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糸魚川ジオパーク戦略プロジェクト・25年度の取組について

Ｐ－１ 

情報発信・誘致拡

大プロジェクト 

Ｐ－２ 

受入態勢整備プロ

ジェクト 

Ｐ－３ 

鉄道を利用した交

流人口拡大プロジ

ェクト 
③マイレール化の促進 

②花のジオ鉄化プラン ①鉄道イベントの実施 

①発信素材の確保 

【成果等の概要】 

③ターゲットを定めた誘客促進 

②プロモーション 

■フォトコンテストに

よる素材の収集 

■ジオパーク大使によるＰＲ 

（首都圏向けPRビデオ作成など） 

■インターネットによる口コミの展開（フェイスブック、ツイッターなど） 

・フォトコンテスト等による発信素材

の収集 

・ジオパーク大使による情報発信、イ

ベント等による誘客の拡大 

・体験教育旅行の受け入れの拡大 

・口コミにより、フェイスブック連携

数が500を超えた 

【25年度の主な取組】 

■体験学習旅行の受け入れ、情報発信

■旅行会社のツアーの催行、誘致 

■鉄道祭り等の新幹線開業前イベント、 

糸魚川駅橋上駅舎完成記念式典の実施 

■大糸線沿線の花植え 

■ラッピング列車の運行 

■ジオ鉄マップによるPR 

■北信越スタンプラリーによる利用促進 

【プロジェクト】 

②受入態勢の整備・充実 ①心のベクトル合わせ

③ハード面の整備・充実 

■市民の想いを一つにするための活動 

（おみちようプロジェクト） 

■フォーラム、検定等の実施 

（世界再認定記念フォーラム） 

■子ども一貫教育の展開 

■各種講座、広報等による普及啓発 

・世界ジオパークの再認定 

・世界ジオパーク再認定記念フォーラ

ムの開催 

・「おみちようプロジェクト」活動の

開始 

・北アルプス日本海広域観光連携会議

の設置 

・地酒を通じた糸魚川ブランドの発信

・二次交通の拡充等による来訪者の利

便性の向上 

■広域的な受入態勢の整備 

(北アルプス日本海広域観光連携会議) 

■ガイドのスキルアップ 

■ジオパークマスターの周知・拡大 

■糸魚川ブランドの展開 

 （地酒で乾杯宣言など） 

■解説板、案内標識等の設置        ■主要ジオサイトの整備 

■二次交通等の拡充（街めぐりバス、駅から観タクン、まち歩き等） 

■案内アプリケーション作成による情報発信 

・北陸新幹線開業カウントダウンイベ

ントの実施による誘客と、大糸線利

用の拡大 
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■P-1 情報発信・誘致拡大プロジェクト 

【戦略1】糸魚川のイメージアップ・コンテンツの創出（発信素材の確保） 

【戦略2】関係者とのタイアップによる戦略的プロモーション（情報発信） 

25年度ジオパーク戦略プロジェクトの成果 

●発信素材の確保と活用 

糸魚川世界ジオパークは、糸魚川市すべてがまるごとジオパークであることから、あなたの思う「糸魚川ジオパー

ク」とその魅力として、実施したフォトコンテストには、各地から34点の応募があり、糸魚川ジオパークへの来訪の

きっかけとなったほか、フォトライブラリーとしてジオパークの見どころを発信するとともに、発信素材の収集を行

うことができた。 

また、今回収集した写真は、市やジオパーク協議会ホームページなどの情報発信コンテンツとして、有効活用を行

っていく。 

●首都圏等への情報発信 

北陸新幹線の開業に向け、ジオパーク大使である川合俊一さんから出演いただき、糸魚川ジオパークをPRするキャ

ンペーンビデオを作成した。ビデオは「親不知ジオサイト」「小滝川ヒスイ峡ジオサイト」「弁天岩ジオサイト」「姫川

渓谷ジオサイト」「街めぐり」と５か所のジオサイトを中心に、３分間の映像で構成されており、立ち止まって気軽に

ご覧いただけるよう製作している。 

糸魚川駅自由通路のマルチビジョンに放映しているが、今後は首都圏でのキャンペーンや観光案内所の映像コンテ

ンツとしても活かしていきたい。 

●北アルプス日本海広域観光連携会議による情報発信 

北陸新幹線『糸魚川駅』の開業がもたらす様々な効果を活用し、広域観光を推進するため、沿線市町村の糸魚川市・

上越市・大町市・白馬村・小谷村・朝日町のほか、新潟県、長野県、観光・商工団体、鉄道・バスの交通事業者合わ

せて２７団体が連携して、「北アルプス日本海広域観光連携会議」を設立した。 

ロゴマーク及びキャッチフレーズを募集し、「新しい夢 新しい感動 北アルプス日本海」をキャッチフレーズとし

て、広域的な情報発信に取り組んでいきたい。 

新幹線開業キャンペーンビデオ 

ロゴマーク 

北アルプス日本海広域観光連携会議 

ポスター 
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【戦略3】ターゲットを定めた誘客促進の働きかけ（誘致拡大） 

●学習面での誘致拡大 

ジオパークの教育的価値の発信により、体験教育旅行の受け入れが拡大できた。上

越市、妙高市、糸魚川市内小中学校への体験学習の説明、教員向け下見ツアーの開催

など、フォッサマグナミュージアムでの体験旅行・修学旅行で訪れる学校数の増加に

向け取り組んできた。 

また、修学旅行の誘致活動として、３月には首都圏旅行会社へ、糸魚川ジオパーク

の体験活動及び修学旅行のモデルコースを提案するなど、今後とも誘致活動に取り組

んでいきたい。 

また、全国のジオパークやジオパークを目指す地域・団体等による視察研修も増加

しており、今年度は、29件、186人を受け入れた。 

●都市交流での誘致拡大 

  これまでも交流が続いている「聖学院中学校」をはじめとする体験学習の受け入れ

を行うとともに、日ごろ、入ることのできないジオサイトである「マイコミ平ツアー」

を人数限定で行い、8回とも定員の20人が参加した。今後も、自然環境保全対策を行

いながら環境に配慮しつつ、プレミアムツアーとして実施していく。 

  また、姉妹ジオパークである香港ジオパークへの中学生派遣・スタッフ学術交流を

通じる中で、今年度は初めて、香港から小学生等 37 人が糸魚川へ訪問し、「さけのつ

かみ取り」など、糸魚川ならではの体験学習を行った。 

●インターネットを活用した情報発信 

  ホームページのリニューアルを行い、あわせて、ツイッターとフェイスブックによる口コミでの情報発信を開始し

た。フェイスブックの連携数は着実に増加し、今年度は 500 を超えた。積極的に新しい情報を流し、糸魚川ジオパー

クの知名度とイメージを広げたい。 

  また、これら一連の情報発信等により、糸魚川ジオパーク観光動態調査による来訪者の「糸魚川ジオパークの認知

度」は、38％（H21）から66％（H25）に高まってきており、さらなるPRを行う必要がある。 

香港小学生糸魚川訪問 

【来訪した主な学校】 

・早稲田中学校・高等学校 19人 

・慶應義塾湘南藤沢高校 79人 

・慶應義塾志木高校 316人 

・駒場東邦中高等学校 29人 

・目黒学院中学校 24人 

・浦和第一女子高校 84人 
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■P-2 受入態勢整備プロジェクト 

【戦略1】市民のジオパークに対する「心のベクトル」合わせ（ジオパークフェス等） 

●世界ジオパーク再認定記念フォーラム、ジオパーク検定の実施 

  世界ジオパーク再認定を記念して、ジオパーク大使「伊藤聡子さん」をコーディネーターに、環境省と連携して

パネルディスカッション「ジオ女子たちのワールドワイドなジオ端トーク～ジオパークと自然公園の楽しみ方～」

を行った。女性による新たな視点により、ジオサイトの整備について様々な意見が飛び交った。 

  また、5回目となる「糸魚川ジオパーク検定」を実施し、今回の東京会場は「東京大学」で初めて開催し、34人

が受験した。検定は、初級、上級、達人級合わせて 308 人が受験し、達人級に初めて 1 人が合格するなど、合計

238人が合格した。初級合格が、香港ジオパークへの派遣要件の一つになっていることから、初級、上級合わせて

54人の子どもが受験した。 

  ジオパーク検定は、ジオパークの知識のみならず、郷土愛の醸成にも有効であり、検定前日には、東京大学で「糸

魚川世界ジオパークフォーラム」を実施したところ 30 人の参加があり、首都圏での糸魚川出身者のジオパーク学

習の展開にも取り組んでいきたい。 

●ジオパーク学習の推進 

子ども一貫教育基本方針に基づき、小学校3年生用社会科副読本や、糸魚川ジオパーク「まるごと糸魚川」資料

集を作成し、学校教育に活用するとともに、ジオパーク学習交流会を実施するなど、ジオパーク学習を進めた。 

また、毎月第1水曜日を「ジオ給食の日」とし、市内すべての幼稚園、保育園、小・中学校において地元の食材

を活用した献立を取り入れ、子どもの学習とともに、保護者に対してジオパークの啓発を行った。 

また、姉妹ジオパークである香港ジオパークへ、英語の研修とジオパーク学習等を目的に中学3年生 30人を派

遣した。 

そのほか、公民館活動や歴史講座などにおいて、ジオパーク学習を取り入れ、市民へのジオパークの啓発を行っ

た。 

●ジオパーク意識の普及啓発 

  出前講座、ジオツアー、広報活動等により、ジオパークの周知を図ったほか、環境省国立公園普及事業や、新幹

線開業記念事業など、他事業との連携として PR 活動を行った。日ごろ、ジオパークと関わりのない方でも、連携

事業を行うことにより、ジオパークへの関わりの機会が増えると思われる。 

  そのほかには、「地酒で乾杯宣言」や「～ジオの食材を食べきろう～２０・１０・０運動」の普及コースターで

のジオパークマスコットキャラクターの採用や、ごみ集積所等へのジオパークの表示を行ったほか、地域づくり活

動においてもジオパーク意識の普及啓発を行った。 

世界再認定記念フォーラム 

糸魚川ジオパーク検定 東京会場 
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【戦略2】地域の魅力を「磨いて」「適切に伝える」取組の展開（受入態勢の整備・充実） 

●おもてなし意識の啓発 

  ジオパークガイドをはじめ、接客に携わっている方を対象に、ガイドの基礎である「情報伝達」、「安全管理」、

「コミュニケーション」のガイド講座を開催した。特にコミュニケーションは、ジオパークへの来訪者の印象を位

置づけるうえで重要であり、よしもと芸人である横澤夏子さん・バックスクリーンさんから、よしもと流のコミュ

ニケーションや心の惹きつけ方について講座を開催し、250人の参加があった。 

  また、ジオパークへの来訪者の窓口として、ジオパークマスターを拡充するため、講座を開催するとともに、ジ

オパークの情報提供を行っている。平成 25 年度末現在、271 事業所の 570 人をジオパークマスターに認定してい

る。 

  糸魚川ジオパーク観光動態調査による「糸魚川の満足度」は、55.0％（H21）から 77.9％（H25）に高まってお

り、今後もより一層、満足度アップを図ってリピーターの増加につなげていく必要がある。 

●おみちようプロジェクトとの連携 

  北陸新幹線開業までの１年間を迎え入れの準備期間と位置付け、糸魚川の言い回しである「おみちよう」という

言葉をキーワードに、市民の想いを一つにするための活動を開始した。 

  世代を超えて「おみちよう」という言葉を通じて、糸魚川市民の歓迎とおもてなしの気持ちが、糸魚川を訪れる

大勢の方々に伝わっていくことを目指しており、ジオパークの普及活動とともに、北陸新幹線開業に向けたプロジ

ェクトと連携して取り組んでいく必要がある。 

●案内機能の充実 

  糸魚川駅前の観光案内所にジオパークガイドを配置し、観光協会と連携を取りながら、観光案内等を行った。あ

わせて、市内の主要な観光施設であるマリンドリーム能生、親不知ピアパーク、フォッサマグナミュージアム、小

滝川ヒスイ峡のイベント時などに臨時観光案内所を開設した。 

  ジオパークガイドの配置を行うことにより、来訪者の利便性の向上と相互の回遊性を高めることができるととも

に、観光施設でのアナウンス機能向上も図れることから、観光所の開設回数は、18回（H24）から33回（H25）と

需要が増加している。 

  今後とも、案内機能の充実を図るとともに、ジオパーク観光ガイドの会の運営・活動の支援を通じて、将来的に

は、ガイド業務が活性化する中で自立した運営が行えるように促していきたい。 

臨時観光案内所（マリンドリーム能生） 



- 6 - 

- 6 - 

【戦略3】来訪者が円滑に行動でき、糸魚川を十分堪能できるような環境整備（ハード面の整備・充実） 

●効果的・効率的な施設整備 

  来訪者が円滑に目的地に着けるよう、ジオサイト観光案内板を各所に設置するとともに、ジオサイト内におい

ては、解説板や案内標識等を設置し、特に解説内容については、子どもたちでも分かりやすい表現に改善を図っ

てきた。 

  また、北陸新幹線開業に向け、新幹線駅 1 階に設置するジオパーク情報発信コーナーにおいて、各エリアの案

内機能や設備等の検討に取り組んできた。 

  あわせて、小滝川硬玉産地について、保護と利用の観点から現況調査と保存管理計画を策定し、整備を進めて

いる。 

●二次交通等の整備 

  鉄道を利用した来訪者等の利便性を確保するため、土・日・祝日限定で街めぐりバスを運行した。今年度は、

利便性と乗車数向上に向け、JR 西日本の「北陸おでかけパス」と連携した取組により、昨年度 1 日平均 19.4 人

を上回る、23.2人の乗車があった。 

  定期観光バスは、時季に応じ 4 コースを提供しているほか、タクシー観光である「駅から観タクン」について

は、JR西日本管内では比較的利用数が多いものの、さらなる魅力の向上や情報発信に努め、利用者の増加を図ら

なければならない。 

  また、糸魚川駅での乗り換え時の空いた時間を利用してまち歩きをしていただくため、まち歩きガイドの試験

実施を行った。利用者からは好評を得たことから、ジオパークガイドと調整をする中で、街なかを歩いていただ

く手段の一つとして、取り組んでいきたい。 

●案内システムの整備 

  来訪者等が、ジオサイトの案内や宿泊施設・飲食店等の情報を手軽に入手できるようにするため、スマートフ

ォン等に対応した案内アプリケーション「ぐるり糸魚川」作成した。新機能として、ジオパーク総合ガイドリー

フレットや、各ジオサイトの巡検案内書を閲覧できるようにし、携帯電話不感地帯での情報提供に対応した。 

  今後も、機能や情報のバージョンアップを行い、イベント等にも活用しながら、街なかの回遊を促し、商店街

等の活性化につなげていきたい。

新幹線糸魚川駅内 
ジオパーク情報発信コーナー 

案内アプリケ

ーション「ぐる

り糸魚川」 

情報ボックス
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■P-3 鉄道を利用した交流人口拡大プロジェクト 

【戦略1】鉄道イベントの継続的・段階的実施（イベント） 

【戦略2】姫川渓谷（大糸線）ジオサイトの活性化（花のジオ鉄化プラン） 

【戦略3】北陸本線（並行在来線）の利用促進と地域活性化（「マイレール」化促進） 

●鉄道を利用した取組 

各種鉄道イベントを通じて、新幹線開業に向けた機運醸成と、地域住民の在来線のマイレール意識を高めることができた。特に、鉄道

祭りには約１万３千人の方が来場し、市民とともに鉄道マニアも誘客できた。 

これらの事業を契機として、北陸本線や大糸線が、地域経済や観光資源の振興を図る上で重要な路線であることを内外にアピールし、

鉄道を利用した交流人口の拡大につなげたい。 

  また、北陸新幹線の開業に向け、「おみちようプロジェクト」の取組を開始し、関連施設の整備を進めたほか、糸魚川駅橋上駅舎完成

記念イベント、北陸新幹線試験列車歓迎見学会、北陸新幹線開業１年前カウントダウンイベントを行い、多くの皆さんから参加をいただ

いた。 

大糸線については、ラッピング列車の運行、ジオ鉄マップによる PR、沿線の地域住民との花植えの実施など、姫川渓谷ジオサイトの

魅力を高め、誘客の拡大により利用促進を図った。 

北陸本線については、北信越スタンプラリーや「電車に乗って電車を考える女性会議」の実施などにより、マイレール意識の醸成に取

り組んだ。 

大糸線沿線の花植え 北陸新幹線試験列車歓迎見学会 鉄道祭り 


