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会議・事業等開催一覧
開催日：事業区分
４月１８日
５月２２日
５月２３日
５月２７日
６月 ２日
６月１５日
６月２０日
６月２１日
６月２３日
７月１６日
７月２０日
７月２１日
８月 ３日
８月２０日
８月２０日
８月２６日
８月２８日
９月 ４日
９月１８日
９月２２日
９月２５日
９月２７日
１０月１０日
１０月２０日
１１月２０日
１１月２８日
１２月 ９日
１月２８日
２月 ４日
２月 ６日
２月 ７日
２月 ８日
２月 ９日
２月１７日
２月２５日
３月１２日
３月１３日
３月１８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）
地球惑星科学連合大会（千葉県）
ＪＧＮ総会（千葉県）
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会総会
学識顧問会議／火山マイスター運営委員会
ジオサイト（旧とうやこ幼稚園）整備作業
住民／ガイド委員会合同会議
観光／行政委員会合同会議
解説看板検討ワークショップ①
北海道博物館特別展『ジオパークへ行こう！』展 ジオパークまつりブース出展
解説看板検討ワークショップ②
ＪＧＮ全地域事務局長会議（東京）
中国ジオパーク再審査への審査員派遣
プレミアム・ジオツアー（豊浦町）
北海道ジオパークＰＲ体験ブース出展（札幌市・発寒イオン）
ジオパーク・パートナー講座（～２７日 火山マイスター養成講座）
プレミアム・ジオツアー（洞爺湖中島）
プレミアム・ジオツアー（壮瞥町）
豊浦町秘境小幌フォーラム 2016（豊浦町とわにー）
火山マイスター認定審査
プレミアム・ジオツアー（伊達市収穫体験）
第７回ＧＧＮ国際ユネスコ会議（～30 日 イングリッシュリビエラジオパーク／イングランド）
日本ジオパーク全国大会（～１２日 伊豆半島ジオパーク／静岡県沼津市）
日本ジオパーク再審査（～２１日）
壮瞥町図書フェスティバル出展
北海道ジオパーク事務局長会議（札幌市）
～１２日 ＪＧＮ審査員研修会（東京都）
ジオパーク・パートナー講座（噴火湾津波の歴史）
ジオパークフェア（東京 有楽町駅前 主催：ユネスコ世界ジオパーク都道府県連合）
薬膳ワークショップ in だて
薬膳ワークショップ in そうべつ
薬膳ワークショップ in とようら
薬膳ワークショップ in とうやこ
支笏洞爺国立公園有珠山周辺保全活用検討会（主催：環境省）
ジオパークカフェ in 昭和新山 （～２６日 昭和新山国際雪合戦スノーパーク会場）
ジオパーク・パートナー講座（有珠山山地崩壊・壮瞥町山美湖）
学識顧問会議
ジオパークカフェ in 洞爺湖町（洞爺湖観光情報センター）

主な事業

（１）日本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２４
年）以降の取組み状況をまとめた報告書を作成し、平成２８年１０月に日本ジオパーク委員
会に提出。
② 現地審査（10/20～21）
３名の審査員による現地での調査に対応した。
審査員：尾池 和夫氏（日本ジオパーク委員会委員長）
野辺 一寛氏（隠岐ジオパーク事務局長）
鵜飼 宏明氏（天草ジオパーク専門員）
【現地審査最終日 講評】

③ 審査結果

※別添「第２９回日本ジオパーク委員会審査結果報告書」参照

12/9 に開催された日本ジオパーク委員会において、日本ジオパークへの再認定が決定。
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（２）各種会議出席
①第７回ＧＧＮ国際ユネスコ会議（イングリッシュ・リビエラジオパーク イングランド トーキー市）
・代表団派遣（会長、教育普及委員、事務局長等４名）
・「洞爺湖有珠山ジオパークの恵みを活かしたツーリズムの開発と地域振興」
（会長 口頭発表）
・「教育旅行のための野外学習テキストの制作」（横山教育普及委員 口頭発表）
・「火山マイスター」と「災害遺構」～洞爺湖有珠山ジオパークにおける減災教育活動の実践～（事務局 口頭発表）
・「洞爺湖有珠山ジオパークにおける地域活動の盛り上がりとボトムアップアプローチの実践」（事務局 口頭発表）
・「ジオパーク展示によるジオパークネットワーク活動」（事務局 ポスター発表）

【会長口頭発表】

【減災ワークショップ事例発表】

【日本ＧＧＮ８地域合同ブース】

②日本ジオパーク全国大会（伊豆半島ジオパーク 静岡県沼津市）
・代表団派遣（会長、幹事、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 参加補助 ７名
・ジオパーク運営委員会出席（廣瀬学識顧問）
・分科会「ジオパークと自然災害」参加
・「解説看板再考―効果的なガイド活動のために－」（事務局ポスター発表）
・ＰＲブース運営

【ＰＲ展示ブース】

【分科会（ジオパークと自然災害）】

【ポスターセッション】

（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認定審査
平成 28 年度審査：6 名受験 3 名合格（認定者計 43 名）
・渡邊つづりさん（豊浦町） ・佐々木和恵さん（洞爺湖町）
・大越正史さん（洞爺湖町）
【火山マイスター合格者】

②学校への火山マイスター派遣
5/26 壮瞥高校１年生宿泊研修 講師派遣（火山マイスター ２名）
10/7 伊達西小学校防災授業 西山山麓火口散策路見学 講師派遣 （火山マイスター５名）
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③ＪＩＣＡ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。
6/3-4

南紀熊野ジオパーク

6/8-9

伊豆大島ガイド研修

6/22

韓国京畿道楊平郡職員①

6/29

韓国京畿道楊平郡職員②

7/ 5

長野県職員視察（防災）

7/ 6

上富良野町議会議員（ジオパーク）

7/21

江別郷土資料館友の会研修

7/27

ＪＩＣＡ（トルコ）研修

7/28

栃木県鹿沼市議会議員

8/31

宮城県気仙沼市議会議員

11/ 1

ＪＩＣＡ研修 地域開発計画管理コース

11/22

ＪＩＣＡ研修 道路維持管理・復旧コース

1/19

三陸ジオパーク（宮古市）

2/1-2

ＪＩＣＡ（トルコ）研修

（４）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 Vol.2」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）
【JP01 ジオフード Vol.2】

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 ）※145 名登録
・ジオパーク・パートナー登録者 7 名にＪＧＮ伊豆半島大会への参加助成
・パートナー講座の開催（計 4 回）
・プレミアムジオツアー（道博連携事業）の実施（４市町計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 噴火湾津波】

【ジオツアー伊達・収穫体験】

【パートナー講座 有珠山山体崩壊】

【ジオサイト整備（旧とうやこ幼稚園除草作業）】

【ジオツアー豊浦・海岸と歴史】 【ジオツアー壮瞥・ジオと恵み】 【ジオツアー洞爺湖・中島】
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③イベントへの参加・出展
7/16

北海道博物館特別展『ジオパークへ行こう！』展関連事業 ジオパークまつり 出展

8/29-31 北海道教育旅行説明会 参加（宮城県・岩手県）
9/18
11/20

豊浦町 秘境・小幌フォーラム 出展
壮瞥町図書フェスティバル 出展

2/25-26 昭和新山国際雪合戦 ジオカフェ出展

【ジオパークまつり 実験ブース】

【北海道教育旅行説明会】

【壮瞥町図書フェスティバル】

④副読本、雑誌、ＷＥＢへの掲載
H28. 4 雑誌「NEW ボルカノ」

災害の経験を蓄積・伝承し次の災害に備える「減災文化」

H28. 4 雑誌「観光会議ほっかいどう」Vol.58

ジオパークの観光活用

H28. 6 読売旅行６月号

洞爺湖花火 100 連発～有珠山ロープウェイ

H28. 6 カイ

「変動する大地」に暮らす喜び

H28. 6 北海道 LIKERS

洞爺湖有珠山ジオパーク

H28. 6 北海道 LIKERS

昭和新山誕生を見続けた男。三松正夫

H28. 6 北海道博物館特別展図録「ジオパークへ行こう！」
H28. 7 JP０１ 2016 夏号

北海道博物館特別展「ジオパークへ行こう！」

H28. 8 雑誌「MARIQUITA」

洞爺湖有珠山ジオパーク

H28. 8 AIR DO 機内誌「rapora」

知られざる絶景 ジオパークへ行こう！

H28.10 JP０１ 2016 秋号

特集胆振「有珠山とともに」

H29. 2 帝国書院『自然災害と防災』「火山編」
H29. 3 内閣府 DVD「避難促進施設の備え 火山災害から利用者を守るために」
H29. 3 第一学習社「最新地理図表ＧＥＯ」
H29. 3 GOOPARK MAGAZINE 2017 Vol.4

（５）ジオの恵み普及促進
・ジオパークホットサンドベーカー（電熱型２連式）２台製作

【ホットサンドベーカー２台】

【ホットサンドベーカーで焼いたホットサンド】
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・大地の恵み徹底活用プロジェクト ～地元食材活用「食」セミナー
3/18 洞爺湖観光情報センター３階「ジオパークと大地の恵み展」会場
・1 市 3 町コミュニティ FM「wi-radio」ＰＲ特番（3/18 ジオパークの恵み特番放送）

【ワイラジ特番】

【地元食材の紹介／ホットサンド試食】

・住民参加で活動の裾野を広げるジオの恵み活用事業
2/6

伊達市 『薬膳ワークショップ』 伊達市保健センター １３名

2/7

壮瞥町 『薬膳ワークショップ』 壮瞥町保健センター １７名

2/8

豊浦町 『薬膳ワークショップ』 豊浦町中央公民館

2/9

洞爺湖町『薬膳ワークショップ』 洞爺ふれ愛センター ２７名

【薬膳ワークショップ（伊達市）】

１３名

【薬膳ワークショップ（豊浦町）】

・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。
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