
国定公園集団施設地区
令和4年3月31日現在

国定公園名 集団施設地区名 都道府県名 市町村名
区域面積
(ha)

網走 女満別 北海道 網走郡大空町 8.2
ニセコ積丹小樽海岸 祝津 北海道 小樽市 21.6

湯本温泉 〃 磯谷郡蘭越町 214.4
大沼 南大沼 北海道 亀田郡七飯町 22.4
下北半島 薬研温泉 青森 むつ市 31.4
栗駒 夏油温泉 岩手 北上市 －

須川温泉 岩手、秋田 一関市、雄勝郡東成瀬村 50.9
鳥海 鉾立 秋田 にかほ市 2.7

湯の台 山形 酒田市 79.0
吹浦 〃 飽海郡遊佐町 48.1

蔵王 聖山平 宮城 刈田郡蔵王町 119.4
硯石・長老湖 〃 刈田郡七ヶ宿町 34.7
蔵王高原 山形 上山市 34.7

佐渡弥彦米山 外海府 新潟 佐渡市 －
ドンデン山 〃 〃 －
加茂湖 〃 〃 －
小木 〃 〃 －
角田浜 〃 新潟市 －
弥彦 〃 西蒲原郡弥彦村 －
関岬 〃 佐渡市 20.0
沼沢湖 福島 大沼郡金山町沼沢大字上道の一部 29.6
銀山平 新潟 魚沼市 －

水郷筑波 浮島 茨城 稲敷市 12.0
筑波 〃 つくば市 －

南房総 大房岬 千葉 南房総市 47.5
館山 〃 館山市 13.1

能登半島 能登木ノ浦 石川 珠洲市 129.0
能登千里浜 〃 羽咋市 24.0

越前加賀海岸 東尋坊 福井 坂井市 96.0
八ヶ岳中信高原 立科 長野 北佐久郡立科町 －

八千穂 〃 南佐久郡佐久穂町 279.0
霧ヶ峰 〃 諏訪市 －
塩嶺 〃 岡谷市、塩尻市 －
美の森 山梨 北杜市 －
観音平 〃 〃 －

中央アルプス 寝覚 長野 木曽郡上松町 29.0
天竜奥三河 茶臼山 長野、愛知 下伊那郡根羽村、北設楽郡豊根村 132.5

湯谷 愛知 新城市 15.1
飛騨木曽川 犬山 愛知 犬山市 －

鬼岩 岐阜 瑞浪市、可児郡御嵩町 －
三河湾 伊良湖 愛知 田原市 34.3
若狭湾 食見 福井 三方上中郡若狭町 19.2
鈴鹿 永源寺 滋賀 東近江市 115.0
琵琶湖 四明岳 滋賀、京都 大津市、京都市 30.0

近江舞子 滋賀 大津市 48.1
近江八幡 〃 近江八幡市 14.4

丹後天橋立大江山 天橋立 京都 宮津市 27.0
金剛生駒紀泉 室池 大阪 四条畷市 115.0
氷ノ山後山那岐山 神鍋高原 兵庫 豊岡市 30.2
比婆道後帝釈 道後山 広島 庄原市 156.3

六の原 〃 〃 105.3
帝釈峡 〃 庄原市、神石郡神石高原町 68.8
吾妻山 〃 庄原市 56.5

西中国山地 聖湖八幡原 広島 山県郡北広島町 94.4
牛小屋高原 〃 山県郡安芸太田町 146.4

北長門海岸 青海島 山口 長門市 97.2
須佐湾 〃 萩市 47.0

秋吉台 広谷 山口 美祢郡秋芳町 －
剣山 見ノ越 徳島 美馬市、美馬郡つるぎ町、三好郡東祖谷山村 －

松尾川ダム 〃 三好市 －
石鎚 面河 愛媛 上浮穴郡久万高原町 －
玄海 志賀島国民休暇村 福岡 福岡市 49.8

渡半島 〃 福津市 6.5
満越 佐賀 唐津市 110.0
波戸岬 〃 〃 52.0
鏡山 〃 〃 －

耶馬日田英彦山 英彦山 福岡 田川郡添田町 156.0
競秀峰 大分 中津市 －
阿蘇釣 大分、熊本 玖珠郡玖珠町、九重町、阿蘇郡小国町 －

日豊海岸 波当津 大分 佐伯市 －
美々津 宮崎 日向市 11.0

祖母傾 神原 大分 竹田市 －
藤河内 〃 佐伯市 －
高千穂峡 宮崎 西臼杵郡高千穂町 －
上祝子 〃 延岡市 －

日南海岸 青島 宮崎 宮崎市 48.0
沖縄海岸 太田・瀬良垣 沖縄 国頭郡恩納村 25.4

計 77 地区 3158.1

越後三山只見


