
「生物多様性保全上重要な里地里山」選定地一覧

1-1 帯広市、河西郡芽室町 帯広の森

1-2
美唄市、岩見沢市、樺戸郡浦臼町、樺戸
郡新十津川町、空知郡奈井江町、砂川市

宮島沼および周辺湖沼群周囲の農地

1-3 寿都郡黒松内町 ブナ北限の里「黒松内」

1-4 夕張郡栗山町 ハサンベツ里山

1-5 白老郡白老町 萩の里自然公園とウヨロ川周辺

1-6 沙流郡平取町 沙流川流域

2-1 青森市 青森市浅虫温泉森林公園

2-2 青森市 細越地区ほたるの里

2-3 つがる市、弘前市、北津軽郡鶴田町 岩木山山麓の池沼群と周辺水田

2-4 弘前市 弘前だんぶり池

2-5
三沢市、上北郡六ヶ所村、上北郡東北町、
上北郡六戸町

仏沼周辺の湖沼群

2-6 つがる市、北津軽郡中泊町 岩木川下流部のヨシ原

3-1 花巻市 矢沢地域

3-2 遠野市 小友町（山谷、一ノ倉・草倉）

3-3 奥州市、気仙郡住田町、遠野市 種山ヶ原

3-4 一関市 厳美町本寺地区

3-5 一関市 久保川イーハトーブ世界

3-6 陸前高田市 生出地区

3-7 和賀郡西和賀町 西和賀カタクリの里

3-8 下閉伊郡岩泉町 安家地区

3-9 下閉伊郡岩泉町 早坂高原

3-10 下閉伊郡岩泉町 櫃取湿原

4-1 仙台市青葉区 青葉山

4-2 仙台市青葉区 奥武士・大倉地区

4-3 仙台市太白区 坪沼地区

4-4 仙台市泉区 根白石（朴沢・実沢・福岡）・西田中地区

4-5 石巻市 北上川河口の湿性植生

4-6 大崎市、栗原市、登米市 蕪栗沼・周辺水田

4-7 登米市 相川

4-8 登米市、栗原市 伊豆沼周辺地域

4-9 東松島市 鳴瀬川下流域

4-10 大崎市 鳴子温泉地域（中山平地区・鬼首地区）

4-11 大崎市 化女沼周辺地域

4-12 大崎市 音無湯殿山権現の森

4-13 大崎市 鹿島台シナイモツゴの郷

5-1 能代市 小友沼及び周辺地域

5-2 大仙市 太田町駒場

5-3 仙北市 刺巻湿原ミズバショウ群生地

5-4 南秋田郡大潟村 八郎潟干拓地

5-5 仙北郡美郷町 清水の里　六郷

北海道

都道府県 No. 市区町村 名称

青森県

岩手県

宮城県

秋田県



都道府県 No. 市区町村 名称

6-1 米沢市 小野川「ホタルの里」（小野川温泉）

6-2 鶴岡市 大山上池・下池周辺

6-3 鶴岡市 天狗森

6-4 上山市 西山地区

6-5 村山市 河島山里山環境保全地域

6-6 南陽市 大谷地（白竜湖一帯）

6-7 西村山郡河北町 元泉地域

6-8 西村山郡西川町 大井沢地区

6-9 北村山郡大石田町 川前地区

6-10 最上郡金山町 杉沢地区

6-11 最上郡舟形町 手倉森湿原

6-12 最上郡真室川町 中村湿原及び周辺の里山

6-13 最上郡大蔵村 沼の台里山環境保全地域

6-14 最上郡鮭川村 曲川木の根坂

6-15 最上郡鮭川村 米地区

6-16 最上郡戸沢村 角川地区

6-17 東置賜郡川西町 下小松里山環境保全地域

6-18 東置賜郡川西町 東沢地区

6-19 西置賜郡小国町 叶水

6-20 西置賜郡飯豊町 中津川地区

6-21 飽海郡遊佐町 胴腹滝里山環境保全地域

6-22 飽海郡遊佐町 遊佐元町地区

7-1 福島市 信夫山

7-2 福島市 クマガイソウの里

7-3 耶麻郡猪苗代町、会津若松市、郡山市 猪苗代湖周辺

7-4 会津若松市 青木山（奴田山）

7-5 白河市 南湖公園とその周辺一帯

7-6 喜多方市 ヒメサユリ群生地

7-7 喜多方市 福寿草と棚田の里(沼ノ平地区）

7-8 喜多方市 深沢・唐沢地区

7-9 岩瀬郡天栄村 湯本地区（エコミュージアム）

7-10 南会津郡只見町
只見地域（只見ユネスコエコパーク移行地域とそ
の周辺）

7-11 南会津郡南会津町 針生集落

7-12 東白川郡棚倉町 関口・流地区

7-13 東白川郡鮫川村 青生野

山形県

福島県



都道府県 No. 市区町村 名称

8-1 土浦市 宍塚の里山

8-2 石岡市 八郷地区

8-3 常陸太田市 持方

8-4 つくば市 筑波山麓「すそみの田んぼ」と周辺谷津田

8-5
12-15

稲敷市、稲敷郡美浦村、潮来市、神栖市 霞ヶ浦・浮島および利根川下流域と周辺水田地域

8-6 守谷市 天神の森周辺

8-7 桜川市
富士権現山山麓（五所駒瀧神社鎮守の森と周辺
の田畑）

8-8 那珂郡東海村 押延ため池いこいの森

9-1 宇都宮市 戸祭山緑地

9-2 宇都宮市 鶴田沼（ひょうたん池）（鶴田沼緑地）

9-3 栃木市、小山市、下都賀郡野木町 渡良瀬遊水地および周辺農地

9-4 那須塩原市、那須郡那須町、大田原市 那須野ヶ原

9-5 那須烏山市 下川井地区

9-6 芳賀郡茂木町 茂木北部地区

9-7 芳賀郡茂木町 ハローウッズの森

9-8 芳賀郡市貝町 サシバの里

10-1 桐生市、みどり市 鳴神山（桐生自然観察の森含む）

10-2 桐生市 ぐんま昆虫の森周辺

10-3 甘楽郡甘楽町 秋畑那須（「ちぃじがき」の里）

10-4 利根郡片品村 戸倉地区

10-5 利根郡川場村 生品・立岩地区（後山と周辺農地）

10-6 利根郡みなかみ町 上ノ原「入会の森」

11-1 川越市、所沢市、狭山市、入間郡三芳町 くぬぎ山地区

11-2 秩父市 東京大学秩父演習林（栃本・大血川地区）

11-3 所沢市、入間郡三芳町 三富新田

11-4
13-7

所沢市、入間市 狭山丘陵全体

11-5 飯能市 天覧山・多峯主山

11-6 加須市 浮野の里

11-7 東松山市 上唐子ホタルの里

11-8 蓮田市 黒浜沼と周辺湿地・ヨシ原

11-9 比企郡小川町 下小川・下里

11-10 比企郡ときがわ町 里山文化園

11-11 大里郡寄居町 風布

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県



都道府県 No. 市区町村 名称

12-1 千葉市緑区 下大和田谷津

12-2 千葉市緑区 大藪池谷津

12-3 船橋市 船橋市北部地区（県民の森周辺）

12-4 野田市 江川地区

12-5 佐倉市 下志津・畔田谷津

12-6 東金市 小油井の谷津田

12-7 八千代市 島田谷津

12-8 八千代市 八千代市ほたるの里

12-9 鴨川市、君津市 東京大学千葉演習林（清澄および札郷、郷台）

12-10 鴨川市 大山千枚田

12-11 白井市、印西市 谷田・武西の谷津

12-12 印西市 結縁寺の谷津

12-13 印西市 竜腹寺・滝地区

12-14 白井市 平塚地区の里山・谷津田

8-5
12-15

香取市、香取郡東庄町 霞ヶ浦・浮島および利根川下流域と周辺水田地域

12-16 いすみ市 源氏ボタルの里

12-17 香取郡神崎町 神宿

12-18 香取郡多古町 桜宮自然公園

12-19 夷隅郡大多喜町 大多喜町域内の里地里山

13-1 八王子市 多摩丘陵（由木地区）

13-2 八王子市 長池公園

13-3 青梅市 青梅の森

13-4 青梅市 大荷田（長淵丘陵）

13-5 町田市 図師小野路歴史環境保全地域及び奈良ばい谷戸

13-6 町田市 三輪町の森

11-4
13-7

武蔵村山市、東大和市、東村山市 狭山丘陵全体

13-8 あきる野市 横沢入里山保全地域

東京都

千葉県



都道府県 No. 市区町村 名称

14-1 横浜市都筑区・緑区・港北区・神奈川区 都田・鴨居東本郷・菅田羽沢周辺

14-2
横浜市南区・港南区・栄区・磯子区・金沢
区

舞岡公園～瀬上の森～円海山周辺

14-3 横浜市戸塚区・保土ケ谷区・旭区 大池・今井・名瀬

14-4 横浜市戸塚区・泉区 下和泉・東俣野・深谷周辺

14-5 横浜市緑区・旭区・瀬谷区 三保・新治、川井・矢指・上瀬谷

14-6 横浜市青葉区 奈良川源流域の谷戸・樹林地

14-7 川崎市多摩区 生田緑地

14-8 川崎市麻生区 黒川

14-9 相模原市緑区 佐野川の里山

14-10 相模原市緑区 小松・城北地区

14-11 相模原市緑区 篠原の里

14-12 平塚市 土沢

14-13 鎌倉市 山崎の谷戸

14-14 鎌倉市 鎌倉広町緑地

14-15 藤沢市 石川丸山谷戸

14-16 小田原市 上曽我

14-17 小田原市 東栢山

14-18 小田原市 久野

14-19 三浦市 小網代の森

14-20 秦野市 秦野市域内の里山

14-21 厚木市 中金井ほたるの里

14-22 厚木市 七沢

14-23 南足柄市 内山

14-24 南足柄市 矢倉沢

14-25 南足柄市 大雄町五本松・原

14-26 三浦郡葉山町 上山口

14-27 足柄下郡箱根町 畑宿地区

14-28 愛甲郡愛川町 八菅山・尾山

神奈川県



都道府県 No. 市区町村 名称

15-1 新潟市北区、新発田市 福島潟周辺

15-2 新潟市秋葉区 にいつ丘陵

15-3 新潟市西区 佐潟周辺

15-4 長岡市 小国町法末集落

15-5 新発田市 田貝地区

15-6 十日町市 キョロロの森

15-7 十日町市 松代・松之山地域

15-8 村上市 山熊田地区

15-9 村上市 高根集落

15-10 五泉市 トゲソの里

15-11 上越市 朝日池・鵜ノ池周辺

15-12 上越市 桑取谷（桑取、谷浜、中ノ俣、正善寺地区）

15-13 佐渡市 佐渡の里地里山

15-14 南魚沼市 栃窪集落

15-15 胎内市 地本のミズバショウ群落

15-16 胎内市 櫛形山脈・蔵王山塊

15-17 胎内市 飯豊山麓集落

16-1 富山市 呉羽丘陵

16-2 富山市 三乗

16-3 氷見市 長坂

16-4 砺波市（旧庄川町含む）、南砺市
砺波平野散居村（屋敷林に囲まれた農家住宅と水
田が織りなす日本の原風景）

17-1
金沢市、かほく市、河北郡内灘町、河北郡
津幡町

河北潟周辺

17-2 七尾市 能登島長崎町

17-3 小松市 鞍掛山・滝ヶ原地区

17-4 輪島市 金蔵地区

17-5 珠洲市 珠洲市内の里地里山

17-6 加賀市 片野鴨池周辺

17-7 加賀市 三谷地区

17-8 加賀市 山中温泉東谷地区

17-9 羽咋市 神子原地区

17-10 白山市 木滑地区

17-11 白山市 白峰地区

17-12 能美市 能美の里山

17-13 鳳珠郡能登町 岩井戸地区

17-14 鳳珠郡能登町 春蘭の里（宮地、鮭尾、柏木、太田原）

17-15 鳳珠郡能登町 小木地区

新潟県

富山県

石川県



都道府県 No. 市区町村 名称

18-1 敦賀市 池河内湿原

18-2 敦賀市 中池見湿地

18-3 敦賀市 野坂岳山麓の貧栄養湿地群とカヤ原

18-4 敦賀市、三方郡美浜町 敦賀半島の貧栄養湿地群

18-5 小浜市 飯盛地区

18-6
21-5
25-4

大野市、今立郡池田町、南条郡南越前町 能郷白山・伊吹山地の里山

18-7 大野市、勝山市 六呂師高原

18-8 勝山市 平泉寺地区

18-9 鯖江市 河和田地区

18-10 あわら市 北潟湖周辺の里地里山

18-11 越前市、丹生郡越前町 丹生山地南部

18-12 坂井市 雄島・陣ケ岡地区

18-13 坂井市、あわら市、福井市 坂井平野

18-14 三方上中郡若狭町、三方郡美浜町 三方五湖流域とその周辺地域

18-15 大飯郡高浜町 青葉山麓（青郷地区・内浦地区）

19-1 甲府市 相川地区

19-2 富士吉田市 明見湖公園

19-3
富士吉田市、富士河口湖町、山中湖村、
忍野村、鳴沢村

富士山北麓の草原

19-4 北杜市 オオムラサキ自然公園

19-5 南巨摩郡富士川町 平林地区

19-6 北都留郡小菅村 多摩川源流の里山

福井県

山梨県



都道府県 No. 市区町村 名称

20-1 長野市 アルプスを望む雲上の棚田の里

20-2 松本市 四賀地域

20-3 松本市 藤井谷

20-4 上田市 浦里地区

20-5 上田市 塩田平

20-6 上田市 東山一帯

20-7 飯田市、阿智村 山本地区周辺

20-8 飯田市 遠山郷　下栗の里

20-9 諏訪市、諏訪郡下諏訪町、茅野市 霧ヶ峰（採草地）

20-10 小諸市 こもろミズオオバコビオトープ

20-11 伊那市 手良地区

20-12 中野市 永江（大平山等一帯の里山）

20-13 大町市 中綱湖畔

20-14 大町市 平地区北部

20-15 大町市 八坂

20-16 千曲市 姨捨棚田

20-17 安曇野市 長峰山

20-18 北佐久郡軽井沢町 軽井沢町の残存・再生草原

20-19 北佐久郡軽井沢町 軽井沢発地ホタルの里

20-20 上伊那郡南箕輪村 田畑、大芝地区

20-21
21-4

木曽郡木曽町 開田高原～日和田高原（半自然草原）

20-22 北安曇郡白馬村 青鬼集落

20-23 北安曇郡白馬村 北城西山地区

20-24 下高井郡山ノ内町、上高井郡高山村 志賀高原ユネスコエコパーク（移行地域）

20-25 上水内郡信濃町 古海地域

20-26 下水内郡栄村 栄村域内の里地里山

21-1 岐阜市 達目洞ヒメコウホネ自生地湿地

21-2 岐阜市 大洞すずろしの里

21-3 不破郡垂井町、大垣市 大滝・伊吹・牧田周辺

20-21
21-4

高山市 開田高原～日和田高原（半自然草原）

18-6
21-5
25-4

関市、本巣市、揖斐郡揖斐川町 能郷白山・伊吹山地の里山

21-6 瑞浪市、恵那市 田代山、黒の田湿地

21-7 郡上市 和良の里山

21-8 揖斐郡揖斐川町 春日地区

長野県

岐阜県



都道府県 No. 市区町村 名称

22-1 浜松市西区 佐鳴湖里山保全地区

22-2 浜松市浜北区 静岡県立森林公園

22-3 富士宮市 柚野

22-4 富士宮市 猪之頭（小田貫湿原）

22-5 掛川市、袋井市、磐田市 遠州南部地区

22-6 掛川市 茶草場（東山周辺、粟ヶ岳周辺）

22-7 牧之原市 水ヶ谷池・赤坂池・千頭ヶ谷池

22-8 賀茂郡東伊豆町 稲取細野高原

22-9 賀茂郡松崎町 石部の棚田

23-1 名古屋市千種区 東山の森

23-2 豊橋市 石巻山周辺

23-3 瀬戸市
東京大学演習林生態水文学研究所赤津研究林白
坂小流域

23-4 瀬戸市 海上の森

23-5 豊田市 豊田市自然観察の森及び周辺地域

23-6 豊田市 トヨタの森

23-7 犬山市
栗栖、富岡、善師野、今井、塔野地、前原、池野地
区の集落と周辺の田畑

23-8 新城市 四谷の千枚田

23-9 新城市 湿原の里・長ノ山

23-10 新城市 黄柳野新谷(黄柳野つげ自生地周辺)

23-11 知多郡美浜町 美浜町の里山

24-1 伊勢市、多気郡明和町、度会郡玉城町 大仏山公園および周辺水田

24-2 名張市 赤目の里山

24-3 いなべ市 古田地区

24-4 いなべ市 竜の森林

24-5 北牟婁郡紀北町 大田賀山林

25-1 大津市 仰木

25-2 大津市 「龍谷の森」（龍谷大学瀬田隣接地）

25-3 大津市 大戸川流域の里地里山

18-6
21-5
25-4

米原市、長浜市 能郷白山・伊吹山地の里山

25-5 長浜市 丹生地区

25-6 長浜市 湖北地方

25-7 近江八幡市 白王・円山

25-8 甲賀市
甲賀市域内（水口丘陵・甲賀丘陵・甲南丘陵）の里
地里山

25-9 甲賀市 杉谷新田

25-10 高島市 針江地区

25-11 高島市 朽木柏

25-12 高島市 朽木針畑の里山

25-13 高島市 畑地区

25-14 東近江市 河辺いきものの森

25-15 米原市 池下（三島池周辺）

25-16 米原市 醒井

滋賀県

静岡県

愛知県

三重県



都道府県 No. 市区町村 名称

26-1 京都市左京区 大原の里

26-2 京都市西京区 大原野森林公園周辺

26-3 福知山市 大江地区（毛原の棚田）

26-4 綾部市 豊里西地区

26-5 宮津市 上世屋地区

26-6 宮津市 波見谷

26-7 亀岡市 亀岡盆地の氾濫原

26-8 京丹後市 大宮町善王寺地区及び峰山町長岡地区

26-9 南丹市 美山町江和地区

26-10 南丹市 京都大学芦生研究林

27-1 堺市南区 堺・南部丘陵

27-2 岸和田市 神於山地区・意賀美神社

27-3 岸和田市、貝塚市、泉佐野市 和泉葛城山山麓周辺

27-4 池田市、箕面市 余野川中流部

27-5 池田市 五月山

27-6 高槻市、三島郡島本町 ポンポン山・本山寺・釈迦岳

27-7 高槻市 摂津峡・原城山

27-8 枚方市 穂谷の里山

27-9 茨木市 竜王山周辺・安威川上流部

27-10 八尾市 高安地域の里山

27-11 河内長野市 金剛寺地区

27-12 和泉市 信太山

27-13 四條畷市 田原～室池

27-14 交野市 森・寺・傍示・星田地区

27-15 三島郡島本町 若山神社・尺代

27-16 豊能郡豊能町 牧・寺田の里山

27-17 豊能郡豊能町 妙見山・初谷川

27-18 豊能郡能勢町 天王・山辺・剣尾山・小和田山

27-19 豊能郡能勢町 三草山・長谷

27-20 豊能郡能勢町 歌垣山山麓～地黄湿地

27-21 泉南郡岬町 多奈川地区

27-22 南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村 大和葛城山周辺

京都府

大阪府



都道府県 No. 市区町村 名称

28-1 神戸市東灘区、芦屋市 六甲山地東お多福山

28-2 神戸市灘区 渦が森

28-3 神戸市北区 かがやきの森　東地区

28-4 神戸市北区 藍那地区

28-5
明石市、加古川市、加古郡稲美町、高砂
市、加古郡播磨町

いなみ野ため池ミュージアム

28-6 西宮市 ナシオン創造の森（国見台１号緑地）

28-7 西宮市 甲山グリーンエリア

28-8 西宮市 社家郷山

28-9 豊岡市 豊岡盆地・円山川・六方川・田結川

28-10 加古川市 加古川市北部の里山群

28-11 宝塚市 西谷地区

28-12 宝塚市 中山台のまち山

28-13 三木市 兵庫県立三木山森林公園

28-14 川西市、川辺郡猪名川町 黒川周辺の里山

28-15 川西市 水明台のまち山

28-16 三田市 兵庫県立有馬富士公園

28-17 加西市 糠塚山・あびき湿原

28-18 養父市 ハチ高原

28-19 丹波市 遠阪地区

28-20 淡路市 黒谷の棚田（北淡路の棚田・ため池群）

28-21 加東市 兵庫県立やしろの森公園

28-22 神崎郡神河町 砥峰高原

28-23 赤穂郡上郡町 鞍居川流域の里山

28-24 美方郡新温泉町 上山高原（エコミュージアム）

29-1 奈良市 月ヶ瀬

29-2 奈良市 柳生の里

29-3 桜井市 山野草の里

29-4 生駒市 高山地区

29-5 吉野郡吉野町 吉野山

30-1 海南市 孟子不動谷

30-2 田辺市、日高郡みなべ町 みなべ・田辺地域

30-3 紀の川市 鞆渕地区

兵庫県

奈良県

和歌山県



都道府県 No. 市区町村 名称

31-1 鳥取市 三原台

31-2
32-1

米子市、境港市 中海周辺

31-3 八頭郡若桜町 広留野

31-4 東伯郡三朝町 若杉山

31-5 西伯郡南部町 南部町の里地里山

31-6 日野郡日南町 福万来

31-7 日野郡日南町 神戸上（花見山　ブナ林・低木林、ハンノキ林）

31-8 日野郡日南町 福栄

31-9 日野郡日南町 多里・新屋

31-10 日野郡日南町 船通山

31-11 日野郡江府町 大山鏡ヶ成

31-2
32-1

松江市、安来市 中海周辺

32-2 出雲市、松江市 宍道湖周辺

32-3 松江市 星上山の照葉樹林帯

32-4 大田市、飯石郡飯南町 三瓶山（北の原・東の原）

32-5 大田市 石見銀山（銀山地区の森林）

32-6 江津市 市山地区

32-7 仁多郡奥出雲町 大原新田

32-8 隠岐郡西ノ島町 隠岐・西ノ島（牧畑）

33-1 岡山市 岡山市域内の里地里山

33-2 倉敷市 真備町の田園地域

33-3 倉敷市 鶴新田地区

33-4 倉敷市 藤戸地区

33-5 津山市 阿波

33-6 新見市 大佐山

33-7 新見市 草間台地（農地周辺の採草地）

33-8 新見市 鯉が窪湿原周辺

33-9 真庭市 津黒いきものふれあいの里

33-10 真庭市 蒜山高原（採草地）

33-11 真庭郡新庄村 田浪地区

33-12 苫田郡鏡野町 恩原高原（採草地）

33-13 英田郡西粟倉村 西粟倉村百年の森林

33-14 久米郡久米南町 北庄の棚田

33-15 久米郡美咲町 大垪和西棚田

鳥取県

島根県

岡山県



都道府県 No. 市区町村 名称

34-1 世羅郡世羅町、三原市 世羅台地

34-2 尾道市 因島重井町

34-3 庄原市、三次市 ハイヅカ湖地域

34-4 庄原市 東城町三坂

34-5 庄原市 国営備北丘陵公園

34-6 東広島市 豊栄町

34-7 東広島市 西条・造賀

34-8 山県郡安芸太田町 井仁の棚田

34-9 山県郡北広島町 雲月山

34-10 山県郡北広島町 八幡湿原

34-11 世羅郡世羅町 伊尾・小谷地区

35-1 宇部市 小野湖周辺地域

35-2 山口市 椹野川上流域の里地里山

35-3 下松市 米川東部地区

35-4 岩国市 錦町（宇佐）

35-5 美祢市 秋吉台地域

35-6 周南市 熊毛八代（鶴の里八代）

35-7 熊毛郡上関町 祝島・石垣の棚田

36-1 徳島市 眉山周辺の緑地

36-2 鳴門市 鳴門市平野部のレンコン畑

36-3 阿南市、小松島市 那賀川周辺の水田地帯

36-4 阿南市 長生町西部地区

36-5 阿南市 伊島

36-6 阿波市、吉野川市 善入寺島

36-7 吉野川市 大神高開地区

36-8
美馬郡つるぎ町、美馬市、三好郡東みよし
町、三好市

剣山周辺の傾斜農業地域

36-9
38-4

三好市 塩塚高原

36-10 勝浦郡上勝町 樫原の棚田

36-11 勝浦郡上勝町 八重地

36-12 名東郡佐那河内村 佐那河内村いきものふれあいの里～旭ヶ丸北麓

36-13 海部郡海陽町 北田地区

37-1 高松市 ドングリランド（どんぐり銀行）

37-2 三豊市、仲多度郡まんのう町 財田町、山本町付近、満濃池周辺

37-3 小豆郡小豆島町 中山千枚田

38-1 今治市 朝倉南地区

38-2 大洲市 鹿野川ダム周辺

38-3 伊予市 翠地区

36-9
38-4

四国中央市 塩塚高原

38-5 東温市 上林の里山

38-6 喜多郡内子町 石畳地区

香川県

広島県

山口県

徳島県

愛媛県



都道府県 No. 市区町村 名称

39-1 四万十市 トンボ自然公園（池田谷）

39-2 高岡郡中土佐町 大野見

39-3 高岡郡梼原町 上流域の山村と棚田

39-4 高岡郡日高村 鹿児地区周辺

39-5 高岡郡四万十町 四万十川上流域

39-6 高岡郡四万十町 大正中津川地区

39-7 高岡郡四万十町 大正下津井地区

39-8 高岡郡四万十町 三島地区の水田

39-9 高岡郡四万十町 四万十川中下流域（里川）

39-10 幡多郡大月町 橘浦（大洞山北西部）

40-1
北九州市小倉南区、京都郡苅田町、行橋
市

平尾台

40-2 久留米市 竹野地区

40-3 うきは市 小塩地区(ほたるの里)

41-1
佐賀市、小城市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里
町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町

佐賀平野のクリークや水路

41-2 佐賀市 大串区

41-3 唐津市 樫原湿原及びその周辺

41-4 唐津市 蕨野の棚田

41-5 唐津市、伊万里市 唐津市及び伊万里市の里山草原

41-6 小城市 江里山の棚田

41-7 小城市 祇園川周辺

41-8 東松浦郡玄海町 浜野浦の棚田

41-9 西松浦郡有田町 岳集落

41-10 杵島郡白石町 湯崎

42-1 長崎市 相川休耕田

42-2 長崎市 こしき岩

42-3 佐世保市 船ノ村の草原

42-4 佐世保市 開作の水田・平川原溜池

42-5 佐世保市 南部の水田

42-6 佐世保市 宇久の草原（大久保、平原）

42-7 諫早市 大場町の草原（岩屋口）

42-8 平戸市 川内峠

42-9 平戸市 佐志岳

42-10 平戸市 辻町の溜池周辺

42-11 平戸市 上段の野

42-12 対馬市 千俵蒔山

42-13 対馬市 志多留・田ノ浜地区

42-14 対馬市 内山地区

42-15 五島市 夫婦池周辺

42-16 五島市 山手の溜池周辺

42-17 東彼杵郡東彼杵町 大野原高原

42-18 北松浦郡小値賀町 斑島の草原

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県



都道府県 No. 市区町村 名称

43-1 熊本市西区 柿原迫谷の里

43-2 水俣市 久木野の棚田周辺

43-3
阿蘇市、阿蘇郡高森町、阿蘇郡南阿蘇
村、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿
蘇郡産山村、阿蘇郡西原村

阿蘇の草原

43-4 阿蘇郡小国町 小国杉の生育地

43-5 上益城郡山都町 白糸台地の棚田群

43-6 八代郡氷川町 立神地区

44-1 宇佐市、中津市 中津海岸・宇佐海岸周辺

44-2 日田市 皿山・池ノ鶴（小鹿田焼の里）

44-3 竹田市、玖珠郡九重町 飯田高原（くじゅう坊ガツル ・タデ原湿原）

44-4 豊後高田市 田染荘小崎

44-5 宇佐市 恵良川源流域の里地里山

44-6 豊後大野市 井上地区（井上農村公園構想）

44-7 国東市 松ヶ迫

45-1 都城市 正応寺ごんだの里

45-2 延岡市 家田・川坂地区

45-3 延岡市 行縢地区

45-4 串間市 笠祇・古竹（笠祇山塊一帯）

45-5 串間市 都井岬

45-6 東諸県郡綾町 倉輪・釜牟田

45-7 東臼杵郡椎葉村 椎葉山（焼き畑）

45-8 西臼杵郡高千穂町 五ヶ所高原

46-1 出水市 出水・高尾野

46-2
西之表市、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種
子町

種子島の海岸林

46-3 薩摩川内市 椎原地区・「いやしの森」周辺

46-4 薩摩川内市 藺牟田池周辺

46-5
奄美市、大島郡龍郷町、大島郡大和村、
大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町

奄美大島・加計呂麻島・請島・与路島の里地里山

46-6 姶良市 漆の里山

46-7 姶良郡湧水町 吉松地域（ヒガンザクラ自生南限地周辺）

47-1 国頭郡大宜味村 喜如嘉地区

47-2 国頭郡大宜味村 椿山

47-3 島尻郡久米島町 だるま山周辺

47-4 八重山郡竹富町 祖納の里山（西表島）

47-5 八重山郡与那国町 与那国島南東部海岸周辺

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

熊本県


