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　第７回日本ジオパークネットワーク全国研修会が盛会に開催されますことを深くお喜び申し上げ

ます。また、日本最北のジオパークである当地に全国各地から多くの関係者にお越しいただきまし

たことに厚くお礼申し上げます。

　当地遠軽町白滝は、約 220 万年前に噴出した黒曜石溶岩が 10 か所ほど見つかっており、日本一

の黒曜石産地と言われています。当地の黒曜石は、その緻密さから石器の最高の素材となりました。

旧石器時代（約 3 万～ 1 万年前）、白滝は宝の山だったといえるでしょう。このため、当時この地

域は、巨大石器工場として機能していました。そのことを明らかにしているのが、膨大な量の遺物

が発掘され、太古の人類に関する多くの手がかりを与えてくれた白滝遺跡群であります。当地は正

に、火山と人類史の出会いのふるさとであり、“地球と人の関わりを解き明かし、伝える”ジオパー

クとして大変価値の高い地域であると自負しているところであります。　　

　オプショナルツアーでは、白滝の黒曜石原産地に加え、丸瀬布上武利地区も御案内します。上武

利地区は、昭和初期から昭和 30 年代まで活躍していた森林鉄道蒸気機関車を全国で唯一、動態保

存している丸瀬布森林公園いこいの森や、世界中の昆虫を生態展示する丸瀬布昆虫生態館を中心に、

アウトドアレジャーの拠点となっています。この周辺は、冷気を吹き出す風穴が点在し、低標高な

がらナキウサギが生息するなど、旧石器時代の最終氷期から時間が止まっているかのような自然環

境が広がります。森の中に潜む高さ 28 ｍの山彦の滝は、このツアーのハイライトとなることでしょ

う。冬期には氷結し、氷柱となったこの滝を見ていただくツアーも実施しています。

　おわりに、本研修会のテーマ「日本のジオパークにおける地形・地質遺産の保全と活用の両立」

について、活発な意見交換の下、議論が深められ、各地のジオパークの発展につながることを祈念

し、ごあいさつとさせていただきます。

白滝ジオパーク推進協議会長 ／ 遠軽町長

佐 々 木  修 一

ごあいさつ
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研修会１日目：7 月 2 日（木）

　１．開会

　　主催者挨拶　　ＪＧＮ事務局長　斉藤清一

　　開催地挨拶　　白滝ジオパーク推進協議会会長　佐々木修一

　　開催の言葉　　白滝ジオパーク交流センター名誉館長　木村英明

　２．基調講演

　　「ジオ遺産（geoheritage）の価値とその保全方法」

　　目代邦康氏（公益財団法人自然保護助成基金・主任研究員／日本ジオパーク委員会委員）

　３．事例報告

　　「黒耀石学習と歴史遺産の継承－教育教材としての黒耀石を考える－」

　　大竹幸恵氏（長野県黒耀石ミュージアム・学芸員）

　　「国立公園における保護と利用」

　　野川裕史氏（環境省上川自然保護事務所・大雪山国立公園自然保護官）

　４．グループ協議

　５．報告および総括

　６．閉会

　　　

　７．懇親会

研修会２日目：7 月 3 日（金）

オプショナルジオツアー・白滝黒曜石コース

 　 9:30　白滝ジオパーク交流センター発

　10:00　八号沢露頭見学

　10:30　赤石山山頂部溶岩見学

　12:30　昼食：ジンギスカン

　

オプショナルジオツアー・丸瀬布山彦の滝コース

 　 9:30　丸瀬布昆虫生態館発

　  9:40　山彦の滝散策

　10:30　いこいの森風穴群見学

　11:00　雨宮 21 号体験乗車

　11:15　いこいの森～ウチダザリガニ駆除

　12:00　昼食：ジンギスカン

　12:45　大平ジオパークロード

研修会スケジュール

7th JAPANESE GEOPARKS NETWORK
NATIONAL WORKSHOP 2015 in SHIRATAKI GEOPARK
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　私自身は考古学者として、黒曜石が人類とどのようにかかわってきたのか、白滝という環境が人

類の歴史にどのような影響を与えたのかという視点から、長年白滝で調査をしてきました。人類史

は 600 万年とも言われますが、そのほとんど、99.9 % が石器を使っていた時代です。その中でも、

白滝の黒曜石と周辺の遺跡は、どのように人類が道具を製作し、どういう石器を作ったのかを復元

できる、世界的な財産です。湧別川流域の河成段丘上に 100 か所を超える遺跡が見つかって、それ

ぞれが大規模な遺跡を作っています。世界規模でも、これほどの数・量を出す遺跡群はあまりあり

ません。また、今日までの理化学的・考古学的な研究によって、白滝の黒曜石は、当地を中心に本

州やサハリンまで運ばれていたということが明らかになりました。

　この白滝産の黒曜石の原産地をいかに保護し、いかに活用していくかということが、今回の研修

会のテーマに結びつくわけです。アメリカのオレゴンでは、ネイティブアメリカンの諸民族資料に

基づいて、現代アートとも言えるような、黒曜石を様々な形で加工して、利用して、それを普及さ

せるという活動をしています。ロシアの南方では、本格的なキャンプ場を使って、常に体験学習が

できるような受け入れ体制ができているところもあります。

　貴重な財産をいかに守って、いかに次の世代に受け継いで、つないでいくのかということが大き

な課題としてあるわけです。そのためにもぜひ、世界的な、大きな活動をしていただきたいと思い

ます。

白滝ジオパーク交流センター名誉館長

木村  英明

profile:1943 年 札幌市生まれ。明治大学大学院文学研究科史学専攻修了。博士（史学）。

第７回雄山閣考古学特別賞・第７回岩宿文化賞受賞。著書多数

遠軽町白滝で開催することの意義について
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　◆研修会の経緯について　

　　・日本ジオパーク南アルプス大会（第５回日本ジオパーク全国大会：2014 年 9 月 27 ～ 30 日）にて、「地 

形地質資源の活用と保全の両立をめざす事例研究」をテーマに分科会が開催された。

　　・教育や研究目的での地質資源の採取行為のほか、標本等の販売、採石場や鉱山の利用問題など地形地

質資源の保全について各地域が課題や悩みを抱えていることが明らかとなった。　　

　　

　◆白滝ジオパークでの開催について

　　・白滝ジオパーク推進協議会では、黒曜石資源の教育的利用に関わり悩みを抱えていた。

　　・南アルプス大会分科会の成果を受け、全国研修会の場で保全の議論を引き継ぐこととなった。

　　・日本のジオパーク関係地域の現状を把握するため、JGN 会員および準会員地域に対し、事前アンケー

ト調査を実施することとした。

　　・日本のジオパークにおける地形地質遺産の保全問題について議論を行うため、保全ワーキンググルー

プ（以下、ＷＧ）を設置した。また事前アンケートの質問内容について保全ＷＧで議論を行い作成した。

　◆事前アンケート調査の実施

　　１．実施年月日　2015 年 4 月 10 日～ 30 日

　　２．調査主体　白滝ジオパーク推進協議会・保全 WG

　　３．調査対象　JGN 会員および準会員地域

　　４．調査方法　WEB アンケート（Google フォームを使用）

　　５．回答地域　40 件（38 地域）

　　　　※ジオパーク事務局以外に、地域内の保全活動に関わる

　　　　関係機関および関係者がいる場合は個別に回答をお願い

　　　　した。

　◆ JGN 活性化部会 における保全ＷＧの活動報告

　　・JGN 活性化部会（2015 年 5 月 23 日）において、事前アンケートの中間結果を報告し、研修会開催に

むけて議論を行った。また、以下の内容について報告した。

　　① JGN メンバーおよび各地域の利害関係者が、大地の遺産の価値について、そしてジオパークとして

　　の保全とは何かについて共有できる場と、合意形成を図ることができる場を積極的に設けていく。

　　②新規申請地域に対して、エリアやサイトの設定を科学的な根拠に基づいて、また、関係者間の合意形

　　成を図った上で設定が行えるよう、JGN として指針を示していく。

　　③ジオパークエリア内での調査・研究等を実施する場合には、事前に事務局へ連絡を行うよう JGN と

　　して各関係学会へ提言を行う。

　　④活性化部会（運営会議）内に「保全 WG」を設置し、上記について実質的な活動に取り組む。

　【保全WGメンバー】

　　竹之内耕・野辺一寛・原田卓見・熊谷　誠・目代邦康・関谷友彦・日比野剛・五十嵐祐介・市橋弥生

　　沼倉　誠・関　博充・大西　潤・佐藤雅一・畑中健徳・新　昌也・チャクラバルティー  アビック

　　柴田伊廣（敬称略，順不同）

“白滝方式”ワークショップの開催について
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　1-8. ジオサイトの保全について、専門的な見地から意見を述べられる専門家はいますか

　1-10. 保全を目的とした地域団体はありますか

　
　2-1. 既存の法的規制により保護対象となっているジオサイトはありますか

　2-2. その法的規制の種類について回答ください（「ある」と回答した地域対象）

　

　2-2-1. その法の種類について回答ください（「その他」と回答した地域対象）

　2-3. 上述の諸制度を所管する機関がジオパークの運営組織に参画、もしくは連携していますか

　2-6.JGN 認定以降（あるいは認定に向けた取組み）で、法的規制のかかったジオサイトはあり
　ますか

　2-6-1. その法の種類について回答ください（「ある」と回答した地域対象）

　3-1. 各自治体の条例・規則により保護対象となっているジオサイトはありますか

　3-3. 条例ではないが、独自の保全ルールなどを定めていますか

◆事前アンケート結果表（抜粋）

いる 26 地域
いない 13 地域

ある 23 地域
ない 17 地域

ある 37 地域
ない 1 地域

世界遺産登録地 2 地域
ユネスコエコパーク 2 地域
ラムサール条約登録湿地 3 地域
文化財保護法 37 地域
自然保護法 38 地域
森林法 16 地域
自然環境保護法 5 地域
エコツーリズム法 1 地域
その他 3 地域

農地法 2 地域
保護林と緑の回廊（林野庁制度） 1 地域

している 29 地域
していない 10 地域
その他 1 地域

ある 6 地域
ない 32 地域

世界遺産 1 地域
文化財保護法 4 地域
市町村および都道府県の条例 3 地域

ある 25 地域
ない 15 地域

ある 6 地域
ない 34 地域
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　4-1. 法などで保護されていないサイトについて、開発行為が生じた場合、何らかの対応が講じ
　られる体制にありますか

　4-3. 法などで保護されていないサイトについて、保全のための仕組みづくりに向けて何か活動
　が行われていますか

　4-4-1. その活動（計画）の内容について回答ください（「行っている」と回答した地域対象）

　
　5-1. ジオパークエリア内で現在も採掘を行っている採石場（鉱山含む）はありますか

　5-3. 採石場（鉱山会社）は貴協議会等に参加していますか

　5-5. 稼働中の採石場について、ガイドツアーや博物館活動、学校教育などで活用することはあ
　りますか（②と回答した地域対象）

　
　6-1. ジオパークエリア内に地層や化石、鉱物などの研究を目的とした発掘調査が行われている
　場所はありますか

ある 5 地域
ない 35 地域

行っている（計画中も含む） 15 地域
行っていない 25 地域

保全計画策定 1 地域
保全計画策定中 2 地域
学術調査認定申請書を作成中 1 地域
生物多様性地域戦略を策定中 1 地域
炭鉱遺産の学術的評価と保全計画 1 地域
景観条例制定中 1 地域
協定関係構築 1 地域
保全の重要性について説明（意見交換） 2 地域
現況確認（モニタリング） 2 地域
今後検討予定 2 地域
清掃活動 1 地域
看板表示（保全について） 1 地域

①エリア内にあり、ジオサイトに設定している 6 地域
②あるがジオサイトから除外している 26 地域
③ない 8 地域

ある 11 地域
ない 12 地域

①参加している（個人含む） 3 地域
②参加していないが連携している 7 地域
③参加していない 25 地域

①エリア内にあり、ジオサイトに設定している 8 地域
②法で保護され、その範囲内で調査が行われている 9 地域
③あるがジオサイトから除外している 5 地域
④ない 20 地域
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　6-2. その発掘調査の規模について回答ください（①もしくは②と回答した地域対象）

　6-4. 発掘現場について、ガイドツアーや博物館活動、学校教育などで活用することはあります
　か（②と回答した地域対象）

　
　7-1. ジオパークエリア内に、化石、鉱物をはじめ地質関係物品（実物標本、加工品等）の販売を行っ
　ている場所はありますか

　7-3. 化石、鉱物等の販売を行っている主体は協議会等に参加していますか

　
　7-4. 販売している化石、鉱物はどこから得られたか、協議会の参加・不参加に関わらず把握し
　ている範囲で回答ください

　

　7-7. 化石、鉱物等を体験学習等の目的で採取（購入）し、加工・販売などが行われていますか

　7-10. 協議会に参加していない加工・販売業者と、持続可能な社会発展を展望した話し合いを　
　もったことがありますか、あるいは計画や構想がありますか

　※事前アンケートの全ての質問内容とアンケート結果については、白滝ジオパーク公式ホームページ

　（http://geopark.engaru.jp）にて公開しています。

重機を使用した大規模な調査 3 地域
手作業による発掘調査で現状復帰されないもの 6 地域
手作業による発掘調査で現状復帰されるもの 11 地域
その他 2 地域

ある 7 地域
ない 6 地域

ある 20 地域
ない 20 地域

参加している（個人含む） 5 地域
参加していない 34 地域

①エリア内で得られた物で、保全ルールた持続可能で
あるという科学的根拠に則り販売している 6 地域

②エリア内で得られた物であるが、過去の生産物（在
庫など）を販売している 5 地域

③エリア内であるが、どのようにして得られたか不明 4 地域
④エリア外から購入してきた物 10 地域
⑤エリア外で購入したが出自が不明な物 3 地域
⑥その他 1 地域

行っている 12 地域
行っていない 20 地域

ある 3 地域
ない 25 地域
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　◆ JGN全国研修会 in白滝ジオパークの開催

　　１．実施年月日　2015 年 7 月 2 日～ 3 日

　　２． テ ー マ 　「日本のジオパークにおける地形地質遺産の

　　　　　　　　　　保全と活用の両立」

　　３．研修会内容　前半部：基調講演、事例報告１・２

　　　　　　　　　　後半部：グループ協議

　　４．参加地域　34 地域 （61 名が参加）

　　

　　・研修会内容については、保全 WG にて議論を重ねた。

　　・その結果、「地形地質遺産の価値」について参加者が理解し、

　　共有できるような内容を目指した。

　　・さらに、保全に関わる様々な利害関係者との問題解決のため

　　のスキルアップを図ることができるワークショップを目指した。

　

　◆「ロールプレイ」手法によるグループ協議の開催

　　・事前アンケートにより、各地域がどのような悩み（例えば、教育現場での保全と活用の問題について

　　や、稼働中の鉱山の取り扱いなど）を抱えているか把握することができた。

　　・この結果をもとに、本研修会では以下の５つのテーマと利害関係者を設定し、グループごとに利害関

係者との問題解決を図ることができるようなグループ協議を行うこととした。

　　・そのため、本グループ協議では「ロールプレイ」手法 * を採用した。

　　・研修会参加者には、あらかじめ参加するグループを選択してもらった。

　　・各グループのファシリテーターには、議論の論点を把握している保全 WG メンバーに依頼した。　

　

　　　　　　　　　　テーマ：化石・鉱物その他資源の教育および研究利用について

　　・ジオパークにおける教育活動のなかで、化石や鉱物を利用する場面はしばしばある。

　　・その際に何に気をつけなければならないのか。

　　・また、伝えるべきことは何か。

　　【利害関係者】　

　　ジオパーク事務局・研究者・学校教員・ガイド・観光客・地域住民・子供・土地所有者・行政担当者な

ど

　　　　　　　　　　テーマ：化石・鉱物その他資源の販売の問題について

　　・ジオパーク内で、化石や鉱物、岩石の販売が行われているところがある。

　　・そのような業者に対し、ジオパークはどのような働きかけができるか。

　　・また何をしなければならないか。

　　【利害関係者】　

　　ジオパーク事務局・販売業者（土産物屋など）・研究者・地域住民・観光客・世界ジオパークネットワー

ク現地審査員・日本ジオパーク委員など

グループ１

グループ２

8



出典：国立教育政策研究所教育実践研究センター（2002） 学習プログラム立案の技術 

　　　　　　　　　　テーマ：採石場のジオサイト設定および利害関係者との問題について

　　・採石場は、ジオパークの中でどのように扱うべきか。

　　・また、どのような関係性をつくっていけばよいか。

　　【利害関係者】

　　ジオパーク事務局・採石業者・土地所有者・ガイド・研究者・地域住民・観光客など

　　　　　　　　　　テーマ：国立公園等の法的規制下にあるジオサイトの諸問題について

　　・既に法的な規制がある場所をジオサイトにする場合、関連各機関とどう連携をすればよいか。

　　・また、ジオパーク側から働きかけることはあるか。

　　【利害関係者】

　　ジオパーク事務局・環境省自然保護官・環境保全系 NPO・ガイド・研究者・地域住民・観光客など

　　　　　　　　　　テーマ：身近な自然の保護保全を目的とした団体との連携方法について

　　・身近な自然の保護・保全を目的とした団体や、既に活動をしている人と、ジオパークがうまく連携を

はかるため、ジオパークとして何が提供できるか？

　　・ジオ資源（geoheritage）の保全（geoconservation）を進めることにより、どのような利益が産み出され、

それをどのように共有していけばよいか。

　　【利害関係者】

　　ジオパーク事務局・環境保全系 NPO・ガイド・研究者・地域住民など

●普段の立場とは異なる立場の「役割」を演じることで、お互いの悩みを感じ取り、理解を深めるこ

とを目的とする参加型学習の一手法。

●学習の内容に応じた場面設定（シチュエーション）をし、参加者が役割をもって演技することによ

り学習目的に迫る。

●① 導入→② 役割決定→③ 役割演技→④ 評価→⑤ 再演技という進め方から構成される。

異なる立場の

「役割」を演じる！

普段は行政職員

観光客
ガイド

地域住民

*「ロールプレイ」手法について

グループ３

グループ４

グループ５
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公益財団法人自然保護助成基金・主任研究員／日本ジオパーク委員会委員

目代  邦康氏

profile:1971 年 神奈川県生まれ。京都大学理学研究科地球惑星科学専攻地球物理学分

野博士後期課程修了。博士（理学）

　◆ジオパークにおける保全とは何か

　　・保全活動は重要と言われているが、何をすればよいかなかなかわからない。

　　・JGN の調査では、ゴミ拾いや露頭の掃除と回答している地域が多かったがそれだけではない。

　　・GGN ビューローのマッキーバー氏などは、活動に割くエネルギーの 60％くらいを保全に割いて、教

育とツーリズムは 30％と 10％でいいと発言している。

　　・持続可能な発展とは何かをもう一度見直した上で、ジオ遺産（geoheritage）の位置付けとその保全の

ための枠組みについてお話ししたい。

　◆ジオパーク活動の動機づけ

　　・地域の人たちが美しいとか大切だと思う遺産、研究者が貴重という遺産を破壊から守るという動機。

　　・とはいえ、天然記念物など法的な規制は急にはできない。

　　・ジオパークは、世界に先行事例があって、石の販売などではなくツーリズムで活性化を図るプログラ

　　ムである。

　　・「みんなでやろうよ」という、地域の合意形成が進む中で選択されると前向きに取組むことができる。

　しかし、実際はそうではない …

　　・「地学的な見どころが多い」、「世界遺産よりもなりやすそうだ」が手を挙げる動機。

　　・審査結果が共有されるようになり、遺産の保全が相当厳しいことがわかってきた。

　　・ただ、採石や販売する業者がもともとあり、急に販売を禁止するのは難しい、どこで折り合いをつけ

　　るかが課題…。

基調講演

　→ではダメ！

　　「自分たちは何のためにやっているのか、こうい

　　う事をやりたいからジオパークというプログラム

　　を選択しその答えを出す」というそれぞれの地域

　　のビジョンが必要。

ジオ遺産（geoheritage）の価値とその保全方法
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　◆ジオパークを使って何がしたいのか

　　・１つは豊かな社会の実現であり、豊かさとは何かを見つめ直す機会づくり。

　　・１つは経済的にも持続可能な地域づくりの実現と、そのために必要な地域の自立。

　◆持続可能性という考え方

　　・将来の世代が自らのニーズを充足する能力を損なうことなく、現代の世代のニーズを満たすこと。

　　・現代の世代のニーズを満たすようにして資源を利用しているが、1 回使ってしまったら 2 回目は使え

　　ないものが多い。

　　・石油など、長い年月をかけて地球の活動が作りだすもの。

　　・将来の世代が困らないよう、再生産されるものやニーズの満たし方そのものを考えていく必要がある。

　　

　　→ 経済成長優先の考え方よりも別の発展の仕方

　　があるだろうという考え方が始まり。

　【参考になる２つの考え方】

　　生活環境主義：そこに生きている人が快適に暮らし、自然環境も良い形で残していくこと

　　生態地域主義：自然の生態系をベースに考え、その機能が最大限活かされ且つ維持できるような仕組み

　　　　　　　を考えていく

　◆持続可能な開発の理解のために

　　→ 地域の中にある生態系やジオサイト（地形・地質・土壌など）という資源と人を、最も良好な形で

　　残していきながら、有効に活用するためにはどうすればよいかが議論の出発点となる。
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　◆資源の価値とは

　【経済的な価値】

　　・自然界から供給されるサービス（生態系サービス、ジオロジカルサービス）である。

　　・これまでは、採掘してしまうと無くなるもので利便性の向上を図ってきた。

　　・水や空気などの環境は、汚れてしまうと回復に多大なコストがかかる。

　　・これらが失われた場合、経済的に得なのか損失なのか評価でき、どちらが地域にとってよりよいのか

　　考えることができる。

　　・豊かな生態系を支えているジオ遺産と、その多様性が重要であると考えることができる。

　【倫理的な価値】

　　・歴史的な必然性をもってそこにある自然物を人間のために壊してもよいのかという問い。

　　・人間だけでなく、生命共同体の利益になるような自然のあり方が望ましい。

　　・自然環境が破壊されることに対して、直接被害をこうむる側（動植物）にも権利がある。

　　・「ここの場所にあるこれ（＝現地性）」が重要で価値があるので、その場所から移動させてはならない

　　と考えることができる。

　◆資源の現地性とツーリズムの補完関係

　　・文化財も含め、「その場所にあるそのものを、その場所できちんと保全していく」ことが大事。

　　・その場所で保全したものを見せる＝実際に来て見てもらうは、ツーリズムの目的の 1 つ。

　　・そのため、その場所にそのものが残っていないとツーリズムも成り立たない。

　　・積極的に地域の中で大切なもの、残したいものを掘り起こしていくと価値を見出すことにつながり、

　　経済的にも倫理的にも地域を守っていく保全の

　　対象となる。

　　→「大事なものだから保護されている」、「指定

がかかっているから大事」のではなく、「自分た

ちが大事にしているものだから価値がある（天

然記念物などに指定されている）」を目指すべき。

　◆ジオパークは自分たちで決める

　　・天然記念物に代表されるように、国や自治体

　　が決めていたことを自分たちで決めるというこ

　　とは、　「今までできなかったことができる」と

　　捉え直すことができる。

　　・この、自ら決めることができることの価値は

　　大事。

　　・その分、法などのルールが存在しないので、

　　適切な状態で維持管理する難しさが伴う。
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　◆何を保全するのか

　　・記録や記憶など、現在進行形で失われている物も保全の対象。

　　・例えば災害の中で得られた地域の人たちの教訓や体験など。

　　・一度失い、同じ苦しみをもう一度経験するのは利口ではない。

　　・災害からの復興経験が残され（保全され）ていると、他の場所や次の世代で同様のことが起こった際

　　に、同じ苦しみを繰り返さないための選択肢を提供することができる。

　　・多くの人に知ってもらうにはエンターテイメント性が重要、それがツーリズムにつながってくる。

　　→ 高付加価値のツーリズムを提供し経済性を確保することによって、保全活動が進んでいく。

　◆採石場の保全に関する具体的な事例

　　・GGN 加盟のあるジオパークでは、採石場の許認可権がジオパーク事務局にあり、実質的にジオパー

クがコントロールしている。

　　・採石される石材は、ローマの遺跡の建材として古くから多用され歴史性ある採石場であるが、地域の

　　中で考えて採石をコントロールしているので、このやり方は正解といえる。つまり、採石場があるから

　　ダメというわけではない。

　　→ 自分たちのなかで意思決定し、透明化されたプロセスを積み上げていくこと、他の人たちに色々な

　　形で納得してもらうことが保全を考える上で非常に重要である。

　◆ま　と　め

　　・湿潤変動帯である日本で保全活動を考えることは世界的にも例がなく、保全の議論は非常に重要となっ

　　てくる。

　　・地域の問題をちゃんと認識して解決しようとする時、保全をベースにおいて考えると何かしらの解決

　　策を得られる。

　　・成功すれば他の地域の手助けになるので、情報を発信しより良い実践を共有してほしい。
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　◆自然、歴史遺産保護の課題

　　・いくら価値を説明しても聞く側の心のスイッチがオンになっていないと、結局理解が進まない。

　◆自身の黒曜石との出会い

　　・小学６年生のころ、つくば市の自宅裏で黒曜石の石器を見つけたこと。

　　・長野からここまでどうやって移動したのか、幼い頃の疑問が将来の夢につながった。

　◆わが町の歴史遺産を発信するために

　　世界遺産の公募を検討する座談会での小学生の意見

　　・地域の人が遺跡のことを知らない、世界の人に自慢できない。

　　・教科書に黒曜石や旧石器時代のことを載せるべき。

　　→「世界遺産を目指す」を合言葉に、子供たちとの取り組みを開始した。

　◆博物館での体験学習を通じて発信したいこと

　　地球や人類の誕生など学習を通じた小学生の感想

　　・「人類はみんな兄弟、だから戦争をしないで平和に暮らさなくてはいけない」。

　　→子供の感じたことを世界に発信するために、歴史遺産を将来に残したい。

　◆黒耀石体験ミュージアムの活動

　　・年間１万６千人が体験学習に訪れる。

　　・遺跡と研究所と博物館の連動。

　　・どんなにすばらしい遺跡も「価値」を伝える「人」がいなければならない。

　　・遺跡の意義を解明するのは研究所の役割、遺跡の楽しみ方を伝えるのは博物館の役割である。

　　・石器や土器で料理づくりを行うことで世代間のコミュニケーションが生まれる。

　　・地元のお母さんたちが手作りで教材をつくった。この活動が雇用につながった。

　　・なぜ、昔の人は大切な黒曜石を分け合ったのか、という子供たちの問いから「地域の歴史遺産を守る

ことで、現代社会が抱える問題を変える訴えになる」ことを学んだ。

　　・黒曜石のふるさと祭りを開催、始めは中学生がスタッフ、現在は商工会など色んな人に活動が広がった。

長野県黒耀石ミュージアム・学芸員

大竹幸恵氏

事例報告１

黒耀石学習と文化遺産の継承

－教育教材としての黒耀石を考える－
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　◆ま　と　め

　　・歴史遺産を身近に感じるためには、主人公である「人」を感じ、その「心」に触れることが大事。　

　　・それを皆に伝えることが歴史遺産の継承につながる。

　　・子供の感性に目を向けることが心のスイッチをオンにする一番の視点になる。

◆配布資料
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　◆地質イベントと資源の保全～自然保護官としてのもどかしさ～

　　・地質イベントの「探す・掘る・採る」行為は楽しい。

　　・一方で ... 採取行為は許可が必要で、資源が減ることにつながる。

　　・イベントが模倣者を誘発する。　

　　・国立公園に対する世間の目もある（倫理の問題）。

　　→ 資源の活用にはもどかしさがある。

　　　ひと手間ふた手間かけて、計画的に取り組む必要がある。

　◆野生動物の「価値」と「リスク」

　　価　値‐生物多様性としての価値、来訪者の体験としての価値、地域産業・経済上の価値

　　リスク‐来訪者に対するリスク、周辺住民に対するリスク、地域ブランドに対するリスク

　

　具体的事例１　-ヒグマの高密度生息地における登山道・遊歩道の利用 -

　　大雪高原温泉　沼めぐりコース

　　ヒグマには資源としての価値があるが、「事故があったらどうする」というリスクもある。

　＜対　　策＞

　　・監視員を配置（クマの情報を集める）。

　　・利用者に対して制限をかける（利用可能な時間やルートに制限）。

　　・入園施設にてレクチャーを行う（ヒグマに会わない方法、会ってしまったときには）。

　　→ 一定の利用制限、正しい知識によって事故のリスクを下げている。

　　・副次的に、ヒグマの個体識別ができるようになり、  ヒグマをより深く伝える学習教材などにも利用。

環境省上川自然保護官事務所・大雪山国立公園自然保護官

野 川 裕 史 氏

事例報告２

　　・ルールや管理する制度などは、資源の価値を上

げて、リスクを下げるためにある。

　具体的事例２　-知床の希少海鳥「ケイマフリ」-

　　世界遺産登録となり、クルーザーでの海岸線ツ

アーが人気になる。

　　しかし、観光船がケイマフリの採餌場所や営巣地

を荒らしてしまった。

　＜対　　策＞

　　・自然保護官が「いかに希少なのか」「いかに面

白いのか」を伝えながら、観光資源として活用す

るように舵を切る。

国立公園における保護と利用
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　　・「この場所は営巣地があるので、○○メートル以上離れて通行する」といったルールを設定する。

　　・船頭さんにケイマフリについて知ってもらい、お客さんに語ってもらう。

　　→ 保全対象を観光に活用して守る取り組みになる。

　具体的事例３　-国立公園の登山道 -

　　・様々な登山道がある。登山者、観光客は自然豊かな山のイメージを持って来訪する。

　　・一方で、管理側が過剰整備、過剰管理をすると、自然とのかい離が生まれ利用者の期待を裏切ってし

まう。

　＜対　　策＞　　

　　・登山道の難易度や雰囲気をもとに、5 つのグレードを設定する。

　　・その場所の荒廃状況、脆弱性を 4 段階でランク付けする。

　　→ すべてを同じようにではなく、その場所に応じた管理をしていき、管理の省力化をする。

　　→このような対策により過剰整備、過剰利用を防ぐ。

　具体的事例４　-登山道でのイベント「トレイルランニング」-

　　・開放的な場所で思いっきり走ることができる、大自然の価値を体感することができるスポーツ。

　　・しかし、登山道は狭く、周辺の植生を含めて脆弱である。

　　・登山道は歩くことを想定して作られている。

　　→ イベント参加者と一般の利用者どちらも楽しめるやり方が必要。　　　　　　　

　＜対　　策＞

　　・１回目は色々と問題が出たが、その問題を伝えた。

　　→ 脆弱な植生がある場所ではタイムを競わない区間を設ける、罰則規定を設けるといったルールを作

る、誘導員を増加するといった対策をしてくれた。

　　→楽しむところは楽しむ、守るところは守るというメリハリのある企画に変わっていった。

　具体的事例５　-利用者の参加　山のトイレ -

　　十勝岳連邦、美瑛富士には避難小屋にトイレがない。

　　休憩地でもあるため、トイレを済ませる人がおり、汚い状態になってしまう。

　＜対　　策＞

　　・山岳会等登山者が清掃、管理をやるからトイレを設置してほしいと要望。

　　・まずは携帯トイレからということで、携帯トイ

レブースを設置。

　　→ 利用者の協力で保全を進めていく事例に。

　◆ま　と　め

　　・地域資源を守り、その価値を高める。

　　・地域資源を活用し、体験、学びの場を作る。

　　・保全と活用の仕組みから地域社会を充実させる。

　　→ これらを実現するルール・仕組み作りを目指

す。
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　◆シチュエーションの設定について

　・普段の立場とは異なる立場の「役割」を演じることで、お互いの悩みを感じ取り、理解を深めることを

目的とする「ロールプレイ」手法のグループ協議を行う。

　・本研修会では、各グループ＝「仮想ジオパーク」としてシチュエーションを設定した。

　・この仮想ジオパーク内で利害関係者の役割を演じ、保全問題について解決方法を探ることとした。

　・各グループの仕切り役（ファシリテーター）については、議論の内容を把握している保全ＷＧメンバー

を中心にお願いした。

　※参加者は研修会申込みの際に、地域で抱えている問題に近いグループを選択してもらった。　　　

　◆利害関係者の設定とグループ協議の進行について

　・まず、各グループテーマに関わる利害関係者役について、保全ＷＧで挙げた役割の追加・削除を行った。

　・参加者がどの立場（役割）で発言したか参照しやすいよう色別のポストイットを使用し、模造紙に貼り

付け議論の内容を記録した。

　

　【ポストイットの色分けについて】

　◆問題設定・合意形成の過程・対応方法

　・各地域が抱えている問題（新規申請地域は先行地域への質問などでも可とした）について、参加者１人

ひとりが発表を行った（この時点ではまだ「役割」は演じない）。

　・似たような問題があればまとめ、各グループ＝仮想ジオパークで取り組む問題を２～３つ決定した。

　緑色：問題出しやまとめなどに使用

　青色：ジオパーク事務局

　赤色：地域内の利害関係者（地元住民・学校教員など）

　黄色：地域外の利害関係者（観光客・研究者など）

　※次ページのポスターまとめの色分けに対応

　・設定した問題に対し、どのように解決すべきか、今後同様

の問題が起こらないようにするにはどのようなことに備え

ておけばよいか、それぞれの立場の役割を演じ意見を述べ、

議論を行った。

　・ジオパークとして資源の「保全」を図りたい事務局側と、

資源を「活用」したい利害関係者側との２つに大きく役割

が分かれると考えられるため、この点を意識しながら議論

を進めた。　

グループ協議の進め方について
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メ ン バ ー

ジオパーク名 にじいろジオパーク

◆設定した問題

　① 教育的利用における資源の持続性確保の問題

　② 資源の価値をどうやって伝えていくか

　③ 研究者や一般人の資源採取をどのようにコントロールするか

◆議論の内容：ポスターまとめ（ポストイットの記載内容を転載）

◆まとめ（発表内容）

　議論の中で、ツアー業者からこのジオパークを売り込むため、化石や黒曜石をプレゼントするツアーを行

いたいとの提案があった。これに関連して、ジオパークのエリア外であれば資源を採取してもよいのかとい

うエリア外の資源の保全についても問題提起された。さらに、事務局が把握できない研究者の採取問題につ

いても、解決方法を探るため議論が行われた。

　結論として、研究者への対応については、ジオパーク内で採取された資源の場合、事務局から許可を受け

ているか論文の査読プロセスに組み込むよう学会に要請していくこととした。

　また、ツアー等において来訪者の満足度を向上させる手段として、安易に資源の提供を行うのではなく、

精神的な満足を与える方法を模索していく必要があるとの見解で関係者が一致した。例えば、認定証の発行

や代替品で満足を与える方法が提案された。

　最後に、資源の保全のためには、地域で守っていくべきものであることを地道に話していくなど伝え方が

重要であるとの結論に至った。

岩本直哉（議長）・斉藤　桂（書記）・毛利篤史（発表者）・佐藤鉄也・北越美紀子・近藤雅人・新　昌也・齊藤丈朗・

木村英明・大竹幸恵・山﨑由貴子・渡部公成・関　博光・本吉春雄・目代邦康（アドバイザー）・熊谷　誠（記録）

GP事務局・地域住民・地元学校教員・ガイド・観光客・研究者・ツアー業者利害関係者

問題点

・教育に活用できる施設はあるが、老朽
化している。国が立てたものなので、改
築するにしても難しい。
・ジオサイトの見やすさと植生回復の様
子を見せること
・化石、鉱物の展示方法、伝える駅解説
文章は？
・地域内（ジオ管轄内）へのジオパーク
認知のさせ方（向上）
・地域への浸透が進まない
・炭化木が見られる川があるが、その川
から炭化木を引き上げて見学などに利用
・ジオパーク外（ほかの地域や博物館）
で利用するときのルール決め
・体験学習後の廃材の問題
・ストーンハンティングという、市内で
取れる石を利用する学習キットにおいて、
シートに貼り付ける石について

・地元でとれた化石の展示、利用→自分た
ちでも化石を見つけたい。　どの程度の利
用をしていくか。　なくなってしまうとい
う問題。
・研究者の採取が把握できない（許可なし？
研究発表前という問題。）
・指定地外の隣接地で個人の山主が黒曜石
を採取させるなどの観光事業を実施しよう
としている。その内容も把握しきれないで
いるがどうすればよいか。
・所有者の試料記録がたどれない。資料情
報消失、情報の汚染。（例）化石の所属の
情報がなくなる。化石の混在。人工物と異
物の混在。
・どのようにコントロールすべきか。資源
量の把握。自然崩壊量（年間）の把握？
・岩石（黒曜石）の利用における持続性の
問題。※現状は在庫を利用。なくなった時
どうするか

・教育利用　恒久的に利用できる
根拠がよくわからない
・民有地より発掘された化石の所
有格？評価？地層、学術的説明
は？

・黒曜石を教材として入手、使
用したいが、指定もあり困難に
なってきた。どうしたらよいか。

合意形成

の過程

・査読のプロセスに GP できちんと採取さ
れたものをチェックするように学会に要
請する

・専属契約締結できるか？　オ
プショナルツアー、ツアーバス
割引、ホテル割引の特典付き
・鉱物、岩石の一を動かすだけ
でも科学的な意味がうすれる
・査読のプロセスに、GP できち
んと採取されたものをチェック
するということは可能
・たとえば貸出をする形式でコ
ントロール

対応方法

・精神的に満足を与える ・「ホンモノの化石」に触れるイベント（子
どもに）　ロゴマーク承認　ホンモノに加
工（みがく、ペンダント）して持って帰る
のは NG

・大切に保管しようとするため
に保証書、認定書。情報の共有。
価値観と責任を感じてもらい、
それによって持続性を保持する。
・マナー教育の充実
・教材として利用できる基準を
作って欲しい。全体量の把握。
使用の計画。承認の仕組み。

伝え方

・希少性、法的な規制、状況 ・取り組みをどう伝え、どうフィードバッ
クするか。

化石・鉱物その他資源の教育利用および研究発掘に関わる問題についてグループ１
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メ ン バ ー

ジオパーク名 アンパーク

◆設定した問題

　ジオパーク内での資源の販売に対して、どのように対応していけばよいのか。

◆議論の内容：ポスターまとめ（ポストイットの記載内容を転載）

◆まとめ（発表内容）

　ジオパーク内で、ジオ資源の採掘・販売を行っている団体がいる。団体によっては長い歴史を持つものも

ある。これらの団体に対し、ジオパークとしてどのように向き合うべきなのか、GGN ガイドラインを見ても

よくわからない。これらを踏まえ、資源の販売に関する利害関係者間でどのように合意形成を図っていけば

よいのか、という課題が設定された。

　上記を考える際の一つの指標として、資源の埋蔵量を推定するのはどうかとの提案が出たが、重要な指標

ではあるが、それだけでは不十分との発言があった。また、販売について言えば、伝統工芸であればユネス

コを説得することができる。伝統工芸のラインを作るのはどうかとの意見が出された。

　大きな問題点として、利害関係者と話し合いをする際に、ただ「やめてくれ」と言うだけでは販売者側に

はうま味がなく、遠巻きに説明するだけになってしまうということ、現状を改善するために、ジオパークに

関する市民向けの講座の開催や、別のもので代用するアイデアを持ち出すなどしているが、うまく機能して

いない現状が述べられた。結局のところ、地域の宝であるので、販売しないよう粘り強く伝えていくことが

肝心であるとの結論に達した。

竹之内耕（議長）・下村　圭（発表者）・佐藤　操・長谷川京史・八幡浩二・島川芳樹・山形智子・市橋弥生

佐野恭平（書記／記録）

GP事務局・販売者・加工業者・卸利害関係者

グループ２

問題点

・化石、鉱物の埋蔵量が不明。いつまで
継続できる
・亜炭鉱露天採掘とジオサイトの関係に
ついて
・個々の資源の持続可能性
・多くの地域で販売している（生業、一
部副業）
・持続可能かどうか不明な資源がある
・ガイドラインがない

・伝統工芸ならいいの？ ・石、できるまでのサイクルが長い
・持続可能性の明示
・ガイドラインがない（見本の）GGN 
・人を説得させる材料がない

合意形成

の過程

・「枯渇」 VS 持続
・調査は誰が？
・代替品はできるか？売れるか？

・データ出た→少しずつ減らす？→
減らせる？減らせない？業として
　生計

・どのくらいの数量か？
・コスト

対応方法

・ガイドライン作成？代替品
・埋蔵量などの科学的根拠を出す。
・ローカルガイドラインの作成
・代替品の開発・NPO 等販売マージン。
保全に還元
・ジオツーリズムをがんばる。
・折り合いがつかない場合、線引き。

・海外産　今度いれないで！　お願
い
・未来に向けたデータを集める

・科学的根拠　埋蔵量等調査
・NPO 等　販売のマージンの一部を販
売者に還元

伝え方

・とことん洗脳 ・がんばる　ねばる ・教育と連携　販売者（社会貢献）
×学校
・化石などだけじゃなく環境問題全
般としての教育

・ジオストーリーと販売協力

まとめ

・どうしても折り合いがつかない場合　線を引く
・何でもありじゃなくて、一定のルールと貢献・各遺産との連携→ジオの魅力向上
・ジオパーク自体の価値、魅力 UP ！
・ネームバリューを最大限活かす！（コハクは久慈！！）

化石・鉱物その他資源の販売の問題について
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メ ン バ ー

ジオパーク名 ＢＯＷジオパーク

◆設定した問題

　① 地域内の採石場を日本としてどう考えるか？

　② 採石業者とどう付き合うか？

◆議論の内容：ポスターまとめ（ポストイットの記載内容を転載）

◆まとめ（発表内容）

　ジオパークとして採石場をどのように扱っていくのか。採石業者をどのように取り扱うのかについて議論

を行った。とくに、互いのメリットを探し、今後の方向を考えていきたい事務局と、産業としてやっている

のでやめることはできない業者側とで議論が行われた。さらに、地域外の自然保護団体から採掘をやめてほ

しいなど意見も出た。以上を踏まえ、オープンな場で、利害関係者で採石場のあり方を話し合うこととした。

　目指す方向として、地域をより良いものにしていくことを目的に関係者で集まることで一致した。また、

事務局としては面倒なことを避ける傾向にあるので、きちんと向き合うことを意識する必要があると提案さ

れた。また、JGN として事例集を持つべきという意見も出された。

　結論として、採石場は徐々に採石量を減らしていく方向が望ましく、採石業者に協議会の委員へ入っても

らうことで話し合いの場を設ける。さらに、採石場がジオストーリー上（学術上）重要なのであれば、ジオ

サイトへの設定を検討するべきという結論に達した。

鵜飼宏明（議長）・桑原　里（書記）・小原北士（発表者）・斉藤清一・池田智巳・石井菜月・野辺一寛・杉原　薫・

石松昭信・錦野昌浩・松村愉文（記録）

GP事務局・地域住民・採石業者・研究者・自然保護団体利害関係者

グループ３

問題点

・ジオパーク地域内の採石場はジオパーク地域の保護地域なの
か
・採石場をジオパークのエリアに入れることはどうなのか
・保全につながる採石業のとりあつかいについて
・石材や陶土を使った伝統工芸品が売りの地域です。また昔か
ら砕石業も多く、多数の砕石業者がいて、それらの方々とジ
オパークをどう設定していけばいいかを苦悩しています。
・（洞爺湖有珠）地域振興の視点として。ジオパークの意義を
どう普及するか？（＝採石場を含む）。
・採石場の位置づけ。歴史もテーマにしている中、町の歴史と
石材業の切り離しはできない。跡地を含めてジオパークとし
ての採石場、石材業者との向き合い方。
・砕石場のジオサイト化。GGN からの課題。終掘協定 H28.12.
教育的活用の場。
・基幹産業であるセメント会社 2社。エリアから除外している
が、ジオパーク活動に参加させたい。
・石灰石の採石場がエリア内にいくつもある。（衛星写真でわ
かる規模）。
・黒曜石の資源保全と活用のバランス。指導者の育成。
・採石場はジオサイトにするべきか。
・エリア内に砕石場がある。黒曜石の採掘、加工業者との関係。
GGN 現地審査の事例。
・採石場の拡大申請が最近あった（鉱業権）

合意形成

の過程

・責任の対応は？
・科学的な根拠がほしい
・限りある資源という認識がない

・現状把握
・お互いのメリットを探す
・認めるが勝手にさせない。
・現状を認めたうえで、今
後の方向性を協議していく
必要あり。

・ジオパークからメリットが
ほしい！
・ビジネス、産業として止め
られない

・掘削をやめてほしい
・環境保護が大事

対応方法

・オープンな場を設けて議論
・共存しよう
・いろいろな立場の人に議論し参加してもらう
・いろいろな解釈をされないように分かりやすく
・JGN として歩みよる姿勢を見せる
・JGN として推奨することを明らかに
・JGN 保全ワーキングで文章化する
・JGN 全体で事例集を作成
・JGN ワーキングで相談

・逃げないこと
・ガイドライン化　Q & A

伝え方 ・GGN に対して JGN の基準を提示
・ジオストーリー上重要で
あればジオサイトとして設
定

・悪者にしないで

まとめ
・地域の将来を利害関係者をはじめとする皆で推奨することを議論する
・JGN としてワーキンググループを通じて推奨することをガイドライン化（事例集などを作成）

採石場のジオサイト設定および利害関係者との問題について
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メ ン バ ー

ジ オ パ ー ク 名 二枚貝ジオパーク

◆設定した問題

　小グループ１：ジオサイトの展望台にある邪魔な立ち木を伐採したい　

　小グループ２：珍しい高山植物があるところに大型看板を作りたい（国立公園内）

◆まとめ（発表内容）

　小グループ１では、観光客がジオサイトをより良く見たい、木を切ってほしいという要望を事務局側に上

げ話し合いを行った。地権者との問題が生じたが、登山者が代替案を提示したことにより合意形成に至った。

地権者は「ゴミの問題」と「立ち入るときに必ず一報を入れること」を条件に了承、森林管理署もそこであ

れば良いということになった。

　小グループ２では、新協議会長の発案で国立公園内に看板を立てたいという話となった。対象とする場所

には、高山植物と古生代の露頭がある。自然保護官から自然保護法に抵触すると指摘されたため、関係者間

で利用計画を策定することとなった。協議を重ねた結果、科学的な知見をもとに利用計画を策定し、看板の

策定や盗掘問題も含む包括的な計画に取り組むことで一致した。貴重な高山植物のある区域などは基本的に

は立入禁止とし、ジオガイドが連れて行くプレミアムツアーとして売り出し、利益を管理費にあてるように

運用することで合意形成を図ることができた。

中村光彦（議長１）・三松靖志（議長２）・堀内　悠（記録者１）・新井田真弓（記録者２）・永田紘樹（発表者）・

舟木　健・臼井里佳・佐藤雅一・窪内信也・石川雅憲・中村有吾・山根謙二・片平雅人・蒔田尚典・川南恵美子・

佐藤　実・船越洋二・中谷良弘・沼倉　誠・野川裕史（アドバイザー）・石原　徹（記録）

小グループ１：GP事務局・地権者（賛成派と反対派）・観光客・登山者・自然保護官・森林管理署利 害 関 係 者

小
グ
ル
ー
プ
１

小
グ
ル
ー
プ
２

小グループ２：GP事務局・市長・市民・地権者・研究者・自然保護団体・保護官・マスコミ

グループ４

◆議論の内容：ポスターまとめ（ポストイットの記載内容を転載）

問題点 ・展望台のまわりに木が茂りなんにも見えませーん！（国立公園）

合意形成

の過程

・自然保護官　地
元の人達でもめな
いようにまとめて
ください。

・ジオサイトが見え
にくいので、ビュー
ス ポ ッ ト に あ る
じゃまな気を切っ
てほしいとの要望
があるので、切る
方向で調整したい
が
・皆伐でなくてもよ
い　間伐でも少し
見えるようにと代
替案
・切る費用は協議会
で持つ

・反対の森林管理署　国立公園内にある国有林なので許可することは
できない
・民地所有者　昔から守ってきた土地のことに口を出すな。ちゃんと
前もって相談してもらわないと困る。順番が違うだろ！（怒）
・木が茂ることを想定したらここに展望台を作ったのが悪い！誰が
作った？ガイド
・見えるはずのものが見えないのでガイドにならない
・ホテルの人に「なんとかしてよ」と言われる。ほてるでもクレーム
を言われているみたい。ガイド
・お客様を案内したいのに景色が見えないとクレーム
・Map に「展望台」と書くな！見えないのに！　と文句を言われるの
はいつも現場の者。　ガイド
・民地所有者（望む）地域振興に貢献したい（観光客のために）。必
要な範囲で切ってもらってかまわない

・＜外来の観光客＞観光案内書を見て
展望台に来たが、周囲に気が生いしげ
り、景色がほとんど見えない。周囲の
木を伐採して、よい景色が見えるよう
にしてほしい。→ ＜合意形成＞展望台
より 50m 先にビューポイントがあるの
でそこから景色を見るようみする。
・反対　＜町外の登山者＞対応方法　
50m 先のビューポイントの利用で対応
してほしい。

対応方法 ・国立公園の決まり事　観光客の板挟み。とてもストレス感じる。　
ガイド

・反対＜町外の登山者＞　ジオパーク
前からある山道。豊かな森林を歩きた
い。伸びた木は切るな！

伝え方
・観光客などへの周
知を案内板を立て
てやる。

まとめ ・既存の展望台の役割を 50m 先の遊歩道脇に移す。

問題点 ・国立公園内にあるジオサイトに設置する看板などについて（協議会として立てたい）

合意形成

の過程

・看板をつくる。二枚貝、高山
植物、ロゴマーク、設置者名を
大きく（GP 事務局）
・巡回をしたい
・散策路を作る。 GP 事務局

・草刈りをやると貴重な植物もなくなる恐れがある
・目の前に立てたら盗掘されるのではないか
・看板以外に盗掘されない計画はどのように立てていますか？
・忙しい。いろんな人と連携してやるならできるかも　植物保護の会
・看板周辺も含め管理は利用者が行うこと。誰が整えるのか管理計画が必要。　土地所有者・草刈りできな
い＝貴重な植物ある。　ガイド
・なるべくでかい看板を建設してほしい。請負金額を上げて！地元に金が落ちる。　建設会社
・看板は立てさせない。お金によってはやぶさかでない。　土地所有者
・派手な（大きな）看板はいらない。　お金がかかりすぎる。　景観に配慮されていない（後ろの景色が見
えなくなる）　反対住民
・盗掘禁止を看板に書く　ガイド
・大勢の客が来る。二枚貝市の観光の目玉・サイトまで道がけわしい。ものを持っていけない。トレイルせ
いびするか。　ガイド
・ガイド忙しい。巡回はムリ　ガイド
・新発見のちに立てるほうが注目度が出るから、もともとの場所は必要？　保護の会

・見るもの分から
ないと行く意味な
いじゃん

対応方法

・土地買収をススメましょう！
（市有地に）・派手なデザインは
地味に変更。先住民に配慮した
ものに。合意経営 OK ！　事務
局

伝え方
・後方で住民監視を呼びかけま
しょう（行政担当）・条例を制
定して入山規制　GP 事務局

・新しいサイトに必ずガイドをつける　ガイド

まとめ ・サイト作り　公園計画、管理計画、役割分担を作る。　GP 事務局

国立公園等の法的規制下にあるジオサイトの諸問題について
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メ ン バ ー

ジ オ パ ー ク 名 グリーンブラウンジオパーク

◆設定した問題

　希少植物を有するジオサイトの運営について

◆議論の内容：ポスターまとめ（ポストイットの記載内容を転載）

◆まとめ（発表内容）

　ジオパーク側は露頭を見せたいのだが保護団体は露頭のメンテナンスに反対している。市民としては、露

頭にしても植物にしても価値がよくわからないという問題が出た。

　植物の研究者は、ジオは植物の重要性がわからない、露頭であれば剥ぎとって博物館においておけばいい

と主張。一方、地質学者は露頭の重要性を主張した。また、ガイドは露頭を見せたいと主張した。事務局と

しては、自然保護団体の歴史がジオパークよりも長い（ジオパークは新参者）という点や、植物の回復には

時間がかかる点を考慮し、歩みよる姿勢を見せることで一致した。

　アドバイザーから、それぞれの言い分が正しいので、それをつなぐのがジオパークの役割である。話し合

いを続けることが重要で、相手の理解を見極めて個別に対応していかなければならないとの助言を受けた。

　最終的には、それぞれの利害関係者がそこの価値を重要視しているか、ジオパーク内ですりあわせていき、

妥協点を見つけていくことが重要であるとの結論に達した。また、基礎研究も重要であり、新たな価値を見

い出し相互の価値観を認めた上で、連携を図っていくこととした。

杉本伸一（議長）・坂之上浩幸（発表者）・佐藤信之・大谷隆男・高田　進・若林宏光・工藤忠男・森田僚也・加

藤雄也・小池　準・大西　潤・中村真介・チャクラバルティー アビック（アドバイザー）・喜田和孝（書記／記録）

GP事務局・希少植物がある露頭の利害関係者（地域内）・希少植物がある露頭の利害関係者（地域外）利 害 関 係 者

グループ５

問題点

・保護団体と GP との連携がうすいと感じる。→連携できれば大きな動きができる

のではないか。

・保護と利用の線引について折り合いがつかない

・連携ない。個人？同好会？草刈り→貴重な植物まで切る。林道整備。財政的にサ

ポートできない。

・（炭鉱遺産）民間所有のため保護保全に問題あり（支援保護団体無い）

・自然保護団体よりコース内に貴重な植物（オオヤマレンゲ）がありコースの変更

の申し入れがあった。コースを修正し登山道を整備した。

・「露頭を見せたい」⇔「ガケには珍しい植物が」という意見の対立がある。

・既存の環境団体の活動がジオパークと結びついていない。

・ジオトレイルとトレイルランニング大会（ジオ協は協力）。国立公園の特保を抜

けるコースへ一部自然保護団体より意義。環境省、県、市も交えて協議。最終的

に特保内はタイム計測しない歩行区間として実施

・産業観光課と自然学校応援団という組織が拠点を同じくしてサポートしあってい

る。　問題　行政と団体との関係

・ガイド団体として月いちど、海岸清掃を行っていて、他団体も参加してくれるよ

うになり海岸もキレイになってきたが、これだけでよいのかどうか？ほかに保護

保全に関してやることはないのだろうか考えたいと思っています。

合意形成

の過程

・事務局：保護団体の歴史は尊重。植物回復に時間が回復するのも
理解
・植物研：重要性のモノサシがちがう
・地学研：他におなじようなものがあれば、2 つのうち 1 つは植物優
先でよい→地域の環境全体を整えれば両方を保全できる
・ガイド：ルールを制定してほしい
・住民：明確な説明がほしい、地元に負担が掛からないように

・事務局として　植物保護
団体とジオパークでは活
動期間が違う。植物保護
の回復には時間がかかる。
失われると元に戻らない
物もある。
・植物の保護はその保護地
域の保全にかかっている
ところもあり、特定の植
物保護ではなく、地域の
環境を整えることにより
ほごされていく

・地学研究者　学術的に貴重な露頭
を守ってほしい（キレイに見えるよ
うにしてほしい）。看板立ててガイ
ドに案内してほしい。ほかに同じよ
うなもの 2 つあるなら、植物を優先
してもよい。植物はほかにもあるの
では？露頭は日本では少ないので貴
重、重要。
・植物研究者　露頭は剥ぎ取ればい
いんでないかい？植物は動かせな
い。
・植物研究者　地質研究者。地質保
護とはモノサシが同じでないので話
にならない。貴重性はいくらでも話
する。

対応方法

・地権者に優遇措置・GP も参加うながす
・地域全体を保全
・それぞれがただしい、ジオがどうつなぐか・話し合いを続ける重
要性
・相手の利害を見極めて個別に・資源を「どう活用するか」
・新たなことをやるジオパークが新たな取組を生み出せないとおか
しい

伝え方

・それぞれの利害関係者が「そこ」の価値をどのくらい重要視して
いるか？　
・話し合いの中ですり合わせる→妥協点を見つけ出す
・基礎研究に重きを置き、新たな「活用法、価値」を見出し、それ
ぞれのベネフィットを生み出していいく

まとめ ・相互の価値観を認める中で新たなベネフィットを生み出していく。

身近な自然の保護保全を目的とした団体との連携方法について
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黒曜石溶岩の最上部にあたる赤石山山頂では、

足元一面に黒曜石の塊が広がっている

黒曜石溶岩の先端部にあたる八号沢露頭 学芸員による解説

山頂部で黒曜石中に含まれる “ 球か ” を探す参

加者

オプショナルジオツアー・白滝黒曜石コース
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丸瀬布昆虫生態館の生態展示について、学芸員

より解説

落差 28 ｍの “ 山彦の滝 ” まで、植生と昆虫を

観察しながら散策

“ 丸瀬布森林公園いこいの森 ” にて いこいの森にて行われているヒグマのリスクマ

ネージメントについて職員より解説

オプショナルジオツアー・丸瀬布山彦の滝コース
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　ジオパーク地域における教育やツーリズムなどの活動は、ジオ遺産の保全の観点に基づき行われる。

　これまで、日本ジオパークネットワーク（JGN）加盟地域においては、世界ジオパークネットワーク（GGN）

ガイドラインや現地審査員からの指摘事項を通して、基準や方針などの情報を得てきた。

　しかしながら、これらの情報を共有し、「保全に基づいた活動とは何か？」という問いについてネットワー

クで考え、取り組む仕組みはこれまで確立されていなかった。

　そこで、ジオ遺産の保全に関わる問題の共有と解決を図るため、

JGN では「保全ワーキンググループ（WG）」を組織した。APGN

シンポジウムではこの WG の取り組みの報告として、(1)JGN 加

盟地域に対する保全に対する取り組み状況のアンケート結果につ

いて、(2) アンケート結果に基づき開催された第７回 JGN 全国研

修会 in 白滝ジオパークについて発表を行った。

（１）JGN加盟地域に対する保全の取り組み状況のアンケート結果について

　アンケートで明らかとなった重要な点は、日本のジオパークにおけるジオサイトの保全は既存の法的規制

に強く依存していること、また規制外のジオサイトを保全していく仕組み作りや取り組みは十分に行われて

いないこと、利害関係者間での合意形成を行う機会が少ないことである。

（２）第 7回 JGN全国研修会 in白滝ジオパークについて

　上記のアンケートで明らかとなった問題を解決するため、第 7 回 JGN 全国研修会 in 白滝ジオパークでは

ロールプレイ手法を採用したグループ協議を行った。この手法を採用した理由は、仮想ジオパーク内で参加

者が教師、研究者や観光客などの利害関係者役を演じることで、利害関係者同士で話し合いの場を設ける重

要性や、利害関係者間の葛藤を経験できることである。

　保全に対する問題を解決するアンケートから実際に研修会へ結

びつけることで、参加者が抱える問題を反映させる研修会を開催

すことができた。

　今後も JGN としてジオ遺産の保全についてのスキルアップを

目指した取り組みを行い、その内容を発信していく予定である。

1: 白滝ジオパーク推進協議会，2: 糸魚川ジオパーク協議会，3: 隠岐世界ジオパーク推進協議会，4: 様似町アポイ

岳ジオパーク推進協議会，5: 公益財団法人自然保護助成基金

佐野恭平
1*
，熊谷誠

1
，竹之内耕

2
，野辺一寛

3
，原田卓見

4
，目代邦康

5
（JGN 保全 WG）

第 4 回 APGN 山陰海岸シンポジウム発表報告

日本のジオパークにおける地質遺産保全の問題点
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第 7 回 JGN 全国研修会参加者名簿

No. 都道府県 所属 氏名

1 鹿児島県 霧島 坂之上　浩幸

2 鹿児島県 霧島 中村　光彦

3 秋田県 男鹿半島・大潟 渡辺　公成

4 秋田県 男鹿半島・大潟 森田　僚也

5 静岡県 伊豆半島 チャクラバルティー　アビック

6 北海道 三笠 高田　進

7 北海道 三笠 下村　圭

8 新潟県 苗場山麓 佐藤　雅一

9 新潟県 苗場山麓 佐藤　信之

10 熊本県 天草 鵜飼　宏明

11 島根県 隠岐 八幡　浩二

12 宮城県 栗駒山麓 佐藤　鉄也

13 宮城県 栗駒山麓 桑原　里

14 宮城県 栗駒山麓 佐藤　操

15 高知県 土佐清水 窪内　信也

16 新潟県 糸魚川 竹之内　耕

17 秋田県 鳥海山・飛島 池田　智巳

18 高知県 室戸 中村　有吾

19 北海道 胆振総合振興局 錦野　昌浩

20 茨城県 筑波山地域 杉原　薫

21 神奈川県 箱根 石井　菜月

22 神奈川県 箱根 若林　宏光

23 秋田県 ゆざわ 沼倉　誠

24 秋田県 ゆざわ 山﨑　由貴子

25 新潟県 佐渡 市橋　弥生

26 愛媛県 四国西予 蒔田　尚典

27 愛媛県 四国西予 加藤　雄也

28 熊本県 阿蘇 石松　昭信

29 熊本県 阿蘇 永田　紘樹

30 青森県 下北 新井田　真弓

31 千葉県 銚子 岩本　直哉

No. 都道府県 所属 氏名

32 千葉県 銚子 工藤　忠男

33 兵庫県 山陰海岸 新　昌也

34 兵庫県 山陰海岸 斉藤　桂

35 大分県 おおいた豊後大野 毛利　篤史

36 北海道 洞爺湖有珠山 三松　靖志

37 北海道 洞爺湖有珠山 川南　恵美子

38 北海道 洞爺湖有珠山 北越　美紀子

39 東京都 伊豆大島 舟木　健

40 東京都 伊豆大島 臼井　里佳

41 北海道 北海道地図 近藤　雅人

42 鹿児島県 桜島・錦江湾 片平　雅人

43 群馬県 下仁田 関谷　友彦

44 群馬県 下仁田 佐藤　実

45 群馬県 下仁田 小池　準

46 北海道 とかち鹿追 大西　潤

47 北海道 とかち鹿追 船越　洋二

48 岩手県 三陸 関　博充

49 岩手県 三陸 島川　芳樹

50 山口県 Mine 秋吉台 小原　北士

51 山口県 Mine 秋吉台 山縣　智子

52 山口県 Mine 秋吉台 山根　謙二

53 北海道 十勝岳山麓 齊藤　丈朗

54 北海道 十勝岳山麓 大谷　隆男

55 北海道 十勝岳山麓 長谷川　京史

56 北海道 十勝岳山麓 石川　雅憲

57 石川県 白山手取川 中村　真介

58 大分県 おおいた姫島 堀内　悠

59 北海道 あさひかわジオパークの会 中谷　良弘

60 東京都 JGN 事務局 斉藤　清一

61 岩手県 JGN 事務局 杉本　伸一

62 島根県 JGN 事務局 野辺　一寛
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