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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） 

mailto:guide.chosa.2019@gmail.com
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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 

 

※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 



- 3 - 

 

（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：                              ） 
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（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 

 

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 
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（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 
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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。 
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（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。 

 

 

 

 

 

（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  

 


