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国立公園事業の決定、変更及び廃止
案件に関する説明資料

【磐梯朝日、日光、尾瀬、上信越、富士箱根伊豆、
白山、吉野熊野、西海、阿蘇くじゅう】

公園事業の決定 26件

変更 21件

白山、吉野熊野、西海、阿蘇く ゅう】

【利尻礼文サロベツ、大雪山、支笏洞爺、磐梯朝日、
日光、白山、大山隠岐、西海、阿蘇くじゅう】

【利尻礼文サロベツ、白山、西海、阿蘇くじゅう】廃止 11件

合計 58件
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公園計画の決定

大まかな位置、整備方針を決定

公園事業の決定

より具体的な位置や路線距離、区域面積、
収容人数などの規模を決定

イメージ図（園地の例）

■公園事業の決定とは

区域を定める

決定すべき規模の例

事業の種類 規模

道路（車道） 路線距離（km）、有効幅員（km）

道路（歩道） 路線距離（km）

園地 区域面積（ha）

宿舎 区域面積（ha）、 大宿泊者数（人/日）

野営場 区域面積（ha）、 大宿泊者数（人/日）

園地事業の計画
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＜決定規模＞＜決定規模＞
区域面積区域面積 86ha86ha →→ 63ha63ha

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
環境省、豊富町環境省、豊富町

＜事業内容＞＜事業内容＞

１．円山園地１．円山園地

利尻礼文サロベツ国立公園 円山園地
円山博物展示施設

＜事業内容＞＜事業内容＞
・園地、案内所、駐車場等の・園地、案内所、駐車場等の

整備整備

２２．．円山博物展示施設円山博物展示施設

3

サロベツ原生花園園地の様子

左から、公衆トイレ、自然教室、レストハウス エゾカンゾウ

地盤沈下の影響で湛水している様子自然教室の展示 4
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園地整備のイメージ園地整備のイメージ
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＜決定規模＞＜決定規模＞
区域面積区域面積 3.0ha3.0ha →→ 69ha69ha

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
環境省、北海道、東川町環境省、北海道、東川町

＜事業内容＞＜事業内容＞
・園地整備に伴う整理・園地整備に伴う整理

３．勇駒別園地３．勇駒別園地

大雪山国立公園 勇駒別園地
勇駒別宿舎

４４．．勇駒別宿舎勇駒別宿舎

＜決定規模＞＜決定規模＞
区域面積区域面積 85.6ha85.6ha →→ 10ha10ha

大宿泊者数大宿泊者数 13001300人人 →→ 13001300人人
（変更なし）（変更なし）

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
民間民間

＜事業内容＞＜事業内容＞
・園地整備に伴う整理・園地整備に伴う整理 6

勇駒別園地から旭岳を望む 勇駒別園地の状況

勇駒別集団施設地区

宿 舎園地付帯の歩道 7

自然探勝路の景観

自然探勝路見晴台
凡例
旭岳視点場

自然探勝路の冬季利用

自然探勝路

勇駒別園地整備計画

ピクニック広場

ワサビ沼

道道脇の滝

地区中央部付近

駒止の滝駐車場

「ワサビ沼」からの旭岳景観「ワサビ沼」木道
8
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５．札幌中山峠線道路（車道）５．札幌中山峠線道路（車道）

支笏洞爺国立公園

無意根山方面

定山渓温泉

無意根山方面

定山渓温泉

有効幅員が有効幅員が14m14mの区間の区間 有効幅員が有効幅員が14m14mの区間の区間

＜決定規模＞＜決定規模＞

路線距離路線距離 23.0km23.0km →→ 23km23km
（変更なし）（変更なし）

有効幅員有効幅員
14m14m
但し ① ②但し ① ②1414 ② ③② ③7 57 5

14m14m

札幌岳

洞爺湖方面

札幌岳

洞爺湖方面 9

但し、①～②但し、①～②14m14m、、②～③②～③7.5m7.5m
①［起点］①［起点］

②［起点］から②［起点］から2.52.5kmkm地点地点

③［終点］③［終点］

但し、①～②但し、①～②14m14m、、②～③②～③7.5m7.5m
①［起点］①［起点］

②［起点］から②［起点］から1.31.3kmkm地点地点

③［終点］③［終点］

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
北海道開発局北海道開発局

＜事業内容＞＜事業内容＞
・有効幅員・有効幅員14m14mの区間を延長の区間を延長

定山渓方向を望む（遠景） 札幌方向を望む（近景）

定山渓方向を望む（近景） 錦トンネル定山渓側坑口 10

＜決定規模＞＜決定規模＞
路線距離路線距離 5.0km5.0km

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞

磐梯朝日国立公園

６．祓川三国岳線道路（歩道）６．祓川三国岳線道路（歩道）

飯豊山

西会津町西会津町

＜事業内容＞＜事業内容＞
・橋の新設・橋の新設
・既存施設の把握・既存施設の把握
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登山道より飯豊山 祓川山荘

橋を架ける沢 現在設置されている橋 12
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磐梯朝日国立公園
７７．．赤埴山索道運送施設赤埴山索道運送施設
＜決定規模＞＜決定規模＞ ＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞ ＜事業内容＞＜事業内容＞

路線距離路線距離 1.0km1.0km →→ 2.5km2.5km 民間民間 ・路線距離の延長・路線距離の延長
大輸送量大輸送量 600600人人 →→ 600600人人

（変更なし）（変更なし）

磐梯山
八方台登山口

猪苗代登山口

磐梯山
八方台登山口

猪苗代登山口13

磐梯山（南からの眺望）

猪苗代スキー場
（赤埴山スキー場事業）

磐梯山

八方台登山口

八方台登山口ルートの混雑状況

猪苗代スキー場の索道

猪苗代登山口

安定している猪苗代登山口ルート14

＜決定規模＞＜決定規模＞
区域面積区域面積 3ha3ha

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
環境省環境省

＜事業内容＞＜事業内容＞
・ビジターセンターの新設・ビジターセンターの新設

８．那須高原博物展示施設８．那須高原博物展示施設
＜決定規模＞＜決定規模＞
区域面積区域面積 819ha819ha →→ 816ha816ha

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
環境省、栃木県、那須町、民間環境省、栃木県、那須町、民間

＜事業内容＞＜事業内容＞
・那須高原博物展示施設事業の・那須高原博物展示施設事業の

決定に伴う変更（面積縮小）決定に伴う変更（面積縮小）

日光国立公園
９９．．那須高原園地那須高原園地

那須高原博物展示施設

那須高原園地 15

《保全に留意すべき地区》

余笹川沿いの自然性の
高いブナ林の保全

中部ゾーン

「那須の森（仮称）」保全整備構想

【保全整備方針】

《保全に留意すべき地区》

余笹川沿いの自然性の
高いブナ林の保全

上部ゾーン
中部ゾーン

【保全整備方針】

○緩斜面と明るい林を活かした自然体験の場
や二次林の自然観察の場の整備

○能動的な森林管理の導入

○予定する活動タイプに応じたエリア分け

■エントランス地区（メイン拠点）・・・案内・情報提供、研修

■子どもの体験活動エリア・・・自由で創造的な遊び体験空間

■森の手入れ体験エリア・・・間伐、枝打ち、下刈り等の体験

■ブナの森エリア・・・ブナ林の保存と 低限の自然観察路整備

■北温泉台入口広場《サブ拠点）・・・休憩舎、展望台等の整備

【保全整備方針】

那須ゲート・エリア

下部ゾーン
【保全整備方針】

○森林や渓流の自然観察、エコツアー
のフィールドとして活用

○自然の推移にゆだねる管理、自然観
察路網の整備

○ガイド付きグループ利用による利用
のコントロール

○天然林への移行を促進する能動的
管理の導入検討【植林地）

【保全整備方針】

○国立公園の自然や利用等の
情報提供拠点（ビジターセン
ター）の整備

○自然環境調査に関する展示、
情報提供の拠点整備

○国立公園管理の中心拠点とし
ての保護官事務所等の設置

○現状の地形や植生の維持

○既存歩道の適切な活用

○歩道等の整備による帰朝植物
群落の保護

那須ゲート・エリア

下部ゾーン
【保全整備方針】

○森林や渓流の自然観察、エコツアー
のフィールドとして活用

○自然の推移にゆだねる管理、自然観
察路網の整備

○ガイド付きグループ利用による利用
のコントロール

○天然林への移行を促進する能動的
管理の導入検討【植林地）

【保全整備方針】

○国立公園の自然や利用等の
情報提供拠点（ビジターセン
ター）の整備

○自然環境調査に関する展示、
情報提供の拠点整備

○国立公園管理の中心拠点とし
ての保護官事務所等の設置

【保全整備方針】

○現状の地形や植生の維持

○既存歩道の適切な活用

○歩道等の整備による帰朝植物
群落の保護
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