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糸魚川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査について
ジオパークチームの皆様へ、
2017 年 9 月 16～17 日、織金洞ユネスコ世界ジオパークで第 2 回ユネスコ世界ジオ
パークカウンシル会議が行われました。議題として、糸魚川のユネスコ世界ジオパ
ークとしての再認定がありました。
糸魚川（日本）の再認定審査報告書の確認・検討をうけ、ユネスコ世界ジオパー
クカウンシルは、次の勧告とともに、さらに 4 年間、糸魚川のユネスコ世界ジオパ
ーク加盟継続（いわゆるグリーンカード）を決定しました。
a. The Fossa Magna Park is one of the most important geosites in the Itoigawa
UNESCO Global Geopark. That is why it is important to carry out the improvement
plan and make the site easier to understand.
a. フォッサマグナパークは糸魚川ユネスコ世界ジオパークにおいて最も重要なサイ
トの 1 つです。そのため、改善計画を実行し、サイトをよりわかり易くすること
が大切です。
b. Safety of the sites for visitors is very important, and the UNESCO Global Geopark
should ensure that all sites near roads should be safe for visitors e.g. Tsutsuishi
Hamatokuai Geosite.
b. サイトの安全性は、訪問客にとって非常に重要であり、ユネスコ世界ジオパーク
は道路近くのすべてのサイトが訪問客にとって安全であるよう確保すべきです。
例：筒石浜徳合ジオサイト
c. Continuing to simplify geological terms, names and processes.
c. 地質科学用語、名称、地質の仕組みの簡略化を続けてください。
d. Strengthen the role of women within the Geopark staff, including senior
management positions, in accordance with UNESCO principles.
d. ユネスコの理念に従い、上位管理職を含め、ジオパークスタッフ内における女性
の役割を強化してください。
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-2e. A clear partnership strategy should be developed with partners to include a clear
methodology on the criteria required to become a partner and a formal agreement
with the UNESCO Global Geopark.This is applicable to but not restricted to
accommodation and catering providers, transport providers, activity providers and
producers of local products.
e. ユネスコ世界ジオパークのパートナーとなり正式な協定を結ぶために必要な条件
についてのわかりやすい方針を示すため、パートナーと共に明確な連携協定方針
/戦略をつくるべきです。これは、宿泊業者、飲食業者、運配送業者、体験活動
提供者、地元産品生産者を含みますが、これらに限りません。
f. One of the points from the last revalidation was not fulfilled, which was to compile
an inventory of all art work. It is imperative that this is achieved before the next
revalidation.
f. 前回審査時の指摘の 1 つが改善されていません。それはすべての芸術作品の一覧
表（記録）を作成することです。次回再審査までには対応していることが不可欠
です。
g. Strengthen the involvement in the activities of the Global Geoparks Network and
the Asia Pacific Geoparks Network promoting the International value of the
territory through the partnership
g. 世界ジオパークネットワークおよびアジア太平洋ジオパークネットワークの活動
への関わりを強化し、地域の国際的な価値を普及・促進してください。

最後に、みなさんのユネスコ世界ジオパークへの協力に感謝いたします。

Patrick J. Mc Keever
国際地質科学ジオパーク計画 事務官
地球科学減災部門 チーフ
Cc: Permanent Delegation of Japan to UNESCO
Japanese National Commission for UNESCO
Chairperson of the UNESCO Global Geoparks Council
National Geopark Committee

※ｆに関連した前回指摘事項
8- 文化とジオパーク
糸魚川世界ジオパークは、何人もの日本の有名な芸術家にインスピレーションを与
えてきたはずです。こういった作品（詩、歌、絵、著作、など）情報を収集してい
くべきで、それらは将来、世界ジオパークの付加価値となるはずです。

