THE 5th

KANTO BLOCK MEETING OF THE JAPAN GEOPARK NETWORK IN

Mt.TSUKUBA AREA
第５回 日本ジオパークネットワーク関東大会 in 筑波山地域 大会概要報告

日本ジオパークネットワーク会員【関東ブロック】
2018年12月4日現在

【正会員】
伊豆大島ジオパーク〔東京都大島町〕
下仁田ジオパーク〔群馬県下仁田町〕
秩父ジオパーク〔埼玉県秩父市､横瀬町､皆野町､長瀞町､小鹿野町〕
箱根ジオパーク〔神奈川県小田原市､南足柄市､箱根町､真鶴町､湯河原町〕
銚子ジオパーク〔千葉県銚子市〕
筑波山地域ジオパーク〔茨城県石岡市､笠間市､つくば市､桜川市､
Mt.ASAMA NORTH
土浦市､かすみがうら市〕
浅間山北麓ジオパーク〔群馬県嬬恋村､長野原町〕
【準会員〔地域名〕
】
茨城県北〔茨城県水戸市､日立市､北茨城市､高萩市､
ひたちなか市､常陸太田市､常陸大宮市､大洗町､大子町､東海村〕
古関東深海盆〔関東平野を対象範囲〕
三宅島〔東京都三宅村〕
那須烏山〔栃木県那須烏山市〕
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筑波山地域ジオパーク推進協議会
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後援

特定非営利活動法人 日本ジオパークネットワーク
茨城県

Feb.2（Sat）& 3（Sun）
, 2019
2019年

2月2日（土）・3日（日）

第５回 日本ジオパークネットワーク関東大会 in 筑波山地域
大会概要報告

大 会を終えて

概要

会長あいさつ

・筑波山の積雪により一部ツアー行程が変更になったものの、好天に恵まれ、大きなトラブルや怪我人なく２日間のプログラムを

筑波山地域ジオパーク推進協議会会長

五十嵐

立青

終了した。

つくば市長

・参加者数は例年１2０名程度だが、本大会では申込ベースで２００名超、一般参加も合わせると３００名を超える参加があった。

この度は、
「第5回日本ジオパークネットワーク関東大会 in 筑波山地域」において、筑波山
地域ジオパーク及び関東ブロックの日本ジオパークネットワーク
（JGN）
加盟地域から多くの皆
様に参加いただくとともに、分科会等の企画・運営にもご協力いただきましたことを、厚くお礼
申し上げます。

・今回の大会の成功の要因として、多くの市民ボランティアの支えがあった。
・今回の関東大会の柱の一つであった『ユニバーサルデザイン』をテーマとした分科会及びジオツアーについては、筑波山地域の
強みの一つである研究機関（産総研、筑波実験植物園）及び筑波技術大学との連携により、身体や視覚、聴覚はもとより、色覚
に関する視点も取り入れることで、参加者から高い評価を得ることができた。

大会初日の「関東地域のジオパークに期待すること」と題した日本ジオパーク委員会委員
長の中田節也氏の基調講演では、首都圏への外国人観光客の急増に伴うインバウンド対策

・ジオパーク学習の発表については、高崎中学校及び茎崎中学校の生徒がそれぞれポスター発表、口頭発表を行い、特に茎崎中学
校の茎崎をPRするためのゆるキャラ作製、PR動画の作製については大変な盛り上がりを見せた。

の強化や、SDGsの視点を取り入れたジオパークの活用方法など、関東地域だけでなく国際
社会におけるジオパークの果たす役割とその進展の可能性についてご教示いただきました。
また、同日に開催された３つのジオツアーでは、筑波山地域ジオパークの大地の遺産を代表
する筑波山と霞ヶ浦、
そして当地域が誇る筑波研究学園都市の研究機関付属施設（地質標
本館と筑波実験植物園）
をご紹介しました。
大会２日目には、過去の関東大会で取り上げられた課題を踏まえ、関東地域のジオパーク
をつなぐジオストーリー構築とプロモーション戦略に関わる２つの分科会が開かれ、次回の伊
豆大島大会までに総合パンフレットとPR動画を作成するという具体的な方針がまとまりまし
た。
また、新たな試みとして、SDGsとの関わりも深いユニバーサルデザイン
（UD）
に焦点を当
てた分科会を開き、多様な人々が楽しめるジオパークの在り方とそのコンテンツづくりについ
て、
どの地域でもすぐに取り組める実用的な内容をご提案いたしました。
この分科会は、
日本ジ

〈プログラム別〉
申込受付総数

オパーク委員会委員の渡辺真人氏をはじめ、参加された多くの皆様から高い評価をいただき

ジオツアー

ました。
最後に、本大会に参加された皆様に、筑波山地域ジオパークの魅力を実感していただくとと
もに、各地域での今後のジオパーク活動の進展につながる手法やアイデアをご提案できたの
であれば幸いです。私たちも、本大会を通じて、JGNの中での当地域の利点や長所を見据え
ることができました。今後も、
より多様なジオパーク活動を推進することで、更なるJGNの発展
に貢献して参りたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願いいたします。

２
月
２
日
︵
土
︶

・今大会の分科会は３つのテーマとも素晴らしかった。
・特にユニバーサルデザインは『多様な個性とのコミュニケ―ション』と
いうことを気づかせてくれた。
・今後のジオパーク活動は関係している方々の『分担・連携・交代』が重要。
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ツアー①ユニバーサルデザイン

24名

ツアー②筑波山方面

42名

ツアー③霞ヶ浦方面

40名

ジオカフェ

約70名

研究機関・関連企業紹介ブース

約70名

オリジナルフレーム切手販売

渡辺真人氏からの講評及び評価

・ツアーガイドについては、ガイドが先生、参加者が生徒という感じの強い
ツアーであった（固すぎる）。もう少し参加者とのコミュニケーションを大
切にした案内を心がけるべき。

106名

会場企画

開会式・基調講演

日本ジオパーク委員会委員

201名

２
月
３
日
︵
日
︶

※市長・副市長 ５名
県議会議員
３名
市議会議員 21名

50枚

171名

分科会

128名
テーマ①ジオパークとユニバーサルデザイン

36名

テーマ②関東ブロックのジオストーリー

52名

テーマ③観光プロモーション

40名

ポスター発表

３校

口頭発表
ブース展示

伊豆大島

下仁田

秩父

箱根

20名

11名

3名

11名

銚子

筑波山地域

浅間山北麓

茨城県北

18名

71名

17名

24名

那須烏山

伊豆半島

JGC/JGN

12名

11名

3名

計 201名

300名超

交流会

ジオパーク
学習成果発表

１．参加者数〈地域別〉※申込受付数ベース

２校
100名弱
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大会ス ケ ジ ュ ー ル

Tour course 1

Event Schedule

DAY1
2 /2 . S a t

ユニバーサルデザインを学ぶジオツアー（翌日の分科会テーマ❶と関連）
時

間

8:30 〜 9:20

9:30 〜 14:30

10:00 〜 14:00

内

容

場

所

ジオツアー受付

つくばカピオ

ジオツアー（昼食含む）
ツアー❶：ユニバーサルデザインを学ぶジオツアー
産総研地質標本館・筑波実験植物園（翌日の分科会テーマ❶と関連）
ツアー❷：筑波山方面を巡るジオツアー
筑波山山頂・筑波山南麓ジオサイト 等
ツアー❸：霞ヶ浦方面を巡るジオツアー
田村・沖宿、崎浜・川尻、歩崎ジオサイト 等

筑波山地域ジオパークエリア
※つくばカピオ発着

会場企画
・ジオパークの価値や魅力について気軽に語り合う「ジオカフェ」
（10:00 〜 10:50 ／ 11:00 〜 11:50 ／ 13:00 〜 13:50）
・ジオパーク関連のPR動画上映
・研究機関や関連企業紹介ブース 等

つくばカピオ ホール・ホワイエ

15:00 〜 16:15

16:15 〜 17:30

移動（つくばカピオ〜交流会会場までの送迎バスあり）

17:30 〜

交流会（立食形式）

日 時
9:30
徒歩

24名

2019年2月2日（土）9：30〜1４：30
10:00
サイエンス
ツアーバス

10:30

11:00

産総研地質標本館

11:30

参加人数
12:00

サイエンス
ツアーバス

24名
12:30

13:00

13:30

筑波実験植物園（昼食含む）

14:00

14:30

サイエンス
ツアーバス 徒歩

概要
つくばサイエンスツアーバスを利用し、産業技術総合研究所地質標本館と国立科学博物館筑波実験植物園を訪れ、両

開会式・基調講演

〈基調講演〉
テーマ『関東地域のジオパークに期待すること』
講演者：中田節也氏
（日本ジオパーク委員会委員長／防災科学技術研究所火山研究推進
センター長／東京大学名誉教授）

参加人数

施設の施設整備の状況や体験プログラムを見学しながら、
「ユニバーサルデザイン
（UD）
とは何か？」を学んだ。

つくばカピオ ホール

内容
ホテルグランド東雲 インペリアル

このツアーでは、
参加者の中に聴覚障害のある方が含まれていたことから、
手話通訳者による情報保障が行われた。
また、
走行中のサイエンスツアーバス内では安全を考慮し、
手話通訳の代わりに、
専用マイクで拾ったガイド音声が文字情報として
スマホ画面に表示されるアプリ
「UDトーク」
を活用した。
サイエンスツアーバスは、
土・日・祝日につくば市内の６つの研究教育施設を循環する公共バスで、
500円の一日乗車券を
購入すれば誰でも乗車することができた。
また、
その車両にはノンステップバスが採用され、
子供や高齢者、
障害のある方など

ジオツアー（筑波山方面）

ジオツアー（霞ヶ浦方面）

五十嵐立青会長
開会のあいさつ（開会式）

神谷6市議会議連会長
乾杯のあいさつ（交流会）

がスムーズに乗降できるように配慮されていた。
地質標本館では、
岩石標本の常設展示を観察したり、
イベント時に活用されている3D立体模型に触れたりしながら、
筑波
山の地形や地質の特徴を学んだ。例えば、
１階多目的室では、
大小の3D立体模型で火山のような筑波山の地形を体感し

DAY2

時

間

内

容

場

所

分科会 午前の部（３つのテーマに分かれて議論）

2 /3 . S u n
9:00 〜 11:30

11:30 〜 13:00

12:00 〜 13:00

テーマ❶：ジオパークとユニバーサルデザイン
（前日のジオツアー❶と関連）

た。
２階テラスでは、
筑波山周辺に分布する斑れい岩や花こう岩およびその風化標本を実際に触り、
両岩石の風化・侵食の違
いが筑波山のかたちと関係することを学び、
さらに、
花こう岩と近年の西南日本の土砂災害との関係が紹介された。
筑波実験植物園では、
年に１〜２回開催されている
「手話で楽しむ植物園」
を体験した。
このプログラムは、
園内を散策しな

つくば国際会議場 会議室202A

がら、
身近な植物や筑波山でみられる植物・岩石の特徴などを、
ろう学校の理科教員による手話での案内付きで楽しめるツ

テーマ❷：関東ブロックのジオストーリー

つくば国際会議場 会議室201

アー形式となっていた。
その中には、
対象物に触れたり匂いを嗅いだりと五感を使う工夫が随所に盛り込まれ、
自ら手話表現

テーマ❸：観光プロモーション

つくば国際会議場 会議室202B

を体験する時間も設けられていた。

昼食（筑波山地域ジオパーク認定商品「ジオ弁当」）

つくば国際会議場 会議室201・202A

各分科会コアメンバーによる成果発表準備

つくば国際会議場 会議室202B

セプト、
使用食材のこだわりやその賞味方法などが紹介された後、
参加者は、
丼ぶりからのぼる湯気を火山の噴火に見立て

つくば国際会議場 ロビー

たり、
化石を発掘するようにご飯の中のアサリやエビを見つけたりしながら、
五感をフル活用した昼食時間を過ごした。

ジオパーク学習成果ポスター発表 コアタイム

（ポスター展示は9:00 〜 15:00）

昼食では、
茨城県北ジオパーク構想を応援するために開発された「ジオ丼」
を堪能した。
まず開発者から、
「ジオ丼」のコン

分科会 午後の部（成果発表）
13:15 〜 15:00

分科会
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13:15〜14:00 ジオパーク学習 口頭発表
14:00〜14:10 休憩
14:10〜15:00 各分科会の成果発表／質疑応答／
渡辺真人氏（日本ジオパーク委員会委員）
による講評

分科会

つくば国際会議場 会議室201

筑波山地域ジオパーク
認定商品
「ジオ弁当」

分科会（成果発表）

地質標本館での体験プログラムの様子

開発者から「ジオ丼」の紹介

筑波実験植物園での体験プログラムの様子
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Tour course 2

Tour course 3

筑波山方面を巡るジオツアー

霞ヶ浦方面を巡るジオツアー

参加人数
日 時

2班

参加人数

2019年2月2日（土）9：30〜1４：30

9:30
1班

42名

10:00
バス
バス

10:30

11:00

筑波山梅林

バス/
徒歩

徒歩 筑波山神社 徒歩 ケーブル
カー

参加人数
11:30

12:00

筑波山神社

徒歩 ケーブル
カー

御幸ヶ原（昼食含む）

42名
12:30

日 時
13:00

御幸ヶ原（昼食含む）
ケーブル
カー 徒歩 バス

13:30

14:00

ケーブル
カー 徒歩

14:30

バス

筑波山梅林

2019年2月2日（土）9：30〜1４：30
10:00
バス

10:30

11:00

茨城県霞ケ浦
環境科学センター

バス

11:30
崎浜の
カキ化石床

参加人数
12:00
バス

40名
12:30

13:00

かすみがうら市歴史
博物館隣 研修室
（昼食）

バス/
徒歩

13:30
歩崎公園

14:00

14:30

バス

バス

概要

概要

霞ヶ浦沿岸の3つのジオサイト
（田村・沖宿、
崎浜・川尻、
歩崎）
をバスで巡り、湖岸でのハス田農業のなぞ？ をひも解きな

日本百名山の一つ「筑波山」にある2つのジオサイト
（筑波山山頂・筑波山南麓）
を訪れ、筑波山を含む筑波山塊の地
形・地質の特徴とその成り立ちや生物・生態系、
この地域で営まれてきた人々の暮らしについて学んだ。

内容

がら、
約22万年前から現在までの霞ヶ浦と関東平野の成り立ちを学ぶとともに、
霞ヶ浦ならではの大地の恵みを楽しんだ。

内容
筑波台地の中心に建つ「つくばカピオ」
を出発したバスは、
桜川低地を通過したのち、
霞ヶ浦に突き出た出島
（新治）
台地の

参加者は、
2グループに分かれて筑波山山頂・筑波山南麓の両ジオサイトを巡りながら、
ジオガイドによるフリップ付きの解説
のもと、
筑波山の地形・地質の特徴とその成り立ちや、
この地域を代表する生物・生態系、
歴史・文化・産業を学んだ。
また、筑波
山までの道中
（バスの車内）
では、
筑波研究学園都市や筑波山地域ジオパークの特徴、
筑波山の地形・地質の概要が紹介さ
れた。
当初このツアーでは、
御幸ヶ原から女体山山頂までを周遊するコースを予定していたが、
前々日の降雪の影響により、
当日は
御幸ヶ原から先の女体山山頂まで行かず、
代わりに山麓の筑波山梅林を巡るコースに変更となった。
急なコース変更だったも
のの、
滅多にない深い雪の筑波山を訪れることができた参加者にとっては、
大変良い思い出となった。
筑波山梅林では、
過去の度重なる土石流がつくり出した筑波山の広い裾野の特徴や、
筑波山の地形・地質の恩恵
（伏流水
や福来みかん等）
が紹介された。
林道沿いの露頭では、
筑波山を形成する斑れい岩や花こう岩等を観察するとともに、
日本の
近代建築の発展を支えた真壁・稲田の花こう岩やそれらの用途等について学んだ。
また、
筑波山からの湧水を利用した稲作や
酒造業など、
麓の人々の暮らしと筑波山の恵みとの深い結びつきが紹介された。
筑波山神社では、
御神橋や随神門、
春日・日枝神社本殿など、
境内に残る様々な建築物を見学しながら、
仏教伝来に伴う神
仏習合、
徳川幕府による筑波山中禅寺の庇護、
明治以降の廃仏毀釈の歴史を深く学ぶことができた。
昼食では、
筑波山麓の北条地区にある弁当仕出し店「吉屋」
がこのツアー用に考案した
「つくば道弁当」
を堪能した。
地元食
材がふんだんに使われたこの弁当の包み紙には、
食材の産地名や筑波山麓に稲穂が広がるイラストが明記されており、
参加
者は、
筑波山地域の恵みを目と舌で感じながら昼食時間を過ごすことができた。
また、
昼食会場となった御幸ヶ原のコマ展望台
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9:30

40名

縁に建つ「茨城県霞ケ浦環境科学センター」
に到着した。
田村・沖宿ジオサイトに隣接するこの施設では、
霞ヶ浦の特徴が体
感的・直感的にわかる館内の常設展示や立体模型を見学した。
また屋外では、
足元の台地や眼下に広がる霞ヶ浦とハス田、
その向こうに広がる稲敷台地を眺めながら、
霞ヶ浦と関東平野の地形・地質の成り立ちを学んだ。
この日、
施設周辺にはまだ
前々日に降った雪が残っていたが、
好天に恵まれて遠く富士山を一望でき、
関東平野ならではの景色の魅力を感じることがで
きた。
崎浜・川尻ジオサイトの一番の見どころである
「崎浜のカキ化石床」では、
約13万〜12万年前の古東京湾に生息していた
カキの化石の密集層と、
その地層中に掘られた横穴墓群を見学した。幾層にも重なる大量のカキ化石や、
この地層をうまく利
用した先人の知恵に、
参加者は感嘆の声をあげていた。
昼食は、
地元の「はすの実工房」が作ったレンコン尽くしのヘルシー弁当で、
「かすみがうら市市民学芸員の会」の協力で振
舞われた温かいお茶とともに、
大変な好評を得た。
また、
昼食会場の横には「株式会社未来づくりカンパニー」の協力により、
特産品の販売コーナーが設けられた。
さらに、
昼食後の休憩時間に立ち寄った
「かすみがうら市歴史博物館」では、
本大会の
開催を記念した特別展
『筑波山地域ジオパークの自然災害―洪水と山津波―』
が開催中で、
参加者にとっては、
筑波山地域
の自然災害を学ぶ良い機会となった。
午後から訪れた出島半島先端の歩崎ジオサイトでは、
湖岸のそばで 湖岸でのハス田農業のなぞ？ がひも解かれた後、
台地上の歩崎観音へと続く参道を訪れ、
階段沿いに残る地層から約12万年前以降、
霞ヶ浦周辺が浅い海の底から河川へ
と変化していった様子を観察した。
また歩崎展望台では、
ジオガイドの解説に耳を傾けながら、
茨城百景に選定された霞ヶ浦

では、
水郷筑波国定公園に指定されている筑波山塊の山々と霞ヶ浦、
それらをつなぐ広大な関東平野の絶景を楽しんだ。

の絶景を楽しんだ。

筑波山・御幸ヶ原から関東平野を望む

霞ヶ浦湖畔を眺めながらの説明

雪の筑波山でのガイドの様子

「つくば道弁当」

茨城県霞ケ浦環境科学センターでの説明

地元特産品の出張販売
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会場企 画

開会式

Venue Planning

Opening Ceremony

日 時

2019年2月2日（土）10：00〜14：00

会 場

つくばカピオ ホール・ホワイエ

ジオツアーに参加されない方や、基調講演を聴くため早めに来場された方が少しでも楽しめるよう、会場となった「つくば
カピオ」のホール・ホワイエでは、来場者参加型のジオカフェをはじめ、3Dデジタル標高地形図や岩石標本の展示、国内の
主なジオパークのPR動画の上映、関東ブロック内のジオパークや筑波山地域内の研究・教育機関の案内パンフレットの配

日 時

2019年2月2日（土）15：00〜16：15

会 場

つくばカピオ ホール

開会の挨拶

筑波山地域ジオパーク推進協議会

来賓

日本ジオパーク委員会

布、
ポスターでのイベント告知などが行われた。

日本ジオパーク委員会

会長

小村悦子

五十嵐立青

委員長 中田節也氏
委員

渡辺真人氏

日本ジオパークネットワーク事務局 事務局長

主催者

司 会

筑波山地域ジオパーク推進協議会

会長

齊藤清一氏

五十嵐立青

副会長

石野利和

筑波山地域ジオパーク ６市議会議員連盟協議会

会長

神谷大蔵

基調講演
概要
「これまでの10年のジオパーク活動を、経済振興の
観点から見つめなおそう！」をテーマに、ジオツアー、
ジオ産品、お金に換算できない価値ある活動、持続可
能な社会、保全、教育、生涯学習、ジオパーク活動の
運営主体はどこがいい？など、集まった皆さんととも
に活発な意見交換を行った。

日本ジオパーク委員会委員長／防災科学技術研究所火山研究推進センター長／東京大学名誉教授である中田節也
氏を迎え、
「関東地域のジオパークに期待すること」と題した基調講演を行った。講演では、
日本ジオパークと世界ユネスコ
ジオパークの事例とそれらの違いについて紹介した。その上で、
日本ジオパークに必要なこと、関東地域ジオパークに求め
る役割について言及した。

内容
中田氏の出身地でもある富山県南砺市の立山黒部ジオパークを事例に、
「何のためにジオパークになるのか」
を考えること
の重要性が指摘された。
日本のジオパークでは、
ユネスコ世界ジオパーク認定地域でさえ観光客を増やすことは難しく、
観光

本大会では、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）が分科
会①のテーマだったことから、3Ｄで地形の起伏が楽し
める「筑波山地域ジオパーク空中散歩マップ（国土地
理院作成）」や、ＶＲで筑波山上空からの鳥瞰を体験
できる360 映像（北海道地図作成）、「茨城県の石」
に認定された筑波山塊の花こう岩標本など、来場者が
見て触れて楽しめる展示・体験ブースが設けられた。

よりもむしろ地質遺産を活用した教育
（特に防災教育）
に重点がおかれている。
そのため、
ただ観光振興のためにジオパークを
推進するのではなく、
住民が地域の価値を理解し、
誇りを持って外に向かって発信することで、
地域全体が潤う仕組みを作って
いくことが必要であるとした。
また、
2020年の東京オリンピック開催に向けてさらなる外国人観光客の増加が予想され、
早急に外国人観光客への日本
ジオパークのPR方法を考えることの必要性が指摘された。
さらに、
つくば市などが取り組んでいるSDGsを
「地球を救うプログ
ラム」
と捉え、
その方法を伝える術としてジオパークが効果的であるとした。
以上のことから、
関東地域のジオパークには、
首都圏という巨大生活圏に暮らす人々や外国人観光客へジオパークを広め、
より多くの人々が自然保護や環境問題に取り組むきっかけや機会をつくることが求められていると述べ、
講演を締めくくった。

本大会の開催を記念し、筑波山地域ジオパーク記念
切手シート（82円切手10枚組）が販売された。切手デ
ザインには、筑波山地域の大地の遺産を代表する筑波
山や霞ヶ浦の美しい自然景観をはじめ、筑波山麓や
霞ヶ浦沿岸での人々の信仰の歴史や生活の痕跡、笠間
焼や福来みかんなどの大地の恵み（特産品）が起用さ
れている。
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筑波山地域ジオパーク推進協議会会長
五十嵐立青のあいさつ

日本ジオパーク委員会委員長
中田節也氏による講演①

日本ジオパーク委員会委員長
中田節也氏による講演②
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分科会① ジオパークとユニバーサルデザイン

交流会
Exchange Meeting

日 時

2019年2月2日（土） 17：30〜

参加人数 171名

会 場

ホテルグランド東雲 インペリアル

司会 鈴木もえみ

日 時
目 的

会 場

つくば国際会議場 会議室202A

ホテルグランド東雲にて、立食形式での交流会が開かれた。司会進行は、
「ひらけ！ポンキッキ」8代目おねえさんを務め、
現在はフリーアナウンサーの鈴木もえみ氏であった。交流会の開始前には、筑波山名物「ガマの油売り口上」が筑波山ガ
マ口上保存会第20代永井兵助の金野龍一名人によってお披露目された。
筑波山地域ジオパーク推進協議会会長の五十嵐立青による開会の挨拶、
日本ジオパークネットワーク事務局長の齊藤
清一氏による主賓挨拶の後、
日本ジオパーク委員会委員長の中田節也氏と同委員会委員の渡辺真人氏、筑波山地域ジオ
パーク6市議会議員連盟協議会に属する6市の議長・副議長等の来賓紹介が行われ、6市議会議員連盟協議会会長でつ
くば市議会議長の神谷大蔵氏が乾杯の挨拶を行った。
会場では、茨城県内の食材を生かした特別メニュー
（以下のとおり）
が提供された。
▶

霞ヶ浦産鯉の洗いサラダ仕立て

▶

茨城港からの魚のヴァプール・握りずし

▶

茨城県産野菜のバーニャカウダ

▶

常陸牛の赤ワイン煮

▶ つくば鶏のガランティーヌ
茨城県産のイチゴや県産物を使ったデザート

その他、
アルコールメニューとして、筑波山地域内の地酒（稲里・白菊・男女川）
も用意された。
宴もたけなわになったころ、
「ふるさと応援隊ガウラーC」によるご当地ヒーローショーや、地元茨城県を中心に活躍する
シンガーソングライターのオニツカ・サリーさんのミニコンサート、筑波山地域の大地の恵みを感じられる「筑波山地域ジオ
パーク認定商品」が当たる抽選会などのアトラクションが催され、会場は大いに盛り上がった。特に、
ガママスクを被ったたく
さんの参加者が、
テーブルを囲んで歓談し、サリーさんとともに手を振りながら歌う光景は、
まさにカエルの合唱会さながら
で、筑波山地域ジオパークらしいものであった。

36名

概要
この分科会は、
ＵＤへの取組の事例紹介と、
ＵＤとジオ

きるグッズ・映像を活用しながら 色覚多様性（色覚異常）

パークに親しむワークショップ（体験学習）
という２部構成

とは何か？"について考える機会が設けられ、色覚多様性

で実施された。参加者は、
この分科会を通じ、
ＵＤに配慮

に配慮した情報発信（印刷物や案内看板等の作成・発

した情報を発信することが多様な人々の同等な情報共有

行）
の必要性が紹介された。

につながること、五感を活用できるジオツアーや施設を整

第２部では、
『 触れて感じよう！石ころの旅〜岩石標本で

備することでジオパークをより魅力的にできることなどを

ＵＤとジオパークに親しむ〜』
と題したワークショップが行

学んだ。

われた。
このワークショップは、
アイマスクで目隠しをした２

内容
第１部では、以下の３つの題目でＵＤへの取組の事例
紹介があった。
①『筑波実験植物園におけるＵＤの取り組み紹介』
堤 千絵（国立科学博物館 筑波実験植物園）
②『ユニバーサルデザインを取り入れたジオツアー』
上野静子（茨城県立友部東特別支援学校）
③『みんなに正しく伝えたい〜色覚多様性を考慮した情報
発信の重要性〜』
飯塚潤一（国立大学法人 筑波技術大学）
①では、植物園をより多くの人々に楽しんでもらうために
はＵＤに配慮した施設やプログラム等の整備が必要であ
り、その推進には、職員の工夫とやる気、外部の協力者の
存在が不可欠であること等が紹介された。②では、
ガイド
活動ではいかに双方向のコミュニケーションができるかが
重要であり、そのためには五感を活用したガイド手法（特
に、一目で視認できる情報提供の工夫）
が有効なこと等が
紹介された。③では、色覚（色の見え方）の違いを体験で
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参加人数

北村まさみ（つくばバリアフリー学習会）
・杉原 薫（筑波山地域ジオパーク推進協議会地球科学専門員）
参加者がユニバーサルデザイン（UD）の概念を広く知るとともに、多様な人々が楽しく・心地よく感じる環境やコンテ
ンツを整備することの重要性を学ぶ。

概要

▶

2019年2月3日（日） 9：00〜11：30

コーディネーター

名と目隠しをせず記録する１名が１グループとなり、筑波山
西麓を流れる桜川とその支流から採集した様々な小石に
ついて、手触りだけでわかる特徴とわからない特徴をそれ
ぞれ洗い出し、それらの相違と地質学的背景との関連を
学ぶという、
ＵＤ・ジオパークならではの体験学習としての
側面を備えたものであった。当初は、
ほぼ初対面の参加者
同士で円滑に作業・交流が進むかどうか危惧されたが、予
想以上に会話が弾み、各々の立場で共同作業を楽しむこ
とができた。
分科会終了後のアンケート結果から、色覚多様性やＵ
Ｄとバリアフリーの違いを今回はじめて知った参加者が多
いことがわかった。
また、今回学び体験したことを早速自身
のジオパークで活用したいという前向きな感想が多く寄せ
られた。主催者も参加者も、
ＵＤが多様な人々へ配慮した
双方向のコミュニケーション手段の一つであるということ
を、
身をもって実感できる分科会であった。
この分科会の詳細は、以下の「つくばバリアフリー学習
会」ＨＰをご覧ください。
http://barrierfreemeetingintsukuba.blogspot.com/

11

分科会② 関東ブロックのジオストーリー
日 時

2019年2月3日（日） 9：00〜11：30

コーディネーター
目 的

会 場

つくば国際会議場 会議室201

小川 正俊（銚子ジオパーク推進協議会事務局長）

参加人数

52名

分科会③ 観光プロモーション
日 時

次回の伊豆大島大会開催までに、関東ブロックのジオパークの魅力を伝える上でベースとなるストーリーを構築し、総合

目 的

パンフレットを作成する。

に喜ばれそうな観光コンテンツを抽出した。
また、
それらの

たいと思うかを具体化し、各コンテンツと大地や地球の営

コンテンツごとに大地・地球の営みと結びつけて紹介でき

み
（地域の地形・地質や自然など）
を結びつけるストーリー

るストーリーを考え、一覧表にまとめる作業を行った。

を検討した。最後に、
その成果を箇条書きにして一覧表に

今回3回目となるこの分科会では、従来の目的であった関
東ブロックのジオストーリー構築に加え、関東ブロックの魅
力を伝える総合パンフレットの作成という新たな目標が立
てられた。
まずコーディネーターから、近年は団体旅行・ツ
アーよりも個人のこだわり旅行が主流であることや、依然
として観光客のジオパークへの関心が低いことなどが紹
介された。そして、
これらの傾向を踏まえ、観光客が求めて
いるもの・地域に足りていないものは以下の3点に集約で
きることが提示された。
①「いまだけ、
ここだけ、
あなただけ」のものを提供する
②地域の素材をどれだけうまく見せて喜んでもらえるか
③一生の思い出に残る「出会い」を演出する
参加者は、
４〜５名ずつの９班に分かれ、班ごとに自己紹
介を行った後、
ファシリテーターを１名定め、担当する主な
観光コンテンツ
（①ご当地グルメ・スイーツ、②地酒、③特
産品・地場産業、④温泉、⑤石、⑥ローカル鉄道・船、⑦歴
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史・文化財・祭事、⑧景観、⑨動植物）
を決定した。そして、
自身がひとりの旅人として、
どんなジオパークなら行ってみ

銚子大会（2015年）
と下仁田大会（2016年）
に続き、

つくば国際会議場 会議室202B

参加人数

40名

首都圏の住民をターゲットに、関東エリアのジオパーク認知度と訪問・周遊意欲の向上につながるプロモーション動画を

概要

え、地域資源の中から一般の観光客やジオパーク来訪者

内容

会 場

臼井里佳（伊豆大島ジオパーク推進委員会ジオパーク専門員）

制作・配信する。

概要
関東エリアでの観光やジオパークの現状と課題を踏ま

2019年2月3日（日） 9：00〜11：30

コーディネーター

まとめ、参加者全員で共有した。
初対面の参加者も多く、作業冒頭では表情が硬い班も
見られたが、各地域の資源を紹介し合ううちに打ち解け、
共通する地域資源を活用したストーリーづくりについて熱
く語り合っていたのが印象的だった。
この分科会には、自身の所属する地域に訪れた方に、
他地域の見どころや魅力ある素材を紹介することで、関
東エリアのジオパークの周遊にも繋げるという別の目的も
あった。今回のグループ作業を通じ、参加者は自身が所属
するジオパークだけでなく、関東の各ジオパークの特徴や
魅力を知ることができた。
また、
これらを共通の観光コンテ
ンツでつなぎ、大地との繋がりがわかるストーリーを作成
できれば、新たなジオパークファンを生み出せる可能性が
見えてきた。
次回の第6回JGN関東大会 in 伊豆大島までに、今回

首都圏に暮らす人々にジオパークの魅力を伝え、関東
ブロックの各ジオパークを訪問したい・周遊したいと思って

などの意見が出された。また、表現方法については、各

もらうことを目的に、
「関東ブロックのジオパークのプロ

ジオパークの動画の始めと終わりに連続性を持たせ、リ

モーション動画」を制作し、各所で配信し宣伝していくた

レー形式・ループ形式にしてはどうか？とのアイデアが出

め、企画検討を行った。

され、具体的には、朝日で始まり夕日で終わるパターンや、

内容
この分科会には、ジオパークのプロモーション、広報、
動画視聴・撮影・編集に関心がある方々が参加した。
まず、
各地域から持ち寄られた参考動画を鑑賞した後、7 〜 8
名の 5 班に分かれ、鑑賞した動画の中で惹かれたものと
その理由について、自由に意見を出し合った。その後コー
ディネーターから、これから制作する動画を見る人のメイ
ンターゲットを都内に暮らすインターネット・SNS ユーザー
とし、動画の長さは各ジオパークともに 20 秒（9 地域で
計 180 秒）とするなどの基準が示された。
次に、これから制作していく動画の中で何を伝えたい

居酒屋で盃を酌み交わすパターン、あるジオパークから
双眼鏡を覗くと見えるジオパークにつなげていくパターン
などが提案された。
分科会の最後に、今後の動画制作方法とスケジュー
ルがまとめられた。動画を見る人のターゲットを旅行好き
の若者やファミリー層とすること、
内容はジオパークの「非
日常性」を際立たせたものとすること、お酌をするパター
ンで各ジオパーク間の動画をつなげること、完成した動
画は 2019 年 11 月の第 6 回 JGN 関東大会 in 伊豆大
島でお披露目すること、今後の動画撮影・編集は、各
ジオパークから選出された責任者が行うことなどが決めら
れた。

か（メッセージ）、誰に何を切り口として伝えるか（ターゲッ
トやテーマの設定）
、何をどのように伝えるか（表現方法）
について話し合った。伝えたいメッセージとしては、ジオ
パークが休日の癒しの場所となることや、ジオパークには

一覧表にまとめたストーリーを集約し、関東ブロックのジオ

都心の日常では味わえない・体験できないものが身近に

パークの魅力を紹介する総合パンフレットを完成させる予

あることなどが挙げられた。一方テーマは、都心では味

定である。

して実験・体験型プログラムを紹介するのがよいのでは？

わえない非日常的な景色・自然・食などのジオの恵み、
健康につながる特産品・アクティビティや、季節ごとのオ
ススメなどにしてはどうか？ターゲットを若いファミリー層と
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日 時
会 場

2019年2月3日（日） ポスター発表コアタイム 12：00〜13：00 ／ 口頭発表 13：15〜14：00

つくば国際会議場 ロビー・会議室201

司 会

山本美和

筑波山地域ジオパーク南端の六斗ジオサイトに近接するつくば市立高崎中学校・茎崎中学校7年生（中学1年生）
が、
つ
くば市総合学習科目「つくばスタイル科」の中で取り組んだジオパーク学習の成果をポスター・口頭で発表した。
また、伊豆
半島ジオパークから参加した静岡県立松崎高等学校サイエンス部2年生が、SDGsの視点を取り入れたジオパーク活動に
ついてポスター発表を行った。

概要
高崎中学校は、
「世界に自慢したいつくばのすばらしいところ」をテーマに、
つくば市が誇る自然・歴史・科学技術に関する
調べ学習や現地学習を行った。発表では、
日本百名山の一つ「筑波山」の地形・地質やその成り立ち、国指定史跡「平沢
官衙遺跡」の特徴、筑波研究学園都市を代表する「国土地理院」の観測技術などについて紹介するとともに、
それらと高
崎地区との関連について考察した。
茎崎中学校は、
「茎崎地区の良さをPRするためには何ができるのだろう？」をテーマに、茎崎地区を含む牛久沼周辺の
自然や歴史、農作物などに関する調べ学習や現地学習を行った。発表では、茎崎地区と筑波山麓との自然や歴史の相違、
貝塚と貝化石層の違い、農業や特産物の特徴など5つのサブテーマを設け、茎崎地区の町おこしにつながるこの地区の魅
力発信を行った。
松崎高校サイエンス部は、
「ジオ×SDGs＝未来のIzu半島」と題し、ユネスコで求められるSDGsの視点をジオパークと
融合させ、
どのような行動を起こせば、未来の伊豆半島が豊かになるのかを考察した。発表では、
ジオサイトを地域の歴史
と結び付け、文化的な視点で紹介する取組や、
ジオサイトをお菓子で表現した「ジオスイーツ」の開発など、
ジオパークを地
域の人々と共有するための工夫が紹介された。
ポスター発表会場には多くの参加者が訪れ、
ポスターを前に緊張する生徒たちに対し、温かくも鋭い質問を投げかけて
いた。
タジタジになりつつも一生懸命に説明する生徒たちの姿、
それを見守る担任の先生や保護者の姿が微笑ましかった。
一方、
口頭発表では、地域特産のネギをかたどったゆるキャラの名前募集や、流行りの音楽に乗せたPR動画の上映などが
行われ、会場は笑いの渦に包まれた。
ジオパーク学習には、子供たちが地域の魅力、価値や課題を見つけ、
それらに関する情報を集め、
自分で何ができるかを
考えて発信するという総合的な学習要素が備わっている。その準備や普及には相当の時間と労力を要するが、地域の未
来を担い、国際的に活躍できる子供たちを育成していくためにも、JGN内での更なるジオパーク学習の推進と普及啓発が
望まれる。
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