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第 6回日本ジオパーク委員会調査運営部会評価結果 

 

2019年 12月 13日に開催した第 6回日本ジオパーク委員会調査運部会において、ユ

ネスコ世界ジオパーク国内推薦審査及び日本ジオパーク再認定審査、日本ジオパーク

新規認定審査について、下記のとおり評価しましたので、ご報告いたします。 

 

記 

 

ジオパーク秩父 条件付き再認定 

 

三島村・鬼界カルデラジオパーク 条件付き再認定 

 

佐渡ジオパーク 再認定 

 

恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 再認定 

 

磐梯山ジオパーク 条件付き再認定 

 

白山手取川ジオパーク 再認定 

 

三陸ジオパーク 再認定 

 

男鹿半島・大潟ジオパーク 条件付き再認定 

 

栗駒山麓ジオパーク 再認定 

 

 

以上 
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第6回日本ジオパーク委員会調査運営部会 評価結果

主な評価点 改善を求める点

秩父

埼玉県西部の秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町にま
たがる約89,250haのエリアを有する。明治時代に始まる近代地質
学は、このエリアからはじまり「秩父古生層」や「三波川結晶片岩」
などの研究が進められた。このため、『日本地質学発祥の地』を
標榜している。また、新第三系の秩父盆地層群の重要な地層と
化石は、合わせて国の複合天然記念物「古秩父湾堆積層及び
海棲哺乳類化石群」となっている。金属鉱石や結晶質石灰岩の
産地としても知られ、鉱工業の発展に貢献した。一方、エリアは関
東山地北東の2000m級の山地から秩父盆地にかけて広がり、盆
地では荒川の形成した河成段丘が発達する。段丘面では水田に
乏しく桑畑が広がったことから、秩父銘仙に代表される絹織物な
どの繊維工業の発達を見た。

・ ジオパーク秩父のテーマの見直し
・ 観光事業者との連携強化
・ 事務局体制・運営体制の見直し
・ パンフレット・WEB サイトの見直し
・ ジオツーリズムの確立と継続して実施できる仕組みの構築
・ 「地質学発祥の地」のストーリー構築・発信
・ 複合型天然記念物指定に伴う保全・活用等の検討
・ 新しいテーマやストーリーに沿ったジオツーリズムの展開
・ 複合型天然記念物指定に伴う保全計画の策定

・秩父市産業観光部観光課内にあった秩父まるごとジオパーク推進
協議会事務局が、2017年度に （一社）秩父地域おもてなし観光公
社内に移管されたことで、1市4町の連携強化が期待される。
・DMOとして、訪日外国人観光客誘致への事業展開が見込める。
・公式拠点施設13箇所に加え、NPO法人や任意団体、地元住民及
び企業による活動が進められている。
・ウェブサイトやパンフレットの見直し、QRコードの導入、SNSの活用
および看板の多言語化が進められ、様々な情報に階層性を持たせ
ている。

1．ジオサイトの選定と保全・活用方針の明確化
2．地域内におけるジオパークの理念の共有
3．日本ジオパークネットワークへの積極的な参画
4．スタッフの拡充
5．拠点施設の整理と効果的な運用
6．ガイドの創意工夫と看板の拡充
7．中・長期的な計画・各指針に基づく活動の展開 △

三島村・鬼界
カルデラ

7300年前の鬼界カルデラの噴火を記録した貴重な地層群や、多
様な温泉、活火山である硫黄岳と硫黄採掘にまつわる歴史、国
の特別天然記念物に指定された黒島の特異な植物群落、竹島
を覆いつくすリュウキュウチクなど、3つの島それぞれ独自の見所
がある。
特に鬼界カルデラは、日本の縄文早期/前期境界の指標とされ
ている「鬼界アカホヤ火山灰」を噴出したものであり、考古学上非
常に重要である。7300 年前という新しい時代に噴出した火山噴
火指数 7 クラスの噴火の痕跡が、容易にみられる。新鮮な痕跡
が残されているため、巨大噴火の前兆や予測についての研究対
象として貴重なものである。
また、後カルデラ火山群である硫黄岳や稲村岳とその周辺の海
底温泉群、硫黄岳山頂の噴気地帯は、観光的な見所であるだけ
でなく、熱水-海水の反応、化学合成群集を利用した特異な生物
群、火山ガスや酸性土壌に適応した植物などが研究でき学術的
価値が高い。

●緊急に解決すべき課題（おおむね1年以内）
・協議会組織の実質的な活動とジオパーク整備に向けたロード
マップ（計画）の作成
・防災情報の発信

●できるだけ早く解決すべき課題（おおむね2年以内）
・学術情報を普及啓発させるためのソフトウェアの整備
・ジオツーリズムを円滑に進めるためのハードウェアの整備
・ジオパークを活用した教育活動の実施
・ジオパークガイド養成講座の開催

●解決すべき課題（3、4年先を視野に）
・地域遺産のオーバーユース等への対策

2019年度より地球（ジオ）科を設置し、3島共通の小中学校の教育プ
ログラムとして開始している。島ごとでの取り組みの差異はあるもの
の、教育的取り組みは着実に進められている。また教員も熱意があ
りジオパークを取り入れたプログラムの推進を積極的に実施してい
きたい想いがあることから、今後さらに充実した取り組みが期待させ
る。
ジオパーク認定以後、着実に大学を中心とした研究者の来訪が増
加している。また、地球科学のみならず、考古学、歴史学、民俗学、
生物学など様々な分野の調査・研究が実施され成果が出ていること
は、認定の大きな効果といってよい。研究成果などを住民へ報告会
を通して伝えるなど、効果的な取り組みを行っている。
島の特産品をブランド化する若手の動きがあるなど、島の自然・文
化を生かした経済活動に意欲を持つ島民がおり、竹の子や焼酎、
椿を活用した商品開発などが行われている。

●緊急に着手・解決すべき課題（おおむね1年以内）
１　現状分析（マーケティング・入れ込み客数・経済効果分析）
２　全体計画（目的・ビジョン）の策定と各島にあわせた詳細計画（アクショ
ンプラン）の策定

●できるだけ早く解決すべき課題（おおむね2年以内）
３　ジオサイト（見どころ）の掲示・発信・可視化
４　可視性の向上（情報発信・看板など）
５　防災対応及び対策（特に観光客向け情報の発信や可視化）

●解決すべき課題（4年先を視野に）
６　ジオサイト台帳（カルテ）の作成（ジオ・自然・文化サイトなど区分け）と
保護保全計画の策定
７　協議会体制の見直し（業務分担・他セクションの協力・地域も巻き込ん
だ部会運用）

△

佐渡

佐渡は、火山活動による熱水で形成された金銀鉱床や、日本海
の拡大とその後の大地の隆起現象を記録する貴重な地質遺産を
有する。また、地形の多様性に富んでおり、北東〜南西方向に伸
びる2つの山地（大佐渡山地・小佐渡山地）、山地から供給された
砂が堆積する平野と海浜、日本海の風波による侵食を被った断
崖、海岸に沿って見られる海成段丘等が分布する。そして、佐渡
近海は海流（対馬海流）の影響で、夏は本土よりも涼しく冬は暖
かい。このような環境にトキをはじめとする多くの生き物が生息す
る。さらに、重要な地質遺産の一つである金銀鉱床関連のジオサ
イトは、佐渡の地域経済のみならず日本の経済を支えた江戸時
代以降の鉱山開発と密接な関係にあり、鉱山資源と人の暮らしを
表す文化遺産の基盤として重要である。

・３つの取り組み（ジオパーク、世界遺産、世界農業遺産）の相違
点と類似点の整理
・ジオストーリーの再構築に基づく３つの取り組みの明確化
・サイトの再設定
・佐渡ジオパークという文字の視認性の向上
・化石や鉱物などを含む地層の保護･保全方針の決定
・観光導線の構築
・協議会全体の実質的な活動の活性化
・専門的すぎる看板や冊子媒体類の改善
・拠点施設の再整備と系統的な情報発信の実施

・前回の審査で指摘された９つの事項については、全て対応がされ
ており、それぞれ一定の改善が認められた。
・特に、協議会内の４つの部会の活動が活性化しており、ジオパー
クの視認性や、ジオツーリズムの構築など、事務局と各部会に所属
する研究者、事業者、市民との連携や協働が図られている。
・新たなジオサイト開発に向けて、地元関係者と丁寧な折衝を続け
ている。
・事務局に研究員が補充され、さらに活動を支える事務局の業務内
容が見直され、ジオサイトの管理者や地域住民などと、丁寧に継続
的な議論を重ねてきたことは重要な変化。それぞれの役割分担が
明確になりジオパークを運営の活動が活発化している。
・ジオガイドの育成にも力をいれ、質の高いガイドが育っており、ジ
オツーリズム構築にむけたボトムアップが図られている。
・小中学生などに向けた質の高い教育普及活動が行われている。
・ジオパーク内での調査・研究の成果が毎年報告書として講評さ
れ、販売されている。研究成果がジオガイド育成にも活用されてい
る。

・ジオサイトの整理と再設定→ジオサイトの再設定を終えていない地区の
取り組みを進めるとともに、文化サイト、エコサイト、教育利用に向いたサイ
トも加えての整理が求められる。
・管理運営体制のさらなる充実→ジオパークの多様な側面の調査･研究、
普及広報するために地質や教育以外の職員がジオパーク事業に積極的
に関われるような体制の構築と島内の多様な分野の専門家などとの連
携。
・ジオツーリズムの充実とジオパークの可視化→佐渡島全域がジオパーク
であることを意識した解説看板等の整備が必要。ガイドラインの作成に留
まっており、改善は不十分。
・ジオツーリズムの充実とマーケティング分析に関すること→マーケティン
グ分析を行い、活動を戦略的に展開する必要がある。地域経済への波及
を期待。
・利用者ニーズを考慮した拠点施設の再整備と系統的な情報発信の実
施→佐渡島への多様な来訪者を意識した博物館や観光案内書での情報
提供の仕掛け。島全域への周遊を意識した情報媒体や展示の配置を工
夫する必要がある。
・３事業の実施的な効果の創出→日本ジオパークと世界農業遺産、世界
文化遺産登録の活動が相乗効果を生み出すような継続的な連携。
・鉱物の販売→赤玉石などの地下資源の保護･保全にむけた積極的な活
動。

○

恐竜渓谷
ふくい勝山

「恐竜はどこにいたのか？大地が動き大陸から勝山へ」をテーマ
とし、恐竜が生きた大陸時代から現在の島弧となり、それらを基
盤とした人々の生活が営まれ、恐竜化石が発掘されるまでに至る
ダイナミックな大地の記憶・変動を中生代の恐竜を核として物語
るジオパークである。

・ウェブサイトの整備
・ジオパークの導線を意識した情報提供
・ジオパークと教育のさらなる連携
・協議会とジオパーク関係組織の連携強化
・県立恐竜博物館とジオパークの関係のさらなる緊密化
・観光関係者との連携
・ジオガイド活動のサポート向上
・エコミュージアムとの連携
・外国語対応

特に優れている点
・地域資源・地域文化を尊重したまちづくり活動の展開
・女性の活躍

優れている点
・域内連携の強化
・拠点施設の整備
・情報発信の拡充
・学校現場での主体的で対話的な教育実践
・エコミュージアムからジオパークへと市の基本理念を転換したこと
・安定した管理運営体制

（短期的に解決されるべき課題）
・保全計画の策定
・ガイド育成
・情報の質的向上
・地域性を伝える工夫
・ジオパークのPDCAサイクルを回すための指標や目標の設定
（中長期的に解決されるべき課題）
・文化遺産、無形文化遺産目録の作成
・地形地質遺産の価値やそれがもたらす災害と恩恵に関する普及啓発、
観光客への災害情報の提供方法の検討
（より良いジオパークになるための提案）
・地域ブランディング戦略の立案
・教育実践事例集の編集
・専任スタッフの拡充もしくはそれに類すること
・国際会議への出席

〇

磐梯山

磐梯火山の山体崩壊と岩なだれがもたらしたダイナミックな地形
地質遺産と、それに伴って形成された湖沼群や噴火からの植生
の遷移といった自然遺産を主要な見どころとしている。また、磐梯
山麓に花開いた仏教文化や日本海拡大時の海底火山活動に由
来する山塩などといった大地と人のつながりの要素も豊かな地域
である。

・事務局体制の強化
・拠点の明確化
・文化や人の暮らしなどの要素を取り込んだジオストーリーの充
実
・国立公園外のサイトの保全策の検討
・学術情報の地域への還元と学術関係者とのネットワークの構築
・ガイドのネットワーク構築
・地域住民・団体を巻き込んだジオパーク活動の推進
・解説版、パンフレット、ガイドにおける国際対応
・防災教育の発信拡大とガイドの安全管理

・地質のみならず、植生や観光などの多様な分野の研究フィールド
として機能し始めている。
・ジオパークと国立公園やエコツーリズムとの連携が進んでいる。
・慧日寺跡や安積疎水などの文化遺産を取り入れたジオストーリー
が強化されている。
・会津山塩や磐梯山ジオパークカレーなど、食とジオとの関係が新
たに構築され、地域の担い手が拡がっている。
・新たに任用された事務局支援員が、地域内の様々な人や組織の
間に立つ新たな役割として地域内で機能し始めている。

・2019年度以降の基本計画と保全計画の策定
早急に2019年度以降の基本計画を策定すると共に、国立公園外を含め
たジオパークエリア全体の地域の遺産の保全管理計画の策定が必要。
・運営体制の強化
・裏磐梯ビジターセンターも念頭に、ジオパーク拠点施設の具体的整備
を進める必要がある。関連施設等のジオパークの可視化の向上も必要で
ある。
・地域の暮らしや産業がジオパークの枠組みの中で十分に紹介されてい
るとは言い難いので、地域研究を進めて、より積極的に取り入れてほし
い。
・磐梯山噴火記念館における化石鉱物の販売については、ジオパークの
関連施設としては相応しくなく、ネットワークの中の博物館関係者らと共に
どのように改善が図ることができるかを検討して、実現することを期待す
る。

△

ジオパーク名 概要 過去の審査の主な指摘事項(該当あれば）
今回の

評価結果

今回の審査結果
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白山手取川

「水の旅・石の旅」のテーマのもと、浸食、運搬、堆積の作用がわ
かる手取川の流れ、桑島化石壁に代表される恐竜時代の地層サ
イト等から、長い時間をかけて変化してきた地球の地形や表層環
境と、生物多様性や生態系を考えることができる地域である。手
取層群や、白山の自然、手取川流域の自然や文化に関する
様々な研究が、石川県内の大学をはじめ、多くの研究室、研究
機関によって古くから行われてきた。

・メイン拠点を再整備し、窓口機能を持たせる
・関連施設と情報強化についての協議
・ボトムアップ型の組織作り
・ガイドの養成、認定制度の整備
・湧水量の減少や枯渇問題への対応
・登山者、地域住民への火山情報や避難方法などの提供
・地域で見られる多様な岩石の活用検討
・伝統食品との連携強化による販売促進
・白峰、鶴来、美川地区との連携強化
・国際的価値の証拠作り
・国際的なアピール及び市民への普及強化
・ジオパーク・エコパークの相補的・相乗的関係についての理論
化と実践

・道の駅や拠点となる情報提供施設でジオパークの視認性が強化
された
・各施設管理者、地域団体との連携体制が構築された
・化石の発見に市民や市内の児童が参加、その活動が本地域の古
生物学的研究を大きく進展
・多くの大学と幅広い連携が進んでいる
・ガイド養成講座、ジオパーク観光ガイド認定制度が整備され、年中
受け入れ可能な有償ガイドツアーが圏域の複数の地域でスタートし
た
・ジオパークに関連する新商品の開発費助成制度が創設
・国際連携活動に積極的取り組まれてきた
など

・ジオパーク、エコパーク、SDGｓ未来都市の使い方を含め、持続可能な
開発の方針・ビジョンを設定し、地域およびネットワークに共有
・マーケティングの考え方を整理し関係者と共有
・さらなる視認性向上と多言語対応
・既存のツアーの実質的なジオツアー化
・地場の料理の白山ブランド化にもっと関わる
など ○

三陸

南北長約220km面積約6000km2を有し、16市町村が参加する日
本最大のジオパークである。南部地域は、約５億年前の基盤岩
類とその上の浅海に堆積した地層からなり、北部地域は約２億年
前以降の付加体の地層で特徴付けられる。白亜紀には花崗岩が
広く貫入し多くの鉱床が形成し、明治時代を支えた釜石鉱山や
野田鉱山などがある。9千年前以降の新しい地層は久慈付近に
など分布しており、琥珀が含まれている。北上山地全体がゆっくり
隆起を続け侵食により複雑な地形ができた。約２万前以降の地球
温暖化により海水準が上昇したため、隆起速度が大きかった北
部は海岸段丘が発達し、南部には現在のリアス式海岸が現れる
ようになった。海岸段丘では三陸鉄道が走り農業牧畜などが盛ん
で、リアス式の入りくんだ海岸では天然の良好となりの漁業が盛
んである。三陸海岸は歴史的にも複数回の大津波に被災し、繰り
返し復興してきた歴史がある。東日本大震災からの復興がこのジ
オパークを推進する大きな力となっている。
2011年の東日本大震災の際に、津波による大きな被害を受けた
三陸ジオパークの認定にあたっては、日本ジオパーク委員会（第
18回2013年）が復興支援の意図もあることと、日本ジオパークネッ
トワークの支援のもとで、本ジオパークの改善が継続的になされ
ていくことが前提であるとした。しかし、2017年には、組織運営体
制の不備や広範なエリア内での連携や情報共有の不足から、多
くの指摘事項を提示され条件付き再認定となった。

・管理運営体制の弱体（盛岡と宮古市とに別れている事務局の
脆弱性、エリア一帯の活動やジオパークで目指すものの関係者
と住民間での共有、住民の意見が反映される運営体制、住民に
わかりやすく伝えられる専門員等の配置）
・ストリートジオサイトの位置付け（全地域から共通に読み取れる
もの）
・ガイド同士の知識の共有と一体感
・ジオサイトの保全と見える化
・視認性の再整理（看板で何を訴えたいのか）
・津波災害からの復興の知識と経験の世界との共有
・拠点施設間の連携と情報ネットワーク化

前回指摘事項に関して多くの点で改善が認められた。すなわち、
・県庁にあるジオパーク支援組織と宮古の現地組織の強化をそれ
ぞれ図るとともに、北部・中部・南部地域ブロックと市町村を単位と
する地域協議会を作り、地域からブロックからのボトムアップを図っ
た。
・５つの共有すべき視点についてとりまとめ、それを軸にしたジオサ
イトの見直し、説明看板テキストの修正を行った。
・ブロックごとのガイドの交流や他ジオパークとの研修を積み重ねて
おり、ガイドのスキルが底上げにつながる動きが出ているが、ガイド
全体の底上げまでは至っていないようだ。
・ジオサイトを調査し直し、管理台帳を作成するとともに、学校の講
義や数多く開催されたフォーラム時に保全をテーマとした。また、地
域DMOがジオサイトのオーバーユース問題やサイトの管理に関す
る課題に取り組み始めている。
・主要な幹線道路入り口での案内看板や、５つの視点をテキストに
盛り込んだ説明看板、VR動画提供箇所の整備がなされた。数多い
PR活動や新聞報道などによって可視性はかなり上がった。
・災害伝承ネットワーク協議会に、ジオパークエリア内の多くの施設
が登録された。東日本大震災津波伝承館が開館し、三陸復興プロ
ジェクト2019が２ヶ月以上にわたって開催され、ジオパークが一部の
事業を担当した。
・多くの拠点連携は道半ばであるが、国立公園ビジターセンターな
どとの連携は進んでいる。

・ジオパークで何をどう伝えるのか、５つの視点を踏まえて自らの言葉で地
域を語るようにすべきである。例えば「なぜこの地域で採鉱産業が発展し
たのか」を地球科学的な視点で解説することが必要である。
・ジオと祭などの文化を取り込んだストーリーのツアー展開が必要である。
・ブロック会議、地域協議会での成果を、エリア全体で情報共有の仕組み
を整備し、ボトムアップにつなげること。
・事務局とガイドや住民とのつなぎ役や地球科学的価値について分かり
やすく落とし込んでくれる地理学・地学の専門員の雇用が必要である。
・連携している三陸ジオパークのパートナーと、それぞれの役割、任務、
権利などについて文章化した協定を結ぶこと。
・この２年で整備された運営体制は、外部からは理解しづらいものとなって
いる。ジオパークにおいては市町村や所属や上下を超えた連携と対話が
期待されており、外にもジオパークの顔が見えるように工夫すべきである。
・琥珀だけでなくばら輝石など、化石や鉱物の採掘販売について、保全
や持続可能性の観点から、三陸ジオパークの考え方をまとめ、先行ジオ
パークに学びエリア全体で考え方を共有するのが望ましい。
・津波災害からの復興で得た経験を、更に国内外に発信することを期待
する。

〇

男鹿半島
・大潟

過去約7000万年前から現在までの地層を地質時代ごとに順番に
観察できる露頭がそろっており、特に新生代新第三紀から第四
紀にかけての連続性の良い地層の分布は国内ジオパークでも珍
しい。このため、当地の新第三紀の地層は、日本海形成時の日
本の標準層序として注目されてきた。一方、大潟村エリアは、国
内最大規模の干拓事業により陸地化してから60年足らずの新生
の大地であるため、一般に「露頭」と呼べるものはないが、「人工」
かつ「湖底堆積物の大地」という唯一性がある。大潟村はその全
土が湖底堆積物の大地であり、その下には第四紀の海成〜汽水
成の泥層が厚く堆積している。その上では、動植物の侵入・繁栄
の様子が干拓による陸地化当初からの記録として残されている。
この新しい大地の上で村民が農作物の生産や家を建てて暮らし
ている。
男鹿半島・大潟ジオパークは、これらの地質の成り立ちから大地
の利用までの営みを一まとまりとして見学できる多様性を備える
ジオパークとなっている。

・拠点施設をジオサイトの範疇に含めているので、除外すべき
・拠点施設を起点とした各ジオサイトへの導線の明確化
・ホームページの充実
・パンフレットの地図の充実
・標識等の誘導情報の整備
・ジオパーク学習センターにおける観光客等の受入態勢改善
・積極的なジオツーリズム（ジオツアー）の推進
・標準層序を構成する模式地であることの周知も含めた地域で
の保全活動
・八郎潟干拓による影響と恩恵に関するジオストーリーの整備と
発信
・男鹿市と大潟村のさらなる一体化
・砂丘列ジオサイトの説明についての検討
・「ジオスポット」という用語の使い方のについて検討

・男鹿半島・大潟の成り立ちについて、日本海形成から八郎潟の干
拓事業までの流れや関連性をわかりやすく表現している点は高く評
価することができる。
・拠点施設となっている「男鹿市教育センター」、「大潟村干拓博物
館」ともに展示や教育プログラムがよくできている。これは体験型学
習の手法を導入したところも大きく、説明に際しては、手作りの教材
を適宜作成し、話だけでなく簡単な模型なども見ながら学ぶことが
できるようになっており、解説方法に工夫が見られる。
・「第7回日本ジオパーク全国大会　男鹿半島・大潟大会」をきっか
けに、ホテルなど観光事業者がジオパーク活動に参加するように
なったことも、この４年間で得られた大きな成果である。石焼料理で
ジオの話を上手に取り込んで作り方の説明をするなどのサービスを
提供しており、来訪者が地域の話を聞く機会の創出につながってい
る。
・ガイド時におけるリスク管理マニュアルを作成するなど、男鹿半島・
大潟ジオパークガイドの会、大潟村案内ボランティアの所属ガイドの
意欲は高く、彼らの活動がボトムアップの中心になっている。両団体
ともに高齢者が大半を占めているが、徐々に若いガイドの参加も見
られるようになり、今後の活躍が期待できる。

●緊急に解決すべき課題
・地質遺産の価値を理解すること
・管理運営体制の見直しとジオパークに精通したチームの編成
・基本計画の策定
・ジオパークエリアの見直し

●解決すべき課題（2年以内）
・展示の拡充
・保全計画の策定

△

栗駒山麓

　初夏、山頂近くに馬の姿の雪渓が現れることが栗駒火山の名の
由来。約50万年前から活動を続けるこの火山は、脆弱な地質の
上に緻密で密度の大きな溶岩流や溶結凝灰岩が載る不安定な
構造のため、時に大きく崩れる。2008年6月14日朝に発生した
「岩手・宮城内陸地震」に伴う「荒砥沢地すべり」のような現象は、
過去に何度も発生してきたが、その土砂は、日本海の拡大に
伴って隆起した北上山地によってせき止められ、内陸に広大な
平野を作った。その平野は10万羽を超えるマガンが越冬する湿
地や、人々の生活を支える東北随一の田園地帯となっている。
自然災害に対峙し、それを恵みに変えるパワーを持った人々に
出会えるジオパークである。

・テーマ・ストーリーの再検討→〇
・全体計画図およびアクションプランの策定→〇
・保全活動の推進→〇
・ジオサイトの定義と使用する呼称の整理→△
・ジオパークガイドの養成→〇
・一般訪問客を意識した看板の整備と他機関との調整→△
・地域住民の参画→〇
・中核・拠点施設の整備と充実→〇
・事務局体制の充実→〇

１：他機関と連携した、荒砥沢地すべり冠頭部の持続可能な活用方
法の推進
２：栗駒山麓ジオパークビジターセンターやJRくりこま高原駅のイン
フォメーションセンター等の拠点施設の整備とそれに伴う交流人口
の増加
３：ジオガイドの育成の成功
４：充実したジオパーク教育
５：災害の語り部のジオパーク活動への参画
６：東北の近隣のジオパークと連携した事業展開

（優先順位順）
１：地質学的知見の発信強化
２：地質を専門とした専門員の雇用
３：４つのジオストーリーと地域全体のストーリーとの関わりの認識
４：ロゴマークの使用を中心とした、ビジビリティの更なる向上とジオパーク
活動の気運向上
５：説明看板の修正
６：海外産の鉱石の販売停止にかかる関連機関の理解促進

〇
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