
谷川岳エコツーリズム推進協議会のあゆみ

期日 場所 会議等名称 内　　　容 主体基準

準備会 設置・規約・役員について

３部会 活動の方向性

観光会館 準備会 事業計画、副部長選出

資料館集合 早春の湯檜曽川流域散策 講師阿部利夫　新道（一ノ倉）国道 役員・インタープリター

公民館３Ｆ 第１回総会 準備会事業計画、収支・予算案、構成員追加

カルチャーセンター 岩崎元郎健康登山講座 講座、パネルﾃﾞｲｽｶｯｼｮﾝ 一般参加招聘

現地 岩崎元郎健康登山講座 天神平より頂上往復（岩崎氏指導）

資料館集合 谷川岳の生いたち 講師久保誠二　座学・幽ノ沢往復 インタープリター候補等

資料館集合 天神平植物観察会 講師里見哲夫　天神平周辺　東京芸大生植物図参考の為参加 インタープリター候補等

資料館集合 動物観察会 講師松村行栄・関敏雄　座学・一ノ倉（国道）往復 インタープリター候補等

資料館集合 植物観察会 講師阿部利夫　紅葉の仕方・座学 インタープリター候補等

公民館２Ｆ エコツーの進め方 講師尾瀬保護財団安類智仁アドバイザー　前日阿部利夫現地視察案内 インタープリター候補等

公民館２Ｆ 谷川岳の自然（動植物） 講師斎藤晋・小日向孝夫　自然・インタープリターの心得（伝えるもの） インタープリター候補等

公民館２Ｆ 谷川岳の地形・地質 講師久保誠二・小日向孝夫　自然・環境教育はいかにあるべきか インタープリター候補等

公民館２Ｆ 登山・清水街道の歴史 講師渋谷浩・林　泉　歴史・温泉の楽しみ方 インタープリター候補等

カルチャーセンター 中間報告（事業、決算）、規約変更、区域見直し、Ｈ２２年度計画予算

資料館集合 植物・動物観察会 講師阿部利夫・関敏雄　新道（一ノ倉）国道　　　　　　　 インタープリター候補等

一ノ倉沢出合 施設完成式典 一ノ倉沢概念図、入道橋　東日本ウオータービジネス社

資料館集合 花繚乱の谷川岳観察会 講師阿部利夫　小日向孝夫　天神からオキの耳往復　配布資料作成 インタープリター候補等

資料館集合 インタープリター養成講習 講師阿部利夫　新道（一ノ倉）国道　　　　　　　　　配布資料作成 インタープリター候補等

観光センター全体構想打合せ会 構想作成検討 役員

天神平会場 橋本勝写真展オープニング ”谷川岳天上の試練”会場天神平特設

観光センター推進打合せ会 推進の進め方　説明・確認 役員

県庁 全体構想打合せ 構想説明 課長、木村、阿部

観光センター全体構想打合せ会 構想作成検討 ピッキオ横山、事務局、阿部

谷川浅間神社 ムササビ生育地調査 講師関敏雄　営巣地確認 インタープリター候補等

観光センター臨時総会 協議会準備会から協議会へ規約改正、役員選任、全体構想草案提示 インタープリター候補等

観光センター全体構想打合せ会 内容検討 役員、森林管理署、環境他

2008､12､18 役場6Ｆ

2009､01､29 役場6Ｆ

2009､03､17

2009､04､26

2009､05､27

2009､06､19

2009､06､20

2009､06､25

2009､07､12

2009､08､29

2009､10､14

2009､11､25

2010､01､19

2010､02､02

2010､02､17

2010､03､26 第2回総会

2010､05､30

2010､05､31

2010､07､22

2010､08､09

2010､09､09

2010､09､25

2010､10､15

2010､11､05

2010､11､15

2010､12､10

2010､12､22

2011､02､03



観光センター全体構想打合せ会 内容検討 役員、森林管理署、環境他

万座環境省事務所全体構想打合せ会 内容検討 役員、環境若松　事務局

沼田森林管理全体構想打合せ会 ゾーニング等　ＰＭ観光センターで打合せ 役員、環境若松　森林管

観光センター第１回モニタリング会議 調査方法、予算 モニタリング委員、事務局、阿部

資料館集合 講師阿部利夫　国道（幽ノ沢）国道 インタープリター候補等

万座環境省事務所全体構想打合せ会 内容検討 役員、環境若松　事務局

観光センター 調査方法、予算 モニタリング委員、事務局、阿部

観光センター第３回総会 ２２年度事業・決算報告　２３年度計画・予算 事前に小日向氏打合会議

観光センター全体構想打合せ会 内容検討 役員、森林管理署、環境他

観光センター全体構想打合せ会 内容検討 役員、森林管理署、環境他

観光センター臨時総会 全体構想承認　予算変更　規約１８条事務局規定の制定

観光センター第３回モニタリング委員会 谷川岳自然研究会設立　役員、予算、調査方法 モニタリング委員、事務局、阿部

資料館集合 山麓ツアー インタープリター実践ツアー　一般募集　講師阿部、萩原、中島 インタープリター研修兼

資料館集合 植物班モニタリング調査 １１～１２日　山麓調査 里見・小林・阿部

軽井沢ピッキオムササビ研修 ムササビウオッチングを受講 インタープリター候補等

知床ネイチャーセンターコーデネーター研修 １４～１６日　地域含取組状況　体制　ツアー体験 コーデネーター候補

資料館集合 動物班モニタリング調査 山麓調査 委員８名

資料館集合 インタープリター養成講習 １６～１７日　エコツーリズムセンター委託 インタープリター研修兼

観光センター植物班モニタリング報告書 報告書作成方法 里見・小林・阿部

伊勢おかげ横町コーデネーター研修 １４～１５日　横町取組状況　体制　熊野古道ツアーについて

観光センター体制つくり会議 ルール検討他 役員、事務局

観光センターインタープリター養成講習 谷川岳の気象（気象庁）谷川岳登山史（八木原）清水越の歴史（阿部） インタープリター候補等

観光センター第４回モニタリング委員会 今年度モニタリング推進状況、来年度計画について モニタリング委員、事務局、阿部

飯能市エコ協議会視察研修 先進地研修、意見交換、ツアー体験 コーデネーター、ガイド

軽井沢ピッキオコーデネーター研修 ２２～２４日　ツアー体験、ツアー企画立案　軽井沢 ピッキオ コーデネーター、ガイド

観光会館 役職３名打合せ 推進の進め方　 役員

谷川岳ロープエーカタクリツアー打合せ ツアー企画説明・協力依頼 事務局・徳島・阿部

観光センター推進部会会議 役割と今後の進め方　 役職・推進部会員

ペンション朝ねぼう推進部会・役員打合せ 推進の進め方　 役職・推進部会員

東京芸大 植物画原本引渡 高山植物画４０点引取、保管依頼 事務局２、阿部

役場会議室 ホームページ検討委員会 ＨＰの概要 検討委員・八木

観光センター役員打合せ ツアー応募・審査委員について、他 役員

観光センターモニタリング役員会 予算配分・進め方

天神平 ツアーガイド研修 実施研修 １２名

2011､02､25

2011､04､20

2011､05､16

2011､05､19

2011､05､30 植物/歴史観察会

2011､06､02

2011､06､09 第2回モニタリング会議

2011､06､29

2011､07､13

2011､09､15

2011､09､28

2011､10､06

2011､10､10

2011､10､11

2011､10､13

2011､10､14

2011､11､15

2011､11､16

2011､11､25

2011､12､14

2011､12､26

2012､2､7

2012､2､9

2012､2､14

2012､2､22

2012､2､27

2012､3､1

2012､3､14

2012､3､21

2012､3､23

2012､4､17

2012､4,26

2012､5､17

2012､5,20



天神平 ツアー観光業・ガイド研修 実施研修・観光業者案内 ２４名

天神平 カタクリ散策ツアー ２４～３１日カタクリツアー実施

谷川岳資料館 ツアー審査委員会 ７点審査 木村・徳島・阿部・八木原

役場会議室 モニタリング委員会 予算配分決定、調査方法・報告要領

中央公民館 平成２４年度総会 ２３年度事業・決算報告　２４年度計画・予算

谷川岳ロープエー全体構想認定祝賀式 認定状授与式、天神平案内３０人 環境省自然環境局長他

谷川区公民館 地区説明会 エコツリー協議会説明 事務局・徳島・阿部

湯檜曽区公民館地区説明会 エコツリー協議会説明 事務局・徳島・阿部

役場会議室 役員打合せ 広報・組織・ツアー募集について・木の本校正 事務局・役員５、他３

谷川岳資料館 宮崎県串間市エコツリ視察受入 一ノ倉沢・天神平ツアー案内、谷川岳資料館で意見交換 ４名来町

水上観光会館 東京芸大原画展 ４０種全点展示 松本・芸大教授他

観光センター役員打合せ ３月末までの具体的推進策定 ピッキオ楠部、役員３、

2012､5,22

2012､5､24

2012､6､12

2012､6,14

2012､6､28

2012､7､ 2

2012､7､ 5

2012､7､13

2012､8､30

2012､8､31

2012､9､8

2012､10､31
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