
THE SHIMABARA DECLARATION 
 
The 5th International UNESCO Conference on Geoparks was held from 11-15 May 2012 in 
the Unzen Volcanic Area Global Geopark, Japan, and attended by 593 delegates from 31 
countries.  
After deliberation, the delegates hereby affirm that: 
 
1) Tohoku earthquake-tsunami and geopark 
Facing the huge disaster from the tsunami generated by the earthquake of magnitude 9.0 in 
Tohoku, Japan, on 11 March 2011, the experience of local communities and the destruction 
generated by the disasters shall be utilized by the geopark community as a tool for the 
education of people living in geohazard-prone areas of the Earth for minimizing disasters 
caused by geohazards.  
 
2) Role of geoparks in natural disasters 
Our Earth brings us blessings including natural resources and beautiful, inspiring landscapes. 
However it can also occasionally generate large disasters such as earthquakes, tsunamis, 
volcanic eruptions, landslides, and floods. Education about our dynamic planet in geoparks is 
a most effective way to help our local communities understand how to coexist with nature 
which occasionally generates geohazards. 
 
3) Role of Geoparks in Climate Change debate 
Today, society is facing a time of unprecedented change in global climates. Our geoparks 
hold records of past climate change and, as such, we must be at the forefront of the debate on 
climate change with our local communities and stakeholders. We should be educators on 
climate change and we should strive to become known for a best practice approach to 
utilizing renewable energy and employing the best standards of "green-tourism." 
 
4) Role of Geoparks in Natural Resource Management 
Geoparks have a role to play in informing about the sustainable use and need for natural 
resources, whether they are mined or quarried or harnessed from the surrounding environment, 
while at the same time promoting respect for the environment and the integrity of the 
landscape.  
 
5) Conservation and utilization of geopark heritage 
By linking to various bodies charged with governing and conserving our geopark heritage 
(geological, natural, tangible cultural, and intangible cultural) and by building high quality 
facilities and providing high quality education programs we aim to value the brand of the 
Global Geoparks Network and to continually strive to increase awareness of it.  
 
6) Establishment of cooperation among geopark-related communities 
Intimate cooperation among local people, scientists, the tourism industry, municipalities and 
nations is indispensable for geoheritage conservation, education, tourism and management in 
the geoparks. It results in the real sustainable development of our geoparks and of our local 
communities.  
 
  



Geoparks encourage a strong bottom-up approach where local communities, especially 
indigenous communities, are fully engaged, develop a strong sense of ownership over their 
geopark and are able to be fully involved in the development of it. This is specifically 
important in those areas of the world where interest in geoparks is growing rapidly including 
Africa, Latin America and South and South-East Asia. 
 
7) Networking and sustainable development 
Multi-disciplinary approaches, exchanges of information, techniques and personnel are 
essential to strengthen geoparks in various levels of network activity. Exchanges of scientific 
knowledge on tangible and intangible heritage among those levels can promote, raise and 
maintain the high values of our geoparks. Recognition of geodiversity through knowledge 
exchange becomes one element for sustainable development of geoparks. 
 
8) Geoparks for future  
A Geopark should be a real territory of ideas and, through a masterplan, implement a strategy 
of sustainable development that is innovative, integrated, and respectful of local traditions and 
desires. We, the international geopark community fully endorse current efforts by UNESCO 
to consult Members States on finding ways to improve cooperation between UNESCO and 
the GGN and to examine the feasibility of establishing a possible future UNESCO Geoparks 
programme or initiative. 
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島	 原	 宣	 言	 

	 

	 

第5回ジオパーク国際ユネスコ会議が、2012年5月11日から15日にかけて日本の島原半

島世界ジオパークで行われ、31カ国から593名が参加しました。	 

討議の結果、出席者はここに以下のことを宣言します。	 

	 

１）東日本大震災とジオパーク	 

2011年3月11日、マグニチュード9.0の地震によって引き起こされた津波により、東北

地方で甚大な災害がおきたことに鑑み、ジオの脅威によって起こされる災害を軽減す

るために、ジオパークの仲間は、この被災体験を、ジオの脅威がある地域に住んでい

る人々に対する教育のひとつの手段として、有効に活用しなければならない。	 

	 

２）自然災害におけるジオパークの役割	 

地球は私たちに自然資源や美しく素晴らしい景観をもたらす。しかしながら、時には、

地震、津波、火山噴火、地滑り、そして洪水のような大きな災害を引き起こすことも

ある。ジオパークにおいて私たちの生きている地球について教育することは、私たち

の地域社会が、ジオの災害を時として起こす自然と如何に共存するかを理解するのに

最も効果的である。	 

	 

３）気候変動問題におけるジオパークの役割	 

今日、社会は前例のない地球規模の気候変動に直面している。私たちのジオパークは

過去の気候変動の記録を有しており、それゆえ、私たちの地域社会や関係者と気候変

動の議論を率先して行わなければならない。私たちは、気候変動の管理者であるべき

であり、再生可能なエネルギーを活用し、「グリーンツーリズム」の最良の基準を運

用する取り組みの成功例として、社会に認められるように努めるべきである。	 

	 

４）自然資源の管理にあたってのジオパークの役割	 

ジオパークは、自然環境やけがれのない景観に敬意を払いながら、自然資源が採掘さ

れるか、砕石されるか、周囲の環境から抑制されるか、その持続的使用と必要性につ

いて情報発信をする役割がある。	 

	 

５）ジオパークの遺産の保全と活用	 

私たちのジオパークの地質、自然、無形や有形の文化の遺産を管轄し保存するさまざ

まな組織と連携することによって、また、質の高い施設を設置し、質の高い教育プロ

グラムを提供することによって、私たちは、世界ジオパークネットワークのブランド

が高く評価され、より認知されるように継続的に努力する。	 	 

	 

６）ジオパークに関連する組織間の協力体制の確立	 

地域の人々、科学者、旅行業者、地方自治体、国家間の密接な協力は、ジオパークに

おける、ジオ遺産の保全、教育、観光、管理に不可欠である。その結果、私たちのジ

オパークや私たちの地域社会が真に持続的に発展する。	 

	 

	 	 



ジオパークは、地域社会、特に、原住民の社会が十分に関わり、彼らがジオパークの

所有者であると言う強い感覚を持ち、その発展に十分に貢献することができるように、

強いボトムアップのアプローチをすることを推奨する。これは、アフリカ、ラテンア

メリカ、南〜東南アジアを含んで、ジオパークへの関心が急速に広がっている世界の

地域において特に重要である。	 

	 

７）ネットワーク作りと持続可能な発展	 

学際的なアプローチ、情報・技術・人材の交換は、様々なレベルの活動においてジオ

パークを強化するために本質的なものである。それらのレベル間における有形・無形

の遺産に関する科学的な知識の交換によって、私たちのジオパークの高い価値を提示

し、向上させ、維持することができる。このような知識の交換によって認識されるジ

オの多様性は、ジオパークの持続可能な発展にとってひとつの重要な要素になる。	 

	 

８）将来のジオパーク	 

ジオパークは理想を具体化した地域であるべきで、マスタープランを通して、革新的

で、統合的で、敬意を表すべき地域の伝統や願望である、持続可能な発展への戦略を

とるべきである。ユネスコは現在、ユネスコと世界ジオパークネットワークとの協力

関係を改善し、将来可能なユネスコ・ジオパークプログラムあるいはイニシアチブを

確立する可能性を探って加盟国に諮問しようとしている。私たち世界ジオパークの仲

間はこの努力を全面的に支持する。	 

	 

	 

	 

島原半島世界ジオパーク	 

	 

2012年5月15日	 

	 
	  


