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令和 3年 5月 17 日

令和 3年度 八峰白神ジオパーク推進協議会総会

議 事 録

1 開催場所 八峰町役場 会議室

2 期間 令和 3年 4月 30 日（金）１0：00～11：45

3 出席者 会長 森田 新一郎

副会長 太田 治彦 （八峰町観光協会 会長）

監査委員 小玉 育宏 （白神八峰商工会 事務長）

団体会員 川尻 茂樹（八峰町教育委員会）

大高 文恵 岡本 忠直（白神ネイチャー協会）

板谷 大樹（八峰町白神ガイドの会）

佐々木 正憲（八峰町文化財保護協会）

小沢 悟（八峰町芸術文化協会） 加藤知徳（八森郵便局）

須藤 義孝（岩館第 2 自治会） 西出 静（八峰白神ジオパーク）

個人会員 奈良 聡子 大高 孝雄 鈴木 悟

事務局 山本 望 船山 厚子 三輪 拓磨 加賀 聡

4 案件 1）議案第 1号 令和 2年度事業報告

2）議案第 2号 令和 2年度収支決算報告

会計監査報告

3）議案第 3号 令和 3年度事業計画（案）

4）議案第 4号 令和 3年度収支予算（案）

5）議案第 5号 役員改正（案）について

6）その他

【挨拶】

≪森田会長≫

昨年度は新型コロナウイルス感染症により県外、県内出張が軒並み中止となり満足な活動が

できませんでした。こうした中で推進協議会では長期の認定ガイド養成講座を開催し併せて八

峰白神ジオパーク認定試験を行い八峰白神ジオパークガイドの会を設立する事ができました。

コロナ禍の中でこうした活動ができたことは大きな成果であり評価できることです。

また昨年度は八峰町内の多くの小中学生がジオパークを学んだり触れ合ったりしました。

コロナ禍の為、県外修学旅行が県内に変更となり県内のジオパークを見学した事で八峰白神ジ

オパークと比較する事も出来ました。今年度に入り新型コロナウイルスの発生から 1年以上が

経過してウイルスの状況が解ってきました。マスク着用、三密回避等の対策をしっかり行えば

会議を行えるようになり、八峰白神ジオパーク推進協議会としても正しく恐れ、感染防止対策
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を徹底しながらやれる部分はやっていきたいと思います。

私自身、昨年 5月から JGN（日本ジオパークネットワーク）東北ブロックの理事となりました。

一週間前にはリモートで JGN 理事会が開催されました。世界ジオパークに認定されている室戸

ジオパークの上田市長が室戸にはすごい資源があるのに室戸市民は理解しようとしない。解っ

てもらえない。将来にすごい危機感を感じているという趣旨の発言をしていました。まったく

同感です。全国に 43 しかないジオパークに認められているすごい資源を持っているにも関わら

ず地域の大人、子供に解ってもらえなければ何を言わんやです。同時に地域の人にジオパーク

をわかりやすく説明してジオパークの活動に参加し生活の一部として成り立つ環境づくりが必

要と思います。コロナ禍が収束しましたら各首長さんとじっくり話をしてみたいと思います。

今日は総会という事で昨年度の事業報告、収支決算、今年度の事業計画、事業予算、役員改

選等について皆様の忌憚のないご意見を頂きますようにお願いします。

≪1.議案第 1号 令和 2年度事業報告≫

≪2. 議案第 2号 令和 2年度収支決算報告≫

三輪事務局員より総会資料を基に報告を行う

1-1.協議会の運営

1-2.保全・研究

1-3.教育・防災

1-4.ツーリズム

1-5.ネットワーク活動

2-1 令和 2年度収支決算

会計監査報告 小玉監査委員より報告を行う

令和 2年度八峰白神ジオパーク推進協議会会計収支決算書に関して 4月 22 日

八峰町役場において監査し、適正と認める。

《質疑応答》

奈良～パンフレットの配布先と部数は？

事務局～パンフレットは 2000 部を印刷した。3月に完成したばかりで町内には配布途中だが

大館能代空港に 400 部のほか道の駅に配布しています。

奈良～一般町民に全戸配布する予定はありますか？

事務局～全戸配布の予定は現在のところ有りません。

奈良～別の趣向ですが『白神の夢』という記録映画がありましたが皆さんはご存知でしょう

か？ジオパークに関わる事とか里山の恵みとか人の活動が出てくる映画です。

2003 年完成の映画ですが町の人が出演しているので是非パンフレットにも盛り込んで

ほしかった。

会長～ジオパークに指定される前の映画だと思いますがジオの観点から見て感じた事も魅力

と思う。今後もパンフレット等は作成するので事務局でも調べてほしい。



3

事務局～事務局でもまだ見ていない人が居るようであれば何かの機会に上映を検討したい。

板谷～ツーリズムの JR車内アナウンスの完成品を聞く事は出来ますか？

事務局～録音したものは有ります。それをデータとしてお渡しすることは可能です。

板谷～何年も前から JR車内アナウンスを放送する事は悲願だった。是非、聞いてみたい。

会長～これは原稿を推進事務局で作成し、山本百合子さんが朗読したものです。町の広報に

ジオパークのページもある事ですし内容を掲載しても良い。

奈良～町内ジオサイトに町外のお客様が行った際、看板等はあるのか？

事務局～主要なジオサイトには説明看板を設置しています。

奈良～看板に QR コードを載せるなどの工夫があっても良いのでは？

事務局～現在はそこまで至っていません。英語標記ぐらいです。今後、インバウンド需要で

中国語、韓国語が必要となるかも知れない。

大高～道路にジオサイトへ案内する看板がない。深浦町には路上案内の看板が有りますので

参考にして設置できないでしょうか？

会長～今年度の運営委員会で検討してみたい。

川尻～ジオパークの活動が充実してきた。ジオストーリーブックが詳しくてわかりやすい。

学校のテキストとして活用する予定はないか？大変良い資料である。

事務局～予定していなかったが使用していただけるならありがたい。データとしてあります

のでタブレット等で事前学習に利用できると思います。

会長～事務局で印刷物として配布したら PR 効果もある。

大高～印刷の際は十八石の場所を一部修正（沼田地区→田中大土面地区）してほしい。

事務局～データでは修正済ですので次回、印刷時は大丈夫です。

鈴木～ジオストーリー検討委員会は部会活動費からの支出となるので内訳欄に記載してほし

い。ジオストーリー検討委員会で作成したストーリーブックの製作にもかかわりまし

たがパンフレット作成でも時間的な余裕もなく内容も詰めることができなかった。

パンフレット作成過程では色々な情報も入っているしジオパークガイドの会も発足し

たのでこれで完成とせず改廃してより良い物に作り変えて行きたい。

会長～同感です。ガイドのみなさんの固有情報を活字として残していく事、積み重ねていく

事が八峰白神ジオパークの歴史と伝統につながると思う。ガイドを目指す人にも貴重

な資料となる。この後、運営委員会でも検討してほしい。

奈良～ネット上の広報活動はホームページも有りますか？

事務局～ホームページとフェイスブックが有ります。

奈良～町の広報にもジオパークのコーナーがありますが広報に QRコードを記載してホームペ

ージ等につながるようにできませんか？

事務局～ホームページアドレスと QRコードは現在、広報誌に記載されています。

会長～他に質問はありませんか？ないようであれば議案第 1号と議案第 2号は承認されまし

た。
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≪3. 議案第 3号 令和 3年度事業計画（案）≫

≪4. 議案第 4号 令和 3年度収支予算(案) ≫

三輪事務局員より総会資料を基に令和 3年度事業計画（案）事業予算(案)の説明を行う。

3-1.協議会の運営

3-2.保全・研究

3-3.教育・防災

3-4.ツーリズム

3-5.ネットワーク活動

4-1 令和 3年度予算

《質疑応答》

小沢～ジオパークガイドの会、発足に伴い今までのガイドの会との関係性、今後の展望を

教えてほしい。

会長～他の 42 ジオパークにはジオパークが認定したガイドの会があるが八峰白神ジオパーク

は世界自然遺産指定で発足した八峰白神ガイドの会がプラスアルファでジオパーク

の勉強をして活動していた経緯がある。活動についてはそれぞれ協力しながら

地域を盛り上げていければ良いと思っています。

板谷～ぶなっこランドを拠点に活動するのは、ネイチャー協会、ガイドの会、ジオガイドの

会の３つです。各団体とも顔の見える関係でありますので今までの課題を含め、しっ

かりと話合いながら進めていこうと思います。ガイド料金等の課題等も出てくると思

いますので今年は各ガイドからの課題を収集し対応したい。

西出～板谷さんと同じ思いです。先日、体験センターにご挨拶に伺ったところ白瀑神社のガ

イドはどちらにお願いすればいいのか？とのお話もありました。今度、白神ガイド

の会、ジオパークガイドの会、事務局の役員で話し合いたい。

会長～地域の資源を説明する団体ができたことですみ分けは大変ですが活動しながら改善し

ていけばいいと思います。八峰白神ジオパークガイドの会が発足したことは八峰白

神ジオパークを推進する拠点できたことになり大変ありがたい。

須藤～ジオサイトのある地元の自治会として出席しているが、チゴキ灯台付近の海岸にはゴ

ミがたくさん漂着している。特に冬の間に漂着したゴミが春、草木が生い茂る前は

特に目立ちます。ジオパーク推進協議会では予算的に無理かと思いますので県と調

整してクリーンアップをしてほしい。住民の意識が八峰白神ジオパークに向いてい

ないので住民活動の一環としてクリーンアップを行ったらどうか？

会長～岩館地区の海岸クリーンアップは海開きの前に大森グループと自治会も参加しながら

行っている。住宅地に面した海岸部分は山本地域振興局により改善してきているが

それ以外の部分は運営委員会で検討していきたい。出席者の皆さんもジオサイトの

現状を確認し報告してほしい。

奈良～事業計画 3の教育・防災の部分で議会議員向けの活動も行ってほしい。議員の意識も
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ジオには向いていないと思う。

大高～前回の会議で議会議員も個人会員にしたらどうか、と提案しました。なかなか難しい

ですが・・

会長～条例等で制定されているわけではなく難しい。解りやすく伝えて関心を持ってもらえ

る事が大事と思う。

事務局～議会側からジオパークについて聞きたいと言ってもらえれば助かります。

会長～八峰白神ジオパークガイドの会も発足したのでガイドの方からジオパークの良さを議

員研修会などで提案してもよい。

奈良～議員懇談会でも話してみます。

事務局～議会事務局にも連絡しておきます。

板谷～一点目は運営委員会の件です。運営会メンバーはなるべく幅広い意見を反映できるよ

うに選任してほしい。二点目はツーリズム中のジオツアーの件です。修学旅行の行

き先選定は来年分を今年の秋までに設定するようなケースが多いです。県南方面の

小中学校は羽後交通が営業して行き先等をリストアップしているようです。ジオを

きっかけに八峰町を訪れていただく為には羽後交通などの旅行会社へ情報提供も必

要です。

会長～総会メンバーと運営会メンバーは同じでも全て違ってもダメと思う。半分くらいを目

途にメンバーを入れ替えたほうが良いと思う。体験センターはキーポイントになる

ので体験センターの所長にはメンバーに入ってもらおうと思います。ジオツアーの

修学旅行の部分はコロナ禍が収束したときを考えて県の連絡協議会でも提案してみ

ます。

川尻～昨年、修学旅行で白神体験センターを訪れた県南の学校がリピートで今年も来たいと

の情報が有ります。修学旅行以外でも体験センターは活用できるので

体験センターとは体験プログラムを検討する必要があると思います。

（シーカヤック、磯遊び以外に町内ジオサイトツアーなど）

会長～その際にはジオだけではなく世界自然遺産を含めた町内の魅力を組み合わせて提案し

てほしい。

川尻～経験上ジオツアーは 2時間くらいで設定しその後、磯遊び、留山散策とか地域の良さ

を取り入れるように提案したい。

事務局～体験センターに訪れる学校と体験センターとの打ち合わせはどのタイミングで行わ

れますか？

川尻～学校にもよりますが 4月初旬に各学校向け説明会が有りました。前年度に申込みいた

だき 4月にスケジュール、プランが決まります。

小沢～総会メンバー運営会メンバーも八峰白神ジオパークについて学習する機会がほしい。

年に 1回の出席ですとジオについての知識も深まらない。メンバーで共有するジオ

の情報を持ったらよいのではないでしょうか？
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会長～推進協議会として行うイベントに参加するとかジオサイトを回っているメンバーと同

行し勉強しても良い。

板谷～学校のジオ学習に授業参観的に参加してもよいのではないか。

太田～ジオパークガイドの会とガイドの会、二つの会が有ります。一般の方がガイド依頼を

する際にどちらに依頼するかを明確にし、受付窓口は一本化したほうが良い。

次にジオツアーですが観光情報を盛り込みながら観光協会の職員、産直の方を同行

させるとかして経済活動も反映させて企画してほしい。

大高～団体会員に対しては八峰白神ジオパーク広める為にジオパークを説明する場を設定し

たらどうか？難しいのであれば何らかの会合時に出席人数を確認してパンフレットを

渡すなど団体数に応じて PR 活動をした方が良いと思う。

会長～手作りパンフレット等を活用して地域に住んでいる大人や子供たちに解りやすく伝え

ていく事がジオパーク活動の今後につながっていきます。

事務局～会合等、機会がありましたら必要数のパンフレット等を事務局で準備しますのでご

連絡をお願いします。

鈴木～自治会向けの出前講座を年に 4回程度とありますが少ないと思う。全町民のジオパー

クに対する理解を深めるためには全ての自治会向けに開催したほうが良い。

特に今はコロナ禍でもあり県外、町外の活動を実施できない時期ですので町民向けの

出前講座を通じて昔話を聞いたりするふれあい活動を行うには良い機会です。

会長～町には 39 自治会が有ります。年に 2回、行政協力員会議が有り全ての自治会長が出席

します。その中でジオ組織ができた事、出前講座を活用してほしい事を話します。

事務局～行政協力員会議では産業振興課の事業紹介も有りますので産業振興課としても紹介

したい。

鈴木～全国的にみて八峰白神ジオパークの活動は進んでいない。ジオパークガイドの会のメ

ンバーも 13 名いるが専門員がいないこともあり学術的な面では色々なことを先生に教

えてもらわないとわからないことも多い。予算的に厳しいのであれば大学の学生サー

クルと連携を考えてもよいのではないか？

会長～専門員としては三輪さんが地質学の学科を卒業しているので三輪さんに頑張ってほし

い。現在は林先生、蒔田先生は予算的には毎月 1万円ですがガイドの会の要請があれ

ば専門家との意見交換等の場を増やしても良い。町では人口が減少していく中で職員

を適正な配置にしなくてはいけません。ジオパークの専門員を新規に雇用するのは全

国のジオパークの中でも課題です。アドバイザーとしてお願いしている林先生、蒔田

先生を活用していくことが必要です。

大高～工藤英美先生は顧問の立場ですが工藤先生にも情報提供をして専門的な知見を活用し

たらいかがでしょうか？

会長～少なくとも総会資料とか、パンフレット、ガイドブック等の情報提供はしっかり行っ

てほしい。工藤英美先生とは時々、情報交換をしていますが学術的すぎて分かりにく



7

い部分も有ります。その点をいかにわかりやすくするか、事務局体制も新しくなった

ことですし工夫して専門的知見を活用してほしい。

太田～会長である町長にお願いしたい。ジオパーク事業が始まる前に町外へ転出した若い方

（20 台後半～）に今回作成したパンフレットを届けたい。スマホの活用も考えられま

すし郵送で送っても良い。

事務局～成人式等で配布する事は可能です。

会長～ジオパーク事業が始まって 9年目ですので、新成人はすでにジオ学習を行っている。

その上の年代です。何らかの方法を検討してみたい。

会長～他に質問はありませんか？ないようであれば議案第 3号と議案第 4号は承認されまし

た。

≪5.議案第 5号 役員改選について≫

三輪事務局員より役員改選の説明を行った。

会長～今回は八峰白神ジオパークガイドの会も出来ましたし、各団体の役員メンバーも変更

となっていますので事務局案をもとに検討したい。

事務局案

会長 森田 新一郎 八峰町長

副会長 西出 静 八峰白神ジオパークガイドの会 会長

副会長 山崎 典康 白神ネイチャー協会 会長

副会長 太田 治彦 八峰町観光協会 会長

監事 小玉 育宏 白神八峰商工会 事務長

監事 板谷 大樹 八峰町白神ガイドの会 会長

会長～議案第 5号については事務局案通り承認されました。

≪6. その他≫

事務局～教育委員会コミュニティスクールの委員として八峰白神ジオパーク推進委員会から

副会長として辻 正英さんが出席していましたが今後の委員の選任は？

会長～コミュニティスクールは地域に根差したキャリア教育で学校と家庭と地域で子供たち

を育てる事をコンセプトとしている事業です。ジオパーク事業も地域、子供たちと

のつながりが大事ですからジオパーク推進協議会からもコミュニティスクールに委

員をだして連携を図りたい。今回からはジオパークガイドの会もできたことですし

西出会長にお願いしたい。（拍手で西出会長を選出した。）

会長～今日は皆さんから有意義な将来につながるような沢山の意見を頂きました。すぐに全

部の意見をかなえる訳にはいきませんがその方向で一つ一つ階段を上っていきたい

と思います。ジオパークはすごい資源だという事をできるだけ多くの人に知っても

らうように今後ともよろしくお願いします。

事務局～これをもちまして令和 3年度の総会を終了いたします。皆様、お疲れ様でした。


