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第 31回自然公園小委員会の諮問案件の概要 

 

阿寒国立公園など１３の国立公園において、計１１５件の国立公園事業の決定、

廃止及び変更を行う。 

 

※公園事業の決定は、公園計画に基づき執行される公園事業に関し、整備すべ

き施設のおよその位置及び規模などを定めるもの。 

 

１．十和田八幡平国立公園（八幡平地域）の公園計画の再検討に伴う 

公園事業の決定、廃止及び変更について 

（１）公園事業の決定 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） 田沢湖高原秋田駒ヶ岳線 １ 

 

（２）公園事業の廃止 ５件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（歩道） 後生掛又口小屋線 １ 

周遊場 後生掛 １ 

スキー場 田沢湖高原 １ 

索道運送施設 田沢湖高原 １ 

公衆便所 後生掛 １ 

 

（３）公園事業の変更 ５０件 ※秋田県域を含む事業のみ 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） 八幡平線、玉川温泉線、乳頭温泉郷線 ３ 

道路（歩道） 

八幡平秋田駒ヶ岳縦走線、大沼長沼八幡

平線、蒸ノ湯八幡平線、焼山線、後生掛

泥火山線、玉川温泉、乳頭山田代平線、

東北自然歩道線、秋田駒ヶ岳線、乳頭温

泉線、茶臼岳八幡平線、網張岩手山線、

三ッ石山線、千沼ヶ原線、国見温泉秋田

駒ヶ岳線 

１５ 

広場 乳頭温泉郷 １ 

園地 八幡平、曽利滝、大場谷地、駒ヶ岳八合 ７ 

資料３－２ 
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目、後生掛、玉川温泉、乳頭温泉郷、 

宿舎 
蒸ノ湯、後生掛、玉川温泉、乳頭温泉郷、

乳頭温泉 
５ 

避難小屋 焼山、八瀬森、大白森、田代平、阿弥陀池  ５ 

休憩所 蒸ノ湯、乳頭温泉郷 ２ 

野営場 後生掛、乳頭温泉郷 ２ 

スキー場 後生掛 １ 

駐車場 見返峠、後生掛、玉川温泉、乳頭温泉郷 ４ 

給水施設 後生掛、乳頭温泉郷 ２ 

公衆浴場 後生掛 １ 

博物展示施設 後生掛、玉川温泉 ２ 

 

 

２．上信越高原国立公園（谷川地域）の公園計画の再検討等に伴う 

公園事業の決定、廃止及び変更について 

（１）公園事業の決定 ５件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（歩道） 清水街道線 １ 

園地 天神平 １ 

宿舎 肩の小屋 １ 

避難小屋 平標 １ 

索道運送施設 万座山線 １ 

 

（２）公園事業の廃止 ５件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

休憩所 谷川岳肩 １ 

宿舎 天神尾根 １ 

園地 法師温泉 １ 

給油施設 法師温泉 １ 

自動車運輸施設 三国峠 １ 

 

（３）公園事業の変更 １５件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） 湯桧曽土合線、谷川岳、三国峠線 ３ 

道路（歩道） 天神尾根線、谷川連峰縦走線 ２ 

園地 三国峠、谷川岳沢、菅平 ３ 

宿舎 川古温泉、菅平 ２ 
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避難小屋 熊穴沢 １ 

休憩所 谷川岳 １ 

運動場 菅平 １ 

スキー場 谷川岳 １ 

索道運送施設 谷川岳 １ 

 

 

３．吉野熊野国立公園（和歌山県海岸地域）の拡張に伴う 

公園事業の決定及び変更について 

（１）公園事業の決定 １７件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

園地 

ひき岩群、天神崎、千里の浜、埴田崎、

番所山、権現崎、千畳敷、三段壁、シガ

ラミ磯、黒島、江住、里野、大勝浦、樫

野崎、双島 

１５ 

宿舎 志原 １ 

博物展示施設 番所山 １ 

 

（２）公園事業の変更 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（歩道） 近畿自然歩道線 １ 

 

 

４．阿寒国立公園の公園事業の変更について 

公園事業の変更 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） オンネトー線 １ 

 

 

５．支笏洞爺国立公園の公園事業の決定について 

公園事業の決定 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

運動場 月浦 １ 
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６．三陸復興国立公園の公園事業の決定及び変更について 

（１）公園事業の決定 ３件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） 竹浦・出島線 １ 

園地 月浜、戸倉 ２ 

 

（２）公園事業の変更 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

園地 明戸浜 １ 

 

 

７．磐梯朝日国立公園の公園事業の変更について 

公園事業の変更 ２件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） 桧原湖南岸線、米沢猪苗代線 ２ 

 

 

８．秩父多摩甲斐国立公園の公園事業の決定について 

公園事業の決定 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） 徳和国師ヶ岳線 １ 

 

 

９．富士箱根伊豆国立公園の公園事業の決定について 

公園事業の決定 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

園地 本栖湖西岸 １ 

 

 

１０．山陰海岸国立公園の公園事業の変更について 

公園事業の変更 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

園地 玄武洞 １ 
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１１．瀬戸内海国立公園の公園事業の決定及び変更について 

（１）公園事業の決定 １件 （兵庫県地域） 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

野営場 洞川谷 １ 

 

（２）公園事業の変更 １件 （徳島県地域） 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

道路（車道） 鳴門公園線 １ 

 

 

１２．大山隠岐国立公園の公園事業の決定及び変更について 

（１）公園事業の決定 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

園地 高平山 １ 

 

（２）公園事業の変更 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

園地 国賀浜 １ 

 

 

１３．阿蘇くじゅう国立公園の公園事業の決定について 

公園事業の決定 １件 

施設の種類 公園事業の名称 件数 

園地 狩尾 １ 

 


