
ユネスコジオパーク
誕生記念フォーラム
～ジオパークの新時代に向けて～
- Towards the new age of geoparks -

主　催　特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク
共　催　白山手取川ジオパーク推進協議会
　　　　国連大学サステイナビリティ高等研究所
　　　　　いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット
　　　　日本ジオパーク委員会
後　援　日本ユネスコ国内委員会（予定）
　　　　石川県（予定）
　　　　白山市

2016年

１月23日（土）
開催時間：13：00～
開催場所：白山市松任学習センター

コンサートホール        他
（白山手取川ジオパーク／石川県白山市）

ジオパー
クに携わる

一人一人とともに
考える

UNESCO Global Geoparks Celebration Forum

[住所]
〒101-0047　東京都千代田区内神田1-5-1　トライエム大手町ビル7階
[TEL] 03-3219-2990　　[FAX] 03-3219-2990

[E-mail] info@geopark.jp
[URL] http://www.geopark.jp/
         https://twitter.com/OfficialJGN

主催 Organized by

特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク
Japanese Geoparks Network (JGN)

[ 住所 ]
〒924-8688　石川県白山市倉光二丁目1番地
[TEL] 076-274-9564　　[FAX] 076-274-9546

[E-mail] geopark@city.hakusan.lg.jp
[URL] http://hakusan-geo.main.jp/
         https://www.facebook.com/Yukimama.to.Shizuku/

共催 Co-organized by

白山手取川ジオパーク推進協議会
Hakusan Tedorigawa Geopark Promotion Council

[ 住所 ]
〒920-0962　石川県金沢市広坂 2-1-1　
                    石川県政記念しいのき迎賓館 3階
[TEL] 076-224-2266　　[FAX] 076-224-2271

[E-mail] unu-iasouik@unu.edu
[URL] http://ias.unu.edu/jp/
         https://www.facebook.com/OUIK.UNU.IAS/

国連大学サステイナビリティ高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット
Operating Unit Ishikawa/Kanazawa, Institute for the Advanced Study of
Sustainability, United Nations University (UNU-IAS-OUIK)

[ 住所 ]
〒101-0047　東京都千代田区内神田 1-5-1
                    トライエム大手町ビル 7階
[TEL] 03-3219-2990　　[FAX] 03-3219-2990

[E-mail] info@geopark.jp
[URL] http://jgc.geopark.jp/

日本ジオパーク委員会
Japan Geopark Committee (JGC)

[住所]
〒070-8071　北海道旭川市台場1条2丁目1番6号
[TEL] 0166-61-5531　　[FAX] 0166-61-3300

[E-mail] info@hcc.co.jp
[URL] http://www.hcc.co.jp/
         http://www.facebook.com/Hokkaido.Chizu

展示協力　Exhibition by

Hokkaido-Chizu Co.,Ltd.

[ 住所 ]
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台 2-10
[TEL] 03-3291-2757　　[FAX] 03-3233-0303

[E-mail] order@kokon.co.jp
[URL] http://www.kokon.co.jp/
         http://www.facebook.com/kokonshoin/

Kokon Shoin Co., Ltd.

[E-mail] unu-iasouik@unu.edu
[URL] http://ias.unu.edu/jp/

Operating Unit Ishikawa/Kanazawa, Institute for the Advanced Study of



講演2講演2

講演1講演1

（14：40 ～15：00　休  憩）

（16：30 ～16：50　休  憩）

【趣旨】
創立以来ユネスコの支援を受けてきたジオパークが、2015年11月に開催された第38回ユネスコ総会に
おいて、ユネスコの正式事業として位置づけられました。正式事業になるまでにどのような経緯があった
のか？ 正式事業化により何が変わり、その変化に日本のジオパークはどのように対応していくべきなのか？ 
そもそもユネスコとは、どのような組織なのか？ ジオパークやユネスコに関わる第一級の話者を迎え、ジオ
パークに携わる一人一人とともに考えていきます。

Dr. Patrick McKeever　パトリック・マッキーバー氏　（逐次通訳付き）
　ユネスコ生態地球科学部地球科学ジオハザード減災セクションチーフ
　国際地質科学ジオパーク計画事務局長

　
　

プロフィール
アイルランド出身。北アイルランド地質調査所の研究員として、ジオパークの初期から中心的な人物の1人として活動。の
ちにユネスコ入りして現職に就任。ジオパークのガイドラインの策定や、世界ジオパークの審査に携わってきた。このたび
のユネスコ正式事業化にも大きく貢献し、新しく立ち上がった国際地質科学ジオパーク計画（IGGP）の事務局長にも就
任した。

松　浦　晃一郎 氏　Dr. Koichiro Matsuura　
　前ユネスコ事務局長

プロフィール
山口県出身。東京大学法学部を経て、1959年に外務省に入省。経済協力局長、北米局長、外務審議
官、駐仏特命全権大使等を歴任。その後、世界遺産委員会議長を経て、1999年にアジア人で初めて
ユネスコ事務局長に就任。2期10年の在任中はユネスコの機構改革に尽力した。現在は、公益財団
法人日仏会館理事長や株式会社パソナグループ社外監査役等を務める。

松　田　裕　之 氏　Dr. Hiroyuki Matsuda
　日本ユネスコ国内委員会MAB計画分科会調査委員
　日本MAB計画委員会委員長
　横浜国立大学大学院環境情報研究院教授

プロフィール
福岡県出身。京都大学大学院理学研究科修了。水産庁中央水産研究所、東京大学海洋研究所等を
経て、2003年より現職。専門は、生態リスク学、数理生物学、水産資源学、海洋政策学。前日本生態
学会会長。ユネスコエコパークの国内審査を担う日本ユネスコ国内委員会МAB計画分科会調査委
員のほか、支援研究者の集まる日本МAB計画委員会の委員長を務める。

パネリスト

　Patrick McKeever 氏
　松　浦　晃一郎 氏
　松　田　裕　之 氏

シンポジウム（13:00～18:30　松任学習センター）
開 会

パネルディスカッション「ユネスコ正式事業化を受けての日本のジオパーク活動」

閉 会

講演3講演3

Program

「UNESCO Global Geoparks」

「ユネスコの理念と地球環境保全のための活動」

「ユネスコМAB計画と日本のユネスコエコパーク」

まつ うら こう いちろう

まつ

コーディネーター　

　渡　辺　真　人 氏　　アジア太平洋ジオパークネットワーク諮問委員
　　　　　　　　　　　　　 産業技術総合研究所地質調査総合センター
　　　　　　　　　　　　　 地質情報研究部門地球変動史研究グループ長

わた なべ ま ひと

　中　田　節　也 氏 日本ジオパーク委員会副委員長
 東京大学地震研究所教授

　野　辺　一　寛 氏 日本ジオパークネットワーク事務局次長
 隠岐世界ジオパーク推進協議会事務局長

なか だ せつ や

の べ かず ひろ

　尾　池　和　夫 氏　　日本ジオパーク委員会委員長
　　　　　　　　　　 　  　 京都造形芸術大学学長

お いけ かず お

だ ひろ ゆき

司　会 ： 永井 三岐子
（国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット事務局長）

あいさつ

米　田　　　徹　（日本ジオパークネットワーク理事長）

山　田　憲　昭　（白山手取川ジオパーク推進協議会会長／白山市長）

山　脇　良　雄　（日本ユネスコ国内委員会事務総長／文部科学省国際統括官）

なが   い  

よね だ とおる

やま だ あきのり

やま わき およし

み　 き　 こ

記念祝賀会　（19:00～20:30　グランドホテル白山）

オプショナルワークショップ　（1/24（日）9:30～11:30　松任文化会館）


