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山陰海岸ジオパークのエリアは、山陰海岸国立公園を中心として、
東は京丹後市の経ヶ岬から西は鳥取市の青谷までの東西120㎞、
南北最大30㎞からなります。

隠岐ユネスコ世界ジオパークのエリアは、島根半島の北、40～
80㎞の日本海に点在する 4 つの有人島と大小180 あまりの島々
からなります。

A1 宇川温泉 よし野の里
●京丹後市丹後町久僧1562
●TEL／0772-76-1000
●開館時間／10：00～21：00
●休館日／木曜日（祝日・祝前日の場合営業）

有料 F1 扇の里交流館
●鳥取市国府町上地346
●TEL／0857-58-0505
●休館日／不定休
※スタンプは屋外へ常設

F2 鳥取砂丘　砂の美術館
●鳥取市福部町湯山2083-17 ●TEL／0857-20-2231
●開館時間／9：00～18：00
●休館日／無休（平成29年1月3日まで）
※スタンプは隣接の鳥取砂丘情報館サンドパルとっとりに
　設置しています。

F3 鳥取砂丘ジオパークセンター
●鳥取市福部町湯山2164-661
●TEL／0857-22-0021
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／無休（平成28年10月頃まで）
※鳥取砂丘ビジターセンター（仮）として平成30年オープン予定

F4 鳥取県立博物館
●鳥取市東町2-124 ●TEL／0857-26-8042
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始他
※スタンプ押印は無料

F5 湖山池情報プラザ
●鳥取市高住754-17
●TEL／0857-31-2900
●開館時間／10：00～16：00
●休館日／水曜日

F6 道の駅 神話の里白うさぎ
●鳥取市白兎613
●TEL／0857-59-6700
●開館時間／8：00～22：00
●休館日／無休

A2 弥栄あしぎぬ温泉
●京丹後市弥栄町木橋548
●TEL／0772-65-2000
●開館時間／10：00～22：00
●休館日／水曜日（祝日の場合営業）

有料

A3 道の駅 てんきてんき丹後（情報センター内）
●京丹後市丹後町竹野313-1
●TEL／0772-75-2525
●開館時間／9：00～18：00
●休館日／第2･4火曜日（祝日の場合翌日）

A4 琴引浜鳴き砂文化館
●京丹後市網野町掛津1250
●TEL／0772-72-5511
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

有料

A5 道の駅 丹後王国「食のみやこ」
●京丹後市弥栄町鳥取123
●TEL／0772-65-4193
●開館時間／9：00～22：00
●休館日／無休

A6 浅茂川温泉 静の里
●京丹後市網野町浅茂川1449
●TEL／0772-72-4126
●開館時間／10：00～22：00（入浴受付～21：30）
●休館日／火曜日（祝日の場合翌日）

有料

A7 道の駅 くみはまSANKAIKAN
●京丹後市久美浜町浦明1709
●TEL／0772-83-2000
●開館時間／8：00～17：00
●休館日／無休
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C1 道の駅 あまるべ
●香美町香住区余部1723-4
●TEL／0796-20-3617
●開館時間／9：00～18：00
●休館日／無休

D1 リフレッシュパークゆむら
●新温泉町湯1371
●TEL／0796-92-2002
●開館時間／10：00～20：00
●休館日／木曜日（祝日・夏休み等は無休）

C2 道の駅　あゆの里矢田川
●香美町村岡区長瀬933-1
●TEL／0796-95-1369
●開館時間／9：00～18：00
●休館日／火曜日

C3 香美町立ジオパークと海の文化館
●香美町香住区境1113（香住漁港「東港」）
●TEL／0796-36-4671
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／水曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

C4 道の駅 村岡ファームガーデン
●香美町村岡区大糠32-1
●TEL／0796-98-1129
●開館時間／9：00～19：00
●休館日／無休

C5 小代物産館
●香美町小代区神水739-1
●TEL／0796-97-2250
●開館時間／8：30～17：00
●休館日／年末年始
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F7 鳥取市あおや郷土館
●鳥取市青谷町青谷2990-4
●TEL／0857-85-2351
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／月曜日、祝日の翌日、年末年始、その他臨時休館あり
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B1 シルク温泉
●豊岡市但東町正法寺165●TEL／0796-54-0141
●開館時間／6：00～23：00(受付は22：00まで）
　　　　　　※冬期間（1月～2月末）は7:00～23：00
●休館日／毎月第3水曜日は17：00～23：00の営業
　　　　  ※(4、8、9、11月は除く)

有料 有料 E1 岩井温泉 ゆかむり温泉
●岩美町岩井521
●TEL／0857-73-1670
●開館時間／6：00～22：00
●休館日／無休

I1 西郷港ターミナル
●隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四61
●TEL／08512-2-2266
●開館時間／7：30～18：30
●休館日／無休

有料

有料

D2 おもしろ昆虫化石館
●新温泉町千谷850
●TEL／0796-93-0888
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／月曜日、年末年始

有料

D3 新温泉町 山陰海岸ジオパーク館
●新温泉町芦屋水尻地先
●TEL／0796-82-5222
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／火曜日、年末年始

D4 上山高原ふるさと館
●新温泉町石橋757-1
●TEL／0796-99-4600
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

D5 但馬海岸遊覧船
●新温泉町芦屋
●TEL／0796-82-1904
●運行時間／9：30～16：00
●運行休止／12月～2月
※スタンプ押印は無料

有料

有料

B2 日和山海岸ガイドセンター（城崎マリンワールド内）
●豊岡市瀬戸1090　 ●TEL／0796-28-2300
●開館時間／9：00～17：00
※7/20～8/31は9：00～18：00※夏期、お盆期間は営業時間変更
●休館日／無休

一部有料

一部有料

一部有料

B3 コウノトリ本舗（コウノトリの郷公園内）
●豊岡市祥雲寺14-2
●TEL／0796-37-8222
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／年末年始

B4 玄武洞公園案内所
●豊岡市赤石
●TEL／0796-22-8111（豊岡観光協会）
●開館時間／9：00～17：00
●休館日／無休

有料B5 城崎温泉（外湯）
●豊岡市城崎町
※詳細は施設によって異なります。
※城崎温泉は、温泉街の7つの外湯どこでもスタンプ可能です。
　（何ヶ所巡っても有効スタンプは1つになります）

B6 北前館（竹野温泉）
●豊岡市竹野町竹野50-12 ●TEL／0796-47-2020
●開館時間／9：00～21：00
●休館日／木曜日（祝日の場合営業） ※7、8月は無休
※スタンプの押印は9：00～17：00まで

B7 道の駅「神鍋高原」
●豊岡市日高町栗栖野59-13
●TEL／0796-45-1331
●開館時間／9:00～18:00
　※季節により変更があるので、お問合せ下さい
●休館日／無休
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E2 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館
●岩美町牧谷1794-4
●TEL／0857-73-1445
●開館時間／9：00～17：00
※7月～8月の毎週土曜日は18：00まで開館
●休館日／月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始
※7/20～8/31は無休

回 収
BOX

E3 」美岩せんなき「 駅の道
●岩美町大字新井337-4
●TEL／0857-73-5155
●開館時間／9：00～19：00
●休館日／無休

E4 渚交流館
●岩美町大字牧谷690-20
●TEL／0857-73-0118
●開館時間／9：00～18：00
●休館日／月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

E5 浦富海岸島めぐり遊覧船
●岩美町大谷2182
●TEL／0857-73-1212
●開館時間／9：10～16：10
●休館日／12～2月
※スタンプ押印は無料

I2 別府港ターミナル
●隠岐郡西ノ島町美田4386-3
●TEL／08514-7-8024
●開館時間／7：30～17：30
●休館日／無休

I3 キンニャモニャセンター
●隠岐郡海士町大字福井1365-5
●TEL／08514-2-0055
●開館時間／7：30～18：30
●休館日／無休

I4 来居港
●隠岐郡知夫村1730-6
●TEL／08514-8-2359
●開館時間／8：30～17：00
●休館日／無休

I5 隠岐世界ジオパーク空港
●隠岐郡隠岐の島町岬町岬1889-12
●開館時間／8：30～17：00
●休館日／無休
●問合せ／隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会

）1231-3-21580.LET（  　　　　

隠岐ユネスコ世界
Oki Islands UNESCO Global Geopark

隠岐ユネスコ世界
Oki Islands UNESCO Global Geopark

約6,500万年前にさかのぼる日本列島が今のユーラシア大陸の一部であった時代
から日本海が成立し現在にいたるまでの自然の歴史が、さまざまな岩石や地層
に残されています。海岸部では日本を代表する鳥取砂丘や洞門等のリアス海岸、
山間部では滝や渓谷、美しい棚田などの変化に富んだ景観を堪能できます。こ
れらの豊かな自然を背景とした、松葉ガニや但馬牛をはじめとした海・山・里の
グルメ、ジオカヌーやトレッキングなどのアクティビティも大きな魅力です。

隠岐諸島がユーラシア大陸の一部であった時代、湖の底の時代、海の底の時代
と形を変えながら、今から約１万年前に現在のような離島となった成り立ちを
証明する地質現象を観察することができます。また、植物の多様性も特徴の一
つであり、島の成り立ちと対馬暖流の影響を受けることから、北方系、南方系、
高山系、大陸性、氷河期の時代の生き残りの植物が同じ場所に生息しており、
他の地域では体験できないような不思議な環境が今なお残されています。

山陰海岸ジオパークの特徴
～日本海形成に伴う多様な地形・地質・風土と人々の暮らし～

隠岐ユネスコ世界ジオパークの特徴
～大地の成り立ち、独自の生態系、人の営み～

京丹後市 豊岡市 香美町 新温泉町 岩美町 鳥取市 隠　岐

まずは行きたい施設等 (上記
参照）をチェックしよう。

このパンフレットを持って各施
設を巡ってスタンプを集めよう。
※同一市町での有効スタンプは最大2個まで

　　スタンプを集めたら、応募用
紙を切りとり、住所・氏名等必要
事項を記入の上、応募しよう。
※応募は、お一人様1回限り
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〒
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スタンプ設置箇所一覧
※各施設の開館時間や休館日等は、時期などによって変更になることもご
　ざいますので、事前にご確認の上お出かけください。
※スタンプは、各施設ごとに異なりますので、押し間違えにご注意ください。
※　　　　　 のある施設では応募することもできます。回収BOX
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