
日本地質学会「県の石」

大切なお願い 
　各都道府県で岩石・鉱物・化石をそれぞれ１つに絞って認定いたしましたが、これ以外にも各地域には選びきれないほど，すばらしい岩石・鉱
物・化石が多々あります。特に化石・鉱物の産地については、充分な保護が必要です。国立・国定公園、並びに自治体の条例で保護が指定されて
いる地域等ではもちろんのこと、そうでない場所で試料の乱獲や盗掘などはせず、露頭保護を心がけるようお願い致します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人 日本地質学会  会長 

                                                                                                                                                                                 渡部芳夫（2016～現在） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         井龍康文（2014～2015） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         石渡　明（2012～2013）

県名 岩石名 鉱物名 化石名

1. 北海道 かんらん岩 砂白金 アンモナイト
2. 青森県 錦石 (鉄分を含む主に玉髄からなる岩石) 菱マンガン鉱 アオモリムカシクジラウオ
3. 岩手県 蛇紋岩 鉄鉱石 シルル紀サンゴ化石群
4. 秋田県 硬質泥岩 黒鉱 ナウマンヤマモモ
5. 宮城県 スレート 砂金 ウタツギョリュウ
6. 山形県 デイサイト凝灰岩 ソロバン玉石 (カルセドニー) ヤマガタダイカイギュウ
7. 福島県 片麻岩 ペグマタイト鉱物 フタバスズキリュウ
8. 茨城県 花崗岩 リチア電気石 ステゴロフォドン
9. 栃木県 大谷石 (凝灰岩)　　　　　　　 黄銅鉱 木の葉石 (植物化石)
10. 群馬県 鬼押出し溶岩 (安山岩) 鶏冠石 ヤベオオツノジカ
11. 埼玉県 片岩　　　 スチルプノメレン パレオパラドキシア
12. 東京都 無人岩 単斜エンスタタイト トウキョウホタテ
13. 千葉県 房州石 (凝灰質砂岩・細礫岩)　 千葉石 木下貝層の貝化石群
14. 神奈川県 トーナル岩 湯河原沸石 丹沢層群のサンゴ化石群
15. 新潟県 ひすい輝石岩 自然金 石炭紀-ペルム紀海生動物化石群
16. 富山県 オニックスマーブル (トラバーチン) 十字石 八尾層群の中新世貝化石群
17. 石川県 珪藻土 (珪藻泥岩) 霰石 大桑層の前期更新世化石群
18. 福井県 笏谷石 (火山礫凝灰岩) 自形自然砒 フクイラプトル　キタダニエンシス
19. 静岡県 赤岩 (凝灰角礫岩) 自然テルル 掛川層群大日層の貝化石群
20. 山梨県 玄武岩溶岩 日本式双晶水晶 富士川層群の後期中新世貝化石群
21. 長野県 黒曜石 ざくろ石 ナウマンゾウ
22. 岐阜県 チャート ヘデン輝石 ペルム紀化石群
23. 愛知県 松脂岩 カオリン 師崎層群の中期中新世海生化石群
24. 三重県 熊野酸性岩類 辰砂 ミエゾウ
25. 滋賀県 湖東流紋岩 トパーズ 古琵琶湖層群の足跡化石
26. 京都府 鳴滝砥石 (前期三畳紀珪質粘土岩) 桜石 (菫青石仮晶) 綴喜層群の中新世貝化石群

27. 兵庫県 アルカリ玄武岩 黄銅鉱 丹波竜（タンバティタニス　アミキティ
アエ)

28. 大阪府 和泉石[和泉青石] (砂岩） ドーソン石 マチカネワニ
29. 奈良県 玄武岩枕状溶岩 ざくろ石 前期更新世動物化石
30. 和歌山県 珪長質火成岩類 サニディン 白亜紀動物化石群
31. 香川県 讃岐石 (古銅輝石安山岩) 珪線石 コダイアマモ
32. 徳島県 青色片岩 紅れん石 プテロトリゴニア
33. 高知県 花崗岩類 (閃長岩) ストロナルシ石 シルル紀動物化石群
34. 愛媛県 エクロジャイト 輝安鉱 イノセラムス
35. 鳥取県 砂丘堆積物 クロム鉄鉱 中新世魚類化石群
36. 島根県 来待石 (凝灰質砂岩) 自然銀 ミズホタコブネ
37. 岡山県 万成石 (花崗岩) ウラン鉱 成羽植物化石群
38. 広島県 広島花崗岩 蝋石 アツガキ
39. 山口県 石灰岩 銅鉱石 美祢層群の植物化石

県名

県の石

�1



40. 福岡県 石炭 リチア雲母 脇野魚類化石群
41. 佐賀県 陶石 (変質流紋岩火砕岩) 緑柱石 唐津炭田の古第三紀化石群
42. 長崎県 デイサイト溶岩 日本式双晶水晶 茂木植物化石群
43. 大分県 黒曜石 斧石 更新世淡水魚化石群
44. 熊本県 溶結凝灰岩 鱗珪石 (トリディマイト) 白亜紀恐竜化石群
45. 宮崎県 鬼の洗濯岩(砂岩泥岩互層) ダンブリ石 シルル紀-デボン紀化石群
46. 鹿児島県 シラス(主に入戸火砕流堆積物) 金鉱石 (自然金) 白亜紀動物化石群
47. 沖縄県 琉球石灰岩 リン鉱石 港川人
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