
和歌山県レッドリスト（素案） 地質 

【地質】 項目名（整理No.　名称　市町村名　地質項目　地質分類）

カテゴリーＡ [2]
1 天鳥の褶曲 すさみ町 地層･堆積岩 未固結層の変形

2 橋杭岩 串本町 火成活動･火成岩 岩脈

カテゴリーＢ [14]
3 白崎石灰岩 由良町 地層･堆積岩 オリストリス

4 サラシ首層 串本町 地層･堆積岩 含角礫泥岩層

5 鳥屋城山 有田川町 地層･堆積岩 化石

6 瀞八丁(瀞峡) 新宮市 変成作用･変成岩 変質帯

7 潮岬の火成岩※ 串本町 火成活動･火成岩 火成岩

8 古座川の一枚岩 古座川町 火成活動･火成岩 岩脈

9 戎島※ 串本町 火成活動・火成岩 岩脈

10 名南風鼻 広川町 地質構造 火成岩･変成岩･堆積岩

11 市江崎の含礫泥岩ダイアピル 白浜町 地質構造 泥ダイアピル

12 田の崎※ 串本町 地質構造 不整合

13 白浜温泉 白浜町 温泉･湧水 温泉

14 川湯・湯ノ峰・渡瀬温泉 田辺市 温泉･湧水 温泉

15 勝浦温泉 那智勝浦町 温泉･湧水 温泉

16 龍神温泉 田辺市 温泉･湧水 温泉

カテゴリーＣ [13]
17 蟾蜍岩(ひき岩群) 田辺市 地層･堆積岩 砂岩･泥岩互層のケスタ

18 天皇山から白木の海岸 広川町 地層･堆積岩 堆積構造・化石

19 丸山 印南町 地層･堆積岩 生痕化石

20 栗栖川亀甲石包含層 田辺市 地層・堆積岩 生痕化石

21 浮島 新宮市 地層･堆積岩 泥炭層

22 泥岩岩脈 田辺市 地質構造 砕屑岩脈

23 白浜の泥岩岩脈 白浜町 地質構造 砕屑岩脈

24 弁天島・お蛇浦※ 那智勝浦町 地質構造 泥ダイアピル

25 小松の不整合※ 北山村 地質構造 不整合

26 根来断層 岩出市 地質構造 活断層

27 勝真山・白山山 有田川町 地質構造 断層

28 樫野崎※ 串本町 火成作用・火成岩 火砕岩

29 嶽ノ森山※ 古座川町 火成岩・火成活動 岩脈

カテゴリーＤ [43]
30 戸津井の鍾乳洞 由良町 地層･堆積岩 風化･侵食作用

31 保呂の虫喰い岩 白浜町 地層･堆積岩 風化・浸食作用

32 白浜の化石漣痕 白浜町 地層･堆積岩 堆積構造

33 赤滑の漣痕 田辺市 地層･堆積岩 堆積構造

34 御所本の化石漣痕（漣痕岩） 新宮市 地層･堆積岩 堆積構造

35 谷口の石炭層※ 新宮市 地層･堆積岩 石炭層

36 大倉岩 田辺市 地層･堆積岩 砂岩

37 餘倉岩 田辺市 地層･堆積岩 砂岩

38 茶臼山の天狗巖 北山村 地層･堆積岩 砂岩

39 オトノリ※ 北山村 地層・堆積岩 付加体

40 不動山の巨石（不動岩） 橋本市 地層･堆積岩 礫岩

41 御衣干岩 高野町 地層･堆積岩 砂岩

42 粟生の巌 有田川町 地層･堆積岩 砂岩

43 乳岩 田辺市 地層･堆積岩 砂岩

44 円座石 新宮市 地層･堆積岩 砂岩

45 孔島・鈴島※ 新宮市 地層･堆積岩 不整合
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46 門前の大岩 由良町 地層･堆積岩 石灰岩

47 押分岩 田辺市 地層･堆積岩 砂岩礫岩互層

48 オン崎※ すさみ町 地質構造 付加体スラスト

49 伴待瀬海岸※ 太地町 堆積構造 泥ダイアピル

50 笠石 紀美野町・有田川町 変成作用･変成岩 石英片岩

51 狼岩 紀美野町 変成作用･変成岩 石英片岩

52 押し上げ岩 紀美野町 変成作用･変成岩 砂質片岩

53 夫婦岩(立巌) 海南市 変成作用･変成岩 石英片岩

54 重ね岩 紀の川市 変成作用･変成岩 塩基性片岩

55 龍門山の磁石岩 紀の川市 火成作用･火成岩 超塩基性岩

56 須江崎※ 串本町 火成作用・火成岩 火砕岩

57 高池の虫喰岩 古座川町 火成作用･火成岩 貫入岩

58 牡丹岩 古座川町 火成作用･火成岩 貫入岩

59 浦神の虫喰岩 那智勝浦町 火成作用･火成岩 貫入岩

60 天柱岩(薬研岩) 古座川町 火成作用･火成岩 貫入岩

61 飯盛岩(玉筍峯) 古座川町 火成作用･火成岩 貫入岩

62 少女峰 古座川町 火成作用･火成岩 貫入岩

63 侍岩 那智勝浦町 火成作用･火成岩 花崗斑岩

64 宇久井半島外の取※ 那智勝浦町 火成作用・火成岩 花崗斑岩･柱状節理

65 大狗子半島※ 那智勝浦町 火成作用・火成岩 花崗斑岩・泥岩

66 坊主岩 那智勝浦町 火成作用･火成岩 花崗斑岩

67 猪岩 新宮市 火成作用･火成岩 花崗斑岩

68 椋呂の火成岩※ 新宮市 火成作用･火成岩 花崗斑岩･柱状節理

69 高田峡一枚岩 新宮市 火成作用･火成岩 流紋岩

70 大越の一枚岩 新宮市 火成作用･火成岩 花崗斑岩

71 釣鐘岩 新宮市 火成作用･火成岩 花崗斑岩

72 清水鉱山跡 上富田町 鉱床 裂か充填鉱床

※：和歌山県レッドデータブック（2012）未掲載
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