
APGN 山陰海岸シンポジウムにかかる FAQ 

 
※赤字は、前回からの追加･訂正内容です。 
 

平成 27 年２月２日現在 
 
 
 
 
 
 
【質問一覧】 
Ｑ１ 会期・日程は？ 

Ｑ２ 参加登録費はいくらですか？ 

Ｑ３ セカンドサーキュラーは、いつ示されますか？ 

Ｑ４ 会場が移動すると聞きましたが。 

Ｑ５ プレツアー、ポストツアーは実施されますか？ 

Ｑ６ 関連イベントとして、JGN ガイドフォーラムが開催されると聞きましたが。 

Ｑ７ JGN ガイドフォーラムの参加費はいくらですか？ 

Ｑ８ 同伴者とはどういった人が対象となりますか？ 

Ｑ９ 高校生にも、国際会議を体験させたいのですが？ 

 
Ｑ１ 会期・日程は？ 

Ａ１ 次のとおりです。 

日時 ９月 16 日(水) ９月 17 日(木) ９月 18 日(金) ９月 19 日(土) ９月 20 日(日) 

開催地 京丹後市 豊岡市 

豊岡市 

香美町 

新温泉町 

鳥取市 
鳥取市 

岩美町 

午前 
 

参加受付 

開会中ツアー 

全体会議及び分科会 ジ
オ
パ
ー
ク
フ
ェ
ア 

閉会後ツアー 

（オプション） 

開会式 

基調講演 

午後 
開会前ツアー 

（オプション） 

分科会 分科会 

ポスターセッション ポスターセッション 

夕方 

アイスブレイク 

パーティー 

（オプション） 

ウェルカム 

パーティー  

新規 GGN メンバー紹介 

閉会式 

次回開催地紹介 

フェアウェルパーティー 

 

※9 月 16 日(水)にも、開会前ツアー参加者、アイスブレイクパーティ参加者を対象に、京丹後市で参加

セカンドサーキュラー 

２月第２週公開予定 



受付を設ける予定です。 
Ｑ２ 参加登録費はいくらですか？ 

Ａ２ 組織委員会で次のとおり決定しました。当初ご案内していた金額より高くなり申し訳ありません。

参加登録費 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

※一般参加者及び同伴者の参加登録費の内訳 

         ・APGN シンポジウム(9/17～19)の全てのセッション 

         ・開会中ツアー 

         ・APGN シンポジウム(9/17～19)での 3 回の昼食、2 回のパーティー 

○1 日のみの参加登録はできません。 

○早期登録は、参加登録費の入金日を基準として、早期登録締切日（平成 27 年 4 月末を予定） 

までとします。 

  ②オプショナルメニュー（開会前ツアー、パーティー、閉会後ツアー） 

 開会前ツアー 
(9/16) 

アイスブレイク 
パーティー(9/16) 

開会中ツアー 
(9/18) 

閉会後ツアー 
(9/20) 

一般参加者 
9,000 円 9,000 円 参加登録費に含む 9,000 円 

同伴者 

  ③ジオパークフェア     ２０，０００円／１ブース 

 
Ｑ３ セカンドサーキュラーは、いつ示されますか？ 

Ａ３ 当初 12 月中を予定していましたが、２月第２週を予定しています。 
 
Ｑ４ 会場が移動すると聞きましたが。 

Ａ４ 会場は、A１（日程表）を参考にしてください。開会式を豊岡市、閉会式を鳥取市での開催を予定

しています。 
   主催者で斡旋した宿泊エリアと会場のシャトルバスは運行を予定していますが、19 日あるいは 20

日に鳥取から豊岡へ戻るバスの運行は予定していませんので、出来るだけ公共交通機関でご参加下

さい。 
 
  

参 加 登 録 費 

 早期登録 通常登録 

一般参加者 ４５，０００円 ５０，０００円 

同伴者 ４０，０００円 ４５，０００円 

開会中ツアー (9/18) 

一般参加者 
参加登録費に含む 

同伴者 



Ｑ５ プレツアー、ポストツアーは実施されますか？ 

Ａ５ プレツアー、ポストツアーとも実施する予定にしています（A1（日程表）を参考）。 
せっかくの機会ですので、国内のジオパーク等でツアーの催行を希望されるジオパークがありま

したら、次のとおりお願いします。 
対象期間 プレツアー   9 月 15 日中に豊岡に入るツアー 

ポストツアー  9 月 20 日の夕方以降に鳥取を出発するツアー 
対 象 者 国内外を問わず、シンポジウム参加者 
募集方法 募集方法については、ＪＴＢ西日本（ＡＰＧＮ山陰海岸シンポジウム開催委託業者）

を窓口とする方法も検討しましたが、旅行業法の兼ね合いや、募集サイトの構成上難し

いことから、次のとおりとします。 
① ツアー内容が決定次第、シンポジウム組織委員会事務局へ連絡。ＡＰＧＮホームペ

ージ掲載用の情報（ツアー名、見どころの写真など）を、組織委員会事務局へ提出。 
② シンポジウム公式ホームページのニュース等として情報発信。企画された協議会の

ホームページ等へリンク。 
③ 参加希望者が、企画された協議会へ直接申込み。 

参考に、平成 24 年に開催された、GGN 島原大会のプレツアー及びポストツアーの催行実績は次

のとおりです。 
【プレ巡検】 
  阿蘇ジオパーク    5 月 9 日(水)～11 日(金)（ロシア・韓国 4 名） 
  島原半島ジオパーク  5 月 11 日(金)（日本、マレーシア、中国など 7 カ国 16 名） 
【ポスト巡検】 
  山陰海岸ジオパーク  5 月 16 日(水)～18 日(金)（台湾 5 名） 
  天草御所浦ジオパーク 5 月 15 日(火)～17 日(木)（ロシア・日本 6 名） 
  島原半島ジオパーク  5 月 16 日(水)（日本 6 名） 

 

Ｑ６ 関連イベントとして、JGN ガイドフォーラムが開催されると聞きましたが。 

Ａ６ 各地で活躍されるガイドの方々を対象に、次の日程で考えています。  
 ９月 15 日(火) ９月 16 日(水) 

開催地 京丹後市網野町 京丹後市網野町ほか 

午前  JGN ガイドフォーラム 

午後 登録・JGN ガイドフォーラム 現地ツアー 

夕方 懇親会  

 
Ｑ７ JGN ガイドフォーラムの参加費はいくらですか？ 

Ａ７ APGN のセカンドサーキュラーに合わせてお知らせしますが、組織委員会で次のとおり決定いた

しました。 
     参加登録費  ２０，０００円／人 



     ※参加登録費の内訳 

       ・JGN ガイドフォーラム(9/15～16)の全てのセッション 

       ・開催中ツアー 

       ・JGN ガイドフォーラム(9/15～16)での 1 回（16 日）の昼食、1 回の懇親会 

 
Ｑ８ 同伴者とはどういった人が対象となりますか 

Ａ８ ＡＰＧＮ参加者の配偶者など家族を想定しています。 
   同伴者の方も、参加者同様全てのプログラムに参加いただけます。 
 

Ｑ９ 高校生にも、国際会議を体験させたいのですが？ 

Ａ９ 豊岡会場、鳥取会場ともどなたでも無料でご参加いただける公開プログラムも設ける予定にして

います。同時通訳のトランシーバーの確保の都合もあり、受付方法はこれから検討しますが、こち

らには是非ご参加下さい。 

   また、口頭・ポスターでの発表を希望される場合については、貴重な経験となることを期待して、

高校生以下については、 

①豊岡会場か鳥取会場のどちらか１日だけの発表。 

②発表は英語で実施。（通訳随伴でも可）。 

③昼食や夕食には参加できない。 

④引率責任者 １名以上。 

  を条件として、無料での参加を認めます。ホームページからの参加登録は出来ませんので、直接事

務局へご連絡下さい。 

   全日程での参加を希望される場合は、規定の参加登録料が必要となります。 

 

 

※ＦＡＱについては、順次改訂したものをホームページで公開する予定にしていますので、お電話等で

のご確認の前に、一度ホームページをご覧ください。 


