
スタンプラリー対象施設一覧 （別紙３）

エリア 地域名 施設名 住所
スタンプデザインに使用
した生きもの名

自然体験プログラム
実施施設

利尻礼文サロベツ国立公園 サロベツ原生花園自然教室 北海道天塩郡豊富町上サロベツ エゾカンゾウ ○

利尻礼文サロベツ国立公園 幌延ビジターセンター 北海道天塩郡幌延町字下沼 ツルコケモモ ○

大雪山国立公園 層雲峡ビジターセンター 北海道上川郡上川町字層雲峡 ナキウサギ ○

支笏洞爺国立公園 支笏湖ビジターセンター 北海道千歳市支笏湖温泉番外地 クマゲラ ○

支笏洞爺国立公園 登別パークサービスセンター 北海道登別市登別温泉 エゾリンドウ ○

支笏洞爺国立公園 昭和新山パークサービスセンター 北海道有珠郡壮瞥町昭和新山 アカゲラ ○

支笏洞爺国立公園 洞爺財田自然体験ハウス 北海道虻田郡洞爺湖町財田2-2 ミズナラ ○

支笏洞爺国立公園 洞爺湖ビジターセンター 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5 エゾリス ○

ラムサール条約登録湿地 浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館 北海道枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔 コハクチョウ ○

日本で唯一の海鳥専門施設 北海道海鳥センター 北海道苫前郡羽幌町北6条1 ウミガラス ○

ラムサール条約登録湿地 宮島沼水鳥・湿地センター 北海道美唄市西美唄町大曲3区 マガン ○

ラムサール条約登録湿地 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 北海道苫小牧市字植苗156-26 オオハクチョウ ○

ラムサール条約登録湿地 厚岸水鳥観察館 北海道厚岸郡厚岸町サンヌシ66 ミコアイサ ○

知床世界遺産センター 北海道斜里郡斜里町ウトロ西186-10 ヒグマ ○

知床国立公園 羅臼ビジターセンター 北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町6-27 オオワシ

阿寒国立公園 川湯エコミュージアムセンター 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2‐2‐6 イソツツジ ○

阿寒国立公園 阿寒湖畔エコミュージアムセンター 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-1-1 マリモ ○

釧路湿原国立公園 温根内ビジターセンター 北海道鶴居村温根内 タンチョウ ○

釧路湿原国立公園 塘路湖エコミュージアムセンター 北海道川上郡標茶町塘路原野 ヒシ ○

釧路湿原国立公園 釧路湿原野生生物保護センター 北海道釧路市北斗2-2101 シマフクロウ ○

白神山地世界遺産センター（西目屋館） 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田61-1 ブナ ○

十和田八幡平国立公園 十和田ビジターセンター 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 ツキノワグマ ○

十和田八幡平国立公園 網張ビジターセンター 岩手県岩手郡雫石町長山小松倉1-2 ニホンモモンガ ○

陸中海岸国立公園 浄土ヶ浜ビジターセンター 岩手県宮古市日立浜町32-69 ミサゴ ○

十和田八幡平国立公園 八幡平パークサービスセンター 岩手県八幡平市松尾見返り峠下 ヒナザクラ ○

十和田八幡平国立公園 八幡平ビジターセンター 秋田県鹿角市八幡平字大沼2 オオシラビソ ○

白神山地世界遺産センター（藤里館） 秋田県山本郡藤里町藤琴字里栗63 ブナ ○

森吉山野生鳥獣センター
秋田県北秋田郡森吉町森吉字森吉山麓高原地内

クマゲラ ○

猛禽類保護センター 山形県酒田市草津字湯ノ台71-1 イヌワシ ○

磐梯朝日国立公園 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市羽黒町手向字羽黒山 ミヤマウスユキソウ ○

磐梯朝日国立公園 浄土平ビジターセンター 福島県福島市土湯温泉町鷲倉山 モリアオガエル ○

磐梯朝日国立公園 裏磐梯ビジターセンター 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-697 ニッコウキスゲ ○

尾瀬国立公園 尾瀬沼ビジターセンター 福島県南会津郡檜枝岐村尾瀬沼畔 ミズバショウ

日光国立公園 日光湯元ビジターセンター 栃木県日光市湯元 シラネアオイ

上信越高原国立公園 鹿沢インフォメーションセンター 群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代鹿沢園地 レンゲツツジ

上信越高原国立公園 草津白根パークサービスセンター 群馬県吾妻郡草津町白根国有林 コマクサ ○

上信越高原国立公園 草津天狗山ネイチャーセンター 群馬県吾妻郡草津町草津天狗山 カモシカ ○

国民公園 新宿御苑 東京都新宿区内藤町11 サクラ ○

秩父多摩甲斐国立公園 奥多摩ビジターセンター 東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 ヤマツツジ ○

秩父多摩甲斐国立公園 山のふるさと村ビジターセンター 東京都西多摩郡奥多摩町川野1740 ヤマセミ ○

秩父多摩甲斐国立公園 御岳ビジターセンター 東京都青梅市御岳山38-5 テン ○

小笠原国立公園 小笠原ビジターセンター 東京都小笠原村父島西町 オガサワラオオコウモリ

富士箱根伊豆国立公園 箱根ビジターセンター 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根旧札場164 ヤマボウシ ○

北海道
エリア

関東
エリア

東北
エリア



ラムサール条約登録湿地 佐潟水鳥・湿地センター 新潟県新潟市西区赤塚5404-1 ミズアオイ＋コハクチョウ

トキ保護センター トキ資料展示館 新潟県佐渡市新穂長畝337-4 トキ

上信越高原国立公園 笹ヶ峰ミニビジターセンター 新潟県妙高市大字杉野沢笹ヶ峰 オコジョ ○

白山国立公園 市ノ瀬ビジターセンター 石川県白山市白峰（市ノ瀬) クロユリ ○

白山国立公園 中宮温泉ビジターセンター 石川県白山市中宮 ニホンザル ○

富士箱根伊豆国立公園 生物多様性センター 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1 オオコノハズク

南アルプス国立公園 野呂川広河原インフォメーションセンター 山梨県南アルプス市芦安芦倉字野呂川入1685 キタダケソウ

中部山岳国立公園 上高地ビジターセンター 長野県松本市安曇上高地 オオイチモンジ ○

富士箱根伊豆国立公園 田貫湖ふれあい自然塾 静岡県富士宮市佐折633-14 ムササビ ○

ラムサール条約登録湿地 藤前干潟稲永ビジターセンター 愛知県名古屋市港区野跡4-11-2 コアジサシ ○

ラムサール条約登録湿地 藤前干潟藤前活動センター 愛知県名古屋市港区藤前2-202 ハマシギ ○

伊勢志摩国立公園 横山ビジターセンター 三重県志摩市阿児町鵜方875-24 イセエビ ○

ラムサール条約登録湿地 琵琶湖水鳥・湿地センター 滋賀県長浜市湖北町今西 オオヒシクイ ○

国民公園 京都御苑閑院宮邸跡 京都府京都市上京区京都御苑3 アオバズク ○

山陰海岸国立公園 竹野スノーケルセンター・ビジターセンター 兵庫県豊岡市竹野町切浜大浦1218 アオウミウシ ○

吉野熊野国立公園 大台ヶ原ビジターセンター 奈良県吉野郡上北山村小橡660-1
オオダイガハラサンショ
ウウオ

○

吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井830 シイノトモシビタケ ○

山陰海岸国立公園 鳥取砂丘パークサービスセンター 鳥取県鳥取市福部町湯山2164-661 イソコモリグモ ○

大山隠岐国立公園 大山情報館 鳥取県西伯郡大山町大山40-33 ダイセンシジミ ○

瀬戸内海国立公園 大久野島ビジターセンター 広島県竹原市忠海町大久野島 スナメリ ○

瀬戸内海国立公園 五色台ビジターセンター 香川県坂出市王越町木沢字西山1733-18 コジュケイ ○

足摺宇和海国立公園 足摺海洋館 高知県土佐清水市三崎字今芝4032 マンボウ ×

雲仙天草国立公園 雲仙お山の情報館 長崎県雲仙市小浜町雲仙320 オオルリ ○

雲仙天草国立公園 平成新山ネイチャーセンター 長崎県島原市南千本木町甲2683 シマバライチゴ ○

雲仙天草国立公園 雲仙諏訪の池ビジターセンター 長崎県雲仙市小浜町諏訪の池 ハシビロガモ ○

対馬野生生物保護センター 長崎県対馬市上県町棹崎公園 ツシマヤマネコ ○

西海国立公園 九十九島ビジターセンター 長崎県佐世保市鹿子前町1055 カノコユリ

西海国立公園 鐙瀬（あぶんぜ）ビジターセンター 長崎県五島市野々切町1333-3 玉之浦椿（ヤブツバキ） ○

阿蘇くじゅう国立公園 南阿蘇ビジターセンター 熊本県阿蘇郡高森町大字高森3219 オオルリシジミ ○

阿蘇くじゅう国立公園 国立公園阿蘇・公園情報センター 熊本県阿蘇市黒川974-9 カヤネズミ ○

阿蘇くじゅう国立公園 長者原ビジターセンター 大分県玖珠郡九重町大字田野225-33 ヒゴタイ

霧島屋久国立公園 えびのエコミュージアムセンター 宮崎県えびの市末永1495-5 ノカイドウ ○

霧島屋久国立公園 高千穂河原パークサービスセンター 鹿児島県霧島市霧島田口高千穂河原 ミヤマキリシマ ○

霧島屋久国立公園 屋久島世界遺産センター 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房前岳2739-343 アカウミガメ

奄美野生生物保護センター 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551 アマミノクロウサギ

やんばる野生生物保護センター　ウフギー自然館 沖縄県国頭郡国頭村比地263-1 ヤンバルクイナ ○

ラムサール条約登録湿地 漫湖水鳥・湿地センター 沖縄県豊見城市字豊見城982 クロツラヘラサギ ○

西表石垣国立公園 国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター 沖縄県石垣市八島町2-27 マンタ（オニイトマキエイ） ○

西表石垣国立公園 竹富島ビジターセンター　ゆがふ館 沖縄県八重山郡竹富町字竹富2350
ホッカルー（リュウキュウ
アカショウビン）

○

西表石垣国立公園 黒島ビジターセンター 沖縄県八重山郡竹富町黒島1
ミジガーミー（アオウミガ
メ）

○

西表野生生物保護センター 沖縄県八重山郡竹富町字古見 イリオモテヤマネコ ○

九州・沖縄
エリア

中部
エリア

近畿
エリア

中国・四国
エリア


