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問題関心　

　2008 年，日本で初めてジオパークが誕生して以降，
2020 年 4 月現在，日本では 43 のジオパークが認定され，
そのうち 9 地域がユネスコ世界ジオパークである．認定
地域で期待されているのは，地球科学的に価値の高い地
形・地質遺産を保全するとともに，地域の自然・文化の
つながりを観光や学習・教育に活用することを通して
地域経済の活性化を目指すことである（菊地・大谷他，
2017）．ジオパークを観光や教育に活用するためには，
地形・地質遺産の地球科学的な価値や地域の自然・文化
のつながりを観光客や教育関係者にわかりやすく伝える
必要がある．この活動の中核的な役割を担う重要な主体
が「ジオパークガイド」と呼ばれている案内人・解説者
である（1）．日本ジオパークネットワークでは，毎年の
活動状況調査をはじめとして各ジオパーク認定エリアで
行われている活動事例を収集し共有してきたが，各認定
地域のガイドに関しては，その制度や人数，活動実態な
どについて十分調査を行っていない．今後，ジオパーク
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　ジオパークを観光や教育に活用するためには，地形・地質遺産の地球科学的な価値や地域の自然・文化のつながりを観光客や教育関
係者にわかりやすく伝える必要がある．この活動の中核的な役割を担う重要な主体が「ジオパークガイド」である．ジオパークの観光
や教育へのさらなる活用，ジオパークの質の向上を図るためにも，ジオパークガイドのあり方を議論していく必要がある．この問題関
心に基づき，私たちはジオパークガイドの実態を把握し，今後のあり方を議論するためのデータを共有することを目的に，国内のジオ
パークを対象とした基礎調査を実施した．
　調査によって，地元出身の 60 代以上の男性が多くを占めていること，ストーリーや地域の大地の成り立ちを意識した案内を「常に
している」とした回答者が 6 割強であること，案内・解説する際に意識していることは地域志向がやや強いこと，案内・解説をするう
えで「学術的で専門的な知識」はさほど重視されていないこと，ガイド活動は副業的なものと評価されていること，ガイド活動に満足
する傾向がみられること，ガイド活動によって地域への関わりが増加する傾向が示されたこと，といった結果が示された．
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の観光や教育へのさらなる活用，ジオパークの質の向上
を図るためにも，ジオパークガイドのあり方を議論して
いく必要があるが，ジオパークガイドに関する基本的な
データが全く整備されていない状況が続いている．
　この問題関心に基づき，私たちはジオパークガイドの
実態を把握し，今後のあり方を議論するためのデータを
共有することを目的に，国内のジオパークを対象とした
基礎調査を実施した．本稿はその単純集計の結果を報告
するものである．

調査の概要

　本調査の調査対象者は，世界ジオパーク，日本ジオパー
クおよび構想地域でジオパーク活動に参加しているジオ
パークガイドである．問題関心で示した目的にしたがっ
て調査票（資料に示す）を作成した．2019 年 10 月 31

日から 11 月 5 日まで開催された第 10 回日本ジオパーク
全国大会 2019 おおいた大会にて，アンケートのチラシ
を配布し，関係者へ協力を呼びかけた．また，Web や

ジオパークにおけるガイドの活動実態と意識に関する調査
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表１　関わっているジオパーク /構想地域名
Table 1. Geopark/planned area where you are involved in guide activities
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SNS 等を活用しジオパークガイドに直接呼びかけるよ
う努力をした．さらに，日本国内のジオパークの事務局
に対して調査を依頼するメールを送信し，その上で各事
務局から，自らがジオパークガイドと認識して活動して
いる人へ調査を依頼する方法をとった．インターネット
上に設置した調査ページからの回答を基本とし，その他
にメール，ファックス，郵送でも回答を受け付けた．
　回答は 2019 年 10 月 28 日から受け付け ,12 月 23 日を
最後の回答を郵送で受け取った．回答ジオパーク数は
44 地域，2 カ所の地域を併記している回答が 2 つあった．
回答者数は 257 名である．世界ジオパークが 9，日本ジ
オパークが 30，ジオパーク構想が 5 であった (2). その他
に分類困難が 2，無回答が 1 であった．回答ジオパーク
と回答者数は表１の通りである．

回答者の属性

　まず回答者の属性を見てみる．

1. 年齢と性別
　もっとも多い年齢層は 60 代で 97 名（37.7%），次に
70 代が 61 名（23.7%），50 代が 49 名（19.1%）と続き，
40 代は 24 名（9.3%），30 代は 15 名（5.8%），20 代は 6

名（2.3%）である．60 代以上の高齢者が占める割合は
63.3％である．ジオパークガイドの主要な担い手は高齢
者層であることがわかる（図 1：有効回答者数 257）．
　性別は男性が 173 名（67.6%），女性が 83 名（32.4%）と，
男性が多い結果である（図 2：有効回答者数 256）．
　

図１　年齢
Figure 1. Age

図３　出身地
Figure 3. Place of origin

図２　性別
Figure 2. Gender

2. 出身地
　出身地域は「関わっているジオパーク / 構想地域の範
囲内」が 153 名（59.5％），「関わっているジオパーク /

構想地域ではないが同じ県内」が 38 名（14.8％），その
他が 66 名（25.7％）である．地元出身が多いことがわ
かる（図 3：有効回答者数 257）．

3. ガイド歴
　ジオパーク / 構想地域に関わる前のガイド歴（観光ガ
イドとしてのガイド歴）は，ガイドをしていないが 113

名（44.0％），1 年未満が 22 名（8.6％），1 年以上 5 年未
満が 42 名（16.3％），5 年以上 10 年未満が 39 名（15.2％），
10 年以上が 41 名（16.0％）である．ガイド歴がない・1

年未満で約半数を占めるが，1 年以上の経験者も半数い
る（図 4：有効回答者数 257）．
　ジオパーク / 構想地域に関わりだした後のガイド歴，
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いわゆるジオガイド歴は 1 年未満が 30 名（11.7％），1

年以上 5 年未満が 122 名（47.5％），5 年以上 10 年未満
が 87 名（33.9％），10 年以上が 18 名（7.0％）である．
5年未満という比較的短い人が6割弱を占めている（図5：
有効回答者数 257）．

4. ジオパークに関わるガイドになった経緯
　ジオパーク / 構想地域に関わるガイドになった経緯を
質問したところ，「ジオパーク / 構想地域を推進する団
体からガイドとして公認を受けた」が 194 名（75.5％）
である．公認ガイドである．「公認制度はないが，ジオ

図５　ジオパーク /構想地域に関わりだした後のガイド歴
Figure 5. Experience as a guide after becoming involved in geopark/
planned area

図６　ジオパーク /構想地域に関わるガイドになった経緯
Figure 6. Process leading up to becoming a guide involved as a 
geopark/planned area

パーク / 構想地域を推進する団体が主催するジオパーク
/ 構想地域に関する講座等を受講した」が 40 名（15.6％）
である．これは半公認ガイドといっていいかもしれない．

「独学でジオパーク / 構想地域について勉学した」が 6

名（2.3％），その他が 17 名（6.6％）である．公認と半
公認という何らかのガイドの養成制度・講座を経てガイ
ド活動をしている人が 9 割を占めている（図 6：有効回
答者数 257）．

5. ガイドになったきっかけ
　ガイドになったきっかけ（複数回答）を質問したとこ
ろ，「地域のために何かしたかったから」が152名（59.1％）
と最も多く，次いで「自分にできることを社会にいかし
たかったから」が 140 名（54.5％）である．地域や社会
への貢献がきっかけとして多くなっている．「知識を得
たかったから」が 122 名（47.5％），「人や地域とのつな
がりを持ちたかったから」が 105 名（40.9％）と，個人
的な関心がきっかけになった回答も多い．一方，「収入
を得たかったから」は 15 名（5.8％）であった（図 7：
有効回答者数 257）．

図４　ジオパーク /構想地域に関わる前のガイド歴
Figure 4. Previous experience as a guide prior to becoming involved 
in geopark/planned area
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ガイドの活動内容

　次にガイドとしての活動内容をみてみる．

1. ジオパークを意識した案内
　ジオパーク / 構想地域のストーリーや地域の大地の
成り立ちを意識した案内をしているかを質問したとこ

ろ，「常にしている」が 167 名（65.0％），「客層や案内・
解説をする場所によってはしないこともある」が 78 名

（30.4％），「あまりしたことがない」が 12 名（4.7％）で
ある（図 8：有効回答者数 257）．

2. 案内・解説時に話すこと
　案内・解説する際に意識して話すように心がげている
ことを質問したところ（複数回答），「関わっているジオ
パーク / 構想地域ならではの特徴」が 193 名（75.1％）
と最も多く，「関わっているジオパーク / 構想地域と地
球全体とのつながり」が 164 名（63.8％），「関わって
いるジオパーク・構想地域内でのつながり」が 140 名

（54.5％），「日本列島の成立」が 136 名（52.9％），「関わっ
ているジオパーク / 構想地域と日本全体とのつながり」
が 130 名（50.6％）である．少ない回答は「関わってい
るジオパーク / 構想地域と海外のある地域（ジオパーク
/ 構想地域外）とのつながり」が 23 名（8.9％），「関わっ
ているジオパーク / 構想地域と海外のジオパーク / 構想
地域とのつながり」が 25 名（9.7％）である．地域の特
徴や地域内のつながりという地域を意識した案内・解説
が多く，地球全体とのつながりについても多い傾向にあ
る．その一方，海外のジオパークとのつながりを意識
した回答者は少ない結果となった（図 9：有効回答者数
257）．

3. 案内・解説をするうえで得意・好きな分野
　案内・解説をするうえで得意・好きな分野を質問した
ところ（複数回答），地形・地質が 192 名（74.7％）と
最も多く，歴史が 159 名（61.9％），地域の生活が 149

名（58.0％），文化が 145 名（56.4％）である．少なかっ
た回答は，河川と海がともに 77 名（30.0％）である．
地形・地質と地域の歴史・生活・文化が多い傾向である
が，生物・生態系，環境，気象・気候というエコシステ
ムに関しては，やや低い傾向である（図 10：有効回答
者数 257）．

4. ジオパーク / 構想地域の案内・解説をするうえで一
番重要だと思うこと
　「ジオパーク / 構想地域の案内・解説をするうえで一
番重要だと思うこと」を質問したところ，「お客の興味
を引き飽きさせない工夫」が 131 名（53.0％）と最も多
い．「お客と楽しく会話できる話術」が 48 名（19.4％），

「少々浅くとも広い分野に関する知識」が 47 名（19.0％）
である．一方，「学術的で専門的な知識」は 9 名（3.6％）
と極めて低い結果である（図 11：有効回答者数 247）．

図７　ガイドになったきっかけ（複数回答可）
Figure 7. Reason for becoming a guide (multiple answers allowed)

図８　ジオパーク /構想地域のストーリーや地域の大地の成り
立ちを意識した案内・解説
Figure 8. Guidance/explanations that include land formation and 
related local stories of the geopark/planned area
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図９　案内・解説する際に意識して話すように心がけていること（複数回等可）
Figure 9. What do you try to make sure to talk about when providing guidance/explanation (multiple answers allowed)
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図１２　ガイド料
Figure 12. Guide fee

図１３　ガイドで得た収入（1年間合計）
Figure 13. Income earned as a guide (total for one year)

5. ガイド料金
　ガイド料（10 名の参加者を 3 時間案内・解説する場合，
参加者が払う正規料金の合計，体験料などは含まない）
は 5 千円未満が 92 名（35.8％），5 千円以上 1 万円未満
が 89 名（34.6％），ガイド料をもらわないが 23 名（8.9％）
と 1 万円未満が 8 割近くを占める．1 万円以上 2 万円未
満が 22 名（8.6％），2 万円以上 3 万円未満が 8 名（3.1％），
3 万円以上が 9 名（3.5％）である（図 12：有効回答者
数 257）．

6. ガイドで得た収入
　1 年間にガイドで得た収入を質問したところ，「5 万円
未満」が 139 名（54.3％）と最も多く，「収入なし」が
44 名（17.2％）である．5 万円未満で約 7 割という結果
である．「5 万円以上 10 万円未満」が 36 名（14.1％），

「10 万円以上 50 万円未満」が 28 名（10.9％）である（図
13：有効回答者数 256）．

図１０　案内・解説するうえで得意・好きな分野（複数回等可）
Figure 10. Domains that you are particularly good at or enjoy when 
providing guidance/explanation (multiple answers allowed)

図１１　ジオパーク /構想地域の案内・解説をするうえで一番
重要だと思うこと
Figure 11. What do you think is most important when providing 
guidance/explanation at a geopark/planned area?
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7. ガイド回数
　最近 1 年間の合計のガイド回数を質問したところ，「1

回以上 10 回未満」が 132 名（51.6％），「10 回以上 50 回
未満」が 96 名（37.5％）である．「0 回」は 17 名（6.6％），

「50 回以上」は 11 名（4.3％）であった（図 14：有効回
答者数 256）．

図１４　ガイド回数（1年間合計）
Figure 14. Number of guide activities provided (per year)

8. ガイド活動をおもしろいと感じるか
　ガイド活動をおもしろいと感じるかを質問したとこ
ろ，「おもしろい」が 173 名（67.6％），「まあおもしろ
い」が 69 名（27.0％）である．あわせると，ガイド活
動をおもしろいと感じる回答が 95% を占めている．「あ
まりおもしろくない」は 3 名（1.2％），「おもしろくな
い」は 2 名（0.8％）である．ほとんどの回答者がガイ
ド活動をおもしろいと感じている（図 15：有効回答者
数 256）．

図１５　ガイド活動はおもしろいと感じますか
Figure 15. Do you find guide activities enjoyable?

9. ガイド活動にやりがいを感じているか
　ガイド活動にやりがいを感じているかについて質問し
たところ，「大変ある」が 163 名（63.7％），「ややある」
が 78 名（30.5％）となっており，94％がやりがいがあ

ると感じている．「あまりない」が 4 名（1.6％），「ほと
んどない」が 2 名（0.8％）であった．ほとんどの回答
者がガイド活動にやりがいを感じている（図 16：有効
回答者数 256）．

図１６　ガイド活動はやりがいがあると感じますか
Figure 16. Do you find guide activities fulfilling?

10. ガイド活動の時間的・日程的負担
　ガイド活動から時間的・日程的負担を感じているかを
質問したところ，「活動は多いが負担ではない」が 104

名（40.6％）と最も多く，「活動が少ないので負担では
ない」が 98 名（38.3％）と続く．「活動は多くないが他
の生活もあり負担である」が 46 名（18.0％），「活動が
多く負担である」が 8 名（3.1％）である．約 8 割が時間的・
日程的負担をあまり感じていない（図 17：有効回答者
数 256）．

図１７　ガイド活動は時間・日程的に負担だと感じていますか
Figure 17. Do you find the schedule of guide activities (time of day, 
days)  a burden?

11. ガイド活動の身体的負担
　ガイド活動から身体的負担を感じているかを質問した
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図２１　現状ガイド活動をしている条件や環境は，総合的に満
足できるものですか
Figure 21. Overall, are you satisfied with the current conditions and 
environment of the guide activities?

13. ガイド活動の金銭的満足
　ガイド活動は金銭的に満足できるものかを質問したと
ころ，「普通」が 123 名（48.2％）と最も多くなった．「満

足している」は 23 名（9.0％），「ある程度満足している」
は 41 名（16.1％）となっており，合わせて 25.1％が満
足である．「不満である」は 26 名（10.2％），「やや不満
である」は 42 名（16.5％）となっており，合わせて 26．
7％が不満である．満足と不満が拮抗する結果である（図
20：有効回答者数 255）．

14. ガイド活動の総合的な満足
　ガイド活動をしている条件や環境は，総合的に満足で
きるものかを質問したところ，「ある程度満足している」
は 87 名（34.0％），「普通」が 70 名（27.3％），「やや不
満である」が 61 名（23.8％）と続いている．「満足し
ている」と「やや満足している」を合わせると，111 名

（43.4％），「不満である」「やや不満である」を合わせる
と 75 名（29.3％）であり，満足している人が多い傾向
である（図 21：有効回答者数 256）．

ところ，「普通」が 83 名（32.4％），「負担ではない」が
73 名（28.5％），「あまり負担ではない」が 65 名（25.4％）
である．一方，「やや負担である」は 30 名（11.7％），「負
担である」は 5 名（2.0％）である．5 割強が身体的負担
をあまり感じていない（図 18：有効回答者数 256）．

図１８　ガイド活動は身体的に負担だと感じていますか
Figure 18. Do you find guide activities physically burden?

12. ガイド活動の精神的負担
　ガイド活動から精神的負担を感じているかを質問した
ところ，「負担ではない」が 73 名（28.5％），「あまり負
担ではない」が 61 名（23.8％）である．「普通」は 67

名（26.2％）である．一方，「やや負担である」は 45 名
（17.6％），「負担である」は 10 名（3.9％）である．5 割
強が精神的負担をあまり感じていない（図 19：有効回
答者数 256）．

図１９　ガイド活動は精神的に負担だと感じていますか
Figure 19. Do you find guide activities stressful?

図２０　現状のガイド活動は金銭的に満足できるものですか
Figure 20. Are you satisfied with the current income for guide 
activities?
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4. 地域住民の地域を見る目の変化
　ジオパークに関連する活動が始まってから，ガイドを
していない地域住民の地域を見る目や意識は変化したと
感じるかを質問したところ，「やや変化したと感じる」

15．ガイド活動の継続意思
　ガイド活動の継続意思を質問したところ，「続けたい」
が 178 名（69.5％），「今よりも無理のない程度なら続け
たい」が 66 名（25.8％）である．「続けたくない」は 1

名（0.4％），「わからない」は 11 名（4.3％）である．ほ
とんどの回答者が継続する意思がある（図 22：有効回
答者数 256）．

図２５　ガイド活動を始めてから地域への目線の変化
Figure 25. Since engaging in guide activities, has the way you view 
the local area/community changed?

図２２　これからもガイド活動を続けたいと思いますか
Figure 22. Are you planning to continue guide activities in the future?

ガイド活動と地域とのかかわり

　ガイド活動を行うことによって，地域との関わりがど
のように変化したのか．

1. ジオパーク活動や地域の行事・事業への参加
　ガイド活動を始めてから，ジオパーク活動や地域の行
事・事業への参加が増えたかを質問したところ，「増えた」
が 134 名（52.5％），「やや増えた」が 94 名（36.9％）で
ある．増えたとする回答者は約 9 割である（図 23：有
効回答者数 255）．

図２３　ガイド活動を始めてから，ジオパーク関係や地域の行
事・事業への参加は増えましたか
Figure 23. Since engaging in guide activities, has your involvement 
in geopark-related and local events/activities increased?

2. 人とのかかわりの増減
　ガイド活動を始めてから，人と関わることが増えたか
を質問したところ，「増えた」が 149 名（58.2％），「や
や増えた」が 87 名（34.0％）である．増えたとする回
答者は 9 割強である（図 24：有効回答者数 256）．

図２４　ガイド活動を始めてから，人と関わることは増えまし
たか
Figure 24. Since engaging in guide activities, have your interactions 
with other people increased?

3. 地域を見る目の変化
　ガイド活動を始めてから，地域を見る目が変化したか
を質問したところ，「大きく変化した」が 138 名（53.9％），

「やや変化した」が 99 名（38.7％）である．「特に変わ
らない」は 19 名（7.4％）である．変化したとする回答
者は 9 割強である（図 25：有効回答者数 256）．
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は 134 名（52.5％），「大きく変化したと感じる」は 50

名（19.6％），「特に変わらないと感じる」は 71 名（27.8％）
である．変化を感じるとする回答者の 7 割強が変化を感
じると回答していることは，ジオパークによる効果の一
つといえよう（図 26：有効回答者数 255）．

図２６　ジオパークに関連する活動が始まってからのガイド以
外の地域住民の地域への目線の変化
Figure 26. Since engaging in guide activities, has the way that local 
residents (other than yourself) view their local area/community 
changed?

まとめ

　ジオパークガイドへのアンケートの結果を簡単に整理
すると以下のようになる．
　第一に，地元出身の 60 代以上の男性が回答者の多く
を占めていることである．
　第二に，ジオパーク運営団体のガイドの養成制度を経
てガイド活動を始めた回答者が多いことである．
　第三に，ガイドになったきっかけは地域や社会への貢
献とする回答者が多いが，個人的な関心をあげる回答者
も多いことである．
　第四に，ジオパークガイド歴は比較的短い回答者が多
いことである．
　第五に，ストーリーや地域の大地の成り立ちを意識し
た案内を「常にしている」とした回答者は 6 割強にとど
まっていることである．今回のデータからは，どのよう
な場合にするのか，あるいはしないのかについては，十
分に分析することはできないが，ジオパークガイドにお
ける「ジオ」とは何かを考えることが必要かもしれない．
　第六に，案内・解説する際に意識していることは，地
域志向がやや強く，国内，国際的な意識は比較的弱い傾
向にあることである．ジオパーク活動におけるネット
ワークの意義を考える必要があるかもしれない．
　第七に，案内・解説をする上で得意・好きな分野にや
や偏りがあることである．地形・地質と生態系と文化の
バランスが取れた案内・解説のあり方が課題といえるか

もしれない．
　第八に，案内・解説をするうえで「学術的で専門的な
知識」はさほど重視されていないことである．地形・地
質遺産の地球科学的な価値や地域の自然・文化のつなが
りを「興味を引き飽きさせない工夫」によって，わかり
やすく伝えることが課題であるといえる．
　第九に，ガイド活動は生計を立てるものではなく，副
業的（あるいは趣味的な）なものと評価されていること
である．ただ金銭的な側面については，満足と不満が拮
抗する結果となっており，金銭的な満足をもう少し期待
していることもうかがえる．
　第十に，時間的・日程的負担よりも身体的，精神的負
担が多い傾向にあることである．
　第十一に，ガイド活動はおもしろくやりがいがあり，
継続したい活動と評価しており，全般的にガイド活動に
満足する傾向がみられることである．
　第十二に，ガイド活動によって，地域への関わりが増
加する傾向が示されたことである．さらにガイドをして
いない地域住民の地域を見る目や意識も大きく変化して
いることは，ジオパークによる効果の一つといえよう．
　本報告がジオパークガイドの実態を把握するととも
に，今後のあり方を議論していくための基礎的資料にな
れば幸いである．本報告はアンケートの単純集計の紹介
にとどまっているが，今後はデータのより詳細な分析を
実施し，ジオパークガイドの属性と活動内容及び地域と
のかかわりの関係について分析を進める必要がある．さ
らに自由回答の記述の分析を進める必要もある．これら
は稿を改めて論じる予定である．
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注

（１）地球科学的な知識を観光や教育に活用できるよう
に翻訳する重要な役割を担っているのは，ジオパー
ク専門員と呼ばれる専門家である．専門員とは「何
らかの専門性を期待されてジオパークもしくは自
治体等関係する団体によって雇用され，ジオパー
ク活動に深く関わっている人」と定義される．専
門員については，筆者らはアンケートから既にそ
の属性と多面的役割を明らかにしてきた．菊地・
大谷他（2017）を参照されたい．
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（２）本稿執筆時点（2020 年 5 月）において，月山ジオパー
ク構想は日本ジオパークネットワークから脱退し
ているが，調査時点では加入していたため，デー
タに含めている．
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日本ジオパークネットワーク　ガイド（案内
人・解説者）実態調査

【趣旨】
　日本ジオパークの活動が始まり 10 年経過し、地域で
様々な活動が行われてきました。日本ジオパークネット
ワークでは、毎年の活動状況調査をはじめとして各地で
行われている活動の事例を収集し、共有しています。し
かし各地域のガイド（案内人・解説者）に関して、その
存在は認識していたものの人数や活動実態などについて
十分調査を行っていませんでした。
　ジオパーク活動におけるガイドの役割は大きく、ジオ
パークを活用した教育や観光の中核を担っており、その
地域あるいは日本ジオパークの “ 顔 ” となる存在です。
今後日本ジオパークの質の向上やブランド価値を守るた
めには、地域のガイドの在り方について議論が必要に
なってくることが予想されます。今回はその議論を行う
前段階として、ガイドの実態を把握し共有するための基
礎調査を実施します。なお調査結果はデータを処理した
上で、後日インターネット上で公開し、誰でも見ること
ができるようにします。ただし、誰がどのような回答を
したかなど、個人が特定されるような情報は公開しませ
ん。

【調査対象】
日本ジオパークおよびジオパーク構想地域でジオパーク
の活動に参加しているガイドの方々

【調査方法】
アンケート調査
※ガイドの方々の生の声を集めるため、各地域の協議会

を通さずに回答者本人から直接回収します。
【アンケート実施担当者】
菊地　直樹　（金沢大学人間社会研究域附属地域政策研
究センター・准教授）
大谷　竜　　（国立研究開発法人産業技術総合研究所地
質調査総合センター・主任研究員）
斉藤　清一　（日本ジオパークネットワーク事務局長）
山﨑　由貴子（日本ジオパークネットワーク事務局員・
湯沢市ジオパーク推進協議会）

【調査締め切り】
2019 年 11 月 30 日（土）

【問い合わせ先】
メール：guide.chosa.2019@gmail.com

電話：03-3219-2990（日本ジオパークネットワーク事務局）
FAX：03-3518-9920（日本ジオパークネットワーク事務局）
 

日本ジオパークネットワーク　ガイド（案内人・解説者）
実態調査

※この調査は日本ジオパーク / 構想地域で活動するガイ
ドの実態について基礎情報を収集する目的で行いま
す。ガイド自身や活動について評価・審査する目的で
はありませんので、現状やご意見など率直な回答をお
願いします。

※アンケート結果はデータを処理した上で、後日公開し
ます。ただし、誰がどのような回答をしたかなど、個
人が特定されるような情報は公開しません。

※選択肢に ○ がついている項目は、あてはまるものを
一つ選び、✔ をつけるか黒く塗りつぶしてください。

※選択肢に □ がついている項目は、あてはまるもの全
てを選び、✔をつけるか黒く塗りつぶしてください。

１．あなた（回答者）について
（１）関わっているジオパーク / 構想地域名、または市
町村名

（２）年齢
〇 10 代以下　〇 20 代　〇 30 代　〇 40 代　〇 50 代　
〇 60 代　〇 70 代　〇 80 代以上　
〇非公開

（３）性別
〇男性　〇女性　〇非公開

（４）出身地
〇関わっているジオパーク / 構想地域の範囲内　
〇関わっているジオパーク / 構想地域の範囲ではないが
同じ県内　
〇その他

（５）ジオパーク / 構想地域に関わる前のガイド歴
〇１年未満　〇１年以上５年未満　〇５年以上 10 年未
満　〇 10 年以上
〇ジオパーク / 構想地域に関わる前はガイドをしていな
い

（６）ジオパーク / 構想地域に関わりだした後のガイド
歴
〇１年未満　〇１年以上５年未満　〇５年以上 10 年未
満　〇 10 年以上
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（７）ジオパーク / 構想地域のストーリーや地域の大地
の成り立ちを意識した案内・解説
○ 常にしている　○ 客層や案内・解説をする場所によっ
てはしないこともある
○ あまりしたことはない

（８）案内・解説する際に意識して話すように心がけて
いること（複数回答可）
※つながりには地形、地質、自然、文化など様々なもの
を含むとします。
□ 関わっているジオパーク / 構想地域と地球全体とのつ
ながり　
□ 関わっているジオパーク / 構想地域と海外のジオパー
ク / 構想地域とのつながり
□ 関わっているジオパーク / 構想地域と海外の或る地域

（ジオパーク / 構想地域以外）とのつながり　
□ 関わっているジオパーク / 構想地域と日本全体とのつ
ながり
□ 関わっているジオパーク / 構想地域とその地域を含む
地方（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、
九州沖縄）とのつながり
□ 関わっているジオパーク / 構想地域と他の日本ジオ
パーク / 構想地域とのつながり
□ 関わっているジオパーク / 構想地域と日本の或る地域

（ジオパーク / 構想地域以外）とのつながり
□ 関わっているジオパーク / 構想地域内でのつながり　
□ 地球の成立　□ 日本の成立　
□ 関わっているジオパーク / 構想地域を含む地方の成立
　
□ 関わっているジオパーク / 構想地域ならではの特徴　
□ 特にない　
□（その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（９）ジオパーク / 構想地域に関わるガイドになった経
緯
○ ジオパーク / 構想地域を推進する団体からジオパーク
ガイドとして公認を受けた
○ 公認制度はないが、ジオパーク / 構想地域を推進する
団体が主催するジオパーク / 構想地域に関する講座等を
受講した
○ 独学でジオパーク / 構想地域について勉強した
○（その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（10）案内・解説をするうえで得意・好きな分野（複数
回答可）

○ まち歩き　○ 山岳　○ 河川　○ 海　○ 歴史　○ 文化　○

地域の生活　○ 生物・生態系　○ 環境　○ 地形・地質　
○ 気象・気候　○ 産業　○ 遊び・体験
○（その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（11）ジオパーク / 構想地域の案内・解説をするうえで
一番重要だと思うこと
※お客の安全確保以外のことでお答えください。
○ 学術的で専門的な知識　○ 少々浅くとも広い分野に関
する知識
○ お客と楽しく会話ができる話術　○ お客の興味を引き
飽きさせないための工夫
○（その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（12）ガイド料
（10 人の参加者を３時間案内・解説する場合、参加者が
払う正規料金の合計。体験料などは含まない。）
○ ５千円未満　○ ５千円以上１万円未満　○ １万円以上
２万円未満　
○ ２万円以上３万円未満　○ ３万円以上　○ ガイド料は
貰わない　
○（その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（13）ガイドになったきっかけ（複数回答可）
○ 地域のためになにかしたかったから　○ 人のためにな
にかしたかったから　
○ 自分にできることを社会にいかしたかったから　
○ 余暇を有意義にすごしたかったから　○ 人や地域とつ
ながりをもちたかったから　○ 収入を得たかったから　
○ 知識を得たかったから　
○ 家族や友人、知人に勧められたから　
○（その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．平成 30 年（2018 年）４月から平成 31 年（2019
年）３月までの間のガイド実績

（14）ガイド回数（１年間合計）
○ ０回　○1 回以上 10 回未満　○10 回以上 50 回未満　
○50 回以上

（15）ガイドで得た収入（１年間合計）
○ ５万円未満　○ ５万円以上 10 万円未満　○10 万円以
上 50 万円未満　
○50 万円以上 100 万円未満　○100 万以上　○ 収入なし



菊地直樹・山崎由貴子・大谷竜・斎藤清一
16

３．ガイド活動をして感じたことや変わったことについ
て

（16）ガイド活動はおもしろいと感じますか。
○ おもしろい　○ まあおもしろい　○ 普通　○ あまりお
もしろくない　
○ おもしろくない

（17）ガイド活動はやりがいがあると感じますか。
○ 大変ある　○ ややある　○ 普通　○ あまりない　○ ほ
とんどない

（18）ガイド活動は時間・日程的に負担だと感じていま
すか。
○ 活動が多くて負担である　○ 活動は多くないが他の生
活もあり負担である　
○ 活動は多いが負担ではない　○ 活動が少ないので負担
ではない

（19）ガイド活動は身体的に負担だと感じていますか。
○ 負担である　○ やや負担である　○ 普通　○ あまり負
担ではない　○ 負担ではない

（20）ガイド活動は精神的に負担だと感じていますか。
○ 負担である　○ やや負担である　○ 普通　○ あまり負
担ではない　○ 負担ではない

（21）現状のガイド活動は、金銭的に満足できるもので
すか。
○ 満足している　○ ある程度満足している　○ 普通　○

やや不満である　
○ 不満である

（22）現状ガイド活動をしている条件や環境は、総合的
に満足できるものですか。
○ 満足している　○ ある程度満足している　○ 普通　○

やや不満である　
○ 不満である

（23）ガイド活動を始めてから、ジオパーク関係や、地
域の行事・事業への参加は増えましたか。
○ 増えた　○ やや増えた　○ 変わらない　○ やや減った
　○ 減った

（24）ガイド活動を始めてから、人と関わることは増え
ましたか。

○ 増えた　○ やや増えた　○ 変わらない　○ やや減った
　○ 減った

（25）ガイド活動を始めてから、あなたが地域を見る目
は変化しましたか。
○ 大きく変化した　○ やや変化した　○ 特に変わらない

（26）ジオパークに関連する活動が始まってから、ガイ
ドをしていない地域住民の地域を見る目や意識は変化し
たと感じることはありましたか。
○ 大きく変化したと感じる　○ やや変化したと感じる　
○ 特に変わらないと感じる
４．これからのガイド活動について

（27）これからもガイドを続けたいと思いますか。
○ 続けたい　○ 今よりも無理のない程度なら続けたい　
○ 続けたくない　
○ わからない

（28）ジオパークのガイドと一般的な観光ガイドはどの
ようなところが違うと思いますか。

（29）自分自身について、ガイド活動をするうえでもっ
とこうしたい、こうなりたいと思っていることはなんで
すか。

（30）地域や制度、環境について、ガイド活動をするう
えで困っていることや不満に思っていること、または負
担・不便に感じていることはなんですか。

（31）今後、自分自身がガイドを長く続けていくために
はどのようなことが課題であると思いますか。

（32）今後、あなたの地域で多くのガイドが長く活動を
続けていくためにはどのようなことが課題であると思い
ますか。

（33）ジオパーク推進団体や行政にどのようなことを求
めていますか。実現が難しいこと、または過去に要請し
たが実現していないことなどでも、どのようなことでも
いいのである場合は書いてください。
※こちらから、当該団体や行政に直接連絡することはあ

りません。
※データを公開する際には、個人が特定されることを防

止するために施設名や固有名詞を伏せる場合がありま
す。
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（34）最後に何か書きたいことがあれば、ご自由にお書
きください。

設問はこれで終了です。お忙しい中、ご協力誠にありが
とうございました。
もし差し支えなければ、あなたのお名前をお書きくださ
い。

お名前　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 


