平成２５年度事業報告
１．会議・事業等開催一覧
開催日
４月 ９日
４月１５日
４月２２日
４月２５日
５月１３日
５月１８日
５月２０日
５月２１日
５月２３日
５月２６日
６月 ２日
６月

６日

６月

８日

６月２０日
６月２７日
６月２８日
７月 ２日
７月 ３日
７月 ６日
７月 ７日
７月１７日
７月２０日
７月２３日
７月２４日
７月２５日
７月２６日
７月２７日
７月３０日
８月 ６日
８月１３日
８月２３日
８月２６日
９月 ５日
９月 ９日
９月１５日
９月２４日
９月２６日
１０月 ３日
１０月 ５日
１０月１１日
１０月１２日
１０月１４日
１０月２４日
１０月２６日
１０月３０日
１０月３１日
１１月 １日
１１月 ２日
１１月 ４日
１１月 ９日
１１月１３日
１１月２１日
１１月２３日
１１月２６日
１２月 ６日
１２月１４日
１２月１９日
１２月２５日
１月１８日
１月２３日
１月２４日
１月２６日

〇運営事業
〇

□防災教育関係 ☆ツーリズム・ガイド ◆ジオの恵み「食」事業 ※ＧＧＮ再認定

ＪＧＮ事務局長会議（東京都）
ジオパーク・ロビー展（～30 日。豊浦町とわにー）
〇
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 総会
☆
金比羅･西山散策路整備（洞爺湖町主催）
☆
ジオパーク・パートナー講座①（野外学習テキスト。洞爺湖町役場）
☆
四十三山新山沼展望台整備（ジオパーク友の会共催）
〇
日本地球惑星連合大会（～21 日）
〇
ＪＧＮ理事会（千葉県）
〇
ＪＧＮ総会（千葉県）
□
ＪＩＣＡ中南米防災研修
☆
ジオパーク・パートナー講座②（野外学習テキスト。壮瞥情報館ｉ）
☆
とうや湖幼稚園草刈（岡田顧問。住民委員会）
☆
ドンコロ山草刈（ジオパーク友の会）
〇
学識顧問会議／教育普及委員会
□
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
□
火山マイスタースキルアップ講座（～９日。宇井顧問）
〇
住民／ガイド／観光／行政委員会合同会議
□
ＪＩＣＡ中南米防災研修（～21 日）
☆
ジオパーク・ロビー展（～7/19 日。壮瞥町ゆーあいの家）
〇
ＪＧＮ事務局長会議（東京都）
□
壮瞥町新任教員研修（壮瞥町内ジオサイト）
☆
洞爺湖湖上ジオツアーモニター試乗会（そうべつ観光協会主催）
◆ 有珠山ロープウエイ「ジオパーク弁当」発表会（ワカサリゾート主催）
☆
ジオパーク・パートナー講座③（～7 日。宇井顧問。GGN 再審査説明員向け。有珠山周辺）
☆
日中韓賢人会議でのジオパークＰＲ（～8 日。ウインザーホテル）
韓国訪問団のジオパーク視察（真屋会長と済州道知事との意見交換。有珠山ＲＷ）
☆
ジオパーク・ロビー展（～8/11 日。洞爺水の駅）
☆
とうや湖幼稚園草刈（岡田顧問。住民委員会）
□
伊達小学校ジオパーク学習へ火山マイスター派遣(３名)
※ＧＧＮ審査。歓迎夕食会
※ＧＧＮ審査。ガイド団体等との交流会
※ＧＧＮ審査。審査講評。
※ＧＧＮ審査(追加視察)
〇
ＪＧＮ理事会（東京都）
◆ 伊達市「食」アドバイザー講演会（伊達市防災センター）
◆ ピザプロジェクト試作会（NamiheyPizza 橋本氏協力。洞爺湖町成香地区）
□
壮瞥高校ジオパーク講座
〇
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 臨時総会
□
胆振管内社会教育主事研究会（洞爺湖町教委。ビジターセンター）
〇□☆◆※ＡＰＧＮシンポジウム（～11 日。工藤副会長、岡田顧問。再認定決定。韓国済州島）
□
日本地質学会（横山教育普及委員。野外学習テキスト。仙台市）
□
壮瞥小学校ジオパーク学習へ火山マイスター派遣(１名)
〇
胆振観光円卓会議（胆振総合振興局主催）
□
虻田小学校防災教育授業へ火山マイスター派遣(２名)
□
とうや湖 GENKIDS への専門家派遣（洞爺湖町教委事業。ﾈｲﾁｬｰｶﾞｲﾄﾞ福島氏。財田自然ﾊｳｽ。）
□
ジオパーク・パートナー講座④（火山ﾏｲｽﾀｰ養成。座学。大島弘光顧問、吉本北大准教授）
□
ジオパーク・パートナー講座⑤（火山ﾏｲｽﾀｰ養成。野外。宇井顧問、岡田顧問、三松顧問）
〇□☆
日本ジオパーク全国大会（～16 日。廣瀬顧問。島根県隠岐の島）
□
洞爺湖温泉小学校「噴火慰霊祭」へ火山マイスター派遣(２名)
□
壮瞥町防災講演会（岡田顧問、三松顧問。壮瞥町山美湖）
□
虻田小学校防災教育授業へ火山マイスター派遣(２名)
□
伊達西小防災教育授業へ火山マイスター派遣(２名)
◆ 「ピザ＆ホットサンドプロジェクト」会議⑤（Namihey Pizza(豊浦町)）
〇
学識顧問会議／教育普及委員会
□
火山マイスター認定審査
☆
アポイ岳ジオパークガイド研修（～5 日）
□
ジオパーク・パートナー講座⑥（気象台観測機器）
□☆
アジア国立公園会議（～17 日。環境省主催。三松顧問。仙台市）
☆
ＪＧＮ全国研修会（鹿児島県）
□
胆振三大遺産イベント（胆振総合振興局主催。室蘭栄高校）
□
壮瞥山美湖大学ジオパーク講座
◆ 「ピザ＆ホットサンドプロジェクト」会議⑥（洞爺総合センター）
☆
ＪＧＮ・北海道地図㈱共催ジオパークＰＲイベント（～15 日。東京都）
◆ 「ピザ＆ホットサンドプロジェクト」会議⑦（Namihey Pizza(豊浦町)）
◆ 洞爺湖町若手農業後継者勉強会（佐久間江別製粉㈱常務。洞爺湖町農業研修ｾﾝﾀｰ）
□
ジオフェスティバル in あさひかわ（旭川市）
◆ 「ピザ＆ホットサンドプロジェクト」生地研究（酪農学園大学。Namihey Pizza(豊浦町)）
〇
ＪＧＮ事務局長会議（東京都）
□
ジオパーク・パートナー講座⑦（「有珠山と桜島」大島弘光顧問。有珠山ＲＷ）
☆

１月３１日
２月 ４日
２月 ８日
２月１３日
２月１４日
２月１６日
２月１７日
２月１８日
２月１９日
２月２１日
２月２２日
２月２８日
３月 １日
３月 ５日
３月１１日
３月１２日
３月１３日
３月２０日
３月２６日
３月２７日

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

北海道内ジオパーク協議会事務局連絡会議（札幌市）
伊達市民講座（「有珠山の次期噴火」宇井顧問。伊達防災センター）
ジオパーク・パートナー講座⑧（普通救命講習。伊達消防署洞爺湖支所）
「ピザ＆ホットサンドプロジェクト」会議⑧（財田自然体験ハウス）
ジオパークピザ試作会（壮瞥雪合戦プレ冬まつり。そうべつ観光協会）
ジオパークピザ試作会（壮瞥雪合戦プチ冬まつり。壮瞥商工会）
ジオパークピザ試作会（豊浦中学校主催「PTA 料理講習会」Namihey Pizza）
山陰海岸ジオパーク「冬のアクティビティ」調査（～20 日）
ジオパーク・パートナー講座⑨（「冬のジオツアー」。小川委員長。洞爺ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ）
ＪＧＮ事務局長会議（東京都）
ジオパークカフェ in 雪合戦（～23 日。壮瞥町）
伊達市ボランティアフォーラム（池田ﾏｲｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ代表）
吉本･北大助教講演会「ｼﾅﾌﾞﾝ火山の噴火と災害～次の有珠山噴火に向けて」（壮瞥町）
体験モニターツアー(ﾑｽﾘﾑ観光対応調査。室蘭開発建設部との共催。大滝区、西山山麓)
中頓別ｼﾞｵﾊﾟｰｸ構想・ガイド研修会（池田ﾏｲｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ代表。中頓別町）
学識顧問会議／教育普及委員会
ジオパーク・パートナー講座⑩（～13 日。上級救命講習。伊達消防署）
ジオパークピザ研究会（洞爺湖町産業振興課との共催。ガス窯試験。洞爺湖産小麦生地）
三笠ジオパーク市民向けセミナー（畑研究員。三笠市）
洞爺湖町鳥獣被害防止対策研修会（ｳｲﾝｻﾞｰﾎﾃﾙ飯島総料理長。ｴｿﾞｼｶ肉のｼﾞｵﾋﾟｻﾞ提供）
「ピザ＆ホットサンドプロジェクト」会議⑨（洞爺総合ｾﾝﾀｰ。小西由稀氏との意見交換）

２．主な事業
（１）世界ジオパーク再認定審査対応
①プログレスレポート（再審査基礎資料）
学識顧問の皆様や、各市町観光協会、各ガイド団体等の協力のもと、世界認定以後
の取組状況を取りまとめた「プログレスレポート」を作成し、英訳のうえ、ＧＧＮ及
び国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）担当部局へ提出。（別冊「プログレスレポ
ート」参照）

②現地調査（7 月 24 日～27 日）
ユネスコ担当部局から指名を受けたニコラス・ゾウロス教授（ギ
リシャ）とジョゼ・ブリルハ教授（ポルトガル）が、洞爺湖ビジタ
ーセンターや旧とうやこ幼稚園、北黄金貝塚等を訪れ、当地におけ
るガイド活動やジオパーク推進に向けた各種取り組みを審査。
（別冊「現地調査対応報告書」参照）
③審査結果
9 月 9 日、韓国済州島で開催されたＧＧＮ事務局会議にて『認定継続』が決定
11 月 18 日、ＧＧＮ事務局より、文書にて、「認定継続」と「今後の取組課題」が通知された。
（今後の取組課題）
・有珠山や洞爺湖だけではなくエリア全域にて「ジオパーク」を展開
・ジオパークエリア内の「アイヌ文化」や「縄文遺跡」を大きくアピール
・パンフレットや看板に「ジオ＝自然公園」と説明している点は不適切
・「1977 年遺構公園」の保護を重点化 ・「温泉と火山」を積極的にアピール
・他国ジオパークとの積極的な交流

・ＧＧＮの国際会議等への積極参加

（別紙「認定継続通知文」参照）
（２）各種会議出席
①アジアパシフィックジオパーク(APGN)シンポジウム
・代表団派遣（副会長、学識顧問、事務局長ほか）

・GGN 事務局から「世界認定の継続決定」が発表
・「有珠周辺地区での災害と持続可能な発展」（岡田顧問によるﾌﾟﾚｾﾞﾝ）
・「「食」事業の展開による新たなジオパーク振興」（畑・事務局員による事例報告）
②日本ジオパーク全国大会（隠岐大会）
・代表団派遣（副会長、監事、各市町代表、学識顧問、事務局長ほか）
・ジオパーク・パートナー登録者から４名を研修派遣
・ＪＧＣ認定審査あり方検討会に出席（廣瀬顧問、加賀谷事務局員）
・当地域の再認定審査の状況報告（加賀谷事務局員）
（３）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
平成 25 年度審査：１１名受検６名合格（認定者計２９名）
・下道 英明さん（洞爺湖町） ・福島 豪さん（洞爺湖町）
・鈴木 龍夫さん（壮瞥町） ・ダグラス ニュートンさん（壮瞥町）
・高橋 祐子さん（壮瞥町） ・川南 結さん（壮瞥町）
②地域学校教育への貢献
伊達西小、伊達小、壮瞥小、虻田小、洞爺湖温泉小の総合学習や防災教育
事業、洞爺湖町教委事業「とうや湖 GENKIDS」等へ火山専門家や火山マイス
ターを派遣
③『きて みて さわって 三大遺産』(11/23 胆振総振局主催。室蘭栄高)
小学生向け体験イベントにおいて、道立教育研究所附属理科教育センター、
火山ﾏｲｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸとの協働により、実験ブースを運営
③防災教育資材作成
野外学習テキスト第２弾「歴史・文化編」を、洞爺湖町教育委員会、
伊達市教育委員会、豊浦町教育委員会、道立教育研究所付属理科教育
センターの協力により制作
（４）ジオツーリズム普及促進
①ルートガイド作成
宇井忠英・学識顧問のご尽力により、「洞爺湖有珠山ジオパーク～変動する大地を探る」全域版
の英訳版（通称Ｅ０版）を新規発刊。（日本語版全８冊、英語版３冊。各 200 円）
②「道の駅」における「ジオパーク」「大地の恵み」ＰＲディスプレイ
道の駅あぷた

道の駅とうや湖

とうや水の駅

壮瞥情報館ｉ

③ジオツーリズム等普及資材作成
・ｴﾝﾄﾘｰﾚﾍﾞﾙ広報用パンフ「ジオパークのここがすごい！」
・缶バッジ（各種イベントにて広く活用）
・トレーディングカード（子ども向け事業等で活用）
・北海道ジオパーク探検スタンプ帳（胆振総合振興局制作）
・ジオパークポスター（増刷）
・ジオパークＰＲミニのぼり（増刷）

④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１１８名登録
・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１０回）
・地域ガイドのスキルアップに向け、希望者を隠岐大会へ派遣（計４名）
・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」の除草作業等）
⑤住民向けＰＲ活動
4/15-4/30 豊浦町「とわにー」にてパネル展
6/20-7/19 壮瞥町「ゆーあいの湯」にてパネル展
7/17-8/11 洞爺湖町「水の駅」にてパネル展
2/22-2/23 壮瞥町国際雪合戦会場（昭和新山エリア）にて
『ジオパークカフェ』
⑥その他ＰＲ
・日中韓賢人会議でのＰＲブース運営(7/7-8 ｳｲﾝｻﾞｰﾎﾃﾙ洞爺)
・

〃

韓国訪問団のジオパーク視察（7/7 有珠山ＲＷ）
※真屋会長と済州道知事との意見交換

・報道番組等の取材対応
6/30 放送 NHK「さわやか自然百景」(ﾏｲｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ対応)
7/13 TV 東京「ニュースアンサー」特集収録
・外国人ﾌﾞﾛｶﾞｰ招へいツアー（10/10

JGN 事務局）

・外国人ツアーモニター試験
（3/1 ｲｽﾗﾑ圏留学生対象。北海道開発局と共催）
（５）ジオの恵み普及促進
・「ジオピザ」及び「ジオホットサンド」ブランド運用ルールの策定
・酪農学園大学への研究委託により、圏域産小麦を使用したピザ生地開発

・民間企業によるピザ生地研究～あるそーれ(洞爺湖町)、れもんﾍﾞｰｶﾘｰ(札幌)、敷島製ﾊﾟﾝ(名古屋)
・江別製粉の協力により、圏域産小麦の単体管理と単体製粉を開始
・くすもとフーズ（室蘭）にて、圏域産小麦の小売販売開始（流通販売ルートの構築）
・ジオパークピザの試作・試験販売～道の駅ﾌｫｰﾚｽﾄ 276 大滝、Namihey Pizza、ﾚｽﾄﾊｳｽ梓(壮瞥)
・ ピザ窯の開発～東洋炉材(株)（洞爺湖町）、(株)エール(札幌)
・(有)ピュアフーズとうやによるトマトソース(ｼｼﾘｱﾝﾙｰｼﾞｭ)の開発
・「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
・報道番組等の取材対応
4/12 放送 NHK「ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ北海道」(道の駅大滝「ｼﾞｵﾋﾟｻﾞ」PR)
12/15 放送 HBC ﾗｼﾞｵ「あの街ツアーズ」（道の駅あぷた「手作りベジタブルスイーツ」ＰＲ）
・雑誌等でのＰＲ
H25.4「じゃらん」～「ジオパークピザ」（道の駅大滝）
H25.10「Ho」

～「ジオパークピザ」（豊浦 NamiheyPizza）

H25.3「poroco」 ～「大地の恵みをめぐる おいしい女子旅」
(洞爺ﾏﾙｼｪ、NamiheyPizza、道の駅大滝、そうべつ情報館ほか）
・プロジェクト普及促進ＰＲ資材の作成
ジ

オ

のぼり、ミニのぼり、参加店ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ、「大地の恵み」シール、
ジ

オ

「大地の恵み」缶バッジ等の作成

（６）洞爺湖有珠山地域における『ジオ・ストーリー』の構築
・ストーリーブック（絵本）の作成

※１１万年前の洞爺カルデラの生成から積み重なってきた大地のうえに広がるストーリー。
当協議会のイメージグラフィックを作成したデザイナーにイラスト作成を委託。
地質学的事項は、廣瀬顧問が監修。
地域の農業者、漁業者からの聞き取りにより「大地のストーリー」を構築

