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たてくろジオパークだより
■特別寄稿

滑川市長

上田昌孝

早月川の扇状地にあり富山湾に面した滑川市の春の風物詩「ホタルイカ」。その幻想的にきらめく不思議
な光を、今年も多くの皆様に堪能いただきました。
この、富山湾の神秘「ホタルイカ」も、高低差 4,000m の大地と豊かな自然がもたらした、立山黒部ジオ
パークの大切な恵みの１つです。立山黒部ジオパークは、私たちに大地の歴史を教え、多様な生物や地域に
根差した文化に気付かせてくれます。私たちは、このかけがえのない自然豊かな地域を次世代に引き継ぎ、
守り続けていかなければなりません。
滑川市では、「ひと、まち、産業が元気なまち滑川」を掲げ、若い世代が子育てに希望と安心が持てるま
ちづくりとして、妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を推進しています。そして、地域の未来を担う子ども
たちの郷土愛を育むため、ふるさと教育の一環としてもジオパークを活用しています。
また、本市では「富山湾岸クルージング」を実施しており、観光遊覧船「キラリン」に乗って、富山湾か
ら立山連峰まで、広大な立山黒部ジオパークを直に体感することができます。この地に住む人々をはじめ多
くの方が、立山黒部ジオパークの価値や魅力を実感できるように、今後も活動を続けてまいります。

■立山黒部ジオパークの教育・保護等に関する連絡会（ご報告）
立山黒部ジオパークも４年が経過し、今後も、地域に根差した活動を進めながら人々のふるさと愛を
育み、持続可能な形での地域社会の活性化をめざし、一歩一歩活動の幅を広げているところです。特に、
ジオパークの重要な分野である教育、保護・保全についても、地域や自治体と話し合いながら進めたい
と考えています。
このたび、６月 29 日（金）に市町村教育委員会の方を対象に立山黒部ジオパークの特徴、協会の事業
計画や他ジオパークにおける自治体の取り組み事例等を紹介する場として「立山黒部ジオパークの教
育・保護等に関する連絡会」を開催することとなりました。これを機に市町村との連携をより密にして
いきたいと考えています。

■可視化コンセプト、看板ガイドライン（途中経過報告）
立山黒部ジオパークの可視化（どのように見せるか、見てもら
うか）について、４月 21 日（土）
、５月 26 日（土）にワークシ
ョップを開催し、たくさんのアイデアをいただきました。（参加
者 4/21：38 名、5/26：37 名）
５月末にプロジェクトチームを立ち上げ、有識者からのヒアリ
ングを実施し、コンセプト策定に向け議論してきました。現在、
プロジェクトチームで積み上げた議論をデザインに落とし込ん
でいるところです。

■名水サミット㏌黒部（ご案内）
第 32 回全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会が黒部市で開催されます。
日

時

平成 30 年７月 13 日(金)

場

所

黒部市宇奈月国際会館セレネ（黒部市宇奈月温泉 6-3 TEL 0765-62-2000）

◆オープニング

13：00～17：00（開場 12：00）

創作おんな太鼓 詩季訪

◆名水紹介

「黒部川扇状地～清水（しょうず）をもつ文化～」

王生 透 氏

◆事例発表

「YKK 黒部事業所の地下水保全と有効活用」

井浪祐二 氏

◆基調講演

「車椅子で世界中を旅して感じたこと～世界と日本の水循環～」

乙武洋匡 氏

◆パネルディスカッション
テーマ「ジオパークでつなぐ水のみらい」～黒部川ものがたり～
コーディネーター

手計太一 氏〔富山県立大学工学部 環境・社会基盤工学科 准教授〕

パネリスト

王生 透 氏〔黒部市教育委員会 ジオパーク推進班係長〕
井浪祐二 氏〔YKK(株) 環境・安全部 環境・エネルギーチーム〕
吉崎嗣憲 氏〔くろべ水の少年団指揮者協議会 会長〕
水嶋一雄 氏〔一般社団法人黒部川扇状地研究所 所長〕
大橋聡司 氏〔一般社団法人でんき宇奈月 代表理事〕

■立山黒部ジオパークシンポジウム（ご案内）
ジオパークの目的は、地質地形はじめ多様な優れた地域資源を地域が自主的に保全し、活用すること
で持続可能な地域を作ることです。立山黒部ジオパークならではの地域づくりを皆さんと考えるシンポ
ジウムです。
日

時 平成 30 年７月 31 日（火）

会 場

13：30～17：00（開場 12：30）

ＴＯＹＡＭＡキラリ（ファーストバンク・キラリホール） 富山市西町 5-1

◆基調講演

立山黒部ジオパークの基本計画について
講師

水嶋一雄 氏〔一般社団法人黒部川扇状地研究所 所長〕

ジオパーク活動が目指すもの 地質遺産の保護と教育と地域経済活動の統合
講師 目代邦康 氏〔日本ジオサービス株式会社 代表取締役社長〕
◆パネルディスカッション
テーマ

「ジオパークと持続可能な地域づくり～課題解決の先進地域を目指して～」

コーディネーター
パネリスト

目代邦康 氏〔日本ジオサービス株式会社 代表取締役社長〕

森 雅志 氏〔富山市長〕
中川 大 氏〔富山大学副学長〕
新田八朗 氏〔日本海ガス絆ホールディングス株式会社 代表取締役社長・富山経済同友会 代表幹事〕
藤田 香 氏〔日経 BP 社日経 ESG 編集シニアエディター・富山大学客員教授〕
水嶋一雄 氏〔一般社団法人黒部川扇状地研究所 所長〕

■各市町村・博物館

ツアー・イベント紹介（ご案内）

立山黒部ジオパークのテーマに関係するツアーやイベントをご紹介します。
◆ツアー
７月 22 日（日） ジオパーク普及講座（埋没林博物館）
７ /１ か ら 申 込 可

13：00～16：00

参加料 500

円

「大迫力の沌滝と不思議な風穴を訪ねよう」

◆イベント
５月 19 日（土）
～７月１日（日）

ロビー展（富山市科学博物館）

入館料必要

富山県の「県の石」

※詳細は各主催者のＨＰや立山黒部ジオパークのＨＰをご覧ください。

■うなジオにジオガイドが常駐（ご案内）
富山地方鉄道の宇奈月温泉駅近くの、立山黒部ジオパークの
拠点施設 わくわく広場「うなジオ」では、11 月中旬までの土日
祝日及び８月 13 日（月）～16 日（木）に、ジオガイドが常駐し
ています。施設内の解説や周辺のガイドを行っておりますので、
ぜひお立ち寄りください。
※なお、周辺のガイド中で不在の場合はご容赦ください。
☆６月の常駐ガイド
30 日（土）/魚谷ガイド
☆７月の常駐ガイド
１日（日）/佐伯ガイド

７日（土）/田口松ガイド

８日（日）/上野ガイド

14 日（土）/中村ガイド

15 日（日）/浜田ガイド

16 日（月）/上野ガイド

21 日（土）/栄ガイド

22 日（日）/中村ガイド

28 日（土）/山本ガイド

29 日（日）/松木ガイド

■「立山黒部ジオパーク」ジオガイドと行く

黒部峡谷たっぷりまんきつ旅

（ご案内）

黒部峡谷の新たな魅力に出会える旅。立山黒部を知り
尽くしたジオガイドと一緒に欅平を散策！
開催日
①

６月２３日（土）

②

７月

８日（日）

③

７月２０日（金）

④

７月３０日（月）

⑤

８月１２日（日）

⑥

８月２６日（日）

⑦

９月１１日（火）

⑧

９月２３日（日）

⑨１０月１３日（土）

⑩１０月２６日（金）

受付定員：２０名

最少催行人数：1０名

料金：（大人）８，０００円、
（小学生）６，０００円

旅行代金に含まれるもの：黒部峡谷鉄道往復乗車料金（宇奈月⇔欅平）
、昼食代、入浴代、ガイド代
※お申し込み・詳細問い合わせは、一般社団法人 黒部・宇奈月温泉観光局

TEL：0765-57-2850

たてくろ 見どころ紹介コーナー
雪の大谷

～冬に水（雪）をため、夏にかけて下流にもたらす～

積雪が 20 m に達する“雪の大谷”は立山黒部
ジオパークのシンボルの１つであり、毎年海外か
らも多くの観光客が訪れています。室堂平に降り
積もる雪の深さは年平均 9 m ほどですが、この
場所は地形的に吹き溜まりとなっているため、雪
がこれ程の高さに積もります。驚くべきは、これ
らの雪が一夏で解けてしまうことです。雪解け水
は川となって谷を下り、夏の間平野部に大量の水
を供給します。雪は、ダムのごとく山に水をため
込み、時期を遅らせて下流にもたらすことで、こ
の地域の水循環をつくりあげています。
雪の大谷（2017 年 5 月）

立山黒部ジオパーク協会 事務局

〒930-0856

Tel ０７６－４３１－２０８９
Fax ０７６－４８２－３２０４

富山市牛島新町５-５

タワー１１１ビル１階

e-mail info@tatekuro.jp
http://tatekuro.jp/
http://facebook.com/tatekuro

