日本洞窟学会第45回大会（和歌山県白崎大会）のご案内
［ 第 1 報 ］
１．開催にあたって
2019年(令和元年)度の本大会は、和歌山県南西部の白崎半島を有する由良町で、簡単な巡検を伴う学術
講演会として開催することになりました。
紀伊半島の南西部、紀州。梅・柿・ミカンや温泉、那智の滝や世界遺産熊野古道でも有名な和歌山県です。
石灰岩は和歌山県の北部を横切る中央構造線と中部の仏像線に挟まれた地域に、秩父古生層や中生代鳥の
巣層群として点在しています。これらは、遠く愛知県から伊勢湾を挟んで三重県、そして奈良県洞川から和
歌山まで レンズ状に続いています。その南西端、太平洋に接する所にあるのが白崎半島。海に飛び出した
島のような岬が全部、石灰岩です。大宝元年(701年)といいますから千年以上前、白浜温泉へ行幸する持
統・文武天皇が歌に詠んだほど、また、万葉集にも詠まれるほど特異な地形＝カルストです。
明治の頃から盛んに石灰石の採掘が行われ、本来のカルスト地形は失われているのかもしれません。現在
は廃鉱となり、その跡地は県立公園に指定され、白崎海洋公園として道の駅もできるほど。「夕日100選」
や｢日本の渚百選」にも選ばれています。新日本歩く
道紀行100選では「絶景の道」とか。
自然洞が残る巨大な坑道を抜けて、ドリーネや、
カレンフェルトの見られる白崎のてっぺんから太平
洋を望む。その白い石灰岩と青い空と海のコントラ
ストが、とても気持ち良いカルストエリアです。こ
の機会に、是非訪れて、見て、感動して下さい。
なお、半島内には石灰洞が10本確認されています。洞床が海という洞窟、さらに海に向かってラダーを
降りる竪穴もあります。カマドウマではなくフナムシが走り回る洞窟。残念ながら、昔の事故や、昨年の台
風の影響で、今回は入洞しません。しかし、この日本洞窟学会がきっかけで、県立公園として日本では珍し
い海岸のカルストを見学できるよう進むことを願うものです。
石灰洞の観光洞としては、白崎のすぐ近く、同じ由良町内に戸津井鍾乳洞(竪横複合洞、全⾧元250ｍ →
100ｍ)があります。
他にも、⾧大な海岸線を持つ和歌山県、非石灰岩の海食洞が多数あります。そのうちいくつかは観光海食
洞です。白浜の観光地「三段壁」はエレベーターで下りると波が目前、迫力があります。さらには洞窟風呂
として公開されている海食洞が那智勝浦の「忘帰洞」。ホテルに宿泊しなくても入湯(入洞)できるそうです。

２．開催日
2019(令和元)年 11月 15日(金)～ 17日(日)

３．会

場

和歌山県立白崎青少年の家 （和歌山県日高郡由良町大引961-1

℡0738-65-2351）

４．参加対象
日本洞窟学会会員、学生、一般

５．日程（予定）
11月15日(金)

18:00

評議員会

11月16日(土)

10:00
13:00
13:30
17:00
19:00

受付
開会式
学術講演-Ⅰ
総会
懇親会

※ 日程の時間は、確定したものではありません。

11月17日(日)

9:00
11:00
13:00
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学術講演-Ⅱ
ポスター発表コアタイム
巡検
閉会式

６．大会組織
主
催:日本洞窟学会（学会⾧:後藤 聡）
後 援:未定（交渉中）
実行委員⾧:後藤 聡(東京スペレオクラブ)
実行委員:須佐見 吉生、水島 明夫(洞穴科学調査会）、山田 博明(東京洞穴研究会）、岡 晃子(ＪＥＴ)
本田 佳吾(地底旅団ＲＯＶＥＲ元老院)、山崎 功(白崎化石研究者)、山田 努(東北大学)、
石原 与四郎(福岡大学)、大阪大学探検部 ほか
［順不同］

７．事務局
○ 学会事務局
太田 泰弘（北九州市立自然史・歴史博物館）
Tel:093-681-1011
Fax:093-661-7503

E-mail:conference@speleology.jp

○ 学術講演会事務局
石原 与四郎（福岡大学理学部地球圏科学科地学分野）
〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1
Tel:092-871-6631
Fax:092-865-6030
E-mail:shirasaki-ssj@cavers.x0.com
参加者にE-mailで連絡する際には，上記の大会事務局のメールアドレスを使用します。迷惑
メール対策等で受信できるメールのドメイン等を指定している場合には、大会終了時までこのア
ドレスからのメールを受信できるように設定を行ってくだい。
○ 大会事務局
水島 明夫（洞穴科学調査会）
〒802-0037 北九州市小倉北区小文字1-10-5
Tel:093-533-7343
携帯:090-9566-4827

E-mail:shirasaki-con@cavers.x0.com

８．大会参加費ほか
参加費は、大会参加費、懇親会参加費に分かれます。参加費は下記のゆうちょ銀行振替口座に10月16日
までに振り込んでください。振込手数料は各自ご負担ください。領収書は、大会当日に受付で発行します。
また、申込み後の自己都合によるキャンセルの場合は、参加費等の払い戻しは原則いたしません。
・大会参加費（資料代、保険料を含む。）
事前申込み（10月16日まで）
当日申込み（10月17日~当日）
・懇親会参加費
事前申込み（10月16日まで）
当日申込み（10月17日~当日）

会員 4,000円、学生 2,000円、一般 5,000円
会員 5,000円、学生 3,000円、一般 6,000円
会員 4,000円、学生 2,000円、一般 4,000円
会員 5,000円、学生 3,000円、一般 5,000円

【ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合はこちら】
ゆうちょ銀行振替口座
・口座記号番号:00920-4-324323
・口座名称（漢字）:日本洞窟学会 大会実行委員会
・口座名称（カナ）:ニホンドウクツガッカイ タイカイジッコウイインカイ
※ 記号は5桁と1桁（チェックデジット）の合計6桁です。
【別の銀行等の金融機関から、ゆうちょ銀行振替口座へ振込する場合はこちら】
銀行名:ゆうちょ銀行
・店名（店番）:〇九九（レイキュウキュウ）店（099）
・預金種目:当座
・口座番号:0324323
・口座名称（漢字）:日本洞窟学会 大会実行委員会
・口座名称（カナ）:ニホンドウクツガッカイ タイカイジッコウイインカイ

９．参加申込方法
参加申込みは、この案内の最後尾にある申込用紙あるいは学会ホームページにある申込用紙に必要事項
を記入の上、大会事務局宛にe-mailで、Excelファイルのまま添付してお送りください。申込み受付日か
ら１週間以内に確認の返信をいたします（郵送での申込みも受け付けますが、確認の返信は行いません）。
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大会申込用メールアドレス:shirasaki-con@cavers.x0.com
大会申込用紙郵送先住所: 〒802-0037 北九州市小倉北区小文字1-10-5 水島 明夫 宛
参加申込み書の受付と入金の確認をもって、参加申し込みが完了となります。

10．学術講演会（口頭講演 11月16日(土)13:30～

ポスター講演 17日(日) 9or10:00～）

講演の申込みは、本案内の最後の講演申込み書と講演要旨（別紙の作成手引きに従って作成）を期日ま
でに、e-mailでお送りください（郵送での申込みも受け付けますが、締切期日までに確実に配達されるよ
うに余裕を持って投函してください）。
学術講演申込み 〆切日時:2019年10月16日18:00
学術講演要旨
〆切日時:2019年10月31日18:00
学術講演申込み用・講演要旨メールアドレス:shirasaki-ssj@cavers.x0.com
学術講演申込用紙郵送先住所:〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1
福岡大学理学部地球圏科学科地学分野 石原 与四郎 宛
なお、会場の都合で、希望された発表形態の変更をお願いする場合がありますが、その際には事前にお
知らせします。
日本洞窟学会の学術講演会の演題としてふさわしい内容の口頭講演およびポスター講演を募集します。
洞窟学やケイビングに関する講演および遠征やクラブの活動に関する報告等、洞窟に関する幅広い分野の
話題を受け付けます。
申込資格は、発表者が本会会員または本会入会希望者で本年度会費を納めていることです（非会員が共
同発表者に含まれることは構いません）。
応募された演題は学術講演会事務局により採否を判断し、e-mailにて講演申込者に連絡します。採否の
判断に不服がある場合には、その旨、学会事務局にお知らせください。日本洞窟学会評議員会が協議して、
採否の最終的な決定を行います。
ポスター発表:ポスターの掲示は大会期間を通して行い、皆さんに気軽に見ていただけるようにします。
なお、ポスター講演のコアタイムは大会2日目（11月17日）の午前中に設けます。
ポスターボードのサイズは、幅90cm×縦180cmで、床から壁に立てかけます。11月16日の開会式まで
に掲示をお願いします。また、撤去は17日の閉会式後にお願いいたします。
口頭講演のパソコンはPowerPointを導入したWindows PCのみを用意します。自分のＰＣを使って講
演する方は、ＰＣ本体からプロジェクターへのコネクタ(D-Sub15)等を各自ご準備ください。

11．巡検（11月17日 11:00～）
白崎半島と観光洞の戸津井鍾乳洞の巡検を実施します。しかし、例年の巡検とは違い、２時間程度の観
光＋α程度の簡単なものを予定しています。
白崎青少年の家から道の駅白崎までは、車で５分、徒歩15分程度。道の駅白崎から戸津井鍾乳洞までは
車で約10分です。６頁の地図を参照下さい。この間の移動は参加者や実行委員の自家用車に分乗願います。

◎ 白崎半島

和歌山県日高郡由良町大引(北緯35°58'30" 東経135°3'50")に位置
し、南北200ｍ × 東西500ｍ、約8,700㎡の半島が、島のように紀伊
水道へ突き出しています。
白崎石灰岩は秩父古生層の石灰岩で、中央構造線に沿うレンズ状石
灰岩のうち、和歌山県では最大のものです。一般走向はＥＷ～N70°Ｅ，
傾斜60～80°Ｎ。風雨に洗われて白色の石灰岩と青い海と空のコント
ラストは特に美しく、「日本のエーゲ海」とも言われ、TVに取り上げら
れるほど。各所でフズリナ、ウミユリの化石が見られます。
1895(M28)年より白崎村の有志により石灰石の採掘が始まり、191
由良町ホームページより
7(T6)年より本格的に採掘され、1935(S10)年には当時最大手のアサ
ノセメント、後に日本セメントにより採掘されました。採掘された石灰石は採掘場から坑道をトロッコで
運ばれ、ベルトコンベアーで船に積み込まれ、阪神地区へ運ばれました。テクノスケープ(産業景観)とし
ても大きなもので、由良地区は多いに栄えたようです。
戦争中は人間魚雷「回天」の特攻基地になり採掘量が減少し、その後の台風被害や海上輸送の不採算性
により次第に下火に、そして1972(S47)年完全に閉山しました。
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そ の後、白崎半島の素晴ら
し い景 観をアピールするため
にレストランを招致、展望台、
宿 泊用 のログハウスを設置す
るなど、白崎海洋公園として、
2009(H21)年に道の駅を開き
ま した 。それまでも、釣り客
に は大 人気で、さらにダイビ
ン グス クールも開設され、ま
た ロッ ククライミンググルー
プ がゲ レンデとして開発し全
国 雑誌 に紹介されたりしまし
た 。ア クティビティ面でも一
大 観光 地になる可能性を持っ
ている場所でした。
し かし落石による事故で、
白崎公園の壁に取り付くこと、
釣り、洞窟(坑道)への入洞も禁止されました。さらに、2018(H30)年の
台風で公園一帯の施設に大きな被害が発生して、展望台以外は閉鎖され
ているのが現状です。
今回の巡検は、白崎半島に発達するカルスト地形の観察がメインにな
ります。岬の先端附近の展望台のあたりは一面、ピナクルが林立してい
ます。その白い石灰岩と青い海と空の対比を是非お楽しみ下さい。
白崎半島のすぐ南にある「立厳(たてご)」という島も石灰岩で、海食に
よってナチュラルブリッジとも言える地形が見られます。３月～７月は 白崎公園遊歩道
ウミネコの大飛来が有名です。

◎ 戸津井鍾乳洞

＜所在地＞
和歌山県日高郡由良町小引646
戸津井集落の上方にあり、基本的に土日祝祭日のみの営業。
＜概 要＞
戸津井鍾乳洞は大きく３つの部分に分けられ、旧洞口付近の迷路状の
部分、北東に延びる本洞、そして南東に延びる支洞から成っていました。 立厳
由良町ホームページより
この３つがそれぞれ別の水流を持っていたと
思われ、ノッチ、深いトレンチを刻み
ながら合流部に流れ込んでいたのでし
ょう。さらに遷急点の後退で竪穴部が
形成されたため、迷路状になったと考え
られます。現在は人工トンネルでその迷路
部分、トレンチは消失しています。
また、採石による影響で大量のズリが洞内で
見られ、ラダーが必要だった－10ｍの竪穴底もそ
のズリで充填されていて、真の底は不明でした。な
お、この竪穴部の南側壁面は非石灰岩で、地質境界
に沿って洞窟が形成されたものと考えられます。観
光化の際にそれらの竪穴部が埋められたのは、本当に
残念です。開発後は総延⾧250ｍが100ｍ余りに、30ｍの高低差も人工の洞口部を除くとほとんど無くな
っています。二次生成物は少ないですが、南東に伸びる支洞の奥にある針状結晶は必見です。
＜探検の歴史＞
戸津井鍾乳洞が見つかった戸津井鉱山は1913(T2)年から採石されており、1935(S10)年頃に発破で偶
然開口、1937年には地元の中学の先生が調査をしています。しかし、採石の関係で1945(S20)年に洞口
が塞がれました。その時、作業員の機転で洞内に土砂が入らないように塞いだ美談が残されています。
鉱山が閉鎖し、再確認の要望が強くなり、1980(S55)年に町が中心になり再発見。1981年には和歌山
大学など、1983年には洞穴科学調査会の調査が行われ、1989(H元)年観光化されました。
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12．総会（1１月16日(土)17:00～

）

総会は本会の最高議決機関です。会員は、学会の運営方針などについての質問や意見をすることができ
ます。会員の方はご出席ください。

13．懇親会（11月16日19:00～

）

大会会場の白崎青少年の家で開催します。
懇親会費は、大会参加費とは別になり、参加を希望される方は学会参加申込書で必ず申し込んで下さい。

14．大会期間中の食事
11月16日(土)13:00が開会式です。昼食は白崎青少年の家で12:00～13:00の間、食べることができま
す。その場合、大会参加申込書で昼食の予約をお願いします。夕食は懇親会でお取り下さい。なお、食事
の量は子どもに合わせて若干少なめです。また、青少年の家近くには、コンビニや食堂はありません。
17日(日)の朝食も同じく大会参加申込書で予約をお願いします。13:00の閉会式後の昼食は、各自、ご
準備ください。

15．保険
大会参加者は事務局で国内旅行傷害保険に加入し
ます。独自の保険（ケイビング保険など）に加入され
ている方は、大会参加申込書にその旨ご記入ください。

16．交通（白崎青少年の家までの交通アクセス）
・自動車の場合
阪和自動車道（海南・湯浅・御坊道路）→ 広川IC
→ 国道42号 → 県道 (広川ICより約30分)
・ＪＲ利用の場合
天王寺駅(ＪＲ阪和線／紀勢線) → 湯浅駅 →(普通
乗換)→ 紀伊由良駅下車 タクシー約15分
天王寺駅(ＪＲ阪和線／紀勢線) → 湯浅駅[特急70分]
または御坊駅[特急80分]下車 タクシー約30分
・飛行機利用の場合
関西国際空港 → JR or 車
南紀白浜空港 → JR or 車

約1.5時間
約1.5時間

・高速バス利用の場合
東京方面から和歌山まで高速バスが５路線運行していま
す。中でも大宮発は、藤並、御坊と白崎の近くを通ります。
※ 紀伊由良駅から白崎青少年の家まで、路線バスは約４km手前の、
大引までの運行になっています。そのため、実行委員会で送迎をす
る予定です。16日(土)は9:00～11:40までＪＲに合わせて、紀伊由
良駅出口周辺で実行委員会の車が待機しています。遠慮なく、声を掛
けて下さい。その場合、申込書の備考欄に一言記入を、お願いします。

17．宿泊
白崎大会の宿泊は、会場の白崎青少年の家を利用することができます。
和歌山県立 白崎青少年の家
宿泊 \1,570 朝食 \450 昼食 \540 (税込)
〒649－1123 和歌山県日高郡由良町大引961-1
TEL:0738-65-2351
FAX:0738-65-2352
白崎青少年の家は研修施設で、通常の宿泊施設とは異なる様々な規定があります。宿泊希望の方は、個
人では申し込めませんので、学会参加申込書で申し込んで下さい。実行委員会でまとめて手続きをし、４
人相部屋の部屋割りをします。何かご希望がありましたら、申込書の備考欄にご記入下さい。
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なお、和歌山県は白浜温泉など観光地が多い県です。白崎青少年の家以外の所に宿泊を希望される方は、
各自で予約されて下さい。ちなみに由良町内にも旅館が十数軒、ビジネスホテルも２軒あります。下の由
良町観光協会作成の一覧を参考にされて下さい。
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学術講演会申込みに関して
日本洞窟学会第45回大会への学術講演会申込みは、できる限りE-mailでお願いします。次項の申込
み用紙に必要事項を記入後、学術講演会事務局にExcelファイルのまま添付してお送り下さい。その際、
件名を「白崎大会学術講演会申込み（氏名）」として下さい。講演要旨も締め切りまでにお願いします。
※申し込みは、次項にある様式に必要事項を記入の上，E-mailまたは郵便でお送り下さい。
10月16日(水) 18:00 学術講演申込み 締め切り
10月31日(木) 18:00 講演要旨 締め切り
学術講演会事務局
E-mailでの申込先:shirasaki-ssj@cavers.x0.com 石原 与四郎（福岡大学理学部）
郵 送での申込先:〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1
福岡大学理学部地球圏科学科地学分野 石原 与四郎 宛

【要旨作成の手引き】
・
・
・
・

用紙はA4縦、１ページ以内に納めてください。
余白は上…30 mm、下…30 mm、右…25 mm、左…25 mm を厳守願います。
改行幅、フォントサイズは指定しませんが、読みやすい改行幅でお願いします。
タイトル、氏名、本文のフォントは明朝体（serif）をお使いください。日本語は等幅フォント、
英文はプロポーショナル・フォントをお勧めします（※推奨……日本語フォント“MS明朝”、英語
フォント“Times New Roman”）
・ PDF 変換した文書と、Word原稿両方をメールにてお送りください。（PDF 変換不可能な場合は
Word原稿のみでもかまいません）
・ 図表を入れても構いませんが、印刷によってはうまく出ないことがあります。

【要旨のヘッダー見本】

和文タイトル
1

和文発表者 ・和文発表者2・和文発表者1（1所属，2所属）

英文タイトル
英文発表者1・英文発表者2・英文発表者1（1所属，2所属）
（本文ここから）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【要旨の投稿に当たって】

日本洞窟学会第45回大会（和歌山県白崎大会）では、投稿していただいた要旨原稿に関して、
「大会プログラム・講演要旨集での公開」に加え、講演要旨を「ケイビングジャーナル」に公開す
る予定です。
要旨原稿を投稿されるに際には、その要旨原稿が「ケイビングジャーナル」で公開される可能性
があることをご承諾いただくこと、ならびに下記の事項にご同意いただくことが必要になります。

【同意書】
著者は、日本洞窟学会第45回大会（和歌山県白崎大会）で発行される「大会プログラム・講演要旨
集」および「ケイビングジャーナル」に掲載する要旨原稿について、下記記載事項を遵守することに同
意致した上で、投稿いたします。
・
・
・
・

法令に則した調査・研究の成果であり、すでに公表された講演要旨と同一でないこと。
既存の公表物の知的財産権や人権などを侵害する内容を含むものではないこと。
共著の場合には、すべての共著者から公表の同意を得ていること。
公表後に内容に関して問題が発生した場合には、著者がすべての責任を負うこと。
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