
愛知県自然環境保全地域



愛知県自然環境保全地域とは
わた したちが、健康で文化的な生活を享受 していくため

には、単に物質的な豊かさのみでなく、自然とのかかわ り

の中で、豊かな精神性を養うことが必要です。自然は、生

命をイよく
｀
く、む蒙 ■よ・, 学ど《筆なこ看れ,`t,めの熱 ■.L

ての役割を果たすのみではなく、それ自体が豊かな人間生

活に不可欠な役害1を もっています。

このため、自然環境保全施策の基本となる法+1度 として

国においては昭和 47年 に自然環境保全法が、愛知県にお

いては、昭和 48年 に自然環境の保全及び緑化の推進に関

する条例が制定されました。

愛矢Π県自然環境保全地域は、この条例によって指定され

るもので、すく
｀
れた天然林や貴重な動植物の自生地などの

貴重な自然環境を有する地 l・kを 、将来にわたって保全しよ

うとするものです。

吉祥山は、事川下流のス1岸、豊橋市と新城市の境にあり、

弓張山系から離オ1た標高 3 8 2nlの 独立峰です。山頂からは

1長下に蛇行する豊川や新城市の街並み、また、 ■河湾から

奥三河の山々まで広く見渡すことができます。

吉祥山の北

'1に

は我が国最大の断層帯である中央構造線

が諏訪湖付近から新城市、豊川市 三河湾を通り、渥美11

島をかすめて、紀伊半島、四国、九州中部へと走っています。

この中央構造線に沿つて北西側である内帯に領家変成帯か、

南東側である外帯に二波川変成帯が帯状に分布していますが、

吉祥山は、この二波川変成帯を特徴づける特異な地質がみ

らイ1る 地域となっています。

吉祥山の地質

変成岩とは もとの岩ri(原 岩)が熱や圧力を受けて鉱

物が結晶し直したり (再結品)、 新しく別の鉱物 (変 成鉱物 )

が生成したりしてできた岩石です。このため、変成岩には

もとの岩石の違いや変成鉱物の種類やその集まり方 囃 織 )

によって、たくさんの種類の岩石があります。

二波川変成帯は、熱よりもl■ 力の影響を強く受けてでき

た変成岩である結品片岩からな ,て います。なかでも古祥

山は山麓部を除けば、結 181片岩の 種である角閃石 ||オ |で

構成さオlて います。全山、よく植物に覆われ、岩4fの ,7頭

は多くありませんが、山頂部や北尾根の祠付近などで観察

することができます。

角閃石片岩は、灰色を帯びた濃緑色をしており、結
『

[は

細粒で日の光に当てると新鮮なものでは角閃石の結品がキ

ラキラ輝いて見えます。詳しい研究によると、ここの角関

石片岩の造岩鉱物の主成分は角閃石で、副成分として輝石

吉祥山の自然

山頂部の角閃石片岩の露頭

山頂にある二等三角点

角閃石片岩の片理構造

T・l付近の角閃石片岩の露頭



会長石、緑泥イiな どが含まオ|て いて、その成分の特徴によ

って、 1,と の岩イiが ′、シレイ岩の t,と 塩基性火山砕屑ギ|で

あったものの 1千重類があると,iわオlて います。

角関イ「サ|ギ |の 特徴である11理 lll造 をもっており、その方

向1生 はこの1也域の1也 Ti構造σ,|1徴 である東北束―西rrl西 を

4tし ています。なお |1理 と まt,と の岩7イ が変成作用を受

けたとき、新しくできた変成鉱物が
'1:力

の影響で一定方向

に剥がイlや すい‖i質 を lit、 顕微鏡 卜でも鉱 171の 配列のll

徴がはっきり見られます .

|`羊 IIの lllllll市 但1の Jヒ 牟1"iは 、 多くがスキーヒノキ詢直林

にな ,て いるのに対して、豊橋市側の 打劉面は雑木林にな

,て います。以前 まアカマツが優占するアカマツ群落でし

たが、Ilイ [で はマツ1午 れによ ,て マツは少なくなりました。

結果的には遷移が進んだ状態にな 1)、 ネム ノキやヒサカキ、

ウリカエデなどを交えたコナラlr落 に変化しています。

ll木林中につけらオlた (ヽ 山inイ )い には [期 にアキ ノタ

`、

ラツウ コウヤホウキ、オケラ キ ソコウ′ヽグマなとの

lLが 見らイtま す.ま た 秋になオ1は、林床にはミヤマシキミ、

コバノガマズミ コマユミの種 rが赤く実 ります。 ク リや

アベマキ コ十ラなどのと′
´
しく()千 ,中 富に

'と

らオ1ま す。

山∫Ⅲ Pl,Jの 本はtllら オ1 景色が眺めらオ1る ようにな ,て

います。また、そυ)'t側 に1ま 小川l模なヒ/キ lkttlLが あ 1)

ます。これらのため山頂付近 こは Hが 当たる サlる い牢 月か

広がり、タツサ ミツウやオ トコエシ、アキ ノキリンツウ

アキ ノタムラツウなどの単本類が多数付i台 しています.

山 I::ド の北尾111に ある市Jを 中心 |二 小1'tl莫 なからスタジイ

群落が見られます. こオlは 、 rf祥 人をまつ ,た /f司 の森と

して残存している t,の で、胸高11径 l lllも のスダジイを中

,と、にしてスタジィ、ヤマザ クラ スギの人本か 10本 ほど

■えています.こ υ)群 落の存在は、劇
1地 方ではシイ|‖ 落か

この標高(3 8 2nl)で 1,成 立することを示しています.

西に11びたld根にはタフ ノキ、ヤブニ ッケイ カゴノキ

など暖lL‖ 1の常ll広 菓llが 多く
'と

らオlま す。

メ〔全山iは 平成 8年 ■月に′
iし た山火 Jlに より焼け、lLけ

残 ,た 立ち

'iオ

l木 の 制からはク リゃゴシズイの1'iオ  ヤマ

′、キ クサキ、アカスガシワの発オなど、植生が ¬然 1復

してきています。

ミヤマシキミ (ミ カン科 )

タツナミツウ (シ ツ科 )

コウヤボウキ (キ ク科)

コマユミ (ニ シキギ科)

クリの実

スダジイ群落
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保全計画

1 保全すべき自然環境の特質
11, J也

=:
吟tド で比較的 ■出が稀な 角|‖

`「

|∵ |で 構 |に きイ   貞

け近及び Jヒ「 L根 にその露頭が顕 ´ [あ る .

(2)植′
11

当該地域のド然lt生 をヽるに足る ll高 自仔 1ス ー ト し

を超えるシイυ)1木 林が小規模で |まある7/・ 成 、|し ている。

吉祥山自然環境保全地域区域図

い

愛知県環境部自然環境保全室
名古屋市中区三の九3-1-2

電話 (052)964-2111(代 )

愛知県東三河事務所林務課
豊橋市八町通5●

電話 (0532)-54-51111(代 )

愛知県新城事務所林務課
新城市字石名号201

電話 (05362)3-2111(代 )

豊 橋 市 環 境 対 策 課
豊橋市今橋町1

電話 (0532)51-2386(代 )

新 城 市 農 林 課
新城市字東入船6‐ 1

電話 (05362)3-1111(代 )

所在地 尋嘱需冥掌埜乖署軍喜韓出 他

愛知県吉祥山自然環境保全地域の保全計画
昭和 51年 o月 15日 指 定 |
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