
資料４　
既に一定の要件を満たした地域一覧

原生自然環境保全地域
地域名 位置 面積（km2）
遠音別岳 北海道 19
十勝川源流部 北海道 10
大井川源流部 静岡県 11
南硫黄島 東京都 4
屋久島 鹿児島県 12

自然環境保全地域
地域名 位置 面積（km2）
大平山 北海道 7
白神山地 青森県、秋田県 140
早池峰 岩手県 14
和賀岳 岩手県 15
大佐飛山 栃木県 5
利根川源流部 群馬県 23
笹ヶ峰 愛媛県、高知県 5
白髪岳 熊本県 2
稲尾岳 鹿児島県 4
崎山湾 沖縄県 1

森林生態系保護地域
地域名 位置 面積（km2）
日高山脈中央部 北海道 664
漁岳周辺 北海道 33
大雪山忠別川源流部 北海道 109
知床 北海道 355
狩場山地須築川源流部 北海道 27
早池峰山周辺 岩手県 81
恐山山地 青森県 12
白神山地 青森県、秋田県 170
葛根田川・玉川源流部 青森県、秋田県 94
栗駒山・栃ヶ森山周辺 岩手県、宮城県、秋田県 163
飯豊山周辺 山形県、福島県、新潟県 273
吾妻山周辺 山形県、福島県 117
利根川源流部・燧ヶ岳周辺 新潟県、福島県、栃木県、群馬県 228
佐武流山周辺 長野県、新潟県 128
小笠原母島東岸 東京都 5
南アルプス南部光岳 長野県、静岡県 46
中央アルプス木曽駒ｹ岳 長野県 41
北アルプス金木戸川・高瀬川源流部 長野県、岐阜県 81
白山 石川県、岐阜県 148
大杉谷 奈良県、三重県 14
大山 鳥取県 32
石鎚山系 愛媛県 42
祖母山・傾山・大崩山周辺 大分県、宮崎県 60
稲尾岳周辺 鹿児島県 10
屋久島 鹿児島県 152
西表島 沖縄県 116

森林生物遺伝資源保存林（50km2以上）
地域名 位置 面積（km2）
八甲田山 青森県 64
霧島山 鹿児島県 64
九州中央山地 熊本県、宮崎県 60
利尻・礼文 北海道 54

植物群落保護林（50km2以上）
地域名 位置 面積（km2）
大雪山原生保護林 北海道 97
大雪山系高山帯 北海道 88
焼石岳 岩手県 88
八幡平 岩手県 64
十勝山系高山帯 北海道 62
船形山 宮城県 53

特定地理等保護林（50km2以上）
地域名 位置 面積（km2）
黒部峡谷 富山県 75
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国立公園（50km2以上の連続した特別保護地区・第一種特別地域）
公園名（地域名） 位置 面積（km2）
知床 北海道 267
阿寒（阿寒湖） 北海道 75
阿寒（摩周湖） 北海道 55
阿寒（屈斜路湖・藻琴山） 北海道 143
釧路湿原 北海道 82
大雪山 北海道 589
支笏洞爺（洞爺湖） 北海道 77
支笏洞爺（支笏湖） 北海道 181
十和田八幡平（八幡平） 岩手県、秋田県 81
十和田八幡平（十和田） 青森県、秋田県 132
十和田八幡平（八甲田） 青森県 97
磐梯朝日（朝日連峰） 山形県、新潟県 150
磐梯朝日（飯豊山） 山形県、福島県、新潟県 56
磐梯朝日（吾妻連峰） 山形県、福島県 226
日光（尾瀬） 福島県、群馬県 88
日光（男体山～中禅寺湖） 栃木県、群馬県 66
上信越高原（妙高・火打・雨飾） 新潟県、長野県 62
秩父多摩甲斐 埼玉県、東京都、山梨県 112
富士箱根伊豆（富士山） 山梨県、静岡県 55
中部山岳 新潟県、富山県、長野県、岐阜県 929
白山 富山県、石川県、岐阜県 198
南アルプス 山梨県、長野県、静岡県 140
霧島屋久（屋久島） 鹿児島県 100
霧島屋久（霧島山群） 鹿児島県 53

国定公園（50km2以上の連続した特別保護地区・第一種特別地域）
公園名（地域名） 位置 面積（km2）
暑寒別天売焼尻（暑寒別） 北海道 76
日高山脈襟裳（日高） 北海道 700
栗駒（焼石岳） 岩手県 55
栗駒（栗駒山） 岩手県、宮城県、秋田県 125
蔵王 宮城県、山形県 77
越後三山只見 福島県、群馬県、新潟県 413

天然保護区域
区域名 位置
大雪山 北海道
釧路湿原 北海道
標津湿原 北海道
松前小島 北海道
沙流川源流原始林 北海道
十和田湖および奥入瀬渓流 青森県、秋田県
月山 山形県
尾瀬 福島県、群馬県、新潟県
上野楢原のシオジ林 群馬県
鳥島 東京都
南硫黄島 東京都
黒部峡谷 富山県
上高地 長野県
黒岩山 長野県
大杉谷 三重県
男女群島 長崎県
阿値賀島 長崎県
双石山 宮崎県
稲尾岳 鹿児島県
神屋・湯湾岳 鹿児島県
与那覇岳 沖縄県
星立 沖縄県
仲間川 沖縄県
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