議案第 1 号
平成２７年度事業報告
１

会議・事業等開催一覧
開催日：事業区分
４月２２日
５月１３日
５月２２日
５月２４日
５月２５日
５月２８日
５月３０日
６月１７日
７月 ２日
７月 ７日
７月１３日
７月２３日
７月２５日
９月 ４日
９月１７日
９月２６日
１０月 ３日
１０月 ９日
１０月１１日
１０月１２日
１０月２７日
１１月１５日
１１月１７日
１２月３０日
１月２３日
１月３０日
２月 ３日
２月 ５日
２月１５日
２月１７日
２月１８日
２月２０日
３月２５日

２

○
○
○
〇
○
□
☆
☆
□☆
○
○
○
○
□
□
○
☆
○
☆
○
○
○
□
○
○
○
□
◆
◆
◆
◆
◆
□
◆

〇運営事業

□人づくり事業 ☆ツーリズム・ガイド ◆ジオの恵み「食」事業

ＪＧＮ理事会（東京都）
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会総会
ＪＧＮ全国研修会（東京都）
地球惑星科学連合大会
ＪＧＮ総会（千葉県）
壮瞥町図書分室よみきかせ会
ジオサイト（四十三山フットパス展望台）整備作業
ジオサイト（旧とうやこ幼稚園）整備作業
ＪＧＮ全国研修会（白滝ＧＰ）
住民／ガイド委員会合同会議
観光／行政委員会合同会議
火山マイスター運営委員会／火山マイスター認定審査委員会
学識顧問会議／教育普及委員会会議
ジオパーク・パートナー講座（観測機器めぐり）
ジオパーク・パートナー講座（～５日 火山マイスター養成講座）
第４回ＡＰＧＮ山陰海岸シンポジウム（～１９日 山陰海岸ＧＰ）
支笏洞爺国立公園６６周年事業（洞爺財田体験ハウス）
ジオ・フェスティバル in Sapporo（札幌市青少年科学館）
ジオサイト（旧とうやこ幼稚園）整備作業
西山山麓火口散策路現況調査
火山マイスター認定審査
日本ジオパーク全国大会（～２９日 鹿児島県霧島市）
壮瞥町図書フェスティバル出展
ユネスコ世界ジオパーク正式承認
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会臨時総会（書面総会）
ユネスコジオパーク誕生記念フォーラム（石川県白山市）
ジオパーク・カフェ in 豊浦（～３１日 豊浦町中央公民館）
薬膳ワークショップ in そうべつ（壮瞥町保健センター）
薬膳ワークショップ in とようら（豊浦町中央公民館）
薬膳ワークショップ in とうやこ（洞爺湖町健康福祉センターさわやか）
薬膳ワークショップ in だて（伊達市保健センター）
料理セミナー（ホテルローヤル伊達・サイロ展望台）
ジオパーク・カフェ in 昭和新山（～２１日 壮瞥町昭和新山）
トークセッションカフェ（洞爺湖観光情報センター）

主な事業

（１）各種会議出席
①ＡＰＧＮシンポジウム（山陰海岸ジオパーク 兵庫県豊岡市・鳥取県鳥取市）
・代表団派遣（会長、教育普及委員、火山マイスター、事務局長ほか）
・「ジオサイトの経年変化と保全活動」（横山教育普及委員による口頭発表）
・「変動する大地に生きる歴史と知恵」（川南火山マイスターによる口頭発表）
・「学校はジオパークで何を学びたいか。洞爺湖有珠山ＧＰからの提言」ポスターセッション
・「火山マイスターは先生、ガイド、連絡者」ポスターセッション

【横山教育普及委員口頭発表】

【川南（恵）火山マイスター口頭発表】

２

【川南（結）火山マイスターポスターセッション】

②日本ジオパーク全国大会（霧島ジオパーク 鹿児島県霧島市）
・代表団派遣（会長、副会長、幹事、各市町代表、学識顧問、事務局長ほか）
・分科会「国立公園とジオパーク」パネリスト（サイロ展望台 渡部順司常務）
・「北海道における火山情報発信の現状」ポスターセッション（廣瀬学識顧問）
・「変動する大地と保全活動」ポスターセッション（事務局）
・ＰＲ展示ブース（事務局対応）

【ＰＲ展示ブース】

【分科会（国立公園とジオパーク）】

【ポスターセッション】

（２）地域防災教育普及促進事業
①洞爺湖有珠火山マイスター認定審査
平成 27 年度審査：10 名受験 5 名合格（認定者計 40 名）
・安藤 達哉さん（洞爺湖町）・伊藤 修さん（伊達市）
・江川 理恵さん（伊達市） ・後藤 信二さん（洞爺湖町）
・中山 裕貴さん（洞爺湖町）
【火山マイスター合格者】

②防災教育資材作成

野外学習テキスト第４弾「有珠山火山防災クイズ 50」基礎資料を横山教育普及委員の協力を
得て制作
（３）ジオツーリズム普及促進
①ジオツーリズム等普及資材作成
・フリーペーパー「ＪＰ０１ジオフード」制作（12,000 部）
（道央・道南地区を中心とした道の駅、高速道路ＳＡなどで配布）
・ジオパークＰＲ（ここがすごい）チラシ印刷
・ジオパーク三つ折りリーフレット外語版（増刷）
【JP01 ジオフード】

②ガイド団体・住民活動支援
・ジオパークエリア内のガイド等のネットワーク化（ジオパーク･パートナー制度の運営）
※現在

143 名登録

・ジオパーク・パートナー登録者延べ 9 名に研修会参加助成
・ジオパーク･パートナーを対象としたスキルアップ講座の開催（計 4 回）
・住民活動によるジオサイト整備を支援（「旧とうやこ幼稚園」等の除草作業）

【パートナー講座観測機器巡り】

【ジオサイト整備（旧とうやこ幼稚園除草作業）】

３

③住民向けＰＲ活動
1/30-1/31

豊浦町「中央公民館」にて『ジオパークカフェ in 豊浦』開催

2/20-2/21

壮瞥町国際雪合戦会場（昭和新山）にて『ジオパークカフェ in 昭和新山』開催

【ジオカフェ in とようら】

【ジオカフェ in 昭和新山】

④その他ＰＲ
・雑誌、ＷＥＢ、イベント等でのＰＲ
H27. 6「LION 誌」

大人の社会科見学・ジオパーク編

H27.10「AIR DO 機内誌 rapora」

見て、歩いて、体感！北海道のジオパーク

H27.11 GGN ニュースレター

洞爺湖有珠山ジオパークの紹介

H28. 2「札幌雪祭り」

大通 4 丁目赤い羽根共同募金ブースＰＲ看板設置

H28. 3「じゃらん北海道観光会議」 ジオパークの観光活用
H28.春夏「ボルカノ」

ジオパーク連載企画

H28. 4「JP01 ホームページ」

ＪＰ０１ジオフードのデーターブック

【LION 誌】

【HAD 機内誌 rapora】

（４）ジオの恵み普及促進

【札幌雪祭り PR 看板】

・ジオパークホットサンドベーカー（電熱型２連式）制作
・1 市 3 町コミュニティ FM「wi-radio」開局 1 周年記念番組出演（美味しい！楽しい！ジオフード）
・「食」ＰＲホームページ拡充及びﾌｪｲｽﾌﾞｯｸによる情報発信
・住民参加で活動の裾野を広げるジオの恵み活用事業
2/3

壮瞥町「壮瞥町保健センター」にて『薬膳ワークショップ』

2/5

豊浦町「豊浦町中央公民館」にて『薬膳ワークショップ』

2/15 洞爺湖町「健康福祉センターさわやか」にて『薬膳ワークショップ』
2/17 伊達市「伊達市保健センター」にて『薬膳ワークショップ』
・ピザ＆ホットサンドプロジェクト事業（ジオの恵みを共通テーマとする地域連携事業）
2/18 伊達市「ホテルローヤル」及び洞爺湖町「サイロ展望台」にて『食セミナー』

【ホットサンドベーカー】

【薬膳ワークショップ】

４

【食セミナー】

第４回ＡＰＧＮ山陰海岸シンポジウム（Ｈ27/9/17）横山光教育普及委員 口頭発表
「ジオサイトの経年変化と保全活動 洞爺湖有珠山ジオパークの取り組み」

５

西山山麓火口散策路北口ミニグラーベン除草作業

（作業前）

（作業後）

６

フットパス金比羅山コース支障木伐採作業

（作業前）

（作業後）

７

