平成２９年度事業報告
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会議・事業等開催一覧
開催日：事業区分
４月２１日
４月２８日
５月 ３日
５月２０日
５月２５日
５月２９日
５月３１日
６月１７日
６月２５日
７月１５日
７月１９日
７月２４日
７月３１日
８月 ５日
８月 ６日
８月２０日
９月 ２日
９月 ３日
９月１９日
９月２７日
１０月 １日
１０月 １日
１０月 ７日
１０月１７日
１０月２４日
１１月１６日
１２月 ４日
１２月１６日
１２月２１日
２月 １日
２月 ８日
２月１５日
２月１８日
２月２４日
２月２８日
３月１１日
３月１８日
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〇運営事業

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

□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
四季島送迎
地球惑星科学連合大会（千葉県）
JGN 総会
住民/ガイド/観光/行政委員会合同会議
火山マイスター運営/認定審査委員会
子どもジオツアー2017 有珠山親子登山
オランダジオパーク再審査への審査員派遣
北海道博物館ジオパークまつりブース出展
ジオサイト（旧とうやこ幼稚園）整備事業
世界ユネスコジオパーク再審査（～２７日）
JGN 全地域事務局長会議（東京都）
にぎわいまつり 2017（洞爺湖町）
伊豆大島、浅間交流 記念フォーラム参加
北海道トライアスロン表彰式 ジオピザ提供
ジオパーク・パートナー講座（～３日 火山マイスター養成講座）
壮瞥図書フェスティバル出展
アジア・太平洋ジオパークネットワーク大会（～２２日 中国・織金洞）
日本ジオパーク審査基準検討会議（東京都）
火山マイスター認定審査
胆振地域子ども会リーダー交流会
ジオ・フェスティバル参加（札幌市）
地熱シンポジウム出展（函館市）
日本ジオパーク全国大会（～２６日 秋田県男鹿半島・大潟）
北海道ジオパーク事務局長会議（札幌市）
第１回有珠山周辺保全活用検討会（環境省事業）
児童職業体験事業（洞爺湖町）
JGN 国際連携ワーキンググループ会議（東京都）
JGN 全国研修会参加（～２日 神奈川県箱根）
学識顧問会議/火山マイスター認定審査委員会
第２回有珠山周辺保全活用検討会（環境省事業）
ジオパーク・パートナー講座（アイヌ語地名と伝承 豊浦町）
ジオパークカフェ in 昭和新山（～２５日 昭和新山国際雪合戦スノーパーク会場）
ジオパーク推進協議会合同委員会
まるごと豊浦北の収穫祭（豊浦町）
ジオパーク・パートナー講座（ガイド体験 洞爺湖町）

主な事業

（１）世界ジオパークネットワーク再認定審査対応
① プログレスレポート（現況報告書）の提出
協議会学識顧問、各市町観光協会、各ガイド団体等の協力のもと、前回の再審査（平成 25 年）
以降の取組み状況をまとめた報告書を作成し、平成 29 年１月に世界ジオパーク委員会に提出。
② 現地審査（7/24～27）
２名の審査員による現地での調査に対応した。
審査員：ザン・ジャンピン Mr. Zhang Jianping
（地質学者、中国地質大学古生物学教授）
カースティン・レモン Ms. Kirstin Lemon
（地質学者、英国地質調査員地質災害チーム
リーダー）
③ 審査結果

※詳細別紙

2 年の条件付き再認定（正式通知メールＨ30/2/2 受信）。
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【現地審査最終日 集合写真】

（２）各種会議出席
① 第５回アジア・太平洋ジオパークネットワーク（APGN）大会（中国織金洞）
・代表団派遣（学識顧問１名、事務局員等２名）
・「洞爺湖有珠山 UGG を活かした世界貢献」
（事務局 口頭発表）
・「洞爺湖有珠山 UGG の地殻変動断層の価値」（廣瀬学識顧問 ポスター発表）
・JGN 共同ブース出展（ジオパークフェア ブース展示）

【事務局口頭発表】

【ポスター発表】

【JGN 共同出展ブース】

② 日本ジオパーク全国大会 男鹿半島・大潟ジオパーク大会（秋田県）
・代表団派遣（会長、幹事、各市町代表、学識顧問、事務局長ほか９名）
・ジオパーク・パートナー 参加補助 ４名
・ジオパーク運営会議出席（畑事務局員）
・キャパシティデベロップメント支援事業招聘者アテンド
・分科会「国際連携と相互発展」参加
・「ジオパーク・ストーリーカード」（事務局ポスター発表）
・「洞爺湖有珠火山マイスターと減災文化の正四面体(テトラへドロン)」（事務局ポスター発表）
・ＰＲブース運営

【ＰＲ展示ブース】

【ジオパーク運営会議】

【ポスターセッション】

（３）ジオサイト保全に関する活動
① 「有珠山周辺保全活用検討会」への参画
環境省北海道地方環境事務所による「有珠山周辺保全活用検討会」
（H28～Ｈ29 年度）に参画し、支笏洞爺国立公園の特別保護地区に
おいて有珠山の火山活動を学べる教育の場としての利用が期待され
る西山山麓火口群及び旧国道 230 号等の保全活用ゾーニングと具体
的活用方法の検討を行った。

【散策路周辺現地視察】
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（４）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 29 年度審査：5 名受験 5 名合格（認定者計 48 名）
・山本耕三さん（洞爺湖町） ・今野浩吉さん（洞爺湖町）
・宮本 好さん（洞爺湖町） ・藤岡 綾さん（洞爺湖町）
・長友加也さん（壮瞥町）
【火山マイスター合格者】

② 学校への火山マイスター派遣

8/3 伊達市やまびこ児童クラブ 金比羅火口散策路防災教育 講師派遣（火山マイスター2 名）
③ 火山マイスターリーフレット増刷
日英併記 10,000 枚
④ ＪＩＣＡ等からの視察対応
火山防災と観光振興、地域資源の活用事例として、国内外からの視察に対応。
4/20-21 韓国丹陽ジオパーク職員
5/24

韓国全州地域ジオパーク職員

7/12

様似中学校２年生宿泊研修

8/23-25 香港ライオンズクラブ
9/13

胆振総合振興局インターンシップ案内

10/4

群馬県長野原町議会視察

10/27-29 JGN 男鹿半島大会ポスト巡検 UGG 視察
11/1-2

JICA 研修

11/6

上川中部地域ジオパーク構想職員視察

2/1

JICA 研修

2/9

宮古市ジオパーク推進協議会職員視察

3/1

JICA 研修

3/22

兵庫県丹波地域視察（ジオパーク）

（５）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
・三つ折りリーフレット増刷 (日本語・簡体字・英語各 5,000 枚、繁体字・韓国語各 4,000 枚)
・のぼり（四角・100 枚）、スウィングバナー（紺・オレンジ 各 10 枚）
・缶バッジ （３色・バーミリオン・ホワイト・ターコイズ 各 2,000 個、ゴールド 400 個）
②

ディスプレイ整備

・ 拠点施設におけるＰＲバナー整備（道の駅あぷた、
道の駅とようら、道の駅そうべつ情報館 i 等）
・ 市町設置看板ロゴマークシール製作及び貼付け
（４市町 合計 258 箇所）
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③ 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）※145 名登録
・ジオパーク・パートナー登録者 ４名にＪＧＮ男鹿半島・大潟大会への参加助成
・パートナー講座の開催（計３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】
「アイヌ語地名と伝承」

【パートナー講座】
「ガイド技術体験」

【ジオサイト整備（旧とうやこ幼稚園除草作業）】

④ イベントへの参加・出展
5/3

四季島送迎ジオパーク PR （洞爺湖町）

7/15

北海道博物館ジオパークまつり出展 （主催：北海道博物館/札幌市）

8/5

にぎわいまつり 2017 （主催：洞爺湖町商工会青年部/洞爺湖町）

8/20

北海道トライアスロン表彰式 （主催：北海道トライアスロン実行委員会/洞爺湖町）

9/3

壮瞥図書フェスティバル （主催：壮瞥町教育委員会/壮瞥町）

10/1

胆振地域子ども会リーダー交流会 （主管：洞爺湖町子ども会育成連絡協議会）

10/7

ジオ・フェスティバル

10/17

地熱シンポジウム in 函館 （主催：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構/函館市）

12/16

児童職業体験事業 （主催：洞爺湖町商工会青年部/洞爺湖町）

2/24

ジオパークカフェ in 昭和新山 （主催：昭和新山国際雪合戦実行委員会/壮瞥町）

3/11

まるごと豊浦北の収穫祭 （主催：まるごと豊浦北の収穫祭実施委員会/豊浦町）

【ジオパークまつり 実験ブース】

（主催：ジオ・フェスティバルin Sapporo 実行委員会/札幌市）

【壮瞥町図書フェスティバル】

【地熱シンポジウム in 函館】

⑤ 副読本、雑誌、ＷＥＢへの掲載
H29. 6 JGN-CGN 連携紹介本

洞爺湖有珠山ジオパーク

H29. 6 月刊クォリティ８月号

洞爺湖有珠山ジオパーク

H29. 6 JR 車内誌トランヴェール

災害と恵みをもたらす活火山と共に生きる

H29. 7 宝島出版

日本のジオパークガイド

H29. 8、9 北海道庁ブログ

火山マイスター養成講座

H29. 9 帝国書院

地理地図資料

H30. 1 教育旅行誘致

新幹線パンフレット
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H30. 1 大人の日帰り旅

大地の物語を知る「ジオパーク旅」に出かけよう

H30. 1 道の駅フリーペーパー

洞爺湖有珠山ジオパーク

（６）ジオの恵み普及促進
① シンボルメニュー（ジオピザ・ホットサンド）のＰＲ
・にぎわいまつり 2017、北海道トライアスロン表彰式、胆振地域子ども会リーダー交流会でジオピ
ザを提供

【胆振地域子ども会リーダー交流会】

【北海道トライアスロン表彰式】

・まるごと豊浦北の収穫祭にてジオホットサンドを提供

【まるごと豊浦北の収穫祭】

② ストーリーカード制作事業
各構成市町で生産される産品と、その大地とのつながりを物語とし、ＰＲに使用しやすい
カードとして制作。（４種×10,000 枚）
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