
ジオパーク秩父　ジオサイト現地状況一覧
R2.2.2１現在

1 出牛-黒谷断層・和銅遺跡 秩父
秩父市道幹線61号線（和銅遺跡見学者駐車場先250m付近）通行止め
現地サイト被害なし　※サイトまではアクセス可能

R2.2.20

2 札所４番金昌寺の礫岩層と石仏群 秩父 被害なし R1.10.18

3 札所１９番龍石寺の角礫質砂岩 秩父 被害なし R1.10.18

4 宮地の低位段丘と妙見七ツ井戸 秩父 被害なし R1.10.18

5 羊山公園（中位段丘） 秩父 国道140号坂氷交差点付近崩落、復旧済み R1.10.18

6 秩父ミューズパーク展望台（高位段丘） 秩父 平常通り展望台へアクセス可能 R2.2.20

7
札所２８番橋立堂の石灰岩体と橋立鍾乳洞
（橋立岩陰遺跡を含む）

秩父
被害なし
森林管理道橋立線崩落等のため、終点までの車両通行不可。

R2.2.20

8 新田橋の礫岩露頭 横瀬
被害なし。対岸からの見学については支障なし。
※白山橋（露頭側に渡る鉄製の橋（新田橋の下の橋））は、流木による破損・法面崩落によ
り通行禁止。現在、復旧作業中。

R2.2.21

9 若御子断層洞 荒川 若御子神社から断層洞まではアクセス可能 R2.2.20

10 安谷川マンガン採掘抗 荒川 和味（そば店）からの遊歩道途中、安谷川にかかる木橋が流出し、通行不可 R2.2.20

秩父・横瀬エリア

荒川・大滝エリア

No. サイト名 旧市町村
被害状況概要

（アクセス道路、見学場所、遊歩道等の付帯施設含む）
更新日



11 明ヶ指のたまご水と大カツラ 荒川 周辺に流木、土砂の堆積あり。現地へはアクセス可能 R2.2.20

12 大達原の石灰岩岩壁と手堀トンネル 大滝
被害なし
手掘トンネルから大輪地区へ至る登山道に一部崩落があったが、補修作業がされたため
通行可能

R2.2.20

13
神庭洞窟
（神庭鍾乳洞を含む）

大滝
神庭グラウンドから洞窟まではアクセス可能
ただし、その先の登山道に一部崩落があり、三峰神社表参道（登山道）までは通行不可

R2.2.20

14
秩父トーナル岩と鉱山跡
（結晶質石灰岩を含む）

大滝 被害なし R2.2.20

15 高砂橋下流の雁行脈 長瀞 土砂や流木が堆積。河川敷自体へのアクセスは可能。 R2.2.20

16 蓬莱島 長瀞 園内各所にて損傷あり。閉鎖中 R2.2.20

17 岩畳と秩父赤壁 長瀞
岩畳へアクセスは可能に。現在、土砂、流木等の除去の復旧作業を下流側から実施中。
岩畳自体への被害なし。

R2.2.20

18 虎岩 長瀞 土砂や流木が堆積。河川敷自体へのアクセスは可能だが、通行路に一部支障あり。 R2.2.20

19 紅簾石片岩とポットホール 皆野 被害なし（付近にある荒川の水位計が倒れているが、見学には支障なし。） R1.10.15

20 栗谷瀬橋の蛇紋岩 皆野 被害なし R1.10.15

21 前原の不整合 皆野 被害なし（土砂が堆積し、不整合面が見づらくなっている。） R1.10.15

22 札所３４番水潜寺の石灰岩体 皆野 被害なし R1.10.18

23 秩父華厳の滝のメランジュ 皆野 被害なし R1.10.15

長瀞・皆野エリア



24 子ノ神の滝 吉田
滝自体への被害なし
階段を降りる際には注意が必要。

R1.10.18

25 白砂公園の白沙砂岩層 吉田 被害なし R1.10.18

26 取方の大露頭 吉田
ジオパーク解説看板が流出
見学地である河川敷及び土留めが流出。露頭自体への被害なし。

R1.10.18

27 藤六の海底地すべり跡 吉田 河川敷へのアクセスに支障あり。 R1.10.18

28 ようばけ 小鹿野
露頭は被害なし。河川敷は浸食・堆積の影響を受け以前と状況が変わっている。見学路に
も侵食あり。

R2.2.19

29 札所３２番法性寺のお船岩とタフォニ 小鹿野 被害なし。（奥の院までの山道は以前と状況が変わっているので注意が必要） R1.10.21

30 札所３１番観音院と岩殿沢石 小鹿野
参道に落石、石段のひび割れ・ゆがみ・一部陥没あり。落石があるため迂回路を設ける。
落石の撤去にいては４月１日着工予定

R2.2.20

31 犬木の不整合 小鹿野 露頭は被害なし。見学路の一部に土浸食あり。 R2.2.19

32 皆本沢の礫岩 小鹿野
露頭の被害はないが、周辺の落石が多い。ジオパーク解説看板付近から先の森林管理道
皆本沼里線は通行止め。

R1.10.16

33 二子山の石灰岩岩壁 小鹿野 確認中。国道299号河原沢大諸付近に崩落あり（志賀坂トンネル～昭和橋）片側交互通行。 R2.2.20

34 丸神の滝 両神
丸神の滝へ向かう道中の県道薄小森線に崩落あり（川塩～白井差）通行止めがあったが
現在では解消。

R2.2.20

吉田・小鹿野・両神エリア

※　国天：国指定天然記念物　国名：国指定名勝　県天：県指定天然記念物　県史：県指定史跡　県重遺：県指定重要遺跡
　　 市天：市指定天然記念物　市名：市指定名勝



ジオパーク秩父　その他サイト・拠点施設現地状況一覧
R2.2.21現在

1 秩父神社柞の森 秩父 被害なし 2019/10/18

2 秩父農工高等学校跡（西武秩父駅） 秩父 被害なし 2019/10/18

3 寺坂棚田・寺坂遺跡 横瀬 被害なし 2020/2/21

4 三峯神社 大滝 被害なし 2020/2/20

5 栃本の関所 大滝 被害なし 2020/2/20

6 野上下郷石塔婆（石材採掘遺跡を含む） 長瀞 被害なし 2019/10/18

7 寛保洪水位磨崖標 長瀞 被害なし 2019/10/18

8 井戸破崩と明治の旧道 長瀞 被害なし 2020/2/20

9 秩父鉄道荒川橋梁 長瀞 被害なし 2019/10/18

10 旧寿旅館（小鹿野町観光交流館） 小鹿野 被害なし 2020/2/20

11 毘沙門水 小鹿野 台風後、水の濁りが見られたが数日で解消。 2020/2/20

文化・歴史サイト

No. サイト名 旧市町村
2019年台風19号等被害状況概要

（アクセス道路、見学場所、遊歩道等の付帯施設含む）
更新日



1 中津峡の紅葉 大滝 被害なし 2020/2/20

2 大山沢のシオジ林 大滝 訪問の際には彩の国ふれあいの森（電話0494-56-0026）に要確認 2020/2/20

3 堂上のセツブンソウ自生地 両神 園地に土砂の流入があったが、撤去済 2020/2/20

1 美の山展望台 秩父・皆野

秩父市道原谷296号線（皆野町境から約300mの間）通行止め
秩父市道幹線61号線（和銅遺跡見学者駐車場先250m付近）通行止め
施設自体への被害なし
※国道140号「美の山入口」から現地までアクセス可能

2020/2/20

2 浦山ダム 秩父 被害なし 2019/10/18

3 丸山山頂展望台 横瀬
施設自体は被害なし。
※横瀬側からの県営森林管理道は、グリーンビューオートキャンプ場から通行止めのため、
アクセス不可。

2020/2/21

4 三峰口の白川橋 荒川 被害なし 2020/2/20

5 宝登山山頂展望台 長瀞
被害なし
ロープウェイ通常運行中

2020/2/20

6 破風山山頂の展望 秩父・皆野 確認中 2019/10/18

7 四季の道小鹿野展望台 小鹿野 被害なし 2020/2/20

8 志賀坂峠 小鹿野 国道299号河原沢大諸付近に崩落あり（志賀坂トンネル～昭和橋）片側交互通行。 2020/2/20

生態サイト

眺望サイト



1 秩父市役所及び秩父市歴史文化伝承館 秩父 被害なし 2019/10/18

2 山里自然館（道の駅あらかわ） 荒川 被害なし 2019/10/18

3 埼玉県立自然の博物館 長瀞 被害なし 2020/2/20

4 おがの化石館 小鹿野 被害なし 2020/2/20

1 秩父観光情報館 秩父 被害なし 2019/10/18

2 美の山インフォメーションセンター 秩父

秩父市道原谷296号線（皆野町境から約300mの間）通行止め
秩父市道幹線61号線（和銅遺跡見学者駐車場先250m付近）通行止め
施設自体への被害なし
※国道140号「美の山入口」から現地までアクセス可能

2020/2/20

3 浦山ダム防災資料館「うららぴあ」 秩父 被害なし 2019/10/18

4 横瀬町歴史民俗資料館 横瀬 被害なし 2020/2/21

5 大滝歴史民俗資料館（道の駅大滝温泉） 大滝 被害なし 2020/2/20

6 三峰ビジターセンター 大滝 被害なし 2020/2/20

7 埼玉県森林科学館 大滝 被害なし 2020/2/20

8 長瀞町郷土資料館 長瀞 被害なし 2020/2/20

9 倉尾ふるさと館 小鹿野 被害なし 2020/2/20

主要拠点施設

拠点施設


