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　今秋、10月６日～８日にかけて開催いたしました『第９回日本ジオパーク全国大会・

アポイ岳（北海道様似町）大会』に際しましては、町内外から多くの皆様にご参加いただ

くとともに、様々な場面でご協力をいただき、盛会のうちに幕を閉じることができました。

厚くお礼申し上げます。

　北海道の10月といえば、山の上では冬の足音も聞こえるかという寒い季節です。アポ

イ岳の麓、様似町に集っていただいた1,000人以上の参加者・スタッフは、そんな寒さも

吹き飛ばすほど熱く語り、そして楽しく充実した交流をしていただけたことと思います。

今回の大会は、日本にジオパークが誕生して10年という節目の年ということを念頭に置

き、これまでの大会の素晴らしい流れを継承しつつも、分科会の議論を深める『プレツアー』

や『口頭発表』など、新たな試みを加えさせていただきました。そして、最も挑戦的な試

みであったのは、人口4,000人台の小さなまちで全国大会を受け入れたことだと思います。

会場、宿泊場所、移動手段はもちろん、プレツアーなど全てを様似町だけで確保すること

は到底無理であり、周辺のまち、そして北海道内ジオパークのみなさんなどにご協力をい

ただきながら、企画・運営させていただきました。参加されたみなさんには、大変なご不

便をおかけしたこともあるかと思いますし、至らぬ点も多々あったかもしれません。しか

し、アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク、そして北海道の素晴らしさをお伝えできたと思っ

ていますし、洗練されたものではありませんでしたが、様似らしい温かみのある“手づくり”

のおもてなしができたと自負しております。参加されたみなさんには、ぜひ、この３日間

で感じたこと、気づいたことなどを、今後のジオパーク活動にお役立ていただきたいと考

えておりますし、本報告書もその一助になれば幸いです。

　最後になりますが参加された地域、そしてみなさんの今後のご多幸を祈念するととも

に、ぜひ、次の機会には暖かい季節の花のアポイ岳にお出でいただき、今回とは違う“顔”

のアポイ岳ユネスコ世界ジオパークをお楽しみいただければと思います。お待ちしており

ます！

第９回日本ジオパーク全
国大会・アポイ岳（北海道
様似町）大会実行委員会
実行委員長（様似町長）

坂下 一幸

未未未未来来来来へへへへととととつつつつななななががががるるるる３３３３日日日日間間間間にににに！！！！
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大会名称 第９回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳（北海道様似町）大会

会　　期 平成30年10月６日（土）～８日（月）
　６日：開会セレモニー／基調講演／ポスターセッション／オーラルセッション／ブース展示／

分科会／大交流会／北海道150年特別展/地元物産展ほか
　７日：分科会／ポスターセッション／オーラルセッション／ブース展示／北海道150年講演会／

体験ワークショップ／地元物産展／パネルディスカッション／閉会セレモニー／
ポストジオツアーほか

　８日：ポストジオツアー（アポイ岳ＵＧＧp）
※３日～５日にかけて、アポイ岳以外の道内ジオパークにおける「プレジオツアー（分科会事
前巡検）」、ＪＧＮ各種会議を実施

主　　催 第９回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳（北海道様似町）大会実行委員会
　【実行委員会】 様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会／洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会／白滝

ジオパーク推進協議会／三笠ジオパーク推進協議会／とかち鹿追ジオパーク推進協
議会／十勝岳ジオパーク推進協議会／上川中部地域ジオパーク構想準備会／様似建
設協会／様似町食育協議会／様似町交通安全指導員協議会／様似民族文化保存会／
浦河高等学校／浦河町／えりも町／広尾町

オブザーバー：北海道日高振興局／札幌方面浦河警察署
一般財団法人 自治総合センター

共　　催 特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク／日本ジオパーク委員会

後　　援 北海道／北海道開発局室蘭開発建設部／北海道運輸局／北海道新聞苫小牧支社／日高報知新聞社／朝日
新聞北海道支社／読売新聞北海道支社／毎日新聞北海道支社／日本経済新聞社札幌支社／十勝毎日新聞
社／苫小牧民報社／ＮＨＫ室蘭放送局／ＨＢＣ北海道放送／ＳＴＶ札幌テレビ放送／ＵＨＢ北海道文化
放送／ＴＶｈテレビ北海道／ＨＴＢ北海道テレビ／ＥＳＤ活動支援センター／北海道ＥＳＤ活動支援セ
ンター

協　　賛 北海道地図株式会社／サッポロビール株式会社北海道本社／株式会社ＡＩＲＤＯ／様似建設協会／様似
ロータリークラブ

協　　力 環境省北海道環境パートナーシップオフィス／一社）浦河観光協会／えりも観光協会／広尾町観光協会
／Ｈｉｄａｋａおもてなし部会／日高信用金庫／北洋銀行浦河支店

事 務 局 第９回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳（北海道様似町）大会実行委員会事務局（様似町商工観光課内）
〒058-8501 北海道様似郡様似町大通１丁目21

会　　場 メイン会場／様似町中央公民館（北海道様似郡様似町大通１丁目21）
大交流会等会場／様似町スポーツセンター（北海道様似郡様似町大通１丁目21）
分科会会場／様似町中央公民館、様似中学校、様似小学校、幼児センター、東様似生活館、

様似町保健福祉センター
ポスターセッション・ブース展示会場／様似町第２体育館（北海道様似郡様似町大通１丁目25－１）
オーラルセッション会場／様似図書館

開開開開催催催催概概概概要要要要
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13：30～15：00 ＪＧＮ事前相談会
　世界ジオパーク推薦希望地域（中央公民館会議室）
　日本ジオパーク認定希望地域（中央公民館小ホール）

15：30～17：30 ＪＧＮ運営会議（東様似生活館）
17：30～19：00 懇親会（東様似生活館）

10

大会前日
5金

分科会の事前巡検に位置づけたプレジオツアー（洞爺湖有珠山、白滝、三笠、とかち鹿追ジオパーク）10 3水～5金

10：00～11：15 開会セレモニー（中央公民館文化ホール・小ホール）
■アイヌ古式舞踊（様似民族文化保存会）
■主催者・共催者あいさつ

実行委員会実行委員長（様似町長）　坂下 一幸
　　日本ジオパークネットワーク理事長（糸魚川市長）　米田 徹
　　日本ジオパーク委員会委員長（東京大学名誉教授）　中田 節也
■歓迎あいさつ

北海道副知事　　阿部 啓二 様
■来賓紹介・あいさつ

「ジオパークによる地域活性化推進議員連盟」幹事（参議院議員）　長谷川 岳 様
　　衆議院議員　　堀井 学 様
■ＪＧＮ認定証授与

島根半島・宍道湖中海ジオパーク／萩ジオパーク
■ＪＧＮ表彰

表彰状　　久保　 雄 様
　　感謝状（特別功労賞）　北海道地図株式会社 様

10：00～17：00 ポスターセッション・ブース展示（第２体育館）
10：00～21：00 北海道150年特別展（中央公民館ギャラリー21）
11：00～15：00 地元物産展（中央公民館前駐車場）
11：15～12：20 基調講演（中央公民館文化ホール・小ホール）

「ジオパークの魂～世界ジオパークネットワークの活動～」
 　世界ジオパークネットワーク協会会長、ギリシャ・エーゲ大学教授　ニコラス・ゾウロス 氏
13：00～13：30 中高大生ポスターセッションコアタイム（第２体育館）
14：00～16：00 分科会（様似小学校ほか）
14：00～16：00 オーラルセッション（様似図書館視聴覚ホール）
16：30～17：00 ポスターセッションコアタイム（第２体育館）
17：30～19：30 大交流会（様似町スポーツセンター）

10

大会１日目
6土

9：30～12：00 分科会（様似小学校ほか）
 9：30～12：00 オーラルセッション（様似図書館視聴覚ホール）
10：00～12：00 北海道150年記念講演会（中央公民館文化ホール）

　「アイヌ語から見えるアイヌの世界観～ゴールデンカムイの世界より～」 千葉大学教授　中川 裕 氏
　「北海道の長い歴史～そのなかの『北海道150年』～」北海道博物館学芸主幹　池田 貴夫 氏

10：00～12：00 ポスターセッション・ブース展示（第２体育館）
10：00～16：00 北海道150年特別展（中央公民館ギャラリー21）
10：00～12：00 体験ワークショップ（様似町スポーツセンター）
11：00～15：00 地元物産展（様似町役場１階玄関ホール）
13：00～14：30 パネルディスカッション（中央公民館文化ホール・小ホール）

コーディネーター　目代 邦康 氏
栗原 憲一 氏

　パネリスト　　　　渡辺 真人 氏　　沼倉 　誠 氏
下村 　圭 氏　　白井 孝明 氏
小林 弥生 氏　　黒井 理恵 氏

14：30～15：00 閉会セレモニー（中央公民館文化ホール・小ホール）
　大会宣言　実行委員会実行委員長（様似町長）　坂下 一幸
　次回開催地あいさつ
　　おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会会長（豊後大野市長）　川野 文敏 様
　閉会にあたってのお礼
　　様似中学校３年　　附田　颯汰さん　金子　里桜さん

15：30～ ポストジオツアー出発

10

大会２日目
7日

終日　 アポイ岳ユネスコ世界ジオパークとその周辺を巡るポストジオツアー
10

大会３日目
8月

大大大大会会会会ププププロロロロググググララララムムムム
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