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1-1 ジオパークとは

　ジオパークは、地球活動によってできた自然や文化といった、大地
（ジオ）の遺産を主な見所とする自然の中の公園です。大地の遺産を、
保護・保全し、教育・普及に活用し、持続的な地域の発展に取り組ん
でいる地域がジオパークを名乗ることができます。
　現在ユネスコの支援のもと世界でジオパークの活動が推進されてい
ます。世界ジオパークに求められる条件については、次のような項目
を満たすことが必要とされています。

　ジオパークの資産とは、大地に根ざした全てのものを含みます。地域独自の地層や岩石。それら
がつくる地形、土壌、地下水、温泉。それによって育まれる動植物や様々な特産物、それをもとに
した多様な産業。大自然は時に大きな災害をもたらしてきましたが、そうした自然災害もまた、防
災科学技術や、災害と共に生きる知恵や文化を育んできました。こうした自然の恵みと脅威が、地
域独自の景観・産業・歴史・人物・科学・技術・文化・思想・信仰・芸術・教育を成立させている
のであり、これらすべてがジオパークの資産なのです。その価値を住民自らが学び、楽しみ、教育
や防災、観光、まちづくりに活かしていく場所こそがジオパークなのです。

1　伊豆半島ジオパーク基本計画の策定にあたり

人物 歴史

産業 文化 芸術 思想 信仰 科学 技術

教育社会景観

特産物

水産業 農林業 鉱工業
観光 防災

大地（地域独特の地学的営みとその生産物）＝ジオ

地域社会

地下水

土壌 地形

川植物
動物

温泉

自然景観 災害

地層・岩石・鉱物

地域振興

 保全 活用

大地（ジオ）が生んだ資産
ジオパーク

〇多数の地質遺産を含む（文化的な価値のあるサイトも含む）
〇境界のはっきり定められた地域である
〇しっかりした運営組織と運営・財政計画を持つ
〇ジオツーリズムなどによる地域の持続可能な発展を育成する
〇地球科学や環境問題に関する教育・普及活動を行う
〇地質遺産を確実に保護・保全する
〇世界的ネットワークの一員として、ネットワークを積極的に活性化させる。
〇防災への取り組みも重視
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1-2 伊豆半島ジオパークについて

①伊豆半島の成り立ち　～南から来た火山の贈りもの～

　約2000万年前、伊豆半島は、本州のはるか南にあるフィリピン海プレー
トの上にできた海底火山群でした。この海底火山や火山島はフィリピン海プ
レートとともに北に移動し、約100万年前に本州に衝突して現在のような半
島の形になりました。本州と陸続きの半島となってからしばらくは、陸上の
あちらこちらで噴火が続き、現在の伊豆の骨格を形づくるような大きな火山
ができました。
　約20万年前になると、こうした大きな山を作る火山の活動は終わり、日
本では数少ない独立単成火山群の活動がはじまりました。この火山は、噴火
のたびに場所を変える小さな火山の集まりで、この火山群は「伊豆東部火山
群」として活火山のひとつとなっています。
　また、プレートの動きは現在も伊豆の大地を本州に押し込み続けており、
地殻変動によりさまざまな地形を作っています。こうした特別な地質学的特
徴が、世界に類を見ない伊豆半島を形づくっているのです。

②伊豆半島ジオパークのエリア

　伊豆半島は、静岡県の東端部に位置し、南へ約50kmにわたって突き出した半島です。伊豆半島
ジオパークは、伊豆半島を構成する15市町（沼津市、熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、
伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、長泉町、清水町）からな
る、面積約1585㎢を範囲としています。
　伊豆半島ジオパークは、山地が大部分を占めています。海岸線と天城山などの中北部の山稜は富

深い海の時代
2000～1000万年前

浅い海の時代
1000～200万年前

本州への衝突の開始
200～100万年前

衝突の進行
100～60万年前

伊豆半島の原型の完成
60万年前

ほぼ現在の姿に
60～20万年前

プレート
沈み込み口

海底火山

湯ヶ島層群の
火山群の噴火

本州

800～
400km

海底火山

プレート
沈み込み口

400～
80km

浅瀬
小火山島

白浜層群の
火山群の噴火

本州

80～40km
陸地

本州

熱海層群最下部の
砂や泥が堆積

丹沢山地の
隆起と浸食

足柄層群の
堆積

陸化をはじめた伊豆

陸化した
足柄地域

蛇石火山
宇佐美火山

棚場火山
達磨火山

多賀火山
丹沢山地

足柄山地
丹沢山地

天城火山

箱根火山

●伊豆半島のなりたちに沿った、5つのサブテーマ
1.	本州に衝突した南洋の火山島
	 移動と衝突を語る各種の証拠
2.	海底火山群としてのルーツ
	 各所に残る海底噴火の証拠と、火山の根
3.	陸化後に並び立つ大型火山群
	 伊豆の地形の屋台骨をつくる大型火山群
4.	生きている伊豆の大地	
	 4A：多種多様の地形と造形をもたらし、現在も活動中の小火山の
	 	 集合体・伊豆東部火山群
	 4B：地殻変動と活断層によって姿を変えゆく大地
5.	変動する大地と共に生きてきた人々の知恵と文化
	 5A：地形・噴出物・鉱床・地熱・水の利用と活用
	 5B：防災・減災への先進的取り組み
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士箱根伊豆国立公園の一部として指定されています。海に突き出した
高い山地は当地域に多くの雨をもたらし、国内有数の多雨地帯でもあ
ります。これらの山地は海に迫り、入り組んだ海岸地形を作り出して
います。この複雑な地形は、伊豆半島内の各地を隔て、地域ごとに多
様な風土が形成されています。
　伊豆半島ジオパークのエリアは、日本を代表する温泉地帯でもあ
り、自然環境と首都圏からの近さを活かした観光産業や、わさびやし
いたけ、伊勢海老やタカアシガニといった特産品をはじめとした農林
水産業が盛んです。北部は、東京まで新幹線で	1	時間という立地と豊
富な水資源から工業が盛んです。約69万人が暮らしており、年間4000
万人近くの観光交流客（宿泊客数+観光レクリエーション客数）と、約
1000万人の宿泊客が訪れています（平成24年度「静岡県観光交流の動
向」静岡県）。

1-3 伊豆半島ジオパーク推進のこれまでとこれから

①伊豆半島ジオパークのはじまり

　伊豆半島には、伊豆半島ジオパークという名前が生まれる前から、その原型とも言えるさまざまな
活動がはじまっていました。1999年以降毎年、日本各地で行われている「地震火山こどもサマースクー
ル」の第１回は、函南町で開催されました。またジオパーク活動の根幹とも言える市民主体の講演会や
公開講座は、2000年から始まったNPO法人まちこん伊東の取り組みをはじめとして、各地で行われて
いました。ジオガイド養成講座の原型とも言える「伊東自然・歴史案内人養成講座」は伊東市と市民団
体によって企画され、伊東市主催で2005年から開催されてきました。さらにジオパークのガイドブッ
ク的な性格をもつ「伊豆の大地の物語」（静岡大学防災総合センター小山真人教授執筆）が2007年から、
伊豆新聞に連載されています。伊豆半島ジオパークの活動は、1999年より住民や大学の研究者の手に
よって、育まれていたのです。

②伊豆半島ジオパーク推進協議会の設立

　伊豆半島ジオパーク推進協議会が設立されたのは、2010年2月、伊豆半島６市６町首長会議で伊豆半
島ジオパーク構想の推進を合意したことに由来します。その後、2011年1月に、伊豆半島ジオパーク構
想指針書が完成し、2011年3月に沼津市を含む7市6町と県、各種団体、交通事業者などが「伊豆半島ジ
オパーク推進協議会」を設立。2011年4月1日に、伊東市観光課内に推進協議会事務局が開設されまし
た。
　伊豆半島ジオパーク推進協議会は、観光協会をはじめとした地域団体・民間企業・教育機関・自治体
によって構成され、ジオガイドの養成、ジオパークに関する看板の設置、伊豆半島の地質、地形、自然
景観、文化、地域産業や生活の多面的な研究を進めるとともに、地域の住民へのジオパークの普及活
動、伊豆半島の構成市町の教育、行政、観光、産業機関と連携したさらなる発展を目指して活動してい

相模灘

駿河湾
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ます。（※現在の体制についての詳細はP16）

③伊豆半島ジオパークこれまでの取り組み

2010年度 伊豆半島６市６町首長会議で伊豆半島ジオパーク構想の推進を合意
伊豆半島ジオパーク構想指針書が完成
沼津市を含む7市6町と県、各種団体、交通事業者などが「伊豆半島ジオパーク推進協議
会」を設立

2011年度 伊東市観光課内に伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局が開設
日本ジオパークネットワーク（JGN）に加盟申請書を提出

2012年度 南伊豆町ジオパークビジターセンター開設
日本ジオパーク委員会（JGC）の審査を経て、日本ジオパークとして認定
8月25日「伊豆半島ジオガイド協会」が設立

2013年度 三島ビジターセンターを開設／天城ビジターセンターを開設
清水町と長泉町が、伊豆半島ジオパークの新たなエリアに認定

④これからの伊豆半島ジオパーク推進の視点

　先に述べたように、伊豆半島ジオパークはもともと住民や大学の研究者が中心となったさまざまな活
動が基盤にあることから、各市町の特徴を生かした活動が展開されてきました。現在も推進協議会とジ
オガイドの連携をはじめ、住民主体の活動が多様にあり、「ひと」と地域の「個性」が最大の魅力のジオ
パークでもあります。
　しかしながら、15市町1585㎢という広範囲に及ぶ伊豆半島ジオパークが、今後も持続可能な発展
を成すためには、地域の個性を生かしながら、一方で伊豆半島ジオパークが一丸となって目指す姿を明
らかにし、各関係者・各地域が横断的・総合的に協力して活動を推進していくことが必要です。
　今回、本計画の策定を通じて、住民のみなさんをはじめ、多様な関係者が一緒になって議論し、伊豆
半島一丸となって伊豆半島ジオパークが目指す未来を描くことにしました。本計画では、伊豆半島ジオ
パークが目指す10年後の姿、それにもとづいた取り組み方針、5年間の行動計画を立てていきます。

1-4 基本計画および行動計画の位置づけと計画期間

　伊豆半島ジオパーク基本計画は、伊豆半島ジオパークが目指す方向性を明らかにし、伊豆半島の住
民、教育機関、市民団体、地域団体、民間企業、自治体等が今後より一層協力しながら、横断的・総合
的に伊豆半島ジオパークを推進するための計画です。

①計画の位置づけ

　基本計画および行動計画は、伊豆半島を一体的に捉えた長期的視点による地域づくりの方向性を示
し、中期・短期的な課題を解決し、地域の振興を図るための戦略計画を明示した「伊豆半島グランドデ
ザイン」、伊豆半島ジオパーク構想の骨格となる指針やジオサイト候補地をとりまとめた「伊豆半島ジ
オパーク構想指針書」を踏襲した上で、各市町の地域計画との関連性を考慮しながら、策定します。
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②計画期間
　本計画では、今後10年間を通じて伊豆半島ジオパークが目指す姿と、それに向けた取り組み方針、
それに向かって、まずは5年間で継続すべきこと、あらたに取り組むことを明示した行動計画を記載し
ます。行動計画については、今後世界ジオパークの認定状況やほかの計画との整合性を図りながら、必
要に応じて見直しを行います。（JGC：日本ジオパーク委員会　GGN：世界ジオパークネットワーク）

1-5 計画の策定方法

　本計画の策定にあたっては、伊豆半島ジオパーク協議会事務局を中心に、これまでの活動の棚卸し、
資料分析や関係者ヒアリングによる現状把握、協議会課題検討会議、市町民アンケート調査を開催して
現状の把握および課題整理を行いました。また本計画における取組方針については、住民参加型のワー
クショップ「伊豆半島ジオパークの未来を考えるセッション」を開催し、多様な方々からご意見をいただ
き、検討作業を行いました。※市町民アンケート調査、関係者ヒアリング、ワークショップ詳細については、巻末に記載。

基本計画 中長期で取り組む方針

行動計画
5年間で取り組む具体的事業
（適宜検証） 新・行動計画

具体的事業の見直し
5年間で取り組む具体的事業

伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク

が
目
指
す
姿

H26年世界ジオJGC審査
H27年GGN審査

H28年日本ジオJGC再審査 H35年
H31年GGN審査

H25年11月 12月 H26年1月 2月 3月

現状把握および
課題整理

基本計画・
行動計画作成

活動棚卸し

資料分析・関係者ヒアリング
課題検討会議

市町民アンケート調査

取り組み方針の整理

素案作成

意見収集
計画書とりまとめ

総会で決定

1

3

2取組方針の抽出
住民参加型ワークショップ

伊豆半島の未来を考えるセッション
1月17・18・19日

4月 5月

伊豆半島グランドデザイン（2012年4月）

伊豆半島ジオパーク構想指針書
（2011年１月）伊豆半島ジオパーク基本計画・行動計画（今回）

各市町の関連計画
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2　伊豆半島ジオパークが目指す姿

2-1　みんなで考える伊豆半島ジオパークの未来

　本計画の柱となる「伊豆半島ジオパークが目指す姿」の検討にあたって、住民参加型のワークショッ
プを開催し、ジオパーク活動関係者や関心のある住民の方、約100名が集い、3日間にわたって伊豆半
島ジオパークの未来について考えました。

　もっとも重点的に話されたのは「ひと」の視点で、「住んでいる人たちがジオパークを通じて伊豆半島
に誇りを持ち、その魅力を自ら伝える」、「ジオパークを学校に取り入れ伊豆への愛着を育む」といっ
た、人材育成や住民浸透、学校教育への取り組みが語られました。また、いまこそ伊豆半島としてひ
とつにまとまろうという「地域連携」の視点や、ジオパークを通じた減災・防災の普及、伊豆らしい健
康で楽しい暮らしを楽しむといった「暮らし」の視点、伊豆半島の大自然の保全や活用に対する意見に
ついても多く議論が交わされました。さらに、伊豆半島ジオパークとして「国際化」に対応していくこ
と、持続的な振興につなげるための「運営基盤」をしっかりつくること、といった意見についても、多
くの想いやアイデアが寄せられました。

【ひとづくり】
住民浸透・学校教育・人材育成

「ジオ学」の普及
住民が伊豆半島に誇りを持ち、自ら魅力を発信
伊豆が大好き「伊豆人」

伊豆半島の魅力を伝える
ジオキャラバン隊

伊豆への愛着を育む学校教育
住民みんながジオを知っている

伊豆半島の自然を守る
海や自然景観を保全ジオパークを通じて、著者、老人、

来訪者が一緒に語り合える
「ここに住みたい」と思う伊豆半島 ジオの研究ネットワーク

【自然環境】
自然保全・自然活用

【暮らし】
減災・防災

伊豆らしいライフスタイル 伊豆半島ジオパークの自然を活用した研究
自然エネルギー伊豆半島がひとつにまとまる

拠点整備・恊働・地域連携
【地域連携】

伊豆半島ジオパークとしての
魅力的な発信

教育機関の誘致

活動の源となる拠点
誰もが学べるジオ博物館

ジオを通じた産業振興
ジオガイドが
仕事として成立
雇用の促進

市民ファンド
産業振興・交通整備

ジオパークとしての地位向上
【運営基盤】【国際化】

国際交流・環境整備
グローバル対応のツーリズム

世界中に対応したコンシェルジュ機能 誰もがジオを巡れる交通環境
ジオパークらしい交通網

日本ジオパークのハブになる
ほかのジオパークとの連携
富士・箱根・伊豆大島とともに

防災・減災の啓蒙
世界に誇れる防災モデル

地産地消
伊豆らしいおもてなし

健康で長生きのできる楽園
世界の湯治場へ

世界のひとたちが火山の恵みを味わう
短期でも長期でも滞在できる

重点的に議論された
目指すべき未来の姿
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伊豆半島ジオパークが目指す姿

　ジオパークの理念、そしてワークショップで語られた想いやアイデアを踏まえ、伊豆半島ジオパーク
が目指す方向性を次の５つとしました。

　これまでの活動状況や市町民アンケート、課題検討会議での現状を踏まえ、それぞれの理念の実現に
向けた中長期的な取り組み方針を、次の章で明記します。また、短期的に具体的に進めていく事業につ
いて、別紙の行動計画において整理します。　

3-1「伊豆人（いずじん）」を育む

　伊豆半島の魅力を伝える人、伊豆半島での暮らしを楽しむ人、そんな「伊豆人」は、伊豆半島ジオパー
クを支えるもっとも大切な資産です。伊豆半島ジオパークでは、ジオガイド養成の充実化をはじめ、ジ
オパークに親しむ活動を通じて、伊豆半島に誇りを持つ「伊豆人」を育みます。

①ジオガイド養成の充実化

　ジオガイド養成講座は、現在抽選になるほど関心の高い講座となっています（例えば2013年度は約
120名の応募があり、抽選で52名が養成講座に参加）。認定後もスキルアップの講座を設置しており、
ジオガイド協会も設立され、伊豆半島ジオパークでは以前よりジオガイドの養成に力を入れてきまし
た。今後はジオガイドの価値をさらに高め、ジオガイドが持続的に活動できる仕組みづくりにも力を入
れていきます。

〇新規ジオガイドの養成講座とジオガイドのスキルアップ講座を継続します。

〇ジオガイド協会を中心としたジオガイドの情報発信、ほかの団体やNPO法人事業者と連携したジオツアー

の充実化を図ります。

3　伊豆半島ジオパーク推進における５つの取り組み方針

① 「伊豆人（いずじん）」を育む

④ 住みやすく、誰もが楽しめる環境をつくる
 

⑤ 活動を支える運営基盤を整備する

②自然の恵みを守り活かす
③防災文化をつくり世界に伝える

持続可能な地域づくり

◯現在の講座内容
必修：ジオパークの理念・地球科学の基礎・伊豆半島のジオ・危機管理・自然保護・動植物・考古学・歴史・
信仰・海洋・産業など（座学19コマ、1コマ90分）
野外：全12エリアから3エリア以上を選択
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②「ジオ学」の普及

　一部の学校ではジオパークの学習を環境・郷土・防災教育に活用したり、
地域と連携した商品開発を行ったり、積極的にジオパークを学習に取り入
れてきました。今後は、伊豆半島全域で子どもたちのジオパーク学習の機
会が増える取り組みを推進していきます。

〇協議会内に教育部会を設置し、協議会と各市町の教育委員会との連携、小中

学校教育へのジオパーク学習の活用、高校の部活動や課外活動におけるジオ

パークの学習機会の創出について具体的に検討を進めていきます。

〇伊豆半島の成り立ちや自然の恵みによって生まれた文化・産業を、誰もが楽

しんで理解できる「ジオ学」のテキストや教育パッケージを開発し、普及に努

めます。

③住民浸透の強化

　住民向けの各種講座やジオツアーを積極的に開催し、多数の参加者を集
めています。2013年12月に行われた市町民アンケート調査（別紙「資料編」
参照）でも、80%以上の方が「伊豆半島ジオパーク」を知っており、認知度は
高いものになっています。しかしながら、活動内容を知っている方は15%
にとどまっており、今後もジオパーク活動の地域内普及活動と、住民参加
の機会を増やしていきます。

〇ジオ検定の普及、住民向けの講座やツアーを充実化し、住民参加の機会を増

やします。

〇ジオ検定の合格者や、ジオサイトの魅力を語ることができる住民を、「ジオ

マスター（仮称）」と認定する制度をつくります。

〇地元向けの講座や、地元メディアと連携した普及活動を行います。

地元向けの講座　長泉町地域勉
強会

伊豆新聞での連載を書
籍化した『伊豆の大地の
物語』（静岡新聞社発行）

静岡新聞社と連携した
公式ガイドブック『冒険
半島伊豆へようこそ』

西伊豆ジオツアー　NPO法人ま
ちこん伊東

ジオガイド養成講座：座学の様子

ジオガイド養成講座：下田エリ
ア現地での野外講座

伊豆総合高等学校の生徒による
地元小学校での出前授業（2012
年2月23日熊坂小学校）

NPOや教員、地元企業との連携
～小室山火山教室キッチン火山
（2011年8月21日）

◯伊豆半島ジオ検定
2013年3級（7月1日から8月15
日実施）

◯さまざまなジオ講座
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3-2 自然の恵みを守り活かす

　伊豆半島のいまの魅力は、世界に類を見ない特異な地球活動の歴史と、現在も続く火山活動や地殻変
動によって成り立っています。伊豆半島ジオパークでは、価値ある自然の遺産を持続的に守り活用する
ために、伊豆半島一体となって、保護・保全し、次世代に継承していく活動を推進します。

①ジオサイトの保護・保全

　伊豆半島ジオパークの一部が国立公園に指定されており、自然公園法・
自然環境保全法・文化財保護法・森林法・海岸法・河川法・土地利用関係
法令、その他の条例によって多くのジオサイトが保護されています。一方
で、それらの法律・条例の対象となっていないジオサイトもあり、ジオパー
クとしてのジオサイト保全に対する方針および計画を策定します。

〇法律・条例の対象となっていないジオサイト周辺への新規条例等を制定する

とともに、伊豆半島ジオパークとしての保全計画を策定します。

〇安全性・保護の視点から立ち入りを制限するジオサイトを明確化し、保全計

画とともに、広く周知に努めます。

②住民主体による保全・保護活動

　住民の手でジオサイトの清掃活動や自然の保護活動を推進している地域
もあり、住民アンケート調査においても「自然環境の保全」は高い関心に位
置づけられています。今後は住民主体による保全・保護活動が伊豆半島全
体に広がっていくよう普及活動を行います。

〇各地域の保全・保護活動を伊豆半島ジオパークの公式ホームページやイベン

トを通じて紹介し、住民主体の具体的な保全・保護活動の実践を周知してい

きます。

③伊豆の自然・文化を活用した研究活動の推進

　推進協議会事務局には現在2名の専任研究員を配置しており、ジオサイト
の研究に努めています。また静岡大学と密な連携をとり、これまでジオサイ
トの研究を積極的に行ってきました。今後もジオサイト等の調査・研究に努
めるとともに、研究機関や地域の関係機関との連携に力を入れていきます。

〇ジオサイトの変化を把握するとともに、新たなジオサイトを発掘するための、

調査・研究を、大学や研究機関と連携して行います。

〇誰もが学べるオンライン上の「伊豆半島ジオパーク大学（仮称）」設立を目標に、

研究者とジオガイド等の地域の活動関係者がネットワークを作り、情報共有

を図ります。

ジオを楽しみながらの調査

町内会＋高校生＋ガイドによる
ジオサイトの清掃活動

静岡大学・カナリー諸島火山観
測所との連携～伊豆東部火山群
のより古い火山の調査実施

静岡大学防災総合センターとの
連携～手石海丘における火山ガ
ス調査

住民・行政向けの調査報告講演会
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3-3 防災文化をつくり世界に伝える

　伊豆の大地は、暮らしにさまざまな恵みをもたらす一方で、ときに大き
な災害も引き起こしてきました。しかし、そうした災害が長い時を経て、
新たな地形や資源を作り出すとともに、伊豆半島の防災技術や、災害とと
もに生きる知恵や文化を育んできたのです。伊豆半島ジオパークは、学習
を通じて今後の防災・減災に役立てるとともに、伊豆半島一体で防災・減
災活動の普及に取り組みます。

①自然の営みへの理解を通じた防災文化作り

　伊豆の大地の成り立ちを知り自然を楽しむことは、自然災害の本質的な理
解にもつながります。ジオパークの活動を通じ、普段は自然の恵みを享受し
つつも、自然災害について継続的に考えていける地域づくりを進めます。

〇ジオツアーや講座、公式ホームページを通じ、自然や歴史の中から自然災害

を読み取る方法を伝え、自然災害への本質的な理解にもとづく地域づくりが

できるよう啓発を進めます。

②災害遺構・防災施設の活用

　災害遺構や防災施設をジオサイトに設定して普及活動に役立てています。
今後も災害遺構や伝承の掘り起こしと防災施設を活用した普及活動に努め
ていきます。

〇今後も災害遺構・災害伝承の発掘や新たなジオサイトへの認定を進めます。

〇地域住民や各自治体と連携し、災害遺構や防災施設を活用した防災・減災の

啓発を進めます。

③防災まちづくりの推進
　各自治体における防災計画や、県北部の防災計画と情報共有を行ってい
ます。今後も各地域の防災計画や、コミュニティFMと連携し、伊豆半島内
における防災の啓発活動に努めます。

〇伊豆半島内のコミュニティFMや防災活動の各団体と連携し、ジオツアーや

イベントに組み込むことで、各地域の防災計画と連携した普及活動を推進し

ます。

〇ジオサイトに関連した災害体験やその教訓を住民自らが伝えるジオツアーや

勉強会の実施、また住民との協働による防災マップの作成など、住民参加型

の機会創出を図ります。

ジオガイドによる防災学習の実施

丹那断層のトレンチ展示施設
（丹那断層公園）

津波到達碑（伊東市・海蔵寺）

「遊びながらも学べる」ツアーの
実施（NPO法人伊豆どろんこの
会2011年）
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④防災文化の世界への発信

　伊豆半島ジオパークでは地域のＮＰＯ等をはじめとして、災害遺構や防
災施設を活用したジオツアーを実施しています。今後はこういった事例を
伊豆半島内外に広めると同時に、防災のモデル地域として、伊豆半島の防
災文化を世界に発信していきます。

〇防災学習に関連するジオツアーをはじめとした各防災まちづくりの活動を、

伊豆半島ジオパークの公式ホームページやイベントを通じて伊豆半島内外に

普及します。

〇ジオパークを通じて誰もが学べる防災学習のツール開発に努め、伊豆半島を

訪れるお客さまたちの安全に努めるとともに、防災の重要性を広く伝えてい

きます。

3-4 住みやすく、誰もが楽しめる環境をつくる

　伊豆半島は、美しい海、火山の恵みから生まれた温泉や、食文化、伝統
文化、温暖な気候など、多様	な資源から、独自の湯治文化や観光の歴史を
築いてきました。伊豆半島ジオパークでは、こういった歴史ある文化や産
業の基盤を生かし、暮らしやすく、世界の誰もが楽しめる環境を整えてい
きます。

①ジオツーリズムの充実化

　火山の歴史、グルメ、温泉、ダイビングなどを活かした特色あるジオツ
アーや地域イベントが次々と生まれています。今後は、伊豆半島一体となっ
たツーリズムの開発にも取り組む必要があります。

〇協議会内にジオツーリズム部会を設置し、各事業者や団体と連携した、ツー

リズムの開発について具体的に検討を進めます。

〇既存の観光商品と連携したプロモーション活動に加え、温泉や豊かな食材、

温暖な気候など、健康に良い要素が豊富な伊豆半島ジオパークだからこそで

きる、ジオツーリズムを開発します。

②誰もがジオサイトを巡れる交通整備

　観光客と接する機会の多いタクシー運転手にポケットブックを配布する
ほか、フェリー・電車・バスの乗り降りが自由なフリーパス「伊豆ドリーム
パス」を活用したウォーキングイベント「伊豆ドリームウォーク」などを実施
してきました。今後も、広い伊豆半島ジオパークを、誰もが周遊できる交
通手段の不足を補う対策を進めます。

堂ヶ島マリン株式会社と認定ジ
オガイドによるジオサイトク
ルーズ

株式会社伊豆バスのジオBUSを
活用した伊豆ジオツアー

ポケットブック

カヤックガイドSURFACEとジオ
ガシ旅行団による海底火山の織
りなした地層に最も近づけるカ
ヤックツアーの実施

ダイバーインストラクターによ
る「伊東ジオマリンクラブ」が
実施する海の中から見えるジオ
パーク
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〇各ビジターセンター・交通事業者・旅行会社に働きかけ、既存の交通手段に

よる利便性向上を図るとともに、周遊しやすいプランの開発を行います。

〇お客さまや車のないひとたちも楽しく効率よく周遊できるよう、分かりやす

い交通案内や目印表記の設置に努めます。

③国際化に対応した情報整備

　公式ホームページの多言語化、ジオサイトの看板の英語対応、英語版に
対応したスマートフォンアプリを開設しています。今後も海外の方が伊豆
半島ジオパークをよりスムーズに楽しめるための情報環境の整備を進めて
いきます。

〇ビジターセンターのスタッフやジオツーリズム関係者、交通事業者に対して、

既存の多言語対応の情報ツールを周知し、海外からの来訪者にスムーズに説

明できるように努めます。

〇多言語・多文化に対応できる国際交流ガイドを育成、コーディネートし、よ

り多くの国の方が伊豆半島ジオパークを楽しめるツアーを開発していきます。

3-5 活動を支える運営基盤を整備する

　ジオパークの運営においてもっとも重要なのは、持続可能であることにほ
かなりません。伊豆半島ジオパークは、持続可能な運営を実践するため、地
域で活動する方々や団体が協働できる仕組み、産業振興を支える仕組み、
財源確保の仕組み、ジオパークとしての運営の見直しを続けていく必要が
あります。

①活動の拠点となる施設の整備

　現在伊豆半島ジオパーク内には、ビジターセンターが各市町に整備され
ていますが、伊豆半島全体の拠点となる施設がないため、活動拠点の整備
を行っていきます。

〇研究者が常駐し、活動関係者が集い、来訪者が伊豆半島を知ることができる、

伊豆半島ジオパーク活動全体の拠点となる施設を整備していきます。

②地域振興を支える仕組み

　ジオガイドによる多様なツアーやジオパークの資源を活用した新しい商
品がつぎつぎと生まれています。今後は、こういった活動を伊豆半島全体
に広げ、地域経済の活性化につなげていくような仕組みづくりに取り組ん
でいきます。

公式ホームページは英語・中国
語・韓国語対応

ジオサイト看板

公式アプリ

ジオパークビジターセンター（上
記は南伊豆）

ジオな食材を活用した商品　ジ
オ丼（伊東漁協直営漁師めしや
波魚波）

地層や岩石をお菓子に見立てた
菓子　ジオガシ（ジオガシ旅行団）
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〇ロゴマークの使用や大地の成り立ちとの関連づけにより、商品の情報発信や

販促経路の増加を支援します。また、ジオパークを通じた新事業や新商品の

開発が活発になるよう、各市町を横断したネットワークづくりやビジネスプ

ランのイベント等を検討していきます。

〇「伊豆ジオ基金（仮称）」設立を目標に、伊豆半島ジオパークの活動に共感する

個人や企業が、活動を支援できる基金の設立を検討していきます。

③国内外のジオパークとの連携推進

　近隣のジオパークと連携した情報発信や日本ジオパーク全国大会やイベ
ントへの出店など、日本ジオパーク内の交流は行っています。今後、世界
のジオパークとの連携をより積極的に行っていきます。

〇箱根・伊豆大島といった近隣のジオパークとは、密な協力体制を作り、伊豆

箱根エリアのツーリズムの相乗効果を高めていけるよう、情報交換や人的交

流の強化を目指します。

〇世界ジオパークの認定を目指している伊豆半島ジオパークとして、国内外の

ジオパークと連携し、ジオパークの相乗効果を高める推進に寄与します。 国際大会への参加

箱根ジオパーク新聞による、伊
豆ジオNewsLetterの紹介

大室山の地形をモチーフにした
風鈴「伊豆風鈴」（伊豆クラフト
ハウス）
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◯伊豆半島ジオパーク推進協議会

4　伊豆半島ジオパーク推進体制

施設等整備補助

伊豆半島ジオパーク推進協議会（総会）

幹事会

事務局
専門部会
保全
ジオツーリズム
教育
学術研究

・協議会運営
・ジオガイド養成
・防災・教育・啓発活動の推進
・広報・PR・イベント開催
・JGN活動、GGN連絡調整、国際交流

技術的支援、専門的
助言、講師等派遣

静岡県
・職員派遣
・運営補助
・広報活動等支援

コンテンツ
作成支援

住民ニーズの
フィードバック

養成講座
認定試験

住民ニーズの
フィードバック

住　民

参加 普及・教育 来訪・参加 普及・教育
活動の場 連携・参画 情報提供

学術顧問
静岡大学防災総合センター

環境省箱根自然環境事務所
国土交通省沼津河川国道事務所
林野庁伊豆森林管理署
静岡地方気象台

顧問団体

ガイド

伊豆半島ジオガイド協会
認定ジオガイド（協会非所属）
伊東ジオマリンクラブ
（準ジオガイド）

ビジターセンター（H26.3）

南伊豆ビジターセンター
三島ビジターセンター
天城ビジターセンター
東伊豆ビジターセンター
松崎ビジターセンター

伊豆半島7市8町

・職員派遣
・費用負担
・ビジターセンター等整備

【県・市町】静岡県、沼津市、熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆
町、松崎町、西伊豆町、函南町、長泉町、清水町
【観光関連団体】伊豆観光推進協議会
【市町推薦団体】沼津商工会議所、NPO法人沼津観光協会、熱海市観光協会、(社)三島市観光協会、三島市ふるさとガ
イドの会、NPO法人まちこん伊東、(社)伊東観光協会、(社)下田市観光協会、下田商工会議所、天城自然ガイドクラ
ブ、静岡県立伊豆総合高校、(社)伊豆の国市観光協会、東伊豆町商工会、東伊豆町観光協会、河津町商工会、南伊豆
町商工会、南伊豆町観光協会、松崎町観光協会、西伊豆町商工会、西伊豆町観光協会、函南町観光協会
【その他団体】(社)三島建設業協会、(社)下田建設業協会、伊豆急ホールディングス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会
社、伊豆箱根バス株式会社、東海自動車株式会社、静岡県タクシー協会伊豆部会、静岡県道路公社、株式会社静岡銀
行、株式会社伊豆急ケーブルネットワーク、株式会社伊豆バス
【研究機関】静岡大学防災総合センター
【国の機関】環境省箱根自然環境事務所、国交省沼津河川国道事務所、林野庁伊豆森林管理署、静岡地方気象台
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