
 

 

第 1回山陰海岸ジオパーク大会 

報告書 

 

日時：令和元年 11月 25日（月） 

時間：10：30～17：30 

会場：アールベルアンジェ（豊岡市） 

参加人数：81名 

 

１．開会講話／中貝 宗治 

山陰海岸ジオパーク推進協議会会長・豊岡市長  

「山陰海岸ジオパークの目指すところ」 

 

・山陰海岸の気象の複雑さを楽しんできた。自然を見る上で大切な視点。 

・山陰海岸ジオパークが活動を初めて１２年。 

・うまく行っていないときに大切なことは、これまでを振り返ること。 

・広域連携はなかなか進まないが、山陰海岸ジオパークは鳥取、兵庫、京

都を結びつけてきた。学習・教育の面でも成果があった。 

・ジオパーク活動は、地域の人々の誇りにつながるという成果を上げてきた。しかし、最大の課題はジオ

ツーリズムである。世界遺産や観光地として多くの観光客が訪れている地域もある。しかし、ジオパーク

で訪れているのではない。 

・天草ジオパークは交流人口拡大につながらないと判断した。山陰海岸ジオパークは前に進みたい。ジオ

ツーリズムの可能性を信じている。 

・タモリの番組はジオパークを一言も言わない。人々がいかに適応してきたのかという人間の世界にと

どまっているので、成功している。ジオパークは地球科学を説明しようとして、そこにとどまっていた。 

・植村直巳冒険賞で表彰した小松さん（K2 に女性で初登頂）は、フォトグラファーとして活躍。小松さ

んの経験は、ジオツーリズムに示唆を与えている。人に注目している。 

・売るためには技術がいる。それを身につけていく必要がある。 

・地球科学の知見を、人々がやさしく入りやすくする工夫が必要である。 

・人々を寄せ付けない切り立った断崖に、魅力を感じさせるジオツーリズムに挑戦したい。 

・アートは、人々の心に傷をつけること。断崖絶壁を作り上げた自然の前に、自分が立っているという圧

倒的な感覚が、ジオツーリズムの魅力になる。その壁に山陰海岸ジオパークは挑戦していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．功労者表彰 

（１）功労者紹介 

a.谷本 勇：新温泉町山陰海岸ジオパーク館 館長 

山陰海岸ジオパークの立ち上げから、日本ジオパークネットワーク申請書の作成に奔走され、

GGN認定後も教育部会長や運営委員として、ジオパークの普及啓発に大きく貢献された。 

b.中江忠宏：ＮＰＯ法人まちづくりサポートセンター理事長  

      全国まちづくりサポートセンター丹後支所の立ち上げ、独立から理事長として携わり、現在

も京丹後の第一人者として、山陰海岸ジオパークの普及・発展に大きく貢献されている。 

c.三木武行：元豊岡市ジオパーク普及啓発専門員  

      豊岡市ジオパーク普及啓発専門員として、ジオパークガイドの養成、ガイドブックの作成等に貢

献され、小学生から地域の人々まで幅広く山陰海岸ジオパークの普及啓発に尽力された。 

d.西田良平：学術顧問 鳥取大学名誉教授  

      鳥取県の学術支援アドバイザーとして、学術的な検討と研究教育活用への検討に取り組まれた。

第４回ＡＰＧＮ山陰海岸シンポジウムでは組織委員会副委員長として、会の成功に尽力された。 

e.波田重熙：学術顧問 神戸大学名誉教授 

      ユネスコと国際地質科学連合による「地質科学国際研究計画」のリーダーを務める中、山陰海岸

地域をジオパークとして設定し、その設立段階で邁進された。現在も顧問を務められている。 

f.神近牧男：学術顧問 鳥取大学名誉教授 

      鳥取環境大学の副学長を歴任後、自然公園財団で鳥取砂丘のガイドとして活躍された。山陰海岸

ジオパーク学術部会鳥取分会委員として活躍され、運営委員としても活躍された。 

g.石田志朗：運営委員 元山口大学教授 

      専門部会京都分会の座長として、京丹後地域の学術的意味の整理、抽出、内容検証を行い、更に

現地調査等を通してジオサイトの活用の現状と可能性を把握された。 

 

（２）表彰者コメント 

a.谷本勇 

始めは作ることが中心、後に広げ深め、今は活かすことが課題。本来我々は地域振興す

るのが目的だが、日本委員会は地球科学を普及したい。これの接点がジオパーク。それ

を理解しないと財産で地域振興を図ろうとしたこととギャップができる。お金がなく

ても地域振興はでき、学問に恩恵を受ける。一般住民を引き込んで、活用するために何

が出来るか考えさせてもらう。 

b.中江忠宏 

ジオパークをはじめて 10 年の節目にこのような賞をいただけて光栄。ライフワークで

ある京丹後の歴史の研究に邁進したいところだが、京丹後市の実情を見たところジオパ

ークの推進について再編成していかなければならない。もう少し頑張っていきたい。 

c.三木武行 

ジオパークは地域おこしと思い頑張ってきた。若者は何もない地域というが、最近は楽

しい事ばかりをやっている。いいところ、楽しいところだと伝えている。地域おこしは

みんなが楽しまないといけない。 

 



 

 

d.西田良平 

山陰海岸ジオパークの日本海の形成、自然を考えるのが山陰海岸ジオパーク。自然観光

も山陰海岸ジオパーク。文化観光と自然観光とのコラボをしていくことがこれから必

要。 

e.波田重熙 

２０年以上前にエダーさんの話に感動を受けて山陰海岸にジオパークをという話を始

めた。山陰海岸ジオパークが成功していることを嬉しく思う。 

 

f.神近牧男 

６年間ほど鳥取砂丘でガイドを行った。鳥取砂丘の砂を使って研究をしている中でガイ

ドの仕方も研究していた。ガイドというのは心に傷をつける、ショックを与えるのが大

事と言われた。しかし、小学生に「砂は何粒あるの？」と聞かれ、大きなショックを受

けた。「星の数ほどあるんじゃないの？」と切り抜けたが今も気になっている。砂粒は長

い旅をしてきたと思っている。皆さん砂丘には３度きてください。砂はサンドといいますから。砂丘にた

くさん人が来て押すな（砂）押すな（砂）となればいい。 

g.石田志朗 

学術部会で１０年ほど頑張ってきたので功労者表彰をいただけたのではないかと思う。

来年は９０歳になるのでもう一度山陰海岸ジオパークに関係したい。 

 

 

 

（３）記念撮影 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．基調講演／齊藤 清一 氏 

日本ジオパークネットワーク事務局長  

「ジオパーク活動１０年の到達点とこれから」 

【ジオパークに関わってよかったか】 

・みんな悩ましく、もやもやしながら活動している。始まったばかりの活動

なので、様々な課題がある。 

・自分はジオパークに関わるようになったことが最大の転機になった。 

・「３０年先も、今と同じようにこの地域で住み続けられるようにしたい」と

いうのが自分の立ち位置。 

・中央集権から地方分権の時代になった。ＪＧＮネットワークに１０年で２００市町村が関わっている。 

・当初、組織作りとして日本ジオパークネットワークと日本ジオパーク委員会をつないだ。 

・ＡＮＡ機内のＣＭでジオパークが流れる。（応援企業） 

・これまでの１０年の活動で一番の成果は、人を巻き込んだこと。おおいた大会で１０周年記念誌を作成

した。 

【審査の視点】 

・持続可能な地域社会の実現のために、その地域にあったやり方で、ともに考え続けているか、これまで

のやり方を変える覚悟があるか。 

【何が変わったか。】 

 推進体制の整備。一般社会への普及。利害関係者の増加。 

【課題（見えてきたもの）】 

・ジオパーク自体の理解不足 

・ジオパークの定義 単一かつ一体的な地理的領域 

・関係者相互の認知連携不足 

・糸魚川でもジオパークをやっていても疲れている。ジオパーク推進室にまかせればよいという雰囲気

になっている。事務局だけがやっているように見える。これはジオパークにとっての危機的状況だと思

う。それぞれのステークホルダーがそれぞれの分野だけで活動している。それぞれが相互に認知してい

く必要がある。 

【住民、行政、研究者がともに考え続けているか】 

・過去の日本審査指摘事項でのイエローカードの原因は、運営体制と事務局体制の不足が大きい。 

・ＪＧＮの総会が意志決定を行っている。理事会と事務局長会議が強固な組織。対外的に運営会議とワー

キンググループが現場での活動を担う。 

 ネットワークのようなゆるいつながりが必要。対話を続けられることがジオパークのネットワーク。 

【どんな地域にするか】 

・「対話による地域納得解発見」これが推進団体の使命。 

・早く生きたければ一人でいけ。遠くまで生きたければみんなで行け。（アフリカのことわざ） 

 

【質問：山陰海岸の取り組みは、ＪＧＮ事務局長からみてどう見えるか】 

山陰海岸は今が産みの苦しみの時、これから延びてくるように思える。最初は県がやっていてもうまく



 

 

行かないと思っていたが、最近は波風が立っているので、状況が変わってきた。 

【質問：糸魚川庁内での意識の薄れをどのように解消していくか】 

おかしいと思っていることはおかしいといえるようにしたい。 

【質問：理想に近いジオパークは？】 

ジオパークで３０年後に住み続けられる地域なっているかで判断すれば、まだない。糸魚川もまだまだ

できていない。室戸ジオパークが一番だと思っていた。役所に頼らず自分でやろうと地域が関わってい

った。山陰海岸でこのような動きができれば無敵だと思う。 

 

４．記念講演／波田 重熙 氏 

山陰海岸ジオパーク推進協議会学術顧問：神戸大学名誉教授 

「山陰海岸ジオパークの黎明期～ジオパークの提案～」 

【ジオパークの誕生にまつわる話】 

・「国際地質科学ジオパーク計画」は２つの活動を通じて実行すると規定され

ている。地質科学国際研究計画とユネスコジオパーク。 

・国際地質科学研究計画（ＩＧＣＰ）：ユネスコと国際地質学連合（ＩＵＧＳ）

による国際共同研究事業 

・２０００年 科学理事会で欧州ジオパークネットワークが４メンバーでユ

ネスコの支援のもと発足することが決定。 

・２００２年 科学理事会で地質遺産としてジオパークを設立し、ジオツーリズムと絡んで地球科学の

普及に努めることを正式に決議 

・２００４年 科学理事会で１７欧州ジオパークネットワークと８中国ジオパークによって世界ジオパ

ークネットワーク（ＧＧＮ）の設立が決定された。 

・エダーさん（ユネスコ地球化学部門）の貢献 

【日本におけるジオパーク設立に向けた主な動き】 

・２００１～２００３ 山陰海岸を世界遺産にする会 

・２０１０ 山陰海岸ジオパークがＧＧＮ加盟認定決定 

【日本ジオパークの課題】 

・ＩＧＣＰは日本学術会議のリサーチプログラム 

・ジオパークは日本ユネスコ委員会のアウトリーチプログラム 

・統一的な組織になっていない。直接の統括組織ではなくても、持続可能な地域社会の実現に向けて協力

してほしい。 

・日本にはＩＧＣＰ経験者がジオパークに関わっていない。ＩＧＣＰとコラボする必要がある。（現在は

島根大学の先生が関わっている） 

・ジオパークの今後の発展のためには、ジオパーク関係者と地域社会がジオパークに対する認識を共有

する機会を持つ必要がある。 

・ジオパークは、特に地球環境問題が契機となって誕生した事からも分かるように、広い分野との協力、

協動を重視している。（コラボレーションが重要） 

・世界の大部分のジオパークは安定した大陸に分布しているが、山陰海岸ジオパークは日本海形成とい

う変動する地球の記録を残している地域である。 



 

 

５．みんなの夢発表会  

～成功事例・失敗事例の告白、そして夢を語ろう～ 

（１）田渕直人氏（一般財団法人自然公園財団鳥取支部） 

「次の世代へ「鳥取砂丘」をつなげるプロジェクト」～ちびっ子砂丘レンジャーへの道～ 

・鳥取砂丘にとって何が大切か？ 

地元の人に愛される「鳥取砂丘」 

  地元に人にとってはマイナスイメージが多く、環境問題、マナー問題を    

把握していない。 

・次世代リレープロジェクト 

ビジターセンターが中心となり鳥取砂丘に興味をもってもらう。 

・地元小学生を対象に校外学習・社会科見学、出前授業を行っている。 

・イベント企画（ちびっ子砂丘レンジャーへの道） 

  数名のチームを結成しチームの旗をつくる。 

  アクティビティーを通じて砂丘に興味をもってもらう。 

  楽しみながら学ぶ。夜の星空観察、工作体験、砂丘かるた 

  砂丘かるた 取り札は写真 読み札は内容（３グループが作成） 

・ちびっ子砂丘レンジャーがゴールではなくスタート（参加した子どもが大人になり効果が分かる）   

  

（２）畑中順二氏（NPO法人まちづくりサポートセンター） 

 「知りたい・伝えたい・守りたい」～地域の魅力向上の取り組みから～ 

 ・個人会員４８名、団体会員２名 

 ・地域ガイド部～歴史・文化など～ 

 ・ネイチャーガイド部～自然・山野草など～ 

 ・普及啓発活動 オープンカレッジ、グランドゴルフ交流会 

 ・学ぶ、伝える、守る 

 ・食のみやこ「森の散策路」ガイド活動 

 ・道の駅食のみやこ（甲子園の８個分の広さ）にある森の散策路でガイドを行っている。 

 ・これからの夢「ジオと長寿のまち」を知ってもらい、来てもらい、実感してほしい。 

  

（３）菅森義晃氏（鳥取大学講師） 

 「９年間の山陰海岸ジオパークでの研究活動」 

 ・ペルム紀の放散中の化石の研究を行い、その後北但層群の研究を行う。 

・山陰海岸ジオパーク学術奨励研究事業に応募したことがきっかけで研究を続  

けている。 

 ・鎧海岸の地層の研究。 

 ・混濁流堆積物が見られ、水の底で堆積した。 

 ・ジオパークに関わってから、様々な研究をする事につながった。 

 ・変動する地球・日本列島でどのような社会を構築すべきか・・私の夢 



 

 

 ・いろいろな人がどこでも未来の地球を語り合える世界にしたい。 

 

（４）福原公一郎氏（ジオ sen.s） 

 「ジオ sen.s活動事例とこれからの夢」 

 ・点と点がつながりやがて線になるという意味で名付けた。 

・ジオパークの活動すること 

 ・ｆａｃｅｂｏｏｋ、インスタで広報 

 ・１０，０００人以上が活動を認知 

 ・設立当初の年の３倍の人をガイドしている。 

 ・活動事例：ＳＵＰ、ビーチヨガ、クリーン作戦、トレイル、まち歩き、海ほたる観察会、田植え、餅

つき、サザエ殻に寄せ植え、ジオヨガポーズ 

 ・失敗事例：ＳＵＰ体験で想像よりも客が来ない（９３名） 

       家族が参加しない。 

       冬の事業ができなかった。自然相手の難しさ。 

 ・ガイドの可能性 話でお客さんの興味を持ってもらえる。ガイドで未来を変えることができる。 

 ・これからの夢 環境保全、教育、お金儲け、ＳＤＧｓにも取り組んでいきたい。 

 

（５）中谷英明氏（鳥取 BLUE） 

 「２０５０年の憂鬱」 

 ・日本列島ができてから、海の中の生物の営みが続いている。 

 ・地球温暖化の影響で、気象災害が増えてきた。 

 ・クリーン活動はきれいにすることが目標ではなく、現状を伝えること。 

・環境よりも経済が優先の社会になっている。技術開発、企業努力だけでは  

温暖化を防げない。 

 ・全国の海の公園では、漂着ゴミが大問題になっている。抜本的な価値観を変えていく必要がある。 

 ・コンビニの包装が変わってきている。規制が必要ではないか。 

 

（６）田尻 茜氏 

 「ちいさな村にできたゲストハウスのはなし」 

 ・大学時代に香美町の小代に来たことが、移住のきっかけ。 

 ・人に会いにいくことがきっかけでゲストハウスを開始 

 ・ゲストハウスのイメージを伝えるイベントを実施して、地元の方へも理解が   

広まった。 

 ・クラウドファンディングで資金調達 ６３万円集まる。 

 ・お披露目会を実施し、スミノヤゲストハウスオープン 

 ・金土日月のみ営業、平日はガイド業（小代ガイドクラブ） 

 ・和牛のツアー：牛と人が一緒に暮らしている。家族として牛と生活していることが海外には人気。 

 ・ゲストハウスでいろいろな人との出会いが楽しみ。 



 

 

（７）岡田 実氏（鳥取市鹿野町総合支所産業建設課） 

 「熱く燃えろ！」 

 ・議会や地域からエリア拡大したいと声があった。 

 ・エリア拡大のために、教育、ツーリズム、産業、保護保全をどう広げるか。 

 ・土日にエリアを巡って、いろいろな景色を見た。 

 ・何をきっかけにするか。人を捜しに出かけた。楽しさを見つけることにシフトした。 

 ・地元のすばらしい魅力を見つけよう。守り、引き継ごう。 

 ・人と人をつなぐ活動を行った。情報共有 

 ・すべてのイベントに出かけて、ジオパークのＰＲを行った。 

 ・新聞、ケーブルＴＶ等を使ってＰＲを続けた。 

 ・地域の方と話をしていくことが必要なのではないか。机に座っている時間はない。 

 ・もう一度、盛り上げていきたい。みんながつながっていることを認識したい。 

 

６．行動計画について提案  

～今後４年間の行動計画はこれでいくぞ！～ 

・秋吉事務局長から趣旨説明 

   ツーリズム、地域産業振興の成果が出ていない。 

   ユネスコに認定されたことでＳＤＧｓの視点を入れていく。 

   関係者に意見を聞きながら基本計画等を検討してきた。 

   ６つの部会の意見も取り入れた。 

ツーリズムや地域振興に重点的に力を入れていきたい。 

日本審査で「議論が足りていない」との指摘を受けたことに対しての対応も兼ねている。 

  

 ・地域住民等の意見紹介 

 ・保護保全 

 ・教育・調査研究 

 ・産業振興・ツーリズム 

 ・情報収集・発信 

 ・住民参画 

 ・ネットワーク活動・運営体制 

事務局も暗中模索だが、一緒にやっていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

７．ロゴマーク商品の展示・販売  

募集したところ６者２９商品を展示・販売していただきました。 

ご出店いただいた皆様ありがとうございました。 

 

 

８．交流会  

日時：令和元年 11月 25日（月） 

時間：17：45～19：45 

会場：アールベルアンジェ（豊岡市） 

参加人数：36名 

JGNの齊藤事務局長や功労者の皆さんを囲んで和やかな雰囲気の中、交流会が行われました。 

【交流会の様子】 

 

 


