
～地域の宝物、森、里、川、海の魅力をみんなで探して楽しもう～
エコツーリズムは、旅で、人と人、人と自然がふれあい、自然環境を大切にしながら地域を元気にします。

そんなエコツーリズムに元気に取り組むおススメ地域を紹介！

さ
ぁ
楽
し
も
う

エ
コ
ツ
ーリ
ズ
ム
！
Part 2



21

エコツーリズムとは？
　エコツーリズムとは、「地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光旅行者に伝
えることにより、その価値や大切さを理解してもらい、環境保全につながっていくことを目指す仕組み」
です。また、エコツーリズムの考え方に基づいて、自然や文化などの資源の保全に配慮しながら魅
力を体験するプログラムをエコツアーと言います。
　エコツーリズムは、途上国で観光旅行者に森林などを見せることで、観光を環境保全のための産
業に転換する考え方として始まり、その後、先進国でも持続的な観光振興を目指す概念として注目さ
れるようになりました。地域住民自らが地域の資源の魅力（地域の宝）を発掘してその価値を認識し、
観光旅行者に伝えることで新たな観光資源が生まれ、持続的な地域づくりにつながります。

エコツアーを楽しむポイント！

　エコツーリズムは、普段何気ないと思われている自然や文化を活かしたエ
コツアーとして体験できます。自然遺産や国立公園など自然豊かな地域だけ
でなく、都市近郊にある里地里山でも魅力的なエコツアーが開催されていま
す。まずは気軽にツアーに参加してみて、地域の宝を実際に見てみましょう。

みる

　エコツアーでは、その地域のさまざまな自然や文化にふれることはもちろ
んのこと、それらを案内するガイドや住民とふれあうことで新たなつながりが
生まれます。ふれあう

　自然と人とのふれあいを通じて学んだ地域の魅力を、今度はあなた自身
が案内者となってまわりの人に伝えてみましょう。学ぶ

エコツーリズム推進法とは
　地域でエコツーリズムに取り組む総合的な枠組みを定めた法律で平成 19 年 6 月に成立しま
した。エコツーリズムを通じて、わが国の自然環境を保全し、後世に伝えていくことを目的とし
ています。
　法律では「自然環境の保全」「観光振興」「地域振興」「環境教育の場としての活用」の 4
つを地域の創意工夫を活かしたエコツーリズムを実現させるための基本理念としています。
　また、国では、法律に基づいてそれぞれの地域で作るエコツーリズムを実行するための基本
的な計画「エコツーリズム推進全体構想」を認定し、地域の取組を応援しています。

エコツーリズム推進法の詳細や環境省のエコツーリズムに関する最新情報は、
環境省ホームページ「エコツーリズムのススメ」をご覧ください。

（http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/）

エコツーリズム推進全体構想認定地域

地域 全体構想の名称 認定日

埼玉県飯能市 飯能市エコツーリズム推進全体構想 平成 21 年 9 月 8 日認定
平成 27 年 1 月 16 日変更認定

沖縄県渡嘉敷村・座間味村 慶良間地域エコツーリズム推進全体構想 平成 24 年 6 月 27 日認定
群馬県みなかみ町 谷川岳エコツーリズム推進全体構想 平成 24 年 6 月 29 日認定

三重県鳥羽市 鳥羽エコツーリズム推進全体構想 平成 26 年 3 月 13 日認定
平成 29 年 2 月 7 日変更認定

三重県名張市 名張市エコツーリズム推進全体構想 平成 26 年 7 月 9 日認定
京都府南丹市 南丹市美山エコツーリズム推進全体構想 平成 26 年 11 月 21 日認定
東京都小笠原村 小笠原村エコツーリズム推進全体構想 平成 28 年 1 月 28 日認定
北海道弟子屈町 てしかがスタイルのエコツーリズム推進全体構想 平成 28 年 11 月 15 日認定
富山県上市町 上市町エコツーリズム推進全体構想 平成 29 年２月 7 日認定
愛媛県西条市・久万高原町 石鎚山系エコツーリズム推進全体構想 平成 29 年２月 7 日認定
宮崎県串間市 串間エコツーリズム推進全体構想 平成 29 年２月７日認定
鹿児島県
奄美市 / 大和村 / 宇検村 / 瀬戸内町 /
龍郷町 / 喜界町 / 徳之島 / 天城町 /
伊仙町 / 和泊町 / 知名町 / 与論町

奄美群島エコツーリズム推進全体構想 平成 29 年２月７日認定

東京都

小笠原村

群馬県

みなかみ町

埼玉県

飯能市

京都府

南丹市

三重県

名張市

三重県

鳥羽市

沖縄県

座間味村

沖縄県

渡嘉敷村

※平成 29 年 9 月現在

北海道

弟子屈町

愛媛県

西条市

久万高原町

富山県

上市町

宮崎県

串間市

鹿児島県
奄美市

他 11町村

■ 黄色の欄が本誌で紹介する団体です。
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北海道
弟子屈町　

　弟子屈町では「水」と「森」に代表される豊かな自然環
境や恵まれた歴史・文化的環境等の資源が損なわれること
のないよう適切な保全を図りながら、観光を機軸とした持
続可能な地域づくりを目指しています。

今ここでしか味わえない 弟子屈を体験しよう！

北
海
道
遺
産 

摩
周
湖

源泉かけ流しの川湯温泉 （左）摩周小麦・（右）摩周蕎麦の畑 屈斜路湖と白鳥

お問い合わせ

てしかがえこまち推進協議会
（事務局：弟子屈町役場観光商工課）
北海道川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号
TEL：015-482-2940（平日 8:45 ～ 17:30）
URL：http://www.masyuko.or.jp

【お車でのお越しの場合】
道東自動車道
→ 阿寒 I.C → 弟子屈　（約 1 時間 30 分）
釧路市内より （約 1 時間 30 分）

【航空機・JR でお越しの場合】　
釧路空港（バス 45 分） → JR 釧網本線 釧路駅 → 
摩周駅（約 1 時間 15 分）
もしくは川湯温泉駅（約 1 時間 35 分）
女満別空港（バス 30 分） → JR 釧網本線 網走駅 
→ 摩周駅（約 2 時間）
もしくは川湯温泉駅（約 1 時間 45 分）

の名物を味わう弟子屈

弟子屈の気候と風土により大切に育てられる「摩周そば」は普通よりも青みが
強いのが特徴で、風味豊かな味と香りが楽しめます。また、町民からも愛され
ているお菓子やそば焼酎などにも使用され、お土産としても人気があります。
日中と夜の寒暖差が大きい環境で育てられる「摩周メロン」は糖度が高いだ
けでなく、バランスのよい味と香りも自慢です。

摩周そば
＆摩周メロン

アクセス案内

北海道

弟子屈町

通年

6月〜10月上旬

通年

摩周湖星紀行（㈱ツーリズムてしかが）
遮蔽物や人工の明かりがない環境下の

360°パノラマ星空鑑賞

摩周・屈斜路雲海ツアー（㈱ツーリズムてしかが） つつじヶ原散策

　弟子屈町は東北海道の中心部に位置しており、透明度において
世界有数の摩周湖や日本で６番目（カルデラ湖では１番）の大きさ
を誇る屈斜路湖、今もなお活動を続ける硫黄山など町域の約 65%
は阿寒摩周国立公園に指定されており、豊かな自然に囲まれていま
す。また、大地の恵みである温泉や冷涼な気候を生かして生産され
るおいしい農作物、そして広大な大地に広がる農業風景もこの町の
自慢です。
　風光明瞭な景色と温泉に恵まれ古くからお客様が訪れる観光地で
すが、時代と共に厳しい経済情勢となっており、自立した持続可能
な地域経済を目指すために町民が主体となった観光を機軸としたま
ちづくりの協議会「てしかがえこまち推進協議会」を立ち上げ、官

民一体となってエコツーリズムに取り組んでいます。
　水や森に代表される豊かな自然に加え、アイヌ（北海道先住民）
が住んでいたという貴重な歴史も残っており、幅広いエコツアーに
参加できます。星や雲海の 360°パノラマ絶景を見るツアーに加え、
カヌーやトレッキング、乗馬や酪農体験、旧鉄道跡の紅葉トンネル
をガイド付き馬車で巡るなど多岐に渡っています。また近年では地
域ならではの食とウォーキング、温泉を合わせて満喫する旅のスタ
イル、温泉ガストロノミーなども実施しています。

日本一大きな屈斜路カルデラや
摩周カルデラの雲海を満喫 硫黄山の周囲一帯に広がるエゾイソツツジ

酪農体験
トラクターに乗って草原を周遊！

牛の乳しぼりやエサやり体験

トレッキング カヌー
摩周岳や西別岳、藻琴山・ぽんぽん山など

様々な山を貴重な動植物を鑑賞しながら歩く
日本最大のカルデラ湖である屈斜路湖や

釧路川源流部を満喫

スノーシュー
スノーシューでしか進めない場所から

摩周湖などの絶景鑑賞

紅葉鑑賞 御神渡り現象鑑賞
紅葉をウォーキングや

馬車に揺られながら楽しむ
全面結氷した屈斜路湖の分厚い氷が、

ばりばりとせり上がる現象

6月上旬〜7月上旬

5月下旬〜10月 通年

12月〜3月

10月〜11月上旬

2月〜3月初旬

撮影：神子島　智樹
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富山県
上市町

　霊峰剱岳は、上市町のすべての源流。山岳信仰に彩られた古刹や
祈りの跡も、心と体を癒し潤す霊水も、風土の恵みに満ちた実りや
生業も、すべて剱岳を源流として今に続いています。だから、ここ
には“本物”があります。

霊峰剱岳の麓で出会う自然豊かな恵みの里、祈りの里

霊
峰
剱
岳
を
町
よ
り
拝
む

日石寺の磨崖仏「不動明王」 立山寺のトガ参道　カモシカに会えるかも 剱岳に抱かれた里山

お問い合わせ

上市町観光協会
富山県中新川郡上市町若杉 3-3
富山地方鉄道上市駅構内
TEL：076-472-1515　FAX：050-3430-8261
URL：http://kami1tabi.net/
上市町産業課
富山県中新川郡上市町法音寺 1
TEL：076-472-1111　FAX：076-473-2085
URL：http://www.town.kamiichi.toyama.jp/

の名物を味わう

“当たり前じゃない”里山

森や里の恵みと魅力を世界に発信する…というコンセプトから生まれたド
レッシングなどの「メデルケ」グルメシリーズ。里山ドレッシングは、ワ
ラビ・ズイキ・ヨモギ・ユズ＆カリンの 4 種。他にはジビエのカレーや
里芋のポタージュなども。

ドレッシング
とピクルス

アクセス案内

　日本有数の観光地である北アルプス立山連峰は、古くは山岳信
仰や修験の山となっていました。上市町のシンボルでもある霊峰剱
岳は、その気高く険しい姿から、古くは立山連峰における信仰の中
心をなす山でした。その上市町でエコツーリズム推進の中核となす
上市まちのわ推進協議会は、町の宝を活かす・守る・伝えるを 3 つ
の柱として、観光を活用した持続可能な地域振興を目指しています。
　行基によって 725 年に創建されたという大岩山日石寺は、山岳信
仰や修験の寺として隆盛。国の史跡と重要文化財にも指定されてい
る磨崖仏は、その大きさ、保存状態の良さから、全国屈指の磨崖仏
と評価されています。ここでは、滝行や写仏といった修行体験に門
前旅館での食事をセットにした体験プランが、年齢性別国籍を問わ

ず人気を集めています。
　1370 年に創建された眼目山立山寺も、山岳信仰に由来する伝承
を今に伝えています。散策路としても人気のあるトガ並木の参道を
中心に、境内は森林セラピーのエリアとして活用されています。
　8 つあるトレッキングコースでは、それぞれ、郷愁漂う里山の景観、
雄大な富山平野と富山湾、四季折々の花々、峻厳な剱岳の山容な
どを楽しむことができます。
　スポーツしながら町の魅力を巡るフォトロゲイニングは、全国から
の参加者で賑わいます。住民の参加や関心も年々高まり、町の宝
を活かす・守る・伝える象徴的な活動になっています。

大岩ぷちみそぎ
修行体験

滝行・写仏・護摩祈祷。

通年

森林セラピープログラム
・古刹の森で香りをきく
・森のレストランツアー

3月〜12月

トレッキング
初級者から上級者まで楽しめ
る！ 450m ～ 1450m までの 8
コース。

5月〜11月

フォトロゲイニング
上市まちのわ

3 時 間 と 5 時 間 の 2
コース。ランナーから
ファミリーまで参加！
2017 年 か ら は 定 員
400 名。

10月

レンタサイクル
“ コグッチャ ”

サイクリストのためのマップ
も用意。マップ上には 19 のラ
インを設定。ラインを走って
町の魅力を巡る！

4月〜11月

富　山

上市町

【お車でのお越しの場合】
東京 → 関越自動車道練馬 I.C → 北陸自動車道滑
川 I.C → 上市町（約 5 時間 10 分）
名古屋 → 東名高速道路名古屋 I.C → 北陸自動車
道立山 I.C → 上市町（約 3 時間 30 分）
大阪 → 名神高速道路吹田 I.C → 北陸自動車道立
山 I.C → 上市町（約 4 時間 10 分）

【電車でのお越しの場合】　
東京駅 → 富山駅 → 電鉄富山駅 [ 特急 ] →上市駅

（約 2 時間 30 分）
名古屋駅
[ 高山本線・特急 ] → 富山駅 → 電鉄富山駅 [ 特急 ] 
→上市駅（約 4 時間 20 分）
[ JR 特急 ] → 金沢駅 → 富山駅 →
電鉄富山駅 [ 特急 ] →上市駅（約 3 時間 50 分）
大阪駅
[ JR 特急 ] → 金沢駅 → 富山駅 → 
電鉄富山駅 [ 特急 ] →上市駅（約 3 時間 20 分）
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　西日本最高峰「石鎚山」は古くから山岳

信仰の山として崇められており、４つの鎖

場を登る修験道だけでなく、比較的歩きや

すいトレッキングルートもあり多くの人々

が訪れます。また、標高差が著しいため、

様々な動植物や固有種を楽しむことができ

ます。

豊かな自然や霊峰石鎚の歴史、文化を体験し学べる地域

天
狗
岳

ロープウェイ 面河渓 イシヅチザクラ

お問い合わせ

石鎚山系エコツーリズム推進協議会
TEL：089-912-2366

（事務局：愛媛県県民環境部環境局自然保護課）
URL：http://ishizuchi-ecotourism.com/

【主な登山口へのアクセス】
石鎚山（成就ルート）
松山自動車道いよ小松 I.C
→ 石鎚登山ロープウェイ（約 50 分）
石鎚山（土小屋ルート）
松山自動車道松山 I.C
→ 土小屋（約 1 時間 50 分）

【バスでのお越しの場合】
ＪＲ伊予西条駅
→ せとうちバス「西之川」行き
→ 「ロープウェイ前」下車（約 55 分）
→ 石鎚登山ロープウェイ山麓下谷駅（約 5 分）
→ 石鎚登山ロープウェイ山頂成就駅（約 20 分）
※待ち時間含める。ロープウェイの待ち時間に
よって変動します。

の名物を味わう石鎚

愛媛県産の野菜（ジャガイモ・タマネギ・人参）と全国猪肉コンテスト１位に選ばれた大三島産のイノシシ肉の
コラーゲン部位を煮とけるまでじっくり煮込んで出来上がる石鎚いのししカレー。お米はブランド米の久万高原清
流米を使用し、仕上げにイノシシ肉の唐揚げをトッピングでのせます。丁寧に下処理されたイノシシ肉は臭みも
全くなく、大鍋で一度に作ることによって、野菜と猪肉のコクのある旨味が凝縮された美味しいカレーです。
国民宿舎古岩屋荘
〒 791-1213　愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬乙 1636　Tel:0892-41-0431

石鎚いのしし
カレー

面河渓キャニオニング
エメラルドグリーンに輝
く清流で、滑ったり、飛
び込んだり、潜ったり、
面河の大自然を満喫！

石鎚山スターナイトツアー
神様が住む山、石鎚山 1,300
ｍの夜の天空散歩。
～神秘の星空に会いに行く～

愛　媛

西条市

7月〜11月

6月〜
10月初旬

アクセス案内

　石鎚山系は、西日本最高峰で日本百名山・日本七霊山の一つ「石
鎚山」を中心に、愛媛県と高知県の境に沿って、東西約 50 km に
及ぶ山域で、標高 1,500 m 以上の山が連峰をなして太平洋側と瀬
戸内海の気候を隔てています。また、急峻な地形から、手つかず
の自然が多く残っているほか、暖温帯から亜寒帯まで幅広い植生の
垂直分布を有し、西日本有数の自然の宝庫でもあります。
　石鎚山系は西条市と久万高原町の２つの行政区域に跨り、それ
ぞれの市町の自然や歴史・文化等を活かしたエコツアーが体験で
きます。石鎚神社の参道となる成就ルートがある西条市側では、修
験道体験やロープウェイを上がった成就社周辺での自然やお山の
歴史の案内やスターナイトツアー、プライベートツアーや自然観察

会などが楽しめます。
　また、石鎚スカイラインを経由して比較的楽に石鎚山に登れる土
小屋ルートがある久万高原町側では、ノルディックウォークツアー
や国の名勝にも指定されている面河渓でのキャニオニングなどを楽
しむことができます。

石鎚プライベート
ツアー

・石鎚山系の秘境
・夜間登山
・バードウォッチング
　登山

通年
石鎚山

お山の案内人
・石鎚山ロープウェイ山頂
　成就駅から石鎚神社成就社
　周辺の自然散策
・お山の歴史、霊山としての
　石鎚山の話

通年

久万高原ノルディック
ウォークツアー

専属インストラクターの案内
による、季節に応じた自然を
満喫しながら、無理なくウォー
キングを楽しむ。

4月〜11月

愛媛県西条市・
久万高原町

久万高原町



109

　『日本のひなた』宮崎県の最南端に位置す
る串間市。沿岸部は日南海岸国定公園に含
まれ、ワシントンヤシやソテツ、ビロウな
どの植物と、青い海、白い砂浜が南国情緒
にあふれる素晴らしい景観を有しています。

南国宮崎の青い海と緑の草原が育む野生馬のまち

都
井
岬
の
野
生
馬

野生馬ガイドツアー 串間の海と綱引き！定置網体験 森のエコ体験・山の恵み体験

お問い合わせ

串間エコツーリズム推進協議会
（串間市エコツーリズム推進室内）
宮崎県串間市大字西方 5550 番地
TEL：0987-72-1111（内線 269）
URL：http://www.city.kushima.lg.jp/enjoy/

【飛行機でのお越しの場合】
羽田空港 → 宮崎空港（約 1 時間 30 分）
伊丹空港 → 宮崎空港（約 1 時間）

【お車（レンタカー）でのお越しの場合】
宮崎空港 → 串間市（約 2 時間）
鹿児島空港 → 串間市（約 2 時間 30 分）
宮崎自動車道（田野 I.C） 
→ 串間市（約 1 時間 30 分）

【カーフェリーでのお越しの場合】　
大阪南港 → 志布志港（約 15 時間）
志布志港 → 串間市（約 20 分）

の名物を味わう串間市

串間市のご当地グルメは、宮崎の太陽を浴びた野菜と、黒潮が育てたブリで作る野菜海鮮丼。新
鮮なブリと、四季折々のみずみずしい野菜（レタス、トマト、オクラ、キンカン、甘藷など）が丼
一面に輝きます。あら汁付きで 1,000 円（税込）という価格も魅力的。プリップリのぶりと、シャキシャ
キのサラダの絶妙なハーモニーをご堪能下さい！
大乃屋
〒 888-0001　宮崎県串間市大字西方 6524-108　電話：0987-72-6323

串間活〆ぶり
プリ丼ぶり

宮　崎

串間市

アクセス案内

宮崎県
串間市

　江戸時代の武士の馬が野生化して暮らす『都井岬』では、馬た
ちがハーレム群を形成し、迫力あるオス馬の争いや、カワイイ子馬
にも出会える『野生馬ガイドツアー』が人気です。
　都井岬沖の定置網体験では、ブリやトビウオ、シイラなど新鮮な
魚を、地元漁師と一緒に収獲体験！ アカマンボウやサメなど変わっ
た魚にビックリ！？ 森のエコ・山の恵み体験では、森を育てる植樹
体験や枝打ち体験、自然素材を使った木工体験、宮崎地鶏や山菜
を使った料理を楽しめます。
　この他にも串間市には、国指定特別天然記念物『都井岬ソテツ
自生地』や霊長類研究の発祥地『幸島』、日本の渚百選『石波海
岸』、希少な動植物が生息する『笠祇・古竹草原』と『本城干潟』、

全国有数のサーフ・スポットでアカウミガメの産卵地でもある『恋ヶ
浦』、九州最大級の『都井岬テーブルサンゴ群集』など、豊富な
自然資源が中心市街地から車で 30 ～ 40 分の圏内にあり、雄大な
自然を身近に楽しめる自然観光都市となっています。
　串間エコツーリズムのロゴマークは、宮崎の太陽と串間の山並
み、森と草原で異なる緑、海辺では黒潮と砂浜で異なる海の色と、
それらの連関の様子を表しています。

串間の海で癒やしの
海散歩『ＳＵＰ』体験

・スタンド・アップ・パドル
　ボードでゆったり海上散歩
・保育士資格を有する
　スタッフがレクチャー

5月〜10月

グラスボート
『かめんこ号』探検隊

・日南海岸国定公園の
　サンゴ観察
・海から眺める断崖の
　不整合地層

通年

中世の「Ｍｉｎａｔｏ」
歴史探報

・中世の古地図に掲載される
　「湊地区」の歴史散策
・海に沈みゆく夕日
　『光の道』が絶景！

12月〜翌2月
箱庭的里山・

古竹フットパス
・日本昔話のような芝山の風景
・昆虫採集や山菜料理体験
・休耕田のソバ作りなど

春・秋
（年２回程度開催）



奄美大島奄美大島

与論島与論島
沖縄

東京
大阪
福岡

鹿児島

飛行機 フェリー

喜界島喜界島

徳之島徳之島

沖永良部島沖永良部島
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奄美群島
　奄美群島は、固有種が多く生息・生
育する亜熱帯照葉樹林、美しい海岸景
観、サンゴ礁に囲まれた海など、島毎
に特徴的な自然環境を有しています。
またその自然との関わりの中で形成さ
れてきた暮らしや伝統文化・長寿・子
宝といった個性的な特徴を有していま
す。平成２９年３月には「奄美群島国
立公園」として指定されました。

個性豊かな自然と伝統文化に出会える島々

奄
美
群
島
国
立
公
園

徳
之
島 

ム
シ
ロ
瀬

奄美大島：金作原原生林 喜界島：阿伝集落サンゴの石垣 与論島：百合ヶ浜

お問い合わせ

一般社団法人奄美群島観光物産協会
鹿児島県奄美市名瀬永田町 18-6
TEL：0997-58-4888
FAX：0997-52-9618
URL：http://www.goontoamami.jp/

の名物を味わう奄美群島

奄美黒糖焼酎は、奄美群島のみで製造が許可されている焼酎で、米こう
じと奄美特産の黒糖を主原料につくられる蒸留酒です。黒糖の甘い香り
と米こうじのまろやかな旨味、口当たりの良さが特徴的です。また、奄
美群島の亜熱帯気候を活かしたフルーツも人気で、たんかん、パッション、
マンゴー、スモモ、メロンなど季節毎に旬のフルーツを味わうことができ
ます。

奄美黒糖焼酎
＆完熟マンゴー

徳之島 全島一闘牛大会
一番強い牛はどの牛か？牛と
牛が角で戦う迫力満点の激戦
を観戦。

奄美大島
奄美群島

1月・5月・10月

奄美群島は鹿児島と沖縄の間に位置する島々で、主要５島（有人８島）で成り立っており、各島へは飛行機又はフェリーでの移動が可能です。
東京から奄美大島まで飛行機で約２時間、他４島は鹿児島・奄美大島・沖縄経由で行くことができます。またフェリーを利用して、奄美群
島の島々を巡ることもできます。

アクセス案内

奄美大島・加計呂麻島・請島・
与路島・喜界島・徳之島・

沖永良部島・与論島

沖永良部島：田皆岬

　奄美群島は主要 5 島（有人 8 島）、１２市町村があります。平成
２９年８月には「奄美群島認定エコツアーガイド」が誕生し、奄美
の自然や文化を安全でより深く楽しむことができるようになりました。
　奄美大島は森が深く、固有の動植物が数多く生息しています。特
別天然記念物であるアマミノクロウサギなどを観察できるナイトツ
アーやマングローブ原生林を探検するカヌーツアーを楽しむことが
でき、旧暦の 8 月には先祖供養や豊作を祈る「八月踊り」を各地
で見ることができます。
　喜界島は、現在でも年間数ミリずつ隆起を続けている若い島で、
金色に輝くオオゴマダラ蝶のサナギや、阿伝集落のサンゴの石垣の
景観が有名です。

　徳之島は奄美大島同様、固有の動植物が生息しているほか、熱
気にあふれた闘牛が盛んな島で、島で一番強い牛を決める大きな
大会がお正月とゴールデンウィーク、10 月の３回開催されています。
　沖永良部島は花きの栽培が盛んで、２月～３月頃にはユリやフリー
ジアが見ごろです。また沖永良部島の地下に広がる鍾乳洞を探検
するケイビングが人気を集めています。
　与論島は、干潮時に現れる幻の砂浜「百合ヶ浜」での海水浴や、
黒糖焼酎を飲みかわす「与論献奉 ( よろんけんぽう )」を楽しむこ
とができます。また、５島共通してダイビングや海水浴も楽しむこと
ができます。

ケイビング
（沖永良部島）

地下に広がる神秘的な
空間を探検。ガイドも
一緒なので安心です。

通年

ホエールウォッチング
1月〜4月

© ネイティブシー奄美
出産と子育てのためにやっ
てくるザトウクジラ。ダイ
ナミックなパフォーマンス
を楽しめます。

マングローブカヌー
（奄美大島）

マングローブ原生林の
中をカヌーで散策。雄大
な自然を堪能できます。

通年

金
きんさくばる

作原原生林散策
ツアー（奄美大島）
固有の動植物を観察し
ながら、奄美大島を代表
する亜熱帯の森を散策。

通年

© ネイティブシー奄美

© 一般社団法人沖永良部島ケイビング協会

喜界島

与論島

沖永良部島 徳之島
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「自然環境・生物多様性」http://www.env.go.jp/nature/　　 エコツーリズム、自然公園関係、温泉の保護と利用など環境省の施策を紹介しています。
「国立公園」http://www.env.go.jp/park/　　　　　　　　　国立公園について紹介しています。
「自然大好きクラブ」http://www.env.go.jp/nature/nats/　　　自然体験イベントなどの情報を紹介しています。
「国立公園満喫プロジェクト」http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/　国立公園満喫プロジェクトについて紹介しています。

　自然公園には、日本のすぐれた自然の風景地を保護し、自然とのふれあいを推進するために法律で
指定された「国立公園」「国定公園」と、条例で指定された「都道府県立自然公園」があります。
　自然の美しさを楽しみ、様々な自然体験ができるだけでなく、そこで暮らしてきた人々の文化や伝
統にふれることもできます。

　日本を代表する傑出した自然の風景地について自然公園法に基
づき環境大臣が指定します。昭和9年3月に瀬戸内海、雲仙、霧島が指
定されたのがはじまりで、現在では、平成29年に新たに誕生した奄
美群島国立公園を加え、34か所の国立公園が存在しています。
　ビジターセンター等の利用施設が整備され、自然観察会等の各種
行事が実施されています。

　国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地について自然公園法
に基づき環境大臣が指定し、管理は都道府県が行っています。平
成28年には京都丹波高原国定公園が指定され、56か所の国定公
園が存在しています。
　国立公園と同様に各種の利用施設が整備され、自然観察会等の
各種行事が開催されています。

摩周湖（摩周岳）

自然とのふれあいの場

国立公園 国定公園

知床流氷カヌー

雲海と阿蘇五岳

谷川岳（一ノ倉沢）

　国立公園・国定公園にお出かけの際には、ぜひビジターセンターにお立ち寄りください。様々なビジュアルやジオラマなどの
展示により、その公園の自然や歴史、地域の民俗や文化について、わかりやすく解説しています。多くの施設に自然観察のための
散策路や観察スポットがあり、インタープリター（自然解説員）が自然の説明や自然体験プログラムを行っています。

日光湯元ビジターセンター

　公園を利用する人に対し、天候、
自然の様子、周辺の散策路や他の施
設などタイムリーな情報を提供し
ています。

　公園を利用する人の休憩場所や荒
天時の避難場所などの提供を行って
います。また、図書やパソコンが用意
されている施設もあります。

　公園に関する情報提供の充実や適
正な公園管理を行うため、自然環境
や利用状況に関する調査等を行い、
その情報提供をしています。

　公園内の動植物の生態など自然環
境やその地域の歴史・文化を、ジオラ
マやパネルなどによる展示や、イン
タープリター(自然解説員) による説
明などにより、自然への理解を深め
てもらう場を提供しています。

　インタープリター（自然解説員）
による自然観察会やクラフト教室
などさまざまなプログラムにより、
自然体験を通して、自然とふれあう
楽しさ、自然を大切に思う心など、
自然への理解を深めてもらうため
の機会を提供しています。

●：国が直接管理する施設

1. 案内

2. 解説

3. 体験プログラム

4. 休憩・避難

国立公園・国定公園のビジターセンター

宇久井ビジターセンター

5. 調査等

南阿蘇ビジターセンター

川湯エコミュージアムセンター

国際サンゴ礁研究
モニタリングセンター

※平成 29 年 7 月現在



国立公園

【発行日】平成 29 年 9 月　　【発行】環境省自然環境局国立公園課国立公園利用推進室
　　　　　　　　　　　　　　 　 　東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎 5 号館 26F　TEL:03-5521-8271

北海道地方環境事務所【①・②・③】 〒 060-0808　北海道札幌市北区北 8 条西 2 丁目  札幌第 1 合同庁舎 3F TEL：011-299-1950

釧路自然環境事務所【④・⑤・⑥】 〒 085-8639　北海道釧路市幸町 10-3  釧路地方合同庁舎 4F TEL：0154-32-7500

東北地方環境事務所【⑦・⑧・⑨】 〒 980-0014　宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23  仙台第二合同庁舎 6F TEL：022-722-2870

関東地方環境事務所【⑩・⑪・⑫・⑬・⑭・⑮】 〒 330-6018　埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2  明治安田生命さいたま新都心ﾋﾞﾙ 18F TEL : 048-600-0816

中部地方環境事務所【⑯・⑰】 〒 460-0001　愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 TEL：052-955-2130

長野自然環境事務所【⑱・⑲・⑳】 〒 380-0846　長野県長野市旭町 1108  長野第一合同庁舎 3F TEL：026-231-6570

近畿地方環境事務所【㉑・㉒・㉓】 〒 540-6591　大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31  大阪ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｽﾞﾏｰﾄ (OMM）ﾋﾞﾙ 8F TEL : 06-4792-0700

中国四国地方環境事務所【㉓・㉔・㉕】 〒 700-0907　岡山県岡山市北区下石井１丁目 4-1  岡山第２合同庁舎 11F TEL : 086-223-1577

九州地方環境事務所【㉓・㉖・㉗・㉘・㉙・㉚】 〒 860-0047　熊本県熊本市西区春日 2-10-1  熊本地方合同庁舎 B 棟 4F TEL : 096-322-2400

那覇自然環境事務所【㉛・㉜・㉝・㉞】 〒 900-0022　沖縄県那覇市樋川 1 丁目 15 番 15 号  那覇第一地方合同庁舎 1F TEL : 098-836-6400

利尻礼文サロベツ国立公園①

知床国立公園④

阿寒摩周国立公園⑤

釧路湿原国立公園⑥

大雪山国立公園②

支笏洞爺国立公園③

十和田八幡平国立公園⑦

三陸復興国立公園⑧

磐梯朝日国立公園⑨

妙高戸隠連山
国立公園⑳

中部山岳国立公園⑲

日光国立公園⑩

 尾瀬国立公園⑪

上信越高原国立公園⑱

白山国立公園⑯

  小笠原国立公園⑮

慶良間諸島国立公園㉛

秩父多摩甲斐国立公園⑫

富士箱根伊豆国立公園⑭

南アルプス国立公園⑬

伊勢志摩国立公園⑰

吉野熊野国立公園㉑

足摺宇和海国立公園㉕

西海国立公園㉖

雲仙天草国立公園㉘

阿蘇くじゅう
国立公園㉗

霧島錦江湾国立公園㉙

屋久島国立公園㉚

国定公園

山陰海岸国立公園㉒

大山隠岐国立公園㉔

瀬戸内海国立公園㉓

西表石垣国立公園㉜

※平成 29 年 9 月現在

地方環境事務所一覧 環境省では、地方環境事務所や自然環境事務所を中心として、国立公園の管理や地域の実情に応じた環境政策を展開しています。
国立公園に関するお問い合わせは、所管の地方環境事務所・自然環境事務所までご連絡ください。

鹿児島県（奄美諸島） 東京都（小笠原諸島）

沖縄県（沖縄諸島）

沖縄県（琉球諸島）

  奄美群島
国立公園㉝

やんばる国立公園㉞


