
 
開催要項  

1 

 

第 9回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳（北海道様似町）大会 

  開 催 要 項  

 

１ 会 期                                             

  平成 30年 10月 6日（土）～8日（月） 

   6日：開会セレモニー／基調講演／ポスターセッション／大交流会／ブース展示／分科会／ 

      地元物産展ほか 

   7日：分科会／パネルディスカッション／閉会セレモニー／ポスターセッション／ブース展示／ 

      地元物産展／ポストジオツアーほか 

   8日：ポストジオツアー 

   ※ 3日～5日にかけて、アポイ岳以外の道内ジオパークにおいて「プレジオツアー（分科会事前巡

検）」を行います。 

   ※ 5日は、日本ジオパークネットワーク各種会議を開催します。 

 

２ 会 場                                             

  主会場～様似町中央公民館（北海道様似郡様似町大通１丁目２１） 

ポスター・ブース展示会場～様似町第２体育館（北海道様似郡様似町大通１丁目２５－１） 

大交流会～様似町スポーツセンター（北海道様似郡様似町大通１丁目２１） 

分科会～町内各公共施設 

  ※ 分科会の事前巡検に位置づけたプレジオツアーは、北海道内の各ジオパークで開催 

  ※ ポストジオツアーは、アポイ岳ジオパーク及び周辺地域で開催 

 

３ 主催・共催・後援・協賛・協力                                            

主 催：第 9回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳大会（北海道様似町）大会実行委員会 

     一般財団法人 自治総合センター 

共 催：特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク 

日本ジオパーク委員会 

後 援：北海道、北海道開発局室蘭開発建設部、北海道運輸局、北海道新聞苫小牧支社、 

     日高報知新聞社、朝日新聞北海道支社、読売新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、 

     日本経済新聞社札幌支社、十勝毎日新聞社、苫小牧民報社、ＮＨＫ室蘭放送局、 

     ＨＢＣ北海道放送、ＳＴＶ札幌テレビ放送、ＵＨＢ北海道文化放送、ＴＶｈテレビ北海道、 

     ＨＴＢ北海道テレビ、ＥＳＤ活動支援センター、北海道ＥＳＤ活動支援センター 

協 賛：北海道地図㈱、サッポロビール㈱北海道本社、㈱ＡＩＲＤＯ、様似建設協会、 

様似ロータリークラブ 

 協 力：環境省北海道環境パートナーシップオフィス、一社浦河観光協会、えりも観光協会、 

広尾町観光協会、Ｈｉｄａｋａおもてなし部会、日高信用金庫、北洋銀行浦河支店 
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４ 事前参加登録について                                             

 以下のメニューは事前申込が必要です。 

（１）大会参加登録  

 大会参加登録費 

3,000円 

参加登録費に含まれるもの：分科会、ポスターセッション、参加記念品ほか 

 

※ キャンセルは 9月 21日（金）18:00までは無料で承ります。9月 22日（土）以降は返金で

きませんので、予めご了承願います。 

    ※ 返金する際には、大会終了後、振込手数料等を差し引いてご返金させていただきます。 

  

（２）大交流会 

  日 時：10月 6日（土） 17：30～19：30 

  会 場：様似町スポーツセンター（北海道様似郡様似町大通１丁目２１） 

大交流会参加費 

5,000円 

※ キャンセルは 9月 21日（金）18:00までは無料で承ります。9月 22日（土）以降は返金

できませんので、予めご了承願います。 

    ※ 返金する際には、大会終了後、振込手数料等を差し引いてご返金させていただきます。 

 

 （３）昼食予約 

昼食代 

6日 500円（おにぎり弁当） 

7日 1,000円（幕の内弁当） 

会場周辺にはいくつかの飲食店もありますが、場所が限られますので上記弁当のご予約

をお勧めします。 

なお、両日は、主会場である様似町中央公民館前で地元物産展を開催しており、そちら

で屋台（6日のみ）も出店しますので、お弁当とともにお楽しみください。 

     ※ キャンセルは 9月 21日（金）18:00までは無料で承ります。9月 22日（土）以降は返

金できませんので、予めご了承願います。 

     ※ 大会終了後、振込手数料等を差し引いてご返金させていただきます。 

 

（４）宿 泊 

  「宿泊・シャトルバス募集要項」をご参照の上、お申し込みください。なお、地域事情を勘案

し、基本的に相部屋でのご対応となることをご了承願います。なお、いずれの宿泊場所からも

会場までは無料の送迎バスをご用意する予定です。 

※ プレジオツアー・ポストジオツアーとも、ツアー日程中における宿泊費は、ツアー料金

に含まれています。 
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（５）プレジオツアー（分科会事前巡検）・ポストジオツアー 

   今回の大会では、本大会開催前（10月 3日～5日）にアポイ岳ジオパーク以外の道内４つのジ

オパーク（洞爺湖有珠山・白滝・三笠・とかち鹿追）で分科会の事前巡検に位置づけた「プレジ

オツアー」を行います。これは、防災や教育など各分野に関する各地のジオパーク活動などを実

際に見て、素晴らしい点や課題を共有し、そこでの議論を本大会の分科会討議に活用しようとす

るものです。 

   また、本大会終了後（10月 7日～8日）には、アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク及びその周辺

を巡るポストジオツアーも行います。 

   プレ・ポストいずれも参加コースにより金額が異なります。「プレ・ポストジオツアー募集要項」

をご参照の上、お申し込みください。申込受付は先着順となります。なお、ジオツアーの手配は、

日交ハイヤー㈱日交旅行サービスに委託しております。 

※ プレジオツアーは、本大会での分科会の事前巡検に位置づけていますが、分科会参加予定者全

員の参加を前提としているものではありません。ただし、分科会参加予定者の積極的な参加を

お待ちしています。 

 

（６）分科会 

   「分科会募集要項」をご参照の上、お申込みください。申し込みは先着順になります。定員に

よりご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご承知ください。 

   なお、今回の大会では、実施する分科会のうち、「防災・減災」「人の暮らしとジオ」「教育」「ガ

イドの安全管理」の４つの分科会について、道内ジオパークによるプレジオツアー（分科会事前

巡検）を組み込んでいます。これらの分科会に参加をお考えの方は、ぜひプレジオツアーへの参

加もご検討ください。 

 

（７）新千歳空港及びとかち帯広空港からの有料シャトルバス 

10月 5日（金）、6日（土）及び 7日（日）に、新千歳空港及びとかち帯広空港とアポイ岳ジ

オパークや宿泊施設を結ぶ有料のシャトルバスを運行いたします（新千歳空港：3,500円、とか

ち帯広空港：2,500円）。「宿泊・シャトルバス募集要項」をご参照の上、ご予約の航空機到着の

お時間に合わせてお申し込みください（所要時間：新千歳空港～様似町間は約 2時間半、とかち

帯広空港～様似町間は約 2時間）。 

 

（８）事例発表（オーラル・ポスター）セッション 

今回の大会では、従来のポスターセッションに加え、オーラルセッション（口頭発表）の場を

提供します。これは、発表者が能動的に自身のジオパーク活動を参加者と共有できる機会を増や

すとともに、参加者が新しい情報に出会い、自身のジオパーク活動へ応用・実践できる機会を増

やすことを目的として行うものです。学会形式のように発表 10 分、質疑３分と時間を決めてラ

ンダムに発表していただきますが、けっして敷居を高くせず、ガイドや行政の方にも気軽に発表

してもらえるよう申込方法もアンケート方式で行います。 
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「事例発表セッション募集要項」をご参照の上、お申込みください。これは、事務局への直接

申込みとなります。 

 

 （９）ブース展示 

    「ブース出展募集要項」をご参照の上、お申込みください（1ブース：5,000円）。 

 

 （１０）中高大生ポスターセッション 

「中高大生ポスターセッション募集要項」をご参照の上、所定の様式によりお申し込みくだ

さい。これは、事務局への直接申込みとなります。また、本セッション発表者については、大

会参加登録料は不要です。また、申込料も不要ですが、ポスター印刷は希望者のみ有料となり

ます。 

 

 （１１）体験ワークショップ 

    岩石標本づくりなど、各ジオパークの特色を生かした体験や実験を来場者の方々に身近に楽

しんでもらうコーナーへの出展を募集します（出展料無料）。「体験ワークショップ募集要項」

を参照の上、出店の内容を事務局までご連絡ください（様式任意）。 

 

５ 事前申込みの方法                                             

 下記の大会ホームページから所定の様式をダウンロードし、メール又はＦＡＸでお申込みください。 

【全国大会アポイ岳大会ホームページ】http://www.apoi-geopark.jp/9thjgnzenkoku/ 

※ 申し込むものにより様式及び送付先が異なります。お手数をお掛けしますが、よろしくお願い

いたします。 

申込内容 様式ファイル名 申込様式送付先 

分科会、大交流会、ジオツアー 

宿泊、シャトルバス、ブース出展 

体験ワークショップ出展 

全国大会参加登録申込様式.xlsx 
日交ハイヤー㈱ 

日交旅行サービス 

事例発表（口頭、ポスター） 事例発表ｾｯｼｮﾝ申込シート.docx 

大会実行委員会事務局 
中高大生ポスターセッション 

中高大生ポスターセッション申込

シート.docx 

※ ＪＧＮ主催の会議（運営会議、事前相談会等）は、別途ＪＧＮより開催通知があります。 

 

（申込様式送付先） 

  日交ハイヤー㈱ 日交旅行サービス 

第９回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳（北海道様似町）大会 申込受付係 

  【E-Mail】entry9thjgnconference@gmail.com 

   または【FAX】0146-22-0275 

  営業時間：平日 9:00～18:00 土曜日 9:00～15:00（日・祝日休業） 
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  大会実行委員会事務局（北海道様似町商工観光課） 

  【E-Mail】apoi.geopark@samani.jp 

  または【FAX】0146-36-2662 

 

６ 事前申込みの期限                                             

平成 30年８月 31日（金）18：00まで。 

ただし、事例発表セッションについては、８月 17日（金）18：00まで。 

 

   【各申込及びキャンセル期限】 

申込内容 申込期限 キャンセル期限 

ジオツアー（プレ・ポスト）、

宿泊、シャトルバス 
８月 31日（金） 

18:00まで 

各申込内容における前日まで。ただし、所

定のキャンセル料がかかります。 

参加登録費、大交流会、昼食、

ブース出展、体験ワークショ

ップ 

参加登録費、大交流会、昼食、ブース出展

は、９月 21日（金）18:00まで 

事例発表、中高大生ポスター

セッション 

８月 17日（金） 

18:00まで 
― 

 

ジオツアー、宿泊、シャトルバスは日交ハイヤー㈱日交旅行サービスの提供する旅行商品のため、

次の率でキャンセル料が発生します。 

（各申込における１名１件ごと） 

20～8日前 7～2日前 前日 当日 

20％ 30％ 50％ 100％ 

 

７ 事前申込み不要のプログラムについて                                             

（１） 開会セレモニー 

 日 時：10月 6日（土）10：00～11：00 

 会 場：様似町中央公民館文化ホール 

 内 容：主催者あいさつ、来賓あいさつ、JGN新規認定証交付式、JGN表彰式ほか 

 

（２） 基調講演 

 日 時：10月 6日（土）11：00～11：45 

 会 場：様似町中央公民館文化ホール 

 講 師：ニコラス・ゾウロス 

（ギリシャ・エーゲ大学教授、世界ジオパークネットワーク協会会長） 

 演 題：「ジオパークの魂～世界ジオパークネットワークの活動～」 
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（３） 地元物産展 

日 時：10月 6日（土）～7日（日）11：00～15：00 

     会 場：様似町中央公民館前駐車場 

 内 容：物産・飲食販売ほか 

 

（４）パネルディスカッション 

 日 時：10月 7日（日）13：00～14：30 

 会 場：様似町中央公民館文化ホール 

 演 題：「これまでの 10年から明日のジオパークを考える」 

 

 コーディネーター：目代邦康（日本ジオサービス株式会社代表取締役） 

          栗原憲一（北海道博物館学芸主査） 

 パネリスト：渡辺真人（産業技術総合研究所地質情報研究部門、ユネスコ世界ジオパークカウ

ンシル委員、日本ジオパーク委員会委員） 

       沼倉 誠（湯沢市産業振興部長） 

       下村 圭（三笠ジオパーク推進協議会事務局次長） 

       白井孝明（萩ジオパーク構想推進協議会ジオパーク専門員） 

            小林弥生（アポイ岳ジオパーク認定ガイド） 

            黒井理恵（株式会社 DKdo北海道事務所取締役） 

 

 （５）北海道 150年関連講演会 

     日 時：10月 7日（日）10：00～12：00 

     会 場：様似町中央公民館文化ホール 

     講 師：中川裕（千葉大学教授）ほか 

     演 題：「北海道史とアイヌ文化（仮題）」 

 

（６）閉会セレモニー 

日 時：10月 7日（日）14：40～15：00 

会 場：様似町中央公民館文化ホール 

内 容：大会宣言、次回開催地あいさつほか 

 

８ 大会当日の受付場所について                                             

  総合受付 

10月 6日（土）8：30～  様似町中央公民館 

 ※名札、大会パンフレットほかをお渡しいたします。 

  プレジオツアー（分科会事前巡検） 

    10月 3日（水）又は 4日（木） 道内各ジオパークにおいて受付を行います。 

         ※ここで受付を行った方は、総合受付での受付は必要ありません。 
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  ポストジオツアー 

    10月 7日（日）15：00～  様似町中央公民館前駐車場 

    ※各ツアーのバスにご乗車ください。出発は 15：30を予定しております。 

 

 

９ 会場及び宿泊場所までのアクセス                                             

  航空機をご利用の方 

    新千歳空港及びとかち帯広空港からアポイ岳ジオパークや各宿泊場所を結ぶ有料のシャトル

バス（新千歳空港から片道 3,500 円、とかち帯広空港から片道 2,500 円）をご案内いたします

（直通。所要時間：2時間～3時間）。また、両空港に営業所のあるニッポンレンタカーと提携し、

全国大会優待プランをご用意しますので、特に複数人でお越しの方は、こちらもご検討ください。 

    ※ 詳細は、「宿泊・シャトルバス募集要項」をご確認の上、お申し込み願います。 

 

 都市間高速バスをご利用の方 

    札幌駅から様似町の西隣・浦河町までは、道南バス㈱の「ペガサス号」が運行しています。 

（所要時間約 3時間 45分） 

浦河町から様似町まではジェイ・アール北海道バス㈱の路線バスが運行しています。 

（所要時間約 30分）  

 

お車、大型バスでお越しの方 

    札幌・千歳方面から：日高自動車道「日高厚賀ＩＣ」から約 1時間 45分。 

    帯広方面から：帯広広尾自動車道「忠類大樹ＩＣ」から約 1時間 30分。 

 

11 大会における移動について                                             

  基本的に宿泊先～会場間、距離のある会場～会場間の移動については、無料のバスを事務局で準備

いたします。ただし、当事務局が斡旋している以外の宿泊地からの送迎は行うことができませんので、

予めご承知おき願います。 

 

12 駐車場について                                             

  ○普通自動車でお越しの方へ 

   様似町役場前駐車場及び東側駐車場への駐車は可能です（無料 50台程度）。 

  ○大型バスでお越しの方へ 

   チャーターされたバス等で来られる際は、事務局へご連絡願います。会場前での降車後、大型バ

ス駐車場にご案内します。 

   様似町中央公民館から約 500m離れた場所です（無料）。 

 

13 支払方法について                                      

  支払いは、日交ハイヤー㈱日交旅行サービスから申込内容の「登録確認証」が申込者宛てに送付さ
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れた後、銀行振込にてお願い致します。 

※ 大会実行委員会事務局宛て申し込むものは、費用のかからないものとなりますので、事務局か

らの受付通知に対する支払は発生しません。 

 

  支払期日は平成 30年 9月 14日（金）までにお願いいたします。それ以降のお支払いはできません

のでご注意ください。 

  

  下記金融機関の所定の口座にお振込をお願いいたします。 

 ◆ 北洋銀行 浦河支店 当座 2014419 

 ◆ 日高信用金庫 本店営業部 普通 0266854 

 ◆ ゆうちょ銀行 九〇八支店 普通 2862298 

  （ゆうちょ銀行口座間の送金の場合は、記号 19090 番号 28622981） 

※ 口座名義はいずれも 【 ﾆﾂｺｳﾊｲﾔｰ(ｶ 】 

   ※ 振込手数料は申込者負担とさせていただきます。予めご了承ください。 

   ※ 振込の際、登録確認証記載の受付番号の枝番を除いた番号と代表者のお名前をご登録くだ

さい。 

例）受付番号が「１０－１」で、代表者名が「様似 太郎」の場合 

     ⇒ １０ サマニ タロウ 

 


