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令和３年度萩ジオパーク推進協議会 事業実績報告

１ 普及啓発の取組み

（１）萩ジオユニバース

今年度は新型コロナウイルスの感染状況に応じて、現地開催とオンライン無料配信を併用して開

催した。

〇萩ジオアカデミー講座（現地開催）

タイトル

講 師
開催日 場所 参加数

1
日本海の多様な地質と第四紀地殻変動

産業技術総合研究所地質調査総合センター 岡村行信
12/18 萩・明倫学舎 14

2
徳佐盆地と長門峡の秘密

山口大学教育学部 楮原京子
12/19

長門峡自然休養村管理

センター/山口市阿東
12

3
模型で紐解く日本列島の成り立ち

産業技術総合研究所地質調査総合センター 高橋雅紀
3/13 萩・明倫学舎 27

〇萩ジオ e アカデミー講座

昨年度配信した講座１２タイトルを希望者に無料配信した。 申込件数：3８件

〇地球を食べる食堂（オンライン開催）

開催日
タイトル
参加費

講師 参加数

7/10

須佐ホルンフェルスとケンサキイカ
参加費：のぞきみプラン：500 円

基本プラン：4,500 円
大盛プラン：10,000 円

山口県漁協須佐地区女性部
萩ジオパーク白井専門員

19

10/16
阿武火山群と無角和種
参加費：のぞきみプラン：500 円

基本プラン：3,500 円

阿武町地域おこし協力隊藤尾凛太郎
萩ジオパーク専門員・白井孝明

16

〇地球を食べる食堂（現地開催）

開催日
タイトル

参加費
講師 参加数

11/25
龍が通った道と弥富そば
参加費：2,000 円

そば処 龍の里 弥富

萩ジオパーク専門員・白井孝明
10



〇大地の遊び人養成講座

・動画配信

タイトル 講師 内容 視聴者数

遊びの基本スキルを身につけよう 高井一・寧子 ロープワークの基本 70

・現地開催（参加費 大人：２,５００円 小中高生：1,500 円 定員１０名）

開催日 タイトル 講師 内容 参加人数

8/7 夏の大地と遊ぼう 高井一・寧子 ライフジャケット、シーカヤック 13

11/13 秋の大地と遊ぼう 高井一・寧子 薪割り、火おこし、昼食の調理 4

（２）出前講座・学習会・講演会 等

〇出前講座（学校関係）    ２５件、述べ９３９名（R2:25 件、延べ 837 名）

〇出前講座（その他）     １２件、述べ２４６名（R2:12 件、延べ 185 名）

（３）萩ジオパークフェア 2022

開 催 日：萩・明倫学舎で 3 月 13 日（日）

来場者数：７２６名

内  容：講座、展示、体験、物販、オンラインプログラム



（４）新規パンフレットの作成

笠山、須佐湾・高山パンフレットを作成した。

（５）市境看板リニューアル

萩市境にある既存看板の盤面をリニューアルした。

（６）萩ジオパークパートナー

5 月から 10 月にかけて、宿泊施設部門、お土産屋・飲食店部門、旅行会社、体験・ガイド部門

の 3 部門で萩ジオパークパートナーを募集したところ、２３件の応募があった。

〇1/12  第 1 回萩ジオパークパートナー意見交換会

〇2/4 第２回萩ジオパークパートナーオンライン意見交換会

（７）テレビ、ラジオ、新聞取材

パブリシティ枠で活動が紹介された。テレビ：１１件、ラジオ：１件、新聞：１１件

（８）広報誌「ジオルジュ」2021 年後期号

協賛記事として「萩ジオパーク」を 3 ページ掲載した。

（９）その他の取り組み

○ジオ菓子「笠山火山スコリア」の製作・販売

○工作キットの販売

２ 協議会連携体制づくり

（１）幹事会の開催

〇7/6 令和３年度事業についての協議を行った。

〇11/5   令和４年度事業計画案についての協議を行った。

（２）地域連絡会議の開催

〇7/6 地域巡回展開催に向けた協議を行った。

〇萩市内各地域で巡回展を開催した。

期間 場所

9/27～10/1 旭マルチメディアセンター

10/4～8 川上公民館

10/18～22 吉部公民館 2 階

11/1～5 ふくえ～る 1 階

11/8～12 須佐総合事務所 1 階

11/15～19 田万川コミュニティセンター



（３）学校教育連絡会議（オンライン）

〇7/13 学校教育連絡会議をオンライン開催した。

各学校、教育委員会等の担当者と理念の共有と今後の取組みについて zoom 会議を行った。

３ ガイド育成とジオツアーの商品化

（１）萩ジオガイド養成講座の開催

ガイド技術の向上を図るため、講師として（一社）をかしや代表理事の菊間彰氏を招聘し、

３月 19 日（土）・20 日（日）の 2 日間ジオガイド養成講座を開催した。

参加者数：3/19 8 名、3/20 7 名 （関連イベント菊ヶ浜で遊ぼう！3/20 13 名）

（２）ジオツアーの商品化

『地球目線のまち歩き』や『ジオアドベンチャー』、オンラインガイドツアー『どこでもジオツ

アー』を開催した。オンラインガイドツアーは株式会社エイチ・アイ・エスの HP で販売した。

8 月にはオンラインバスツアーの先駆者である琴平バス株式会社とタイアップしオンラインバス

ツアーを実施した。

〇『地球目線のまち歩き』 開催回数：3 回 参加人数：7 名

〇『ジオアドベンチャー』 開催回数：1 回 参加人数：3 名

〇『どこでもジオツアー』

開催日 テーマ 内容 参加数

4/24
萩ジオパークガイドと歩く萩城下町オン

ライン散策ツアー

ジオガイドが城下町の成り立ちを地形

や地質まで掘り下げて案内する。
7

5/29
世界遺産「萩城下町」を支えた小さな火

山⁈「笠山」オンライン探検ツアー

笠山をジオガイドと一緒にライブで探

検する。
2

6/26
絶景誕生ミステリー！ シマシマ模様の

奇岩・須佐ホルンフェルスの秘密を探る

ジオガイドが須佐ホルンフェルスの成

り立ちや海産物との関係を案内する。
3

7/31
萩ジオパークガイドと歩く萩城下町オン

ライン散策ツアー

ジオガイドが城下町の成り立ちを地形

や地質まで掘り下げて案内する。
4

8/8
維新の志士たちが駆けた町萩城下町歩き

ジオパークガイドが教える海岸の秘密

観光協会のガイドが萩城下町を、城下

町を支えた笠山の海岸をジオパーク専

門員が案内する。

11

9/26 教員向け野外巡検＆実験 笠山で野外巡検と実験をする。 2

10/9
ふくい勝山ジオパークガイドさん向けジ

オツアー
城下町と笠山でジオツアーを実施。 20



（３）山口ゆめ回廊博覧会 プレミアムゆめ散歩

山口県央連携都市圏域（山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、山陽小野田市、島根県津和

野町）でおこなわれる「山口ゆめ回廊博覧会」プレミアムゆめ散歩として、「○○さんに会いに

行こう」を実施した。

開催日 イベント名 内容 参加数

10/2 蔵元杜氏さんに会いに行こう

１億年前の超巨大噴⽕が酒造りに適した水を育み、

阿武⽕山群が生んだ⽕山地形が、⽶栽培に好適であ

ったことなどから酒造りに適したむつみ地域で造り

酒屋⼋千代酒造を営む 5 代目蔵元杜氏・蒲久美子
さんに会って、その心に触れるツアー。

7

10/30 萩焼作家さんに会いに行こう
４００年以上の歴史を持つ萩を代表する工芸品「萩

焼」のはじまりの窯「坂 高麗左衛門窯」の若き萩

焼作家、坂悠太さんに会いに行ってその心に触れる

ツアー。

6

11/7 萩焼作家さんに会いに行こう 5

（４）地域での活動

〇笠山噴火実験＆火口見学ツアー

笠山ジオの会が、笠山山頂で笠山の成り立ちがわかる実験と火口見学のツアーを実施した。

開催日：毎月第 2、第 4 日曜日（新型コロナウイルスの影響で８～9 月、１２～3 月は中止）

開催時間：13 時、14 時、15 時（所要時間は 15 分程度）

料 金：大人 200 円、小中高生 100 円 開催日数：８日 参加者数：５６名

〇龍が通った道ガイドツアー

畳ヶ淵交流事業実行委員会主催の「龍が通った道まつり」でガイドツアーを実施した。

参加者数：３２名

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

コロナ禍で全国大会や会議、研修会がオンライン開催となった。

日程 内容

5/28 ＪＧＮ通常総会（書面決議）

5/29 ＪＧＮ新規認定プレゼンテーション（オンライン視聴）

5/30～6/6 日本地球惑星科学連合大会（オンライン）

7/1、8、15、20 ＪＧＣ主催研修会（オンライン）

7/1～ 複数回 ＪＧＮ中期計画策定委員会（オンライン）

8/31、１/19、３/15 全地域事務局長会議（オンライン）

10/3～5 第 11 回日本ジオパーク全国大会（オンライン）

2/3～4 ＪＧＮ中四国近畿ブロック研修会（オンライン）

2/20 日本ジオパークおためし検定（オンライン）



（２）ジオパーク専門員の講師派遣等

コロナ禍のためオンラインで講座講師を務めた。

10/9 ふくい勝山ジオパーク

1/20 蔵王町ジオパーク推進連絡会

（３）YouTube 番組『へんさん！にっぽんジオパーク風土記』の配信

タイトル ジオパーク名

1
良いも悪いもよかよか、心豊かな人が暮らす火山が生んだ豊

かな大地
島原半島ユネスコ世界ジオパーク

2 火山が生んだ自然と歴史のテーマパーク 箱根ジオパーク

3 プレート運動が生み出した境界のまち 糸魚川ユネスコ世界ジオパーク

４ 五島列島（下五島エリア）編（3/13～21 限定公開） 五島列島ジオパーク

５ 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（萩市事業）

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し、市内の団体に対し、上限

250,000 円の補助金を支出する。

〇山口県立萩商工高等学校 金 250,000 円

「地球目線で萩を『守る』 IOT を活用した萩ジオパーク主要な見どころ来訪人数調査事業」

・畳ヶ淵、ホルンフェルスに無人人数カウンターを設置し、人数調査を行った。また、その成
果をジオパークフェア２０２２で発表した。

〇見島と共に生きる会  金 224,000 円

「見島・八町八反プロジェクト－千年の田んぼ・八町八反の成り立ちを探る！―」

・11 月 6、7 日、2 月２６、２７日に八町八反の古い溜池の調査を行った。さらに、見島小

中学校の児童・生徒を対象に 10 月 30 日「八町八反ミニツアー」を開催し、成果をジオパ

ークフェア２０２２で発表した。

（２）須佐ホルンフェルス解説板設置（山口県・萩市事業）

つわぶきの館駐車場既存看板の盤面の張替えと新規で須佐ホルンフェルス解説板を設置した。



（３）笠山山頂展望台リニューアルオープン（萩市事業）

笠山山頂展望台の２階にカフェ兀兀を、３階に展示休憩室を整備し、

5 月 1 日にリニューアルオープンした。

2 階 カフェ『兀兀（kotsu kotsu）』

【営業時間】11:00-17:00（L.O.16:00）

【営 業 日】4 月 1 日から 10 月 31 日（毎週木曜日定休）

11 月 1 日から 3 月 31 日（土日祝日のみ営業）

３階 展示休憩室

【開館時間】10 時～17 時

【開 館 日】 4 月 1 日から 10 月 31 日（無休）

11 月 1 日から 3 月 31 日（土・日・祝日のみ開館）

※平日利用は、1 週間前までに連絡があれば対応。

（４）GI シンポジウム in 萩

国税庁が 6 月 13 日 (日) に GI 制度の普及や認知度向上を目的として、

萩市と東京をオンラインで繋いだシンポジウムが開催し、白井専門員が

パネルディスカッションに登壇し解説した。

（５）山口県内ジオパーク展示

山口県が 7 月 26 日から 30 日、2 月 7 日から 10 日に県庁のエントランスホールで県内のジ

オパークを紹介する展示を行った。

（６）「海図 150 周年」記念展示

海上保安庁と共同で 8 月 1 日から 30 日に萩・明倫学舎多目的復元教

室にて海図１５０周年を記念した展示をおこなった。

（７）そば処龍の里やどみに展示コーナー開設

畳ヶ淵交流事業実行委員会により「そば処龍の里やどみ」の近隣にある

ジオサイトを紹介する萩ジオパーク展示コーナーが開設された。



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 7,150,000 5,358,614 -1,791,386 萩市補助金 萩市補助金 5,358,614

負担金 1,000,000 1,000,000 0 事業負担金 阿武町負担金 400,000
山口市負担金 600,000

雑収入 1,230,135 677,945 -552,151 雑収入 各種講座・体験プログラム参加費 677,945

39 預金利息 39

合  計 9,380,135 7,036,598 -2,343,537 7,036,598

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 600,000 600,000 0 報酬 戦略顧問、アドバイザー報酬 600,000

報償費 759,000 345,833 -413,167 報償費 講師謝金、ガイド謝金 345,833

旅費 1,455,768 121,574 -1,334,194 費用弁償 顧問、講師旅費 121,574

普通旅費 事務局職員旅費 0

需用費 2,509,390 1,840,395 -668,995 消耗品費 フェア資材、事務用品費等 624,845

燃料費 0

食糧費 萩ジオパークフェア2022食材等 39,100

印刷製本費 チラシ、ガイドブック、マップ等 1,176,450

200,136 261,702 61,566 使用料 261,702

役務費 514,156 418,062 -96,094 通信運搬費 送料、切手代 等 180,232

広告料 日本地学学会「ジオルジュ」企画広告代 150,000

手数料
オンラインツアー仲介手数料、
各種振込手数料

69,830

保険料 イベント、講座・研修等の保険料 18,000

委託料 1,414,685 1,710,032 295,347 委託料
公式ホームページ保守、ガイド研修業務委
託、ジオパークフェア会場設営、展示物製
作、看板作成 等

1,710,032

1,927,000 1,739,000 -188,000 負担金 1,739,000

合   計 9,380,135 7,036,598 -2,343,537 7,036,598

負担金補助
及び交付金

負担金、JGN年会費 等

使用料及び
賃借料

Adobeライセンス、講師宿泊代 等

令和3年度 萩ジオパーク推進協議会 会計報告

（単位：円）

摘要

（単位：円）


