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■お礼の言葉
去る 10 月 27 日より 3 日間の日程で開催しました「第 6 回日本ジオパーク全

国大会 日本ジオパーク霧島大会」につきましては、皆様のご協力のおかげで無
事に終了することができました。厚く御礼を申し上げます。
全国から参加された 750 名近いジオパーク関係者にお集まりいただき、全体
会や分科会、ポスターセッション、ジオツアー等のプログラムに積極的にご参画
いただき、皆様のジオパークに取り組む姿勢に感銘しました。
また、地域住民の皆様を対象とした「霧ジオまつり」もトークセッションやイベント
広場に多くの方にお越しいただき、ジオパークに少しでも触れていただけたのでは
ないでしょうか。
このように 3 日間今回の全国大会が大盛況のうちに終わることができましたのも
ご参加いただきました皆様のお力添えのおかげです。誠にありがとうございまし
た。
そして、今回この全国大会を運営するにあたり、協議会会員やジオガイドの皆
様などスタッフとして 150 名の方にご協力いただきました。心よりお礼を申し上げ
たいと思います。
最後に、大会運営につきましては、いろいろ不行き届きの点があってご迷惑を
おかけしたことと思います。この場を借りてお詫び申し上げます。

日本ジオパーク霧島大会実行委員会
実行委員長（霧島市長） 前田 終止
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◆大会概要
■名 称 日本ジオパーク霧島大会（第 6 回日本ジオパーク全国大会）
■大会テーマ 「Enjoy Geopark World！」（ジオパークの世界観を楽しもう！）
■会 期 平成 27 年 10 月 27 日（火）～10 月 29 日（木）3 日間
■主 催 日本ジオパーク霧島大会実行委員会・一般財団法人自治総合センター
■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
■事務局 日本ジオパーク霧島大会実行委員会事務局（霧島ジオパーク推進連絡協議会事務局内）
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 45-1
TEL ０９９５－６４－０９３６

FAX ０９９５－６４－０９５８

Email

kiri-geopark@po.mct.ne.jp

■会 場 霧島市民会館 （鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目８－１）
国分公民館 （鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目４５－１）ほか
霧島市多目的ホール
ジオツアー 環霧島地域の各地

JR 国分駅

空港 PR ブース

霧島市役所
鹿児島空港
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大 会 ス ケ ジ ュ ー ル
1日目

１０月２７日（火）

9:00～12:00

事前相談会
9:00～10:00 世界ジオパーク推薦希望地域（６０ 分）

【会場

国分公民館3 F中会議室】

9:00～10:00 日本ジオパーク認定希望地域（６０ 分）

【会場

国分公民館3 F大会議室】

10:00～12:00 日本ジオパーク認定希望地域
【会場

ポスターセッションコアタイム（120分）

霧島市多目的ホール】

10:00～11:00

事務局長会議（60 分） 【会場

13:00～14:00

開会セレモニー（60 分）

14:00～15:30

基調講演（90 分）

国分公民館3 F大研修室】

【会場

【会場

霧島市民会館】

霧島市民会館】

■イブラヒム コモオ氏（マレーシア国民大学環境開発研究所
■新名 阿津子氏（公立鳥取環境大学環境学部
15:45～17:15

分科会（90 分）

【会場

17:15～18:15

ポスターセッション

19:30～21:30

全体交流会

環境学科

教授）

准教授）

国分公民館会議室ほか】

コアタイム①（60 分）【会場

霧島市多目的ホール】

【会場 ホテル京セラ】

▪その他
10:00～18:15

ポスターセッション・展示ブース【会場

11:00～16:00

霧ジオまつり【会場

霧島市多目的ホール】

霧島市民会館前イベント広場】

環霧島「食」フェスタ・物産展・ステージ等

２日目

１０月２８日（水）

9：00～12:00

分科会（180分）【会場

12:00～14:00

【昼食・移動】（120分）

12:45 ～13:45
14:00～16:00

ポスターセッション

国分公民館会議室ほか】

コアタイム②（60 分）【会場

全体会（120 分）【会場

16:30 ～ ジオツアー

霧島市多目的ホール】

霧島市民会館】

バスで各ジオツアーへ出発

▪その他
10:00～16:00

ポスターセッション・展示ブース【会場

11:00～16:00

霧ジオまつり【会場

霧島市多目的ホール】

霧島市民会館前イベント広場】

環霧島「食」フェスタ・物産展・ステージ等

３日目

１０月２９日（木）

ジオツアー 環霧島各地～鹿児島空港（16:00頃）～JR国分駅（16:30頃）～霧島市役所（16:35頃）
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大会前日
１３：００～１８：３０

10 月 26 日

日本ジオパーク霧島大会報告書

月

現地審査員及び JGN 活性化部会合同会議

会 場 国分公民館３F 大研修室

◆内 容
JGN 活性化部会の審査や保全などのワーキンググループに分かれて
各テーマを協議の後、活性化部会全体で発表し情報共有をはかった。
また、海外での現地審査員から現地審査の状況報告を受けた。

大会 1 日目

10 月 27 日

火

10 月 27 日（火）
午前中（約 1 時間）

希望者を対象としたオプショナルツアーを企画。7 名の皆様に霧島ジオパークを空からご堪能いただいた。
９：００～１０：００

JGN 事前相談会（世界推薦希望地域・日本ジオパーク認定希望地域）

◆内 容

会 場 国分公民館３F 中・大会議室

世界推薦希望に5地域（16名）、日
本認定希望に9地域（42名）が参
加。JGN事務局の進行のもと、世界
推薦希望をＪＧＣ中田委員が、日本
申請希望をＡＰＧＮ諮問委員の渡辺
氏が説明を行い、活発な意見交換
が行われた。

１０：００～１１：００

JGN 会員事務局長会議

会 場 国分公民館３F 大研修室

◆内 容
55地域60名が参加。経過報告として、ユネスコ世界ジオパー
ク関係について、第4回APGN関係、運営会議及びWGの活動状
況等について、協議事項としてJGN事業概要、2015年度後半
～2016年度の事業計画等について話し合われた。
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会 場 霧島市民会館
12:45～ オープニング・アトラクション

祓川（はらいがわ）神楽
宮崎県高原町の「祓川（はらいがわ）神楽」は、約４００年前から当地に伝
わる神楽である。かつてこの霧島連山の麓には、数多くあったが、その殆どが
衰退あるいは消滅してしまった。その中で、現在も多くの番付を保有し、夜を
徹して行われる様は、江戸時代、旧薩摩藩で行われていた神舞の様式を色
濃く残すとして、平成 22 年、「高原の神舞（かんめ）」として、国の重要無形民
俗文化財に指定された。かつて、豊富な自然や頻繁に噴火していた霧島を
崇拝する修験道が盛んだったが、時代と共に衰退し、今では、これらの神楽
が往時を偲ぶ数少ないものとなった。

祓川神楽 「長刀（なぎなた）」

13:00～

開会セレモニー

◆主催者・来賓あいさつ

日本ジオパーク霧島大会実行委員会
実行委員長（霧島市長）前田 終止

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 様

鹿児島県副知事
布袋 嘉之 様

ジオパークによる地域推進議員連盟 事務局長
参議院議員 舞立 昇治 様
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◆JGN認定証交付式

Mine 秋吉台ジオパーク

苗場山麓ジオパーク

三島村・鬼界カルデラジオパーク

栗駒山麓ジオパーク

平成26年12月及び平成27年9月に日本ジオパークへの加
盟が認定された４つの地域へ日本ジオパークネットワーク及
び日本ジオパーク委員会より認定証を交付された。

◆JGN表彰式

新規認定地域の紹介

伊豆半島ジオパーク認定ガイド2名からなるジオガシ旅行団は、
伊豆半島の特徴的な地層や地形を模したお菓子を製作・販売し
ている。地質や地形を楽しむことができるツールとして価値も高
く、ジオパークをよりわかりやすくする取り組みとして伊豆半島ジオ
パーク推進協議会より推薦を受け表彰された。

ジオガシ旅行団

-5-

第 6 回日本ジオパーク全国大会

日本ジオパーク霧島大会報告書

会 場 霧島市民会館
14:00～
テーマ

基調講演

イブラヒム コモオ氏
■所属

（マレーシア国民大学環境開発研究所 教授）

アジア太平洋ジオパークネットワーク コーディネーター

「ジオパークの楽しみ方」

世界ジオパークネットワーク 副会長／ランカウイ世界ジオパーク アドバイザー

講演の概要
ジオパークは、地質を超えて、自然と文化も含めての解
釈が重要であり、保全の大切さも重要な課題のひとつといえ
る。
また、「生態系」と「ジオパーク」を結び付けていくことも何よ
り大切であり、同一のストーリーでジオパークを作り上げること
が肝要だ。
更に、そこには地域住民の参加が大切で、ジオパークに参
加する住民を「ジオパーソン」など、特別な名前を付けて活動
してもらうとよい。
ジオパークはまさに「人」であると言われる。地域社会や民
間企業など、ジオパーク活動に「人がどう関わるか？」その大
切さ、そして何より「楽しむ」ことが大事である。
（講演内容抜粋／同時通訳）

新名 阿津子

氏

（公立鳥取環境大学環境学部 環境学科 准教授）

テーマ

「Enjoy！世界のジオパーク」

■プロフィール

高知県生まれ。博士（理学）。筑波大学大学院を修了。現在人文地理

学・地誌学をベースとしたｼﾞｵﾊﾟｰｸ研究を進めている。山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸ学術部会、地
域産業部会委員、世界ｼﾞｵﾊﾟｰｸ現地審査員、日本地理学会ｼﾞｵﾊﾟｰｸ対応委員会委員を務
める。

講演の概要
ジオパークは過去・現在・未来をつなぐ窓で四次元でとらえていくとよい。
ジオパークは、地域住民が「主役」であり、ジオパークを担う人材の育成が
重要である。これが新しい価値を生み出す原動力となる。少しずつでもみん
なの力で前に動かしていただきたい。
そして、ジオパークを、次の世代に引き継ぐためにどういったものを残して行
けるか？どういったものを伝えたいか？何を学んで行けるか？を意識しながら
ジオパーク活動を楽しく行っていただきたい。
＝訪問した世界ジオパークも紹介＝
ギリシャ「レスボス島ジオパーク」、マレーシア「ランカウィ島ジオパーク」、中国
「織金洞ジオパーク」 （講演内容抜粋）
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分科会一覧
分科会 1

市町村長セッション

【27 日：国分公民館 3 F 大会議室】

概要：市町村長で構成。グループワークを通して、何のためにジオパークに取り組むのかを再確認し、活動が活性
化するための改善策を考える。
■コーディネーター 北川 正恭氏（早稲田大学名誉教授 マニフェスト研究会顧問）
中村 健氏（早稲田大学マニフェスト研究所） 中川 和之氏（JGC）

分科会2

ジオパークとユニバーサルデザイン

【27日：公民館3 F中会議室 28日：ﾌｨｰﾙﾄﾞ】
概要：誰もが楽しめるジオパークとは？ユニバーサルデザインの考え方とジオパークでの取り組みなどを考える。
28日はバスでフィールドに出て現場でディスカッションを行う。
■コーディネーター 松原 典孝氏（兵庫県立大学）
丸橋 暁氏/山本浩之氏（ｼﾞｵﾊﾟｰｸのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝを考える会）
西島 昭治氏（霧島ジオパークユニバーサルデザインフォーラム）

分科会3

ジオパークガイドが目指す理想のガイド像

【27日：各会議室 28日：市民会館２ F集会室】
27日は8つのグループに分かれテーマ別に協議
①知識ではなく物語を伝える。 ②「その土地ならでは」の物語を伝える。
③自分のジオパークだけでなく地球全体を伝える。 ④正確な内容をわかりやすい言葉で伝える。
⑤お客様に応じた伝え方をする。 ⑥興味を持たせる工夫をしながら伝える。
⑦状況を的確に把握し安全管理を行う ⑧常にガイド技術を高める努力を重ねる。
これらの協議をもとに28日はパネルディスカションを行う。
■コーディネーター
西谷 香奈氏（伊豆大島ＧＰ） 福島 大輔氏（桜島・錦江湾ＧＰ） 蓮岡
真氏（磐梯山ＧＰ）
田畑 朝恵氏（伊豆半島ＧＰ） 大町 由紀氏（島原半島ＧＰ）
福辻 京子氏（单紀熊野ＧＰ）
今井 ひろこ氏（山陰海岸ＧＰ）古園 俊男氏（霧島ＧＰ）

分科会4

みんなで考えよう

ジオパークの保全

【27・28日：公民館3 F大研修室】

概要：ジオパークにおける自然や地形・地質資源の保全について協議する。一日目は、保全アンケート調査結果の
共有、二日目は、GGN審査を経験した専門員からの発表をもとに、保全に関するガイドラインをみんなで考え
る。
■コーディネーター
保全ワーキンググループ
竹之内 耕氏（代表・糸魚川ＧＰ） 目代 邦康氏（JGC）
野辺 一寛氏（隠岐ＧＰ）
原田 卓見氏（アポイ岳ＧＰ）
熊谷
誠氏（白滝ＧＰ）
関谷 友彦氏（下仁田ＧＰ）
日比野 剛氏（白山手取川ＧＰ）
五十嵐 祐介氏（男鹿半島・大潟ＧＰ）
市橋 弥生氏（佐渡ＧＰ）
沼倉
誠氏（ゆざわＧＰ）
関
博光氏（三陸ＧＰ）
大西 満氏（とかち鹿追ＧＰ）
佐藤 雅一氏（苗場山麓ＧＰ）
畑中 健徳氏（恐竜渓谷ふくい勝山ＧＰ） 新 昌也氏（山陰海岸ＧＰ）
チャクラバルティー・アビック氏（伊豆半島ＧＰ） 柴田 伊廣氏（文化庁）
鵜飼 宏明氏（天草ＧＰ）

分科会5

みんなで作ろう！ジオパーク教育のスタンダード

【27日：市民会館２ F集会室

28日：商工会議所２ F大会議室】

概要：日本のジオパークにおける教育のスタンダートはどういうものかを考える。ワークショップを行い、スタン
ダード案を整理して再検討の上、分科会で考えたスタンダードを決定する。
■コーディネーター
蒔田 尚典氏（四国西予ＧＰ） 山本 隆太氏（静岡大学） 日比野 剛氏(白山手取川ＧＰ)
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【27・28日：福祉センター３ F大会議室】

概要：ジオパークのユネスコ公式プログラム化が現実になろうとしている中、日本のジオパークはどのような方向
へ進んでいくのか？
地球科学者の考えるジオパーク像（ジオパークのスタート）と、地域住民あるいは自治体の考えるジオパー
ク像（現在のムーブメント）の共有、そしてそれらを融合するジオパーク像をともに議論していく。
（27日は話題提供、28日はグループ討議を予定）
■コーディネーター
中村 真介氏（白山手取川GP）
恒賀 健太郎氏（大分県）
豊田 徹士氏（おおいた豊後大野ＧＰ）

分科会7

ジオパークと防災

ネットワークでできることは

【28日：行政棟7 F会議室】
概要：アンケートも参考に各ジオパークでの防災に関する事例報告。防災にいかにネットワークを活用できるかを
考える。
■コーディネーター 中川 和之氏（ＪＧＣ）
杉本 伸一氏（三陸ＧＰ）

分科会8

ジオパークのＡＢＣ

【28日：公民館7 F大会議室】

概要：ＪＧＮ準会員、新任関係者向け分科会。
シオパークとは何か、現状はどうか？という解説の後参加者からのＱ＆Ａで進行する。
■コーディネーター 野辺 一寛氏（隠岐ＧＰ）
斉藤 清一氏（ＪＧＮ事務局）

分科会9

国立公園とジオパーク

【28日：公民館３ F中会議室】

概要：国立公園とジオパークの連携、特に訪日外国人対応について事例紹介の後、現状、課題を共有し、今後の取
り組みについて意見交換を行う。
■コーディネーター 小林 寛子氏（東海大学）
松本 晃氏（環境省えびの自然保護官）
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分科会１ 市町村長セッション
日 時

10 月 27 日（火）15 時 45 分～17 時 15 分

会 場

国分公民館３F 大会議室

コーディネーター
コメンテーター

中村 健氏（早稲田大学マニフェスト研究所事務局長）
北川 正恭氏（早稲田大学名誉教授）

参加市町村長数 ４４名

概

要

国内でジオパーク活動が始まって約８年が経過する。この間、多
くの地域がＪＧＮに加盟し、正会員３９地域、準会員１６地域、関係
する市町村数が１９０を越える大きな団体となり、また、ユネスコの
正式事業化や、ジオパークによる地域活性化を目的とした国会議
員連盟が設立されるなど、日本のジオパーク活動を取り巻く環境は
大きく変化してきている。
しかし、その一方で、取り組みの先行地域と新規加盟地域と
比較して、ジオパークに対する認識に差異が出てきていることも否
めない。ＪＧＮの組織として、この差異を小さくして、全会員一丸となった取り組みができる団体となることが必要であ
る。このような中で今回の市町村長セッションは、参加資格を市町村長のみとして開催した。
【セッション手法：グループワーク】

内

容

各事務局へのアンケート調査の結果報告ののち、各地域でのトップリーダーとして「何のためにジオパーク活動に
参加するのか」を再確認し、「現在の課題が何で、その課題をどのように解決するのか？」グループワークによる意
見交換をおこなった。
（1）アンケート結果の紹介
ジオパークの地域への広がり、庁舎内での認識と連携、地域との一体感
については未だ課題がある。市長に望むこととして、掛け声だけでなく実質
を伴ったリーダーシップが欲しいという率直な意見もあった。事務局側も
市長村長が動く仕掛けをしていくことも重要。
（2）何の為にＪＧＮに加盟したのか、どんな思いでジオパークに取り組んでいるか。
観光をはじめとした地域の活性化、世界に通用する地域づくり、ふるさとを誇りに思って頑張っていくことが大切で
ある。ジオパーク活動は地域の振興や一体感、課題解決、これらを同じベクトルであわせていく町づくりである。ボト
ムアップの中でも町づくりや地域振興はしっかりした国の支援も必要であり、連携をはかりながら団結して進めて行
きたい。
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（3）課題と解決、成果があがる手法
行政中心で本当によいのか。どこの部署が担当するかも悩ましいところである。また、住民側が前に進めるように
なるかが大きな仕掛けとなるし、それも大きな課題である。トップが頑張らないとならない。住民主体に転換していく
べき。分かりやすい目的を作って住民に伝えるべき。知名度向上のためのメディア戦略が大事である。広域であれ
ば横の連携を持ち、助け合っていかなければならない。ジオパークになって、それぞれの課題を解決し、産業に生
かしていくことが重要。地域の人がいかに理解しているかにかかっている。人づくりに主眼をおくべき。

所感･総括
歴史の浅いジオパークは、やるべきことが明確であり、一旦整ってしまうとこの先どうすればよいか、立ち止まって
いるというのが多い。アンケートでも年数の長いジオパークはきびしい意見が出される傾向があった。
地方創生の中で、ジオパークもゴールが何なのか作り上げる良いタイミングだと思われる。

（コメンテーター総括）
地方創生時代は地域の脳力格差（実力格差）が拡大する。人口減少社会は政策の優先順位が求められる。
すなわち、地域経営の大前提として 『どのような地域を創りたいのか？』 という明確な地域ビジョンが必要とな
る。ジオパークに加盟している自治体は、人や時間、予算などのコストを投入しているため、ジオ活動に取り組んだ
成果を何で表すのかを明確にし、役所や地域内で共有しておくことが大事だと考える。
今、ジオパークは潮目にある。ジオパーク活動が盛んになり、動いてきたということを実感し、市町村長がトップリ
ーダーの役目を果たされ、覚悟を決め、率先して取り組む姿勢をつくっていってほしい。名実ともにジオ活動が定
着するということは、ビジネスとして確立される時ということを念頭に置いておくことが大事だと考える。
ジオパーク活動は地域全体、もっといえば近隣自治体とも連携し広域的に取り組んでいくことが肝要だ。すなわ
ち、従来の縦割り型組織運営ではなく、縦型の壁を打破し横展開ができるかどうかが成功のカギとなる。この組織
に変革を与える役割は有権者が選んだトップにしかできない。地方創生は従来型の組織運営を変えられないかぎ
り実現しないだろう。ジオ活動を創生のモデルとし、新しい有力な切り札のひとつとしてチャレンジしていただきたい。
今は場面転換のチャンス！皆さんの健闘を期待しています。
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分科会2 ジオパークとユニバーサルデザイン
日 時

10 月 27 日（火）15 時 45 分～17 時 15 分
10 月 28 日（水）8 時～12 時

会 場

国分公民館３F 中会議室（27 日）
霧島ジオパークフィールド、えびのｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ（28 日）

コーディネーター
松原 典孝氏（兵庫県立大学，山陰海岸ジオパーク，ジオゆに）
会 場丸橋 暁氏（ジオゆに）
国分公民館 大会議室
西島 昭治氏（霧島ジオパークユニバーサルデザインフォーラム）
山本 浩之氏（ジオゆに）

概

要

参加市町村長数 ４４名
持続的な地域の実現が目標の一つであるジオパークには、必然的に多くの人が関わることになる。人には多様性が
あり、そのすべての人が「心地良くいることができる空間を作りたい」という考えの下、全国大会としては初めてユニバー
サルデザイン（以下 UD）に関する分科会を今回実施した。本分科会はジオツアーを間に挟み、その前後 2 回のワーク
ショップで「ジオパークにおける UD のあり方」について議論するという具体的かつ実践的な内容とした。全国の事務局
スタッフからガイドまで多様なメンバーが参加し、現場での経験なども踏まえた実践的な議論が展開した。

【分科会の運営方法】
事例報告 「なぜジオパークで UD が必要なのか？」 「UD に対する各ジオパークの取り組み状況アンケート結果」
「霧島ジオパークにおける取組事例発表」
フィールドワーク 霧島ジオパークユニバーサルデザインフォーラムによるジオツアー
ワークショップ（ツアー前・ツアー後の 2 回）

内

容

「なぜジオパークで UD が必要なのか？」「私たちに何ができるのか」等を中心に議論した。
事例報告においては、UD＝福祉ではなく、UD はすべての人が「心地よくいられるためのもの」であるという提言がなさ
れた。さらに霧島ジオパークの取り組み事例から UD への理解を深めた。
ワークショップではそこで暮らす人、そこを訪れる人、それぞれの視点で、「どんなバリアポイント(プラスもマイナスも)が
あるか？」について話し合い、ジオパークにおける UD とは何なのか？今後どうすべきなのか？を議論した。ツアー前のワ
ークショップでは参加者はハードからソフトまで多岐にわたる「バリアポイント」を洗い出し、それらが現場でどう問題になっ
ているのかを議論した。実際の現場での可能性を確認したツアー後では、より具体的かつ建設的な意見が多く出され
以下「まとめ」にあるような提言がなされた。
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ま と め
本分科会での議論の結果、参加者からは以下のような意見が出された。
・UD は福祉ではない。すべての人が心地よくいられるためのもの。
・様々な目線が必要。目線を変えると新たな魅力が発見されることもある。
・すべてを同様に整備する必要はない。サイトの保全やその場所が持つ意味を考え、場所に応じて適切に行う。また、
わかりやすい情報を添えることでフォローできる。
・ハードでクリアできないところはソフトで対応する。人の協力、工夫次第でかなりのことがクリアできる。五感をフルに使っ
て楽しむ！楽しませる！
・ガイドは様々なネタを持っていることが大切。お客さんの状況や希望に合わせてルートを組む。
・ハード整備でもソフト整備でも、多様な立場の人が関わることが大切。
そしてすべてのまとめとして、「すべての人が集うには UD が必要。UD には様々な人が集うことが必要」であるとした．

コーディネーター感想（松原氏）
これまで、ジオゆに丸橋・山本両氏を中心に議論されてきた「ジオパークにおけるユニバーサルデザイン」であるが、
今回正式な分科会の議題として取り組んだことにより、より一層の理解が進んだものと思われる。特に、西島氏をはじめ
とする霧島ジオパークユニバーサルデザインフォーラムのメンバーが実際に行っている「UD ジオツアー」を、参加者に体
験してもらったことは非常に効果的で、ツアー後のワークショップでは、ジオパークの未来につながる提言が数多くなされ
た。分科会参加者からは「参加してよかった。今まで参加した分科会の中で最も有意義だった。」という声が出るなど満
足度も高かったと考える。人の暮らしそのものに深く関わるユニバーサルデザインの実現は、持続的な地域の実現を目
標の一つとするジオパークの重要課題である。今後も継続的に議論を続けていく必要があり、今回はそのキックオフとし
てとても充実した分科会となった。
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分科会３ ジオパークガイドが目指す理想のガイド像
日 時

10 月 27 日（火）15 時 45 分～17 時 15 分 ２８日(水) 9 時～１２時

会 場

１０月２７日 国分公民館３F 小研修室ほか７会場 ２８日 霧島市民会館 2F 集会室

コーディネーター(ＪＧＮガイドＷＧメンバー)：福島大輔氏(錦江湾桜島 GP)、西谷香奈氏(伊豆大島 GP)、
蓮岡 真氏(磐梯山 GP)、田畑朝恵氏(伊豆半島 GP)、大町由紀氏(島原半島 GP)、福辻京子氏(南紀熊野 GP)、
古園俊男氏(霧島 GP)、今井ひろこ氏(山陰海岸 GP)

概

要

2015 年度のＪＧＮ全国大会・ガイド分科会では、ガイド活動やガイド養成の指針
となる文章として「私たちのめざすガイド像 2015 in 霧島」を作成した。
(経緯)
7 月に JGN 活性化部会のガイド WG で「理想のガイド像」のたたき台８項目を
作成。9 月に JGN 事務局を通じ、各ジオパークのガイドに「たたき台」に対する
アンケートを実施。32 地域 144 名から得られた回答を元に、WG メンバーが
項目ごとに資料を準備した。
(分科会運営方法)
187 名が参加。27 日は、全員が 8 項目ごとに分かれて、アンケート結果
資料を参考に文章を練り上げた。28 日は、担当したガイド WG メンバーの
パネルディスカッションの形式で、初日の議論の経過と文章案を発表。全
員で意見を出し合いながら、前文、表題を含む 8 つの文章を完成。

成

果

「私たちの目指すガイド像 2015 in 霧島」
ジオパークを多くの人に知ってもらうために、お客様に目の前の風景の奥にある物語を楽しんでもらいます。そのため
に、私たちは以下のことに留意してガイド活動を行います。

１ 知識だけでなく物語風に伝える
お客様は、専門的な知識のみでは忘れがちですが、感動や体験、物語などは覚えています。大地と人と自然のつ
ながり（ジオストーリー）を自分の言葉で、楽しく、分かりやすく伝えます。またそれが語れるように、専門家や地域の
人々の協力も得て知識に裏付けされた引き出しを増やし、ガイド自身も楽しみながら伝えます。
２ 「その土地ならでは」の物語を伝える
お客様が「参加する価値がある」と思うのは、その場所でしか触れられない感動的な体験や物語。日頃からフィー
ルドを歩き、地元の人の話を聞き、集めた情報を整理し、お客様が興味を持って聞けるように自分の言葉で話せるよ
うにします。
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３ 自分のジオパークだけでなく 地球全体を伝える
自分のジオパークだけでなく、出来る限り他のジオパークを学び、地球を語り、世界、日本そして地域を語りま
す。日本中がジオパークになる中で、各地のジオパークを時間軸の中に置き換え語ると、お客様に伝わりやすく
なるでしょう。
４ 正確な内容を、わかりやすい言葉で伝える
伝える内容を正確にするために、専門家等と協力して適切な表現を考え、学んだ知識をお客様の知識や興味
に応じて、理解できるようなわかりやすい言葉で伝えます。また他のガイド（ジオパーク）とも、情報を共有していき
ます。
５ お客様に応じた伝え方をする
お客様の情報を把握し関連づけて伝えます。お客様にあわせてジオパークをわかりやすく伝え、お客様が気づ
き、新しい発見をし、共感しあえるガイドをめざします。
６ 興味を持たせる工夫をしながら伝える
身振り手振りや写真・動画、その他の小道具、歌、クイズ等、様々な手法を用いて、お客様が楽しみながら理
解できるように工夫します。景色を観察する際にも、音やにおい、肌で感じる触感など、五感を利用するとよいで
しょう。
７ 状況を的確に把握し、安全管理を行う
気象や自然現象，活動場所・地形，生物，お客様の状況等によって起こり得るリスクを予知予想し、リスクに応
じた安全対策や、事故が発生した場合の対処方法について学び実践します。
８ 常にガイド技術を高める努力を重ねる
常に安全に配慮し、お客様の関心を高め「楽しかった！」「また来ます」と言ってもらえるように、様々なガイド手
法を学び、取り入れ、自らのガイド技術を高めます。ガイド自身がまずは楽しみ、自ら学びます。

コーディネータ感想（西谷氏）
「お客様から学ぶ」、「ガイド自身が楽しむ」、「自分の言葉でわかりやすく語る」などの文言が、多くのガイドから出
てきたことは、それだけガイドが経験を積んできたことの証である。同時に議論の過程で、ジオパークごとのガイド
事情の違いや課題も再認識された。既に、ガイドＷＧメンバーらが、この文章を講座などで活用し始めているが、
各地の実践を通じて、バージョンアップを図っていくことが求められる。
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分科会４ みんなで考えよう ジオパークの保全
日 時

第 1 部 10 月 27 日（火）15 時 45 分～17 時 15 分 第２部 28 日(水) 9 時～１２時

会 場

国分公民館大研修室

コーディネーター 第 1 部

熊谷

誠氏(白滝ジオパーク推進協議会事務局)

五十嵐 祐介氏(男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会事務局)
第2部

竹之内 耕氏(糸魚川ジオパーク協議会事務局)

原田 卓見 アポイ岳ジオパーク推進協議会
事務局
概 要
日本のジオパークが抱える地形・地質遺産の保全問題について、これまで
保全ワーキンググループを中心に議論を行ってきた。今回は、これまでの
議論や世界ジオパークの現地審査における指導内容の共有を図った上で、
日本ジオパークネットワーク（以下、JGN）としての保全に関する指針を
関係者が一体となって作成していくことを目的とした。
分科会運営方法

第 1 部：事前アンケート結果報告に基づく保全問題の課題共有
第 2 部：保全に関する指針（たたき台）について意見交換

内

容

第 1 部では、本年 7 月に白滝ジオパークにて実施された「第 7 回 JGN 全国研修会」事前アンケートの結果が報告
された。まず、ジオサイトの法的規制の問題では、埋蔵文化財行政における包蔵地の台帳化や、開発行為が生じた
場合に事前協議体制が整備されていることなどが先行事例として報告された。今後、丌動産であるジオサイトにおい
ても権利問題が発生する可能性が考えられることから、台帳化を始めとした管理計画の作成や価値向上の取組み
がジオパークにも求められることが確認された。また、採石場や発掘調査、標本販売に関る問題それぞれについて各
地域が直面している問題が報告された。中でも、希少性や金銭的価値の高い遺産の公表は、盗掘等の行為につな
がる可能性が指摘された。このような遺産の保全には、情報を公開しないことも手段の１つであることが確認された。
第 2 部では、世界ジオパークネットワーク（以下、GGN）の現
地審査を受けた各地域の専門員から、指導内容や直面して
いる課題について事例が報告された。発表地域は、隠岐、糸
魚川、アポイ岳、島原半島、阿蘇、伊豆半島の各ジオパーク
である。採石場を有するジオパークの現地審査では、法律に
基づいて稼働している採石場の存在については問題視されな
かったことが報告された。GGN が問題視しているのは、価値あ
る遺産の消滅に関る行為について運営主体がそれを助長す
るような関わり方をしているかどうかであり、組織として一線を
画す、あるいは行為を制御できるような体制が整備されてい
れば問題ないことが報告された。
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保全に関する指針の作成に向けては、保全ワーキンググループがたたき台を作成し、それを基に分科会参加
者と意見交換を行った。まず、指針たたき台の内容についてワーキング代表から趣旨説明があり、原則として
GGN ガイドラインに基づいていること、日本ではこのような独自案はこれまで持っていなかったことが報告された。
また、今回は最終決定の場ではなく、今後、参加者が各地域に持ち帰って議論を重ねたものを反映させた上
で、指針を作成することが確認された。
分科会参加者からの意見として、①一般人にもわかりやすい表現が必要であること。②人の営みによって守ら
れてきたという側面を含んだ、日本らしい指針を作成する必要があること。③保全すべき遺産は、地球の活動が
生み出した限りある物であることを明記すべきなど提案があった。

まとめ
日本のジオパークにおける地形・地質遺産の保全問題に関り、現状の課題や悩みを広く共有することがで
きた。また、保全に関する指針について、立場や利害の異なる多数の参加者から意見を聞くことができた。今
後も議論を継続し、JGN として保全に関する指針を作成していくことを確認した。

コーディネーター感想 (竹之内氏)
日本のジオパークにおいて地形・地質遺産の保全に対する意識が高まる中、多くの関係者と課題や悩みを
共有し、保全に関する指針作成について議論できたことは大きな成果であると感じる。
分科会内でも議論されたが、文化的、生物的多様性の保全も内包する取組みであることから、それらの根
幹を支える地質多様性の適切な保全に向け、指針の作成に取り組んでいきたいと考えている。
発表者の方々、適切なアドバイスをいただいた専門家の方々、そして参加者のみなさまに改めてお礼申し
上げます。
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分科会５ みんなで作ろう！ジオパーク教育のスタンダード
コーディネーター

蒔田 尚典氏(四国西予 GP) 山本 隆太氏(静岡大学)
日比野 剛氏(白山手取川 GP)

日 時

10 月 27 日（火）15 時 45 分～17 時 15 分
28 日(水) 9 時～１２時

会 場

27 日（火）市民会館２階集会室
28 日（水）霧島商工会議所大会議室

概

要

これまでジオパークの教育や学習（ここでは一括してジオパーク教育と呼ぶ）は各地域がそれぞれ、様々な活動を展開
してきた。その結果、何をすることがジオパーク教育なのか、あるいは、どうしたらジオパーク教育の質が向上するのかとい
った課題に頭を悩ませている地域も少なくない。本分科会では、その解決策を導く一つの手法としてスタンダード(基準)案
を提示し、これについて議論を行った。
テーマ設定の経緯
日本ジオパークネットワークでは 2013 年以降、全国大会での教育についての分科会は開かれておらず、上記の課題
等についても具体的に整理がされていない状態であった。本年５月に開催された活性化部会の教育分科会(その後、教
育ＷＧ発足)において意見交換が行われ、今後の活動の一つとしてジオパーク教育の基準を作るということが決められ
た。これを受けた全国大会では、基準案について参加者同士で意見交換を行い、ジオパーク教育の基準について議論
し、改めてジオパーク教育とは何か、を考える機会とした。
分科会の運営方法
分科会全参加者約８０名を４、５名×２０班に分け、事例報告＋グループディスカッション＋全体討議という手順で議
論を進めた。各班のリーダーは、主に教育ＷＧメンバーや５月の活性化部会参加者が担当した。

内

容

１日目：活動事例として、とかち鹿追の舟越洋二さんが教育の体系化を、萩ジオパーク構想の伊藤靖子さんが地域学校
連携を、室戸ジオパークの白井考明さんが地域学習をそれぞれ紹介した。ジオパーク教育のイメージを膨らませた後、スタ
ンダード案(1 日目は前半 11 項目)を５段階評価(得点が低いほど容易に実現可能、得点が高いほど困難)で評点付けする
作業を行った。最初は個人で評点をつけ、その後、班のリーダーの採点結果を元に班で議論した。
２日目：残りのスタンダード案(後半 11 項目)を前日同様の流れで議論した。全 22 のスタンダード案について、各班で１つ
１つの案がスタンダードとしてふさわしいかどうか考えるとともに、「ここまでがスタンダード」という線を引いてもらった。その結
果を会場全体から集計して共有するとともに、時間が続く限り、得点の高い方(＝スタンダードとしてもよいとより多くの人が考
えるもの)から順番に参加者と意見交換を行った。
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ま と め
改めて、数多くの参加者とジオパーク教育について意見を交わす場となったことは大きい。地域では様々な事情を
抱えながら教育に取り組んでいるため、班ごとで大きく意見が異なる場面もあり、ジオパーク教育のスタンダード(基
準)の策定がより必要だと感じさせられた。
また、事前にジオパーク教育の事例や課題などについてアンケートを取り、１５０以上の事例を集計することができ
た。それを全国大会前に参加者と共有することができ、現在のジオパーク教育の現状を多くの人が事前に把握でき
たことは、大きな成果だと感じる。

コーディネーター感想
全国大会などには今まで参加者として参加していたが、今回段取りをする側に回り、全国大会に深く関わらせて頂
いた。様々なことが新鮮に感じ、時には刺激的で、本当に楽しく分科会を行うことができた。事前に参加者の中で教育
に関する意識などが大きく異なることが予想され、もう少しテーマ設定を簡単にしてもよかったが、質という意味でこの
レベルに設定をした。参加者には大変ご迷惑をかけたかもしれないが、これを機会により一層ジオパーク教育につい
て考えてもらい、地域で実践していってほしいと感じている。事例発表をして頂いた皆様、霧島ジオパークの皆様には
分科会前から大変ご苦労をお掛けしました。改めてお礼申し上げます。(蒔田尚典・四国西予)
今回の分科会では、拡散しがちな教育の理想像を語るのではなく、具体的かつ現実的なラインを見極めるため、
困難なスタンダードの作成にこだわりました。各地域では熱意と創意工夫で取り組んでいる教育関係者の方々がいら
っしゃいます。
スタンダードはこうした方々を少しでもバックアップできるようにと思い立ち上げた議論でした。今後も日本ジオパーク
ネットワークを活かして、教育ＷＧで議論を継続していきます（山本隆太・静岡大学）。
教育という大きな枠組みでの議論に加え多様な参加者がいるなかで、一定の方向性を決めることは、かなり難しい
試みとなった。しかし、ジオパーク各地で様々な教育的活動が、想像以上に行われてきている現状を確認できたこと
は成果で、これまで特にまとめられることがなかった取り組みを、整理し共有したうえで議論することが、より重要であ
ると感じた。まずは、ジオパークにおける教育活動の理念の作成と、活動事例集の整理および活用できる状態を目指
したい。（日比野剛・白山手取川）
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分科会６ 日本のジオパークが目指す方向
コーディネーター
アドバイザー
日 時

中村 真介氏(白山手取川 GP) 恒賀 健太郎氏(大分県) 豊田 徹士氏(おおいた豊後大野 GP)
鳥越 寛子氏(糸魚川 GP)
10 月 27 日（火）15 時 45 分～17 時 15 分
28 日(水) 9 時～１２時

会 場

総合福祉センター３階大会議室

概

要

長年に亘って協議が続けられてきたジオパークのユネスコ正式事業化が、11 月のユネスコ総会で承認された。
その決定を翌月に控えた中で開かれた分科会では、ユネスコや世界ジオパークネットワークの考え方・動向をよく
理解した上で、日本のジオパークとしてどのような方向へ進んでいくのかをともに考えることを目指した。その際、地

コーディネーター感想 (竹之内氏)

球科学者の考えるジオパーク像（ジオパークのスタート）と、地域住民あるいは自治体の考えるジオパーク像（現在
のムーブメント）をそれぞれ浮き彫りにした上で、それらを融合するジオパーク像について議論を繰り広げた。
■分科会の運営方法
［１日目：５名の話題提供］
中村真介氏（白山手取川ジオパーク）
趣旨説明・他のユネスコ関連プログラムとの比較
中田節也氏（日本ジオパーク委員会） 世界のジオパークの現状
末岡竜夫氏（Mine 秋吉台ジオパーク） ジオパークに取り組む
地域の思い
菊地直樹氏（総合地球環境学研究所） 研究と地域をつなぐ
ジオパーク専門員
上野莉紗氏（京都大学大学院生） ジオパークを客観視する
［２日目：２シリーズのグループ討議］
前半：立場（研究者・行政職員・専門員など）の近い者同士５名程度のグループに分かれ、「あなたが考えるジオ
パークのベストバランス 保護・教育・ツーリズムの比率は●：●：●がよい！」という題で議論し、グループご
とに１つの結論をまとめた。
後半：立場の異なる者同士５名程度にグループを組み替え、前半のグループの結論を持ち寄って同じ題で議論
し、後半のグループごとに１つの結論をまとめた。そして、それぞれの結論に至った経過を、後半の各グル
ープから分科会全体へ向け発表した。
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容

全体発表の中では、ツーリズムの側から「地域の１番の期待は地域振興」「儲からなければ持続可能ではない」、
教育の側から「学校だけではなく全世代を対象にした生涯教育が大切」、保護の側から「素材を守るからこそ未来
へ続いていく」といった意見が挙げられた。また、時期によってベストバランスは変わっていく、地域によってベストバ
ランスは異なる、といった声も寄せられた。

まとめ
保護・教育・ツーリズムのベストバランスについて、16 グループが出した結論の平均値は 2 ： 4 ： 3 であっ
た。サッカーのフォーメーションに例えたあるグループの表現を借りれば、現在の日本のジオパークは、ディフェン
ス（保護）・中盤（教育）・オフェンス（ツーリズム）の中で中盤を厚くし、ディフェンスとオフェンスの双方を支援でき
るような態勢をとっている、ということができるだろう。
そして、この比率は永久不変のものではなく、日本全体のジオパーク活動の成熟度、各ジオパークの活動の
成熟度や地域事情などを反映し、時期によって比率は変わっていくという「成長するジオパーク」の考え方に辿り
着いた。

コーディネーター感想 (中村氏)
非常に大きなテーマの分科会で、十分なまとめができなかったことを反省している。グループ討議では
ジオパークのベストバランスを議論したが、導き出されたこの比率自体に大きな意義があるというよりも、こ
の比率の議論を通じて、ジオパークとしてどういう活動に取り組むべきか、ジオパークに携わる者１人１人
が立場を超えて議論し、それを自身の糧としたことに、大きな意義があると考えている。
ジオパークに携わる者が増えると同時に、ジオパーク像も多様化しており、また同時に変化もしている。
われわれは何のために、誰のためにジオパークに取り組んでいるのか。それを１人１人が自分自身に問い
直しながら、日々の活動を進めていくことが大事なのではないだろうか。
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分科会７ ジオパークと防災 ネットワークでできることは
日 時

10 月２８日(水) 9 時～１２時

会 場

霧島市役所行政棟７階会議室

コーディネーター

中川 和之氏(JGC 委員)

杉本 伸一氏(三陸 GP)

事例発表地域

霧島ＧＰ 阿蘇ＧＰ 伊豆大島ＧＰ 伊豆半島ＧＰ 箱根ＧＰ

概

要

冒頭、日本でジオパークの運動が始まった後、霧島新燃岳噴火や東日本大震災、伊豆大島土砂災害などの
災害でジオパークの地域が被災し、ＪＧＮでの支援などが行われたことを再確認。被災ジオパークへの望ましい支
援策などを検討するために、まず被災ジオパークの事例から経験を共有。災害・防災でのＪＧＮ・ＪＧＣの活動の経
緯を振り返った後、３９地域から回答を得たアンケートを説明した。
その後、グループワークでジオパーク地域が被災した時に、ジオパーク（事務局・協議会・構成団体）は、何をし
なければならないのかなどについて役割を列挙。また、ＪＧＮや他地域のジオパークから、どのような支援が出来る
のか、各地域でのジオパークの役割をどうサポートできるのかを考えた。
【分科会手法：事例発表及びグループワーク】

内

容

霧島の 2011 年新燃岳噴火を始め、三陸や阿蘇、伊豆大島、伊豆半島、箱根での災害の事例発表で、ジオパ
ークとしての対応状況やネットワークを通じた支援の経験を共有した。改めて、それぞれのジオパークが防災教育や
災害対応などでの役割を果たすことの意義を、被災時のジオパークの役割とグループワークで確認。

1)災害時のジオパークの役割
発災直後は、ジオガイドは専門知識を元に率先避難者になる。安全な避難誘導確保が必要。外国人対応などが
出来るスキルは避難などで生かせる。
常日頃からガイドがジオサイトの説明をするときに、注意喚起をしておく。
ジオパーク専門員らは専門知識を元に情報を集める。普段から出来る情報を発信しておき、発災後も情報をまと
めて発信していく。行政に変わってガイドが伝える立場になれる。外部や一般の方に、写真や状況を報告するなどの
情報提供を行い、スムーズな対策を行う。風評被害の防止にもなる。
記録を残すことも重要。風評被害を防ぐために次への備えも考える。その先の災害に向けて、ネットワークを活かし
て体制の整備などが重要になる。防災教育や事例のまとめの役割も。
ジオサイトで被害が起きていないか、他への影響はないかの調査。ガイドに手伝ってもらうこともあり得る。
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２）被災ジオパークへの考えられる支援
人＝人材派遣、専門家を。ＩＴに詳しい人を。マスコミ対策要員。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱバスの派遣企画も。
モノ＝一般的な被災地への物的支援。
カネ＝カネは支援金もＪＧＮでまとめて。義援金をいただいた方に、バッジを作ってあげるとか。
情報＝ 外部からも可能な情報支援。ネットワークを活かし、統一した情報発信で、量と質を備える。多言語化し
て発信する。情報発信にバナーなどを設置し、情報を拡散する役割。
・専門の先生による調査、安心安全情報の発信。
・ＪＧＮが情報を集約し発信。各ジオパークの問い合わせにも応える。常日頃からの他のジオパークとの交流、ガイド
の交流などで、公的機関を経由しなくても情報を得られることで支援が出来る。 原因究明、災害教訓の発信と
共有。被災経験の共有のために、資料やＷｅｂサイトを作って活用をする。復興支援で、被災地の防災を学ぶツ
アーを、ＪＧＮで施して被災地ジオパークは負担を少なく。被災ジオパークへのツアーの商品化を。

コーディネーター感想
今後、ネットワークの活動として、ＪＧＮの支援ガイドラインの必要性があるとして、今後、ＷＧを設置して議論を続け
ることとした。年度内をメドに、ＪＧＮの支援ガイドライン ver1。活性化部会で杉本＋石松＋廣瀬が呼びかけ人となる。
ぜひ、皆さん、ご参加を！
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分科会８ ジオパークのABC
日 時

10 月２８日(水) 9 時～１２時

会 場

国分公民館３F 大会議室

コーディネーター

野辺 一寛氏(隠岐 GP)

斉藤 清一氏(JGN 事務局長)

オブザーバー

目代 邦康氏(公益財団法人自然保護助成基金 JGC 委員)

概

要

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された行政職員とジオパーク活動に取り
組んでいるガイドの方などを対象として、ジオパークとは何か？日本ジオパークネットワークの活動について、ユネスコの
正式事業化に伴う影響について解説を行うとともに、運営協議会の組織体制や採石事業者との関係について、ジオパ
ークのテーマとストーリー、ジオサイトの選定における考え方などについての解説を行った。
また、それぞれの解説を行った後、日本ジオパーク委員会の委員でもある目代氏を交え参加者との意見交換を行っ
た。
分科会の運営方法：事例報告をもとにした意見交換

テーマ設定の背景
新たに日本ジオパーク認定を目指す地域やジオパーク活動に参加した行政職員および民間の方の中には、ジオパ
ーク活動を行う本来の目的やジオパークとして活動を行うための基本的な考え方などについて悩みを抱えており、具体
的な事例を紹介し、意見交換することによって課題解決の方向性を見いだすことを目的とした。

論 点
ジオパークとしての活動を推進するための運営体制や採石事業者との関係、ジオサイトとしての採石場の活用など基
本的な課題についてその解決方法を探る。

内 容
JGN 斉藤事務局長より、日本ジオパークネットワークの活動経過と世界ジオパークネットワーク活動がユネスコの正式
事業となった場合の影響についての説明を行った後、JGN 野辺事務局次長がジオパークを運営する組織体制やジオ
パークのエリア、テーマとストーリー、ジオサイトの選定などを行う上での考え方、ジオパークガイドとしての考え方（地球→
日本→各地域）、ジオサイト解説看板のデザインについて事例紹介を行った。また、それぞれの解説を行った後、JGC
委員でもある目代氏を交え、参加者との意見交換を行った。
意見交換の中で特に多かったのが、採石事業者との関係や採石場の活用方法についての事であり、「みんなで考え
ようジオパークの保全」分科会と同様な課題を持った方の参加が多かった。
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まとめ
ジオパーク認定を目指すのではなく、ジオパーク活動本来の目的を整理し認定後の活動も考えた計画を作成するこ
とが必要である。また、採石事業者との関係については、現在の考え方では採石事業者はジオパークの運営に関わっ
てはいけないことになっているが、連携することによって保全活動を推進できる場合もあることから、それぞれの状況を
把握し検討を行う。

コーディネーター感想(野辺)
今回分科会として行った「ジオパークの ABC」は、これまで APGN との共催で 5 月に開催してきた JGN 研修会のテーマ
でもあった。しかしながら、JGN 研修会では新たに事務局員となった行政職員を対象とした研修であり概念的なものであ
ったため、具体的な事例について意見交換を行うまでには至らなかった。今回、全国大会の分科会として初めて開催し
た「ジオパークの ABC」には６９人の登録があり、具体的な事例紹介と意見交換を行うことによって、分かりやすかったと
いう意見を多くいただいた。ジオパーク活動を行う地域が年々増加する中、地域間での熟度の違いも見受けられるため、
今後の全国大会においても継続して実施していく必要があると感じた。
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分科会９ 国立公園とジオパークの連携
日 時

10 月２８日(水) 9 時～１２時

会 場

国分公民館中会議室

コーディネーター

小林 寛子氏(東海大学)

サブコーディネーター 松本 晃氏(環境省えびの自然保護官)
パネリスト

坂本 謙太郎 氏（自然公園財団えびの支部所長）/渡部

順司 氏（洞爺湖サイロ展望台

常務取締役）/山本 豊 氏（環境省自然環境局国立公園利用推進室ジオパーク推進係長）

概

要

国立公園とジオパークには、どちらも日本を代表する地形・地質やそれにより成り立つ風景・生態系等を対象とする
共通性があり、区域が重なる地域も多い。本分科会では、国立公園とジオパークの連携した取り組みについて、「外国
人旅行者の受け入れ」をサブテーマとして、パネリストによる事例紹介や、会場との意見交換を行った。
分科会の運営方法
パネルディスカッション方式として上記のメンバーにご登壇いただき、前半は各位からの事例紹介等を中心に行った。
後半は、会場参加者と活発な意見交換を行うことを目的として、「訪日外国人旅行者の受け入れ環境の整備」等につ
いて、クイズ形式で進行した。

内 容
（１）国立公園との連携について
○ 特に「保護・保全」や 「施設整備」が連携したい項目として、一方、「取組や制度に対する情報不足」や「規制
の厳しさ」が連携における課題として挙げられた。
○ 情報不足の解消に向け、互いの意見交換の機会や場を設けて、コミュニケーションを図る必要性が確認され
た。例えば、地元に環境省職員（自然保護官）が勤務している場合、当該職員と情報を共有し、財源や施設
等について連携することが挙げられた。
○ 国立公園の関係者からは、ジオパークの取り組みに対して、地形・地質に関する魅力発信への期待、また、ジ
オガイドへの期待が挙げられた。

（２）外国人旅行者の受入について
○ ほぼ全てのジオパークにおいて「外国人旅行者を受け入れていきたい」という意向が確認されたが、「マーケティ
ング」、「人材」、「ノウハウ」、「費用」の不足等が課題として挙げられた。
○ 情報の多言語化や多様な文化・習慣への対応が必要であり、そのためにスタッフ側に外国人を雇用した事例が
紹介された。
○ ニーズの高い WiFi の利用環境や防災への対応も必要であることが挙げられた（既に一部地域では導入開始）。
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まとめ
国立公園とジオパークの連携について、期待や課題を確認。
○ 各ジオパークにおける外国人旅行者の受け入れについて、現状、課題等を確認。
外国人旅行者のニーズへの対応として、特に Wifi の整備環境が重要であることを確認。

コーディネーター感想
本分科会では国立公園とジオパークの連携、外国人旅行者の受け入れについて、現状や課題の確認を行った。国
立公園とジオパークの連携では情報不足が主な課題として挙げられており、連携したい項目、連携における課題等に
ついて、今後、情報交換等を行うことで、お互いの取り組みに相乗効果を生むことができるのではないかと考えられた。
また、外国人旅行者の受け入れでは、人材、予算等、課題が多く、今後、各ジオパーク間、ジオパークと国立公園、観
光産業、大学等、さまざまな関係者との連携した取り組みが必要ではないかと考えられた。
コーディネーター感想
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ポスターセッション・ブース展示
日 時

10 月 27 日（火） 9 時 00 分～18 時 15 分 ・ 28 日(水) 9 時 00 分～１5 時 00 分
ポスターコアタイム（新規地域）10 月 27 日（火）10 時 00 分～12 時 00 分
ポスターコアタイム①10 月 27 日（火）17 時 15 分～18 時 15 分
ポスターコアタイム②10 月 28 日（水）12 時 45 分～13 時 45 分

会 場

霧島市多目的ホール

ポスターセッションには、計 75 件の発表があった。その内容は、これからジオパークを目指す地域の取り組み紹介（11
件）
、ジオパーク活動の取り組み・研究事例紹介（10 件）
、教育（19 件）
、ジオガイド・ジオツーリズム（9 件）
、情報発
信・マーケティング（6 件）
、ジオストーリー作り（7 件）
、保護・保全（6 件）
、防災・減災（3 件）など多岐にわたっ
た。また、地元中学校、高校からも計 4 件のエントリーがあった。
これからジオパークを目指す地域の取り組み紹介では、エリア拡大を含め 11 件の発表があり、JGN のますますの拡大
を予感させるとともに、
「海」や「河川」などの水を主要なテーマとしたジオパーク候補地が目立ち、存在感を示した。
それ以外のコアタイムについては２回に分けて実施した。これは、発表者が他のポスター発表を聞きに行ける時間を
確保するためである。セッションでは、民間活力主導のジオパーク運営や、ユネスコエコパークとの比較検討、ジオサ
イトの評価法の提案、
Facebook 等の SNS を用いた情報発信と需要調査などの今までにないアイデアや知見が紹介された。
また、活火山地域のジオパークから情報発信の重要性が過去の経験をもとに説かれた他、教育関連の発表が全体の 3
割近くを占め、その関心の高さが感じられた。さらに異色の発表として、ジオパーク活動に関する批判的な考察と議論
を住民も交えて深めることが、結果として活動を前進させることにつながるという意見も提出された。
ブース展示では、計 36 地域・団体の参加があり、それぞれ特色のある PR 活動が行われた。また、島原半島ジオパー
クとおおいた豊後大野ジオパークの共同による「世界に
ひとつの岩石標本作り」が行われ、参加者を楽しませた。
このようなポスター発表や分科会ではできないライブで
の取り組み紹介の機会がこれまでの JGN 大会では乏しく、
全国大会においてどのように効果的なネットワーキングの
場を提供できるかについて今後も継続的に考えていく必要
があるように思われた。
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ポスター発表一覧
番号

筆頭著者

P01

宮崎貴

筆頭著者所属

題目

浅間山ジオパーク構想推進協議会

ジオパークを目指した活動状況について

下北ジオパーク構想推進協議会

マサカリの再挑戦～下北ジオパーク構想「海流がもたらす景観と産業構造～

東三河ジオパーク構想推進準備会

東三河地域のジオパーク構想

P02

平田和彦

P03

加藤千茶子

P04

栢沼眞次

箱根ジオパーク推進協議会

南足柄市エリアの編入でさらなる飛躍を目指す箱根ジオパーク

P05

佐藤久晃

土佐清水市ジオパーク推進協議会

土佐清水ジオパーク構想の取り組みについて

P06

岸本誠司

鳥海山・飛島ジオパーク構想推進協議会

「日本海と大地がつくる水と命の循環」鳥海山・飛島ジオパーク構想

P07

齊藤丈朗

十勝岳山麓ジオパーク推進協議会

はじめまして！十勝岳山麓ジオパーク推進協議会です！

P08

福島康行

萩ジオパーク構想推進協議会

萩ジオパーク構想「火山に育まれた萩で、地球３億年の歴史を学び、今に活かし、未来へ伝える」

P09

辻本彰

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」における取り組み

P10

柴原利継

筑波山地域ジオパーク推進協議会

河川が育む自然と人々の暮らし

P11

後藤忠勝

月山ジオパーク推進協議会

月山ジオパーク構想

P12

金井康行

ジオパーク下仁田協議会，日本ジオパーク下仁田応援団

日本ジオパーク下仁田応援団の活動について

P13

竹内章

立山黒部ジオパーク

民間活力を活かしたGP活動

P14

天野一男

茨城県北ジオパーク運営委員会委員長

茨城県北ジオパークの活動状況

P15

富田貴夫

秩父まるごとジオパーク推進協議会

芸術と共に歩む ジオパーク秩父

P16

高木秀雄

早稲田大学

ジオサイトの新しい評価法

P17

片平雅人

桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会

桜島・錦江湾ジオパークの取組～火山灰を活かした地域活性～

P18

三松靖志

洞爺湖有珠火山マイスターネットワーク

洞爺湖有珠火山マイスターの取組

P19

椛木勇

三笠ジオパーク推進協議会

三笠ジオパーク缶バッジデザインコンテストの取り組み

P20

高橋誠

静岡県観光政策課

広域で進めるジオパークの課題と理想の推進体制の考察～伊豆半島ジオパークの事例を通して～

P21

中村真介

白山手取川ジオパーク推進協議会

ユネスコエコパークと比較して考える：”ユネスコジオパーク”になることで何が変わるのか？

P22

内山俊洋

糸魚川ジオパーク協議会

糸魚川世界ジオパークで園児を対象とした楽しいジオ学習

P23

天立雅浩

恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会

ジオパーク教育普及活動の取り組みについて

P24

山本隆太

静岡大学，四国西予ジオパーク推進協議会

ジオパークの教育の新展開 教育WGの設立、議論、将来

P25

漆原利明

山陰海岸ジオパーク推進協議会

山陰海岸ジオパークの地域資源を活用した学習指導事例集について

P26

蒔田尚典

四国西予ジオパーク推進協議会

ジオパーク教育におけるsustainability（持続可能性）について

P27

舟越洋二

とかち鹿追ジオパーク推進協議会

とかち鹿追ジオパークの新地球学～ジオパークと教育～

P28

平岡美希

豊後大野市立緒方中学校

単独依頼対応型のジオパーク学習から学校主体のジオパーク学習へ

P29

井口博夫

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科発足１年半 現状と課題

P30

内山伸明

上野原縄文の森 事業課

ジオパークと上野原縄文の森

P31

市橋弥生

佐渡ジオパーク推進協議会

佐渡ジオパーク ジオパークを用いた学習に関する変化

P32

鵜飼宏明

天草ジオパーク推進協議会

天草ジオパーク御所浦エリアの教育活動

P33

山岸茉耶

金沢星稜大学

教育を学ぶ大学生×地域の小学生-学生と行うジオパーク教育の試み-

P34

谷口知隆

宮崎県御池青尐年自然の家

ジオパークを活用した教育事業の展開

P35

谷口知隆

国立信州高遠青尐年自然の家

ジオパークを活用した教育事業の展開

P36

谷口知隆

国立磐梯青尐年交流の家

ジオパークを活用した教育事業の展開

P37

谷口知隆

国立妙高青尐年自然の家

ジオパークを活用した教育事業の展開

P38

谷口知隆

国立室戸青尐年自然の家

ジオパークを活用した教育事業の展開

P39

谷口知隆

国立諫早青尐年自然の家

ジオパークを活用した教育事業の展開

P40

森田義幸

鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター

霧島ジオパークを活かした自主企画事業の展開

P41

石井千春

伊豆半島ジオパーク推進協議会

ドライブMapの軌跡～ジオガイドとつくるモデルルートMap

P42

城谷敦史

島原半島ジオパーク協議会

島原半島ジオパーク認定ガイドの活動、教育活動への取り組み

P43

仲野浩平

苗場山麓ジオパーク振興協議会

苗場山麓ジオパークでのガイド養成及びガイド研修の取組

P44

田畑朝惠

伊豆半島ジオガイド協会

ジオガイドの役割

P45

藤井利衣子

南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク

ジオパークガイド養成講座、認定ガイド会について

P46

阪口義明

南紀熊野ジオパーク推進協議会

南紀熊野ジオパークにおけるジオパークガイドの養成方法

P47

山田雅仁

銚子ジオパーク推進協議会

銚子ジオパークのジオガイド養成講座について

P48

磯部雄三

白山市観光ボランティアガイド協会

白山手取川ジオパークの試行錯誤-訴求力のあるジオツアーへ向けて-

P49

石松昭信

阿蘇グローバルジオパーク

阿蘇グローバルジオパークにおける阿蘇ジオパークガイド協会の活動

P50

佐藤凌太

岩手県立大学

三陸ジオパークエリア内における観光客の移動実態の把握

P51

得田雅人

兵庫県立大学

ジオツーリズムにおけるガイドとアウトドア・アクティビティ有効性～山陰海岸ジオパークを事例に～

P52

佐藤英和

栗駒山麓ジオパーク推進協議会

フェイスブックを活用した栗駒山麓ジオパークの情報発信とコミュニケーション

P53

山本浩之

ジオパークのユニバーサルデザインを考える会

ジオ動画の手話通訳の検証と手話によるジオ動画への提言

P54

得田雅人

兵庫県立大学

ジオパークの認知度とニーズ～山陰海岸ジオパークを事例に～

P75

中串孝志

和歌山大学

ブラックジオカフェ：ジオパーク批判から始まる真の地域住民参加

P55

松原典孝

兵庫県立大学大学院，鳥取環境大学

ジオパーク活動における大学の役割～山陰海岸ジオパークの例～

P56

郡山鈴夏

兵庫県立大学

山陰海岸ジオパーク但馬御火浦における地質学的研究

P57

五十嵐祐介

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会

地域の歴史と地球の歴史を結ぶ-文化財を活用したジオストーリー試案-

P58

先山徹

山陰海岸ジオパーク

松葉ガニと但馬牛そして日本酒-山陰海岸ジオパークにA級食材が生まれたジオ的背景-

P59

工藤英美

八峰白神ジオパーク推進協議会

海と隆起する白神山地の狭間にて

P60

山本大寛

兵庫県立大学

山陰海岸ジオパークの流紋岩からなる地質とジオサイトにおける地域資源的価値の再検討

P61

澤田結基

福山市立大学

各地のジオパークに点在するジオサイト「風穴」に関する最近の動向

P62

田仁孝志

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

洞爺湖有珠山ジオパーク「変動する大地と保全活動」

P63

中村真介

白山手取川ジオパーク推進協議会

Geoconservationの第一人者と考えた：ジオパークにおける保全

P64

熊谷誠

白滝ジオパーク推進協議会

”白滝方式”ワークショップの開催～第７回JGN全国研修会での取り組み～

P65

小原北士

Mine秋吉台ジオパーク推進協議会

石灰石採掘事業者をはじめとする石製品取扱事業者との連携について

P66

中城利克

おおいた姫島ジオパーク推進協議会

おおいた姫島ジオパークにおける地域資源保護の取り組み

P67

沼倉誠

湯沢市ジオパーク推進協議会

保全方針の策定について

P68

山口珠美

箱根ジオミュージアム，箱根ジオパーク推進協議会

箱根ジオパークにおける情報発信の取り組み紹介

P69

臼井里佳

伊豆大島ジオパーク推進委員会

人と想いをつなげ、共にめざす、火山島・伊豆大島ジオパークの減災

P70

廣瀬亘

洞爺湖有珠山ジオパーク（北海道立総合研究機構地質研究所）

北海道における火山情報発信の現状～洞爺湖有珠山ジオパーク等の事例～

P71

有村笑

鹿児島県立国分高校

”屋久島方言”で鳴くツクツクボウシの正体を探る！～大隅諸島の昆虫相に今も残る幸屋火砕流の爪痕？～

P72

池田博和

鹿児島県立国分高校

ノコギリクワガタは幸屋火砕流を生き延びたか？～大隅諸島産ノコギリクワガタの多様性の秘密と亜種分類の妥当性～

P73

内野茜

鹿児島県立国分高校

国分高校周辺に分布する姶良層について

P74

陵南中１年生 霧島市立陵南中学校

霧島市立陵南中学校 総合的な学習の時間「ジオガイド体験学習」の取り組み
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地域住民を対象としたイベント「霧ジオまつり」
を同時開催。多くの人たちで賑わった。
期間：10月27日・28日（2日間）
場所：霧島市民会館及びイベント広場

10月27日（火）
１０：００～１１：３０

志學館大学人間関係学部 教授・鹿児島県立図書館館長
１９４７ 年鹿児島市生まれ。
専門は近世・日本近代史で、とくに薩摩藩についての研究で著名。
NHK 大河ドラマ「翔ぶが如く」「篤姫」などの時代考証も担当。

NPO法人まちづくり地域フォーラム かごしま探検の会 代表理事
1972年生まれ。鹿児島市出身。
地域資源に関する新たな位置付けや価値付けに関心を持ち、まちづ
くりに活用していく活動を展開。また、九州各地での観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲ
ﾄﾞの育成・研修に従事するなど、自他ともに認めるまち歩きのﾌﾟﾛ。

鹿児島県を代表する二人。霧島ジオパークの魅力を「歴史」や「文化」の切り口から伝える楽しいトークセッションとなった。

10月28日（水）
１０：００～１１：３０

俳優・武道家。1965年に松竹映画にてデビュー。
1971年、「仮面ライダー」で一躍ヒーローに。
映画やテレビなど、主演多数。ｱｸｼｮﾝ俳優として映画界
を牽引。ハリウッド映画の主役も務める。武道家としても
知られ、世界各国で真剣による武道演武を行っている。
また、国内はもとより世界数十ヶ国の紛争地域、難民キ
ャンプにて支援活動を精力的に行ってきた。今年、芸能
生活50周年を迎え、2016年には大河ドラマ「真田丸」で
本多忠勝役で出演する。

鹿児島大学学術研究院理工学域 准教授
1964年大阪府生まれ。
霧島ジオパーク推進連絡協議会顧問であり、その他防災関
連の委員を数多く務める。学生時代から霧島を研究し続け
る自他共に認める霧島火山のホームドクター。好きなものは
猫とソフトクリーム。

撮影ロケやプライベートでも霧島に訪れたことのある藤岡弘、氏と霧島山を舞台に研究し続ける井村隆介氏。「霧島山が
惹きつけるものは何か？」をテーマに熱く語るセッションとなった。
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10月27日（火） 霧島市立陵南中学校
１１：３５～ 霧島市民会館
学校の活動方針として「ジオパーク学習」に取り組む陵
南中学校。ジオガイド体験や他県のジオパークとの交
流事業など活動発表を行った。
発表者 陵南中学校 1 年生
藤田 直輝／中小路 天音／中吉 海斗／小濵 光
／益満 美宇

環霧島の特産である「肉」を中心にしたグルメや、特産品
など３０あまりの出店で大会を盛り上げた。
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■全体交流会

会場：ホテル京セラ

大会２日目

10 月 28 日

日本ジオパーク霧島大会報告書

■大会1日目に開催した全体交流会。７５０名を超える参加者で盛り上がった。

水

９：００～１２：００

分科会

会 場 国分公民館会議室ほか

１４：００～１６：００

全体会

会 場 霧島市民会館

◆分科会報告

■閉会セレモニー
◆大会宣言 （大会宣言文P35参照）

各分科会で話し合われた内容をコーディネーターが報告
（ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰを霧島温泉大使「アヒル隊長」が務めた）

◆次回開催地あいさつ

伊豆半島ジオパーク

第7回目となる「日本ジオパーク全国大会」は伊豆半島ジオパーク開催予定。多くの関係者がステージより来年度
開催のPRを行った。
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大会 3 日目
大会 2 日目終了後

10 月 29 日

木

ジオツアー出発

■各ツアー交流会

ジオパークを通じて知り合った仲間が霧島の食材やお酒を楽しみながら、交流を深めた。

三味線の先生でもあるジオガイドが
演奏でおもてなし

■ジオツアー

日本ジオパーク霧島大会報告書

次回開催地の伊豆半島 GP の方が
締めの挨拶

ジオパークの発展を祈念し、エイ・エ
イ・オー

翌日の登山に備え、情報交換

ジオガイドを中心に企画した 9 つのジオツアーを開催。天気にも恵まれ、霧島ジオパーク
を楽しく学び、ジオツーリズムについて考えるツアーとなった。

1 かんさあにおけいっど！高千穂峰ツアー
天孫降臨の地として霧島で最も秀麗な山「高千穂峰」に、大
正期まで盛んに噴火した「御鉢」火山の火口縁を経由して登山
するツアー。
（行程）
高千穂河原→高千穂峰登山→さくらさくら温泉→高千穂牧場

2 わっぜ降ったど！新燃岳噴火ツアー
2011 年の新燃岳噴火が自然や生活に及ぼした影響と回復
の跡をたどるツアー。
（行程）
南活性化センター→高千穂河原→中岳中腹探勝路→新湯
温泉

3 うめっちゃが！火山生まれ湧水育ちツアー
日本でも代表的な畜産地帯である霧島地域で、加久藤カル
デラがつくった渓谷や滝を巡るツアー。
（行程）
霧島岑神社→三之宮峡→陰陽石→ダイワファーム→西諸
畜連せり市→出の山公園→岩下果樹園→生駒高原
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4 うめぇど！だれやめ芋しょちゅツアー
火山灰の土壌とサツマイモ、そして水の出会いでできた焼酎に
焦点を当てるツアー。
（行程）
東霧島神社→霧島酒造→関之尾滝→シラス見学→庄内地
区見学

5 日本三大車窓とにぎぃめしツアー
日本三大車窓のひとつがある JR 肥薩線に乗車して加久藤カ
ルデラの絶景を楽しむツアー。
（行程）
矢岳高原→矢岳駅→真幸駅→道の駅えびの→太鼓橋・め
がね橋→陣の池→田の神さあ巡り

6 よかとこずんばい！坂本龍馬ツアー
船から見た霧島の風景や、「この世の外」と表現した犬飼滝、
湯治で訪れた塩浸温泉など、龍馬とお龍が目にしたであろうジオ
な風景をたどるツアー。
（行程）
錦江湾クルージング→西郷どんの宿→塩浸温泉龍馬公園
→犬飼滝→霧島神宮→道の駅霧島

7 おじゃったもんせ！渓谷めぐりツアー
多雨で水の多い霧島で火山活動が作り出したダイナミックな
地形を巡るツアー。
（行程）
関之尾滝→三連轟→溝ノ口洞穴→中谷小学校→神水峡

8 なんちゅあならん！火口湖めぐりツアー
霧島ジオパークの特徴がコンパクトに詰まるえびの高原をゆっ
くりと巡りながら、火山地形の多様性を楽しむツアー。
（行程）
えびの高原池めぐり→えびのエコミュージアムセンター
→温泉入浴

9 がっつり火山学ツアー
霧島とそれを取り巻く南九州の火山がどのような活動を繰り
返し、どのような風景を作り出してきたか、その一つ一つを紐解く
ツアー。
（行程）
【前日】黒神埋没鳥居（桜島）→エコミュージアムセンター→
市長宅（入戸火砕流堆積物）
上野原縄文の森→入戸火砕流模式地→高千穂牧場→高
千穂河原→新湯展望所→塩浸温泉
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日本ジオパーク霧島大会報告書

◇全国大会関連事業◇

■と き 平成 27 年 8 月 28 日（金）１９：００～
■ところ 都城市総合文化ホール ※参加者約 500 名
2015 年 2 月に JNN 系列で全国放映された「地球
の鼓動」。世界の火山をテーマにしたこの番組の
ナビゲータを務めた女優の鶴田真由さんと、鹿児
島大学の井村准教授。この中で訪れた「霧島ジオ
パーク」の魅力を二人が語った。
■鶴田真由プロフィール
1988 年女優デビュー。その後、ドラマ、映画、舞台、CM と幅広く活動。1996 年には「きけ、わだつみの声」で日本アカデミ
ー賞優秀助演女優賞を受賞。近年はドラマ「マルモのおきて」など、映画は「沈まぬ太陽」など話題作に出演。旅番組、ドキ
ュメンタリー番組への出演も多く、番組出演がきっかけで、2008 年第４回アフリカ開発会議の親善大使の委任を受ける。現
在、日本ロレックスによる「日本列島知恵プロジェクト」に参加。自ら企画、取材を行い、忘れられつつある自然の叡智を掘り
起こしている。著書に古事記をたどった旅エッセイ「ニッポン西遊記 古事記編」がある。

全国大会が開催されることを記念して、小中学生を対象とした絵画コンクール、一般の方々を対象としたフォトコ
ンテストを実施。共通テーマを「霧島ジオパークの自然や地形、歴史や文化、恵み」とし、これらをとおして霧島ジ
オパークへの理解、愛着を深める機会となった。入賞作品については全国大会期間中、会場ロビーに展示し、大
会２日目には会場外の野外ステージにて表彰式を行い、記念品や賞状を授与した。

会場内に掲示した入賞作品

絵画コンクール
小学校１・２年の部 大賞
学校名：大田小学校１年
作者名：橋口來武（はしぐち らいむ）
作品名：「おたうえさい」
フォトコンテスト大賞
氏 名：牧 大吾（霧島市）
タイトル：目覚めし霊峰

- 34 -

大会ステージにて表彰式

第 6 回日本ジオパーク全国大会

日本ジオパーク霧島大会報告書

霧島大会宣言
わたくしたち大会参加者は、ここ霧島の地に集い、
これまでのジオパークの活動を振り返り、日々の活
動から得られた知識と経験を共有し、これからのジ
オパークの活動についての指針を得るために議論を
重ねた。

1 有限の価値ある地球の資源は、私たちの暮らしや生物に影響を与えてきた基盤である。その
価値を地域で認識し、ジオパーク活動のなかで保全を進め，それを地域の持続可能な発展に活
かす。
2 これまで各ジオパークで進められた教育活動により成果や課題が蓄積されてきた。それらを
整理し教育に携わる多くの人と共有することで活動の質を保ちながら教育活動を進めていく。
3 ジオパークにおけるガイド活動とは，大地と人と自然のつながりであるジオストーリーを自
分の言葉で、楽しく、分かりやすく伝え、安全に案内することである。そのために日頃から知
識や技術の向上に努める。
4 ジオパークは防災教育や災害対応などでの役割を果たすものである。そのために JGN の防災
支援ガイドラインが必要であり、今後，そのための議論を続けていく。
5 全国から集まった 44 人の市町村長は，なぜジオパークのネットワークに加盟したのかという
原点に基づき，地域レベルから国際レベルまでの問題解決が図られるよう，適切にリーダーシ
ップを発揮する必要性を確認した。
6 ジオパークは自然公園等の諸制度と、保護・保全やツーリズムについて、情報を共有し連携を
図る。
7 立場によって思い描くジオパークはさまざまであるが、ジオパークの活動は成長していくも
のであり、地域や活動の期間によって目指すものは明確になっていく。
8 ジオパーク活動も、ユニバーサルデザインも様々な人の関与が必要である。様々な立場にあ
る人、様々な状況にある人、様々な分野に携わる人、そして未来を担う人、みんなが心地よい
ジオパークを実現するために、ユニバーサルデザインは、すべての人の接着剤となる。
以上、ここに宣言する。
2015 年 10 月 28 日

日本ジオパーク霧島大会実行委員会
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前田

終止

第 6 回日本ジオパーク全国大会

日本ジオパーク霧島大会報告書

全国大会までの経緯
年度

月
4

内

容

協議会総会にて全国大会誘致を承認

「第6回日本ジオパーク全国大会」開催決定
第1回検討会 協議事項：会の名称／スケジュール／会場／ﾌﾘｰﾄｰｸ
第2回検討会 協議事項：大会の内容／今後の組織
第3回検討会 協議事項：協議内容振り返り／今後の組織／ｽｹｼﾞｭｰﾙ
26
協議会臨時総会にて大会の日程・場所承認（書面議決）
9
第５回南アルプス大会にてPR
10 部会編成作業
第１回準備委員会・部会合同会議 協議事項：概要説明／各部会部会長等決定／各部会
12
6
7
8

総務・企画部会 【３回】 探究部会【４回】 観光・特産品部会 【５回】 ツアー部会【７回】

4

協議会総会にて全国大会予算を承認
第２回準備委員会 協議事項：進捗状況／各部会報告
第１回実行委員会 協議事項：事業計画案／予算案承認
総務・企画部会 【2回】

27

7

8
9

探究部会 9/28 【1回】 観光・特産品部会 【3回】 ツアー部会【8回】

ツアー部会 各ツアー実地検証
第１回部会長・副部会長会議
九州キャラバン ①三島・桜島錦江湾 ②天草・島原 ③姫島・豊後大野
第２回実行委員会 進捗状況報告／各部会より
全国大会申込み開始 9/30まで
大会関連トークセッション 鶴田真由【都城市】
第２回部会長・副部会長会議
配布資料詰め込み作業 ２５日まで 【ジオガイドお手伝い】

④阿蘇・美祢

10 活性化部会・来賓等懇親会
「 第６回日本ジオパーク全国大会 日本ジオパーク霧島大会」 ２９日まで

九州キャラバン～全国大会の PR と参加要請で九州近辺のジオパークを訪問～

Mine 秋吉台ジオパーク

天草ジオパーク

阿蘇ジオパーク

島原半島ジオパーク

おおいた姫島ジオパーク

三島村・鬼界カルデラジオパーク
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実行委員会

各部会での打合せ

スタッフ説明会

ジオツアー実地検証

◆スタッフ
■実行委員会

日別スタッフ数 ・27 日 122 名／28 日 116 名／29 日 96 名
スタッフ総数 150 名
実行委員長／前田終止（霧島市長）
・副実行委員長／池田宜永・日高光浩（高原町長）・肥後正弘（小林市長）

／村岡隆明（えびの市長）／五位塚剛（曽於市長）／脇元敬（総務・企画部会長）／古園俊男（総務・企画副部会長）／井
村隆介（探究部会長）／目野和幸（観光・特産品部会長）／大山隆弘（観光・特産品副部会長）／宗像茂樹（同）／原口憲
太郎（ツアー部会長）／永友武治（ツアー副部会長）／川原孝明（同）／坂本謙太郎（監事）
■スタッフの皆様（順丌同：敬称略） 上園信一/口ノ町綾子/黒木康文/小薗重雄/木場隆治/紺谷君子/坂元幸一/青山のり子/清本兵太郎/
須賀昭彦/高橋信誠/田中裕一/田原博子/中筋誠/馬場緑/原田徳子/東多佳道/東誠/前田宗佐/眞方幸雄/宮川勉/森千加子/森ちづる/矢野
照久/山村研治/吉盛修/四本廣幸/渡邊豊重/谷口知隆/内山達也/上水正喜/佐藤潤子/大尾桂久/津崎千佳子/遠竹美代子/並松美奈/松井優
/松村幸和/森田義幸/山之内美文/山中広行/永盛譲治/上拾石賢吾/神之薗勇次/上谷川幸一/貴島信幸/桑畑緑也/兒玉史大/玉利卓也/久恒
澄子/鮫嶋豊美/大園 茂/陳誠/熊原三恵/今西良成/福留宜文/岡本直一郎/津曲敏春/下村恵太/横山幸一/鈴木健史/五代梨紗/西田健/中堀
清哲/仮屋文秋/加藤信幸/小川貴広/星村真輝/竹下淳一/大崎直樹/内山竹文/宇都忠和/奥村健一郎/白池図/鈴木順一/大學康宏/樋口信義
/平嶺浩人/松本晃/柳田蓉子/中島幸二/新宮博史/桑畑隆二/橋口博文/栗野静香ｸｲｰﾝｼﾞｪﾆｰ/新保正輝/佐古田裕/新村和彦/小牧誠/花牟禮
秀隆/山下雄三/野﨑末貴/柚木脇大輔/鶴田健介/森本潤葵/柴内敏彦/池田美由紀/園田毅/谷元靖彦/橋口真人/久永雄二/谷口隆幸/野崎勇
一/越口潤一郎/船盛真央/有薗宏樹/濱崎利広/徳永健治/大浦好一郎/八幡洋一/田ノ上伸吾/藤村朊裕/黒田淑芳/中島大輔/木原隆夫/今吉
直樹/高山真理/勘場拓斗/窪田宗摩/村岡新一/柳田謙一郎/福永義二/有満孝二/崎元隆一/早渕秀子/入部真紀/東真弓/小山英子/久木田誉
子/大田秋美/吉永光子/中村真理子/池田圭介/花牟禮和子/西島昭治/月岡史枝/日高雄一/高橋直樹/高妻経信/宇都義胤/児玉淳子/大萩眞
一/渡邊俊輔/尾辻正男/安永伸一/西道覚三/臼崎のき/倉住宣實/邊木園浩子/渡辺英彦/寺島幸男/牧之瀬和子/國武次宏/木屋嘉謙/黒松裕
貴/原口美貴子/村脇奈保子/森高諭子/関之尾むかえびと（都城市）/吉永英昭/池田恵子/松山泰洋
■イベント広場出店者（順丌同：敬称略）焼肉まる金/さつま屋/みやざきチキン单蛮カレー協議会/都城ご当地グルメ推進協議会/中嶋精肉店/えびの市鹿協会/
小林チョウザメ料理推進協議会/御所浦島カフェ/みっちゃんのガネ/霧島市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ/島原半島世界ジオパーク/高原町観光協会/ラーメン居酒屋やん
きもん/お菓子の杉元/そうざいやさん/雲仙市守山女性部加工組合/宮崎県/㈱都城印刷/九州工業有限会社（坂田金時堂・/ジオガシ旅行団/秋吉台のパン屋
さん/都城圏域地場産業振興センター（株式会社都城田中家・大石製茶園） /高原町観光協会（
（有）ユタカ商会・（有）末山商会・ケーキハウスくるみの里/
天然酵母田舎のぱん屋）/霧島市営関平鉱泉販売所/株式会社宮崎銀行国分支店/霧島市特産品協会/曽於市観光特産開発ｾﾝﾀｰ/小林市観光協会（ﾀﾞｲﾜﾌｧｰﾑ・单
国屋今門・ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ・ﾊﾗ）/えびの市観光協会/霧島酒造㈱

●ご協力いただきましたスタッフの皆様、企業の皆様ありがとうございました。●
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「第６回日本ジオパーク全国大会（霧島大会）」参加状況
■参加登録者数 ７３４名
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ブロック名

北海道
⑥

東北
⑩

関東
⑫

ジオパーク名

参加
者数
4
13
10
4
2
10
13
4
2
11
9
17
15
1
5
19
3
2
6
2
11
20
52
17
19
4
0
2
39

アポイ岳
洞爺湖有珠山
白滝
三笠
とかち鹿追
十勝岳山麓
男鹿半島・大潟
磐梯山
八峰白神
ゆざわ
三陸
栗駒山麓
下北
蔵王
月山
鳥海山・飛鳥
伊豆大島
茨城県北
下仁田
秩父
銚子
箱根
伊豆半島
筑波山地域
浅間山
秋川流域
古関東深海盆
三宅島
正会員地域
準会員地域 16

ブロック毎
参加者数

43

96

138

種別

№

正
正
正
正
正
準
正
正
正
正
正
正
準
準
準
準
正
正
正
正
正
正
正
準
準
準
準
準

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

■その他

ブロック名

ジオパーク名
糸魚川
南アルプス
恐竜渓谷ふくい勝山

中部
甲信越
⑨

中四国
近畿
⑨

九州
⑨

白山手取川
佐渡
立山黒部
苗場山麓
高山市
東三河
山陰海岸
室戸
隠岐
四国西予
南紀熊野
Ｍｉｎｅ秋吉台
土佐清水
萩
いづも
島原半島
阿蘇
天草
霧島
おおいた姫島
おおいた豊後大野
桜島・錦江湾
三島村・鬼界カルデラ

北九州

参加
者数
12
19
11
10
7
5
15
0
4
33
5
15
21
13
20
24
15
3
26
50
26
2
13
15
11
11
3

◆ジオツアー参加者数

分科会名

登録者数
51
41

1.市町村長セッション
2.ジオパークとユニバーサルデザイン
3.ジオパークガイドが目指す理想のガイド像
（1）知識だけでなく物語を伝える
（2）「その土地ならでは」の物語を伝える
（3）自分のジオパークだげでなく地球全体を伝える
（4）正確な内容をわかりやすい言葉で伝える
（5）お客様に応じた伝え方をする
（6）興味を持たせる工夫をしながら伝える
（7）状況を的確に把握し、安全管理を行う
（8）常にガイド技術を高める努力を重ねる
全体会
4.みんなで考えよう ジオパークの保全
5.みんなで作ろう！ジオパーク教育のスタンダード
6.日本のジオパークが目指す方向
7.防災とジオパーク ネットワークでできること
8.ジオパークのＡＢＣ
9.国立公園とジオパークの連携
計

23
25
22
22
24
24
21
23
184
66
85
97
51
69
43
687名

149

157

734名

計

310 名

ツアー名
かんさあにおけいっど！高千穂峰ツアー
わっぜ降ったど！新燃岳噴火ツアー
うめっちゃが！火山生まれ湧水育ちツアー
うめぇど！だれやめ芋しょちゅツアー
日本三大車窓とにぎめしツアー
よかとこずんばい！坂本龍馬ツアー
おじゃったもんせ！渓谷めぐりツアー
なんちゅあならん！火口湖めぐりツアー
がっつり火山学ツアー

参加者
38
39
40
32
42
26
39
29
25
計

◆全体交流会

310名

756 名

◆ランチタイム談話会（10 月 28 日 12:30～）15 名
◆霧ジオまつり トークセッション

27 日
28 日

780 名
750 名
◆霧ジオまつり イベント広場出店店舗
31 店舗
◆霧ジオまつり イベント広場来場者 27 日約 1,220 名
28 日約 2,000 名
※来場者数は売上金額を基に算出

◆中学校・高校関係参加者

27 日 69 名

28 日 319 名

／ 10 月 28 日 4,417 名 ／ 10 月 29 日 310 名 ／

3 日間合計 8,810 名
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正
正
正
正
正
正
正
準
準
正
正
正
正
正
正
準
準
準
正
正
正
正
正
正
正
正
準

83

◆ポスターセッション 74 ブース
◆ブース出展 36 ブース

◆日別参加者数
10 月 27 日（火）4,083 名

1
2
3
4
5
6
7
8
9

種別

68

ＪＧＮ事務局・ＪＧＣ・協賛企業・国・県等

大会参加者

◆分科会参加者数 687 名

ブロック毎
参加者数

第 6 回日本ジオパーク全国大会

新聞掲載記事

（南日本新聞・宮崎日日新聞・朝日新聞等）
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● 協 賛 企 業 ●

日本ジオパーク霧島大会（第 6 回日本ジオパーク全国大会）
■日本ジオパーク霧島大会実行委員会
【事務局】 〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 45-1
霧島市商工観光部 霧島ジオパーク推進課内
℡0995‐64‐0936 Fax0995‐64‐0958
Email kiri-geopark@po.mct.ne.jp

※報告書内の画像について、参加者の撮影した画像も借用しております。ご了承ください。

