
ジオパーク新潟国際フォーラム 報告書 

日 時：平成 28年 7月 27日～28日 

場 所：朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンター 

テーマ：東アジアのネットワークをひろげよう 

～新潟・大地と雪が織りなすジオパークからの発信～ 

報告者：成川 正幸 

スケジュール 

７月 27日 

ワークショップ「東アジアにおける“ネットワー

クの活性化”にむけて」 

昨年 11 月 ユネスコプログラムに認定された。

2000年に始まり、現在、ユネスコの 120の地域に

わたっている 33カ国。 

東アジアでのジオパークは、広がりには偏りが

ある 中国、日本 それ以外には 5箇所しかない。 

東アジアにおけるジオパークのネットワーキング強化と活性化について、意見を交わし

た。各国におけるネットワークの現状と課題を事例報告によって共有し多くの参加者によ

る活発な議論を行った。 

 

14:00～16:00 

前半：国内ネットワークの構築の模索・現状・課題を共有。 

１．日本のジオパークネットワーク活動の現状（日本ジオパークネットワーク） 

目的として①地域資源の保全と地域住民の意識向上②ジオツーリズムの普及啓発と来訪

者の誘客による地域振興③日本ジオパーク認定制度による取り組み地域の品質向上などが

あり、ジオパーク地域および目指す地域の活動支援を行っている。 

現在、①正会員 認定団体 39地域。②準会員 目指す 18団体。③協賛会員 理念に賛同 協

賛金を寄付した個人および企業等（ぼしゅうちゅう）であり、ジオパークを考えているの

は、200市町村を超えている。 

2015年からワーキンググループが設立され、１

万人規模の全国大会開催やジオマガジン・活動報

告を行っている。 

しかし現状は、各ジオパークの担当者が変わると

意識が変わってしまう。 

ジオパークを何のためにするのか。ネットワーク

として何ができるのかを考えている。 



質問 

Q：①日本のネットワーク 資金を得るにあたっての指針はあるのか 

A：日本ジオパークはNPOとして認定している。法律の制限あり、ビジネスの制限はない。 

Q：②日本ジオパークの数を制限する考えはあるのか 

A：数の制限はしていない。したくない。それぞれの目的はある。成り立ちが違う。 

数は委員会が見る。ネットワークが見るものでない。 

Q：日本ジオパークと世界ジオパークの違いは？ 

A：ユネスコ（世界）のレベルは高い。日本もレベルになるようにネットワークの中で高め

ている。現在、ジオパークのブランドとして混乱が生じているのではないかと思っている。 

 

２．中国ネットワークの現状と挑戦（中国ジオパークネットワーク） 

ネットワーク管理をどうするのか。①プラットフォームを作ること②姉妹ジオパークを築

くことである。 

現在、web siteを設けていて、242のニュースがある。それは、活動が多くなってきている

表れだと思っている。 

パークの管理をし、トレーニングとして、ワークショップ開催。地元住民を交えてワーク

ショップをしている。 

ジオパークに日本の島原、糸魚川から学生が来る。来る事によって新しいアイデアが生ま

れてきている。 

ジオパークは、APGNセンターを市内中心に作ることで広がるのではないかと思っている。 

毎年三千万人のツーリストがあり、中心にジオパークを伝える拠点があることは有効であ

る。センターのためのセンターを目指している。 

ジオパークの管理は国土資源省であり、CGNは非政府組織 文書化などの調整役である。 

 

３．タイのジオパーク準備地域の現状（タイ王国珪化木鉱物資源

東北研究所） 

現在、5つのジオパークを目指している。 

他ジオパークに学んでいる。 

巨木化石の保存方法はシールドを作る。 予算を得ること 

 

４．フィリピン初の世界ジオパーク認定候補地（フィリピン大学 

都市・地方計画部） 

最初の認定に向けて活動をしている。 

以前、フィリピンには、数多くの遺跡があるが、数百人の地質学

者しかいなかった。 

そこで、鉱物 地質科学部門のプロジェクトを作り、パラワンが最初に選ばれた。 



しかし、担当者が心臓発作に 2012年に止まる。 

ボホルの方が優位であるとの判断したが、マグニチュード 7．2の地震で壊れる。 

復旧大事であることからジオパークは延期。そうしているうちにルソン島の開発団体が、

スンギ渓谷保護区をジオパークにしたいと申し入れ。地質遺産 技術委員会立ち上がった。 

生活が制限されるのではないか。コストがかかるのではないかと言われ、民間にコンセプ

トが十分広がっていない。 

スンギ渓谷保護区を民間主導で行っている。 

ボホルはまだ調査中である。 

 

Q:なぜハンブルグ大学に協力を求めたのか？しらないのではないか？専門家からのアドバ

イスが必要である 

Q:パラワン島内に自然遺産とジオパークがあるが、同じ場所？ 

フィリピンは、天然自然が豊富。 

地質遺産 専門知識を持っている人を入れることである。 

専門の意見をもらったり、日本や中国からも協力を得ることが大事である。 

 

５．ベトナムのネットワーク活動の現状と課題（ベトナム地質鉱物資源研究所） 

どのように出口を見つけていくのか？前進できるのか？2 つ目のジオパークがなかなか出

来ない状況である。 

今まで国際的なネットワーク統合から私たちは多くものものを学んできた。 

2004年以前はジオパークの事を全く知らなかった。 

ベトナムにどうしてジオパークが生まれないのか。 

2004 年から数年経過した 2007 年にランカウイシンポでジオパークの事を多く知る事にな

った。2010年で認定 2014年承認 2017年から開始し、ユネスコの専門員会で学んできた。 

ベトナムネットワーク設立し、機運が高まってきて、ようやく前進出来る。 

現在、ベトナムには 5つの準備地域がある。 

 

６．新たな取組を通した日本と中国のジオパークネットワークの展開（新潟大学 外国人

客員研究員） 

ジオパークは、①地元経済を刺激する。②地質学的なハザードを防ぐことが出来る。 

③エンターテイメント要素がある。④教育要素がある。 

中国で 1箇所認定を受けたい地域がある。 

持続可能な開発保護が必須である。 

火山であるという特性をツーリズムに生かす。 

今まで、①地域を共有化するためにワークショップを開催。②地域にパンフを定期的に配

布している。 



地域経済の発展に寄与している 

マルチホーム制度により両国で周知する ワークショプネットワーク 横断的におこなう 

学術的 公共教育の観点。 

Q:サブネットワークで共有化が図られるのではないか。 

Q:大学の協力ワークショップでできるのではないか？学校などとのコラボレーションは良

い。 

Q;今後、ジオパークのシステムをどのように発展していくのか？ 

Q：ネットワーク維持するためにどうするのか？ 

APGN課題、アドバイスは、申し出は多くの国から頂いている。 

多くの場合、財政支援、連邦政府の承認など政府側の問題で滞っている。 

課題として 

①2015年からユネスコの正式になったこともあり、ベトナムなどで予算が付いた。 

ネットワークが重要となるが中国は容易ではないのではないか。 

APGN活動を強化する前に、それぞれの国のジオパーク活動を強化しなければいけない 

APGN はボランティアであり、義務がない。その中で、途上国にアウトリーチをしたほう

が良いのではないか。頭が硬い地質学者がいる。ネットワークで何ができるのか構造化し

た指針が必要である。活動は、自主的なボランティアではないほうがいい。 

そして APGNはもっと透明性を持つ事が必要である。 

 

16:00～17:00 

後半：モンゴル・ロシアにおける科学普及活動の状況と海外ネットワーク活動について共

有し、ネットワークがジオパーク発展のためにできることを議論。 

７．モンゴルゴビ砂漠の恐竜化石産地（モンゴル科学アカデミー 古生物学地質学研究所） 

モンゴルは、世界最大の恐竜化石産地であり、ゴビ砂漠に集中している 

白亜紀後期 多く存在。100年間研究 80種。７０００万年前、白亜紀前期 8000万年前 

違法の発掘がある。 

８．ロシアにおける地質遺産の保全と活用について（ロシア科学アカデミー極東支部 生

物学・土壌科学研究所） 

世界最大の国土でありながらジオパークはない。 

現在、世界自然遺産 10 地域が認定。コミ原生林 ツンドラ、山岳ツンドラ、バイカル湖な

どがある。バイカル湖は、淡水湖貯水量最大。２５００万年  

カムチャッカ。29の活火山があり、火山密度が高い。 

９．ジオパークの持続的な運営を可能にする地質指標について（ユネスコバンコク 自然

科学部門） 

バンコクには、ジオインディケーターが必要ではないか。 

ターゲット到達しているのか。 



10．済州島世界ジオパークの交流事業例（済州島ユネスコ世界ジオパーク） 

11．香港世界ジオパークの交流の取り組み（香港ユネスコ世界ジオパーク） 

 

７月 28日 

9:30～ 

ユネスコが進めているジオパークは、ふるさとの大地の価値を知り、守りながら自然と調

和できる暮らし方を学び、持続可能な地域社会を作

っていくプログラム。ジオパークの考え方や、ジオ

パークの具体的活動について、基調講演のみならず、

事例報告とパネルディスカッションをとおして理解

を求めた。 

国内外からのジオパーク活動報告をうけ、ジオパー

クネットワークを通じた将来にわたる持続性のある

地域社会づくりの可能性についてパネルディスカッ

ションを行った。 

 

１．「東アジアのジオ物語―水と大地と人のつながり」 

松岡 薫 氏（新潟大学 理学部教授） 

ジオパークについて初めて聞く人々への導入講演。ジオパークとは何かからはじまり、新

潟のジオパークの特徴と取組について大学教授の視点から紹介。 

２．「極東ロシア南部の地質観光資源」 

ユージェニアＶ．バグダエバ氏（ロシア科学アカデミー極東支部 生物学・土壌研究所科

学者） 

新潟の近くでありながら、あまり知られていない極東ロシア南部の自然や文化。土壌科学

研究所の研究員が「土」からみる極東ロシアの地質観光資源を紹介。 

３．「ユネスコ世界ジオパーク－地球の記憶に学び、地域社会を元気に」 

パトリック・マッキーバー氏（ユネスコ地球科学ジオハザード減災セクションチーフ国際

地質科学ジオパーク計画 事務局長） 

世界ジオパークの誕生から、一貫してその活動に関わるマッキーバー氏。ユネスコの正式

プログラムとなった今、ジオパーク活動を通じたこれからの地域社会づくりの可能性と展

望。 

ユネスコの認証制度 

自然文化遺産 条約 

①世界遺産②エコパーク③ジオパーク ３つになった。 

 

その定義として、 



①新しい。②単一統一的な場所であること 

今まで世界 120サイトにユネスコのブランドを与えている。 

ジオパークは、2000年からヨーロッパから始まり、2004年に中国からも始まった。 

ヨーロッパのジオパークは、地域ネットワークを通して半年に一度集まっている。 

その集まりをアジアでもやってほしい。 

世界ジオパーは、再活性化で将来に担保することである。 

世界ジオパークは、人が重要、人なしにありえない。人を積極的に関与させることが重要

である。 

プライドを感じてもらうために、地元の知識を向上させ、その地域の地球の遺産文化、民

話、手工芸品など様々な視点を提供することができる。 

ストーリーが大切である。 

十四年前に火山噴火した有珠山では、多くの建物が破壊された。そのことを今でも学校の

子供たち、地元の人たちに何が起こったのかを伝えている。 

ジオパークを学ぶことによって、地元の人たちが集まって地域をブランディングすること

ができた。 

地質学者だけでは、一般の人たちに伝えるのは難しい。 

子供たちに楽しく地球の歴史を学ぶ。地球の科学を学ぶことで、地質学的な遺産を守って

いる。 

災害が起きたところは、そのまま残されている場所もある。触れずに保護することもある。 

地球を尊重することは重要であり、環境に優しい持続可能な経済発展が理想である。 

地域がより深く学ぶことができる。体験することができる。地元のものを使って人々に売

るフードトレイル、オーガニック、小規模で伝統的なもの。含有物を使わないものなどは、 

ジオパークブランドのものであると言える。 

 

どのようにしてジオパークになるのか 

審査員は、12人で申請に対し提言をする。また、再認定の際の審査を行っている。 

提言書を作り、web siteに掲載している。 

①１つの国から 2つの申請しかできない。 

②エコパークとの重複は避けてほしい。 

③ガイドライン通りに提出する。 

④付属文章もつける 

⑤自己評価 swot分析を行う。 

それらを 12月にスタッフが書類に不備がないか

確認する。 

加盟国からクレームがあると取り消しになる。 

2人の評価者で現地視察を行う。 



審議会で評価し執行委員会にかける。 

認定ジオパークは、ネットワークに参加することが義務づけになる。 

認定には 14~18ヶ月かかる。4年間認定受けると再認定がある。 

そこで再評価が下される。 

①機能しているのか②継続的に機能しているのか 

最初と違った結果が出る可能性がある。 

グリーンカードだと継続し、ダメだと 2 年間で修正を行ってもらう。それでもダメだと認

定取り消しになる。 

また、１年間に 1千ドル拠出していただくことになる。 

ジオパーク効果としては、イギリスだが金銭的な価値は 9千万ポンドあると試算している。 

 

事例紹介 

１．「多雪化と雪国文化－苗場山麓ジオパーク－」 

佐藤 雅一 氏（苗場山麓ジオパーク振興協議会） 

日本列島の地形がはぐくんだ雪国文化の紹介 

２．「活構造・変動帯が育んだ新潟の大地」 

卜部 厚志 氏（新潟大学 災害・復興科学研究所准教授） 

大地がもたらす恵みと災害、と人々 

３．４．「済州島における３つのユネスコプログラムの調和をめざして」 

ヨン ムン ジョン 氏（済州島ユネスコ世界ジオパーク） 

3つのユネスコプログラム（ジオパーク、世界遺産、エコパーク）を運営することの、利益

と挑戦 

2002年 保護区 ラムサール対象 世界遺産 

管理方法 

３つの複数認定されている場所は世界においてここしかない。 

重複している地域だからこそ、保護されている地域が互いに影響を受けないようにしなけ

ればいけないそして、統一的な管理体制が必要である。 

済州島は、年間 1300万人の観光客が訪れている場所である。 

資金面の支援として、６年間で 12000万ドルである。 

それぞれごとの予算と管理方法があり、地域で法律条例規定し担保しなければいけない。 

地域の中には、認定などを多くほしくないと思っている人も多い 

複数認定には、満たさなければならない条件、要求されている条件がある。 

①4つのサブセンターで透明性を図ることができるようなる 

②鍵となるコンポーネントをつないでいく 

③複数期間が協力していかなければいけない 

④大きなビジョンと自然文化を守る。 



⑤入るための入場料を取るなどの提言 

⑥教育トレーニングエンタを作ることが必要 

将来の目標を掲げること。 

 

「香港世界ジオパークのジオパーク普及活動」 

ヨン カミン 氏（香港ユネスコ世界ジオパーク） 

時に義務と感じることもある。 

世界は大変急速に変化している。外で何が起こっているのか知る事が重要。 

一番人気はポケモン GO。 

ポケモン GOのユーザーである彼らに参加させることがジオパークの普及になる。 

2011 スクールプログラムでは、全員朝礼に参加 3分 シュミレーション 双方向で参加して

もらった。ジオサイトに訪問してもらうために、様々な取組を行っている。 

子どもたちの中にはジオパークで両親が働いている人もいる。 

学校だけではなく新聞社とも協力し、面白いこと良いことをやっている。 

学生たちに参加してほしいと思っているので、ジオパークの事を学生に話してもらう。 

学生たちが教えることで新しいツールを考えてくれた。 

また、学生交流プログラムで他地域との交流を行っている。外に出て行くほうが今はやり

やすくなっている。ネットワーキング、ジョイントプログラムなどはジオパークの良いイ

メージにつながっている。子供たちの教育に力を入れている 

 

所見 

初めて世界を相手にするフォーラムに参加してみて、自分の考える常識は世界では通用

しない。色々な考え方があり、世界に出て行くという事は、そういった事も加味しながら

進めていかなければいけないと感じた。 

 社会貢献やアジアでのネットワーク。立山黒部ジオパークとして、ジオ―パーク内での

活動だけではなく、そういった事も考えて活動をしていかないと世界から認められないと

いうことを今回学んだことである。 

以上 

※立山黒部ジオパーク PRブース 

 


