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SPECIAL THANKS（順不同・敬称略）

本シンポジウムにご参加・ご協力いただいたすべての皆様、誠にありがとうございました。
もっと、そして、ずっと、皆様と共に島原半島を未来へ引き継いでいくための取組みを続けて参ります。

島原半島の「笑顔」「誇り」「幸せ」を
もっと、そして、ずっと

あなたの好きな場所や

　ふるさとの誇りはなんですか？



●火山都市国際会
議（2007年 島
原市開催）をきっ
かけに島原半島
ジオパークの活
動 が 始 まり、翌
年2008年に日本ジオパーク、2009年に世界ジオパー
クに認定された。

●第5回ジオパーク国際ユネスコ会議（2012年島原半島
開催）の際には、前年に発生した東日本大震災を踏まえ
た「島原宣言」が採択され、「防災」がユネスコ世界ジ
オパークのガイドラインに反映されることとなった。

●島原半島ジオパークは多様に活動しており、特に防災教
育については世界的に見ても優れている。姉妹提携によ
る交流も評価すべき点である。

●日本ジオパーク再認定審査（2016年）では、地域全体
で情報が共有されていないことや前回の審査からの課題
であるガイド団体が組織化できていないこと等が指摘さ
れ条件付き再認定を受けた。審査を行った日本ジオパー
ク委員会は翌年の世界審査に向け活動を活発化させるた
め、前向きな思いで条件付き再認定という結果を出した。

●地域の皆で「何のためにジオパークをやるのか」につい
て対話することが重要。今回のような機会も含め、対話
は始まっていると思うが不十分。

●ジオパークの波及効果を測る地域が元気になれるような
指標（観光、産業）が必要。ターゲットや戦略を再考す
ることも効果的。

●島原半島ジオパークの価値を再認識し、共有し、売れる
独自のストーリーを作ることが重要。さらに、価値を差
別化したうえで世界に売り込む必要がある。

●特に島原半島への来訪が少ない外国人をターゲットに、
モニタリングや情報交換を通して、マーケティング戦略
を練り直すことが重要。

島原半島ジオパークの
「これまでとこれから」

講演者 ： 中田 節也 （日本ジオパーク委員会委員長）

基調講演

1

■概要

ジオパークの上手な使い方
講演者 ： 齊藤 清一 （日本ジオパークネットワーク事務局長）

基調講演

2

1952年富山県城端町（現：南砺市）生まれ。九州大学
時代に雲仙普賢岳噴火の観測研究を行い、その後、東
京大学にうつり雲仙科学掘削を主導した。2007年火山
都市国際会議、2012年ユネスコ世界ジオパーク会議の
島原開催に尽力。2008年から日本ジオパーク委員会に
関わる。現在、防災科学技術研究所火山研究推進セン
ター長、東京大学名誉教授。

1965年新潟県糸魚川市生まれ。糸魚川市職員。米田徹糸
魚川市長の突然の命により、2009年1月から糸魚川市東京
事務所長兼日本ジオパーク連絡協議会事務局となり、ジオ
パークの世界に引き込まれる。以降、日本ジオパークネット
ワーク（JGN）の設立及び法人化等により組織体制を構築
し、ジオパーク活動をソーシャル・ガバナンスの実践と位置づ
け、人と人をつなぐネットワーク活動を推進している。

■講演者プロフィール ■講演者プロフィール

●ジ オ パ ー ク は、
地域が目指すも
のをどのように実
現するかを自己
決定できる仕組
みである。

●ジオパークを推進する協議会は、観光や教育、防災など、
異なる目的を持った様々な団体が集まっている。それぞれ
の担当分野でジオパーク活動を行うことになるが、組織一
体となって活動できていないことが多い。その原因は、他
所のことには口を出さず波風を立てないという悪しき慣習で
ある。

●日本ジオパークネットワークは、理事会や事務局長会議の他
に、運営会議やワーキンググループを作って、様々な人が
議論に参加しやすい運営をしてきた。この体制を実践するこ
とで、ネットワークが発展してきた。

●上下の関係やルールが明確な官僚制と、目的は共有しつつ
も水平的な緩いつながりを持つネットワーク型の組織体制と
があり、それぞれの強みを上手に使うことが組織運営には
必要と考えている。

●ジオパーク活動の有効性や地域資源を認識・確認し、地域
課題と方向性を共有することは重要。

●最近の調査によると、ジオパーク活動の取組目的第1位が
「交流人口の拡大、観光拠点づくり（67.5%）」から「地域
づくり、郷土愛の醸成（63.4%）」に変化していることは注
目すべき点。

●協議会の使命は、「対話による地域“納得解”の発見」。 “最
適解”でなくても、お互いが納得できるまで対話をすること
が重要。

●ジオパーク活動は、「地域活性化の要件」をすべて満たして
いる。まずは、多くの人がジオパーク活動に参加してほし
い。そして、地域のことや自分のことについて、納得いくま
で対話してほしい。

■概要

基調講演

　私たちが暮らす島原半島には、地球の活動によって作り出された貴重な地形や地質、ダイナミックな景観があり、
この地域で育まれた独自の歴史・文化・人々の暮らしが「地域の遺産」として、受け継がれています。
　ジオパークは、「地域の遺産」を、この地域にあった方法で守り、楽しみながら、次の世代に伝えていくことを目
的として活動しています。
　2018年、島原半島ジオパークは日本ジオパークとして活動を続け、10周年を迎えました。今回のシンポジウム
は、これまでの10年を見つめなおし、これからの島原半島の未来を考えるきっかけとして開催しました。シンポジウ
ムの最後には、分科会で交わされた意見をもとに、「笑顔」「誇り」「幸せ」があふれる島原半島の未来を創り出す
ための基本理念を掲げました。

島原半島の未来をみんなで考えよう！

■開催概要
名　称：日本ジオパーク認定10周年記念シンポジウム
　　　　～島原半島の未来をみんなで考えよう～
会　期：2018年11月10日（土）～ 11日（日）
主　催：島原半島ジオパーク協議会、長崎県
共　催：島原市、雲仙市、南島原市
後　援：日本ジオパークネットワーク、日本ジオパーク委員会、
　　　　（一社）島原半島観光連盟、（公財）雲仙岳災害記念財団
会　場：島原復興アリーナ サブアリーナ
　　　　（長崎県島原市平成町２番地１）
　　　　※ジオツアーは、3コースに分かれて島原半島の各地で実施。

その他：がまだすドームにて「島原半島ジオ・マルシェ」が同日開催。

11
月
10
日（
土
）

10：30～11：00
11：00～11：10
11：10～11：40
11：40～12：10
12：10～13：30
13：30～16：00
16：10～16：40
16：45～17：00
17：00～17：10

受付
開会／主催者挨拶 など
基調講演①
基調講演②
昼休憩
分科会
高校生研究発表会
分科会報告
閉会／大会宣言 など

■タイムスケジュール
11
月
11
日（
日
）

島原半島を楽しむ
ジオツアー
●集合（解散）場所／
　島原復興アリーナ駐車場
●受付／8：30～8：50   
●出発／9：00 
●終了／12：00（解散）  
●参加費／お一人様 1,000円
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■概要
　UNZEN△FESや雲仙仁田峠プレミアムナイトなどの活動を通して、「地域発の日本づくり」
に取組んでいる。その中で、地域に住む人が、地域をしっかり見つめて地域を作っていくこ
とが大切であり、未来を作るのは「人」であると感じた。ジオパークは、地域住民が地域の
遺産を保護しようとする意識をもたらすだけでなく、地域を誇り、その素晴らしさを外部に発
信しようとする意識を生み出すものである。この分科会では、人と人をつなぎ、地域を元気
にするまちづくりをテーマとして、ジオパークと地域の未来を考える場とした。

■話し合ったお題
「人と人をつなぎ、地域を元気にするまちづくり」

【主な意見】
◎自分たちで考え、対話することが大切。
◎自分たちが地元を知って、色んな人と対話し、伝えていくことが大切。
◎伝える時には、その場所やモノが持つストーリーを伝えることが大切。
◎地域の中で、つながりが希薄になっている。お節介が出来る人を育てる。
◎人が集まる場所が大切。つながるきっかけを生む。
◎年齢を超えたつながりがない。様々なネットワークをつなげ、色々な話を聞いてみたい。
◎地元の良いところを大切にして、伝え・繋げていくためには、積極的に地域活動に参加す

ることが大切。
◎小さい頃から自然などとの触れ合いの場を増やす。

■まとめ（分科会報告より）
◎地域にある様々なネットワークをつなげ、色んな人と対話することで、地域に関するストー

リーや新たな魅力を知るきっかけとなる。そのためには、人が集まる場所や機会が大切。
まちづくりに必要なキーワードは「人」であることを実感した。

◎ここに住む私たちが、島原半島にある地域の本来の魅力や価値をもっと知り、地域を支える
活動につなげることで、ずっと人が住み続ける地域となり、この地域が守り継がれていく。

コーディネーター ：市来 勇人
（㈱FUTURE CITY 代表取締役）

オブザーバー      ：齊藤 清一
（日本ジオパークネットワーク事務局長）
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■概要
　島原半島は、火山噴火に限らず、地震や集中豪雨など、様々な自然現象が発生する場所で
ある。この地に暮らす人はこれらの自然現象と対峙し、時に発生する自然災害を乗り越えてき
た。よってこの地域でもっと、そして、ずっと生活を営んでいくためには、地球のことや島原
半島で起きた過去の自然災害を知り、その経験を後世に正しく伝えていくことが必要不可欠で
ある。この分科会では、自然災害への対策に加え、未来の地域や地球の事を考える場とした。

■話し合ったお題
１．自然災害に対し、普段どのような備えをしていますか？
【主な意見】
◎防災キャンプ、仮想避難体験に参加する。　　◎水を備蓄する。
◎24時間電気のない状態で過ごしてみる。

２．これまで、防災に関する取り組みをしてきましたか？ 
【主な意見】
◎周辺の地形や天気予報に関心を持つ。　　◎避難所開設訓練に参加する。
◎噴火災害の体験から、自分の命は自分で守らなければならない事を観光客に伝えている。

3．子どもや孫が、幸せに笑顔で暮らせるようにするために
　 何ができるでしょうか？
【主な意見】
◎雲仙岳で過去に発生した災害を知らない人たちや、次世代の子ども達に、
　その時の知見を正しく伝承していく。
◎子供が過去の自然災害の事を学べる機会をこれまで以上に増やす。
◎地域間の連携、特に大人たちの連携をしっかりとする。

［最後に］
◎私たちは地球に暮らす地球人である。私たちがした何

気ない行為が、他の国や他の動物に深刻な影響を与え
ているかもしれない。地球温暖化への対策や環境保全
の重要さを、もっと私たちは認識しなければならない。

■まとめ（分科会報告より）
◎次世代がこの地で幸せに楽しく暮らしていくためには、地域間で対話や交流を重ね、地域

のことをよく知ることが大事である。多くの人同士で地域のことを語り継ぎ、郷土愛の醸
成や防災意識の向上を図り、この地域に住み続ける人を育成する。

コーディネーター ：前田 尚美（（一社）島原青年会議所 地域力確立委員会委員長）
 ：大野 希一（島原半島ジオパーク協議会 事務局次長）

オブザーバー　　：中田 節也（日本ジオパーク委員会 委員長）
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　「まちづくり」「防災・教育」「ツーリズム」をテーマとした３つの分科会に分かれ、グループ内での
対話を通し、参加者の皆さんで島原半島の未来について語り合いました。
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■概要
　この分科会のゴールを「観光が地域の未来（経済など）を明るくすることを感じること」

「日頃考えていることを共有し、そこから新たな芽が出ること」とした。観光地域づくりや教
育の視点から見た島原半島の未来像について参加者同士が対話し、観光に伴う経済活動が、
大地と共に育んできた歴史や文化といった島原半島の宝を守り続けることにつながることを
認識した。

■話し合ったお題
１．皆さんにとっての観光地域づくりとは？
【主な意見】
◎地域に住む人が地域の魅力に気付いていないことも多い。地域の方がまず地域を知り、
　気付きを得て、ネットワークを使って魅力を発信することが重要。郷土愛にもつながる。
◎島原半島が一体となってＰＲ活動等に取り組んでいくことが重要。
◎楽しみながら活動することが大切。

２．島原半島の未来のためにできることは？
（次世代を担う子どもに焦点を当て、教育の視点から）
【主な意見】
◎戻ってきたいと思えるようなふるさとづくりが大切。
◎小中高、半島内で一貫したジオパーク教育を進めるべき。
◎地域で子どもたちを育てていく。
◎口加高校ではアクティブラーニングを通して地元のことを知るという取組みを行っている。
　この考え方はこれからの教育の現場で大事になる。

■まとめ（分科会報告より）
◎観光で地域活性化、経済活性化、交流人口拡大、定住人口促進を図ることができる。
◎島原半島は自然環境の保全や防災等に関して考え学べることのできる地域で、教育プログ

ラムが秀でている。今後、主体的な学び、対話的な学び、深い学びを取り入れたアクティ
ブラーニングを取り入れたプログラムの構築が有効。

◎島原半島の宝というのは、大地と共に育んできた歴史や文化である。これらを経済活動に
結びつけることを意識することによって、島原半島の宝を守り続けることにつながる。

コーディネーター ：瀬戸 正志（㈱ＪＴＢ長崎支店）
オブザーバー      ：末岡 竜夫

（Mine秋吉台ジオパーク推進協議会　事務局長）

分科会 高校生研究発表会

　２０１８年10月20日（土）に開催された第7回島原半島ユネスコ世界ジオパーク高校生研究発表大会
において、最優秀賞及び優秀賞に輝いたグループが、高校生ならではの視点で島原半島ユネスコ世界ジ
オパークに関する研究成果を発表しました。

長崎県立 口加高等学校 環境班

「持続可能な環境を口之津から
～与茂作川の復活を目指して～」

優秀賞

発表要旨
　豆腐の絞り粕で産業廃棄物となる「おから」と火山
の恩恵によって湧き出た温泉水を活用して、しいたけ
の菌床栽培ができないか研究を行った。おからの成分
分析や温泉水の成分を変え何パターンもの実験を繰り
返し、菌床栽培法を確立することができた。また、お
からに含まれる成分にしいたけ菌の増殖効果があるこ
とを確認し、品質も通常菌床と同等のものであること
が確認できた。今後、大量生産化や事業化に向け、
地域の方々と協力して研究を続けたい。

長崎県立 島原農業高等学校

「産業廃棄物「おから」の
　　　　　有効利用法の研究
～温泉水を利用した椎茸菌床栽培法と普及活動～」

最優秀賞

発表要旨
　「大好きな地元をきれいなまま後世に残したい」と
いう思いから、地元にある与茂作川に着目し、ホタ
ルや多様な生物が自生できる川の自然環境を作るた
めの方法について、研究を行った。調査の結果、水
質はCOD（化学的酸素要求量・水質の指標）の値
が低く、中性で比較的きれいであった。しかし、生
物調査では、場所によって生物の種類や数に違いが
あるため、水質以外の環境がホタルの生育に影響し
ているものと考え、今後、川底の石の数や川の地形
に着目して研究を進めたい。

よ も さく
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◎観光で地域活性化、経済活性化、交流人口拡大、定住人口促進を図ることができる。
◎島原半島は自然環境の保全や防災等に関して考え学べることのできる地域で、教育プログ

ラムが秀でている。今後、主体的な学び、対話的な学び、深い学びを取り入れたアクティ
ブラーニングを取り入れたプログラムの構築が有効。

◎島原半島の宝というのは、大地と共に育んできた歴史や文化である。これらを経済活動に
結びつけることを意識することによって、島原半島の宝を守り続けることにつながる。

ジオツアー

日本ジオパーク 認定10周年記念シンポジウム

島原半島を楽しむ
ジオツアー

●集合（解散）場所／島原復興アリーナ駐車場
●受付／8：30～8：50　●9：00 出発、12：00 解散
●参加費／お一人様 1,000円（バス代、ガイド料含む）
　　　　　各コース特典あり

1.秋の紅葉と湯けむりを巡るコース

参加者の声
　雲仙地獄に関する意見が多く、「地熱を体感できてよかった」

「何気なく歩いていた石道路、木々をわかりやすく教えていただ
いた」などの意見があった。改善点としては、「列が長くなり、
後ろの方は聞こえない」など、ガイドの手法に関する意見があっ
た。その他「今回のようなツアーを毎年開催してほしい」といっ
た意見もあった。
　ツアーの満足度は、「満足」75％、「少し満足」17％、「無回答」
8％であった。

雲仙温泉街の紅葉と湯けむりただよう雲仙地獄を巡り、ダイナミックな景観と香りを楽しむコース。

参加者：24名
コース：原生沼 → 旧八万地獄 → 満明寺、温泉神社 →
　　　　雲仙地獄めぐり → お山の情報館
ジオガイド：吉岡 誠一／中村 和美

3.島原湧水とジオスイーツを巡るコース

参加者の声
　しまばら湧水館でのかんざらし手づくり体験に関する意見が多
く、「自分で体験し、ジオとのつながりを体感できた」「作って、
食べて、楽しかった」などの意見があった。また、「今回のように
五感でジオの恵みを体感したい」「ツアーには食があった方が良
い」など、ツアーの構成に関する意見もあった。
　ツアーの満足度は、「満足」92％、「少し満足」8％であった。

水の都・島原の人の暮らしに触れる湧水地を巡り、湧水を使ったかんざらし手づくり体験で、湧水をとことん味わうコース。

参加者：26名
コース：浜の川湧水 → 清流亭 → 鯉の泳ぐまち → 
　　　　湧水庭園 四明荘 → しまばら湧水館 → 白土湖
ジオガイド：林 京子／片山 弘子

2.大地と人の歴史を巡るコース

参加者の声
　原城跡に関する意見が多く、「歴史を聞いた後のジオへの導入
の仕方が良かった」「哀しくも力強い一揆と城の歴史を知ること
ができて勉強になった」などの意見があった。改善点として、「撮
影スポットを案内すべき」「なぜこの農作物がここにあるかなど、

“なぜ”を話すことで興味をそそる」など、ガイドの内容に関する
意見があった。
　ツアーの満足度は、「満足」68％、「少し満足」18％、「普通」
5％、「無回答」9％であった。

世界文化遺産に登録されている原城跡の歴史と、それを作り出した大地の活動について、楽しく学ぶコース。

参加者：22名
コース：原城跡 → 龍石海岸
ジオガイド：高原 邦利／永田 ゆき子 日本ジオパーク認定10周年記念シンポジウム　参加者数　延べ  304人

 11月10日（土）　

 11月11日（日）　

参加者数　232人（半島内201人、半島外31人）

基調講演　186人
　　　　　分科会① 「ジオパークと地域の未来」　49人
　　　　　分科会② 「災害からの教訓と伝承」　49人
　　　　　分科会③ 「観光地域づくりがもたらす島原半島の未来」　50人

参加者数　72人（半島内47人、半島外25人）

　　　　　1.秋の紅葉と湯けむりを巡るコース　24人
　　　　　2.大地と人の歴史を巡るコース　22人
　　　　　3.島原湧水とジオスイーツを巡るコース　26人

■参加者数
　２日間にわたって開催されたシンポジウムには、地域住民や地元の高校生など、幅広い世代の皆様にご参加い
ただいたほか、国内のジオパーク関係者をはじめ、島原半島外からも多くの方にご参加いただきました。ご参加
いただいた皆様、ありがとうございました。

参加者記念品

ジオスイーツ＆
雲仙溶岩焙煎珈琲

エコバッグ
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私たちは、島原半島の価値ある大地の遺産や、それに関する
ふるさとの歴史・文化を未来に引き継ぐため、

ジオパークを活用した持続可能な地域社会を構築します。

◆もっと、ここにしかない宝を誇り、活気あふれ、人が集う地域にします

◆ずっと、大地が語る歴史や人の暮らしを伝え続けます

◆もっと、対話や交流を重ね、人や地域の繋がりを広げていきます

◆ずっと、大地の恵みに感謝し、豊かな自然と人の営みを守り続けます

報道関係

●島原新聞社　●長崎新聞社　●西日本新聞社　●読売新聞西部本社　●公明新聞　
●カボチャテレビ　●ひまわりてれび（順不同）

2018年11月15日
カボチャテレビにて放送

2018年12月4日
ひまわりてれびにて放送

2018年10月24日
ひまわりテレビにて告知放送

島原半島ジオパーク協議会

島原半島ユネスコ世界ジオパーク
基本理念（目指すべき将来像）

日本ジオパーク認定10周年記念シンポジウム大会宣言

島原半島の「笑顔」「誇り」「幸せ」を
もっと、そして、ずっと

２０１８年１１月１１日　島原新聞

２０１８年１１月１１日　読売新聞

２０１８年１１月１３日
西日本新聞

２０１８年１１月１１日
長崎新聞
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㈱北田物産、㈱文旦堂、遠江屋本舗、入江製菓舗、
カタコトmarché&café、長崎県立島原農業高等学校、
長崎県立口加高等学校、九州ジオパーク連絡会、
島原半島ジオパーク認定ジオガイドの皆様、
日本ジオパーク認定10周年記念映像にご出演いただいた皆様
　

シンポジウム
報告書

日本ジオパーク 認定10周年記念

島原半島の未来を
みんなで考えよう   ！

主催 ： 島原半島ジオパーク協議会、 長崎県    
共催 ： 島原市、 雲仙市、 南島原市
後援 ： 日本ジオパークネットワーク、 日本ジオパーク委員会、 （一社）島原半島観光連盟、 （公財）雲仙岳災害記念財団〒855-0879 長崎県島原市平成町1-1 雲仙岳災害記念館内  E-mail info@unzen-geopark.jp

島原半島ユネスコ世界ジオパークの
　　　　　旬な情報はコチラから→

Facebookページ

島原半島ジオパーク協議会
TEL.0957-65-5540  FAX.0957-65-5542 

2018 10 土 11日11月 日 日
島原復興アリーナ
サブアリーナ

SPECIAL THANKS（順不同・敬称略）

本シンポジウムにご参加・ご協力いただいたすべての皆様、誠にありがとうございました。
もっと、そして、ずっと、皆様と共に島原半島を未来へ引き継いでいくための取組みを続けて参ります。

島原半島の「笑顔」「誇り」「幸せ」を
もっと、そして、ずっと

あなたの好きな場所や

　ふるさとの誇りはなんですか？


