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令和元年度萩ジオパーク推進協議会 

事業実績報告 

（事業方針） 

・地域会議や連絡会議を通じ、各地域のジオパーク活動を活性化する。

・体験プログラムやガイドツアーの充実と新規開発により、誰もが楽しめる萩のジオ

ツーリズムを提供する。

・保全委員会や保全のための住民説明会等を開催し、各ジオサイトの保全の在り方

を確立する。

・萩ジオパーク構想基本計画・実行計画に基づき、萩ジオパークを推進する。

（事業報告） 

１ 普及啓発の取組み

（１）萩ジオユニバース

  旧来より地域内住民向けの体験型講座を実施してきたが、今年度はその仕組み

を整理して、「萩ジオユニバース」として新たに開始した。これまで実施してき

た「萩ジオアカデミー講座」をはじめ、既存の自然体験アクティビティと連携

した「大地の遊び人養成講座」、食をテーマにした大地と人のつながりを楽しむ

体験型講座「地球を食べる食堂」、スカイプを通じて国内の他地域ジオパークと

つながる「HAGI GEO-CAFE」からなる４つのプログラムを展開した。 

全 15回、延べ 233名の参加。 

 萩ジオアカデミー講座①「南の海から来た大地」 

6月 30日(日) 講師：脇田浩二（山口大学、協議会顧問） 

山口大学サテライトラボ（萩市浜崎） 

HAGI GEO-CAFÉ 「三笠ジオパーク」 

5月 16日(木) 萩・明倫学舎ジオパークビジターセンター 
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萩ジオアカデミー講座 

日時 会場（座学／現地） 講師 演題 
参加
人数 

6 月 30 日 日 
10:00～
15:00 

山口大学サテライトラボ 
／川上・半田 

脇田浩二 
（山口大学） 

「南の海から来た大地」 29 

9 月 1 日 日 
10:00～
15:00 

萩・明倫学舎 
／むつみ千石台 

角縁進 
（佐賀大学） 

「阿武火山群①」 30 

10 月 6 日 日 
10:00～
15:00 

山口市長門峡休養村管理 
センター／長門峡 

今岡照喜 
（山口大学） 

「大陸の巨大火山活動」 31 

10 月 27 日 日 
10:00～
15:00 

阿武町宇田郷公民館／ 
惣郷海岸 

今岡照喜 
（山口大学） 

「日本海の誕生」 31 

12 月 1 日 日 
10:00～
15:00 

阿武町福賀公民館／ 
伊良尾山 

清杉孝司 
（神戸大学） 

「阿武火山群②」 26 

大地の遊び人養成講座 

日時 会場 講師 演題 
参加
人数 

7 月 15 日 月･祝 
8:00～
13:00 

阿武町奈古 
GI Paddlers 
高井一 

地球と遊ぶ 
シーカヤック 

4 

7 月 28 日 日 
9:00～
14:00 

阿武町遠岳キャンプ場 
一社）をかしや 
菊間彰 

地球と遊ぶ 
キャンプ入門 

10 

8 月 3 日 土 
8:00～
13:00 

須佐湾 
スサリゾートダイビング 
稲村嘉彦 

地球と遊ぶ 
スノーケリング 

中止 

9 月 8 日 月･祝 
9:00～
16:00 

阿武川カヌー艇庫 
山口県カヌー協会 
吉村卓司 

地球と遊ぶ 
カヌー 

6 

11 月 30 日 土 
11:00～
15:00 

山口市阿東 
徳佐駅～道の駅長門峡 

湯澤 慧（山口市地

域おこし協力隊） 
地球と遊ぶ 
サイクリング 

11 

地球を食べる食堂 

日時 会場 講師 演題 
参加
人数 

12 月 15 日 日 
10:00～
13:30 

山口市阿東 
（船平山、友清りんご園ほか） 

友清りんご園、 
地球食堂 

徳佐りんご 19 

3 月 20 日 金･祝 
9:30～
14:30 

むつみ 
（八千代酒造、伏馬山） 

八千代酒造、 
Marble 

日本酒（米・水） 中止 

HAGI GEO-CAFÉ（萩ジオカフェ） 

日時 会場 相手先 
参加
人数 

4 月 17 日 水 
15:00～
16:30 

萩・明倫学舎 伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク 8 

6 月 20 日 木 
18:30～
20:00 

萩・明倫学舎 下北ジオパーク 8 

7 月 25 日 木 
18:30～
20:00 

萩・明倫学舎 栗駒山麓ジオパーク 9 

9 月 12 日 木 
18:30～
20:00 

萩・明倫学舎 立山黒部ジオパーク 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大地の遊び人養成講座＃１「地球と遊ぶシーカヤック」 
7月 15日(祝) 講師：GI Paddlers 
阿武町奈古海岸 

地球を食べる食堂「徳佐りんご」 
12 月 15 日(日) 講師：友清りんご園、地球食堂 
山口市阿東徳佐ほか 
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（２）出前講座・学習会・講演会 等 

  別添一覧表 参照 

〇出前講座（学校関係）    31件、延べ 1,183名 

〇出前講座（各地域、公民館等）33件、延べ 1,253名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）萩ジオパークフェア 2020 
であい～大地と人、人と人が出会い、地域が未来と出会う～ 

 3月 8日（日）阿東地域交流センターで開催予定で 

あったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

中止とした。 

 

 

（４）萩ジオパークフォトコンテスト 2019 

 昨年度に引き続きフォトコンテストを開催した。 

今年度は２部門制【地球の営み】【人の暮らし】で実施。 

○募集期間：令和元年８月～令和２年２月 

○応募総数：116点（地球 75点(36名)、人 41点(22名)） 

 

山口市立さくら小学校にて 6年生に対し、ジオパーク専

門員による理科授業を実施。学習指導要領に基づく授業
を初めて実施した。（10/1） 

地域の子どもは地域で育てる。笠山ジオの会が越ヶ浜小
放課後子ども教室で笠山を巡るツアーを実施（5/11） 

美祢市立厚保中学校からジオパーク学習で笠山へ。事務
局の他、萩ジオツーリズム協会のガイドが対応。（5/9） 

阿東保健センターと協議会の共同企画「ぶらっとあとう
in 地福」を開催。扇状地特有の地形を歩いて実感

（10/23） 
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【地球の営み部門】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人の営み部門】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）萩ジオパーク新ロゴマークの製作 

 JGN加盟１周年の令和元年９月２０日に 
萩ジオパークの新しいロゴマークを発表 

  

 

 

 

 

 
ロゴマーク 

ロゴタイプ（英語） 

ロゴタイプ（日本語） 

最優秀賞『ダイナミック』村上歩夢（宇部市） 

優秀賞『億年の刻み』白石健太（宇部市） 

入選『時を刻む渓流、長門峡』原田剛志（萩市堀内）[写真左] 
  『指月山と夕日』林克也（萩市椿）[写真右] 

最優秀賞『噴火 伊良尾ジオバイオマス』工藤茂篤（阿武町） 

優秀賞『歴史を学ぶ』飯田りえ子（宇部市） 

入選『漁のひととき』野間幹雄（萩市椿東） [写真左] 
  『時間軸の心地良い違和感～自然遺産をロケーションに』 

林杏奈（東京都）[写真右] 
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（６）パンフレットの作成 

 今回、萩市の事業で設置した笠山椿群生林の案内解説板と連動したパンフレット

「萩ジオパークつながり発見の広場・笠山椿群生林」を発行。 

 

（７）その他の取り組み 

○ 夏休み工作プログラム マグマボトルづくり、３Ｄ地形模型づくり 

 ○ 萩ふるさとまつり   萩ジオパーク紹介ブース出展 

 ○ 萩ジオさんぽ～下を向いて歩こう～の放映（はあぶビジョン） 

 ○ 長門峡もみじまつり  ジオパーククイズコーナー（NPOあとう） 

 ○ 県庁ジオパーク紹介コーナーの設置（山口県） 

 

２ 協議会連携体制づくり 

 地域会議（地域の取組み） 

  ・旭地域 6/25（佐々並）、6/27（明木） 

自主防災組織説明会に際して、大地との向き合い方について講義 

  ・阿東地域 「阿東地域会議」が発足 全３回の会議を開催し 

         萩ジオパークフェア 2020に向けた協議などを行った。 

  ・川上地域 8/4 長門峡クリーン大作戦 

（阿東地域との共同開催） 

  ・須佐地域 龍が通った道まつり 

 学校教育連絡会議 

   〇7/5 第１回 学校教育連絡会議 

   ○8/8 教員向け現地研修会  

 

 

 

「維新とマグマの胎動の地」 

ロゴマークのテーマカラーは「赤」で、これは“マグマ”と“維新のエネルギー”を表現してい
ます。中央のデザインは地球のプレート運動と萩の大地をつくった 3 つの時代のマグマ(※)、
そして、萩の大地から湧き上がる維新の志を表しました。 

※ “大陸で大規模噴火を起こしたマグマ”  
“日本海をつくったマグマ” 
“現在の萩をつくったマグマ” 

また「３」という数字にも意味があり、 

① ジオパークが３つの要素「大地（地形・地質）」「生態系」「歴史・文化・産業」のつなが
りであること。 

② ジオパークの３つの活動「保全」「教育」「持続可能な開発」。 

③ 萩ジオパークが３つの地域（萩市、阿武町、山口市阿東地域）による取組であること。 

をそれぞれ表しています。 

このロゴマークには、まちづくりに維新を、そして、日本ジオパークネットワークに維新を起
こすという力強いメッセージを込めています。 
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３ ガイド育成の取組みとジオツアーの商品化に向けて 

（１）ジオツアーの商品化に向けて 

平成 31年 4月に萩ジオガイド、萩ジオプランナーで構成する「萩ジオツーリズム

協会」が発足。ジオツアー商品化に向けた取り組みが始まる。 

  夏休みには、萩博物館特別展「危険生物大迷宮」とのコラボイベント「夏休み

だ！萩ジオパーク行こう」と題した、小学生（ファミリー）向けジオツアープログ

ラムを企画した。これまでの講座や研修を土台に、五感を使って体験を通じて伝え

るジオツアーが始まりつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、夏休みイベントに関しては山口県内全域の小学校に広報チラシを配布した

ことから、特に山陽側からのファミリー層の参加が多く、大変好評だった。 

 

（２）人材育成の取組み －ジオガイド養成講座、ジオプランナー養成講座－ 

  〇７月 28日（日）  萩ジオガイド研修会 

〇11月 10日（土）～11日（日） 萩ジオガイド養成講座（２日間） 

○２月１日（土）～２日（日）  萩ジオプランナー養成講座 

 萩ジオパークのガイド養成では、『知識』を“伝える”のではなく、『感動』が

“伝わる”インタープリテーション技術を習得することに特化した講座を開催し

須佐ホルンフェルスジオガイドツアー 火山の磯たんけん 溶岩の磯（笠山虎ヶ崎）で生態系の

観察会 

夜の火山たんけん隊 8月 24 日（土） 

笠山山頂火口にて火山噴火実験 

朝の火山たんけん隊 7月 27 日（土） 
笠山椿群生林にて大地と生態系とのつながりを実感する

プログラムを展開 
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た。講師は昨年に引き続き一般社団法人をかしやから菊間彰氏を招聘した。７月 28

日の研修会では、ジオガイドが所属する萩ジオツーリズム協会員を中心に、ガイド

スキルアップのための研修会を実施した。 

また、11月 10日（土）、11日（日）の２日間連続講座でガイド養成を行った。今

回のフィールドは萩城城下町。既にジオガイドに認定されている人を含め１３名の

受講で、新たに５名（うち萩ジオツーリズム協会３名加入）のジオガイドが誕生し

た。講座２日目（11(日)）には受講生によるモニターガイドツアーを開催し、23名

の参加者をガイドした。実際にモニターツアーに参加した方から、「子どもも大人も

楽しめた」「何度も訪れているが、こういうガイドならまた受けたい」「町を見る視

点が変わった」という評価を得た。 

２月１日（土）、２日（日）の２日間で白井専門員を講師に萩ジオプランナー養成

講座を実施。プランナーとは、ジオツアープランを組み立てる人材で、今回は萩ジ

オマスターを対象に夏みかんをテーマにしたジオツアーづくりを実践した。５月に

開催予定の「夏みかんまつり」でのツアー催行を目標に引き続きプランニングの試

行錯誤は続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ネットワーク交流の取組み 

（１）JGN 各種大会・研修会・視察等 

  ○4/22-24  2019年度ジオパーク新任者研修会（静岡県・伊豆半島ユネスコ世界 GP） 

  ○5/25    ＪＧＮ新規認定プレゼンテーション（千葉県・幕張メッセ） 

菊間講師によるガイドの立ち位置のトレーニング 

（11月 10日 萩ジオガイド養成講座） 

モニターツアーで受講生が実際にお客さまをご案内 

（11月 11日 萩ジオガイド養成講座） 

白井専門員の講義によるジオツアーの組み立て方を学ぶ 

（２月１日 萩ジオプランナー養成講座） 

グループに分かれてツアーコンセプトを練る 

（２月２日 萩ジオプランナー養成講座） 
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○5/26  日本地球惑星科学連合大会（千葉県・幕張メッセ） 

○7/29    Mine秋吉台ジオパーク世界申請現地診査視察 

  ○5/27    ＪＧＮ通常総会（東京都） 

○5/28-29   第 13回ＪＧＮ全国研修会（千葉県・銚子 GP） 

  ○11/2-4   第 10回日本ジオパークネットワーク全国大会（大分県） 

  ○1/23-24  中四国近畿ブロック研修会（和歌山県・南紀熊野 GP） 

 

（２）視察の受け入れ、ジオパーク専門員の講師派遣 

今年度は、他地域ジオパークから白井ジオパーク専門員の講師派遣要請が増えた。 

視察受入 

○4/1-2  台湾地質公園学会        29名 

○11/6   アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク 1名 

○1/30   桜島・錦江湾ジオパーク     6名 

 その他、各自治体の議員視察等 

 別紙 一覧表参照 

 

講師派遣（白井専門員） 

○7/29-30 五島列島ジオパーク構想  

○12/22  筑波山地域ジオパーク 

○2/26   四国西予ジオパーク 

○3/15   下北ジオパーク （※） 

○3/16-18 三陸ジオパーク （※） 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

６）その他のジオパーク活動 

（１）萩市ジオパーク活動補助事業 

  これまでの萩市ジオパーク活動応援事業補助金から名称を変え、ジオパーク活動

を応援するという立場ではなく、実際にジオパーク活動に向けた事業を展開するこ

とを目的とする。 

➢ 萩のジオパークってなんじゃろう会 100,000円 

「平蕨台で育った野菜はなぜ美味しいのか？」 

・福栄平蕨台での野菜収穫体験イベントを通じて、ジオパーク的アプローチによる大地
と人のつながりについて理解を深めるとともに、生産者との交流を通じて農業の現状
やこれからについて共に考える機会を創出した。 

➢ 萩ジオツーリズム協会 164,000円 

「大地と人のつながりをもっと上手に伝えられるようになろう 

～みんなで成長！ジオガイドフォローアップ講座開催事業～」 

台湾地質公園学会視察を受けて藤道会長の歓迎あいさつ 
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・経験の浅い会員のガイドスキル向上のため、外部講師を招聘し、レベルアップを図っ
た。また、他団体にも声をかけ、講座に参加してもらい交流を図った。 

➢ 竹紙キャラバン 197,000円 

 「竹紙キャラバン～竹紙をテーマに大地と人の暮らしがつながることを伝える～」 

・竹紙漉き体験イベント等を通じて、多くの人に、古くから私たちの生活に身近にあっ
た「竹」を見直す機会を提供した。 

➢ 萩パエリャ巡礼実行委員会 300,000円 

「萩の大地と人のつながりをパエリャで楽しもう 

～『萩パエリャ巡礼』情報発信事業～」 

・当団体が実施している『萩パエリャ巡礼』の活動を多く
の人に知ってもらうため、その活動をまとめた冊子を製
作し配布する。また、活動の動画を撮影・編集し、イン
ターネットを通じて配信する。 

➢ 特定非営利活動法人 萩元気食の会 300,000円 

「萩の大地から生まれた萩の郷土料理」 

・伝統料理・郷土料理の調査及び資料整理、ジオと郷土料理や旬の食材にまつわるスト
ーリーの取材を行い、それらを生かした食文化の伝承と普及を目的としたイベントを
実施した。併せて、それらのガイドブックデータの制作とレシピサイト製作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ジオパークの見どころ解説板の設置（萩市事業） 

  猿屋の瀧(弥富)、龍鱗郷（小川）、笠山虎ヶ崎（椿東）にジオサイト等の解説板 

全９基を設置 

 

竹紙キャラバンによる出前授業 

（9/26美祢市立大田小学校） 

NPO萩元気食の会による「萩ふるさとごはん PJ ウ

インタークッキング」（12/21＠旧木間小中学校） 

（9/26美祢市立大田小学校） 

椿群生林のエビ池を解説 これまで何もなかった猿屋の滝に解説板を設

置。地元にも来訪者にも喜ばれている。 
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（３）情報発信拠点施設に床地図を設置（萩市事業） 

  道の駅、公民館等の萩ジオパークの情報発信拠点全６箇所に床地図（約３畳サイ

ズ）を設置。 

   設置個所：萩ジオパークビジターセンター（萩・明倫学舎内） 

笠山山頂展望台、道の駅「ハピネスふくえ」、 

須佐ふれあいステーション（JR須佐駅）、小川公民館、佐々並公民館 

（４）Mine 秋吉台ジオパークとの連携（萩市事業） 

  美祢市と萩市を結ぶ県道３２号線の市境（雲雀峠）にて萩ジオパーク・Mine秋吉

台ジオパーク共同デザインのアーチ型告知看板を作成 

 

萩市内６箇所に床地図を設置。 

（写真は道の駅ハピネスふくえ） 

Mine 秋吉台ジオパークと共同制作による 

市境アーチ看板 



第１号議案

協議会会計

１．収入の部

項 目 予算額 決算額 差引増減額 決算額

補助金 10,429,426 7,412,920 -3,016,506 萩市補助金 萩市補助金 7,412,920

負担金 643,000 643,000 0 事業負担金 阿武町負担金 443,000

山口市負担金 200,000

雑収入 10,574 86,143 75,569 雑収入 各種講座・体験プログラム参加費 86,092

預金利息 51

合　　計 11,083,000 8,142,063 -2,940,937 8,142,063

２．支出の部

項目 予算額 決算額 差引増減額 費目 摘要 支出実績

報酬 618,372 600,000 -18,372 報酬 戦略顧問報酬 600,000

報償費 1,416,165 434,555 -981,610 報償費 講師謝金（講座・講演会） 434,555

旅費 2,260,573 946,334 -1,314,239 費用弁償 講師・協議会委員旅費 345,091

普通旅費 事務局職員旅費 601,243

需用費 3,100,304 3,713,111 612,807 消耗品費 コピー用紙・事務用品代等 1,570,065

食糧費 外部講師昼食代　等 3,906

印刷製本費 チラシ、ガイドブック、マップ等 2,119,700

修繕料 案内看板修繕 19,440

718,136 657,947 -60,189 使用料 657,947

役務費 533,650 275,796 -257,854 通信運搬費 送料、切手代　等 208,512

広告料 宇部空港サイネージ広告 43,200

手数料 各種振込手数料 18,734

保険料 イベント、講座・研修等の保険料 5,350

委託料 1,356,000 852,320 -503,680 委託料 モニタリング業務委託料、パネル制作委託等 852,320

808,800 662,000 -146,800 負担金 662,000

公課費 71,000 0 -71,000 公課費 0

予備費 200,000 0 -200,000 予備費 0

合　　　計 11,083,000 8,142,063 -2,940,937 8,142,063

永尾基金

項目 予算額 決算額 差引増減額

繰越金 3,000,052 3,000,052 0

雑収入 20 24 4

合　　計 3,000,072 3,000,076 4

バス借上料、会場使用料、外部講師宿泊代等

市民の研修・大会等の参加に係る旅費負担金、
JGN年会費 等

令和元年度　萩ジオパーク推進協議会　決算報告

摘要

　故：永尾隆志氏寄付金の繰越

（単位：円）

（単位：円）

使用料及び

賃借料

負担金補助

及び交付金

摘要




