

学生と同市海浜環境のアカウミガメ産卵地としての適 否を定量的かつ生態学的に HEP 

を用いて評価する体験を通して、ウミガメが産卵するようなかけがえのない 沿岸域生態系が

残存していることに対する認識を深めた。今回は参加した高校生計 14 名に、将来里海の

管理に従事したいかというアンケート調査を行ったとこ ろ、83.4％の生徒が将来従事したいと

答えた。その理由として、アカウミガメや下田市のかけがえのない海 浜環境に対する認識が

高まったからという回答が多くあった。またこの評価結果を 2016 年 9 月 2 日静岡 県下

田市にて当研究室が主催した会議にて報告し、その後の議論においても、マルチステークホル

ダー間の 地域連携の必要性が、改めて確認された。このことから地域住民がまず自分たち

の地域の自然の状態、そ のかけがえのなさを認識することで、将来の地域連携の可能性が

示唆された。今後も、地域の高校生や小 中学生に対する認識を高める活動を継続すると

ともに、マルチステークホルダース会議にて提案された保全 対策の実現に向けて、活動を続

けていく。 

キーワード 保護・保全、教育、情報発信 
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ブース№・題名 32 

「熊本地震」への対応と今後の方向性 

発表者 山内万里子、石松昭信、兒玉夏子、池辺伸一郎 

発表者所属団体 阿蘇ジオパーク推進協議会 

発表要旨 2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分、熊本県益城町を震央とする、震源の深さ 11km、マグニチ

ュード 6.5の地震（前震）が発生し、益城町で震度 7 を観測した。さらにその 28時間後の 16

日 01 時 25 分には、やはり益城町付近を震央とする、震源の深さ 12km、マグニチュード 7.3

の地震（本震）が発生し、熊本県西原村と益城町で震度 7 を観測した。 

14日の地震は日奈久断層帯北端部の活動、16日未明の地震は布田川断層帯の活動に

よるもので、隣接する二つの断層帯が連動することで発生した地震とみられている。全体的に

見ると余震活動は徐々に収まってきてはいるが、4 月 14 日 21 時以降、8 月末までに、震度

1 以上を観測する有感地震は 2050回を超えた（気象庁資料による）。 

今回の地震活動は、大分県から熊本県までの広い範囲に亘って発生していること、余震活

動が活発なことが大きな特徴である。またこの地域は従来から「別府―島原地溝帯」と呼ば

れ、地震活動や火山活動が活発な地域で、過去にも繰り返し規模の大きな地震も発生し

ていることから、ここ数年は十分に注意しておく必要がある。 

 阿蘇ジオパークエリア内では、今回の一連の地震によって 33箇所のジオサイトをはじめ、多く

の場所で被害を受けている。地震発生後、すぐの対応としては、これら地震の影響を受けた

サイトの記録収集、現状の情報発信、また日本地震学会や日本ジオパークネットワークとの

連携で住民向け地震セミナーを開催した。今後、ジオパークとしてのコンセプトの微修正を図

るとともに、各ジオサイトにおける解説のあり方なども再考しなければならない。さらに、今後

は、自然災害から復興するジオパークの姿を広く示していく必要があると考えている。そして、

防災･減災に繋げるためにも、地震をテーマに盛り込んだジオツアーの創設も考えなければな

らない。（740） 

キーワード 防災・減災 
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ブース№・題名 33 

つながる～秋田県内ジオパークの輪～ 

発表者 渡部 公成１）、菅原 守２）、佐林 祐輔３）、嶋津 辰也４） 

発表者所属団体 １）男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会、２）湯沢市ジオパーク推進協議会 

３）鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会、４）八峰白神ジオパーク推進協議会 

発表要旨  秋田県には、「男鹿半島・大潟」「ゆざわ」「八峰白神」「鳥海山・飛島」の４ジオパーク認定

地域があり、それぞれ独自のジオパーク推進活動に取り組んでいる。 

 県内の連携事業を推進する為、平成２５年度より「秋田県ジオパーク連絡協議会」を設

立した。発足当初は、男鹿半島・大潟・ゆざわ・八峰白神の３地域で活動してきたが、平成

２７年度より現鳥海山・飛島ジオパークが加わり、４地域で活動を推進している。 

本協議会設立の背景・目的・事業は次のとおりである。 

【３地域で設立した背景】 

 各ジオパークが独自のジオパーク推進活動に取り組んでいる。ジオパーク活動の推進による

大地の遺産の保全、地域の振興と持続可能な社会の構築は３地域に共通する課題である

が、３地域とも自治体の規模が小さく、地域の持続的な発展を目指すためには３地域が連

携して取り組む必要があると考えられ、本協議会を設立した。 

【目 的】 

秋田県内の自治体を含むジオパーク地域の連携による情報交換及び連絡調整を行うことに

よって、相互のジオパーク活動の連携推進と各地域の持続的な発展を目指すとともに、ジオ

パークの理念を普及啓発すること。 

【事 業】 ※４地域の持ち回りで事業を推進 

①秋田県ジオパーク専門研究促進事業 

 県内で１つの学術分会を組織し、ジオパークに関連する諸分野の研究促進を実施する。 

②ガイド共通講座実施事業 

 各地域のガイド組織が抱える共通の課題等について情報を共有しながら、合同で学ぶこと

によって県内全体のガイドの質の向上を図る。 

③秋田県内ジオパーク普及啓発事業 

 秋田県内にジオパークの仕組を広くＰＲし、秋田県内で新たにジオパークを目指す動きを助

長するともに、ジオパークを活用してふるさと学習の推進を図る。 

 今回は、平成２７年度より本格運営した３つの柱の事業報告をするとともに、今後の方向

性について発表を行う。                                   （763 文字） 

キーワード 保護・保全、教育、ジオガイド活動、情報発信、ジオストーリー作り、その他 
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ブース№・題名 34 

「ひめしま学」検定の実施と課題 

発表者 おおいた姫島ジオパーク推進協議会事務局 

発表者所属団体 おおいた姫島ジオパーク推進協議会 

発表要旨  おおいた姫島ジオパークでは、平成 27 年から、姫島についての知識「ひめしま学」の問題を

作成し、村民を対象に検定を実施している。本検定は、受検者に楽しんで問題にチャレンジ

してもらうことにより、ふるさとへの興味関心を一層引き出す効果を期待して取り組むもので、

姫島の歴史・文化・自然・生活の４分野より出題し、100 点満点のテスト形式で行っている。

これまでに 3 回の検定を実施し、のべ 137 名が受検した。また、日中に仕事のある村民も参

加しやすいよう、夜間の時間帯に実施し、４択問題にし解答しやすくするなどの工夫を重ねて

いる。また、高齢者の受検が少なかったため、今年度は高齢者教室において、検定の実施を

試みた。高齢者教室は、70歳以上を対象として生涯学習の一環とする月に１～２回行われ

る教室で、毎回約 140 名の教室生が参加している。7 月に実施した検定では、解答後に解

説をあわせて行うことで、一つ一つの問題を確認しながら学習できるように工夫した。本取り

組みは好評で、楽しかった、面白かった、という声が多かったため、今後も引き続き実施してい

く予定である。ただし、解答に時間がかかることから、今後は問題数を少なくして、解説を充

実させる必要がある。また、一般の村民に対しても、次回の検定では多くの方に受検してもら

えるよう、解説をあわせて行うなどの工夫を行いたい。今後も、多くの方にふるさとについて楽し

みながら学べる場を提供できるよう、検討を重ねていく予定である。 

キーワード 教育、その他 
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ブース№・題名 35 

グリーンタフをもたらした火山活動に想いをはせて 

発表者 工藤 英美 

発表者所属団体 八峰白神ジオパーク推進協議会 

発表要旨 当ジオパークは秋田県北西部から隣接する青森県にかかる海と山に抱かれたジオパークであ

る。 

東に広がる白神山地とそれに接する日本海の狭間で生活している人々の活動の場となって

いる。 

 この大地を構成する地層は中生代末期に形成された深成岩を基盤に新しい地層が次々

と重なり、最後には歴史時代に形成された海岸砂丘地帯までほぼ連続して形成されてい

る。 

 今回はグリーンタフを大量に噴出した時代の火山活動に焦点をあてて紹介する。 

中生代末期に形成された深成岩と次の時代に形成された新生代新第三紀中新世初期に

形成された岩館層（主にグリーンタフから成る）は不整合関係にあり、両者の間には古第三

紀層が形成されていない。 

このグリーンタフが大量に噴出した火山活動は、古くは「グリーンタフ地向斜」と呼ばれていた

が、研究が進むにつれて「グリーンタフ変動」→「島弧変動」と呼び方が進化してきた。 

八峰白神ジオパークでは、この時代に形成された地層を紹介し、この時代の火山活動がどの

ようなものであったのか、ビジターに想像していただく（ビジターのジオストーリー）手がかりを目指

してガイドしている。 

１．十二湖の成因を考えるコース 

 青森県十二湖は３３の湖沼が集中していてその成員は陥没地形が基になって形成された

ものと考える。凹地は酸性凝灰岩で埋めつくされ、水分を含みやすく流動性が高いため形成

されたものと考えられる。 

２．斑晶安山岩の成因を考えるコース 

 秋田県北部、滝の間海岸に分布する巨大な斜長石を含む安山岩で、通称「マンチャナイ

ト」と呼んでいる。斑晶は長径 4ｃｍほどの斜長石からなり、石基は輝石、斜長石の微晶がで

きている。これは二種類のマグマが混合したために形成されたものと考える。 

３．海食台にみられる自然の造形美を楽しむコース 

 グリーンタフは一部に緑色を呈しているものもあるがほとんどは変質を受けており岩脈と相まっ

てライオン、人などの自然彫刻作品を楽しむことができる。 

キーワード その他 
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ブース№・題名 36 

三島村・鬼界カルデラジオパークにおける研究サポート 

発表者 大岩根 尚 

発表者所属団体 三島村役場 

発表要旨 三島村・鬼界カルデラジオパークでは、研究者や学生の研究サポートを積極的に行っている。

島内・島間の移動や船舶、宿の手配だけでなく、調査目的の聞き取りを行った上で最適な

サンプリングサイトへ案内したり、地元の対応者の紹介などを行っている。 

またその過程で得た最新の知見の情報発信を行ったり、学生実習やツアー時の解説などに

も活用している。今回の発表では、それらの具体例について紹介する。 

キーワード ジオツーリズム、教育、情報発信、その他 
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ブース№・題名 37 

津波被害と三陸沿岸の地形－美しき津波常習地・三陸の謎を解く－ 

発表者 熊谷 誠 1 米地 文夫 2 

発表者所属団体 １三陸ジオパーク推進協議会、２ハーナムキヤ景観研究所 

発表要旨  三陸海岸は、宮古湾以南のいわゆるリアス海岸と、宮古市北部から北に連なる非リアス海

岸部分とに分けられるが、これまでリアス海岸と呼ばれてきたものの中でも、リアス海岸と新た

に識別されるべき、もう一つの海岸とにわけられる可能性が示唆されたので、これを仮に「フェイ

海岸」とした。 

 これまで三陸地方のリアス海岸に含まれてきた宮古湾～吉浜湾の間の海岸は、島弧方向

にやや斜行する方向の入り江となっており、ダルマチアン海岸とリアス海岸の中間的なものとい

えよう。Rias Coast と Dalmatian coast とは、その模式地の名称を元に Ferdinand Freiherv 

Richthofen によって命名された術語の英訳である。前者は海岸線全体の方向に対して直交

する方向の湾入のあるもの、後者は海岸線と並行する方向の湾入があるもの、をさしている。

リアス海岸は、transverse coast、ダルマチアン海岸は longitudinal coast である。この場合、

現実の地形を見ると、両者の中間的なものを第三のタイプとして slanting coast を加えられる

余地があり、津波災害との関連から見て、必要な類型であると考えられる。すなわち、一般

的には slanting coast における津波による被害は、リアス海岸とダルマチアン海岸の中間程

度である。この斜行した湾入を持つ海岸に対して、模式地に由来する名を用いて、術語「フェ

イ海岸 Fei coast」を提唱する。フェイは模式地、「閉伊（ヘイ）」の古い発音である。 

キーワード 防災・減災、その他 
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ブース№・題名 38 

「防災・減災教育の推進の一助に！ジオ読本－くりはら大地の物語」 

発表者 中川 理絵 

発表者所属団体 栗駒山麓ジオパーク推進協議会 

発表要旨 ジオパーク活動の柱である教育分野において、栗駒山麓ジオパークでは、平成 25 年からジオ

パークの要素を取り入れた学習活動を行っている。その内容は、防災・減災教育とふるさと学

習の２つに分けることができる。昨年の平成２７年度は、実施回数が前年の 2 倍に増え、計

22 回の学習活動を、全１３校の内、８校の小中学校で行った。 

 こうした学習活動用の手元資料として、また、学校教育現場において活用可能な副読本

「ジオ読本 くりはら大地の物語（理科編）」が、１年間の編集ワーキンググループの活動を経

て今年８月に完成した。小学校５・６年生の理科の授業における活用を見込んで作成してお

り、理科の単元中でも、防災・減災に関する学習において活用できるよう、「学習単元計画

案」も同時に作成した。ワーキング委員は、全員が現役の先生方ということもあり、掲載写真

の選択や、文章作成には全てに先生方の意見を反映している。 

 また、東日本大震災を受け、宮城県教育委員会では防災・減災教育用の副読本を作成

し、県内の学校における活用が義務付けられているうえ、教科書にも防災・減災に関する記

載があるため、ジオ読本は、栗原における身近な災害を学ぶことに特化した内容で構成して

いる。４つの災害とは「火山」、「地震」、「土砂崩れ」、「洪水」のことで、主に過去の被害状

況や、発生メカニズムについて記載されている。また、最終ページのイラスト鳥瞰図を見ると、

学校の位置や自宅周辺の自然環境を把握することが可能である。 

 今後は、文部科学省が設定する防災・減災教育のねらいの中でも、自然災害の発生メカ

ニズム、地域の自然環境理解などの、防災教育の中でも基礎的な分野の学習を、学校側

と連携を図りながら実施していく。災害に強い子どもたちを育むため、ジオ読本とフィールド学

習を併せた学習プログラムの構築等行っていく。 

キーワード 防災・減災、教育 
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ブース№・題名 39 

ジオパークにおける地域おこし協力隊の連携とボトムアッププロセスの促進 

発表者 小笠原優 

発表者所属団体 室戸市観光ジオパーク推進課 

発表要旨   地域おこし協力隊（以下、協力隊とする）とは、人口減少や高齢化等の進行が著しい地

方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行い、その定住・定着を

図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・強化を図ることを目的

とした制度である。2009年に総務省によって制度化され、2015年度には全国 673の自治体

で 2,625人の隊員が活動している。隊員の期間は、おおむね 1年以上最長 3年までとなって

おり、受入れ行政によって仕事内容や待遇もさまざまである。現在、ジオパークに関わる協力

隊も増えており、関わり方も広報や企画運営、専門員の任務を担っている者まで多岐に渡っ

ている。室戸市では協力隊を 2013 年に導入し、中川内地区など数地域において産業振

興・地域活性化を担当している（現在２名）。2016年 1月には、ジオパーク担当の協力隊員

が１名採用され、企画広報を担っている。 

 室戸市ジオパーク推進課及び室戸ジオパーク推進協議会（以下、協議会とする）は、これ

までもジオパーク活動の普及啓発や出張講座・イベントなど、地域住民が主体的にジオパー

クに関わる状況を作ってきた。しかし、協力隊との連携はあまり行ってこなかった。今年になりジ

オパーク担当の協力隊が入ったことで、協議会は以前よりも協力隊と協力してジオパーク活

動を行うようになってきた。主な例として次の３点をあげる。（1）本年４月に行った「ジオばた会

議」（市民との座談会）では、協力隊が活動に入っている地域については、協力隊を通じて会

議開催の周知が行われた。その結果、他の地域より多くの参加者を得た。（2）協議会は本

年、河川調査事業を行っている。放課後子ども教室を担当している協力隊員の一人との連

携により、本調査への小学生 10 人の参加が実現した。（3）これまでジオパークと関わってこな

かった地域住民から、協力隊を通じてジオパーク活動への参加表明が行われる事例もあっ

た。 

 集落での協力隊の活動は、地域の文化や風習、特産などの魅力の再発見に繋がることも

多い。住民とも良い関係を築いてきているので、そのネットワークをジオパーク活動に活かすこと

で、ボトムアッププロセスの運営がより円滑に行われることが期待される。 

キーワード マーケティング、情報発信 
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ブース№・題名 40 

ゆざわジオパークにおける持続可能な地域社会形成に向けた学校教育への働きかけ 

発表者 山﨑 由貴子 

発表者所属団体 湯沢市ジオパーク推進協議会 

発表要旨 ジオパーク活動における重要なテーマの一つとして、持続可能な地域社会の形成が挙げられ

る。近年、湯沢市の人口は年間約 800 人ずつ減少してきている。市内に大学がないことか

ら、高校卒業後に進学のため市外へと出ていく生徒が多いが、大学卒業後に市内で就職す

る学生は少ない。自身が望む職業が市外にしかないなどという積極的な理由がある場合は

ある程度やむを得ないが、湯沢市が何もない所だからという消極的な理由での若者の流出

は阻止していかなければならない。また、結果的に市外で就職したとしても、湯沢市にある地

質遺産や文化歴史を理解し、誇りを持って出身地を語れる人になってほしいという願いもあ

る。 

 これを実現するためには、地域の将来を担う児童生徒、また彼らを育てていく教職員や地

域住民の郷土愛を育成していく活動が必要である。ゆざわジオパークでは、市民の郷土愛を

育成するため、様々な場面で湯沢市の魅力を紹介している。出前授業など先方から依頼が

あった時はもちろん、ツアーやイベントを企画し、楽しみながら湯沢市について知ってもらうことを

目指している。 

 今回は、それらの活動の中で学校教育への働きかけに関する事例について発表する。学校

への出前授業をはじめ、親子を対象としたイベントや、学校間での交流等を目的として開催

した学習発表交流会について紹介する。また、学校現場でジオパークを活用してもらえるよう

に作成した学習副読本や学習報告書についても触れ、より発展させていけるように議論して

いきたい。 

キーワード 教育 
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ブース№・題名 41 

新たな目覚めを実感！ 伊豆大島ジオパーク認定ジオガイドの誕生 

発表者 伊豆大島ジオパーク推進委員会 

発表者所属団体 伊豆大島ジオパーク推進委員会 

発表要旨 これまで当ジオパークでは、主に町認定「大島ネイチャーガイドクラブ」所属ガイドの一部がジオ

ガイドの役割を担い、質の高いガイド活動を行っていたが、新たにジオガイドを育成・認定する

ため、「伊豆大島ジオパーク認定ジオガイド制度」を設立した。その仕組みは 4 度の「ジオガイ

ド制度検討会」で検討したうえ、島内外から 27名の講師を招き、全 22回の「ジオガイド養成

講座」を開催した。特にこの養成講座によって、必修講座受講者および認定試験合格者、

計 35名の認定ジオガイドが誕生したのみならず、以下の成果を生み出した。 

①これまで当ジオパークにおいて扱い方が弱かった「ジオから始まる伊豆大島の歴史・文化、

および産業とその変遷」を講座の柱に取り込んだ。島内の適任者に講師を依頼するにあたっ

て、ジオパークとそれらの関わりを丁寧に説明し、打ち合わせを重ねることで、ジオパークの視

点に基づく満足度の高い講座を実現させるともに、講師として参画していただくことでジオパー

ク活動の理解者・主体者を増やす契機となった。 

②長年、伊豆諸島を研究フィールドとしている地理生態学および植物生態学の研究者を講

師に招き、研究成果からガイド活動の参考となる話題をご提供いただいた。当地域のジオの

特色と密接に関わる動植物の生態について学ぶ機会を得るとともに、当ジオパーク推進委員

会の組織改正にあたり、学識委員として恒常的に関与していただくための信頼関係と体制を

築いた。 

③ジオガイド養成という主目的を踏まえつつ、大島について学びたい一般の方にも聴講を可

能とし、町広報誌等で毎月広く周知することで、延べ986名（平均44.8名）の参加者を実現

させた。伊豆大島の地域資源の価値を再認識し、資源の保全と活用の意識が高まった、ジ

オパーク活動を支える町民の裾野が広がった。 

キーワード ジオツーリズム、防災・減災、教育、ジオガイド活動、 
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ブース№・題名 42 

伊豆大島ジオパーク研究会のひみつ。 〜増えてます！！〜 

発表者 伊豆大島ジオパーク研究会 会員（田附克弘，西谷香奈，金川文代，澤田祐子，沖山喜

子，中林利郎，坂本靖子，寺田牧人，嶋田幸子，梅田良子，臼井里佳） 

発表者所属団体 伊豆大島ジオパーク 

発表要旨 伊豆大島ジオパークでは、2012年 1〜3 月に行われたジオパークガイド養成講座をきっかけと

して『伊豆大島ジオパーク研究会』が発足した。研究会の活動については 2014 年の第 5 回

JGN全国大会でも報告しているが、自主運営で月1回以上の勉強会を継続開催しており、

2014 年 8 月時点で 38 名であった会員数は持続的に増加し、2016 年 9 月時点で 52 名と

なっている。 

新会員の入会動機は「楽しそうだから」が大多数。発足当初の会員の、活動意欲の根源に

も「楽しい」という気持ちがある。私たちはこの「楽しいから続ける」というシンプルで無理のない

活動が、伊豆大島ジオパークを支える大きな力になっていると考えている。 

では、「何が楽しい」のか？ それが明らかになれば、ジオパーク活動にとって大切なことも見え

てくるに違いない。今回、この日本ジオパーク伊豆半島大会（第７回 JGN全国大会）に参加

予定の伊豆大島ジオパーク研究会会員 11名と、新規に加入した会員に話を聞き、あらため

て自分たちの活動を振りかえる機会を設けた。第 5回 JGN全国大会のポスター発表以後の

活動内容と共に、「何が楽しいのか」の内容も報告する。 

キーワード ジオツーリズム、教育、ジオガイド活動、ジオストーリー作り、その他（住民参加） 
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ブース№・題名 43 

南紀熊野ジオ興しチームの活動について 

発表者 阪口 義明 

発表者所属団体 南紀熊野ジオパーク推進協議会 

発表要旨 南紀熊野ジオパークでは、ジオパークガイドや地元の民間事業者、南紀熊野ジオパークエリア

の行政担当者等が集まり、東西南北の４つのエリアに分かれて「南紀熊野ジオ興しチーム」を

平成２５年度に結成し、南紀熊野ジオパークエリアを中心とした南紀熊野地域の活性化に

向けた下記項目について活動を行っている。 

各エリアでは「ジオ興しチーム会議」を月 1 回程度開催し、活動項目の実現に向けた具体

的なアイデア出し、企画、運営、実施方法等の議論を行っている。 

＜主な活動＞ 

・地域資源の発掘と、ジオ資源・ジオサイトとの関連付けによるジオストーリーの組立て 

・ジオサイト、ジオ資源の保全・活用に向けた活動企画・運営 

・ジオパークの活用や普及に向けた活動企画・運営 

 ４つのエリアの活動内容は、それぞれの地域の特性により異なる部分が多いが、共通して実

施している活動の１つに「あるもの探し」というものがある。これは、その土地の良さは、そこに住

んでいる人（土の人）だけでは気づきにくいことから、多様な視点をもった他地域からの来訪者

（風の人）とともに活動することによる気づき、学びを通して新しい価値観（風土）を築いていく

『地元学』という手法を活用したもので、地元住民（土の人）と他の地域からの参加者（風の

人）が共に、地域にあるもの（人・自然・文化・暮らし・食など何でも）は、みんな魅力になると

いうプラス思考で見つめ直し、「地域にあるもの＝お宝」を掘り起こし、再確認する活動であ

る。 

 魅力や恵みにあふれた南紀熊野地域を、自分たち住民が誇りを持って、もっと元気に豊か

に暮らせるように、まず、自分たちが地域の魅力を再確認しようということで、各エリア共通で

行っている。 

 また、あるもの探し以外で、４つのエリアで実施している活動内容を紹介する。 

＜東エリア＞【新宮市（旧新宮市地域）、那智勝浦町、太地町】 

 ・ジオパーク宣伝隊 

＜西エリア＞【白浜町、上富田町、すさみ町】 

 ・駅発着地元ガイドと巡る南紀熊野ジオツアー 

＜南エリア＞【串本町、古座川町】 

 ・スタンプラリー 

＜北エリア＞【新宮市（旧熊野川町地域）、北山村】 

 ・筏師体験ツアー 

 なお、これらの活動成果は、毎年２月頃 開催する南紀熊野ジオパークフェスタにおいて発

表している。  

キーワード 保護・保全、ジオツーリズム、ジオガイド活動、情報発信、ジオストーリー作り 
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ブース№・題名 44 

エイ（kubikichthys raris）の化石発見！ 市民講座の野外研修にて 

発表者 遠藤 満久 

発表者所属団体 佐渡市教育委員会 社会教育課 ジオパーク推進室 

発表要旨 佐渡ジオパークでは、一般市民を対象とした普及事業の 1 つとして、市民講座をジオパーク

発足当時から進めてきている。市民講座では年 10 回の講座を設け、座学や野外研修に取

り組んできた。毎年希望者を募り、開設するのだが、例年、募集定員を上回る人数となって

いる。今年度は 5 月から開講し、8 月の第５回目の講座では、「化石からわかる佐渡の成り

立ち」をテーマに野外研修会を実施した。巡検コースとして関の植物化石、平根崎の貝化

石、中山の魚の骨、鱗の化石、沢根河内の貝化石を観察し、その特徴から佐渡の古環境

の変遷を学ぶという展開を構成した。各観察地では、まず化石を探すことからはじめ、見つけ

た化石に対してジオパーク職員がその化石の名前や特徴を解説する形態で調査を行った。こ

のような活動の中、中山における魚化石の採集に取り組んでいる際、受講生の一人が、珍し

い化石を発見した。 発見した化石は、エイの尾部の化石であり、大変貴重なものであった。

同定に関しては㈱W&I アソシエーツの石原元氏ならびに上越教育大学 天野和孝教授にお

願いし、学術的価値の高いものであるとのコメントをいただいた。  

本化石は、 新潟県西頸城郡能生町（現糸魚川市） 能生川上流に発達する瑞穂統火

打山層中  部の黒色頁岩より産出した Kubikichthys raris に極めて近い種と考えられ、県

内では今回の発見を含め 2 例しか報告がない。本種は 1972 年の日本古生物学会の論文

に掲載され、新属、新種と結論したものである。 表面に細かな鱗状彫刻を有し, 縦の溝が

発達し, 溝の断面はV字形をなし両側面の傾き等は対称的であることが形態的な特徴であ

る。 本化石の発見は、佐渡の鶴子層（1500万年～1300万年前の泥岩）と糸魚川の火打

山層（難波山層）の黒色泥岩との関係において、時代的および環境的な共通点があることを

示唆しており、中新世中期から後期にかけての古環境の復元について大きな意味を持つもの

と考える。 

今回の化石の発見は、発見者のみならず、講座参加者に大きな期待感や充実感をもたら

すことになったと思われる。講座の中で毎回このような発見があるわけではないが、大地の歴

史を考える上で、対象物である岩石や化石のもつ稀少性や有用性を実感できることが市民

講座のもつ大きな特長である。一般市民に対しての教育活動として今後も継続していきた

い。 

キーワード 教育 
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ブース№・題名 45 

地域住民による地域研究のジオパークへの活用 

発表者 王生 透(1,2,3)、川田邦夫(1,3)、水嶋一雄(1,2)、飯田肇(1,3)、水原登志子(1) 

発表者所属団体 1:（一社）立山黒部ジオパーク協会、2:黒部川扇状地研究所、3:日本黒部学会 

発表要旨  立山黒部ジオパークは 9 市町村からなり広域エリアでの活動をおこなっている。地域研究

は、大学や博物館、地域研究団体などが各地で様々な形で活動を行っている。地域研究

団体による活動は、地域住民、小中高校、大学などの教員や、学芸員、一般企業の方、

公務員などが参画し、それぞれの視点から地域の研究や講演会などの普及を進めてきた。こ

れらの活動が日本ジオパーク認定に繋がった。ここでは、エリア東部の黒部川扇状地で活動

している入善町を中心とした「黒部川扇状地研究所」（以下、扇状地研究所）と、黒部市と

中心とした「日本黒部学会」（以下、黒部学会）について紹介する。 

 扇状地研究所は、1976 年に日本大学教授の籠瀬良明氏を所長として、地理学を中心

に黒部川扇状地の地域変容を総合的に調査研究するために設立した団体である。現在

は、地下水や地域変容、動植物など 6 つの調査研究と小水力発電研究プロジェクトからな

り、年間４回の研究例会による公開講演や研究発表をはじめ、子ども扇状地巡検、研究

紀要の発行などを行っている。紀要は 41 号を数え、地域住民や研究者が様々な分野にお

いて執筆し、450 篇を超えている。この中には、2012 年度には筑波大学との共同研究として

扇状地の農村や生活組織、宗教行事、商業機能などの研究もある。 

 黒部川扇状地は、右岸の入善町と左岸の黒部市が位置し、黒部市史自然編の編纂に

あたって調査を進めてきた研究者や教員などを中心に 1989年に黒部学会が作られた。黒部

学という地域学を提唱し、歴史・文化、自然についての幅広い分野について研究発表や野

外巡検、公開講演、研究紀要の発行を行っている。黒部市内になる黒部市吉田科学館と

共同した特別展やシンポジウムなどを行っており、2010 年には国内最古の鉱物の発見につい

ての展示や講演を実施した。 

 2001 年からはエコミュージアムに資するフィールドミュージアム事業が開始している。これは黒

部川扇状地を１つの大きな博物館と捉える地域研究と普及活動を行うもので、扇状地研究

所及び黒部学会が積極的に協力してきた。この事業の進展が各団体の活動にもフィードバッ

クされてきた。 

 両団体は、立山黒部ジオパークに主体的に参画しており、これまでの研究実績を活かして

いる。また、ジオパーク関連の講演会や巡検を実施するとともに、エリア内のガイド団体等との

交流連携も進めている。 

キーワード その他 
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ブース№・題名 46 

観光協会とジオパーク協議会が連携したガイド養成とジオツーリズムの取り組み 

発表者 山口昭恵 12、中村真介 2、舟津能子 1、日比野剛 2 

発表者所属団体 1 一般社団法人白山市観光連盟、2 白山手取川ジオパーク推進協議会 

発表要旨 白山手取川ジオパーク推進協議会（以下、ジオパーク協議会）ではこれまで、年間 20～30

コースのジオツアーを企画・実施し、その見直しや課題の抽出を行ってきた。一方で、ジオパー

ク協議会の抱える課題や目標は、地域内の観光振興を担う一般社団法人白山市観光連

盟（以下、観光連盟）とも共通点が多い。そこで 2016 年度は、ガイド養成等を両者が連携

して実施することとした。 

 

１ これまでのガイド養成における課題 

これまではジオガイドの養成講座と観光ガイドの養成講座を別々に実施しており、連動してい

なかった。また、観光連盟ではガイド初心者を対象とした養成講座を過去２年実施していた

が、それに続くステップアップがない状態であった。 

一方、2015 年度に実施したジオツアーのモニタリング調査より、ガイドとしての基本的な姿勢

について多くの課題が見出された。その典型が、地域内ではガイド＝ボランティアという意識が

強く、おもてなしに対する職業意識が低いという点である。今後若いガイドを確保するために

も、職業として成り立つガイド料の金額を設定し、それに見合ったおもてなし・サービスを提供

することが課題である。 

 

２ 観光連盟とジオパーク協議会の連携によるガイド養成講座等の実施 

上記の反省を受け、2016 年度は両者が連携し、下記に取り組んできた。 

①ツアーの管理者側である観光連盟・ジオパーク協議会対象の、旅行業法等の研修の実

施 

②来訪者の満足度を高めるため、旅程管理の面を含めたガイド対象のマナー研修（全２回） 

③ツアーの企画立案への参画と、本番に先立つガイドのリハーサル 

 

３ ツアーの販売へ向けた商談 

 観光連盟が参加する行政団体や広域観光団体主催の大都市圏における商談会にて、

ジオツアーを観光素材として提案した。特に教育旅行の商談会ではジオパーク協議会も参

加し、各旅行会社との商談を展開した。 

 

４ これまでの成果と今後の課題 

両者が連携することにより、それぞれの役割を認識し、より効果的に事業を実施することがで

きている。ガイド養成では、おもてなし意識の弱さからこれまでのツアーは訪問者のニーズを捉

えきれていなかったが、点検とリハーサルを重ねてブラッシュアップされ、旅行会社等への売り込

みもできる体制が整ってきたものと思われる。一方で、個人客を対象とした募集型のツアーに

ついては、申込人数の不足による催行中止が相次いでおり、今後はより効果的な広報方法

を探る必要がある。  

キーワード ジオツーリズム、ジオガイド活動 
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ブース№・題名 47 

ユネスコジオパーク誕生記念フォーラム 開催報告 －日本のジオパークと国際協力ー 

発表者 中村真介 1、飯田義彦 2、齊藤清一 3 

発表者所属団体 1白山手取川ジオパーク推進協議会、2国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・か

なざわオペレーティング・ユニット、3 特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク 

発表要旨 2015 年 11 月、ジオパークはユネスコの正式事業となった。これを記念するとともに、ユネスコと

は何かを学び、日本としての対応や日本のジオパークの“これから”をともに考えていくため、日

本ジオパークネットワーク（JGN）は、白山手取川ジオパーク推進協議会と国連大学サステイ

ナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（UNU-IAS OUIK）とともに、

2016年 1月 23～24日にユネスコジオパーク誕生記念フォーラムを開催した。本稿では、特に

国際協力に重点を置きながら、このフォーラムにおける議論の模様を報告する。 

 

パネルディスカッションにおける議論からは、下記のような成果が得られた。 

・地球は１つであり、これを次世代へ引き継ぐことが持続可能な発展である 

・JGNには、世界における国内ネットワークのモデルとなる可能性がある 

・ユネスコ世界ジオパークにとって国際協力は義務であり、日本は世界のジオパーク増加にも

っと貢献すべきである 

・JGN として、世界のジオパーク希望地域に学びを提供する事業を始めることはできる 

 

オプショナルワークショップにおける議論からは、“何によって”国際協力をするかについて、下記

の２点が抽出された。 

・JGNのネットワーク活動そのものを、他国ともっと共有すべきである 

・日本は、災害との付き合い方のノウハウを有しており、世界ともっと共有すべきである 

 

また、“どうやって”国際協力をするかについては、すぐに取れるかもしれない行動として下記が

指摘された。 

1. 市民やガイドレベルでネットワーキングをする 

2. 出版する（例：日本の事例集を英訳） 

3. 国際ワークショップを開く 

4. 現地審査と再審査に審査員を派遣する 

5. ガイドラインやルールを作るプロセスに参加する 

6. ユネスコに職員を派遣する 

7. 様々な機関から資金提供を得る 

8. １人でなく、様々な人と連絡を取る 

 

このフォーラムでは、ジオパーク・ユネスコ・ユネスコエコパークそれぞれの第一人者を招き、日本

のジオパークではこれまでにないラインナップによる議論を展開した。その結果、ユネスコ事業と

なったジオパークとして、国際交流を通じた世界平和の実現を目指すという大きな方向性が

見出された。また、具体的な行動として、既に実行に移されているジオパークを目指す地域の

日本への招聘（JGN キャパシティ・ディベロップメント・プロジェクト）をはじめ、いくつかの行動案

が抽出された。 

キーワード その他 
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ブース№・題名 48 

白山手取川ジオパークにおける小中学校を対象としたジオパーク学習の取り組み 

発表者 大橋 加奈 1、日比野 剛 1 

発表者所属団体 白山手取川ジオパーク推進協議会 1 

発表要旨 ジオパークでは教育活動が重要な要素の一つとなっており、白山手取川ジオパークでは、学

習支援員制度を設け、小中学校におけるジオパーク遠足などを行っている。本発表では特

に、当ジオパークの小中学校を対象とした学習支援員やジオパーク遠足の取り組みについて

報告する。 

ジオパーク学習支援員は、平成 24 年 1 月、学校におけるジオパークを通じたふるさと学習を

支援するため、退職した教員により立ち上げられた。主な活動は、白山市内の小中学校で

のジオパーク遠足や、教職員研修における解説などである。月に１度程度の打ち合わせを行

うなど、事務局とともに一体感を持ちながら取り組んでいる。元教員の学習支援員がジオパ

ーク遠足などの解説を行うことで、現職の教員からの信頼を得やすく、教員が興味を持ちやす

いようにし、普及しやすくすることが、学習支援員制度の目的の一つである。 

ジオパーク遠足は、平成 24 年度から白山市内の小中学校を対象に行っている。ジオパーク

遠足では、学習支援員が解説し、ジオサイトを見学しながら、扇状地など大地の成り立ち

と、用水や湧水、地域の生活・文化などとのつながりを学習している。学校で通常行う学校

行事の遠足などをそのまま当てはめられるようにすることで、実施しやすいようにする、という狙

いがある。また、ジオパーク遠足を市教育委員会が実施する事業とし、平成 25 年から 5 年

間、ジオパーク遠足の指定校を設けることで、ジオパークを通じた学習の普及を図った。近年

では、指定校でなくても毎年ジオパーク遠足を実施している小学校も出てきている。一方、指

定校の時だけジオパーク遠足を実施している、という学校もあり、指定校制度を終了した後

も、学校が継続的に実施していけるかどうかが課題である。 

白山市で働く先生が、白山市のことを知らないということも多く、ジオパーク遠足は子どもだけ

でなく、先生方が学ぶ場としての役割も果たしている。教育活動のそれぞれの課題はあるが、

学習支援員制度とジオパーク遠足の取り組みは、ジオパークにおける教育活動を広め、定着

させる上で重要であると考えている。 

キーワード 教育 



 

56 

 

 

ブース№・題名 49 

第８回日本ジオパークネットワーク全国研修会開催報告 

発表者 日比野 剛 1、 大西 龍一 1、中村 真介 1 

発表者所属団体 白山手取川ジオパーク推進協議会 1 

発表要旨 2016 年 1 月 24 日（日）～25 日（月）の２日間、白山手取川ジオパークおよび恐竜渓谷ふく

い勝山ジオパークにおいて第８回日本ジオパークネットワーク全国研修会を開催した。「－何

気ない風景に隠された“大地の物語”を探して－」を研修テーマに開催した本大会では、参

加者が実際にジオパーク内の資源となる現地を訪れ、“大地の物語”（ジオストーリー）を体感

することを通して、目の前の風景と、それを構成する地域資源を、ジオパークの観点に立った

時にどのように活かしていけばよいのかを考え、そして議論を重ねる中で、仮想ジオパークとし

てのストーリーの組み立てやアクションプランを立案するという活動を行った。 

沿岸・山間地・盆地という、自然環境の異なる３つの仮想ジオパークを設定し、それぞれを分

科会として活動を行った。沿岸、山間地の分科会は、白山手取川ジオパークにおいて開催

し、盆地の分科会は恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークにおいて開催した。各分科会とも、現地

を巡りながら何気ない風景に隠された“大地の物語”を探し、見学した地域資源をジオパーク

として活用するためのアクションプランや、地域資源を活かしたツアーのモデルコースなどを作成

した。沿岸の分科会には１９名が参加し、手取川河口の港町である美川のまちなみを巡り、

糠漬け工場や伏流水などを見学した。グループワークでは、当地でしか生産されていないふぐ

の卵巣の糠漬けを軸にしたツアーコースが提案された。山間部の分科会には２０名が参加

し、雪が降りしきる中、山間豪雪地の白峰において重要伝統的建造物群保存地区に選定

されているまちなみや白山ろく民俗資料館などを見学した。グループワークでは、雪おろしなど

豪雪を体感するツアーコースが提案された。盆地の分科会には１６名が参加し、九頭竜川や

段丘崖、はたや記念館ゆめおーれ勝山などを見学した。グループワークでは、水と、その水を

活かした産業に着目したアクションプランやツアーが提案された。研修会のまとめとして、３分科

会が恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークに集まり、各分科会内でまとめたアクションプランやツアー

コースを相互に発表した。発表後に行われた参加者全員による投票の結果、最も優れたア

クションプラン・ツアーコースには、分科会Ｂ（山間地）が選ばれた。 

 日程的な問題により時間がそれほどとれない厳しいスケジュールとはなったが、現地で実際

に資源を見て から行う議論は、より現実味のあるものとなり、初めて開催地を訪れる参加者

にとってもイメージのしやすいものとなった。 

キーワード ジオツーリズム、ジオストーリー作り、その他 
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ブース№・題名 50 

第３回日本ジオパーク中部ブロック大会開催報告 

発表者 大西 龍一 1、日比野 剛 1 、中村 真介 1 

発表者所属団体 白山手取川ジオパーク推進協議会 1 

発表要旨 ジオパークの活動においてジオツーリズムは、教育、保全とともに中核的な活動の一つとして

位置付けられているが、多くのジオパークが課題を抱えている。ジオツーリズムに関して課題を

抱える地域が多い一つの要因として、地域ごとの事情が異なることにより画一的な解決策を

採ることができないという点が挙げられる。それゆえに、効果的な解決策を各ジオパークで模

索する必要があり、それが解決策を見出しにくい一つの要因となっている。しかし、異なる地

域・立場の人間が知恵を出し合えば、今までにない視点を得て、解決策のヒントを見出すこ

とは可能であると考える。そこで、そのような視点に立ったワークショップを実施できないかと考

え、２０１５年１１月１７～１８日に白山手取川ジオパークで開催した第３回日本ジオパーク

中部ブロック大会では、中部ブロックの各ジオパークが現実に抱えているジオツーリズムに関わ

る問題点の解決策をグループディスカッションを通じて議論した。２日目にはジオツアーを実施

し、モニター調査を通じて白山手取川ジオパークのジオツアーの問題点を探るとともに各ジオパ

ークで行っているジオツアーを改善させるためのヒントを模索した。 

グループディスカッションでは、各ジオパークが抱えているジオツアーの運営やジオガイド養成に

関する‟お悩み”の解決策について議論した。ジオガイドの高齢化、収益をあげることの困難

性という事情のある中で、新規ガイドを養成するにはどうすればいいかという糸魚川ジオパーク

の‟お悩み”について議論したグループでは、エリア別などに区分してジオガイドを認定してはどう

かという解決策が提案された。ジオツアーでは、白山手取川ジオパークで催行している３種類

のジオツアーを実施し、終盤にモニター調査を行った。その結果、鮭の遡上と鮭料理を楽しむ

ジオツアーの参加者からは、地域の人を巻き込んでいる点を自分のジオパークでも取り入れて

みたいといった回答などが見られた。グループディスカッションは、各ジオパークが現実に抱える

課題を議題としたため、議論に参加することで各々のジオパークがその解決策のヒントを得る

ことができた。ジオツアーにおいても、ジオツアーに実際に参加することで、ジオツアーの良い点

や悪い点に触れることにより、当ジオパークのみならず他のジオパークも、自らのジオツアーの問

題解決に活かすことのできるヒントを得ることができただろう。 

キーワード ジオツーリズム、ジオガイド活動 
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ブース№・題名 51 

火山の科学と防災：白峰小学校での取り組み 

発表者 平松良浩 1・酒寄淳史 1・青木賢人 1・日比野 剛 2 

発表者所属団体 金沢大学 1・白山手取川ジオパーク推進協議会 2 

発表要旨  ２０１４年の御嶽山噴火以降、火山防災への関心が高まっている。長期的な観点で火山

防災を進めていくためには、火山噴火の危険性やその対策を訴えるだけでは不十分であり、

それと同時に火山に対する科学的な理解や関心をもつ人材を育成することが必要である。 

 白山手取川ジオパークでは、文部科学省による地域防災対策支援研究プロジェクト「臨

床環境学の手法を応用した火山防災における課題解決の開発」（代表：名古屋大学山岡

耕春教授）の一環として、白山市立白峰小学校（全生徒数３３名）にて２０１６年５月から８

月にかけて火山の科学と防災に関する４回の授業と１回のフィールド学習（白峰小学校〜市

ノ瀬〜別当出合〜中飯場）を行った。 

 授業では講義や実験などを通じて、白山の成り立ちや火山活動の特徴、噴火のしくみ、白

山火山防災計画における噴石、火砕流、融雪型火山泥流の到達範囲、防災行動につい

て学習を行った。フィールド学習では、河原の石や尾根沿いの溶岩流の痕跡の観察を行い、

授業で扱った白山の形成史や過去の火山活動の振り返りを実施した。また、砂防工事現

場や気象庁の観測施設を見学し、火山災害に対する現地対応や防災情報が出される仕

組みへの理解を深めた。本発表では上記の取り組みについて報告する。なお、各授業の概

要は下記の HPにて公開されている。 

http://all-bosai.jp/chiiki_pj/index.php?module=blog&aid=12236&eid=11646 

 

謝辞：授業の実施に全面的にご協力いただいた白山市立白峰小学校と白山市危機管理

課、ならびにフィールド学習にご協力いただいた金沢河川国道事務所と金沢地方気象台に

感謝いたします。 

キーワード 防災・減災、教育 
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ブース№・題名 52 

ジオパークの統合・エリア設定についての課題 

発表者 坂之上 浩幸 

発表者所属団体 霧島ジオパーク 

発表要旨 霧島ジオパーク及び桜島・錦江湾ジオパークは、本年５月に世界推薦申請を行ったが、その

近接性及び同じ火山帯の火山ジオパークであるという素材の近似性などを理由に、推薦が

見送られた。 

 今後、世界申請するためには、二つのジオパークを統合することが必要条件となる。 

 一方で、それぞれのジオパークは日本ジオパークに認定されており、ボトムアップで培った

各々のアイデンティティがすでに存在しており、統合に際してはそれらを大切にしたうえでの統

合が必要であろう。 

 今現在、まだその作業は始まったばかりであるが、予想される課題やエリアの設定などを考

察してポスターにまとめ、発表する。 

キーワード 世界ジオパーク、エリア、運営組織、地域、協議会、ジオサイト選定、ジオストーリー作り、そ

の他 
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ブース№・題名 53 

箱根ジオパーク 「芸妓」が案内するジオツアーの実現に向けて 

 ～民・官・学の連携を深めて～ 

発表者 村山一郎 、 片野 忍 、 青山朋史 

発表者所属団体 箱根ジオパーク推進協議会 事務局 

発表要旨 箱根ジオパーク推進協議会では、各エリアのガイド団体を中心に、既存の観光ツアー

やボランティアガイドにジオパークの視点を入れて、ジオツアーに取り組んでいる。その成果

としては、毎年２万人以上の観光客などを案内するほどである。箱根ジオパークは年間

3,000 万人もの観光客を受け入れる地域であり、ガイドなどの人材や交通インフラ、見ど

ころなどの観光基盤が整っている場所である。箱根ジオパークでは、こういった既存の資

源をうまく結びつけ、新たな魅力を作り出していくことをジオパークの活動の中で取り組ん

でいる。箱根ジオパーク推進協議会では、平成 26年度から帝京大学経済学部観光経

営学科の観光資源マネジメント研究室と連携しており、箱根ジオパークのジオツアーの魅

力向上を目的に、学生が企画提案するプロジェクトに取組み、昨年度から箱根湯本の

芸妓がジオサイト等を案内するジオツアーを観光協会や宿泊施設、ガイド、学芸員など

と連携して開催している。本発表では、大学の学生が企画提案した事業を地域の様々

な団体と連携して実施まで導いた事例を紹介する。 

キーワード ジオツーリズム 
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ブース№・題名 54 

地域資源を活用したジオパーク学習―小中連携による下仁田学習を例にしてー 

発表者 鈴木 英男・関谷 友彦・片山 美雪 

発表者所属団体 ジオパーク下仁田協議会 

発表要旨 はじめに 

群馬県南西部に位置する下仁田地域は，「下仁田ねぎ」と「コンニャク」を特産物とし

た自然豊かな農山村である．1999 年に地元の大学や周辺学校の理科教員の OB ら

が中心となって組織した下仁田自然学校が発足し，下仁田の自然を活用した教育・研

究活動が展開されてきた．2010 年，下仁田自然学校の活動をもととし，下仁田町では

ジオパーク推進活動を始め，2011 年に日本ジオパークの仲間入りを果たした．本発表

では，特に近年進めている学校教育現場のジオパーク学習の取り組みを中心に当地区

の教育活動について報告する． 

下仁田ジオパークの教育資源 

下仁田ジオパークには，市街地を中央構造線が横切り，ナップによる低角衝上断層，

押し被せ褶曲，逆転層，約 60 万年の歴史を記録する下仁田ローム層など豊富な地

学教材がある．また，一方で歴史面でも「世界遺産 荒船風穴」をはじめとする石灰鉱

山痕やコンニャク産業など，日本の近代産業の名残が町内にまだ残っている．そして，こ

れらの産業は地下資源や地形を利用しており大地の生い立ちとも深く関連している． 

下仁田ジオパークにおける教育活動-小中連携プログラム「下仁田学習」-  

2012 年の学校統合により，下仁田町内の学校は小学校 1 校，中学校が１校であ

る．ジオパーク登録以降，教育活動として，各小学校の校区内の自然観察など行なっ

たが，取り組み方が学校やその担当教員により様々であり，学校によっては取り組みなし

などの差があることが問題点とされてきた．小中学校統合時に，下仁田町教育研究所

から，下仁田の郷土を学ぶ学習として，小学校・中学校の 9 ヵ年学習計画が提案され，

その学習の柱にジオパークや世界遺産が加えられた．現在，そのプログラムを基に，小学

校 5 年生の遠足で学校周辺のジオサイト探索を行なったり，6 年生の遠足で世界遺産 

荒船風穴を訪れたり，地層の学習時には，ジオサイトで地層の勉強会を行なっている． 

また，中学校では 2 年生が美術や総合学習の時間にこれまでに学んだ内容を外に

発信するのぼり旗の作成に取り組んでいる．ただ地域を知るだけではなく，地域の新たな

担い手として中学生も活躍している． 

これからの教育活動 

下仁田ジオパークは 2015 年に日本ジオパークの再認定審査を受けて，条件付再認

定となった．条件付の理由として，「下仁田学習」や「自然学校」など様々な活動はある

ものの両者の連携不足，ジオパークの目指す目標が不明瞭などである．条件付再認定

をうけて，ジオパークに携わる団体がそれぞれ分野ごとに集まり部会を立ち上げた． 

小中学校，自然学校や行政の教育関係者がメンバーの「教育部会」でそれぞれが連

携し，今後のジオパーク教育活動をよりよいものにしていきたいと考えている． 

キーワード 教育 
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ブース№・題名 55 

「あきたジオパーク大学」ICT プロジェクト 

発表者 NPO 法人あきた地域資源ネットワーク 

発表者所属団体 男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会 

発表要旨  人口減少が加速することが確実視されている中、社会教育において地域人材の不足、

社会教育水準の維持向上が地域課題となることが予想されています。そのようなことを前提

にして、ICT を活用することで地域課題の減少を少しでも図ることができないか、チャレンジす

ることになりました。 

 NPO 法人あきた地域資源ネットワークでは、男鹿市教育委員会、男鹿半島・大潟ジオ

パーク推進協議会、男鹿半島・大潟ジオパークガイドの会、そのほか地域の各団体と連携

し、テーマを「あきたジオパーク大学」とした ICT社会教育実験を、平成 27年度にスタートさせ

ました。文部科学省の平成 27 年度「人口減少社会における ICT の活用による教育の質の

維持向上に係る実証事業」に採択され、Web 配信システムによるオンライン講座「あきたジオ

パーク大学」を実施することになったのです。 

 ジオパークを学ぶことは地域の地質のみならず、歴史・文化・自然・環境・伝説・食を学

ぶことにつながります。それらを学び、積極的に地域づくりに参画する人材の育成を図ることに

より、過疎地における地域課題を少しでも減少させることを目的としています。講座はオンライ

ンで実施しますので、受講者は会場まで来ることなく、インターネットに接続できる環境があれ

ばどこからでも受講することができます。 

男鹿半島・大潟ジオパークをフィールドにスタートさせましたが、平成 28 年度後半からは秋

田県内 4 カ所のジオパークとも連携し、実証実験を進める計画です。後々はこれで得た成果

を、秋田県以外のジオパークに提供することも検討しています。 

 

キーワード 教育、ジオガイド活動、情報発信、その他 
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ブース№・題名 56 

JGN 第２回ガイドフォーラム in 伊豆半島ジオパーク 

発表者 田畑 朝惠 

発表者所属団体 伊豆半島ジオガイド協会 

発表要旨 伊豆半島ジオパークを舞台に「災害の記憶を未来につなぐジオガイド」をテーマとして、

JGN第２回ガイドフォーラムを開催しました。 

 熊本・大分地域でまさに直面しているとおり、大地の動きは多くの恵みを地域にもた

らす一方で、甚大な自然災害を引き起こすことがあります。大地の動きや災害の記憶、

災害に向き合ってきた地域の人々の暮らしや知恵を伝えていくことも私たちジオガイドの

重要な役割です。 

 その理念を参加された皆様と共有できましたことを喜びと誇りに思っております。全国

各地から参集してくださった皆様方と共に築き上げたフォーラムとなりました。お忙しい中を

駆けつけ、ご指導くださった講師の先生方の教えも貴重なものでした。 

 ここに、フォーラムの様子をご覧いただき、参加できなかったガイドの皆様にも情報の共有が

できればと思い発表させていただきます。 

キーワード 防災・減災、ジオガイド活動 
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ブース№・題名 57 

SNS に投稿された位置情報付き写真の分布を用いたジオパーク訪問者の傾向把握 

発表者 鈴木雄介 

発表者所属団体 伊豆半島ジオパーク推進協議会 

発表要旨 ジオパークではエリア内の地球科学的あるいは文化的な価値を伝えるためにガイドブックの製

作や解説版・誘導看板の設置等が行われる。これらは、ジオパークとしての価値をふまえたう

えで設置場所などが検討されていることが多い。一方、ジオパークの来訪者は必ずしもジオパ

ークにとって価値の高い場所を目指すわけではない。そのため、現状の来訪者の傾向を把握

して、適切な場所に解説版や誘導看板を設置するなどの工夫が必要である。 

本研究では、伊豆半島ジオパークを対象に、SNS に投稿された位置情報付き写真の分布

を用いた訪問者の傾向把握を試みた。写真を撮るという行為は、見たものを他者と共有した

り、見て感動した場所を記録したりすることでもあり、訪問者エリア内の何を見て楽しんだのか

を反映している。携帯電話やカーナビによる位置情報に比べ点情報しか得られないが、トイレ

などに立ち寄ったりした場所などが検出されない長所がある。ここでは写真の取得元として一

眼レフ等で撮影された写真の割合が高い Flickr を用いた。 

Flickr には、撮影された場所をもとに写真を検索したり、写真の撮影時刻・使用したカメラ等

を調べるための API が用意されている。この API を利用して、伊豆半島の中央を中心として

半径 30km 以内で 2015 年に撮影された写真を検索したところ約 5000 枚の写真のリストが

得られた。このリストに含まれる緯度経度の情報を用い、GIS 上に写真撮影地点をプロットし

た。単純なプロットだけでは近い場所で多数の写真が撮

影されている場合に判読できないため、ヒートマップも作成

した（図 1）。ヒートマップでは、多くの写真が撮影されてい

るホットスポット等が明らかとなった。また、ジオサイト内で

撮影された写真の枚数を集計し、現状の解説看板や解

説版で紹介しているサイトと、訪問客が実際に訪れている

場所（ニーズ）が一致しているか、一致していない場合に

はどういった違いが生じているかなどについて検討してい

る。 

今回の報告では、API で検索されたすべての写真を用い

たが、中には位置情報が著しく間違っているものや、明ら

かに地域住民が撮影した写真が含まれていた。今後は、

撮影者情報から、伊豆半島外に居住している撮影者の

写真のみを使用し、解析の精度を高める工夫をする予

定である。 

キーワード ジオツーリズム、マーケティング、情報発信、SNS 

図 1 
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ブース№・題名 58～62 

日本ジオパークネットワーク キャパシティ・ディベロップメント・プロジェクト 

発表者 鳥越寛子, 中村真介, 加賀谷にれ, 古澤加奈, Annur Hajar Ahmad, Sharina Abdul 

Halim, Tanot Unjah, Chanchana Khamcha, Narongrit Thungprue, Pakkaporn 

Singhwachiraworakul, Do Ngoc Huyen, Nguyen Lan Huong, Nong Thi Tuyen, 杉浦愛 

発表者所属団体 日本ジオパークネットワークキャパシティ・ディベロップメント・プロジェクトチーム他 

発表要旨 「アジア太平洋地域におけるジオパークネットワーク活性化に向けたキャパシティ・ディベロプメ

ント支援」（通称「キャパシティ・ディベロップメント・プロジェクト」）は、文部科学省による政府

開発援助ユネスコ活動費補助金を受け、2016（平成28）年4月から1か年で実施している、

国境を越えた合同プロジェクトである。8 つのユネスコ世界ジオパークを有する日本ジオパーク

ネットワークが申請主体となり、ネットワーク内の有志地域の有志スタッフが実務を担いなが

ら、タイ・マレーシア・ベトナムの 3 ヶ国を対象に、各国のジオパーク関係者と情報共有や議論

を重ね、日本に求められている国際貢献、あるいは各国が求めている国際貢献の在り方を

模索し、ひいては新規ジオパーク設立の支援、そしてアジア太平洋地域におけるジオパーク活

動の活性化を目指している。 

プロジェクトは、主に 4本の事業からなっている。①ジオパーク新潟国際フォーラム、②第７回

ユネスコ世界ジオパーク国際会議、③日本ジオパーク全国大会、④日本ジオパーク現地審

査員研修会（続けてプロジェクト総括会議を実施）である。各回ではそれぞれの行事に対象

3 ヶ国のジオパーク関係者を招聘しながら、「国際貢献の在り方」のモデル構築に向け、議論

を重ねることとしている。1 回目のジオパーク新潟国際フォーラムでは、キックオフ・ワークショップ

を実施するとともに、東アジアのジオパークのネットワーク活動や、日本のジオパーク活動の実

際を見聞した。 

本稿では、5件のポスター発表を通じて、プロジェクトの概要とこれまでの活動を紹介するとと

もに、対象 3 ヶ国（タイ・マレーシア・ベトナム）におけるジオパークとジオパークの活動をそれぞれ

紹介する。また、ジオパークのユネスコ正式事業化を受け、プロジェクトでは国際貢献に際して

のユネスコとの連携を模索していることを踏まえ、アジア太平洋地域においてユネスコの科学プ

ログラムを統括するユネスコ・ジャカルタ事務所の活動を紹介する。 

 

キーワード その他 
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ブース№・題名 63 

山陰海岸ジオパーク但馬御火浦における地質研究と地域への還元 

発表者 郡山鈴夏・松原典孝・井口博夫 

発表者所属団体 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 

発表要旨 山陰海岸ジオパークは京都府，兵庫県，鳥取県に位置するユネスコ世界ジオパークであり

「日本海形成に伴う多様な地形・地質・風土と人々の暮らし」をメインテーマとしてジオパーク

活動を行っている．  

研究地域である三尾集落は山陰海岸ジオパークの世界認定をきっかけに，住民が漁船を

使った観光船“海上タクシー”等の“ジオパークを活用した地域活性化活動”を開始した．し

かし，この地域における地質学的研究は少なく，但馬御火浦の岩石の産状や成因は明らか

にされていないのが現状である．そのため，ジオガイド活動においても，「この地域は奇岩怪石

が多く多様な地形である」「洞門が多くある」等の事実の説明しかされず，岩石や洞門の成

因については触れられていない．学術研究の不足により，ガイドが地域の科学的価値を十分

に理解できていないことがガイド活動の妨げになっていると考えられる． 

本研究では地域住民と協働した調査によって但馬御火浦地域の地質特性の解明をおこ

なった． 

但馬御火浦周辺の地層を調査し，それらの形成メカニズムを明らかにした．また但馬御火

浦地域では陸上火山活動が起こっていた環境から静穏な水中環境へ変化し，その後水中

での水底火山活動が活発に起こっていた環境変化があったことを明らかにした．これらは日本

海形成に伴う環境変化であると考えられ，但馬御火浦は日本海形成を記録する科学的に

重要なエリアであるといえる． 

研究で明らかになった情報を地域住民やガイドに提供するために以下の 2 つの取り組みを

行った．1 つは地区の掲示板への研究成果ポスターの掲示．2 つ目は住民に向けた研究成

果報告会である．ポスターでは観光名所の成因を解説し，説明は簡単な文章やイラストを

使うことに重点を置き作成した．研究報告会では住民が見慣れた風景を題材にし，その成

因を解説したり，海上タクシーに乗って実際に海に出てガイドを行った．住民からは「地元のこ

となのに知らなかったことを教えてもらって面白い」等の感想が多く上がった． 

ジオパークのエリア内で学術研究を行い，地域にわかりやすく還元することで地域住民は

「地域の岩石についての理解度が上がった」といえ，これは「地域の魅力を再発見することにつ

ながる」のではないかと考える．また，ガイドについては，「ガイド内容の学術的正当性を保証

する」ことができ，「ガイドの語りの質を高める」ことができるのではないかと考える． 

キーワード ジオストーリー作り 
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