
｢日本の地質百選｣ が2007年5月に選定されました｡ これは日本全体から地質現象のよくわかるところを百

ヶ所選び出し､ そのユニークさを顕彰し､ 広く普及することを目的としてしたもので､ 福井の景勝地 『東

尋坊』 が選ばれています｡ 福井には東尋坊はもとより､ 礫岩の大岸壁がそそり立つ ｢越前岬｣､ 天を突く

チャートの山 ｢冠山｣､ 若狭湾を飾る花崗岩の造形 ｢蘇洞門｣ など､ 県内外にほこれる地質景観がありま

す｡ 福井市自然史博物館では､ あなたの�いちおし�地質景観スポットを募集します｡

主 催 福井市自然史博物館

協 賛 福井県観光連盟, 福井観光コンベンション協会､ 敦賀観光協会

若狭おばま観光協会､ 大野市観光協会､ 勝山観光協会､ 坂井市三国観光協会､

あわら市観光協会､ 南越前町今庄観光協会､ 越前町観光協会､

若狭三方五湖観光協会､ 美浜町観光協会､ 高浜町観光協会､ おおい町観光協会

募集内容 『美しい､ 伝えたい､ 遺したい､ ふくい地質景観 (百選)』 として､ あなたが推薦する福井県内の

地質景観をお知らせください｡

＊第66回特別展 ｢ふくい大地の物語―地質景観百選｣ 会場にて､ 主な地質景観などを紹介して

います｡ 応募の際の参考にしてください｡

募集期間 平成20年7月19日(土)から9月30日(火)

応募方法 ①あなたのいちおしの地質景観をひとつ ②お名前､ ③ご住所､ ④電話番号

⑤いちおしの理由､ 印象に残ったことなどを100字以内で記入し､ 下記の方法で博物館までお送

りください｡

・はがきの場合は､ 〒918-8006福井市足羽上町147 福井市自然史博物館へ郵送してください｡

ＦＡＸの場合は､ 0776－34－4460まで｡

・E-mailの場合は､ タイトルを必ず ｢地質百選｣ としてnature@museum.city.fukui.fukui.jp

までお送りください｡

あなたの好きなふくい地質景観をお知らせください｡

青葉山 (大飯郡高浜町)

大規模崩壊によってできた若狭富士



｢ふくい地質景観百選｣ とは

『美しい､ 伝えたい､ 遺したい・ふくい地質景観百選』 の目標は､ 次のように考えています｡ 福井は多彩な

地質景観の宝庫です｡ これらの景観は美しいだけではなく､ 実はそれを形づくる地質や岩石には､ それぞれに

大地の物語があります｡ 地質学的に貴重な地域・露頭 (地層､ 岩石が露出した場所) ・地質事象 (火山活動や

堆積作用など地質や地形が形成される過程) をふくい地質景観百選として選定し､ 福井の地質遺産として保存・

活用・知識の普及を行い､ 地域に眠る価値の再発見と地球科学・理科教育・環境教育の助けにすることを目的

とします｡

この 『美しい､ 伝えたい､ 遺したい・ふくい地質景観』 の募集では､ 福井県民はもちろん県外の方からも福

井の地質景観への印象を集めることにより､ ふくいの地域活性化に寄与することを目指します｡

｢ふくい地質景観百選｣ の選び方

投票選定に当たっては､ 規模・場所などの制限はありません｡ たった一つの露頭でもかまいません｡ ｢ふく

い地質景観百選｣ に選定される地質は､ 『美しい､ 伝えたい､ 遺したいふくいの地質景観・私のいちおし地質

景観』 として全国からの応募 (メール・ハガキ､ 特別展会場) をもとに選定委員会が選定します｡

ふくい地質景観百選選定委員会

山本博文氏 (福井大学准教授) 中川登美雄氏 (丸岡高等学校教諭) 吉澤康暢 (福井市自然史博物館館長)

梅田美由紀 (福井市自然史博物館学芸員)

｢ふくい地質景観百選｣ の発行

『美しい､ 伝えたい､ 遺したいふくい地質景観』 の投票などをもとに､ 地質景観百選選定委員会が､ それら

を地球科学的な観点からわかりやすく編集した冊子､ ｢ふくい地質景観百選｣ を年度内に発行します｡ この冊

子では､ 福井の方々がそれぞれの地域の岩石や地質について興味をもち､ さらに県外の人にも紹介できる内容

をつくることを目標とします｡

福井版ジオパーク展で､ジオ(地球)を親しみ､ジオを学ぶ旅をしてみよう！

福井市自然史博物館 第66回特別展

ふくい大地の物語―地質景観百選－

開催期間：2008年7月19日(土)～10月26日(日)

休館日(月曜日､祝日の翌日)

開催場所：福井市自然史博物館 特別展示室 (および玄関ホール)

入 館 料：高校生以上 100円, 中学生以下・70歳以上・障害者の方は無料

応募者には抽選で､福井の特産品観光グッズをプレゼントします｡



ふくいの主な地質景観

第66回特別展 ｢ふくい大地の物語―地質景観百選 (開催期間：2008年7月19日(土)～10月26日(日)｣ では､

ふくいの地質景観を代表する次のスポットを写真と岩石標本と解説パネルで紹介します｡ 応募の際の参考にし

てください｡

Ⅰ ｢山｣ の地質景観

□ ｢荒島岳 (大野市)｣ 深田久弥の ｢日本百名山｣ の一つ､ 九頭竜峡魚止

□ ｢経ヶ岳 (大野市､ 勝山市)｣ 流れ山と伏石・今よりも大きな成層火山だった

□ ｢冠山 (池田町)｣ 天を突くチャートの山

□ ｢青葉山 (高浜町)｣ 火山体が崩壊してできた若狭富士

Ⅱ ｢海岸｣ の地質景観

□ ｢軍艦岩 (福井市茱崎町)｣ 1650万年前のゾウの足跡化石が残る

□ ｢弁慶の洗濯岩 (福井市小丹生町)｣ リズミカルな波状の岩

□ ｢鉾島 (福井市南菅生町)｣ 溶岩が規則正しく固まった�鉾�が立ち並ぶ

□ ｢門ヶ崎 (敦賀市白木)｣ 地中深く貫入したマグマが冷え固まった花崗岩

□ ｢蘇洞門 (小浜市泊)｣ 花崗岩と荒波が創った自然のオブジェ

□ ｢越前松島 (坂井市三国町)｣ 柱状節理の野外博物館

□ ｢雄島 (坂井市三国町)｣ 照葉樹林と美しい流紋岩の島

□ ｢東尋坊 (坂井市三国町)｣ 巨大な柱状節理の柱がそそり立つ

□ ｢呼鳥門と鳥糞岩 (越前町)｣ 大小の円礫が集積した左右の大断崖

□ ｢難波江 (高浜町)｣ 三畳紀の化石層

□ ｢赤礁崎 (おおい町大島)｣ 真っ赤な縞模様のチャートの小島

□ ｢双まぜ (おおい町大島)｣ マントルの岩石が見える

□ ｢塩坂越 (若狭町)｣ 常神半島の付け根にある層状チャート

□ ｢世久見～食見 (若狭町)｣ 中生代ジュラ紀の海底地すべりの堆積物

Ⅲ ｢川と湖と滝｣ の地質景観

□ ｢東天田､ 西天田 (福井市)｣ ザクロ石が見られる

□ ｢刈込池 (大野市)｣ ブナ林に囲まれた湖沼

□ ｢下山 (大野市)｣ 恐竜の時代にタイムスリップ

□ ｢谷戸口 (大野市)｣ 福井県の土台をつくる数億年前の飛騨片麻岩

□ ｢弁ヶ滝 (勝山市)｣ 法恩寺山の土台をなす安山岩の滝

□ ｢龍双ヶ滝 (池田町)｣ 日本の滝100選

□ ｢夜叉ヶ池 (南越前町)｣ 真夏でも水が枯れない､ 尾根にある不思議な池

□ ｢三方五湖 (美浜町､ 若狭町)｣ ラムサール条約の湖

あなたの好きなふくい地質景観をお知らせください｡



越前松島 (三国町梶)

ふくい地質景観百選 ｢美しい､伝えたい､遺したいふくいの地質景観｣

私のいちおし地質景観 募募 集集 中中

『『美美ししいい､､ 伝伝ええたたいい､､ 遺遺ししたたいい､､ ふふくくいい地地質質景景観観 ((百百選選))』』 ととししてて､､ ああななたたがが推推薦薦すするる福福井井県県内内ののススポポッッ

トトをを書書いいててごご応応募募くくだだささいい｡｡ 規規模模のの制制限限ははあありりまませせんん｡｡ たたっったた一一つつのの露露頭頭 ((崖崖)) ででももかかままいいまませせんん｡｡ ああ

ななたたののいいちちおおししススポポッットトとと推推薦薦ココメメンントトがが､､ 福福井井市市自自然然史史博博物物館館発発行行のの ｢｢ふふくくいい地地質質景景観観百百選選｣｣ にに掲掲載載

さされれまますす｡｡ 応応募募者者ににはは､､ 抽抽選選でで県県内内のの名名産産品品やや観観光光ググッッズズををププレレゼゼンントトいいたたししまますす｡｡ ななおお､､ ふふくくいい地地質質

景景観観百百選選はは､､ 応応募募 ((メメーールル・・ハハガガキキ､､ 特特別別展展のの来来場場者者のの投投票票)) ををももととにに選選定定委委員員会会がが選選定定ししまますす｡｡

応募者には抽選で､福井の特産品､観光グッズをプレゼントいたします｡

①ふくい生まれの 『こしひかり』 (５kg) ②『三国の特産品』 詰め合わせ

③今庄 『街道の地酒』 ④ふくい 『美山の特産品』 (生そば・河内赤カブ)

⑤『敦賀の名産品』 ⑥敦賀港船凍 『甘海老』 ⑦『若狭牛』 すきやき肉 各１本

『観光記念切手及び絵はがき』

⑧高浜町観光協会(80円×10枚) ３組

⑨福井観光コンベンション協会(50円×10枚) 10組

＊当選者は､ 11月以降に賞品の発送をもって発表に換えさせていただきます｡

きき りり とと りり

『私のいちおしふくい地質景観百選』 応募用紙

私のいちおし景観

お 名 前

ご 住 所

電話番号

希望の特産品 (番号)

＊�いちおし�の理由｡ 印象に残っていることがあれば｡ (100字以内で)

敦賀半島水晶浜 (三方郡美浜町) 東尋坊福良の浜 (三国町安島)

玄武岩質安山岩溶岩の柱状節理花崗岩起源の石英質の砂浜 夫婦岩の美しい地層


