
地形項目 対照番号 名称 所在地 地図名 備考
1:200,000 1:50,000 1:25,000

１　地殻の変動による地形
01-1-01-1 富良野盆地 富良野市，空知郡中富良野

町・上富良野町
旭川・夕張
岳

富良野・山部 上富良野・富良野・布部

03-1-01-1 北上盆地 岩手郡滝沢町・玉山村，盛
岡市，紫波郡矢巾町・紫波
町，稗貫郡石鳥谷町，花巻
市，北上市，丹沢郡金ヶ崎
町・胆沢町・衣川村・前沢
町，江刺市，水沢市，西磐
井郡平泉町，一関市

盛岡・一
関・秋田・
新庄

盛岡・日詰・花
巻・北上・水
沢・一関・新
町・川尻・焼石
岳

鷹高・盛岡・姥屋敷・小岩井
農場・矢幅・日詰・南昌山・
志和・石鳥谷・土沢・花巻温
泉・花巻・口内・陸中江刺・
北上・金ヶ崎・水沢・前沢・
供養塚・古戸・一関・平泉・
尻平川・和賀仙人・夏油温
泉・石淵ダム

04-1-01-1 白石盆地 白石市，刈田郡蔵王町，柴
田郡村田町・大河原町

仙台・福島 白石・桑折 村田・大河原・白石・白石東
南部・白石南部

05-1-01-1 花輪盆地 鹿角市，鹿角郡小坂町 弘前 十和田湖・花
輪・田山・碇ヶ
関・大館

小坂鉱山・毛馬内・花輪・湯
瀬・陸中濁川・小坂

地溝盆地

05-1-01-2 鷹巣盆地 北秋田郡鷹巣町・合川町・
森吉町，山本郡二ツ井町

弘前 鷹巣・米内沢 早口・鷹巣東部・鷹巣西部・
桂瀬・米内沢

七座丘陵の隆起により形成

05-1-01-3 横手盆地 仙北郡西木村・角館町・田
沢湖町・中仙町・太田町・
仙北町・千畑町・六郷町・
仙南町，平鹿郡大森町・大
雄村・雄物川町・平鹿町・
十文字町，雄勝郡羽後町，
大曲市，横手市，湯沢市

秋田・新庄 角館・六郷・刈
和野・大曲・横
手・浅舞・湯沢

大神成・角館・羽後長野・真
昼岳・六郷・金沢本町・刈和
野東部・大曲・角間川・横
手・十文字・浅舞・西馬音
内・湯沢

地溝盆地

07-1-01-1 福島盆地 福島市，伊達郡伊達町・保
原町・桑折町・梁川町・国
見町

福島 桑折・保原・福
島

桑折・保原・福島北部・福島
南部・板谷・土湯温泉

西縁に活断層崖と扇状地群．東縁は阿武隈川が縁取る．

07-1-01-2 猪苗代盆地 耶麻郡猪苗代町，郡山市，
会津若松市

福島 磐梯山・猪苗代
湖

中ノ沢・関都・猪苗代・山
潟・岩城中野・原・岩城福良

東縁に川桁山断層崖．東落ちの断層角盆地．中央に猪苗代湖．

07-1-01-3 会津盆地 会津若松市，北会津郡北会
津村，大沼郡会津本郷町・
会津高田町・新鶴村，河沼
郡会津坂下町・湯川村・河
東町，耶麻郡塩川町・熱塩
加納村，喜多方市

新潟 熱塩・喜多方・
若松

熱塩・加納・喜多方東部・会
津広田・喜多方西部・坂下・
若松・会津高田

東西を断層崖で限られた地溝性盆地．山麓部に阿賀川水系諸河川のつ
くる扇状地がひろがる．

11-1-01-1 元荒川構造帯 岩槻市，大宮市，北足立郡
伊奈町

東京 大宮 岩槻

12-1-01-1 鴨川地溝帯 鴨川市，安房郡鋸南町・富
山町・丸山町

横須賀・大
多喜

鴨川・那古 安房小湊・鴨川・安房和田・
金束・安房古川・保田

12-1-01-2 館山地溝帯 館山市，安房郡千倉町・丸
山町・和田町・三芳村

横須賀 那古・館山 安房古川・那古・千倉・館山

15-1-01-1 国中平野 佐渡郡畑野町・新穂村・金
井町・佐和田町・真野町

長岡・相川 両津・相川・赤
泊・河原田

両津・相川・畑野・河原田

16-1-01-1 有峰盆地 上新川郡大山町 高山 有峰湖 有峰湖 跡津川断層に沿う断層角盆地．現在は有峰湖底．
17-1-01-1 邑知地溝帯 羽昨市，鹿島郡鹿島町・鹿

西町・鳥屋町，七尾市
七尾 七尾・氷見 七尾・能登二宮・柴垣・羽咋 地溝

20-1-01-1 諏訪盆地 諏訪市，茅野市，岡谷市，
諏訪郡下諏訪町

長野・甲府 諏訪・高遠 南大塩・諏訪・茅野・辰野

22-1-01-1 丹那盆地 田方郡函南町 横須賀 熱海 熱海
41-1-01-1 三瀬 神崎郡三瀬村・脊振村 福岡 脊振山 脊振山・広滝
42-1-01-1 井牟田上 北高来郡森山町 熊本 肥前小浜 諫早南部
01-1-02-1 弟子屈地震断層 川上郡弟子屈町 斜里 弟子屈 弟子屈・辺計札山 1951年1月31日の地震
03-1-02-1 川舟断層 和賀郡沢内村 秋田 鶯宿・新町 北川舟・陸中猿橋 1986年8月陸羽地震．トレンチ調査（八ツ又地区．1989年8月）．逆断

層．
05-1-02-1 千屋断層 仙北郡千畑町・六郷町・太

田町
秋田 六郷 真昼岳・六郷・金沢本町 国指定天然記念物（平成7年2月14日）．指定された部分は千畑町千屋

字内沢ほか．1896年8月31日陸羽地震（Ｍ7.2）．
12-1-02-1 延命寺断層 館山市，安房郡三芳村 横須賀 那古 安房古川 1923年の関東地震による
18-1-02-1 温見断層 大野市，今立郡池田町 岐阜 能郷白山・大

野・冠山
能郷白山・宝慶寺・冠山 岐阜．濃尾地震(1891)による断層活動．

20-1-02-1 小松原地震断層 長野市 長野 長野 長野 善光寺地震（1847）
20-1-02-2 松代地震断層 長野市 長野 長野 信濃松代 松代群発地震（1965－1970）
21-1-02-1 水鳥の低断層崖 本巣郡根尾村 岐阜 谷汲 樽見 国指定特別天然記念物「根尾谷断層」（昭和27年3月29日）．濃尾地震

（1891）による．地震断層観察館あり．
22-1-02-1 丹那断層 田方郡函南町 横須賀 熱海 熱海・網代 県指定天然記念物（昭和10年6月7日）．北伊豆地震（1930）で活動．
22-1-02-2 入山瀬断層 庵原郡富士川町・蒲原町 静岡 吉原 吉原，蒲原 安政東海地震（1854）に伴う変動で「蒲原地震山」や「松岡地震山」

を生じた．
22-1-02-3 石廊崎断層 加茂郡南伊豆町 御前崎 神子元島 石廊崎 富士箱根伊豆国立公園．伊豆半島沖地震（1974）で活動．
23-1-02-1 深溝地震断層 蒲郡市，額田郡幸田町 豊橋 岡崎・蒲郡 幸田・蒲郡 三河地震(1945)による右横ずれ断層．あぜ道の屈曲．
26-1-02-1 郷村（ゴウム

ラ）断層
竹野郡網野町，中郡峰山
町・大宮町

宮津 網野・宮津 網野・峰山・四辻 国指定天然記念物（昭和4年12月17日）．1927年（昭和2年）3月7日の
北丹後地震（マグニチュード7.4）にともなう雁行亀裂や道路のずれな
どがみられる．

26-1-02-2 山田断層 与謝郡野田川町 宮津 宮津 四辻 1927年の北丹後地震で変位した．撓曲崖が形成された．
28-1-02-1 野島断層 津名郡北淡町 徳島 明石 明石・仮屋 1995年1月の兵庫県南部地震によって変位した．
31-1-02-1 吉岡断層 鳥取市 鳥取 鳥取南部 鳥取南部 1943年の鳥取地震で活動
31-1-02-2 鹿野（シカノ）

断層
鳥取市，気高郡鹿野町 鳥取 鳥取南部 鳥取南部・鹿野 1943年の鳥取地震で活動．トレンチ調査．

38-1-02-1 岡村断層 西条市，新居浜市，周桑郡
小松町

高知 西条 西条・伊予小松 トレンチ調査あり

38-1-02-2 川上断層 周桑郡丹原町，温泉郡川内
町

松山 松山北部・松山
南部

東三方ヶ森・伊予川内

38-1-02-3 伊予断層 伊予市，伊予郡双海町 松山 松山南部・郡中 松山南部・郡中・上灘
40-1-02-1 水縄断層 久留米市，浮羽郡田主丸町 熊本 久留米 草野・久留米 A.D.678（天武7）年の筑紫地震に活動．山川前田遺跡でトレンチ調

査．
01-1-03-1 麓郷断層 空知郡中富良野町，富良野

市
夕張岳・旭
川

富良野・山部 富良野・布部・山部・芦別岳

01-1-03-2 十勝平野東縁断
層群

帯広市，河東郡音更町・上
士幌町・士幌町，足寄郡足
寄町，中川郡幕別町，河西
郡更別村，広尾郡大樹町・
広尾町

帯広・広尾 上士幌・高島・
十勝池田・糠
内・中士幌・帯
広・大正・忠
類・大樹・上豊
似

芽登・活込・上士幌・押帯・
士幌・東士幌・十勝川温泉・
幕別・糠内・駒畠・駒場・帯
広北部・帯広南部・大正・上
更別・忠類・豊似・開進・中
豊似

01-1-03-3 樺戸断層群 樺戸郡浦臼町・月形町・新
十津川町，雨竜郡雨竜町

留萌 妹背牛・滝川・
砂川・月形

恵岱別・石狩大和・総進・浦
臼・晩生内・月形

02-1-03-1 入内断層崖 青森市 青森 青森西部 青森西部・王余魚沢 青森平野西縁
02-1-03-2 野辺地断層 上北郡野辺地町・東北町・

天間林村
野辺地 野辺地・七戸 狩場沢・上清水目 まかど温泉付近から烏帽子岳東方へのびる南北方向の断層

02-1-03-3 津軽断層 青森市，五所川原市 青森 油川 油川 津軽半島を東西に２分する南北方向の断層
03-1-03-1 盛岡-花巻断層群 盛岡市，紫波郡紫波町・矢

巾町，稗貫郡石鳥谷町，花
巻市

盛岡 日詰・花巻 南昌山・志和・花巻温泉 蒲田断層のトレンチ調査（栗田，1988）

04-1-03-1 坪沼・円田断層 仙台市・柴田郡村田町 仙台 仙台・岩沼・白
石

仙台西南部・岩沼・村田

04-1-03-2 白石─越河（こ
すごう）断層

白石市 仙台・福島 白石・桑折 白石・白石南部

04-1-03-3 作並─屋敷平断
層

仙台市・柴田郡川崎町 仙台 川崎 熊ヶ根・作並・今宿

05-1-03-1 高野野断層 山本郡峰浜村 弘前 能代 羽後水沢 逆向き低断層崖．変位の累積性が認められる．
05-1-03-2 湯本断層 男鹿市 男鹿 戸賀 戸賀 破砕帯．男鹿国定公園．
05-1-03-3 柴内断層 鹿角市 弘前 花輪 花輪 鳥越面（火砕流台地）が逆傾斜
06-1-03-1 庄内平野東縁 飽海郡遊佐町・八幡町・平

田町，酒田市
酒田 吹浦・酒田 吹浦・羽後観音寺・余目 鳥海火山南西麓ならびに出羽山地西麓．南は立谷沢川の谷へ続く．

06-1-03-2 山形盆地西縁 山形市，西村山郡河北町，
寒河江市，東村山郡中山
町・山辺町，上山市

仙台 楯岡・山形・上
山

谷地・寒河江・山形北部・山
形南部・上山

村山市湯野沢付近－bulge．山形盆地活断層系の一部．
寒河江市高瀬山　－bulge．山形盆地活断層系の一部．
山形市村木沢長岡－bulge．山形盆地活断層系の一部．

06-1-03-3 長井盆地西縁
（葉山断層崖）

西置賜郡白鷹町・飯豊町，
長井市

仙台・村上 荒砥・赤湯・手
ノ子

荒砥・長井・羽前上郷・手ノ
子

07-1-03-1 台山 福島市 福島 福島 福島北部 福島盆地西縁断層の一つ．台山東麓をNE-SWに走る．
07-1-03-2 双葉 相馬市，原町市，相馬郡新

地町・鹿島町・小高町，双
葉郡浪江町・双葉町・大熊
町・富岡町・楢葉町

福島・白河 角田・相馬中
村・原町・浪
江・川前

丸森・相馬中村・磐城鹿島・
青葉・原町・小高・浪江・夜
の森・成子内

阿武隈高地東縁を限る比高約300mの断層崖．北北西－南南東に約60km
の長さを持つ．

07-1-03-3 川桁山 耶麻郡猪苗代町，郡山市 福島 磐梯山・猪苗代
湖

中ノ沢・関都・山潟 猪苗代盆地東縁を南北に限る．比高平均300m．多くの三角末端面を伴
う．

09-1-03-1 関谷断層 黒磯市，那須郡塩原町 日光 那須岳・塩原 那須岳・板室・関屋・西那須
野

09-1-03-2 湯本塩原断層 那須郡塩原町 日光 塩原 塩原 日光国立公園
10-1-03-1 平井の活断層 藤岡市，多野郡鬼石町 宇都宮 高崎 藤岡
10-1-03-2 片品川左岸断層 利根郡片品村・利根村 日光 男体山・追貝 丸沼・皇海山・追貝
11-1-03-1 櫛挽断層 大里郡花園町・寄居町，児

玉郡美里町
宇都宮 高崎・寄居 本庄・寄居

11-1-03-2 名栗断層 飯能市，入間郡名栗村 東京 川越・秩父 飯能・原市場
12-1-03-1 鴨川地溝帯北断

層
鴨川市，富津市，安房郡鋸
南町

横須賀・大
多喜

鴨川・那古 安房小湊・鴨川・金束・保田 一部は南房総国定公園

12-1-03-2 鴨川地溝帯南断
層

鴨川市，安房郡和田町，丸
山町他

横須賀・大
多喜

鴨川・那古 鴨川・金束・那古 一部は南房総国定公園

12-1-03-3 嶺岡山北側 鴨川市 大多喜 鴨川 鴨川
13-1-03-1 立川断層 立川市，武蔵村山市 東京 青梅 立川 明瞭な断層崖が6kmほど続く

構造盆地

地震断層

活断層崖（横ずれ含む）



14-1-03-1 国府津，松田断
層

足柄上郡松田町・大井町，
小田原市

東京・横須
賀

秦野・小田原 秦野・山北・小田原北部

15-1-03-1 十日町断層 十日町市，中魚沼郡中里村 高田 十日町松之山温
泉

十日町・千手・大割野 逆向き低断層崖

16-1-03-1 有峰湖西側の跡
津川断層崖

上新川郡大山町，吉城郡神
岡町

高山 有峰湖 有峰湖 北西側隆起

17-1-03-1 森本断層断層崖 金沢市，河北郡津幡町 金沢 金沢 粟崎・金沢 撓曲崖を含む
17-1-03-2 眉丈山断層断層

崖
羽昨市，鹿島郡鹿西町・鳥
屋町

七尾 氷見 能登二宮・柴垣 邑知地溝帯の北西縁．平行する二本の活断層．

18-1-03-1 甲楽城断層崖 南条郡河野村，丹生郡越前
町

岐阜 鯖江・今庄 糠・河野 越前加賀海岸国定公園．代表的な断層海岸．

18-1-03-2 三方断層崖 三方郡三方町・美浜町 宮津 西津 早瀬・三方 低断層崖を含む
19-1-03-1 市之瀬断層崖群 中巨摩郡櫛形町・甲西町 甲府 鰍沢 小笠原・鰍沢 扇状地を切る低断層崖
19-1-03-2 扇山断層 大月市，北都留郡上野原町 甲府・東京 上野原・都留 上野原・大月 北上り衝上断層
20-1-03-1 田切断層 下伊那郡高森町・松川町 飯田 飯田 飯田・下市田 河成段丘を切る低断層崖
20-1-03-2 茅野断層 茅野市 甲府 高遠 茅野 糸魚川－静岡構造線活断層系
21-1-03-1 阿寺断層崖 恵那郡加子母村・福岡町・

坂下町・川上村・付知町
飯田 妻籠・加子母・

付知
三留野・妻籠・加子母・付
知・小和知

河岸段丘の変位を含む

21-1-03-2 養老山地東斜面 海津郡南濃町 名古屋 津島・桑名 津島・弥富・駒野 濃尾平野西縁養老断層系
21-1-03-3 屏風山断層崖 恵那市，瑞浪市 飯田 恵那 恵那・岩村・瑞浪
22-1-03-1 丹那断層 田方郡函南町 横須賀 熱海 熱海・網代 西上り（左横ずれを含む）
22-1-03-2 広沢断層 榛原郡御前崎町 御前崎 御前崎 御前崎 御前崎遠州灘県立自然公園．海成段丘を切る低断層崖．
22-1-03-3 入山瀬・大宮・

安居山断層
富士宮市，富士市 静岡 富士宮 入山瀬，富士宮 西上り．1-2-2を含む

23-1-03-1 猿投境川断層崖 豊田市，西加茂郡藤岡村 豊橋 瀬戸・豊田 猿投山・豊田北部
24-1-03-1 一志断層系：藤

原岳断層
員弁郡藤原町 名古屋 彦根西部・御在

所山
篠立・竜ヶ岳・御在所山 鈴鹿山脈北部藤原岳の東麓を走る断層

24-1-03-2 養老断層系 桑名市，桑名郡多度町 名古屋 桑名 弥富・桑名 養老山地を形成している断層．1586年の天正地震は養老断層の活動か
もしれないと疑われている．

25-1-03-1 比良断層 滋賀郡志賀町，高島郡高島
町

京都及大阪 北小松 北小松・比良山 琵琶湖西岸断層帯の一部をなす断層．比良山東麓を走る．1662年に動
いたとされる．琵琶湖国定公園．

25-1-03-2 花折（はなお
れ）断層

大津市，高島郡朽木村・今
津村

宮津・京都
及大阪

熊川・北小松・
京都東北部

熊川・饗庭野・北小松・花
脊・大原

比良山西麓から京都盆地北東部まで続く

25-1-03-3 柳ヶ瀬断層 伊香郡余呉町・木之本町 岐阜 今庄・敦賀 板取・中河内・木之本 河谷の系統的横ずれ．美濃山地の西端をなす．Ｂ級．1909年に動い
た．

26-1-03-1 花折断層 京都市 京都及大阪 京都東北部 大原・京都東北部 河谷の連続する右横ずれ
26-1-03-2 埴生断層 亀岡市，船井郡園部町 京都及大阪 京都西北部・園

部
埴生・亀岡 直線状の谷と河谷の屈曲

26-1-03-3 三峠（ミトケ）
断層

船井郡瑞穂町，天田郡三和
町

京都及大阪 綾部 胡麻・菟原 河谷の屈曲

27-1-03-1 誉田（こんだ）
断層

藤井寺市，羽曳野市 和歌山 大阪東南部 古市 生駒活断層系の一部．誉田山古墳（応神陵）を変位させている東上り
の断層．

27-1-03-2 生駒断層 八尾市 和歌山 大阪東南部 信貴山・大和高田 二上層群が大阪層群に低角度で衝上している
28-1-03-1 山崎断層 佐用郡佐用町・南光町，飾

磨郡夢前町，宍粟郡山崎
町・安富町，神崎郡香寺
町・福崎町

姫路 山崎・龍野・佐
用

山崎・前之庄・安志・千草・
土万・古町

尾根の切断，谷の屈曲がみられる．断層に沿って有感地震が発生して
いる．左横ずれ．

28-1-03-2 六甲断層 神戸市，宝塚市，池田市 京都及大阪 大阪西北部・神
戸

宝塚・伊丹・有馬 六甲山の北麓沿いに走り，六甲山を隆起させた．

28-1-03-3 諏訪山断層 神戸市 京都及大阪 大阪西北部・神
戸

西宮・宝塚・神戸首部 六甲山の南麓を走る．新幹線新神戸駅の下を走っている．右横ずれ．

29-1-03-1 金剛断層 五條市,御所市 和歌山 五條 御所・五条 河谷の系統的右横ずれをともなう．水平に近い低角衝上断層．
30-1-03-1 根来断層 那賀郡打田町・岩出町，和

歌山市
和歌山 粉河・和歌山 岩出・淡輪 和泉山脈南麓に沿う中央構造線沿いの断層

36-1-03-1 池田断層 三好郡池田町・井川町・三
好町

岡山及丸亀 池田 辻・阿波池田

36-1-03-2 父尾断層 美馬郡脇町，阿波郡阿波
町・市場町，板野郡土成町

徳島 川島・脇町 市場・西赤谷・脇町 トレンチ調査あり

37-1-03-1 長尾断層 大川郡長尾町・寒川町・大
川町，木田郡三木町，香川
郡香川町・香南町，高松市

徳島 高松南部 鹿庭・川東 県指定天然記念物「長尾衝上断層」（昭和38年4月9日）

38-1-03-1 石鎚断層崖 新居浜市，西条市，伊予鹿
島市，宇摩郡土居町

高知 伊予三島・新居
浜・西条

伊予三島・東予土居・新居
浜・別子銅山・西条

40-1-03-1 警固断層 福岡市，春日市 福岡 福岡 福岡南部
40-1-03-2 小倉断層 北九州市 福岡 小倉・行橋 小倉・苅田
40-1-03-3 福智山断層 北九州市，直方市，田川郡

方城町
福岡 小倉・行橋・直

方
八幡・徳力・金田・中間

41-1-03-1 西葉（サエ）断
層

鹿島市,藤津郡太良町 熊本 鹿島 古枝・多良

42-1-03-1 千々石断層 南高来郡愛野町・千々石町 熊本 島原・肥前小浜 島原・愛野 別府―島原地溝帯．雲仙天草国立公園．
42-1-03-2 布津断層 南高来郡布津町 熊本 島原 雲仙 別府―島原地溝帯．雲仙天草国立公園．
42-1-03-3 深江断層 南高来郡深江町 熊本 島原 雲仙 別府―島原地溝帯．雲仙天草国立公園．
01-1-04-1 有珠火山オガリ

山断層崖
有珠郡壮瞥町，伊達市 室蘭 虻田 虻田

05-1-04-1 東鳥海山断層 湯沢市 新庄 浅舞・湯沢 西馬音内・湯沢 山地と低地の境界
05-1-04-2 大台付近断層 南秋田郡井川町 秋田 五城目 蓬内台 山地と丘陵の境界
05-1-04-3 小豆沢断層（北

部）
鹿角市 弘前 花輪 毛馬内・花輪 山地と低地の境界

07-1-04-1 会津盆地西縁 河沼郡会津坂下町 新潟 喜多方 坂下 トレンチ調査あり
07-1-04-2 二ツ箭断層 いわき市 白河 平・川前 川前・四倉・水石山 断層崖下一帯が大利地すべり地
07-1-04-3 湯ノ岳断層 いわき市 白河 平・小名浜 磐城湯本・磐城泉 断層崖下に崖錐斜面発達
08-1-04-1 高倉の断層線崖 久慈郡水府村 白河 大子 大中宿 棚倉断層によるもの（西縁線）
08-1-04-2 小妻の断層線崖 久慈郡里美村 白河 大子・高萩 竪破山・袋田・大中宿 棚倉断層によるもの（東縁線）
14-1-04-1 伊勢原断層 伊勢原市，平塚市 東京 藤沢 厚木・伊勢原
15-1-04-1 石打断層崖 南魚沼郡塩沢町 高田 十日町・越後湯

沢
塩沢・越後湯沢

16-1-04-1 呉羽山断層崖 富山市 富山 富山 富山 西側隆起
16-1-04-2 高清水断層崖 東礪波郡井波町・井口村 金沢 城端 城端 東側隆起．段丘面を切る低断層崖を含む．
19-1-04-1 富士見山断層崖 南巨摩郡中富町 甲府 身延 切石 富士見山東面の急崖
20-1-04-1 長野盆地西縁断

層崖
長野市 高田・長野 中野・戸隠・長

野
中野西部・若槻・長野

22-1-04-1 岩室断層崖 磐田郡豊岡村 豊橋 天竜 森，二俣 東上り
22-1-04-2 真富士山東面 清水市 静岡 南部・清水 篠井山・和田島 山梨．糸魚川・静岡構造線．
23-1-04-1 本宮山断層崖 新城市，宝飯郡一宮町 豊橋 御油 新城 中央構造線沿い
27-1-04-1 上町台地 大阪市 京都及大

阪・和歌山
大阪東北部・大
阪東南部

大阪東北部・大阪東南部 上町断層などの活動で大阪層群が持ち上げられてできた台地

31-1-04-1 岩坪断層 鳥取市，気高郡鹿野町 鳥取 鳥取南部 用瀬・岩坪
32-1-04-1 弥畝山（ヤウネ

ヤマ）西麓断層
那賀郡弥栄村，美濃郡美都
町

浜田・広島 木都賀・三段峡 宇津川・出合原

32-1-04-2 澄水（シンジ）
断層

松江市，八束郡鹿島町 松江 境港 境港・加賀 宍道断層を改称

33-1-04-1 塩之内断層 久米郡久米南町・柵原町 姫路・高梁 周匝・福渡 柵原・下弓削
33-1-04-2 畑ケ鳴断層 御津郡建部町・加茂川町，

久米郡中央町
高梁 福渡 下弓削・福渡・下加茂

33-1-04-3 那岐山断層 津山市，勝田郡奈義町・勝
北町，苫田郡鏡野町

姫路・高梁 津山東部・津山
西部

日本原・楢・香々美

34-1-04-1 冠山断層 山県郡筒賀村・戸河内町・
豊平町・加計町，佐伯郡吉
和村

広島 加計・三段峡・
津田

加計・坪野・戸河内・湯来・
安芸冠山

34-1-04-2 上根断層 広島市，高田郡八千代町 広島 可部 可部・佐々井
35-1-04-1 菊川断層 下関市，豊浦郡菊川町・豊

浦町
山口・小串 厚狭・小串 田部・小月・小串

35-1-04-2 岩国断層 岩国市，玖珂郡玖珂町 広島 大竹・岩国 大竹・岩国・玖珂
35-1-04-3 小方－小瀬断層 岩国市 広島 岩国 岩国・玖珂
38-1-04-1 伊予灘断層海岸 伊予郡双海町，喜多郡長浜

町
松山 郡中・大洲 上灘・串

46-1-04-1 鬼門平断層崖 指宿市，揖宿郡開聞町 開聞岳 開聞岳 今和泉・開聞岳 霧島屋久国立公園
01-1-05-1 馬追丘陵 千歳市，勇払郡早平町・追

分町，夕張郡長沼町
札幌 追分・早来・恵

庭
追分・早来・南長沼・長都

01-1-05-2 函館平野西縁 上磯郡上磯町 函館 大沼公園・函館 茂辺地
04-1-05-1 長町─利府線 仙台市 仙台 仙台 仙台東北部・仙台東南部・仙

台西南部
大年寺断層・鹿落坂断層を含む

04-1-05-2 愛子断層（撓
曲）

仙台市 仙台 仙台・川崎 仙台西北部・熊ヶ根

05-1-05-1 能代撓曲 能代市，山本郡八竜町 弘前 能代・森岳 能代・森岳 能代衝上断層群の活動に伴う変形
05-1-05-2 申川断層（南

部）
男鹿市 男鹿 船川 寒風山 申川断層（逆断層）による変形

06-1-05-1 村山市北山丘陵 村山市大久保 仙台 尾花沢・楯岡 富並・谷地 bulge前面に下部更新統の直立露頭
07-1-05-1 会津盆地西縁南

部
大沼郡新鶴村・会津高田町 新潟 若松 会津高田

09-1-05-1 関谷断層 黒磯市，那須郡塩原町 日光 那須岳・塩原 那須岳・板室・関屋・西那須
野

11-1-05-1 深谷断層 深谷市，熊谷市，大里郡岡
部町

宇都宮 深谷・熊谷・高
崎

熊谷・三ヶ尻・本庄

11-1-05-2 江南断層 大里郡江南町・川本町 宇都宮 熊谷 三ヶ尻
11-1-05-3 浦和市大門の撓

曲崖
浦和市 東京 大宮 浦和

15-1-05-1 片貝断層 小千谷市，三島郡越路町 長岡・高田 長岡・小千谷 片貝・小千谷 東へ傾斜．段丘面の変形．
15-1-05-2 鳥越断層 長岡市，三島郡三島町 長岡 長岡 長岡 東へ傾斜．段丘面の変形．
17-1-05-1 富樫断層撓曲崖 金沢市，能美郡鶴来町 金沢 金沢・鶴来 金沢・鶴来・粟生 段丘面の変形

その他の断層崖

撓曲崖



19-1-05-1 甲西町湯沢の撓
曲崖

中巨摩郡甲西町，南巨摩郡
増穂町

甲府 鰍沢 小笠原・鰍沢 段丘面の変形

19-1-05-2 曽根丘陵北縁撓
曲崖

東八代郡中道町・境川村・
八代町，西八代郡市川大門
町

甲府 甲府 石和・甲府・市川大門 韮崎岩屑なだれ堆積物の変形

20-1-05-1 観音山撓曲崖 上水内郡豊野町 高田 中野 中野西部 三才断層沿い
24-1-05-1 四日市撓曲 四日市市 名古屋 四日市 四日市西部
27-1-05-1 羽曳野撓曲丘陵 羽曳野市 和歌山 大阪東南部 古市 大阪層群の地層が撓曲して丘陵をつくっている
01-1-06-1 石狩丘陵 石狩郡当別町，厚田郡厚田

村
札幌 当別・石狩 弁華別・石狩当別・望来・太

美
01-1-06-2 野幌丘陵 江別市，札幌市 札幌 江別・札幌 江別・野幌・札幌東部
05-1-06-1 潟西台地 南秋田郡若美町，男鹿市 男鹿 船川 寒風山 背斜状変形
05-1-06-2 大野台 北秋田郡合川町・鷹巣町 弘前 鷹巣 鷹巣西部 背斜状変形
05-1-06-3 丑首頭付近 能代市 弘前 能代 能代 小手萩断層に伴うプレッシャーリッヂ状変形
06-1-06-1 小国川沿岸 最上郡舟形町，新庄市 新庄 新庄 月楯・舟形 河岸段丘面の波状の変形ならびに水準測量結果
07-1-06-1 会津盆地北西縁 耶麻郡山都町・西会津町，

河沼郡柳津町・会津坂下
町，喜多方市

新潟 熱塩・喜多方・
野沢

加納・喜多方西部・野沢・柳
津

第三紀層の背斜部が丘陵尾根・向斜部が谷となっている

15-1-06-1 長岡市付近の河
岸段丘

三島郡三島町 長岡 長岡 長岡 段丘面の変形

20-1-06-1 重地原 飯山市 高田 飯山 野沢温泉・往郷
20-1-06-2 高丘丘陵 中野市 高田 中野 中野西部
23-1-06-1 河和背斜 知多郡武豊村・美浜町 名古屋 師崎 河和
24-1-06-1 桑名背斜 桑名市 名古屋 桑名 桑名 水郷県立自然公園
01-1-07-1 日高西縁衝上断

層
静内郡静内町，新冠郡新冠
町

浦河 札内川上流・イ
ドンナップ岳

ヤオロマップ岳・イドンナッ
プ岳・日高大山

05-1-07-1 能代衝上断層群 能代市，山本郡八竜町 弘前 能代・森岳 能代・森岳 逆川断層を含む．伏在断層．
05-1-07-2 井川断層 南秋田郡井川町 秋田 五城目 蓬内台・大久保 綱木沢断層は副断層
05-1-07-3 千屋断層 仙北郡千畑町・六郷町・太

田町
秋田 六郷 真昼岳・六郷・金沢本町 国天然記念物（平成7年2月14日）．1896年8月31日陸羽地震（Ｍ7.2）

15-1-07-1 大須鼻 佐渡郡真野町 長岡 河原田 河原田 南東側が衝上．段丘堆積物を切る．
16-1-07-1 横山楡原衝上段

層
婦負郡細入村，上新川郡大
沢野町

高山 八尾・白木峰・
有峰湖

東茂住・八尾・猪谷 国指定天然記念物（昭和16年10月3日）．中生代左岸頁岩層に花崗岩が
衝上．

19-1-07-1 身延衝上断層 南巨摩郡身延町 甲府 身延 身延 大城川河床の断層露頭
20-1-07-1 小谷断層 北安曇郡小谷村 富山 白馬岳 雨中
21-1-07-1 横山楡原衝上断

層
吉城郡神岡町 高山 有峰湖 東茂住 国指定天然記念物（昭和16年10月3日）．高原川岸．

29-1-07-1 金剛断層 五條市,御所市 和歌山 五條 御所・五条 河谷の系統的右横ずれをともなう
33-1-07-1 大賀衝上断層 川上郡川上町上大竹 高梁 油木 地頭 世界２大デッケン．国指定天然記念物．高梁川上流県立自然公園．
33-1-07-2 塩之内断層 久米郡久米南町・柵原町 姫路・高梁 周匝・福渡 柵原・下弓削
34-1-07-1 上布野（カミフ

ノ）＝二反田断
層

双三郡布野村・君田村 浜田 上布野 上布野 県天然記念物

34-1-07-2 福山断層 福山市 岡山及丸亀 井原・福山 神辺・福山東部
38-1-07-1 砥部衝上断層 伊予郡砥部町 松山 松山南部 砥部 国指定天然記念物（昭和13年5月30日）．重信川に合流する砥部川上流

の河床の「かすが渕」でみられる逆断層．
38-1-07-2 衝上断層 周桑郡丹原町湯谷口 高知 西条 伊予小松 県指定天然記念物（昭和24年9月17日）．川上断層と関連．逆断層．
19-1-08-1 伊奈ヶ湖 中巨摩郡櫛形町 甲府 鰍沢 小笠原 伊奈ヶ湖断層に沿う凹地列．改修により人工化．
20-1-08-1 諏訪湖 諏訪市，岡谷市，諏訪郡下

諏訪町
長野 諏訪 諏訪 諏訪湖中に曽根底遺跡（石器時代中期）がある

20-1-08-2 仁科三湖 大町市 高山 大町 神城・大町 青木湖・中綱湖・木崎湖．青木湖は堰止湖を兼ねる．
25-1-08-1 琵琶湖 大津市，草津市，守山市，

近江八幡市，長浜市，高島
郡マキノ町・今津町・新旭
町・安曇川町・高島町，滋
賀郡志賀町，野洲郡中主
町，神崎郡能登川町，彦根
市，坂田郡米原町・近江
町，東浅井郡びわ町・湖北
町，伊香郡高月町・木之本
町・西浅井町

岐阜，名古
屋，京都及
び大阪

敦賀・竹生島・
彦根東部・彦根
西部・近江八
幡・北小松・京
都東北部・京都
東南部

長浜・木之本・竹生島・南
浜・海津・今津・彦根東部・
彦根西部・能登川・勝野・沖
島・近江八幡・北小松・比良
山・堅田・草津・瀬田・京都
東北部

日本最大の淡水湖．第三紀の終わりから存在し続けている古い構造
湖．琵琶湖国定公園．

25-1-08-2 余呉湖 伊香郡余呉町 岐阜 敦賀 木之本 断層による変位で流路を断たれ形成されたと考えられる湖．琵琶湖国
定公園．

02-1-09-1 十二湖 西津軽郡岩崎村 深浦 深浦 十二湖 白神山地西端に位置する崩山の西側．十和田八幡平国立公園．
14-1-09-1 震生湖 秦野市 東京 秦野 秦野 大正12年の関東大震災で押切川がせき止められてできた
14-1-09-2 お玉ケ池 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園
20-1-09-1 柳久保池 上水内郡信州新町 高山 大町 日名 善光寺地震（1847）に伴う地すべり性崩壊による
01-1-10-1 奥尻島 奥尻郡奥尻町 久遠 奥尻島南部 赤石・青苗
02-1-10-1 千畳敷 西津軽郡深浦町 青森 鰺ヶ沢 田野沢 1793（寛政4）年の地震により隆起．津軽国定公園．
05-1-10-1 男鹿半島潮瀬崎

一帯
男鹿市 男鹿 船川 船川 門前層．台鳥層．男鹿国定公園．

07-1-10-1 波立（ハッタ
チ）海岸

いわき市四倉町 白河 平 四倉 磐城海岸県立自然公園

12-1-10-1 白浜海岸 安房郡白浜町 横須賀 館山 白浜・布良 南房総国定公園
12-1-10-2 千倉海岸 安房郡千倉町 横須賀 館山 千倉・白浜 南房総国定公園
14-1-10-1 諸磯の隆起海岸 三浦市三崎町諸磯字石打789 横須賀 三崎 三浦三崎 国指定天然記念物（昭和3年3月24日）．大地震のたびに土地が隆起し

てできた．
15-1-10-1 粟島蝦夷の浜 岩船郡粟島浦村 村上 粟島 粟島 新潟地震（1964）により約1.5m隆起
17-1-10-1 仁江の波食台 珠洲市 輪島 宝立山 曽々木 能登半島国定公園
22-1-10-1 白浜海岸の隆起

波食棚
下田市 静岡 下田 下田 富士箱根伊豆国立公園

23-1-10-1 牛乗山の中新世
波食台

岡崎市 豊橋 岡崎 岡崎・幸田 第三紀中新世の形成

24-1-10-1 先志摩の隆起波
食台

志摩郡志摩町・大王町・浜
島町・阿児町

伊勢 波切 波切・浜島・片田 志摩半島から南に突き出た小半島で標高30－60ｍの隆起海食台．隆起
地域であるが，完新世の海面上昇で沈水地形を持つ．

28-1-10-1 絵島 津名郡淡路町 和歌山 須磨 須磨 神戸層群からなる．県郷土記念物．岩屋港の南東．
31-1-10-1 浦富（ウラド

メ）海岸一帯
岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後・浦富 山陰海岸国立公園

32-1-10-1 畳ヶ浦の千畳敷 浜田市国分町 浜田 浜田 下府 1872年の浜田地震で隆起．国天然記念物（昭和7年3月25日）．浜田海
岸県立自然公園．

32-1-10-2 櫛島海岸 邇摩郡温泉津町 浜田 温泉津 温泉津
35-1-10-1 向津具（ムカツ

ク）半島北岸
大津郡油谷町・日置町 山口 仙崎 長門古市 北長門海岸国定公園

39-1-10-1 室戸地磯 室戸市室戸岬町 剣山 室戸岬 室戸岬 5-4-2と関連．室戸岬は国指定名勝（昭和3年6月27日）．室戸阿南海岸
国定公園．

39-1-10-2 唐船島の隆起海
岸

土佐清水市浦尻 宇和島 土佐清水 土佐清水 昭和21年（1946）12月21日の南海地震により，清水港に浮かぶこの島
が80cm隆起．国指定天然記念物（昭和28年11月14日）．

02-1-11-1 厩石 東津軽郡三厩村 青森 龍飛崎 三厩 三厩村三厩地区．津軽国定公園．
02-1-11-2 ガンガラ穴 西津軽郡岩崎村 深浦 深浦 十二湖 森山海岸．津軽国定公園．
07-1-11-1 住吉神社境内 いわき市小名浜 白河 小名浜 小名浜 第三紀層丘陵下端．縄文海進時の海蝕洞．
15-1-11-1 岩屋隆起海食洞 西蒲原郡巻町 長岡 弥彦 角田山 佐渡弥彦米山国定公園．安山岩質凝灰角礫岩．
15-1-11-2 岩室村隆起海食

洞
西蒲原郡岩室村 長岡 弥彦 弥彦

16-1-11-1 大境隆起海食洞 氷見市 富山 虻ガ島 虻ガ島 能登半島国定公園．洞窟住居跡．国指定史跡．
31-1-11-1 一ツ山の海食洞 岩美郡福部村 鳥取 浜坂 浦富 山陰海岸国立公園
32-1-11-1 猪目（イノメ）

洞窟
平田市 大社 大社 日御碕 奥行き50ｍ．縄文遺跡．

32-1-11-2 サルガ鼻洞窟 八束郡美保関町 松江 境港 境港 縄文遺跡
34-1-11-1 阿伏兎（アブ

ト）観音洞
沼隈郡沼隈町 岡山及丸亀 福山 常石 瀬戸内海国立公園

34-1-11-2 倉橋島南端 佐伯郡倉橋町 広島 倉橋島 鹿老渡 瀬戸内海国立公園
35-1-11-1 大吼谷（オオゴ

ウヤ）の蝙蝠洞
豊浦郡豊浦町小串 小串 小串 小串 国指定天然記念物（昭和3年3月24日）

39-1-11-1 室戸市御蔵洞 室戸市室戸岬町 剣山 室戸岬 室戸岬 室戸阿南海岸国定公園
45-1-11-1 鵜戸神宮 日南市 宮崎 飫肥 鵜戸 洞内に鵜戸神宮がある．日南海岸国定公園．
12-1-12-1 沼のサンゴ礁 館山市 横須賀 館山 館山 南房総国定公園
47-1-12-1 南大東島 島尻郡大東村 那覇 南北大東島 南大東島 完新世離水サンゴ礁
47-1-12-2 具志頭 島尻郡具志頭村 那覇 久高島 知念 完新世離水サンゴ礁．沖縄戦跡国定公園．
47-1-12-3 久米島西海岸沿

い
島尻郡具志川村 久米島 久米島 久米島 完新世離水サンゴ礁．久米島県立自然公園．

03-1-13-1 和賀岳・薬師岳 和賀郡沢内村 秋田 鶯宿・角館 北川舟・大神成 国指定和賀岳自然環境保全地域
04-1-13-1 北蔵王，八方平

南方
柴田郡川崎町 仙台 山形 笹谷峠 山形県山形市．蔵王国定公園．

04-1-13-2 船形山頂付近北
西斜面

加美郡小野田町 仙台 関山峠 船形山・升沢

04-1-13-3 鬼首峠 玉造郡鳴子町 新庄 秋ノ宮 鬼首峠 栗駒国定公園
05-1-13-1 薬師岳～小杉山

稜線
仙北郡太田町 秋田 角館 大神成 真木真昼県立自然公園．トップリング．

05-1-13-2 和賀岳北方稜線 仙北郡角館町 秋田 鶯宿 北川舟 地すべり地頭部の亀裂状線状凹地．重力性正断層．
05-1-13-3 前神室山付近 雄勝郡雄勝町 新庄 羽前金山 羽後川井・神室山 栗駒国定公園
09-1-13-1 富士山山麓線状

凹地群
那須郡塩原町 日光 塩原 塩原 富士山生成の際の火山性正断層か？線状凹地．日光国立公園．

10-1-13-1 大水上山・丹後
山間

利根郡水上町 日光 八海山 兎岳 二重山稜．中央部の凹地に小湿原と池塘がある．国指定自然環境保全
区域．

15-1-13-1 飯豊山地文平ノ
池

新発田市 新潟 飯豊山 飯豊山 磐梯朝日国立公園．大日岳－御西岳山稜．

16-1-13-1 船窪岳 上新川郡大山町 高山 立山 黒部湖 中部山岳国立公園．
19-1-13-1 間ノ岳の二重山

稜
南巨摩郡早川町・中巨摩郡
芦安村

甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園

19-1-13-2 高望池 中巨摩郡芦安村 甲府 市野瀬 仙丈ヶ岳 南アルプス国立公園．伊那荒倉岳南方．

二重山稜・線状凹地

衝上断層

断層湖

堰止湖

隆起波食棚

隆起海食洞

隆起サンゴ礁

活褶曲



20-1-13-1 蝶ヶ岳～大滝山
稜線

南安曇郡堀金村・安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．多重山稜．

20-1-13-2 三国境 北安曇郡白馬村 富山 白馬岳 白馬岳 中部山岳国立公園
21-1-13-1 （西鎌尾根）硫

黄乗越稜線
吉城郡上宝村 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳

22-1-13-1 イザルガ岳 静岡市 甲府 赤石岳 光岳 長野
22-1-13-2 茶臼岳 静岡市 甲府 赤石岳 上河内岳 長野
22-1-13-3 青薙山南西山稜 静岡市 甲府 赤石岳 上河内岳 「池ノ平山」
36-1-13-1 八面山東方稜線 美馬郡穴吹町・一宇村・木

屋平村
剣山 剣山 阿波川井・阿波古見・剣山・

谷口
38-1-13-1 明神山の二重山

稜
上浮穴郡美川村 高知 上土居 柳井川

39-1-13-1 明神山の二重山
稜

吾川郡吾川村 高知 上土居 柳井川

39-1-13-2 大引割・小引割 高岡郡仁淀村 高知 新田 王在家 古期崩壊に伴う二重山稜．大引割は全長75m，幅3－8m，深さ30m以上．
小引割は全長60m，幅1.5－5m，深さ20m以上．国指定天然記念物（昭和
61年2月25日）．

01-1-14-1 釧路沖地震によ
る地割れ

釧路市 釧路 釧路 釧路・釧路港

12-1-14-1 延命寺断層 館山市，安房郡三芳村 横須賀 那古 安房古川 よく保存されている．1923年の関東地震による．
15-1-14-1 新潟市榎町付近 新潟市 新潟 新潟 新潟北部 新潟地震による．当時は多数の地割れ発生．
18-1-14-1 福井地震断層の

地割れ
福井市，坂井郡坂井町・丸
岡町・金津町・春江町

金沢 福井・三国・永
平寺

丸岡・永平寺・三国・越前森
田

福井地震(1948)による地割れの連続．

20-1-14-1 牧内地区の地割
れ

長野市 長野 長野 信濃松代 松代群発地震（1965－1970）に伴う地割れ．現在は残っていない．

23-1-14-1 三河地震による
地割れ

蒲郡市 豊橋 蒲郡 蒲郡 三河地震(1945)による．県指定天然記念物．

01-1-15-1 泥火山（静内） 新冠郡新冠町 浦河 静内 静内 道指定天然記念物（昭和43年1月18日）
02-1-15-1 屏風山 北津軽郡車力村 青森 金木 車力
06-1-15-1 寒河江市三条遺

跡
寒河江市 仙台 楯岡 寒河江 最低位段丘と旧河道．平安時代．山形応用地質No.17．高瀬山の東側．

06-1-15-2 遊佐町下長橋・
浮橋遺跡

飽海郡遊佐町 酒田 吹浦 吹浦 扇状地末端～潟湖性低湿地．平安時代．月刊地理34-9

06-1-15-3 鶴岡市山田遺跡 鶴岡市 酒田 鶴岡 鶴岡 潟湖性低湿地．噴砂の時期不明．
15-1-15-1 万代橋付近 新潟市 新潟 新潟 新潟北部・新潟南部 新潟地震による．当時は多数の噴砂現象．
30-1-15-1 権現崎の泥岩岩

脈
西牟婁郡白浜町 田辺 田辺 紀伊白浜 国指定天然記念物「白浜の泥岩岩脈」（昭和6年2月2日）．地質時代の

液状化．含礫黒色泥岩岩脈．
30-1-15-2 市江海岸 西牟婁日置川町 田辺 周参見 紀伊日置 熊野枯木灘県立自然公園

２　火山の活動による地形
01-2-01-1 旭岳 上川郡東川町 旭川 大雪山・旭岳 愛川溪温泉・旭岳 大雪山連峰の主峰．大雪山国立公園．
01-2-01-2 羊蹄山 虻田郡倶知安町・ニセコ

町・京極町・喜茂別町・真
狩村

岩内 倶知安・留寿都 倶知安・羊蹄山 輝石安山岩の溶岩流と火山砕屑物との互層から成る成層火山．蝦夷富
士．支笏洞爺国立公園．

01-2-01-3 利尻岳 利尻郡利尻町・東利尻町 天塩 利尻島 雄忠志内・鬼脇・鴛泊・仙法
志

利尻礼文サロベツ国立公園．浸食が進んでいる.

02-2-01-1 岩木山 中津軽郡岩木町 青森・弘前 五所川原・鰺ヶ
沢・弘前・川原
平

十面沢・種里・枯木平・岩木
山

津軽国定公園

03-2-01-1 岩手山 岩手郡西根町・滝沢村・松
尾村・雫石町

秋田・盛岡 八幡平・沼宮
内・雫石・盛岡

大更・姥屋敷・松川温泉・篠
崎

山体の西側（西岩手山）は生成が古い．十和田八幡平国立公園．

04-2-01-1 栗駒山 栗原郡栗駒町・花山村 新庄 栗駒山・秋ノ宮 栗駒山・桂沢 栗駒国定公園
04-2-01-2 船形山 加美郡小野田町・色麻町，

黒川郡大和町，仙台市
仙台 関山峠 升沢・船形山

04-2-01-3 蔵王山 柴田郡川崎町，刈田郡蔵王
町

仙台 白石・上山 遠刈田・白石・蔵王山・不忘
山

蔵王国定公園

05-2-01-1 鳥海山 由利郡矢島町・仁賀保町・
象潟町・鳥海町

新庄・酒田 矢島・鳥海山・
象潟・吹浦

川辺・中直根・鳥海山・湯ノ
台・象潟・小砂川

鳥海国定公園

05-2-01-2 森吉山 北秋田郡森吉町・阿仁町 秋田・弘前 大葛・米内沢・
森吉山・阿仁合

太平湖・阿仁前田・玉川温
泉・森吉山・阿仁合

森吉山県立自然公園，成層型楯状火山とする説もある．

05-2-01-3 秋田焼山 鹿角市，仙北郡田沢湖町 秋田 八幡平・森吉山 八幡平・玉川温泉 十和田八幡平国立公園
06-2-01-1 鳥海山 飽海郡遊佐町・八幡町 酒田・新庄 鳥海山・大沢・

吹浦・酒田
鳥海山・湯ノ台・升田・小砂
川・吹浦・羽後観音寺

鳥海国定公園

06-2-01-2 月山 西村山郡西川町，東田川郡
立川町・羽黒町・朝日村・
櫛引町

仙台・村
上・酒田・
新庄

清川・月山・左
沢・鶴岡・湯殿
山・大鳥池

木の沢・立谷沢・月山・本道
寺・羽黒山・大網・湯殿山・
下名川・赤見堂岳

磐梯朝日国立公園

06-2-01-3 蔵王山 山形市，上山市 仙台 山形・上山 笹谷峠・山形南部・蔵王山・
上山

日本火山学会(1984)「空中写真による日本の火山地形」p.28．蔵王国
定公園．

09-2-01-1 高原山 那須郡塩原町，塩谷郡藤原
町・塩谷町，矢板市

日光 塩原・川治 塩原・高原山・川治 高原山は，鶏頂山・御岳山・釈迦ヶ岳・西平岳，さらに前黒山・明神
山等の総称．日光国立公園．

09-2-01-2 男体山 日光市 日光 日光・男体山 日光北部・日光南部・男体
山・中禅寺湖

別名「二荒山」「黒髪山」「国神山」．日光国立公園．

09-2-01-3 女峰山 日光市，塩谷郡栗山村 日光 日光 日光北部 日光国立公園
10-2-01-1 日光白根山 利根郡片品村 日光 男体山 男体山・丸沼 日光国立公園．最高峰は（奥）白根山（2578m）．
10-2-01-2 赤城山 利根郡利根村・昭和村，勢

多郡黒保根村・新里村・粕
川村・宮城村・富士見村・
赤城村

宇都宮 沼田・前橋 高平・赤城山・沼田・鯉沢・
鼻毛石・渋川

上毛三山の一つ．県立赤城公園．

10-2-01-3 榛名山 吾妻郡吾妻町・東村，北群
馬郡伊香保町・榛東村，群
馬郡箕郷町・榛名町・倉渕
村

長野 中之条・榛名山 金井・群馬原町・伊香保・榛
名湖

上毛三山の一つ．県立榛名公園．

13-2-01-1 西山（八丈富
士）

八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島・八丈小島 複式コニーデ型火山．富士箱根伊豆国立公園．

13-2-01-2 雄山 三宅村（三宅島） 三宅島 三宅島 三宅島 活火山．三重式のコニーデ型火山．富士箱根伊豆国立公園．
13-2-01-3 三原山 大島町（大島） 横須賀 大島 大島北部・大島南部 活火山．コニーデ型の複式火山．富士箱根伊豆国立公園．
14-2-01-1 箱根神山 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 箱根火山の最高峰．中央火口丘．富士箱根伊豆国立公園．
15-2-01-1 妙高火山 中頸城郡妙高高原町・妙高

村
高田 妙高山 関山・赤倉・湯川内・妙高山 上信越高原国立公園．妙高カルデラの外輪山が成層火山．

17-2-01-1 白山 石川郡白峰村・尾口村 金沢 白川村・白山・
越前勝山

新岩間温泉・白山・加賀市ノ
瀬

白山国立公園

19-2-01-1 富士山 富士吉田市，南都留郡鳴沢
村・勝山村・河口湖町・山
中湖村，西八代郡上九一色
村

甲府 山中湖・富士山 富士吉田・須走・鳴沢・富士
山・精進

富士箱根伊豆国立公園．国指定特別名勝（昭和27年11月22日）．

19-2-01-2 八ヶ岳 北巨摩郡大泉村・小淵沢
町・長坂町・高根町

甲府 八ヶ岳 八ヶ岳東部・谷戸・八ヶ岳西
部・小淵沢

八ヶ岳中信高原国定公園．赤岳が主峰．浸食が著しく進み，高山景観
を呈する．

19-2-01-3 茅ヶ岳 北巨摩郡須玉町，中巨摩郡
敷島町，甲府市

甲府 御岳昇仙峡・韮
崎

茅ヶ岳・若神子 黒富士火山

20-2-01-1 浅間山 小諸市，北佐久郡軽井沢
町・御代田町

長野 軽井沢・上田 北軽井沢・浅間山・嬬恋田
代・車坂峠

上信越高原国立公園

20-2-01-2 御嶽山 木曽郡王滝村・三岳村・開
田村

飯田 木曾福島・御嶽
山

木曽西野・御岳高原・胡桃
島・御嶽山

御岳県立公園

20-2-01-3 八ヶ岳（赤岳－
横岳）

茅野市，南佐久郡南牧村，
諏訪郡富士見町・原村

甲府 八ヶ岳 八ヶ岳東部・八ヶ岳西部 八ヶ岳中信高原国定公園

21-2-01-1 御嶽山 益田郡小坂町，大野郡朝日
村・高根村

飯田 木曽福島・御嶽
山

木曽西野・胡桃島・御嶽山

21-2-01-2 乗鞍岳 大野郡丹生川村・高根村，
吉城郡上宝村

高山 乗鞍岳 乗鞍岳 中部山岳国立公園

22-2-01-1 富士山 富士宮市，富士市，御殿場
市，裾野市，駿東郡小山町

甲府・静岡 山中湖・富士
山・御殿場・富
士宮

駿河小山・須走・富士山・人
穴・御殿場・裾野・印野・愛
鷹山・天母山・入山瀬・上井
出

国特別名勝．富士箱根伊豆国立公園．

22-2-01-2 愛鷹山 沼津市，富士市，裾野市，
駿東郡長泉町

静岡 御殿場・沼津・
富士宮

裾野・愛鷹山・三島・沼津・
入山瀬・吉原

富士箱根伊豆国立公園（一部）

41-2-01-1 多良岳 鹿島市,藤津郡嬉野町・太良
町

熊本 鹿島・諫早 多良・古枝・肥前大浦・多良
岳

100万～50万年前に活動

42-2-01-1 多良岳 大村市，諫早市，東彼杵郡
東杵町，北高来郡高来町・
小長井町

熊本 鹿島・諌早 肥前大浦・古枝・多良岳 100万～50万年前に活動

42-2-01-2 岳ノ辻 壱岐郡郷ノ浦町 唐津 勝本 郷ノ浦 70万～80万年前に活動．壱岐対馬国定公園．
43-2-01-1 根子岳 阿蘇郡一の宮町・高森町・

波野町
大分 阿蘇山 根子岳 かなり開析が進み,山頂火口も消失．阿蘇くじゅう国立公園．

45-2-01-1 夷守岳 小林市 鹿児島 霧島山 日向小林 霧島屋久国立公園
46-2-01-1 桜島 鹿児島市，鹿児島郡桜島町 鹿児島 鹿児島 桜島北部・桜島南部 北岳・中岳・南岳が隣接．霧島屋久国立公園．
04-2-02-1 大地森，揚石山

（栗駒火山南
面）

栗原郡栗駒町 新庄 栗駒山 栗駒山・切留 栗駒国定公園

05-2-02-1 寒風火山鬼の隠
れ里溶岩ドーム

男鹿市 男鹿 船川 北浦 男鹿国定公園

14-2-02-1 箱根冠ケ岳 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園
01-2-03-1 樽前山ドーム 苫小牧市 札幌 樽前山 樽前山 道指定天然記念物（昭和42年3月17日）．現在のドームは1909年に現れ

た．支笏洞爺国立公園．
01-2-03-2 昭和新山 有珠郡壮瞥町 室蘭 虻田 壮瞥・虻田 国指定特別天然記念物（昭和32年6月19日）．1943年12月28日に爆発が

始まる．1945年9月20日に活動停止．石英安山岩．支笏洞爺国立公園．
01-2-03-3 十勝岳 上川郡新得町・美瑛町，空

知郡上富良野町
旭川 十勝岳 十勝岳 大雪山国立公園

03-2-03-1 烏帽子岳山頂 岩手郡雫石町 秋田 雫石 秋田駒ヶ岳 十和田八幡平国立公園．別名「乳頭山」．
04-2-03-1 栗駒山頂付近 栗原郡栗駒町 新庄 栗駒山 栗駒山 栗駒国定公園
04-2-03-2 七ツ森 黒川郡大和町 仙台 吉岡 七ツ森・根白石 溶岩円頂丘群．2─24という見方もある．
05-2-03-1 八幡平畚岳 仙北郡田沢湖町 秋田 八幡平 八幡平 十和田八幡平国立公園

地割れ

噴砂現象

成層火山

火山岩尖

溶岩円頂丘



05-2-03-2 秋田焼山火山
鬼ヶ城溶岩円頂
丘

鹿角市 秋田 八幡平 八幡平 十和田八幡平国立公園

06-2-03-1 鳥海山　新山 飽海郡遊佐町 新庄 鳥海山 鳥海山 △2,230ｍ．1801年活動．1974年に小活動．鳥海国定公園．
09-2-03-1 富士山 那須郡塩原町 日光 塩原 塩原 日光国立公園
09-2-03-2 茶臼岳（那須

岳）
那須郡那須町 日光 那須岳 那須岳 日光国立公園

09-2-03-3 奥白根山 日光市 日光 男体山 男体山 中央火口丘．日光国立公園．日光白根山の主峰．
10-2-03-1 榛名山　二ツ岳 北群馬郡伊香保町 長野 榛名山 伊香保 伊香保森林公園
10-2-03-2 榛名山　榛名富

士
群馬郡榛名町 長野 榛名山 伊香保 中央火口丘．角閃石安山岩から成る．

13-2-03-1 式根島 新島村（式根島） 三宅島 新島 式根島 平坦な火山島．富士箱根伊豆国立公園．
13-2-03-2 御蔵島 御蔵島村（御蔵島） 御蔵島 御蔵島 御蔵島 火山島．有史以来噴火がない．富士箱根伊豆国立公園．
13-2-03-3 天上山 神津島村（神津島） 三宅島 神津島 神津島 承和5年（838）の噴火以来，活動停止．富士箱根伊豆国立公園．
14-2-03-1 箱根台ケ岳 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 関本・箱根 富士箱根伊豆国立公園
14-2-03-2 箱根駒ケ岳 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 中央火口丘．富士箱根伊豆国立公園．
14-2-03-3 箱根二子山 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園
15-2-03-1 焼山 糸魚川市，中頸城郡妙高高

原町
高田 妙高山 湯川内・妙高山 上信越高原国立公園．14世紀の活動で山頂部の溶岩円頂丘形成．

16-2-03-1 天狗山 中新川郡立山町，上新川郡
大山町

高山 立山 立山 中部山岳国立公園．立山火山．

17-2-03-1 戸室山・ギゴ山
溶岩円頂丘

金沢市 金沢 城端・金沢 福光・金沢 中期更新世戸室火山

19-2-03-1 太刀岡山・曲岳 甲府市，中巨摩郡敷島町，
北巨摩郡須玉町

甲府 御岳昇仙峡 茅ヶ岳 黒富士火山．石英安山岩．

20-2-03-1 焼岳 南安曇郡安曇村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園．中腹以下は成層火山．
20-2-03-2 離山 北佐久郡軽井沢町 長野 軽井沢 浅間山 上信越高原国立公園
21-2-03-1 焼岳 吉城郡上宝村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園
22-2-03-1 矢筈山・孔ノ山 伊東市 横須賀 伊東 天城山 富士箱根伊豆国立公園．石英安山岩．
26-2-03-1 兜（カブト）山 熊野郡久美浜町 鳥取 城崎 久美浜 流紋岩質の溶岩円頂丘．山陰海岸国立公園．
31-2-03-1 弥山（ミセン） 西伯郡大山町，東伯郡東伯

町
松江 大山 伯耆大山 大山の中央部．別名伯耆富士．大山隠岐国立公園．

32-2-03-1 三瓶山 大田市，飯石郡頓原町 浜田 三瓶山 三瓶山東部・三瓶山西部 大山隠岐国立公園
32-2-03-2 青野山 鹿足郡津和野町 山口 津和野 津和野 青野山県立自然公園
32-2-03-3 鍋山 鹿足郡日原町 山口 津和野 津和野 頂部に小火口がある
35-2-03-1 野坂山（ノサカ

ヤマ）
阿武郡阿東町 山口 津和野 津和野

35-2-03-2 鍋山 阿武郡福栄村紫福 山口 徳佐中 長門広瀬
35-2-03-3 金峰山（ミタケ

サン）
徳山市 山口 鹿野 周防鹿野

41-2-03-1 経ヶ岳 鹿島市,藤津郡太良町 熊本 諫早 多良岳
42-2-03-1 普賢岳 南高来郡小浜町 熊本 島原 島原 2万年前～現在まで活動．平成新山を含む．雲仙天草国立公園．
42-2-03-2 眉山 島原市 熊本 島原 島原 4000年前に活動．雲仙天草国立公園．
42-2-03-3 野岳 南高来郡小浜町・深江町 熊本 島原 雲仙 6万～8万年前に活動．雲仙天草国立公園．
43-2-03-1 金峰山 熊本市 熊本 熊本 熊本
44-2-03-1 由布岳 大分郡湯布院町，別府市 大分 別府 別府西部 角閃石安山岩溶岩で構成される．豊後富士．阿蘇くじゅう国立公園．
44-2-03-2 鶴見岳 別府市 大分 別府 別府西部 輝石角閃石安山岩溶岩で構成される．阿蘇くじゅう国立公園．
44-2-03-3 黒岳（九重火

山）
直入郡久住町 大分 久住 大船山 角閃石安山岩溶岩で構成される．阿蘇くじゅう国立公園．

46-2-03-1 開聞岳（山頂
部）

揖宿郡開聞町 開聞岳 開聞岳 開聞岳 霧島屋久国立公園

03-2-04-1 岩手山山頂妙高
岳

岩手郡滝沢村 盛岡 沼宮内 大更 十和田八幡平国立公園

05-2-04-1 秋田駒ヶ岳火山
男女岳

仙北郡田沢湖町 秋田 雫石 秋田駒ヶ岳 スコリア丘．十和田八幡平国立公園

05-2-04-2 秋田駒ヶ岳火山
小岳

仙北郡田沢湖町 秋田 雫石 国見温泉 十和田八幡平国立公園

07-2-04-1 吾妻小富士 福島市 福島 福島 土湯温泉 磐梯朝日国立公園
10-2-04-1 本白根山（草津

白根山）
吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園．

10-2-04-2 逢ノ峰山 吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津
13-2-04-1 二子山 大島町（大島） 横須賀 大島 大島南部 富士箱根伊豆国立公園
13-2-04-2 神止山 八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島 富士箱根伊豆国立公園
13-2-04-3 徳里トンブ 八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島 富士箱根伊豆国立公園
19-2-04-1 大臼 南都留郡忍野村 甲府 山中湖 富士吉田 富士山の側火山．スコリア丘．
19-2-04-2 大室山 西八代郡上九一色村 甲府 富士山 鳴沢 富士箱根伊豆国立公園
20-2-04-1 鉢山 下高井郡山ノ内町 高田 岩菅山 岩菅山 上信越高原国立公園．志賀高原．
22-2-04-1 大室山・小室山 伊東市 横須賀 伊東 伊東・天城山 富士箱根伊豆国立公園．スコリア丘．
26-2-04-1 宝山（タクラヤ

マ）
天田郡夜久野町 鳥取 出石 直見 田倉山とも表記する．夜久野ケ原の台地をつくった．

28-2-04-1 神鍋単成火山群 城崎郡日高町 鳥取 香住 神鍋山 日高町指定天然記念物．玄武岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公
園．

32-2-04-1 大塚山 八束郡八束町 松江 松江 揖屋 大根島にある．標高42.2ｍ．
35-2-04-1 笠山 萩市 山口 萩 越ヶ浜 北長門海岸国定公園
35-2-04-2 伏馬山（フスマ

ヤマ）
阿武郡むつみ村 山口 徳佐中 長門広瀬

41-2-04-1 竹崎 藤津郡太良町 熊本 諌早 肥前大浦
42-2-04-1 鬼岳 福江市 富江 富江 崎山 数万年前に活動．西海国立公園．
42-2-04-2 只狩山 南松浦郡富江町 富江 富江 富江 西海国立公園
42-2-04-3 小値賀島 北松浦郡小値賀町 長崎 小値賀島 小値賀島 臼状火山群．100万-30万年前に活動．
43-2-04-1 米塚 阿蘇郡阿蘇町 大分 阿蘇山 阿蘇山 極めて形の整った典型的なスコリア丘．阿蘇くじゅう国立公園．
44-2-04-1 城山（姫島） 東国東郡姫島村 中津 姫島 姫島 瀬戸内海国立公園
44-2-04-2 稲積（姫島） 東国東郡姫島村 中津 姫島 姫島 瀬戸内海国立公園
46-2-04-1 鍋山 鹿児島市 鹿児島 鹿児島 桜島南部 桜島南東麓に生じた軽石丘．霧島屋久国立公園．
04-2-05-1 上野々 玉造郡鳴子町 新庄 鳴子 鳴子 小規模な溶岩流も認められた．ゴルフ場等で破壊されたものを含む．

栗駒国定公園．
05-2-05-1 立ヶ森 北秋田郡森吉町 秋田 森吉山 森吉山 森吉山県立自然公園
05-2-05-2 観音森 由利郡象潟町 酒田 吹浦 小砂川 鳥海国定公園
07-2-05-1 赤埴（アカハ

ニ）山
耶麻郡猪苗代町 福島 磐梯山 磐梯山 磐梯朝日国立公園

13-2-05-1 八丈富士東南 八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島 複式コニーデ型火山．富士箱根伊豆国立公園．
14-2-05-1 金時山 足柄下郡箱根町，南足柄市 横須賀 小田原 関本 箱根外輪山中の最高峰．富士箱根伊豆国立公園．
19-2-05-1 大室山・片蓋山

等
西八代郡上九一色村，南都
留郡鳴沢村

甲府 富士山 鳴沢・富士山 富士箱根伊豆国立公園．多数の寄生火山．

20-2-05-1 小浅間山 北佐久郡軽井沢町 長野 軽井沢 浅間山 上信越高原国立公園
22-2-05-1 片蓋山・鑵子山

等
御殿場市，裾野市，富士市 静岡 御殿場 印野 富士箱根伊豆国立公園（一部）

22-2-05-2 宝永山 御殿場市 甲府 山中湖・富士山 須走・富士山 富士箱根伊豆国立公園
41-2-05-1 風配高原 藤津郡太良町 熊本 諫早 肥前大浦
41-2-05-2 竹崎 藤津郡太良町 熊本 諌早 肥前大浦
42-2-05-1 眉山 島原市 熊本 島原 島原 雲仙天草国立公園
42-2-05-2 武留路山 東彼杵郡東彼杵町 長崎 大村 武留路山
42-2-05-3 鉢巻山 大村市 長崎 大村 武留路山
01-2-06-1 白雲岳火口 上川郡美瑛町・上川町 旭川 旭岳 白雲岳 大雪山国立公園
01-2-06-2 有珠山火口 有珠郡壮瞥町，伊達市，虻

田郡虻田町
室蘭 虻田 虻田 洞爺カルデラの縁にある．支笏洞爺国立公園．

01-2-06-3 知床硫黄山 斜里郡斜里町 知床岬 羅臼 硫黄山 知床国立公園
02-2-06-1 地獄沼 青森市 弘前 八甲田山 酸ヶ湯 酢ヶ湯温泉の南東．十和田八幡平国立公園．
03-2-06-1 岩手山御室 岩手郡滝沢村 盛岡 沼宮内 大更 十和田八幡平国立公園
04-2-06-1 刈田岳北東側

（中央蔵王）
刈田郡蔵王町 仙台 上山 蔵王山 蔵王国定公園

04-2-06-2 不忘山北東側
（南蔵王）

白石市 仙台 上山 蔵王山・不忘山 蔵王国定公園

04-2-06-3 胡桃ヶ岳北側
（鳴子火山）

玉造郡鳴子町 新庄 鳴子 鳴子 小火口群．栗駒国定公園．

05-2-06-1 寒風火山第二火
口

男鹿市 男鹿 船川 寒風山・北浦 男鹿国定公園

05-2-06-2 秋田焼山鬼ヶ城
火口

鹿角市 秋田 八幡平 八幡平 十和田八幡平国立公園

05-2-06-3 秋田駒ヶ岳火山
男女岳火口

仙北郡田沢湖町 秋田 雫石 秋田駒ヶ岳 十和田八幡平国立公園

09-2-06-1 太郎山火口 日光市 日光 男体山 男体山 日光国立公園
10-2-06-1 草津白根山涸沼 吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園．
10-2-06-2 浅間山 吾妻郡嬬恋村 長野 軽井沢 浅間山 上信越高原国立公園．
10-2-06-3 本白根山（草津

白根山）
吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園．

13-2-06-1 雄山 三宅村（三宅島） 三宅島 三宅島 三宅島 富士箱根伊豆国立公園
13-2-06-2 鳥島 鳥島 八丈島 八丈所属諸島 鳥島 鳥島は国指定天然保護区域（昭和40年5月10日）．二重式火山．世界唯

一のアホウドリの繁殖地．
13-2-06-3 西山（八丈富

士）
八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島 富士箱根伊豆国立公園

14-2-06-1 早雲山ピット 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園
15-2-06-1 焼山 糸魚川市，中頸城郡妙高高

原町
高田 妙高山 湯川内 上信越高原国立公園

16-2-06-1 地獄谷 中新川郡立山町 高山 立山 剱岳・立山 中部山岳国立公園．噴気活動．
17-2-06-1 白山火口群 石川郡白峰村 金沢 白山 白山 白山国立公園
19-2-06-1 富士山火口 富士吉田市，南都留郡鳴沢

村
甲府 富士山 富士山 富士箱根伊豆国立公園

19-2-06-2 片蓋山火口 西八代郡上九一色村，南都
留郡鳴沢村

甲府 富士山 鳴沢 富士箱根伊豆国立公園．富士山の側火山．

火山砕屑丘

寄生火山（側火山）

火口



19-2-06-3 幸助山火口 南都留郡鳴沢村 甲府 富士山 富士山 富士箱根伊豆国立公園．富士山の側火山．
20-2-06-1 釜山 北佐久郡軽井沢町 長野 軽井沢 浅間山 上信越高原国立公園．浅間火山．
20-2-06-2 七ツ池火口群 南佐久郡佐久町 長野 蓼科山 蓼科山・蓼科 八ヶ岳中信高原国定公園．北横岳．
22-2-06-1 富士山火口 富士宮市，駿東郡小山町 甲府 富士山 富士山 国特別名勝．富士箱根伊豆国立公園．
22-2-06-2 宝永火口 御殿場市 甲府 山中湖・富士山 須走・富士山 富士箱根伊豆国立公園．1707年（宝永4）の噴火による．
22-2-06-3 カワゴ平火口 田方郡中伊豆町 静岡 修善寺 湯ヶ島 富士箱根伊豆国立公園．天城火山．
32-2-06-1 三瓶山 大田市 浜田 三瓶山 三瓶山東部・三瓶山西部 大山隠岐国立公園
32-2-06-2 鍋山 鹿足郡日原町 山口 津和野 津和野 頂部に小火口がある
35-2-06-1 笠山 萩市 山口 萩 越ヶ浜 北長門海岸国定公園
35-2-06-2 伏馬山（フスマ

ヤマ）
阿武郡むつみ村 山口 徳佐中 長門広瀬

42-2-06-1 鬼岳 福江市 富江 富江 崎山 数万年前に活動．火山涙産地として県の天然記念物．西海国立公園．
42-2-06-2 臼岳 福江市 富江 富江 崎山 数万年前に活動
42-2-06-3 箕岳 福江市 富江 富江 崎山 数万年前に活動
43-2-06-1 中岳火口（群） 阿蘇郡阿蘇町 大分 阿蘇山 阿蘇山 南北に並ぶ約４つの小火口で構成され,近年は北端の第１火口で活動．

阿蘇くじゅう国立公園．
44-2-06-1 米窪 直入郡久住町 大分 久住 大船山 阿蘇くじゅう国立公園
45-2-06-1 新燃岳 小林市 鹿児島 霧島山 高千穂峰 霧島屋久国立公園
46-2-06-1 桜島南岳 鹿児島市 鹿児島 鹿児島 桜島南部 霧島屋久国立公園
46-2-06-2 新燃岳 姶良郡霧島町 鹿児島 霧島山 高千穂峰 直径約750ｍ・深さ140～180ｍの円形の火口
01-2-07-1 旭岳 上川郡東川町 旭川 旭岳 旭岳 500～600年前に形成．長径1.1km．短径0.5km．深さ150m．大雪山国立

公園．
01-2-07-2 知床硫黄山 斜里郡斜里町 知床岬 羅臼 硫黄山 知床国立公園
01-2-07-3 雌阿寒岳 阿寒郡阿寒町，足寄郡足寄

町
斜里 阿寒湖 雌阿寒岳 阿寒カルデラ南西壁上に生じた．阿寒国立公園．

02-2-07-1 赤倉岳 青森市 弘前 八甲田山 八甲田山 北八甲田連峰．十和田八幡平国立公園．
02-2-07-2 岩木山 中津軽郡岩木町 弘前 弘前 岩木山 赤倉沢上流．津軽国定公園．
02-2-07-3 井戸岳 青森市 弘前 八甲田山 八甲田山 北八甲田連峰．十和田八幡平国立公園．
03-2-07-1 岩手山大地獄 岩手郡松尾村 秋田 八幡平 松川温泉 十和田八幡平国立公園
05-2-07-1 秋田焼山玉川温

泉火口
仙北郡田沢湖町 秋田 森吉山 玉川温泉 十和田八幡平国立公園

06-2-07-1 鳥海山北側 飽海郡遊佐町 新庄 鳥海山 鳥海山 火山体崩壊跡（火山活動によるか不明）．象潟岩屑流（約2600年
前）．鳥海国定公園．

06-2-07-2 月山北西側 東田川郡羽黒町・櫛引町・
朝日村

仙台・村上 月山・湯殿山 立谷沢・月山・大網・湯殿山 火山体崩壊跡（火山活動によるか不明）．磐梯朝日国立公園．

07-2-07-1 磐梯山 耶麻郡北塩原村・猪苗代町 福島 磐梯山 磐梯山 磐梯朝日国立公園．1888年の水蒸気爆発で，小磐梯山が崩壊．
07-2-07-2 沼ノ平 耶麻郡猪苗代町 福島 二本松 安達太良山 安達太良山西斜面．ガス噴気あり．磐梯朝日国立公園．
09-2-07-1 男体山火口 日光市 日光 男体山 男体山 日光国立公園
10-2-07-1 二ツ岳 北群馬郡伊香保町 長野 榛名山 伊香保 伊香保森林公園
13-2-07-1 千歳浦（鳥島） 鳥島 八丈島 八丈所属諸島 鳥島 鳥島は国指定天然記念物（昭和40年5月10日）の火山島であり，世界唯

一のアホウドリの繁殖地．
14-2-07-1 大涌谷爆裂火口 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 推定3100年前の神山の爆裂によってできた．富士箱根伊豆国立公園．
14-2-07-2 早雲山爆裂火口 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園
15-2-07-1 赤倉山爆裂火口 中頸城郡妙高高原町 高田 妙高山 妙高山 上信越高原国立公園．赤倉山南面．
16-2-07-1 地獄谷 中新川郡立山町 高山 立山 剱岳・立山 中部山岳国立公園．
20-2-07-1 下堀沢爆裂火口 南安曇郡安曇村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園．焼岳火山．
20-2-07-2 硫黄岳 南佐久郡南牧村 甲府 八ヶ岳 八ヶ岳東部・八ヶ岳西部 八ヶ岳中信高原国定公園
32-2-07-1 奥の湯 大田市 浜田 三瓶山 三瓶山東部 三瓶山南麓．大山隠岐国立公園．
42-2-07-1 赤ダキ 南松浦郡新魚目町曽根郷 長崎 立串 立串 県指定天然記念物（昭和53年3月31日）
45-2-07-1 御池 都城市 鹿児島 霧島山 高千穂峰 火砕サージや降下軽石を噴出．霧島屋久国立公園．
46-2-07-1 山川港 揖宿郡山川町 開聞岳 開聞岳 指宿 天然の良港
01-2-08-1 屈斜路 川上郡弟子屈町 斜里 摩周湖・藻琴

山・屈斜路湖・
上里

摩周湖北部・摩周湖南部・野
上峠・川湯・美留和・藻琴
山・屈斜路湖・和琴・サマッ
カリヌプリ・コトニヌプリ

陥没カルデラ．阿寒国立公園．

01-2-08-2 阿寒 阿寒郡阿寒町 斜里・北見 上里・阿寒湖・
上足寄

コトニヌプリ・木禽岳・雄阿
寒岳・ピリカネップ・阿寒
湖・雌阿寒岳・オンネトー

浸食が進んでいる．阿寒国立公園．

01-2-08-3 倶多楽 白老郡白老町 苫小牧 徳舜別山・登別
温泉

飛生・登別温泉 流出入河川なし．支笏洞爺国立公園．

02-2-08-1 十和田湖 上北郡十和田湖町 弘前 十和田湖 十和田湖東部 十和田八幡平国立公園
02-2-08-2 宇曽利山湖 むつ市 野辺地 むつ 恐山 恐山．下北半島国定公園．
02-2-08-3 田代平 青森市 青森 青森東部 田代平 北八甲田連峰赤倉岳北東山麓．十和田八幡平国立公園．
04-2-08-1 鬼首カルデラ 玉造郡鳴子町 新庄 栗駒山・岩ヶ

崎・秋ノ宮・鳴
子

切留・花山湖・桂沢・軍沢・
鬼首峠・鬼首・鳴子・向町

栗駒国定公園

05-2-08-1 十和田カルデラ 鹿角郡小坂町 弘前 八甲田山・十和
田湖

陸奥焼山・温川・十和田湖東
部・中滝・十和田湖西部・小
坂鉱山

陥没カルデラ．二重カルデラ．十和田八幡平国立公園．

05-2-08-2 森吉火山山頂カ
ルデラ

北秋田郡森吉町・阿仁町 秋田 森吉山 森吉山 森吉山県立公園，陥没カルデラ．

05-2-08-3 秋田駒ヶ岳南部
カルデラ

仙北郡田沢湖町 秋田 雫石 秋田駒ヶ岳・国見温泉 十和田八幡平国立公園

06-2-08-1 向町盆地 最上郡最上町 新庄 鳴子・新庄 向町・羽前赤倉・瀬見・月楯 更新世前期．湖成段丘あり．
06-2-08-2 肘折カルデラ 最上郡大蔵村 仙台 月山 肘折 直径2km．約１万年前，火砕流台地を形成．
07-2-08-1 雄国 耶麻郡北塩原村 福島 磐梯山 磐梯山 磐梯朝日国立公園．カルデラ内に雄国沼がある．
07-2-08-2 沼沢 大沼郡金山町 新潟 宮下 沼沢沼 約5000年前，沼沢軽石を大量に噴出した．只見柳津県立自然公園．
10-2-08-1 赤城山　大沼 勢多郡富士見村 宇都宮 沼田 赤城山 0.8平方キロメートル．県立赤城公園．
13-2-08-1 三原山 大島町（大島） 横須賀 大島 大島南部 富士箱根伊豆国立公園
14-2-08-1 箱根古期カルデ

ラ
足柄下郡箱根町 横須賀・静

岡
小田原・御殿場 関本・箱根・御殿場・裾野 富士箱根伊豆国立公園

14-2-08-2 箱根新期カルデ
ラ

足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園

14-2-08-3 湯河原カルデラ 足柄下郡湯河原町 横須賀 小田原・熱海 箱根・熱海
15-2-08-1 妙高カルデラ 中頸城郡妙高高原町・妙高

村
高田 妙高山 赤倉・妙高山 上信越高原国立公園

16-2-08-1 立山カルデラ 上新川郡大山町，中新川郡
立山町

高山 立山 立山 中部山岳国立公園．常願寺川上流域（湯川谷）．

20-2-08-1 黒姫山のカルデ
ラ

上水内郡信濃町 高田 戸隠 信濃柏原・高妻山 上信越高原国立公園

23-2-08-1 大峠コールドロ
ン

北設楽郡東栄町・津具村・
豊根村

豊橋 田口 見出 第三紀形成のカルデラ

32-2-08-1 三瓶山 大田市，飯石郡頓原町 浜田 三瓶山 三瓶山東部・三瓶山西部 大山隠岐国立公園
42-2-08-1 妙見カルデラ 南高来郡小浜町 熊本 島原 雲仙 雲仙天草国立公園
42-2-08-2 野岳カルデラ 南高来郡小浜町・深江町 熊本 島原 雲仙 雲仙天草国立公園
43-2-08-1 阿蘇 阿蘇郡一の宮町・阿蘇町・

高森町・白水村・長陽村・
久木野村

大分・熊本 宮原・阿蘇山・
高森・菊池・御
船

満願寺・坂梨・根子岳・坊
中・阿蘇山・高森・肥後吉
田・鞍岳・立野・大矢野原

阿蘇くじゅう国立公園

45-2-08-1 加久藤 えびの市 八代 加久藤・大口 日向大久保・加久藤・吉松 加久藤火砕流堆積物に関連
46-2-08-1 姶良 鹿児島市，垂水市，国分

市，鹿児島郡桜島町，姶良
郡姶良町・加治木町・隼人
町・福山町

鹿児島 国分・岩川・加
治木・鹿児島

国分・牛根境・百引・加治
木・脇元・桜島北部・桜島南
部・鹿児島北部

霧島屋久国立公園

46-2-08-2 池田カルデラ 指宿市 開聞岳 開聞岳 開聞岳 直径3～4kmで湖水（池田湖）をたたえる
01-2-09-1 姿見の池 上川郡東川町 旭川 旭岳 旭岳 大雪山国立公園
03-2-09-1 岩手山御苗代湖 岩手郡松尾村 秋田 八幡平 松川温泉 十和田八幡平国立公園
03-2-09-2 栗駒山昭和湖 一関市 新庄 栗駒山 栗駒山 栗駒国定公園
04-2-09-1 御釜（中央蔵

王）
刈田郡蔵王町 仙台 上山 蔵王山 蔵王国定公園

04-2-09-2 潟沼（鳴子火
山）

玉造郡鳴子町 新庄 鳴子 鳴子 栗駒国定公園

05-2-09-1 目潟火山群 男鹿市戸賀 男鹿 戸賀 戸賀 一ノ目潟火山噴出物と三ノ目潟火山噴出物の間にAT．男鹿国定公園．
05-2-09-2 八幡平蟹沼 仙北郡田沢湖町 秋田 八幡平 八幡平 十和田八幡平国立公園
06-2-09-1 鳥海山　鳥ノ海 飽海郡遊佐町 新庄 鳥海山 鳥海山 鳥海国定公園
07-2-09-1 五色沼（吾妻

山）
福島市 福島 吾妻山 吾妻山 磐梯朝日国立公園

07-2-09-2 桶沼 福島市 福島 福島 土湯温泉 磐梯朝日国立公園
09-2-09-1 五色沼 日光市 日光 男体山 男体山 日光国立公園
10-2-09-1 草津白根山　湯

釜
吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園．

10-2-09-2 赤城山　小沼 勢多郡富士見村 宇都宮 沼田 赤城山 地蔵岳と長七郎山の間．県立赤城公園．
10-2-09-3 草津白根山弓池 吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園．池畔は一面の湿原．
13-2-09-1 大路池 三宅村（三宅島） 三宅島 三宅島 三宅島 富士箱根伊豆国立公園．摺鉢状の池．
13-2-09-2 新澪池跡 三宅村（三宅島） 三宅島 三宅島 三宅島 昭和58年11月3日の噴火による溶岩の流れで消滅．富士箱根伊豆国立公

園．
15-2-09-1 大正池 中頸城郡妙高村 高田 妙高山 妙高山 上信越高原国立公園．妙高カルデラ内の爆裂火口．
16-2-09-1 ミクリガ池 中新川郡立山町 高山 立山 立山
17-2-09-1 白山火口湖群 石川郡白峰村 金沢 白山 白山 白山国立公園．油ヶ池・紺屋ヶ池等．
20-2-09-1 鷲羽池 大町市 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園
21-2-09-1 焼岳火口湖 吉城郡上宝村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園
21-2-09-2 乗鞍岳権現池 大野郡丹生川村 高山 乗鞍岳 乗鞍岳 中部山岳国立公園
21-2-09-3 亀ヶ池 大野郡丹生川村 高山 乗鞍岳 乗鞍岳 中部山岳国立公園
22-2-09-1 一碧湖 伊東市 横須賀 伊東 伊東 富士箱根伊豆国立公園．溶岩堰止湖説もあった．
22-2-09-2 八丁池 田方郡天城湯ヶ島町 静岡 修善寺 湯ヶ島 富士箱根伊豆国立公園．天城火山．
32-2-09-1 室内（ムロノウ

チ）ノ池
大田市 浜田 三瓶山 三瓶山東部 三瓶山の火口．大山隠岐国立公園．

44-2-09-1 御池（ミイケ） 直入郡久住町 大分 久住 大船山 阿蘇くじゅう国立公園
45-2-09-1 大幡池 小林市 鹿児島 霧島山 日向小林 霧島屋久国立公園
46-2-09-1 大浪池 姶良郡牧園町・霧島町 鹿児島 霧島山 韓国岳・霧島温泉 霧島屋久国立公園
01-2-10-1 オンネトー 足寄郡足寄町 北見 上足寄 オンネトー 雌阿寒岳西麓．酸性水．阿寒国立公園．カルデラ湖・火口原湖

爆裂火口

カルデラ

火口湖



01-2-10-2 支笏湖 千歳市 札幌 樽前山 支笏湖温泉・恵庭岳・樽前
山・風不死山

支笏洞爺国立公園

01-2-10-3 摩周湖 川上郡弟子屈町 斜里 摩周湖 摩周湖北部・摩周湖南部 透明度28m（1991年）．流出入河川なし．阿寒国立公園．
02-2-10-1 十和田湖 上北郡十和田湖町 弘前 十和田湖 十和田湖東部 十和田八幡平国立公園
02-2-10-2 宇曽利山湖 むつ市 野辺地 むつ 恐山 恐山．下北半島国定公園．
05-2-10-1 十和田湖 鹿角郡小坂町 弘前 八甲田山・十和

田湖
陸奥焼山・温川・十和田湖東
部・中滝・十和田湖西部・小
坂鉱山

十和田八幡平国立公園

10-2-10-1 榛名湖 群馬郡榛名町 長野 榛名山 榛名湖 県立榛名公園
14-2-10-1 芦ノ湖 足柄下郡箱根町 横須賀・静

岡
小田原・御殿場 箱根・裾野 富士箱根伊豆国立公園．湖水の大部分が湖底からの湧水．

20-2-10-1 大池 上水内郡信濃町 高田 戸隠 高妻山 上信越高原国立公園．黒姫山のカルデラ内．
46-2-10-1 池田湖 指宿市 開聞岳 開聞岳 開聞岳 霧島屋久国立公園
01-2-11-1 大雪山 上川郡東川町 旭川 旭岳 旭岳 大雪山は国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）
01-2-11-2 羊蹄山 虻田郡ニセコ町・真狩村 岩内 留寿都 羊蹄山 輝石安山岩の溶岩流と火山砕屑物との互層から成る成層火山．蝦夷富

士．支笏洞爺国立公園．
01-2-11-3 十勝岳 上川郡美瑛町，空知郡上富

良野町
旭川 十勝岳 白金温泉 大雪山国立公園

02-2-11-1 毛無岱 青森市 弘前 八甲田山 酸ヶ湯 北八甲田連峰田茂萢岳南方．十和田八幡平国立公園．
03-2-11-1 焼走り熔岩流 岩手郡西根町 盛岡 沼宮内 大更 国指定特別天然記念物（昭和27年3月29日）．1719年の噴火による．
04-2-11-1 八丁平（雁戸山

溶岩）
柴田郡川崎町 仙台 山形 笹谷峠 一括した

04-2-11-2 えぼしスキー場
付近（澄川溶
岩）

刈田郡蔵王町 仙台 白石・上山 遠刈田・蔵王山 平滑ではあるが，決して平坦ではない．

04-2-11-3 栗駒山周辺 栗原郡花山村 新庄 栗駒山・秋ノ宮 栗駒山・桂沢 栗駒国定公園
05-2-11-1 鳥海火山猿穴溶

岩
由利郡象潟町 酒田 吹浦 小砂川 鳥海国定公園

05-2-11-2 鳥海火山荒神ヶ
岳溶岩

由利郡象潟町 新庄 鳥海山 鳥海山 鳥海国定公園

05-2-11-3 秋田駒ヶ岳火山
女岳1970-71年溶
岩

仙北郡田沢湖町 秋田 雫石 秋田駒ヶ岳・国見温泉 十和田八幡平国立公園

06-2-11-1 鳥海山猿穴溶岩 飽海郡遊佐町 酒田 吹浦 小砂川 古い．植被あり．鳥海山の西側山腹・南側山腹の緩斜面は全て溶岩流
である．猿穴溶岩流を示す．

07-2-11-1 燧ヶ岳 南会津郡檜枝岐村 日光 燧ヶ岳 燧ヶ岳 日光国立公園
09-2-11-1 男体山御沢溶岩

流
日光市 日光 男体山 男体山 日光国立公園

10-2-11-1 鬼押出溶岩流 吾妻郡嬬恋村 長野 軽井沢 北軽井沢 上信越高原国立公園．天明三年（1783）の大噴火による．
13-2-11-1 1983年溶岩流 三宅村（三宅島） 三宅島 三宅島 三宅島 富士箱根伊豆国立公園
13-2-11-2 1986年溶岩流 大島町（大島） 横須賀 大島 大島南部 富士箱根伊豆国立公園
13-2-11-3 南原千畳敷溶岩

原
八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島 富士箱根伊豆国立公園

14-2-11-1 真鶴岬 足柄下郡真鶴町 横須賀 熱海 真鶴岬 県立真鶴半島自然公園．箱根火山の溶岩流．
15-2-11-1 苗場山北麓 中魚沼郡津南町・中里村 高田 苗場山 赤沢 苗場火山第3期溶岩
15-2-11-2 前山溶岩流 糸魚川市 高田 妙高山 湯川内 上信越高原国立公園．早川上流域を埋めた9～10世紀の溶岩流．
16-2-11-1 国見岳・天狗山

溶岩流
中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．立山火山天狗平．

17-2-11-1 南竜ヶ馬場溶岩
流

石川郡白峰村 金沢 白山 白山 白山国立公園．白山火山新規溶岩．

19-2-11-1 青木ヶ原丸尾 南都留郡足和田村，西八代
郡上九一色村

甲府 富士山 鳴沢 富士箱根伊豆国立公園．青木ヶ原樹海をのせる．

20-2-11-1 志賀山溶岩流 下高井郡山ノ内町 高田 岩菅山・中野 岩菅山・中野東部 上信越高原国立公園．池沼群を形成．
20-2-11-2 北横岳八丁平坪

庭
茅野市 長野 蓼科山 蓼科山 八ヶ岳中信高原国定公園

21-2-11-1 白水滝溶岩流 大野郡白川村 金沢 白山 白山 白山国立公園．白山火山新期溶岩．大白川上流．
22-2-11-1 カワゴ平溶岩流 田方郡中伊豆町 静岡 修善寺 湯ヶ島
28-2-11-1 神鍋山 城崎郡日高町 鳥取 香住 神鍋山 玄武岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．
42-2-11-1 鬼岳周辺 福江市 富江 富江 崎山 数万年前に活動．西海国立公園．
42-2-11-2 只狩山周辺 南松浦郡富江町 富江 富江 富江 西海国立公園
42-2-11-3 小値賀島 北松浦郡小値賀町 長崎 小値賀島 小値賀島 臼状火山群．100万-30万年前に活動．
43-2-11-1 米塚溶岩 阿蘇郡阿蘇町 大分 阿蘇山 阿蘇山 阿蘇くじゅう国立公園
44-2-11-1 久住 直入郡久住町 大分 久住 久住 九重火山の角閃石安山岩溶岩．阿蘇くじゅう国立公園．
45-2-11-1 高原 西諸県郡高原町 鹿児島 霧島山 日向小林 霧島火山の安山岩溶岩
46-2-11-1 大正溶岩 鹿児島市 鹿児島 鹿児島 桜島南部 典型的な塊状溶岩．霧島屋久国立公園．
01-2-12-1 高根ヶ原 上川郡美瑛町・上川町 旭川 旭岳 白雲岳 大雪山国立公園
01-2-12-2 黄金ヶ原 上川郡美瑛町 旭川 旭岳 トムラウシ山 大雪山国立公園
01-2-12-3 五色ヶ原 上川郡新得町・上川町 旭川 旭岳 五色ヶ原・トムラウシ山 大雪山国立公園
04-2-12-1 兎平（泉ヶ岳火

山）
仙台市泉区 仙台 関山峠 定義

06-2-12-1 鳥海山南麓湯ノ
台・大台野

飽海郡八幡町 新庄 鳥海山 湯ノ台 鳥海国定公園

07-2-12-1 霊山 伊達郡霊山町，相馬市 福島 保原 霊山 第三紀（中新世）霊山層．玄武岩質集塊岩．霊山県立自然公園．国指
定名勝．

07-2-12-2 駒止（コマド）
高原

大沼郡昭和村，南会津郡田
島町

日光 針生 針生・会津山口 第四紀初期．石英安山岩質溶結凝灰岩．

07-2-12-3 僧悟台，勢至
平，赤木平

二本松市，安達郡大玉村，
郡山市

福島 二本松 安達太良山・玉井 安達太良山東～南斜面．磐梯朝日国立公園．

16-2-12-1 室堂平 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園
16-2-12-2 雲ノ平 上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 薬師岳・三俣蓮華岳 中部山岳国立公園
22-2-12-1 先原溶岩原(「溶

岩台地」）
伊東市 横須賀 伊東 伊東・天城山 富士箱根伊豆国立公園．玄武岩質溶岩．

28-2-12-1 上佐野山 豊岡市，城崎郡日高町 鳥取 城崎 豊岡 但馬空港の工事の際に詳しいことが明らかになった新発見の火山
31-2-12-1 船上山（セン

ジョウサン）
東伯郡赤碕町 松江 大山 船上山・伯耆大山 大山の北方．大山隠岐国立公園．古期大山溶岩流．

31-2-12-2 三原高原 八頭郡佐治村 姫路 智頭 加瀬木 氷ノ山後山那岐山国定公園（一部）
32-2-12-1 岬玄武岩台地 隠岐郡西郷町 西郷 西郷 西郷 アルカリ粗面玄武岩からなる
32-2-12-2 大根島の溶岩台

地
八束郡八束町 松江 境港・松江 境港・揖屋 玄武岩からなる

35-2-12-1 大島 萩市 山口 相島・萩 櫃島・越ヶ浜 玄武岩からなる
35-2-12-2 西台（ニシダ

イ）
阿武郡むつみ村・阿武町 山口 須佐・徳佐中 宇田・長門広瀬 玄武岩からなる

35-2-12-3 平蕨台（ヒラワ
ラビダイ）

阿武郡福栄村 山口 徳佐中 生雲中 玄武岩からなる

37-2-12-1 屋島 高松市屋島西町・屋島中
町・屋島東町・高松町

徳島 高松 高松北部 国指定史跡・天然記念物（昭和9年11月10日）．瀬戸内海国立公園．

37-2-12-2 五色台 高松市，坂出市 岡山及丸亀 玉野 五色台 メサ．ビュート．瀬戸内海国立公園．
41-2-12-1 東松浦半島 唐津市,東松浦郡呼子町・鎮

西町・玄海町・肥前町・北
波多町,伊万里市

唐津 呼子・唐津・二
神島

小川島・呼子・加唐島・波戸
岬・唐津・徳須恵・高串・今
福

玄海国定公園

42-2-12-1 北松浦地域 佐世保市，松浦市，平戸
市，伊万里市，西松浦郡西
有田町，北松浦郡田平町・
江迎町・吉井町・佐々町・
世知原町

唐津・長崎 唐津・平戸・伊
万里・早岐・佐
世保・佐世保南
部・志々伎

今福・志佐・平戸・楠久・蔵
宿・早岐・江迎・佐世保北
部・肥前川内・佐世保南部・
紐差

北松浦玄武岩（700万～1000万年前）

42-2-12-2 壱岐島 壱岐郡石田町・芦辺町・勝
本町・郷ノ浦町

唐津 勝本 勝本・芦辺・印通寺・湯本・
郷ノ浦

玄武岩．1000～70万年前．

42-2-12-3 大ノ原 東彼杵郡東彼杵町，藤津郡
嬉野町

熊本・長崎 鹿島・諫早・早
岐・大村

古枝・多良岳・彼杵・武留路
山

玄武岩．約300万年前？

43-2-12-1 高遊原台地 菊池郡菊陽町・大津町 熊本 菊池 立野 台地上に熊本空港がある
45-2-12-1 旭台 西諸県郡高原町 鹿児島 霧島山 日向小林 霧島火山の安山岩溶岩からなる台地
01-2-13-1 大雪山 上川郡東川町・上川町・美

瑛町
旭川 旭岳・志比内 白雲岳・五色ヶ原・旭岳・ト

ムラウシ山・藤山
大雪山は国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）

02-2-13-1 萱野高原 青森市 青森 青森東部 雲谷 北八甲田連峰前岳北西麓．十和田八幡平国立公園．
02-2-13-2 沖揚平高原 黒石市 弘前 八甲田山 酸ヶ湯 南八甲田連峰南沢岳北西麓
03-2-13-1 八幡平 岩手郡松尾村，二戸郡安代

町
秋田 八幡平 茶臼岳・八幡平 十和田八幡平国立公園

05-2-13-1 八幡平 鹿角市，仙北郡田沢湖町 秋田 八幡平 八幡平 火山灰優越型楯状火山とする説もある．十和田八幡平国立公園．
06-2-13-1 蔵王坊平 上山市 仙台 上山 蔵王山 蔵王国定公園
06-2-13-2 月山弓張平 西村山郡西川町 仙台 月山・左沢 月山・本道寺
06-2-13-3 吾妻山天元台 米沢市 福島 吾妻山 天元台 磐梯朝日国立公園
09-2-13-1 八方ヶ原 矢板市 日光 塩原 塩原・高原山 日光国立公園
10-2-13-1 嬬恋高原 吾妻郡嬬恋村 長野 草津・軽井沢・

須坂・上田
大前・北軽井沢・四阿山・嬬
恋田代

10-2-13-2 草津高原 吾妻郡六合村・草津町 長野 草津 小雨・上野草津・大前
10-2-13-3 六里ヶ原 吾妻郡嬬恋村・長野原町 長野 草津・軽井沢・

上田
大前・北軽井沢・嬬恋田代 浅間北麓

14-2-13-1 鷹巣山（浅間
山）（新期外輸
山）

足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園

14-2-13-2 屏風山（新期外
輪山）

足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園

15-2-13-1 苗場山頂部 南魚沼郡湯沢町，中魚沼郡
津南町

高田 苗場山・岩菅山 苗場山・佐武流山 上信越高原国立公園

15-2-13-2 小松原 中魚沼郡津南町・中里村 高田 苗場山 赤沢・苗場山 苗場火山北麓
16-2-13-1 弥陀ヶ原 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．立山火山．
18-2-13-1 六呂師高原 勝山市，大野市 金沢 越前勝山 越前勝山 奥越高原県立自然公園．経ヶ岳火山南西麓．
19-2-13-1 清里高原 北巨摩郡大泉村・高根町 甲府 八ヶ岳 谷戸 八ヶ岳南東麓
20-2-13-1 志賀高原 下高井郡山ノ内町 高田 岩菅山・中野 岩菅山・中野東部 上信越高原国立公園

溶岩流

溶岩台地

火山性高原



20-2-13-2 霧ヶ峰高原 諏訪市，茅野市，諏訪郡下
諏訪町

長野 諏訪 霧ヶ峰 八ヶ岳中信高原国定公園

20-2-13-3 野辺山高原 南佐久郡南牧町 甲府 八ヶ岳 八ヶ岳東部 八ヶ岳中信高原国定公園
21-2-13-1 日和田高原 大野郡高根村 飯田 木曽福島 木曽西野 御岳火山北麓
21-2-13-2 子ノ原高原 大野郡高根村 高山 高山 朝日貯水池 乗鞍火山南西麓
22-2-13-1 星山高原 富士宮市，富士市 静岡 富士宮 入山瀬・富士宮 古富士火山泥流
26-2-13-1 夜久野ヶ原（ヤ

クノガハラ）
天田郡夜久野町 鳥取・姫路 出石・但馬竹田 直見・矢名瀬 夜久野町南西端から兵庫県朝来郡山東町にかけてひろがる玄武岩の台

地
28-2-13-1 神鍋高原 城崎郡日高町 鳥取 香住・村岡 神鍋山・栃本 玄武岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．
28-2-13-2 鉢伏高原 養父郡関宮町，美方郡村岡

町
鳥取 村岡 村岡・氷ノ山 氷ノ山後山那岐山国定公園

31-2-13-1 鏡ケ成（カガミ
ガナル）

日野郡江府町 松江 大山 伯耆大山 大山南東麓．大山隠岐国立公園．

31-2-13-2 広留野（ヒロド
メ）の高原

八頭郡若桜町 鳥取 若桜 若桜 扇ノ山南麓．氷ノ山後山那岐山国定公園．

33-2-13-1 黒岩高原 苫田郡阿波村 姫路 智頭 智頭 玄武岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．
33-2-13-2 五輪原（ゴリン

バラ）高原
苫田郡加茂町 姫路 智頭 加瀬木 玄武岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．

34-2-13-1 冠高原 佐伯郡吉和村・佐伯町 広島 津田 安芸冠山 玄武岩よりなる．西中国山地国定公園．
35-2-13-1 台山 阿武郡阿東町物見岳南部 山口 徳佐中 十種峰
41-2-13-1 風配高原 藤津郡太良町 熊本 諫早 肥前大浦
42-2-13-1 壱岐島 壱岐郡石田町・芦辺町・勝

本町・郷ノ浦町
唐津 勝本 勝本・芦辺・印通寺・湯本・

郷ノ浦
44-2-13-1 久住高原 直入郡久住町 大分 久住 久住 九重火山の飯田火砕流堆積物で構成される．阿蘇くじゅう国立公園．
45-2-13-1 えびの高原 えびの市 鹿児島 霧島山 韓国岳 霧島屋久国立公園
01-2-14-1 十勝岳火砕流 旭川市，富良野市，空知郡

南富良野町・上富良野町・
東川町・東神楽町，河東郡
士幌町・鹿追町・音更町，
上川郡新得町・美瑛町

帯広・夕張
岳・旭川

然別湖・中士
幌・十勝川上
流・当麻・志比
内・十勝岳・美
瑛・富良野・佐
幌岳・西達布

中音更・東ヌプカウシヌプ
リ・中士幌・瓜幕・チカベツ
山・岐登牛山・志比内・置杵
牛・旭野・本幸・美瑛・美馬
牛・上富良野・富良野・ニペ
ソツ・岩松・十勝ペンケ山・
佐幌岳・シーソラフチ川上
流・北落合

01-2-14-2 支笏火砕流 千歳市，苫小牧市，白老郡
白老町

札幌・苫小
牧

千歳・樽前山・
白老

胆振蘭越・胆振高丘・支笏湖
温泉・樽前山・錦岡・森野

一部は支笏洞爺国立公園内

01-2-14-3 屈斜路火砕流 網走郡東藻琴村，斜里郡小
清水町・清里町，網走市

斜里 斜里岳・小清
水・藻琴山

札弦・小清水・東藻琴・上
徳・野上峠・末広・藻琴山

02-2-14-1 迷ヶ平 三戸郡新郷村 弘前・八戸 田子・十和田湖 中滝・清水頭 十和田火山十和利山南麓の標高700～500m付近．
02-2-14-2 雲谷平 青森市 青森 青森東部 雲谷 北八甲田連峰北西麓
02-2-14-3 大沼平 十和田市 八戸 十和田 切田・奥瀬 奥入瀬川の支流，切田川の谷を埋めた標高300～100ｍの台地．
04-2-14-1 稀大ヶ原 栗原郡栗駒町 新庄 栗駒山 本寺・栗駒山 一部は栗駒国定公園
04-2-14-2 青木原─岩出山

牧場一帯
栗原郡岩出山町，加美郡中
新田町・宮崎町，玉造郡鳴
子町

新庄・仙台 岩ヶ崎・鳴子・
古川

川渡・鳴子・岩出山 開析が進んでいる

04-2-14-3 旧六角牧場─上
原一帯

栗原郡花山村，玉造郡鳴子
町

新庄 岩ヶ崎・鳴子 花山湖・川渡・鬼首

05-2-14-1 風張，腰廻台地 鹿角市毛馬内～大湯 弘前 花輪 毛馬内・花輪 十和田・鳥越火砕流の堆積面
05-2-14-2 椈森一帯 北秋田郡阿仁町・森吉町，

仙北郡田沢湖町・西木村
秋田 森吉山 玉川温泉・森吉山・羽後玉

川・戸鳥内
玉川溶結凝灰岩の堆積面，森吉山県立自然公園

05-2-14-3 仁井田付近 大館市，北秋田郡比内町 弘前 大館 大館・扇田 十和田・毛馬内火砕流の堆積面
06-2-14-1 肘折火砕流台地 最上郡大蔵村肘折 仙台 月山 肘折 約1万年前の噴出．台地端に地すべり顕著．
09-2-14-1 那須山麓 黒磯市，那須郡那須町 白河・日光 白河・大田原・

那須岳
那須湯本・白河・黒田原・那
須岳・板室

10-2-14-1 大胡火砕流 勢多郡大胡町・宮城村・富
士見村，前橋市

宇都宮 沼田・前橋 赤城山・鼻毛石・大胡・渋
川・前橋

16-2-14-1 弥陀ヶ原 中新川郡立山町 高山 五百石・立山 立山・小見 中部山岳国立公園
20-2-14-1 浅間火山南西麓 小諸市，北佐久郡御代田町 長野 上田・小諸 車坂峠・小諸 軽石流堆積物
21-2-14-1 飛騨高原火砕流

台地
大野郡丹生川村 高山 船津 旗鉾 更新世中期上宝火砕流堆積物

31-2-14-1 名和（ナワ）火
砕流台地

西伯郡名和町 松江 赤碕・大山・美
保関・米子

御来屋・船上山・淀江

31-2-14-2 笹ケ平（ササガ
ナル）火砕流台
地

東伯郡関金町 松江 大山 泰久寺・伯耆大山 新期火砕流堆積物．一部が大山隠岐国立公園．

32-2-14-1 太平山火砕流台
地

大田市，邑智郡邑智町 浜田 三瓶山 三瓶山東部・三瓶山西部・石
見小原

三瓶山南方の早水川（江川支流）の谷沿い

32-2-14-2 大田軽石流台地 大田市 浜田 石見大田 石見大田 三瓶山の噴出物
42-2-14-1 原城 南高来郡南有馬町 八代 三角・口之津 須川・口之津
43-2-14-1 植木 鹿本郡植木町 熊本 玉名 植木
44-2-14-1 飯田高原 玖珠郡九重町 大分 宮原 湯坪 九重火山の飯田火砕流堆積物で構成される．阿蘇くじゅう国立公園．
44-2-14-2 菅生 竹田市 大分 竹田 桜町 Aso-4火砕流堆積物で構成される
45-2-14-1 田野 宮崎郡田野町 宮崎 宮崎 田野
46-2-14-1 笠野原 鹿屋市，曽於郡串良町 鹿児島 鹿屋 持留・大隅高山・上祓川・鹿

屋
最大のシラス台地

02-2-15-1 大沼平 十和田市 八戸 十和田 切田・奥瀬
43-2-15-1 大人足 菊池郡菊陽町 熊本 菊池 肥後大津
45-2-15-1 田野 宮崎郡田野町 宮崎 宮崎 田野 シラス台地に生じた凹地
46-2-15-1 緑ヶ丘 肝属郡串良町 鹿児島 鹿屋 大隅高山 いわゆるシラスドリーネ
01-2-16-1 摩周 川上郡弟子屈町，標津郡中

標津町，野付郡別海町
斜里 中標津・計根

別・摩周湖・磯
分内

西竹・計根別・養老牛・摩周
湖南部・虹別・南弟子屈

01-2-16-2 斜里岳 斜里郡斜里町・清里町 斜里 峰浜・武佐岳・
斜里・斜里岳

朱円・瑠辺斯岳・斜里・斜里
岳

02-2-16-1 百沢 中津軽郡岩木町 弘前 弘前 岩木山 岩木山南東麓
02-2-16-2 弥生 弘前市 弘前 弘前 弘前・岩木山 岩木山東麓
03-2-16-1 岩手山北麓洞ケ

沢付近
岩手郡松尾村 秋田・盛岡 沼宮内・八幡平 大更・松川温泉

04-2-16-1 七日原 刈田郡蔵王町 仙台 白石 遠刈田 火山麓土石流扇状地．一部は蔵王国定公園．
05-2-16-1 横岡周辺 由利郡象潟町・仁賀保町・

金浦町
酒田・新庄 矢島・象潟 川辺・象潟

06-2-16-1 鳥海山南西麓 飽海郡遊佐町広野新田・藤
井新田・白井新田

酒田 吹浦 吹浦

06-2-16-2 月山北西麓 東田川郡羽黒町村ヶ岡・櫛
引町田代

酒田・村上 鶴岡・湯殿山 羽黒山・大網 磐梯朝日国立公園

07-2-16-1 雄国山西麓 喜多方市，耶麻郡塩川町 新潟 喜多方 喜多方東部
09-2-16-1 高原山　山麓 矢板市 日光 塩原 高原山・西那須野 一部が日光国立公園
10-2-16-1 赤城山麓 利根郡昭和村・利根村，勢

多郡赤城村・北橘村・富士
見村・粕川村・新里村・黒
保根村，山田郡大間々村

宇都宮 足尾・桐生及足
利・沼田・前橋

上野花輪・大間々・高平・赤
城山・沼田・鯉沢・鼻毛石・
渋川

10-2-16-2 榛名山麓 吾妻郡吾妻町・東村，群馬
郡箕郷町・倉渕村・榛名
町，北群馬郡榛東町

長野・宇都
宮

前橋・中之条・
榛名山

渋川・前橋・金井・群馬原
町・伊香保・下室田・榛名
湖・三ノ倉

19-2-16-1 八ヶ岳南麓 北巨摩郡小淵沢町・大泉
村・長坂町・高根町

甲府 八ヶ岳 八ヶ岳東部・谷戸・八ヶ岳西
部・小淵沢

八ヶ岳中信高原国定公園

19-2-16-2 浅尾原・永井原 北巨摩郡明野村 甲府 韮崎 若神子 黒富士火山西麓
20-2-16-1 八ヶ岳西麓 諏訪郡富士見町 甲府 八ヶ岳・高遠 八ヶ岳西部・小淵沢・茅野 柳川，立場川など
22-2-16-1 富士山西麓 富士宮市 甲府・静岡 富士山・富士宮 富士山・人穴・天母山・上井

出
富士箱根伊豆国立公園（一部）

22-2-16-2 愛鷹山南麓 沼津市，駿東郡長泉町 静岡 沼津 三島・沼津
31-2-16-1 阿弥陀川扇状地 西伯郡大山町・名和町 松江 米子 淀江 大山北麓
32-2-16-1 三瓶山西の原 大田市 浜田 三瓶山 三瓶山西部 大山隠岐国立公園
32-2-16-2 三瓶山東の原 大田市，飯石郡頓原町 浜田 三瓶山 三瓶山東部 大山隠岐国立公園
33-2-16-1 蒜山原（ヒルゼ

ンバラ）
真庭郡八束村・川上村 高梁 湯本 蒜山 段丘化している．大山隠岐国立公園．

40-2-16-1 英彦山北麓 築上郡築城町・椎田町・大
平町・新吉富町，豊前市

中津・福岡 中津・田川 中津・土佐井・椎田・下河
内・豊前本庄・伊良原

41-2-16-1 多良岳北東麓 鹿島市,藤津郡太良町 熊本 鹿島 牛屋・多良・鹿島・古枝 中～前期更新世
42-2-16-1 雲仙火山周辺 島原市，南高来郡有明町・

国見町・瑞穂町・吾妻町・
千々石町・小浜町・西有家
町・有家町・布津町・深江
町

熊本 荒尾・島原・諌
早・肥前小浜

多比良・島原・雲仙・湯江・
愛野・肥前小浜

30万年前～現在までの形成

42-2-16-2 多良岳周辺 大村市，諫早市，東彼杵郡
東彼杵町，北高来郡高来
町・小長井町

熊本 諫早 肥前大浦・多良岳

43-2-16-1 上色見 阿蘇郡高森町 大分 阿蘇山 根子岳 阿蘇くじゅう国立公園
46-2-16-1 武（桜島） 鹿児島郡桜島町 鹿児島 鹿児島 桜島北部・鹿児島北部
01-2-17-1 駒ヶ岳 茅部郡鹿部町・森町，亀田

郡七飯町
室蘭・函館 鹿部・駒ヶ岳・

大沼公園
鹿部・駒ヶ岳・大沼公園 1640年の噴火による

01-2-17-2 羊蹄山 虻田郡真狩町・留寿都村・
ニセコ町

岩内 留寿都・ニセコ 喜茂別・羊蹄山・ニセコ かなり古い

02-2-17-1 岩木山麓十面沢 弘前市 青森 五所川原 十面沢 岩木山北東麓．津軽国定公園．
03-2-17-1 七ツ森 岩手郡西根町・滝沢村 盛岡 沼宮内・盛岡 渋民・平館・大更・姥屋敷 地形レッドデータブック登載
05-2-17-1 鳥海火山象潟岩

屑なだれ
由利郡仁賀保町・金浦町・
象潟町

酒田・新庄 矢島・象潟 川辺・平沢・象潟 鳥海国定公園

05-2-17-2 田代岳火山・岩
瀬川岩屑流

北秋田郡田代町 弘前 田代岳 越山

06-2-17-1 月山北西麓 東田川郡羽黒町手向・川代 酒田・村上 鶴岡・湯殿山 羽黒山・大網 磐梯朝日国立公園

火山麓扇状地

流れ山（泥流丘）

火砕流台地

火砕流凹地



06-2-17-2 酢川泥流（岩屑
流）

山形市・上山市 仙台 山形・上山 蔵王山・上山・山形南部 約5万年前の岩屑流．地すべり多い．須川の西岸に及ぶ．東北地理．

07-2-17-1 翁島 耶麻郡猪苗代町，河沼郡河
東町

福島 磐梯山 猪苗代 古期泥流地形．かつて猪苗代湖の水位を上昇させた．

07-2-17-2 裏磐梯 耶麻郡北塩原村 福島 吾妻山・磐梯山 桧原湖・磐梯山 1888年磐梯山噴火時に形成．磐梯朝日国立公園．
10-2-17-1 赤城火山南麓 前橋市，勢多郡大胡町・粕

川村・宮城村
宇都宮 前橋 鼻毛石・大胡・前橋

10-2-17-2 榛名火山南東麓 北群馬郡榛東村・吉岡町，
群馬郡群馬町

長野・宇都
宮

前橋・榛名山 渋川・前橋・伊香保・下室田

14-2-17-1 神山山崩れ堆積
物末端流れ山群

足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園

15-2-17-1 矢代川泥流丘 新井市，中頸城郡中郷村 高田 高田西部・妙高
山

重倉山・関山 妙高火山矢代川岩屑流堆積物

18-2-17-1 大野盆地の流れ
山

大野市 金沢・岐阜 越前勝山・永平
寺・荒島岳・大
野

荒島岳，越前大野 経ヶ岳火山起源

19-2-17-1 韮崎岩屑なだれ
流れ山

韮崎市，北巨摩郡須玉町 甲府 韮崎 若神子・韮崎 八ヶ岳火山起源．「韮崎泥流」と称される．釜無川左岸「七里岩」を
構成．

19-2-17-2 八ヶ岳南麓 北巨摩郡小淵沢町・長坂町 甲府 八ヶ岳・韮崎 谷戸・小淵沢・若神子・長坂
上条

20-2-17-1 大月川岩屑なだ
れ堆積物

南佐久郡小海町 長野 蓼科山 松原湖 888年に発生したと考えられる岩屑なだれによる．

42-2-17-1 九十九（ツク
モ）島

島原市 熊本 島原 島原・雲仙 1792年（寛政4年）眉山岩屑なだれ堆積物による

42-2-17-2 俵石 南高来郡布津町 熊本 島原 雲仙 数万年前の野岳火山の崩壊による．一部が雲仙天草国立公園．
44-2-17-1 塚原 大分郡湯布院町 大分 別府 別府西部 由布岳火山の塚原岩屑なだれ堆積物．
44-2-17-2 飯田高原 玖珠郡九重町 大分 宮原 湯坪 九重火山の松の台岩屑なだれ堆積物．阿蘇くじゅう国立公園．
01-2-18-1 知床五湖 斜里郡斜里町 知床岬 羅臼 知床五湖 知床国立公園
01-2-18-2 駒ヶ岳大沼・小

沼
亀田郡七飯町 室蘭・函館 駒ヶ岳・大沼公

園
駒ヶ岳・大沼公園 駒ヶ岳の噴出物が折戸川を堰き止めた．大沼国定公園．

01-2-18-3 五色沼 上川郡新得町 旭川 旭岳 五色ヶ原 大雪山国立公園
07-2-18-1 尾瀬沼 南会津郡檜枝岐村 日光 燧ヶ岳 燧ヶ岳 燧ヶ岳溶岩流による只見川上流部の堰き止め．日光国立公園．
07-2-18-2 桧原湖 耶麻郡北塩原村 福島 吾妻山・磐梯山 桧原湖・磐梯山 磐梯朝日国立公園．1888年磐梯山噴火時発生した火山性泥流による長

瀬川水系の堰止湖．
07-2-18-3 小野川湖 耶麻郡北塩原村 福島 吾妻山・磐梯山 桧原湖・磐梯山 磐梯朝日国立公園．1888年磐梯山噴火時発生した火山性泥流による長

瀬川水系の堰止湖．
09-2-18-1 中禅寺湖 日光市 日光 男体山 中禅寺湖 別名「幸ノ湖」「雪浪湖」「中宮祠湖」．男体山の火山噴出物で大谷

川の渓谷が堰き止められた．日光国立公園．
09-2-18-2 湯ノ湖 日光市 日光 男体山 男体山 三岳の火山噴出物で湯川が堰き止められた．日光国立公園．
09-2-18-3 刈込湖・切込湖 日光市 日光 男体山 男体山 三岳の火山噴出物によってできた．日光国立公園．
10-2-18-1 丸沼 利根郡片品村 日光 男体山 丸沼 日光白根火山による溶岩堰止湖．日光国立公園．
10-2-18-2 菅沼 利根郡片品村 日光 男体山 男体山・丸沼 日光白根火山による溶岩堰止湖．日光国立公園．
10-2-18-3 尾瀬沼 利根郡片品村 日光 燧ヶ岳 燧ヶ岳 燧ヶ岳による溶岩堰止湖．日光国立公園．
19-2-18-1 富士五湖 南都留郡河口湖町・山中湖

村・勝山村・足和田村，西
八代郡上九一色村・下部町

甲府 都留・山中湖・
甲府・富士山

河口湖東部・御正体山・駿河
小山・富士吉田・須走・河口
湖西部・鳴沢・精進

富士箱根伊豆国立公園．山中湖・河口湖・西湖・精進湖・本栖湖．

20-2-18-1 野尻湖 上水内郡信濃町 高田 戸隠 信濃柏原 上信越高原国立公園
20-2-18-2 大沼池 下高井郡山ノ内町 高田 岩菅山 岩菅山 上信越高原国立公園
20-2-18-3 大正池 南安曇郡安曇村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園．1915年の焼岳噴火に伴う「泥流」による堰止め．
03-2-19-1 焼石岳西方 胆沢郡胆沢町 新庄 焼石岳 焼石岳
05-2-19-1 獅子ヶ鼻（鳥海

山）
由利郡象潟町 新庄 鳥海山 鳥海山 鳥海国定公園

05-2-19-2 寒風山妻恋峠付
近

男鹿市 男鹿 船川 北浦 男鹿国定公園

06-2-19-1 鳥海山南西麓 飽海郡遊佐町吹浦・白井新
田

酒田 吹浦 吹浦 鳥海国定公園

07-2-19-1 勢至平東端 二本松市 福島 二本松 安達太良山 磐梯朝日国立公園
09-2-19-1 茶臼岳溶岩の末

端崖
那須郡那須町 日光 那須岳 那須岳 ロープウェイがある場所．日光国立公園．

10-2-19-1 草津白根山殺生
溶岩

吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園

10-2-19-2 鬼押出溶岩流 吾妻郡嬬恋村 長野 軽井沢 北軽井沢
15-2-19-1 前山溶岩流末端

崖
糸魚川市 高田 妙高山 湯川内 上信越高原国立公園．前山溶岩流．

16-2-19-1 天狗山溶岩末端
崖

中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．国見岳・天狗山溶岩流の末端崖．

19-2-19-1 桧丸尾溶岩末端
崖

富士吉田市 甲府 山中湖 富士吉田 富士見公園．階段状の小崖．富士箱根伊豆国立公園．

20-2-19-1 鼻戸屋（池袋溶
岩末端崖）

諏訪郡富士見町 甲府 八ヶ岳 八ヶ岳西部・小淵沢 八ヶ岳西麓

20-2-19-2 長原溶岩流末端
崖

上水内郡信濃町 高田 戸隠 信濃柏原 黒姫山南麓

22-2-19-1 先原溶岩末端崖 伊東市 横須賀 伊東 伊東・天城山 富士箱根伊豆国立公園．海に面する．
42-2-19-1 坂ノ上 福江市 福江 福江 五島福江 玄武岩．数万年前．
43-2-19-1 高遊原 菊池郡菊陽町 熊本 御船 健軍
44-2-19-1 久住 直入郡久住町 大分 久住 久住 九重火山の角閃石安山岩溶岩．阿蘇くじゅう国立公園．
45-2-19-1 高原 西諸県郡高原町 鹿児島 霧島山 日向小林 霧島火山の安山岩溶岩
46-2-19-1 桜島 鹿児島市 鹿児島 鹿児島 桜島南部 霧島屋久国立公園
01-2-20-1 十勝三股周辺 河東郡上士幌町 北見 石狩岳 十勝三股
01-2-20-2 置戸町周辺 常呂郡置戸町 北見 常元 常元・東三国山
05-2-20-1 寒風山第二火口 男鹿市 男鹿 船川 寒風山・北浦 男鹿国定公園
05-2-20-2 小又風穴 北秋田郡森吉町小又 弘前 米内沢 阿仁前田 古い地すべり地形の可能性がある．小又風穴自然環境保全地域．
05-2-20-3 長走風穴 大館市長走字長走362 弘前 碇ヶ関 白沢 国指定天然記念物「長走風穴高山植物群落」（大正15年2月24日）
07-2-20-1 中山風穴 南会津郡下郷町 日光 田島 湯野上 石英安山岩塊から成る崖錐斜面下端．「中山風穴地特殊植物群落」は

国指定天然記念物（昭和39年6月27日）．大川羽鳥県立自然公園．
13-2-20-1 三原山 大島町（大島） 横須賀 大島 大島南部
15-2-20-1 風穴（見倉） 中魚沼郡津南町 高田 苗場山 苗場山
16-2-20-1 室堂玉殿岩屋 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園
19-2-20-1 富岳風穴 西八代郡上九一色村 甲府 富士山 鳴沢 富士箱根伊豆国立公園．国指定天然記念物（昭和4年12月17日）．全長

153m．
19-2-20-2 鳴沢氷穴 南都留郡鳴沢村 甲府 富士山 鳴沢 富士箱根伊豆国立公園．国指定天然記念物（昭和4年12月17日）．
19-2-20-3 西湖蝙蝠穴 南都留郡足和田村 甲府 富士山 鳴沢 富士箱根伊豆国立公園．国指定天然記念物（昭和4年12月17日）．
22-2-20-1 駒門風穴 御殿場市 静岡 御殿場 裾野 国指定天然記念物（大正11年3月8日）
22-2-20-2 万野風穴 富士宮市 静岡 富士宮 上井出 国指定天然記念物（大正11年3月8日）
22-2-20-3 印野の溶岩遂道

（御胎内）
御殿場市 静岡 御殿場 印野 国指定天然記念物（昭和2年4月8日）

28-2-20-1 風穴 城崎郡日高町 鳥取 香住 神鍋山 玄武岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．
32-2-20-1 幽鬼洞 八束郡八束町 松江 松江 揖屋 大根島にある．国指定特別天然記念物（昭和27年3月29日）．
32-2-20-2 竜渓洞 八束郡八束町 松江 松江 揖屋 大根島にある．国指定天然記念物（昭和10年6月7日）．
35-2-20-1 笠山の風穴 萩市笠山 山口 萩 越ヶ浜 北長門海岸国定公園
42-2-20-1 井坑 南松浦郡富江町岳郷 富江 富江 富江 県指定天然記念物（昭和32年3月8日）
43-2-20-1 米塚 阿蘇郡阿蘇町 大分 阿蘇山 阿蘇山 阿蘇くじゅう国立公園
05-2-21-1 男鹿半島西岸か

ぶき岩付近
男鹿市 男鹿 戸賀 戸賀 門前層．潜岩溶岩類．男鹿国定公園．

13-2-21-1 父島 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
15-2-21-1 元小木海岸の枕

状溶岩
佐渡郡小木町 長岡 小木 小木 国指定天然記念物（昭和9年5月1日）．佐渡弥彦米山国定公園．玄武

岩．
15-2-21-2 間瀬枕状溶岩 西蒲原郡岩室村 長岡 弥彦 弥彦 県指定天然記念物（昭和35年3月28日）．佐渡弥彦米山国定公園．玄武

岩．
18-2-21-1 元比田の枕状溶

岩
敦賀市 岐阜 今庄 杉津・河野 越前加賀海岸国定公園

19-2-21-1 高萩不動滝付近 西八代郡三珠町 甲府 甲府 市川大門 芦川渓谷．玄武岩．
20-2-21-1 内村川の枕状溶

岩
小県郡丸子町 長野 和田 武石 玄武岩（第三紀）

22-2-21-1 高草山・大崩海
岸の枕状溶岩

静岡市・焼津市 静岡 静岡 焼津 玄武岩

10-2-22-1 浅間北麓（鬼押
出）

吾妻郡嬬恋村鎌原 長野 軽井沢 北軽井沢 国指定特別天然記念物「浅間山溶岩樹型」（昭和27年3月）．上信越高
原国立公園．火砕流の中にある．

13-2-22-1 1983年溶岩流 三宅村（三宅島） 三宅島 三宅島 三宅島 富士箱根伊豆国立公園
19-2-22-1 鳴沢の溶岩樹型 南都留郡鳴沢村 甲府 富士山 鳴沢 富士箱根伊豆国立公園．国指定特別天然記念物（昭和27年3月29日）．
19-2-22-2 船津・吉田胎内

樹型
南都留郡河口湖町，富士吉
田市

甲府 山中湖 富士吉田 富士箱根伊豆国立公園．国指定天然記念物（昭和4年12月17日）．

05-2-23-1 大沼泥火山 鹿角市八幡平字大沼 秋田 八幡平 八幡平 十和田八幡平国立公園
05-2-23-2 後生掛温泉泥火

山
鹿角市八幡平字熊沢 秋田 八幡平 八幡平 十和田八幡平国立公園

09-2-23-1 湯沢噴泉塔 塩谷郡栗山村 日光 燧ヶ岳 川俣温泉 国指定天然記念物（大正11年3月8日）
16-2-23-1 地獄谷の泥火山 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．地獄谷の噴気活動による泥火山．
44-2-23-1 伽藍岳塚原 大分郡湯布院町 大分 別府 別府西部 1995年に噴気孔活動で生成．硫黄山．
02-2-24-1 縫道石山 下北郡佐井村 青森 陸奥川内 牛滝 下北半島国定公園
03-2-24-1 五間ケ森 花巻市 秋田 新町 鉛
04-2-24-1 太白山 仙台市太白区 仙台 仙台 仙台西南部
04-2-24-2 薬莱山 加美郡小野田町 仙台 薬莱山 薬莱山 県立自然公園船形連峰．第三紀火山岩頸．
04-2-24-3 亀ヶ森 仙台市太白区 仙台 仙台 仙台西南部 砕石採取によりかなり破壊されている．県緑地環境保全地域．
08-2-24-1 長福山 久慈郡大子町 白河 大子 大中宿 新第三紀の海底火山
20-2-24-1 貉郷路山 長野市 高田 戸隠 若槻 柱状節理発達
28-2-24-1 上佐野山火山火

道
豊岡市，城崎郡日高町 鳥取 城崎 豊岡 但馬空港の工事の際に詳しいことが明らかになった新発見の火山

42-2-24-1 古路島 北松浦郡小値賀町古路島 長崎 小値賀島 小値賀島 県指定天然記念物（昭和29年12月21日）．西海国立公園．
３　地質を反映した地形

02-3-01-1 尻屋 下北郡東通村 尻屋崎 尻屋崎 尻屋 桑原山の標高400～200ｍの部分が平坦である

溶岩樹型

泥火山・噴泉塔

火山岩頸

カルスト台地

堰止湖

溶岩末端崖

溶岩トンネル

枕状溶岩



03-3-01-1 安家 下閉伊郡岩泉町安家 盛岡・八戸 陸中関・岩泉・
門

端神・沼袋・安家

03-3-01-2 松川 東磐井郡東山町松川 一関 千厩・一関 千厩北部・一関
03-3-01-3 母衣下（ぼろ

し）山
気仙郡住田町 一関 遠野 陸前八日町

07-3-01-1 仙台平 田村郡滝根町 福島 常葉 上大越 阿武隈高原中部県立自然公園
13-3-01-1 石門山カルスト

台地（母島）
小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部 小笠原国立公園

15-3-01-1 黒姫山マイコミ
平

西頸城郡青海町 富山 小滝 小滝 古生代青海石灰岩山地

21-3-01-1 堀越安久田カル
スト

郡上郡八幡町 岐阜 八幡 郡上八幡 奥長良川県立自然公園

22-3-01-1 滝沢カルスト地
形

浜松市 豊橋 三河大野 伊平

24-3-01-1 藤原岳のカルス
ト台地

員弁郡藤原町篠立 名古屋 御在所山 竜ヶ岳 藤原岳の大部分は石灰岩からなり，頂上の小起伏面上はカルスト台地
である．鈴鹿国定公園．

25-3-01-1 霊仙山 犬上郡多賀町，坂田郡米原
町

名古屋 彦根東部 霊仙山・彦根東部 石灰岩から成る山地．琵琶湖国定公園．

25-3-01-2 高室山・鍋尻山 犬上郡多賀町 名古屋 彦根東部 高宮 石灰岩から成る山地
33-3-01-1 阿哲台 新見市，高梁市,阿哲郡哲多

町，上房郡北房町
高梁 呰部・新見 井倉・川面市場・新見・吹屋 高梁川上流県立自然公園．新見市井倉を中心とする，東西17.8km,南北

12kmの石灰岩台地．
34-3-01-1 帝釈台 比婆郡東城町，神石郡神石

町
高梁 新見・油木・庄

原・上下
東城・油木・帝釈峡・福永 比婆道後帝釈国定公園

35-3-01-1 秋吉台 美祢市，美祢郡秋芳町・美
東町

山口 山口・西市・厚
狭

秋吉台北部・秋吉台・於福・
伊佐

日本最大のカルスト台地．国指定特別天然記念物（昭和3年2月7日）．
秋吉台国定公園．

38-3-01-1 四国カルスト
（大野ヶ原）

東宇和郡野村町，上浮穴郡
柳谷村

高知・松山 新田・梼原 王在家・越知面・惣川 標高1000－1500m，幅1km，延長約25km．ドリーネ，カッレンなどのカ
ルスト地形が発生する．四国カルスト県立自然公園．えひめ自然百
選．

39-3-01-1 四国カルスト 高岡郡梼原町・東津野村 高知・松山 新田・梼原 王在家・越知面・惣川 四国カルスト県立自然公園
40-3-01-1 平尾台 北九州市，行橋市，京都郡

苅田町・勝山町
福岡 行橋 苅田・行橋 北九州国定公園

44-3-01-1 八戸台 津久見市 大分 臼杵 津久見
47-3-01-1 瀬底島 国頭郡本部町 那覇 名護 瀬底島
03-3-02-1 安家カルスト地

帯
盛岡・八戸 陸中関・岩泉・

門
端神・沼袋・安家

03-3-02-2 大洞カルスト地
帯

遠野市，上閉伊郡宮守村 盛岡 大迫 竪沢・上宮守 大洞カルスト自然環境保全地域

07-3-02-1 仙台平 田村郡滝根町 福島 常葉 上大越 阿武隈高原中部県立自然公園
09-3-02-1 葛生のカッレン

フェルト
安蘇郡葛生町 宇都宮 栃木 下野大柿

13-3-02-1 南島周辺 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
15-3-02-1 黒姫山マイコミ

平
西頸城郡青海町 富山 小滝 小滝 古生代青海石灰岩山地

22-3-02-1 竜ヶ岩洞付近の
カレンフェルト

引佐郡引佐町 豊橋 三河大野 伊平 小面積で散在

24-3-02-1 御池岳のカッレ
ンフェルト

員弁郡藤原町篠立 名古屋 彦根東部 篠立 鈴鹿山脈の最高峰である御池岳も石灰岩からなる．鈴鹿国定公園．

25-3-02-1 伊吹山カレン
フェルト群

坂田郡伊吹町 岐阜 長浜 美束・関ヶ原 石灰岩から成る山地．琵琶湖国定公園．

25-3-02-2 御池岳カレン
フェルト群

神崎郡永源寺町，犬上郡多
賀町

名古屋 彦根東部 篠立 石灰岩から成り，頂上近くは平坦な隆起準平原となっている．鈴鹿国
定公園．

30-3-02-1 白崎海岸 日高郡由良町 田辺 御坊 紀伊由良 石灰岩が海につき出した岬．中央部は破壊されたが，カッレンフェル
トの他に石灰洞も残っている．白崎海岸県立自然公園．

33-3-02-1 草間台 新見市草間 高梁 呰部 井倉 阿哲台にある．高梁川上流県立自然公園．
35-3-02-1 地獄台 美祢郡秋芳町 山口 山口 秋吉台北部 秋吉台にある．秋吉台国定公園．
40-3-02-1 平尾台 北九州市，行橋市，京都郡

苅田町・勝山町
福岡 行橋 苅田・行橋 北九州国定公園

44-3-02-1 八戸台 津久見市 大分 臼杵 津久見
47-3-02-1 辺戸岬 国頭郡国頭村 与論島 奥 奥 沖縄海岸国定公園
03-3-03-1 白樺平ドリーネ

群
下閉伊郡岩泉町安家 八戸・盛岡 陸中関・岩泉・

門
端神・沼袋・安家

03-3-03-2 得部ドリーネ 久慈市 八戸 陸中関 端神
13-3-03-1 南島 小笠原村（南島） 小笠原諸島 父島列島 父島 隆起珊瑚礁の無人島．小笠原国立公園．
15-3-03-1 黒姫山マイコミ

平
西頸城郡青海町 富山 小滝 小滝 古生代青海石灰岩山地

17-3-03-1 関野鼻ドリーネ
群

羽咋郡富来町 七尾 剱地 剱地 能登半島国定公園．県指定天然記念物（昭和56年7月3日）．

23-3-03-1 石巻山のドリー
ネ

豊橋市 豊橋 豊橋 豊橋 「巨人の足跡」とも呼ばれる

24-3-03-1 御池岳のドリー
ネ群

員弁郡藤原町 名古屋 彦根東部 篠立 鈴鹿山脈の最高峰である御池岳は石灰岩からなりドリーネをもつ．鈴
鹿国定公園．

25-3-03-1 霊仙山 犬上郡多賀町，坂田郡米原
町

名古屋 彦根東部 霊仙山・彦根東部 石灰岩から成る山地．琵琶湖国定公園．

25-3-03-2 武奈ドリーネ群 彦根市 名古屋 彦根東部 彦根東部
25-3-03-3 高室山・鍋尻山

ドリーネ群
犬上郡多賀町 名古屋 彦根東部 高宮

30-3-03-1 白崎海岸 日高郡由良町 田辺 御坊 紀伊由良 石灰岩が海につき出した岬．中央部は破壊されたが，カッレンフェル
トの他に石灰洞も残っている．白崎海岸県立自然公園．

33-3-03-1 井倉上の穴（草
間ドリーネ）

新見市草間 高梁 呰部 井倉 阿哲台にある．高梁川上流県立自然公園．

33-3-03-2 神野（ホヤ）ド
リーネ

川上郡川上町神野 高梁 油木 地頭 高梁川上流県立自然公園

33-3-03-3 土橋西方のド
リーネ群

新見市 高梁 呰部 井倉 阿哲台にある．高梁川上流県立自然公園．

34-3-03-1 宇山野呂のド
リーネ群

比婆郡東城町 高梁 新見・庄原 東城・帝釈峡 帝釈台にある．比婆道後帝釈国定公園．

34-3-03-2 三原野呂のド
リーネ群

比婆郡東城町 高梁 新見 東城

34-3-03-3 市場のドリーネ 神石郡神石町 高梁 上下 福永 帝釈台にある．比婆道後帝釈国定公園．
35-3-03-1 帰水（カエリミ

ズ）ドリーネ
美祢郡秋芳町 山口 山口 秋吉台北部 秋吉台にある．秋吉台国定公園．

35-3-03-2 鬼の穴 美祢郡秋芳町 山口 山口 秋吉台 秋吉台にある．秋吉台国定公園．
35-3-03-3 木の窪 美祢郡秋芳町 山口 山口 秋吉台 秋吉台にある．秋吉台国定公園．
40-3-03-1 平尾台全体 北九州市，行橋市，京都郡

苅田町・勝山町
福岡 行橋 苅田・行橋 北九州国定公園

44-3-03-1 東神野 臼杵市 大分 臼杵 津久見
44-3-03-2 八戸台 津久見市 大分 臼杵 津久見
46-3-03-1 沖永良部 大島郡知名町 徳之島 沖永良部島 　
47-3-03-1 通り池 宮古郡伊良部村字佐和田 宮古島 伊良部島 伊良部島 陥没ドリーネに海水が侵入．県指定天然記念物「下地島の通り池」

（昭和49年2月22日）．伊良部島県立自然公園．
15-3-04-1 黒姫山マイコミ

平
西頸城郡青海町 富山 小滝 小滝 古生代青海石灰岩山地

33-3-04-1 中野呂のウバー
レ

新見市井倉中野呂 高梁 呰部 川面市場 阿哲台にある．高梁川上流県立自然公園．

34-3-04-1 恩田ウバーレ 神石郡神石町 高梁 上下 福永 帝釈台にある．比婆道後帝釈国定公園．
35-3-04-1 出来水（デキミ

ズ）ウバーレ
美祢郡秋芳町青景 山口 山口 秋吉台 秋吉台にある．秋吉台国定公園．

35-3-04-2 江原（ヨワラ）
ウバーレ

美祢郡秋芳町 山口 西市 於福 秋吉台にある．秋吉台国定公園．

40-3-04-1 平尾台全体 北九州市，行橋市，京都郡
苅田町・勝山町

福岡 行橋 苅田・行橋 北九州国定公園

46-3-04-1 沖永良部 大島郡知名町 徳之島 沖永良部島 　
03-3-05-1 安家ポリエ群 下閉伊郡岩泉町安家 盛岡 岩泉・門 沼袋・安家
15-3-05-1 黒姫山マイコミ

平
西頸城郡青海町 富山 小滝 小滝 古生代青海石灰岩山地

35-3-05-1 嘉万（カマ）ポ
リエ

美祢郡秋芳町 山口 山口 秋吉台北部・秋吉台

35-3-05-2 中原ポリエ 美祢郡美東町 山口 山口 秋吉台北部 一部が秋吉台国定公園
35-3-05-3 青景（アオカ

ゲ）ポリエ
美祢郡秋芳町 山口 山口 秋吉台北部

40-3-05-1 平尾 北九州市 福岡 行橋 苅田 北九州国定公園
47-3-05-1 大堂ポリエ 国頭郡本部町 与論島 仲宗根 仲宗根
01-3-06-1 中頓別 枝幸郡中頓別町 枝幸 中頓別 中頓別 新生代第三紀の貝殻石灰岩を基盤とする．道指定天然記念物（昭和32

年1月29日）．
03-3-06-1 龍泉洞 下閉伊郡岩泉町 盛岡 岩泉 岩泉 国指定天然記念物「岩泉湧窟およびコウモリ」（昭和13年12月14日）
03-3-06-2 安家洞 下閉伊郡岩泉町 盛岡 門 安家
03-3-06-3 氷渡洞 下閉伊郡岩泉町 盛岡 門 安家
04-3-06-1 ミノケラ沢 気仙沼市 一関 気仙沼 鹿折
07-3-06-1 あぶくま洞 田村郡滝根町 福島 常葉 上大越 阿武隈高原中部県立自然公園
07-3-06-2 入水（イリミ

ズ）鍾乳洞
田村郡滝根町 福島 常葉 上大越 国指定天然記念物（昭和9年12月28日）．洞内を川が流れている．

08-3-06-1 大久保の風穴 日立市 水戸 日立 常陸太田 戸沢山の山腹の石灰洞
08-3-06-2 諏訪の水穴 日立市 水戸 日立 常陸太田
08-3-06-3 花園の鍾乳洞 北茨城市 白河 川部 川部
09-3-06-1 会沢鍾乳洞 安蘇郡葛生町 宇都宮 栃木 下野大柿
09-3-06-2 出流山鍾乳洞 佐野市出流原 宇都宮 栃木 田沼
09-3-06-3 丸岳洞窟 田沼町上多田 宇都宮 栃木 田沼
10-3-06-1 不二洞 多野郡上野村川和623-1 長野 万場 両神山 県指定天然記念物（昭和40年7月23日）．大福寿山中腹．
10-3-06-2 生犬穴 多野郡上野村乙父甲1908-1 長野 十石峠 浜平 国指定天然記念物（昭和13年12月14日）．秩父古生層の石灰岩中．
10-3-06-3 小手鍾乳洞 山田郡大間々町小平459 宇都宮 桐生及足利 大間々 町指定天然記念物（昭和63年1月20日）

ウバーレ

ポリエ

鍾乳洞

カッレンフェルト

ドリーネ



11-3-06-1 橋立鍾乳洞 秩父市上影森 東京 秩父 秩父 橋立川右岸．県指定天然記念物．
11-3-06-2 水替寺鍾乳洞 秩父郡皆野町 宇都宮 寄居 皆野
11-3-06-3 古寺鍾乳洞 比企郡小川町古寺 宇都宮 寄居 安戸 奥行は延長218m．県指定天然記念物．
12-3-06-1 白浜の鍾乳洞 安房郡白浜町 横須賀 館山 白浜 南房総国定公園．県指定天然記念物．
13-3-06-1 大岳鍾乳洞 あきる野市養沢 東京 五日市 武蔵御岳 秩父古生層に属する石灰岩による．都指定天然記念物（昭和41年3月31

日）．秩父多摩国立公園．
13-3-06-2 養沢鍾乳洞 あきる野市上養沢 東京 五日市 武蔵御岳 秩父多摩国立公園
13-3-06-3 日原鍾乳洞 西多摩郡奥多摩町日原 東京 秩父 武蔵日原 都指定天然記念物（昭和7年5月18日）．秩父多摩国立公園．
15-3-06-1 福来ヶ口大鍾乳

洞
西頸城郡青海町 富山 小滝 小滝 日本有数の大規模鍾乳洞．高低差92.4m．

18-3-06-1 白馬洞 大野郡和泉村 岐阜 白鳥 白鳥 奥越前高原県立自然公園．九頭竜湖畔．三葉虫，ﾊﾁﾉｽｻﾝｺﾞ等の化石産
出．

19-3-06-1 小袖鍾乳洞 北都留郡丹波山村 甲府 丹波 丹波 秩父多摩国立公園
19-3-06-2 青岩鍾乳洞 北都留郡丹波山村 甲府 三峰 雲取山 秩父多摩国立公園．秩父古生層の鳥単石灰岩で形成される．
21-3-06-1 飛騨大鍾乳洞 大野郡丹生川村 高山 船津 旗鉾 昭和40年発見．主洞の長さは約800m．
21-3-06-2 大滝鍾乳洞 郡上郡八幡町 岐阜 八幡 郡上八幡 奥長良川県立自然公園．堀越安久田カルストに含まれる．
21-3-06-3 ニコイ洞 吉城郡宮川村 高山 白木峰 打保 奥飛騨数河流葉県立自然公園
22-3-06-1 滝沢鍾乳洞 浜松市 豊橋 三河大野 伊平
22-3-06-2 竜ヶ岩洞 引佐郡引佐町 豊橋 三河大野 伊平
23-3-06-1 嵩山（スセ）の

蛇穴
豊橋市 豊橋 豊橋 豊橋

24-3-06-1 鷲嶺水穴 伊勢市矢持町下村字 伊勢 伊勢 伊勢 県指定天然記念物（昭和40.12.9）．伊勢志摩国立公園．石灰洞．
24-3-06-2 篠立の風穴 員弁郡藤原町 名古屋 彦根東部 篠立 県指定天然記念物（昭和52.3.28）
25-3-06-1 河内風穴 犬上郡多賀町河内 名古屋 彦根東部 高宮 県指定天然記念物（昭和34年2月10日）．霊仙山山麓．
25-3-06-2 醒井鍾乳洞 坂田郡米原町 名古屋 彦根東部 彦根東部 醒井峡谷（国指定名勝）にある
26-3-06-1 質志（シズシ）

鍾乳洞
船井郡瑞穂町質志 京都及大阪 綾部 菟原 昭和２年に発見された．フズリナやウミユリの化石を産する．府内唯

一．質志鍾乳洞公園．
29-3-06-1 面不動鍾乳洞 吉野郡天川村 和歌山 山上ヶ岳 洞川
30-3-06-1 戸津井鍾乳洞 日高郡由良町 田辺 御坊 紀伊由良 ペルム紀の石灰石洞窟．白崎海岸県立自然公園．
33-3-06-1 井倉洞 新見市井倉 高梁 呰部 井倉 井倉峡の観音嶽と呼ばれる絶壁にある．高梁川上流県立自然公園.
33-3-06-2 満奇洞（マキド

ウ）
新見市豊永赤馬 高梁 呰部 井倉 阿哲台にある．高梁川上流県立自然公園．

33-3-06-3 宇山洞 新見市豊永宇山 高梁 呰部 井倉 阿哲台にある．総延長1kmを超える．ナウマン象の歯が見つかったこと
で知られている．高梁川上流県立自然公園

34-3-06-1 白雲洞 比婆郡東城町 高梁 庄原 帝釈峡 帝釈台にある．比婆道後帝釈国定公園．
34-3-06-2 天川洞 神石那神石町 高梁 上下 福永 帝釈台にある．比婆道後帝釈国定公園．
34-3-06-3 荒瀬洞 神石那神石町 高梁 上下 福永 帝釈台にある．比婆道後帝釈国定公園．
35-3-06-1 秋芳洞 美祢郡秋芳町秋吉 山口 山口 秋吉台 秋吉台にある．国指定特別天然記念物（大正11年3月8日）．秋吉台国

定公園．
35-3-06-2 大正洞 美祢那美東町赤 山口 山口 秋吉台北部 秋吉台にある．国指定天然記念物（大正12年3月7日）．秋吉台国定公

園．
35-3-06-3 中尾洞 美祢郡秋芳町青景 山口 山口 秋吉台北部 秋吉台にある．国指定天然記念物（大正12年3月7日）．秋吉台国定公

園．
38-3-06-1 小屋の羅漢穴 東宇和郡野村町 松山 梼原 惣川 県指定天然記念物（昭和36年3月）．四国カルスト西端．舟戸川左岸の

河床から比高約80m，標高670mに開口する石灰洞．
39-3-06-1 龍河洞 香美郡土佐山田町逆川 高知 高知 土佐山田 国指定天然記念物・史跡（昭和9年12月28日）．三宝山の中腹にある鍾

乳洞．延長約4km．弥生時代の穴居民族の住居跡でもあり，史跡として
の価値も高い．龍河洞県立自然公園．

39-3-06-2 菖蒲洞 土佐郡土佐山村菖蒲 高知 高知 土佐山 県指定天然記念物（昭和24年8月16日）．古生代二畳紀白木谷層にでき
た鍾乳洞．東西２室に分かれ，東室は奥行き6.45m，西室は奥行き
6.8m．洞穴動物多数．

40-3-06-1 牝鹿鍾乳洞 北九州市 福岡 行橋 苅田 北九州国定公園
40-3-06-2 千仏鍾乳洞 北九州市小倉南区新道寺 福岡 行橋 苅田 北九州国定公園．国指定天然記念物（昭和10年12月24日）．
40-3-06-3 青竜窟 京都郡苅田町 福岡 行橋 苅田 北九州国定公園．国指定天然記念物（昭和37年1月26日）．
42-3-06-1 七釜 西彼杵郡西海町中浦北郷 長崎 佐世保南部 面高 国指定天然記念物「七釜鍾乳洞」（昭和11年12月16日）．古第三紀西

彼杵層群．
43-3-06-1 球泉洞 球磨郡球磨村 八代 佐敷 佐敷
44-3-06-1 風連洞窟 大野郡野津町 大分 犬飼 犬飼
44-3-06-2 小半 南海部郡本匠村小半 大分 佐伯 植松 国指定天然記念物（大正11年3月8日）．秩父古生層の石灰岩にでき

た．
44-3-06-3 狩生 佐伯市狩生 大分 臼杵 浅海井 国指定天然記念物（昭和9年12月28日）
45-3-06-1 七折 西臼杵郡日之影町 大分 三田井 三田井 国指定天然記念物「七折鍾乳洞」（昭和8年2月28日）．祖母傾国定公

園．
46-3-06-1 昇龍洞 大島郡知名町吉野平川 徳之島 沖永良部島 沖永良部島西部 県天然記念物（昭和42年3月31日）
33-3-07-1 満奇洞（マキド

ウ）
新見市豊永赤馬 高梁 呰部 井倉 豊永台にある．高梁川上流県立自然公園．

33-3-07-2 秘坂鐘乳穴（ヒ
メサカカナチア
ナ）

新見市豊永佐伏 高梁 呰部 井倉 豊永台の日め坂鍾乳穴神社裏の谷底にある．高梁川上流県立自然公園

35-3-07-1 百枚皿 美祢郡秋芳町秋吉 山口 山口 秋吉台 秋芳洞内にある．秋吉台国定公園．
03-3-08-1 天狗岩 北上市和賀町 新庄 川尻 夏油温泉 国指定特別天然記念物「夏油温泉の石灰華」（昭和32年6月19日）．

「天狗の湯」の石灰華は日本最大．栗駒国定公園．
17-3-08-1 岩間の噴泉塔群 石川郡尾口村 金沢 白川村 新岩間温泉 国指定特別天然記念物（昭和32年6月19日）．白山国立公園．泉温

97.5℃．
20-3-08-1 白骨温泉の噴湯

丘
南安曇郡安曇村 高山 乗鞍岳 梓湖 中部山岳国立公園．国指定特別天然記念物（昭和27年3月）．

20-3-08-2 高瀬川の噴湯丘 大町市 高山 槍ヶ岳 槍ヶ岳 中部山岳国立公園．国指定天然記念物（大正11年10月）．
円錐カルスト 47-3-09-1 山里の円錐カル

スト群
国頭郡本部町 与論島・那

覇
仲宗根・名護 仲宗根・名護

塔状カルスト 47-3-10-1 辺戸御嶽 国頭郡国頭村 与論島 奥 奥 周囲が急崖の塔状地形で，内側が大規模な凹地になっている地形．沖
縄海岸国定公園．

13-3-11-1 南島 小笠原村（南島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園．
47-3-11-1 伊土名 石垣市伊土名 石垣島 石垣島東北部 伊野田 円錐カルストの沈水カルスト
08-3-12-1 土岳 高萩市 白河 高萩 竪破山
10-3-12-1 荒船山 甘楽郡下仁田町・南牧村 長野 御代田 荒船山 頂上は平坦な玄武岩の溶岩台地．妙義荒船佐久高原国定公園．
15-3-12-1 毛無山（大平

峰）
中頸城郡妙高村 高田 飯山 飯山 安山岩のキャップロック

20-3-12-1 美ヶ原 松本市，小県郡武石村・和
田村

長野 和田 和田・山辺 八ヶ岳中信高原国定公園

33-3-12-1 大ヶ山(ダイガセ
ン）

苫田郡阿波村・加茂町 姫路 智頭 美作加茂 玄武岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．

35-3-12-1 祝島 熊毛郡上関町祝島 中津 光 祝島 古生代の変成岩を覆う第三紀の安山岩
39-3-12-1 正蓮寺高原 高知市，南国市，土佐郡土

佐山村
高知 高知 土佐山 北山県立自然公園

19-3-13-1 金桜神社東方の
メサ

甲府市 甲府 御岳昇仙峡 茅ヶ岳 秩父多摩国立公園

20-3-13-1 荒船山 佐久市 長野 御代田 荒船山 妙義荒船佐久高原国定公園
32-3-13-1 大峯山 隠岐郡西郷町 西郷 西郷 隠岐北方 アルカリ粗面玄武岩からなる
33-3-13-1 恩原（オンバ

ラ）高原
苫田郡上斎原村 姫路・高梁 智頭・奥津 加瀬木・上斎原 安山岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．

44-3-13-1 万年山 玖珠郡玖珠町 大分 森 豊後中村 いわゆる万年山溶岩で構成される．耶馬日田英彦山国定公園．
15-3-14-1 菱ヶ岳 東頸城郡安塚町 高田 高田東部 柳島 安山岩のキャップロック
20-3-14-1 兜岩山 佐久市 長野 御代田 信濃田口 妙義荒船佐久高原国定公園
37-3-14-1 飯野山（讃岐富

士）
丸亀市，坂出市，綾歌郡飯
山町

岡山及丸亀 丸亀 丸亀 開析溶岩台地．瀬戸内海国立公園．

05-3-15-1 七座丘陵 山本郡二ツ井町，北秋田郡
合川町・鷹巣町

弘前 鷹巣・米内沢・
能代・森岳

二ツ井・下岩川・米内沢・鷹
巣西部・藤琴

上部七座凝灰と船川層（黒色泥岩）の岩質の硬軟の差による示差的浸
食．きみまち阪藤里峡県立自然公園．

05-3-15-2 上小阿仁村小沢
田付近

北秋田郡上小阿仁村 弘前 米内沢 沖田面

06-3-15-1 出羽山地の最上
峡両岸山地

最上郡戸沢村 新庄 清川 羽根沢温泉・古口・清川・木
の沢

南北軸山稜の両側で地すべりと崩壊の非対称性．

08-3-15-1 男体山付近 久慈郡大子町・水府村 白河 大子 大中宿・袋田
10-3-15-1 三峰山 沼田市，利根郡月夜野町 日光 追貝 後閑
12-3-15-1 鹿野山九十九谷 君津市 横須賀 富津 鹿野山・鬼泪山 細かい谷の入った九十九谷と鹿野山が対照的．南房総国定公園．県立

高宕山自然公園．
15-3-15-1 魚沼丘陵笠置山

付近
十日町市，南魚沼郡大和
町・六日町

高田 十日町 五日町・十日町 魚沼層群

16-3-15-1 宝達丘陵 氷見市 七尾 石動 飯久保
20-3-15-1 鬼無里村日影の

ケスタ
上水内郡鬼無里村 富山 白馬岳 塩島 砂岩礫岩互層．ホグバックに近い地形．

23-3-15-1 天伯原台地の逆
ケスタ

豊橋市 豊橋・伊良
湖岬

豊橋・田原 二川・老津・田原 背面が緩く逆傾斜する階段状の地形

45-3-15-1 大島 南那珂郡南郷町 宮崎 飫肥 油津 宮崎層群（第三紀層）の砂岩・泥岩互層で構成される．日南海岸国定
公園．

07-3-16-1 摺上川中流部 福島市 福島 関 関・中茂庭 阿武隈川左岸支流．中茂庭付近で左岸にのみ広く段丘面を残す．摺上
川ダム建設工事中．

08-3-16-1 高倉付近の山田
川の谷

久慈郡水府村 白河 大子 大中宿 右岸が断層線崖（棚倉断層）

01-3-17-1 夕張岳 夕張市，空知郡南富良野町 夕張岳 石狩金山・石狩
鹿島

夕張岳・滝ノ沢岳 富良野芦別道立自然公園

01-3-17-2 芦別岳 空知郡南富良野町，夕張
市，芦別市，富良野市

夕張岳 山部 芦別岳 夕張山地発達に伴う褶曲活動で，山体が押し上げられた.

03-3-17-1 兜明神獄 下閉伊郡川井村 盛岡 早池峰山 松草・区界 区界高原自然環境保全地域
03-3-17-2 平庭岳 岩手郡葛巻町，九戸郡山形

村
八戸 陸中関 安家森 久慈平庭県立自然公園

03-3-17-3 早池峰山 稗貫郡大迫町，下閉伊郡川
井村，遠野市

盛岡 早池峰山 早池峰山 早池峰国定公園

05-3-17-1 森山 南秋田郡五城目町・八郎潟
町

秋田 五城目 五城目 石英安山岩

05-3-17-2 達子森 大館市，北秋田郡比内町 弘前 大館 扇田 石英安山岩

平頂峰（キャップロック）

メサ

ビュート

ケスタ

非対称谷

残丘

石灰華段丘

石灰華ドーム

沈水カルスト



05-3-17-3 筑紫森 河辺郡河辺町三内字柳台 秋田 太平山 太平山 国指定天然記念物「筑紫森岩脈」（昭和3年8月8日）．流紋岩．
06-3-17-1 山形市千歳山・

富神山・戸神山
山形市 仙台 山形 山形南部 山形盆地東西縁のランドマーク

06-3-17-2 甑山 最上郡真室川町 新庄 湯沢 松ノ木峠
06-3-17-3 男加無山・女加

無山
最上郡真室川町 新庄 湯沢・羽前金山 松ノ木峠・及位

07-3-17-1 移ヶ岳 田村郡船引町 福島 常葉 常葉・船引 阿武隈隆起準平原上
07-3-17-2 蓬田岳 郡山市，須賀川市，石川郡

平田村
白河 小野新町 田母神 阿武隈隆起準平原上

07-3-17-3 三株山 白川郡古殿町 白河 竹貫 磐城新宿 阿武隈隆起準平原上
08-3-17-1 土岳 高萩市 白河 高萩 竪破山 花園花貫県立自然公園
08-3-17-2 竪破山 高萩市，多賀郡十王町 白河 高萩 竪破山
08-3-17-3 和尚山 北茨城市 白河 川部 磐城片貝
20-3-17-1 虫倉山山塊 長野市，上水内郡中条村・

鬼無里村・戸隠村
長野 長野 信濃中条 鮮新統火砕岩類の硬岩残丘

23-3-17-1 茶臼山 北設楽郡豊根村 豊橋 根羽 茶臼山 長野．天竜奥三河国定公園．7－1－1の残丘．
23-3-17-2 古町高山 北設楽郡設楽町・津具町 豊橋 田口 田口 7-1-1の残丘
32-3-17-1 三階山（サンガ

イザン）
浜田市三階町 浜田 浜田 浜田 都野津面上にある

32-3-17-2 室神山（ムロガ
ミヤマ）

江津市浅利町 浜田 温泉津 浅利 都野津面上にある．別名 浅利富士．

33-3-17-1 荒戸山（アラト
ヤマ）

川上郡川上町高山 高梁 油木 地頭 玄武岩からなる．高梁川上流県立自然公園．653.7m．

33-3-17-2 荒戸山（アラト
ヤマ）

阿哲郡哲多町田淵 高梁 新見 新見・備中矢田 玄武岩からなる．通称阿哲富士．761.9m．新生代第三紀の噴出とされ
る火山．

34-3-17-1 権現山 神石郡油木町 高梁 油木 油木 チャートからなる
34-3-17-2 米見山（ヨナミ

ヤマ）
神石郡豊松村 高梁 油木 油木 玄武岩からなる

34-3-17-3 黒川明神山 世羅郡世羅西町 広島 乃美 備後小国 玄武岩からなる
34-3-17-4 明神山 三次市上田町 浜田 三次 吉舎 玄武岩からなる
02-3-18-1 階上岳 三戸郡階上町 八戸 階上岳 種市・階上岳 八戸市南方の階上町から岩手県九戸郡種市町にかけて存在
03-3-18-1 兜明神獄山頂部 下閉伊郡川井村 盛岡 早池峰山 区界 区界高原自然環境保全地域
04-3-18-1 岩岳とその東側

一帯
伊具郡丸森町 福島 角田 丸森

19-3-18-1 覚円峯 甲府市 甲府 御岳昇仙峡 甲府北部 秩父多摩国立公園．国指定名勝．
01-3-19-1 キリギシ山 芦別市 夕張岳 幾春別岳 崕山 白亜紀石灰岩．富良野・芦別道立自然公園．
02-3-19-1 階上岳（山頂一

帯）
三戸郡階上町 八戸 階上岳 階上岳 風化物が強風によりはぎ取られ花崗岩質の岩体が露出している

07-3-19-1 鎌倉岳山頂 田村郡常葉町 福島 常葉 常葉 花崗岩山地の中
08-3-19-1 折橋の八丈石 久慈郡里美村折橋1757-85 白河 高萩 竪破山 村指定天然記念物（平成6年12月19日）
10-3-19-1 妙義山 碓氷郡松井田町，甘楽郡妙

義町
長野 富岡・御代田 松井田・南軽井沢 国指定名勝（大正12年）．上毛三山．妙義荒船佐久高原国定公園．

10-3-19-2 叶後の牢口 多野郡中里村 長野 万場 両神山 石灰岩
11-3-19-1 白石山 秩父郡小鹿野町 長野 万場 長又
11-3-19-2 妙法ヶ岳 秩父郡大滝村 甲府 三峰 三峰・雲取山 秩父多摩国立公園
11-3-19-3 両神山 秩父郡両神村・大滝村 長野 万場 両神山 岩壁．チャート．秩父多摩国立公園．
12-3-19-1 千騎ヶ岩 銚子市 千葉 銚子 銚子 県指定天然記念物．水郷筑波国定公園．
12-3-19-2 三石山の三石 君津市 大多喜 大多喜 坂畑
12-3-19-3 伊予ヶ岳 安房郡富山町 横須賀 那古 金束
13-3-19-1 稲村岩 西多摩郡奥多摩町 東京 秩父 武蔵日原 秩父多摩国立公園
13-3-19-2 神戸（かのと）

岩
西多摩郡檜原村神戸 東京 五日市 奥多摩湖 チャート．都指定天然記念物（昭和35年2月13日）．秩父多摩国立公

園．
15-3-19-1 明星山 糸魚川市 富山 小滝 小滝 石灰岩
15-3-19-2 八海山 南魚沼郡大和町・六日町 日光 八海山 八海山 越後三山只見国定公園．第三紀礫岩．
16-3-19-1 東鐘釣山，西鐘

釣山
下新川郡宇奈月町 富山 黒部 欅平 中部山岳国立公園．花崗岩．

18-3-19-1 冠山山頂 今立郡池田町 岐阜 冠山 冠山
19-3-19-1 瑞牆山 北巨摩郡須玉町 甲府 金峰山 瑞牆山 秩父多摩国立公園．花崗岩．
19-3-19-2 羅漢寺山 中巨摩郡敷島町 甲府 御岳昇仙峡 甲府北部 秩父多摩国立公園．花崗岩．
19-3-19-3 岩殿山 大月市賑岡町 甲府 都留 大月 礫岩がつくる丸味を帯びた岩峰．岩殿山歴史景観保全地区．
20-3-19-1 屋根岩 南佐久郡川上村 甲府 金峰山 金峰山 秩父多摩国立公園．花崗岩岩峰群．
21-3-19-1 錫杖岳 吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 中部山岳国立公園
22-3-19-1 塩見岳天狗岩他 静岡市 甲府 大河原 塩見岳 長野．南アルプス国立公園．
23-3-19-1 鳳来寺山 南設楽郡鳳来町 豊橋 三河大野 三河大野 国指定天然記念物(昭和6年7月31日)．天竜奥三河国定公園．松脂岩．
23-3-19-2 岩古谷山 北設楽郡設楽町・東栄町 豊橋 田口 田口・海老 天竜奥三河国定公園．石英安山岩．
25-3-19-1 太郎坊山 八日市市 名古屋 近江八幡 八日市
28-3-19-1 雪彦（セッピ

コ）山
飾磨郡夢前町，宍粟郡安富
町

姫路 山崎 寺前 英彦山・弥彦山とともに日本三彦山をなす．修験道の山．流紋岩の比
高100-300mの岩壁群．雪彦峰山県立自然公園．

29-3-19-1 高見山周辺 吉野郡東吉野村 伊勢 高見山 高見山 流紋岩からなる．室生赤目青山国定公園．
33-3-19-1 王子ヶ岳の巨石

群
玉野市,倉敷市 岡山及丸亀 玉野 宇野 花崗岩からなる．瀬戸内海国立公園．

35-3-19-1 羅漢山奇岩群 玖珂郡美和町 広島 津田 宇佐郷 羅漢山県立自然公園
38-3-19-1 古岩屋 上浮穴郡久万町 松山 久万 久万 始新統久万層群の礫岩層が浸食されてできた岩峰群．国指定名勝（昭

和19年11月7日）．四国カルスト県立自然公園．えひめ自然百選．
38-3-19-2 御三戸嶽 上浮穴郡美川村 松山 久万 久万 県指定名勝（昭和46年）．えひめ自然百選．
40-3-19-1 犬ヶ岳・求菩提

山・鷹巣山
豊前市，築上郡築城町，京
都郡犀川町

中津・福岡 中津・田川・吉
井

下河内・伊良原・英彦山 耶馬渓・日田英彦山国定公園

41-3-19-1 黒髪山 杵島郡山内町 長崎 伊万里 有田 有田流紋岩（鮮新世末）
42-3-19-1 虚空蔵山 東彼杵郡川棚町 長崎 早岐 嬉野 川棚町のマッターホルンの別称あり．輝石安山岩．
01-3-20-1 積丹半島の海岸 積丹郡積丹町，古平郡古平

町，古宇郡神恵内村，余市
郡余市町

岩内 小樽西部・積丹
岬・古平・余
別・神恵内

余市・古平・豊浜・積丹岬・
美国・余別・ポンネアンチシ
山・神威岬・珊内・神恵内

ニセコ積丹小樽海岸国定公園

01-3-20-2 層雲峡 上川郡上川町 旭川・北見 上支湧別・大雪
山

大函・ニセイカウシュツペ
山・層雲峡

石狩川が溶結凝灰岩を削った．大雪山国立公園．

01-3-20-3 天人峡 上川郡東川町・美瑛町 旭川 旭岳 旭岳 大雪山国立公園
02-3-20-1 馬門岩 上北郡十和田湖町 弘前 八甲田山 陸奥焼山 奥入瀬渓谷．十和田八幡平国立公園．
02-3-20-2 天狗岩 上北郡十和田湖町 弘前 八甲田山 陸奥焼山 奥入瀬渓谷．十和田八幡平国立公園．
02-3-20-3 イタコマイマイ

岩
八戸市 八戸 八戸東部 八戸東部

03-3-20-1 崎山のローソク
岩

宮古市 盛岡 宮古 宮古

03-3-20-2 五葉山 大船渡市，気仙郡住田町 一関 遠野 五葉山 五葉山県立自然公園．トア．
04-3-20-1 磐司岩 仙台市太白区 仙台 川崎 作並 二口峡谷．蔵王国定公園．
05-3-20-1 露熊山峡 北秋田郡阿仁町 秋田 阿仁合 阿仁合 姫ガ岳集塊岩の浸食地形
05-3-20-2 きみまち坂公園 山本郡二ツ井町 弘前 鷹巣 鷹巣西部 七座凝灰岩の浸食地形
05-3-20-3 ろうそく岩 男鹿市 男鹿 船川 船川 男鹿国定公園
06-3-20-1 山寺凝灰岩の雲

状風化
山形市山寺 仙台 山形 山寺 風による浸食ではなく，雨水と塩類による風化現象．蔵王国定公園．

07-3-20-1 鎌倉岳山頂 田村郡常葉町 福島 常葉 常葉
08-3-20-1 八幡太郎太刀割

石
高萩市，多賀郡十王町 白河 高萩 竪破山 竪破山の山頂にある

08-3-20-2 筑波山の奇岩群 つくば市 水戸 真壁 筑波 北斗岩・屏風岩・ガマ岩など
08-3-20-3 佐白山の奇岩群 笠間市 水戸 水戸 笠間
09-3-20-1 庚申山 上都賀郡足尾町 日光 男体山 皇海山
09-3-20-2 名草の巨石群 足利市名草上町 宇都宮 桐生及足利 番場 粗粒花崗岩．国指定天然記念物（昭和14年9月7日）．足利県立自然公

園．
10-3-20-1 妙義山 碓氷郡松井田町，甘楽郡妙

義町
長野 富岡・御代田 松井田・南軽井沢 上毛三山．妙義荒船佐久高原国定公園．国指定名勝（大正12年）．

10-3-20-2 岩神の飛石 前橋市昭和町3-29-11 宇都宮 前橋 前橋 浅間山の火山泥流によって運ばれた岩塊群．国指定天然記念物（昭和3
年12月14日）．

15-3-20-1 妙高火山中央火
口丘

中頸城郡妙高村 高田 妙高山 妙高山 上信越高原国立公園．日本岩・権現岩などブロック状溶岩．

17-3-20-1 百万貫岩 石川郡白峰村 金沢 越前勝山 加賀市ノ瀬 白山国立公園．手取川河床の巨大砂岩礫．
19-3-20-1 登竜岩 中巨摩郡敷島町，甲府市 甲府 御岳昇仙峡 甲府北部 秩父多摩国立公園．国指定特別名勝（昭和28年3月31日）．輝石安山岩

の岩脈．
19-3-20-2 地蔵岳オベリス

ク
韮崎市，北巨摩郡武川村 甲府 韮崎 鳳凰山

19-3-20-3 金峰山五丈岩 甲府市 甲府 金峰山 金峰山 金峰山信仰の御神体．秩父多摩国立公園．
20-3-20-1 四阿山の的岩 小県郡真田町 長野 須坂 四阿山 上信越高原国立公園．国指定天然記念物（昭和15年2月10日）．尾根上

に突出する輝石安山岩の岩脈．
20-3-20-2 横川の蛇岩 上伊那郡辰野町 飯田 伊那 宮木 国指定天然記念物（昭和15年7月）．横川河床に露出した閃緑岩岩脈．
20-3-20-3 金峰山五丈岩 南佐久郡川上村 甲府 金峰山 金峰山 秩父多摩国立公園
21-3-20-1 鬼岩 瑞浪市，可児郡御嵩町 飯田 美濃加茂 土岐 粗粒黒雲母花崗岩．国指定名勝・天然記念物（昭和9年1月22日）．飛

騨木曽川国定公園．鬼岩公園．
21-3-20-2 可児川下流旧ラ

イン公園付近
可児市 飯田 美濃加茂 美濃加茂 凝灰角礫岩の塔状地形

22-3-20-1 光岩 榛原郡元川根町 甲府 赤石岳 光岳 長野．南アルプス国立公園．石灰岩．
22-3-20-2 竹内門 静岡市 甲府 赤石岳 上河内岳 長野．南アルプス国立公園．著しい褶曲構造が見られる．
23-3-20-1 馬背岩 南設楽郡鳳来町 豊橋 三河大野 三河大野 国指定天然記念物(昭和9年5月1日)．天竜奥三河国定公園．安山岩岩脈

の突出．
23-3-20-2 三河硅石鉱山の

礫岩脈
額田郡額田町 豊橋 御油 三河宮崎

24-3-20-1 御在所岳藤内壁 三重郡菰野町 名古屋 御在所山 御在所山 花崗岩の大規模なトア群．鈴鹿国定公園．
24-3-20-2 大丹倉 熊野市 木本 木本 木本
24-3-20-3 高見山周辺の流

紋岩質トア
飯南郡飯高町 伊勢 高見山 高見山 小規模なトア群．室生赤目青山国定公園．

25-3-20-1 信楽高原田上山
地

大津市 名古屋・京
都及大阪

京都東南部・水
口

三雲・信楽・瀬田・朝宮 バッドランド地形にともなうトア群

26-3-20-1 立岩 綾部市 京都及大阪 綾部 綾部 由良川の岸にある高さ約20ｍ・周囲約40mの巨岩
26-3-20-2 書物岩 京都市 京都及大阪 京都西北部 京都西北部 保津峡にある

花崗岩ドーム

岩峰・岩峰群

奇岩怪石・巨石群



26-3-20-3 百丈石 相楽郡和束町大字湯船 京都及大阪 奈良 笠置山 別名「八帖岩」．花崗岩のトア．
27-3-20-1 生駒山の花崗岩

トア
東大阪市 京都及大阪 大阪東北部 生駒山 花崗岩山地の風化によるコアストーンが残って形成された．金剛生駒

国定公園．生駒山は国指定名勝．
29-3-20-1 蒸篭くら 吉野郡上北山村 伊勢 大台ヶ原山 大台ヶ原山 県指定天然記念物．第三紀中新世の流紋岩・玄武岩・凝灰岩が差別浸

食を受けている．吉野熊野国立公園．
30-3-20-1 虫喰い岩 東牟婁郡古座川町池野山 田辺 那智勝浦 古座 熊野酸性岩（凝灰岩）の風化による．国指定天然記念物「高池の虫喰

岩」（昭和10年12月24日）．
30-3-20-2 蟇（ひき）岩 田辺市稲成 田辺 田辺 秋津川 小規模 Hogback地形（田辺層群の砂岩層と礫岩層からなる）．県指定

天然記念物．
30-3-20-3 橋杭岩 西牟婁郡串本町 田辺 串本 串本 国指定天然記念物．石英斑岩の岩脈からなる．吉野熊野国立公園．
31-3-20-1 金花山の奇岩群 西伯郡西伯町 高梁 根雨 江尾 集塊岩よりなる
31-3-20-2 鶏岩 岩美郡福部村 鳥取 浜坂 浦富
32-3-20-1 トカゲ岩 隠岐郡布施村布施 西郷 西郷 布施 粗面安山岩からなる30ｍの巨岩．大山隠岐国立公園．県指定天然記念

物（昭和42年5月30日）．
32-3-20-2 唐音の蛇岩（カ

ラオトノジャガ
ン）

益田市西平原 見島 益田 三隅 安山岩の岩脈．国指定天然記念物（昭和11年12月26日）．

33-3-20-1 象岩 倉敷市六口島 岡山及丸亀 玉野 下津井 六口島の西岸にある．国指定天然記念物（昭和7年7月23日）．瀬戸内
海国立公園．花崗岩が風と波で浸食されてできた．

33-3-20-2 蓮華岩 赤磐郡熊山町石蓮華寺 姫路 和気 万富
33-3-20-3 ゆるぎ岩 赤磐郡赤坂町惣分 姫路 周匝 周匝 岩神神社の御神体
34-3-20-1 八丈岩 深安郡神辺町 岡山及丸亀 井原 神辺 花崗岩からなる
34-3-20-2 天狗岩 安芸郡坂町 広島 呉 吉浦 花崗岩からなる
34-3-20-3 烏帽子岩 呉市 広島 呉 吉浦 花崗岩からなる
35-3-20-1 二見夫婦岩 豊浦郡豊北町二見 小串 小串 小串 立石崎の海上にある大小二つの岩
35-3-20-2 立岩 大島郡橘町鹿家 松山 久賀 安下庄
42-3-20-1 黒土山 下県郡厳原町・美津島町 厳原 厳原 厳原
45-3-20-1 鵜戸 日南市 宮崎 飫肥 鵜戸 宮崎層群（第三紀層）の砂岩・泥岩互層で構成される．日南海岸国定

公園．
04-3-21-1 夫婦岩 伊具郡丸森町 福島 桑折 船生
04-3-21-2 北石橋 仙台市 仙台 川崎 作並 二口峡谷．蔵王国定公園．
05-3-21-1 大棧橋 男鹿市 男鹿 戸賀 船川 海食．男鹿国定公園．
10-3-21-1 妙義山 碓氷郡松井田町，甘楽郡妙

義町
長野 富岡・御代田 松井田・南軽井沢 上毛三山．妙義荒船佐久高原国定公園．

10-3-21-2 東福寺川渓谷・
石門

多野郡中里村 長野 万場 神ヶ原

14-3-21-1 赤羽根崎の岩門 三浦市三崎町城ヶ島 横須賀 三崎 三浦三崎
16-3-21-1 天柱石 東礪波郡平村 金沢 下梨 下梨 五箇山県立自然公園
17-3-21-1 窓岩 輪島市 輪島 宝立山 曽々木 能登半島国定公園．波食．
18-3-21-1 呼鳥門 丹生郡越前町 宮津 梅浦 梅浦 越前加賀海岸国定公園．越前岬付近．礫岩層．
19-3-21-1 鋸岳の鹿窓 北巨摩郡白州町 甲府 市野瀬 甲斐駒ヶ岳 南アルプス国立公園
20-3-21-1 鋸岳の熊穴 上伊那郡長屋村 甲府 市野瀬 甲斐駒ヶ岳 南アルプス国立公園
23-3-21-1 日出の石門 渥美郡渥美町 伊良湖岬 伊良湖岬 伊良湖岬 三河湾国定公園．伊良湖岬東．波食天然橋．
23-3-21-2 乳岩の石門 南設楽郡鳳来町 豊橋 田口 三河本郷 天竜奥三河国定公園．乳岩および乳岩沢は国指定天然記念物(昭和9年1

月22日)．
32-3-21-1 通天橋（ツウテ

ンキョウ）
隠岐郡西ノ島町 西郷 浦郷 浦郷 国賀海岸（国指定天然記念物）にある．大山隠岐国立公園．

33-3-21-1 羅生門 新見市草間 高梁 呰部 井倉 阿哲台のカルスト橋．国指定天然記念物（昭和5年8月25日）．高梁川
上流県立自然公園．

34-3-21-1 雄橋（オンバ
シ）

比婆郡東城町 高梁 庄原 帝釈峡 カルスト橋．長さ90ｍ，高さ40ｍ，幅18ｍ，厚さ24ｍ．国指定天然記
念物（昭和62年5月12日）．比婆道後帝釈国定公園．

35-3-21-1 大門・小門 長門市青海島 山口 仙崎 青海島北部 北長門海岸国定公園
35-3-21-2 鳥見門 長門市青海島 山口 仙崎 青海島北部 北長門海岸国定公園
42-3-21-1 鬼の足跡 壱岐郡郷ノ浦町 唐津 勝本 湯本 壱岐対馬国定公園
43-3-21-1 五反田 八代郡東陽村 八代 八代 鏡 弱く溶結した阿蘇火砕流堆積物に生じた天然橋
46-3-21-1 川辺 川辺郡川辺町上山田柿房虚

空蔵獄
鹿児島 加世田 加世田 県指定天然記念物「天然橋」（昭和29年5月24日）

01-3-22-1 層雲峡 上川郡上川町 旭川・北見 上支湧別・大雪
山

大函・ニセイカウシュツペ
山・層雲峡

石狩川が溶結凝灰岩を削った．大雪山国立公園．

02-3-22-1 森山海岸 西津軽郡岩崎村 深浦 深浦 十二湖 津軽国定公園
02-3-22-2 高野崎 東津軽郡今別町 青森 龍飛崎 袰月 津軽国定公園
02-3-22-3 願掛岩 下北郡佐井村 函館 佐井 長後 下北半島国定公園
03-3-22-1 葛根田の大岩屋

（玄武洞）
岩手郡雫石町 秋田 雫石 篠崎 国指定天然記念物（昭和18年2月19日）．玄武洞とも呼ばれる．

04-3-22-1 材木岩 白石市 福島 桑折 白石南部 国指定天然記念物「小原の材木岩」（昭和9年5月1日）
05-3-22-1 大須郷付近 由利郡象潟町 酒田 吹浦 小砂川 鳥海火山・小砂川溶岩．鳥海国定公園．
05-3-22-2 筑紫森流紋岩 河辺郡河辺町三内字柳台 秋田 太平山 太平山 国指定天然記念物「筑紫森岩脈」（昭和3年8月8日）
05-3-22-3 椿台素波里安山

岩
山本郡八森町 弘前 中浜 中浜 八森岩館県立自然公園

07-3-22-1 立石 郡山市湖南町中浜 福島 猪苗代湖 原・岩代福良 猪苗代湖岸
09-3-22-1 龍王峡 塩谷郡藤原村 日光 川治 川治 日光国立公園．
09-3-22-2 材木岩（箒川渓

谷）
那須郡塩原町 日光 塩原 塩原 町指定の天然記念物．安山岩質の柱状節理．日光国立公園．

10-3-22-1 赤城西麓　棚下 勢多郡赤城村 宇都宮 沼田 鯉沢
15-3-22-1 柿崎町黒岩 中頸城郡柿崎町 高田 柿崎 柿崎 角閃石安山岩
15-3-22-2 清津峡 中魚沼郡中里村 高田 越後湯沢 越後湯沢 国指定名勝及び天然記念物（昭和16年4月23日）．上信越高原国立公

園．閃緑ひん岩．
16-3-22-1 室堂玉殿岩屋 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．溶岩洞窟．
16-3-22-2 材木坂 中新川郡立山町 高山 五百石 大岩，小見 中部山岳国立公園．安山岩．
17-3-22-1 玄徳岬の柱状節

理
羽咋郡富来町 七尾 剱地 剱地 能登半島国定公園．安山岩．

18-3-22-1 東尋坊 坂井郡三国町 金沢 三国 三国 国指定名勝・天然記念物（昭和10年6月7日）．越前加賀海岸国定公
園．雄島など東尋坊一帯．

18-3-22-2 門ヶ崎 敦賀市 宮津 竹波 竹波 若狭湾国定公園．花崗岩の柱状節理．
19-3-22-1 千枚淵の板状節

理
北巨摩郡大泉村 甲府 八ヶ岳 谷戸 川俣川渓谷（竜泉峡）．輝石安山岩．

19-3-22-2 中山新田の柱状
節理

西八代郡三珠町 甲府 甲府 市川大門 玄武岩

20-3-22-1 幕岩 下高井郡山ノ内町 高田 中野 中野東部 上信越高原国立公園．志賀高原角間川谷壁．
20-3-22-2 狢郷路山 長野市 高田 戸隠 若槻 火山岩頸．輝石安山岩．
20-3-22-3 諏訪の鉄平石 諏訪市 長野 諏訪 南大塩 霧ヶ峰火山基底の安山岩
21-3-22-1 西洞の柱状節理 郡上郡高鷲村 岐阜 白鳥 大鷲 奥長良川県立自然公園
21-3-22-2 巖立 益田郡小坂町 飯田 御嶽山 湯屋 県指定天然記念物（昭和32年12月19日）．御岳火山古期溶岩．
22-3-22-1 河津七滝 加茂郡河津町 静岡 下田 湯ヶ野 富士箱根伊豆国立公園．玄武岩柱状節理．
22-3-22-2 爪木崎 下田市 御前崎 神子元島 神子元島 県指定天然記念物（昭和57年11月26日）．富士箱根伊豆国立公園．安

山岩柱状節理．
23-3-22-1 市場の柱状節理 北設楽郡東栄町 豊橋 田口 三河本郷 振草川岸
23-3-22-2 碁盤石 北設楽郡津具村 豊橋 根羽・田口 根羽・田口 天竜奥三河国定公園
24-3-22-1 天狗柱岩 名張市 伊勢 名張 倶留尊山・大和大野 室生赤目青山国定公園
24-3-22-2 楯ヶ崎 熊野市甫母町字阿古崎610－

1
木本 木本 賀田 県指定名勝および天然記念物（昭和2.8.20）．吉野熊野国立公園．

25-3-22-1 耳岩・重ね岩 栗太郡栗東町 名古屋 水口 三雲
26-3-22-1 小倉玄武岩 天田郡夜久野町 姫路 但馬竹田 矢名瀬 宝山の噴出で形成された玄武岩の柱状節理．兵庫県との県境にある夜

久野ヶ原の一部
26-3-22-2 経ヶ岬 竹野郡丹後町袖志 宮津 網野 丹後中浜 若狭湾国定公園
26-3-22-3 立岩 竹野郡丹後町 宮津 網野 網野 若狭湾国定公園
28-3-22-1 玄武洞 豊岡市赤石竹栗 鳥取 城崎 城崎 国指定天然記念物（昭和6年2月20日）．玄武岩が急速に冷却してでき

た５－８角の柱状節理が生じている．玄武岩の名はこの洞窟に由来す
る．

28-3-22-2 俵石 美方郡村岡町 鳥取 香住 味取 玄武岩の柱状節理
29-3-22-1 屏風岩 宇陀郡曽爾村 伊勢 名張 大和大野 国指定天然記念物「屏風岩・兜岩および鎧岩」（昭和9年12月28日）．

室生赤目青山国定公園．倶留尊山から噴出した安山岩を青蓮寺川が浸
食．

29-3-22-2 兜岩 宇陀郡曽爾村 伊勢 名張 倶留尊山・大和大野 国指定天然記念物「屏風岩・兜岩および鎧岩」（昭和9年12月28日）．
室生赤目青山国定公園．倶留尊山から噴出した安山岩を青蓮寺川が浸
食．

29-3-22-3 鎧岩 宇陀郡曽爾村 伊勢 名張 倶留尊山 国指定天然記念物「屏風岩・兜岩および鎧岩」（昭和9年12月28日）．
室生赤目青山国定公園．倶留尊山から噴出した安山岩を青蓮寺川が浸
食．

30-3-22-1 口高田の柱状節
理

新宮市 田辺 新宮 新宮 熊野酸性火成岩からなる

31-3-22-1 御熊（ミクマ）
神社の柱状節理

鳥取市御熊 鳥取 鳥取南部 鹿野 玄武岩の柱状節理．市指定天然記念物（昭和49年4月4日）．

31-3-22-2 屏風岩の柱状節
理

八頭郡若桜町 鳥取 若桜 若桜

32-3-22-1 ヨロイ岩 隠岐郡西郷町 西郷 西郷 西村 粗面安山岩からなる．大山隠岐国立公園．
32-3-22-2 鷲ケ峰の柱状節

理
隠岐郡布施村 西郷 西郷 布施 アルカリ石英流紋岩からなる．大山隠岐国立公園．県指定天然記念物

（昭和42年5月30日）．
32-3-22-3 湯戸海岸の柱状

節理
邇摩郡温泉津町 浜田 温泉津 浅利 凝灰岩からなる

33-3-22-1 荒戸山（アラト
ヤマ）

阿哲郡哲多町田淵 高梁 新見 新見・備中矢田 玄武岩からなる．通称阿哲富士．

33-3-22-2 女山（オンナヤ
マ）

苫田郡鏡野町土居 高梁 津山西部 香々美 玄武岩からなる

34-3-22-1 いかり山 世羅郡世羅町 岡山及丸亀 府中 甲山 玄武岩の柱状節理
35-3-22-1 俵島の柱状節理 大津郡油谷町油谷島 小串 阿川 阿川 玄武岩の柱状節理．国指定名勝及び天然記念物（昭和2年6月14日）．

西長門海岸県立自然公園．
35-3-22-2 石柱渓（セキ

チュウケイ）の
柱状節理

豊浦郡豊田町今出 山口 西市 於福 石英斑岩の柱状節理．長さ2km，国指定天然記念物．豊田県立自然公
園．

天然橋・岩門・石門

柱状節理・板状節理



37-3-22-1 女木島 高松市 徳島 高松 高松北部 瀬戸内海国立公園
40-3-22-1 茶屋大門 糸島郡志摩町 福岡 前原 茶屋 玄海国定公園．国指定天然記念物「芥屋の大門（ｹﾔﾉｵｵﾄ）」（昭和41

年3月3日）．
41-3-22-1 多良岳 藤津郡太良町 熊本 諫早 多良岳 多良岳安山岩類
41-3-22-2 七ツ釜 唐津市湊大字屋形石 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園．東松浦玄武岩．国指定天然記念物「屋形石の七ツ釜」

（大正15年4月1日）．浸食．
41-3-22-3 加部島 東松浦郡呼子町 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園,東松浦玄武岩.
42-3-22-1 塩俵断崖 北松浦郡生月町壱部免1560

番地外6筆
唐津 生月 生月 松浦玄武岩．県指定天然記念物（平成1年9月29日）．

42-3-22-2 男女群島 福江市 富江 男島及女島 男島及女島 石英安山岩
43-3-22-1 鹿目の滝 人吉市 八代 佐敷 一勝地 造瀑層をなす安山岩溶岩に発達した柱状節理
45-3-22-1 高千穂峡 西臼杵郡高千穂町 大分 三田井 三田井 阿蘇火砕流堆積物の溶結部に発達．国指定名勝天然記念物「五箇瀬川

峡谷（高千穂峡谷）」（昭和9年11月10日）．祖母傾国定公園．
47-3-22-1 畳石 島尻郡仲里村字奥武島の東

海岸
久米島 久米島 久米島東部 県指定天然記念物「仲里村奥武島の畳石」（昭和49年4月11日）．久米

島県立自然公園．
13-3-23-1 吹割山付近（父

島）
小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 凝灰角礫岩のやせ尾根．小笠原国立公園．

13-3-23-2 昭島の牛群地形 昭島市 東京 青梅 拝島 八高線鉄橋下
20-3-23-1 鴻ノ巣バッドラ

ンド
小県郡丸子町 長野 上田 上田 中新統礫岩層

20-3-23-2 大穴山バッドラ
ンド

北安曇郡池田町 高山 信濃池田 明科 鮮新統礫岩層

20-3-23-3 焼岳東山腹 南安曇郡安曇村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園．放射谷による開析．
22-3-23-1 久能山周辺 静岡市・清水市 静岡 静岡 静岡東部 日本平県立自然公園．更新統久能山礫層．
25-3-23-1 信楽高原（田上

山地）
大津市 名古屋・京

都及大阪
京都東南部・水
口

三雲・信楽・瀬田・朝宮 現在は砂防工事が進んでいる．花崗岩から成る．主峰は太神山．

28-3-23-1 蓬莱峡 西宮市塩瀬町 京都及大阪 大阪西北部 宝塚 花崗岩の風化による．瀬戸内海国立公園．武庫川支流大多田川上流．
28-3-23-2 白水峡 西宮市 京都及大阪 大阪西北部 宝塚 花崗岩の風化による．瀬戸内海国立公園．
28-3-23-3 ロックガーデン 神戸市 京都及大阪 大阪西北部 西宮 花崗岩の風化による．瀬戸内海国立公園．
29-3-23-1 屯鶴峯（ドンヅ

ルボウ）
香芝市 和歌山 大阪東南部 大和高田 県指定天然記念物（昭和26年11月11日）．金剛生駒国定公園．白い凝

灰岩が露出．二上山の噴火による火山灰・火山砂が堆積して形成され
た．

33-3-23-1 高旗山の南麓 玉野市田井 岡山及丸亀 岡山南部 八浜
34-3-23-1 槌山周辺 東広島市 広島 海田市 清水原 風化花崗岩からなる
37-3-23-1 寒霞溪 小豆郡内海町・土庄町 徳島 寒霞溪 寒霞溪 瀬戸内海国立公園．集塊岩が風雨の浸食作用によってできた．
01-3-24-1 狩場山地 島牧郡島牧村 久遠 狩場山 狩場山・須築
01-3-24-2 知床遠音別岳 目梨郡羅臼町 標津 八木浜 遠音別岳 一部が知床国立公園
01-3-24-3 空沼岳 札幌市・恵庭市 札幌 石山 空沼岳
02-3-24-1 塩越地すべり 東津軽郡蟹田町 青森 蟹田 蟹田 塩越地区および石浜地区
02-3-24-2 下前地すべり 北津軽郡小泊村 青森 小泊 小泊 下前地区．津軽国定公園
02-3-24-3 村市地すべり 中津軽郡西目屋村 弘前 弘前 陸奥田代 村市地区
03-3-24-1 焼石岳東面 胆沢郡胆沢町，和賀郡湯田

町
新庄 川尻・焼石岳 夏湯温泉・三界山・石淵ダ

ム・焼石岳
一部が栗駒国定公園．焼石岳東南斜面・駒ヶ岳北東斜面に多数の凹
地・池．

03-3-24-2 駒ヶ岳北面 胆沢郡金ヶ崎町・和賀町 新庄 川尻 夏湯温泉
03-3-24-3 八幡平地すべり 岩手郡松尾村 秋田 八幡平 茶臼岳・松川温泉・八幡平
04-3-24-1 すげ沼・白沼 加美郡小野田町 仙台 薬莱山 薬莱山 各２～十数個の大地すべり地群
04-3-24-2 桑沼・升沢一帯 黒川郡大和町 仙台 関山峠 升沢 いずれも多数の沼を含む
04-3-24-3 菖蒲沼 仙台市青葉区 仙台 関山峠 定義 農地・村地・小集落・混在．
05-3-24-1 谷地地すべり 雄勝郡東成瀬村椿川 新庄 稲庭 椿台・小安温泉
05-3-24-2 根森田地すべり 北秋田郡森吉町 弘前 米内沢 阿仁前田
06-3-24-1 大江町小清地す

べり
西村山郡大江町小清 仙台 左沢 貫見 1984年．17ha．第三紀層地すべり．

06-3-24-2 大蔵村赤松地す
べり

最上郡大蔵村赤松 新庄 清川 古口 1974年人身事故．第三紀層地すべり．

06-3-24-3 大蔵村藤田沢 最上郡大蔵村藤田沢 新庄 清川 古口 1980年活動．第三紀層地すべり．
07-3-24-1 滝坂 耶麻郡西会津町 新潟 野沢 野沢
07-3-24-2 大利 いわき市大利 白河 平 水石山・常磐湯本 二ツ箭断層崖下部
08-3-24-1 東山地すべり 新治郡八郷町 水戸 真壁 加波山 はんれい岩地の地すべり
10-3-24-1 下久保地すべり 多野郡鬼石町 宇都宮 寄居 鬼石
11-3-24-1 栃本 秩父郡大滝村 甲府 三峰 中津峡 秩父多摩国立公園
11-3-24-2 風影 飯能市 東京 秩父 正丸峠
11-3-24-3 芦ヶ久保 秩父郡横瀬町 東京 秩父 正丸峠
12-3-24-1 嶺岡丘陵 鴨川市 大多喜 鴨川 鴨川 蛇紋岩地
12-3-24-2 平群付近 安房郡富山町 横須賀 那古 金束
14-3-24-1 大涌谷 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 火山性．富士箱根伊豆国立公園
15-3-24-1 松之山地すべり

地
東頸城郡松之山町 高田 松之山温泉 松代・松之山温泉 新第三紀層

15-3-24-2 平丸 新井市 高田 飯山 猿橋
16-3-24-1 胡桃地すべり地 氷見市 七尾 氷見 能登二宮 新第三紀層
16-3-24-2 内山地すべり地 小矢部市 金沢 城端 倶利伽羅 新第三紀層
17-3-24-1 真浦地すべり地 珠洲市 輪島 宝立山 曽々木 能登半島国定公園
19-3-24-1 落居の地すべり 西八代郡六郷町 甲府 鰍沢 鰍沢
19-3-24-2 上田原の地すべ

り
西八代郡下部町 甲府 身延 切石

20-3-24-1 茶臼山地すべり
地

長野市 長野 長野 信濃中条 第三紀層慢性型地すべり

20-3-24-2 地附山地すべり
地

長野市 高田 戸隠 若槻 1985年崩落．第三紀層突発型地すべり．復旧工事により改変．

23-3-24-1 大代の千枚田 南設楽郡鳳来町 豊橋 田口 海老
26-3-24-1 切山の地すべり

地
相楽郡笠置町 京都及大阪 奈良 笠置山

26-3-24-2 世屋高原（木子
駒倉）

宮津市 宮津 宮津 日置 第三紀層の地すべり地．大フケ湿原をのせる．

27-3-24-1 亀の瀬地すべり 柏原市 和歌山 大阪東南部 大和高田 1931年に発生．大和川右岸を走っていた国鉄関西線の亀ノ瀬トンネル
が圧壊し，線路は左岸に付け替えられた．その後も1953年，1967年に
地すべりがあり，防止工事が続けられている．

28-3-24-1 温泉町の地すべ
り地

美方郡温泉町 鳥取 浜坂 湯 県立自然公園

29-3-24-1 亀山地すべり 宇陀郡曽爾村 伊勢 名張 倶留尊山 第三紀の室生熔結凝灰岩のキャップロック型地すべり地．室生赤目青
山国定公園．

29-3-24-2 亀の瀬地すべり 北葛城郡王寺町 和歌山 大阪東南部 大和高田 1931年に発生．大和川右岸を走っていた国鉄関西線の亀ノ瀬トンネル
が圧壊し，線路は左岸に付け替えられた．その後も1953年，1967年に
地すべりがあり，防止工事が続けられている．

31-3-24-1 侭山（ママヤ
マ）付近

八頭郡八東町 鳥取 若桜 若桜

32-3-24-1 西ノ村周辺 松江市上大野町 大社 恵曇・今市 恵曇・秋鹿 第三紀層地すべり
32-3-24-2 西村周辺 隠岐郡西郷村 西郷 西郷 西村 第三紀泥岩層の地すべり
32-3-24-3 本谷，鞍掛周辺 那賀郡三隅町 浜田 木都賀 木都賀 風化層地すべり
33-3-24-1 田口付近 真庭郡美甘村田口 高梁 勝山 横部 蛇紋岩の地すべり
35-3-24-1 雨乞山山腹 大津郡油谷町・日置町 山口 仙崎 長門古市 向津具半島の第三紀層地すべり
38-3-24-1 沢渡地区 上浮穴郡美川村 松山 久万 久万 棚田．
41-3-24-1 人形石山 伊万里市 長崎 伊万里 楠久 1957年活動
41-3-24-2 乙女 伊万里市 長崎 伊万里 楠久 1950年活動
42-3-24-1 石倉岳 松浦市 長崎 伊万里 楠久
42-3-24-2 北松玄武岩台地 佐世保市，松浦市，平戸

市，伊万里市，西松浦郡西
有田町，北松浦郡田平町・
江迎町・吉井町・佐々町・
世知原町

唐津・長崎 唐津・平戸・伊
万里・早岐・佐
世保・佐世保南
部・志々伎

今福・志佐・平戸・楠久・蔵
宿・早岐・江迎・佐世保北
部・肥前川内・佐世保南部・
紐差

2-12-1の地域に相当（生月島も含む）．1997年佐世保市原分町で発
生．

42-3-24-3 長崎半島 西彼杵郡野母崎町・三和町 野母崎 野母崎 肥前高島 蛇紋岩地帯
01-3-25-1 空沼 恵庭市 札幌 石山 空沼岳 支笏洞爺国立公園
02-3-25-1 蔦沼 上北郡十和田湖町 弘前 八甲田山 八甲田山 南八甲田連峰，赤倉岳東方の地すべり地の東端部付近に存在．十和田

八幡平国立公園．
02-3-25-2 赤沼 上北郡十和田湖町 弘前 八甲田山 八甲田山 南八甲田連峰，赤倉岳東方の地すべり地の北縁付近に存在．十和田八

幡平国立公園．
02-3-25-3 黄瀬沼 青森市 弘前 八甲田山 八甲田山 南八甲田連峰乗鞍岳南西方．十和田八幡平国立公園．
03-3-25-1 三角沼 北上市 新庄 川尻 夏湯温泉 焼石岳東南斜面・駒ヶ岳北東斜面に多数の凹地・池
05-3-25-1 上沼，大柳沼 雄勝郡東成瀬村椿川 新庄 稲庭 椿台
05-3-25-2 つぶ沼 北秋田郡阿仁町打当 秋田 森吉山 戸鳥内
05-3-25-3 垂天池，ベコ沼 仙北郡西木村上桧木内 秋田 森吉山 戸鳥内
06-3-25-1 天童市ジャガラ

モガラ
天童市貫津 仙台 楯岡 天童 地すべり凹地．累石型風穴（県天然記念物）

06-3-25-2 西川町綱取 西村山郡西川町 仙台 左沢 本道寺 地すべり凹地．周辺にも地すべり地多数．
06-3-25-3 西川町大沼一帯 西村山郡西川町 仙台 左沢 本道寺・貫見 地すべり凹地．周辺にも地すべり地多数．
15-3-25-1 月不見池・八十

八ヶ所
糸魚川市 富山 糸魚川 梶屋敷 月不見池など凹地多数

16-3-25-1 泥鰌池 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．「立山大鳶崩れ堆積地形」に含まれる．
19-3-25-1 四尾連湖 西八代郡市川大門町 甲府 甲府 市川大門 県立四尾連湖自然公園
20-3-25-1 湧池 長野市 長野 長野 信濃中条 善光寺地震（1847）に伴う地すべりによる
32-3-25-1 亀の原周辺 隠岐郡都万村 西郷 西郷 都万 第三紀層地すべり
32-3-25-2 犬来（イヌグ）

周辺
隠岐郡西郷町 西郷 西郷 西郷 第三紀酸性凝灰岩層の地すべり

35-3-25-1 雨乞山山腹 大津郡油谷町・日置町 山口 仙崎 長門古市
41-3-25-1 田代池 伊万里市 長崎 伊万里 楠久
42-3-25-1 牟田池 北松浦郡世知原町 長崎 伊万里 楠久
12-3-26-1 嶺岡丘陵・鴨川

市西地区
鴨川市 大多喜 鴨川 鴨川

15-3-26-1 松之山町天水島 東頸城郡松之山町 高田 松之山温泉 松之山温泉 第三紀層地すべり地帯
16-3-26-1 八尾町南部 婦負郡八尾町 高山 八尾 山田温泉 新第三紀層
17-3-26-1 白米の千枚田 輪島市 輪島 輪島 曽々木・輪島 能登半島国定公園．市指定名勝（昭和31年）．

地すべり地

地すべりによって生じた凹
地，池

千枚田

バッドランド



20-3-26-1 姨捨山 更埴市 長野 長野 稲荷山 「田毎の月」で知られる
23-3-26-1 大代の千枚田 南設楽郡鳳来町 豊橋 田口 海老
32-3-26-1 犬来（イヌグ）

周辺
隠岐郡西郷町 西郷 西郷 西郷 第三紀酸性凝灰岩層の地すべり

35-3-26-1 雨乞山山腹 大津郡油谷町・日置町 山口 仙崎 長門古市 地すべり性
39-3-26-1 梼原地区棚田 高岡郡榛原町 松山 梼原 越知面・梼原
40-3-26-1 広内 八女郡星野村 熊本 日田 千足
04-3-27-1 本吉郡歌津町館

崎一帯の海岸
本吉郡歌津町 一関 津谷 伊里前 南三陸金華山国定公園

04-3-27-2 牡鹿郡牡鹿町牧
ノ崎一帯の海岸

牡鹿郡牡鹿町 石巻 金華山 網地島 南三陸金華山国定公園

07-3-27-1 蜂の巣岩 郡山市湖南町中浜 福島 猪苗代湖 岩代福良 柱状節理をもつ岩体を波が削ってつくり出した岩．
08-3-27-1 平磯海岸 ひたちなか市 水戸 那珂湊 那珂湊 県指定天然記念物（「平磯白亜紀層」，昭和32年6月26日）
08-3-27-2 川尻海岸 日立市 水戸 日立 日立
08-3-27-3 五浦海岸 北茨城市 白河 小名浜・大津 勿来・大津
12-3-27-1 大東崎 夷隅郡岬町 大多喜 上総大原 上総長者 南房総国定公園
12-3-27-2 鵜原海岸 勝浦市 大多喜 勝浦 勝浦 南房総国定公園
12-3-27-3 白浜海岸 安房郡白浜町 横須賀 館山 白浜・布良 南房総国定公園
13-3-27-1 南崎 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園

14-3-27-1 江ノ島南海岸 藤沢市 横須賀 平塚 江ノ島
14-3-27-2 城ヶ島 三浦市 横須賀 三崎 三浦三崎
14-3-27-3 剱崎 三浦市 横須賀 三崎 三浦三崎
20-3-27-1 鬼無里の蜂の巣

状構造
上水内郡鬼無里村 富山 白馬岳 塩島 裾花川支流深谷川．新第三紀塊状砂岩．

30-3-27-1 虫喰い岩 東牟婁郡古座川町池野山 田辺 那智勝浦 古座 熊野酸性岩（凝灰岩）の風化による．国指定天然記念物「高池の虫喰
岩」（昭和10年12月24日）．

32-3-27-1 桂島周辺 八来郡島根町加賀 松江 境港 加賀 大山隠岐国立公園
40-3-27-1 遠見ノ島 北九州市若松区 福岡 折尾 岩屋 玄海国定公園
41-3-27-1 弁天島 東松浦郡呼子町 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園
42-3-27-1 網代 上県郡上対馬町 厳原 佐須奈 佐須奈 壱岐対馬国定公園．鬼の洗濯岩．
42-3-27-2 南九十九島 佐世保市 長崎 佐世保南部 佐世保南部 西海国立公園
43-3-27-1 三角ノ瀬戸 天草郡大矢野町 八代 三角 三角 海岸部の火山角礫岩の表面に発達
45-3-27-1 青島 宮崎市 宮崎 日向青島 日向青島 青島周辺の”鬼の洗濯岩”を構成する突出した砂岩層表面に発達．
46-3-27-1 西方 川内市 鹿児島 西方 西方 海岸に奇岩「人形岩」があり、付近の海食崖を構成する火山角礫岩の

表面に発達．
47-3-27-1 瀬良垣 国頭郡恩納村 那覇 名護 石川

４　河川の作用による地形
01-4-01-1 豊平峡 札幌市 札幌 定山渓 定山渓 支笏洞爺国立公園
01-4-01-2 神居古潭 旭川市 旭川 深川 神居古潭 石狩川・上川盆地西部が隆起する以前からの谷(先行谷）
01-4-01-3 層雲峡 上川郡上川町 旭川・北見 上支湧別・大雪

山
大函・ニセイカウシュツペ
山・層雲峡

石狩川が溶結凝灰岩を削った．大雪山国立公園．

02-4-01-1 奥入瀬峡谷 上北郡十和田湖町 弘前 十和田湖 八甲田山・陸奥焼山・十和田
湖東部

十和田八幡平国立公園

02-4-01-2 薬研峡谷 下北郡大畑町 尻屋崎 大畑 薬研温泉 下北半島国定公園
02-4-01-3 城ヶ倉峡谷 青森市 弘前 八甲田山 酸ヶ湯 十和田八幡平国立公園
03-4-01-1 猊鼻溪 東磐井郡東山町 一関 千厩 千厩北部 国指定名勝（1923年）．砂鉄川．
03-4-01-2 巌美溪 一関市 一関 一関 平泉 国指定名勝
04-4-01-1 鳴子峡 玉造郡鳴子町 新庄 鳴子 鳴子 大谷川．栗駒国定公園．
05-4-01-1 小又峡 北秋田郡森吉町本砂子沢小

又国有林内
弘前 大葛 サンケ森・太平湖 玉川溶結凝灰岩．県指定名勝天然記念物（昭和39年4月16日）．森吉山

県立自然公園．
05-4-01-2 大錠溪谷 北秋田郡上小阿仁村 秋田 阿仁合 八木沢 大平山県立自然公園
05-4-01-3 抱返溪谷 仙北郡田沢湖町・角館町 秋田 角館 抱返り溪谷 田沢湖抱返り県立自然公園
06-4-01-1 最上峡 最上郡戸沢村 新庄 清川 羽根沢温泉・古口・清川・木

の沢
出羽山地横谷

06-4-01-2 赤芝峡 西置賜郡小国町 村上 小国 小国 小国盆地出口の狭窄部．磐梯朝日国立公園．
06-4-01-3 五百川峡 西置賜郡白鷹町・西村山郡

朝日町・大江町
仙台 左沢・荒砥 左沢・宮宿・白鷹山・荒砥

07-4-01-1 木戸川 双葉郡楢葉町・川内村 白河 川前 成子内・坂シ内
07-4-01-2 中津川 耶麻郡北塩原村・猪苗代町 福島 吾妻山 吾妻山 磐梯朝日国立公園
07-4-01-3 猿跳峡 伊達郡梁川町 福島 桑折 舟生 阿武隈川（宮城県境）
08-4-01-1 花園渓谷 北茨城市 白河 川部 川部・磐城片貝 花園花貫県立自然公園
08-4-01-2 花貫渓谷 高萩市 白河 高萩 高萩・竪破山 花園花貫県立自然公園
08-4-01-3 龍神峡 久慈郡水府村，那珂郡山方

町
白河 大子 大中宿 山田川の支流龍神川

09-4-01-1 龍王峡 塩谷郡藤原町 日光 川治 川治 日光国立公園
09-4-01-2 箒川渓谷 那須郡塩原町 日光 塩原 塩原 日光国立公園
09-4-01-3 松木沢（足尾） 上都賀郡足尾町 日光 男体山 中禅寺湖 足尾鉱毒で荒廃した山地
10-4-01-1 吾妻溪谷 吾妻郡吾妻町・長野原町 長野 草津 長野原 国指定名勝（昭和10年12月24日）
10-4-01-2 三波石峡 多野郡鬼石町譲原 宇都宮 寄居 鬼石 国指定名勝及び天然記念物（昭和32年7月3日）．神流川中流．
10-4-01-3 武尊渓谷 利根郡水上町 日光 追貝 藤原湖
11-4-01-1 中津峡 秩父郡大滝村 甲府 三峰 中津峡 県指定名勝．秩父多摩国立公園．
11-4-01-2 三波石峡 児玉郡神泉村矢納 宇都宮 寄居 鬼石 国指定天然記念物・名勝（昭和32年7月3日）．緑泥片岩も岩盤が露

出．
11-4-01-3 長瀞 秩父郡長瀞町 宇都宮 寄居 鬼石・皆野 国指定名勝・天然記念物（大正13年12月9日）．長瀞式結晶片岩帯．
12-4-01-1 養老渓谷 市原市，夷隅郡大多喜町 大多喜 大多喜 大多喜・上総中野 県立養老渓谷奥清澄自然公園
13-4-01-1 惣岳溪谷～鳩の

巣溪谷～御岳溪
谷

西多摩郡奥多摩町，青梅市 東京 五日市 武蔵御岳・奥多摩湖 秩父多摩国立公園．多摩川上流．

13-4-01-2 秋川渓谷 西多摩郡檜原村，あきる野
市

東京 五日市 五日市 秩父多摩国立公園

13-4-01-3 日原渓谷 西多摩郡奥多摩町 東京 秩父・五日市 武蔵日原・奥多摩湖 秩父多摩国立公園
14-4-01-1 小川谷廊下 足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園
14-4-01-2 火打（ヒイチ）

沢
足柄上郡山北町 東京 秦野 山北

14-4-01-3 早川宮ノ下付近
早川渓谷

足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園

15-4-01-1 清津峡 中魚沼郡中里村 高田 越後湯沢 越後湯沢 国指定名勝及び天然記念物（昭和16年4月23日）．上信越高原国立公
園．

15-4-01-2 剣竜峡 新発田市 新潟 飯豊山・大日岳 二王子山・蒜場山 磐梯朝日国立公園（一部）．加治川水系飯豊川．
15-4-01-3 海川渓谷 糸魚川市 富山 小滝 越後大野 白馬山麓県立自然公園
16-4-01-1 黒部峡谷下廊下 中新川郡立山町，下新川郡

宇奈月町
高山，富山 立山，黒部 欅平・十字峡 中部山岳国立公園

16-4-01-2 黒部峡谷上廊下 上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 薬師岳 中部山岳国立公園
16-4-01-3 庄川峡 東礪波郡庄川町・平村 高山・金沢 八尾・城端・下

梨
山田温泉・城端・下梨

17-4-01-1 手取峡谷 石川郡吉野谷村・鳥越村 金沢 鶴来・白峰 口直海・別宮・市原 獅子吼手取県立自然公園
17-4-01-2 蛇谷 石川郡吉野谷村 金沢 白川村 中宮温泉 白山国立公園
18-4-01-1 九頭竜峡 大野市，大野郡和泉村 岐阜 荒島岳 下山・越前朝日 奥越高原県立自然公園
18-4-01-2 真名峡 大野市 岐阜 荒島岳・大野 中竜鉱山・宝慶寺 真名川中流の峡谷．奥越高原県立自然公園．
19-4-01-1 白鳳溪谷 中巨摩郡芦安村，南巨摩郡

早川町
甲府 鰍沢・韮崎 鳳凰山・夜叉神峠 南アルプス国立公園．野呂川（早川）．

19-4-01-2 笛吹川上流 東山梨郡三富村 甲府 三峰・金峰山 雁坂峠・金峰山 秩父多摩国立公園．西沢渓谷・東沢渓谷．
19-4-01-3 御岳昇仙峡 甲府市，中巨摩郡敷島町 甲府 御岳昇仙峡 甲府北部 秩父多摩国立公園．国指定特別名勝（昭和28年3月31日）．
20-4-01-1 天竜峡 飯田市 飯田 時又 時又 天竜奥三河国定公園．花崗岩の峡谷．
20-4-01-2 大曲巫女淵峡 上伊那郡長谷村 甲府 大河原 間ノ岳 三峯川上流．三峯川水系県立公園．
21-4-01-1 日本ラインの峡

谷
美濃加茂市，各務原市，可
児市，犬山市，加茂郡坂祝
町

飯田・岐阜 美濃加茂・岐阜 美濃加茂・美濃関・犬山 飛騨木曽川国定公園．木曽川．

21-4-01-2 恵那峡 中津川市，恵那市，恵那郡
蛭川村・福岡町

飯田 付知・恵那 美濃福岡・恵那 恵那峡県立自然公園

21-4-01-3 中山七里 益田郡下呂町 飯田 下呂・金山 下呂・焼石・金山 飛騨木曽川国定公園．飛騨川．
22-4-01-1 接阻峡 静岡市，榛原郡本川根町 静岡 井川・千頭 井川・千頭 奥大井県立自然公園．大井川．
22-4-01-2 寸又峡 榛原郡本川根町 静岡 井川・千頭 井川・寸又峡温泉・千頭 奥大井県立自然公園．大井川支流寸又川．
22-4-01-3 山王峡 磐田郡水窪町 豊橋 満島 水窪湖 水窪川．水窪ダム下流．
23-4-01-1 鳳来峡 南設楽郡鳳来町 豊橋 三河大野 三河大野 天竜奥三河国定公園
23-4-01-2 大入川峡谷 北設楽郡豊根村・東栄町 豊橋 佐久間 佐久間・中部 天竜奥三河国定公園
23-4-01-3 寒狭峡 北設楽郡設楽町 豊橋 田口 田口・海老 愛知高原国定公園
24-4-01-1 香肌峡 飯南郡飯高町 伊勢 高見山 七日市 三重県の山地の中でもっとも奥深い部分に属している．香肌峡県立自

然公園．
24-4-01-2 赤目の峡谷 名張市赤目町長坂 伊勢 名張 大和大野 赤目四十八滝は国指定名勝（大正14.10.8）．室生赤目青山国定公園．
24-4-01-3 大杉谷 多気郡宮川村 伊勢 大台ヶ原山 大杉峡谷 国指定天然保護地域（昭和47年12月）．吉野熊野国立公園．
25-4-01-1 宇治川ライン 大津市 京都及大阪 京都東南部 瀬田・朝宮 琵琶湖国定公園
25-4-01-2 大戸川 大津市，甲賀郡信楽町 名古屋 水口 三雲
25-4-01-3 安曇川（荒川峡

谷）
高島郡今津町 宮津 熊川 熊川 琵琶湖国定公園

26-4-01-1 由良川（唐戸
峡）

北桑田郡美山町 京都及大阪 四ッ谷 中 綾部盆地に流入する前の由良川は丹波盆地を掘り込んで流れる

26-4-01-2 大堰川（保津
峡）

京都市右京区嵯峨，亀岡市
保津町・篠町

京都及大阪 京都西北部 京都西北部・亀岡 大堰川が亀岡盆地から京都盆地へぬける区間．老ノ坂山地を貫いてつ
くる峡谷．この区間を保津川と呼ぶ．保津峡府立自然公園．

26-4-01-3 琉璃溪（ルリケ
イ）

船井郡園部町大河内 京都及大阪 園部 埴生 大堰川水系園部川の上流部の峡谷．古生層山地の浸食谷であるが花崗
岩類も露出する．国指定名勝（昭和7年）．るり溪府立自然公園．

27-4-01-1 摂津峡 高槻市 京都及大阪 京都西南部 高槻 老ノ坂山地を刻む芥川が刻む峡谷．別名「摂津耶馬渓」．
27-4-01-2 竜仙峡 茨木市 京都及大阪 京都西南部 高槻 竜王山の東麓
27-4-01-3 箕面谷 箕面市 京都及大阪 広根 広根 明治の森箕面国定公園
29-4-01-1 宇無ノ川峡 吉野郡十津川村 和歌山 釈迦ヶ岳 釈迦ヶ岳・辻堂
29-4-01-2 北山峡 吉野郡十津川村 田辺 十津川 大沼・瀞八丁 国指定特別名勝及び天然記念物「瀞八丁」（昭和3年3月24日）．熊野

川水系の支流．瀞峡とも呼ばれる景勝地を含む．吉野熊野国立公園．
29-4-01-3 川迫川渓谷 吉野郡天川村 和歌山 山上ヶ岳 弥山
30-4-01-1 玉川峡 橋本市，伊都郡九度山町 和歌山 高野山 橋本 県指定名勝．丹生川上流．

蜂の巣状構造

峡谷



30-4-01-2 北山峡 東牟婁郡北山村 田辺 十津川 大沼・瀞八丁 国指定特別名勝および天然記念物「瀞八丁」（昭和3年3月24日）．熊
野川水系の支流，瀞峡とも呼ばれる景勝地である．吉野熊野国立公
園．

31-4-01-1 小鹿溪（オジカ
ケイ）

東伯郡三朝町 松江 倉吉 三朝 小鹿川（天神川支流）．国指定名勝．三朝東郷湖県立自然公園．

31-4-01-2 石霞溪（セッカ
ケイ）

日野郡日南町 高梁 上石見 上石見 石見川（日野川支流）．町指定名勝．方状節理．奥日野県立自然公
園．

32-4-01-1 表匹見峡 美濃郡匹見町 広島 三段峡 出合原・野入 匹見川（高津川支流）にある．西中国山地国定公園．
32-4-01-2 裏匹見峡 美濃郡匹見町 広島 三段峡 野入 広見川（高津川支流）にある．西中国山地国定公園．
32-4-01-3 立久恵（タチク

エ）峡
出雲市 浜田 石見大田 神西湖 神戸川にある．立久恵峡県立自然公園．

33-4-01-1 井倉峡 新見市井倉～草間 高梁 呰部 井倉・川面市場 高梁川中流にある．高梁川上流県立自然公園．
33-4-01-2 豪渓（ゴウケ

イ）
総杜市，上房郡賀陽町岨谷 高梁 高梁 豪渓 槙谷川（高梁川支流）中流．国指定名勝．

34-4-01-1 三段峡 山県郡戸河内町・芸北町 広島 三段峡 三段峡 柴木川（太田川支流）にある．西中国山地国定公園．
34-4-01-2 帝釈峡 比婆郡東城町，神石郡神石

町
高梁 庄原 帝釈峡 帝釈川（高梁川支流）にある．日本百景．比婆道後帝釈国定公園．

34-4-01-3 猿鳴峡 福山市，神石郡三和町・油
木町

高梁 油木 小畠 小田川（高梁川支流）にある．山野峡県立自然自然公園．

35-4-01-1 長門峡（チョウ
モンキョウ）

阿武郡阿東町・川上村 山口 徳佐中・長門狭 生雲中・長門狭 阿武川中流部．国指定名勝（大正12年3月7日）．長門峡県立自然公
園．白亜紀の流紋岩質凝灰岩や石英安山岩質溶岩が断崖を形成．

35-4-01-2 石柱渓（セキ
チュウケイ）

豊浦郡豊田町今出 山口 西市 於福 白根川（木屋川支流）中流部．豊田県立自然公園．国指定名勝及び天
然記念物（大正15年10月20日）．

35-4-01-3 寂地峡 玖珂郡錦町 広島 津田 安芸冠山 寂地川（錦川支流）上流部．西中国山地国定公園．
36-4-01-1 一宇溪 美馬郡一宇村 剣山 剣山 阿波古見
36-4-01-2 大歩危・小歩危

（おおぼけ・こ
ぼけ）

三好郡山城町・西祖谷山
村・池田町

高知 川口 阿波川口・大歩危 剣山国定公園．四国山脈を吉野川が横切るＶ字峡．国指定名勝天然記
念物．

36-4-01-3 祖谷溪 三好郡西祖谷山村・池田町 高知 川口 阿波川口・大歩危 剣山国定公園．祖谷川上流のＶ字峡．
38-4-01-1 面河溪谷 上浮穴郡面河村 高知 石鎚山 筒上山・面河渓 石鎚山（1982m）に源を発する面河川の上流部約10kmの区間．国指定名

勝（昭和8年2月）．石鎚国定公園（昭和30年）の一部に指定．
38-4-01-2 滑床溪谷 宇和島市，北宇和郡松野町 宇和島 宇和島 松丸 足摺宇和海国立公園．えひめ自然百選．
39-4-01-1 別府峡 香美郡物部村 剣山 北川 北川
39-4-01-2 中津溪谷 吾川郡吾川村 高知 上土居 大崎・柳井川 中津渓谷県立自然公園
39-4-01-3 安居溪谷 吾川郡池川町 高知 上土居・石鎚山 筒上山・上土居 安居渓谷県立自然公園
40-4-01-1 上野峡 直方市 福岡 行橋 徳力 （アガノキョウ）
41-4-01-1 平谷峡 鹿島市 熊本 鹿島 古枝
42-4-01-1 黒木峡谷 大村市 熊本 諫早 多良岳
43-4-01-1 蘇陽峡 阿蘇郡蘇陽町 大分 高森 馬見原 阿蘇火砕流堆積物を刻む峡谷
45-4-01-1 高千穂峡 西臼杵郡高千穂町 大分 三田井 三田井 阿蘇火砕流堆積物を刻む峡谷．国指定名勝天然記念物「五箇瀬川峡谷

（高千穂峡谷）」（昭和9年11月10日）．祖母傾国定公園．
01-4-02-1 層雲峡 上川郡上川町 旭川・北見 上支湧別・大雪

山
大函・ニセイカウシュツペ
山・層雲峡

石狩川が溶結凝灰岩を削った．大雪山国立公園．

01-4-02-2 天人峡 上川郡東川町・美瑛町 旭川 旭岳 旭岳 大雪山国立公園
02-4-02-1 奥入瀬峡谷 上北郡十和田湖町 弘前 八甲田山 陸奥焼山他 雲井の滝その他多数．十和田八幡平国立公園．
10-4-02-1 竜神ノ滝 多野郡上野村 長野 万場 両神山
14-4-02-1 水無川モミソ沢

出合
秦野市 東京 秦野 大山 丹沢大山国定公園

14-4-02-2 玄倉川同角沢出
合付近

足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園

14-4-02-3 ザンザ洞（ぼ
ら）二ノ沢出合

足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園

15-4-02-1 大ザレ川 両津市 相川 鷲崎 鷲崎 佐渡弥彦米山国定公園．外海府海岸の海食崖に懸かる．
16-4-02-1 ソーメン滝 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．称名川上流に懸かる．
17-4-02-1 垂水の滝 輪島市 輪島 宝立山 曽々木 能登半島国定公園．曽々木海岸．海食崖に懸かる．
17-4-02-2 蛇谷の懸谷群 石川郡吉野谷村 金沢 白川村 中宮温泉・新岩間温泉 白山国立公園．姥ヶ岳・シリタカ滝など．
18-4-02-1 白糸の滝 小浜市 宮津 鋸崎 鋸崎 若狭湾国定公園蘇洞門．海食崖に懸かる．
19-4-02-1 白糸滝 南巨摩郡早川町 甲府 身延 身延 春木川に懸かる
20-4-02-1 小野ノ滝 木曽郡上松町 飯田 上松 上松 木曽川に懸かる
21-4-02-1 高樽の滝 恵那郡加子母村 飯田 加子母 加子母 裏木曽県立自然公園．高樽川－付知川．
21-4-02-2 白水滝 大野郡白川村 金沢 白山 白山 白山国立公園．県指定名勝．
22-4-02-1 所の沢 静岡市 甲府 赤石岳 上河内岳 大井川上流に懸る
23-4-02-1 不老滝 犬山市 岐阜 岐阜 犬山 木曽川の支流に懸る
01-4-03-1 銀河の滝 上川郡上川町 旭川 大雪山 層雲峡 比高100m．大雪山国立公園．
01-4-03-2 羽衣の滝 上川郡東川町 旭川 旭岳 旭岳 道指定名勝．落差250m．大雪山国立公園．忠別川の支流アイシポ沢の

水が七段になって落ちる．
01-4-03-3 賀老の滝 島牧郡島牧村 久遠 狩場山 狩場山 千走川上流．高さ70m．日本の滝百選．
02-4-03-1 くろくまの滝 西津軽郡鰺ヶ沢町 弘前 川原平 枯木平
02-4-03-2 暗門滝 中津軽郡西目屋村 弘前 川原平 川原平 赤石渓流暗門の滝県立自然公園
02-4-03-3 銚子大滝 上北郡十和田湖町 弘前 十和田湖 十和田湖東部 奥入瀬川本流の滝．十和田八幡平国立公園．
03-4-03-1 大空の滝 花巻市 秋田 新町 鉛
03-4-03-2 不動滝 二戸郡安代町 八戸 荒屋 七時雨山 日本の滝百選
03-4-03-3 不動滝 気仙郡三陸町 一関 綾里 綾里
04-4-03-1 秋保大滝 仙台市 仙台 川崎 作並 名取川．県立自然公園二口峡谷．
05-4-03-1 安ノ滝 北秋田郡阿仁町 秋田 森吉山 森吉山 火砕流台地の末端部に形成．森吉山県立自然公園．
05-4-03-2 三階滝 北秋田郡森吉町 弘前 大葛 サンケ森 玉川溶結凝灰岩．森吉山県立自然公園．
05-4-03-3 桃洞滝 北秋田郡森吉町 秋田 森吉山 玉川温泉 玉川溶結凝灰岩．森吉山県立自然公園．
06-4-03-1 黒滝・赤滝 米沢市 福島 吾妻山 白布温泉 最上川最上流の一つ．吾妻火山溶岩に懸かる．磐梯朝日国立公園．
06-4-03-2 白糸の滝 最上郡戸沢村 新庄 清川 清川 出羽山地．第三紀層．
06-4-03-3 大滝 東根市関山 仙台 関山峠 関山峠 乱川上流．幅15m．高さ10m．
07-4-03-1 乙字ヶ滝 須賀川市，石川郡玉川村 白河 須賀川 母畑 阿武隈川．石英安山岩質凝灰岩（白河層）にかかる．日本の滝百選．
07-4-03-2 遠藤ヶ滝 安達郡大玉村 福島 二本松 安達太良山 安達太良山南東斜面．杉田川．
07-4-03-3 三条ヶ滝 南会津郡檜枝岐村 日光 燧ヶ岳 燧ヶ岳 只見川．日光国立公園．日本の滝百選．高さ約100m．幅約30m．
08-4-03-1 袋田の滝 久慈郡大子町 白河 大子 袋田 ケスタの急崖に懸かる滝．奥久慈県立自然公園．
08-4-03-2 七ツ滝 北茨城市 白河 川部 磐城片貝 県指定名勝．花園花貫県立自然公園．
08-4-03-3 玉簾の滝 日立市 水戸 日立 町屋 玉簾寺本堂の裏手にある
09-4-03-1 華厳滝 日光市 日光 日光 日光南部 中禅寺湖の流出口．日本三名瀑の一つ．国指定名勝．日光国立公園．
09-4-03-2 湯滝 日光市 日光 男体山 男体山 湯ノ湖の流出口．日光国立公園．
09-4-03-3 霧降滝 日光市 日光 日光 鬼怒川温泉 日光国立公園．鬼怒川の支流板穴川．
10-4-03-1 吹割ノ滝 利根郡利根村 日光 追貝 追貝 「吹割渓ならびに吹割瀑」は国指定天然記念物及び名勝（昭和11年12

月16日）
10-4-03-2 嫗仙の滝 吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津
10-4-03-3 常布の滝 吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 妙義荒船佐久高原国定公園．
11-4-03-1 黒山三滝 入間郡越生町 東京 秩父 正丸峠 天狗滝・雄滝・雌滝．県立黒山自然公園．
11-4-03-2 清滝 秩父郡両神村 長野 万場 両神山 秩父多摩国立公園
11-4-03-3 観音滝 入間郡名栗村 東京 秩父 原市場
12-4-03-1 粟又の滝 夷隅郡大多喜町 大多喜 大多喜 上総中野 人工との説もある．県立養老渓谷奥清澄自然公園．
12-4-03-2 六雁の滝 勝浦市 大多喜 勝浦 勝浦
12-4-03-3 黒滝 安房郡和田町 大多喜 鴨川 安房和田
13-4-03-1 三頭の大滝 西多摩郡檜原村 東京 五日市 猪丸 秩父多摩国立公園
13-4-03-2 鷹ノ巣の大滝 西多摩郡奥多摩町 東京 五日市 奥多摩湖 秩父多摩国立公園
13-4-03-3 白滝 御蔵島村（御蔵島） 御蔵島 御蔵島 御蔵島 富士箱根伊豆国立公園
14-4-03-1 早戸川大滝，雨

乞いの滝
津久井郡津久井町 東京 秦野 大山 丹沢大山国定公園

14-4-03-2 西沢・本棚沢本
棚

足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園

14-4-03-3 早川塔ノ沢付近
玉簾ノ滝

足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 箱根 富士箱根伊豆国立公園

15-4-03-1 苗名滝 中頸城郡妙高高原町 高田 妙高山 赤倉 上信越高原国立公園．関川上流．高さ55m．
15-4-03-2 惣滝 中頸城郡妙高高原町 高田 妙高山 赤倉 上信越高原国立公園．妙高火山．落差40m．
15-4-03-3 田代の七ツ釜 中魚沼郡津南町・中里村 高田 苗場山 赤沢 国指定名勝及び天然記念物（昭和12年6月15日）．清津川支流釜川．
16-4-03-1 称名滝 中新川郡立山町 高山 立山 立山 国指定名勝・天然記念物（昭和48年5月29日）．中部山岳国立公園．
16-4-03-2 剱大滝 中新川郡立山町 高山 立山 十字峡 中部山岳国立公園．黒部川支流剱沢．
17-4-03-1 姥ヶ滝 石川郡吉野谷村 金沢 白川村 中宮温泉 白山国立公園．蛇谷の懸谷群にある．
17-4-03-2 百四丈滝 石川郡尾口村 金沢 白峰 白峰 白山国立公園．丸石谷上流．
18-4-03-1 龍双ヶ滝 今立郡池田町 岐阜 大野 越前大野 足羽川水系部子川上流
19-4-03-1 精進ヶ滝 北巨摩郡武川村 甲府 韮崎 鳳凰山 石空川．日本の滝百選．
19-4-03-2 七ツ釜五段ノ滝 東山梨郡三富村 甲府 金峰山 金峰山 秩父多摩国立公園．笛吹川上流西沢渓谷．
19-4-03-3 仙峨滝 甲府市 甲府 御岳昇仙峡 甲府北部 秩父多摩国立公園．国指定特別名勝．荒川．
20-4-03-1 米子滝（権現

滝・不動滝）
須坂市 長野 須坂 四阿山 上信越高原国立公園．四阿火山溶岩層に懸かる．

20-4-03-2 木曽田立の滝 木曽郡南木曽町 飯田 妻籠 三留野 木曽川支流大滝川源流の瀑布群の総称
21-4-03-1 平湯大滝 吉城郡上宝村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園．乗鞍山麓大滝川下流．日本の滝百選．
21-4-03-2 阿弥陀ヶ滝 郡上郡白鳥町 岐阜 白鳥 石徹白 県指定名勝（昭和33年12月14日）．名水50選．長良川水系前谷川．日

本の滝百選．
21-4-03-3 養老ノ滝 養老郡養老町 名古屋 津島 養老 養老山地東斜面活断層崖に懸かる
22-4-03-1 安倍の大滝 静岡市 静岡 南部 梅ヶ島 奥大井県立自然公園．安倍川源流．
22-4-03-2 白糸・音止めの

滝
富士宮市 静岡 富士宮 上井出 国指定名勝及び天然記念物（昭和11年9月3日）．富士箱根国立公園．

芝川．
22-4-03-3 浄蓮の滝 田方郡天城湯ヶ島町 静岡 修善寺 湯ヶ島 富士箱根伊豆国立公園．狩野川上流．
23-4-03-1 阿寺の七滝 南設楽郡鳳来町 豊橋 三河大野 熊 国指定名勝・天然記念物(昭和9年1月22日)．天竜奥三河国定公園．礫

岩．
24-4-03-1 布引滝 飯南郡飯高町 伊勢 高見山 七日市 香肌峡県立自然公園
24-4-03-2 千尋滝 多気郡宮川村 伊勢 大台ヶ原山 大杉峡谷 吉野熊野国立公園
24-4-03-3 屏風滝 南牟婁郡紀和町 田辺 新宮 大里 吉野熊野国立公園
25-4-03-1 五銚子の滝 伊香郡木之本町 岐阜 横山 美濃川上
25-4-03-2 八淵滝 高島郡高島町 京都及大阪 北小松 北小松 魚止の淵・障子ヶ淵・唐戸の淵・大摺鉢・小摺鉢・屏風ヶ淵・貴船ヶ

淵・七遍返し淵．琵琶湖国定公園．
25-4-03-3 楊梅滝 滋賀郡志賀町北小松 京都及大阪 北小松 北小松 比良山中最大の滝．滝川上流部の断層崖にかかる．
26-4-03-1 琴滝 船井郡丹波町字須知 京都及大阪 園部 園部 落差43ｍ，チャートの一枚岩を流下する．

滝及び滝壺

懸谷



26-4-03-2 布引滝 与謝郡伊根町字本庄上 宮津 網野 丹後平 落差100ｍ
26-4-03-3 金引の滝 宮津市滝馬 宮津 宮津 宮津 高さ40ｍ，幅20ｍ．若狭湾国定公園．
27-4-03-1 箕面の滝 箕面市 京都及大阪 広根 広根 明治の森箕面国定公園．33mの岩壁より落下．日本の滝百選．
27-4-03-2 滝畑四十八滝 河内長野市 和歌山 五條 岩湧山 金剛生駒国定公園
28-4-03-1 布引滝 神戸市 京都及大阪 神戸 神戸首部 布引渓流にある
28-4-03-2 天滝 養父郡大屋町筏 姫路 大屋市場 戸倉峠 県最大．落差98m．日本の滝百選．氷ノ山後山那岐山国定公園．
28-4-03-3 霧ヶ滝 美方郡温泉町 鳥取 若桜 扇ノ山 氷ノ山後山那岐山国定公園．県指定天然記念物「霧が滝溪谷」にあ

る．
29-4-03-1 不動七重滝 吉野郡下北山村 和歌山 釈迦ヶ岳 釈迦ヶ岳 吉野熊野国立公園
29-4-03-2 東の滝 吉野郡上北山村 伊勢 大台ヶ原山 大台ヶ原山 吉野熊野国立公園
29-4-03-3 西の滝 吉野郡上北山村 伊勢 大台ヶ原山 大台ヶ原山 吉野熊野国立公園
30-4-03-1 那智滝 東牟婁郡那智勝浦町那智山 田辺 新宮 新宮 落差133m，幅13m．国指定の名勝（昭和47年）．石英斑岩の崖を流下す

る．吉野熊野国立公園．
31-4-03-1 雨滝（アメダ

キ）
岩美郡国府町 鳥取 若桜 扇ノ山 袋川（千代川支流）上流．日本の滝百選．落差40ｍ．

31-4-03-2 大山滝 東伯郡東伯町 松江 大山 伯耆大山 加勢陀川上流．日本の滝百選．落差37ｍ．大山隠岐国立公園．
31-4-03-3 千丈滝雄滝 東伯郡赤碕町 松江 大山 船上山 勝田川の上流．落差110ｍ．
32-4-03-1 壇鏡滝（ダン

ギョウノタキ）
隠岐郡都万村 西郷 西郷 隠岐北方 那久川上流．落差40ｍ．日本名水百選．日本の滝百選．

32-4-03-2 竜頭が滝（リュ
ウズガタキ）

飯石郡掛合町 浜田 木次 掛合 滝谷川（斐伊川支流）．日本の滝百選．龍頭八重滝県立自然公園．

32-4-03-3 雲見滝 飯石郡三刀屋町 浜田 木次 湯村 飯石川（斐伊川支流）．上下二段の滝．
33-4-03-1 神庭（カンバ）

の滝
真庭郡勝山町神庭・竹原 高梁 勝山 横部 神庭川（旭川支流）にある．落差110ｍ．三段．国指定名勝．造瀑層は

非常に硬いチャート．下位は粘板岩．湯原奥津県立自然公園．
33-4-03-2 岩井滝 苫田郡上斎原村 高梁 奥津 上斎原 中津河川上流（旭川支流）．氷ノ山後山那岐山国定公園．
33-4-03-3 不動滝 真庭郡中和村 高梁 奥津 富西谷 山乗川（旭川支流）上流．落差20ｍ．湯原奥津県立自然公園．
34-4-03-1 常清滝（ジョウ

セイノタキ）
双三郡作木村 浜田 赤名 口羽町 落差126ｍ．中国地方最大．日本の滝百選．

34-4-03-2 瀬戸の滝 佐伯郡吉和村 広島 三段峡 戸河内 上下二段．落差60ｍ．
34-4-03-3 那智ノ滝 比婆郡西城町 高梁 多里 比婆山 熊野川上流（西城川支流）．落差20ｍ．比婆道後帝釈国定公園．
35-4-03-1 錦鶏（キンケ

イ）ノ滝
山口市上宇野令 山口 山口 山口

35-4-03-2 岩尾滝 大島郡大畠町 松山 柳井 大畠 滝川
35-4-03-3 竜尾（リュウ

ビ）ヶ滝
玖珂郡錦町寂地峡 広島 津田 安芸冠山 寂地川（錦川支流）上流部．西中国山地国定公園．

36-4-03-1 神通滝 名西郡神山町 剣山 雲早山 阿波寄井 中部山渓県立自然公園
36-4-03-2 雨乞の滝 名西郡神山町 剣山 雲早山 阿波寄井 中部山渓県立自然公園．滝百選の一つ．
36-4-03-3 轟九十九滝 海部郡海南町 剣山 桜谷 小川口 高さ66m．四国一．海部川上流の王餘魚谷にある．
37-4-03-1 銚子滝 小豆郡土庄町 徳島 西大寺 小江 瀬戸内海国立公園．銚子溪にある．小豆島最大．
38-4-03-1 白猪ノ滝 温泉郡川内町 松山 松山南部 伊予川内 皿ヶ嶺連峰県立自然公園．重信川上流表側の渓谷．標高670ｍ地点にあ

る２段・落差96mの滝．
38-4-03-2 白滝 喜多郡長浜町 松山 大洲 大洲 肱川河口より約6km上流の右岸山地にある．雄滝（落差60m），雌滝

（落差80m）などの総称．
39-4-03-1 轟の滝 香美郡香北町猪野々・柚ノ

木
高知 大栃 奈呂 県天然記念物及び名勝（昭和35年1月16日）．歌人吉井勇が滞在した猪

野々から徒歩で50分さかのぼった所．60mの断崖で３段になる．上段の
滝壺の径約15m．

39-4-03-2 大樽の滝 高岡郡越知町大樽 高知 上土居 大崎 横倉山県立自然公園（昭和28年１月）．大樽川の浸食作用によりでき
た落差約50mの滝．新緑，紅葉，厳冬，盛夏ともに異なった趣をもつ名
瀑．

39-4-03-3 長沢の滝 高岡郡東津野村 松山 梼原 越知面 県指定天然記念物及び名勝（昭和60年4月2日）．滝の高さ34m．滝壷横
15m，縦10m，水深2.8m．

40-4-03-1 白糸滝 前原市大字白糸　白糸区 福岡 浜崎 雷山 県指定名勝「白糸の滝」（昭和35年4月12日）．高さ24m・幅14m．
41-4-03-1 見帰の滝 東松浦郡相知町 福岡 浜崎 相知
42-4-03-1 轟ノ滝 北高来郡高来町 熊本 諫早 多良岳
45-4-03-1 尾鈴山瀑布群 児湯郡都農町 延岡 尾鈴山 尾鈴山 国指定名勝（昭和19年3月7日）
47-4-03-1 比地大滝 国頭郡国頭村 与論島 辺土名 辺土名 沖縄海岸国定公園
01-4-04-1 クワウンナイ川 上川郡美瑛町 旭川 旭岳 旭岳・トムラウシ山
02-4-04-1 糸魚淵 下北郡大畑町 尻屋崎 大畑 薬研温泉 大畑川．下北半島国定公園．
02-4-04-2 八幡淵 三戸郡南部町 八戸 三戸 三戸 南部町馬場の馬淵川の河床
03-4-04-1 馬仙峡 二戸市 八戸 一戸 陸奥福岡・一戸 折爪馬仙峡県立自然公園
04-4-04-1 北沢 仙台市青葉区 仙台 関山峠・川崎 関山峠・作並 広瀬川の支流新川川の源流部
04-4-04-2 虚空蔵淵 仙台市太白区 仙台 仙台 仙台西南部 市街地に隣接
05-4-04-1 トウド沢 北秋田郡森吉町 秋田 森吉山 玉川温泉 玉川溶結凝灰岩．森吉山県立自然公園．
05-4-04-2 赤水沢 北秋田郡森吉町 秋田 森吉山 玉川温泉 玉川溶結凝灰岩．森吉山県立自然公園．
08-4-04-1 名馬里ヶ淵 高萩市 白河 高萩 高萩 花貫渓谷にある
08-4-04-2 亀ヶ淵 久慈郡水府村，那珂郡山方

町
白河 大子 大中宿 竜神峡にある

09-4-04-1 小沢名川（ナ
メ）

那須郡那須町 日光 那須岳 那須岳 日光国立公園

10-4-04-1 蛇留淵 桐生市 宇都宮 足尾 沢入
10-4-04-2 石樋 吾妻郡嬬恋村 長野 須坂 四阿山
11-4-04-1 長瀞 秩父郡長瀞町 宇都宮 寄居 鬼石・皆野 国指定名勝・天然記念物（大正13年12月9日）．長瀞式結晶片岩帯．
11-4-04-2 秩父市西方の荒

川
秩父市，秩父郡荒川村 東京 秩父 秩父

12-4-04-1 ナメ滝 君津市 大多喜 大多喜 坂畑
13-4-04-1 多摩川（御岳・

羽村間）
青梅市，羽村市 東京 青梅・五日市 武蔵御岳・青梅・拝島

13-4-04-2 吉祥の滝下流
（南秋川）

西多摩郡檜原村 東京 五日市 五日市・猪丸 秩父多摩国立公園

14-4-04-1 桧洞コーシン沢
出合付近

足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園

14-4-04-2 水ノ木沢梅ノ木
沢出合上流

足柄上郡山北町 甲府 山中湖 御正体山

14-4-04-3 沖箱根沢 足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園
16-4-04-1 子撫川竜宮淵 小矢部市 七尾 石動 石動
19-4-04-1 笛吹川東のナメ

沢
東山梨郡三富村 甲府 金峰山 金峰山 秩父多摩国立公園．花崗岩の長大なナメ滝．

20-4-04-1 万古渓谷 飯田市，下伊那郡秦阜村 飯田 時又 上町・山田河内 天竜奥三河国定公園．花崗岩の渓谷．
22-4-04-1 赤石沢二工淵 静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳
23-4-04-1 大入川峡谷（箱

淵）
北設楽郡豊根村・東栄町 豊橋 佐久間 佐久間・中部 天竜奥三河国定公園

23-4-04-2 桜淵 新城市 豊橋 三河大野 三河富岡 豊川本流
25-4-04-1 大蛇の淵 犬上郡多賀町 名古屋 彦根東部 高宮 犬上川南谷
32-4-04-1 粕淵（カスブ

チ）
邑智郡邑智町 浜田 三瓶山 石見小原 江川にある

34-4-04-1 ちがわりの淵 佐伯郡佐伯町 広島 津田 宇佐郷 羅漢峡（小瀬川）にある
34-4-04-2 姫が淵 双三郡作木村 浜田 赤名 口羽町 常清滝の下流500ｍ地点
35-4-04-1 竜宮淵 阿武郡阿東町・川上村 山口 長門峡 長門峡 長門峡（阿武川）にある．長門峡県立自然公園．
36-4-04-1 美濃田の淵 三好郡三好町小山3822-3835 岡山及丸亀 池田 辻 県指定名勝天然記念物（昭和30年7月15日）．長さ2km・幅100mにわた

る深い淵．
38-4-04-1 滑川溪谷 温泉郡川内町 高知 石鎚山 石鎚山 皿ヶ嶺連峰県立自然公園
38-4-04-2 湧ヶ淵 松山市 松山 松山北部 松山北部 石手川．奥道後玉川県立自然公園．
03-4-05-1 厳美溪 一関市 一関 一関 平泉 国指定天然記念物（昭和2年9月5日）
04-4-05-1 鳳鳴四十八滝 仙台市青葉区 仙台 川崎 熊ヶ根 広瀬川
04-4-05-2 磊々峡 仙台市 仙台 川崎 陸前川崎 名取川（らいらいきょう）
05-4-05-1 小又峡 北秋田郡森吉町本砂子沢小

又国有林内
弘前 大葛 サンケ森・太平湖 玉川溶結凝灰岩．県指定名勝天然記念物（昭和39年4月16日）．森吉山

県立自然公園．
05-4-05-2 トウド沢 北秋田郡森吉町 秋田 森吉山 玉川温泉 玉川溶結凝灰岩．森吉山県立自然公園．
05-4-05-3 法体の滝付近 由利郡鳥海町 新庄 鳥海山 中直根 県指定名勝天然記念物「法体の滝および甌穴」（昭和35年12月17

日）．鳥海火山法体溶岩．鳥海国定公園．
06-4-05-1 小国町蠑池 西置賜郡小国町 村上 手ノ子 小国東部 溶結凝灰岩
07-4-05-1 摺上川 福島市茂庭軽井沢 福島 関 中茂庭
07-4-05-2 阿武隈川 伊達郡飯野町飯野ダム下流 福島 川俣 川俣
07-4-05-3 阿賀川 耶麻郡高郷村新郷ダム下流 新潟 野沢 野沢 只見柳津県立自然公園
09-4-05-1 龍王峡 塩谷郡藤原町 日光 川治 川治 日光国立公園
09-4-05-2 小沢名川 那須郡那須町 日光 那須岳 那須岳 日光国立公園
10-4-05-1 四万の甌穴 吾妻郡中之条町3520 長野 中之条 中之条 県指定天然記念物（昭和46年12月22日）．四万川河床．
10-4-05-2 かに穴おう穴 北群馬郡小野上村村上3752-

3
長野 中之条 金井 村指定天然記念物（昭和49年8月21日）

11-4-05-1 長瀞 秩父郡長瀞町 宇都宮 寄居 鬼石・皆野 国指定名勝・天然記念物（大正13年12月9日）．長瀞式結晶片岩帯．
12-4-05-1 小櫃川最上流 君津市 大多喜 大多喜 坂畑
13-4-05-1 養沢渓谷 西多摩郡五日市町 東京 五日市 武蔵御岳・五日市 秩父多摩国立公園
15-4-05-1 三川村甌穴群 東蒲原郡三川村 新潟 津川 津川 揚川ダム下流の阿賀川河床
16-4-05-1 子撫川一の滝鴎

穴群
小矢部市 七尾 石動 石動 県指定天然記念物

17-4-05-1 釜清水の甌穴群 石川郡吉野谷村 金沢 鶴来 別宮 獅子吼手取県立自然公園．手取川河床．
17-4-05-2 山科の甌穴群 金沢市山科町 金沢 金沢 金沢 国指定天然記念物「山科の大桑層化石産地と甌穴」（昭和16年1月27

日）．富樫断層と関係．
19-4-05-1 芦川甌穴群 西八代郡市川大門町 甲府 甲府 市川大門 中新統凝灰岩
20-4-05-1 寝覚の床 木曽郡上松町 飯田 上松 上松 木曽川河床
21-4-05-1 飛水峡の甌穴群 加茂郡七宗町 飯田 金山 河岐 国指定天然記念物（昭和36年7月6日）．飛騨木曽川国定公園．飛水

峡．
22-4-05-1 芝川のポット

ホール
富士郡芝川町 静岡 富士宮 上井出・富士宮 県指定天然記念物（平成7年3月20日）

23-4-05-1 振草川の甌穴群 北設楽郡東栄町 豊橋 佐久間・田口 中部・三河本郷 煮え淵・あずかり淵を含む．天竜奥三河国定公園．
23-4-05-2 ナニかま 東加茂郡足助町 豊橋 足助 足助
24-4-05-1 家城の甌穴群 一志郡白山町 伊勢 二本木 二本木 雲出川の河床にある
25-4-05-1 鹿跳峡（こめか

し岩）
大津市 京都及大阪 京都東南部 瀬田・朝宮 ししとび．天ヶ瀬ダム湖の水位上昇によって水没の危機にある．琵琶

湖国定公園．
25-4-05-2 新海浜 彦根市 名古屋 彦根西部 能登川・沖島

ナメ・淵

甌穴群（ポットホール）



30-4-05-1 滝の拝 東牟婁郡古座川町 田辺 那智勝浦 滝の拝 古座川の支流の小川
30-4-05-2 釜滝の甌穴 海草郡野上町 和歌山 動木 動木 県指定天然記念物（昭和46年3月22日）
30-4-05-3 奥山の甌穴 田辺市新庄町奥山名喜里川

の河床
田辺 田辺 紀伊田辺 県指定天然記念物（昭和33年4月1日）

31-4-05-1 赤波川の甌穴群 八頭郡用瀬町 姫路 智頭 智頭 赤波川（千代川支流）
32-4-05-1 鬼の舌震（シタ

ブルイ）甌穴群
仁多郡仁多町三成 高梁 横田・多里 横田・下横田 大馬木川にある．鬼の舌震県立自然公園．国指定名勝及び天然記念物

（昭和2年4月8日）．
33-4-05-1 奥津渓の甌穴群 苫田郡奥津町 高梁 奥津 奥津 吉井川中流．国指定名勝．湯原奥津県立自然公園．
33-4-05-2 足ケ瀬甌穴群 真庭郡湯原町藤森 高梁 勝山 横部 旭川中流．町指定天然記念物．閃緑岩に臼形の穴．湯原奥津県立自然

公園．
34-4-05-1 二級峡の甌穴群 呉市 広島 呉 安芸内海 黒瀬川中流．県天然記念物．
34-4-05-2 鍋石の甌穴群 佐伯郡湯来町 広島 広島 川角 伏谷川（太田川支流）
34-4-05-3 蛇喰磐（ジャク

イイワ）の甌穴
大竹市栗谷町 広島 大竹 玖波 弥栄峡（小瀬川）にある．県天然記念物．

35-4-05-1 石柱渓（セキ
チュウケイ）の
甌穴

豊浦郡豊田町 山口 西市 於福 白根川（木屋川支流）にある．豊田県立自然公園．

36-4-05-1 七つ釜 徳島市 剣山 阿波富岡 立江
36-4-05-2 土釜 美馬郡一宇村 剣山 剣山 阿波古見 県指定天然記念物（昭和31年2月7日）
38-4-05-1 八釜の甌穴群 上浮穴郡柳谷村柳井川 松山 久万 笠取山 国指定天然記念物（昭和9年5月）．特別天然記念物（昭和27年3月）．

仁淀川上流，黒川沿いの５群合計35個の甌穴群．そのうち最大のもの
は9m×5m×深さ10ｍ．

39-4-05-1 出井の鴎穴群 宿毛市 宇和島 岩松 御内 県指定天然記念物（昭和40年6月18日）．宿毛市松田川上流で，ほぼ県
境付近の河床にみられる大小200個以上の甌穴群．

42-4-05-1 鮎戻し 下県郡厳原町 厳原 厳原 豆酘
42-4-05-2 喜内瀬川 北松浦郡福島町喜内瀬免 唐津 唐津 今福 県指定天然記念物（昭和47年8月15日）
42-4-05-3 佐々川 北松浦郡吉井町 長崎 佐世保 江迎
43-4-05-1 釜の奥土 人吉市 八代 人吉 人吉 加久藤火砕流堆積物の溶結部に発達
45-4-05-1 関の尾の甌穴 都城市 鹿児島 国分 高野 入戸火砕流堆積物の溶結部に発達．国指定天然記念物「関之尾の甌

穴」（昭和3年2月18日）
46-4-05-1 大鳥峡 曽於郡大隅町・有明町 宮崎・鹿児

島
末吉・岩川 大隅松山・野方 岩盤は入戸火砕流堆積物の溶結部

47-4-05-1 カンピラ滝付近 八重山郡竹富町 石垣島 西表島西部 船浦 西表国立公園
13-4-06-1 六枚屏風岩 あきる野市 東京 青梅 拝島 都天然記念物（昭和47年4月19日）．秋山丘陵自然公園．
20-4-06-1 両郡橋付近の土

柱
長野市 長野 長野 長野・信濃中条 中新統凝灰岩を雨食

29-4-06-1 屯鶴峯（ドンヅ
ルボウ）

香芝市 和歌山 大阪東南部 大和高田 県指定天然記念物．第三紀中新世の流紋岩・玄武岩・凝灰岩が差別浸
食を受けている．金剛生駒国立公園．

33-4-06-1 上山坂 玉野市田井 岡山及丸亀 岡山南部 八浜 風化花崗岩（マサ土）からなる
36-4-06-1 阿波の土柱 阿波郡阿波町北山・桜岡 徳島 脇町 西赤谷 国指定天然記念物（昭和9年5月1日）．浸食により，砂礫層が柱状に切

り立っている．土柱高越県立自然公園．
01-4-07-1 夕張川 夕張市 夕張岳 石狩鹿島 栄町・シュウパロ湖
01-4-07-2 西別川 野付郡別海町・川上郡標茶

町
斜里 計根別・磯分内 計根別・西春別・虹別

02-4-07-1 目時の蛇行 三戸郡三戸町 八戸 三戸 三戸 二戸市金田一から三戸町目時・駒木にかけての馬渕川の蛇行部．
02-4-07-2 新井田川峡谷 三戸郡南郷村・階上町，八

戸市
八戸 階上岳 新井田 南郷村巻から八戸市是川にかけての新井田川の蛇行部

03-4-07-1 馬渕川中流金田
一付近

二戸市 八戸 三戸 三戸

05-4-07-1 米代川（七座丘
陵付近）

山本郡二ツ井町 弘前 鷹巣・能代 鷹巣西部・二ツ井 きみまち坂藤里峡県立自然公園

06-4-07-1 最上川中流峡谷
部

北村山郡大石田町，最上郡
舟形町，尾花沢市

仙台・新庄 新庄・尾花沢 舟形・海谷

06-4-07-2 最上川中流峡谷
部（三難所）

村山市 仙台 尾花沢 富並 碁点，隼，三ノ瀬と呼ばれる早瀬．山形盆地北縁の隆起帯．

07-4-07-1 阿賀川 喜多方市，河沼郡会津坂下
町，耶麻郡山都町

新潟 喜多方 喜多方西部 袋原・長井・真木など．人工水路により短絡数ヶ所あり．

07-4-07-2 新田（ニイダ）
川

原町市，相馬郡飯舘村 福島 原町 原町・小宮 阿武隈高地の隆起に伴う遷急点後退のあと

07-4-07-3 日橋川 耶麻郡猪苗代町，河沼郡河
東町

福島 磐梯山 猪苗代

08-4-07-1 上小川付近の久
慈川

久慈郡大子町 白河 大子 大中宿

08-4-07-2 緒川 東茨城郡御前山村，那珂郡
緒川村・美和村

水戸 常陸大宮 上小瀬・野口

11-4-07-1 秩父市西方の荒
川

秩父市，秩父郡荒川村 東京 秩父 秩父

11-4-07-2 嵐山渓谷 比企郡嵐山町・玉川村 宇都宮 熊谷 武蔵小川
11-4-07-3 荒川 大里郡寄居町，秩父郡長瀞

町・皆野町
宇都宮 寄居 寄居・鬼石・皆野

12-4-07-1 養老川上流 市原市，夷隅郡大多喜町 大多喜 大多喜 大多喜・上総中野 典型的な形を示す
12-4-07-2 小櫃川上流 君津市 大多喜 大多喜 久留里・坂畑 典型的な形を示す
12-4-07-3 小糸川上流 君津市 横須賀・大

多喜
大多喜・富津 久留里・坂畑・鹿野山・鬼泪

山
14-4-07-1 森戸川上流 逗子市，三浦郡葉山町 横須賀 横須賀 鎌倉
14-4-07-2 道志川 津久井郡津久井町・相模湖

町他
東京 上野原 青野原

14-4-07-3 玄倉川モチコシ
沢出合付近

足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園

15-4-07-1 渋海川の穿入蛇
行

刈羽郡小国町，中魚沼郡川
西町

高田 岡野町 岡野町

15-4-07-2 信濃川岩沢～上
片貝

小千谷市，北魚沼郡川口町 高田 小千谷 小千谷・岩沢

16-4-07-1 和田川中流 砺波市，高岡市 高山・富山 富山・八尾 高岡・宮森新 台地を下刻
18-4-07-1 九頭竜川中流 大野市，大野郡和泉村 岐阜 荒島岳 下山・越前朝日 奥越高原県立自然公園
19-4-07-1 雨畑川―早川 南巨摩郡早川町 甲府 身延 新倉・七面山
19-4-07-2 佐野川 南巨摩郡南部町 静岡 富士宮・南部 上井出・富士宮・南部
20-4-07-1 千曲川 下水内郡栄村 高田 苗場山 信濃森
20-4-07-2 千曲川 中野市，下水内郡豊田村 高田 中野 替佐
20-4-07-3 犀川 東筑摩生坂村・明科町 高山 信濃池田 信濃池田・明科
21-4-07-1 中山七里 益田郡下呂町 飯田 加子母・下呂 宮地・下呂・焼石 飛騨木曽川国定公園．飛騨川．
21-4-07-2 飛水峡 加茂郡七宗町・八百津町・

白川町
飯田 金山 河岐 国指定天然記念物「飛水峡の甌穴群」（昭和36年7月6日）．飛騨木曽

川国定公園．飛騨川．
21-4-07-3 神淵川 加茂郡七宗町 飯田 金山 上麻生 飛騨川支流
22-4-07-1 大井川中流 榛原郡中川根町・川根町 静岡 家山 家山
22-4-07-2 接阻峡 静岡市，榛原郡本川根町 静岡 井川・千頭 井川・千頭 奥大井県立自然公園．大井川．
22-4-07-3 気田川（とくに

下流）
天竜市，周智郡春野町 豊橋 天竜 犬居・秋葉山 天竜奥三河国定公園

23-4-07-1 巴川・寒狭川 南設楽郡鳳来町 豊橋 三河大野 三河大野 豊川水系
23-4-07-2 段戸川 東加茂郡旭町・足助町，北

設楽郡稲武町
豊橋 明智 川々渡 矢作川水系．愛知高原国定公園．

24-4-07-1 北山川の蛇行 南牟婁郡紀和町 田辺 十津川 大沼・瀞八丁・伏拝 国指定特別名勝および天然記念物．熊野川水系の支流，瀞峡ともよば
れる景勝地である．吉野熊野国立公園．

25-4-07-1 御池川 神崎郡永源寺町 名古屋 御在所山 竜ヶ岳・百済寺
25-4-07-2 雲洞谷（北川） 高島郡朽木村 宮津 熊川 饗庭野・古屋 北川
26-4-07-1 保津峡の穿入蛇

行
亀岡市保津町・篠町，京都
市右京区嵯峨

京都及大阪 京都西北部 京都西北部・亀岡 大堰川が亀岡盆地から京都盆地へぬける区間で，この区間を保津川と
呼ぶ．老ノ坂山地を貫ぬいてつくる峡谷．保津峡府立自然公園．

26-4-07-2 大堰川の穿入蛇
行

船井郡日吉町・八木町，北
桑田郡京北町

京都及大阪 京都西北部 殿田 丹波高地の南東部を掘り込んで流下し亀岡盆地に入る

26-4-07-3 由良川の穿入蛇
行

船井郡和知町 京都及大阪 綾部 和知 綾部盆地に流入する前の由良川は丹波盆地を掘り込んで流れる

28-4-07-1 武庫川溪谷 宝塚市，西宮市，神戸市 京都及大阪 広根・大阪西北
部

武田尾・宝塚 JR福知山線沿い生瀬から道場までの間の峡谷部．谷の深さ150－200
ｍ．

29-4-07-1 新宮川（十津
川）

吉野郡十津川村 田辺 十津川 大沼・瀞八丁・伏拝 吉野熊野国立公園

29-4-07-2 川原樋川 吉野郡野迫川村 和歌山 伯母子岳 上垣内
29-4-07-3 丹生川 吉野郡下市町・西吉野村・

黒滝村
和歌山 山上ヶ岳 中戸

30-4-07-1 北山川の蛇行 東牟婁郡熊野川町 田辺 十津川 瀞八丁 国指定特別名勝および天然記念物「瀞八丁」（昭和3年3月24日）．奈
良・和歌山との県境を流れる北山川の峡谷．吉野熊野国定公園．

30-4-07-2 小川峡 東牟婁郡古座川町 田辺 那智勝浦 滝の拝 古座川の支流
30-4-07-3 日置川 西牟婁郡大塔村 田辺 栗栖川 合川 大塔日置川県立自然公園
31-4-07-1 小原川中流 日野郡日南町 高梁 根雨・上石見 印賀・上石見
32-4-07-1 三刀屋川 飯石郡三刀屋町・掛合町 浜田 木次 稗原・掛合 斐伊川の支流
32-4-07-2 周布川（スフガ

ワ）
浜田市，那賀郡弥栄村 浜田 木都賀 波佐・木都賀

33-4-07-1 吉井川 苫田郡鏡野町真加部～奥津
町黒木

高梁 津山西部 香々美

33-4-07-2 高梁川 新見市鬼女洞～長屋 高梁 呰部・新見 井倉・新見・川面市場 高梁川上流県立自然公園
34-4-07-1 太田川 広島市，山県郡加計町・筒

賀村
広島 加計 飯室・坪野

34-4-07-2 神野瀬川（カン
ノセガワ）

比婆郡高野町 浜田 頓原 頓原

34-4-07-3 上下川（ジョウ
ゲガワ）

双三郡三良坂町・吉舎町 高梁・浜田 上下・三次 稲草・上下・三良坂

35-4-07-1 錦川中流 玖珂郡美川町南桑～四馬神 広島・山口 大竹・鹿野 渋前・周防須万
38-4-07-1 広見川・吉野川 北宇和郡広見町・松野町 宇和島 田野々・宇和島 江川崎・近永・松丸
39-4-07-1 四万十川の穿入

蛇行
幡多郡十和村・西土佐村・
大正町

宇和島 田野々 田野々・江川崎

土柱

穿入蛇行



39-4-07-2 下ノ加江川の穿
入蛇行

土佐清水市，幡多郡三原村 宇和島 土佐中村 下ノ加江

40-4-07-1 星野川 八女郡上陽町・星野村 熊本 久留米 草野・黒木
44-4-07-1 久留須川 南海部郡本匠村・直川村 大分 佐伯 植松
04-4-08-1 秋保長袋付近 仙台市太白区 仙台 川崎 陸前川崎 名取川
06-4-08-1 朝日町宮宿 西村山郡朝日町宮宿 仙台 荒砥 宮宿
06-4-08-2 新庄市本合海 新庄市本合海 新庄 清川 古口
06-4-08-3 大蔵村赤松 最上郡大蔵村赤松 新庄 清川 古口
07-4-08-1 袋原 河沼郡会津坂下町 新潟 喜多方 喜多方西部 袋原・長井・真木など．人工水路により短絡数ヶ所あり．
07-4-08-2 真木 喜多方市 新潟 喜多方 喜多方西部 袋原・長井・真木など．人工水路により短絡数ヶ所あり．
07-4-08-3 女平（オンナダ

イラ）
双葉郡楢葉町 白河 川前 成子内 木戸川

12-4-08-1 養老川中流（高
滝ダム）

市原市 千葉 姉崎 鶴舞

14-4-08-1 厚木市田代，中
津川

愛甲郡愛川町 東京 八王子 上溝

15-4-08-1 渋海川流域 中魚沼郡川西町 高田 岡野町 岡野町
22-4-08-1 渡島の環流丘陵 榛原郡川根町 静岡 家山 家山 4-7-1と関連
22-4-08-2 大間の環流丘陵 榛原郡本川根町 静岡 井川 井川・寸又峡温泉 奥大井県立自然公園．寸又川による．
22-4-08-3 西山平の環流丘

陵
静岡市 静岡 井川 井川 井川湖右岸．大井川による．

26-4-08-1 飯岡丘陵 綴喜郡田辺町 京都及大阪 奈良 田辺 木津川が蛇行浸食する過程でつくられた削り残し丘陵
26-4-08-2 弓削の還流丘陵 綾部市 宮津 舞鶴 丹波大町
26-4-08-3 萱野の還流丘陵 北桑田郡美山町 京都及大阪 四ッ谷 島
28-4-08-1 漆野 佐用郡南光町 姫路 佐用 土方 千種川
28-4-08-2 大沢 宍粟郡山崎町 姫路 佐用 千草 志文川
28-4-08-3 山方里山 佐用郡三日月町 姫路 上郡 三日月 志文川．吉備高原．
30-4-08-1 丹生ノ川・小森

地形
日高郡龍神村 田辺 龍神 恩行司 丹生川沿いに「小森」が３ヶ所あり，いずれも環流丘陵．

32-4-08-1 本郷付近 大原郡木次町 浜田 木次 湯村 斐伊川中流
32-4-08-2 錦付近 簸川郡佐田町 浜田 石見大田 反辺 神戸川中流
32-4-08-3 養老谷付近 美濃郡美都町 浜田 木都賀 宇津川 矢原川
33-4-08-1 吉井付近 後月郡芳井町吉井 岡山及丸亀 井原 井原 小田川（高梁川支流）中流
33-4-08-2 中谷付近 苫田郡鏡野町中谷 高梁 津山西部 香々美 中谷川（吉井川支流）中流
33-4-08-3 井倉付近 新見市井倉 高梁 呰部 井倉 高梁川中流部にある．高梁川上流県立自然公園．
34-4-08-1 津浪付近 山県郡加計町 広島 加計 坪野 太田川中流
34-4-08-2 後谷付近 高田郡高宮町 浜田 八重 前川 生田川（江川支流）中流
34-4-08-3 神田付近 賀茂郡河内町 広島 竹原 白市 入野川（沼田川支流）中流
35-4-08-1 長穂付近 徳山市長穂 山口 徳山 須々万本郷 錦川中流
35-4-08-2 西松室付近 徳山市西松室 山口 徳山 菅野湖 錦川中流
01-4-09-1 コイカクシュシ

ビチャリ川
静内郡静内町 浦河 神威岳 ピリガイ山 日高山脈襟裳国定公園

02-4-09-1 大秋地区 中津軽郡西目屋村 弘前 弘前 陸奥田代 大秋川と岩木川の支流
02-4-09-2 鳥谷(トヤ)（如

来堂川）
三戸郡名川町 八戸 三戸 三戸

03-4-09-1 花泉付近 西磐井郡花泉町 一関 若柳 若柳
04-4-09-1 支倉 柴田郡川崎町・村田町 仙台 白石 村田
04-4-09-2 二井宿峠 刈田郡七ヶ宿町 仙台 上山 二井宿 阿武隈川水系白石川支流・最上川水系大滝川支流．
05-4-09-1 秋田市大平野田

付近（岩見川と
太平川）

秋田市太平野田，河辺郡河
辺町

秋田 太平山 岩見三内 岩見川上流を太平川が争奪

05-4-09-2 比内町炭谷付近 北秋田郡比内町独鈷 弘前 大葛 大葛 炭谷川は犀川によって争奪
05-4-09-3 千屋付近（善知

鳥川）
仙北郡千畑町 秋田 六郷 真昼岳・六郷 千屋断層の活動による

06-4-09-1 二井宿峠 東置賜郡高畠町 仙台 上山 二井宿 宮城県刈田郡七ケ宿町．白石川上流．
07-4-09-1 大草 石川郡浅川町，東白川郡棚

倉町
白河 棚倉 棚倉 社川水系・久慈川水系．久慈川水系が社川水系を奪った．

07-4-09-2 瀬ヶ野～下羽原 西白河郡表郷村，東白川郡
棚倉町

白河 棚倉 磐城金山

07-4-09-3 川部 いわき市河部町 白河 川部 川部 四時川・蛭田川．四時川が蛭田川を奪った．
08-4-09-1 花貫川下流 高萩市 白河 高萩 高萩
08-4-09-2 観音川 真壁郡明野町・協和町・大

和町
水戸 真岡・真壁 岩瀬・真壁・筑波 古鬼怒川の流路

08-4-09-3 大谷川 下館市，芳賀郡二宮町 宇都宮 壬生・小山 久下田・下館 古鬼怒川の流路
09-4-09-1 鬼怒川中流 河内郡河内町・上河内村・

上三川町・南河内町，宇都
宮市，真岡市，芳賀郡二宮
町，小山市，塩谷郡氏家
町・高根沢町

宇都宮・日
光

矢板・宇都宮・
壬生

氏家・宝積寺・宇都宮東部・
上三川・久下田

11-4-09-1 名栗村山伏峠 入間郡名栗村 東京 秩父 正丸峠
11-4-09-2 和田吉野川 大里郡寄居町 宇都宮 熊谷 三ヶ尻
12-4-09-1 村田川小中池 山武郡大網白里町 千葉 東金 東金
12-4-09-2 一宮川最上流 長生郡長柄町 千葉 姉崎 海士有木
12-4-09-3 夷隅川最上流上

大沢
勝浦市 大多喜 鴨川 安房小湊

14-4-09-1 鳥屋 津久井郡津久井町 東京 上野原 青野原
15-4-09-1 米山川の河川争

奪
中頸城郡柿崎町 高田 柿崎 柿崎 典型的な河川争奪

18-4-09-1 織田の河川争奪
地形

丹羽郡織田町 岐阜 鯖江 織田 丹生山地南部一帯の水系異常

19-4-09-1 芋沢川・境川 東八代郡境川町 甲府 甲府 甲府・市川大門 扇頂部の開析
22-4-09-1 境川と大場川 三島市，駿東郡長泉町・清

水町
静岡 沼津 三島

23-4-09-1 津具溜淵 北設楽郡津具村 豊橋 田口 見出 大入川の上流の津具川を鴨山川の上流が今まさに争奪しようとしてい
る

25-4-09-1 石田川・百瀬川 高島郡マキノ町 岐阜 竹生島 海津
25-4-09-2 寒風川・麻生川 高島郡今津町・朽木村 宮津 熊川 饗庭野
28-4-09-1 栗柄峠 多紀郡西紀町，氷上郡春日

町
京都及大阪 篠山 宮田 加古川水系と由来川水系との分水界．篠山盆地の湖水化による河床上

昇が原因．
28-4-09-2 中垣内川 龍野市，揖保郡新宮町 姫路 龍野 龍野 揖保川支流山根川が中垣内川の支流を奪った．「播磨国風土記」の水

争いの話に登場する．
29-4-09-1 秋篠川と山田川 奈良市 京都及大阪 奈良 奈良 秋篠川の上流部が山田川に奪われた
31-4-09-1 今市付近 気高郡鹿野町 鳥取 鳥取南部 鹿野 河内川が浜村川を争奪
31-4-09-2 吉岡温泉町付近 鳥取市吉岡温泉町 鳥取 鳥取南部 鹿野
32-4-09-1 三井野原（ミイ

ノハラ）
仁多郡横田町 高梁 多里 下横田・多里 室原川(斐伊川支流)が西城川(江川支流)を争奪．比婆道後帝釈国定公

園．
32-4-09-2 下大谷 八束郡玉湯町 松江 松江 玉造 玉湯川が本郷川を争奪
32-4-09-3 程原付近 大田市 浜田 三瓶山 石見大田・三瓶山西部 静間川が三瓶川を争奪
33-4-09-1 上竹付近 上房郡賀陽町上竹 高梁 呰部・高梁 有漢市場・豪渓 佐与谷川（高梁川支流）が宇甘川（旭川支流）を争奪
34-4-09-1 上根（カミネ）

峠付近
高田郡八千代町 広島 可部 可部 根之谷川（太田川支流）が簸川（江川支流）を争奪

34-4-09-2 原田付近 高田郡高宮町 浜田 八重 安芸横田 本村川（江川支流）が宮迫川（江川支流）を争奪
34-4-09-3 上下（ジョウ

ゲ）付近
甲奴郡上下町 高梁 上下 上下 矢多田川（芦田川支流）が上下川（江川水系）を争奪

35-4-09-1 宇佐郷（ウサゴ
ウ）

玖珂郡錦町宇佐郷 広島 津田 宇佐郷 深谷川（錦川支流）が吉賀川（高津川上流）を奪う

35-4-09-2 上八道（カミヤ
ジ）

豊浦郡豊田町上八道 山口 西市 西市 木屋川が粟野川を奪う

35-4-09-3 大土路（オオド
ロ）

佐波郡徳地町柚木 山口 長門峡 大原湖 下の谷川（佐波川支流）が朴川（阿武川支流）を奪う

38-4-09-1 「水分」須賀
川・成川

北宇和郡広見町 宇和島 宇和島 松丸 4-10と関連

40-4-09-1 小石原 朝倉郡小石原村 福岡 吉井 小石原
42-4-09-1 英彦山 長崎市 長崎 長崎 長崎東南部
43-4-09-1 河原 菊池市 熊本 菊池 菊池 阿蘇火砕流堆積物が浸食される過程で生成
03-4-10-1 大ノ平 岩手郡玉山村外山 盛岡 外山 外山
04-4-10-1 古竜ノ口川 仙台市太白区 仙台 仙台 仙台西南部
05-4-10-1 秋田市太平野田 秋田市太平野田，河辺郡河

辺町
秋田 太平山 岩見三内 赤平面相当

05-4-10-2 比内町炭谷 北秋田郡比内町独鈷 弘前 大葛 大葛 鳥越火砕流の堆積面
06-4-10-1 天童市上渡戸 天童市上渡戸 仙台 楯岡 天童 砂礫層あり．小規模だが，県内で唯一．
07-4-10-1 川子坂 福島市 福島 福島 福島北部 摺上川支流小川旧流路
07-4-10-2 岳温泉東 二本松市 福島 二本松 安達太良山 岳凹地
07-4-10-3 館の南 郡山市湖南町 福島 猪苗代湖 岩代中野 中川旧流路
08-4-10-1 望海付近 高萩市 白河 高萩 磯原・高萩 M面相当
11-4-10-1 両神村白沢と荒

川村贄川
秩父郡両神村・荒川村 甲府 三峰 三峰

11-4-10-2 荒川柴原・小野
原の風隙

秩父郡荒川村 東京 秩父 秩父

12-4-10-1 村田川小中池 山武郡大網白里町 千葉 東金 東金
14-4-10-1 韮尾根 津久井郡津久井町 東京 八王子 上溝
16-4-10-1 長棟川源流 上新川郡大山町 高山 有峰湖 東茂住 跡津川断層崖と関連．
19-4-10-1 横手の風隙 北巨摩郡白州町 甲府 韮崎 長坂上条 糸魚川－静岡構造線沿い
22-4-10-1 星山高原の風隙

群
富士宮市 静岡 富士宮 富士宮・入山瀬 2-13-1の北東寄り

23-4-10-1 池場 南設楽郡鳳来町 豊橋 田口 三河本郷 中央構造線沿い
26-4-10-1 埴生の風隙 船井郡園部町 京都及大阪 園部 埴生 活断層による
26-4-10-2 笠峠 京都市，北桑田郡京北町 京都及大阪 京都西北部 周山
26-4-10-3 九鬼ヶ坂 北桑田郡美山町 京都及大阪 四ッ谷 島
31-4-10-1 岩坪付近 鳥取市 鳥取 鳥取南部 岩坪

河川争奪地形

風隙

還流丘陵



31-4-10-2 堀越付近 烏取市，八頭郡郡家町 鳥取 若桜 稲葉山
31-4-10-3 福本の南方峠 東伯郡三朝町 高梁 奥津 下鍛冶屋 岡山県真庭郡中和村に続く
32-4-10-1 王貫峠（オウヌ

キダワ）
仁多郡仁多町 浜田 頓原 阿井町 河川争奪による

32-4-10-2 鹿園寺（ロクオ
ンジ）町付近

平田市 大社 今市 平田 河川争奪による

33-4-10-1 余気寺越 備前市三石 姫路 播州赤穂 備前三石
33-4-10-2 種付近 津山市種 姫路 津山東部 津山東部
34-4-10-1 丸押（マルオ

シ）付近
広島市，山県郡千代田町 広島 加計 琴谷

34-4-10-2 長谷付近 双三郡三和町 浜田 三次 甲立
34-4-10-3 峠が谷 山県郡豊平町 浜田 大朝 志路原
35-4-10-1 上八道（カミヤ

ジ）
豊浦郡豊田町上八道 山口 西市 西市 河川争奪による

35-4-10-2 大土路（オオド
ロ）

佐波郡徳地町柚木 山口 長門峡 大原湖 河川争奪による

35-4-10-3 向峠（ムカタ
オ）

玖珂郡錦町宇佐郷 広島 津田 宇佐郷 河川争奪による

38-4-10-1 「水分」須賀
川・成川

北宇和郡広見町 宇和島 宇和島 松丸 4-9と関連

43-4-10-1 河原 菊池市 熊本 菊池 菊池 阿蘇火砕流堆積物が浸食される過程で生成
01-4-11-1 黒松内低地 寿都郡黒松内町，山越郡長

万部町
室蘭 長万部 黒松内

01-4-11-2 石狩・苫小牧 千歳市 札幌 千歳 千歳
03-4-11-1 巣郷-黒沢間分水

界
和賀郡湯田町 新庄 横手 羽後黒沢

04-4-11-1 菅生（平） 柴田郡村田町 仙台 岩沼・白石 岩沼・村田 名取川水系坪沼川・阿武隈川水系一本松川．
05-4-11-1 下新城付近 秋田市下新城 秋田 秋田 土崎 馬踏川と新城川の間
06-4-11-1 堺田峠 最上郡最上町 新庄 鳴子 羽前赤倉 宮城県鳴子町との間．最上川水系と北上川水系の分水界．
07-4-11-1 鶴沢 伊達郡川俣町 福島 保原・川俣 月舘・川俣 女神川・広瀬川
07-4-11-2 菅谷（スガヤ） 田村郡滝根町 福島 常葉 上大越 牧野川・夏井川
07-4-11-3 谷地 石川郡石川町・古殿町 白河 竹貫 竹貫 細矢川・飛鳥川
08-4-11-1 明神峠 久慈郡里美村 白河 大子 袋田
18-4-11-1 栃ノ木峠 南条郡今庄町 岐阜 今庄 板取 滋賀．柳ヶ瀬断層沿い．
20-4-11-1 原ノ茶屋谷中分

水界
諏訪郡富士見町 甲府 高遠 信濃富士見 糸魚川－静岡構造線沿い

21-4-11-1 舞台峠 恵那郡加子母村，益田郡下
呂町

飯田 加子母 宮地・小和知 阿寺断層沿い

22-4-11-1 富士見峠付近 清水市 静岡 吉原 蒲原
23-4-11-1 水別 北設楽郡稲武町 豊橋 明智 川々渡
26-4-11-1 胡麻高原の谷中

分水界
船井郡日吉町 京都及大阪 綾部 胡麻 大堰川水系と由良川水系をへだてる．ＪＲ山陰本線ぞい．

26-4-11-2 船岡の谷中分水
界

船井郡園部町 京都及大阪 園部 園部 大堰川とその支流園部川とをへだてる

26-4-11-3 鳥取の谷中分水
界

竹野郡網野町・弥栄町 宮津 網野 網野

28-4-11-1 篠山盆地南西部 多紀郡丹南町 京都及大阪 篠山 篠山 武庫川水系と加古川水系との分水界
28-4-11-2 栗柄峠 多紀郡西紀町，氷上郡春日

町
京都及大阪 篠山 宮田 加古川水系と由来川水系との分水界

28-4-11-3 氷上回廊（石生
の水別れ）

氷上郡氷上町 京都及大阪 篠山 柏原 加古川水系と由来川水系との分岐点．一つの水流が両側へ流れてい
る．本州でもっとも低い分水界である．

29-4-11-1 秋篠川と山田川 奈良市 京都及大阪 奈良 奈良
31-4-11-1 今市付近 気高郡鹿野町 鳥取 鳥取南部 鹿野
32-4-11-1 上佐世（カミサ

セ）付近
大原郡大東町 浜田 木次 木次

32-4-11-2 田野原付近 鹿足郡六日市町 広島 津田 宇佐郷 河川争奪による
33-4-11-1 下出部（シモイ

ズエ）付近
井原市下出部町 岡山及丸亀 井原 井原

33-4-11-2 明地付近 浅口郡里庄町明地 岡山及丸亀 玉島 笠岡
33-4-11-3 小原付近 久米郡中央町小原 高梁 福渡 下弓削
34-4-11-1 上根（カミネ）

付近
高田郡八千代町 広島 可部 佐々井 河川争奪による

34-4-11-2 向井原付近 高田郡向原町 広島 可部 安芸吉田 河川争奪による
34-4-11-3 福田付近 加茂郡大和町 広島 乃美 下徳良 河川争奪による
35-4-11-1 伊陸（イカチ）

付近
柳井市伊陸 広島 岩国 上久原

35-4-11-2 大土路（オオド
ロ）

佐波郡徳地町 山口 長門峡 大原湖 河川争奪による

40-4-11-1 二日市 筑紫野市 福岡 太宰府・甘木・
福岡・背振山

太宰府・二日市・福岡南部・
不入道

41-4-11-1 有田 西松浦郡有田町 長崎 伊万里 有田
41-4-11-2 金石原 伊万里市 長崎 伊万里 伊万里
42-4-11-1 道尾 長崎市 長崎 長崎 長崎西北部
43-4-11-1 河原 菊池市 熊本 菊池 菊池 阿蘇火砕流堆積物が浸食される過程で生成
08-4-12-1 千波湖 水戸市 水戸 水戸 水戸 那珂川のせき止め
08-4-12-2 牛久沼 竜ヶ崎市，牛久市，筑波郡

伊奈町，稲敷郡茎崎町
千葉 龍ヶ崎 牛久・藤代 小貝川のせき止め

08-4-12-3 菅生沼 岩井市，水海道市 東京・宇都
宮

水海道・野田 水海道・守谷

32-4-12-1 浮布池（ウキヌ
ノノイケ）

大田市 浜田 三瓶山 三瓶山西部 三瓶山麓の土石流による堰き止め．大山隠岐国立公園．

04-4-13-1 潟沼南岸 玉造郡鳴子町 新庄 鳴子 鳴子 栗駒国定公園
07-4-13-1 長浜（猪苗代

湖）
耶麻郡猪苗代町 福島 磐梯山 猪苗代

07-4-13-2 原（猪苗代湖） 会津若松市 福島 猪苗代湖 原
08-4-13-1 北浦の湖岸段丘 行方郡潮来町，鹿嶋市 水戸・千葉 鉾田・潮来 武井・潮来 湖に突出した部分に模式的なものがある
08-4-13-2 霞ヶ浦の湖岸段

丘
稲敷郡美浦村・桜川村 水戸・千葉 玉造・佐原 西蓮寺・木原・麻生・江戸崎 ３段程度認められる

03-4-14-1 砂鉄川下流 東磐井郡川崎町・東山町 一関 千厩・一関 千厩北部・千厩南部・一関
05-4-14-1 馬場目川中流域 南秋田郡五城目町 秋田 五城目 湯ノ又・蓬内台
15-4-14-1 渋海川の谷底平

野
刈羽郡小国町，三島郡越路
町

高田・長岡 柏崎・岡野町 塚野山・法坂 東頸城丘陵内

16-4-14-1 上庄谷 氷見市 七尾 氷見・石動 氷見・飯久保 上庄川
17-4-14-1 町野川の谷底平

野
輪島市，鳳至郡柳田村 輪島 宝立山 曽々木・柳田

18-4-14-1 足羽川上流域の
谷底平野

今立郡池田町 岐阜 大野 稲荷

19-4-14-1 桂川谷底平野 富士吉田市，都留市，南都
留郡西桂町

甲府 都留 都留・河口湖東部

20-4-14-1 姫川上流河谷 北安曇郡白馬村 高山 大町 神城 「四ヶ庄盆地」とも呼ばれる
21-4-14-1 宮川の谷底平野 吉城郡古川町・国府町 高山 飛彈古川 林・飛彈古川
22-4-14-1 狩野川谷底平野 田方郡伊豆湯ヶ島町・修善

寺町・大仁町・伊豆長岡
町・韮山町

静岡 沼津・修善寺 韮山・修善寺

23-4-14-1 豊川谷底平野 新城市 豊橋 三河大野・御油 三河富岡・新城
31-4-14-1 八東川（ハット

ウガワ）中流
八頭郡郡家町・八頭町・船
岡町

鳥取 若桜 因幡郡家 千代川支流

32-4-14-1 高津川中流 鹿足郡六日市町 山口 津和野 六日市
33-4-14-1 旭川中流 真庭郡勝山町・落合町・久

世町
高梁 津山西部・勝山 久世・勝山

34-4-14-1 御調川（ミツギ
ガワ）下流部

府中市，三原市，御調郡御
調町

岡山及丸亀 府中・尾道 府中・垣内 芦田川支流

35-4-14-1 佐波川中流部 防府市，佐波郡徳地町 山口 長門峡・防府 堀・島地・矢田
35-4-14-2 仁保川中流部 山口市 山口 長門峡・防府 仁保・矢田 椹野川支流
40-4-14-1 遠賀川中流 田川市，飯塚市，直方市，

嘉穂郡頴田町・穂波町，田
川郡赤池町・方城町・金田
町・糸田町

福岡 行橋・田川・直
方・太宰府

金田・田川・直方・飯塚

41-4-14-1 厳木川中流 東松浦郡厳木町 熊本 武雄 多久
42-4-14-1 内山盆地 下県郡厳原町 厳原 厳原 豆酘
42-4-14-2 山内盆地 南松浦郡岐宿町 福江・富江 福江・三井楽・

富江・玉之浦
蠑螺島・五島福江・崎山

12-4-15-1 伊豆島 木更津市 東京 木更津 木更津
12-4-15-2 栗源町沢東部 香取郡栗源町 千葉 成田 新東京国際空港
12-4-15-3 塩田川源流 夷隅郡大原町 大多喜 上総大原 上総大原・御宿
13-4-15-1 山中付近 町田市 東京 八王子 武蔵府中
13-4-15-2 横沢入 あきる野市 東京 五日市 五日市 生物のすみかとしても，優れた環境にある．
13-4-15-3 小山田 町田市 東京 八王子 武蔵府中
21-4-15-1 久田見高原の谷

地田
加茂郡八百津町 飯田 金山 河岐

01-4-16-1 広尾川 広尾郡広尾町 広尾 広尾・楽古岳 札楽古・広尾
01-4-16-2 日高幌別川 浦河郡浦河町 浦河 西舎 日高幌別川上流・上杵臼
01-4-16-3 元浦川 浦河郡浦河町 浦河 西舎・三石 上野深・西舎・荻伏
04-4-16-1 名乗沢支流 柴田郡川崎町 仙台 川崎 今宿 土石流やソリフラクションの堆積物で埋積．現在は段丘化．一部は蔵

王国定公園．
07-4-16-1 濁川・平田川 福島市小田・平石 福島 福島 福島南部
07-4-16-2 常夏川・菅川 郡山市湖南町 福島 猪苗代湖 岩代福良
07-4-16-3 藤原川・矢田川 いわき市小名浜 白河 小名浜 磐城泉 小名浜浜堤列の後背湿地
11-4-16-1 秩父市影森 秩父市 東京 秩父 秩父
13-4-16-1 梅郷（多摩川） 青梅市梅郷 東京 五日市 武蔵御岳

谷戸（谷津・谷地）

埋積谷

谷中分水界

堰止湖

湖岸段丘

谷底平野



15-4-16-1 五十嵐川埋積谷 南蒲原郡下田村 新潟 加茂 森町
15-4-16-2 刈谷田川埋積谷 栃尾市，見付市 新潟・長岡 守門岳・三条・

長岡
栃堀・見附・栃尾

16-4-16-1 十二町・仏生寺
川流域

氷見市 七尾 氷見・石動 氷見・飯久保 布勢の湖跡

17-4-16-1 穴水の埋積谷 鳳至郡穴水町 七尾 穴水 穴水
18-4-16-1 敦賀の袋状埋積

谷
敦賀市 岐阜 敦賀 敦賀 敦賀市街地東方

18-4-16-2 鳥羽川 - 北川埋
積谷

遠敷郡上中町 宮津 西津・熊川 西津・熊川・遠敷 溺れ谷の埋積

19-4-16-1 浅川上流 東八代郡八代町 甲府 甲府 河口湖西部
20-4-16-1 木曽駒高原 木曽郡木曽福島町 飯田 伊那・木曽福島 宮ノ越・木曽福島 正沢川の扇状地性埋積谷
20-4-16-2 千曲川上流域 南佐久郡川上村 甲府 金峰山 御所平 砂礫段丘発達（梓川段丘群）
22-4-16-1 葉梨川の埋積谷 藤枝市 静岡 静岡・家山 焼津・伊久美・向谷 朝比奈川との河川争奪地形を含む
22-4-16-2 北江間の埋積谷 田方郡伊豆長岡町 静岡 沼津 韮山 4-14-1と関連
23-4-16-1 名倉川上流河谷 北設楽郡設楽町 豊橋 田口 田口
31-4-16-1 小鴨（オガモ）

付近
東伯郡関金町 松江 倉吉・大山 関金宿・泰久寺 小鴨川（天神川支流）

32-4-16-1 高津川上流部 鹿足郡六日市町 広島・山口 津田・津和野 宇佐郷・六日市 河川争奪により無能河川化
32-4-16-2 沼原（ヌンバ

ラ）
鹿足郡津和野町 山口 津和野 津和野 旧湖沼の埋積による

33-4-16-1 小田川中流 井原市，笠岡市,小田郡矢掛
町

岡山及丸亀 玉島・井原 矢掛・井原 河川争奪による

33-4-16-2 宇甘川（ウカイ
ガワ）上流

上房郡賀陽町上竹 高梁 呰部 有漢市場 河川争奪による

34-4-16-1 簸川源流部 高田郡八千代町 広島 可部 佐々井・可部 河川争奪による
34-4-16-2 乃美付近 加茂郡豊栄町 広島 乃美 乃美 椋梨川上流
34-4-16-3 西条町一帯 東広島市 広島 海田市・竹原 白市・安芸西条・清水原 旧湖盆の埋積による
35-4-16-1 徳佐盆地 阿武郡阿東町 山口 津和野・徳佐中 津和野・椛谷・十種峰・徳佐

中
阿武川水系．旧堰止が埋積されたもの．

35-4-16-2 宇生賀（ウブ
カ）

阿武郡阿武町・むつみ村 山口 徳佐中 長門広瀬 火山性堰止湖が埋積されたもの．埋木が多い．

01-4-17-1 静内川 静内郡静内町・新冠郡新冠
町

浦河 農屋・静内・東
静内

農屋・ペラリ山・明和・御
園・静内・東静内

01-4-17-2 歴舟川 広尾郡大樹町 広尾 忠類・大樹・上
札内・上豊似

忠類・浜大樹・大樹・尾田・
開進

01-4-17-3 夕張川 夕張郡由仁町・栗山町 札幌 夕張・追分 栗山・雨霧山・三川
02-4-17-1 国吉 弘前市 弘前 弘前 弘前・岩木山 岩木川上流
02-4-17-2 烏沢付近 三戸郡福地村，八戸市 八戸 三戸 苫米地 馬淵川
02-4-17-3 黒石付近 黒石市 弘前 黒石 温湯・黒石 浅瀬石川
03-4-17-1 馬渕川中流金田

一付近
二戸市 八戸 一戸・三戸 三戸・陸奥福岡

04-4-17-1 茂庭付近 仙台市 仙台 仙台 仙台西南部 名取川
04-4-17-2 愛子盆地の広瀬

川左岸一帯
仙台市青葉区 仙台 川崎 熊ヶ根 広瀬川・大倉川．

05-4-17-1 椿台（岩見川流
域）

河辺郡雄和町・河辺町 秋田 刈和野・羽後和
田

羽後境・羽後和田 6段の段丘面

05-4-17-2 大野台（阿仁川
流域）

北秋田郡鷹巣町・合川町・
森吉町

弘前 鷹巣・米内沢 鷹巣東部・鷹巣西部・桂瀬・
米内沢

8段の段丘面

05-4-17-3 大野岱（粕毛川
流域）

山本郡藤里町・二ツ井町 弘前 能代 根城岱 6段の段丘面

06-4-17-1 最上川中流大石
田～大蔵

北村山郡大石田町，尾花沢
市，最上郡大蔵村・舟形町

仙台・新庄 新庄・清川・尾
花沢

舟形・古口・尾花沢・延沢・
海谷

最上川河岸段丘．丹生川の尾花沢段丘．

06-4-17-2 最上川中・上
流，朝日町

西村山郡朝日町常盤 仙台 荒砥 宮宿・太郎 最上川河岸段丘

07-4-17-1 白岩（阿賀川） 南会津郡下郷町 日光 田島 湯野上 大川羽鳥県立自然公園
07-4-17-2 千咲原・袋原 河沼郡会津坂下町，耶麻郡

高郷町
新潟 喜多方 喜多方西部

07-4-17-3 医王寺北側 福島市飯坂町 福島 福島 福島北部 摺上川右岸
08-4-17-1 上小川段丘 久慈郡大子町 白河 大子 大中宿・常陸大沢 久慈川中流の主要な段丘
08-4-17-2 下小川段丘 那珂郡山方町 白河・水戸 大子・常陸大宮 大中宿・山方 久慈川中流の主要な段丘
08-4-17-3 野口段丘 東茨城郡御前山村・桂村 水戸 常陸大宮 野口 那珂川中流
09-4-17-1 宇都宮市付近 宇都宮市 水戸・宇都

宮
烏山・宇都宮 仁井田・祖母井・宝積寺・宇

都宮東部
09-4-17-2 宇都宮市北方 宇都宮市 宇都宮 宇都宮 宇都宮東部
10-4-17-1 沼田付近 沼田市 宇都宮 沼田 沼田
11-4-17-1 秩父市付近 秩父市 宇都宮・東

京
寄居・秩父 皆野・秩父

11-4-17-2 寄居付近 大里郡寄居町・花園町・江
南町・川本町，深谷市，熊
谷市

宇都宮 深谷・熊谷・寄
居

深谷・三ヶ尻・寄居

12-4-17-1 夷隅川 夷隅郡夷隅町・大多喜町，
勝浦市

大多喜 上総大原・勝
浦・大多喜

国吉・勝浦・大多喜・上総中
野

12-4-17-2 養老川 市原市，夷隅郡大多喜町 千葉・大多
喜

姉崎・大多喜 海士有木・鶴舞・姉崎・上総
横田・大多喜・上総中野

12-4-17-3 小櫃川 君津市，木更津市，袖ヶ浦
市

千葉・大多
喜

姉崎・大多喜 上総横田・上総中野・久留
里・坂畑

13-4-17-1 あきる台地 あきる野市，西多摩郡日の
出町

東京 青梅・五日市 拝島・五日市

13-4-17-2 国分寺崖線 国分寺市 東京 青梅 立川
13-4-17-3 府中崖線 府中市，国立市 東京 青梅・八王子 立川・武蔵府中
14-4-17-1 相模川（上野

原，八王子）相
模原段丘群

相模原市，津久井郡城山町 東京 八王子 上溝

14-4-17-2 相模川，桂川段
丘群

津久井郡藤野町・相模湖
町・津久井町

東京 上野原 与瀬

14-4-17-3 相模川，道志川
段丘群

津久井郡藤野町・相模湖
町・津久井町

東京 上野原 青野原・大室山

15-4-17-1 信濃川津南付近 中魚沼郡津南町 高田 松之山温泉・苗
場山

大割野・赤沢

15-4-17-2 信濃川小千谷付
近

小千谷市，北魚沼郡川口町 高田 小千谷 小千谷・岩沢

16-4-17-1 粟巣野段丘崖 中新川郡立山町 高山 五百石 小見 常願寺川
16-4-17-2 十二貫野段丘・

段丘崖
黒部市，下新川郡宇奈月町 富山 泊・三日市 舟見・三日市 黒部川

16-4-17-3 南砺段丘 東礪波郡庄川町・井波町・
福野町・井口村・城端町，
西礪波郡福光町

金沢 城端・下梨 城端・福光・下梨・湯涌 小矢部川右岸～庄川左岸

17-4-17-1 金沢の河岸段丘
及び段丘崖

金沢市 金沢 金沢 金沢 野田上位段丘・野田下位段丘・小立野段丘など5段の段丘と顕著な段丘
崖．

17-4-17-2 手取川の河岸段
丘

石川郡吉野谷村・鳥越村 金沢 鶴来・白峰 口直海・別宮・市原 獅子吼手取県立自然公園．手取川中流域．ふつう1～2段．釜清水周辺
では4段．

17-4-17-3 尾添付近の河岸
段丘

石川郡吉野谷村・尾口村 金沢 白峰 市原 尾添川河岸段丘

18-4-17-1 九頭竜川の河岸
段丘

勝山市，吉田郡上志比村・
永平寺町

金沢 永平寺 丸岡・龍谷・山王・永平寺

19-4-17-1 桂川河岸段丘 北都留郡上野原町 東京 上野原 上野原
19-4-17-2 塩川河岸段丘 北巨摩郡須玉町・明野村 甲府 八ヶ岳・韮崎 谷戸・若神子
19-4-17-3 笛吹川（牧丘）

段丘
東山梨郡牧丘町，塩山市 甲府 御岳昇仙峡 川浦・塩山

20-4-17-1 下伊那竜西地
域・竜東地域

飯田市，下伊那郡高森町・
喬木村・豊丘村

飯田 飯田・時又 下市田・飯田・上久堅・時又 田切断層のような活断層崖が段丘崖と併走する

20-4-17-2 千曲川上流域 南佐久郡川上村 甲府 金峰山 御所平 埋積谷に発達した砂礫段丘
20-4-17-3 梓川段丘群 東筑摩郡波田町・南安曇郡

梓川村
高山 松本 波田 梓川の旧扇状地面とその浸食段丘

21-4-17-1 高原川河岸段丘 吉城郡神岡町・上宝村 高山 船津 船津
21-4-17-2 中津川付近の河

岸段丘
中津川市 飯田 妻籠・中津川・

付知・恵那
妻籠・中津川・美濃福岡・恵
那

木曽川とその支流中津川の河岸段丘

21-4-17-3 蒲田川鍋平の河
岸段丘

吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 比高150～200mの段丘崖

22-4-17-1 天竜川下流の河
岸段丘

浜北市，磐田市，浜松市 豊橋 磐田・浜松 笠井・気賀・浜松 三方ヶ原，磐田原．

22-4-17-2 牧ノ原 島田市，榛原郡金谷町・榛
原町

静岡 家山・掛川 向谷・島田・相良・掛川 大井川隆起扇状地

22-4-17-3 大井川中流の段
丘

榛原郡中川根町 静岡 千頭 高郷

23-4-17-1 矢作川勘八峡付
近

豊田市 豊橋 豊田 豊田北部

23-4-17-2 豊川中流（新城
付近）

新城市 豊橋 三河大野・御油 三河富岡・新城

24-4-17-1 宮川の河成段丘 多気郡大台町，度会郡大宮
町

伊勢 丹生 伊勢佐原 ATを礫層中に含む段丘があり，最終氷期末（MIS［Marine Isotope
Stage］ステージ2）に埋積がおこった．奥伊勢宮川峡県立自然公園．

24-4-17-2 雲出川 久居市，一志郡一志町・嬉
野町

伊勢 二本木 大仰

25-4-17-1 布引山（野洲
川）

甲賀郡土山町・水口町 名古屋 亀山・水口 土山・水口

25-4-17-2 泰山寺野 高島郡安曇川町 宮津 熊川 饗庭野
26-4-17-1 由良川（段丘） 綾部市，船井郡和知町 京都及大阪 綾部 綾部・和知 蛇行しながら北流する部分にある．４段認められる．
27-4-17-1 石川の段丘 河内長野市 和歌山 五條 富田林 右岸と左岸で分布に差がある．羽曳野の撓曲と関係がある．
28-4-17-1 加古川 小野市，加東郡社町 姫路 北条 西脇・社

河岸段丘及び段丘崖



28-4-17-2 市川中流 姫路市，神崎郡福崎町・香
寺町・市川町

姫路 北条・龍野 北条・笠原・前之庄・姫路北
部

28-4-17-3 明石川上流 神戸市 京都及大
阪・姫路

神戸・高砂 淡河・前開・東二見 明石川によって頭部を切られた截頭段丘

29-4-17-1 吉野川の河岸段
丘

五條市 和歌山 五條・高野山 五條・富貴

30-4-17-1 粉河の河成段丘 那賀郡那賀町・粉河町・打
田町

和歌山 粉河 粉河

30-4-17-2 有田川 有田郡清水町 和歌山 動木 田・紀伊清水 通称「藺島」として有名
31-4-17-1 古市付近 日野郡溝口町 高梁 根雨 江尾 日野川
31-4-17-2 小鹿付近 東伯郡三朝町 松江 倉吉 三朝 小鹿川
32-4-17-1 吾郷（アゴウ）

周辺
邑智郡邑智町 浜田 三瓶山 石見小原 江川中流部．２段の段丘面．

32-4-17-2 赤名盆地 飯石郡赤来町 浜田 三瓶山 野萱 神戸川上流部
32-4-17-3 出羽（イズハ）

周辺
邑智郡瑞穂町 浜田 赤名 出羽 出羽川流域（江川支流）

33-4-17-1 太井ノ坂 真庭郡美甘村 高梁 勝山 横部 新庄川（旭川支流）
33-4-17-2 蒜山原（ヒルゼ

ンバラ）
真庭郡川上村・八束村 高梁 湯本 蒜山 旭川上流部．大山隠岐国立公園．

34-4-17-1 新市（シンイ
チ）盆地

比婆郡高野町 浜田 頓原 比婆新市・頓原 神野瀬川流域（江川支流）

34-4-17-2 庄原台地 庄原市 高梁 庄原 庄原 西城川流域（江川支流）
34-4-17-3 西条盆地南部 東広島市 広島 海田市 清水原 黒瀬川流域
35-4-17-1 徳佐盆地 阿武郡阿東町 山口 津和野・徳佐中 津和野・椛谷・十種峰・徳佐

中
阿武川

35-4-17-2 鹿野（カノ）付
近

都濃郡鹿野町 山口 鹿野 周防鹿野 錦川

35-4-17-3 渋前（シブク
マ）付近

玖珂郡美和町渋前 広島 大竹 渋前 渋前川

40-4-17-1 八女台地 八女市，久留米市，筑後市 熊本 久留米・佐賀 久留米・八女・久留米西部・
羽犬塚

40-4-17-2 福岡平野 福岡市，大野城市，春日市 福岡 太宰府・福岡 太宰府・福岡南部・福岡西南
部

40-4-17-3 筑後川平野北部 小郡市，甘木市，朝倉郡朝
倉町・夜須町，筑紫野市，
三井郡大刀洗町

福岡 甘木 甘木・田主丸・二日市・鳥栖

41-4-17-1 佐賀平野北部 佐賀市,三養基郡北茂安町・
中原町,佐賀郡大和町,神埼
郡神埼町・東脊振町・三田
川町

熊本 佐賀 久留米北部・佐賀北部

42-4-17-1 浦上川下流 長崎市 長崎 長崎 長崎東北部・長崎東南部・長
崎西北部・長崎西南部

中期更新世？

43-4-17-1 菊陽 菊池郡菊陽町 熊本 菊池 肥後大津
11-4-18-1 長瀞 秩父郡長瀞町 宇都宮 寄居 鬼石・皆野 国指定名勝・天然記念物（大正13年12月9日）．長瀞式結晶片岩帯．
14-4-18-1 玄倉川渓谷モチ

コシ谷出合上流
足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園

14-4-18-2 河内川支流大滝
沢中流

足柄上郡山北町 東京 秦野 中川 丹沢大山国定公園

14-4-18-3 早戸川雷淵 津久井郡津久井町 東京 秦野 大山 丹沢大山国定公園
20-4-18-1 天竜峡 飯田市 飯田 時又 時又 天竜奥三河国定公園
21-4-18-1 兼山瀞八丁 可児郡兼山町，加茂郡八百

津町
飯田 美濃加茂 御嵩・美濃加茂 飛騨木曽川国定公園．木曽川．

24-4-18-1 瀞峡 南牟婁郡紀和町 田辺 十津川 瀞八丁 国指定特別名勝および天然記念物「瀞八丁」（昭和3年3月24日）．奈
良・和歌山との県境を流れる北山川の峡谷．吉野熊野国立公園．両岸
は20－50ｍの急崖をなし深い瀞をつくっている．

25-4-18-1 大瀞 神崎郡永源寺町 名古屋 御在所山 御在所山 鈴鹿国定公園
29-4-18-1 瀞峡 吉野郡十津川村 田辺 十津川 大沼・瀞八丁 国指定特別名勝及び天然記念物「瀞八丁」（昭和3年3月24日）．和歌

山・三重との県境を流れる北山川の峡谷．両岸は20～50mの急崖をな
し，深い瀞をつくっている．吉野熊野国立公園．

29-4-18-2 音無川 五條市 和歌山 五條 五條 県立吉野川津風呂自然公園
30-4-18-1 瀞峡 東牟婁郡熊野川町 田辺 十津川 瀞八丁・伏拝 国指定特別名勝および天然記念物「瀞八丁」（昭和3年3月24日）．奈

良・三重との県境を流れる北山川の峡谷．吉野熊野国立公園．両側は
20－50ｍの急崖をなし深い瀞をつくっている．

30-4-18-2 静閑瀞 東牟婁郡熊野川町 田辺 新宮 紀伊大野
32-4-18-1 音無しの瀞 邑智郡大和村 浜田 赤名 赤名 江川中流部．江川水系県立自然公園．
02-4-19-1 馬場 三戸郡南部町 八戸 三戸 三戸 南部町馬場の馬淵川の河床
03-4-19-1 北上川北上-金ヶ

崎間
北上市，江刺市，胆沢郡
金ヶ崎町

一関 北上 陸中江刺・金ヶ崎

04-4-19-1 広瀬川（牛越橋
上流～愛宕橋
間）

仙台市青葉区・太白区 仙台 仙台 仙台東北部・仙台東南部・仙
台西北部・仙台西南部

瀬・淵の繰り返し

06-4-19-1 最上川中流峡谷
部（三難所）

村山市 仙台 尾花沢 富並 碁点，隼，三ノ瀬と呼ばれる早瀬．山形盆地北縁の隆起帯．

13-4-19-1 多摩川中流 福生市，あきる野市，昭島
市，八王子市，日野市，立
川市，国立市

東京 青梅・八王子 立川・拝島・武蔵府中 羽村堰より下流．浅川合流点まで．

13-4-19-2 秋川下流 あきる野市 東京 青梅・五日市 拝島・五日市
20-4-19-1 梓川上流 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳・上高地 中部山岳国立公園．上高地は国指定特別名勝特別天然記念物．
32-4-19-1 荷越瀬（ニコ

セ）
邑智郡大和村 浜田 赤名 赤名 江川中流部．江川水系県立自然公園．

32-4-19-2 簗瀬 邑智郡邑智町 浜田 三瓶山 石見小原 江川中流部
01-4-20-1 十勝平野 河東郡鹿追町・音更町，上

川郡清水町，中川郡幕別
町，帯広市,河西郡芽室町・
中札内村

帯広・夕張
岳

大正・帯広・中
士幌・新得・御
影・札内岳

中士幌・駒場・瓜幕・上然
別・帯広北部・帯広南部・祥
栄・芽室・大正・中札内・上
帯広・十勝清川・十勝清水・
御影・渋山・上美生・拓成

01-4-20-2 富良野盆地 富良野市，空知郡上富良野
町・中富良野町

旭川 富良野・十勝岳 本幸・富良野

02-4-20-1 大和沢扇状地 弘前市 弘前 弘前 久渡寺
02-4-20-2 蓬田川 東津軽郡蓬田村 青森 油川 蓬田
03-4-20-1 胆沢（川）扇状

地
胆沢郡胆沢町・前沢町・
金ヶ崎町・衣川村，水沢市

一関・新庄 北上・水沢・焼
石岳

陸中江刺・金ヶ崎・水沢・前
沢・供養塚・古戸・石淵ダム

03-4-20-2 夏油川扇状地 胆沢郡金ヶ崎町，北上市 一関・新庄 北上・川尻 北上・金ヶ崎・夏油温泉
03-4-20-3 豊沢川扇状地 花巻市，北上市 盛岡 花巻 花巻
05-4-20-1 六郷扇状地 仙北郡六郷町・仙南村・千

畑町・仙北町，大曲市
秋田 六郷 六郷・金沢本町 沖積扇状地

05-4-20-2 菩提野（佐比内
沢）扇状地

鹿角市平元 弘前 花輪 花輪・毛馬内 沖積扇状地

05-4-20-3 水沢川扇状地 山本郡峰浜村 弘前 能代 羽後水沢 開析扇状地も含む
06-4-20-1 乱川扇状地 東根市，天童市 仙台 楯岡 楯岡・天童・谷地・寒河江 果樹園など土地利用が典型的
06-4-20-2 寒河江川扇状地 寒河江市，西村山郡河北町 仙台 楯岡・左沢 寒河江・左沢
06-4-20-3 馬見ヶ崎川扇状

地
山形市 仙台 山形 笹谷峠・山形北部・山形南部 ほぼ全面に市街地

07-4-20-1 松川扇状地 福島市 福島 福島 福島北部 阿武隈川左岸支流
07-4-20-2 荒川扇状地 福島市 福島 福島 福島南部・土湯温泉 阿武隈川左岸支流
07-4-20-3 雲雀ヶ原扇状地 原町市 福島 原町 原町
09-4-20-1 今市扇状地 日光市，今市市 日光 日光・矢板 玉生・下野大沢・鬼怒川温

泉・今市
09-4-20-2 那須野ヶ原 大田原市，黒磯市，那須郡

那須町・西那須野町・塩原
町・湯津上村・黒羽町

日光・白河 白河・大田原・
喜連川・那須
岳・塩原・矢板

黒田原・黒磯・大田原・佐久
山・板室・関屋・西那須野・
矢板

11-4-20-1 荒川 熊谷市，大里郡川本町 宇都宮 深谷・熊谷 深谷・熊谷・三ヶ尻
11-4-20-2 入間川 入間市，狭山市，飯能市 東京 川越・青梅 川越南部・飯能・青梅
11-4-20-3 高麗川 日高市，鶴ヶ島市，坂戸市 東京 川越 川越北部・川越南部・越生・

飯能
13-4-20-1 青梅 青梅市，羽村市，入間市，

西多摩郡瑞穂町
東京 青梅 青梅・拝島

14-4-20-1 相模川 相模原市，町田市，津久井
郡城山町

東京 八王子 武蔵府中・原町田・八王子・
上溝

15-4-20-1 水無川扇状地 南魚沼郡大和町 高田 十日町 五日町
15-4-20-2 胎内川扇状地 北蒲原郡中条町・黒川町 村上 中条 坂町・中条
16-4-20-1 黒部川扇状地 黒部市，下新川郡入善町他 富山 泊・三日市 泊・舟見・青木・三日市
16-4-20-2 常願寺川扇状地 富山市，中新川郡立山町 高山 五百石・八尾 五百石・速星 「立山大鳶崩れ」に由来する土石流堆積物”鳶泥”をのせる
16-4-20-3 庄川扇状地 砺波市，東礪波郡庄川町・

井波町
金沢・高山 八尾・城端 宮森新・砺波・城端

17-4-20-1 手取川扇状地 石川郡鶴来町・野々市町，
能美郡辰口町・川北町，松
任市，金沢市

金沢 金沢・鶴来 松任・粟生 更新世末期頃，手取川の運搬・堆積作用によって形成された

18-4-20-1 真名川扇状地 大野市 岐阜 荒島岳 荒島岳 大野盆地南部
18-4-20-2 九頭竜川扇状地 福井市，吉田郡永平寺町・

松岡町，坂井郡丸岡町
金沢 永平寺 丸岡・永平寺

19-4-20-1 御勅使川扇状地 韮崎市，中巨摩郡白根町・
八田村・櫛形町

甲府 韮崎・鰍沢 韮崎・小笠原

19-4-20-2 金川扇状地 東八代郡一宮町・御坂町・
石和町

甲府 甲府 石和

19-4-20-3 荒川扇状地 甲府市，中巨摩郡敷島町 甲府 御岳昇仙峡 甲府北部
20-4-20-1 芦間川扇状地 北安曇郡松川村 高山 信濃池田 有明 北アルプス有明山麓
21-4-20-1 根尾川扇状地 岐阜市，本巣郡糸貫町，揖

斐郡大野町
岐阜 大垣 北方・池野

瀞

瀬

扇状地



21-4-20-2 揖斐川扇状地 揖斐郡揖斐川町・池田町・
大野町，安八郡神戸町

岐阜 大垣 岐阜西部・池野・大垣

21-4-20-3 牧田川扇状地 大垣市，養老郡養老町 名古屋 津島 養老
22-4-20-1 大井川扇状地 藤枝市，島田市，焼津市，

志太郡大井川町，榛原郡金
谷町・吉田町

静岡 静岡・住吉・家
山・掛川

焼津・住吉・向谷・島田・相
良

22-4-20-2 天竜川扇状地 浜松市，浜北市，磐田市，
磐田郡豊岡村・豊田町・竜
洋町・福田町

豊橋 天竜・磐田・浜
松

二俣・袋井・笠井・磐田・浜
松

23-4-20-1 犬山扇状地 犬山市，江南市，小牧市，
岩倉市，一宮市，丹羽郡大
口町・扶桑町

岐阜・名古
屋

岐阜・名古屋北
部

犬山・岐阜・小牧・一宮 木曽川の扇状地

23-4-20-2 豊川扇状地 豊川市，豊橋市，宝飯郡一
宮町

豊橋 御油・豊橋 新城・豊橋・小坂井

23-4-20-3 佐奈川扇状地 宝飯郡一宮町 豊橋 御油 新城 1-4-1の断層崖下
24-4-20-1 朝明川 三重郡菰野町 名古屋 桑名・御在所山 菰野・御在所山
24-4-20-2 内部川 四日市市，鈴鹿市 名古屋 四日市・亀山 四日市西部・伊船
24-4-20-3 鈴鹿川 鈴鹿市，亀山市 名古屋 四日市・亀山 鈴鹿・亀山
25-4-20-1 愛知川 愛知郡愛東町，神崎郡永源

寺町
名古屋 御在所山 百済寺・日野東部

25-4-20-2 百瀬川 高島郡マキノ町 岐阜 竹生島 海津
25-4-20-3 比良川 滋賀郡志賀町 京都及大阪 北小松 比良山
26-4-20-1 鴨川（賀茂川） 京都市 京都及大阪 京都東北部・京

都西北部
京都東北部・京都西北部 京都盆地への流出口にあたる柊野から南へ扇状地をつくる

26-4-20-2 三俣川 亀岡市，船井郡八木町 京都及大阪 京都西北部 殿田・亀岡
26-4-20-3 北白川扇状地 京都市 京都及大阪 京都東北部 京都東北部 砂だけからなる扇状地
29-4-20-1 菩提仙川 天理市，奈良市 和歌山 桜井 大和郡山
29-4-20-2 大和川（初瀬

川）
桜井市 和歌山 桜井・吉野山 桜井・畝傍山

31-4-20-1 日野川扇状地 米子市，西伯郡岸本町 松江 米子 淀江・伯耆溝口・米子・母里
32-4-20-1 新庄町付近 松江市 松江 境港 境港・加賀 本庄川
33-4-20-1 高梁川扇状地 総社市 高梁・岡山

及丸亀
岡山北部・高
梁・岡山南部・
玉島

総社東部・総社西部・倉敷・
箭田

33-4-20-2 日本原高原 勝田郡奈義町・勝北町・勝
央町

姫路 津山東部 日本原・真加部・楢・津山東
部

那岐山麓にあり段丘化している

34-4-20-1 服部川の扇状地 福山市駅家町 岡山及丸亀 井原 新市 芦田川支流
35-4-20-1 東川の扇状地 徳山市 山口 徳山 徳山 東川
35-4-20-2 水無川扇状地 玖珂郡玖珂町玖珂 広島 岩国 玖珂 水無川（島田川支流）
35-4-20-3 歌野川扇状地 豊浦郡菊川町下岡枝 山口 厚狭 田部 歌野川（木屋川支流）
36-4-20-1 曽江谷川扇状地 美馬郡脇町 徳島 脇町 西赤谷・脇町 土柱高越県立自然公園
36-4-20-2 宮川内谷川扇状

地
板野郡土成町・吉野町・上
板町

徳島 川島 大寺・市場

37-4-20-1 香東川扇状地 高松市，香川郡香川町・香
南町

岡山及丸
亀・徳島

高松南部・丸亀 高松南部・川東・白峰山・滝
宮

37-4-20-2 土器川扇状地 丸亀市，善通寺市，仲多度
郡満濃町・琴平町，綾歌郡
綾歌町，

岡山及丸亀 丸亀 善通寺

38-4-20-1 関屋川扇状地 周桑郡丹原町 高知 西条 伊予小松
38-4-20-2 重信川扇状地 温泉郡重信町・川内町 松山 松山南部 伊予川内・松山南部
39-4-20-1 物部川扇状地 南国市，香美郡土佐山田町 高知 高知 土佐山田・後免
40-4-20-1 秋月川下流 甘木市，朝倉郡三輪町 福岡 甘木 甘木・田主丸
40-4-20-2 矢部川下流 八女市，筑後市 熊本 久留米 八女
40-4-20-3 佐井川下流 豊前市，築上郡吉富町・新

吉富町
中津 中津 中津・土佐井・椎田・下河内

41-4-20-1 武雄 武雄市,藤津郡嬉野町・塩田
町

熊本・長崎 鹿島・早岐 鹿島・嬉野

41-4-20-2 佐賀平野北部 佐賀市,三養基郡上峰町,佐
賀郡大和町,小城郡三日月
町,神埼郡神埼町・三田川町

熊本 佐賀・武雄 久留米西部・佐賀北部・小城

41-4-20-3 鹿島 鹿島市 熊本 鹿島 鹿島・古枝
42-4-20-1 郡川 大村市 長崎 大村 武留路山・大村 最終氷期の形成
42-4-20-2 浦上川 長崎市 長崎 長崎 長崎西北部 完新世の形成
43-4-20-1 免田川 球磨郡上村 八代 人吉 免田
44-4-20-1 山国川 中津市 中津 中津 土佐井
44-4-20-2 駅館川 宇佐市 中津 宇佐 宇佐
46-4-20-1 出水 出水市 八代 出水 出水
05-4-21-1 東鳥海山西麓 湯沢市 新庄 湯沢 湯沢
07-4-21-1 地蔵原 福島市 福島 福島 土湯温泉 荒川右岸段丘面上
13-4-21-1 切欠の沖積錐 あきる野市 東京 青梅 拝島 カタクリの生育地としても重要．滝山自然公園．
15-4-21-1 五頭土石流扇状

地
北蒲原郡安田町・水原町・
笹神村

新潟 津川 出湯 羽越豪雨（1968）の際に土石流発生．ツベタ川・大日沢など．

16-4-21-1 桂の沖積錐 東礪波郡上平村 金沢 下梨・白川村 西赤尾・中宮温泉 白山国立公園．境川上流．
19-4-21-1 西湖沖積錐 南都留郡足和田村 甲府 甲府 河口湖西部 富士箱根伊豆国立公園．土石流堆積物．
19-4-21-2 西広河原沢沖積

錐
中巨摩郡芦安村 甲府 韮崎 鳳凰山 南アルプス国立公園

19-4-21-3 御坊沢沖積錐 韮崎市 甲府 韮崎 韮崎 甘利山山麓
20-4-21-1 八右衛門沢沖積

錐
南安曇郡安曇村 高山 上高地 上高地 中部山岳国立公園．上高地には他にも沖積錐が多い．

21-4-21-1 安房平の沖積錐 吉城郡上宝村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園．安房峠南．
21-4-21-2 穴毛谷の沖積錐 吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 中部山岳国立公園
22-4-21-1 上千枚沢沖積錐 静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳 大井川上流谷底．開析沖積錐．
25-4-21-1 比良山地東斜面 滋賀郡志賀町 京都及大阪 北小松 北小松・比良山 琵琶湖国定公園
31-4-21-1 私都川（キサイ

チガワ）中流部
八頭郡郡家町 鳥取 若桜 稲葉山 千代川支流

31-4-21-2 下安井付近 日野郡江府町 高梁 根雨 江尾
32-4-21-1 西林木町 出雲市 大社 今市 出雲今市 新川
32-4-21-2 中村付近 平田市 大社 今市 平田
33-4-21-1 伊田付近 御津郡御津町伊田 高梁 岡山北部 金川
33-4-21-2 田原上付近 和気郡和気町田原上 姫路 和気 和気
33-4-21-3 谷尻付近 上房郡北房町上水田 高梁 呰部 呰部
34-4-21-1 坂周辺 高田郡向原町 広島 可部 安芸吉田 大土川
34-4-21-2 東入君（ヒガシ

イリギミ）付近
双三郡君田村 浜田 上布野 上布野 扇谷

34-4-21-3 上川立付近 三次市 浜田 三次 甲立
35-4-21-1 西深川付近 長門市 山口 仙崎 仙崎 五十鈴川（深川川支流）
35-4-21-2 徳佐中付近 阿武郡阿東町 山口 津和野・徳佐中 椛谷・徳佐中 市場川（阿武川支流）
40-4-21-1 水縄山地北麓 久留米市，浮羽郡田主丸町 熊本 久留米 草野・久留米 水縄断層沿い
42-4-21-1 千々石 南高来郡千々石町 熊本 肥前小浜 愛野 千々石断層沿い
06-4-22-1 乱川扇状地 東根市，天童市 仙台 楯岡 楯岡・天童・谷地・寒河江 果樹園など土地利用が典型的
15-4-22-1 高田平野南部 上越市，新井市，中頸城郡

板倉町・清里村・牧村・三
和村

高田 高田東部・高田
西部

高田東部・新井・重倉山 関川・矢代川・別所川・櫛池川・飯田川

16-4-22-1 砺波平野 砺波市，西礪波郡福光町，
東礪波郡城端町・井波町・
庄川町・井口村，高岡市，
小矢部市

金沢・高山 八尾・城端・下
梨

宮森新・砺波・城端・福光・
下梨・湯涌

庄川・山田川・小矢部川

19-4-22-1 甲府盆地東部 山梨市，東八代郡一宮町・
御坂町・石和町・八代町，
東山梨郡春日居町・勝沼町

甲府 御岳昇仙峡・甲
府

塩山・石和 笛吹川・重川・日川・御手洗川・金川．

20-4-22-1 松本盆地北部 大町市，北安曇郡松川村 高山 大町・信濃池田 大町・大町南部 高瀬川・鹿島川・乳川
21-4-22-1 揖斐川・粕川の

合流扇状地
揖斐郡揖斐川町・池田町 岐阜 大垣 池野

40-4-22-1 水縄山地北麓 久留米市，浮羽郡田主丸町 熊本 久留米 草野・久留米 水縄断層沿い
01-4-23-1 札内川 河西郡中札内村 浦河・広尾 札内川上流・上

札内
上札内・岩内川上流

03-4-23-1 雫石川下流部 盛岡市 盛岡 盛岡 盛岡・小岩井農場
07-4-23-1 大倉川下流部 耶麻郡猪苗代町市沢 福島 磐梯山 中ノ沢 秋元湖の生成後，堆積が加速した．磐梯朝日国立公園．
09-4-23-1 那須野ヶ原（蛇

尾川など）
大田原市，黒磯市，那須郡
那須町・西那須野町・塩原
町・湯津上村・黒羽町

日光・白河 白河・大田原・
喜連川・那須
岳・塩原・矢板

黒田原・黒磯・大田原・佐久
山・板室・関屋・西那須野・
矢板

09-4-23-2 鬼怒川中流 塩谷郡塩谷町・高根沢町・
氏家町，今市市，宇都宮
市，河内郡上河内村・河内
町・上三川町，芳賀郡二宮
町，真岡市，小山市

日光・白
河・宇都宮

喜連川・矢板・
宇都宮・壬生・
小山

下野大沢・氏家・喜連川・宝
積寺・宇都宮東部・上三川・
久下田・下館

09-4-23-3 大谷川 今市市，日光市 日光 日光・矢板 玉生・下野大沢・鬼怒川温
泉・今市

15-4-23-1 姫川下流 糸魚川市，西頸城郡青海町 富山 糸魚川・小滝 糸魚川・小滝
16-4-23-1 常願寺川中・下

流
富山市，中新川郡立山町 高山 五百石 五百石

16-4-23-2 黒部川下流 黒部市，下新川郡宇奈月
町・入善町

富山 泊・三日市 舟見・三日市

17-4-23-1 手取川下流 能美郡辰口町・寺井町・川
北村

金沢 鶴来 粟生

18-4-23-1 九頭竜川福井大
橋付近

福井市，坂井郡丸岡町，吉
田郡松岡町

金沢 永平寺 丸岡

19-4-23-1 釜無川中流～下
流

韮崎市，北巨摩郡双葉町，
中巨摩郡竜王町・八田村・
白根町・若草町・田富町

甲府 御岳昇仙峡・甲
府・韮崎

甲府北部・甲府・韮崎

沖積錐

合流扇状地

網状流



20-4-23-1 犀川下流 長野市 長野 長野 長野
20-4-23-2 高瀬川下流 南安曇郡穂高町，東筑摩郡

明科町，北安曇郡松川村・
池田町

高山 信濃池田 明科・大町南部・有明

21-4-23-1 揖斐川下流 揖斐郡大野町・揖斐川町・
池田町，安八郡神戸町

岐阜 大垣 岐阜西部・池野・大垣

22-4-23-1 大井川下流 島田市，志田郡大井川町，
榛原郡金谷町・吉田町

静岡 住吉・家山・掛
川

住吉・向谷・島田

22-4-23-2 安倍川下流 静岡市 静岡 静岡 静岡東部・静岡南部
32-4-23-1 斐伊川下流 出雲市，平田市，簸川郡斐

川町
大社 今市 平田・出雲今市 八岐の大蛇退治等の神話で有名

32-4-23-2 飯梨川下流 安来市 松江 松江 揖屋・広瀬 斐伊川の支流
10-4-24-1 根小屋町の天井

川
高崎市 宇都宮 高崎 高崎

16-4-24-1 常願寺川 富山市 富山 魚津 上市
17-4-24-1 久江川 鹿島郡鹿島町 七尾 氷見 能登二宮・柴垣 邑知地溝帯内
19-4-24-1 印沢川 西八代郡市川大門町 甲府 鰍沢 鰍沢 身延線を跨ぐ
20-4-24-1 浅川 長野市 高田 中野・戸隠 中野西部・若槻 信越本線を跨ぐ
20-4-24-2 諏訪湖南 諏訪市 長野 諏訪 諏訪 数本の天井川群
21-4-24-1 小倉川の天井川 養老郡養老町 名古屋 津島 養老
24-4-24-1 三滝川 四日市市 名古屋 四日市 四日市西部
25-4-24-1 草津川 草津市 京都及大阪 京都東北部 草津 JRが下をくぐる
25-4-24-2 比良川 滋賀郡志賀町 京都及大阪 北小松 比良山
25-4-24-3 百瀬川 高島郡マキノ町 岐阜 竹生島 海津
26-4-24-1 木津川 綴喜郡井手町・田辺町，相

楽郡山城町・精華町
京都及大阪 奈良 田辺 流域の山地は風化しやすい花崗岩類のため土砂流入が激しく河床上昇

を招いた
28-4-24-1 芦屋川 芦屋市 京都及大阪 大阪西北部 西宮 JR東海道線が下を通る
28-4-24-2 住吉川 神戸市 京都及大阪 大阪西北部 西宮
32-4-24-1 斐伊川下流 出雲市，平田市，簸川郡斐

川町
大社 今市 平田・出雲今市 八岐の大蛇退治等の神話で有名

32-4-24-2 飯梨川下流 安来市 松江 松江 揖屋・広瀬 斐伊川の支流
33-4-24-1 砂川 総社市久米 高梁 岡山北部 総社東部 足守川の支流
33-4-24-2 末政川 吉備郡真備町有井 岡山及丸亀 玉島 箭田 小田川（高梁川水系）の支流
34-4-24-1 大乗川（オオノ

リガワ）下流
竹原市 広島 竹原 竹原

34-4-24-2 天井川下流 三原市 岡山及丸亀 尾道 三原 沼田川支流
38-4-24-1 大明神川 東予市 高知 西条 壬生川 JRが河床の下を通る
05-4-25-1 菩提野付近 鹿角市 弘前 花輪 花輪 現在は河川改修された．扇状地上．
06-4-25-1 乱川 天童市 仙台 楯岡 天童
15-4-25-1 水無川 南魚沼郡大和町 高田 小千谷・十日町 小出・五日町
19-4-25-1 御手洗川 東八代郡一宮町 甲府 甲府 石和 一宮の下流
20-4-25-1 烏川 南安曇郡穂高町 高山 松本 信濃小倉 烏川扇状地を伏流
21-4-25-1 徳田谷 海津郡南濃町 名古屋 津島 駒野 養老山地東麓
22-4-25-1 砂沢川 御殿場市 静岡 御殿場 御殿場 富士山東麓
31-4-25-1 佐陀川上流 西伯郡岸本町 松江 大山・米子 伯耆大山・伯耆溝口 火山体からの崩落による涸れ川
01-4-26-1 美々川 千歳市 札幌 千歳 千歳
01-4-26-2 西別川 川上郡標茶町 斜里 摩周湖 養老牛・摩周湖南部 摩周火山噴出物の中から湧き出る
01-4-26-3 尻別川 虻田郡京極町 岩内 倶知安 倶知安
03-4-26-1 稲荷穴 上閉伊郡宮守村 盛岡 大迫 竪沢 いわての名水二十選．大麻部山南麓の鍾乳洞内．
03-4-26-2 杉之堂大清水 水沢市　佐倉河 一関 水沢 水沢
03-4-26-3 長清水（ながし

ず）
北上市 一関 北上 北上

05-4-26-1 滝の頭 男鹿市鮪川滝の頭 男鹿 船川 寒風山 第四紀火山．男鹿国定公園．
05-4-26-2 御手洗 秋田市 秋田 太平山 太平山 花崗岩．大平山県立自然公園．
05-4-26-3 六郷湧水群 仙北郡六郷町 秋田 六郷 六郷 扇状地．名水百選．
06-4-26-1 東根市小見川 東根市羽入 仙台 楯岡 寒河江 扇端崖（最上川旧河道側刻による崖）．イバラトミヨが生息．
06-4-26-2 飽海郡遊佐町牛

渡川
飽海郡遊佐町 酒田 吹浦 吹浦 鳥海火山麓．サケ遡上．

08-4-26-1 八溝湧水群 久慈郡大子町 白河 塙 八溝山 八溝山の山頂近くに点在（金性水・龍毛水・白毛水・鉄水・銀性
水）．名水百選．奥久慈県立自然公園．

08-4-26-2 曝井 水戸市 水戸 水戸 水戸 万葉集にも登場する
08-4-26-3 吐玉泉 水戸市 水戸 水戸 水戸 偕楽園内にある
09-4-26-1 二荒霊泉 日光市　山内 日光 日光 日光北部 日光国立公園
09-4-26-2 尚仁沢湧水 塩谷郡塩谷町上寺島 日光 塩原 高原山 名水百選．高原山中腹．
09-4-26-3 弁天池湧水 佐野市出流原町 宇都宮 栃木 田沼 名水百選．県指定天然記念物「出流原弁天池」（昭和31年1月23日）．
10-4-26-1 箱島湧水 吾妻郡東村 長野 中之条 金井 名水百選
10-4-26-2 湧玉 勢多郡北橘村 宇都宮 前橋 渋川
10-4-26-3 大清水 利根郡片品村 日光 燧ヶ岳 三平峠 日光国立公園
11-4-26-1 白子湧泉群 和光市 東京 東京西北部 志木
11-4-26-2 風布川・日本

（ヤマト）水
大里郡寄居町 宇都宮 寄居 寄居 全国名水百選．日本水は1日10～70トンの湧出量．

11-4-26-3 新座市妙音沢 新座市 東京 東京西北部 志木
13-4-26-1 国分寺湧水群 国分寺市 東京 青梅 立川
13-4-26-2 平沢の湧水群 あきる野市 東京 青梅 拝島
13-4-26-3 東久留米湧水群 東久留米市 東京 東京西北部 志木・吉祥寺 多摩川沿い
15-4-26-1 岩瀬の清水 北蒲原郡笹神村 新潟 津川 出湯 越後三名水の一つ
15-4-26-2 龍ヶ窪 中魚沼郡津南町 高田 苗場山 赤沢 名水百選．苗場火山中部溶岩流の末端部の大湧水群．
16-4-26-1 黒部川扇状地湧

水群
黒部市，下新川郡入善町 富山 泊・三日市 泊・青木 国指定名水百選

16-4-26-2 立山玉殿湧水 中新川郡立山町 高山 立山 立山 国指定名水百選
16-4-26-3 穴の谷の霊水 下新川郡上市町 富山 魚津 越中大浦 国指定名水百選
17-4-26-1 弘法池 石川郡鳥越村 金沢 鶴来 別宮 獅子吼手取県立自然公園．ポットホール底に湧水．
19-4-26-1 忍野八海 南都留郡忍野村 甲府 山中湖 富士吉田 国指定天然記念物（昭和9年5月1日）．湧池・銚子池・出口池・菖蒲

池・濁池・鏡池・お釜池・底抜池の八つの池の総称．
19-4-26-2 八ヶ岳南麓湧泉

群
北巨摩郡大泉村 甲府 八ヶ岳 谷戸

20-4-26-1 大泉・小泉湧泉
群

茅野市 甲府・長野 諏訪・高遠 南大塩・茅野 八ヶ岳火山麓

20-4-26-2 白糸滝 北佐久郡軽井沢町 長野 軽井沢 浅間山 湯川の水源
21-4-26-1 揖斐川・根尾川

扇状地のガマ
揖斐郡大野町，安八郡神戸
町，本巣郡真正町・巣南町

岐阜 大垣 北方・岐阜西部・池野・大垣 湧水池群

22-4-26-1 楽寿園と周辺の
湧泉群

三島市，駿東郡清水町 静岡 沼津 三島 柿田川の湧泉を含む．国指定名勝及び天然記念物(昭和29年3月20日).
富士山溶岩中の地下水の湧出．

22-4-26-2 猪之頭湧泉群 富士宮市 甲府 富士山 人穴 富士箱根伊豆国立公園．富士山溶岩中の地下水の湧出．
22-4-26-3 湧玉池 富士宮市 静岡 富士宮 富士宮 国指定特別天然記念物(昭和27年3月29日）．富士山溶岩中の地下水の

湧出．
31-4-26-1 布施の清水 気高郡気高町殿 鳥取 鳥取南部 鹿野 因伯の名水（昭和60年6月）
31-4-26-2 天の真名井（ア

メノマナイ）
西伯郡淀江町高井谷 松江 米子 淀江 日本名水百選．大山北西麓末端部の鮮新世無斑晶安山岩の亀裂より湧

出．
31-4-26-3 本宮（ホング

ウ）の泉
西伯郡淀江町本宮 松江 米子 淀江 県の名水．大山北西麓末端部の鮮新世無斑晶安山岩の亀裂より湧出．

32-4-26-1 延命水 仁多郡横田町 高梁 多里 下横田 ＪＲ出雲坂根駅構内
32-4-26-2 天川（テンガ

ワ）の水
隠岐郡海士町保々見 西郷 浦郷 菱浦 日本名水百選．清水寺境内の一角に湧水．

32-4-26-3 河井湧水群 隠岐郡知夫村河井 西郷 浦郷 知夫 松尾山山麓
33-4-26-1 塩釜（シオガ

マ）冷泉
真庭郡八束村 高梁 湯本 蒜山 日本名水百選

33-4-26-2 草間（クサマ）
の間歇泉

新見市草間 高梁 呰部 井倉 阿哲台にある．国指定天然記念物．高梁川上流県立自然公園．

34-4-26-1 岩船の水 佐伯郡佐伯町 広島 津田 津田
35-4-26-1 水神池 美祢郡秋芳町秋吉・曽和 山口 山口 秋吉台 通称 青池
35-4-26-2 大番ノ池 美祢郡秋芳町岩永・堀の内 山口 山口 秋吉台
36-4-26-1 江川の湧水 麻植郡鴨島町 徳島 川島 川島 江川水温異常現象は県指定天然記念物（昭和29年8月6日）
37-4-26-1 高松平野の溜

池・湧水群
高松市 徳島 高松南部 高松南部

37-4-26-2 丸亀平野の溜
池・湧水群

丸亀市，善通寺市，仲多度
郡多度津町

岡山及丸亀 丸亀 丸亀・善通寺

38-4-26-1 うちぬき 西条市 高知 西条 西条 標高3.0－3.5mの賀茂川下流部に約2000本の自噴井が分布する．環境庁
の「全国名水百選」（昭和60年）．

38-4-26-2 重信川下流湧水
群

松山市，温泉郡重信町 松山 松山南部 松山南部

39-4-26-1 篠原の湧水帯 南国市 高知 高知 後免
43-4-26-1 白川水源 阿蘇郡白水村 大分 高森 肥後吉田 阿蘇くじゅう国立公園
01-4-27-1 歴舟川 広尾郡大樹町 広尾 忠類・大樹・上

札内・上豊似
忠類・浜大樹・大樹・尾田・
開進

01-4-27-2 西別川 野付郡別海町，川上郡標茶
町

斜里・標津 別海・計根別・
摩周湖・磯分内

本別海・別海・豊原・中西
別・計根別・西春別・養老
牛・摩周湖南部・虹別

01-4-27-3 遊楽部川 山越郡八雲町 室蘭 八雲・遊楽部岳 八雲・上八雲・後志日進・遊
楽部岳

03-4-27-1 久慈川 久慈市，九戸郡山形村 八戸 陸中大野 大川目 久慈平庭県立自然公園
05-4-27-1 ノロ川 北秋田郡森吉町 秋田 森吉山 玉川温泉 周辺が低層湿原とブナ原生林．森吉山県立自然公園．
09-4-27-1 粟野川 上都賀郡粟野町 宇都宮 鹿沼 中粕尾・鹿沼
09-4-27-2 永野川 上都賀郡粟野町，栃木市 宇都宮 鹿沼・栃木 中粕尾・下野大柿・栃木・仙

波
09-4-27-3 大芦川 鹿沼市 宇都宮 鹿沼 文挾・鹿沼
10-4-27-1 湯桧曽川 利根郡水上町 高田 越後湯沢・四万 茂倉岳・水上
11-4-27-1 中津川源流 秩父郡大滝村 甲府 三峰・金峰山 中津峡・居倉 秩父多摩国立公園
12-4-27-1 養老川上流 市原市，夷隅郡大多喜町 大多喜 大多喜 大多喜・上総中野

自然河川

天井川

水無川

湧泉・湧泉群



13-4-27-1 秋川 あきる野市，西多摩郡檜原
村

東京 五日市 五日市

13-4-27-2 平井川中上流 西多摩郡日の出町 東京 五日市 武蔵御岳
13-4-27-3 多摩川中上流 青梅市，西多摩郡奥多摩

町，羽生市，福生市，昭島
市，日野市，あきる野市，
立川市，国立市，八王子市

東京 青梅・八王子・
五日市

立川・青梅・拝島・武蔵府
中・武蔵御岳・奥多摩湖

奥多摩湖より下流．浅川合流点まで．

21-4-27-1 飛騨川 加茂郡白川町・七宗町，益
田郡金山町

飯田 金山 金山・河岐 飛騨木曽川国定公園

29-4-27-1 川原樋川 吉野郡野迫川村 和歌山 伯母子岳 上垣内
35-4-27-1 錦川中流 玖珂郡美川町南桑～四馬神 広島・山口 大竹・鹿野 渋前・周防須万
36-4-27-1 海部川 海部郡海南町 剣山 桜谷・北川 小川口・湯桶丸
36-4-27-2 野根川 海部郡宍喰町 剣山 馬路 久尾・名留川
38-4-27-1 銅山川 伊予三島市，宇摩郡別子山

村
高知 新居浜 弟地・別子銅山

01-4-28-1 ヌポロマポロ川 天塩郡幌延町 枝幸 敏音知 上問寒別
01-4-28-2 別当賀川 根室市，厚岸郡浜中町 根室 厚床・姉別 東梅・別当賀・厚床・姉別
01-4-28-3 別寒別牛川 厚岸郡厚岸町，川上郡標茶

町
釧路 茶内原野・厚岸 フッポウシ川・別寒辺牛川中

流・糸魚沢・釧路太田・厚岸
02-4-28-1 岩木川中流～下

流部
西津軽郡稲垣村，五所川原
市

青森 金木 中里・金木

03-4-28-1 北上川平泉─狐
禅寺間

一関市，西磐井郡平泉町 一関 一関 一関・平泉

04-4-28-1 古川 登米郡南方町・米山町，遠
田郡田尻町

石巻 涌谷 西野・高清水 蕪栗沼（かぶくりぬま）とセットで

05-4-28-1 馬場目川流域野
田付近

南秋田郡五城目町 秋田 五城目 湯ノ又・蓬内台

05-4-28-2 雄物川中流 河辺郡雄和町，仙北郡西仙
北町・協和町

秋田 刈和野・羽後和
田

刈和野・羽後和田・新波

05-4-28-3 笹子川（川内付
近）

由利郡鳥海町 新庄 矢島 矢島

11-4-28-1 飯能北方の高麗
川

日高市 東京 川越 飯能

12-4-28-1 夷隅川上流 夷隅郡大多喜町 大多喜 上総大原 御宿 久我原周辺
13-4-28-1 多摩川中流 青梅市，あきる野市，羽村

市，福生市
東京 青梅・五日市 青梅・拝島・武蔵御岳

13-4-28-2 秋川 あきる野市 東京 五日市
15-4-28-1 塩谷川中流の蛇

行
栃尾市 新潟 加茂 森町

16-4-28-1 小矢部川下流 高岡市 富山，七尾 富山・石動 戸出・飯久保・伏木
18-4-28-1 旧浅水川 福井市 金沢 福井 福井
23-4-28-1 豊川下流 豊川市，豊橋市 豊橋 御油・豊橋 新城・豊橋
23-4-28-2 三宅川 稲沢市，中島郡平和町 名古屋 名古屋北部 一宮・清洲
40-4-28-1 古川 浮羽郡田主丸町 福岡 甘木 田主丸
41-4-28-1 筑後川 大川市,久留米市,三養基郡

北茂安町・三根町,三潴郡三
潴町,佐賀郡諸富町

熊本 佐賀 久留米西部・羽犬塚・佐賀南
部

41-4-28-2 六角川 杵島郡大町町・江北町・白
石町

熊本 武雄 牛津・武雄

01-4-29-1 石狩川 札幌市，樺戸郡月形町，空
知郡北村，江別市，石狩郡
新篠津村・石狩町・当別町

札幌 当別・江別・石
狩・札幌

市南・上幌向・石狩当別・栗
沢・江別・太美・札幌東北部

01-4-29-2 天塩川 天塩郡幌延町・天塩町 天塩 豊富・雄信内・
天塩

幌延・安牛・雄信内・振老・
音類

01-4-29-3 千歳川 江別市，空知郡南幌町，札
幌郡広島町，恵庭市，夕張
郡長沼町

札幌 江別・恵庭 江別・野幌・石狩広島

02-4-29-1 岩木川中流部 北津軽郡板柳町・鶴田町 青森 五所川原 板柳
04-4-29-1 旧北上川左岸 桃生郡桃生町 石巻 涌谷 涌谷
05-4-29-1 馬場目川流域野

田付近
南秋田郡五城目町野田 秋田 五城目 五城目

05-4-29-2 雄物川中流域強
首付近

仙北郡西仙北町・協和町 秋田 刈和野 刈和野

05-4-29-3 雄物川中流域山
王堂

河辺郡雄和町 秋田 羽後和田 新波

06-4-29-1 最上川中流（山
形盆地北部）

寒河江市皿沼，天童市蔵
増，東根市藤助新田，村山
市大久保

仙台 楯岡・山形 谷地・寒河江・山形北部

07-4-29-1 阿武隈川沿岸 福島市 福島 保原・福島 福島北部・保原
07-4-29-2 阿武隈川沿岸 伊達郡保原町・伊達町・桑

折町
福島 桑折・保原 桑折・保原

07-4-29-3 鮫川下流部 いわき市埴田 白河 小名浜 磐城泉・勿来
08-4-29-1 小貝川下流 龍ヶ崎市 千葉 龍ヶ崎 龍ヶ崎・牛久 竜ヶ崎市街地
08-4-29-2 鬼怒川下流 水海道市，下妻市，結城郡

石下町・千代川村
宇都宮 小山・水海道 下妻・石下・水海道

08-4-29-3 利根川下流 稲敷郡河内町 千葉 佐原・龍ヶ崎 下総滑川・龍ヶ崎 もともと鬼怒川・小貝川のもの
10-4-29-1 矢場川の自然堤

防
邑楽郡邑楽町，館林市 宇都宮 古河・深谷 佐野・足利南部

11-4-29-1 中川自然堤防帯 三郷市，吉川市，越谷市，
草加市，八潮市

東京 野田・東京東北
部

越谷・草加

11-4-29-2 元荒川自然堤防
帯

越谷市 東京 野田 野田市・越谷

11-4-29-3 古利根川自然堤
防帯

北葛飾郡松伏町，越谷市，
春日部市

東京 野田 野田市

12-4-29-1 一宮川下流左岸 長生郡一宮町 千葉 茂原 上総一宮
12-4-29-2 夷隅川下流 夷隅郡岬町 大多喜 上総大原 上総長者
14-4-29-1 相模川中流左岸 厚木市，海老名市，座間市 東京 藤沢 座間
15-4-29-1 阿賀野川下流右

岸
北蒲原郡安田町・京ヶ瀬
村・水原町

新潟 新津 新津 「阿賀野川下流右岸の旧河道列」に関連

15-4-29-2 白根付近の自然
堤防

白根市，西蒲原郡・月潟
村・味方村・黒埼町，新潟
市

新潟 新潟・新津 新潟南部・白根・矢代田

16-4-29-1 小矢部川下流 西礪波郡福岡町，高岡市 七尾 石動 戸出
17-4-29-1 若山川の自然堤

防
珠洲市 輪島 能登飯田 能登飯田

18-4-29-1 森田の自然堤防 福井市 金沢 福井 越前森田 九頭竜川自然堤防
19-4-29-1 笛吹川の自然堤

防
甲府市，東八代郡中道町 甲府 甲府 甲府

20-4-29-1 長野市長沼付近 長野市 高田 中野 中野西部 千曲川の自然堤防
21-4-29-1 境川沿岸の自然

堤防
羽島市，羽島郡柳津町 岐阜 大垣 岐阜西部

22-4-29-1 掛塚の自然堤防 磐田郡竜洋町 豊橋・伊良
湖岬

磐田・掛塚 磐田・掛塚 天竜川下流

23-4-29-1 西批杷島町小田
井

名古屋市，西春日井郡西批
杷島町

名古屋 名古屋北部 名古屋北部・清洲 庄内川の自然堤防

23-4-29-2 清洲の自然堤防 西春日井郡清洲町・春日町 名古屋 名古屋北部 清洲
23-4-29-3 蓮華寺の自然堤

防
海部郡美和町 名古屋 名古屋北部 清洲 自然堤防の名残りと見られる小丘(標高11.5m)

24-4-29-1 揖斐川下流 桑名市，桑名郡長島町 名古屋 桑名 弥富・桑名 水郷県立自然公園
24-4-29-2 鈴鹿川 鈴鹿市 名古屋 四日市 鈴鹿
24-4-29-3 櫛田川 松阪市 伊勢 松坂 松阪港・松阪
25-4-29-1 愛知川 八日市市，神崎郡五個荘

町，愛知郡愛知川町・湖東
町・愛東町

名古屋 近江八幡 八日市

26-4-29-1 桑飼下の自然堤
防

舞鶴市 宮津 大江山 内宮

26-4-29-2 木津川の自然堤
防

綴喜郡井手町・田辺町，相
楽郡山城町・精華町

京都及大阪 奈良 田辺

29-4-29-1 大和川（初瀬
川）

桜井市，磯城郡田原本町 和歌山 桜井 桜井

31-4-29-1 旧袋川（キュウ
フクロガワ）左
岸

烏取市 鳥取 鳥取北部 鳥取北部 旧袋川下流

31-4-29-2 福守町付近 倉吉市福守町 松江 倉吉 倉吉 小鴨川（天神川支流）下流部
32-4-29-1 中吉田付近 益田市 見島 益田 益田 高津川下流部
32-4-29-2 崎屋付近 出雲市 大社 大社 大社 神戸川下流部
33-4-29-1 砂川中流部 岡山市,赤磐郡瀬戸町沖 姫路 和気 備前瀬戸 百間川に合流
33-4-29-2 上中島付近 都窪郡清音村上中島 岡山及丸亀 玉島 箭田 高梁川下流部
34-4-29-1 下組付近 福山市 岡山及丸亀 井原 新市 芦田川下流部
35-4-29-1 上右田（カミミ

ギタ）付近
防府市上右田 山口 防府 防府・矢田

40-4-29-1 北野 三井郡北野町 福岡 甘木 鳥栖
40-4-29-2 善導寺 久留米市，三井郡北野町 熊本 久留米 久留米
40-4-29-3 田主丸 浮羽郡田主丸町 福岡 甘木 田主丸
41-4-29-1 佐賀市街地 佐賀市 熊本 佐賀 佐賀北部・佐賀南部
41-4-29-2 久里 唐津市 唐津 唐津 徳須恵
45-4-29-1 有田 宮崎市 宮崎 宮崎 宮崎北部 大淀川の右岸
02-4-30-1 岩木川中流～下

流部
北津軽郡鶴田町・板柳町，
弘前市

青森 五所川原 五所川原・板柳

03-4-30-1 磐井川下流 一関市 一関 一関 一関

自由蛇行（自然蛇行）

自然堤防

旧河道



05-4-30-1 馬場目川流域野
田付近

南秋田郡五城目町 秋田 五城目 五城目

06-4-30-1 馬見ケ崎川旧河
道

山形市 仙台 山形 山形北部 約350年前．改変されつつある．

15-4-30-1 保倉川の旧河道 中頸城郡頸城村 高田 柿崎 潟町 高田平野東部．典型的な自由蛇行跡の例．
15-4-30-2 阿賀野川下流右

岸の旧河道列
中蒲原郡横越村，北蒲原郡
京ヶ瀬村・水原町・安田町

新潟 新潟・新津 水原・新津 旧河道多数分布．沖積面上．

16-4-30-1 千保川筋庄川旧
河道

砺波市，高岡市 金沢，七尾 石動・城端 戸出・砺波・城端 舟戸口用水沿い

16-4-30-2 神通川旧河道 富山市 富山 富山 富山港・富山 松川沿いなど
18-4-30-1 春江付近の九頭

竜川旧河道
福井市，坂井郡丸岡町・春
江町，吉田郡松岡町

金沢 永平寺・福井 丸岡・越前森田 現磯部流路

19-4-30-1 笛吹川旧河道 中巨摩郡田富町，西八代郡
三珠町

甲府 甲府 市川大門 桃林橋南

20-4-30-1 松代付近の千曲
川旧河道

長野市 長野 長野 長野・信濃松代

21-4-30-1 木曽川旧河道 羽島郡川島町 岐阜 岐阜 岐阜
22-4-30-1 竜洋町の天竜川

旧河道
磐田郡竜洋町 豊橋・伊良

湖岬
磐田・掛塚 磐田・掛塚 多数ある天竜川旧河道の典型例

23-4-30-1 佐屋川の木曽川
旧河道

津島市，海部郡八開村・佐
屋町・佐織町，中島郡祖父
江町

名古屋 津島・桑名 津島・弥富

31-4-30-1 秋里付近 鳥取市秋里～江津 鳥取 鳥取北部 鳥取北部 旧袋川（千代川支流）の旧河道
31-4-30-2 海川 米子市海川新田 松江 米子 淀江・伯耆溝口 日野川の旧河道
31-4-30-3 小鴨（オガモ）

付近
倉吉市小鴨～中河原 松江 倉吉 関金宿 小鴨川（天神川支流）の旧河道

32-4-30-1 新川（シンカ
ワ）跡

簸川郡斐川町 大社 今市 宍道・出雲今市 斐伊川の旧派川（人為的に開削された河道）

32-4-30-2 安来平野北部 安来市別石 松江 松江 揖屋 飯梨川の旧河道
33-4-30-1 百間川（ヒャッ

ケンガワ）
岡山市 高梁・岡山

及丸亀
岡山北部・岡山
南部

岡山北部・岡山南部 旭川の旧派川

33-4-30-2 東高梁川 倉敷市 岡山及丸亀 岡山南部・玉島 茶屋町・箭田・玉島 高梁川の旧派川
34-4-30-1 古川（フルカ

ワ）
広島市安佐南区 広島 広島 祇園 太田川の旧河道

34-4-30-2 草戸（クサド）
付近

福山市草戸町 岡山及丸亀 福山 福山西部 芦田川の旧河道

35-4-30-1 車町付近 岩国市 広島 岩国 岩国 錦川の旧河道
35-4-30-2 西佐波令付近 防府市 山口 防府 防府 佐波川の旧河道
01-4-31-1 石狩川 札幌市，石狩郡石狩町・当

別町，樺戸郡月形町，美唄
市，空知郡北村，岩見沢
市，江別市，石狩郡新篠津
村

札幌 当別・江別・石
狩・札幌

市南・上幌向・弁華別・石狩
当別・栗沢・江別・太美・石
狩・札幌東北部・札幌北部

01-4-31-2 天塩川 天塩郡幌延町・天塩町 天塩 豊富・雄信内・
天塩

幌延・安牛・雄信内・振老・
音類

01-4-31-3 千歳川 江別市，空知郡南幌町，札
幌郡広島町，恵庭市，夕張
郡長沼町

札幌 江別・恵庭 江別・野幌・石狩広島

02-4-31-1 岩木川中流部 北津軽郡板柳町・鶴田町 青森 五所川原 板柳
04-4-31-1 木間塚付近 遠田郡南郷町 石巻 涌谷・松島 涌谷・広淵
05-4-31-1 雄物川中流域種

沢付近
河辺郡雄和町 秋田 羽後和田 新波

06-4-31-1 大谷地低地 南陽市白竜湖 仙台 赤湯 赤湯
06-4-31-2 最上川中流（山

形盆地北部）
天童市寺津（沼田低湿地遺
跡），東根市大富

仙台 楯岡 谷地・寒河江

07-4-31-1 梁川町五十沢 伊達郡梁川町五十沢 福島 桑折 舟生・桑折
07-4-31-2 郡山市横塚 郡山市横塚 福島 郡山 郡山
07-4-31-3 小名浜北部 いわき市小名浜住吉 白河 小名浜 小名浜 藤原川・矢田川埋積谷と一部重複
08-4-31-1 鬼怒川下流 水海道市，下妻市，結城郡

石下町・千代川村，つくば
市，筑波郡谷和原村

水戸・宇都
宮

真壁・土浦・小
山・水海道

筑波・上郷・谷田部・下妻・
石下・水海道

08-4-31-2 久慈川下流 常陸太田市，那珂郡那珂
町・東海村，久慈郡金砂郷
村，日立市

水戸 日立・那珂湊・
常陸大宮・水戸

常陸太田・常陸久慈・常陸大
宮・石塚

08-4-31-3 利根川下流 龍ヶ崎市，北相馬郡利根
町，稲敷郡河内町・東町・
新利根町

千葉 佐原・龍ヶ崎 麻生・佐原西部・江戸崎・下
総滑川・龍ヶ崎

もともと鬼怒川・小貝川のもの

12-4-31-1 長生村 長生郡長生村 千葉 茂原 上総一宮
14-4-31-1 相模川中流左岸 海老名市，座間市 東京 藤沢 座間
15-4-31-1 白根付近の後背

湿地
白根市 新潟 新津 白根

16-4-31-1 十二町・仏生寺
川流域

氷見市 七尾 氷見・石動 氷見・飯久保

18-4-31-1 鯖江の後背湿地 鯖江市 岐阜 鯖江 鯖江 日野川後背湿地
20-4-31-1 延徳低地 中野市，上高井郡小布施町 高田 中野 中野西部 千曲川の後背湿地
21-4-31-1 瑞穂の後背湿地 養老郡養老町 名古屋 津島 養老・駒野
21-4-31-2 海津の後背湿地 海津郡海津町 名古屋 津島 津島
22-4-31-1 太田川の後背湿

地
袋井市，周智郡森町 豊橋 磐田 山梨

23-4-31-1 三宅川沿岸の後
背湿地

稲沢市，中島郡平和町 名古屋 名古屋北部・津
島

清洲・津島

26-4-31-1 木津川の後背湿
地

綴喜郡井手町・田辺町，相
楽郡山城町・精華町

京都及大阪 奈良 田辺

33-4-31-1 福里付近 邑久郡長船町 姫路 和気 片上・備前瀬戸
40-4-31-1 筑紫平野東部 久留米市，浮羽郡田主丸

町・吉井町，小郡市，三井
郡北野町・大刀洗町

福岡・熊本 吉井・甘木・日
田・久留米・佐
賀

吉井・田主丸・鳥栖・千足・
草野・久留米・久留米西部

40-4-31-2 遠賀川下流 直方市，中間市，北九州
市，遠賀郡遠賀町・水巻町

福岡 折尾・直方 折尾・中間・直方

41-4-31-1 佐賀平野 佐賀市,神崎郡千代田町,佐
賀郡久保田町・芦刈町・東
与賀町

熊本 佐賀・武雄 久留米西部・佐賀北部・佐賀
南部・小城・牛津

41-4-31-2 松浦川下流 唐津市 福岡・唐津 浜崎・唐津 浜崎・相知・唐津・徳須恵
45-4-31-1 有田 宮崎市 宮崎 宮崎 宮崎北部 大淀川の右岸
08-4-32-1 三坂の河畔砂丘 水海道市 宇都宮 水海道 石下 鬼怒川のもの
08-4-32-2 若宮戸の河畔砂

丘
結城郡石下町 宇都宮 水海道 石下 鬼怒川のもの

10-4-32-1 館林市の河畔砂
丘

館林市，邑楽郡邑楽町 宇都宮 古河・深谷 館林・妻沼 関東ローム層に覆われた「埋没河畔砂丘」

10-4-32-2 邑楽町の河畔砂
丘

邑楽郡邑楽町・千代田町 宇都宮 深谷 妻沼 関東ローム層に覆われた「埋没河畔砂丘」

10-4-32-3 大泉町の河畔砂
丘

邑楽郡大泉町・千代田町 宇都宮 深谷 妻沼 関東ローム層に覆われた「埋没河畔砂丘」

11-4-32-1 古利根川砂丘 春日部市，幸手市，羽生市 東京 野田・大宮 野田市・岩槻
11-4-32-2 古利根川砂丘 幸手市 宇都宮 鴻巣 久遠
11-4-32-3 古利根川砂丘 羽生市，加須市，行田市 宇都宮 鴻巣 加須
23-4-32-1 木曽川河畔砂丘 中島郡祖父江町 名古屋 津島 竹鼻
01-4-33-1 石狩川 札幌市，石狩郡石狩町・当

別町，樺戸郡月形町，美唄
市，空知郡北村，岩見沢
市，江別市，石狩郡新篠津
村

札幌 当別・江別・石
狩・札幌

市南・上幌向・弁華別・石狩
当別・栗沢・江別・太美・石
狩・札幌東北部・札幌北部

01-4-33-2 天塩川 天塩郡幌延町・天塩町 天塩 豊富・雄信内・
天塩

幌延・安牛・雄信内・振老・
音類

02-4-33-1 田茂木 北津軽郡中里町 青森 金木 中里
04-4-33-1 谷地太田 遠田郡涌谷町 石巻 涌谷 西野・涌谷 旧迫川
05-4-33-1 金拓付近（米代

川下流域）
能代市金拓 弘前 能代 能代 米代川の旧河道

05-4-33-2 大浦沼（雄物川
中流域）

仙北郡神岡町 秋田 刈和野・大曲 刈和野東部・大曲 雄物川の旧河道

05-4-33-3 乙越沼（雄物川
中流域）

仙北郡西仙北町 秋田 刈和野 刈和野 雄物川の旧河道

06-4-33-1 古最上 西村山郡河北町谷地ー東根
市小田島

仙台 楯岡 谷地 最上川旧河道

06-4-33-2 天童市藤内新田 天童市 仙台 楯岡 寒河江 最上川旧河道
06-4-33-3 天童市寺津 天童市 仙台 楯岡 寒河江 須川旧河道
07-4-33-1 長沼 伊達郡梁川町粟野 福島 桑折 桑折
08-4-33-1 高須の三日月湖 竜ヶ崎市 千葉 龍ヶ崎 龍ヶ崎 小貝川の旧河道
08-4-33-2 上蛇町の三日月

湖
水海道市 水戸 土浦 谷田部 小貝川の旧河道

08-4-33-3 栗原町の三日月
湖

常陸太田市 水戸 那珂湊・水戸 常陸久慈・石塚 久慈川の旧河道

10-4-33-1 茂林寺沼 館林市 宇都宮 古河 館林 旧河道・河跡湖
15-4-33-1 保倉川下流部の

三日月湖
中頸城郡頸城村，上越市 高田 柿崎 潟町

22-4-33-1 御園の三日月湖 三島市，沼津市 静岡 沼津 韮山 狩野川の自由蛇行跡
08-4-34-1 丸堀 稲敷郡東町 千葉 佐原 佐原西部
10-4-34-1 行人沼 邑楽郡板倉町 宇都宮 古河 古河
11-4-34-1 高須賀池 幸手市 宇都宮 鴻巣 栗橋
11-4-34-2 善定寺沼 北葛飾郡鷲宮町 宇都宮 鴻巣 栗橋

三日月湖

落堀（押堀）

後背湿地

河畔砂丘



11-4-34-3 赤沼 春日部市 東京 野田 野田市
32-4-34-1 益田水源池（花

菖蒲園）
益田市 見島 益田 益田 益田川の旧河道

02-4-35-1 岩木川河口部 西津軽郡車力村，北津軽郡
中里町

青森 小泊・金木 薄市・津軽相内・中里・車力 十三湖

04-4-35-1 気仙沼 気仙沼市 一関 気仙沼 気仙沼 大川
05-4-35-1 馬場目川河口 南秋田郡八郎潟町・井川

町・五城目町
秋田 五城目 五城目 ラグーン内のカプス状三角州

06-4-35-1 酒田市千石・若
竹・山居町

酒田市千石・若竹・山居町 酒田 酒田 酒田南部

07-4-35-1 宇多川河口 相馬市岩ノ子 福島 相馬中村 相馬中村
07-4-35-2 長瀬川河口 耶麻郡猪苗代町 福島 磐梯山 猪苗代・関都 磐梯朝日国立公園（一部）
08-4-35-1 水郷三角州 行方郡潮来町 千葉 潮来 潮来 鳥趾状三角州だが，かなり干拓されている
08-4-35-2 恋瀬川三角州 石岡市，新治郡玉里村 水戸 玉造 常陸高浜 霞ヶ浦にある
08-4-35-3 巴川三角州 鹿島郡鉾田町 水戸 鉾田 鉾田 北浦にある
12-4-35-1 小櫃川河口 木更津市，袖ヶ浦市 東京 木更津 木更津・奈良輪
12-4-35-2 水郷三角州 佐原市 千葉 潮来 潮来・佐原東部 鳥趾状三角州だが，かなり干拓されている．水郷筑波国定公園．
15-4-35-1 福島潟付近 豊栄市，新発田市，北蒲原

郡豊浦町・笹神村
新潟 新発田・新潟 天王・水原 干拓により形状は失われたが、三角州平野の特徴を有する部分

17-4-35-1 河北潟南岸三角
州

金沢市 金沢 金沢 粟崎 森下川・金腐川など

17-4-35-2 田鶴浜の三角州 鹿島郡田鶴浜町 七尾 七尾 七尾 川尻川・船尾川のカスプ状三角州
18-4-35-1 小浜三角州 小浜市 宮津 西津・熊川・鋸

崎・小浜
西津・遠敷・鋸崎・小浜 北川・南川の三角州

19-4-35-1 河口湖三角州 南都留郡河口湖町 甲府 都留・甲府 河口湖東部・河口湖西部 富士箱根伊豆国立公園．河口湖北岸．
20-4-35-1 諏訪湖南三角州 諏訪市 長野 諏訪 南大塩・諏訪 上川，宮川の三角州．
22-4-35-1 天竜川三角州 浜松市，磐田市，磐田郡竜

洋町・福田町・浅羽町・豊
田町

豊橋・伊良
湖岬

磐田・浜松・掛
塚

袋井・磐田・浜松・掛塚 砂丘をのせる

23-4-35-1 矢作川三角州 西尾市，碧南市，安城市，
播豆郡吉良町・一色町

名古屋・豊
橋

岡崎・蒲郡・半
田・師崎

西尾・吉田・半田・河和

23-4-35-2 濃尾平野南部 名古屋市，津島市，海部郡
立田村・佐屋町・弥富町・
十四山村・飛島村・蟹江
町・七宝町・佐織町

名古屋 名古屋南部・津
島・桑名

蟹江・飛島・津島・弥富・桑
名

23-4-35-3 豊橋三角州 豊橋市，豊川市，宝飯郡小
坂井町・御津町・一宮町

豊橋 御油・豊橋 新城・豊橋・二川・小坂井・
老津

豊川・梅田川

24-4-35-1 宮川河口 伊勢市，度会郡御薗村 伊勢 答志・松阪 二見・明野
25-4-35-1 野洲川 守山市，野洲郡野洲町 名古屋・京

都及大阪
近江八幡・京都
東北部

近江八幡・堅田 湖成三角州

25-4-35-2 安曇川 高島郡安曇川町・新旭町 岐阜・名古
屋

竹生島・彦根西
部

今津・勝野 湖成三角州

28-4-35-1 千種川 赤穂市 姫路 播州赤穂 播州赤穂
31-4-35-1 鳥取平野 鳥取市 鳥取 若桜・鳥取北

部・鳥取南部
稲葉山・鳥取北部・鳥取南部 千代川下流部

31-4-35-2 倉吉平野 倉吉市，東泊郡北条町・羽
合町

松江 倉吉・青谷 松崎・倉吉 天神川下流部

32-4-35-1 出雲平野 出雲市，平田市，簸川郡斐
川町・大社町

大社 今市・大社 宍道・平田・出雲今市・大社 斐伊川・神戸川の下流

32-4-35-2 益田平野 益田市 見島 益田 益田 高津川・益田川の下流
33-4-35-1 岡山平野 岡山市周辺，倉敷市 高梁・岡山

及丸亀
岡山北部・岡山
南部

岡山北部・岡山南部・倉敷 旭川下流部

33-4-35-2 倉敷平野 倉敷市周辺 岡山及丸亀 岡山南部・玉島 倉敷・茶屋町・箭田・玉島 高梁川下流部
34-4-35-1 広島平野 広島市 広島 広島 広島 太田川下流
34-4-35-2 福山平野 福山市 岡山及丸亀 井原・福山 神辺・新市・福山東部・福山

西部
芦田川下流

35-4-35-1 岩国平野 岩国市 広島 大竹・岩国 岩国・大竹 錦川下流部
35-4-35-2 萩平野 萩市 山口 萩 萩・越ヶ浜 阿武川下流部
38-4-35-1 肱川水中三角州 喜多郡長浜町 松山 伊予長浜 伊予長浜
40-4-35-1 筑後川下流 柳川市，大牟田市，大川

市，三池郡高田町，山門郡
大和町

熊本 佐賀・大牟田・
荒尾

羽犬塚・佐賀南部・柳川・大
牟田・七ツ家・荒尾

40-4-35-2 中州 福岡市 福岡 福岡 福岡
41-4-35-1 筑後川下流 佐賀郡川副町・東与賀町 熊本 佐賀・大牟田 佐賀南部・七ツ家
41-4-35-2 松浦川下流 唐津市 福岡・唐津 浜崎・唐津 浜崎・唐津
41-4-35-3 六角川下流 杵島郡福富町,佐賀郡芦刈町 熊本 武雄 牛津
42-4-35-1 浦上川下流 長崎市 長崎 長崎 長崎東北部・長崎東南部・長

崎西北部・長崎西南部
42-4-35-2 郡川下流 大村市 長崎 大村 武留路山
42-4-35-3 本明川下流 諌早市 熊本 諌早 諫早
43-4-35-1 麦島 八代市 八代 日奈久 日奈久 球磨川の三角州
46-4-35-1 天降川 姶良郡隼人町 鹿児島 加治木 加治木

延長川 01-4-36-1 オレタラップ
川・乙忠部川・
ペセトコマナイ
川等の下流

枝幸郡枝幸町 枝幸 乙忠部 乙忠部

マッドランプ 32-4-37-1 中海飯梨川河口 安来市赤江町 松江 松江 揖屋
03-4-38-1 平泉高舘丘陵 西磐井郡平泉町 一関 一関 平泉
13-4-38-1 浅間山 調布市 東京 東京西北部 吉祥寺 都立浅間山公園
17-4-38-1 宝立山 珠洲市，輪島市 輪島 宝立山 宝立山
21-4-38-1 二ツ森山 恵那郡福岡町，加茂郡白川

町
飯田 付知 美濃福岡 美濃飛騨山地の残丘

５　海の作用による地形
01-5-01-1 伊達海岸 伊達市 室蘭 虻田 虻田
04-5-01-1 松島湾 塩竃市，宮城郡松島町他 石巻 松島・塩竃 小野・松島・宮戸島・塩竃 県立自然公園松島
04-5-01-2 江ノ島・出島付

近
牡鹿郡女川町 石巻 寄磯 出島・寄磯 南三陸金華山国定公園

12-5-01-1 鴨川松島 鴨川市 大多喜 鴨川 安房和田 南房総国定公園
13-5-01-1 父島南崎・南島

付近
小笠原村（父島南崎・南島
付近）

小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園

13-5-01-2 父島西海岸 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
13-5-01-3 聟島列島北之島

付近
小笠原村（北之島） 小笠原諸島 聟島列島 聟島 小笠原国立公園（特別保護地区）．

24-5-01-1 英虞湾 志摩郡志摩町・浜島町・大
王町・阿児町

伊勢 波切 浜島 小規模な多島海．隆起地域ではあるが，完新世の海面上昇で形成され
た．伊勢志摩国立公園．

28-5-01-1 家島諸島 飾磨郡家島町 姫路・徳島 姫路・播州赤
穂・坊勢島・寒
霞渓

真浦・播州赤穂・西島 瀬戸内海国立公園

33-5-01-1 北木島周辺 笠岡市沖合 岡山及丸亀 寄島・仁尾・福
山

寄島・白石島・六島・鞆 瀬戸内海国立公園

34-5-01-1 芸予諸島 因島市，三原市，尾道市，
越智郡弓削町・生名村・岩
城村・伯方町・上浦町・大
三島町・関前村，豊田郡瀬
戸田町・東野町・木江町・
大崎町・豊町・豊浜町，安
芸郡蒲刈町・下蒲刈町，御
調郡向島町，沼隈郡内海町

広島・岡山
及丸亀

福山・魚島・尾
道・土生・今治
東部・三津・今
治西部・呉・倉
橋島

常石・百貫島・尾道・三原・
備後土生・岩城・瀬戸田・木
浦・白水・木江・三津・大
長・大浜・仁方・上黒島・

瀬戸内海国立公園

35-5-01-1 防予諸島 柳井市，岩国市，熊毛郡上
関町，大島郡大島町・久賀
町・橘町・東和町

広島・松山 青島・柳井・室
津

平郡島東部・阿月・室津・平
郡島・周防八島・

長島～平郡島．ほとんどの島が花崗岩や安山岩から成る沈水島．

37-5-01-1 塩飽諸島 丸亀市，坂出市，仲多度郡
多度津町

岡山及丸亀 玉野・寄島・仁
尾

下津井・本島・讃岐広島・白
石島・讃岐粟島・六島

瀬戸内海国立公園

37-5-01-2 直島諸島 香川郡直島町，小豆郡土庄
町

岡山及丸
亀・徳島

高松・西大寺・
玉野・岡山南部

土庄・犬島・豊島・八浜・宇
野

瀬戸内海国立公園

38-5-01-1 芸予諸島 今治市，越智郡弓削町・生
名村・岩城村・大三島町・
関前村・吉海町・宮窪町・
伯方町・上浦町

岡山及丸
亀・広島・
松山

土生・今治東
部・三津・今治
西部・三津浜・
久賀・青島・柳
井・室津

備後土生・岩城・瀬戸田・木
浦・幸新田・白水・木江・大
長・波止浜・伊予小浜・三津
浜・津和知・由利島・伊保
田・久賀・安下庄・大水無瀬
島・平郡島東部・大畠・阿
月・平郡島・周防八島・室津

瀬戸内海国立公園

38-5-01-2 防予諸島 松山市，温泉郡中島町 広島・松山 倉橋島・久賀・
三津浜

安居島・鹿老渡・伊予小浜・
三津浜・津和地・由利島・伊
保田

瀬戸内海国立公園

38-5-01-3 宇和海 宇和島市，北宇和郡津島
町，南宇和郡内海村・御荘
町・西海町・城辺町

宇和島 宿毛・伊予高
山・魚神山・伊
予鹿島

城辺・福浦・遊子・戸島・結
出・魚神山・日振島・伊予鹿
島・高茂岬

足摺宇和海国立公園．宇和海海中公園．

41-5-01-1 加唐島付近 東松浦郡呼子町・鎮西町 唐津 呼子 小川島・呼子・加唐島・波戸
岬

玄海国定公園

42-5-01-1 九十九島 佐世保市，北松浦郡小佐々
町・鹿町町

長崎 佐世保・佐世保
南部

佐世保北部・肥前川内・楠
泊・肥前黒島

古第三紀の佐世保層群・野島層群．西海国立公園．

42-5-01-2 浅茅湾 下県郡美津島町・豊玉町 厳原 三根・仁位 仁位・鶏知・廻・阿連 西海国立公園
42-5-01-3 イロハ島 北松浦郡福島町 唐津 唐津 今福 玄海国立公園
43-5-01-1 天草松島 天草郡松島町 八代 三角 天草松島 雲仙天草国立公園
03-5-02-1 三陸海岸 下閉伊郡山田町，陸前高田

市，上閉伊郡大槌町，大船
渡市，釜石市，気仙沼郡三
陸町

盛岡・一関 霞露ヶ岳・大
槌・釜石・綾
里・盛・気仙沼

霞露ヶ岳・陸中山田・大槌・
釜石・平田・小白浜・陸前千
歳・越喜来・綾里・大船渡・
陸前広田

陸中海岸国立公園

三角州

残丘

多島海

リアス式海岸（溺れ谷）



04-5-02-1 女川湾（を中心
とする牡鹿半
島）

牡鹿郡女川町・牡鹿町 石巻 寄磯・石巻 出島・寄磯・女川・荻浜 南三陸金華山国定公園

13-5-02-1 父島西海岸 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
13-5-02-2 母島南部西海岸 小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部・母島南部 小笠原国立公園
14-5-02-1 諸磯湾，油壷湾 三浦市三崎町小網代・諸磯 横須賀 三崎 三浦三崎 油壺湾は「かながわの景勝50選」に入っている
17-5-02-1 七浦北湾 鳳至郡穴水町，鹿島郡能登

島町・中島町
七尾 穴水・七尾 穴水・和倉 穴水湾を含む．能登半島国定公園．

17-5-02-2 九十九湾 珠洲郡内浦町 富山 宇出津 宇出津 能登半島国定公園．更新世最後の氷期後の海進により形成された．
18-5-02-1 若狭湾 小浜市，大飯郡高浜町・大

飯町，三方郡三方町・美浜
町

宮津 竹波・西津・熊
川・鋸崎・小
浜・丹後由良・
舞鶴

竹波・早瀬・三方・常神・西
津・遠敷・鋸崎・小浜・高
浜・成生岬・青葉山・東舞鶴

京都．若狭湾国定公園．

22-5-02-1 江浦湾・内浦湾 沼津市 静岡 沼津 韮山 富士箱根伊豆国立公園．溺れ谷．
22-5-02-2 浜名湖・猪鼻湖 浜松市，湖西市，引佐郡

三ヶ日町・細江町，浜名郡
新居町・舞阪町・雄踏町

豊橋 浜松 気賀・浜松・三ヶ日・新居町 県指定名勝．浜名湖県立公園．沈水「湖岸」（溺れ谷）

24-5-02-1 的矢湾・伊雑ノ
浦

鳥羽市，志摩郡磯部町・阿
児町

伊勢 鳥羽 安乗・磯部 隆起地域ではあるが，完新世の海面上昇によって形成された．伊勢志
摩国立公園．

24-5-02-2 五ヶ所湾 度会郡南勢町 伊勢 伊勢・贄浦 五ヶ所浦・相賀浦 隆起地域ではあるが，完新世の海面上昇によって形成された．伊勢志
摩国立公園．

24-5-02-3 賀田湾 尾鷲市 木本 木本 早田・賀田 隆起地域ではあるが，完新世の海面上昇によって形成された．伊勢志
摩国立公園．

26-5-02-1 舞鶴湾 舞鶴市 宮津 丹後由良・舞鶴 青葉山・丹後由良・東舞鶴・
西舞鶴

若狭湾国定公園

26-5-02-2 宮津湾 宮津市，与謝郡岩滝町 宮津 丹後由良・宮津 日置・宮津 若狭湾国定公園
28-5-02-1 香住海岸 城崎郡香住町 鳥取 香住 余部・香住 山陰海岸国立公園
28-5-02-2 室津七曲り 揖保郡御津町，相生市，赤

穂市
姫路 姫路・播州赤穂 網干・相生・播州赤穂 瀬戸内海国立公園

32-5-02-1 島根半島北岸 八束郡鹿島町・島根町・美
保関町

松江 美保関・境港 美保関・境港・瀬崎・加賀 大山隠岐国立公園

32-5-02-2 中ノ島一帯 隠岐郡海士町 西郷 浦郷 菱浦・崎 大山隠岐国立公園
33-5-02-1 邑久町海岸 邑久郡邑久町 姫路・徳島 和気・西大寺 片上・牛窓 瀬戸内海国立公園
34-5-02-1 倉橋島南岸 安芸郡倉橋町 広島 倉橋島・柱島 倉橋島・鹿老渡・大君・柱島 瀬戸内海国立公園
35-5-02-1 屋代島南東海岸 大島郡東和町 松山 久賀 伊保田・安下庄 瀬戸内海国立公園
35-5-02-2 須佐湾 阿武郡須佐町 山口 須佐 須佐 国指定名勝及び天然記念物（昭和3年3月5日）．北長門海岸国定公園．
36-5-02-1 橘湾 阿南市 剣山 阿波富岡・日和

佐
橘・阿部 室戸阿南海岸国定公園

38-5-02-1 宇和海沿岸のリ
アス式海岸

宇和島市，北宇和郡津島
町，南宇和郡内海村・御荘
町・西海町・城辺町

宇和島 宿毛・伊予高
山・魚神山・伊
予鹿島

城辺・福浦・遊子・戸島・結
出・魚神山・日振島・伊予鹿
島・高茂岬

足摺宇和海国立公園．宇和海海中公園．

39-5-02-1 横浪半島浦ノ内
湾

須崎市 高知 須崎 土佐高岡・甲崎・佐川・須崎 横浪県立自然公園

39-5-02-2 野見湾 須崎市 高知 須崎 須崎 須崎湾県立自然公園
40-5-02-1 糸島半島 福岡市，糸島郡志摩町 福岡 福岡・玄界島・

前原
福岡西部・玄界島・宮浦・前
原・芥屋

玄海国定公園

41-5-02-1 東松浦半島 東松浦郡肥前町・玄海町・
呼子町・鎮西町

唐津 呼子・唐津 呼子・波戸岬・唐津・高串・
今福

玄海国定公園

42-5-02-1 浅茅湾 下県郡美津島町・豊玉町 厳原 三根・仁位 仁位・鶏知・廻・阿連 西海国立公園
42-5-02-2 玉之浦湾 南松浦郡玉之浦町 福江・富江 三井楽・玉之浦 三井楽・玉之浦 西海国立公園
42-5-02-3 若松瀬戸 南松浦郡上五島町・若松町 長崎・福江 有川・佐尾・漁

生浦
有川・奈良尾・佐尾・串島 西海国立公園

43-5-02-1 羊角湾 天草郡河浦町・天草町 八代 牛深 河浦 雲仙天草国立公園
44-5-02-1 日豊海岸 北海部郡佐賀関町，臼杵

市，津久見市，南海部郡上
浦町・米水津町・蒲江町，
佐伯市

宇和島・大
分

保戸島・鶴御
崎・佐賀関・臼
杵・佐伯・蒲江

保戸島・鶴御崎・沖黒島・佐
賀関・坂ノ市・無垢島・浅海
井・臼杵・津久見・佐伯・畑
野浦・蒲江・深島・

日豊海岸国定公園

45-5-02-1 日豊海岸 東臼杵郡北浦町 大分 蒲江 古江 日豊海岸国定公園
46-5-02-1 坊津 川辺郡坊津町 開聞岳 坊 坊
01-5-03-1 積丹半島の海岸 積丹郡積丹町，古平郡古平

町，古宇郡神恵内村，余市
郡余市町

岩内 小樽西部・積丹
岬・古平・余
別・神恵内

余市・古平・豊浜・積丹岬・
美国・余別・ポンネアンチシ
山・神威岬・珊内・神恵内

ニセコ積丹小樽海岸国定公園

02-5-03-1 種差海岸一帯 八戸市～三戸郡階上町 八戸 八戸東部・階上
岳

八戸東部・角浜 八戸市かぶ島以南の岩手県境付近まで

02-5-03-2 龍飛崎周辺 東津軽郡三厩村，北津軽郡
小泊村

青森 龍飛崎 龍飛崎 津軽国定公園

02-5-03-3 尻屋崎周辺 下北郡東通村 尻屋崎 尻屋崎 尻屋崎 尻屋崎港～尻屋崎灯台～尻屋集落一帯の海岸．下北半島国定公園．
03-5-03-1 北山崎 下閉伊郡田野畑村 盛岡 岩泉 田野畑 陸中海岸国立公園
04-5-03-1 千畳敷 牡鹿郡牡鹿町 石巻 金華山 金華山 南三陸金華山国定公園
05-5-03-1 男鹿半島西岸 男鹿市 男鹿 船川・戸賀 船川・戸賀 男鹿国定公園
05-5-03-2 岩館海岸 山本郡八森町 深浦 岩館 大間越・岩館 八森岩館県立自然公園
05-5-03-3 三崎海岸 由利郡象潟町小砂川 酒田 吹浦 小砂川 鳥海山猿穴溶岩．鳥海国定公園．
06-5-03-1 十六羅漢 飽海郡遊佐町 酒田 吹浦 小砂川・吹浦・十里塚 鳥海国定公園
06-5-03-2 加茂・三瀬海岸 鶴岡市，西田川郡温海町 酒田・村上 三瀬・温海 湯野浜・三瀬・温海・鼠ヶ関
07-5-03-1 波立（ハッタ

チ）海岸
いわき市四倉 白河 平 四倉 磐城海岸県立自然公園

12-5-03-1 明鐘岬～岩井海
岸

安房郡鋸南町 横須賀 那古 保田 南房総国定公園

12-5-03-2 仁右衛門島付近 鴨川市 大多喜 鴨川 安房和田 南房総国定公園
12-5-03-3 鯛の浦 安房郡天津小湊町 大多喜 鴨川 安房小湊 南房総国定公園
13-5-03-1 御蔵島 御蔵島村（御蔵島） 御蔵島 御蔵島 御蔵島 富士箱根伊豆国立公園
13-5-03-2 八丈島 八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島・八丈島南部・八丈小

島
富士箱根伊豆国立公園

13-5-03-3 母島 小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部・母島南部 小笠原国立公園
15-5-03-1 親不知、子不知 西頸城郡青海町 富山 泊 親不知 県指定名勝（昭和37年3月29日）．中生層・古第三紀層．親不知・子不

知県立自然公園．
15-5-03-2 笹川流 岩船郡山北町，村上市 村上 笹川 寒川・笹川 国指定天然記念物（昭和2年9月5日）．花崗岩．
16-5-03-1 大境海岸 氷見市 富山 虻ガ島 虻ガ島 能登半島国定公園
17-5-03-1 富来・志賀海岸 羽昨郡富来町・志賀町 七尾 富来 富来・能登福浦 能登半島国定公園．新第三紀中新世初期の両輝石安山岩を主体とする

岩石が侵蝕を受けた．
17-5-03-2 曽々木海岸 輪島市・珠洲市 輪島 宝立山 曽々木 能登半島国定公園．新第三紀中新世中期末に噴出した流紋岩類から成

る．国指定名勝及び天然記念物（昭和17年3月7日）．
18-5-03-1 東尋坊 坂井郡三国町 金沢 三国 三国 国指定名勝・天然記念物（昭和10年6月7日）．越前加賀海岸国定公

園．
18-5-03-2 越前岬付近の海

岸一帯
丹生郡越廼村・越前町 金沢・宮津 福井・梅浦 越前蒲生・梅浦 越前加賀海岸国定公園

22-5-03-1 伊豆西南海岸 加茂郡松崎町・南伊豆町 静岡 下田 伊豆松崎 国指定名勝．富士箱根国立公園．
22-5-03-2 城ヶ崎付近の海

岸
伊東市 横須賀 伊東 伊東・天城山 富士箱根伊豆国立公園．玄武岩質溶岩の火山性海岸．

22-5-03-3 由比海岸 清水市，庵原郡蒲原町・由
比町

静岡 吉原 蒲原・興津

23-5-03-1 篠島・野島 知多郡南知多町 豊橋・伊良
湖岬

蒲郡・伊良湖岬 佐久島・伊良湖岬 三河湾国定公園

24-5-03-1 座佐浜 度会郡南島町 伊勢 長島 錦 伊勢志摩国立公園
24-5-03-2 塩篭浜 度会郡南島町 伊勢 贄浦 贄浦 伊勢志摩国立公園
31-5-03-1 浦富（ウラド

メ）海岸
岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後・浦富 山陰海岸国立公園

32-5-03-1 島後島（ドウゴ
トウ）一帯

隠岐郡西郷町・布施町・都
万町・五箇村

西郷 西郷 西村・布施・西郷・隠岐北
方・都万

大山隠岐国立公園

32-5-03-2 島根半島北岸 平田市，簸川郡大社町 大社 大社 日御碕 大山隠岐国立公園
34-5-03-1 仙酔島 福山市 岡山及丸亀 福山 鞆 瀬戸内海国立公園
35-5-03-1 青海島北岸 長門市 山口 萩・仙崎 通・青海島北部 北長門海岸国定公園
35-5-03-2 室津海岸 下関市，豊浦郡豊浦町 小串 安岡 蓋井島
35-5-03-3 須佐湾 阿武郡須佐町 山口 須佐 須佐 国指定名勝及び天然記念物（昭和3年3月5日）．北長門海岸国定公園．
40-5-03-1 糸島半島 福岡市，糸島郡志摩町 福岡 福岡・玄界島・

前原
福岡西部・玄界島・宮浦・前
原・芥屋

玄海国定公園

40-5-03-2 脇田～岩屋海岸 北九州市若松区 福岡 小倉・折尾 六連島・岩屋・折尾 玄海国定公園
41-5-03-1 東松浦半島 東松浦郡肥前町・玄海町・

呼子町・鎮西町
唐津 呼子・唐津 呼子・波戸岬・唐津・高串・

今福
玄海国定公園

42-5-03-1 対馬沿岸 上県郡上対馬町・上県町・
峰町，下県郡豊玉町・美津
島町・厳原町

厳原 佐須奈・三根・
仁位・厳原

泉・佐須奈・琴・佐護・鹿
見・志多賀・三根・仁位・鶏
知・廻・阿連・厳原・豆酘・
小茂田

壱岐対馬国定公園

42-5-03-2 小値賀島 北松浦郡小値賀町 長崎 小値賀島・立串 小値賀島・津和崎 西海国立公園
42-5-03-3 西彼杵半島 長崎市，西彼杵郡大島町・

西海町・大瀬戸町・外海
町・香焼町・伊王島町

長崎 長崎・佐世保南
部・神浦

長崎西北部・長崎西南部・面
高・蛎浦・板浦・神浦・釜ノ
浦・池島・三重

01-5-04-1 積丹半島の海岸 積丹郡積丹町，古平郡古平
町，古宇郡神恵内村，余市
郡余市町

岩内 小樽西部・積丹
岬・古平・余
別・神恵内

余市・古平・豊浜・積丹岬・
美国・余別・ポンネアンチシ
山・神威岬・珊内・神恵内

ニセコ積丹小樽海岸国定公園

01-5-04-2 雄冬海岸 増毛郡増毛町，浜益郡浜益
村

留萌 雄冬 別苅・雄冬

01-5-04-3 知床半島の海岸 斜里郡斜里町，目梨郡羅臼
町

知床岬・網
走

知床岬・羅臼・
宇登呂

知床岬・ルシャ川・硫黄山・
知床五湖・知床峠・宇登呂

知床国立公園

02-5-04-1 千畳敷 西津軽郡深浦町 青森 鰺ヶ沢 田野沢 津軽国定公園
03-5-04-1 大島 下閉伊郡山田町 盛岡 霞露ヶ岳 霞露ヶ岳 陸中海岸国立公園
04-5-04-1 大谷海岸（東

部）
本吉郡本吉町 一関 津谷 津谷 南三陸金華山国定公園

05-5-04-1 男鹿半島南岸鵜
ノ崎

男鹿市鵜ノ崎 男鹿 船川 船川 女川層．男鹿国定公園．

岩石海岸

波食棚



05-5-04-2 男鹿半島西黒沢
海岸

男鹿市西黒沢 男鹿 戸賀 戸賀 西黒沢層．男鹿国定公園．

06-5-04-1 加茂海岸 鶴岡市 酒田 三瀬 湯野浜
06-5-04-2 飛島の周囲 酒田市 酒田 酒田 飛島
08-5-04-1 平磯海岸 ひたちなか市 水戸 那珂湊 那珂湊 県指定天然記念物「平磯白亜紀層」（昭和32年6月26日）．中生代白亜

紀の層．
08-5-04-2 五浦（いづら）

海岸
北茨城市 白河 大津 大津 入江が五つ

08-5-04-3 小貝ヶ浜海岸 日立市川尻町 水戸 日立 日立 県指定天然記念物「ウミウ渡来地」（昭和31年5月25日）．小貝浜海岸
公園．

12-5-04-1 おせんころがし 勝浦市 大多喜 鴨川 安房小湊 南房総国定公園
13-5-04-1 母島の周辺 小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部・母島南部 小笠原国立公園
13-5-04-2 父島の周辺 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
13-5-04-3 兄島万作浜（野

陣ヶ浜）
小笠原村（兄島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園

14-5-04-1 荒崎 横須賀市長井町 横須賀 横須賀 秋谷 白い頁岩と凝灰岩の規則正しい層脈が垂直に現れている
14-5-04-2 城ケ島（南西

部）長津呂崎
三浦市三崎町城ヶ島 横須賀 三崎 三浦三崎

14-5-04-3 江の島のベンチ 藤沢市 横須賀 平塚 江の島 1923年関東大震災で隆起．島全体が県指定史跡・名勝．
15-5-04-1 佐渡小木海岸 佐渡郡小木町 長岡 小木 小木・宿根木 国指定天然記念物（昭和9年5月1日）．佐渡弥彦米山国定公園．玄武

岩．
17-5-04-1 狼煙の波食台 珠洲市 輪島 珠洲岬 珠洲岬 能登半島国定公園．泥岩層から成る．
17-5-04-2 名舟海岸の波食

台
輪島市 輪島 宝立山 曽々木 能登半島国定公園

18-5-04-1 亀島～鮎川海岸 福井市 金沢 福井 鮎川 越前加賀海岸国定公園
18-5-04-2 小黒飯の千畳敷 大飯郡高浜町 宮津 鋸崎 青葉山 若狭湾国定公園．第三紀礫岩．
22-5-04-1 須崎半島海岸 下田市 御前崎 神子元島 神子元島 富士箱根伊豆国立公園．安山岩．3-22-2を含む．
22-5-04-2 御前崎 榛原郡御前崎町 御前崎 御前崎 御前崎 御前崎遠州灘県立自然公園．新第三系砂岩泥岩層．
23-5-04-1 師崎海岸 知多郡南知多町 名古屋 師崎 師崎 三河湾国定公園
23-5-04-2 野間崎 知多郡美浜町 名古屋 師崎 野間・内海 三河湾国定公園
24-5-04-1 大島の波食台 北牟婁郡紀伊長島町・海山

町
伊勢 島勝浦 島勝浦

26-5-04-1 城島 竹野郡丹後町 宮津 網野 網野 若狭湾国定公園
30-5-04-1 串本海岸 西牟婁郡串本町 田辺 串本・田並 串本・田並 吉野熊野国立公園．熊野枯木灘県立自然公園．
30-5-04-2 天神崎 田辺市 田辺 田辺 紀伊白浜 田辺層群の砂岩・礫岩に形成されている．背後の丘陵では日本初のナ

ショナルトラスト運動が起こった．田辺南部海岸県立自然公園．
31-5-04-1 鴨ケ磯付近 岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後 山陰海岸国立公園
32-5-04-1 油井海岸 隠岐郡都万村 西郷 西郷 隠岐北方 大山隠岐国立公園
32-5-04-2 手引が浦 簸川郡多伎町 浜田 石見大田 田儀
33-5-04-1 真鍋島西海岸 笠岡市真鍋島 岡山及丸亀 寄島 白石島 瀬戸内海国立公園
35-5-04-1 千畳敷 長門市西深川 山口 仙崎 仙崎 北長門海岸国定公園
35-5-04-2 蓋井島（フタオ

イジマ）海岸
下関市蓋井島 小串 安岡 蓋井島

37-5-04-1 牛島東岸 丸亀市 岡山及丸亀 玉野 本島 瀬戸内海国立公園
39-5-04-1 竜串見残し 土佐清水市 宇和島 土佐清水 下川口 県指定名勝（昭和28年1月29日）．第三紀漸新統に属する三崎層が，激

しい海食・風食を受けて，大竹岩，小竹岩，蜂の巣構造などの奇岩を
生ず．

39-5-04-2 室戸地磯 室戸市 剣山 室戸岬 室戸岬 1-10-1と関連．室戸岬は国指定名勝（昭和3年6月27日）．室戸阿南海
岸国定公園．

40-5-04-1 千畳敷 北九州市若松区 福岡 小倉・折尾 六連島・岩屋・折尾 玄海国定公園
40-5-04-2 恋の浦海岸 宗像郡津屋崎町 福岡 津屋崎 津屋崎 玄海国定公園
41-5-04-1 東松浦半島 東松浦郡肥前町・玄海町・

呼子町・鎮西町
唐津 呼子・唐津 小川島・呼子・加唐島・波戸

岬・唐津・高串・今福
玄海国定公園

42-5-04-1 畦 西彼杵郡伊王島町 長崎 長崎 長崎西南部 古第三紀の伊王島層群
42-5-04-2 九十九島 佐世保市，北松浦郡小佐々

町・鹿町町
長崎 佐世保・佐世保

南部
佐世保北部・肥前川内・楠
泊・佐世保南部・肥前黒島

古第三紀の佐世保層群・野島層群．西海国立公園．

43-5-04-1 小田良 宇土郡三角町 八代 三角 三角 古第三系の黒色頁岩で構成される平坦な波食棚
45-5-04-1 青島 宮崎市 宮崎 日向青島 日向青島 表面は鬼の洗濯岩（ミクロケスタ）．国指定天然記念物「青島の隆起

海床と奇形波蝕痕」（昭和9年5月1日）．日南海岸国定公園．
01-5-05-1 奥尻島 奥尻郡奥尻町 久遠 奥尻島南部 赤石・青苗
02-5-05-1 千畳敷 西津軽郡深浦町 青森 鰺ヶ沢 田野沢 津軽国定公園
12-5-05-1 守谷の海岸石畳 勝浦市 大多喜 勝浦 勝浦 南房総国定公園
12-5-05-2 験潮場付近の海

食台
勝浦市 大多喜 勝浦・鴨川 安房小湊・勝浦 南房総国定公園

12-5-05-3 野島崎 安房郡白浜町 横須賀 館山 白浜 南房総国定公園
31-5-05-1 網代（アジロ）

北西沖
岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後・浦富 山陰海岸国立公園

40-5-05-1 脇田～岩屋海岸 北九州市若松区 福岡 小倉・折尾 六連島・岩屋・折尾 玄海国定公園
41-5-05-1 東松浦半島 東松浦郡肥前町・玄海町・

呼子町・鎮西町
唐津 呼子・唐津 小川島・呼子・加唐島・波戸

岬・唐津・高串・今福
玄海国定公園

42-5-05-1 畦 西彼杵郡伊王島町 長崎 長崎 長崎西南部 古第三紀伊王島層群
42-5-05-2 九十九島 佐世保市，北松浦郡小佐々

町・鹿町町
長崎 佐世保・佐世保

南部
佐世保北部・肥前川内・楠
泊・佐世保南部・肥前黒島

古第三紀の佐世保層群・野島層群．西海国立公園．

01-5-06-1 奥尻島 奥尻郡奥尻町 久遠 奥尻島南部 赤石・青苗
05-5-06-1 男鹿半島南岸鵜

ノ崎
男鹿市鵜ノ崎 男鹿 船川 船川 女川層．男鹿国定公園．

08-5-06-1 平磯海岸 ひたちなか市 水戸 那珂湊 那珂湊 約6500万年前の中生代白亜紀の砂泥互層からなる
17-5-06-1 狼煙の波食台 珠洲市 輪島 珠洲岬 珠洲岬 ミクロケスタ．能登半島国定公園．泥岩層内の硬層と軟層．
18-5-06-1 小丹生海岸 福井市 金沢 福井 越前蒲生 越前加賀海岸国定公園．砂岩・泥岩互層．
32-5-06-1 須々海（スス

ミ）湾の洗濯岩
八束郡島根町 松江 境港 加賀 頁岩と凝灰岩層の互層．大山隠岐国立公園．

39-5-06-1 松崎海岸 土佐清水市 宇和島 土佐清水 土佐清水 足摺宇和海国立公園
39-5-06-2 龍串 土佐清水市 宇和島 土佐清水 下川口 足摺宇和海国立公園
40-5-06-1 千畳敷 北九州市若松区岩屋 福岡 折尾 岩屋 玄海国定公園
42-5-06-1 豆酸崎 大県郡厳原町 厳原 厳原 豆酸 古第三紀の対州層群．壱岐対馬国定公園．
42-5-06-2 伊王島畦 西彼杵郡伊王島町 長崎 長崎 長崎西南部 古第三紀の伊王島層群
43-5-06-1 御輿来海岸 宇土市 八代 八代 松合 波食棚を構成する礫岩・砂岩・泥岩層が緩やかに傾いてミクロケスタ

を形成．
45-5-06-1 青島 宮崎市 宮崎 日向青島 日向青島 ミクロケスタ．砂岩層が突出し、泥岩層はくぼんでいる．国指定天然

記念物「青島の隆起海床と奇形波蝕痕」（昭和9年5月1日）．日南海岸
国定公園．

01-5-07-1 渡島半島 久遠郡大成町 久遠 久遠 貝取澗・久遠
01-5-07-2 襟裳岬 幌泉郡えりも町 広尾 襟裳岬 襟裳岬 大きく二段に分けられる．一部が日高山脈襟裳国定公園．
01-5-07-3 羽幌 苫前郡羽幌町 羽幌 天塩有明・羽幌 羽幌・曙
02-5-07-1 津軽西海岸一帯 西津軽郡岩崎村・深浦町・

鰺ヶ沢町
青森・深浦 鰺ヶ沢・深浦・

岩館
鰺ヶ沢・種里・田野沢・北
金ヶ沢・驫木・深浦・十二
湖・大間越

津軽国定公園

02-5-07-2 大間平 下北郡大間町 函館 大間 大間 下北半島国定公園
02-5-07-3 袰部(ホロベ)海

岸
下北郡東通村 尻屋崎・野

辺地
尻屋・入口・近
川

尻屋崎・近川 東通村・六ヶ所村の東部太平洋岸一帯に分布．

03-5-07-1 九戸段丘 下閉伊郡普代村・田野畑
村・岩泉町

八戸・盛岡 陸中野田・岩泉 普代・田野畑・小本 海岸沿いは陸中海岸国立公園

03-5-07-2 白前段丘 九戸郡種市町，久慈市 八戸 久慈・階上岳 八木・陸中中野・久慈・角
浜・種市

海岸沿いは陸中海岸国立公園

03-5-07-3 種市段丘 九戸郡種市町 八戸 階上岳 八木・角浜・種市 海岸沿いは陸中海岸国立公園
04-5-07-1 気仙沼湾沿岸 気仙沼市 一関 気仙沼・津谷 唐桑・気仙沼・津谷 大島も含む．一部は陸中海岸国立公園．
05-5-07-1 男鹿半島 男鹿市，南秋田郡若美町 男鹿・深浦 羽後浜田・船

川・戸賀
大潟・寒風山・北浦・船川・
戸賀

７段の段丘面（完新世段丘を含め）．男鹿国定公園．

05-5-07-2 岩館～中浜 山本郡八森町 深浦・弘前 中浜・岩館 中浜・大間越・岩館 ６段の段丘面（完新世段丘を含め）．八森岩館県立自然公園．
06-5-07-1 飛島 酒田市 酒田 酒田 飛島
07-5-07-1 三崎 いわき市小名浜 白河 小名浜 小名浜 磐城海岸県立自然公園
07-5-07-2 小良ヶ浜（オラ

ガハマ）
双葉郡富岡町・大熊町 福島 磐城富岡 磐城富岡

07-5-07-3 塚原，棚塩 相馬郡小高町，双葉郡浪江
町，原町市

福島 大甕・磐城富岡 大甕・塚原・磐城双葉

08-5-07-1 日立段丘 日立市 水戸 日立 日立・日立南部・常陸太田 田尻浜面など数段の面から成る
12-5-07-1 白浜海岸 安房郡白浜町 横須賀 館山 白浜・布良 南房総国定公園
12-5-07-2 千倉海岸野島崎 安房郡千倉町 横須賀 館山 白浜・千倉 南房総国定公園
14-5-07-1 小原台 横須賀市 横須賀 横須賀 横須賀
14-5-07-2 中村川下流中村

原
小田原市 横須賀 小田原 小田原北部

14-5-07-3 下末吉台地 横浜市 東京 東京西南部・横
浜

川崎・荏田・横浜東部・横浜
西部

15-5-07-1 大佐渡外海府 佐渡郡木目川町 相川 相川 相川 国指定名勝．佐渡弥彦米山国定公園．
16-5-07-1 岩崎 高岡市 富山 富山 伏木
16-5-07-2 朝日山公園 氷見市 七尾 氷見 氷見
17-5-07-1 平床の海成段丘 珠洲市 輪島 能登飯田 能登飯田 広い平床面はじめ5段の段丘面
17-5-07-2 狼煙の海成段丘 珠洲市 輪島 珠洲岬 珠洲岬 能登半島国定公園
17-5-07-3 柴垣の海成段丘 羽昨市 七尾 氷見 柴垣 能登半島国定公園
18-5-07-1 厨海岸 丹羽郡越前町 岐阜・宮津 鯖江・梅浦 織田・糠・梅浦 越前加賀海岸国定公園
22-5-07-1 須崎半島の海成

段丘
下田市 御前崎・静

岡
下田・神子元島 下田・神子元島

22-5-07-2 御前崎 榛原郡御前崎町・相良町 御前崎 御前崎 御前崎
23-5-07-1 内海の海成段丘 知多郡南知多町 名古屋 師崎 師崎・内海 三河湾国定公園
24-5-07-1 先志摩段丘 志摩郡志摩町・大王町・浜

島町・阿児町
伊勢 波切 波切・浜島・片田 標高20－60ｍの海成段丘．伊勢志摩国立公園．

26-5-07-1 筆石海岸段丘 竹野郡丹後町 宮津 網野 丹後平・網野 若狭湾国定公園
26-5-07-2 新井崎 与謝郡伊根町新井 宮津 冠島 丹後平田 若狭湾国定公園

海食台

鬼の洗濯岩

海成段丘



28-5-07-1 いなみの台地 神戸市，明石市 京都及大
阪・姫路・
徳島

神戸・高砂・明
石

前開・三木・東二見・明石・ 10数段の段丘が区別され，最近20－30万年間の海面変動に対応してい
る．

30-5-07-1 日高郡印南の海
成段丘

日高郡印南町 田辺 田辺・印南 紀伊南部・印南

30-5-07-2 紀伊白浜完新世
段丘

西牟婁郡白浜町 田辺 周参見 紀伊白浜・富田 熊野枯木灘県立自然公園

30-5-07-3 大島海成段丘及
び潮岬

西牟婁郡串本町大島・潮岬 田辺 串本 串本 大半が火成岩．吉野熊野国立公園．潮岬は県指定天然記念物（昭和34
年1月8日）．

35-5-07-1 宇部台地 字部市の東岸　王子～古殿 中津 宇部東部 宇部東部
35-5-07-2 福江～綾羅木 下関市 福岡・小串 安岡・小倉 安岡・下関
39-5-07-1 羽根岬 室戸市 剣山 奈半利 羽根 一部が室戸阿南海岸国定公園
39-5-07-2 行当岬及び室戸

岬
室戸市 剣山 室戸岬 室戸岬 室戸岬は国指定名勝（昭和3年6月27日）．一部が室戸阿南海岸国定公

園．
39-5-07-3 足摺半島東岸 土佐清水市 宇和島・窪

川
土佐清水 土佐清水・足摺岬 足摺宇和海国立公園

42-5-07-1 対馬北部 上県郡上対馬町 厳原 佐須奈 泉・佐須奈 更新世．壱岐対馬国定公園．
42-5-07-2 大江 南高来郡南有馬町 八代 口之津 口之津 阿蘇４火砕流に被われる．最終間氷期？
43-5-07-1 通詞島 天草郡五和町 八代 口之津 天草富岡
45-5-07-1 三財原 児湯郡新富町 延岡 妻 妻
47-5-07-1 三原・阿部・福

地・嘉陽
名護市 那覇 国頭平良 瀬嵩

01-5-08-1 知床半島 斜里郡斜里町，目梨郡羅臼
町

知床岬・網
走

知床岬・羅臼・
宇登呂

知床岬・ルシャ川・硫黄山・
知床五湖・知床峠・宇登呂

知床国立公園

01-5-08-2 積丹半島 積丹郡積丹町，古平郡古平
町，古宇郡神恵内村，余市
郡余市町

岩内 小樽西部・積丹
岬・古平・余
別・神恵内

余市・古平・豊浜・積丹岬・
美国・余別・ポンネアンチシ
山・神威岬・珊内・神恵内

ニセコ積丹小樽海岸国定公園

01-5-08-3 襟裳岬 幌泉郡えりも町 広尾 襟裳岬 襟裳岬 日高山脈襟裳国定公園
02-5-08-1 権現崎 北津軽郡小泊村 青森 小泊 小泊 小泊岬．津軽国定公園．
02-5-08-2 焼山崎 下北郡佐井村 青森 陸奥川内 牛滝 下北半島国定公園
02-5-08-3 仏ヶ浦 下北郡佐井村 青森 陸奥川内 牛滝 下北半島国定公園
03-5-08-1 鵜の巣断崖 下閉伊郡田野畑村 盛岡 岩泉 小本 陸中海岸国立公園
04-5-08-1 嵯峨溪 桃生郡鳴瀬町 石巻 塩竃 宮戸島
05-5-08-1 入道崎北海岸 男鹿市入道崎 男鹿 戸賀 戸賀 門前層．赤鳥層．男鹿国定公園．
05-5-08-2 岩館海岸 山本郡八森町 深浦 岩館 大間越・岩館 岩館層．八森岩館県立自然公園．
05-5-08-3 三崎海岸 由利郡象潟町小砂川 酒田 吹浦 小砂川 鳥海山猿穴溶岩．鳥海国定公園．
07-5-08-1 小良ヶ浜 双葉郡富岡町 福島 磐城富岡 磐城富岡
07-5-08-2 浦尻 相馬郡小高町，双葉郡浪江

町
福島 大甕 塚原

07-5-08-3 波倉 相馬郡楢葉町 白河 井出 井出
08-5-08-1 五浦海岸 北茨城市 白河 大津 大津
08-5-08-2 小貝ヶ浜海岸 日立市 水戸 日立 日立 県指定天然記念物「ウミウ渡来地」（昭和31年5月25日）．小貝浜海岸

公園．
08-5-08-3 水木海岸 日立市 水戸 日立 日立南部
12-5-08-1 おせんころがし 勝浦市 大多喜 鴨川 安房小湊 南房総国定公園
12-5-08-2 屏風ヶ浦 銚子市，海上郡飯岡町 千葉 銚子・八日市場 銚子・旭 水郷筑波国定公園．一部は県立九十九里自然公園．
12-5-08-3 太東崎 夷隅郡岬町 大多喜 上総大原 上総長者 南房総国定公園
13-5-08-1 八丈島東海岸 八丈町（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島・八丈島南部 富士箱根伊豆国立公園
13-5-08-2 母島東海岸 小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部・母島南部 小笠原国立公園
13-5-08-3 御蔵島 御蔵島村（御蔵島） 御蔵島 御蔵島 御蔵島 富士箱根伊豆国立公園
14-5-08-1 本牧台地 横浜市 東京 横浜 横浜東部・本牧
14-5-08-2 城ケ島の海食崖 三浦市三崎町城ヶ島 横須賀 三崎 三浦三崎
14-5-08-3 江の島 藤沢市 横須賀 平塚 江の島 島全体が県指定史跡・名勝．
15-5-08-1 尖閣湾 佐渡郡相川町 相川 相川 金北山・相川 国指定名勝．佐渡弥彦米山国定公園．相川海中公園．
16-5-08-1 大境海岸 氷見市 富山 虻ガ島 虻ガ島 能登半島国定公園
17-5-08-1 能登金剛 羽咋郡富来町 七尾 剱地・富来 剱地・富来 能登半島国定公園
17-5-08-2 猿山海岸の海食

崖
鳳至郡門前町 七尾 剱地 門前 能登半島国定公園．新第三紀中新世中期に属する礫岩類から成る地層

が浸食された．
18-5-08-1 蘇洞門 小浜市 宮津 鋸崎 鋸崎 若狭湾国定公園．花崗閃緑岩．
18-5-08-2 東尋坊 坂井郡三国町 金沢 三国 三国 国指定名勝・天然記念物（昭和10年6月7日）．越前加賀海岸国定公

園．輝石安山岩．
18-5-08-3 越前岬 丹生郡越前町・越廼村 宮津 梅浦 梅浦 越前加賀海岸国定公園
22-5-08-1 波勝崎 加茂郡南伊豆町・松崎町 静岡 下田 伊豆松崎 国指定名勝．富士箱根伊豆国立公園．石英安山岩．
22-5-08-2 大崩海岸 静岡市，焼津市 静岡 静岡 焼津 玄武岩
22-5-08-3 錦ヶ浦 熱海市 横須賀 熱海 熱海・網代
23-5-08-1 伊良湖岬 渥美郡渥美町 伊良湖岬 伊良湖岬 伊良湖岬 三河湾国定公園
23-5-08-2 片浜十三里 豊橋市，渥美郡赤羽根町・

渥美町・田原町
伊良湖岬・
豊橋

田原・豊橋・伊
良湖岬

二川・田原・野田・伊良湖岬 三河湾国定公園．渥美半島外浜．

23-5-08-3 羽豆岬～豊浜 知多郡南知多町 名古屋 師崎 師崎 三河湾国定公園
24-5-08-1 座佐池の南 度会郡南島町 伊勢 長島 錦 伊勢志摩国立公園
24-5-08-2 九木崎 尾鷲市 伊勢 島勝浦 九鬼 吉野熊野国立公園
26-5-08-1 丹後半島海岸線 竹野郡丹後町・網野町，与

謝郡伊根町
宮津 冠島・丹後由

良・網野
丹後平田・丹後中浜・丹後
平・網野

丹後半島全体が地塁性の山地といえるので，海岸線は断層性の岩石海
岸である．若狭湾国定公園．

26-5-08-2 成生岬周辺 舞鶴市 宮津 丹後由良 成生岬・青葉山 若狭湾国定公園
28-5-08-1 西八木海岸 明石市 姫路・徳島 高砂・明石 東二見・明石 屏風ヶ浦とも呼ばれる．大阪層群下部とそれをおおう段丘堆積物．高

さ12m，長さ約4km．明石象などの化石を産する．
28-5-08-2 小赤壁 姫路市 姫路 姫路 姫路南部
28-5-08-3 鎧の袖 城崎郡香住町下浜 鳥取 香住 余部 国指定天然記念物(昭和13年5月30日)．山陰海岸国立公園．
30-5-08-1 浪煙山海食崖 東牟婁郡那智勝浦町 田辺 那智勝浦 紀伊勝浦 吉野熊野国立公園
30-5-08-2 男浦・宮崎ノ

鼻・高田海岸
有田市 和歌山 海南 湯浅・箕島 西有田県立自然公園．隆起．男浦は有田川河口より北の辰ヶ浜付近．

高田海岸は有田市千田付近．
30-5-08-3 日ノ御崎 日高郡美浜町 田辺 御坊 三尾 煙樹海岸県立自然公園
31-5-08-1 浦富（ウラド

メ）海岸
岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後・浦富 山陰海岸国立公園

32-5-08-1 摩天崖（マテン
ガイ）

隠岐郡西ノ島町 西郷 浦郷 浦郷 国賀海岸にある．国指定名勝及び天然記念物（昭和13年5月30日）．高
さ300ｍ．大山隠岐国立公園．

32-5-08-2 知夫赤壁（チブ
セキヘキ）

隠岐郡知夫村 西郷 浦郷 知夫 高さ200ｍ，長さ１km．国指定名勝及び天然記念物（昭和10年12月24
日）．大山隠岐国立公園．

34-5-08-1 仙酔島 福山市 岡山及丸亀 福山 鞆 仙酔島は県指定名勝．瀬戸内海国立公園
35-5-08-1 屏風岩 長門市青海島 山口 仙崎 青海島北部 北長門海岸国定公園
35-5-08-2 川尻岬 大津郡油谷町 小串 阿川 長門川尻 西長門海岸県立自然公園
35-5-08-3 畳岩～屏風岩 阿武郡須佐町 山口 須佐 須佐 国指定名勝及び天然記念物（昭和3年3月5日）．北長門海岸国定公園．
36-5-08-1 千羽海岸 海部郡日和佐町 剣山 日和佐 日和佐 室戸阿南海岸国定公園．5-9と関連．
37-5-08-1 伊吹島 観音寺市 岡山及丸亀 観音寺 伊吹島 主に安山岩から成る
39-5-08-1 大堂海岸 幡多郡大月町 宇和島 柏島 柏島 足摺宇和海国立公園
39-5-08-2 冠岬海岸 高岡郡窪川町 窪川 窪川 窪川 興津県立自然公園
40-5-08-1 脇田～岩屋海岸 北九州市若松区 福岡 小倉・折尾 六連島・岩屋・折尾 玄海国定公園
41-5-08-1 七ツ釜 唐津市湊大字屋形石 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園．東松浦玄武岩．国指定天然記念物「屋形石の七ツ釜」

（大正15年4月1日）．浸食．
41-5-08-2 加唐島 東松浦郡鎮西町 唐津 呼子 加唐島 玄海国定公園
41-5-08-3 馬渡島 東松浦郡鎮西町 唐津 呼子・二神島 波戸岬 玄海国定公園
42-5-08-1 大瀬崎 南松浦郡玉之浦町 富江 玉之浦 玉之浦 西海国立公園
42-5-08-2 女連 上県郡上県町 厳原 佐須奈 佐護・鹿見
42-5-08-3 豆酘崎 下県郡厳原町 厳原 厳原 豆酸 壱岐対馬国定公園
47-5-08-1 鹿川湾東 八重山郡竹富町 石垣島 西表島西部 舟浮
01-5-09-1 知床岬 斜里郡斜里町，目梨郡羅臼

町
知床岬 知床岬 知床岬

01-5-09-2 積丹半島 積丹郡積丹町 岩内 積丹岬 積丹岬 ニセコ積丹小樽海岸国定公園
02-5-09-1 ガンガラ穴 西津軽郡岩崎村 深浦 深浦 十二湖 津軽国定公園
03-5-09-1 蛇ヶ崎の魔の瀬

洞
陸前高田市 一関 気仙沼 陸前広田 国指定天然記念物「蛇ヶ崎」（昭和11年12月16日）．陸中海岸国立公

園．
03-5-09-2 穴通磯 大船渡市 一関 盛 大船渡
03-5-09-3 矢越の通り穴 下閉伊郡田野畑村 盛岡 岩泉 田野畑
04-5-09-1 宮戸島月浜 桃生郡鳴瀬町 石巻 塩竃 宮戸島
05-5-09-1 孔雀ヶ窟 男鹿市 男鹿 戸賀 船川 男鹿国定公園
05-5-09-2 大棧橋 男鹿市 男鹿 戸賀 船川 男鹿国定公園
06-5-09-1 飛島のテキ穴 酒田市飛島の中村 酒田 酒田 酒田北部 平安時代遺跡（人骨ほか）．鳥海国定公園．
07-5-09-1 豊間 いわき市平豊間 白河 小名浜 小名浜
08-5-09-1 小貝ヶ浜海岸 日立市 水戸 日立 日立 県指定天然記念物「ウミウ渡来地」（昭和31年5月25日）．小貝浜海岸

公園．
08-5-09-2 高戸海岸 高萩市 白河 高萩 高萩 いくつかの海食洞がある．万葉集に「手綱の浜」として登場．
08-5-09-3 五浦海岸 北茨城市 白河 大津 大津 いくつかの海食洞がある
12-5-09-1 胎内くぐり（犬

吠埼）
銚子市 千葉 銚子 銚子 水郷筑波国定公園

12-5-09-2 布良の海食洞 館山市 横須賀 館山 布良 南房総国定公園
12-5-09-3 尾名浦のメガネ

岩
勝浦市 大多喜 勝浦 勝浦 南房総国定公園

13-5-09-1 南島鮫池付近の
海食洞

小笠原村（南島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園

13-5-09-2 行者窟 大島町泉津（大島） 横須賀 大島 大島南部 玄武岩の大洞窟．富士箱根伊豆国立公園．
13-5-09-3 母島北端の鬼岩 小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部 小笠原国立公園
14-5-09-1 第一岩屋 藤沢市 横須賀 平塚 江の島 奥行約150m
14-5-09-2 第二岩屋 藤沢市 横須賀 平塚 江の島 奥行約70m
15-5-09-1 福浦猩々洞 柏崎市 長岡 柏崎 柏崎 県指定天然記念物（昭和33年）．佐渡弥彦米山国定公園．鮮新世凝灰

角礫岩．
16-5-09-1 大境洞窟 氷見市 富山 虻ガ島 虻ガ島 能登半島国定公園．隆起海食洞．国指定史跡．
17-5-09-1 お夏の岩洞 加賀市 金沢 小松 片山津温泉 越前加賀海岸国定公園．凝灰質砂岩．奥行き50m余．
17-5-09-2 巌門 羽咋郡富来町 七尾 富来 富来 能登半島国定公園．凝灰角礫岩．海中に突き出した岩盤が侵蝕されて

できた．

海食洞

海食崖



18-5-09-1 蘇洞門の華洞門
大門小門

小浜市 宮津 鋸崎 鋸崎 若狭湾国定公園．花崗閃緑岩の節理に沿って形成．

18-5-09-2 玉川洞 丹生郡越前町 宮津 梅浦 梅浦 越前加賀海岸国定公園
22-5-09-1 天窓洞 加茂郡西伊豆町 静岡 下田 仁科 国指定天然記念物（昭和10年8月27日）．富士箱根伊豆国立公園．
22-5-09-2 弥陀ノ岩屋 加茂郡南伊豆町 御前崎 神子元島 神子元島 国指定天然記念物（昭和9年12月28日）．富士箱根伊豆国立公園．
22-5-09-3 千貫門 加茂郡松崎町 静岡 下田 伊豆松崎 国指定名勝．富士箱根伊豆国立公園．石英安山岩の海食洞門．
24-5-09-1 見江島 度会郡南島町 伊勢 贄浦 見江島 伊勢志摩国立公園
24-5-09-2 佐波留島の海食

洞
尾鷲市 伊勢 島勝浦 九鬼 佐波留島は県指定天然記念物（昭和44.3.28）．吉野熊野国立公園．

24-5-09-3 鬼ヶ城 熊野市木本町 木本 木本 木本 国指定天然記念物および名勝「熊野の鬼ヶ城附獅子巌」（昭和
10.12.24）．海食．流紋岩．吉野熊野国立公園．

26-5-09-1 津母海食洞 与謝郡伊根町 宮津 冠島 丹後平田 丹後半島北部東岸通称マナ板海岸にあり，洞内には鍾乳石もみられ
る．

28-5-09-1 日本洞門・亀山
洞門

美方郡浜坂町居組 鳥取 浜坂 浜坂 県指定天然記念物(昭和41年3月22日)

30-5-09-1 忘帰洞 東牟婁郡那智勝浦町 田辺 那智勝浦 紀伊勝浦 吉野熊野国立公園
30-5-09-2 三段壁洞窟 西牟婁郡白浜町三段 田辺 周参見 紀伊白浜 第三紀層の岩から成る
31-5-09-1 竜神洞 岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後 山陰海岸国立公園．凝灰角礫岩中の南北方向の断層に沿って，波の浸

食作用でできた．
31-5-09-2 海賊穴 岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後 山陰海岸国立公園
32-5-09-1 新潜戸（シンク

ケド）
八束郡島根町加賀 松江 境港 加賀 長さ200ｍ．大山隠岐国立公園．

32-5-09-2 多古（タコ）の
七ツ穴

八束郡島根町 松江 境港 瀬崎 大小四つの洞窟．国指定天然記念物（昭和7年7月23日）．大山隠岐国
立公園．

32-5-09-3 矢走（ヤバセ）
二十六穴

隠岐郡西ﾉ島町 西郷 浦郷 浦郷・知夫 大山隠岐国立公園

33-5-09-1 勘三郎洞穴 和気郡日生町大多府島 姫路 播州赤穂 日生 瀬戸内海国立公園
34-5-09-1 倉橋島南端 安芸郡倉橋町 広島 倉橋島 鹿老渡 瀬戸内海国立公園
34-5-09-2 宇品島 広島市南区 広島 広島 広島 瀬戸内海国立公園
34-5-09-3 仙酔島 福山市 岡山及丸亀 福山 鞆 仙酔島は県指定名勝．瀬戸内海国立公園．
35-5-09-1 黄金洞 長門市青海島 山口 仙崎 青海島北部 北長門海岸国定公園
35-5-09-2 観音洞 長門市青海島 山口 仙崎 青海島北部 北長門海岸国定公園
36-5-09-1 千羽海岸 海部郡日和佐町 剣山 日和佐 日和佐 室戸阿南海岸国定公園．5-8と関連．
37-5-09-1 伊吹島 観音寺市 岡山及丸亀 観音寺 伊吹島 主に安山岩から成る
38-5-09-1 鹿島の穴（う

ど）
南宇和郡西海町 宇和島 伊予鹿島 伊予鹿島 海食崖と関連．宇和海海中公園

39-5-09-1 白山洞門（伊佐
の洞門）

土佐清水市足摺岬 宇和島・窪
川

土佐清水 足摺岬 県指定天然記念物（昭和28年1月16日）．足摺岬先端にできた海食洞門
で外洋に面した側は高さ30m，内側は15m．

40-5-09-1 芥屋大門 糸島郡志摩町 福岡 前原 芥屋 玄海国定公園．国指定天然記念物「芥屋の大門（ケヤノオオト）」
（昭和41年3月3日）．

41-5-09-1 七ツ釜 唐津市湊大字屋形石 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園．東松浦玄武岩．国指定天然記念物「屋形石の七ツ釜」
（大正15年4月1日）．浸食．

42-5-09-1 蛇ヶ谷 壱岐郡勝本町 唐津 勝本 勝本 壱岐対馬国定公園
42-5-09-2 鬼の足跡 壱岐郡郷ノ浦町 唐津 勝本 湯本 壱岐対馬国定公園
42-5-09-3 神楽島 長崎市 長崎 長崎 長崎西北部
43-5-09-1 妙見浦 天草郡天草町 八代・野母

崎
本渡・高浜 鬼海ヶ浦・天草高浜 国指定天然記念物．古代三紀の砂岩や礫岩層の中に貫通した洞門があ

る．雲仙天草国立公園．
44-5-09-1 長崎鼻 西国東郡香ヶ地町大字見目

4060
中津 姫島 竹田津 県指定天然記念物「長崎鼻の海蝕洞穴」（昭和38年2月15日）

45-5-09-1 島浦島 延岡市 大分・延岡 島浦 島浦 日豊海岸国定公園
46-5-09-1 千座岩屋 熊毛郡南種子町 屋久島 種子島南部 島間
01-5-10-1 積丹半島 積丹郡積丹町 岩内 積丹岬 積丹岬 ニセコ積丹小樽海岸国定公園
02-5-10-1 厩石 東津軽郡三厩村 青森 龍飛崎 三厩 津軽国定公園
02-5-10-2 パッコノ崎 青森市 青森 浅虫 浅虫 野内地区
02-5-10-3 棚久保 八戸市 八戸 八戸東部 八戸東部 種差海岸・棚久保海岸．
04-5-10-1 松島　五大堂 宮城郡松島町 石巻 松島 松島 県立自然公園松島
08-5-10-1 水木海岸 日立市 水戸 日立 日立南部 生物の観察に適す
15-5-10-1 間瀬海岸 西蒲原郡岩室村 長岡 弥彦 弥彦 佐渡弥彦米山国定公園．玄武岩．
16-5-10-1 灘浦中学校横 氷見市 富山 虻ガ島 虻ガ島 能登半島国定公園．隆起ノッチ．
17-5-10-1 関野鼻 羽咋郡富来町 七尾 剱地 剱地 能登半島国定公園
24-5-10-1 鬼ヶ城 熊野市木本町 木本 木本 木本 国指定天然記念物および名勝「熊野の鬼ヶ城附獅子巌」（昭和

10.12.24）．海食．流紋岩．吉野熊野国立公園．
31-5-10-1 浦富（ウラド

メ）海岸
岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後・浦富 山陰海岸国立公園

32-5-10-1 島根半島北岸 八束郡鹿島町・島根町・美
保関町

松江 美保関・境港 美保関・境港・瀬崎・加賀 大山隠岐国立公園

35-5-10-1 武久海岸 下関市幡生 福岡 小倉 下関
40-5-10-1 脇田～岩屋海岸 北九州市若松区 福岡 小倉・折尾 六連島・岩屋・折尾 玄海国定公園
41-5-10-1 七ツ釜 唐津市湊大字屋形石 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園．東松浦玄武岩．国指定天然記念物「屋形石の七ツ釜」

（大正15年4月1日）．浸食．
42-5-10-1 岩戸山・女島山 南高木郡加津佐町 八代 口之津 口之津
43-5-10-1 三角 宇土郡三角町 八代 三角 三角 現海面より2～3m高い離水したノッチ
47-5-10-1 具志頭 島尻郡具志頭村 那覇 糸満 糸満 離水ノッチ．沖縄戦跡国定公園．
02-5-11-1 千畳敷 西津軽郡深浦町 青森 鰺ヶ沢 田野沢 津軽国定公園
03-5-11-1 崎山の潮吹穴 宮古市 盛岡 田老 田老 国指定天然記念物（昭和14年9月7日）．陸中海岸国立公園．
04-5-11-1 岩井崎 気仙沼市 一関 津谷 津谷 陸中海岸国定公園．県指定天然記念物．
13-5-11-1 塩吹の鼻 大島町泉津字やかた411（大

島）
横須賀 大島 大島北部 都指定天然記念物（昭和4年12月2日）．富士箱根伊豆国立公園．

22-5-11-1 汐吹崎 伊東市 横須賀 伊東 伊東 富士箱根伊豆国立公園
24-5-11-1 三崎の潮吹穴 度会郡南勢町 伊勢 贄浦 相賀浦 伊勢志摩国立公園
24-5-11-2 見江島の潮吹穴 度会郡南島町 伊勢 贄浦 見江島 伊勢志摩国立公園
30-5-11-1 潮吹岩 日高郡美浜町 田辺 御坊 三尾 煙樹海岸県立自然公園
35-5-11-1 竜宮の潮吹き 大津郡油谷町津黄 山口 仙崎 長門古市 高さ40ｍの水柱．国指定名勝及び天然記念物（昭和9年8月5日）．北長

門海岸国定公園．
44-5-11-1 鶴御崎 南海部郡米水津村 宇和島 鶴御崎 鶴御崎 「鶴見の潮吹き」と呼ばれている．日豊海岸国定公園．
02-5-12-1 かぶと岩 西津軽郡深浦町 青森 鰺ヶ沢 田野沢 大戸瀬崎付近．津軽国定公園．
02-5-12-2 ローソク岩 東津軽郡三厩村 青森 龍飛崎 三厩 津軽国定公園
02-5-12-3 甲岩 東津軽郡三厩村 青森 龍飛崎 三厩 津軽国定公園
08-5-12-1 五浦海岸 北茨城市 白河 大津 大津
13-5-12-1 沖村西方のきの

こ岩（母島）
小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部 石灰岩．小笠原国立公園

42-5-12-1 両子岩 南高来郡加津佐町 八代 口之津 口之津
42-5-12-2 笠岩 長崎市 長崎 長崎 長崎西北部
47-5-12-1 倉石 島尻郡知念村 那覇 沖縄市南部 与那原 離水ノッチ
47-5-12-2 久米島仲泊 島尻郡具志川村 久米島 久米島 久米島 二重ノッチ．久米島県立自然公園．
05-5-13-1 男鹿半島南岸 男鹿市門前 男鹿 船川・戸賀 船川 男鹿国定公園
13-5-13-1 沖港付近の海岸

（母島）
小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部 小笠原国立公園

15-5-13-1 平根崎の波食甌
穴群

佐渡郡相川町 相川 相川 金北山 国指定天然記念物（昭和15年7月12日）．佐渡弥彦米山国定公園．

28-5-13-1 竹野海岸 城崎郡竹野町賀嶋三 鳥取 塩江・城崎 城崎 県指定の天然記念物「波食甌穴群」（昭和47年3月24日）．山陰海岸国
立公園．

32-5-13-1 潜戸（クケド）
海岸

八束郡島根町加賀 松江 境港 加賀 大山隠岐国立公園

35-5-13-1 黄波戸（キワ
ド）海岸

大津郡日置町 山口 仙崎 仙崎 西長門海岸県立自然公園

42-5-13-1 斑島玉石甌穴 北松浦郡小値賀町大字斑島
郷字斑島

長崎 小値賀島 小値賀島 国指定天然記念物（昭和33年3月13日）．西海国立公園．

42-5-13-2 寺島玉石甌穴 北松浦郡宇久町寺島郷のり
瀬海岸

長崎 小値賀島 宇久島 県指定天然記念物（昭和45年6月9日）

02-5-14-1 大戸瀬崎 西津軽郡深浦町 青森 鰺ヶ沢 田野沢 津軽国定公園
02-5-14-2 焼山崎 下北郡佐井村・脇野沢村 青森 陸奥川内 源籐城 下北半島国定公園
02-5-14-3 青岩 北津軽郡小泊村 青森 小泊 小泊 津軽国定公園
03-5-14-1 侍浜 久慈市 八戸 久慈 久慈 陸中海岸国立公園
03-5-14-2 青松島 陸前高田市 一関 気仙沼 陸前広田 陸中海岸国立公園
04-5-14-1 七ヶ浜町東方沖 宮城郡七ヶ浜町 石巻 塩竃 塩竃
05-5-14-1 男鹿半島西海岸 男鹿市 男鹿 船川・戸賀 船川・戸賀 門前層．赤鳥層．男鹿国定公園．
05-5-14-2 岩館海岸 山本郡八森町 深浦 岩館 大間越・岩館 岩館層．八森岩館県立自然公園．
06-5-14-1 飛島周辺 酒田市飛島 酒田 酒田 酒田北部 鳥海国定公園
08-5-14-1 小咲浪と大咲浪 高萩市 白河 高萩 高萩
12-5-14-1 鵜原島 勝浦市 大多喜 勝浦 勝浦 南房総国定公園
12-5-14-2 大原・太東沖の

磯根（器械根）
海域 大多喜 なし なし

12-5-14-3 御宿沖の磯根 海域 大多喜 勝浦 なし
13-5-14-1 蛸岩 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
13-5-14-2 姉島南端の岩塔 小笠原村（姉島） 小笠原諸島 母島列島 母島南部 小笠原国立公園
13-5-14-3 針之岩（聟島） 小笠原村（聟島） 小笠原諸島 聟島列島 媒島 小笠原国立公園
14-5-14-1 三ッ石（笠石） 足柄下郡真鶴町 横須賀 熱海 真鶴岬 県立真鶴半島自然公園
15-5-14-1 尖閣湾 佐渡郡相川町 相川 相川 金北山・相川 国指定名勝．佐渡弥彦米山国定公園．相川海中公園．揚島・大島な

ど．
15-5-14-2 夫婦岩 佐渡郡相川町 長岡 河原田 稲鯨 佐渡弥彦米山国定公園
15-5-14-3 双股岩 佐渡郡相川町 長岡 河原田 河原田 佐渡弥彦米山国定公園
16-5-14-1 虻ヶ島 氷見市 富山 虻ガ島 虻ガ島 能登半島国定公園．新第三紀石灰質砂岩．
16-5-14-2 男岩・女岩 高岡市 富山 富山 伏木 能登半島国定公園．新第三紀砂岩．
17-5-14-1 七ツ島 輪島市 輪島 輪島 舳倉島 能登半島国定公園．輪島沖．中新世初期に噴出した輝石安山岩ない

し，安山岩質火砕岩から成る．
18-5-14-1 越前松島 坂井郡三国町 金沢 三国 三国 越前加賀海岸国定公園．輝石安山岩．
22-5-14-1 下田沖の岩礁 加茂郡南伊豆町 御前崎 神子元島 神子元島 平根・横根・石取根・トイ根など．富士箱根伊豆国立公園．
22-5-14-2 みのかけ岩（石

廊崎）
加茂郡南伊豆町 御前崎 神子元島 石廊崎 富士箱根伊豆国立公園

ノッチ

潮吹き穴

きのこ岩

甌穴群（ポットホール）

岩礁



24-5-14-1 夫婦岩 度会郡二見町 伊勢 答志 二見 二見浦全体が県指定名勝．伊勢志摩国立公園．大注連縄で結ばれた大
小二つの岩．

31-5-14-1 菜種島周辺 岩美郡岩美町 鳥取 浜坂 田後 山陰海岸国立公園
31-5-14-2 烏帽子岩付近 気高郡気高町 鳥取 鳥取北部 浜村 西因幡県立自然公園
32-5-14-1 日御碕（ヒノミ

サキ）沖
簸川郡大社町日御碕 大社 大社 日御碕 大山隠岐国立公園．海中公園．

32-5-14-2 白島（シラシ
マ）海岸

隠岐郡西郷町 西郷 西郷 西村 国指定名勝及び天然記念物（昭和13年5月30日）．大山隠岐国立公園．

33-5-14-1 裸岩 和気郡日生町 姫路 播州赤穂 日生
34-5-14-1 津々木島 豊田郡大崎町 広島 三津 三津
35-5-14-1 三ケ瀬 豊浦郡豊北町角島の沖 小串 阿川 阿川 西長門海岸県立自然公園
35-5-14-2 蓋井島（フタオ

イジマ）海岸
下関市蓋井島 小串 安岡 蓋井島

35-5-14-3 十六羅漢 長門市青海島 山口 仙崎 青海島北部 北長門海岸国定公園
40-5-14-1 黒瀬 福岡市西区 福岡 玄界島 玄界島 玄海国定公園
41-5-14-1 平瀬 東松浦郡呼子町 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園
42-5-14-1 貝瀬 北松浦郡小値賀町 長崎 小値賀島 肥前赤島(福江1-2） 西海国立公園
01-5-15-1 勇払原野 苫小牧市 苫小牧 鵡川・苫小牧 上厚真・勇払
02-5-15-1 七里長浜 北津軽郡市浦村，西津軽郡

木造町・車力村
青森 金木・五所川原 車力・菰槌・森田 津軽国定公園

02-5-15-2 天ヶ森沿岸 上北郡六ヶ所村，三沢市 野辺地 平沼 天ヶ森
03-5-15-1 高田松原 陸前高田市 一関 盛・気仙沼 大船渡・陸前広田 国指定名勝（1940年）．陸中海岸国立公園．
04-5-15-1 名取川河口～阿

武隈川河口
名取市，岩沼市 仙台 仙台・岩沼 仙台東南部・仙台空港・荒浜 仙台湾海浜県自然環境保全地域

04-5-15-2 十八鳴浜 気仙沼市 一関 気仙沼 唐桑 くぐなりはま．陸中海岸国立公園．
05-5-15-1 間口浜 男鹿市 男鹿 船川 寒風山・北浦 男鹿国定公園
05-5-15-2 船越～天王海岸 男鹿市，南秋田郡天王町 男鹿・秋田 船川・秋田・五

城目
大久保・土崎・船越

05-5-15-3 西目海岸 由利郡西目町，本庄市 秋田・酒田 本荘・象潟 本荘・平沢
06-5-15-1 庄内海岸 飽海郡遊佐町，酒田市，鶴

岡市
酒田 吹浦・酒田・鶴

岡
吹浦・十里塚・酒田北部・酒
田南部・湯野浜

07-5-15-1 原釜 相馬市原釜 福島 相馬中村 相馬中村
07-5-15-2 薄磯 いわき市 白河 平・小名浜 平・小名浜 磐城海岸県立自然公園
07-5-15-3 豊間 いわき市平豊間 白河 小名浜 小名浜 磐城海岸県立自然公園
08-5-15-1 阿字ヶ浦海岸 ひたちなか市 水戸 那珂湊 那珂湊
08-5-15-2 大洗海岸 東茨城郡大洗町 水戸 磯浜 磯浜
08-5-15-3 波崎海岸 鹿島郡波崎町 千葉 銚子・潮来 鹿島矢田部・銚子・神栖 波崎砂丘．日本三大砂丘の一つ．
12-5-15-1 九十九里浜 海上郡飯岡町，長生郡一宮

町他
千葉・大多
喜

八日市場・木
戸・東金・茂
原・上総大原

旭・八日市場・木戸・上総片
貝・四天木・上総一宮・上総
長者

県立九十九里自然公園

13-5-15-1 初寝浦（父島） 小笠原村（父島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
13-5-15-2 小港海岸 小笠原村八瀬川河口（父

島）
小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園

15-5-15-1 五十嵐浜 新潟市 長岡 内野 内野
16-5-15-1 生地鼻～浜石田 黒部市 富山 三日市 三日市
17-5-15-1 千里浜 羽昨市，羽咋郡志雄町・押

水町
七尾 氷見・津幡 羽昨・宝達山・加賀高松 能登半島国定公園

22-5-15-1 遠州灘海岸 浜松市，湖西市，磐田市，
浜名郡新居町・舞阪町，磐
田郡竜洋町・福田町・浅羽
町，榛原郡御前崎町，小笠
郡浜岡町・大東町・大須賀
町

御前崎・豊
橋・伊良湖
岬

御前崎・浜松・
掛塚

御前崎・千浜・袋井・浜松・
新居町・掛塚

御前崎遠州灘県立自然公園

22-5-15-2 千本浜 沼津市 静岡 沼津 沼津
22-5-15-3 三保松原 清水市 静岡 吉原・駒越 興津・静岡東部 国指定名勝．日本平県立自然公園．5-18-1．
23-5-15-1 片浜十三里（遠

州灘海岸）
豊橋市，渥美郡赤羽根町・
渥美町・田原町

伊良湖岬・
豊橋

田原・豊橋・伊
良湖岬

二川・田原・野田・伊良湖岬 三河湾国定公園．渥美半島外浜．

23-5-15-2 野間海岸 常滑市，知多郡美浜町 名古屋 師崎 野間 三河湾国定公園
24-5-15-1 七里御浜 熊野市，南牟婁郡御浜町 木本 木本・阿田和 木本・阿田和 アオウミガメの上陸地．吉野熊野国立公園．
25-5-15-1 今津浜・中庄浜 高島郡今津町 岐阜 竹生島 海津・今津 湖成砂浜
25-5-15-2 近江舞子 滋賀郡志賀町南小浜 京都及大阪 北小松 比良山 湖成砂浜．琵琶湖八景の一つ．
26-5-15-1 琴引浜 竹野郡網野町掛津・遊 宮津 網野 網野 若狭湾国定公園．全長1.8kmの砂浜．鳴き砂で知られる．
26-5-15-2 由良浜 宮津市，舞鶴市 宮津 丹後由良 丹後由良 若狭湾国定公園
26-5-15-3 八丁浜 竹野郡網野町 宮津 網野 網野
30-5-15-1 白良浜 西牟婁郡白浜町白浜 田辺 田辺 紀伊白浜 ポケットビーチと呼ばれる岩礁にかこまれた砂浜．石英砂．
30-5-15-2 日置大浜 西牟婁郡日置川町 田辺 周参見 紀伊日置 熊野枯木灘県立自然公園
30-5-15-3 煙樹ヶ浜 御坊市，日高郡美浜町 田辺 御坊 御坊・三尾 礫からなる海浜．煙樹海岸県立自然公園．
31-5-15-1 白兎（ハクト）

海岸
鳥取市 鳥取 鳥取北部 浜村 「因幡の白うさぎ」の伝説で知られる．

31-5-15-2 弓ヶ浜 米子市，境港市 松江 美保関・米子・
境港

美保関・米子・境港

31-5-15-3 井出ヶ浜 気高郡青谷町 松江 青谷 青谷 鳴り砂の浜．西因幡県立自然公園．
32-5-15-1 琴ケ浜 邇摩郡仁摩町 浜田 温泉津 仁万 鳴き砂の浜
32-5-15-2 田の浦海岸 那賀郡三隅町 見島 益田 三隅
32-5-15-3 稲佐の浜 簸川郡大社町 大社 大社 大社 国譲り神話で「神迎えの神事」が行われるところ
33-5-15-1 浦田ケ浜 玉野市渋川 岡山及丸亀 玉野 宇野 瀬戸内海国立公園．別称 渋川海岸．
33-5-15-2 番田海岸 玉野市番田 徳島 西大寺 犬島
34-5-15-1 包ケ浦 佐伯郡宮島町 広島 厳島 厳島 瀬戸内海国立公園
35-5-15-1 虹ケ浜 光市 中津 光 光 「日本の白砂青松百選」の一つ．瀬戸内海国立公園．
35-5-15-2 菊ケ浜 萩市 山口 萩 越ヶ浜・萩 北長門海岸国定公園
36-5-15-1 大里松原海岸 海部郡海南町 剣山 甲浦 奥浦 室戸阿南海岸国定公園．「日本の白砂青松百選」の一つ．
36-5-15-2 大浜海岸 海部郡日和佐町 剣山 日和佐 日和佐 アオウミガメ産卵上陸地．室戸阿南海岸国定公園．
37-5-15-1 有明浜 観音寺市 岡山及丸亀 観音寺 観音寺 瀬戸内海国立公園
37-5-15-2 津田の松原 大川郡津田町 徳島 三本松 讃岐津田 瀬戸内海国立公園
38-5-15-1 織田ヶ浜 今治市 岡山及丸亀 今治東部 今治東部 瀬戸内海国立公園
39-5-15-1 小室の浜 高岡郡窪川町 窪川 土佐佐賀 興津浦 興津県立自然公園
39-5-15-2 入野松原 幡多郡大方町 窪川 土佐佐賀 土佐佐賀 国指定名勝（昭和3年2月17日）．延長3km，幅100m．緩やかな勾配の砂

浜にできたクロマツ林．天正年間（1573－1592）に植えたと伝う．入
野県立自然公園．

39-5-15-3 琴ヶ浜松原 安芸郡芸西村琴ヶ浜松原 高知 手結 手結 県指定名勝（昭和28年1月29日）．延長4kmの砂丘上で，面積15ha．大
小１万本の松があり，樹齢300－500年の老樹もある．手結住吉県立自
然公園．

40-5-15-1 三里松原 遠賀郡芦屋町 福岡 折尾 吉木・折尾 玄海国定公園
40-5-15-2 海の中道 福岡市 福岡 津屋崎・福岡 古賀・福岡・福岡南部・志賀

島
玄海国定公園

40-5-15-3 新宮浜 粕屋郡新宮町・古賀町，宗
像郡福間町

福岡 津屋崎 津屋崎・古賀 玄海国定公園

41-5-15-1 虹の松原 唐津市,東松浦郡浜玉町 福岡・唐津 浜崎・唐津 浜崎・唐津 玄海国定公園
42-5-15-1 高浜 南松浦郡三井楽町 福江 三井楽 三井楽 西海国立公園
42-5-15-2 白良ヶ浜 南松浦郡三井楽町 福江 三井楽 三井楽 西海国立公園
42-5-15-3 野田浜 南高来郡加津佐町 八代 口之津 口之津
43-5-15-1 白鶴浜 天草郡天草町 八代・野母

崎
本渡・高浜 鬼海ヶ浦・天草高浜

45-5-15-1 一ツ葉 宮崎市 宮崎 宮崎 宮崎北部
46-5-15-1 吹上浜 日置郡吹上町・金峰町 鹿児島 伊集院・加世田 伊作・唐仁原
01-5-16-1 勇払原野 苫小牧市 苫小牧・札

幌
早来・千歳・鵡
川・苫小牧

遠浅・ウトナイ湖・上厚真・
勇払

02-5-16-1 赤川海岸 むつ市 野辺地 むつ むつ むつ市南方の赤川海岸
02-5-16-2 小田野沢～老部 下北郡東通村 野辺地 近川'・陸奥横

浜
近川・有畑 東通村東方

02-5-16-3 天ヶ森 上北郡六ヶ所村，三沢市 野辺地 平沼・三沢 天ヶ森・六川目 小川原湖北東方
05-5-16-1 船越～天王 男鹿市，南秋田郡天王町，

秋田市
男鹿・秋田 五城目・秋田・

羽後和田・船川
船越・大久保・土崎・秋田西
部・羽川

３列に大別

05-5-16-2 大久保付近 南秋田郡昭和町 秋田 五城目 大久保
07-5-16-1 萱浜 原町市萱浜 福島 大甕 大甕
07-5-16-2 いわき市小名浜 いわき市小名浜 白河 小名浜 小名浜
07-5-16-3 いわき市勿来町 いわき市勿来町関田 白河 小名浜 勿来 菊多浦砂州より後背湿地をはさんで内陸側にある
08-5-16-1 高浜町付近の浜

堤
高萩市 白河 高萩 高萩

12-5-16-1 九十九里浜 海上郡飯岡町，長生郡一宮
町他

千葉・大多
喜

八日市場・木
戸・東金・茂
原・上総大原

旭・八日市場・木戸・上総片
貝・四天木・上総一宮・上総
長者

県立九十九里自然公園

15-5-16-1 天王の浜堤 豊栄市，北蒲原郡豊浦町 新潟 新発田 天王 旧福島潟の湖岸線に沿って形成されたと考えられる
16-5-16-1 生地鼻～浜石田 黒部市 富山 三日市 三日市
16-5-16-2 間島海岸 氷見市 七尾 氷見 氷見
23-5-16-1 西ノ浜 渥美郡渥美町 伊良湖岬 伊良湖岬 伊良湖岬 三河湾国定公園
31-5-16-1 外浜（ソトハ

マ）
米子市，境港市 松江 美保関・米子・

境港・松江
美保関・米子・境港 夜見半島東側

31-5-16-2 北条砂丘地 東伯郡北条町・大栄町 松江 倉吉 倉吉
32-5-16-1 外園海岸 出雲市 大社 大社 大社
32-5-16-2 高津川河口 益田市 見島 益田 益田
34-5-16-1 包ケ浦 佐伯郡宮島町 広島 厳島 厳島 瀬戸内海国立公園
35-5-16-1 祇園町～黒潟南 吉敷郡秋穂町 山口 小郡 台道
35-5-16-2 岐波（キワ） 宇部市東岐波 中津 宇部東部 宇部東部
39-5-16-1 唐浜 安芸郡安田村 高知 安芸 安芸
39-5-16-2 高知平野前縁 南国市，高知市,香美郡香我

美町・赤岡村・吉川村
高知 高知 高知・後免

41-5-16-1 虹の松原 唐津市,東松浦郡浜玉町 福岡・唐津 浜崎・唐津 浜崎・唐津 玄海国定公園
42-5-16-1 小茂田浜 下県郡厳原町 厳原 厳原 小茂田

砂浜

浜堤



01-5-17-1 勇払原野 苫小牧市 苫小牧・札
幌

早来・千歳・鵡
川・苫小牧

ウトナイ湖・遠浅・勇払・上
厚真

01-5-17-2 サロマ湖の砂州 紋別郡湧別町，常呂郡常呂
町

紋別・網走 網走・サロマ
湖・中湧別

常呂・サロマ湖東部・サロマ
湖・登栄床

02-5-17-1 十三湖西方 北津軽郡市浦村 青森 小泊 津軽相内 津軽国定公園
05-5-17-1 天王付近 南秋田郡天王町，秋田市，

男鹿市
男鹿・秋田 五城目・秋田・

羽後和田・船川
大久保・土崎・秋田西部・羽
川・船越

05-5-17-2 八竜～若美 山本郡八竜町，南秋田郡若
美町

深浦 羽後浜田 森岳・大潟

07-5-17-1 大州 相馬市大州 福島 相馬中村 相馬中村 松川浦県立自然公園
07-5-17-2 新舞子 いわき市平新舞子 白河 平 平 磐城海岸県立自然公園
07-5-17-3 菊多浦 いわき市勿来 白河 小名浜 勿来 勿来県立自然公園
08-5-17-1 鹿島波崎砂州 鹿嶋市，鹿島郡神栖町・波

崎町
千葉 銚子・潮来・八

日市場
鹿島矢田部・銚子・常陸鹿
島・神栖・佐原東部・小南

波崎砂丘．日本三大砂丘の一つ．

08-5-17-2 爪木ノ鼻 鹿嶋市 千葉 潮来 潮来 北浦に突出した尖角砂州
08-5-17-3 親沢鼻 東茨城郡茨城町 水戸 石岡 小鶴 涸沼に突出した尖角砂州．県指定名勝．涸沼にある．
15-5-17-1 両津の砂州 両津市 相川 両津 両津北部・両津 佐渡弥彦米山国定公園
16-5-17-1 宮崎海岸 下新川郡朝日町 富山 泊 泊 朝日県立自然公園．小規模．
17-5-17-1 大川浜 輪島市 輪島 宝立山 曽々木 能登半島国定公園．町野川河口．
22-5-17-1 田子の浦砂州 富士市，沼津市 静岡 沼津・吉原 沼津・吉原
23-5-17-1 大潟洲 渥美郡渥美町 伊良湖岬 伊良湖岬 伊良湖岬 三河湾国定公園
24-5-17-1 相賀浦の砂州 度会郡南勢町 伊勢 贄浦 相賀浦 伊勢志摩国立公園
26-5-17-1 天橋立 宮津市文殊・江尻・大垣 宮津 宮津 宮津 宮津湾奥の阿蘇海との間にある長さ3.6km，幅40-110mの砂州．日本三

景の一つ．国指定特別名勝（1952年）．若狭国定公園．
26-5-17-2 小天橋 熊野郡久美浜町湊宮 鳥取 城崎 久美浜 日本海と久美浜湾を分ける砂州．山陰海岸国立公園．
28-5-17-1 由良成ヶ島 洲本市 徳島 由良 由良 瀬戸内海国立公園
30-5-17-1 太田川河口 東牟婁郡那智勝浦町 田辺 那智勝浦 下里 吉野熊野国立公園
30-5-17-2 片男波 和歌山市 和歌山 和歌山 和歌山
31-5-17-1 夜見（ヨミ）半

島
米子市，境港市 松江 美保関・米子・

境港・松江
美保関・米子・境港 長さ20km．日本最大級の砂州．

31-5-17-2 浜村海岸 気高郡気高町 鳥取 鳥取北部 浜村 西因幡県立自然公園
32-5-17-1 波根（ハネ）海

岸
大田市 浜田 石見大田 石見大田

32-5-17-2 古浦（コウラ）
海岸

八束郡鹿島町 大社 恵曇 恵曇

35-5-17-1 仙崎 長門市 山口 仙崎 仙崎 北長門海岸国定公園
35-5-17-2 波の橋立 長門市青海島 山口 仙崎 仙崎 北長門海岸国定公園
39-5-17-1 種崎砂州 高知市 高知 高知・土佐長浜 高知・土佐長浜
40-5-17-1 勝浦 宗像郡津屋崎町 福岡 神湊 ・津屋崎 神湊 ・津屋崎 玄海国定公園
40-5-17-2 新宮浜 粕屋郡新宮町・古賀町，宗

像郡福間町
福岡 津屋崎 津屋崎・古賀 玄海国定公園

40-5-17-3 三里松原 遠賀郡芦屋町・岡垣町 福岡 折尾 折尾・吉木 玄海国定公園
41-5-17-1 虹の松原 唐津市,東松浦郡浜玉町 福岡・唐津 浜崎・唐津 浜崎・唐津 玄海国定公園
42-5-17-1 塩浜 南高来郡千々石町 熊本 肥前小浜 愛野
42-5-17-2 唐比 北高来郡森山町 熊本 肥前小浜 愛野
46-5-17-1 長目の浜 薩摩郡上甑村 甑島 中甑 海鼠池
01-5-18-1 野付崎 標津郡標津町，野付郡別海

町
標津 野付崎・標津 野付崎・標津 日本最大の分岐砂嘴

02-5-18-1 芦崎 むつ市 野辺地 むつ 城ヶ沢 海上自衛隊大湊基地内に存在
07-5-18-1 鬼沼（猪苗代

湖）
郡山市湖南町 福島 猪苗代湖 岩代福良 磐梯朝日国立公園

08-5-18-1 和田岬 稲敷郡桜川村 千葉 佐原 麻生 霞ヶ浦に形成されたもの
08-5-18-2 広浦 東茨城郡茨城町 水戸 磯浜 磯浜 広浦秋月として絶景だったが，かなり干拓された．涸沼にある．
12-5-18-1 富津岬 富津市 横須賀 富津 富津 南房総国定公園
15-5-18-1 阿賀野川河口の

砂嘴
新潟市 新潟 新潟 松浜

19-5-18-1 山中湖の砂嘴 南都留郡山中湖村 甲府 山中湖 御正体山 富士箱根伊豆国立公園．山中湖北東部「平野砂嘴」．
22-5-18-1 三保の分岐砂嘴 清水市 静岡 駒越・吉原 興津・静岡東部 国指定名勝．日本平県立自然公園．
22-5-18-2 大瀬崎 沼津市 静岡 沼津 大瀬崎 富士箱根伊豆国立公園．礫嘴．
22-5-18-3 御浜崎 田方郡戸田村 静岡 修善寺 達磨山 富士箱根伊豆国立公園．砂礫嘴．
23-5-18-1 鎗ヶ崎 渥美郡渥美町 伊良湖岬 伊良湖岬 野田 三河湾国定公園
32-5-18-1 飯梨川河口 安来市 松江 松江 揖屋
33-5-18-1 犬島西海岸 岡山市犬島 徳島 西大寺 犬島 瀬戸内海国立公園
33-5-18-2 大飛鳥 笠岡市大飛島 岡山及丸亀 寄島 白石島 瀬戸内海国立公園
34-5-18-1 町付近 沼隈郡内海町 岡山及丸亀 福山 常石
35-5-18-1 洲鼻（スバナ） 下松市 中津 光 笠戸島
35-5-18-2 象鼻（ゾウビ）

ケ岬
光市室積 中津 光 光 瀬戸内海国立公園

36-5-18-1 和田ノ鼻 小松島市 徳島・剣山 徳島・阿南富岡 阿南富岡
39-5-18-1 下田青砂島 中村市 宇和島 土佐中村 土佐中村
40-5-18-1 今宿 福岡市 福岡 福岡 福岡西部・福岡西南部 玄海国定公園
42-5-18-1 下釜名 北高来郡飯盛町 熊本 肥前小浜 諫早南部
43-5-18-1 曲崎 天草郡苓北町 八代 口之津 天草富岡 径数十cm以下の礫で構成される．雲仙天草国立公園．
44-5-18-1 洲崎 南海部郡蒲江町 大分 佐伯 畑野浦 日豊海岸国定公園
47-5-18-1 伊平屋島南端の

米岬
島尻郡伊平屋村 与論島 伊平屋島・伊是

名島
伊平屋島南部

01-5-19-1 函館山及び函館
平野

函館市 函館 五稜郭・函館 五稜郭・函館 古くは火山島だった函館山が，発達した砂州により陸繋島となった.

02-5-19-1 夏泊崎 東津軽郡平内町 青森 脇野沢 小湊
04-5-19-1 野蒜海岸及び宮

戸島
桃生郡鳴瀬町 石巻 松島・塩竃 小野・宮戸島 県立自然公園松島

05-5-19-1 男鹿半島 男鹿市，秋田市，南秋田郡
若美町・天王町・大潟村・
昭和町，山本郡八竜町，能
代市

男鹿・深
浦・秋田

五城目・秋田・
羽後浜田・船
川・戸賀

森岳・大久保・土崎・大潟・
寒風山・船越・北浦・船川・
戸賀

男鹿国定公園

07-5-19-1 鵜の尾岬～大州 相馬市 福島 相馬中村 相馬中村 かつて半島だったが人工水路開削により島となり，後に砂州がのびて
きて陸繋島となった．松川浦県立自然公園．

12-5-19-1 沖ノ島 館山市 横須賀 館山 館山 南房総国定公園
14-5-19-1 江の島 藤沢市 横須賀 平塚 江の島 島全体が県指定史跡・名勝．
15-5-19-1 二ツ亀 両津市 相川 鷲崎 鷲崎 佐渡弥彦米山国定公園．二ツ亀島は玄武岩．
17-5-19-1 長手島及びトン

ボロ
羽昨市 七尾 氷見 柴垣 能登半島国定公園

17-5-19-2 鹿島及びトンボ
ロ

加賀市 金沢 大聖寺・三国 大聖寺・北潟 越前加賀海岸国定公園

18-5-19-1 宮留のトンボロ 大飯郡大飯町 宮津 鋸崎 鋸崎 若狭湾国定公園．待ちの山陸繋島．
18-5-19-2 杉津のトンボロ 敦賀市 岐阜 今庄 杉津 越前加賀海岸国定公園
22-5-19-1 瀬浜のトンボロ

及び陸繋島
加茂郡西伊豆町 静岡 下田 仁科 県指定天然記念物（昭和58年9月27日）．富士箱根伊豆国立公園．

24-5-19-1 礫浦 度会郡南勢町 伊勢 贄浦 相賀浦 伊勢志摩国立公園
24-5-19-2 阿曽浦 度会郡南島町 伊勢 贄浦 贄浦 伊勢志摩国立公園
24-5-19-3 奈屋浦 度会郡南島町 伊勢 贄浦 贄浦 伊勢志摩国立公園
28-5-19-1 香住海岸・一日

市
城崎郡香住町 鳥取 香住 香住 山陰海岸国立公園

28-5-19-2 加島 飾磨郡家島町 徳島 坊勢島 真浦 二重トンボロ．瀬戸内海国立公園．
30-5-19-1 潮岬 西牟婁郡串本町潮岬 田辺 串本 串本 県指定の天然記念物（昭和34年1月8日）．吉野熊野国立公園．
30-5-19-2 駒が崎 東牟婁郡那智勝浦町 田辺 那智勝浦 紀伊勝浦 吉野熊野国立公園
30-5-19-3 江須崎 西牟婁郡すさみ町 田辺 江住・田並 江住 熊野枯木灘県立自然公園
31-5-19-1 粟島 米子市彦名 松江 米子 米子 夜見半島と連結
32-5-19-1 大浦付近 大田市 浜田 大浦 大浦
32-5-19-2 北浦 八束郡美保関町 松江 境港 境港 大山隠岐国立公園
32-5-19-3 平島付近 江津市 浜田 温泉津 浅利
33-5-19-1 黒島・中ノ小島 邑久郡牛窓町黒島 徳島 西大寺 牛窓 瀬戸内海国立公園
33-5-19-2 楠付近 笠岡市北木島楠 岡山及丸亀 寄島 白石島
34-5-19-1 美能付近 佐伯郡沖美町 広島 厳島 似島・江田島 能美島
34-5-19-2 観音崎付近 御調郡向島町 岡山及丸亀 尾道 尾道 向島
34-5-19-3 唐船付近 福山市走島町 岡山及丸亀 福山 鞆 走島．瀬戸内海国立公園．
35-5-19-1 室積（ムロズ

ミ）半島
光市 中津 光 光 日本百景．瀬戸内海国立公園．

35-5-19-2 油谷島付近 大津郡油谷町 小串 阿川 阿川 西長門海岸県立自然公園
35-5-19-3 越ヶ浜と笠山 萩市 山口 萩 越ヶ浜 北長門海岸国定公園
36-5-19-1 那佐半島 海部郡宍喰町 剣山 甲浦 甲浦 室戸阿南海岸国定公園
37-5-19-1 粟島 三豊郡詫間町 岡山及丸亀 仁尾 讃岐粟島・六島 瀬戸内海国立公園．三つの島の砂州による陸繋島．
37-5-19-2 小豆島蕪崎 小豆郡土庄町 徳島 西大寺 小江
38-5-19-1 沖の島の陸繋砂

州
宇和島市 宇和島 伊予高山 戸島 足摺宇和海国立公園．

40-5-19-1 海の中道 福岡市 福岡 津屋崎・福岡 古賀・志賀島・福岡・福岡西
部

玄海国定公園

40-5-19-2 渡 宗像郡津屋崎町 福岡 津屋崎 津屋崎 玄海国定公園
40-5-19-3 今津・宝島 福岡市 福岡 福岡 福岡西部 玄海国定公園
41-5-19-1 大島 唐津市 唐津 唐津 唐津 玄海国定公園
41-5-19-2 相賀 唐津市 唐津 呼子 呼子 玄海国定公園
42-5-19-1 脇岬 西彼杵郡野母崎町 野母崎 野母崎 野母
42-5-19-2 岩戸山 南高来郡加津佐町 八代 口之津 口之津
42-5-19-3 前島及び末津島 南松浦郡奈留町 福江 福江 浦
46-5-19-1 里 薩摩郡里村 甑島 中甑 里
47-5-19-1 辺土名トンボロ 国頭郡国頭村 与論島 辺土名 辺土名 沖縄海岸国定公園
43-5-20-1 御輿来 宇土市 八代 八代 松合
44-5-20-1 宇佐 宇佐市 中津 宇佐 豊後高田
44-5-20-2 伊美 東国東郡国見町 中津 姫島 竹田津

砂州

砂嘴

トンボロ及び陸繋島

砂紋



01-5-21-1 石狩浜 石狩郡石狩町，小樽市，厚
田郡厚田村

札幌 石狩・小樽東
部・銭函

望来・石狩・銭函

01-5-21-2 稚咲内 天塩郡豊富町・幌延町，稚
内市

天塩 抜海・稚咲内・
天塩

夕来・豊徳・稚咲内・音類 豊富町側は利尻礼文サロベツ国立公園

02-5-21-1 屏風山砂丘 西津軽郡木造町・車力村 青森 金木 車力・菰槌 津軽国定公園
02-5-21-2 猿ヶ森砂丘 下北郡東通村 野辺地 近川 猿ヶ森 東通村尻労南方にあり，主部は防衛庁下北試験場内に存在．
02-5-21-3 吹越砂丘 上北郡横浜町・野辺地町 野辺地 陸奥横浜・野辺

地
陸奥横浜・目ノ越 陸奥湾に面し，ＪＲ線や国道に沿って存在．

05-5-21-1 能代砂丘 能代市，山本郡峰浜村・八
竜町・八森町，南秋田郡若
美町

深浦・弘前 能代・森岳・羽
後浜田

羽後水沢・能代・森岳・大潟 縦列砂丘

05-5-21-2 秋田（天王）砂
丘

秋田市，南秋田郡天王町，
男鹿市

男鹿・秋田 五城目・秋田・
羽後和田・船川

大久保・土崎・秋田西部・羽
川・船越

浜堤列上に発達した横列砂丘

05-5-21-3 本荘砂丘 本荘市，由利郡西目町 秋田 本荘 岩谷・本荘
06-5-21-1 庄内砂丘 飽海郡遊佐町，酒田市，鶴

岡市
酒田 吹浦・酒田・鶴

岡
吹浦・十里塚・酒田北部・酒
田南部・湯野浜

２列．東側が高い．埋没土壌（クロスナ）

08-5-21-1 村松砂丘 那珂郡東海村 水戸 那珂湊 常陸久慈 日本の白砂青松百選
08-5-21-2 阿字ヶ浦砂丘 ひたちなか市 水戸 那珂湊 那珂湊 国営ひたち海浜公園
08-5-21-3 鹿島砂丘 鹿島郡大洋村，鹿嶋市 水戸・千葉 鉾田・潮来 鉾田・武井・荒野・常陸鹿島
13-5-21-1 南島ドリーネ内 小笠原村（南島） 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
14-5-21-1 湘南砂丘 平塚市，茅ヶ崎市，藤沢市 横須賀・東

京
藤沢・平塚 藤沢・伊勢原・江の島・平塚

15-5-21-1 潟町砂丘 中頸城郡大潟町 高田 柿崎 潟町 古砂丘に累積する新砂丘．人工改変進む．
15-5-21-2 新潟砂丘 新潟市，豊栄市，北蒲原郡

聖籠町・紫雲寺町・中条町
長岡・新
潟・村上

中条・新発田・
新潟・内野

稲荷岡・新発田・松浜・新潟
北部・新潟南部・内野

最大10列を超える典型的横列砂丘

16-5-21-1 氷見・島尾海岸
の砂丘

氷見市 七尾・富山 虻ガ島・富山・
氷見

伏木・氷見 能登半島国定公園．海抜15m．

17-5-21-1 内灘砂丘 河北郡内灘町・宇ノ気町，
金沢市

七尾・金沢 津幡・金沢 津幡・粟崎・金石 新旧の累積砂丘．海抜60m余．鳥取砂丘に次ぐ規模．

17-5-21-2 小松・加賀の砂
丘

小松市，加賀市 金沢 小松 小松・片山津温泉 一部が越前加賀国定公園

18-5-21-1 三里浜砂丘 福井市，坂井郡三国町 金沢 三国・福井 三国・越前森田・鮎川 旧期砂丘の上に新期砂丘重なる．標高37m．
22-5-21-1 浜岡・千浜・大

須賀砂丘
小笠郡浜岡町・大東町・大
須賀町

御前崎 御前崎 御前崎・千浜 御前崎遠州灘県立自然公園．浜岡人工斜砂丘を含む．

22-5-21-2 千本松原砂丘 沼津市 静岡 沼津 沼津
22-5-21-3 中田島砂丘 浜松市 豊橋・伊良

湖岬
浜松・掛塚 浜松・掛塚 御前崎遠州灘県立自然公園

23-5-21-1 野間の砂丘 常滑市，知多郡美浜町 名古屋 師崎 野間 三河湾国定公園．小規模の砂丘．
23-5-21-2 高塚サンドス

キー場
豊橋市 伊良湖岬 田原 二川 三河湾国定公園

26-5-21-1 箱石浜砂丘 熊野郡久美浜町，竹野郡網
野町

鳥取 城崎 久美浜 山陰海岸国立公園．砂丘内に函石浜遺物包含地（国指定史跡）があ
る．

26-5-21-2 網野砂丘 竹野郡網野町 宮津 網野 網野
28-5-21-1 吹上浜 三原郡南淡町 徳島 鳴門海峡 鳴門海峡 瀬戸内海国立公園
30-5-21-1 西浜 和歌山市 和歌山 和歌山 和歌山
31-5-21-1 鳥取砂丘 烏取市，岩美郡福部村 鳥取 浜坂・鳥取北部 浦富・鳥取北部 東西16km．日本最大の砂丘．国指定天然記念物．山陰海岸国立公園．
31-5-21-2 北条砂丘 東伯郡大栄町・北条町 松江 倉吉・大山 倉吉・伯耆浦安
32-5-21-1 浜山砂丘 出雲市，簸川郡大社町 大社 大社 大社
32-5-21-2 江津砂丘 江津市 浜田 浜田 都野津
35-5-21-1 八ケ浜 豊浦郡豊浦町 小串 安岡 川棚温泉
35-5-21-2 綾羅木（アヤラ

ギ）海岸
下関市 小串・福岡 安岡・小倉 安岡・下関

36-5-21-1 出島海岸 那賀郡那賀川町 剣山 阿南富岡 阿南富岡
40-5-21-1 三里松原 遠賀郡芦屋町・岡垣町 福岡 折尾 折尾・吉木 玄海国定公園
40-5-21-2 海の中道 福岡市 福岡 津屋崎，福岡 古賀・志賀島・福岡・福岡南

部
玄海国定公園

40-5-21-3 さつき松原 宗像郡玄海町 福岡 折尾・神湊 吉木・神湊 玄海国定公園
41-5-21-1 虹の松原 唐津市,東松浦郡浜玉町 福岡・唐津 浜崎・唐津 浜崎・唐津 玄海国定公園
42-5-21-1 白良ヶ浜 南松浦郡三井楽町 福江 三井楽 三井楽 西海国立公園
42-5-21-2 柏崎 南松浦郡三井楽町 福江 三井楽 肥前柏 古砂丘あり
42-5-21-3 高浜 南松浦郡三井楽町 福江 三井楽 三井楽 古砂丘あり．西海国立公園．
43-5-21-1 白鶴浜 天草郡天草町 八代・野母

崎
本渡・高浜 鬼海ヶ浦・天草高浜 雲仙天草国立公園

45-5-21-1 一ツ葉 宮崎市 宮崎 宮崎 宮崎北部
砂丘間湖 15-5-22-1 佐潟・御手洗潟 新潟市 長岡 弥彦 巻・角田山
三稜石 22-5-23-1 御前崎白羽海岸

の三稜石
榛原郡御前崎町 御前崎 御前崎 御前崎 国指定天然記念物（昭和18年8月24日）．御前崎遠州灘県立自然公園．

01-5-24-1 ウトナイ湖 苫小牧市 札幌 千歳 ウトナイ湖 海跡湖
02-5-24-1 十三湖 北津軽郡市浦村 青森 小泊・金木 薄市・津軽相内・車力 津軽国定公園
02-5-24-2 小川原湖 三沢市，上北郡東北町 野辺地 三沢 平沼・甲地・三沢
02-5-24-3 尾駮(オブチ)沼 上北郡六ヶ所村 野辺地 平沼 尾駮・戸鎖 台地を刻む低地が浜堤によって閉塞されて形成
04-5-24-1 井戸浦 仙台市 仙台 仙台 仙台東南部 名取川河口．仙台湾海浜県自然環境保全地域．
04-5-24-2 万石浦 石巻市，牡鹿郡女川町 石巻 石巻 女川・荻浜
05-5-24-1 八郎潟 南秋田郡若美町・八郎潟

町・大潟村・飯田川町・天
王町，山本郡八竜町・山本
町・琴丘町

男鹿・秋
田・弘前・
深浦

森岳・五城目・
羽後浜田・船川

森岳・鹿渡・五城目・大久
保・大潟・寒風山・船越

現在，干拓地．

07-5-24-1 松川浦 相馬市 福島 相馬中村 相馬中村 県内唯一．松川浦県立自然公園．
08-5-24-1 霞ヶ浦 稲敷郡桜川村・江戸崎町・

美浦村・阿見町・東町，土
浦市，新治郡霞ヶ浦町・玉
里村，石岡市，東茨城郡小
川町，行方郡玉造町・麻生
町・牛堀町

水戸・千葉 玉造・土浦・潮
来・佐原

常陸玉造・西蓮寺・常陸高
浜・木原・土浦・潮来・麻
生・江戸崎

約175平方キロメートル．水郷筑波国定公園．

08-5-24-2 北浦 鹿嶋市，鹿島郡大洋村・鉾
田町，行方郡北浦村・麻生
町・潮来町

水戸・千葉 鉾田・潮来 鉾田・武井・潮来 一部が水郷筑波国定公園

08-5-24-3 涸沼 東茨城郡茨城町・大洗町，
鹿島郡旭村

水戸 石岡・磯浜 小鶴・磯浜 約9.5平方キロメートル．涸沼川下流が陥没してできた吃水湖．

15-5-24-1 加茂湖 両津市 相川 両津 両津北部・両津 佐渡弥彦米山国定公園．新潟県最大の湖沼．「両津の砂州」と関連．
15-5-24-2 旧大潟 中頸城郡頸城村・大潟町 高田 柿崎 潟町 干拓により消滅．付近には朝日池・鵜ノ池・天ヶ池等の潟湖がある．
17-5-24-1 柴山潟 加賀市 金沢 小松 小松・片山津温泉 越前加賀国定公園．海浜砂丘の発達によって陸地に封じ込められたラ

グーン．
17-5-24-2 河北潟 河北郡内灘町・津幡町，金

沢市
七尾・金沢 津幡・金沢 津幡・粟崎 干拓により縮小

18-5-24-1 久々子湖 三方郡美浜町・三方町 宮津 西津 早瀬 若狭湾国定公園．三方五湖の一．
18-5-24-2 北潟湖 坂井郡芦原町・金津町 金沢 三国 北潟
22-5-24-1 浜名湖 浜松市，湖西市，引佐郡

三ヶ日町・細江町，浜名郡
新居町・舞阪町・雄踏町

豊橋 浜松 気賀・浜松・三ヶ日・新居町 県指定名勝．浜名湖県立公園．

22-5-24-2 浮島沼 富士市，沼津市 静岡 沼津・吉原 沼津・吉原 干拓により消滅
22-5-24-3 佐鳴湖 浜松市 豊橋 浜松 浜松 市指定名勝．佐鳴湖公園．
24-5-24-1 大池（オイケ） 度会郡南勢町 伊勢 贄浦 相賀浦 伊勢志摩国立公園
24-5-24-2 からさぎ池 度会郡南島町 伊勢 贄浦 相賀浦 伊勢志摩国立公園
26-5-24-1 久美浜湾 熊野郡久美浜町 鳥取 城崎 久美浜 山陰海岸国立公園
30-5-24-1 湯川ゆかし潟 東牟婁郡那智勝浦町 田辺 那智勝浦 紀伊勝浦 吉野熊野国立公園
31-5-24-1 湖山池（コヤマ

イケ）
鳥取市 鳥取 鳥取北部・鳥取

南部
鳥取北部・鳥取南部 6.88平方キロメートル．最大水深7m．

31-5-24-2 東郷池 東伯郡東郷町・羽合町 松江 倉吉 松崎 三朝東郷湖県立自然公園及び東郷湖羽合臨海公園．海跡湖．
31-5-24-3 水尻池（ミズシ

リノイケ）
気高郡気高町 鳥取 鳥取北部 浜村 西因幡県立自然公園

32-5-24-1 中海（ナカウ
ミ）

松江市，安来市，八束郡美
保関町・東出雲町

松江 米子・境港・松
江

米子・境港・揖屋 101平方キロメートル．宍道湖と日本海を結ぶ．

32-5-24-2 宍道湖 松江市，平田市，八束郡宍
道町・玉湯町，簸川郡斐川
町

松江・大社 松江・今市 松江・秋鹿・宍道・平田 汽水湖．79.2平方キロメートル．

32-5-24-3 神西湖 出雲市，簸川郡湖陵町 浜田 石見大田 神西湖 汽水湖．1.4平方キロメートル．
33-5-24-1 御手洗池 笠岡市神島貝崎 岡山及丸亀 福山 福山東部
33-5-24-2 鹿久居島東 和気郡日生町鹿久居島南東 姫路 播州赤穂 日生 瀬戸内海国立公園
35-5-24-1 青海湖（オウミ

コ）
長門市青海島 山口 仙崎 仙崎 北長門海岸国定公園

35-5-24-2 明神池 萩市 山口 萩 越ヶ浜 国指定天然記念物．北長門海岸国定公園．
36-5-24-1 海老ヶ池 海部郡海南町 剣山 甲浦 牟岐 県最大のラグーン．室戸阿南海岸国定公園．
38-5-24-1 亀ヶ池 西宇和郡伊方町 松山 八幡浜 湊浦 愛媛県で最大のラグーン．周囲4km，最深部9m，面積10.2ha．えひめ自

然百選．
38-5-24-2 阿弥陀池 西宇和郡三崎町 松山 伊予三崎 三崎 面積5ha．佐田岬半島宇和海県立自然公園．えひめ自然百選．
42-5-24-1 川原大池 西彼杵郡三和町 野母崎 野母崎 肥前高島
45-5-24-1 富田浜入江 児湯郡新富町 延岡 高鍋 日向日置 一ツ瀬川河口から北方へ延びる長さ約2kmの湾入
46-5-24-1 海鼠池 薩摩郡上甑村 甑島 中甑 海鼠池
01-5-25-1 能取湖の卯原内

川河口干潟
網走市 網走 網走 能取湖・卯原内 サンゴ草（アッケシ草）群落自生地

02-5-25-1 浅所海岸 東津軽郡平内町 青森 浅虫 小湊 白鳥飛来地．浅虫夏泊県立自然公園．
04-5-25-1 蒲生干潟 仙台市宮城野区 石巻 塩竃 塩竃 七北田川河口．仙台湾海浜県自然環境保全地域．
12-5-25-1 小櫃川河口 木更津市 東京 木更津 奈良輪・木更津
12-5-25-2 三番瀬市川船橋

沖
市川市，船橋市 東京 東京東南部 浦安

12-5-25-3 谷津干潟 習志野市 千葉 佐倉 千葉西部 ラムサール条約登録湿地
23-5-25-1 藤前干潟 名古屋市 名古屋 名古屋南部 蟹江・飛鳥
23-5-25-2 福江干潟 渥美郡渥美町 伊良湖岬 伊良湖岬 野田・伊良湖岬
23-5-25-3 シタツチ潟 豊橋市，渥美郡田原町 豊橋 豊橋 老津 埋め立てにより狭められている

砂丘・風紋

潟湖（ラグーン）

干潟



24-5-25-1 櫛田川河口 松阪市 伊勢 松阪 松阪港
33-5-25-1 笠岡市沖 笠岡市天神 岡山及丸亀 寄島 寄島
34-5-25-1 松永湾 福山市・尾道市 岡山及丸亀 福山・尾道 福山西部・常石・尾道
34-5-25-2 竹原市沖 竹原市吉名町 広島 竹原・三津 竹原・白水
35-5-25-1 大海湾 防府市，吉敷郡秋穂町 山口 防府・小郡 防府・台道 佐波川河口
35-5-25-2 厚狭湾 小野田市，厚狭郡山陽町 中津・山口 厚狭・宇部 厚狭・宇部 厚狭川河口
36-5-25-1 吉野川河口干潟 徳島市 徳島 徳島 徳島
37-5-25-1 有明浜 観音寺市 岡山及丸亀 観音寺 観音寺
38-5-25-1 重信川河口干潟 松山市，温泉郡松前町 松山 郡中 郡中 干潮時25ha．満潮時10ha．水鳥年間60種以上・陸鳥30種以上飛来・生

息する．
38-5-25-2 加茂川河口干潟 西条市 高知 西条 西条北部・西条
39-5-25-1 松田川河口干潟 宿毛市 宇和島 宿毛 宿毛
40-5-25-1 有明海沿岸 柳川市，大牟田市，山門郡

大和町
熊本 大牟田・荒尾 柳川・大牟田・七ツ家・荒尾

40-5-25-2 和白 福岡市 福岡 津屋崎 古賀 埋め立て計画あり．
40-5-25-3 曽根 北九州市 福岡 行橋 苅田 埋め立て計画あり．
41-5-25-1 有明海沿岸 佐賀郡川副町・東与賀町・

久保田町,藤津郡太良町,鹿
島市,杵島郡有明町・白石
町・福富町

熊本 佐賀・大牟田・
武雄・鹿島・諫
早

佐賀南部・七ツ家・牛屋・牛
津・多良・肥前大浦

41-5-25-2 伊万里湾 伊万里市 長崎 伊万里 楠久 カブトガニ生息地.
42-5-25-1 諌早湾 諫早市，北高来郡高来町・

森山町・吾妻町
熊本 諌早・肥前小浜 湯江・諫早・愛野 干拓中．

43-5-25-1 有明海 熊本市 熊本 熊本 網津 泥干潟と砂干潟がある
44-5-25-1 中津 中津市 中津 中津 中津
44-5-25-2 宇佐 宇佐市 中津 宇佐 豊後高田
47-5-25-1 長浜 中頭郡読谷村,国頭郡恩納村 那覇 沖縄市北部 残波岬 沖縄海岸国定公園
47-5-26-1 浦内川河口付近 八重山郡竹富町 石垣島 西表島西部 船浦 浦内川河口
47-5-26-2 仲間川河口付近 八重山郡竹富町 石垣島 西表島東南部 西表大原 仲間川河口．仲間川天然保護区域（昭和47年5月15日）．
13-5-27-1 父島 小笠原支庁小笠原村 小笠原諸島 父島列島 父島 小笠原国立公園
13-5-27-2 母島 小笠原支庁小笠原村 小笠原諸島 母島列島 母島北部・母島南部 小笠原国立公園
36-5-27-1 大島海中公園 海部郡牟岐町 剣山 甲浦 牟岐 室戸阿南海岸国定公園
38-5-27-1 宇和海海中公園 南宇和郡西海町 宇和島 伊予鹿島 伊予鹿島 宇和海海中公園
39-5-27-1 樫西海中公園 幡多郡大月町 宇和島 柏島 柏島 足摺宇和海国立公園
39-5-27-2 手結海岸 香美郡夜須町 高知 手結 手結 手結住吉県立自然公園
39-5-27-3 見残湾の造礁サ

ンゴ
土佐清水市三崎 宇和島 土佐清水 土佐清水・下川口 県指定天然記念物（昭和39年6月12日）．1月の平均表面水温16.9℃

で，テーブルサンゴ，スリバチサンゴ，シコロサンゴなどの造礁サン
ゴの生育地．

46-5-27-1 与論島 大島郡与論町 与論島 与論島 与論島 奄美群島国定公園
47-5-27-1 白保 石垣市 石垣島 石垣島 白保 アオサンゴ群落
47-5-28-1 久米島南東部海

岸域の海域
島尻郡仲里村 久米島 久米島 久米島南部 久米島県立自然公園

47-5-28-2 石西礁湖 八重山郡竹富町，石垣市 石垣島 石垣島・西表島
東北部・西表島
東南部

石垣・竹富島・小浜島・美
原・黒島・西表大原

西表国立公園

42-5-29-1 脇岬 西彼杵郡野母崎脇岬3803-1
地先海岸

野母崎 野母崎 野母 県指定天然記念物（平成6年2月28日）

42-5-29-2 池塚 南松浦郡奈留町 福江 漁生浦 漁生浦
42-5-29-3 赤島 壱岐郡芦辺町 唐津 勝本 芦辺
43-5-29-1 曲崎 天草郡苓北町 八代 口之津 天草富岡 潮間帯にあるが数千年前に生成した礫岩質ビーチロック．雲仙天草国

立公園．
44-5-29-1 屋形島 南海部郡蒲江町 大分 蒲江 蒲江 島の北西端の洲の浜の潮間帯にある．日豊海岸国定公園．
46-5-29-1 大津勘 大島郡知名町大津勘 徳之島 沖永良部島 沖永良部島西部 町指定天然記念物「大津勘海岸ビーチロック」（昭和41年8月26日）
46-5-29-2 長目の浜 薩摩郡上甑村上甑島 甑島 中甑 海鼠池 長目の浜砂州の潮間帯に発達
47-5-29-1 喜如嘉板敷海岸

の板干瀬
国頭郡大宜味村 与論島 辺土名 辺土名 県指定天然記念物（昭和49年2月22日）．沖縄海岸国定公園．

47-5-29-2 津波 国頭郡大宜味村 那覇 国頭平良 仲尾次 砂嘴状ビーチロック．沖縄海岸国定公園．
47-5-29-3 津堅島 中頭郡勝連村 那覇 沖縄市南部 屋慶名 離水ビーチロックが離水ノッチを埋積している

サーフベンチ 47-5-30-1 荒崎 糸満市 那覇 糸満 喜屋武岬 石灰岩の海岸地形で，波食棚が強波によって平均海面よりも高い位置
に形成されている地形．沖縄戦跡国定公園．

47-5-31-1 東平安名岬付近 宮古郡城辺町 宮古島 宮古島 東平安名岬 明和津波（1771年）またはそれ以前の大津波によって打ち上げられた
サンゴ礁岩塊群

47-5-31-2 多良間島 宮古郡多良間村 宮古島 多良間島 多良間島 明和津波（1771年）またはそれ以前の大津波によって打ち上げられた
サンゴ礁岩塊群

47-5-31-3 石垣島南部～南
東部

石垣市 石垣島 石垣島 白保 明和津波（1771年）またはそれ以前の大津波によって打ち上げられた
サンゴ礁岩塊群

６　氷河・周氷河作用による地形
01-6-01-1 ポロシリ岳 新冠郡新冠町，沙流郡平取

町
夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 七ツ沼カール・北カール・東カール．日高山脈襟裳国定公園．

01-6-01-2 トッタベツ岳 帯広市 夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園
01-6-01-3 ペテガリ岳 広尾郡大樹町 浦河 札内川上流・神

威岳
ポンヤオロマップ岳・ヤオロ
マップ岳・神威岳・ピリガイ
山

日高山脈襟裳国定公園

15-6-01-1 雪倉岳北面 糸魚川市 富山 白馬岳 白馬岳 中部山岳国立公園．カール底に雪倉池がある．
16-6-01-1 黒部五郎岳カー

ル
上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園

16-6-01-2 薬師岳圏谷群 上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 薬師岳 国指定特別天然記念物（昭和27年3月29日）．中部山岳国立公園．北
カール・金作谷カール・中央カール・南カール．

16-6-01-3 山崎カール 中新川郡立山町 高山 立山 立山 国指定天然記念物（昭和20年2月22日）．中部山岳国立公園．立山西
面．

19-6-01-1 小仙丈カール 中巨摩郡芦安村 甲府 市野瀬 仙丈ヶ岳 南アルプス国立公園
19-6-01-2 間ノ岳細沢カー

ル
南巨摩郡早川町 甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園

20-6-01-1 涸沢カール 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．穂高連峰に囲まれる．
20-6-01-2 千畳敷カール 駒ヶ根市 飯田 赤穂 木曽駒ヶ岳 中央アルプス県立公園．宝剣岳東面．
20-6-01-3 薮沢カール 上伊那郡長谷村 甲府 市野瀬 仙丈ヶ岳 南アルプス国立公園．仙丈岳北面．
21-6-01-1 双六岳南峰の

カール
吉城郡上宝村 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園

21-6-01-2 播隆平 吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 中部山岳国立公園．笠ヶ岳東面．
22-6-01-1 荒川岳カール群 静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳 南アルプス国立公園．中岳南カールなど５以上のカール．
22-6-01-2 悪沢岳圏谷 静岡市 甲府 大河原・赤石岳 塩見岳・赤石岳 南アルプス国立公園．蛇抜沢源頭部．
22-6-01-3 赤石岳東面カー

ル
静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳 南アルプス国立公園．赤石沢北沢源頭部．

01-6-02-1 ポロシリ岳 新冠郡新冠町，沙流郡平取
町

夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園

01-6-02-2 1855m峰 静内郡静内町，河西郡中札
内村

浦河 札内川上流 札内川上流 日高山脈襟裳国定公園

16-6-02-1 剱岳八ﾂ峰・チン
ネ

中新川郡立山町・上市町 高山 立山 十字峡・剱岳 中部山岳国立公園．「剱岳八ﾂ峰」・「剱岳チンネ」の岩壁．

19-6-02-1 北岳バットレス 中巨摩郡芦安村 甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園
20-6-02-1 屏風岩 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．横尾谷氷食谷．
20-6-02-2 鹿島槍ヶ岳北壁 大町市 高山 大町 神城 中部山岳国立公園．カクネ里氷食谷の谷頭．
01-6-03-1 ポロシリ岳 新冠郡新冠町，沙流郡平取

町
夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園

01-6-03-2 カムイエクウチ
カウシ山

河西郡中札内村，静内郡静
内町

浦河 札内川上流 札内川上流 日高山脈襟裳国定公園

01-6-03-3 エサオマントッ
タベツ岳

帯広市，新冠郡新冠町 夕張岳 札内岳 札内岳 日高山脈襟裳国定公園

16-6-03-1 剱岳八ﾂ峰 中新川郡立山町 高山 立山 十字峡 中部山岳国立公園．剱沢支流長次郎谷と三ノ窓谷の切り合い．
16-6-03-2 小窓尾根 中新川郡上市町 高山 立山 剱岳 中部山岳国立公園．白萩川上流池ノ谷と西仙人谷の切り合い．
19-6-03-1 間ノ岳北東尾根 中巨摩郡芦安村，南巨摩郡

早川町
甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園．北沢カールと細沢カール．

19-6-03-2 仙丈ヶ岳東尾根 中巨摩郡芦安村 甲府 市野瀬 仙丈ヶ岳 南アルプス国立公園．大仙丈カールと小仙丈カール．
20-6-03-1 槍ヶ岳北釜尾根 大町市 高山 槍ヶ岳 槍ヶ岳 中部山岳国立公園．天上沢カールと千丈沢カール．
20-6-03-2 横尾尾根 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．天狗原カール～槍沢氷食谷と横尾本谷カール～横

尾谷氷食谷．
01-6-04-1 トッタベツ岳 帯広市，沙流郡平取町，新

冠郡新冠町
夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園

01-6-04-2 カムイエクウチ
カウシ山

河西郡中札内村，静内郡静
内町

浦河 札内川上流 札内川上流 日高山脈襟裳国定公園

01-6-04-3 1855m峰 静内郡静内町，広尾郡大樹
町

浦河 札内川上流 札内川上流 日高山脈襟裳国定公園

16-6-04-1 剱岳チンネ 中新川郡立山町・上市町 高山 立山 十字峡・剱岳 中部山岳国立公園．池ノ谷・長次郎谷・西仙人谷の切り合い．
20-6-04-1 槍ヶ岳 大町市，南安曇安曇村 高山 槍ヶ岳 槍ヶ岳 中部山岳国立公園．千丈沢・天上沢・槍沢・飛騨沢の４カール．
01-6-05-1 札内川八の沢 河西郡中札内村 浦河 札内川上流 札内川上流 氷食谷源頭壁．日高山脈襟裳国定公園．
01-6-05-2 トッタベツ川上

流
帯広市 夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園

01-6-05-3 札内川十の沢 河西郡中札内村 浦河 札内川上流 札内川上流 日高山脈襟裳国定公園
16-6-05-1 御山谷氷食谷 中新川郡立山町 高山 立山 黒部湖・立山 中部山岳国立公園．立山連峰．
16-6-05-2 剱沢氷食谷 中新川郡立山町 高山 立山 十字峡 中部山岳国立公園
16-6-05-3 池ノ谷氷食谷 中新川郡上市町 高山 立山 剱岳 中部山岳国立公園．剱岳西面．
20-6-05-1 槍沢氷食谷 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．梓川源流．
20-6-05-2 松川北股入 北安曇郡白馬村 富山 白馬岳 白馬岳・白馬町 中部山岳国立公園．谷氷河による新旧のモレーンが分布．
20-6-05-3 黒川氷食谷 上伊那郡宮田村 飯田 赤穂 木曽駒ヶ岳 中央アルプス県立公園．駒ヶ岳東面．
21-6-05-1 飛騨沢氷食谷 吉城郡上宝村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．槍ヶ岳西面．
01-6-06-1 ポロシリ岳 新冠郡新冠町，沙流郡平取

町
夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園

16-6-06-1 黒部五郎岳カー
ルの羊背岩

上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園

氷食谷

羊背岩

ビーチロック

津波石

カール

氷食による岩壁

アレート

氷食尖峰

マングローブ湿地

サンゴ礁

礁湖



16-6-06-2 立山室堂の羊背
岩

中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．王殿溶岩を削磨．

20-6-06-1 槍ヶ岳天狗原 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．天狗原カール内．
20-6-06-2 薮沢カール羊背

岩
上伊那郡長谷村 甲府 市野瀬 仙丈ヶ岳 南アルプス国立公園．薮沢カール内．

01-6-07-1 ポロシリ岳 新冠郡新冠町，沙流郡平取
町

夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 七ツ沼カールの一番外側のモレーンは，約18000年前にできた．日高山
脈襟裳国定公園．

01-6-07-2 トッタベツ岳 帯広市 夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園
01-6-07-3 カムイエクウチ

カウシ山
河西郡中札内村 浦河 札内川上流 札内川上流 ターミナルモレーン（氷河の末端崖にできたもの）．日高山脈襟裳国

定公園．
16-6-07-1 内蔵助谷丸山モ

レーン
中新川郡立山町 高山 立山 十字峡 中部山岳国立公園．丸山北面．

16-6-07-2 黒部五郎岳カー
ルのラテラルモ
レーン

上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園．日本では代表的．

16-6-07-3 野口五郎岳カー
ルのモレーン

上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 烏帽子岳 中部山岳国立公園．湾曲するターミナルモレーン．

19-6-07-1 細沢のモレーン 南巨摩郡早川町 甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園．間ノ岳細沢カールのモレーン．
20-6-07-1 松川北股入モ

レーン
北安曇郡白馬村 富山 白馬岳 白馬町

20-6-07-2 大槍モレーン 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳
21-6-07-1 槍平モレーン 吉城郡上宝村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．飛騨沢氷食谷内．
22-6-07-1 荒川中岳南カー

ルのモレーン
静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳 南アルプス国立公園

22-6-07-2 上千枚沢のモ
レーン

静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳 南アルプス国立公園

01-6-08-1 宗谷丘陵 稚内市 稚内 宗谷・宗谷岬 宗谷岬・宗谷・モイマ山 ウルム氷期に形成
05-6-08-1 小坂高校付近 鹿角郡小坂町 弘前 大館 小坂
01-6-09-1 根釧原野 野付郡別海町，標津郡中標

津町
斜里 計根別 上春別・中西別・計根別・西

春別
01-6-09-2 宗谷丘陵 稚内市 稚内 宗谷・宗谷岬 宗谷岬・宗谷・モイマ山 ウルム氷期に形成
05-6-09-1 小坂高校付近 鹿角郡小坂町 弘前 大館 小坂
05-6-09-2 神室山地マミア

平
雄勝郡雄勝町 新庄 秋ノ宮・羽前金

山
鬼首峠・神室山 栗駒国定公園

01-6-10-1 根釧原野 野付郡別海町 斜里 計根別 上春別・計根別
01-6-10-2 十勝平野 上川郡新得町 夕張岳 新得 狩勝峠
01-6-10-3 天北原野 枝幸郡浜頓別町 枝幸 浜頓別 頓別・斜内・浜頓別・下頓別 クッチャロ湖はラムサール条約登録湿地
03-6-10-1 早池峰南面 稗貫郡大迫町，下閉伊郡川

井町
盛岡 早池峰山 早池峰山 化石雪食凹地．早池峰国定公園．

03-6-10-2 生出 岩手郡玉山村 盛岡 沼宮内 渋民・大更 化石solifluction robe，階状土，26.5～13千年前の形成．
04-6-10-1 船形山北方　白

沼　脇
加美郡小野田町 仙台 薬莱山 薬莱山 インボリューション，更新世最末期．県立自然公園船形連峰．

05-6-10-1 和賀岳付近 仙北郡太田町・角館町 秋田 鶯宿・角館 北川舟・大神成
20-6-10-1 御花畑の亀甲状

土
下伊那郡南信濃村 甲府 赤石岳 上河内岳 国指定天然記念物．南アルプス国立公園．

22-6-10-1 イザルガ岳 静岡市 甲府 赤石岳 光岳 長野．南アルプス国立公園．
28-6-10-1 峰山高原 神崎郡大河内町 姫路 山崎 長谷 平滑斜面，化石岩塊流．県立自然公園．暁晴山（1077m）を中心とす

る．
01-6-11-1 忠別岳 上川郡美瑛町 旭川 旭岳 白雲岳・五色ヶ原 大雪山国立公園
01-6-11-2 トムラウシ岳 上川郡美瑛町・新得町 旭川 旭岳 トムラウシ山 国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．
01-6-11-3 夕張岳 夕張市 夕張岳 石狩鹿島 滝ノ沢岳
03-6-11-1 姫神山 岩手郡玉山村 盛岡 藪川・沼宮内・

盛岡
陸中南山形・渋民・鷹高 外山早坂高原県立自然公園

03-6-11-2 早池峰南面 稗貫郡大迫町，下閉伊郡川
井村，遠野市

盛岡 川井・早池峰山 高桧山・早池峰山 早池峰国定公園

04-6-11-1 太田山・大森山
東面

気仙沼市 一関 気仙沼・千厩 気仙沼・津谷川

05-6-11-1 兜山周辺 雄勝郡皆瀬村 新庄 稲庭 菅生 地すべりの可能性もある
06-6-11-1 西吾妻山 米沢市 福島 吾妻山 天元台・吾妻山 不明瞭な岩海．磐梯朝日国立公園．
07-6-11-1 高太石（コウダ

イシ）山南斜
面，白馬石（シ
ロマイシ）山地
斜面

伊達郡川俣町，双葉郡浪江
町津島

福島 川俣 飯樋・上移

11-6-11-1 破不山 秩父郡大滝村 甲府 三峰 雁坂峠 秩父多摩国立公園．石英閃緑岩（火成岩）．
11-6-11-2 笠取山付近 秩父郡大滝村 甲府 三峰 雁坂峠 秩父多摩国立公園．石英閃緑岩（火成岩）．
11-6-11-3 甲武信ヶ岳 秩父郡大滝村 甲府 金峰山 金峰山 秩父多摩国立公園．ひん岩（火成岩）．
13-6-11-1 三頭山 西多摩郡奥多摩町・檜原村 東京 五日市 猪丸 秩父多摩国立公園
13-6-11-2 雲取山 西多摩郡奥多摩町 甲府 三峰 雲取山 秩父多摩国立公園
19-6-11-1 仙水峠 中巨摩郡芦安村，北巨摩郡

白州町
甲府 市野瀬 仙丈ヶ岳 南アルプス国立公園

19-6-11-2 金峰山 北巨摩郡須玉町，甲府市 甲府 金峰山 金峰山 秩父多摩国立公園．花崗岩の岩塊斜面．
19-6-11-3 白鳳峠 北巨摩郡武川村，中巨摩郡

芦安村
甲府 韮崎 鳳凰山 南アルプス国立公園

20-6-11-1 金峰山 南佐久郡川上村 甲府 金峰山 金峰山 秩父多摩国立公園．岩塊斜面．
20-6-11-2 横通岳 南安曇郡安曇村・穂高町 高山 槍ヶ岳 槍ヶ岳 中部山岳国立公園．岩塊斜面．
28-6-11-1 峰山高原 神崎郡大河内町 姫路 山崎 長谷 化石化したもの．県立自然公園．暁晴山（1077m）を中心とする．
28-6-11-2 生野峠南 神崎郡神崎町 姫路 生野 生野 化石化したもの
32-6-11-1 岩倉の岩海 隠岐郡布施村 西郷 西郷 布施 大満寺山北東山麓．アルカリ粗面玄武岩礫．
32-6-11-2 烏帽子山西麓の

岩塊流
仁多郡横田町 高梁 多里 比婆山 玄武岩の巨礫．比婆道後帝釈国定公園．

34-6-11-1 久井（クイ）の
岩海

御調郡久井町 岡山及丸亀 府中 甲山 宇根山南東麓．花崗閃緑岩の巨礫．国指定天然記念物（昭和39年6月27
日）．

34-6-11-2 矢野の岩海 甲奴郡上下町 岡山及丸亀 府中 本郷 国指定天然記念物（昭和39年6月27日）
34-6-11-3 聖山（ヒジリヤ

マ）の岩塊流
山県郡戸河内町 広島 三段峡 三段峡 流紋岩の巨礫．西中国山地国定公園．

35-6-11-1 万倉（マグラ）
の大岩郷（オオ
イワゴウ）

美祢市大万倉 山口 厚狭 伊佐 石英閃緑岩の岩海．国指定天然記念物（昭和10年12月24日）．

35-6-11-2 吉部（キベ）の
大岩郷

厚狭郡楠町西吉部 山口 小郡 湯ノ口 石英閃緑岩の岩海．国指定天然記念物（昭和10年12月24日）．

36-6-11-1 岳人の森キャン
プ場

名西郡神山町 剣山 雲早山 阿波寄井

16-6-12-1 内蔵助カールの
岩石氷河

中新川郡立山町 高山 立山 黒部湖 中部山岳国立公園．おそらく日本で唯一の活動的岩石氷河．

21-6-12-1 中岳の岩石氷河 吉城郡上宝村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．非活動型岩石氷河．
22-6-12-1 三峰岳南カール

の岩石氷河
静岡市 甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園．化石岩石氷河．

01-6-13-1 十勝平野 上川郡新得町 夕張岳 新得 狩勝峠
01-6-13-2 根釧原野 野付郡別海町 斜里 計根別 上春別・計根別
02-6-13-1 櫛ヶ峯周辺 南津軽郡平賀町 弘前 八甲田山 酸ヶ湯 南八甲田連峰．十和田八幡平国立公園．
02-6-13-2 鳥海山周辺 中津軽郡岩木町 弘前 弘前 岩木山 岩木山の外輪山．津軽国定公園．
03-6-13-1 早池峰 稗貫郡大迫町，下閉伊郡川

井村，遠野市
盛岡 早池峰山 早池峰山 早池峰国定公園

06-6-13-1 米沢市南原・堀
立川遊水池

米沢市南原・堀立川遊水池 福島 米沢 米沢 泥炭層と砂礫層の互層．上部洪積層．

15-6-13-1 平標山 南魚沼郡湯沢町 高田 四万 三国峠 上信越高原国立公園．主に階状土．
20-6-13-1 御花畑の亀甲状

土
下伊那郡南信濃村 甲府 赤石岳 上河内岳 南アルプス国立公園．国指定天然記念物．

22-6-13-1 御花畑の亀甲状
土

静岡市 甲府 赤石岳 上河内岳 南アルプス国立公園

01-6-14-1 常呂川上流 北見市，常呂郡留辺蘂町・
置戸町・訓子府町

北見 留辺蘂 留辺蘂東部・訓子府・留辺蘂
西部・置戸

石狩山地の三国山東麓に発する

03-6-14-1 馬渕川上流江刈
付近

岩手郡葛巻町 盛岡 門・藪川 陸中五日市・小屋瀬

01-6-15-1 日勝峠周辺 上川郡清水町，沙流郡日高
町

夕張岳 御影・千栄 十勝石山・沙流岳 日高山脈襟裳国定公園

03-6-15-1 早池峰南麓 稗貫郡大迫町 盛岡 早池峰山 早池峰山 早池峰国定公園
05-6-15-1 森山山麓 南秋田郡五城目町・八郎潟

町
秋田 五城目 五城目 土石流の可能性がある

07-6-15-1 大段田和 田村郡船引町大段田和 福島 常葉 常葉・船引 気候地形とは言えないと思われる
07-6-15-2 浅川町根岸 石川郡浅川町根岸 白河 棚倉 棚倉 気候地形とは言えないと思われる
07-6-15-3 芝山東斜面 いわき市芝山 白河 竹貫 下市萱・竹貫 気候地形とは言えないと思われる
13-6-15-1 檜原村各地 西多摩郡檜原村 東京 五日市 五日市・猪丸
19-6-15-1 扇山の麓屑面 大月市，北都留郡上野原町 東京 上野原 上野原 扇山南麓の山麓緩斜面
20-6-15-1 天狗岳～御陵山

の麓屑面
南佐久郡川上村 甲府 金峰山 御所平 ゴルフ場により改変

28-6-15-1 赤穂麓屑面 赤穂市 姫路 播州赤穂 備前三石 AT，U2などのテフラにおおわれることから最終氷期に形成された．
28-6-15-2 多紀連山 氷上郡春日町 京都及大阪 篠山 宮田 多紀連山北麓の平滑な斜面群
28-6-15-3 妙見山西麓 多可郡加美町 姫路 生野 丹波和田
31-6-15-1 花見山（ハナミ

ヤマ）山麓
日野郡日南町 高梁 上石見 千屋実 花崗岩の山体

31-6-15-2 大倉山山麓 日野郡日南町 高梁 上石見 上石見 花崗岩の山体
32-6-15-1 琴引山北西麓 飯石郡頓原町 浜田 頓原 頓原
32-6-15-2 毛無山北麓 仁多郡横田町 高梁 多里 下横田
33-6-15-1 医王山南麓 備前市 姫路 和気 片上 流紋岩からなる
33-6-15-2 龍王山西麓 笠岡市山口 岡山及丸亀 玉島 笠岡 流紋岩からなる
33-6-15-3 後山南西麓 英田郡東粟倉村道仙寺付近 姫路 坂根・佐用 西河内・坂根・千草 花崗岩からなる．氷ノ山後山那岐山国定公園．
01-6-16-1 大雪山 上川郡東川町・上川町・美

瑛町
旭川 大雪山・旭岳 層雲峡・白雲岳 国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．

岩塊流

岩石氷河

化石構造土

クリオペディメント

麓屑面

永久凍土

モレーン

周氷河性波状地

デレ

化石周氷河現象



19-6-16-1 富士山頂の永久
凍土

富士吉田市，南都留郡鳴沢
村

甲府 富士山 富士山 富士箱根伊豆国立公園．国指定特別名勝（昭和27年11月22日）．

パルサ 01-6-17-1 大雪山 上川郡上川町・美瑛町 旭川 旭岳 白雲岳 国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．
01-6-18-1 大雪山 上川郡上川町・美瑛町 旭川 旭岳 白雲岳 国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．
01-6-18-2 トムラウシ岳 上川郡美瑛町・新得町 旭川 旭岳 トムラウシ山 国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．
02-6-18-1 櫛ヶ峯周辺 南津軽郡平賀町 弘前 八甲田山 酸ヶ湯 南八甲田．十和田八幡平国立公園．
02-6-18-2 鳥海山周辺 中津軽郡岩木町 弘前 弘前 岩木山 岩木山．津軽国定公園．
03-6-18-1 早池峰山頂付近 稗貫郡大迫町，下閉伊郡川

井町，遠野市
盛岡 早池峰山 早池峰山 多角形土．早池峰国定公園．

03-6-18-2 和賀岳南方コケ
平

和賀郡沢内村 秋田 鶯宿 北川舟 条線土．国指定和賀岳自然環境保全地域．

04-6-18-1 笹谷峠北方 柴田郡川崎市 仙台 山形 笹谷峠 階状土．山形市．蔵王国定公園．
04-6-18-2 花立峠付近 玉造郡鳴子町 新庄 鳴子 向町 条線土，階状土．栗駒国定公園．
05-6-18-1 森吉山頂付近 北秋田郡森吉町・阿仁町 秋田 森吉山 森吉山 円形土．階状土．不明瞭．条線土．ソリフラクションロウブ．森吉山

県立自然公園．
05-6-18-2 秋田駒ヶ岳男女

岳山腹斜面
仙北郡田沢湖町 秋田 雫石 秋田駒ヶ岳 階状土．十和田八幡平国立公園．

05-6-18-3 和賀岳山頂 仙北郡角館町 秋田 鶯宿 北川舟 植被ソリフラクションロウブ
06-6-18-1 飯豊山地（飯豊

山，門内岳，地
神山）

西置賜郡小国町・飯豊町 新潟 飯豊山・大日岳 飯豊山・大日岳 磐梯朝日国立公園．米地・木村・菊池（1970）山形県総合学術調査
「飯豊連峰」より．

06-6-18-2 朝日山地天狗角
力取山

東田川郡朝日村，西村山郡
西川町

村上 大鳥池 大井沢 磐梯朝日国立公園

06-6-18-3 蔵王山熊野岳－
馬ノ背

山形市，上山市 仙台 上山 蔵王山 蔵王国定公園

07-6-18-1 吾妻山ー切経山
山頂付近

福島市 福島 吾妻山 吾妻山 磐梯朝日国立公園

07-6-18-2 御霊櫃峠 郡山市 福島 猪苗代湖 山潟 変形階状土
10-6-18-1 本白根山　鏡池 吾妻郡草津町 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園
15-6-18-1 寒江山の構造土 岩船郡朝日村 村上 朝日岳 朝日岳・相模山 磐梯朝日国立公園
15-6-18-2 飯豊山地（飯豊

山、門内岳、地
神山）

岩船郡関川村，北蒲原郡黒
川村，新発田市，東蒲原郡
鹿瀬町

新潟 飯豊山・大日岳 飯豊山・杁差山・大日岳 磐梯朝日国立公園．米地・木村・菊池（1970）山形県総合学術調査
「飯豊連峰」より．

16-6-18-1 鉢ヶ岳の構造土 下新川郡朝日町・宇奈月町 富山 白馬岳 白馬岳 中部山岳国立公園
16-6-18-2 薬師岳～北ノ俣

岳
上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 薬師岳 中部山岳国立公園

17-6-18-1 白山弥陀ヶ原 石川郡白峰町 金沢 白山 白山 主として階状土．白山国立公園．
19-6-18-1 鳳凰山の構造土 韮崎市，中巨摩郡芦安村 甲府 韮崎 鳳凰山 南アルプス国立公園．多角形土・網状土・条線土．
19-6-18-2 間ノ岳の構造土 中巨摩郡芦安村，南巨摩郡

早川町
甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園

20-6-18-1 亀甲池 茅野市 長野 蓼科山 蓼科山 八ヶ岳中信高原国定公園．亀甲土．
20-6-18-2 御嶽山一ノ池 木曽郡三岳村 飯田 御嶽山 御嶽山 御岳県立公園．亀甲土．
21-6-18-1 双六岳南綾の構

造土
吉城郡上宝村 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園

21-6-18-2 乗鞍岳五ノ池の
構造土

大野郡丹生川村 高山 乗鞍岳 乗鞍岳 中部山岳国立公園

22-6-18-1 小河内岳 静岡市 甲府 大河原 塩見岳 長野
22-6-18-2 間ノ岳 静岡市 甲府 大河原 間ノ岳 山梨
36-6-18-1 剣山山頂 美馬郡一宇村，三好郡東祖

谷山村，那賀郡木沢村の境
剣山 剣山 剣山 多角形土，亀甲土，円形土，網状土，条線土，階状土．剣山国定公

園．
01-6-19-1 大雪山 上川郡東川町・上川町・美

瑛町
旭川 大雪山・旭岳 層雲峡・愛山溪温泉・白雲

岳・旭岳
国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．

01-6-19-2 根室半島 根室市 標津 納沙布・根室北
部

納沙布・婦羅理

01-6-19-3 十勝平野 河東郡鹿追町・音更町，上
川郡清水町，中川郡幕別
町，帯広市,河西郡芽室町・
中札内村

帯広・夕張
岳

中士幌・帯広・
大正・新得・御
影・札内岳

中士幌・駒場・瓜幕・上然
別・帯広北部・帯広南部・祥
栄・芽室・大正・中札内・上
帯広・十勝清川・十勝清水・
御影・渋山・上美生・拓成

02-6-19-1 尻屋崎 下北郡東通村 尻屋崎 尻屋崎 尻屋 尻屋崎南西方の松やかん木の中の草地に存在．
05-6-19-1 秋田駒ヶ岳男女

岳火口内
仙北郡田沢湖町 秋田 雫石 秋田駒ヶ岳 十和田八幡平国立公園

07-6-19-1 沼ノ平（磐梯
山）

耶麻郡猪苗代町 福島 磐梯山 磐梯山 磐梯朝日国立公園

01-6-20-1 根釧原野 野付郡別海町，標津郡中標
津町

斜里 計根別 上春別・中西別・計根別・西
春別

01-6-20-2 十勝平野 河東郡鹿追町・音更町，上
川郡清水町，中川郡幕別
町，帯広市,河西郡芽室町・
中札内村

帯広・夕張
岳

中士幌・帯広・
大正・新得・御
影・札内岳

中士幌・駒場・瓜幕・上然
別・帯広北部・帯広南部・祥
栄・芽室・大正・中札内・上
帯広・十勝清川・十勝清水・
御影・渋山・上美生・拓成

01-6-21-1 大雪山 上川郡東川町・上川町・美
瑛町

旭川 大雪山・旭岳 層雲峡・愛山溪温泉・白雲
岳・旭岳

国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．

03-6-21-1 和賀岳西方小杉
山南面

和賀郡沢内村 秋田 角館 大神成 国指定和賀岳自然環境保全地域

04-6-21-1 栗駒山東斜面 栗原郡栗駒町 新庄 栗駒山 栗駒山 栗駒国定公園
05-6-21-1 森吉山山頂北東

斜面
北秋田郡森吉町・阿仁町 秋田 森吉山 森吉山 森吉山県立自然公園

06-6-21-1 鳥海山心字雪
渓・千蛇谷雪渓

飽海郡遊佐町 新庄 鳥海山 湯ノ台 鳥海国定公園

06-6-21-2 月山　大雪城 西村山郡西川町，東田川郡
立川町

仙台 月山 月山 磐梯朝日国立公園

06-6-21-3 飯豊山高平ノ
池・与太郎ノ池
ほか

西置賜郡小国町 新潟 飯豊山 飯豊山 山中英二（1979）東北地理31-1より

10-6-21-1 平標山 利根郡新治村 高田 四万 三国峠 上信越高原国立公園
10-6-21-2 朝日岳 利根郡水上町 高田 越後湯沢 茂倉岳
10-6-21-3 谷川岳 利根郡水上町 高田 越後湯沢・四万 茂倉岳・水上 上信越高原国立公園
15-6-21-1 御西岳 東蒲原郡鹿瀬町 新潟 飯豊山・大日岳 飯豊山・大日岳 磐梯朝日国立公園．飯豊連峰．山中英二（1979）東北地理31-1より．
15-6-21-2 巻機山 南魚沼郡湯沢町・六日町 高田 越後湯沢 巻機山 上信越高原国立公園
15-6-21-3 火打山 中頸城郡妙高高原町・妙高

村，糸魚川市
高田 妙高山 湯川内 上信越高原国立公園

16-6-21-1 長栂山 下新川郡朝日町 富山 泊 小川温泉 中部山岳国立公園
16-6-21-2 三俣蓮華岳 上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園
17-6-21-1 白山の雪食凹地 石川郡白峰町 金沢 白山 白山 白山国立公園
20-6-21-1 八方尾根の雪食

凹地
北安曇郡白馬村 富山 白馬岳 白馬町 中部山岳国立公園

20-6-21-2 白馬大池付近の
雪食凹地

北安曇郡小谷村 富山 白馬岳 白馬岳 中部山岳国立公園

21-6-21-1 笠が岳山頂部 吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 中部山岳国立公園
ペイブメント 01-6-22-1 大雪山 上川郡東川町・上川町・美

瑛町
旭川 大雪山・旭岳 層雲峡・愛山溪温泉・白雲

岳・旭岳
国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．

01-6-23-1 大雪山 上川郡東川町・上川町・美
瑛町

旭川 大雪山・旭岳 層雲峡・白雲岳・五色ヶ原 大雪山国立公園

05-6-23-1 森吉山頂付近 北秋田郡森吉町・阿仁町 秋田 森吉山 森吉山 パッチ状裸地．森吉山県立自然公園．
10-6-23-1 平標山 利根郡新治村 高田 四万 三国峠 上信越高原国立公園
10-6-23-2 白毛門山 利根郡水上町 高田 越後湯沢 茂倉岳
19-6-23-1 日向山雁ヶ原の

ザレ
北巨摩郡白州町 甲府 韮崎 長坂上条 南アルプス国立公園．花崗岩のザレ場（砂裸地）とノッチ．

19-6-23-2 中白根山 中巨摩郡芦安村 甲府 大河原 間ノ岳 南アルプス国立公園
20-6-23-1 車山 諏訪市 長野 諏訪 霧ヶ峰 八ヶ岳中信高原国定公園．縞状裸地．
04-6-24-1 濁川源流付近両

岸
刈田郡蔵王町，柴田郡川崎
町

仙台 上山 蔵王山 蔵王国定公園

06-6-24-1 西置賜郡小国町
白岩ほか

西置賜郡小国町市野沢・片
貝

村上 小国 小国

07-6-24-1 越後山脈（只見
川上流部）

大沼郡金山町 新潟 野沢・宮下・只
見

安座・沼沢沼・貉ヶ森山 只見川の谷に臨む急斜面の各所

15-6-24-1 御神楽岳 東蒲原郡上川町 新潟 御神楽岳 御神楽岳 越後三山只見国定公園
15-6-24-2 権現岳 西頸城郡能生町 高田 高田西部 槇
16-6-24-1 黒部別山 中新川郡立山町 高山 立山 十字峡 中部山岳国立公園
16-6-24-2 悪城壁 中新川郡立山町 高山 立山・五百石 立山・小見 中部山岳国立公園
17-6-24-1 尾添川源流山地 石川郡吉野谷村 金沢 白川村 中宮温泉・新岩間温泉 白山国立公園．三方岩山など．
18-6-24-1 荒島岳 大野市，大野郡和泉村 岐阜 荒島岳 荒島岳 奥越高原県立自然公園
20-6-24-1 鳥甲山 下水内郡栄村 高田 苗場山・岩菅山 鳥甲山・切明 上信越高原国立公園（一部）
21-6-24-1 白出沢 吉城郡上宝村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．穂高連峰．
03-6-25-1 和賀岳山頂付近 和賀郡沢内村 秋田 角館 北川舟 国指定和賀岳自然環境保全地域
05-6-25-1 前神室山付近 雄勝郡雄勝町 新庄 羽前金山 神室山 栗駒国定公園
05-6-25-2 四角岳付近 鹿角市 弘前 花輪 犬吠森・四角岳
06-6-25-1 飯豊山地 西置賜郡小国町・飯豊町 新潟 飯豊山・大日岳 長者原・飯豊山・大日岳 磐梯朝日国立公園．米地・木村・菊池（1970）山形県総合学術調査

「飯豊連峰」より．
10-6-25-1 谷川岳の稜線 利根郡水上町 高田 越後湯沢・四万 茂倉岳・水上 上信越高原国立公園
15-6-25-1 谷川連峰 南魚沼郡湯沢町 高田 越後湯沢・四万 茂倉岳・水上 上信越高原国立公園
15-6-25-2 鬼ヶ面山 北魚沼郡入広瀬村 日光 須原 毛猛山 越後三山只見国定公園
15-6-25-3 飯豊山地 岩船郡関川村，北蒲原郡黒

川村，新発田市，東蒲原郡
鹿瀬町

新潟 飯豊山・大日岳 長者原・飯豊山・杁差岳・二
王子岳・大日岳

磐梯朝日国立公園．米地・木村・菊池（1970）山形県総合学術調査
「飯豊連峰」より．

16-6-25-1 白馬岳 下新川郡宇奈月町 富山 白馬岳 白馬岳，白馬町 中部山岳国立公園
16-6-25-2 薬師岳 上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 薬師岳 中部山岳国立公園
19-6-25-1 北岳 中巨摩郡芦安村 甲府 大河原・市野瀬 仙丈ヶ岳・間ノ岳 南アルプス国立公園

非対称山稜

構造土

アースハンモック

谷地坊主

雪食凹地

風食裸地

アバランチシュート



20-6-25-1 白馬岳～杓子岳
～鑓ヶ岳

北安曇郡白馬村 富山 白馬岳 白馬岳・白馬町 中部山岳国立公園

21-6-25-1 抜戸岳稜線 吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 中部山岳国立公園
01-6-26-1 根釧原野 野付郡別海町，標津郡中標

津町
斜里 計根別 上春別・中西別・計根別・西

春別
01-6-26-2 大雪山 上川郡東川町・美瑛町 旭川 大雪山・旭岳 層雲峡・白雲岳 国指定特別天然記念物（昭和52年3月15日）．大雪山国立公園．
08-6-26-1 筑波台地の谷 つくば市 水戸 土浦 谷田部

７　その他の地形
03-7-01-1 種山高原 遠野市，江刺市，気仙郡住

田町
一関 人首 種山ヶ原

03-7-01-2 平庭高原 岩手郡葛巻町，九戸郡山形
村

八戸 陸中関 陸中関・安家森 久慈平庭県立自然公園

03-7-01-3 早坂高原 岩手郡玉山村，下閉伊郡岩
泉町

盛岡 門・大川・藪川 藪川・早坂高原・釜津田 外山早坂高原県立自然公園

07-7-01-1 阿武隈高地 いわき市，田村郡滝根町・
小野町，双葉郡川内村，石
川郡平田村・古殿町，東白
川郡鮫川村

白河 川前・小野新
町・竹貫・川部

坂シ内・小野新町・下市萱・
竹貫・磐城新宿・橋場

標高1000m前後の定高性をもつ残丘群．同じく700m～600mの浸食平坦
面・緩斜面が広く分布する．三ヶ所．

08-7-01-1 多賀山地 日立市，常陸太田市，高萩
市，多賀郡十王町，久慈郡
里美町，北茨城市,東白川郡
矢祭町

水戸・白河 日立・高萩・川
部・大子

　磐城片貝・川部・袋田・里
美牧場・磯原・竪破山・高
萩・町屋・日立・常陸太田

阿武隈高地南端部

09-7-01-1 横根山 鹿沼市，上都賀郡粟野町・
足尾町

宇都宮 鹿沼・足尾 古峰原・足尾

20-7-01-1 大峰 大町市，北安曇郡八坂村，
岡谷市，諏訪郡下諏訪町

高山 信濃池田 信濃池田

21-7-01-1 美濃飛騨山地 恵那市，加茂郡白川町，恵
那郡蛭川村・福岡町

飯田 付知 付知・美濃福岡・神土・切井

23-7-01-1 三河高原 東加茂郡下山村，南設楽郡
作手村他

飯田・豊橋 満島・根羽・田
口・三河大野・
明智・足助・御
油・瀬戸・豊
田・岡崎

満島・三河大谷・平谷・茶臼
山・横道・根羽・見出・田
口・海老・三河大野・明智・
川ヶ渡・猿爪・小渡・寧比曽
岳・三河湖・足助・東大沼・
高里・新城・三河宮崎・御
油・多治見・猿投山・高蔵
寺・瀬戸・豊田北部・豊田南
部・平針・岡崎・幸田

愛知高原国定公園．天竜奥三河国定公園．

31-7-01-1 日野高原 日野郡日南町・日野町 高梁 根雨・上石見・
横田

印賀・上石見・阿毘縁

32-7-01-1 石見高原 益田市，浜田市，江津市，
大田市，美濃郡美都町，那
賀郡三隅町・弥栄村・金城
町・旭町，邑智郡桜江町・
川本町・邑智町，邇摩郡温
泉津町・仁摩町，簸川郡多
伎町，飯石郡頓原町・赤来
町

浜田・見
島・山口

石見大田・三瓶
山・赤名・温泉
津・川本・江
津・浜田・木都
賀・益田・日原

神西湖・反辺・田儀・石見大
田・三瓶山東部・野萱・三瓶
山西部・石見小原・木路原・
仁万・大家・浅利・川本・川
戸・石見今市・江津・都野
津・石見今福・下府・浜田・
波佐・木都賀・宇津川・三
隅・仙道郷・益田・都茂郷・
石見横田

都野津面

34-7-01-1 世羅台地 三原市，三次市，甲奴郡甲
奴町，世羅郡甲山町・世羅
町・世羅西町，御調郡御調
町・久井町，双三郡吉舎
町・三和町，賀茂郡福富
町・豊栄町・河内町・大和
町，高田郡甲田町・吉田
町・向原町

高梁・岡山
及丸亀・浜
田・広島

上下・府中・尾
道・三次・八
重・乃美・竹
原・可部

上下・府中・本郷・甲山・垣
内・吉舎・甲立・安芸横田・
備後小国・下徳良・敷名・乃
美・河内・安芸吉田・井原市

広島県中央部，世羅面．

34-7-01-2 八幡高原 山県郡芸北町 浜田・広島 木都賀・三段峡 臥龍山・三段峡 八幡高原面
35-7-01-1 周防高原 下松市，光市，柳井市，熊

毛郡熊毛町・大和町・田布
施町，玖珂郡周東町・由宇
町・玖珂町

広島・松
山・山口・
中津

岩国・柳井・徳
山・光

岩国・由宇・玖珂・上久原・
大畠・柳井・菅野湖・呼板・
光

吉備面

35-7-01-2 長門丘陵 宇部市，小野田市，防府
市，山口市，美祢市，下関
市，厚狭郡楠町・山陽町，
吉敷郡秋穂町・阿知須町・
小郡町，豊浦郡菊川町，

山口・中
津・小串

防府・小郡・厚
狭・野島・宇部
東部・宇部・安
岡

防府・小郡・台道・湯ノ口・
阿知須・伊佐・厚狭・田部・
小月・佐波島・竹島・宇部東
部・宇部・川棚温泉・安岡

瀬戸内面

38-7-01-1 氷見二千石原
（瓶ヶ森化石準
平原）

西条市 高知 石鎚山 瓶ヶ森 石鎚国定公園

38-7-01-2 皿ヶ嶺 上浮穴郡久万町 松山 松山南部 石墨山 石鎚連峰の西端．えひめ自然百選．
40-7-01-1 平尾台 北九州市，行橋市，京都郡

苅田町・勝山町
福岡 行橋 苅田・行橋 北九州国定公園

47-7-01-1 西表島のほぼ全
域（山地）

八重山郡竹富町 石垣島 西表島東北部・
西表島東南部・
西表島西部

美原・西表大原・船浦・舟
浮・ウビラ石

西表国立公園

04-7-02-1 上品山 石巻市，桃生郡河北町 石巻 登米・石巻 雄勝・飯野川・女川・石巻
07-7-02-1 三株山 石川郡古殿町 白河 竹貫 磐城新宿 阿武隈高地
07-7-02-2 犬仏山一帯 石川郡古殿町 白河 竹貫 竹貫 阿武隈高地
07-7-02-3 桧山～尖盛（ト

ゲノモリ）
田村郡常葉町・郡路村，双
葉郡川内町

福島 常葉 上大越 阿武隈高地

10-7-02-1 平ガ岳 利根郡水上町 日光 藤原 尾瀬ヶ原
15-7-02-1 平ガ岳 北魚沼郡湯之谷村 日光 八海山・藤原 平ヶ岳・尾瀬ヶ原 越後三山只見国定公園
16-7-02-1 太郎兵衛平 上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 薬師岳 中部山岳国立公園．薬師平・赤木平と併せて海抜2,300～2,500mの高位

小起伏面．
16-7-02-2 白木峰・金剛堂

山
婦負郡八尾町，東砺波郡利
賀村

高山 白木峰 白木峰

20-7-02-1 阿寺山地 木曽郡上松町・王滝村・大
桑村

飯田 上松・加子母 上松・木曽須原・王滝・奥三
界岳・加子母

21-7-02-1 竜ヶ峰 大野郡清見村 高山 三日町 六廐 飛騨高地
23-7-02-1 出来山 東加茂郡足助町，北設楽郡

設楽町
豊橋 足助 寧比曽岳 愛知高原国定公園

23-7-02-2 茶臼高原 北設楽郡津具村，豊根村 豊橋 根羽 茶臼山 長野．天竜奥三河国定公園．
24-7-02-1 布引山地・青山

高原
久居市，阿山郡大山田町，
名賀郡青山町，安芸郡美里
町，一志郡白山町

名古屋 津西部 平松・佐田 文字通り布をかぶせたような小起伏な山稜を持つ山地．室生赤目青山
国定公園．

24-7-02-2 鈴鹿山脈・御池
岳

員弁郡藤原町 名古屋 彦根東部 篠立 石灰岩の地質を反映してカルスト台地となっている．鈴鹿国定公園．

24-7-02-3 大台ヶ原 多気郡宮川村 伊勢 大台ヶ原山・尾
鷲

大台ヶ原山・河合 平さ約40平方キロメートルにわたる平坦面が広がる．硬砂岩層が谷頭
浸食をくい止めている部分もあるが，キャップロック状の硬岩層と
なっているかは不明である．奈良県との県境をなす．吉野熊野国立公
園．

25-7-02-1 比良山地 滋賀郡志賀町，高島郡高島
町，大津市

京都及大阪 北小松 北小松・比良山 武奈ヶ岳（1214m）が最高峰

25-7-02-2 信楽高原 甲賀郡信楽町，大津市，栗
太郡栗東町

名古屋・京
都及大阪

水口・京都東南
部

三雲・信楽・瀬田・朝宮

25-7-02-3 野坂山地 高島郡マキノ町 岐阜 敦賀 駄口 琵琶湖国定公園．別名「愛発山地」・「湖北山地」．
26-7-02-1 童仙房 相楽郡南山城村・笠置町 名古屋・京

都及大阪
上野・奈良 島ヶ原・笠置山

26-7-02-2 世屋高原 宮津市，竹野郡弥栄町 宮津 宮津 日置
26-7-02-3 地蔵山・竜ヶ岳 京都市，北桑田郡京北町 京都及大阪 京都西北部 京都西北部・亀岡
28-7-02-1 上郡富満の準平

原遺物
赤穂郡上郡町，佐用郡三日
月町

姫路 上郡 三日月 吉備高原

28-7-02-2 六甲山地 神戸市，芦屋市 京都及大阪 大阪西北部・神
戸

宝塚・有馬・神戸首部 六甲変動によって50－60万年前から急激に隆起した

29-7-02-1 大台ヶ原 吉野郡上北山村・川上村 伊勢 大台ヶ原山・尾
鷲

大台ヶ原山・河合 三重県との県境にある．広さ約40平方kmにわたる平坦面が広がる．西
側には大蛇くらなど硬砂岩からなる岩壁がある．

30-7-02-1 高野山 伊都郡高野町 和歌山 高野山 高野山 標高1000m前後の小起伏面．高野龍神国定公園．
30-7-02-2 生石高原 有田郡金屋町・清水町，海

草郡野上町・美里町
和歌山 動木 田・動木 生石高原県立自然公園．生石ヶ峰（870m）を中心に広がる平坦面．

32-7-02-1 大万木山頂 飯石郡頓原町 浜田 頓原 出雲吉田・頓原
32-7-02-2 大膳原 仁多郡横田町 高梁 多里 比婆山 比婆道後帝釈国定公園
33-7-02-1 高清水高原 苫田郡上斎原村 高梁 奥津 上斎原 湯原奥津県立自然公園
33-7-02-2 津黒高原 苫田郡中和村 高梁 奥津 下鍛冶屋 湯原奥津県立自然公園
34-7-02-1 吾妻山の浸食平

坦面
比婆郡比和町 高梁 多里 比婆山 比婆道後帝釈国定公園

34-7-02-2 道後山の浸食平
坦面

比婆郡東城町 高梁 多里 道後山 比婆道後帝釈国定公園

34-7-02-3 野呂山の浸食平
坦面

豊田郡安浦町・川尻町 広島 呉 安芸内海 瀬戸内海国立公園

35-7-02-1 長野山の浸食平
坦面

都濃郡鹿野町，玖珂郡錦町 山口 鹿野 周防広瀬

47-7-02-1 渡嘉敷島北部の
「国立青年の
家」一帯

島尻郡渡嘉敷村 久米島 慶良間列島 座間味

47-7-02-2 於茂登岳 石垣市 石垣島 石垣島 川平
01-7-03-1 キリギシ山 芦別市 夕張岳 幾春別岳 崕山 富良野芦別道立自然公園
07-7-03-1 七ヶ嶽（ナナツ

ガタケ）
南会津郡田島町 日光 糸沢 糸沢 自然環境保全地域

10-7-03-1 妙義山 碓氷郡松井田町，甘楽郡妙
義町

長野 富岡・御代田 松井田・南軽井沢 上毛三山．妙義荒船佐久高原国定公園．

非対称谷

隆起準平原

準平原遺物

鋸歯状山稜



10-7-03-2 谷川岳・堅炭岩
針峰群

利根郡水上町 高田 越後湯沢・四万 茂倉岳・水上 上信越高原国立公園

12-7-03-1 鋸山 安房郡鋸南町，富津市 横須賀 那古 保田 南房総国定公園
15-7-03-1 鋸岳 糸魚川市 富山 小滝 越後大野 上信越高原国立公園（一部）．鋸岳の大キレットを含む．安山岩．
15-7-03-2 烏帽子岳～鉢山 糸魚川市 富山 小滝 越後大野 鉢山のキレットを含む．安山岩．
16-7-03-1 剱岳北方稜線 中新川郡上市町・立山町 高山 立山 剱岳 中部山岳国立公園．キレット「大窓・小窓・三ﾉ窓」と小窓ノ王・池ノ

平山等の岩峯．
19-7-03-1 鋸岳 北巨摩郡白州町 甲府 市野瀬 甲斐駒ヶ岳 南アルプス国立公園
19-7-03-2 北岳八本歯 中巨摩郡芦安村 甲府 市野瀬 仙丈ヶ岳 南アルプス国立公園．池山吊尾根上部．
20-7-03-1 穂高連峰 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園
20-7-03-2 戸隠連峰 上水内郡戸隠村・鬼無里村 高田 戸隠 高妻山・戸隠 上信越高原国立公園．戸隠山と西岳の山稜．
21-7-03-1 奥穂高岳～西穂

高岳
吉城郡上宝村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園

21-7-03-2 滝谷第２尾根 吉城郡上宝村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．北穂高西面．
22-7-03-1 愛鷹山鋸岳 富士市，裾野市 静岡 御殿場 愛鷹山 7-4-1を含む
31-7-03-1 槍尾根 西伯郡大山町 松江 大山 伯耆大山 大山の槍ヶ峰付近．大山隠岐国立公園．
05-7-04-1 神室山北方稜線

の一部
雄勝郡雄勝町 新庄 羽前金山 神室山 栗駒国定公園

15-7-04-1 鉢山のキレット 糸魚川市 富山 小滝 越後大野
15-7-04-2 鋸岳の大キレッ

ト
糸魚川市 富山 小滝 越後大野

16-7-04-1 大窓・小窓・三ﾉ
窓

中新川郡上市町・立山町 高山 立山 十字峡・剱岳 中部山岳国立公園

19-7-04-1 鋸岳大ギャッ
プ・小ギャップ

北巨摩郡白州町 甲府 市野瀬 甲斐駒ヶ岳 南アルプス国立公園．鋸岳を構成．

19-7-04-2 八ヶ岳大キレッ
ト

北巨摩郡大泉村 甲府 八ヶ岳 八ヶ岳西部 八ヶ岳中信高原国定公園．赤岳と権現岳の間．

20-7-04-1 大切戸 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．槍穂高連峰．
20-7-04-2 不帰嶮 北安曇郡白馬村 富山 白馬岳 白馬町 中部山岳国立公園．白馬連峰－唐松岳間．
20-7-04-3 八峰キレット 大町市，下新川郡宇奈月町 高山 大町 神城 中部山岳国立公園．五竜岳－鹿島槍岳間．
21-7-04-1 大切戸 吉城郡上宝村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園．槍ヶ岳・穂高岳間．
22-7-04-1 愛鷹山鋸岳のキ

レット
富士市，裾野市 静岡 御殿場 愛鷹山

03-7-05-1 早池峰山南斜面 下閉伊郡川井村 盛岡 早池峰山 早池峰山 早池峰国定公園
16-7-05-1 立山大鳶崩れ 上新川郡大山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．安政5年(1858)の地震による．
20-7-05-1 稗田山崩れ 北安曇郡小谷村 富山 白馬岳 雨中・白馬岳 浦川流域金山沢
21-7-05-1 帰雲山崩壊地 大野郡白川村 金沢 白川村 平瀬 庄川右岸帰雲山．1586年（天正13年）の大崩壊．
22-7-05-1 大谷崩れ 静岡市 静岡 南部 梅ヶ島 古第三紀砂岩頁岩．1530～1702年に崩壊のくり返し．
30-7-05-1 有田川金剛寺・

北寺の崩壊
伊都郡花園村 和歌山 伯母子岳 梁瀬 1953年7月の梅雨前線豪雨で発生した．金剛寺の崩壊は500万立方メー

トルで戦後最大級．有田川をせきとめ，天然のダムをつくった．北寺
の崩壊では96名の死者が出た．

32-7-05-1 立ヶ崎（タチガ
サキ）付近

隠岐郡知夫村 西郷 浦郷 知夫 地滑り性崩壊．1977年8月8日の豪雨で発生．大山隠岐国立公園．

42-7-05-1 雲仙温泉 南高来郡小浜町 熊本 島原 雲仙 雲仙天草国立公園
02-7-06-1 日本キャニオン 西津軽郡岩崎村 深浦 深浦 十二湖 十二湖西方．津軽国定公園．
03-7-06-1 早池峰山アイオ

ン沢
下閉伊郡川井村 盛岡 早池峰山 早池峰山 1948年アイオン台風による崩壊．アカエゾマツ南限．早池峰国定公

園．
05-7-06-1 加茂青砂南方付

近
男鹿市 男鹿 船川 船川 道路沿いの崩壊が多く見られる

05-7-06-2 戸賀～加茂青砂
の沢沿い（特に
唐の沢）

男鹿市 男鹿 戸賀 戸賀・船川 1990年9月20日台風19号で本地域の工事施工地で崩壊し，土木工事のあ
り方が問題となった．

05-7-06-3 白神山地 山本郡峰浜町・藤里町・八
森町

弘前 中浜 冷水岳・羽後焼山・二ツ森・
中浜

白神山地世界遺産地域．崩壊地・地すべりの集合体．八森岩館県立自
然公園．

15-7-06-1 名立崩れ 西頸城郡名立町 高田 高田西部 名立大町 1751年の崩壊．高田地震による．
16-7-06-1 湯川谷崩壊地 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．「立山大鳶崩れ堆積地形」の再崩壊．
17-7-06-1 別当崩れ 石川郡白峰村 金沢 白山・越前勝山 白山・加賀市ノ瀬 白山国立公園
19-7-06-1 七面山崩れ 南巨摩郡早川町 甲府 身延 七面山
20-7-06-1 御岳崩れ 木曽郡王滝村 飯田 御嶽山 御嶽山 御岳県立公園．長野県西部地震（1984）に伴う崩壊．
21-7-06-1 御嶽山草木谷 益田郡小坂町 飯田 御嶽山 御嶽山 濁川温泉の上流
21-7-06-2 三方崩山崩壊地 大野郡白川村 金沢 白川村・白山 新岩間温泉・白山 白山国立公園
22-7-06-1 富士山大沢崩 富士宮市 甲府 富士山 富士山 山梨．国指定特別名勝．富士箱根伊豆国立公園．
31-7-06-1 大山の大ノ沢 西伯郡大山町 松江 大山 伯耆大山 大山西壁．大山隠岐国立公園．
31-7-06-2 大山の一ノ沢源

頭
西伯郡大山町 松江 大山 伯耆大山 大山南壁．大山隠岐国立公園．

05-7-07-1 麻生南方の沢 山本郡二ツ井町 弘前 鷹巣 鷹巣西部
15-7-07-1 光ヶ原付近 中頸城郡板倉町・清里村 高田 高田東部・飯山 柳島・新井・野沢温泉・猿橋
16-7-07-1 立山大鳶崩れ堆

積地形
上新川郡大山町，中新川郡
立山町

高山 立山 立山 中部山岳国立公園．「立山大鳶崩れ」の堆積地形．多岐原谷．

17-7-07-1 別当出合付近 石川郡白峰村 金沢 越前勝山 加賀市ノ瀬 白山国立公園．天井壁下．
18-7-07-1 願教寺山北麓 大野市 金沢 越前勝山 願教寺山 白山国立公園．打波川上流．刈込池を含む．
19-7-07-1 甘利山南方 中巨摩郡白根町 甲府 韮崎・鰍沢 韮崎・小笠原 甘利山周辺には他にもある
20-7-07-1 大西山崩壊堆積

地形
下伊那郡大鹿村 甲府 大河原 信濃大河原 小渋川左岸．1961年集中豪雨に伴う崩壊．

21-7-07-1 石徹白の崩壊堆
積地形

郡上郡白鳥町 金沢 白山・越前勝山 二ノ峰・願教寺山 一部が白山国立公園

22-7-07-1 麓 富士宮市 甲府 富士山 人穴 富士箱根伊豆国立公園．朝霧高原．麓金山集落が埋没．
02-7-08-1 岩木山南麓 中津軽郡岩木町 弘前 弘前 岩木山 岩木山南麓．津軽国定公園．
03-7-08-1 盛岡市上田付近 盛岡市 盛岡 盛岡 盛岡 岩手山岩屑流堆積物の二次堆積
05-7-08-1 鳥海町猿倉付近 由利郡鳥海町猿倉 新庄 矢島・鳥海山 矢島・中直根・鳥海山
05-7-08-2 八幡平熊沢以南

の熊沢川流域
鹿角市八幡平 弘前 田山 熊沢 火山性土石流台地

06-7-08-1 米沢市笹原 米沢市笹原 福島 米沢 米沢 縄文時代中期遺物をおおう
15-7-08-1 五頭土石流扇状

地
北蒲原郡安田町・水原町・
笹神村

新潟 津川 出湯 羽越豪雨（1968）の際に土石流発生．ツベタ川・大日沢など．

16-7-08-1 白萩川－早月川
谷底

中新川郡上市町 高山 立山 剱岳 中部山岳国立公園

19-7-08-1 甘利山東麓 韮崎市 甲府 韮崎 韮崎 甘利山下流域
20-7-08-1 焼岳東麓部 南安曇郡安曇村 高山 上高地 焼岳 中部山岳国立公園．大正池湖岸．
20-7-08-2 浦川流域 北安曇郡小谷村 富山 小滝・白馬岳 雨飾山・雨中 稗田山崩れの下流側
21-7-08-1 岩屋ヶ谷 大野郡白川村 金沢 白山 白山 白山国立公園
22-7-08-1 富士大沢下流部 富士宮市 甲府・静岡 富士山・富士宮 人穴・上井出 富士箱根伊豆国立公園
34-7-08-1 法蔵寺付近 高田郡千代田町八重 浜田 八重 八重
42-7-08-1 水無川 島原市，南高来郡深江町 熊本 島原 島原 1991年以降頻発
01-7-09-1 ニペソツ岳 河東郡上士幌町 北見 糠平 ニペソツ山
01-7-09-2 ポロシリ岳 新冠郡新冠町，沙流郡平取

町
夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園

01-7-09-3 トッタベツ岳 帯広市，沙流郡平取町，新
冠郡新冠町

夕張岳 幌尻岳 幌尻岳 日高山脈襟裳国定公園

05-7-09-1 奈曽渓谷 由利郡象潟町 酒田・新庄 鳥海山・吹浦 鳥海山・小砂川 鳥海国定公園
06-7-09-1 米沢市笹野 米沢市笹野 福島 米沢 米沢 笹野山東側大規模地すべり急斜面と緩斜面を刻む開析谷の出口．
09-7-09-1 天狗の投げ石 上都賀郡足尾町 宇都宮 足尾 足尾
10-7-09-1 三峰山麓 利根郡月夜野町 日光 追貝 後閑
13-7-09-1 北硫黄島南端崖

錐
小笠原村北硫黄島 小笠原諸島 火山列島 北硫黄島 小笠原国立公園

13-7-09-2 母島大崩湾崖錐 小笠原村（母島） 小笠原諸島 母島列島 母島北部 小笠原国立公園
13-7-09-3 大峯東面崖錐 新島本村（新島） 三宅島 新島 新島 富士箱根伊豆国立公園
15-7-09-1 雷菱・鬼ヶ城の

崖錐
中頸城郡妙高村 高田 妙高山 湯川内・妙高山 上信越高原国立公園

16-7-09-1 悪城壁下崖錐 中新川郡立山町 高山 五百石 小見 中部山岳国立公園．アバランチシュート「悪城壁」．
19-7-09-1 大樺沢崖錐 中巨摩郡芦安村 甲府 韮崎 鳳凰山 南アルプス国立公園
20-7-09-1 熊穴沢の崖錐 上伊那郡長谷村 甲府 市野瀬 甲斐駒ヶ岳 南アルプス国立公園
20-7-09-2 西岳の崖錐 上水内郡戸隠村・鬼無里村 高田 戸隠 戸隠 上信越高原国立公園
20-7-09-3 岳沢の崖錐 南安曇郡安曇村 高山 上高地 穂高岳 中部山岳国立公園
21-7-09-1 蒲田川左俣谷右

岸の崖錐
吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 中部山岳国立公園

22-7-09-1 魚無河内（魚無
沢）の崖錐

静岡市 甲府 大河原・赤石岳 塩見岳・赤石岳 南アルプス国立公園．悪沢岳北面．

22-7-09-2 赤崩・ボッチ薙 静岡市 甲府 赤石岳 上河内岳 中生代四万十層
22-7-09-3 千枚崩れ 静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳
31-7-09-1 大山の元谷 西伯郡大山町 松江 大山 伯耆大山 大山隠岐国立公園
01-7-10-1 然別湖周辺 河東郡鹿追町・上士幌町・

士幌町
帯広 然別湖 然別湖・東ヌプカウシヌプリ 大雪山国立公園

03-7-10-1 夏氷山風穴 二戸郡安代町田山 弘前 田山 田山
04-7-10-1 前森山 加美郡小野田町 仙台 薬莱山 銀山温泉 火山麓の大規模地すべりによる
04-7-10-2 大倉山 黒川郡大和町 仙台 関山峠 升沢
20-7-10-1 小諸の氷風穴 小諸市 長野 小諸 小諸 地すべり堆積物
21-7-10-1 蒲田川左俣谷右

岸の崖錐
吉城郡上宝村 高山 上高地 笠ヶ岳 中部山岳国立公園

32-7-10-1 八雲風穴 簸川郡佐田町 浜田 木次 掛合 黒山（標高525ｍ）の東麓．累石風穴．
35-7-10-1 宇佐の風穴口 玖珂郡錦町宇佐郷 広島 津田 宇佐郷
22-7-11-1 千枚岳付近の山

稜
静岡市 甲府 赤石岳 赤石岳 南アルプス国立公園．千枚岳～悪沢岳．

34-7-11-1 安駄山東麓 東広島市 広島 可部・海田市 井原市・安芸西条
34-7-11-2 高根島山麓 豊田郡瀬戸田町 岡山及丸亀 土生 瀬戸田
34-7-11-3 海見山（カイケ

ンザン）東麓
山県郡千代田町 広島 可部・加計 佐々井・琴谷

35-7-11-1 頂海山山麓 大島郡大島町 松山 柳井 大畠・阿月
35-7-11-2 火の山山麓 山口市 山口 小郡 台道
31-7-12-1 茶屋付近 日野郡日南町茶屋 高梁 横田 阿毘縁
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31-7-12-2 戸上（カドノウ
エ）付近

日野郡日南町神戸上 高梁 上石見 千屋実

32-7-12-1 稲原周辺 仁多郡横田町 高梁 横田・多里 横田・下横田
32-7-12-2 矢上（ヤカミ）

盆地
邑智郡石見町 浜田 川本 矢上

32-7-12-3 東比田（ヒガシ
ヒダ）

能義郡広瀬町 高梁 横田 阿毘縁

33-7-12-1 灰ヶ峠付近 新見市 高梁 上石見 足立
33-7-12-2 ダルガ峰北麓 英田郡西粟倉村 姫路 坂根 西河内 氷ノ山後山那岐山国定公園
34-7-12-1 小奴可付近 比婆郡東城町 高梁 庄原 小奴可
34-7-12-2 大屋付近 比婆郡西城町 高梁 庄原 西城
01-7-13-1 サロベツ湿原 天塩郡豊富町・幌延町 天塩 抜海・稚咲内 兜沼・豊徳・稚咲内 一部が利尻礼文サロベツ国立公園
01-7-13-2 落石湿原 根室市 根室 根室南部 落石・落石岬 隆起した海蝕準平原上にある．国指定天然記念物「落石岬のサカイツ

ツジ自生地」（昭和15年2月10日）．
01-7-13-3 ベカンベウシ湿

原
厚岸郡厚岸町，川上郡標茶
町

釧路 茶内原野・厚
岸・標茶

茶内原野・別寒辺牛川中流・
釧路太田・中チャンベツ

02-7-13-1 毛無岱 青森市 弘前 八甲田山 酸ヶ湯 北八甲田連峰の田茂萢岳南方．十和田八幡平国立公園．
02-7-13-2 田代平湿原 青森市 青森 青森東部 田代平 北八甲田連峰の赤倉岳北東麓．十和田八幡平国立公園．
02-7-13-3 睡蓮沼 上北郡十和田湖町 弘前 八甲田山 八甲田山 北八甲田南端，国道394号線わき．十和田八幡平国立公園．
03-7-13-1 八幡平 岩手郡松尾村，二戸郡安代

町
秋田 八幡平 茶臼岳・八幡平 十和田八幡平国立公園

04-7-13-1 芝草平 刈田郡七ツ宿町 仙台 上山 蔵王山 蔵王国定公園
04-7-13-2 世界谷地 栗原郡栗駒町 新庄 栗駒山 栗駒山・切留 栗駒国定公園
05-7-13-1 大谷地湿原 鹿角市 秋田 八幡平 八幡平 十和田八幡平国立公園
05-7-13-2 コケ沼湿原 雄勝郡皆瀬村 新庄 稲庭 小安温泉 県指定天然記念物「木地山のコケ沼湿原植物群落」（昭和43年10月15

日）
06-7-13-1 観松平イロハ沼 上山市　蔵王火山地蔵岳西

側
仙台 上山 蔵王山 高度1100ｍ，蔵王火山にはほか10カ所以上．蔵王国定公園．

06-7-13-2 弥陀ヶ原四十八
沼

東田川郡立川町 仙台 月山 立谷沢・月山 高度1400～1500ｍ，月山火山，1×0.6km．磐梯朝日国立公園．

06-7-13-3 谷地平 西置賜郡飯豊町 新潟 熱塩 川入 高度1000ｍ前後．谷沿い1.7km．
07-7-13-1 尾瀬ヶ原 南会津郡檜枝岐村 日光 燧ヶ岳・藤原 燧ヶ岳・尾瀬ヶ原 盆地状．国指定特別天然記念物（昭和35年6月1日）．日光国立公園．
07-7-13-2 駒止（コマド）

湿原
大沼郡昭和村 日光 針生 会津山口 国指定天然記念物（昭和45年12月28日）．駒止高原にある．

07-7-13-3 雄国沼湿原 耶麻郡北塩原村 福島 磐梯山 磐梯山 「雄国沼湿原植物群落」は国指定天然記念物（昭和32年10月30日）．
磐梯朝日国立公園．

09-7-13-1 戦場ヶ原 日光市 日光 男体山 男体山 日光国立公園．別名「赤沼原」．
09-7-13-2 沼原湿原 黒磯市 日光 那須岳 那須岳 日光国立公園
09-7-13-3 鬼怒沼湿原 塩谷郡栗山村 日光 燧ヶ岳 三平峠 日光国立公園
10-7-13-1 朝日岳山頂 利根郡水上町 高田 越後湯沢 茂倉岳
10-7-13-2 芳ヶ平湿原 吾妻郡六合村 長野 草津 上野草津 上信越高原国立公園
10-7-13-3 尾瀬ヶ原 利根郡片品村 日光 燧ヶ岳・藤原 燧ヶ岳・尾瀬ヶ原・至仏山 「尾瀬」は国指定特別天然記念物（昭和35年6月1日）．日光国立公

園．
15-7-13-1 兵馬ノ平 糸魚川市 富山 白馬岳 白馬岳 中部山岳国立公園．蓮華温泉の西．
16-7-13-1 弥陀ヶ原の湿原 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園
16-7-13-2 高天原 上新川郡大山町 高山 槍ヶ岳 薬師岳 中部山岳国立公園
20-7-13-1 苗場湿原 下水内郡栄村 高田 苗場山・岩菅山 苗場山・佐武流山 上信越高原国立公園．苗場山頂付近．
20-7-13-2 八島ヶ原湿原 諏訪市，諏訪郡下諏訪町 長野 諏訪 霧ヶ峰 八ヶ岳中信高原国定公園．国指定天然記念物．
21-7-13-1 蛭ヶ野湿原 郡上郡高鷲村 岐阜・金沢 白山・白鳥 新淵・大鷲 白山国立公園．奥長良川県立自然公園．
21-7-13-2 鏡平 吉城郡上宝村 高山 槍ヶ岳 三俣蓮華岳 中部山岳国立公園
25-7-13-1 八丁田 高島郡今津町 宮津 熊川 熊川 琵琶湖国定公園
26-7-13-1 八丁平 京都市左京区久多 京都及大阪 北小松 花脊 西日本には珍しい高層湿原．２万年以上の歴史を持つ．
26-7-13-2 大フケ湿原 宮津市字上世屋 宮津 丹後由良 日置 野間川と世屋川との分水界にある．地すべり地にあり，1万6000年前か

ら存続する．
38-7-13-1 笹倉（さぞう）

湿原
上浮穴郡面河村 高知 石鎚山 筒上山 石鎚国定公園

01-7-14-1 サロベツ湿原 天塩郡豊富町・幌延町 天塩 抜海・稚咲内 兜沼・豊徳・稚咲内 一部が利尻礼文サロベツ国立公園
01-7-14-2 雨竜沼湿原 雨竜郡雨竜町 留萌 国領 暑寒別岳 玄武岩台地上にある．道指定天然記念物（1964）．暑寒別天売焼尻国

定公園．
01-7-14-3 霧多布湿原 厚岸郡浜中町 根室 霧多布 茶内・琵琶瀬 ラムサール条約登録．厚岸道立自然公園．国指定天然記念物「霧多布

泥炭形成植物群落」（大正11年10月12日）．
03-7-14-1 春子谷地 岩手郡滝沢村 盛岡 盛岡 姥屋敷
05-7-14-1 鳥海山川竜ヶ原

湿原
由利郡矢島町 新庄 鳥海山 鳥海山 鳥海国定公園

05-7-14-2 栗駒山龍泉ヶ原
湿原

雄勝郡東成瀬村 新庄 栗駒山 栗駒山 栗駒国定公園

06-7-14-1 琵琶沼 東村山郡山辺町 仙台 荒砥 白鷹山 高度600ｍ，県天然記念物，白鷹火山の山体崩壊跡凹凸地．
06-7-14-2 朝日町葉山付近 西村山郡朝日町 村上 朝日岳 羽前葉山 高度1200m付近．1ha程度のものいくつか．
08-7-14-1 岡見湿原 久慈郡里美村 白河 川部 磐城片貝
08-7-14-2 亀谷地湿原 北茨城市 白河 川部 磐城片貝
08-7-14-3 滝の倉湿原 高萩市 白河 高萩 里美牧場
15-7-14-1 沼ノ原湿原 中頸城郡妙高村 高田 飯山 飯山
16-7-14-1 小瀬の湿原 東砺波郡上平村 金沢 下梨 上梨・西赤尾
20-7-14-1 一ノ瀬湿原 下高井郡山ノ内町 高田 岩菅山 岩菅山 上信越高原国立公園．志賀高原雑魚川源流．
20-7-14-2 アワラ湿原 下高井郡山ノ内町 高田 中野 夜間瀬 倉下川源流域．上信越高原国立公園．町指定天然記念物（昭和51年10

月30日）．
22-7-14-1 小田貫湿原 富士宮市 甲府 富士山 人穴 富士箱根伊豆国立公園
23-7-14-1 大野原湿原 南設楽郡作手町 豊橋 御油 高里 水田等に開拓進む
25-7-14-1 山門湿原 伊香郡西浅井町 岐阜 敦賀 木之本
25-7-14-2 八雲ヶ原 滋賀郡志賀町 京都及大阪 北小松 北小松 比良山地の準平原面の上にある．琵琶湖国定公園．
33-7-14-1 細池（ホソイ

ケ）の湿原
苫田郡加茂町五輪原 姫路 智頭 加瀬木 五輪原高原にある．氷ノ山後山那岐山国定公園．

34-7-14-1 三ツ池 比婆郡比和町吾妻山 高梁 多里 比婆山 比婆道後帝釈国定公園
36-7-14-1 黒沢（くろぞ

う）湿原
三好郡池田町 高知 川口 阿波川口 県指定天然記念物「黒沢の湿原植物群落」（昭和40年）．沼沢湿原．

41-7-14-1 樫原湿原 東松浦郡七山村池原 福岡 浜崎 雷山・古湯
42-7-14-1 原生沼 南高来郡小浜町 熊本 島原 雲仙 雲仙天草国立公園．原生沼沼野植物群落は国指定天然記念物．(昭和３

年３月３１日）
01-7-15-1 釧路湿原 釧路市，阿寒郡鶴居村他 釧路 標茶・尾幌・鶴

居・大楽毛
五十石・塘路湖・下久著呂・
細岡・遠矢・下幌呂・大楽毛

日本最大．ラムサール条約登録．国指定天然記念物（昭和42年7月6
日）．釧路湿原国立公園．

01-7-15-2 霧多布湿原 厚岸郡浜中町 根室 霧多布 茶内・琵琶瀬 ラムサール条約登録．厚岸道立自然公園．国指定天然記念物「霧多布
泥炭形成植物群落」（大正11年10月12日）．

01-7-15-3 勇払湿原 苫小牧市 札幌・苫小
牧

早来・千歳・鵡
川・苫小牧

遠浅・千歳・ウトナイ湖・胆
振高丘・上厚真・勇払

ウトナイ湖周辺

02-7-15-1 ベンセ池・大滝
沼

西津軽郡木造町 青森 金木 菰槌 屏風山砂丘地．津軽国定公園．

02-7-15-2 尻屋崎南方 下北郡東通村 尻屋崎 尻屋崎・近川 尻屋・猿ヶ森・近川 下北半島国定公園
05-7-15-1 芝谷地湿原 大館市 弘前 大館 大館 国指定天然記念物「芝谷地湿原植物群落」（昭和11年9月3日）．火砕

流台地上の湿原．
05-7-15-2 女潟湿原 秋田市金足小泉字女潟1 秋田 秋田 土崎 県指定天然記念物「女潟湿原植物群落」（昭和62年3月17日）
06-7-15-1 クルミ平 尾花沢市 仙台 薬莱山 魚取沼 地すべり地．高度680ｍ，１ha．ほか，天童市藤内新田付近12.5ha，旧

河道など．
07-7-15-1 赤井谷地 会津若松市 福島 磐梯山 猪苗代 「赤井谷地沼野植物群落」は国指定天然記念物（昭和3年3月24日）
08-7-15-1 菅生沼 岩井市，水海道市 宇都宮・東

京
水海道・野田 水海道，守谷

08-7-15-2 牛久沼湿原 竜ヶ崎市，牛久市，筑波郡
伊奈町，稲敷郡茎崎町

千葉 龍ヶ崎 牛久・藤代

08-7-15-3 浮島湿原 稲敷郡桜川村 千葉 佐原 麻生 浮島は現在，干拓のため陸続きになったが，昔は霞ヶ浦に浮かぶ島
だった

09-7-15-1 渡良瀬遊水池 下都賀郡藤岡町・野木町，
小山市

宇都宮 古河 下野藤岡・古河

10-7-15-1 茂林寺泥湿原 館林市 宇都宮 古河 館林 県指定天然保護区（昭和35年2月23日）
12-7-15-1 中村新田湿地 匝瑳郡光町，香取郡多古町 千葉 成田 多古
12-7-15-2 台河湿地 夷隅郡大原町 大多喜 上総大原 国吉
14-7-15-1 仙石原湿原 足柄下郡箱根町 横須賀 小田原 関本 「仙石原湿原植物群落」は国指定天然記念物．富士箱根伊豆国立公

園．
15-7-15-1 田代平 北魚沼郡入広瀬村 新潟 守門岳 守門岳 越後三山只見国定公園．八十里越の北西．
16-7-15-1 東種湿原 中新川郡上市町 富山 魚津 越中大浦
18-7-15-1 池ノ河内湿原 敦賀市 岐阜 敦賀 中河内
22-7-15-1 浮島沼 富士市，沼津市 静岡 沼津 沼津
31-7-15-1 唐川（カラカ

ワ）湿原
岩美郡岩美町 鳥取 若桜 稲葉山 国指定天然記念物「唐川のカキツバタ群落」（昭和19年）．泥炭層．

31-7-15-2 菅野湿原 岩美郡国府町 鳥取 若桜 扇ノ山・稲葉山 ミズゴケ群落
32-7-15-1 佐久保池 安来市 松江 米子 母里
32-7-15-2 地倉沼（チクラ

ヌマ）
鹿足郡津和野町 山口 津和野 津和野 青野山県立自然公園．モリアオガエルの繁殖地．

32-7-15-3 油井ノ池 隠岐郡都万村 西郷 西郷 隠岐北方・都万 大山隠岐国立公園
33-7-15-1 鯉が窪湿原 阿哲郡哲西町矢田 高梁 新見 東城 湿性植物は国指定天然記念物
33-7-15-2 田淵の湿原 阿哲郡哲多町 高梁 新見 吹屋
34-7-15-1 八幡湿原 山県郡芸北町 浜田 木都賀 臥龍山 日本の自然百選
35-7-15-1 宇生賀（ウブ

カ）の湿地
阿武郡阿武町・むつみ村 山口 徳佐中 長門広瀬

25-7-16-1 西の湖 近江八幡市，蒲生郡安土町 名古屋 近江八幡 八日市・近江八幡 かつては琵琶湖の一部であったのが，沖積平野で埋め立てられ，湖と
なった．琵琶湖八景の一つ．

29-7-16-1 明神池 吉野郡下北山村池峰 和歌山 釈迦ヶ岳 池原 県内では最大の天然湖．吉野熊野国立公園．
02-7-17-1 十二湖 西津軽郡岩崎村 深浦 深浦 十二湖 白神山地西端に位置する崩山の西側．十和田八幡平国立公園．
06-7-17-1 朝日村大鳥池 東田川郡朝日村大鳥 村上 大鳥池 大鳥池 磐梯朝日国立公園．地理学評論4(1928)．P388-403．
07-7-17-1 大平沼 耶麻郡熱塩加納村 新潟 熱塩 川入 地すべり・崩壊による堰止湖
15-7-17-1 高浪池 糸魚川市 富山 小滝 越後平岩 赤禿山の崩壊による堰止め
16-7-17-1 縄ヶ池 東礪波郡城端町 金沢 下梨 下梨 南岸にミズバショウが群生

堰止湖

高層湿原・池塘

中間湿原

低層湿原

湖沼



01-7-18-1 光地園礫層 河東郡音更町，河西郡芽室
町

帯広・夕張
岳

中士幌・帯広・
御影

中士幌・駒場・上然別・祥
栄・御影

04-7-18-1 大倉ダム湖畔 仙台市青葉区 仙台 関山峠・川崎 定義・熊ヶ根 後期更新世河成段丘
05-7-18-1 本内の潟西層 南秋田郡若美町本内 男鹿 船川 寒風山 潟西層中の松木沢砂礫部層．本内砂部層．
13-7-18-1 平沢の崖 あきる野市 東京 青梅 拝島
13-7-18-2 多摩川沿い 青梅市 東京 青梅 青梅
14-7-18-1 おし沼砂礫層 川崎市 東京 東京西南部 溝口
14-7-18-2 小原台段丘礫層 横須賀市二葉一丁目 横須賀 横須賀 横須賀 小原台段丘形成時の堆積物の小原台砂礫層の模式地
15-7-18-1 笹ヶ峰の湖成層 中頸城郡妙高高原町 高田 妙高山 妙高山 上信越高原国立公園
16-7-18-1 立山町上段礫層 中新川郡立山町 高山 五百石 五百石
16-7-18-2 呉羽山南東の崖 富山市 富山 富山 富山
20-7-18-1 下伊那竜西段丘

礫層
下伊那郡高森町 飯田 飯田 飯田 天竜川本流及び支流の堆積物

21-7-18-1 中津川上金段丘
の砂層

中津川市 飯田 中津川 中津川 中津川付近の河岸段丘の段丘礫層

22-7-18-1 牧の原礫層の露
頭

榛原郡金谷町 静岡 掛川 島田

23-7-18-1 挙母層 豊田市 豊橋 豊田 豊田北部 4-17-1の段丘礫層
28-7-18-1 神出礫層 神戸市 京都及大阪 神戸 淡河・前開
01-7-19-1 十勝火砕流台地 河東郡鹿追町，上川郡新得

町・清水町，河西郡芽室町
夕張岳 新得・御影 鹿追・十勝清水・狩勝峠・新

得・御影
02-7-19-1 目時簑ヶ沢の崖 三戸郡三戸町 八戸 三戸 三戸
04-7-19-1 竜ノ口溪谷─虚

空蔵淵
仙台市青葉区・太白区 仙台 仙台 仙台西南部 鮮新統仙台層群の各層

05-7-19-1 生鼻崎付近の海
岸

男鹿市脇本 男鹿 船川 船越 北浦層．脇本層．

05-7-19-2 安田海岸 男鹿市安田 男鹿 船川 北浦 潟西層・安田層・鮪川層・脇本層の連続露頭．男鹿国定公園．
10-7-19-1 瀬林の漣痕 多野郡中里村神ヶ原1241-1 長野 万場 両神山 県指定天然記念物（昭和40年7月3日）
12-7-19-1 犬吠埼の化石蓮

根
銚子市 千葉 銚子 銚子 県指定天然記念物．水郷筑波国定公園．

13-7-19-1 稲城砂層の大露
頭

稲城市 東京 八王子 武蔵府中

13-7-19-2 大島大露頭 大島町千波崎（大島） 横須賀 大島 大島南部 火山噴火の歴史を示す見事な露頭．褶曲ではない．富士箱根伊豆国立
公園．

13-7-19-3 御神火茶屋北方
の露頭

大島町（大島） 横須賀 大島 大島南部 富士箱根伊豆国立公園

14-7-19-1 大磯丘陵 秦野市，小田原市，平塚
市，足柄上郡中井町・大井
町，中郡大磯町・二宮町

東京・横須
賀

秦野・藤沢・小
田原・平塚

伊勢原・秦野・平塚・小田原
北部

14-7-19-2 奏野市菖蒲竹ノ
内

秦野市 東京 秦野 秦野

15-7-19-1 不動沢向斜の露
頭

三島郡越路町 長岡 長岡・柏崎 片貝・塚野山 魚沼層の向斜構造．新潟油田地帯の好露頭．

16-7-19-1 よろい壁 東砺波郡庄川町 高山 八尾 山田温泉 中新世黒瀬谷累層
16-7-19-2 猪谷背斜向斜 婦負郡細入村 高山 白木峰 猪谷 中生代砂岩頁岩互層．国指定天然記念物（昭和16年10月3日）．
17-7-19-1 桑島の露頭 石川郡白峰村 金沢 白峰 白峰 国指定天然記念物「手取川流域の珪化木産地」（昭和32年7月10日）．

中生代手取層．恐竜化石産出．
18-7-19-1 苗代田の海食崖 坂井郡三国町 金沢 三国 三国 越前加賀海岸国定公園．新第三紀凝灰岩層．
19-7-19-1 猿橋の桂川谷壁 大月市 甲府 都留 大月 第三紀層．段丘礫層．猿橋溶岩層が見える．
19-7-19-2 中道町役場前の

露頭
東八代郡中道町 甲府 甲府 甲府 韮崎岩屑なだれ堆積物を含む第四紀層の撓曲構造が見える

19-7-19-3 穴山橋北方 韮崎市穴山町 甲府 韮崎 若神子 韮崎岩屑なだれ堆積物
20-7-19-1 滝上峡 東筑摩郡本城村 高山 信濃池田 明科 中新統の堆積岩層
20-7-19-2 来馬 北安曇郡小谷村 富山 小滝・白馬岳 雨飾山・雨中 ジュラ紀来馬層
21-7-19-1 数河の上宝火砕

流露頭
高山市 高山 高山 高山 採石場跡の人工露頭．溶結凝灰岩の柱状節理発達．

21-7-19-2 瑞穂博物館付近
の露頭

瑞浪市 飯田 美濃加茂 土岐 瑞浪化石博物館付近．中新世瑞浪層群．貝化石産出．

22-7-19-1 佐鳴湖北岸の露
頭

浜松市 豊橋 浜松 浜松 更新統三方原礫層・鴨江礫層

22-7-19-2 日本平動物園 静岡市 静岡 静岡 静岡東部 日本平県立自然公園．更新統久能山礫層．草薙泥層など．
22-7-19-3 口野切通し 沼津市 静岡 沼津 韮山 中新統白浜層
23-7-19-1 一色岬付近の海

食崖
渥美郡赤羽根町・田原町 伊良湖岬 田原・伊良湖岬 田原・野田 更新世渥美層

23-7-19-2 豊徳鉱山 豊田市 豊橋 豊田 平針 鮮新世瀬戸層群・矢田川累層と更新世礫岩
27-7-19-1 光明池の大阪層

群
和泉市光明池 和歌山 岸和田 岸和田東部 大阪層群上部（Ma1～Ma8）

27-7-19-2 豊国崎 泉南郡岬町 和歌山 和歌山 加太 瀬戸内海国立公園
28-7-19-1 太田池の岩塊流

断面露頭
神崎郡大河内町 姫路 山崎 長谷

42-7-19-1 嵯峨ノ島西岸海
食崖

南松浦郡三井楽町嵯峨ノ島 福江 三井楽 嵯峨ノ島 県指定天然記念物（昭和34年5月19日）．スコリア丘の断面．西海国立
公園．

01-7-20-1 美々 苫小牧市 苫小牧 苫小牧 勇払 白頭山苫小牧テフラ．樽前bテフラ．樽前cテフラ．
01-7-20-2 十勝平野 河西郡芽室町 帯広 大正 上帯広 支笏第1テフラ
01-7-20-3 根釧原野 釧路市 釧路 釧路 釧路
02-7-20-1 見立山 八戸市 八戸 八戸 八戸西部 広域テフラ４層を含み10数層，ＪＲ線からもみられる．
03-7-20-1 好摩新田 岩手郡玉山村 盛岡 沼宮内 渋民 岩手山起源及び十和田起源
04-7-20-1 鬼首盆地　北滝 玉造郡鳴子町 新庄 鳴子 鬼首 Aso-4，Nr-N，On-Pm１，Toya．栗駒国定公園．
05-7-20-1 安田海岸 男鹿市安田 男鹿 船川 北浦 Aso-4．Toya．Aso-1．B-Og．Pmt．男鹿国定公園．
05-7-20-2 箱井 男鹿市五里合 男鹿 船川 北浦 AT
05-7-20-3 土花 南秋田郡若美町福米沢 深浦 羽後浜田 大潟 SK．On‐Pm1．
06-7-20-1 肘折火砕流 最上郡大蔵村肘折 仙台 月山 肘折 肘折カルデラを生じた溶結凝灰岩．1万年前．
06-7-20-2 尾花沢市袖原遺

跡
尾花沢市袖原 仙台 尾花沢 延沢 国内で最古の旧石器遺跡（火山灰層中）

06-7-20-3 尾花沢パミス 尾花沢市 仙台 尾花沢 尾花沢 肘折火砕流に対応．一万年前．
09-7-20-1 喜連川の大露頭 那須郡小川町 白河 喜連川 佐久山 60万年前からの火山灰が，まとめて見られる．
12-7-20-1 木更津市三光路 木更津市 東京 木更津 木更津
12-7-20-2 瀬又 市原市 千葉 千葉 蘇我
12-7-20-3 真理谷地蔵堂 木更津市 千葉 姉崎 上総横田
13-7-20-1 深大寺自然広場

の露頭
調布市 東京 東京西北部・東

京西南部
吉祥寺・溝口 東京パミス（ＴＰ）が見える

13-7-20-2 大三山露頭 新島村大三山（新島） 三宅島 新島 新島 新島・神津島起源のテフラと姶良Tnテフラ．富士箱根伊豆国立公園．
13-7-20-3 末吉露頭 八丈町末吉（八丈島） 八丈島 八丈島 八丈島・八丈島南部 姶良Tnテフラを挟む八丈島東山火山の降下軽石層．富士箱根伊豆国立

公園．
14-7-20-1 上溝七曲り坂 相模原市 東京 八王子 原町田 東京軽石
14-7-20-2 江の島一遍上人

水道上の崖
藤沢市 横須賀 平塚 江の島 CCP，MP，TP

15-7-20-1 潟町古砂丘の露
頭

中頸城郡大潟町 高田 柿崎 潟町 御岳潟町軽石層（On-Kt）など

16-7-20-1 天狗平 中新川郡立山町 高山 立山 立山 中部山岳国立公園．立山第2期火砕流堆積物とK-T2．
16-7-20-2 千垣 中新川郡立山町 高山 五百石 小見・千垣
19-7-20-1 神宮川谷壁 北巨摩郡白州町鳥原 甲府 韮崎 長坂上条 On-PmI．On-Mt．韮崎岩屑なだれ堆積物．
19-7-20-2 大月遺跡 大月市 甲府 都留 大月 桂川に流入した大規模古富士泥流のテフラ層位
20-7-20-1 六道原 伊那市 甲府 高遠 高遠 後期更新世の御岳起源テフラ
20-7-20-2 大町スキー場 大町市 高山 大町 大町 中・後期更新世の立山起源テフラ
21-7-20-1 滑谷の火砕堆積

物露頭
大野郡丹生川村 高山 船津 町方 鮮新世末～前期更新世のテフラ

22-7-20-1 富士山東麓上柴
怒田の露頭

御殿場市，駿東郡小山町 甲府 山中湖 駿河小山 ＡＴｎ

22-7-20-2 静岡大学南方の
露頭

静岡市 静岡 静岡 静岡東部 Ｏｎ－ＰｍＩ

23-7-20-1 豊橋市細谷町 豊橋市 豊橋 豊橋 二川 中期更新世テフラ
23-7-20-2 豊橋市高塚海岸 豊橋市 伊良湖岬 田原 二川
25-7-20-1 喜撰テフラ露頭 滋賀郡志賀町 京都及大阪 京都東北部 堅田 淡水性砕屑物と降下火山灰
28-7-20-1 五坊谷露頭 多紀郡西紀町五坊谷 京都及大阪 篠山 宮田 AT他
28-7-20-2 中町高峰 多可郡中町 姫路 生野 中村町 ATの火山豆石を含む露頭
28-7-20-3 生野高原　栃原 朝来郡生野町 姫路 但馬竹田 但馬新井 AT，Ah，DNP露頭
30-7-20-1 桑畑の露頭 西牟婁郡中辺路町桑畑 田辺 栗栖川 栗栖川 姶良Tnテフラ．鬼界アカホヤテフラ．
30-7-20-2 三ヶ川の露頭 西牟婁郡日置川町 田辺 周参見 富田 ATの露頭
42-7-20-1 礫石原 島原市 熊本 島原 島原 後期更新世～完新世のテフラ群
01-7-21-1 大野断層 上磯郡上磯町，亀田郡大野

町
函館 大沼公園 陣屋

01-7-21-2 問寒別断層 天塩郡幌延町 枝幸 上猿払・敏音知 豊神・上問寒別
03-7-21-1 葛丸川右岸 稗貫郡石鳥谷町 盛岡 花巻 花巻温泉 北上低地西縁の逆断層．河川改修工事で現れた．
04-7-21-1 作並・屋敷平断

層（深野）
仙台市太白区 仙台 川崎 熊ヶ根 副断層かもしれない

05-7-21-1 井川断層 南秋田郡井川町 秋田 五城目 蓬内台 逆断層．主断層．
05-7-21-2 千屋断層 仙北郡千畑町一丈木 秋田 六郷 六郷 逆断層．主断層．
05-7-21-3 逆川断層 能代市浅内 弘前 森岳 森岳 逆断層．主断層．
06-7-21-1 寒河江市高瀬山 寒河江市高瀬山 仙台 楯岡 寒河江 高瀬山の段丘礫層を切る衝上断層．高速道切り割り露頭．
08-7-21-1 上高倉の断層露

頭
久慈郡水府村 白河 大子 大中宿 棚倉断層の一部

10-7-21-1 下仁田のクリッ
ペ群

甘楽郡下仁田町・南牧村 長野 富岡・御代田 下仁田・荒船山

11-7-21-1 御岳の鏡岩 児玉郡神川町・二の宮 宇都宮 高崎 藤岡 断層鏡肌．国指定特別天然記念物（昭和31年7月19日）．赤鉄片岩（結
晶片岩）．

14-7-21-1 平山断層 足柄上郡山北町平山 東京 秦野 山北
14-7-21-2 南下浦断層 三浦市南下浦町金田 横須賀 横須賀 浦賀 逆断層
14-7-21-3 秦野断層 秦野市曽屋 東京 秦野 秦野 秦野盆地の河成礫層群とそれを切る秦野断層

厚い段丘礫層

地層等の見える大露頭

指標テフラの見える露頭

断層露頭



15-7-21-1 糸魚川・静岡構
造線の露頭

糸魚川市 富山 小滝 越後大野・小滝 破砕帯をはさんで、古生代はんれい岩（西側）と第三紀玄武岩質安山
岩（東側）．

16-7-21-1 横山楡原衝上断
層

婦負郡細入村，上新川郡大
沢野町

高山 有峰湖・八尾・
白木峰

東茂住・八尾・猪谷 国指定天然記念物（昭和16年10月3日）．衝上断層．

16-7-21-2 真川跡津川断層
露頭

上新川郡大山町 高山 立山 立山

19-7-21-1 釜無川河床の逆
断層露頭

北巨摩郡白州町・小淵沢町 甲府 八ヶ岳 小淵沢 糸魚川－静岡構造線活断層系下蔦木断層．更新統砂礫層に花崗岩が衝
上．

19-7-21-2 下円井断層露頭 韮崎市 甲府 韮崎 韮崎 釜無川河成段丘を切る活断層露頭
20-7-21-1 南非持中央構造

線露頭
上伊那郡長谷村 甲府 市野瀬 信濃溝口 三峰川水系県立公園．美和ダム湖岸．

20-7-21-2 安康中央構造線
露頭

下伊那郡大鹿村 甲府 大河原 信濃大河原

21-7-21-1 横山衝上断層 吉城郡神岡町 高山 有峰湖 東茂住 国指定天然記念物（昭和16年10月3日）．高原川岸．
22-7-21-1 入山断層の露頭 庵原郡由比町 静岡 吉原 蒲原 西上り逆断層
23-7-21-1 深溝地震断層 蒲郡市 豊橋 蒲郡 蒲郡 1-2-1の地震断層露頭
24-7-21-1 中央構造線活断

層系：断層露頭
多気郡多気町 伊勢 伊勢 国束山 この部分では中央構造線は動いていない

24-7-21-2 桑名断層系：正
断層露頭

桑名市 名古屋 桑名 桑名 桑名の市街地全体が断層地形の上にのっている．水郷県立自然公園．

25-7-21-1 柳ヶ瀬断層 伊香郡余呉町 岐阜 敦賀 中河内
25-7-21-2 花折断層 高島郡朽木村 京都及大阪 北小松 北小松
25-7-21-3 頓宮断層 甲賀郡土山町 名古屋 亀山 土山
28-7-21-1 御影撓曲露頭 神戸市 京都及大阪 大阪西北部 西宮 すでに被覆されてしまった
28-7-21-2 白水峡断層露頭 西宮市 京都及大阪 大阪西北部 宝塚 六甲断層
28-7-21-3 神戸丸山衝上断

層
神戸市長田区明泉寺町 京都及大阪 神戸 神戸首部 国指定天然記念物（昭和12年12月21日）

29-7-21-1 金剛断層 五條市，御所市 和歌山 五條 御所・五条 衝上断層露頭
33-7-21-1 大賀衝上断層 川上郡川上町上大竹 高梁 油木 地頭 世界２大デッケン．国指定天然記念物．高梁川上流県立自然公園．
34-7-21-1 上布野（カミフ

ノ）断層（二反
田断層）

双三郡布野村・君田村 浜田 上布野 上布野 県天然記念物

34-7-21-2 和知（ワチ）衝
上断層

三次市和知町 浜田 三次 三良坂

36-7-21-1 芝生（しぼう）
衝上断層露頭

三好郡三野町太刀野1941-3 岡山及丸亀 池田 辻 県指定天然記念物「太刀野の中央構造線」（昭和35年4月5日）

42-7-21-1 赤首 西彼杵郡外海町 長崎 神浦 神浦 呼子の瀬戸断層の露頭
01-7-22-1 川端ダム 夕張郡栗山町・由仁町 札幌 追分 川端
05-7-22-1 安田海岸 男鹿市安田 男鹿 船川 北浦 潟西層・安田層・鮪川層の境界．男鹿国定公園．
10-7-22-1 南蛇井の不整合 富岡市 長野 富岡 下仁田 中生界である神農原礫岩層の上に，新第三系の神戸砂泥互層．
13-7-22-1 平沢の崖 あきる野市 東京 青梅 拝島 湧水もある
14-7-22-1 鐙摺不整合 逗子市桜山9-2405-21 横須賀 横須賀 鎌倉 三浦半島でもっとも古い地層である葉山層とその上部の三浦層とがな

す典型的な不整合を示すもの．県指定天然記念物（昭和52年5月20
日）．

14-7-22-2 大道，長沼不整
合，本郷台（県
道大船―吉田
線）

横浜市 東京 横浜 戸塚 長沼層・小柴層

15-7-22-1 荒川河岸鷹ノ巣
温泉付近

岩船郡関川村 村上 小国 安角 磐梯朝日国立公園（一部）．古生層と新第三紀層の不整合．

17-7-22-1 浅野川沿いの段
丘崖の露頭

金沢市 金沢 金沢 金沢 第三紀層．中部更新統（卯辰山累層）．段丘礫層．

19-7-22-1 泉ヶ滝の不整合
露頭

富士吉田市 甲府 富士山 富士山 富士箱根伊豆国立公園．吉田口五合目付近．小御岳と新富士の噴出
物．

20-7-22-1 長野市平柴 長野市 長野 長野 長野 裾花川右岸の壁
21-7-22-1 山脇町の不整合

露頭
各務原市 岐阜 岐阜 岐阜 中生代チャートと更新世各務原層の不整合

30-7-22-1 芳養の不整合 田辺市 田辺 田辺 紀伊南部 傾いた牟婁層群の上に水平な田辺層群が載る
42-7-22-1 式見 長崎市 長崎 長崎 長崎西北部 西彼杵変成岩類と長崎火山岩類の不整合
47-7-22-1 亀甲岩 八重山郡竹富町 石垣島 西表島東北部 鳩間島 第四紀琉球層群と第三紀八重山層群との不整合面に形成された琉球層

群の亀甲状岩塊群

不整合露頭


