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第１２回日本ジオパーク全国大会 白山手取川大会 

開催要項 

 

１. 主催・共催 

主 催：第１２回日本ジオパーク全国大会 白山手取川大会実行委員会 

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：総務省 他 

２. 会期 

令和４年１０月２１日（金）～２３日（日） 

※プレジオツアーは２０日（木）～２１日（金） ポストジオツアーは２３日（日）～２４日（月） 

 一部２５日（火）までのコースあり 

 ２１日：JGC事前相談会（日本ジオパーク、ユネスコ世界ジオパーク）／JGN運営会議 

JGN事務局長会議／スペシャルトークショー 

 ２２日：開会セレモニー／基調講演／パネルディスカッション／ユースセッション／分科会 

市長村長等セッション／ポスター発表／交流会／体験ブース／飲食・物産ブース 

 ２３日：口頭発表／ポスター発表／体験ブース／飲食・物産ブース／閉会セレモニー 

３. 会場 

 メイン会場 

松任文化会館ピーノ（〒９２４‐０８７２ 石川県白山市古城町２） 

 その他の会場 

  松任学習センタープララ（〒９２４‐０８７２ 石川県白山市古城町３０５） 

  千代女の里俳句館（〒９２４‐０８８５ 白山市殿町３１０番地） 

市民工房うるわし（〒９２４‐０８８５ 石川県白山市殿町３０１） 

  松任公民館（〒９２４‐０８７１ 石川県白山市西新町１７０‐１） 

  福祉ふれあいセンター（〒９２４‐０８６５ 石川県白山市倉光８丁目１６-１） 

  グランドホテル白山（〒９２４‐０８７１ 石川県白山市西新町１５２-７） 

  石川県立白山青年の家（〒９２０‐２１１３ 石川県白山市八幡町戌１４２番地） 

  松任ふるさと館（〒９２４‐０８８５ 石川県白山市殿町３１２番地） 

４. テーマ 

地球と旅する ～白山手取川の地から地球と人の未来を考える～ 
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５. 申込み 

 （１）大会参加登録 

    1名につき、現地参加またはオンライン参加のいずれかにお申込みください。 

オンラインからは参加不可、または視聴のみとなるプログラムがございますので、オンライン 

参加をご希望の場合は「オンライン参加募集要項」をご確認のうえお申込みください。 

 

 

   ただし、小中高生及び引率教員は登録費無料です。 

 

 

 

（２）交流会 

日 時：１０月２２日（土） 

会 場：グランドホテル白山 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況等により、開催方法の変更や中止となる 

場合があります。 

 

（３）昼食（弁当） 

会場周辺に飲食店はございますが、限られた昼食時間にも対応するためお弁当を用意 

します。 

 

 

 

 

１０月２１日（金）…会場周辺の飲食店をご利用ください。 

 

（４）宿泊 

「宿泊等募集要項」をご参照のうえお申込みください。なお地域の実情を勘案し、宿泊施設 

は一部相部屋での利用となりますのでご了承ください。受付は先着順です。 

 なお、大会参加登録の申込サイトより宿泊申込をされた場合、１人１泊につき、いいとこ白山 

フェア会場で利用できる「いいとこ白山フェアお買物券（５００円分）」を１枚進呈します。 

 

 

 

 

現地参加登録費 オンライン参加登録費 

５，０００円/人 ２，０００円/人 

交流会参加費（現地参加者対象） 

６，０００円/人 

弁当代（現地参加者対象） 

１０月２２日（土） １，０００円/個 

１０月２３日（日） １，０００円/個 
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（５）ブース出展 

「白山手取川大会ブース出展募集要項」をご参照のうえお申し込みください。申込多数の 

場合や展示内容によっては出展をお断りする場合があります。 

なお、ブース出展については大会参加登録を必要としません。また、事前申込みのみの受付

となります。 

 

 

 

（６）各プログラムのお申込み 

本大会では参加登録者だけが参加可能な下記プログラムを行います。それぞれ募集要項が

ございますので、ご確認のうえお申込みください。 

・ジオツアー（プレジオツアー、ポストジオツアー） 

・分科会 

・ユースセッション 

・市町村長等セッション 

・口頭発表 

・ポスター発表 

 

（７）キックオフイベント 

   大会関連プログラムとして、以下のトークショーを行います。 

   参加登録時に無料で申込みいただけます。 

   「スペシャルトークショー募集要項」をご確認のうえお申込みください。 

 

■白山市・クスリのアオキ文化創生プロジェクト スペシャルトークショー 

テーマ：「地球と遊ぶ・私のジオパーク」 

講 師：竹内 海南江氏(テレビ番組 「世界ふしぎ発見！」 ミステリーハンター) 

日 時：１０月２１日（金）１９：００～２０：３０ 

会 場：白山市松任文化会館ピーノ 大ホール 

 

（８）その他一般向けプログラム（大会実行委員会及び一般財団法人自治総合センターが 

主催する事業です） 

上記（６）（７）のプログラムの他に、下記の一般無料公開プログラムがあります。 

これらのプログラムは参加登録・申込みを必要としません。参加する場合は、当日会場に 

直接ご来場ください。 

■基調講演 

テーマ：「恐竜化石から過去、現在と未来の地球を考える」 

講 師：真鍋 真氏（国立科学博物館副館長、標本資料センターコレクションディレクター） 

日 時：１０月２２日（土）１０：１０～１０：５５ 

会 場：松任文化会館ピーノ 大ホール 

ブース出展料（現地参加者対象） 

５，０００円/ブース 
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■パネルディスカッション① 

テーマ：「地球と旅する～白山手取川の地から地球と人の未来を考える～」 

コーディネーター：青木 賢人氏（金沢大学） 

パネリスト：真鍋 真氏／坐間 妙子氏（気象予報士）／谷口 京氏（写真家）     

        宮原 育子氏（宮城学院女子大学）／ママードゥア・アイーダ氏（金沢大学） 

日 時：１０月２２日（土）１１：１０～１２：３０ 

会 場：松任文化会館ピーノ 大ホール 

■パネルディスカッション② 

テーマ：「さいころ de ジオトーク！～身近なネタから白山手取川ジオパークを語ろう～」 

コーディネーター：新名 阿津子氏（東北公益文科大学、日本ジオパーク委員会委員） 

パネリスト：若岡 真紀氏（伝統工芸ディレクター）／ぶんぶんボウル（吉本興業、よしもと 

石川県住みます芸人）／森下 知晃氏（金沢大学）／原 章子氏（恐竜渓谷 

ふくい勝山ジオパーク）／山口 隆氏（白山手取川ジオパーク公認観光ガイド） 

日 時：１０月２２日（土）１５：００～１７：００ 

会 場：松任学習センタープララ ホール 

６. 申込み方法 

大会公式 HP（https://taikai.geopark.jp/2022/）より申込サイトにアクセスしお申込みください。 

７. 申込み期限 

８月３１日（水）まで 

８. お支払について 

【支払の流れ】 

申込み受付終了後確認メールが送付されますが、参加プログラムが未確定の状態となります。 

ジオツアーや分科会などの抽選を行った後、９月中旬頃に確定通知のメールが送付されます。 

確定通知メールを確認後、お支払い手続きをお願いします。 

※確認メールは「kanazawa_mice2@nta.co.jp」より届きます。メールを受信できる様、ドメイン 

設定を解除していただくか、ドメイン『nta.co.jp』を受信リストに加えてください。 

【支払方法】 

参加料のお支払いは口座振込・クレジットカードにてお願いいたします。 

■口座振込でのお支払いについて 

ご請求金額を下記口座までお振込ください。 

 

 

 

※支店名と振込口座番号は、お客様ごとに個別に付与されています。 

※振込手数料は申込者負担とさせていただきます。 

※振込依頼人の前にお問い合わせ番号の下７桁をご記入ください。 

※他の代表者様と一緒にお振込される場合は、取扱支店までご連絡ください。 

みずほ銀行 ※※支店 普通口座※※※※※※ 

口座名義：【株式会社 日本旅行】 ｶ)ﾆﾎﾝﾘｮｺｳ 

https://taikai.geopark.jp/2022/
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■クレジットカードでのお支払いについて 

大会公式ホームページ上の参加登録フォームより、以下のクレジットカードでオンライン決済が 

できます。 

VISA・Master・American Express・JCB 

（ご注意） 

※ご本人名義または、名義人様から決済承認されているカードをご使用ください。 

※ご登録いただいたクレジットカードでの決裁は、すべての手続きが完了した時点となります。 

※ご請求は「日本旅行法人営業WEB受付」からとなります。 

９. 支払期限 

９月３０日（金）まで 

期日までにお支払いがない場合は登録内容の全てについてキャンセルのお取り扱いとさせて 

いただきます。 

１０．予約の確認 

大会への登録状況については大会参加登録完了後、申込サイトよりログインしてご確認ください。 

登録状況についてご不明な点は、確認メールに記載の受付番号とお問い合わせ番号をご確認

のうえ、下記までお問い合わせください。 

株式会社日本旅行 金沢支店 

TEL：０７６-２９３-６８４１ 営業時間：９：３０～１７：３０（土日祝日を除く） 

１１. キャンセルの場合の取り扱い 

大会参加登録、交流会、昼食（弁当）のキャンセルは９月３０日（金）までは無料で承ります。 

大会終了後、参加料から振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。 

なお、１０月１日（土）以降のキャンセルについては返金できませんのでご了承ください。 

宿泊のキャンセルについては、宿泊募集要項をご確認ください。 

ジオツアーのキャンセルについては、ジオツアー募集要項をご確認ください。 

１２. 大会参加登録者の受付 

場   所：白山市松任文化会館ピーノ１F 

開始日時：１０月２１日（金） ※開始時間については参加者へ別途ご案内します。 

新型コロナウイルス感染症等予防対策として、受付において検温、手指消毒、健康確認シートを

記入いただいた後、ブロックごとに受付いたします。受付にてプログラムと参加者証等をお渡しし

ます。 

１３. 一般（大会参加未登録の来場者）受付 

参加登録を必要としない一般向けプログラムへの参加は、各会場入口にて検温、手指消毒を 

お願い致します。なお、２２日（土）の基調講演及びパネルディスカッション①②、２３日（日）の 

口頭発表（小中高生の部）とポスター発表コアタイム（小中高生の部）へ参加される方は、 

会場ごとに健康確認シートの記入をお願い致します。 
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１４. 会場（松任文化会館ピーノほか JR松任駅周辺）までのアクセス 

■航空機をご利用の場合 

小松空港の利用が便利です。 

小松空港→小松駅（空港線バス：１２分） 

小松駅→松任駅（JR北陸本線 普通車 金沢駅行：２０分） 

松任駅に到着後、メイン会場までは徒歩５分程度です。 

■電車・新幹線をご利用の場合 

東京駅→金沢駅（北陸新幹線） 

大阪駅→金沢駅（特別急行列車 サンダーバード） 

名古屋駅→金沢駅（特別急行列車 しらさぎ） 

金沢駅→松任駅（JR北陸本線 普通車 福井・小松行：１０分） 

松任駅に到着後、メイン会場までは徒歩５分程度です。 

■自動車をご利用の場合 

白山 ICから松任駅周辺までは１０分（国道８号線→県道２９１号線） 

  

１５. 駐車場 

■普通自動車でお越しの方へ 

下記駐車場が利用可能です。 

・白山市役所駐車場（３００台程度、無料） 

白山市役所から松任文化会館ピーノまで無料シャトルバスを運行します。 

・JR松任駅横「松任駅南複合型立体駐車場」（５００台程度、２４時間営業 

６０分１００円、以後３０分５０円、入庫から３０分無料、入庫より２４時間まで７００円） 

※松任駅南複合型立体駐車場は、松任文化会館ピーノ、松任学習センタープララ、 

千代女の里俳句館、市民工房うるわし、松任ふるさと館をご利用の場合は、駐車券を 

施設に持参し手続きをすると、入庫から３時間無料になります。 

※２２、２３日は JR松任駅交差点前付近が歩行者天国となります。駐車場所に限りが 

ありますので、なるべく公共交通機関でお越しいただきますよう、ご協力をお願いします。 

■貸し切りバスでお越しの方へ 

駐車場の利用を希望される場合は事務局へお問い合わせください。 

１６. お問い合わせ 

  第１２回日本ジオパーク全国大会白山手取川大会実行委員会事務局 

  〒９２４‐８６８８ 石川県白山市倉光二丁目１番地 

  TEL：０７６‐２７４‐９５６４ FAX：０７６‐２７４‐９５４６ 

  E‐mail：haku-con2022@city.hakusan.lg.jp 

  本大会の詳細は大会 HP（https://taikai.geopark.jp/2022/）及び各種要項をご確認ください。 
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