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立山黒部ジオパーク基本計画（第２期）策定にあたり

白雪を戴く立山の峰々を仰ぎ見るとそこに理想があり、緑萌える富山の里には希

望があり、そして蜃気楼の出る有磯の海には夢があります。立山黒部ジオパークに

はわれら県民の理想と希望と夢があります。

豊かな地域とは豊かな自然があり、心豊かな人が住んでいるところです。富山に

は立山黒部ジオパークがあり、人々はみな心豊かです。

子どもたちがこの豊かな立山黒部ジオパークで遊び、学び、心豊かに育っていく

ことを願ってやみません。

現在（present）は過去からの贈り物（present）です。われわれはこの美しく豊

かな富山に生きている現在に感謝し、地域に貢献していかねばなりません。ジオパ

ークも過去からの贈り物、これを大切に守り愛していきたいと思います。

一般社団法人 立山黒部ジオパーク協会

会長 中尾 哲雄

写真．滑川沖から見た早月川扇状地と立山連峰。
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１．立山黒部ジオパークの基本計画書の主旨

立山黒部ジオパークの目指す姿を明記するとともに、認知度が不十分であるとの

現状認識のもと、2018年４月から2023年３月までの５年間の計画期間で「人材育成」

「情報発信」「環境保全」「組織強化」を重点的に取り組むこととしました。

２．ジオパークとは

ジオパークとは自然科学プログラムの一つで、学術的に価値の高い地形・地質遺

産を保全し、学習や教育に活用するとともに、地域の自然・文化・無形遺産を生か

した地域経済の活性化を目指す事業が行われる地域です。

３．日本ジオパークとユネスコ世界ジオパークについて

「ユネスコ世界ジオパーク」は、地層、岩石、地形、火山、断層など、地質学的

な遺産を保護し、研究に活用するとともに、自然と人間とのかかわりを理解する場

所として整備し、科学教育や防災教育の場とするほか、新たな観光資源として地域

の振興に生かすことを目的とした事業です。ユネスコの国際地質科学ジオパーク計

画（IGGP）の一事業として実施されています。1

ユネスコは、地形・地質遺産の価値(補足１)保全状況、各種活動の質（補足２）

と運営体制を審査し、一定の水準を超えたものをユネスコ世界ジオパークとして認

定することにより、ジオパークの目的に向けた活動を継続的に遂行する地域が世界

各地にできることを目指しています。2

2004 年にユネスコが支援する世界ジオパークネットワークが設立されて世界的

な活動がはじまり、2015 年にその活動がユネスコの正式プログラムとなりました。

このジオパークの理念を日本国内で普及するために、同じような活動を行おうとし

ている地域を日本ジオパークとして認定する制度が2008 年から始まりました。

補足１：国際的な価値がある学術的論文があることがユネスコ世界ジオパークに

なることの必要条件です。

補足２：世界ジオパークネットワークへの貢献や発展途上国でのジオパーク設立

に貢献することもユネスコ世界ジオパークになることの必要条件です。

1 文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/unesco/005/004.htm
2 菊地直樹・大谷 竜・渡辺真人・柴田伊廣・斉藤清一「ジオパーク専門員の属性と持続可能な地域づくりに果たす多面
的な活動」（ジオパークと地域資源 2018 年）



2

立山黒部ジオパークは、2014 年８月に「日本ジオパーク」に認定され、さらに

「ユネスコ世界ジオパーク」の認定に向けた取り組みを行っています。

４．基本計画の目的、位置づけ、計画期間

4-1. 目的

立山黒部ジオパークは、持続可能な開発の理念や目標を地域内で共有し、協会な

らびに協会の会員、地域の各参画者がそれぞれの立場で計画的に事業に取り組むた

め、基本計画を策定します。また、ジオパークとして地域が一体となって活動でき

るよう、基本計画に基づく行動計画を策定し、持続可能な地域を実現するために計

画的に事業に取り組みます。

4-2. 位置づけ

ジオパークの基本計画は持続可能な地域づくりのための基礎となる最重要なもの

と位置づけます。

4-3. 計画期間

基本計画は５年ごとに目標を定めて策定します。今回の計画期間は2018年４月か

ら2023年３月の５年間です。

５．立山黒部ジオパークの特色とエリア

5-1. 特色

立山黒部ジオパークは、標高3,000m級の飛騨山脈から水深1,000mを越える富山湾

まで、4,000 mにも達する高低差があります。そこには38億年前の鉱物を含む大陸起

源の岩石や約１億2000万年前の恐竜足跡化石群、日本海の誕生を物語る地層や山脈

の急激な隆起を裏付ける世界一新しい露出花崗岩など、様々な地質がみられるとい

う特色を持っています。

さらに、今からおよそ300万年前の飛騨山脈の隆起が引き金となり、この地域にダ

イナミックな水循環（量・速度）が生まれました。対馬暖流を越えて来る季節風は

飛騨山脈に世界屈指の多雪地帯を生み、高さ20mもの雪の回廊や日本唯一の氷河群を

もたらしました。雪解け水は立山カルデラに代表される大規模侵食地形や急流河川、

広大な扇状地群、湧水帯を形成しました。そして4,000 mに及ぶ高低差は、地域特有

の生物圏や文化圏を育んでいます。このように立山黒部ジオパークでは、日本列島

形成史の縮図とも言える多様な大地の履歴と、それらが生み出した特有多様な環境

をみることができます。
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5-2. 立山黒部ジオパークのエリア

立山黒部ジオパークのエリアは飛騨山脈と富山湾に囲まれており、山岳から平野

部を経て深海に至るまでの多様な地形を含みます。この陸域には富山県東部の９市

町村（富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日

町）が存在し、海域には臨海扇状地の海底地形、宮崎海底断層が含まれ、両者を合

わせた総面積は3,904 km2に及びます。ジオパークエリア内の人口は62.3万人(2015

年時点 国勢調査）で県内人口の約60％を占めています。

ジオパークエリアのうち、６市町（富山市、魚津市、黒部市、上市町、立山町、

朝日町）にまたがる764 km2の地域は中部山岳国立公園と４つの県立自然公園を持ち、

立山黒部ジオパークは自然公園の占める比率が高いという特徴があります。平野部

には扇状地が発達し、主要な生活圏となっています。

図．立山黒部ジオパークのエリア。
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６．立山黒部ジオパークの理念と目指す姿

6-1. 一般社団法人立山黒部ジオパーク協会の理念

立山黒部ジオパークは

（１）みんなで「学び、楽しむ」

（２）みんなで「守り、伝える」

（３）ふるさと富山を「元気にする」

（４）みんなの「絆を強め、想いと知恵を活かす」

を理念として掲げています。

6-2. 目指す姿

自然と共生してきた歴史を学び受け継ぎ、さらに自然の多面性や地域の課題の理

解を深め、国際的な共通課題である持続可能な社会づくりの先進地域を目指します。

７．立山黒部ジオパークの推進組織

7-1. 組織化の経緯

立山黒部ジオパークは、民間の運営組織として2012年６月に研究者やガイド活動

家を中心に「ジオパーク推進組織設立準備委員会」を設置し、2013年１月には「黒

部・立山ジオパーク研究会」を組織してジオガイド養成等の活動を開始しました。

さらに、2013年９月には「立山黒部ジオパーク推進協議会設立準備発起人会」と

して、「2015年春までに日本ジオパーク、さらにはその後世界ジオパークを目指す」

ことを確認し、2013年12月に「黒部・立山ジオパーク研究会」を発展的に解消して

「立山黒部ジオパーク推進協議会」としました。

そして、日本ジオパーク認定時（2014年８月）における日本ジオパーク委員会の

指摘から、組織強化を図るべく2015年４月に法人化し、「一般社団法人立山黒部ジオ

パーク協会」（以下「協会」という。）としました。

7-2. 組織の特徴

立山黒部ジオパークでは民間組織である「協会」が運営組織となっています。立山

黒部ジオパークの目的や理念に基づき、広域での活動を円滑に進めるため、民間組織

と行政組織は役割を分担し、それぞれが得意とする分野を担い、連携を図っています。

また、協会は法人会員と個人会員により構成され、2017年12月末時点で個人会員

366、法人会員222で、合計588会員となっています。各会員がジオパークの理念そし

て立山黒部ジオパークの理念や目指す姿を共有しそれぞれの立場でジオパーク活動

を行っています。
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7-3. 組織構成と運営方法

協会は総会、理事会・幹事会、専門部会、事務局により構成されています。会員

による総会は原則年１回開催し、規約の制定と改廃、事業計画と予算等の決定やそ

の他の重要事項の審議を行います。理事会と幹事会は、総会に諮る案件の検討や事

業計画の執行を担います。専門部会には「企画」「研究教育」「ジオガイド人材育成」

「ジオツーリズム」「広報啓発」の５つが設置され、事業計画及び運営に当たってい

ます。事務局は平成30年２月末現在、専任職員と富山市、魚津市、黒部市より協力

を得ている行政職員で構成されています。また、協会の事業活動に対して、富山県

と立山黒部ジオパーク支援自治体会議（富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、

上市町、立山町、入善町、朝日町で構成。以下「自治体会議」という。）が支援・参

画しており、協会を含めた「立山黒部ジオパーク連絡会議」を開催して企画・調整

及び関係者の合意形成を図っています。

2014年の日本認定時のジオパーク拠点施設は、富山県立山カルデラ砂防博物館、

富山市科学博物館、特別天然記念物魚津埋没林博物館、黒部市吉田科学館でしたが、

その後、富山県［立山博物館］、魚津水族館、黒部市地域観光ギャラリー、立山黒部

ジオパーク交流施設わくわく広場うなジオ（以下「うなジオ」という。）が拠点施設

に加わりました。また、ほたるいかミュージアムはジオパークの普及啓発に協力す
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る施設です。

部会一覧

部会名 担当

企画

・社員総会時の講演会、フォーラムの実施、フォトコンテスト等の

企画や実施

・ジオパーク出前講座やジオカフェなど啓蒙活動の実施

・拠点施設等との連携によるコラボレーション企画の実施

研究教育

・ジオサイトの現状調査

・ジオツアーのコース開発と事前調査

・ガイドブック等の作成

・「地学リレー講演会」などセミナーの実施

・各種団体への講師派遣、講師バンクリストの作成

ジオガイド人材育成

・ジオガイド養成講座の実施とジオガイドの認定

・ジオガイド交流の実施

・スキルアップ研修の実施

・ジオガイドリストの作成

ジオツーリズム

・モニターツアーの実施

・ジオツアー商品の企画や実施

・ジオフード・ジオ商品の開発

広報啓発

・ロゴマーク、シンボルマークの普及

・ホームページや各種SNS、メディア等各種広報ツールを利用した情

報発信

・国内外における情報宣伝ブース等の開拓・設置・経営

・若年層への浸透策の策定・実施

なお、部会活動の活性化、部会参加者の拡大は課題です。ジオパークの基本計画

では企業や自治体の参画を促進するために、持続可能な開発目標（SDGs）、持続可能

な開発のための教育(ESD)、保全をテーマにした研究会または部会の新設を計画して

います。

7-4. 組織の財政基盤

協会は独立した予算・財務管理を行っています。主な収入は会員会費、富山県及

び自治体会議からの補助金、各種助成金やジオツアー等の事業収入です。これら収

入は、ジオツアーやジオガイド養成、広報普及等の活動費、他のジオパークとの交
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流経費、人件費、事務費等に充てられます。

８．立山黒部ジオパークの基本計画における４つの重点取り組み方針

基本計画の策定に当たっては、各種取り組みを行ってきていますが依然として立山

黒部ジオパークの認知度は不十分であるとの認識から、認知度の向上、参画者の拡大、

活動の活性化のために何をなすべきか議論を重ねました。その結果、立山黒部ジオパ

ークの理念と目指す姿の実現のために、本計画期間では「人材育成」「情報発信」「環

境保全」「組織強化」を重点取り組み項目として挙げ、諸施策を実施することとしました。

９. 人材育成 ～38 億年の大地の歴史に誇りを持つ人を育む～

立山黒部ジオパークには、38 億年前の日本最古の鉱物をはじめとして、貴重な地質

遺産や自然遺産、文化遺産があります。しかし、このことはエリア内の人々に広く認

知されているとは言えません。立山黒部ジオパークを理解することによって、地域に

住む人々が地元の魅力を新たに発見し、郷土への誇りを持つことを目指します。立山

黒部ジオパークでは、小・中・高校生を対象とした教育、大学生を対象とした教育、

社会人を対象とした生涯学習、ジオガイドの養成を推進します。

9-1. 小・中・高校生向け教育

地域の未来を担う子どもたちに対するジオパーク教育を推進します。

課題

複数の学校で、協会が実施するジオパーク教育を開催してきましたが、エリア内

の全学校を対象としたジオパーク教育はまだ確立されていません。また、各市町村

では、地域を学ぶ「ふるさと教育」が実施されていますが、ジオパーク教育との関

連付けがなされていないことが課題です。

施策

市町村や各学校との連携を強化し、学校教育現場でのジオパーク教育の浸透を図

ります。また、協会は標準テキストや環境教育プログラムの教材を作成し提供します。

主体毎の役割

・協会

協会独自の標準テキストや環境教育プログラムの作成と活用の推進

自治体の副読本作成におけるアドバイザーの派遣

教員向け任意参加型研修の実施

・大学

教材やプログラム作成における協力
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・企業

教材やプログラム作成事業への協力

・博物館

自然学習プログラムの実施

・自治体

「ふるさと学習」とジオパークとの連携の検討

自治体が連携する広報誌による博物館プログラムの周知

写真．ジオパーク探検隊（左・中），高校生の野外学習（右）。

9-2. 大学生向け教育

ジオパークのエリア内およびその周辺には、富山大学、富山国際大学、富山県立

大学があります。これらの大学では、多くの留学生も学んでいます。内外を問わず

学生に立山黒部ジオパークの魅力を知ってもらうこと、持続可能な地域づくりの知

識・スキルを身につけてもらうことを目指し、大学と連携します。県内での就職に

つながることやエリア内外への発信力の強化などが期待されます。

課題

個別の授業では、ジオパーク関連講座が実施されています。また、学生向けの研

修等も実施されていますが、組織的な連携体制に至っていませんので、学生のジオ

パーク認知度が高いとはいえません。

施策

大学との組織的な連携を実現します。

主体毎の役割

・協会

大学との連携の重要性を説明

・大学

ジオパーク関連講座の定例化

持続可能な開発に関する事項の講座での取り扱い、または新講座の設置

地域資源や(立山黒部)ジオパークに関する学生の研究成果の協会との共有
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写真．富山国際大学学生向け野外講座（左・中），富山大学でのジオパーク講座（右）。

9-3. 社会人向け生涯学習

ジオパーク活動を機能させるためには、地域の社会人が地域の資産や持続可能な

地域づくりを理解し、仕事や日常の活動に活かすことが不可欠です。社会人を対象

とした生涯学習や企業の社員向け研修を強化・充実させ、地域の活性化に貢献します。

課題

ジオパークを取り入れた生涯学習活動は、自治体や博物館の生涯学習で実施され

ていますが、大地の歴史、民俗、動植物など様々な分野をジオパークと関連付けし、

広く受講者を募る必要があります。また企業や各種団体においても、所属員向け研

修にこのような生涯学習を取り入れていく必要があります。

施策

より多くの場で生涯学習や社員向け研修を実施します。

主体毎の役割

・協会

公民館活動と連携した講座の実施

会員企業を中心に社員向け研修の実施

市町村エリアごとの現地集合現地解散型ツアーの実施

・博物館・学芸員

ジオパーク関連の展示

社会人向け各種講座や野外学習会の実施

・自治体、公民館

協会と連携したジオパークを取り入れた生涯学習の広報

写真．富山市民大学（左），立山カルデラ砂防博物館フィールドウォッチング（中），

黒部市中央公民館 新川ジオ散歩（右）。
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9-4. ジオガイド養成の強化

ジオガイドはジオパークに関する深い知識をもつことに加え、地域の魅力を内外

に発信する語り部でもあります。よってジオガイドは、ジオパークと人とが触れ合

う最前線で活躍しています。ジオガイド養成の体制を充実させることで、立山黒部

ジオパークの発信力強化を図ります。

課題

131 名の認定ガイド（うち 35 名は登録ガイド）を養成してきましたが、活動の場

（ツアーや研修等）が少ないこともあり、新規ガイドの養成は中断しています。ま

た、認定更新に合わせ、更新制度を制定する必要があります。

現在の認定ガイドの資格では、山岳部のガイドができないため、山岳ガイドとの

連携が必要です。

施策

ジオガイドスキルアップ研修を継続します。ジオガイド認定の更新制度を確立す

るとともに新規ジオガイド養成のための講座を再開します。また、既存の山岳ガイ

ドがジオガイドとしても活躍できるように、山岳ガイドを対象とした講座を行います。

主体毎の役割

・協会

ジオガイドスキルアップ研修の継続

ジオガイド認定の更新制度の整備

ジオガイド養成講座の再開

山岳ジオガイドの認定制度の整備

ジオガイドのスキルアップのための活動機会の増大

・博物館・学芸員、大学

スキルアップ研修や養成講座の講師を担当

ジオガイドの学術的なサポート

写真．ジオガイド養成講座現地研修（左・中），ジオガイド認定式（右）。
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１０．立山黒部ジオパークのジオストーリー（多面的な魅力）を国内外に発信する

立山黒部ジオパークには魅力的なサイトが多数あり、多くの人が訪れています。し

かし、サイトを訪れた人が見るものは断片的であり、サイトにおける地球の歴史や近

隣に住む人々の暮らしとの関係、近くの魅力あるサイトの存在などは、訪れただけで

はわかりません。訪れた人に、より満足していただくため、サイトごとに、地球の歴

史や、他のサイトとの関連などがどのように人々の暮らしとつながっているのかを示

すジオストーリーを分かりやすく伝えます。

10-1. 物による発信

物による発信は、人による発信と比べ、より広く多くの人に伝えることに適した

方法です。看板やパンフレット、展示物のほか、インターネットや最新技術による

発信を含みます。

①データベースシステム開発と活用

ジオサイト等の諸情報を含む汎用性の高いデータベースシステムを構築します。

Web からデータベースにアクセスし、書き込みが可能な仕組みを構築します。また

更新された情報が Web に反映される仕組みを構築します。これらの構築によって、

利用者はサイトの学術的価値や最新情報の入手が可能となります。このデータベー

スシステムを活用し、ジオサイト等の保全に必要な対策を迅速に検討します。

課題

現在のデータベースよりも多くの情報を扱うオンラインのデータベース構築には、

高い技術力と開発コストがかかります。

施策

大学の研究者と連携し、計画的に実現します。

主体毎の役割

・協会

データベースの開発

サイト情報を自治体など関係者に提供

・企業

システム構築の技術の提供

リンク等による情報発信

・大学

基本構想・設計の協力、システム開発企業との調整

・自治体

サイト情報に基づく必要な保全対策の検討

リンク等による情報発信
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②看板整備

看板は来訪者に立山黒部ジオパークを発信するツールです。その目的により以下

の５つに分類されます。

種類

歓迎看板 ジオパークに来たことを実感してもらうための看板

総合案内看板 ジオパーク全体の特徴や、どこに何があるかを示す看板

エリア案内看板 総合案内よりも狭い範囲で、特徴や何があるかを示す看板

誘導看板 サイトまでの道を示す看板

解説看板 サイトの価値やジオストーリーを示す看板

課題

サイトには、ジオパークになる以前から、看板が設置されている場所もあります

が、デザインは共通していません。

施策

デザインを統一し、立山黒部ジオパークを視覚的に認識できるようにするととも

に、ジオストーリーを発信することで、一つのサイトから広がりつながる物語を体

感できるようにします。課題である既存看板は、改修時期に合わせて、統一デザイ

ンに更新していきます。

自動販売機のラッピングを利用する等、発信手段を多様化します。

主体毎の役割

・協会

統一デザインのコンセプト、フォーマットの作成

駅など公共性の高い場所の自動販売機のラッピング推進

・企業

自動販売機のラッピング協力

看板設置の協賛

・自治体

看板の設置や改修

・研究者・学芸員

ジオストーリーの裏付け

③パンフレット作成

パンフレットは、来訪者はもとより、まだ訪れたことのない人へも立山黒部ジオパ

ークを発信することができるツールです。その目的により以下の２つに分類されます。

種類

総合パンフレット ジオパーク全体の特徴を示すパンフレット

ガイドマップ どこに何があるかを示すパンフレット
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課題

現在発行しているパンフレットでは、エリア中の各サイトのおおまかな場所を示

していますが、そのパンフレットに記載の地図だけでは辿り着けないとの指摘を受

けています。

県内の観光案内所やその他施設での配布を行っていますが、県外へ向けた配布は

できていません。

施策

看板の統一デザインを考慮し、連携した見せ方にします。また、訪れたことのな

い人が、行ってみたいと思ってもらえるよう配慮します。

他のジオパークとの連携を通し県外向けに配布します。

主体毎の役割

・協会

パンフレットの作成、配布

・自治体

パンフレットの配布

・企業

広告協賛、配布

④拠点施設等での展示

多くの人々が訪れる場所での発信です。

種類

駅、空港 来訪者が降り立つ、交通の拠点となる場所

拠点施設 ジオパークの拠点となる場所

課題

駅、空港では展示できる空間を確保することが難しく、ようやく一部の駅と空港

で確保できたところです。

立山黒部ジオパークの全体を紹介する拠点施設は一部に限られています。また協

会と連携した事業の展開も十分ではありません。

来訪者の効率的なエリア内の移動を支援する観点から、一部の拠点施設では施設

からサイトへ誘導する展示をしていますが、このような拠点を増やす必要があります。

施策

自治体の協力を得て公共スペースでの可視化を図ります。

有料広告スペースの活用を検討します。

公共性の高い場所で地図等によりエリア全体を見せる展示をします。

展示から、サイトへの誘導の強化を図ります。
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主体毎の役割

・協会

駅、空港などの公共施設での展示

自治体との連携強化

博物館等の連携強化、全体展示の提案

・博物館

連携強化、全体展示の検討・実施

・駅、空港

展示空間の確保

写真．パンフレット（左・中），黒部市地域観光ギャラリーの展示（右）。

10-2. 人による発信

人が説明することによる発信は物による発信と比べ、相手のニーズを把握しなが

ら個別に対応することが可能です。ジオガイドによるツアーが主となります。

一方、映像を活用することも効果的な発信方法といえます。

①ツアー実施

ツアーではジオガイドが、ジオストーリーを語ります。ツアー参加者が理解しや

すいよう、ジオストーリーに合わせたコース設定が必要です。

課題

ツアーを実施していますが、実施件数は少なく、定例化できていません。

旅行業法により協会が交通機関を使ったツアーを実施できず、現地集合現地解散

ツアーを実施しています。

施策

旅行業者と連携しツアーを強化し、併せて定例化を推進します。

現地集合現地解散型のツアーを継続して実施します。（9-3 再掲）

主体毎の役割

・協会

魅力的なコース設定、ツアー広告、ツアーの実施

映画など映像鑑賞の場の組み入れ
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・企業

ツアーの広告、実施

②ジオガイド

ジオガイドの役割は、解説看板では伝えきれないジオストーリーの細部を含め

ツアー参加者の興味を引き出しながら伝えることです。そのためジオガイドには、

知識も必要ですが、それと同等にツアー参加者の興味を読み取るスキルが必要とな

ります。

課題

ガイドする機会が少ないため、ジオガイドの意欲低下を招いています。

サイトとその周辺におけるガイド研修を行っていますが、ツアーと連動した研修

とはなっていません。また、ガイドスキルを磨くことに特化した研修も課題です。

施策

ツアーと連動した研修を実施します。

ガイドスキルに特化した研修を実施します。

主体毎の役割

・協会

研修機会の提供

写真．氷河眺望ツアー（左），黒薙温泉ツアー（中），河岸段丘ツアー（右）。

１１．立山黒部ジオパークのジオサイトの保全と保全意識の醸成

自然の保全は持続可能な地域づくりの前提です。ジオパークでは地質遺産や自然

遺産を保全しながら、教育や観光などに活用します。立山黒部ジオパークの一部は

国立公園や県立公園などに指定されており、当該地域は法的に保護されています。

また、いくつかのジオサイトでは、博物館が保全を行っています。しかし、保全を

確実にするためには地域住民や来訪者向けの保全思想の普及も重要です。
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11-1. 保全意識の醸成

地域の地質遺産や自然遺産を守るためには、地域住民や来訪者に保全意識を浸透

させることが必要です。

課題

ツアーや各種講座等を通じ、自然遺産や地質遺産の価値を伝えていますが、保全

に踏み込んだ活動としては十分とはいえません。

施策

学校や拠点施設で行われるジオパーク教育や、関連ツアーでの解説を通して、自

然遺産の保全意識を普及します。また、ジオパーク看板やパンフレット等でも注意

喚起を促します。

主体毎の役割

・協会

Web で書き込みできる双方向型のデータベースの構築（10-1-①再掲）

保全の説明書の作成

協会主催の各種講座やツアーで保全の重要性や注意事項等を説明

ジオパーク看板やパンフレットに保全のための注意事項を記載

ジオサイトが被害を受けた場合、現状や復旧に関する情報の発信

・自治体

保全に関する説明書などの配布、活用

・博物館・学芸員

博物館の講座、野外学習会で保全の重要性の解説

11-2. ジオサイトの保全活動

自然遺産を守るためには、思想の普及のみならず適切な保全活動を行う必要があ

ります。

課題

露頭の保護・保全や定期的な清掃活動などの活動が行われているジオサイトは一

部です。行政による法的な保護や、地域住民による環境美化活動等の保全活動は行

われていますが、協会独自の活動は行えていないことから、これら各種団体との連

携が課題です。

また、ジオサイトの状況を協会としては把握できていません。

施策

ジオサイトのデータベース（ジオサイトカルテを兼ねる）にジオガイド、会員、

博物館・学芸員、研究者、各種団体が最新のサイト情報と書き込み情報を更新しま

す。その情報を保全に活用します。
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主体毎の役割

・協会

ジオガイド、会員、博物館・学芸員、研究者、各種団体と連携したサイトの状

況の把握

ジオサイト毎の状況を把握したカルテの作成

データベースによるサイト情報の更新（10-1-①再掲）

保全部会の新設と必要な対応

・博物館・学芸員、研究者

ジオサイトの保全活動を継続

保護・保全部会への参加

・自治体

保護・保全部会への参加

写真．地下水を用いた埋没林の保全（左），一般非公開の恐竜足跡化石群露頭（中），

沢スギの保全活動（右）。

11-3. 保全のための法的保護など

立山黒部ジオパークは、自然公園法に基づく国立公園（１地域 76,431 ha）、県立

公園（４地域 29,833 ha）、県定公園（７地域 10,831ha）、県自然環境保全地域（８

地域 295 ha）の計 20 地域 117,390 ha を含んでおり、複数のジオサイトがこれらの

範囲に存在します。

また、文化財保護法で保護されているものもあります。

課題

上記以外で法的に保護されていないサイトが存在します。

施策

サイトの状況を随時確認し保全部会で必要な対応を検討し、自治体等と協議します。

主体毎の役割

・協会

保全部会での必要な対応の検討と自治体等との協議
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・自治体

法的保護の必要性を検討

11-4. 防災と減災のための事業

防災・減災に対する取り組みはジオパークの重要な活動のひとつに位置づけられ

ています。特に変動帯に位置する日本では地震や火山の噴火が多く発生します。ま

た、山と海が近接する地形的な特徴と多雨多雪の気候により土砂崩れ、洪水、土石

流の発生の頻度が高く災害の危険性は高いと言わざるをえません。とりわけ立山黒

部ジオパークにおいてはこの特徴が際立っており、防災・減災のための知識や避難

行動への備えが重要です。

立山黒部ジオパーク内の自治体、地域住民、企業などと共に、防災・減災のため

の知識や理解を深め、自然現象による被害を最小限に抑える地域づくりをする必要

があります。立山黒部ジオパークはその一翼を担っていきます。

課題

他団体との連携により防災啓発事業を実施していますが、協会独自の体系だった

ものはありません。

施策

協会独自の防災学習会を実施するとともに、県、博物館、大学、企業やその他の

団体との連携や後援で防災知識・意識の向上に努めます。

主体毎の役割

・協会

防災学習会の実施

既存の防災活動との連携・後援および会員への周知

・市町村、県、博物館、大学、企業やその他の団体

防災関連事業の実施

１２．民間主導で持続可能な経営基盤を整備する

立山黒部ジオパークでは、地域住民・企業・自治体・博物館・学校・研究機関など、

さまざまな組織にジオパーク活動への参画を促しています。それぞれの団体はジオパ

ーク活動を推進していますが、横のつながりを強化することでより多様な活動を展開

していきます。各種団体との連携を図るに当たって中心的な役割を担っているのが協

会です。協会は他のジオパークにはない民間主導で設立された団体だからこそ、民間

の活力を引き出してジオパーク活動を推進していくことが求められています。



19

12-1. 立山黒部ジオパークのネットワークづくり

課題

地質遺産を守り活かしていくことによって持続可能な開発を目指すというジオパー

クの意義を、会員はじめ各種団体と共通認識をもつ必要がありますが、まだ十分では

ありません。今後、立山黒部ジオパークとして活動していくためには、各種団体との

連携を強化し、それぞれの役割を明確にすることが重要です。

施策

部会活動を活性化させ、会員や関係団体の参画を促進します。

新たな重要テーマ（候補：持続可能な開発目標3、持続可能な開発のための教育4）

の研究会の新設または他団体との連携を図ります。

各種団体の関連する既存の活動に協会として協力・参画します。

各種団体との連携協定の締結を促進します。

主体毎の役割

・協会

部会の開催

既存活動への参画、連携

連携協定の締結

・自治体

部会への参画

・大学・研究者

部会への参画・助言

・教育機関

部会への参画

・企業

部会への参画

3 Sustainable Development Goals: SDGｓ
4 Education for Sustainable Development : ESD
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12-2. 健全な財政基盤の構築

課題

協会を健全に運営していくため、財政基盤を整えることは必須です。現状では、

会員の会費収入、自治体からの助成金、ツアーなどの事業収入等で運営しています

が、まだまだ十分とは言えません。

施策

収益の見込まれるツアーの実施やジオパーク関連商品の開発、新規会員の加入に

向けた取り組みに注力します。

主体毎の役割

・協会

会員拡大、各種助成金の活用、ツアーの企画・ガイド派遣、商品の共同開発、

出版物の作成

・企業

事業への協賛、講師やガイドの活用、商品の共同開発、出版物の販売協力

立山黒部            



21

・自治体

助成金による支援、国、県、その他団体の補助金に関する情報提供、委託事業

の発注、講師やガイドの活用、出版物の活用

１３．その他の取り組み

13-1. ネットワークへの貢献と国際貢献

各ジオパークには相互に経験や知識を共有し高め合うネットワーク活動を重視す

ることが求められています。地域での活動を活性化・発展させ、他のジオパークに

も参考となる経験や知識を蓄積し、提供していくことが重要です。

ネットワーク活動を推進するための組織として、国内には日本ジオパークネット

ワーク5、アジア太平洋地域にはアジア太平洋ジオパークネットワーク6、世界組織と

して世界ジオパークネットワーク7があります。

ユネスコ世界ジオパークを目指すジオパークには、申請する１年以上前からユネ

スコ世界ジオパークと同等の活動と、合わせて世界ジオパークネットワークに対す

る貢献を求められています。

また、ユネスコ世界ジオパークには国際貢献の観点から、発展途上国でジオパー

クを設立しようとする地域に対する支援も求められています。

課題

日本ジオパークネットワークの大会に参加していますが、発表や分科会の企画は

行っていません。従って、ネットワークに対する貢献は不十分です。国際貢献も出

来ていません。

施策

日本ジオパークネットワークの国際連携ワーキンググループでの貢献を重ねつつ、

立山黒部ジオパーク内での活動を活性化させ、国内、海外のジオパークにとっても

参考となる活動を蓄積し、提供していきます。

世界申請には隣接問題（特記事項参照）を解決する必要があります。そのために

は多様な研究者の知見が必要であり、大学との連携を進めます。

主体毎の役割

・協会

日本ジオパークネットワーク国際連携ワーキンググループにおける活動での貢献

学生を帯同しての、アジア太平洋ジオパークネットワークの大会への参加と活

5 Japan Geoparks Network:JGN
6 Asia Pacific Geoparks Network:APGN
7 Global Geoparks Network:GGN
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動発表

学生を帯同しての、世界ジオパークネットワークの世界大会への参加と活動発表

・大学、研究者

隣接問題の解決策を共同研究

（特記事項）

立山黒部ジオパークは糸魚川ユネスコ世界ジオパークに隣接しています。

2017年に立山黒部ジオパークが世界申請した際に、糸魚川ユネスコ世界ジオパ

ークと隣接していることは立山黒部ジオパークにとって、ユネスコ世界ジオパー

クを目指すうえで高いハードルとなることを指摘されました。ユネスコ世界ジオ

パークとなるためには、隣接しながらも単独のジオパークとして運営する合理性

やメリットについて、申請までの間に日本ジオパーク委員会やユネスコに十分理

解されているよう努めます。

１４．行動計画

別紙

download_02.pdf
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当計画は立山黒部ジオパーク基本計画策定委員会により原案が提示され、意見聴取など所

定の手続きを経て策定されました。

委員会の構成員と開催状況は以下のとおりです。

構成員

委員長 水嶋 一雄 当協会幹事

日本大学文理学部 教授

黒部川扇状地研究所 所長

委員 飯田 肇 当協会理事 企画部会長

富山県立山カルデラ砂防博物館 学芸課長

委員 今井 喜義 当協会理事 広報啓発部会長

株式会社スカイインテック 代表取締役社長

委員 大塚 憲一 当協会 ツーリズム部会員

株式会社トラバース 代表取締役

委員 大西 宏冶

富山大学人文学部 准教授

委員 岡田 敏美 当協会理事 広報啓発部会員

富山県立大学 名誉教授

委員 岡野 博司

滑川市総務部企画政策課 課長

委員 小川 洋道

朝日町企画調整課 課長

委員 佐々 裕成 当協会理事 副会長

ＹＫＫ株式会社 特別顧問（いずれも策定時点）

委員 津嶋 春秋 当協会幹事

株式会社アーキジオ 代表取締役社長

委員 松島 吉信

富山県総合政策局 参事・企画調整室課長

委員 山瀬 孝 当協会幹事

株式会社ジェック経営コンサルタント 代表取締役社長

敬称略、五十音順（委員）

開催状況

第 1回 平成 29 年 10 月 ２日

第 2回 平成 29 年 10 月 10 日

第 3回 平成 29 年 10 月 17 日

第 4回 平成 29 年 11 月 13 日

第 5回 平成 29 年 12 月 11 日

第 6回 平成 30 年 ２月 15 日


