
国立公園等施設の閉館状況 
                     2020 年 4 月 28 日

現在 
136 施設が閉館（冬期閉館 7 施設を含む） 
※閉館施設についても公園内の案内など安全確保のために職員は常駐していま

す。 
 

 

環境省直轄のビジターセンター、野営場の閉鎖施設
施設名 状況 閉鎖期間等

生物多様性センター 閉館 開館時期未定 閉館 1
ビジターセンター等施設
サロベツ湿原センター 閉館 ４/18～５/６（５/７以降未定）
幌延ビジターセンター 閉館 11/１～５/６（５/７以降未定）
層雲峡ビジターセンター 閉館 ４/18～５/６（５/７以降未定）
旭岳ビジターセンター 閉館 ４/18～５/６（５/７以降未定）
ぬかびら源泉郷ビジターセンター 閉館 ４/18～５/６（５/７以降未定）
支笏湖ビジターセンター 閉館 ４/18～５/６（５/７以降未定）
洞爺湖ビジターセンター 閉館 ４/18～５/６（５/７以降未定）
洞爺財田自然体験ハウス 閉館 ４/18～５/６（５/７以降未定）
知床羅臼ビジターセンター 閉館 3/1、4/18～5/6
知床五湖フィールドハウス 閉館 4/19まで冬季閉館、4/20～5/6
塘路湖エコミュージアムセンター 閉館 3/5～3/31、4/17～5/6
阿寒湖畔エコミュージアムセンター 閉館 4/18～5/6
川湯エコミュージアムセンター 閉館 4/18～5/6
和琴フィールドハウス 閉館 4/26まで冬季閉館、4/27～5/6閉館
温根内ビジターセンター 閉館 4/18～5/6
シラルトロ自然情報館 閉館 4月中は冬季閉館、5/1～5/6閉館
南三陸・海のビジターセンター 閉館 3/4～3/31（閉館延長4/11～5/10）
石巻・川のビジターセンター 閉館 3/4～3/31（閉館延長4/11～5/10）
月山ビジターセンター 閉館 4/7～5/6（期間延長も検討）
十和田ビジターセンター 閉館 4/18～5/6（トイレは利用可能）
酸ヶ湯インフォメーションセンター 閉館 4/18～5/6（別棟のトイレと酸ヶ湯温泉横のトイレは利用可能）
網張ビジターセンター 閉館 4/18～5/6
八幡平ビジターセンター 閉館 4/18～5/6（1階トイレは利用可能）
浄土ヶ浜ビジターセンター 閉館 4/18～5/6
種差海岸インフォメーションセンター 閉館 4/20～5/10（期間延長も検討）
碁石海岸インフォメーションセンター 閉館 4/18～5/6（併設しているトイレは8:30から17:15まで利用可能）
浄土平ビジターセンター 閉館 4/18～5/6
みちのく潮風トレイル名取トレイルセンター 閉館 4/18～5/6
裏磐梯ビジターセンター 閉館 4/21～5/6（別棟トイレは利用可能）
湯元集団施設地区（日光湯元ビジターセンター） 閉館 3/3～（開館時期未定）
那須高原集団施設地区（那須高原ビジターセンター） 閉館 3/3～（開館時期未定）
那須平成の森フィールドセンター 閉館 3/3～（開館時期未定）
尾瀬沼ビジターセンター 閉館 ~5/15
湖尻集団施設地区（箱根ビジターセンター） 閉館 3/3～（開館時期未定）
田貫湖集団施設地区（田貫湖ふれあい自然塾） 閉館 3/3～（開館時期未定）
野呂川広河原インフォメーションセンター 閉館 6月まで冬季閉鎖
鹿沢インフォメーションセンター 閉館 4／18～5／6（5/7以降未定）
万座しぜん情報館 閉館 4／18～5／6（5/7以降未定）
上高地ビジターセンター 閉館 4／17～5／6（5/7以降未定）
上高地インフォメーションセンター 閉館 4／18～5／6（5/7以降未定）
沢渡ナショナルパークゲート 閉館 4／18～5／6（5/7以降未定）
欅平ビジターセンター 閉館 5／6まで冬季閉鎖延長（5/7以降未定）
市ノ瀬ビジターセンター 閉館 ～5/6（例年11月上旬～４月下旬頃まで冬期閉館）
中宮温泉ビジターセンター 閉館 開館時期未定（到達道路の斜面崩落のため5/6以降も当面閉館）
横山ビジターセンター 閉館 3/2～5/6
竹野スノーケルセンター 閉館 4/9～全館閉館（閉館時期未定）
潮風の休憩所 閉館 4/9～（開館時期未定）
鳥取砂丘ビジターセンター 閉館 4／11～一部休館、4/17～全館閉館（開館時期未定）
大台ヶ原ビジターセンター 閉館 4／17～全館閉館（開館時期未定）
宇久井ビジターセンター 閉館 4／18～全館閉館（開館時期未定）
大山ナショナルパークセンター 閉館 4/17～5/6
大久野島ビジターセンター 閉館 4/17～5/6
竜串ビジターセンター 閉館 4/11～（開館時期未定）
五色台ビジターセンター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
阿蘇山上ビジターセンター 閉館 4/10～4/24
南阿蘇ビジターセンター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
阿蘇草原保全活動センター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
長者原ビジターセンター 閉館 4/11～5/6（5/7以降未定）
九十九島ビジターセンター 閉館 4/7～5/6（5/7以降未定）
雲仙お山の情報館 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
諏訪ノ池ビジターセンター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
平成新山ネイチャーセンター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
えびのエコミュージアムセンター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
重富海岸自然ふれあい館 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
竹富島ビジターセンター（竹富島ゆがふ館） 閉館 4/7～（開館時期未定）
さんごゆんたく館 閉館 4/8～5/6 閉館 67
黒島ビジターセンター 閉館 4/7～（開館時期未定） 総施設数 67

閉館等施設数
2020年４月28日時点



 

野営場
和琴野営場 閉鎖 6月22日から営業開始
財田野営場 閉鎖 4/18～5/6
真狩口野営場 閉鎖 4/18～5/6
支笏湖野営場 閉鎖 11/1～5/6
生出野営場 冬季閉鎖 4/18～5/6
酸ヶ湯野営場 冬季閉鎖 ～6/30（7月以降未定）
網張野営場 冬季閉鎖 ～5/6
乳頭温泉郷野営場 冬季閉鎖 ～6/30
後生掛野営場 冬季閉鎖 ～5/31
宮古姉ヶ崎野営場 閉鎖 ～5/6
碁石海岸野営場 閉鎖 4/29～5/6（5/7以降未定）
気仙沼大島野営場 閉鎖 ～5/6
羽黒野営場 閉鎖
鷹ノ巣野営場 閉鎖 ～5/6
浄土平野営場 冬季閉鎖 5/6まで冬季閉鎖延長
裏磐梯野営場 閉鎖
那須高原野営場 閉鎖 4/28～
湯元野営場 閉鎖 当面
見晴野営場(旧尾瀬原野営場) 閉鎖 当面
尾瀬沼野営場 閉鎖 当面
笹ヶ峰野営場 冬季閉鎖
鹿沢野営場 閉鎖 ～5／6（緊急事態宣言の期間）
徳沢野営場 閉鎖
上高地野営場 閉鎖
竹野野営場 閉鎖 4/21～緊急事態宣言の期間
南淡路野営場 閉鎖 4/21～緊急事態宣言の期間
加太野営場 閉鎖 4/20～緊急事態宣言の期間
包ヶ浦野営場 閉鎖 4/18～5/17
五色台野営場 閉鎖 4/27～
大久野島野営場 閉鎖 4/27～
鏡ヶ成野営場 閉鎖 4/27～
大山寺野営場 閉鎖 工事中のため閉鎖中
蒜山野営場 閉鎖 4/27～
雲仙諏訪ノ池野営場 閉鎖 ～5/6
雲仙温泉野営場 閉鎖 ～5/6
南阿蘇野営場 閉鎖 ～5/6
えびの野営場 閉鎖 4/21～5/10 冬季閉鎖 7
指宿野営場 閉鎖 4/23～5/6 閉鎖 31
世界遺産センター
知床世界遺産センター 閉館 ～5/6予定
小笠原世界遺産センター 閉館 3/3～（開館時期未定）
屋久島世界遺産センター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
白神山地世界遺産センター（西目屋館） 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
白神山地世界遺産センター（藤里館） 閉館 4/18～5/6 閉館 5
水鳥・湿地センター施設等
浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館 閉館 4/18～5/6
宮島沼水鳥・湿地センター 閉館 4/15～5/6
厚岸水鳥観察館 閉館 3/3～3/31、4/18～5/11
濤沸湖水鳥・湿地センター 閉館 4/18～5/6（5/7以降未定）
大潟草原野鳥観察舎(大潟草原鳥獣保護区・管理棟) 閉館（屋内のみ） 4/11～5/6
佐潟水鳥・湿地センター 閉館 3/2～5/10
稲永ビジターセンター 閉館 3/2～5/11（閉館延長）
藤前活動センター 閉館 3/2～5/11（閉館延長）
国指定佐潟鳥獣保護区（観察舍） 閉館（屋内のみ） 3/2～5/10
国指定福島潟鳥獣保護区（管理棟） 閉館（屋内のみ） 3/2～5/10
琵琶湖水鳥・湿地センター 閉館 4/13～5/6
荒尾干潟水鳥・湿地センター 閉館 3/6～3/31、4/10～5/31（再閉館） 閉館（屋内のみ） 3
漫湖水鳥・湿地センター 閉館 4/5～（開館時期未定） 閉館 10
野生生物の飼育繁殖施設・保護施設等
ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 閉館 4/18～5/7
北海道海鳥センター 閉館 4/20～5/7
猛禽類保護センター（鳥海イヌワシみらい館） 閉館 4/10～5/10
佐渡トキ保護センター 見学受入中止 3/1～（見学受入時期未定）
佐渡トキ保護センター野生復帰ステーション 見学受入中止 3/1～（見学受入時期未定）
トキ資料展示館 閉館 3/1～（開館時期未定）
剣山自然情報センター 閉館 4/17～5/10
対馬野生生物保護センター 閉館 3/14～（開館時期未定）
やんばる野生生物保護センター 閉館 3/31から再び閉館
奄美野生生物保護センター 閉館 3/3～3/23、4/7～閉館（開館時期未定）
国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター 閉館 4/7～（開館時期未定） 見学受入中止 2
西表野生生物保護センター 閉館 4/7～（開館時期未定） 閉館 10


