
国立公園集団施設地区 
  平成27年3月31日現在

国立公園名 集団施設地区名 都道府県名 市町村名 区域面積(ha)

知床 羅臼温泉 北海道 目梨郡羅臼町 31.1
阿寒 川湯 北海道 川上郡弟子屈町 39.1

和琴 〃 〃 51.2
阿寒湖畔 〃 釧路市 81.0

釧路湿原 塘路 北海道 川上郡標茶町 16.3
大雪山 層雲峡 北海道 上川郡上川町 59.9

勇駒別 〃 上川郡東川町 94.6
十勝三股 〃 河東郡上士幌町 262.8
糠平 〃 〃 31.5

支笏洞爺 支笏湖 北海道 千歳市 53.0
登別 〃 登別市 71.0
洞爺湖 〃 虻田郡洞爺湖町、有珠郡壮瞥町 102.1
財田 〃 虻田郡洞爺湖町 61.6
昭和新山 〃 有珠郡壮瞥町 12.8
真狩口 〃 虻田郡真狩村 32.4

十和田八幡平 酸ヶ湯 青森 青森市 38.7
休屋 青森、秋田 十和田市、鹿角郡小坂町 42.4
岩手山麓 岩手 岩手郡雫石町 74.1
藤七温泉 〃 八幡平市 35.1
松川温泉 〃 〃 －
蒸ノ湯 秋田 鹿角市 －
後生掛 〃 〃 50.1
生出 〃 鹿角郡小坂町 18.7
玉川温泉 〃 仙北市 －
田沢湖高原 〃 〃 152.0

三陸復興 種差海岸 青森 八戸市 14.9
宮古姉ヶ崎 岩手 宮古市 30.6
浄土ヶ浜 〃 〃 64.2
碁石海岸 〃 大船渡市 55.3
田老 〃 宮古市 104.0
普代 〃 下閉伊郡普代村 54.8
気仙沼大島 宮城 気仙沼市 65.8
唐桑御崎 〃 〃 35.1
神割崎 〃 石巻市 34.1
鮎川浜 〃 〃 4.2

磐梯朝日 羽黒 山形 鶴岡市 71.9
浄土平 福島 福島市 38.0
裏磐梯 〃 耶麻郡北塩原村 171.7
翁島 〃 耶麻郡猪苗代町 －
鷹ノ巣 新潟 岩船郡関川村 20.9

日光 光徳 栃木 日光市 100.9
湯元 〃 〃 120.2
中宮祠 〃 〃 91.2
鬼怒川 〃 〃 136.4

　　 那須高原 〃 那須郡那須町 881.3
尾瀬 御池 福島 南会津郡檜枝岐村 31.3

尾瀬沼 〃 〃 5.9
山ノ鼻 群馬 利根郡片品村 4.9

上信越高原 四万温泉 群馬 吾妻郡中之条町 160.4
万座 〃 吾妻郡嬬恋村 73.8
鹿沢 〃 〃 38.2
谷川岳 〃 利根郡みなかみ町 143.0
志賀高原 〃 下高井郡山ノ内町 1474.6

名称未定 笹ヶ峰 新潟 妙高市 86.3
五最杉 〃 〃 16.6
いもり池 〃 〃 9.9
小谷温泉 長野 北安曇郡小谷村 275.0
戸隠 〃 長野市 160.0

秩父多摩甲斐 三峰 埼玉 秩父市 34.1
奥多摩湖岫沢 東京 西多摩郡奥多磨町 35.0

富士箱根伊豆 大島 東京 大島町 372.2
多幸湾 〃 神津島村 29.5
湖尻 神奈川 足柄下郡箱根町 118.1
畑引山 〃 〃 44.4
本栖 山梨 南都留郡富士河口湖町 129.5



田貫湖 静岡 富士宮市 194.3
湊 〃 賀茂郡南伊豆町 14.5



中部山岳 室堂 富山 中新川郡立山町 69.1
扇沢 長野 大町市 21.7
上高地 〃 松本市 80.2
乗鞍高原 〃 〃 531.0
乗鞍鶴ヶ池 岐阜 高山市 36.7
平湯 〃 〃 170.7

白山 中宮温泉 石川 白山市 160.1
市ノ瀬 〃 〃 94.6

南アルプス 野呂川広河原 山梨 南アルプス市 －
小渋川広河原 長野 下伊那郡大鹿村 －

伊勢志摩 登茂山 三重 志摩市 111.0
横山 〃 〃 51.0

吉野熊野 大台ヶ原 奈良 吉野郡上北山村 24.1
宇久井 和歌山 東牟婁郡那智勝浦町 50.8

山陰海岸 竹野 兵庫 豊岡市 34.9
今子浦 〃 美方郡香美町 45.9
鳥取砂丘 鳥取 鳥取市 114.6
浦富 〃 岩美郡岩美町 75.3

瀬戸内海 赤穂御崎 兵庫 赤穂市 50.0
由良 〃 洲本市 69.9
南淡路 〃 南あわじ市 26.7
加太 和歌山 和歌山市 159.5
王子が岳渋川 岡山 玉野市、倉敷市 235.2
大久野島 広島 竹原市 71.2
仙酔島 〃 福山市 93.6
包ヶ浦 〃 廿日市市 15.5
野呂山 〃 呉市 62.4
鳴門 徳島 鳴門市 38.9
屋島 香川 高松市 43.6
五色台 〃 坂出市 39.8
近見山 愛媛 今治市 246.0
東予 〃 今治市、西条市 43.3
姫原 〃 松山市 49.9

大山隠岐 大山寺 鳥取 西伯郡大山町 233.7
鏡ヶ成 〃 日野郡江府町 105.0
桝水原 〃 日野郡伯耆町 69.1
三瓶山北の原 島根 大田市 134.3
日御碕 〃 出雲市 29.3
西郷岬 〃 隠岐郡隠岐の島町 80.2
都万 〃 〃 50.0
蒜山 岡山 真庭市 67.8

足摺宇和海 須ノ川 愛媛 南宇和郡愛南町 20.3
竜串 高知 土佐清水市 42.3
足摺岬 〃 〃 48.6

西海 鹿子前 長崎 佐世保市 28.4
北九十九島 〃 北松浦郡鹿町町 33.9

雲仙天草 雲仙温泉 長崎 雲仙市 86.8
雲仙諏訪ノ池 〃 〃 70.1

阿蘇くじゅう 瀬の本 熊本 阿蘇郡南小国町 76.6
南阿蘇 〃 阿蘇郡高森町 72.3
地獄垂玉 〃 阿蘇郡南阿蘇村 31.6
久住高原 大分 竹田市 43.0
長者原 〃 玖珠郡九重町 186.6

霧島錦江湾 えびの 宮崎 えびの市 52.7
指宿 鹿児島 指宿市 124.0
高千穂河原 〃 霧島市 71.5

屋久島 尾之間 鹿児島 熊毛郡屋久島町 32.7
計 124 地区 － － 11,666.5


