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2018年 3月 12日 

日本ジオパーク委員会 

 

ユネスコ世界ジオパーク国内推薦および 

日本ジオパークネットワークへの正会員としての加盟認定（日本ジオパーク認定）申請要領 

 

Ⅰ．ユネスコ世界ジオパーク国内推薦申請書 

ユネスコ世界ジオパーク申請書要領 1に示されている、申請書と Annex 1, 4, 5について，それらを日

本語で作成し、紙媒体 4部と電子ファイルとを、日本ジオパーク委員会事務局まで提出してください。

電子ファイルは、オンラインストレージ等を利用して提出してください。 

 

Ⅱ．日本ジオパークネットワークへの正会員としての加盟認定（日本ジオパーク認定） 

日本ジオパークネットワークへの正会員としての加盟（日本ジオパーク認定）を希望する、日本ジオ

パークネットワーク準会員地域は、申請書と添付資料を一つのファイルにまとめた紙媒体のファイル 4

部と電子ファイルとを日本ジオパーク委員会事務局に提出して下さい。 

申請書の本文は、おおむね以下の目次に従い、図、表、写真を含めて 50ページ以内で作成してくだ

さい。添付資料についてのページ数の制限はありませんが、まとめたファイルの厚さは、2 cmを超えな

いようにしてください。電子ファイルは、オンラインストレージ等を利用して提出してください。 

この申請書の内容は、これまでの日本のジオパーク活動における議論を踏まえた上で、ユネスコ世界

ジオパーク申請書要領 1やユネスコ世界ジオパークのガイドライン 2を参考にして作成されています。

内容の背景や求めている事柄などを理解するには、参考元の書類を参照してください。 

なお、申請書には、文章の執筆者を明記して下さい。執筆者は、目次か本文中に示してください。 

 

目次 

1．申請地域について 

1-1 申請地域の名称 

1-2 地理的位置 

1-3 地理的概要 

1-3-1 地勢、気候、生態系など 

1-3-2 歴史、民俗的背景など 

1-3-3 社会、経済、人口、交通など 

1-4 組織、運営・事業計画、予算 

組織図、メンバー、参加団体、主要な団体の役割、決定メカニズムなどできるだけ具体的に記述する。ジオパークの科学面をサポートする専

門家の数とその専門分野と関与の程度、ジオツアーの拠点となる博物館やビジターセンターについても記述する。 

ジオパーク認定後の長期計画、中期計画と、今後の施設整備と運営に必要な予算の計画を記述する。 

 

2．地質・地形遺産 

資料 2  
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2-1 申請地域の地質・地形の概要 

申請地域の地質や地形といった地球科学的特徴が、広域のテクトニクスや地質構造のなかでどのような意味を持つのか記述する。既存の日

本のジオパークで、類似した地球科学的背景を持つ場所があれば、そことの比較についても記述する。 

2-2 主要な「ジオサイト（地質・地形サイト）」の解説とその価値 

申請地域の大地の特徴を示す場所は、主要な「地質・地形サイト」として、科学的な解説とその価値について記述する。それらについては、

写真を添付する。全ての「地質・地形サイト」の解説とその価値については、添付資料 Aに記述する。 

2-3 主要な「地質・地形以外のサイト」の解説とその価値 

主要な「地質・地形以外のサイト」について、科学的な解説とその価値について記述する。それらについては、写真を添付する。全ての「地

質・地形以外のサイト」の解説とその価値については、添付資料 Aに記述する。 

2-4 各サイトの関連性と申請地域のテーマ 

主要な「ジオサイト」と「地質・地形以外のサイト」同士が、どのような関連性を持つのか記述する。例えば、地球科学的なストーリーに沿って、

各サイトの位置付けを説明するのは一つの方法である。また、ジオツアーのコースを設定し、それに沿って説明する方法もありうる。世界的に、

あるいは国内的に科学的価値が高い地質・地形サイトや、教育に有用な地質・地形サイトについては必ず言及する。サイトの関連性を、端的に

表現した申請地域全体のテーマがあれば、それを示す。そのテーマによって伝えたい事柄、背景を記述する。 

 

3．地質・地形遺産の保全 

ジオサイトやその他の地質・地形遺産について、その保全の観点から見た現在の状態を記述する。地質・地形遺産の保全についての、活動

主体の基本的な考え方、方針、実績、展望について記述する。 

 

4．教育活動、研究支援活動 

申請地域内で行われているジオパーク活動に関連する教育活動や、研究者・専門家に対する調査・研究支援活動について、活動主体の基

本的な考え方、方針、実績、展望を記述する。 

 

5．地域の持続可能な発展 

5-1 地域経済活動 

申請地域における経済活動の状況を踏まえた上での、ジオパークに関連した地場産業の振興、広報戦略、商品開発等について、活動主体

の基本的な考え方、方針、実績、展望について記述する。ジオツーリズムに関しては、5-2で述べること。 

 5-2 ジオツーリズムの可能性 

申請地域におけるジオツーリズムの可能性について分析し、活動主体のジオツーリズムについての基本的な考え方、方針、展望について記

述する。ジオツアーの実績の詳細は、添付資料 Eに記入すること。  

5-3 地域住民の活動 

地域住民が主体となって、これまで取り組んできた地質・地形遺産の保全、環境教育、ジオツーリズム、防災等の活動についての実績と、そ

れらのジオパーク活動との関わりについて記述する。 

 

6．日本ジオパークに立候補する背景と理由 

 

添付資料 

A．サイトリスト 

「ジオサイト」、「地質・地形以外のサイト」の順で整理する。各サイトの科学的解説と価値の評価をし、現地解説板の有無、外国語対応の有

無、ガイドマップやガイドブックでの解説の有無、法的保護の有無とある場合の法令の種類を記述する。 
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B．サイトの地図 

サイトの位置、範囲を正確に地図に示す。提出する電子ファイルには、地図画像のほか、GISデータも含まれていると良い。 

C．「ジオサイト」の解説をしている現地解説板、パンフレット、ガイドマップ、ガイドブックの抜粋資

料 

表現や利用の仕方について工夫がみられる部分について提出し、どこが優れている点なのか説明する。現地解説板、パンフレット等の分量

が多い場合には、全て提出する必要はない。 

D．申請地域におけるジオパークと関わりのある文献リスト 

「ジオサイト」の科学的価値の裏付けとなる文献はすべてリストに示す。出版物や論文そのものを添付する必要はない。重要な文献について

は、ジオパークとの関係性についての簡単な説明があることが望ましい。（例：「地域の災害史について地元の地域史研究者が古文書を元に

まとめた本で、ガイド講座の参考書に指定している。」「ジオパーク地域内の○○地形の形成過程について論じた論文である。」） 

E．ジオツアーの実績一覧表 

ジオツアーの実績があれば、日時、主催者、参加人数、内容等を一覧表にする。 

F．その他 

申請地域のこれまでの活動等を示す資料。 

 

参照 URL 

1: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/Application_dossier_UGG_15Dec_2016.pdf 

2: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/IGGP_UGG_Statutes_Guidelines_EN.pdf 

 

用語の定義 

・活動主体：日本ジオパークネットワーク加盟申請にあたり、その準備を進めてきた団体や個人の集合体。 

・サイト：特定の範囲を持った場所のこと。サイトは、地球科学的価値を持つ「ジオサイト（地質・地形サイト）」と、「地質・地形以

外のサイト」とに分類される．「地質・地形以外のサイト」には，生物学的価値を持つ自然サイト（生態サイト）と文化的価値を持

つ文化サイトとがある。 

・地質・地形遺産：geological heritageの訳語。この geologicalは地質学的という意味であるが，英語の geologyは、日本語の地質学よ

りも対象とする範囲は広く、「固体地球に関わる科学」という意味を含む。たとえば地球物理学、地球化学、地形学、土壌学（の一

部）を含む。そうした意味を表すため，geological heritageは、「地質・地形遺産」としている。 

・ジオサイト（地質・地形サイト）：ジオパークにおける、地球科学的価値を有する場所。ジオパークにある地質・地形遺産の中から地

質・地形サイトが選ばれる。ジオサイトは、地球科学的価値のほか、教育的価値や、ジオツーリズムの対象としての価値も持つ。 

 提出先： 

 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-1 トライエム大手町ビル 7階 

  JGC事務局（特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク） 

 tel. 03-3219-2990 

 e-mail: jgn_office@geopark.jp 

 締切：2018年 4月 17日(火)午後 5時 
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*なお、国内のユネスコ世界ジオパーク審査業務は文部科学省の日本/ユネスコ パートナーシップ事業委

託により実施しています。 
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プログレスレポート様式 

 

ユネスコ世界ジオパーク名 

……. 

国: 

……….. 

報告責任者： 

……….. 
 

この報告書は 25ページ以内とし、フォントサイズは、本文 11ポイントを使用すること。  

 

A. 一般情報 

 
面積 km2  
人口  
UGGpとして認められた年  
GGNに加盟が認められた年（2015年の

UGGpの設立よりも前の年）  

前回の JGC再認定審査日と前回審査員の

名前 

 

前回の世界審査日と前回審査員の名前  

連絡先氏名、肩書き、メールアドレス 
 

ウェブサイトの URL  

ソーシャルメディア（使用しているすべての

チャンネルをリストアップしてください） 
 

 
 

B. 提出書類一覧 
(Do not forget to include also the annual progress reports you provided for the Global 
Geoparks Network) 
 

C. エリアの一体性 ※エリアと境界線、国立公園等との重複を明示した地図および説明 
UNESCO Global Geoparks are single, unified geographical areas. Describe how your area 
provides territorial cohesion and how is your boundary defined (municipality, country border, 
natural border, administrative, etc.). This is of special importance in case of any overlap with 
other UNESCO site designations (like World Heritage, Biosphere Reserves), and any other 
kinds of protected areas or national designations (National or Regional Reserve, park, 
etc.),see also point E. 4. 
 
In case of an extension of the area smaller than 10 % you must explain the new area and 
reasons for the enlargement and provide a map to demonstrate the extension. 
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D.  前回の指摘事項に関する取組・改善点 

Your UNESCO Global Geopark is on a green card / yellow card (please select one). 
You must report by listing previous recommendations and which actions were undertaken by 
you regarding the points mentioned (validation/revalidation). You may illustrate, as appropriate, 
with examples, photos. 
 

E.  ユネスコ世界ジオパーク運営指針基準の検証 

 

E.1  領域 

 

E.1.1 地形地質遺産および保全 

This point should contain a short geological summary of the area, its geodiversity and the state 
of conservation and maintenance of the key geological heritage sites / areas. 
 
Sites (or areas) of international geological significance:  
Conservation measures on geological sites in your territory: 
New geological sites in your UGGp integrated in your conservation and management plan: 
 

E.1.2 境界線 

Describe how your UGGp communicates its well-defined boundary (on maps, leaflets, 
panels, publications, etc.). 
 

E.1.3 可視性（ビジビリティ） 

What kind of interpretation, information and promotion is available to visitors and the local 
community? What concepts and tools do you use to increase visibility in order to stimulate 
sustainable tourism? How do you promote the area? How do you advertise your designation 
as a UNESCO site (e.g. use of the individual UGGp logo on panels, brochures, non-profit 
media)? 
 

E.1.4 施設・インフラ整備 

Give an account of the quality of the UGGp’s general information and service infrastructure, 
and how this influences sustainable tourism and economic development (are there facilities 
for the public, existing or planned)? Do you have partnerships and cooperation with the 
museum(s) or information centre(s) or other community and visitor facilities (e.g. mutual 
training and information exchange)? Is there an adapted Geopark visibility in the 
museum/information centre partners? 
 

E.1.5 情報、教育、研究 

What information and interpretation do you provide to the broad public and on what medium? 
Do you have educational programmes (not only on geology but also on nature, culture, 
intangible heritage, as well as resources, water, stones, land-use, hydrogeology, minerals, 
climate change and natural hazards) and who is implementing them? Who are your partners, 
do you work with local schools?  
What scientific research has been and is being conducted by you or with your cooperation in 
geosciences and other fields related to different types of heritage? 
 

E.2  その他の遺産 
Introduction: The purpose of a UNESCO Global Geopark is to explore, develop and celebrate 
the links between geological heritage and all other aspects of the area’s natural, cultural and 
intangible heritages. A UNESCO Global Geopark brings together geological heritage with 
cultural and local characteristics of the region. This section should contain an account of the 
state of other natural & cultural tangible/ intangible sites, practices and values and their 
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state of conservation, and present your strategy on how the area interprets geology, in an 
integrated holistic way with other heritages. 
 

E.2.1: 自然遺産 

Describe the natural heritage of your area. How is it valued, interpreted, promoted and 
maintained? Is it inscribed on a local, regional, national or international level (e.g. World 
Heritage list, Biosphere Reserves).   
 

E.2.2 文化遺産 

Describe the cultural heritage of your area. How is it valued interpreted, promoted and 
maintained? Is it inscribed on a local, regional, national or international level (e.g. UNESCO 
programmes).? 
 

E.2.3 無形遺産 

What is the intangible heritage of your area?  How is it valued, interpreted, promoted, and 
maintained? Is it inscribed on a local, regional, national or international level (e.g. UNESCO 
programmes)? 
 

E.2.4 気候変動および自然災害への関わり 

How does your area tackle issues relevant to climate change and natural hazards? 
 

E.3  管理運営  
Please outline: 

• the management structure of your UGGp,  

• staff employment, describe the availability or presence of a geoscientist on a daily 
basis (if not available, explain why) and present the situation of other employees of 
your UGGp, if possible, by professional categories ( e.g. engineer, guides, rangers, 
scientists, administrators, etc.) and also voluntary staff contributing in-kind, 

• role of women in your management structure (this also refers to equal opportunities for 
women and men in your UGGp going across all employment levels) 

• role of local community representatives, including where appropriate indigineous 
people, in your management  

• budget and the financial status,  

• management plan, 

• marketing strategy 
 

E.4  重複（オーバーラッピング） 

Should your UGGp overlap partially or totally with other UNESCO designated sites describe 
and analyse the situation and the cooperation that takes place. Present your formal 
agreements and mutual training and other activities. Should your UGGp overlap partially or 
totally with national designations like natural reserves, national parks or other legally protected 
areas, describe and analyse the situation and the cooperation established (see also point E.2). 
 

E.5  教育活動 

Analyse the progress of activities of your UGGp in the field of environmental education and 
present any future projects (include examples like number of participating students, or number 
of programmes for school classes). 
 

E.6  持続可能なツーリズム 

Analyse the progress and activities related to your sustainable tourism offer and present any 
future projects (include also kind and number of activities as well as number of visitors 
participating in such activities per year) 
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• number of annual UGGp visitors (by tickets in UGGp museums, information centres, 
open air parks, any other UGGp related ‘attractions’) 

• number of annual UGGp visitors (by estimation) 
 

E.7  持続可能な開発とパートナーシップ 

 

E.7.1 持続可能な開発ポリシー 

Analyse the progress achieved and the impact of your UGGp on local sustainable 
development, development policies, and strategies. Give an overall evaluation of future 
projects of your UGGp related to sustainable development. 
 

E.7.2 パートナーシップ 

What partnerships has your UGGp developed and on what criteria are they based (with local 
stakeholders like hotels restaurants, guides, etc.)? 
Describe your branding policy for local products, formal partnership agreements, criteria, 
promotional actions, etc.. How do you  promote these partnerships (festivals, fairs, promotion 
via website, leaflets, etc.)?  
 

E.7.3 地元コミュニティや先住民族の全面的かつ効果的な参加 
Does your UGGp have partnerships with the local communities and indigenous peoples when 
planning and implementing the management and development of your area? 
 
In which ways are local communities and indigenous peoples involved and what actions does 
your UGGp take: 

-  Strengthening their roles in decision-making; 
-  Ensuring their continued access to and use of the site and its resources, both tangible 
(e.g. food, water, fuel, shelter) and intangible (e.g. places of meaning and spirituality); 
- Recognizing and sustaining their distinctive cultures, including their languages, 
knowledge systems, practices, values and worldviews? 

 

E.8  ネットワーク活動 
A UNESCO Global Geopark cooperates with other UGGps through the Global Geoparks 
Network (GGN), and regional networks of the GGN. Working together with international 
partners is among the main characteristics and obligations of UNESCO Global Geoparks. 
Membership of the GGN is obligatory for UNESCO Global Geoparks. By working together 
across borders, UNESCO Global Geoparks learn from each other, exchange good experience 
and contribute to increasing understanding among different communities and cultures and as 
such help to achieve the UNESCO mandate of building peace in the hearts of people. 
Describe this international cooperation and the kind of activities with the Global Geoparks 
Network, partnerships with UNESCO Global Geoparks or other local, regional, international 
partners.  
 

E.9  地質鉱物資源の販売 
How do you promote the non-trading of geological material? Does your UGGp have a strategy 
and legislation to protect against damage of geological sites and features? 
 

F.  防災・安全対策、防災教育、災害対応 

 

G. その他 
Any other issues you want to raise in your report. 

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-the-ggn/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-the-ggn/

