
・科学的にみて特別に重要で貴重な、あるいは美しい地球活動遺産を複数含ぬ自然公園のひとつで軌
・貴重な地質遺産を教育、観光、産業などに活用することによる地域の活1生化を目的としていま軌

∃―ロツパの各国、中国、日本など世界各地のブオバークが加盟する世界ブオパークネットワーク(GGN:Global Geoparks
Network)は 、2004年にユネスコの支援により設立されました。山陰海岸ブオパークは2010年 10月にGGNに加盟認定、
2014年9月にはエリアを拡大して再認定されました。2015年、世界ブオパークはュネスコの正式事業となりました。

テーマ:日本海形成に伴う多様な地形 0地質・風土と人々の暮らし
山陰海岸ブオバークには、日本列島がアジア大陸の一部だつた頃から日本海が形成され、現在に至る
までの多様な地質や地形が存在していま軌 そして、それらがもたらす多彩な自然を背景にした人々の
文化や歴史がありま魂

道の駅てんきてんき丹後 ■1‐

山陰海岸ブオバークでは、さまざまな岩石や地層、多彩な海岸地形、滝や渓谷など、貴重で美しい

地形・地質を観察することができま魂

○砂丘・砂州・ラグーン ○海食崖・波食 ○洞門・海食洞

鳥取砂丘・丼手ヶ浜・小天橋・琴引浜など 淀洞門・旭洞門下 荒洞門など

小天橋と久美浜湾 (京丹後市)

○海岸段丘
袖志・筆石・丹後松島。経ケ岬など 神鍋大山群・鉢伏山・扇ノ山など

○断層
郷村断層・鹿野断層など

○山陰海岸ジオバークの拠点施設 I完同療鵡禦隕 ス生ち毛賽麗fTることができます。

山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館

山陰海岸ジオパークの自然
についての展示施設

岩美町立渚交流館

シーカヤック、シュノーケル
等の自然体験施設

浦富海岸 (岩美町) 下荒洞門 (新温泉町)

○棚田
和佐父・貫田・横尾・丹土など

○失山・山地・高原 ○地層

「玄武洞」は、第四紀 (約 260万年前～現在)における

地球磁場の逆転の発見につながつた場所で魂

1926年、松山基範博士は、約160万年前の人山活動で形成された

玄武洞の岩石が、現在の地球の磁気と反対の方向に磁化している

ことを発見しました。

この発見をきっかけに、かつて、地球の磁場が現在の向きとは反対

の時代があつたことを示しました。その0寺 代|■「松山逆磁極期」

(約 260万年前～約80万年前)と 0平 ばれ、この発見は、地球科学に

おけるプレートテクトニクス説の構築に大き<寄与しました。また、

2009年 6月には、地質年代である「第四紀」の始まる0寺期につい

て、松山逆磁極期を一つの目安として国際的に合意が得られてお

り、地質年代の境を決める指標の一つとしても使われています。

猫崎半島。松ヶ崎百層崖など

○滝 0渓谷
猿尾滝。霧ケ滝・雨滝・吉滝など

松山基範 博士

鳥取砂丘ジオパークセンター

丹後松島 (京丹後市) 神鍋大山 (豊岡市) 松ヶ崎百層崖 (香 美町)

道の駅てんきてんき丹後

立岩をのぞむ道の駅。山陰海
岸ジオパーク「京丹後市情報
センター」を設置

玄武洞公園案内所

玄武洞の成り立ちや玄武岩
について資料を展示

香美町立

香美町のジオパークの魅力と
日本海の恩恵を受けながら
生きてきた人々の文化を紹介

うへ山の棚田 (香美町) 鹿野断層 (鳥取市) 雨滝 (鳥取市)

地層 岩石の展示や各種体験
学習を実施

海岸砂丘の成り立ち、風紋 (ふ

うもん)等、砂と風が生み出す
現象を展示

玄武洞には海外からも見学者が訪れています。

|     ジオバークって?

Sanlh Kaigal GeolarkArea

山陰海岸ジオパータエリア

ジオパークセンター

新温泉町

山陰海岸ジオパーク館

あおや郷土館



はるか昔、日本夕」島はまだ大陸の一部でした。そこでは大山

活動がおこり、地表には人砕流が流れ、地下深くではマグマ

がゆつくり冷えて花商岩をどができました。

大陸の縁辺が害」れ始めました。大地が害」れるときにできた窪地には川倒 ができ、そ

のほとりにはゾウやシカなどの動物たちが暮らしていました。その後大Jのへこみは

拡大し、日本海に恋りました。人山活動は、多くの大山岩を生み出しました

日本列島がほぼ現在と同じ形になりました。大地の活動は継

続し、複数の央山が活動して、同時に海岸にはリアス海岸や

段丘が、山には深い谷や美しい滝ができました。平野や盆地、

砂丘ができ、やがて人々がこの地に住むようになりました。

大陸■代の花商岩
(田 丼の浜 新温泉町)

ゾウの足跡化石
(竹 野海岸 豊岡市)

日本海形成初期の大山岩 (溶岩)

(llm子の口 新温泉町)

河川で日本海に運ばれた砂が、

潮流や風により集められた砂丘

(鳥取砂丘 鳥取市)

山陰海岸ジオパーク

日本列島形成後の火山活動により

噴出した大山岩と、

その後の侵食でできた滝

(霧 ヶ滝 新温泉町)

地層の重なりが一日で分かる露頭

かつて日本列島は大陸の一部でしたが、お

よそ2000万年前ごろから分かれ、日本海が
できました。

山陰海岸ジオパークには、日本海ができはじ
めてから、現在に至るまでのさまざまな地質
や地形が残されています。

山陰海岸地域特有の多様な文化、産業が観光資源として活用されていま晩

鎧の袖 (香住海岸)

花商岩の岩石海岸
(浦富海岸 岩美町)

日本海形成後期のk山 岩 (岩床)

(立岩 京丼後市)

多様な地形・地質が豊かな生態系を育みました。

トウテイラン コウノトリ イヌワシ 北前船

ブナ林 バイカモ オオサンシ∃ウウオ スキー場 グルメ

大陸から分加 た日本列島

■■|

ジオがもたらした文化と暮らし

田棚 温 泉

漁 業
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羽田空港から鳥取砂丘コナン空港までの所要時間 約1時 Fo31 0分

○コウノトリ但馬空港まで

伊丹空港からコウノトリ但馬空港までの所要時Po5 約35分

香住 り尋

○鳥取駅 (JR)まで

[鉄道 (特急利用)]

」R京都駅から      約3時間
」R大阪駅から    約2時間30分
」R三ノ宮駅から   約2時間10分

[高速バス]

京都駅ターミナルから 約3時間30分
梅田ターミナルから  約2時間50分
三ノ宮ターミナルから 約2時 Po540分

【飛行機】
○鳥取砂丘コナン空港まで ,

○豊岡駅 (JR)まで

[鉄道 (特急利用)]

」R京都駅から  約2日寺間20分
」R大阪駅から  約2時間30分
」R三ノ宮駅から 約20寺間20分

[高速バス]

三ノ宮ターミナルから
城崎温泉駅まで約3時間20分
湯村温泉まで約3時 Po520分

梅田ターミナルから

城崎温泉まで約3時間30分
湯村温泉まで約3時 Fo55分

○峰山駅 (京都丹後鉄道)まで

[鉄道 (特急利用)]

」R京都駅から  約2時間30分
」R大阪駅から  約3日寺間
」R三ノ宮駅から 約3時間

[高速バス]

京都駅ターミナルから間人まで
約3時 P0530分

梅田ターミナルから峰山まで
約3時間30分

京都丹後鉄道
/

小浜線
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元 :山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局

地:兵庫県豊岡市幸町7-11
(兵庫県豊岡総合庁舎内)

●電話番号:(0796)26… 3783
●ファックス:(0796)26-3785
●ホームページアドレス:http://sanin… geo.ip/

行

在

木

日本ジオパーク認定 世界ジオパーク認定
(2008年 12月)    (2010年10月 )

山陰海岸ジ7rバ…グ

〈平成28年 4月発行〉
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～日本海形成に伴う多様な地形・地質・風土と人々の暮らし～
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