
祖母山やくじゅう連山を見渡せる神掛岩の先端

見上げ、見下ろす柱状節理の断崖
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建造物
工芸品

祖母山の登山口。山頂までの間、春
に開花するアケボノツツジやその他
稀少な植物が見られます。２時間程
度のトレッキングコースも整備され
ており、動植物の説明板や、かつて使

用されていた炭焼き窯跡、木馬道の跡などを見ながら楽しむことができます。

竹田市神原 　　20台 　　神の里交流センター「緒環（おだまき）」　℡ 0974-67-2288

自然

所 Ｐ 問

祖母山を源流とする神原川のＶ字型の渓谷。約
９kmにわたって渓流が続きます。
両岸のブナ、ミズナラ、ヒメシャラなどの自然林の
中に御社の滝、一合目の滝などが深山幽谷の景
趣をつくり、新緑、紅葉が美しい。
神原川上流には国指定天然記念物「竹田市神
原の大野川水系のイワメ生息地」があり、国内で
唯一イワメ単独の生息域が確認されています。

竹田市神原 　　神の里交流センター「緒環（おだまき）」20台
神の里交流センター「緒環（おだまき）」　℡ 0974-67-2288

自然

所 Ｐ
問

昔、祖母傾山系の山麓地域は、大分県側の竹田・豊後
大野・佐伯宇目エリアを、岡藩が領有していました。領
内の地域には、盛んな民俗芸能といった文化の共通性
などが残っています。
岡城は、神原渓谷から流れ出た水を源とする川が堀の
代わりをなす天然の要塞で、岡藩初代藩主中川秀成
（なかがわひでしげ）が、石垣づくりにしました。

竹田市大字竹田字岡 　　有り　　 岡城料金徴収所　℡ 0974-63-1541所 Ｐ 問

所

自然

昭和９年に完成し、十二号分水と
も呼ばれます。かつて、水の分配で
反目し合う住民が騒動を起こし、
連日のように水争いが繰り返され

ましたが、円形分水ができてからは、適正な分配ができるようになりました。円形分水は
知恵の結晶ともいえます。現在も住民の維持管理のもと、地域一帯に豊かな農業用水
を供給しています。

竹田市百木 　　有り　　 竹田市観光ツーリズム協会　℡ 0974-63-0585Ｐ 問

建造物
工芸品

建造物
工芸品

奥岳川の最上流部にあたり、春は
新緑、夏は避暑、秋は紅葉と、季節
を問わず楽しむことができます。河
床には白っぽい花崗岩が露出し、
深い森林とのコントラストを際立て

ています。また絶滅危惧種に指定された貴重な植物も自生しています。

豊後大野市緒方町尾平鉱山 　　有料駐車場有り
豊後大野市役所商工観光課　℡ 0974-22-1001　FAX 0974-22-3361

自然

所 Ｐ
問

大野川の支流、緒方川にかかる
滝で、幅約120ｍ、高さ約20ｍ。
およそ９万年前、阿蘇火山の噴
火による火砕流が冷えてかた
まった溶結凝灰岩が崩落してできました。滝の上流にある二宮社では、毎年の川越し
まつりの際に神輿が鳥居をくぐります。

豊後大野市緒方町原尻 　　250台 ※道の駅原尻の滝の駐車場と併用
豊後大野市役所商工観光課　℡ 0974-22-1001　FAX 0974-22-3361

自然

所 Ｐ
問

所

所

奥岳川沿いの峡谷で、柱状節理の発達した
溶結凝灰岩の絶壁に囲まれています。崖の
高さは70ｍに及び、谷底にはおよそ1,500
万年前の火山活動でできた岩石が露出して
います。上流には、火砕流で蒸し焼きになっ
た炭化木が埋もれた洞窟があります。

豊後大野市緒方町滞迫 　　30台　　 
豊後大野市役所商工観光課　℡ 0974-22-1001　FAX 0974-22-3361

Ｐ
問

杉と自然林は、県指定天然記念物であり、
杉並木に囲まれた480段の石段の上に拝
殿が位置しています。神殿の背後地にはモ
ミの巨木を優占種とする自然林が残され、
近年消滅しているモミ林の貴重な残存林と
して高い学術的価値があります。奥嶽流の
上畑獅子舞が地域の大切な伝統芸能とし
て残っています。

豊後大野市緒方町上畑947番地1 　　有り　　 
豊後大野市役所商工観光課　℡ 0974-22-1001　FAX 0974-22-3361

Ｐ
問

神原登山口
こう ばる と ざん ぐち
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MAP B-4

祖母山麓神原地域の交流拠点施
設。食事処 ふるさと薬膳レストラン
おだまき、乾燥椎茸などを中心とし
た農林産物直売コーナー、木工体
験・研修室などがあります。

0974-67-2288　　 竹田市大字神原1931番地
9:00～18:00（レストラン／11:00～15:00）　　 火曜日、年末年始

竹田市の
周辺スポット
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電
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嫗岳大明神の化身である大蛇が住
んでいた厳窟が御神体。国民的古
典『平家物語』緒環の章に登場する
由緒ある社殿と洞窟です。地元ガイ
ドが案内する穴森神社と洞窟の体
験ツアーもあります（要予約）。

竹田市神原1432番地
0974-67-2288（神の里交流セン
ター「緒環（おだまき）」）

神の里交流センター「緒環」
かみ さと こうりゅう おだ まき

黄色いラッパ状の花が特徴のソハ
ヤキ要素の植物です。絶滅が危惧さ
れています。

祖母・傾・大
崩

ユネスコエコパ
ークの

動植物

撮影：西脇亜也キレンゲショウマ

穴森神社
あな もり じん じゃ

所

MAP B-5

2017年にオープンした祖母山麓に
たたずむゲストハウス。祖母・傾・大
崩ユネスコエコパークの中心に位置
する祖母山をはじめとした雄大な自
然の中にあり、四季を感じながら、自

然を愛する人やアウトドアが好きな人が気軽に泊まれるアットホームな雰囲気です。

0974-47-2080　　 豊後大野市緒方町尾平鉱山57番地　　 9:00～21:00
１月、２月　　 1人1泊（素泊まり）3,500円～、大部屋貸切（10名以上～20名）2,800円、テ
ント泊（1張）1,500円～（※要テント）、ドミトリー…1泊夕食付5,500円～/1泊夕朝食付
6,200円～、個室1部屋…1泊夕食付16,000円～/1泊夕朝食付17,400円～

豊後大野市の
周辺スポット

所電 予
休 料

MAP C-3

日本百名山の祖母山を水源とした
奥岳川のほとりにある宿泊施設。エ
メラルドグリーンの清流沿いにあ
り、川遊びやバーベキューを楽しむ
ことができます。キノコ型のツリーハ
ウスが人気。

（施設についてのお問合わせ）0974-35-3601（予約）080-5267-0202
豊後大野市清川町宇田枝158番地　　 チェックイン16:00～、チェックアウト～10:00、
BBQサイト（ビジター利用）11:00～17:00　　 ツリー型ハウス（1棟1泊あたり）7,000円、
ログハウス（1泊あたり）ツイン利用8,000円、3名以上1名追加ごとに2,500円/泊、ドミトリー
（1名1泊あたり）2,500円、キャビンハウス（1棟）10,000円　※ペット同伴可（1頭）2,500円
（最大2頭）　※石鹸、歯ブラシ、ひげそりは有料　※料金変動あり

祖母・傾・大崩山系の渓流にのみ生息する固有
種で、2014年に新種として記載されました。

祖母・傾・大
崩

ユネスコエコパ
ークの

動植物

撮影：永野昌博ソボサンショウウオ
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神掛岩（神原登山口～祖母山）
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タイトル
「白水」
撮影者：足立 哲伸さん
（大分県豊後大野市）
撮影場所：竹田市白水

タイトル
「天空の世界」
撮影者：鈴木 清次さん
（宮崎県小林市）
撮影場所：祖母山頂付近

2016

2016
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大分県生活環境部自然保護推進室　TEL 097-536-1111（県庁代表）
大分県佐伯市エコパ－ク推進室 TEL.0972-25-4118（直通）
大分県竹田市商工観光課 TEL.0974-63-4807（直通）

大分県豊後大野市商工観光課 TEL.0974-22-1001（代表）

2020年３月発行

詳しい情報は公式ホームページでお知らせしています！
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会公式ホームページ
http://sobokatamuki-br-council.org/

ユネスコエコパークのしくみ
ユネスコエコパークとは？

ユネスコエコパークは、生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的として、1976
年にユネスコが開始した事業です。「世界遺産」が手つかずの自然を守ることを原則とす
る一方、ユネスコエコパークは自然と人間社会の共生が目的となっています。登録総数
は124ヵ国の701地域にわたります。（2019年6月現在）

人
自然 共生

保存機能

核心地域

（生物多様性の保全）
人間の干渉を含む

生物地理学的区域を代表する
生態系を含み、生物多様性の
保全上重要な地域で

あること。

自然環境を
厳格に保護しなければ
ならない地域

学術的
研究支援

緩衝地域

持続可能な発展のための
調査や研究、教育・研修の場を

提供していること。

核心地域と移行地域の
間のクッションとして、
人間活動から核心地域を
保護するための地域

経済と
社会の発展

移行地域

自然環境の保全と調和した
持続可能な発展の国内外の
モデルとなりうる取組が
行われていること。

人が暮らしを営み、
環境に配慮した産業活動など

持続可能な発展を
目指す地域

国内登録地：10ヵ所（2019年6月現在）

3つの機能と地域
それぞれの機能は独立のものでなく、ユネスコエコパークを相互に強化する関係です。

この3つの機能を果たすために3つの地域を設定しています。

正式名称

Biosphere
Reserves

ユネスコ
エコパーク

(生物圏保存地域）

白山（石川県、岐阜県、富山県、福井県）、大台ヶ原・大峯山・
大杉谷（三重県、奈良県）、志賀高原（長野県、群馬県）、屋久島・
口永良部島（鹿児島県）、綾（宮崎県）、南アルプス（山梨県、
長野県、静岡県）、只見（福島県）、祖母・傾・大崩（大分県、
宮崎県）、みなかみ（群馬県、新潟県）、甲武信（山梨県、埼玉県、
長野県、東京都）

原生林が生い茂る祖母傾国定公園の大分・宮崎両県にそびえる夏木山に源を発する
約８kmの渓谷。清流と花崗岩の一枚岩でできた自然の造形美を楽しむことができま
す。無数のおう穴、透明な美しさをたたえたひょうたん淵などがあり、沢沿いの遊歩道
から眺めることができます。

佐伯市宇目木浦内 　　10台 　　佐伯市役所エコパーク推進室　℡ 0972-25-4118

MAP C-5

MAP D-5

自然

所 Ｐ 問

自然

2019年10月に道の駅宇目に開設
した祖母・傾・大崩ユネスコエコ
パークの情報発信拠点。迫力ある大
自然の映像は圧巻。

佐伯市宇目大字南田原2513番地5
（道の駅宇目内）
10:00～17:00

絶滅が危惧されているオオムラサキ
は、鮮やかな色合いが特徴で日本の
国蝶にもなっています。

佐伯市の
周辺スポット

MAP D-5

MAP C-5

自然

所

所

鷹鳥屋山（標高639ｍ）の山頂部に残
された県指定天然記念物の自然林。樹
齢100年を超える天然林が、地区の
人々が信仰する鷹鳥屋神社と一体と
なった趣のある景観と荘厳なたたずま
いを形成しています。

佐伯市宇目大字南田原 　　5台　　 佐伯市役所エコパーク推進室　℡ 0972-25-4118Ｐ 問

アケボノツツジが群生することで
有名。例年、４月下旬からゴール
デンウイークにかけてシャクナゲ
とともに多くの登山者の目を楽し
ませます。標高1,386ｍの山頂か
ら、祖母山・傾山・大崩山を眺める
ことができます。

佐伯市宇目 　　なし　　 佐伯市役所エコパーク推進室　℡ 0972-25-4118Ｐ 問

鷹鳥屋神社とスギやアカガシなどの森林の美しい景観

夏木山
なつ き やま

所

営

宇目エコパークセンター
う め

MAP D-4

1980年頃、遠くのバス停まで歩く
子どもたちを見かねた轟（ととろ）地
区の大人たちがバス会社と話合い、
設置されました（現在は廃線）。
自然と深くつながり生活していた時
代の雰囲気がアニメ「となりのトト
ロ」のイメージと重なります。

佐伯市宇目大字南田原

ととろのバス停
てい

タイトル
「宇目町の雲海」
撮影者：深田 範雄さん
（大分県豊後大野市）
撮影場所：佐伯市宇目

祖母・傾・大
崩

ユネスコエコパ
ークの

動植物

撮影：三宅武オオムラサキ

2016

大分県と宮崎県にまたがる祖母・傾・大崩山系とその周辺地域
は、独特な景観美を有する特有の地形地質によって、多様かつ貴
重な生態系が発達しています。また、この豊かな自然を人々が敬
い、守り、その恵みを上手に活用しながら暮らしてきた地域です。

都道府県・市町村地図は国土交通省「国土数値情報（行政区域
データ）」（平成27年）をもとに、祖母傾ユネスコエコパーク大分・
宮崎推進協議会が加工した（http://nlftp.milt.go.jp/ksj/）。背
景地図は国土地理院地理院タイル（識別標高図）を用いた（海域
部は海上保安庁海洋情報部の資料を使用して作成）
（http://www.gsi.go.jp/）。道路・鉄道データはOpenStreetMap
のデータを利用した（https://openstreetmap.org）。

↑ゾーニング図
区 分

核心地域

緩衝地域

移行地域

エコパーク全域

面積（ha）

1,580

17,748

224,344

243,672

幅広い植生と希少性

幅広い植生が見られるとと
もに、ニホンカモシカやソボ
サンショウウオなどの希少
種が生息する生物種の宝
庫です。

竹田市

東
九
州
自
動
車
道

佐伯市

傾山
祖母山

大崩山

延岡市

日之影町

高千穂町

10

10

326

57

218

57

急峻な山岳地形と
美しい渓谷
火山活動に伴う岩峰群が
随所に見られ、人 を々魅了
する荘厳な断崖や低山部
の美しい渓谷など、独特な
景観美を有しています。

豊かな自然の保全と活用

自然への畏敬の念ととも
に、住民による自然保護活
動や自然資源の持続的な
利活用（農林業や観光業）
が図られています。

凡例
核心地域
緩衝地域
移行地域

鷹鳥屋山の自然林

藤河内渓谷
ふじ がわ ち けい こく

1

鷹鳥屋山の
自然林

たか とり や さん

し ぜん りん

撮影：市ノ瀬孝

大分県エリア

所




