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お礼の言葉
平成 28 年 10 月 10 日より 3 日間にわたり開催した「第７回日本ジオパー
ク全国大会

日本ジオパーク伊豆半島大会」は、皆様のおかげを持ちまし

て、無事に終了することができました。厚く御礼申し上げます。
今回の大会テーマは、
「連携が生み出す未来」としました。年々ジオパー
クに関心を示す自治体や研究者、住民なども増している中、大会本体には
約 1,000 人の皆様にお集まりいただきました。この中には、未来に向けた
新たな連携プログラムの一環としてお越しいただいた、10 名の東南アジ
アのジオパーク関係者もいらっしゃいました。彼らは、自治体職員と住
民が全国から一同に介し、同じテーマで議論し、自治体の首長が専門家の
質問に答え、小学生がツアーのガイドに挑戦する日本のジオパークの取組
日本ジオパーク伊豆半島大会
実行委員会
実行委員長
菊地 豊

に大変感銘を受けていました。分科会・ポスターセッション、
「ジオ市場」
や新しい趣向のジオツアーなど、皆様にとっても、それぞれに新たな発見
をし、未来につながる力を得られた大会であったら幸いです。
最後に、大会の運営にあたり、多大な協力をいただいた分科会コーディ
ネーターの皆様、
「ジオ市場」を盛り上げていただいた出展者の皆様、協
議会会員やジオガイドの皆様などスタッフとして支えてくださった多くの
皆様に心よりお礼を申し上げるとともに、ジオパークに関わる皆様の今後
ますますの発展を祈念いたします。

日本ジオパーク伊豆半島大会

第 7 回日本ジオパーク全国大会

日本ジオパーク伊豆半島大会報告書

開催概要
■名

称

日本ジオパーク伊豆半島大会（第 7 回日本ジオパーク全国大会）

■ テーマ

連携が生み出す未来

■会

平成 28 年 10 月 10 日（月・祝）～ 12 日（水）

期

10 日：開会セレモニー・基調講演・分科会・ポスターセッション・大交流会ほか
11 日：分科会・ポスターセッション・全体会・閉会セレモニー・ジオツアー
12 日：ジオツアー
■主

催

日本ジオパーク伊豆半島大会実行委員会

■共

催

日本ジオパークネットワーク、日本ジオパーク委員会

■後

援

静岡県教育委員会、特定非営利活動法人 日本火山学会、一般社団法人 日本地質学会、
日本第四紀学会、公益社団法人 日本地震学会、公益社団法人 日本地理学会

■ 事務局

日本ジオパーク伊豆半島大会実行委員会事務局（伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局内）
〒 410-2416

静岡県伊豆市修善寺 838-1

TEL：0558-72-0520
■会

場

FAX：0558-72-1355

メイン会場：プラサ ヴェルデ（ふじのくに千本松フォーラム）
〒 410-0801 静岡県沼津市大手町 1 丁目 1 − 4
その他会場：沼津商工会議所（分科会 3）
三島市立公園

楽寿園及び白滝公園（分科会 1・7）

静岡県立三島北高等学校（高校生セッション）
伊豆半島内各地及び箱根（ジオツアー）
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大会プログラム
10/

９
日

大会
前日

13：00 ～ 15：00

15：00 ～ 18：00
13：00 ～ 18：00
9：00 ～ 17：30
12：00 ～ 20：00

10/

10

10：00 ～ 11：30
11：45 ～ 12：30
12：35 ～ 12：50

１日目

月祝
13：00 ～ 14：00

14：00 ～ 15：20

15：35 ～ 16：50
17：00 ～ 18：20
18：30 ～ 19：20
19：30 ～ 21：30
一般公開
  9：00 ～ 19：20
10：00 ～ 11：30

10：00 ～ 17：00
10：00 ～ 17：00

10/

11

  9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 14：30

２日目

火

15：30 ～

その他
  9：00 ～ 15：00

JGN事前相談会【会場：中会議室 401・402 4F】
世界ジオパーク推薦希望地域（ 60 分）
日本ジオパーク認定希望地域（120 分）
JGN運営会議【会場：中会議室 301・302 3F】
日本ジオパーク認定希望地域によるポスター掲示【会場：コンベンションホール B
高校生セッション（特別イベント）
【会場：県立三島北高等学校ほか】
「ジオサイト 6 秒ムービーコンテスト」
「伊豆オクトーバーフェスト 2016（開催協力イベント）
」
JGN臨時総会（90 分）
【会場：コンベンションホール B】
小中高生ポスターセッションコアタイム（45 分）
【会場：多目的ホール】
オープニングアトラクション（15 分）
太鼓演奏
県立伊豆総合高等学校 郷土芸能部【会場：コンベンションホール A】
開会セレモニー（60 分）【会場：コンベンションホール A】
・あいさつ
大会実行委員会 実行委員長（伊豆市長）菊地
豊 氏
日本ジオパークネットワーク
理事長 米田
徹 氏
日本ジオパーク委員会
副委員長 中田 節也氏
・来賓あいさつ
・来賓紹介
・JGN認定証授与
・JGN表彰
基調講演（80 分）
【会場：コンベンションホール A】
テーマ：「列島からの恩恵 大陸誕生の謎を伊豆から考える」
講演者：巽 好幸氏
（神戸大学 海洋底探査センター教授 センター長）
市町村長セッション（75 分）【会場：コンベンションホール A】
テーマ：「なぜ、いま、私たちはジオパークを選んでいるのか」
分科会（80 分）【会場：コンベンションホール Bほか】
ポスターセッション一般コアタイム（50 分）
【会場：コンベンションホール B
大交流会（120 分）【会場：多目的ホール】
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ジオツアー

ホワイエ】

ポスターセッション【会場：コンベンションホール B ホワイエ】
展示ブース【会場：多目的ホール】
特別講演【会場：コンベンションホール A】
テーマ：「日本の魅力－日本百名山ひと筆書きを通して－」
講演者：田中 陽希氏（プロアドベンチャーレーサー チームイーストウインド所属）
小中高生ポスターセッション【会場：多目的ホール】
ニッポン全国まるっとジオパーク【会場：多目的ホール】
物産・グルメ、ジオ体験ブース等
分科会（180 分）【会場：コンベンションホール Bほか】
全体会（90 分）【会場：コンベンションホール A】
・分科会報告
閉会セレモニー 【会場：コンベンションホール A】
・大会宣言
・次回開催地 挨拶
ジオツアー開始
バス又は電車で各ジオツアーへ出発

ポスターセッション【会場：コンベンションホール B
展示ブース【会場：多目的ホール】

10/12 水 ３日目
終日

ホワイエ】

ホワイエ】

10/13 木・14 金
伊豆半島各地及び箱根

日本ジオパーク伊豆半島大会

終日

４・５日目

オプショナルツアー（伊豆大島 GP 主催）

大会前日

10 ／

9（日）

13：00 ～ 15：00 【会場

第 7 回日本ジオパーク全国大会

中会議室 401・402

4F】

JGN 事前相談会

日本ジオパーク伊豆半島大会報告書

9：00 ～ 17：30【会場 県立三島北高等学校ほか】

高校生セッション（特別イベント）

GGN推薦希望に 6 地域（18 名）
、JGN認定希望に 6 地域
（18 名）が参加。JGN事務局の進行のもと、現地審査員経
験者等のオブザーバーも交え、GGN推薦希望地域に対し
て JGC中田委員が、JGN申請希望地域に対して APGN諮問
委員の渡辺氏が説明を行った。机上説明後、JGN新規認定
希望地域はポスター発表と質疑応答も行った。

15：00 ～ 18：00【会場

中会議室 301・302

3F】

JGN 運営会議
101 名が参加し、運営会議とワーキンググループの位置
づけについて再確認を行ったあと、教育や保全などのワー
キンググループに分かれて各テーマを協議し、運営会議
全体で発表。活発に意見交換を行い、情報共有を図った。
また、「ジオパーク専門員に関する調査」結果速報や、
ODA事業（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・ディベロップメン
ト支援）にかかる活動の中間報告が行われた。

三島を舞台に「ジオサイト 6 秒ムービーコンテ
スト」を開催。高校生 7 チームがエントリーし、
ジオパークの魅力を 6 秒に込めた。当日、開始直
後はあいにくの雨模様であったが、鈴木研究員（伊
豆半島ジオパーク）の解説でジオサイトを見学。
その後、決められた予算内で撮影に使う小物を調
達し、撮影に入った。エントリーした高校生はジ
オパークを学習している生徒もいれば初めて聞い
たという生徒もいて様々であったが、皆解説か
らヒントを探すべく真剣に説明を聞き、大人では
思いつかないようなアイディアで作品を完成させ
た。
完成後はプレゼンを行い、他チームのアイディ
アに関心を寄せたり、笑いが起きたり、それぞれ
個性が光るムービーとなった。
7 チームのムービーは翌日の全国大会で披露し、
来場者の投票により最優秀賞、優秀賞を決定した。

12：00 ～ 20：00

伊豆オクトーバーフェスト 2016
2012 年より開催されてきた沼津駅北口の「北口ふれあ
いビアガーデン」がパワーアップ！沼津市民の参加はも
とより、大会前日より集まる全国のジオパーク関係者も
地元グルメを楽しみながら交流できる「伊豆オクトーバー
フェスト 2016」として、地元関係者が熱く盛り上げてく
れました。

最優秀賞：西山カンパニー
優 秀 賞：アーミー
当日撮った動画はコチラ ➡
高校生セッション特設サイト
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大会１日目

10（月・祝）

10 ／

10：00 ～ 11：30 【会場

コンベンションホール B】

JGN 臨時総会
会員 56 地域、賛助会員 1 名が出席し、会費額の変更につ
いて審議がされた。

12：35 ～

オープニングアトラクション 太鼓演奏
（静岡県立伊豆総合高等学校 郷土芸能部）
静岡県立伊豆総合高等学校郷土芸能部は、天城連峰太鼓の
指導、支援のもと、平成 8 年度に誕生した。平成 11 年度に
初めて全国高等学校総合文化祭への出場を果たし、平成 20
年度には全国高総文祭群馬大会において郷土芸能部門・優秀
賞（和太鼓部門の最高位）を獲得。
高校生の活気ある演奏に参加者は魅了され、全国大会にふ
さわしい幕開けとなった。

13：00 ～

開会セレモニー
主催者・来賓あいさつ

大会実行委員会
実行委員長（伊豆市長）菊地 豊

日本ジオパークネットワーク

理事長（糸魚川市長） 米田 徹様

日本ジオパーク委員会

副委員長 中田 節也
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様

ジオパークによる地域活性化推進議員連盟
 幹事長 参議院議員 塚田 一郎様

日本ジオパーク伊豆半島大会



静岡県知事

川勝 平太様

第 7 回日本ジオパーク全国大会

日本ジオパーク伊豆半島大会報告書

JGN 認定証交付式
日本ジオパーク委員会は平成 28 年 9
月 9 日に、4 つの地域の新規加盟を認定
しました。同時に、箱根ジオパークに
ついては、南足柄市の編入を認定しま
した。




筑波山地域ジオパーク



箱根ジオパーク（エリア拡大）

浅間山北麓ジオパーク



下北ジオパーク



鳥海山・飛島ジオパーク

JGN 表彰式
全国地質調査業協会連合会は、業界が保有する人材、ノウハウ、機材等を活用し、
ガイド産業や情報インフラ等の需要を創出するとともに、ジオパーク活動に取り
組む地域の活性化を推進してきた。また、ジオパークに関する情報発信を行うと
ともに、JGNの前身である日本ジオパーク連絡協議会を当初から支援し、2010 年
4 月からは JGN事務局を連合会の事務局内に受け入れるなど、日本ジオパークネッ
トワークの礎となる顕著な貢献があったことから、今回の受賞となった。



全国地質調査業協会連合会
会長 成田 賢様

14：00 ～

基調講演

巽 好幸氏（神戸大学大学院理学研究科 教授 神戸大学海洋底探査センター長）
テーマ「列島からの恩恵

巽 好幸氏

大陸誕生の謎を伊豆から考える」

〈講演の概要〉
水をキーワードとして地球を考えると、地球は水惑星であると言える。地球の水、海は地球表
面の約 70% を占める。海水は地球質量の 0.023%。海は地球・生命の進化に大きく影響している。
地球にだけ水がある理由は、太陽からの距離と大きさ（重さ）が関係しており、奇跡的に水の存
在を可能にした。地球は「奇跡の水惑星」である。
地球の水はどこから来たのだろうか。水に富む C 型微惑星の衝突により、マグマオーシャンの
形成と水の供給（主に天王星、海王星の影響）が 45 億年前から 38 憶万年前まで続いたことに関
係している。
また、地球は陸惑星であるとも言える。地球の凸凹、凸は陸、凹は海。大陸と海は水の有無だ
けではなく、その下の地盤（地殻）も違う。大陸の地殻は軽
く厚い。対して海洋の地殻は重く薄い。軽い大陸地殻は重い
マントルの上に浮いてくる。軽い大陸地殻は安山岩質、重い
海洋地殻は玄武岩質である。
地球だけにプレートテクトニクスが存在するのはなぜだろ
うか。マントルの対流によってプレートが移動し、水によっ
て地殻が割れる。地球は冥王代の後期に水の供給によってプ
レートが割れて動き始めた。その後、海と陸の誕生、生命の
発生が起こり、プレートテクトニクスが開始する。プレート
の移動によって島弧が衝突し、伊豆半島ができたのである。
小山 真人氏とのトークセッション
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分科会

110月10日（月・祝）
17：00～18：20

分科会１

210月11日
（火）9：00～12：00

溶岩と湧水の里でジオパークの保全を考えよう
保全

1 2 【中会議室 401（4F）】

国指定天然記念物・名勝であり、ジオサイトでもある楽寿園等を見学。市民団体と交流し、ジオパークの保全のあ
り方を考えた。1 日目：事前学習、2 日目：現地見学・討論会
※三島駅前のジオポイント「楽寿園」を訪問。要交通費 380 円。
●コーディネーター
柴田 伊廣氏（文化庁）
保全ワーキンググループ

分科会２

菊地

直樹氏（総合地球環境学研究所）

これからのジオパーク教育と ESD（持続可能な開発のための教育）
教育

1 2 【中会議室 301（3F）】

ユネスコ正式事業となったジオパーク。ジオパーク教育と ESD を考える。
●コーディネーター
蒔田 尚典氏（十勝岳 GP）

分科会３

山本 隆太氏（静岡大学）

日比野 剛氏（白山手取川 GP）

ジオパークを防災に役立てるために
防災

1 2 【1市民ギャラリー（2F） 2沼津商工会議所（1F）】

ジオパークとして自然災害に向き合うには？主に発災時に何ができるかについて考える。
1 日目は講義形式、2 日目はワークショップ形式。
（一般公開）10 月 10 日 17:00 ～ 17:45
「ジオパークと自然災害 -伊豆半島を例として -」
講演者：伊藤和明（防災情報機構 NPO法人 会長）
●コーディネーター
杉本 伸一氏（JGN/三陸 GP）
鈴木 雄介氏（伊豆半島 GP）

分科会４

中川 和之氏（JGC）

石松 昭信氏（阿蘇 GP）

ガイドスキルをあげるための情報交換会
ガイド①

1 2 【コンベンションホール B（3F）】

ガイド初心者やガイドスキルをあげたいガイド向け。
1 日目は講義形式、2 日目は膝を突き合せてワークショップ。※有料（当日支払 300 円）
●コーディネーター
今井 ひろこ氏（山陰海岸 GP）

分科会５

ガイド養成と組織のマネジメント
ガイド②

1 2 【小会議室 408（4F）】

ガイドの研修や育成を担当する行政職員や観光協会、またはガイド団体の運営を考える方向け。事例発表も予定。
●コーディネーター
蓮岡 真氏（磐梯山 GP）

分科会６

ガイドビジネス実践者のための情報交換会
ガイド③

1 2 【小会議室 409（4F）】

ガイド、ツアー、アウトドア、体験プログラムなどのビジネスを実践している人、したい人向けの情報交換会。
●コーディネーター
福島 大輔氏（桜島・錦江湾 GP）
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分科会７

ジオパークとユニバーサルデザイン
UD

1 2 【中会議室 402（4F）】

現地視察を交えたワークショップを通じ、ジオパークのユニバーサルデザインを考える。
●コーディネーター
松原 典孝氏（兵庫県立大学）
西島 昭治氏（霧島 GP）

分科会８

丸橋 暁氏（ジオパークのユニバーサルデザインを考える会）

ジオツーリズムと観光
ツーリズム

1 2 【中会議室 302（3F）】

ジオツーリズムと一般的な観光との違いや接点、目指す方向を考える。また、講師として旅行会社の方をお招きし、
旅行業界を取り巻く現状や課題を知る。
●講師
（株）風カルチャークラブ）
嶋田 京一氏（
●コーディネーター
山縣 智子氏（Mine 秋吉台 GP）
柚洞 一央氏（徳山大学）

分科会９

小原 北士氏（Mine 秋吉台 GP）

ジオパークの国際連携 - 相互の発展に向けた学びあい 国際

1 2 【小会議室 403（4F）】

International geoparks collaboration - sharing our experiences for mutual development 東南アジアのジオパーク関係者を迎え、彼らがジオパークを進める上で抱えている課題は何か、そして我々が国
際貢献にむけ抱えている課題は何か、双方の地域の未来のために、特にマネジメントに着目しながら、情報共有
や意見交換を重ねていく。※使用言語は英語（通訳なし）
●コーディネーター
鳥越 寛子氏（糸魚川 GP）

分科会 10

中村 真介氏（白山手取川 GP）

ジオパーク ABC
2 【市民ギャラリー（2F）】

ジオパーク初心者やジオパークを目指す地域の関係者向けの講義と質疑応答。
●コーディネーター
目代 邦康氏（JGN）

分科会 11

渡辺 真人氏（産業技術総合研究所／ GGN Executive Board member）

Geo Café「ジオパークをもっと楽しむために～つなぐ、むすぶ、そして動く～」
2 【カフェヴェルデ（2F）】

カフェホスト・萩原なつ子さんの軽妙な司会と参加者同士の楽しいおしゃべりで進行。明日からできる取組みを
考えます。※有料（当日支払 500 円、茶菓子代）
●コーディネーター
石井 千春氏（伊豆半島 GP）
●カフェホスト
萩原 なつ子氏（立教大学教授）

分科会 12

野辺 一寛氏（隠岐 GP）

齋藤 清一氏（JGN/糸魚川 GP）

ジオストーリー
1 2 【中会議室 407（4F）】

1 日目：事例発表（ジオストーリーとは何か、実例を加えて紹介）2 日目：グループ討論（ジオサイトや関連サイ
トのジオストーリー作り）
●コーディネーター
大野 希一氏（島原半島 GP）

新名 阿津子氏（山陰海岸 GP ／公立鳥取環境大学）
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分科会１
保全

溶岩と湧水の里でジオパークの保全を考えよう
●コーディネーター
柴田

伊廣氏（文化庁）

菊地

直樹氏（総合地球環境学研究所）

保全ワーキンググループ

水辺環境の回復が行われてきた楽寿園と源兵衛川を見学し、回復には、どのような人々が関わ

概要

り、立場の違う人々が何を要求し、どう行動してきたのかを知り、保全における利害関係調整の
大切さとそれに応じた解決方法を選択すべきことを学んだ。分科会は、現地見学の予習、現地見学、
グループ討議によって構成された。
富士山の溶岩流末端の湧水池をもつ楽寿園は、国指定天然記念物・名勝であり、ジオサイトで
もある。また、湧水は多くの小川を発達させ、優れた水辺景観をもつ街並みを育む一方、灌漑用
水にも利用されている。湧水の枯渇や植生の劣化に対し水資源を守る市民運動が起こり、湧水や
植生の回復が始まったという歴史をもつ。

10 月 10 日（月） 17：00 ～ 18：30

内容

１．あいさつ
２．趣旨説明
３．講演

全体進行：柴田伊廣氏

17：10 〜 17：40

「水の都・三島の自然環境の現状と住民・NPO・企業・行政のパートナーシップによる環境

改善活動の取り組みについて」
渡辺豊博氏（NPOグラウンドワーク三島専務理事、都留文科大学特任教授、農学博士）
４．グループ討議

進行：菊地直樹氏

17：40 〜 18：30

（１）自己紹介＋普段から保全について考えていることや自身の GP保全の課題や疑問について
（２）共有とまとめ
10 月 11 日（火） 8：50 ～ 12：00
１．現地見学
8：50

楽寿園駅前口集合

A班、B班に分かれて見学

A班ガイド ： 山口東司氏（伊豆半島ジオガイド）
B班ガイド ： 越沼

正氏（グラウンドワーク三島）

見学ルート： 楽寿園駅前口→楽寿園小浜池（縄状溶岩等）→楽寿園南出口→
源兵衛川・水の散歩道→鎌倉古道→白滝公園→三島駅南口
２．グループ討議「ジオサイトの保全、どうすればいい？」 進行：菊地直樹氏
10：30 ～ 10：50
事例紹介「重層的な価値があるものに対する自然保護の取り組み事例」 菊地直樹氏
10：50 ～ 11：30
自分たちだったら、楽寿園や源兵衛川の保全をどうしたかをグループ毎に議論。
11：30 ～ 12：00
共有とまとめ
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参加者は保全の取り組みや運動を進めるための、以下の視点を学ぶことができた。

まとめ

①守ろうとする価値は立場によって多元化すること、②それぞれの立場を考慮すると何が正しい
のか悪いのか判然としなくなっていくこと、③利害関係者の立場を認め合うことが議論のスター
トとなること、④利害関係者の中で信頼関係を築く努力をすること、⑤単純に守るのではなく、
使うために守る、守って使うということを意識すること、⑥守ることが人々の利益につながらな
いと運動が前に進まないこと、⑦利害関係者同士が話し合って、まず行動を起こすこと、そこか
ら解決もするし、新たな課題も見つかっていくこと、⑧利害関係者の中にネットワークをつくっ
て情報を共有すること、⑨企業・行政・住民などの利害を調整する役割を果たす人やグループが
必要なこと。
この分科会では、グラウンドワーク三島、三島市役所、ジオガイドの方々にたいへんお世話に
なりました。厚くお礼申し上げます。

ジオパークの保全についての大切な要素を議論した分科会となった。地質地形の見所であるジ
コーディネーター

総括

オサイトのほとんどは、文化的な価値や生物多様性としての価値があること、所有者がそれぞれ
に存在していること、主に管理している組織以外の地域住民が関わっていることなどから、ジオ
パーク運営母体が地質的な価値があるとする以前からなんらかの価値が認められているケースが
ある。そこで、今回の保全分科会においてはその重層的な価値があるジオサイトにおいての取り
組みを学び、ジオパークの保全の進め方や私たちの役割について議論した。
保全分科会では、事例紹介、現地見学、グループワークを通じて、保全に関わる多くの方々の
全員が満足する保全を実現することは困難であり、話し合いながらある種の “妥協点 ”を見いだす
ことの重要性を確認した。また、保全はボランティアだけで成立するものではなく、地域経済と
の関係の中で進められることが必要と確認した。その上で、グループワークでは、ジオサイトの
保全の進め方について議論した。ジオパークの保全について、様々な立場の方が集まり共に議論
ができたことは有意義だったと考える。今後も、出席者が能動的に考え、自分たちのジオパーク
での検討に反映できるような分科会開催を継続し、日本ジオパークネットワークの財産になるこ
とを期待したい。

水辺回復運動の話をされる渡辺豊博氏

楽寿園の三島溶岩、湧水のジオ的背景である

今は清流に変わった源兵衛川

グループ討議。みんな頭を悩ませ、う～ん
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これからのジオパーク教育と ESD
（持続可能な開発のための教育）

分科会２
教育

●コーディネーター
 田
蒔

尚典氏（十勝岳山麓 GP）

日比野

山本

隆太氏（静岡大学）

剛氏（白山手取川 GP）

2015 年 11 月、ジオパークはユネスコの正式な事業となりました。ジオパークは「持続可能な
開発」
（SD: Sustainable Development）を目指した活動を展開してきましたが、ユネスコでも、

概要

同じ持続可能性の理念の下、「持続可能な開発のための教育」（ESD: Education for Sustainable
Development）が推進されています。教育分科会では、この SDと ESDの関係性について改めて
整理すると共に、ジオパークの教育関係者が ESD実践者となっていくために、ESDとジオパーク
教育について考える分科会にしました。

1 日目は、ESDならびにジオパーク教育の現状について知ってもらうため、講演と事例報告を行
いました。講演では、文部科学省国際統括官付ユネスコ振興推進係長の岡本彩氏より、ESDに関

内容

する基礎的な知識や、国内外の取り組みについてご講演をいただきました。事例報告では、伊豆
半島ジオパークガイド協会の土屋晴樹氏、静岡県立松崎高等学校の冨川友秀氏より伊豆半島ジオ
パーク・西伊豆エリアにおける教育活動について、小・中・高の縦のつながりをご紹介いただき
ました。
2 日目は、
「SDシート」を用いたワークショップ（WS）を実施しました。SDシートとは、各地
のジオパークにおける「ジオ・エコ・ひと」のつながりが、過去・現在・未来でどのように変化
していくのかを図化したもので、ジオパークによる地域の SDを「見える化」したものです。WS
の前半では、各人が持ち寄った SDシートをもとに 6 名程度の小グループ内で発表し、意見交換を
行いました。WSの後半では、会場全体でのポスターセッションを実施し、多くの方々と意見交
換しました。各地域の SDの取り組みは多様ですが、最も SDな取り組みをしていると思うジオパー
クには、
「SDだね！シール」を貼ってもらい、優れた事例を決めました。今後、各ジオパークでは、
「ジオ・エコ・ひと」の観点を軸に ESDを進めていくことを共有し、宣言文を作成しました。

ESDとジオパーク関係者をつなぐ最初の場として、多くの方に ESDを知ってもらうことができ

まとめ

ました。また、ジオパークを通じた地域の持続可能な開発について改めて考えることで、ジオパー
ク版 ESDの第一歩を踏み出せたのではないかと思います。
全国大会の流れは教育ワーキンググループに引き継がれます。各ジオパークで実践している事
例の収集・共有や、ユネスコスクールでのジオパークの利活用の方法など、ユネスコ正式事業化
をきっかけとして、ジオパーク関係者とそれ以外の人たちのつながりをより広げていくことが求
められています。
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ほとんどのジオパークで ESDは実践されているのではないかと思っています。ただ、それを意
コーディネーター

総括

識するとしないとでは大きな違いがあると思い、今回の分科会で多くの方に ESDについて考えて
もらったことは大きな成果だと感じています。また、大会宣言文には、ジオパーク版 ESDと記述
しましたので、今後は他の ESDとは一味違うものをジオパークでは目指していきたいと思います。
全国大会前から様々な形で協力して頂いた伊豆半島ジオパークの皆様には改めて感謝申し上げ
ます。
（蒔田・十勝岳 GP）
SDシートは、
「ジオパークの特色が前面に出された ESDとは何か？」について話し合う中で生
まれました。これまでの各地域における開発の歴史、地域の現状を確認した上で、ジオパークに
取り組むことが、地域をどのように “持続可能な地域 ”へと変容させていくのか。この点を明らか
にしなければ、ジオパークの特色を活かした ESDは十分にできません。SDシートはジオパークを
通した持続可能な地域社会のあり方を図化しており、これまでのふるさと学習を ESDへと発展さ
せるツールにもなります。
（山本・静岡大学）
ESDもジオパークにおける教育活動も、目指していることは同じであると確認できたのではな
いかと思います。なかでも、ジオパーク地域では、大地の成り立ちというジオパークだからこそ
意識する部分を根幹としており、より地域性があるだけでなく、地域から広がる様々なことへの
つながりを考えられるはずです。分科会を通して、ジオ・エコ・ひとのつながりを時空間的に考
えていくことがジオパークにおける学習であり、地域の持続性についても学習する ESDでもある
ことを確認する機会となったと感じています。（日比野・白山手取川 GP）
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分科会３

ジオパークを防災に役立てるために

防災

●コーディネーター
杉本

伸一氏（JGN・三陸 GP）

中川

和之氏（JGC）

石松

昭信氏（阿蘇 GP）

鈴木

雄介氏（伊豆半島 GP）

JGNでは、2011 年に「JGNにおける災害対応方針」を定め、各種災害発生時には義援金のとり
まとめや専門家の派遣、住民セミナーの開催などを行ってきた。一方で、災害発生時に JGNとし

概要

て即応できる体制づくりの不足、被災ジオパークの状況やニーズ把握の困難さ、継続的な支援の
あり方などの課題も浮き彫りになってきている。本分科会では、JGNや各ジオパークによるこれ
までの災害対応事例とその課題を共有し、ジオパークをより防災に役立つため、ジオパーク間の
協力関係や体制の構築方法、JGN災害対応方針の改定案について考えた。

分科会初日は参加者の認識共有のため、講義形式でジオパークと自然災害のかかわり、これま

内容

での災害対応事例について学んだ。この講義は一般にも開放し、少数ではあったが地元住民の参
加などもあった。講義には伊藤和明氏（防災情報機構NPO法人会長）を迎え、「ジオパークと自
然災害―伊豆半島を例として―」と題し伊豆半島を事例にジオパークと自然災害のかかわりにつ
いて確認した。さらに、阿蘇ジオパーク（石松昭信氏）から2016年熊本地震、箱根ジオパーク
（山口珠美氏）から2015年小噴火、伊豆大島ジオパーク（臼井里佳氏）から2013年土砂災害の状
況とその対応について話題提供いただいた。
翌日は、行政関係者・民間・ガイド・専門家等、参加者の属性バランスがよくなるようグルー
プ分けし、ワークショップ形式で議論を進めた。前日の講義をふまえ、
「発災時にジオパークは
何をするか、どんな支援をするか」という視点のもと、
「JGNにおける災害対応方針」の各項目に
ついて現状の課題や改定案、改定後の運営に対する課題出しを行った。

以下、
「JGNにおける災害対応方針」の各項目についてワークショップで議論された意見を示す。

まとめ

１．災害に関する情報収集及び発信等
 災害発生時に即応できるよう、
「防災対応ワーキンググループ」を立ち上げ、JGNとしての
対応の必要性を判断できるようにする必要がある。対応を行うことを決定した際は、必要に
応じ JGNから対象ジオパークへリエゾン（先遣）を送り、現地で必要とされていることにつ
いて把握できるようにしたい。リエゾンやその後の災害対応にあたることができる人材につ
いては、JGNとして把握し、迅速に行動できるようにする。これらの対応にあたっては、公
的機関の動きと協調できるよう留意する必要がある。
２．災害に関するジオパークとしての学術的・専門的な支援等
 災害発生時には多くの専門家が調査研究にあたるが、JGNとしてはジオパークとして必要
な事項を中心として支援を行う。また、災害によって新しくできたジオサイトの抽出保全な
ども行い、復旧復興後のジオパーク活動を支援することが必要。
３．ジオパークの災害対応に対する支援金、人員、必要資機材等の支援等
 被災地におけるジオパーク活動に対する支援のほか、被災地のみではなく、被災地支援を
行うジオパークや JGNとして行う活動について基金等を持っておくことで、必要な活動を迅
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速に行うことができると期待される。
４．継続的な災害対応支援、防災学習の推進等
 これまで支援を行う個人が支援内容等について検討・実行してきた面があるが、JGNとし
て責任をもって進めたい。

2016 年は次々に災害が日本列島を襲い、被災したジオパークは事実上の活動停止状態にもなっ
コーディネーター

総括

た。被災ジオパークの活動に対し必要なタイミングで必要な内容を支援するためには、情報収集
を行うリエゾンや JGNとしての活動支援金の導入などが必要であると感じた。本分科会では現行
の JGN災害対応方針に対する課題や改善案を抽出できた。今後は、防災ワーキンググループ等で
議論を進め、JGN災害対応方針の改定を目指す。
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分科会４

ガイドスキルをあげるための情報交換会

ガイド①

●代表コーディネーター
ひろこ氏（山陰海岸 GP）

今井
●その他

福辻

京子氏（南紀熊野 GP）

真流子氏（阿蘇 GP）

荒川

和子氏（茨城県北 GP）

靖志氏（洞爺湖有珠山 GP）

荒町

美紀氏（洞爺湖有珠山 GP）

安藤

裕夫氏・田畑

山崎
三松

朝惠氏（伊豆半島 GP）

昨年（2015 年）開催された霧島ジオパークでの全国大会・ガイド分科会で「理想のジオガイド
像 2015」を明文化しましたが、パネルディスカッションでは「ガイドの悩み」も幾つか浮かび上

概要

がりました。今年はその中で特に意見の多かった、ジオパークで使う専門用語の扱い（使ってい
い用語、ダメな用語？）
、
「ジオパーク」という言葉をお客様にガイドはどう伝えたら良いのかと
いう 2 点にテーマを絞りました。そのため、ジオパークガイドのスキルを上げたい方を対象に 1
日目は兵庫県立大学大学院の先山徹先生から講義して頂き、2 日目は参加者が意見交換や交流が
できるよう、グループワークを行いました。

今回のガイド分科会はステークホルダー別に分科会を３つに細分化しました。そのうち、ガイ
ド①では、ジオパークガイドのスキルを上げたい方に対し、専門家による講義と参加者によるグ

内容

ループワークを行い、情報交換を図ることを目的としました。
参加者は各地の現役ジオガイドが最も多く、ガイド養成講座をされている協議会の方、これか
らジオパークを目指している地域の方なども居られました。
初日は 99 名が参加。山陰海岸ジオパークでもガイド指導もされている、兵庫県立大学大学院准
教授、先山徹先生に『ジオガイドの幅と深みを増す 3 つのポイント』について約 70 分、ご講義頂
きました。
2 日目は円形ボードを用いたグループディスカッション。参加者 88 人が 15 組に分かれて、「前
日の先山先生の講座を聴いて取り入れたいコト」「ジオパークをひと言で伝えるなら？」という 2
つのお題について行いました。途中、メンバーチェンジを行いながら、なるべく意見交換と交流
がスムーズに出来るようにしました。

兵庫県立大学大学院准教授先山徹先生の『ジオガイドの幅と深みを増す３つのポイント』では、

まとめ

玄武洞と玄武岩の関係の話など山陰海岸ジオパークの素材を使って、
①ジオパークになぜガイドが必要なのか、など、ガイド活動の意味を考えること
②地球のこと・地域のことへの理解を深めてこそ、ジオサイトの素晴らしさが伝えられること
③ジオパークに来る観光客の多くが勉強しに来ているわけではなく、お客様がジオパークの素材
に興味を深めることを重視し、ガイドは説明のために専門用語はなるべく使わないこと、言い
回しが重要である
ことなどをお話し頂きました。
2 日目のグループディスカッションでは「前日の先山先生の講座を聴いて取り入れたいコト」
「ジ
オパークをひと言で伝えるなら？」という 2 つのお題について意見交換をしました。
取り入れたいコトについては、「ジオストーリーづくりと資料づくりが大切だ」「見えていない
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ものの話より、
まずは目の前に見えていることを伝える」
「専門用語は説明の時には極力使わない」
「ガイドが自分で資料を作る」という意見が出ていました。また、ジオパークをひと言で伝える
ことについては「屋根の無い博物館」や「地味パーク」という言葉が出ていました。地味パーク
の意味は、地域を味わう、地球を味わうという意味だそうです。
参加者からは「考え方がどんどん深まっていくダイナミックさを感じた」
「いろんな地域から
のいろんな年代の参加者が居て、いろんな視点を得ることができました！」「いろんな地域、老
若男女のたくさんのガイドと話ができて、意見を聞いているうちに、新しい考え方が湧き出てく
るっていうスゴい感覚を感じた」と好評でした。

コーディネーター

総括

昨年の霧島大会ではガイド分科会における様々な意見を頂きました。そのため今回はステーク
ホルダー別に細分化して分科会を開催し、ガイド向けはスキルを上げたい方に対し、専門家によ
る講義とグループワークで情報交換を図ることを目指しました。運営スタッフは Facebookグルー
プで情報交換をしながら、当日にどんなことを行うか、その内容やプログラムの細かい部分まで
準備し当日を迎えました。
ジオパークの中には、地質専門家の説明が難解でガイド自身がついていけないジオパークも存
在します。さらにジオパークの基礎知識には地域差が見られます。今回のようなアップデート的
なガイド向け講座を開催することで、ジオパークや日本列島の歴史についての基礎知識をそれぞ
れのガイド内容へ反映させやすくなるのではと思いました。交流も兼ねたワールドカフェ形式の
グループワークでは、3 時間に 20 名の方と濃い意見交換をすることができ、参加者からも好評で
した。
ジオパークはネットワーク活動ですから、他地域のジオガイドと交流し、悩みを共有して解決
の糸口を皆で見つけ、明日からのガイド活動が実り多くなる場＝ガイド分科会にしていきたいと
考えます。
分科会スタッフの皆様、スムーズな運営にご協力頂きました参加者の皆様、本当にありがとう
ございました！

15

分科会５

ガイド養成と組織マネジメント

ガイド②

●コーディネーター
真氏（磐梯山 GP）

蓮岡

●サポート
博充氏（三陸 GP）

関

ジオパークにおいてガイド活動は重要な役割を担っている。そのため各ジオパークでは、多岐
にわたるガイド養成事業を実施しているが、その研修内容や育成方法、その後の組織マネジメン

概要

トについて実施担当者による情報共有を図る場を持つ機会が少ないことから当分科会を行った。
特に全国のジオパーク活動を推進する団体等が「理想のジオガイド像」(霧島ジオパーク全国大
会で明文化されている )を目指して実施しているガイド研修内容 (カリキュラム )や育成方針、育
成方法に関する最新情報の共有化を図り、実現に向けて必要なものについて意見交換を行い、そ
の後のガイド組織や団体のマネジメントに関する方策についても意見交換を展開した。

【１日目】
１．
「私たちのめざすガイド像 2015 in 霧島」を班ごとで、読み解いていこう！

内容

２．過去のガイド養成講座をふり返ってみよう！（第 3 回 JGN全国研修会

霧島）

３．現在の自分の関係するジオパークのガイド養成講座を整理してみよう！
４．事例紹介「ゆざわジオパーク」 発表者：沼倉誠氏（ゆざわ GP）
【２日目】
５．
「私たちのめざすガイド像 2015 in 霧島」を目指すためのガイド養成内容を班ごとでまとめよ
う！
６．班ごとで、発表し共有しよう！
」について
７．ガイド養成のその後①「認定（制度）

発表者：関博充氏（三陸 GP）

８．ガイド養成のその後②「ガイド組織のマネジメント」について
発表者：五十嵐牧子氏（いなわしろ伝保人会代表・磐梯山 GPジオガイド）

先ず、
「私たちのめざすガイド像 2015 in 霧島」の内容について、穴埋め問題をグループで行った。

まとめ

ガイド像の文章の存在を初めて知る参加者や存在は知っているが各項目の内容は初めて読む参加
者もおり、アイスブレーキング的な存在として行ったが、とても大切なスタートとなった。次に、
JGN全国研修会（霧島）で全国のジオパークから集められた当時のジオガイド養成講座の内容を
振りかえり、現在の状況と比較しながら各地のジオパーク関係者との活発な意見交換ができた。
そして、事例紹介も交えた事でより「私たちのめざすガイド像 2015 in 霧島」を目指すためのガ
イド養成内容に必要な具体的項目を各班で整理し、全体でも共有することができた。
さらに養成講座終了後の認定制度について、ジオパーク推進協議会で実施している事例や組織
マネジメントについてジオ協議会に所属するが独立して活動しているガイド団体（有料）の立ち
上げから現在に至る経緯について報告を交えながら意見交換を行った。
参加者の多くがジオパークを運営する協議会事務局であったが、ガイド養成を行う観光協会や
これからガイド団体を立ち上げる考えを持った参加者などもいたことから二日間を通じて活発な
分科会となった。
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本分科会で参加者からは以下のような意見が出されたので、その一部を紹介し、
コーディネーター

総括

【これから実施を検討する参加者の声】
ガイド養成をこれから立ち上げるという点で、各 GPでの取組内容が比較でき、様々な講座を
実際やっている実例を知ることができた点が良かった。ジオガイド協会と事務局と実践されてい
る方の生の声の両方の話がその場で聞けた点が良い。実際に立ち上げに関する実例も聞けたのは
良かった。
【実践中の参加者の声】
実施中の講座に足りない要素がわかった。だいたい問題無いのかな、という気もして安心でき
たのも良かった。全国から集まっての分科会故に、本当に条件も実態も認定の早い遅いも含め、
各 GPの切実な実態など、
多くの方々の発表や質問に触れることができ、多くの方々とコミュニケー
ションを交えることで自分のジオパークでは意識していなかったことがいくつか出てくるなど今
後の議論のベースが整理できた。
【参加者からの内容への改善点】
認定制度の構築やガイドマネジメントを実践していくにあたっての課題や問題点、失敗談（事
例）的な苦労話しがもっと聞きたかった。
以上から、ガイド養成講座と認定制度の充実から有料ガイドとして独立した活動をしたい意識
の表れであると感じられた。この項目については、
「初めてのガイド組織マネジメント」のよう
な分科会の必要性が高まっていると強く感じた。
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分科会６

ガイドビジネス実践者のための情報交換会

ガイド③

●コーディネーター
福島

大輔氏（桜島・錦江湾 GP）

アクティビティ系（カヤック、ダイビングなど）の事業はビジネスとして成功している事例は
あるが、解説をメインとするガイド事業の場合、ビジネスとして成立している事例は日本では少

概要

ない。ジオパークにおいてガイドは重要な役割を担っており、ガイド事業をビジネスとして成立
させることは、持続可能な仕組みをつくる上で重要な課題である。本ワークショップでは、ガイド
ビジネスの実践事例について情報交換し、それぞれの課題解決のヒントを見つけることを目指した。

【自己紹介】
参加者全員で、普段やっていることを中心に自己紹介を行った。お互いの背景を理解すること

内容

で、その後の議論が行いやすくなった。
【事例紹介】
10 組の団体・個人の方がジオツアーの実践事例を紹介した。地域の状況や実践の手法は多種多
様で、参加者にとって良い情報交換の場となった。一方、状況や手法は違っていても、それぞれ
に共通する点も見つけることができた。たとえば、集客にとって WEBサイトやブログ等による情
報発信は極めて重要な役割を果たすことを再確認した。特に、WEB上に情報が蓄積されない SNS
よりも、蓄積されていくブログを毎日更新することが重要であることが分かった。また、ガイド
やツアーだけの収入ではビジネスとしての継続は厳しく、物品販売も含め、多角経営しないと生
計を立てるのは難しいことも再認識できた。
【グループワーク】
活動の背景が比較的似ている人同士でグループをつくり、
「本当は〇〇したいのに、現実は
〇〇だ。
」という自己分析をした後、グループ内で交換日記のようにアイデアや意見、コメント
などを出し合うワークを行った。その後、出てきた意見やコメントなどをみんなで共有する時間
をもうけた。ツアーやガイド商品の質を上げ、単価を上げることでビジネスとして確立させるこ
とが出来るかもしれないなど、多くのヒントを得る事ができた。

様々な事例を知り、実践者へ直接質問できたため、大変有意義な情報交換の場となった。いく

まとめ

つかの感想を挙げると以下の通りである。「WEBサイトの充実は大切」「色々と組み合わせて多角
経営しないと生計は立てられない」
「高価格な体験の提供は売れそう」「マニアックにするほど一
般受けしないが、マニアには受ける」「プロとボランティアの棲み分けは重要」など。
また、グループワークでは、深く自分に問いかける作業を行ったことで、自分自身の課題を整
理するとともに、他のせいにするのではなく、自分で解決すべき点を明らかにすることができた。
また、そのヒントをグループのメンバーから提供してもらうこともできた。いくつかの感想を挙
げると以下の通りである。「高価格の商品を提供するヒントが得られた」「ものづくりもサービス
の提供も本物を高価格で提供すべきだと思った」
「やりたいことだけではビジネスにはならない
と思った」など。
情報交換とグループワークを通じて、ガイドビジネスに関連する普遍的な課題や解決方法のヒ
ントを見出すことができた。
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ガイドビジネス実践者のための情報交換を目的とし、実践者のみを対象とした少人数でのワー
コーディネーター

総括

クショップを想定していたが、実際にはボランティアガイド（ボランティアで十分だと思ってい
る人）なども参加し、運営が難しかった。一方、情報交換やワークショップに多様な視点が持ち
込まれ、幅が広がったともいえる。
参加者全員が十分満足のいく「お土産」を持ち帰れたかどうかは不明であるが、数名の方に「す
ごく良かった」と言ってもらえたので、それなりに意義あるワークショップになったのでないか
と思われる。
今回の分科会を通して、ガイド事業をビジネスとして成立させるためには、情報発信による集
客が重要であることと、高付加価値のサービスを提供することが採算性に結び付くという点が確
認された。今後は「ジオツーリズム」の分科会と合同でビジネスについて、より深く考えたいと
思う。

19

分科会７

ジオパークとユニバーサルデザイン

UD

●コーディネーター
松原

典孝氏（兵庫県立大学）

西島

昭治氏（霧島 GP・ユニバーサルデザインフォーラム）

丸橋

暁氏（ジオパークのユニバーサルデザインを考える会）

ジオパークは住んでいる人にも訪れる人にも開かれており、誰もが様々な方法で楽しみ学べる
場所である。ジオパークの目標の一つである地域の持続的発展には多面的課題に総合的に取り組

概要

む必要があるが、それには多様な人が関わり連携することが必要である。本分科会では、誰もが
安心してジオパークを楽しむことができる環境をどのように創っていくかを、ユニバーサルデザ
イン（以下 UD）の観点からワークショップやフィールドワークを通じて議論し、各地域での新
たな挑戦や経験、知識の共有を図った。

ジオパークで UDを取り入れる意義について参加者全員で認識を共有し、その後霧島ジオパー
クでの UDジオツーリズムの実践例や伊豆半島内における UDツーリズムの事例発表を通じて、ジ

内容

オパークにおける UDの可能性について議論した。
2 日目はフィールドワークを行い、すべての人にジオパークを楽しんでもらいたい場合、どの
ようなことに留意すべきか、どのようなことをすれば良いのかをジオサイトを巡りながら検証し
た。特に、体が不自由な人が砂利道など悪路のあるジオサイトを楽しむためにどうすれば良いか
を、普段行っているツアーに車いすを使用し実演を行い検証した。ジオサイト内の案内表示や設
備については、ユネスコ世界ジオパークの自己評価表によるチェック項目などにも照らし合わせ、
実際に利用者が使いやすいかどうかを確認した。車いすを利用したツアー実演では、通常の車い
すの前方に補助用の棒を増設し、参加者自らが介助役・被介助役になり、実際に悪路を車いすで
走ったときの乗り心地を体感したり、段差の上り下りのやり方を学んだりした。砂地などを走行
できるようにつくられた特殊な車いすを用いたツアー実演では、湧水による池の中に入り、車い
すでのツアーの行動範囲の広さを実証した。その後ワークショップを行い、現場研修も踏まえ、
ジオツアーを UD化していくにはどのような課題があり、その課題をどのような方法で解決して
いくことができるのかをワークショップを通じて議論し、共有した。

参加者からは、実際のフィールドワークを通じて UDツーリズムの可能性について驚きの声が

まとめ

上がったほか、ジオパークをはじめ地域社会に UDの考え方は必須であり、すべての人がそれを
留意し、ともに心地よい空間を作っていくことが大切であるということを認識した。また、まず
は自分たちでできることから始めようという声や、ジオサイトは地域の過去を記録しており、そ
れを読み解き伝えることで、未来に備え未来を築いていかなければならない。未来につながる
情報はすべての人のものであり、それを読み解き伝えることができるのがジオパークでありジオ
パークガイドである。そこに UDの概念が必要である。というような意見が出された。分科会の
まとめとしては、
「ジオパークはすべての人のものである。そこにはユニバーサルデザインが必
要であり、様々な人の連携が求められる。各地の経験や挑戦をネットワークで共有することで、
ジオパークそのものがユニバーサルデザイン化される」とし、大会宣言に盛り込んだ。
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日本ジオパーク全国大会霧島ジオパーク大会で始まった UDの分科会であるが、2 回目の今回は
コーディネーター

総括

前回からの積み上げにより、より多くの人が UDについて認識を高めることができた。悪路での
車いすツアーは野外を巡ることが多いジオツアーの可能性を高めるものであり、高齢化社会の中
で親子 3 世代ツアーなど世代を超えたジオパークの楽しみ方も提案できる。今後の各地の取り組
みに期待したい。また、ジオパークやジオガイドは地域や地球の未来を担うものであり、そこに
UDの概念が必要であるという意見はまさにその通りであり、多様な人が関わることでより持続可
能な地域が実現する。分科会参加者の多くの方から参加してよかった、自分の地域でも実践した
いという感想が得られた。この分科会により多くの経験が共有できたものと考える。すべての人
が楽しめる必要があるということはユネスコジオパークでも謳われていることであり、ジオパー
クにおける UDは今後とも継続的に議論を続けていく必要がある。
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分科会８

ジオツーリズムと観光

ツーリズム
●講師
嶋田

京一氏（
（株）風カルチャークラブ）

●コーディネーター
柚洞

一央氏（徳山大学）

山縣

小原

北士氏（Mine秋吉台 GP）

智子氏（Mine秋吉台 GP）

本分科会では、具体的な受け入れ態勢づくりがなかなか進展しないジオツーリズムの現状を鑑

概要

み、各ジオパーク関係者の意識改革を目的としたものである。各ジオパークを運営している行政
関係者のみならず、関心のあるジオガイドや一般の方の参加も広く受け入れた。首長や行政職員
など多彩な顔ぶれの中で、ジオツーリズムを展開するための基礎知識と、各地の事例を共有し、
今後の各ジオパークにおける儲かるジオツーリズム構築のヒントを模索した。なお本分科会は、
平成 29 年 3 月に Mine秋吉台ジオパークで開催予定の JGN全国研修会（
「ジオツーリズムによる地
域経済の好循環」
）への参加動機付けを意識して実施したものである。

冒頭、ジオパークの審査に関する考え方を提示した。ジオパーク活動を展開する上で、これま

内容

でのやり方を変える覚悟が必要であることを確認した。また、ジオツーリズムを展開するための
基本的な理解として、以下の点に関して意識の再確認を行った。①ジオパークは便利な「道具」
である。②ジオパークのジオは地質学（Geology）だけではない。③ジオパークを観光で活用す
るためには相当な工夫が必要である。④ジオツーリズムを本気で考えるのであれば、消費者の気
持ちを理解する必要がある。
その後、各グループでジオツーリズムの現状に関して情報共有を行った。特に、全体で供すべ
き優れた事例に関しては、コーディネーターの判断で全体に向けて発表していただいた。例えば、
三笠ジオパークにおけるジオツーリズムの実践事例は、ストーリーが明確であり、消費者が参加
してみたくなるような工夫が見受けられた。また、7 ～ 9 月に北海道博物館で開催され、期間中
約 6 万人の入館者があった「ジオパークへ行こう」の企画者である栗原氏から、消費者にジオパー
クを楽しいと思ってもらうために、どのような点を考慮しながら特別展を企画したのか、そのポ
イントに関して情報提供をいただいた。
2 日目には、旅行会社の実務者に話題提供をいただいた。ジオパークという、万人向けが難し
そうに見えるコンテンツを、どのようにツーリズムで展開しうるのか、参加者同士で議論を深め
た。今後、3 月の JGN全国研修会で売れるジオツーリズム商品を試作し、JGNとして実際に販売
することを模索していこうと考えている。
なお、議論はグループワークを主体に展開し、話し合いの状況を見ながら、適宜さまざまな話
題提供をしていくスタイルで実施した。ジオパーク初心者からベテランまで混在した参加者で
あったため、参加者同士の学び合いや気づきを重視した。
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金もうけという行政が苦手とする行為を、どのように民間や地域住民と連携して具体化してい

まとめ

くのか。本分科会では参加者に意識付けを行うとともに、ツーリズムを展開する上での具体的な
考え方や各ジオパークでの実践事例を共有した。また、NHKの番組「ブラタモリ」のような地域
の描き方を可能にすれば、広く消費者に受け入れてもらえるジオツーリズムが展開できることを
共有した。風景を見ながら消費者が抱く「なぜ？」に対して、
「なるほど！」と感じさせることが、
ジオツーリズムの重要なポイントであることを学んだ。

グループワークの様子から、多種多様な参加者の現状を垣間見た。長年ジオパーク活動を展開
コーディネーター

総括

している方の中には、ジオパークは地質である、火山であると思い込んでいる参加者も見受けら
れた。専門用語を自己満足的に一方的にガイドが伝えるジオツーリズムでは、消費者を充分に楽
しませることができない。世の中には、さまざまな人がいる。そういった多様性を理解しながら、
それぞれの個性に合わせた風景の楽しませ方ができるようになるためには、まだまだ時間がかか
るという印象を受けた。
参加者の一人、エコツーリズム関係者からの参加アンケートが印象的であった。
「ジオパーク
をやっている人たちは幸せだと思います。これだけの全国大会があって、1000 人も人が集まって
お互いの情報交換をし、刺激し合うことができる。エコツーリズムの世界にはこういう場はない
と言ってもいいくらいです。
」
今後も、みんなで答えを模索し続ける活動をしていくことの重要性を再認識した分科会であった。
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ジオパークの国際連携
－相互の発展に向けた学び合いー

分科会９
国際

●コーディネーター
鳥越

寛子氏（糸魚川 GP）

中村

真介氏（白山手取川 GP）

東南アジアのジオパーク関係者を迎え、彼らがジオパークを進めるうえで抱えている課題は何
か、そして我々が国際貢献にむけ抱えている課題は何か、双方の地域の未来のために、特にジオ

概要

パーク運営の改善に着目し、情報共有、ワークショップを展開した。この分科会は、JGN主体で行っ
た東南アジアにおけるキャパシティ・ディベロップメント事業と連携し実施したことから、マレー
シア、ベトナム、タイ各国から各３名ずつとユネスコジャカルタ事務所から 1 名の計 10 名の海外
招聘者を迎えることができ、全国大会として初の使用言語が英語のみの分科会となった。

初日：翌日のワークショップをスムースに展開するため、話題提供として日本と東南アジアか
らの参加国のジオパーク活動状況について情報共有をおこなった。プレゼンは 6 つ、各 10 分程度

内容

での発表とした。①「なぜ国際連携が必要なのか」
（コーディネータ）②、③日本のジオパーク
運営の例（白山手取川ジオパーク、山陰海岸ジオパークの 2 件）④ -⑥各国のジオパークの状況（マ
レーシア、ベトナム、タイの三カ国）
翌日：前日の情報を考慮しながらワークショップを行った。マレーシア、ベトナム、タイの 3 ヵ
国× 2 グループずつの計 6 グループに分かれ、東南アジアからの参加者は自国のグループに、そ
の他の参加者は興味のある国のグループに入って意見交換や議論を進めた。テーマは、
「ジオパー
ク運営をどう改善するか」としたが、より具体的な議論とするため、さらに①各国ジオパークの
ステークホルダー、②各ジオパークでかけているプレイヤー（団体、人）③それらのプレイヤー
を巻き込む手段の 3 つに、段階的に焦点をあててワークショップを展開した。模造紙と付箋を使
用しながら、日本人参加者の経験共有や事例も参考に、各国に足りないと思われるプレイヤーを
探り出した。

ワークショップ成果として発表共有された内容は下記のとおり。

まとめ

マレーシアグループ：欠けているプレイヤーとして地域の人々、国と州、ガイドを挙げた。予
算を持つ国と、土地所有者である州との連携、協力体制の構築が難しく、橋渡しする必要性がある。
タイグループ：ステークホルダーとして学校、商業団体、国会があがった。彼らを巻き込む手
段として、学校での地域資源や遺産に係る学習時間の設定や、ジオパークのロゴマーク活用など
が手段として提案された。
ベトナムグループ：連携したい団体として教育関係、地域の人々、新たなメディアを挙げた。
公共交通機関の広告やイベントでのアーティストパフォーマンス等を通じ、ジオパークを地域に
浸透させる、などの手段があがった。
いずれの国においても、どのジオパークにおいても、多くのステークホルダーを巻き込むため
には、ジオパーク活動に関わることで得られる恩恵や価値の共有が重要であることが分かった。
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ジオパークプログラムがユネスコの正式事業となり、世界ジオパークが果たすべき義務として
コーディネーター

総括

ネットワークへの貢献はますます重要視されてきている。しかし、日本の多くのジオパーク地域
は、
国際貢献の具体的あり方が見えずに戸惑っているところが多い。まだまだ歴史の浅いジオパー
ク活動においてそれは当然であり、今ジオパーク活動を行い、全国大会に参加している我々が、
東南アジアにおける国際貢献の在り方を作り上げるパイオニアではないのか。そんな思いから、
全国大会初となる東南アジアからの参加者を交えた英語の分科会を展開した。この分科会の難し
さは、
各国のジオパーク事情が全く異なることだ。日本国内でさえ、ジオパーク運営の方法は多様。
まして東南アジア各国まで含めると、国や地方自治制、人々がジオパーク活動を始める社会的背
景等々すべてが異なり、同じ土台に立ち議論が展開できない可能性が高い。そのため、事前に有
志とともに悩み、議論を尽くしテーマを絞った。その結果、地域の持続可能な発展を目指すジオ
パークの運営に欠かせない要素は共通していると確認できたことは、今後も国際連携の在り方を
模索していく上での１つのヒントとなった。
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分科会 10

ジオパーク ABC
●コーディネーター
目代

邦康氏（日本ジオサービス（株）・JGN）

渡辺

真人氏（産業技術総合研究所／ GGN Executive Board member）

日本ジオパーク認定を目指す地域や、認定地域の事務局員として新たに赴任した行政職員、専
門員、ジオパーク活動に取り組んでいるガイドなどを対象として、日本ジオパーク、ユネスコ世

概要

界ジオパーク、ジオパークにおける様々な活動について、解説を行い、参加者がなぜジオパーク
活動に取り組もうとしているのか発表してもらい、ディスカッションを行った。
従来、ジオパークの ABCでは、主に講義形式で進められていた。最近はジオパークに関する情
報は入手しやすい状況であり、全国大会の場でわざわざ集まって、基礎的な話しだけをするのは

内容

大変もったいないことである。そこで、この分科会では、
「それぞれの地域で発生している問題
は何か、それをどのように解決しようとしているのか、そして世界をどう変えようとしているの
か」ということをテーマに、自分たちがジオパーク活動に取り組む原点を見直す機会として、こ
の分科会を行った。
ジオパークの基本的な事柄については、講師の渡辺真人氏がスライドを使って紹介した。
続いて、司会が任意でフロアの人を指し、意見を述べてもらった。事前に、参加者には自分の
地域で起こっている問題や、その問題についてジオパークを使ってどのように解決しようとして
いるのか、考えをまとめてもらうように指示をしていた。各人の発表を基に意見交換を行った。
参加者からは様々な視点からの意見が述べられ、各地の担当者の経験を共有することができた。

まとめ

しかし会場にいた参加者で、ジオパークにある程度の期間、関わっている人が少なかったため、
その提供された話題について深く掘り下げることはできず、散漫になってしまったことは否めな
い。
また、これまでの「ジオパークの ABC」を念頭におき、基礎的な話しを聞きたいと思って参加
した人がいると思われるが、そうした人にとっては、得たい情報が得られなかった分科会であっ
たと思われる。
近年は、ジオパーク活動について長年取り組んで経験を

コーディネーター

総括

有している人や、ユネスコ世界ジオパークの審査員などが
増え、研修会も各地で開かれ、そうした人の文章も容易に
読める状況である。そのような状況なので、ジオパークに
関する基礎的な事柄については、まずは既存の情報から学
び取ることを各自がすべきであろう。ジオパークの仕組み
を理解しておらずとも、地質・地形遺産の保全、教育、ジ
オツーリズムは実際に行うことができる。実際に行った経
験がある上で、ジオパークの仕組みを学び、そのしくみを
使うというのであれば、ジオパークは発展するであろうが、
ジオパークになることが目的化しているのであれば、基礎
的な情報を学ぶこの分科会の意味はそれほどないと思われ
る。今後は、
「ジオパークの ABC」をやる意義を再検討し
たうえで、この分科会を実施すべきであろう。
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Geo

Café「ジオパークをもっと楽しむために
～つなぐ、むすぶ、そして動く～」

●コーディネーター
斉藤 清一氏（JGN）

野辺 一寛氏（隠岐 GP）

石井 千春氏（伊豆半島 GP）

地域におけるジオパーク活動を支えるのは「地域の人々」であり、人と人がつながることで新たな

概要

価値を生み出すことができる。そのためにはみんなで十分な対話を行い、それぞれの目的の認知とそ
れを実現するための協働による行動を呼び起こすことが必要と考え、初の試みとして「Geo Café」を
開催した。
ワールドカフェという新たなスタイルのワークショップを行うことで、ラウンドごとに席を移動しな
がら多くの参加者と対話を楽しむことを基本にお菓子やお茶を飲みながら和やかな雰囲気の中、活発
な意見交換を展開した。
〈参加者数 52名〉
Geo Caféを始める前に、ミニ講義として北海道博物館の取り組みやジオ女＠東京の活動紹介を行う

内容

とともに、各地域のジオパークにおいて、地域住民のボトムアップから始まった活動などを紹介した。
その後は、ファシリテーター立教大学21世紀社会デザイン研究科教授・萩原なつ子氏の軽妙な進
行により和やかな雰囲気の中、トークテーマ（自分の思うジオパーク・ジオパークのイメージ等、全 4
ラウンド）に沿ってテーブルごとに対話を行った。全国のジオパークから集まったスタッフからガイド
まで多様な参加者が集い、普段ジオパークについて感じていることや自身のジオパーク、自身の活動
などを基に思い思いに会話を楽しむことができた。
参加者にとっては、地域で行っている自身の活動が Geoにつながっていることを再確認できる時間
となった。
新たな試みとして開催した Geo Caféであるが、ワールドカフェというスタイルで実施することによ

まとめ

り普段慣れ親しんだワークショップとは違い、テーブルをラウンドごとに点々とすることでより多くの
参加者と対話をすることができた。そのたくさんの対話の中から、人と人がつながることの大切さや
新たな価値や気づきが生まれることを実感することができた。
また、ラウンド2や3では、個人的な楽しみをジオパークとつなげて考えることで、結果として Geo
が様々な人や地域社会とのつながりを広めるツールであるという認識を持つことができた。

ジオパークの分科会ということで参加者が関係者に限
コーディネーター

総括

定されたこともあり、出てくる意見はジオに偏ってしまっ
ていたのが少し残念であった。ラウンド１で行ったジオ
パークのイメージでは、
「岩・地層・山・地域・防災・・・
etc」であった。一般の方のイメージを同時に聞くことが
できなかったので、何とも言えないが上記のような言葉
は出てこないであろうと思う。そこでこの両者の間を埋め
るための方策を、地域の様々な方と対話することで導き
だしていくことが大切ではないかと感じた。
今回 Geo Caféに参加した方々は、多くの方と会話する
中で新たな気づきを得られたのではないかと思う。
このような機会を地域でも意識的に増やしていくこと
で、新たな行動につなげていけるのではないかと感じた。
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分科会 12

ジオストーリー
●コーディネーター
大野

希一氏（島原半島 GP）

新名

阿津子氏（公立鳥取環境大学）

分科会「ジオストーリー」では、ジオパークで語られるジオストーリーの定義づけと事例紹介
を行い、ワークショップを開催した。これまでジオストーリーについて語られる機会は多くある

概要

ものの、ジオストーリーが何かということを論じた場がなかったのが現状である。そこで本分科
会では、ジオパークで語られるジオストーリーについての共通認識を持ち、各々の参加者が自ら
ストーリー作りができるようになることを目的とした。なお、ワークショップでは鳥海山・飛島、
Mine秋吉台、室戸を事例に、そこで発行される観光パンフレットにある情報を用いて、参加者が
事例地域のジオストーリーを作るというワークを行った。

初日は、
「ジオストーリー」という言葉を作った大野から、本分科会の趣旨説明、定義、事例
紹介が行われた。そこでは、ジオストーリーは「地域の新たな価値を創造するために、地学的現

内容

象およびプロセスとそれら以外の要素を組み合わせることによって作られる物語」であると定義
された。次に、参加者のワークを効果的に進めていくために、おおいた豊後大野ジオパーク（豊
田徹士氏）
、
Mine秋吉台ジオパーク（神田高宏氏）、室戸ジオパーク（白井孝明氏）から、各ジオパー
クで語られている実際のジオストーリーの例と、そのジオストーリーをどのように作っていった
のかという制作秘話が紹介された。
翌日は、鳥海山・飛島ジオパーク（五十嵐和一氏・岸本誠司氏）の発表の後、鳥海山・飛島、
Mine秋吉台、室戸、豊後大野の４つのジオパークのエリアで配布されている、ジオパーク的視点
で書かれていない既存の観光パンフレットを用いて、ジオストーリーを作るワークショップを開
催した。以下、ワークショップでの発表事例を紹介する。
室戸「金目鯛は忍者魚！？」
室戸の特産品に金目鯛がある。この金目鯛は赤色をしているのが特徴である。なぜ、この金目
鯛は赤いのか。水深 10m以下では赤色は灰色に見えるため、光が届かない深海では赤色は保護色
となり有利に働く。陸上では鮮やかな赤色で目立つが、闇の中では目立たない。忍者の服の色を
思い浮かべると小豆色をしている。ゆえに、金目鯛は忍者魚であると言えよう。
全国的には煮付けで食される金目鯛だが、室戸では刺身でも食べている。刺身は新鮮でないと
食べられない。なぜ室戸で新鮮な深海魚が食べられるのか。この金目鯛が特産品となっている理
由の一つに海との関係がある。金目鯛は水深 200~800 ｍの深い海に住む深海魚である。室戸沖に
は太平洋プレートとユーラシアプレートのぶつかるところに深い海の溝ができていて、そこが忍
者魚である金目鯛の住処となっているのである。

本分科会ではジオパーク的視点で書かれていない既存の観光パンフレットを使い、そこに「ジ

まとめ

オ的視点」を導入したジオストーリーを作ることに挑戦した。ジオストーリーを語るには、地理・
地形・地質とその他の様々な要素を関連づけて語るテクニックが必要不可欠である。本分科会の
参加者は既存の観光パンフレットに書かれている情報を用いて、食や農業、俳人等の身近な物事
や人物と地理・地形・地質を結びつけ、自由な発想と方法で他地域のジオストーリーを作成する
ことができた。さらに、その成果を共有した際に新たな情報が提示され、これまでになかったジ
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オストーリーのキーワードが見つかった事例地域もある。この相互学習による新たな知識の共有
は意義深いものであった。
以上のことから、本分科会で参加者は、それぞれジオストーリーを作るノウハウを習得したと
いえよう。特に他のジオパークのジオストーリー作りに取り組むことによって得たノウハウが、
自らの地域でも生かされることに期待したい。

日本のジオパークにおいて「ジオストーリーが重要である」と言われる。ジオストーリーは、
コーディネーター

総括

地形・地質遺産の持つ価値を啓発し、それらの保全を促進するために必要不可欠なものであり、
また教育やジオツーリズムの推進においても基本となる最重要事項の一つである。にもかかわら
ず、これまで「ジオストーリーとは何か？」について議論された機会は少ない。
そこで、本分科会では、一度このジオストーリーをめぐる議論を整理し、参加者が自由にジオ
ストーリーを構築できるノウハウの習得を目指した。ジオストーリーが「地域の新たな価値を創
造するために、地学的現象およびプロセスとそれら以外の要素を組み合わせることによって作ら
れる物語」であると定義され、それを共有できたのは大きな成果の一つである。
重要なのは、観光パンフレットなど既存の情報から、多様な事象と地形・地質を結びつけて語
るノウハウを身につけ、そのセンスを磨くことで、ジオパークの担い手（ガイド、行政職員等）
が地域独自のジオストーリーを生み出せる力をつけることである。しかしながら、これまで「地
域のお宝再発見」という現状認識までは進むも、それをどう語るかまでについてはノウハウの蓄
積と共有がなされてこなかった。この現状を一歩前進させたことも本分科会の意義であったと考
えられる。今後は本分科会で得られたノウハウをもとに、参加者自らが楽しみながら面白いジオ
ストーリーを構築していくことに期待したい。
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市町村長セッション

10 月 10 日（月・祝）13：35～16：50
コンベンションホール A

●コーディネーター

渡
 辺 真人 産業技術総合研究所地質情報研究部門・GGN Executive Board member
中川 和之 時事通信社解説委員・JGC委員（文責）

概要

大会に参加した全国各地のジオパーク活動を支える48 人の市町村長たちが、
「なぜ、いま、私たちはジオパークを選ん
でいるのか」をテーマに、進行役からの投げかけに答える形で、ジオパークにかける思いを参加者の前で披露した。多く
の市町村長たちは、
「ジオパークは地質資源を活用した観光」というような当初の “安易 ”な意識から、
「住民や子どもたち
が地域に自信や誇り、愛着をもって一体となれる活動」という認識に変わってきたと語り、ジオパークが地域に良い効果
をもたらしている実感を語った。ステージにずらりと並んだ市町村長たちは、ユネスコ正式プログラム化の意義も踏まえ、
今後も JGNの仲間と連携して持続可能な地域社会づくりを進めていく意義を、会場の参加者と共有した。

内容

冒頭、コーディネーターから、二つの質問が投げかけられた。一つ目の「責任を任されている地域に、何も課題や問題
点がないという幸せな市町村長」という問いには誰からも手が上がらず、
「どんな問題点があるか」という問いには、口
をそろえて「人口減少と少子化」が上がった。
事前に行った各ジオパークの事務局長アンケートでは、
「なぜジオパークなのか」については、
「ジオ的な資源が多い」
、
「自然災害の被災体験がある」などという素材ベースでの回答があった。ただ、
「教育、観光・地域振興、防災などの既存
事業が一体的に進められる」
、
「住民主体、市民参画、地域力向上が図れ、持続可能性が高まる政策が推進できる」という
活動の効果を意識した回答も多かった。
この結果に対して市町村長のコメントを求めたところ、山陰海岸の中貝豊岡市長が「経緯から言うと、最初は関心がな
かった。やり始めると、目の前の何の変哲もない山が、なぜできたかを知って、とたんに愛おしくなり、それが地域の愛
着になり、エネルギーになる。知ると言うことが、愛着や誇りにつながる」と、ベースにあるジオ的な資源を理解するこ
との重要性を指摘した。
ジオパーク活動の波及効果については、
「黒曜石をウリにして地域起こしをしたいと、商売的な色気を出して始めたが、
今では町の一体感を醸成し、地域を作るためにジオパークを利用しており、黒曜石よりも大きな財産」
（遠軽町長）
、
「最
初はジオで観光客が一杯来るのではという思いが先に立っていたと思う。人口が減少する過程で、住民が自信をなくしか
ねないが、
ジオパークの活動で自分の地域に自信を持てる住民主役の活動が、
ジオパーク活動でできる」
（美祢市長）など、
まちづくりや地域作りというトップとして推進すべき課題解決に役立つというコメントが相次いだ。
次に、事前アンケートでは、知名度の向上とともに、負担の増加やハードルの上昇という回答があったユネスコの正式
プログラム化についての認識を聞いた。
伊豆半島 GPの伊豆市長は、
「一昨年の GGNの会議に参加して認識ががらっと変わった。確かに火山から始まるが、や
ればやるほど文化や歴史につながる。目的はユネスコ憲章で求める『教育、科学、文化を通じて、世界平和に貢献する』
こと。世界を目指すには、人的、金銭的負担を負ってまでやる覚悟が問われるが、伊豆半島にはそのポテンシャルがある
と思っている。世界平和への貢献ができるよう、GGNの一員を目指している」と改めて決意を披露。糸魚川の米田市長も
「ハードルが高ければ高いほど、チャレンジする力、結束力も出てくる。地域住民がチャレンジしようとする熱意は、地域
に効果がある」と語った。
GGNの Executive Board memberでもある渡辺氏は「地域の住民が世界中の人と交流することで、地元に得られること
が大きいはず。世界への貢献は、GGN地域の権利と考えて欲しい」と改めてコメントした。
最後に、
「
『ネットワーク、
良かった！』という実感があるか」で手を上げてもらったところ、
大半の市町村長の手が上がり、
ジオパークでなければ実現できない広域連携も大きな意義ということを再確認してセッションを終えた。
このセッションでは、市町村長からは、初期のジオパークでよく聞かれた観光や地域振興ではなく、
「誇り」や「地域

コーディネーター

総括

の自信」
「
、住民主役」
「
、地域の一体化」
「
、今までの多様な事業との連携」などという言葉が多く聞かれた。これからジオパー
ク認定を目指す地域の市長からも「私が考えていたことがその通りだと自信を付けた」というコメントもあった。
地域課題の解決を図り、持続可能性を高めることはジオパークの活動だけではできるものではないことは当然である。
しかしジオパークの活動が、市町村長が任されているよりよい地域経営を促進する重要な活動であるという共通認識が確
認できたと考える。
各地のジオパークの推進母体の中核は、現状ではほとんどが市町村だ。ユネスコの正式プログラムにはなったものの、
ジオパークは市町村が取り組まねばならない法的義務がある業務ではない。多くの行政課題がある中で、なぜジオパーク
に取り組むのか。今回は公開セッションとしたことで、トップたちの考え方を多くの人に聞いてもらうことができ、市町
村長の認識を広く共有することができたことは意義深かった。これらの思いを、どう取り組みに反映するかは、それぞれ
のジオパークの課題でもあり、ネットワークの課題でもある。
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小中高生ポスターセッション
10 月 10 日（月・祝）10：00～17：00 【コアタイム】11：45～12：30

多目的ホール

今年度は、一般と小中高生を分けてポスターセッションを行った。全国のジオパーク及び伊豆半島内の小中高校から合計
で 30 枚のポスター発表が行われ、
「調査研究」
「商品開発」「魅力発信」の 3 部門に分かれて日頃の学習の成果を発表した。
コアタイムには多くの来場者が訪れ、児童・生徒たちとディスカッションを交わす場面が見られた。児童・生徒としては、
大勢の前で発表し、また他校の研究や活動内容を知る良いきっかけとなり、今回の発表で出た意見をもとにさらに研究を深
める学校も多く見られた。
賞

題

最優秀賞
優秀賞

調査研究

目

発表者所属団体

千本浜のクロマツ林面積は数十年間にどのように変化したか

沼津工業高等専門学校

佐渡市

佐渡市立真野中学校

真野地域の地層と化石

ジオサイトを活用した科学研究

ウバメガシ林の分布調査による古狩野湾の復元
/ 地質調査データの解析による古狩野湾の復元

静岡県立韮山高等学校

商品開発

高校生発案！地域の特産物を使用したロングセラー商品への道

静岡県立沼津商業高等学校

魅力発信

伊豆半島の魅力

日本大学三島高等学校

No

キーワード

1

調査研究

佐渡市

題

2

調査研究
魅力発信

アポイ岳の魅力

3

調査研究

阿蘇火山の歴史と水の関係について

田中幸菜

藤田彩花

三角園紗代

4

調査研究

千本浜のクロマツ林面積は数十年間にどのように変化したか

加藤輝一

勝又隆博

鈴木静男

5

調査研究

どのような植生や土地利用形態でシカやイノシシは出没するのか
―沼津市における予備的調査―

鍵山純一

太田裕斗

部谷和輝

6

調査研究

森林バイオマスエネルギーの持続的活用にむけて

山田怜央

伊藤凌

7

調査研究

三島競馬場痕跡探訪

貴田尊士

四之宮魁杜
大内淳平

太田拓実

成生博人

静岡県立熱海高等学校
魚類班

渡邉光貴
白須秀作

御園生ひな

静岡県立三島南高等学校

真野地域の地層と化石

目

発表者名

ジオサイトを活用した科学研究

岩月隣平

渡邊智哉

田頭克教
上田結菜

畠山爽汰
伴萌花

発表者所属団体

逸見拓海
上田幸花

佐渡市立真野中学校

岡田玲亜

様似町立様似中学校
熊本県立阿蘇中央高等学校
沼津工業高等専門学校

鈴木静男

鈴木静男

沼津工業高等専門学校
沼津工業高等専門学校

井関雄大

沼津工業高等専門学校

8

調査研究

伊豆半島東岸における生態系の多様性に関する調査

早瀬龍一
田畑永遠

9

調査研究

三南トープ報告書 2016

坂倉颯大
浅賀友希

加藤朱希
小林優花

10

調査研究

狩野川の水質調査

浅野佑太

石田尚也

11

調査研究

ウバメガシ林の分布調査による古狩野湾の復元
Restoration of the ancient  ＂Kano Bay” by researching distribution
of Quercus Phillytaeoides

池田有希菜

12

調査研究

地質調査データの解析による古狩野湾の復元
Restoration of the ancient  ＂Kano Bay“ by researching the geologi- 鈴木圭菜
cal survey data

13

調査研究

地域の廃線から学ぶ

杉山新

14

調査研究

竹林はどれだけ拡大しているのか？

勝又隆博

15

調査研究
商品開発

放置竹林から資源を！タケからバイオエタノールをつくる

大林蓮

16

調査研究
魅力発信

水のまち

芹沢達也

森田愛美

石川由輝斗 岡水楓人 稲葉凪
沼津工業高等専門学校
金子直樹 阿形明音
特別同好会『知財の TKY（寺子屋）』
高野舞 望月万里衣 桑田一穂
深海プロジェクト
小澤空 佐藤智晴（顧問 大津孝佳）
勝又玲菜

みしま

～ミシマバイカモ編～

～なぜ三島の水はなくなったのか～

猪ノ原蓮也

小川凜太朗
鈴木由紀

米山彰香

野田正太

川合智士

宇津木眞

日吉彩乃

山武慧祐

加藤穂加
伊藤優基

静岡県立韮山高等学校

沼津の地域特性を活かした産学官連携による「深海プロジェクト
活動」
～～「海」と拓く地域の未来～～

18

魅力発信

物質による熱反射率の差

山崎聖也

19

調査研究
魅力発信

源兵衛川の現状は？？

近藤真幸 中野偉慶
デモンドせりな

溝田多岐

鈴木愛梨

20

調査研究
魅力発信

源兵衛川をきれいにしよう‼

近藤真幸 中野偉慶
デモンドせりな

溝田多岐

鈴木愛梨

石川慶美

石橋晃誠

羽柴英美

近藤滋

大石麻帆
田中郁弥

上田葵 米村真奈 山中章斗
山田穂乃花 鈴木花香 山田千遥

和田大二郎

物質工学科

静岡県立三島北高等学校

調査研究
魅力発信

室伏龍真

静岡県立韮山高等学校
物理 2 班
知徳高等学校
知徳高等学校

21

商品開発

熱海特産「だいだい」使用

商品開発

伊豆半島ジオパーク、世界認定への新たな挑戦‼
品開発が果たす役割とは～

23

商品開発

24

商品開発
魅力発信

お菓子とエンターテイメントでジオパークを伝えよう！

久川あゆみ

25

魅力発信

伊豆総合高校のジオパーク活動の歩み

大木雄一朗

26

魅力発信

松崎高校サイエンス部 Geo Activity

関海斗 中村龍太 中谷海斗 美澤智也
石田大良 森田和樹 冨川友秀

静岡県立松崎高等学校

27

魅力発信

沼津のジオマップ

杉山春来

静岡県立沼津東高等学校

28

魅力発信

そのときに備えよ

『高校生発案！地域の特産物を使用したロングセラー商品への道』 静岡県立沼津商業高等学校 総合ビジネス科・
沼津餃茶 ～ぬまづギョーちゃ～
3 年生経営コース 「沼商屋」

～高校生が考える自主防災～

郷土研究部

理数科課題研究

22

～ 2 つの新商

物質工学科

静岡県立韮山高等学校

沼津工業高等専門学校

17

泉（せん）ちゃんゼリー

静岡県立沼津工業高等学校

沼津工業高等専門学校

鈴木和馬
貝嶋志斗
杉山結紀
加藤亮大

～なぜ反射炉はレンガなのか？～

サイエンス部

沼津工業高等専門学校

鈴木静男

小野田寛

理科課題研究

静岡県立熱海高等学校 ビジネス観光類型
静岡県立伊東商業高等学校
静岡県立沼津商業高等学校
日本大学三島高等学校

藤井雄大

静岡県立伊豆総合高等学校

武井耀一郎

髙橋美優

飛龍高等学校

29

魅力発信

伊豆半島の魅力

石田愛奈

30

魅力発信

ジオ散歩！溶岩と湧き水のまち三島を探検しよう

ふじのくに子ども観光大使

上杉萌葉

上野加琳

自然科学部

サイエンス部
地学部

食文化コース 2 年

日本大学三島高等学校

新聞部

静岡県／ NPO 法人子ども未来

31

ポスターセッション（一般）
10 月 10 日（月・祝）9：00 ～ 19：20

10 月 11 日（火）9：00 ～ 15：00

【コアタイム】10 月 10 日（月・祝）18：30 ～ 19：20
コンベンションホール B

ホワイエ

ポスターセッション（一般）には計 70 件の参加があった。キーワードとして挙げられていたのは（複数回答あり）
「教育」
23 件、
「ジオガイド活動」20 件、
「ジオツーリズム」18 件、「ジオストーリー作り」14 件、「防災・減災」14 件、「ジオパー
クを目指す取り組み」13 件、
「情報発信」12 件、
「保護・保全」7 件、「マーケティング」4 件、「看板・パンフ」1 件、
「ジ
オ調査研究」1 件となった。キーワードとして設定していた「ユニバーサルデザイン」は 0 件だった。特徴的な発表では、
条件付き再認定を受けた地域が指摘された課題に対する取り組みや、日本ジオパークネットワークキャパシティ・デベロッ
プメント・プロジェクトによって招聘された、タイ・マレーシア・ベトナムのメンバーによるジオパークとジオパークの活
動紹介があった。
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ポスターセッション発表一覧
番号

発表者所属団体

A001 土佐清水ジオパーク推進協議会

題
黒潮あらう大地が宿す

目

豊かな海の記憶

A002 十勝岳山麓ジオパーク推進協議会

うねる大地が描く十勝岳の軌跡

A003 萩ジオパーク構想推進協議会

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

十勝岳ジオパーク（美瑛・上富良野エリア）構想

A004 くにびきジオパーク推進協議会

くにびき神話が語る大地の動きと人々の交流

A005 島根大学くにびきジオパーク・プロジェクトセンター

くにびきジオパーク構想における島根大学の活動事例

A006 那須烏山ジオパーク構想推進協議会

那須烏山ジオパークを目指す取り組み

A007 月山ジオパーク推進協議会

月山ジオパーク構想の活動について

1

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）

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

2

爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

ジオパークにおける解説看板の役割とは

3

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

糸魚川ジオパークに分布する近世花崗岩石造物の産地

4

下北ジオパーク構想推進協議会

生産者と飲食店が参画する「食」のジオパーク活動

5

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

ジオパークの活動における地震学活用の実態調査

6

南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク協議会

南アルプスジオパークにおける新たなジオサイト紹介

7

天草ジオパーク推進協議会・北海道地図株式会社

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

8

苗場山麓ジオパーク

苗場山麓ジオパークにおけるジオ学習

9

おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会

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

10

浅間山ジオパーク構想推進協議会

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

11

白滝ジオパーク推進協議会

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

12

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科、山陰海岸ジオパークガイドクラブ
「海と空と森と人」

－効果的なガイド活動のためにー

山陰海岸ジオパークのカヌーアクティビティ
ティコースの有効性―

―豊岡市の旧河川を利用したアクティビ

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）”

13

恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会 , 勝山市教育委員会

14

恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会

JGN 初の条件付き再認定後の課題解決に向けた取り組み

15

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

中央アルプスジオパーク（仮称）構想の取り組み

16

阿蘇ジオパークガイド協会

夏目漱石と阿蘇ジオパーク

17

秩父まるごとジオパーク推進協議会

ジオパークと国立公園

18

四国西予ジオパーク推進協議会

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

19

銚子ジオパーク推進協議会

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

20

一般社団法人

~ 食で感じる！ジオパーク ~

21

福山市立大学、NPO 地域づくり工房、駒澤大学

全国風穴サミットの取り組み

22

三笠ジオパーク推進協議会

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

23

静岡大学地域創造学地域環環境・防災コース

伊豆半島ジオパークにおける防災の可能性

24

鳥海山・飛島ジオパーク

ふれる

25

東三河ジオパーク構想推進準備会

東三河ジオパーク構想における取り組み

26

とかち鹿追ジオパーク推進協議会

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

27

筑波山地域ジオパーク推進協議会

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！～

28

Mine 秋吉台ジオパーク推進協議会事務局

29

静岡県地学会会員

伊豆城ケ崎ネイチャースクールジオツアー実践記録

30

静岡地方気象台

ジオパークと火山防災

31

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

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―

32

阿蘇ジオパーク推進協議会

33

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会、湯沢市ジオパーク推進協議会、鳥海山・飛島ジ
オパーク推進協議会、八峰白神ジオパーク推進協議会

34

おおいた姫島ジオパーク推進協議会

35

八峰白神ジオパーク推進協議会

グリーンタフをもたらした火山活動に想いをはせて

36

三島村役場

三島村・鬼界カルデラジオパークにおける研究サポート

37

三陸ジオパーク推進協議会、ハーナムキヤ景観研究所

38

栗駒山麓ジオパーク推進協議会

39

室戸市観光ジオパーク推進課

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

40

湯沢市ジオパーク推進協議会

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

41

伊豆大島ジオパーク推進委員会

新たな目覚めを実感！

42

伊豆大島ジオパーク

伊豆大島ジオパーク研究会のひみつ。

43

南紀熊野ジオパーク推進協議会

南紀熊野ジオ興しチームの活動について

44
45

事務局

島原半島観光連盟

佐渡市教育委員会

徳山大学

楽しむ

好きになる

食の祭典

島原半島ジオ・マルシェ

鳥海山・飛島ジオパーク
2016

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～

「熊本地震」への対応と今後の方向性

社会教育課

つながる～秋田県内ジオパークの輪～
「ひめしま学」検定の実施と課題

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－
「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」

ジオパーク推進室

（一社）立山黒部ジオパーク協会、黒部川扇状地研究所、日本黒部学会

伊豆大島ジオパーク認定ジオガイドの誕生

エイ（kubikichthys raris）の化石発見！

〜増えてます！！〜
市民講座の野外研修にて

地域住民による地域研究のジオパークへの活用

46

一般社団法人白山市観光連盟、白山手取川ジオパーク推進協議会

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

47

白山手取川ジオパーク推進協議会、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、特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク

ユネスコジオパーク誕生記念フォーラム 開催報告

48

白山手取川ジオパーク推進協議会

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

－日本のジオパークと国際協力ー

49

白山手取川ジオパーク推進協議会

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

50

白山手取川ジオパーク推進協議会

第 3 回日本ジオパーク中部ブロック大会開催報告

51

金沢大学、白山手取川ジオパーク推進協議会

火山の科学と防災：白峰小学校での取り組み

52

霧島ジオパーク

53

箱根ジオパーク推進協議会

54

ジオパーク下仁田協議会

55

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会

56

伊豆半島ジオガイド協会

57

伊豆半島ジオパーク推進協議会

58 ～
62
63

ジオパークの統合・エリア設定についての課題

日本ジオパークネットワーク
ム他
兵庫県立大学大学院

事務局

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～
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
「あきたジオパーク大学」ICT プロジェクト
JGN 第 2 回ガイドフォーラム in 伊豆半島ジオパーク
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

キャパシティ・ディベロップメント・プロジェクトチー

地域資源マネジメント研究科

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

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
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10 月 10 日（月・祝）

多目的ホール・コンベンションホール A

大会テーマ「連携が生み出す未来」から「ニッポン全国まるっとジオパーク」と称して、伊豆半島内はもちろん
日本各地のジオパークについて地域住民に知ってもらおうと同時開催。当日は 3,000 人を超える多くの方にご来場
いただき、活気あふれるイベントとなった。

特別講演
10 月 10 日（月・祝）10：00 ～ 11：30
コンベンションホール A
テーマ：日本の魅力 ー日本百名山ひと筆書きを通してー
講演者：田中 陽希氏（プロアドベンチャーレーサー チームイーストウインド所属）
前半は日本百名山、後半は二百名山踏破の際の逸話や自己の自然観についての講
演があった。田中氏が長期間にわたり全国の山々を巡る中で、自然の驚異や美しさ
のみならず、そこに暮らす人々との触れ合いを通して得られた人生観、山が教えて
くれた教訓など、自然を愛する全ての人の心に残る講演となった。

ジオパーク実験コーナー
各ジオパークを来場者の方々に身近に体験してもらうコーナー。
各ジオパークの特色を生かした体験や岩石標本作りにはたくさんの
子どもたちが興味をもち、真剣かつ楽しそうにジオパークを学んだ。

34

日本ジオパーク伊豆半島大会

ステージイベント
飲食スペース前のステージでは高校生や地域住民、各地のジオパーク
から 11 団体が伝統芸能や部活動の成果等を披露した。また、演奏・演技
の合間にはジオキャラや伊豆半島内のご当地キャラクターが集結し、来
場者と記念撮影をする姿もみられた。

静岡県立

静岡県立

ジオ市場
伊豆半島各地や、各ジオパークからその土地ならではの食べ
物や物産が 50 店舗以上集結。当日は売り切れも出るなど多くの
人で賑わった。

静岡県立韮山高等学校写真報道部
伊豆半島ジオパーク内にある静岡県立韮山高等学校
写真報道部は 10 月 10 日、会場にパソコン等を持ち込
み、3 回にわたって全国大会の様子を速報にして発行
し、来場者へ配布した。

35

大交流会
多目的ホール
伊東大田楽の演奏を皮切りに始まった大交流会。総勢
800 名を超える参加者で会場内は熱気に包まれた。さらに、
各ジオパークからの 10 秒メッセージでは自分たちのジオ
パークが映ると会場から歓声が上がった。大交流会の最後
は、来年度開催地である男鹿半島・大潟ジオパークの挨拶
で締められた。

大会２日目

10 ／

9：00 ～ 12：00 【会場

11（火）

コンベンションホール B ほか】

分科会
13：00 ～ 14：30 【会場

コンベンションホール A】

全体会
・分科会報告
各分科会で討論された内容をコーディネーターが報告

閉会セレモニー 【会場 コンベンションホールＡ】
・大会宣言（P38 参照）
・次回開催地 挨拶 （男鹿半島・大潟ジオパーク）
 第8回日本ジオパーク全国大会の舞台は
「男鹿半島・大潟ジオパー
ク」
。大会テーマを「明日へ」とし、男鹿半島・大潟ジオパークの
紹介とともに来年度の参加を呼び掛けた。

15：30 ～

ジオツアー開始
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分科会報告

次回開催地挨拶

大会３日目

10 ／

12（水）

大会 2 日目終了後、伊豆半島各地へジオツアー出発
テーマごとに全 11 コースに分かれたジオツアー一行は、ツアーごと
に色分けされたタオルを首から提げて出発した。全 11 コースの内 6 コー
スは沼津駅から電車で出発し、三島駅で「伊豆市コース」は伊豆箱根鉄
道駿豆線へ、
熱海駅で「熱海・真鶴コース」が下車した。残る「伊東コース」
「東伊豆コース」
「下田コース」
「南伊豆コース」は、熱海駅で「黒船電車」
に乗り換え、伊豆高原駅へ向けて出発。途中「伊東コース」は伊東駅で
下車、伊豆高原駅からは伊豆急行株式会社のご厚意で、伊豆半島ジオパー
クのジオサイトを掲示した臨時列車「ジオトレイン」に乗り換え、伊豆
急下田駅に向けて出発した。

地域交流会
宿泊地へ到着後、地元のおもてなしをうけながら、
ツアー参加者が交流を深めた。

大会 3 日目

ジオツアー

伊豆半島を北から南、東から西へと縦横無尽にジオツアーがスタート、
「熱海・真鶴コース」と「清水・箱根コー
ス」は伊豆半島の成り立ちと関わりのある「箱根ジオパーク」も連携してコースを設定した。

①

ようこそブラアタミの世界へ！
〜いざ、源頼朝と出港 in 箱根ジオパーク〜
行程

熱海街歩き→伊豆山神社→走り湯→錦ヶ浦→
城願寺→真鶴半島遊覧船

②

伊東街歩き→小学生ガイドで城ヶ崎→大室山
(2 班はシュノーケリング体験 )

シュノーケリング

小学生ガイド

天城隧道

細野高原

大噴湯公園

白濱神社

「伊豆の踊子」の道をたどる
〜天城越え、ボンネットバスも〜
行程

④

錦ヶ浦

ようこそ海ジオの世界へ
〜小学生がジオガイド、シュノーケリングも〜
行程

③

真鶴遊覧船

細野高原→湯ヶ野→天城峠越え→浄蓮の滝

伊豆下田で岬めぐり
〜開国の町の歴史を歩く〜
行程

白濱神社→爪木崎→恵比寿島→ペリーロード→
大噴湯公園→河津七滝
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⑤

伊豆最南端の秘境で冒険
〜巨大石丁場とカヤックの 2 コース〜
行程

石廊崎クルーズ→石丁場
(2 班はシーカヤック体験 )

シーカヤック

⑥

クルーザーで絶景探索
〜海からしか見えないジオサイトへ〜
行程

かつお節工場→ジオクルーズ→岩地→室岩洞

⑦

八丁池トレッキング

準備体操

大型展望水門びゅうお

深海魚

ノルディックウォーキング

三島街歩き

箱根

鮎壷の滝

ジオリア→八丁池→道の駅「天城越え」

沼津港→大瀬崎クルーズ→道の駅「くるら」→
だるま山→韮山反射炉

断層と酪農の里を訪ねる
〜小宇宙・丹那盆地ツアー〜
行程

⑪

船原スコリア

深海魚との遭遇
〜駿河湾の恵みと展望を満喫〜
行程

⑩

珪石鉱床

珪石鉱床→黄金崎→土肥金山→船原スコリア丘

天城山八丁池トレッキング
〜貴重な自然遺産（ブナ林）をめぐる〜
行程

⑨

室岩洞

キラキラの秘密を探しに
〜クリスタルな鉱床ツアー〜
行程

⑧

クルーザー

三島街歩き→かんなみ仏の里美術館→
丹那断層公園→火雷神社→柏谷横穴群

富士山噴火の痕跡と箱根カルデラ
〜澄み切った空から新火口を見てみよう〜
行程

柿田川公園→鮎壷の滝→割狐塚稲荷→大観山→
箱根ビジターセンター→箱根ジオミュージアム
→大涌谷

【参加者アンケートから】
ツアー終了後、参加者にアンケートを実施した。回収率は 77.7%。総合評価を聞いたところ、「大変満足」ま
たは「満足｣ と答えた人が全体の 93.2% に達し、ツアーは成功だったと評価している。約 3 カ月前から、ジ
オガイド、市町担当者を中心に随時、ミーティングを開いたほか、訪問ポイントで案内を担当することになっ
たガイドが何度も練習したことが高評価につながった。
地域交流会をはじめとした「おもてなし」でも、90.8% の参加者が「大変満足」｢満足｣ と答えた。半面、ストー
リー性や時間配分をめぐっては「いま一つ」「お土産を買う時間がほしかった」といった声が寄せられた。
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大会宣言
10.全体会

伊豆半島大会宣言
伊豆半島は、フィリピン海プレートとともに北上し、本州に衝突して誕生した。この衝突は、南アルプスを
隆起させ、日本の中央部の地質を大きく曲げることとなった。変動帯に位置する日本の大地は、世界中のどの場
所よりも、互いに影響を及ぼしながら、活発に動いている。このような日本の大地の仕組みを理解する我々ジオ
パークに関わる者も、互いに刺激し合い、影響を与えながら、新たな歴史を作り、未来を生み出していく。
我々は、「連携が生み出す未来」をテーマとした第7回日本ジオパーク全国大会において、さらなるネットワー
クの強化と革新に向け、ジオパークの未来を見据えて議論を行い、以下について宣言する。
・行政・学者・地域住民・企業など多くの関係者は、ジオサイトをモニタリングして重層的な価値を認識・可視
化し、協働によって保全と開発と生活のジレンマの最小化を図る。
・「ジオ～エコ～ひと」のつながりはジオパークのESD（持続可能な開発のための教育）の根幹であることを強く
意識し、ユネスコが推進するESDをジオパーク版ESDとして展開していく。
・2016年は災害が次々に日本列島を襲い、被災したジオパークは活動停止状態ともなった。被災ジオパークの活
動を支援するため、情報収集を行うリエゾンや活動支援金の導入などを盛り込んだJGNの支援ガイドラインが
必要である
・ビジネスとしてのジオツアーを確立させることを目指す。
・ジオパークはすべての人のものである。そこにはユニバーサルデザインが必要であり、様々な人の連携が求め
られる。各地の経験や挑戦をネットワークで共有することで、ジオパークそのものがユニバーサルデザイン化
される。
・ジオパーク活動に取り組む理由は各地域で異なることを共有したうえで、ジオツーリズムはジオパークにおけ
る地域振興の重要な要素の一つであることを確認し、地域経済の発展に寄与するツアーをJGN全体として考え
ていく。
・ジオカフェでのたくさんの会話のなか、地域でのそれぞれの活動自体がジオパークにつながっていることを実
感し、まずはおもいおもいの一歩を踏み出すことを確認した。そして、各地域でのジオパーク活動をよりよい
ものにするため、ジオカフェのような対話の場をつくりだしていく。
・ジオパークの基礎を学びながら、参加者同士の経験を共有し、ジオパークの活動は、自分で考え、世界を変え
るものであることを確認した。
・東南アジアのジオパークを目指す地域からの参加者を交えた英語によるセッションで、互いの相違点や類似点
を見出し、相互の学び合いの第一歩を踏み出すことができた。
・ジオストーリーは、地学的現象およびプロセスとそれら以外の要素を組み合わせることによって作られる物語
であり、地域に新たな価値をもたらすものである。
・各地のジオパーク活動を支える48人の市町村長は、多様な課題に向き合う自治体としてジオパークを選択して
いる意義を改めて共有した。ユネスコ正式プログラム化の意味も踏まえ、JGNの仲間と連携し、持続可能な地
域社会づくりを進める。
以上。
平成28年10月 11日



日本ジオパーク伊豆半島大会実行委員会
（平成28年10月17日

実行委員長

菊地

豊

分科会コーディネーター会で一部修正）
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日本ジオパーク伊豆半島大会（第７回全国大会）参加者数
■参加登録者数／ 827 名
№ ブロック名

ジオパーク名

来賓・地元招待者／ 170 名
参加者数 ブロック参加数 正・準

1

アポイ岳

13

正

2

洞爺湖有珠山

15

正

白滝

13

3

1 北海道

4

正

63

№ ブロック名

ジオパーク名

参加者数 ブロック参加数 正・準

29

糸魚川

13

正

30

南アルプス
（中央構造線エリア）

18

正

三笠

5

正

31

恐竜渓谷ふくい勝山

18

正

5

とかち鹿追

2

正

32

白山手取川

10

正

6

十勝岳

15

準

33

佐渡

15

7

磐梯山

11

正

34

伊豆半島

29

8

男鹿半島・大潟

27

正

35

立山黒部

6

9

八峰白神

4

正

36

苗場山麓

17

正

10

ゆざわ

12

正

37

高山市

6

準

11
12

2 東北

三陸

9

栗駒山麓

13

135

4 中部
甲信越

149

正
正
正

正

38

東三河

13

準

正

39

中央アルプス

4

準
正

13

下北

20

準

40

山陰海岸

37

14

鳥海山・飛島

30

準

41

室戸

10

正

15

蔵王

1

準

42

隠岐

12

正

16

月山

8

準

43

17

伊豆大島

16

正

44

18

下仁田

8

正

45

19

茨城県北

9

正

46

くにびき（島根半島）

10

準

20

秩父

11

正

47

土佐清水

24

準

21

箱根

22

正

48

萩

25

準

22

銚子

19

正

49

島原半島

14

正

筑波山地域

28

準

50

阿蘇

6

正

24

浅間山北麓

20

準

51

霧島

14

正

25

古関東深海盆

0

準

52

おおいた姫島

9

正

23

3 関東

157

26

秋川流域

13

準

53

27

三宅島

1

準

54

28

那須烏山

10

準

旭川市

3

三好市

4

薩摩川内市

6

7 その他
自治体

5 中四国
近畿

10 日／ 576 名

6 九州

秋吉台

23

7

正

55

天草

3

正

56

三島村・鬼界カルデラ

5

正

57

北九州

2

準

分科会名

10日

11日

溶岩と湧水の里でジオパークの保全を考えよう

43

43

分科会 2

これからのジオパーク教育と ESD
（持続可能な開発のための教育）

71

71

分科会 3

ジオパークを防災に役立てるために

78

78

分科会 4

ガイドスキルをあげるための情報交換会

94

分科会 5

ガイド養成と組織のマネジメント

36

JGN、JGC、国、研究機関、企業ほか

69

正

67

■ツアー参加者数／ 376 名
ツアー関係スタッフ／ 255 名
ジオツアー 参加者数 ジオツアー関係スタッフ
地域交流会参加者

150

伊東

33

ジオツアーガイド
（箱根4名含む）

90

94

東伊豆

32

同行職員（箱根４名含む）

15

36

下田

40

南伊豆

39

ポスターセッション
出展

70

松崎

39

分科会 6

ガイドビジネス実践者のための情報交換会

35

35

ジオパークとユニバーサルデザイン

39

39

分科会 8

ジオツーリズムと観光

72

72

分科会 9

ジオパークの国際連携
－相互の発展に向けた学び合い－

分科会 10

ジオパーク ABC

85

分科会 11

Geo Café「ジオパークをもっと楽しむために
～つなぐ、むすぶ、そして動く～」

40

分科会 12

ジオストーリー

36

熱海・真鶴

参加者数

28

分科会 7

西伊豆

38

イベント会場

伊豆市

27

小中高生ポスター

32

伊豆の国

40

ジオ市場出店者

49

函南

20

企業展示ブース

27

清水・箱根

40

体験ブース

72

■日別参加者数
10 月 9 日（日）3,401 名（前夜祭含む）
10 月 10 日（月・祝）7,097 名（イベント会場含む）
10 月 11 日（火）1,651 名
10 月 12 日（水）376 名
計１２，
10 月 13 日（木）伊豆大島オプショナルツアー 9 名
５３４名
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正
正

9

分科会

40

正
174

桜島・錦江湾

分科会 1

72

19

おおいた豊後大野

11 日／ 701 名

36

14

南紀熊野
Mine

8 その他機関

■分科会参加者数

四国西予

出展数

5

参加状況

◆スタッフ

10 月 10 日（月）78 名（大会会場スタッフ）
10 月 11 日（火）41 名（大会会場スタッフ）
10 月 12 日（水）11 名（ジオツアー帯同スタッフ）、80 名（ツアーガイドスタッフ）

◆ツアーガイドスタッフの皆様（順不同・敬称略）
北島 鐡修 / 石川 彰 / 林 明徳 / 竹野 浩侑 / 山口 正幸 / 山崎 邦雄 / 鎌田 洋子 / 青木 忠史 / 竹内 禮治 / 岡谷
吉展 / 西谷 雅治 / 遠山 敬二 / 加藤 健司 / 浅田 英勝 / 田畑 朝惠 / 湯井 春雄 / 加藤 守康 / 川合 伸 / 関原 規由
/ 鈴木 まき子 / 土屋 光示 / 内藤 美奈子 / 小林 達雄 / 高野 芳邦 / 板垣 秀実 / 安藤 裕夫 / 斉藤 武 / 吉永 高明 /
青木 真由里 / 矢島 一美 / 土屋 貴 / 安藤 栄司 / 土屋 恵一郎 / 島田 順子 / 鈴木 諭 / 武田 仁志 / 関本 宗一 / 高
橋 洋子 / 池野 玉枝 / 長田 敏江 / 寺島 春菜 / 佐野 勇人 / 渡辺 攻 / 佐野 恵美 / 杉山 政代 / 池田 康乃 / 仲田
慶枝 / 土屋 晴樹 / 鈴木 洋史 / 浅賀 丈吉 / 杉本 文雄 / 清野 博 / 安永 常次 / 植松 文枝 / 鈴木 彩子 / 迫田 信行
/ 深貝 俊夫 / 鈴木 正之 / 宮下 かよ子 / 松倉 信明 / 兼子 恵子 / 矢島 美恵子 / 岡水 麻穂 / 杉原 貴美恵 / 大坂
規久 / 足立 和子 / 金澤 正善 / 酒井 マミ子 / 山口 東司 / 池谷 美津子 / 奈良橋 正己 / 斎藤 幸蔵 / 稲田 康明 / 寺
田 勢至 / 後藤 治彦 / 猪原 悟 / 栗田 旦康 / 鈴木 完 / 岩本 良明 / 村上 栄
◆ジオツアー・スペシャルサンクス（順不同・敬称略）
伊豆の国市劇団いず夢 / 沼津甲冑隊 / 千鳥観光汽船株式会社 / 戸田深海魚プロジェクト / NPO 法人戸田塩の会 / 伊東市立
富戸小学校 / 伊東スパークス /NPO 法人伊東市史蹟保存会 伊東子供お能教室 / 東海工業株式会社伊豆事業所 / 本宿しゃ
ぎり保存会・長沢しゃぎり会 / 仙石原自治ボランティアの会 まごころ / 松崎三省社 / 宮内共盟社 /

ご協力をいただきましたスタッフの皆様、組織、団体の皆様ありがとうございました。
新聞掲載記事（静岡新聞・伊豆新聞・朝日新聞・毎日新聞）
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協 賛 企 業

※順不同

Ma
ion
ppin
g & Communicat

NPO 法人

土砂災害防止広報センター
Sediment Disaster Preventation Publicity Center

静岡県地質調査業協会

