
三好ジオパーク構想の各サイト案一覧 参考資料. 1

大区分 小区分

1 Ⅰ-1 剣山山頂 御塔石 剣山山頂付近 秩父帯北帯 石灰岩

2 Ⅰ-2 東祖谷の御荷鉾緑色岩 東祖谷菅生北岸 御荷鉾緑色片岩（御荷鉾帯）関係

3 Ⅰ-3 チャネル構造堆積物 吉野川大歩危・小歩危（吉野川岸壁） チャネル堆積物

4 Ⅰ-4 三名の含レキ片岩 山城町西宇 三波川結晶片岩類 含レキ片岩

5 Ⅰ-5 祖谷の含レキ片岩 西祖谷山村一宇 三波川結晶片岩類 含レキ片岩

6 Ⅰ-6 祖谷川の泥質片岩 祖谷渓キャンプ場 三波川結晶片岩類

7 Ⅰ-7 辻渡し場の青色片岩 辻の渡し 三波川結晶片岩類

8 Ⅱ-1 大歩危・小歩危の背斜構造 西祖谷山村善徳西 背斜構造

9 Ⅱ-2 獅子岩（過流痕と隆起） 大歩危（吉野川岸壁） 四国山地の隆起と吉野川の侵食

10 Ⅱ-3 岩石段丘群とポットホール 吉野川大歩危・小歩危（吉野川岸壁） 四国山地の隆起と吉野川の侵食

11 Ⅱ-4 ひの字渓谷 ひの字渓谷（西祖谷村田ノ内） 四国山地の隆起と吉野川の侵食 V字谷

12 Ⅱ-5 微褶曲群と石英脈瘤 吉野川大歩危・小歩危（吉野川岸壁） 砂質片岩と微褶曲群

13 Ⅱ-6 善徳・今久保の地すべり地形 西祖谷山善徳・今久保 地すべり地形 三波川結晶片岩の地すべり地形

14 Ⅱ-7 落合の地すべり地形 東祖谷落合 地すべり地形 三波川結晶片岩の地すべり地形

15 Ⅱ-8 塔丸西斜面の地すべり地形 東祖谷菅生（塔丸西側斜面） 地すべり地形 御荷鉾緑色岩類の地すべり地形

16 Ⅱ-9 樫尾の地すべり地形 東祖谷樫尾 地すべり地形 三波川結晶片岩の地すべり地形

17 Ⅱ-10 菅生・菅生蔭の地すべり地形 東祖谷菅生・菅生蔭 地すべり地形 御荷鉾緑色岩類の地すべり地形

18 Ⅱ-11 若林の地すべり地形 東祖谷若林 地すべり地形 三波川結晶片岩の地すべり地形

19 Ⅱ-12 大枝の地すべり地形 東祖谷大枝 地すべり地形 三波川結晶片岩の地すべり地形

20 Ⅱ-13 平の地すべり地形 山城町上名 平 地すべり地形 三波川結晶片岩の地すべり地形

21 Ⅱ-14 有瀬の地すべり地形 西祖谷山村有瀬 地すべり地形 三波川結晶片岩の地すべり地形

22 Ⅱ-15 黒沢湿原 池田町黒沢湿原 その他 地形 小起伏面

23 Ⅱ-16 多美の小起伏面 井川町井内多美 その他 地形 小起伏面

Ⅱ. 四国山地ができる時代（山地の隆起）

※サイト名称については暫定案とする

新No. 保全対象サイト名称 箇所
区分

Ⅰ. 四国山地（北側）の素ができる時代（海底で噴火し、たまり、プレート運動で地下へ運ばれ、圧力を受ける時代）

とおし



24 Ⅱ-17 三嶺の池 東祖谷三嶺 その他 地形 山上凹地

25 Ⅱ-18 野鹿池 山城町野鹿池 その他 地形 山上凹地

26 Ⅱ-19 腕山 井川町腕山 その他 地形 山上凹地

27 Ⅱ-20 天狗塚の池 東祖谷天狗塚 その他 地形 山上凹地

28 Ⅲ-1 下野呂内の生痕化石 池田町下野呂内（シモノロ・パーマネント） 和泉層群 生痕化石

29 Ⅳ-1 池田断層 断層崖 池田町ウエノ-マチ間 中央構造線 池田断層

30 Ⅳ-2 太刀野の中央構造線 道の駅三野（三野町太刀野） 中央構造線 池田断層

31 Ⅳ-3 新猪鼻トンネルの中央構造線 新猪鼻トンネル工事現場（池田町州津） 中央構造線 池田断層

32 Ⅳ-4 三野断層 三野町運動公園北側（三野町芝生） 中央構造線 三野断層

33 Ⅳ-5 箸蔵断層 JR箸蔵駅東側の急崖（池田町州津） 中央構造線 箸蔵断層

砂岩泥岩互層と土柱層の不整合面

砂岩泥岩互層と土柱層の不整合面

35 Ⅴ-2 シンヤマの地すべり塊 八幡神社参道（池田町シンヤマ） 地すべり地形 砂岩泥岩の地すべり後の移動体

36 Ⅴ-3 西山・洞草の地すべり地形 池田町西山・洞草 地すべり地形 砂岩泥岩の地すべり地形

37 Ⅴ-4 馬場集落の地すべり地形 池田町馬場東・西 地すべり地形 砂岩泥岩の地すべり地形

38 Ⅴ-5 入体の地すべり地形 池田町入体 地すべり地形 砂岩泥岩の地すべり地形

39 Ⅴ-6 井ノ久保の地すべり地形 池田町井ノ久保 地すべり地形 砂岩泥岩の地すべり地形

40 Ⅴ-7 芝生衝上断層 三野町運動公園東側（三野町芝生） 中央構造線 芝生衝上断層

41 Ⅴ-8 吉野川の流路変更 池田町イタノ 中央構造線 吉野川の流路変更

42 Ⅴ-9 太刀野の扇状地
三野町太刀野地区（不動、鶴石谷、木戸口、六

地蔵、西福寺、馬谷口）
扇状地

43 Ⅴ-10 王地・勢力の扇状地 三野町王地と勢力 扇状地

44 Ⅴ-11 清水の扇状地 三野町清水 扇状地

45 Ⅴ-12 河内谷川の扇状地 三野町芝生 扇状地

46 Ⅴ-13 イケミナミの扇状地 池田町イケミナミ 扇状地

箸蔵近隣公園

Ⅴ. 吉野川沿いに平野が作られる時代

Ⅴ-1 和泉層群と河成段丘堆積物

Ⅲ. 讃岐山脈の素ができる時代

Ⅳ. 讃岐山脈が盛り上がり始める時代

34 砂泥互層と河成段丘堆積物との不整合面



47 Ⅴ-14 マチとシマ間にある河成段丘 池田町シマ西側にある弥重柳川壁面 河成段丘 低位段丘面

48 Ⅴ-15 中西の河成段丘（低位・中位・高位段丘面） 池田町中西 河成段丘 低位・中位・高位段丘面

49 Ⅴ-16 白地の河成段丘（低位段丘面） 池田町白地 河成段丘 低位段丘面

50 Ⅴ-17 芝生の河成段丘（中位段丘面） 三野町芝生 河成段丘 低位段丘面

51 Ⅴ-18 池田のフルイケ 池田町マチ その他 地形 河岸段丘上の湿地

52 Ⅴ-19 白地湧水 池田町白地 その他 地形 断層沿いの湧水

1 Ⅵ-E-1 黒沢湿原 池田町黒沢 エコサイト（植物）

2 Ⅵ-E-2 塩塚高原 山城町塩塚高原 エコサイト（植物）

3 Ⅵ-E-3 剣山系の亜寒帯植物林 東祖谷（剣山山頂付近） エコサイト（植物）

4 Ⅵ-E-4 ミヤマクマザサおよびコメツツジ群落 東祖谷 エコサイト（植物）

5 Ⅵ-E-5 多美湿地 井川町多美 エコサイト（植物）

6 Ⅵ-E-6 大歩危小歩危の渓流沿い植物 山城町大歩危 エコサイト（植物）

7 Ⅵ-E-7 野鹿池と野鹿池山北側の広葉樹群落 山城町野鹿池 エコサイト（植物）

8 Ⅵ-E-8 下瀬のイヤギボウシ（カンザシギボウシ）群生 東祖谷下瀬 エコサイト（植物）

9 Ⅵ-E-9 高ノ瀬のオオヤマレンゲ群落 東祖谷高ノ瀬 エコサイト（植物）

10 Ⅵ-E-10 鮎戸瀬 山城町鮎戸瀬 エコサイト（動物）

11 Ⅵ-E-11 祖谷川のアメゴ 東祖谷上流域落合～奥祖谷二重蔓橋 エコサイト（動物）

12 Ⅵ-E-12 剣山系のツキノワグマ 剣山系（山頂付近） エコサイト（動物）

13 Ⅵ-E-13 重末のフクジュソウ自生地 西祖谷重末 エコサイト（植物）

1 Ⅵ-C-1 三村用水（岩角の釜所） 三野町岩角 カルチュラルサイト 灌漑用水関係

2 Ⅵ-C-2 三野のため池 三野町一円 カルチュラルサイト 灌漑用水関係

3 Ⅵ-C-3 佐野の青色寺 池田町佐野 カルチュラルサイト 刻みたばこ産業・交通交易関係

4 Ⅵ-C-4 池田のまちなみ 池田町（本町通り、杉尾通り、谷町通り） カルチュラルサイト 刻みたばこ産業・交通交易関係

5 Ⅵ-C-5 諏訪神社・千五百河原 池田町ウエノ カルチュラルサイト 刻みたばこ産業・交通交易関係

6 Ⅵ-C-6 辻のまちなみ 井川町辻 カルチュラルサイト 刻みたばこ産業・交通交易関係

Ⅵ. 大地と共存しながら生きぬく時代（現代）：カルチュラルサイト

Ⅵ. 大地と共存しながら生きぬく時代（現代）：エコサイト



7 Ⅵ-C-7 水ノ口峠 井川町・西祖谷山村 カルチュラルサイト 刻みたばこ産業・交通交易関係

8 Ⅵ-C-8 池田城跡 池田町ウエノ カルチュラルサイト 城跡関係

9 Ⅵ-C-9 白地城跡 池田町白地本名 カルチュラルサイト 城跡関係

10 Ⅵ-C-10 八石城跡 井川町井内西 カルチュラルサイト 城跡関係

11 Ⅵ-C-11 箸蔵寺 池田町箸蔵 カルチュラルサイト 伝説・民話・信仰関係

12 Ⅵ-C-12 雲辺寺 池田町白地ノロウチ カルチュラルサイト 伝説・民話・信仰関係

13 Ⅵ-C-13 鶏足山 西祖谷村南山 カルチュラルサイト 伝説・民話・信仰関係

14 Ⅵ-C-14 藤川谷の妖怪伝承 山城町藤川谷（羽瀬の二所神社、藤の里公園） カルチュラルサイト 伝説・民話・信仰関係

15 Ⅵ-C-15 銅山川沿いの狸話 山城町（青木藤太郎祠） カルチュラルサイト 伝説・民話・信仰関係

16 Ⅵ-C-16 ぜんまい畑 山城町藤川谷の金毘羅さん付近 カルチュラルサイト 傾斜地農業関係

17 Ⅵ-C-17 有瀬・吾橋の茶畑 西祖谷村有瀬・吾橋 カルチュラルサイト 傾斜地農業関係

18 Ⅵ-C-18 栗枝渡集落のコエグロ 東祖谷山 カルチュラルサイト 傾斜地農業関係

19 Ⅵ-C-19 祖谷のソバ畑
東祖谷久保集落、中上集落からみた落合集落の

ソバ畑
カルチュラルサイト 傾斜地農業関係

20 Ⅵ-C-20 落合集落 東祖谷村落合 カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

21 Ⅵ-C-21 祖谷のかずら橋 西祖谷村善徳 カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

22 Ⅵ-C-22 五所神社の大スギ 西祖谷村上吾橋 カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

23 Ⅵ-C-23 善徳の天満宮神社 西祖谷村善徳 カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

24 Ⅵ-C-24 井内の雨乞踊 井川町井内 （馬岡新田神社） カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

25 Ⅵ-C-25 阿佐家住宅 東祖谷山阿佐 カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

26 Ⅵ-C-26 徳善家住宅 西祖谷山村徳善 カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

27 Ⅵ-C-27 徳善集落（平地造成：ヤマト） 西祖谷山村徳善 カルチュラルサイト 傾斜地での暮らし関係

28 Ⅵ-C-28 祖谷温泉 池田町松尾 カルチュラルサイト その他

29 Ⅵ-C-29 腕山牧場 西祖谷山村・井川町 カルチュラルサイト その他

30 Ⅵ-C-30 池田ダム 池田町 カルチュラルサイト その他

31 Ⅵ-C-31 三縄鉱山跡 池田町中西 カルチュラルサイト その他


