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白山ユネスコエコパークの概要

• 登 録：1980年 → 2016年拡張登録

• 最高所：白山山頂（2,702m）

• 人 口：約１万７千人

• 面 積：199,329ha

• 構 成： ４県７市村

富山県南砺市、石川県白山市、福井県大野市・

勝山市、岐阜県高山市・郡上市・白川村

• 管理運営団体：白山ユネスコエコパーク協議
会（発足2014年～）



白山ユネスコエコパークのエリア

４つの県と７つの市村にまたがる
199,329haの山岳・山村地域

（人口約1.7万人）

 庄川水系
 長良川水系の上流部
 九頭竜川水系の右岸
 手取川水系の上流部

白山
(2,702m)



白山ユネスコエコパークの特徴

• 白山ユネスコエコパークの特徴を８点に整理



白山ユネスコエコパーク協議会

• 設立日 ２０１４年１月２７日

• 目的 白山ユネスコエコパークの保全と活用を推進する

とともに、関係する自治体と機関及び団体が連携
し、持続可能な発展に資すること

• 事業
1. 自然環境の保全と適正な利用の促進
2. 経済発展
3. 環境教育や調査研究
4. 情報発信及び普及啓発
5. 関係自治体及び関係団体との連絡調整と連携
6. 国内外のユネスコエコパークに関係する機関及び団体と

の連絡調整と連携
7. その他



協議会組織図
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協議会の構成

• 委員（１２名） 👈規約の別表に基づく

– ７市村 （南砺市・白山市・大野市・勝山市・高山市・郡上市・白川村）

– ４県 （富山県・石川県・福井県・岐阜県）

– 環白山保護利用管理協会

• 参与（１５名） 👈会長の選任に基づく

– 日本ＭＡＢ計画委員会に属する学識経験者２名

– 国連大学いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（ＯＵＩＫ）

– ３馬場の神社 （白山比咩神社・平泉寺白山神社・長滝白山神社）

– 関係省庁の地方機関 （地方農政局×２・森林管理署×４・国交省の
事務所×２・地方環境事務所×１）



関係自治体及び関係団体
ワーキンググループ

効果

• 自治体間の連携強化

• 地域の魅力の再発見



白山ユネスコエコパークの活動
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リレーシンポジウム

▲
白山

(2014年11月– 2015年6月)



拡張登録記念シンポジウム

• 開催日 2016/5/10

• 参加者 270名余り

• ユネスコ本部よりNoëline 

Raondry Rakotoarisoa氏を
基調講演に迎える

一部写真国連大学OUIK提供



２０１６年度
アジア型研修プラットフォームの創出事業

• 2016年実施

• 国連大学いしかわ・かなざわオペレー
ティング・ユニット（ＯＵＩＫ）との共同事業

平成28年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金
（文部科学省）事業

1. 第4回ＪＢＲＮ大会（7/25-26）

2. アジアのＢＲ現地実務者対象現地研修会
（10/23-29）
• National focal points at JBRN meeting

3. ブックレットの発刊
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2017年度
ネットワーク活動・視察

2018.3イギリスMartin Price氏の来訪

©UNU-IAS OUIK

©UNU-IAS OUIK

2017.7 サバ州Jerald Jetony氏の来訪

©UNU-IAS OUIK

2017 MAB Youth Forum
・9/17～23＠イタリア
・はじめての開催 ・白山BRから2名参加

©Kan

a 

Kond

o

 金沢大学国際機構
留学生センター
特任准教授

 石徹白地区地域
づくり協議会



 ユーラシア地域をまたぐユネスコエコパーク大学教育の
共同開発

２０１８年度
ネットワーク活動

©金沢大学

• 実施主体：金沢大学

• 国連大学ＯＵＩＫ、NPO法人白山しらみね自然学校との共同事業

• 平成３０年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金（文部科学省）事業

1. 教育事例集の発刊

2. 国際フォーラム及び現地研修会（７/2１-２２）

3. ロシア・ベラルーシの現地視察（９/１６-２２）他



2018年度
ネットワーク活動・教育活動

2018.7 ロシア、ベラルーシのBR関係者現地研修会

©UNU-IAS OUIK

• 第15回東アジアネットワーク会議＠
カザフスタンへの参加（2018.5）

• 第12回東南アジアネットワーク会議
＠フィリピンへの参加（2019.3）

2018.9ロシア、ベラルーシ現地視察

金沢大学開講科目「ユネスコエコパーク・ジオパーク」



ＷＥＢサイト

H29.3月公開

ロゴマーク H29.5/8発表

パンフレット

日英２種類

啓発資材の制作

ポスター

クリアファイル

のぼり旗



管理運営計画について



管理運営計画策定までの経緯

（１）策定の経緯

ユネスコエコパークの管理運営に関する基本的
な方針を定めた計画を策定することが世界各地
のユネスコエコパークに義務付けられているもの
の、これまで白山ユネスコエコパークには具体的
な管理運営計画が存在しませんでした。そこで、
２０１６年に移行地域を新たに設定する拡張登録
が無事に完了したことから２０１７年度から管理運
営計画の策定に協議会として取り組むこととなり
ました。

（２）策定スケジュール

管理運営計画の策定作業は、２０１７年度～２０
１８年度の２年間に渡って行いました。２０１７年
度は、その基本的な枠組みを定める管理運営
計画基本構想を策定し、その内容を更に具体
化するものとして管理運営計画の基本計画の
策定作業を２０１８年度に行いました。



計画の趣旨

白山ユネスコエコパーク管理運営計画(以下、本計画という。)は、核心地域及び緩衝

地域の法令等に基づく適正な管理並びに主に移行地域での住民や自治体等が主体と
なった管理運営に関して、白山ユネスコエコパーク協議会の総意を持って、管理運営に
関する指針として策定するものです。

計画の位置づけ

本計画は、持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)※4や愛知目標※5の達成を視野に入れながら
、ユネスコが掲げるＭＡＢ計画に基づくＭＡＢ戦略※62015-2025とリマ行動計画※72016-
2025等の国際的なワークフレームに同調させていきます。

また、管理運営の基本方針として2015年10月に策定された、「白山生物圏保存地域管
理・運営基本方針」(白山ユネスコエコパーク協議会)を基礎に、国及び白山ユネスコエコ
パークを構成する4県7市村や関係団体の総合計画、関連計画等と整合を図りながら施
策を展開していきます。

計画の趣旨(1)



計画の趣旨(2)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画の位置づけ 

白山ユネスコエコパーク 

管理運営計画 

・持続可能な開発目標 

(ＳＤＧｓ) 

・愛知目標 

リマ行動計画 

2016-2025 

MAB 計画 

MAB 戦略 

2015-2025 

国際目標 

国、県、市村、関係団体の総合計画、関連計画 等 関連計画 

計画の位置づけ（イメージ）



計画の期間
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参 考             

計画期間の管理 

・中間評価 

・見直し 

・全体評価 

・見直し 

持続可能な開発目標(SDGs)：2016～2030 年 

管理運営計画：2019～2025 年 

リマ行動計画：2016～2025 年 

愛知目標：2011～2020 年 

MAB 戦略：2015～2025 年 



ご清聴ありがとうございました

「BR活動の根底にあるのは 人 そして 自然。
ネットワークする中で、
人と人のコミュニケーションから得られる 気付きが、
人を豊かにしていく。
そして、その自然は より人を豊かにしてくれる。」


