
資料１２-a

申請地域
日本ジオパーク委員会

（JGC）
日本ユネスコ国内委員会

（JNCU)
ユネスコ

前年
翌年度申請希望地域意向
表明（事前相談会）

１年目 4月

中旬 推薦申請書提出 申請書受付（JNCU報告）
申請書受領（関係省庁配
付）

5月

中旬 プレゼンテーション
机上審査：現地審査の要
否決定（JNCU報告）

7月

中旬
現地審査（７月中旬～８月
中旬）

現地審査（7月中旬～8月
中旬）

8月
現地審査報告書締切（現
地審査員）

9月

上旬 推薦GP決定
JGC開催：推薦GP決定
（JNCU報告）

２年目

6月

上旬 意思表明書提出(和・英）
意思表明書受付（JNCU報
告）

意思表明書確認

中旬 訂正指示 訂正指示

下旬 意思表明書訂正・提出

7月

1日 JNCU・ユネスコへ提出 意思表明書締切

申請書準備

10月

1日
ユネスコ宛の申請書を
JGCに提出（和英）

ユネスコ申請書受付、確
認

申請書受付開始

中旬 訂正指示

下旬 JGCに訂正を提出
訂正受取、確認
JNCUへ提出

申請書受け取り、確認

11月

上旬 訂正指示

中旬 JGCに訂正を提出
最終版受取、確認
ユネスコへ送付

最終版の受取

30日 申請書の締切

３年目

現地審査

４年目
春

執行委員会により正
式決定

上記の審査過程は、日本ジオパーク委員会の決定により変更される場合がある。

ユネスコ世界ジオパーク審査過程　【新規】

5月
～８月
１５日

中旬～
下旬

９月下
旬～10
月上旬

1～5月

10～
12月 指摘事項対応

7～9月

 

ユネスコ世界ジオパーク申請手続き 

 

 

 

 

 

1月～3月 

ユネスコ加盟

諸国が、その監

督責任のもと、

政府間で申請

内容を確認。 

受諾 
保留。改善のために最長で２年

間の審査延期期間を設ける。 
却下 

ユネスコ世界ジオパーク申請地域は、正式なルート**を通じ、意思表明書*を提出 

 

10月 1日～11月 30日 

申請地域は、正式なルートを通じ、申請書を提出（14～15ページのコラムを参照） 

12月 1日～ 

ユネスコ事務局は申請書の体裁が整っているか確認。不備がなければ次の段階へ 

 

科学専門チームが申請地域の地質学的サイトの国際的価値について机上評価 

 

5月 1日～8月 15日 

最大２名の審査員による現地審査及びその結果報告準備 

 

9月 

ユネスコ・グローバル・ジオパーク評議会が申請内容、地質遺産の机上評価及び現地審査の結果報告を検

討し、申請について以下のいずれかを勧告 

ユネスコグローバルジオパー

クビューローはユネスコ事務

局長に対し、ユネスコ執行委員

会へ申請地域の推薦に関する

議題を議案に含めるよう勧告 

申請地域は延期期間中に実施

した改善について報告書を準

備 

申請地域は「ユネスコ世界ジオ

パーク」認定地域に見合う申請

を再考すべき 

 

春期ユネスコ執行委員会 

執行委員会は承認の可否につ

いて決定 

ユネスコ・グローバル・ジオパ

ーク評議会が保留された申請

を再検討。 

承認または却下を勧告 

執行委員会が申請を承認

すると、申請地域がユネス

コ世界ジオパークになる。 

ユネスコ世界ジオパークは世界

ジオパークネットワーク（GGN）

の一員となるにあたり、会員地

域としての役割と責務を果たす

ことを示した宣誓書を提出しな

ければならない。 

*意思表明書は、申請年の 

7月 1日までに届くことが

のぞましい。 

**ユネスコ国内委員会あ

るいはユネスコ担当の政

府機関からユネスコ事務

所へ提出する。既存のナシ

ョナル・ジオパーク・コミ

ッティがある場合はそち

らも含める。 



(出典：http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002436/243650e.pdf 13頁　仮訳）

 

ユネスコ世界ジオパーク申請手続き 

 

 

 

 

 

1月～3月 

ユネスコ加盟

諸国が、その監

督責任のもと、

政府間で申請

内容を確認。 

受諾 
保留。改善のために最長で２年

間の審査延期期間を設ける。 
却下 

ユネスコ世界ジオパーク申請地域は、正式なルート**を通じ、意思表明書*を提出 

 

10月 1日～11月 30日 

申請地域は、正式なルートを通じ、申請書を提出（14～15ページのコラムを参照） 

12月 1日～ 

ユネスコ事務局は申請書の体裁が整っているか確認。不備がなければ次の段階へ 

 

科学専門チームが申請地域の地質学的サイトの国際的価値について机上評価 

 

5月 1日～8月 15日 

最大２名の審査員による現地審査及びその結果報告準備 

 

9月 

ユネスコ・グローバル・ジオパーク評議会が申請内容、地質遺産の机上評価及び現地審査の結果報告を検

討し、申請について以下のいずれかを勧告 

ユネスコグローバルジオパー

クビューローはユネスコ事務

局長に対し、ユネスコ執行委員

会へ申請地域の推薦に関する

議題を議案に含めるよう勧告 

申請地域は延期期間中に実施

した改善について報告書を準

備 

申請地域は「ユネスコ世界ジオ

パーク」認定地域に見合う申請

を再考すべき 

 

春期ユネスコ執行委員会 

執行委員会は承認の可否につ

いて決定 

ユネスコ・グローバル・ジオパ

ーク評議会が保留された申請

を再検討。 

承認または却下を勧告 

執行委員会が申請を承認

すると、申請地域がユネス

コ世界ジオパークになる。 

ユネスコ世界ジオパークは世界

ジオパークネットワーク（GGN）

の一員となるにあたり、会員地

域としての役割と責務を果たす

ことを示した宣誓書を提出しな

ければならない。 

*意思表明書は、申請年の 

7月 1日までに届くことが

のぞましい。 

**ユネスコ国内委員会あ

るいはユネスコ担当の政

府機関からユネスコ事務

所へ提出する。既存のナシ

ョナル・ジオパーク・コミ

ッティがある場合はそち

らも含める。 



資料１２-b

申請ジオパーク
日本ジオパーク委員会

（JGC）
日本ユネスコ国内委員会

（JNCU)
ユネスコ

１年目 7月

上旬 １頁要約提出(和英）
要約受付、確認、修正指
示

中旬 修正提出
修正受取、確認（JNCU報
告）

要約受取、確認、修正指
示

下旬 最終版提出 最終版受取、確認

8月

上旬 JNCU・ユネスコへ提出 最終版受取

中旬 １頁要約締切

9月

中旬 現況報告書(和）提出
現況報告書受取、確認
（JNCU報告）

現況報告書受取、確認

現地審査 現地審査

上旬
JGC開催：再認定可否決
定（JNCU報告）

２年目 1月

上旬 現況報告書(英）提出
現況報告書受取、確認
（JNCU報告）

現況報告書受取、確認

中旬 修正指示 修正指示

中下旬 修正提出 修正受取、確認

下旬 JNCU・ユネスコへ提出 最終版受取

2月
1日 現況報告書締切

現地審査

9月

UGG　Councilより可
否決定

上記の審査過程は、日本ジオパーク委員会の決定により変更される場合がある。

ユネスコ世界ジオパーク審査過程　【再認定】

１０月～
　　１１
月

12月

5月～
　　8月

 

ユネスコ世界ジオパーク申請手続き 

 

 

 

 

 

1月～3月 

ユネスコ加盟

諸国が、その監

督責任のもと、

政府間で申請

内容を確認。 

受諾 
保留。改善のために最長で２年

間の審査延期期間を設ける。 
却下 

ユネスコ世界ジオパーク申請地域は、正式なルート**を通じ、意思表明書*を提出 

 

10月 1日～11月 30日 

申請地域は、正式なルートを通じ、申請書を提出（14～15ページのコラムを参照） 

12月 1日～ 

ユネスコ事務局は申請書の体裁が整っているか確認。不備がなければ次の段階へ 

 

科学専門チームが申請地域の地質学的サイトの国際的価値について机上評価 

 

5月 1日～8月 15日 

最大２名の審査員による現地審査及びその結果報告準備 

 

9月 

ユネスコ・グローバル・ジオパーク評議会が申請内容、地質遺産の机上評価及び現地審査の結果報告を検

討し、申請について以下のいずれかを勧告 

ユネスコグローバルジオパー

クビューローはユネスコ事務

局長に対し、ユネスコ執行委員

会へ申請地域の推薦に関する

議題を議案に含めるよう勧告 

申請地域は延期期間中に実施

した改善について報告書を準

備 

申請地域は「ユネスコ世界ジオ

パーク」認定地域に見合う申請

を再考すべき 

 

春期ユネスコ執行委員会 

執行委員会は承認の可否につ

いて決定 

ユネスコ・グローバル・ジオパ

ーク評議会が保留された申請

を再検討。 

承認または却下を勧告 

執行委員会が申請を承認

すると、申請地域がユネス

コ世界ジオパークになる。 

ユネスコ世界ジオパークは世界

ジオパークネットワーク（GGN）

の一員となるにあたり、会員地

域としての役割と責務を果たす

ことを示した宣誓書を提出しな

ければならない。 

*意思表明書は、申請年の 

7月 1日までに届くことが

のぞましい。 

**ユネスコ国内委員会あ

るいはユネスコ担当の政

府機関からユネスコ事務

所へ提出する。既存のナシ

ョナル・ジオパーク・コミ

ッティがある場合はそち

らも含める。 



資料１2-ｃ

新規申請地域 日本ジオパーク委員会 再認定審査地域
日本ジオパーク委員

会

前年
翌年度申請希望地域意向
表明（事前相談会）

4月

中旬 申請書締切 申請書受付

5月

中旬 プレゼンテーション
机上審査(現地審査の要
否決定）

7月

中旬
現地審査（７月中旬～８月
中旬）

現地審査（7月中旬～8月
中旬）

審査方針の案内通
知

8月

31日
現地審査報告書締切（現
地審査員）

9月

上旬 JGC開催：新規GP決定

現況報告書提出 現況報告書受取

10月

現地審査（10月～11月中
旬）

現地審査（10月～11
月中旬）

11月

中旬
現地審査報告書締
切（現地審査員）

上旬  
JGC開催:再認定GP
決定

2月　

中旬
次年度の推薦申請につい
ての案内通知

上記の審査過程は、日本ジオパーク委員会の決定により変更される場合がある。

新　規　審　査 再　審　査

９月下
旬～10
月上旬

中旬

12月

日本ジオパーク審査過程【新規・再審査】

 

ユネスコ世界ジオパーク申請手続き 

 

 

 

 

 

1月～3月 

ユネスコ加盟

諸国が、その監

督責任のもと、

政府間で申請

内容を確認。 

受諾 
保留。改善のために最長で２年

間の審査延期期間を設ける。 
却下 

ユネスコ世界ジオパーク申請地域は、正式なルート**を通じ、意思表明書*を提出 

 

10月 1日～11月 30日 

申請地域は、正式なルートを通じ、申請書を提出（14～15ページのコラムを参照） 

12月 1日～ 

ユネスコ事務局は申請書の体裁が整っているか確認。不備がなければ次の段階へ 

 

科学専門チームが申請地域の地質学的サイトの国際的価値について机上評価 

 

5月 1日～8月 15日 

最大２名の審査員による現地審査及びその結果報告準備 

 

9月 

ユネスコ・グローバル・ジオパーク評議会が申請内容、地質遺産の机上評価及び現地審査の結果報告を検

討し、申請について以下のいずれかを勧告 

ユネスコグローバルジオパー

クビューローはユネスコ事務

局長に対し、ユネスコ執行委員

会へ申請地域の推薦に関する

議題を議案に含めるよう勧告 

申請地域は延期期間中に実施

した改善について報告書を準

備 

申請地域は「ユネスコ世界ジオ

パーク」認定地域に見合う申請

を再考すべき 

 

春期ユネスコ執行委員会 

執行委員会は承認の可否につ

いて決定 

ユネスコ・グローバル・ジオパ

ーク評議会が保留された申請

を再検討。 

承認または却下を勧告 

執行委員会が申請を承認

すると、申請地域がユネス

コ世界ジオパークになる。 

ユネスコ世界ジオパークは世界

ジオパークネットワーク（GGN）

の一員となるにあたり、会員地

域としての役割と責務を果たす

ことを示した宣誓書を提出しな

ければならない。 

*意思表明書は、申請年の 

7月 1日までに届くことが

のぞましい。 

**ユネスコ国内委員会あ

るいはユネスコ担当の政

府機関からユネスコ事務

所へ提出する。既存のナシ

ョナル・ジオパーク・コミ

ッティがある場合はそち

らも含める。 


