
Ｎ  自然環境保全

６９  自然公園
　(1)　自然公園の概要 平成27年3月31日現在

区   公園の名称 区   公園の名称

　指定年月日 为な景勝地等 为な利用施設 　指定年月日 为な景勝地等 为な利用施設

分 　　　　（面積） 分 　　　　（面積）

阿寒国立公園 藻琴山　カムイヌプリ　サマッカリヌプリ　コトニヌプリ 美幌峠 特別天然記念物 大沼国定公園 駒ヶ岳　砂原岳　大沼　小沼　蓴菜沼 大沼の舟遊施設

昭和 9年12月 4日 西別岳　硫黄山　阿寒富士　雄阿寒岳　雌阿寒岳　阿幌岳 砂湯及び和琴野営場 ・阿寒湖のマリモ 昭和33年 7月 1日 山水温泉　留ノ湯温泉 森林公園・大沼国際セミナ

      (90,481ha) 木禽岳　フップシ岳　フレベツ岳　屈斜路湖　摩周湖　阿 摩周展望所 天然記念物        (9,083ha) 南大沼園地　白鳥台セバット　日暮山 ーハウス

寒湖　ペンケトー　パンケトー　オンネトー 阿寒湖畔及び和琴舟遊施設 ・和琴ミンミンゼミ発生地 東大沼野営場

阿寒湖温泉　野中温泉　川湯温泉　仁伏温泉　砂湯　池の 硫黄山自然探勝路 ・オンネトー湯の滝マン 網走国定公園 網走湖　能取湖　サロマ湖　涛沸湖　涛釣沼　藻琴湖　リ 女満別野営場 史跡

湯　和琴温泉 　ガン酸化物生成地 昭和33年 7月 1日 ヤウシ湖 天都山展望所 ・常呂遺跡

美幌峠　釧北峠　ボッケの泥火山　イソツツジ群落　双岳 ラムサール条約登録湿地       (37,261ha) 天都山　原生花園　大観山　呼人浦　サロマ砂州　能取岬 呼人舟遊施設 名勝

台　双湖台 （阿寒湖） 流氷　白鳥の渡来　ミズバショウ群落 ワッカネイチャーセンター ・天都山

大雪山国立公園 ニセイカウシュッペ山　黒岳　桂月岳　北鎮岳　比布岳 白銀荘 名勝 インフオメーションセンタ ・小清水海岸(道指定)

昭和 9年12月 4日 烏帽子岳　赤岳　白雲岳　熊ヶ岳　忠別岳　音更山　ユニ 白雲荘 ・羽衣の滝(道指定) ーＨａｎａ 天然記念物

     (226,764ha) 石狩岳　石狩岳　トムラウシ山　ウペペサンケ山　ニペソ 愛山渓ヒュッテ 特別天然記念物 濤沸湖鳥・湿地センター ・女満別湿性植物群落

国 ツ山　十勝岳　富良野岳　上ホロカメットク山　下ホロカ 愛山荘 ・大雪山 国 博物館網走監獄 ・斜里海岸の草原群落

メットク山　糠平湖　然別湖　姿見の池　硫黄沼 銀河の滝展望所 天然記念物 　(道指定)

層雲峡温泉　愛山渓温泉　然別湖畔温泉　糠平温泉　天人 層雲峡ビジターセンター ・然別湖のオショロコマ
生息地（道指定）

・佐呂間湖畔鶴沼の

峡温泉　旭岳温泉　白金温泉　吹上温泉　高原温泉　十勝 ぬかびら源泉郷 　マ生息地（道指定） 　アッケシソウ群落

岳温泉　トムラウシ温泉　菅野温泉　幌加温泉 ビジターセンター 　(道指定)

羽衣の滝　銀河の滝　流星の滝　大函・小函　高根ヶ原 ラムサール条約登録湿地

沼の原湿原　雲の平　大雪台　五色ヶ原のお花畑 （涛沸湖）

立 支笏洞爺国立公園 無意根山　空沼岳　札幌岳　漁岳　恵庭岳　紋別岳　樽前 モーラップ・洞爺湖の野営場 特別天然記念物 定 ニセコ積丹小樽海 ニセコアンヌプリ　イワオヌプリ　チセヌプリ　岩内岳 ニセコスキー場 有形文化財

昭和24年 5月16日 山　風不死岳　徳舜瞥岳　有珠山　オロフレ山　丹鳴山 支笏湖・洞爺湖・倶多楽湖 ・昭和新山 岸国定公園 目国内岳　雷電山　ワイスホルン　神仙沼　コックリ湖 小樽水族館 ・祝津にしん漁場建築

      (99,473ha) 昭和新山　羊蹄山　支笏湖　洞爺湖　オコタンペ湖　半月 の各舟遊施設 天然記念物 昭和38年 7月24日 大沼　長沼　大湯沼 積丹岬園地 （道指定）

湖　橘湖　西山火口 洞爺森林博物館 ・後方羊蹄山の高山植物帯       (19,009ha) 昆布温泉　五色温泉　湯本温泉　山田温泉　新見温泉 盃、湯本

定山渓温泉　登別温泉　カルルス温泉　北湯沢温泉　洞爺 昭和新山資料館 ・登別原始林 雷電海岸　積丹半島　小樽海岸の断崖　ニシン御殿 五色温泉の野営場

湖温泉　丸駒温泉 支笏湖博物展示施設 ・樽前山熔岩円頂丘 大湯沼自然展示館

中山峠　豊平峡　登別地獄谷　大湯沼　オロフレ峠 洞爺湖博物展示施設 （道指定） 日高山脈襟裳国定 剣山　芽室岳　ペンケヌーシ岳　チロロ岳　ピパイロ岳 日勝峠園地 名勝

公 知床国立公園 知床岳　硫黄山　羅臼岳　羅臼湖　知床五湖 知床世界遺産ルサフィールド 天然記念物 公 公園 幌尻岳　戸蔦別岳　エサオマントツタベツ岳　札内岳 ピョウタンの滝園地 ・ピリカノカ(襟裳岬・十

昭和39年 6月 1日 岩尾別温泉　羅臼温泉　相泊温泉 ハウス ・羅臼の間歇泉 昭和56年10月 1日 カムイエクウチカウシ山　イドンナップ岳　ペテガリ岳　 襟裳岬休憩所 　勝幌尻岳)

      (38,636ha) 知床岬　羅臼間歇泉　岩尾別海蝕崖 知床五湖フィールドハウス （道指定）      (103,447ha) コイカクシュサツナイ岳　神威岳　野塚岳　楽古岳　アポ 幌尻山荘 特別天然記念物

知床自然センター イ岳　豊似湖 札内川ヒュッテ ・アポイ岳高山植物群落

羅臼博物展示施設 日勝峠　襟裳岬　ピョウタンの滝　フンベの滝　百人浜 ペテガリ山荘 天然記念物

知床五湖高架木道 アポイ岳ジオパーク
 ・幌満ゴヨウマツ自生地

利尻礼文サロベツ 利尻山　礼文岳　姫沼　久種湖　オタドマリ沼　パンケ沼 桃岩展望所 天然記念物(道指定) ビジターセンター ・沙流川源流原始林

園 国立公園 ペンケ沼 見返台園地 ・礼文島桃岩付近一帯の 園 暑寒別天売焼尻国 暑寒別岳　南暑寒岳　群別岳　雄冬山　天狗岳　黄金山 暑寒荘 有形文化財

昭和49年 9月20日 桃岩　スコトン岬　礼文島西海岸海蝕崖　サロベツ原野 利尻島自然休養林 　野生植物 定公園 雨竜沼湿原 南暑寒荘 ・旧小納家住宅(道指定）

      (24,166ha) 仙法志御崎海岸　稚咲内砂丘林 サロベツ湿原センター ・利尻島のチシマザクラ 平成 2年 8月 1日 ペンケペタン渓谷　愛冠海岸　天売島西部海蝕断崖　ルー 雲雀ヶ丘公園 名勝
幌延ビジターセンター 　自生地       (43,559ha) ラン海岸　焼尻島イチイ林　 赤岩園地 ・ピリカノカ(黄金山)

・稚咲内海岸砂丘林 白浜、雄冬岬、南暑 天然記念物

・レブンアツモリソウ群生地 寒別の野営場 ・雨竜沼高層湿原帯

ラムサール条約登録湿地 毘砂別展望台

(サロベツ原野) 雄冬岬展望台 ・天売島海鳥繁殖地

釧路湿原国立公園 塘路湖　シラルトロ湖　達古武沼　赤沼　 湿原展望台 史跡 赤岩展望台 ・焼尻の自然林

昭和62年 7月31日 宮島岬　キラコタン岬　岩保木山　細岡 標茶町郷土館 ・北斗遺跡 ラムサール条約登録湿地

      (28,788ha) 北斗展望所 特別天然記念物 （雨竜沼湿原）

細岡・茅沼園地 ・タンチョウ

塘路湖・シラルトロ湖・達 天然記念物

古武湖の各野営場 ・釧路湿原

ラムサール条約登録湿地
（釧路湿原）

国及び道の
指定文化財等

国及び道の
指定文化財等

ラムサール条約登録湿地
（大沼）

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課調べ
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平成27年3月31日現在

区   公園の名称 区   公園の名称

　指定年月日 为な景勝地等 为な利用施設 　指定年月日 为な景勝地等 为な利用施設

分 　　　　（面積） 分 　　　　（面積）

富良野芦別道立自 芦別岳　夕張岳　吉凶岳　鉢盛山　屏風山　野花南湖　 桂沢湖畔園地 天然記念物 北オホーツク道立 クッチャロ湖　モケウニ沼　カムイト沼　ポン沼　瓢箪沼 クッチャロ湖水鳥観察館 名勝

然公園 班渓湖　桂沢湖　シューパロ湖 富良野スキー場 ・夕張岳の高山植物群落 自然公園 ベニヤ原生花園　ウスタイベ千畳岩　北見神威岬　白鳥の ウスタイベ千畳岩 ・ピリカノカ(神威岬)

昭和30年 4月19日 十梨別渓谷  東京大学樹木園 　および蛇紋岩メランジ 昭和43年 5月15日 の飛来 キャンプ場 史跡

道       (35,756ha) 　ュ帯 道        (3,927ha) ・浜頓別クッチャロ湖畔

厚岸道立自然公園 厚岸湖　火散布沼　藻散布沼 厚岸水鳥観察館 重要文化財 　竪穴群（道指定）

昭和30年 4月19日 牡蠣島　大黒島　霧多布湿原　あやめヶ原　尻羽岬 霧多布湿原センター ・正行寺本堂 ラムサール条約登録湿地

      (21,523ha) 愛冠自然史博物館 史跡 （クッチャロ湖）

立 ・国泰寺跡 立 松前矢越道立自然 知内温泉 折戸浜、小谷石海水浴場 天然記念物

・厚岸神岩砦跡及び竪穴 公園 海蝕崖　矢越岬　小島　白神岬 ・オオミズナギドリ繁殖地

　群（道指定） 昭和43年 5月15日 ・松前小島

天然記念物        (2,052ha)

自 ・霧多布泥炭形成植物群 自 道立自然公園 瑞穂池 林内自然探勝路

　落 野幌森林公園 平地自然林 瑞穂池園地

・大黒島海鳥繁殖地 昭和43年 5月15日 大沢園地

・厚岸床譚沼の緋鮒生息        (2,053ha) 北海道博物館

然 　地（道指定） 然 北海道百年記念塔

ラムサール条約登録湿地 北海道開拓の村

（厚岸湖、別寒辺牛湿原 自然ふれあい交流館

　霧多布湿原、藻散布沼 狩場茂津多道立自 狩場山　大平山　スナフジ沼 江の島、三本杉海水浴場

公 　火散布沼） 公 然公園 千走温泉

檜山道立自然公園 見市温泉 鴎島海水浴場 重要文化財 昭和47年 6月23日 泊川・熊戻渓谷　賀老の滝　海蝕崖　茂津多岬　弁慶岬

昭和35年 4月20日 鴎島　無縁島　鮪ノ岬　館岬　稲穂岬　夷王山 夷王山 ・上國寺本堂       (22,647ha)

      (17,013ha) 奥尻島展望台 史跡 朱鞠内道立自然公 ピッシリ山　朱鞠内湖　宇津内湖 朱鞠内舟遊施設

園 ・上之国館跡(花沢館跡、 園 園 釜ヶ淵渓谷　二重の滝 湖畔展望台
　洲崎館跡、勝山館跡） 昭和49年 4月30日 弁天島園地

・青苗砂丘遺跡(道指定)       (13,767ha)

天然記念物 天塩岳道立自然公 天塩岳　渚滑岳　ウエンシリ岳 ウエンシリ岳・天塩岳各野

・乙部鮪ノ岬の安山岩柱 園 高山植物群落　氷のトンネル（ウエンシリ岳） 営場

　状節理(道指定) 昭和53年 1月 6日

恵山道立自然公園 恵山　海向山 恵山園地        (9,348ha)

昭和36年 6月 1日 大船上の湯　水無温泉　川汲温泉 川汲公園 斜里岳道立自然公 斜里岳　竜神池

       (4,116ha) 武井の島　日浦岬　恵山岬　恵山地獄現象 園 高山植物群落

野付風蓮道立自然 尾岱沼　風蓮湖　温根沼　長節湖 トドワラ園地 ラムサール条約登録湿地 昭和55年11月13日

公園 野付崎　ハマナス群落　白鳥の飛来（春国岱） 白鳥台 （野付半島・野付湾、風        (2,979ha)

昭和37年12月27日 野付半島ネイチャーセンター 　蓮湖・春国岱）

      (11,692ha) 根室市春国岱原生
野鳥公園ネイチャーセンター

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課調べ

国及び道の
指定文化財等

国及び道の
指定文化財等
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（２）　自然公園面積 (平成27年3月31日現在） 単位：ha （３）　自然公園利用者数の推移 単位：千人

区 面   積 区

分 （海域除く） 国有地 公有地 私有地 分

 阿寒国立公園 90,481 78,595 283 11,603  阿寒国立公園 5,491 6,213 3,600 3,532 3,603

国  大雪山国立公園 226,764 214,812 9,853 2,099  大雪山国立公園 4,756 5,683 4,548 4,869 4,994

立  支笏洞爺国立公園 99,473 88,507 6,774 4,192  支笏洞爺国立公園 13,923 17,396 9,012 9,900 10,242

公  知床国立公園 38,636 36,216 760 1,660  知床国立公園 1,798 2,086 1,801 1,743 1,661

園  利尻礼文サロベツ国立公園 24,166 19,856 1,470 2,840  利尻礼文サロベツ国立公園 1,431 2,231 674 727 650

 釧路湿原国立公園 28,788 15,338 3,458 9,992  釧路湿原国立公園 - 511 456 459 463

小　  計 508,308 453,324 22,598 32,386 小　　　計 27,399 34,120 20,091 21,230 21,613

 大沼国定公園 9,083 5,103 1,515 2,465  大沼国定公園 2,130 2,713 1,240 1,403 1,394

国  網走国定公園 37,261 32,990 603 3,668  網走国定公園 4,249 4,682 1,774 1,667 1,638

定  ニセコ積丹小樽海岸国定公園 19,009 9,479 7,477 2,053  ニセコ積丹小樽海岸国定公園 4,326 5,670 3,944 4,354 4,304

公  日高山脈襟裳国定公園 103,447 88,807 12,221 2,419  日高山脈襟裳国定公園 1,219 1,178 381 393 383

園  暑寒別天売焼尻国定公園 43,559 18,407 24,337 815  暑寒別天売焼尻国定公園 1,042 908 220 220 212

小　  計 212,359 154,786 46,153 11,420 小　　　計 12,966 15,151 7,559 8,037 7,931

 富良野芦別道立自然公園 35,756 34,522 393 841  富良野芦別道立自然公園 2,417 2,756 835 672 647

 厚岸道立自然公園 21,523 6,559 10,215 4,749 道  厚岸道立自然公園 905 905 428 458 479

 檜山道立自然公園 17,013 7,985 2,432 6,596  檜山道立自然公園 1,112 1,246 588 568 529

 恵山道立自然公園 4,116 530 2,646 940 立  恵山道立自然公園 685 696 374 427 393

 野付風蓮道立自然公園 11,692 9,142 2,033 517  野付風蓮道立自然公園 507 555 303 308 296

 北オホーツク道立自然公園 3,927 805 1,740 1,382 自  北オホーツク道立自然公園 525 669 358 382 409

 松前矢越道立自然公園 2,052 1,132 659 261  松前矢越道立自然公園 583 679 506 558 531

 道立自然公園野幌森林公園 2,053 1,611 301 141 然  道立自然公園野幌森林公園 890 1,054 619 537 477

 狩場茂津多道立自然公園 22,647 21,480 758 409  狩場茂津多道立自然公園 379 466 335 333 327

 朱鞠内道立自然公園 13,767 6,938 827 6,002 公  朱鞠内道立自然公園 73 82 67 65 75

 天塩岳道立自然公園 9,348 7,956 1,392       －  天塩岳道立自然公園 7 11 5 4 4

 斜里岳道立自然公園 2,979 2,979       －       － 園  斜里岳道立自然公園 4 4 5 5 5

小　  計 146,873 101,639 23,396 21,838 小　　　計 8,087 9,123 4,423 4,317 4,172

867,540 709,749 92,147 65,644 48,452 58,394 32,073 33,584 33,716

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ
注1　昭和60年､平成元年度の暑寒別天売焼尻国定公園の利用者数は､暑寒別道立自然公園と昭和60年､平成元年度の暑寒別天売焼尻国定公園の利用者数は､暑寒別道立自然公園と天売焼尻道立自

然公園の利用者数を合算したものである｡
注2　第3位を四捨五入しているため、実際の利用者数と異なる場合がある。

平成26年昭和60年 平成元年 平成24年 平成25年

道

立

自

然

公

園

合　　        計

自 然 公 園 の 名 称

合　　　　　　　計

国
定
公
園

国
立
公
園

自然公園の名称
所　有　別　内　訳
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７０　自然環境保全地域等
　(1)　原生自然環境保全地域の概要 平成27年3月31日現在 　(4)　環境緑地保護地区等の概要 平成27年3月31日現在

計 国有地 公有地 私有地 計 国有地 公有地 私有地

　優れたエゾマツ、トドマツの原生林がまと 　市町村の市街地及びその周辺地のうち、

十勝川源流部 昭和52年12月28日 1,035 1,035    － 　 － まって残存しており、北海道の針葉樹林を代 環境緑地保護地区 115 3,972 711 1,953 1,308 環境緑地として維持又は造成することが必要

表する森林地域である。 な地区。

　知床半島の基部に位置する遠音別岳一帯を 　良好な自然景観地として保護することが必

遠 音 別 岳 昭和55年 2月 4日 1,895 1,895 　 － 　　－ 中心とし、シレトコスミレなどの貴重な植物 自然景観保護地区 32 16,730 7,401 2,444 6,885 要な地区。

のほか、ハイマツを主体とする高山性植生を

有する。 　学術上価値のあるものとして保護すること
2,930 2,930    －    － 学術自然保護地区 23 1,210 636 562 12 が必要な地区。

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

合    計 170 21,912 8,748 4,959 8,205
　(2)　自然環境保全地域（国指定）の概要 平成27年3月31日現在 　由緒・由来のある樹木、または住民に親し

              記念保護樹木（１０９件） まれている樹木のうち、郷土の記念樹木とし
計 国有地 公有地 私有地 て保護することが必要な樹木。

　北限に近いブナ林、石灰岩植生、高山性・ 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

 大  平  山 昭和52年12月28日 674 674    －    － 亜高山性植生が分布し、石灰岩の地質による
高山植物の隔離・遺存の豊かな植物相が見ら 　(5)　世界自然遺産の概要 平成27年3月31日現在

れる。

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

　知床は北半球で最も低緯度に位置する季節
　(3)　道自然環境保全地域の概要 平成27年3月31日現在 海氷域であり、季節海氷の形成による影響を

大きく受け、特異な生態系の生産性が見られ
計 国有地 公有地 私有地 るとともに、海洋生態系と陸上生態系の相互

　矮生のダケカンバ、ミヤマハンノキのほ 陸域 関係の顕著な見本である。

大 千 軒 岳 昭和51年 5月21日 2,872    － 2,872    － か、シラタマノキ、チシマキンレイカなどの 約48,700 　知床は多くの海洋性及び陸上性の種にとっ

高山性植生を呈する道南における代表的な山 知　　　床 平成17年 7月17日 海域 て特に重要であり、これらの中にはシマフク

岳風衝草原地域である。 約22,400 ロウ、シレトコスミレなどの多くの希少種が

　温帯性と亜寒帯性の植生が混成する極めて 含まれている。本地域は多くのサケ科魚類、

静狩礼文華 昭和51年 5月21日 495 7 488    － 樹種の豊富な天然林と特異な海蝕崖を有す トドや鯨類などの海棲哺乳類にとって世界的

る。 に重要である。本地域は世界的に希少な海鳥

　矮生のアカエゾマツや高層湿原植生が見ら  計 類の生息地として重要であるとともに、渡り
松山ピヤシリ 昭和51年 5月21日 1,882    － 1,882     － れるなど、美しい山岳性高層湿原を呈する。 約71,100 鳥類にとって世界的に重要な地域である。

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

　ハマナス、エゾカンゾウ、エゾニュウ、

以久科海岸 昭和51年 5月21日 126 121 5    － ハマフウロなどの海浜植生が見られる。かつ

ては、エゾスカシユリの大群落が見られた

が、現在は衰退傾向である。

　トドマツを主体とする針広混交林で道東の

尾      幌 昭和51年 5月21日 283    －    － 283 太平洋岸における代表的な天然林を呈する。

　湿原の周囲がアカエゾマツ林で囲まれ、ま

落　石　岬 昭和51年 5月21日 133 133    －    － た、サカイツツジの隔離分布が確認される

我が国で唯一の貴重な地域である。

　離島で台地上の湿原を呈し、国内では希少

ユ ル リ 島 昭和51年 5月21日 167 0.3    － 167 なチシマウガラスなどの海鳥集団繁殖地を有

する地域である。
5,958 261 5,247 450

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

土地所有別面積（ha）

国指定知床鳥獣保
護区

指定年月日

地域の名称 指定年月日
土地所有別面積（ha）

特   　　　　         色 箇　所　数

世界遺産の名称
一覧表記載

年月日

土地所有別面積（ha） 遠音別岳原生自然
環境保全地域

合　　　　計

合　　　　計

地域の名称 指定年月日

地域の名称

生物
多様性

地区の名称

特   　　　　         色

地　区　等　の　説　明
土地所有別面積（ha）

知床森林生態系保
護地域

知床国立公園

面積(ha) 地域の保護制度 クライテリア（評価基準）

生態系
特   　　　　         色
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７１　鳥獣保護

　(1)　鳥獣保護区 平成27年3月31日現在 　(4)　狩猟者登録証交付者数

網猟 わな猟 第１種銃猟 第２種銃猟

  (装薬銃) (空気銃)

計 国公有地 民有地 水　面 計 国公有地 民有地 水　面 平成24年度 8,305 12 733 7,480 80

国指定 14 128,432 102,082 6,472 19,878 13 59,463 39,376 2,286 17,801 平成25年度 8,277 10 788 7,395 84

 合  　計 道指定 298 262,600 142,284 83,965 36,351 88 17,417 6,788 525 10,104

計 312 391,032 244,366 90,437 56,229 101 76,880 46,164 2,811 27,905 平成26年度 8,130 14 857 7,182 77

森林鳥獣 国指定 - - - - - - - - - -

生息地 道指定 193 170,764 119,899 46,280 4,585 78 6,880 5,504 380 996 本　庁 1,955 1 16 1,937 1

計 193 170,764 119,899 46,280 4,585 78 6,880 5,504 380 996 石　狩 954 5 49 891 9

大規模 国指定 1 35,534 35,534 - - - - - - - 渡　島 277 - 27 246 4

生息地 道指定 3 52,639 14,568 30,333 7,738 1 45 - 45 - 檜　山 104 - 8 96 -

計 4 88,173 50,102 30,333 7,738 1 45 - 45 - 後　志 255 - 29 225 1

国指定 8 36,465 12,289 5,251 18,925 8 28,616 8,680 2,272 17,664 空　知 462 1 45 416 -

集団渡来地 道指定 20 27,341 2,232 1,447 23,662 5 9,252 53 99 9,100 上　川 764 1 204 557 2

計 28 63,806 14,521 6,698 42,587 13 37,868 8,733 2,371 26,764 留　萌 115 - 18 97 -

国指定 3 857 431 426 - 3 255 254 1 - 宗　谷 166 1 18 146 1

集団繁殖地 道指定 4 1,237 1,233 4 - 3 1,197 1,196 1 - ｵﾎｰﾂｸ 732 - 49 676 7

計 7 2,094 1,664 430 - 6 1,452 1,450 2 - 胆　振 360 - 56 303 1

希少鳥獣 国指定 2 55,576 53,828 795 953 2 30,592 30,442 13 137 日　高 410 - 104 292 14

生息地 道指定 2 5,426 517 4,909 - 1 43 35 - 8 十　勝 927 3 175 727 22

計 4 61,002 54,345 5,704 953 3 30,635 30,477 13 145 釧　路 439 2 47 380 10

身近な鳥獣 国指定 - - - - - - - - - - 根　室 210 - 12 193 5

生息地 道指定 76 5,193 3,835 992 366 - - - - - 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

計 76 5,193 3,835 992 366 - - - - -

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

　(2)　休猟区 平成27年3月31日現在 平成27年3月31日現在

箇所数

87

- -

- -

- - 34,135

- - 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

注　年次は設定年次であり、設定期間は3カ年又は2カ年である。

区　　分

　(3)　銃猟禁止区域

計

箇所数
区　　分

特　別　保　護　区

面　　　積　　(ha)

年　　次 面  積　(ha)

面　　　積　　(ha)
箇所数

鳥　獣　保　護　区

箇　 所　 数

面　積　(ha)

平成２５年度

現指定分

平成２６年度

平成２４年度
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　(5)　職業別狩猟者登録証交付状況 　(6)　被害防止及び数の調整を目的とした捕獲のための許可証数 　(7)　鳥類捕獲数 　単位：羽 　(8)　獣類捕獲数  単位：頭

計 数の調整

鳥 獣 獣

平 成 24 年 度 8,305 平成24年度 39,237 14,380 16,275 8,582

平 成 25 年 度 8,277 平成25年度 41,381 14,398 16,430 10,553

平 成 26 年 度 8,130 平成26年度 119,770 15,345 17,489 86,936 平成24年度 78,631 15,377 63,254 平成24年度 152,118 70,449 13,041 68,628

平成25年度 72,638 12,145 60,493 平成25年度 141,047 46,866 12,415 81,766

専門的、技術的職業従事者 1,230 本　  庁 368 - 368 -

石狩 3,386 1,866 996 524 平成26年度 74,053 12,726 61,327 平成26年度 145,753 44,823 13,994 86,936

管理的職業従事者 1,051 渡島 2,746 1,216 1,089 441

檜山 1,185 564 616 5 カワウ 8 6 2 　ユキウサギ 109 35 74 -

事 務 従 事 者 350 後志 2,370 1,207 759 404 ゴイサギ - - - 　ヒ グ マ 667 81 586 -

空知 6,298 1,227 1,260 3,811 カモ類 8,286 8,055 231 　アライグマ 768 105 663 -

販 売 従 事 者 234 上川 8,281 950 2,114 5,217 エゾライチョウ 338 338 - 　タ ヌ キ 900 65 835 -

留萌 2,486 323 286 1,877 ウ ズ ラ - - - 　キ ツ ネ 7,147 637 6,510 -

農 林 業 作 業 者 2,099 宗谷 4,001 308 628 3,065 ヤマドリ 3 3 - 　オスイタチ - - - -

ｵﾎｰﾂｸ 13,555 2,237 2,610 8,708 キジ 51 51 - 　ミ ン ク 4 4 - -

漁 業 作 業 者 102 胆振 10,197 1,347 1,077 7,773 コウライキジ 107 94 13 　オスジカ 50,013 17,692 1,839 30,482

日高 22,209 825 1,126 20,258 ヤマシギ 1 1 - 　メスジカ 85,785 26,204 3,127 56,454

採鉱、採石作業者 24 十勝 14,499 1,821 2,681 9,997 タシギ 2 2 - 　ノ イ ヌ 65 - 65 -

釧路 20,582 1,061 1,292 18,229 キジバト 3,747 180 3,567 　ノ ネ コ - - - -

運輸・通信従事者 329 根室 7,607 393 587 6,627 ヒヨドリ 210 118 92 　ゴマフアザラシ 295 - 295 -

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ スズメ類 310 117 193 　テン - - - -

技能工・生産工程作業者 416 ムクドリ 152 1 151 　クロテン - - - -

カラス類 53,343 3,760 49,583 　　北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

単 純 労 働 者 117 ｶﾜﾗﾊﾞﾄ(ﾄﾞﾊﾞﾄ) 7,093 - 7,093

ウ    ソ 74 - 74

保安職業従事者 124 ト    ビ 4 - 4

カモメ類 187 - 187

サービス職業従事者 484 アオサギ 18 - 18

カササギ 7 - 7

分類不能の職業 84 ウミウ 72 - 72

カワアイサ 40 - 40

無　　　職 1,483 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

不　　　明 3

注 職業分類は、行政管理庁統計基準局職

業分類部長「日本の職業分類、分類項

目説明及び内容例示」（昭和35年5月）

により、便宜上「中分類」で区分して

いる。

北海道環境生活部環境局生物多様性保全課調べ

数の調整の
ための捕獲
許可証交付
者による捕

獲数

登録者
による
捕獲数

被害防止の
ための捕獲
許可証交付
者による捕

獲数

 区　　分 合  計 合  計

区　　　分
登録者
による
捕獲数

区　分

被害防止の
ための捕獲
許可証交付
者による捕

獲数

区  　分 計
被害防止
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７２　自然休養林等
　（１）自然休養林 （平成２７年３月３１日現在）

名  称 名  称

認定年月日 認定年月日

昭和の森野幌 江別市 自然観察教育ゾーン 1,366.92 滝上渓谷 紋別郡 自然観察教育ゾーン   505.14

自然休養林 　西野幌 風景ゾーン           198.89 自然休養林 　滝上町 風景ゾーン           344.04

昭和44年 北広島市 昭和49年

10月15日         計         1,565.81 　10月 9日

利根別 岩見沢市 自然観察教育ゾーン   321.11         計           849.18

自然休養林 　利根別 森林スポーツゾーン  　 8.24 雌阿寒 足寄郡 森林スポーツゾーン    12.66

昭和47年 風景ゾーン   　　　　 34.42 オンネトー 　足寄町 風景ゾーン           606.92

4月 8日         計           363.77 自然休養林 風致探勝ゾーン       597.66

ポロト 白老郡 自然観察教育ゾーン   255.59 昭和45年

自然休養林 　白老町 森林スポーツゾーン 　 17.90 　 9月10日         計         1,217.24

昭和51年 風景ゾーン    　　　　26.38 然別 河東郡 森林スポーツゾーン     6.97

　 7月 8日 風致探勝ゾーン 　     95.78 自然休養林 　鹿追町 風景ゾーン         1,691.09

        計           395.65 昭和49年   上士幌町 風致探勝ゾーン       238.57

嵐山・神居 (嵐山地区) 自然観察教育ゾーン    14.80 　 3月30日   士幌町

自然休養林 上川郡 風景ゾーン           249.81

昭和45年 　鷹栖町 風致探勝ゾーン       839.66         計　　　   1,936.63

　 9月10日 旭川市 昆布森 釧路郡 森林スポーツゾーン   155.26

　江丹別 シレバ 　釧路町 風景ゾーン     　　　418.76

(神居古潭地 自然休養林 風致探勝ゾーン　   1,071.74

区) 昭和50年

旭川市神居 　 9月 1日

深川市

　納内町

(見本林地区）         計　　　   1,645.76

旭川市神楽 トムラウシ 上川郡 森林スポーツゾーン    60.36

        計         1,104.27 自然休養林 　新得町 風景ゾーン  　　　 1,019.32

白金 上川郡 自然観察教育ゾーン   147.51 昭和52年 風致探勝ゾーン　     175.40

自然休養林 　美瑛町 森林スポーツゾーン   318.76 　10月 1日

昭和46年 野外スポーツゾーン    23.50

12月 2日 風致探勝ゾーン       456.33

        計 　　　  1,255.08

恵山 函館市 風致探勝ゾーン  　   433.39

自然休養林

        計           946.10 昭和45年

ピヤシリ 名寄市 自然観察教育ゾーン    90.81 　 9月10日         計 　　　    433.39

自然休養林 　字日進 森林スポーツゾーン    81.81 駒ヶ岳 茅部郡森町 風景ゾーン　　　   1,265.98

昭和49年 上川郡 野外スポーツゾーン   264.74 自然休養林   鹿部町

　 7月23日 　下川町 風景ゾーン           509.18 昭和47年 亀田郡

風致探勝ゾーン       644.65 3月10日 　七飯町     　　計 　　　  1,265.98

        計         1,591.19 ニセコ 虻田郡 野外スポーツゾーン 1,381.31

利尻島 利尻郡 森林スポーツゾーン     8.34 神仙沼 　倶知安町 風景ゾーン   　　　1,362.40

自然休養林 　利尻富士町 野外スポーツゾーン    39.96 自然休養林 岩内郡

昭和52年 　利尻町 風致探勝ゾーン       880.74 昭和47年 　共和町

　10月21日 　 8月10日         計　　　   2,743.71

ホロホロ山 伊達市 風景ゾーン      　 　553.46

        計           929.04 自然休養林

藻琴山 網走郡 森林スポーツゾーン   148.53 昭和50年

自然休養林 　大空町 風景ゾーン           712.93 　 3月20日

昭和45年 斜里郡         計    　　　 553.46

　12月 1日 　小清水町         計           861.46 美利河 瀬棚郡 風景ゾーン    　　　 709.87

サロマ湖畔 紋別郡 森林スポーツゾーン   340.34 二股 　今金町

自然休養林 　湧別町 風景ゾーン           771.64 自然休養林 山越郡

昭和48年 常呂郡 風致探勝ゾーン       467.96 昭和58年 　長万部町

　 3月24日 　佐呂間町 5月28日         計    　　　 709.87

北見市         計         1,579.94 狩場山 島牧郡 風景ゾーン　　　   2,061.96

網走 網走市美岬 森林スポーツゾーン   221.65 自然休養林 　島牧村

自然休養林 網走郡 風景ゾーン         1,148.20 昭和52年 久遠郡

昭和49年 　大空町 　 2月 1日 　せたな町
　 3月15日         計         1,369.85         計         2,061.96

　四季多彩なブナ林とピリカベツの渓谷が織り成す「仙
境美利河の里」。川魚や山菜に恵まれ、美利河と二股の
温泉宿が静かなたたずまいを呈している。二股温泉は、
北海道文化財の石灰華ドームをもち、ラジウム温泉とし
て知られる。

　道南の最高峰狩場山(1,520ｍ)を中心とした山岳美を誇
る山々の麓にキバナシャクナゲ、アオノツガサクラ等の
花畑が広がる。賀老高原登山口付近には、高さ70ｍ,幅35
ｍの賀老の滝があり、うっ蒼としたブナ林に囲まれた趣
のある渓谷景観を呈している。

　大雪山国立公園区域の中に位置し、一帯の大森林は大
雪山連峰の高峰へとつながり、樹海から見る雄大な眺め
は素晴らしい。大雪山連峰を源とする十勝川は、両岸に
断崖絶壁が迫り、深い渓谷や激しい水しぶきをあげる大
きな滝の壮観等が人里離れた大自然を満喫させる。秘
境、未知の自然といわれ、深山幽谷の感を人々に与え、
常に新鮮な風景をかもしだしている。

　巨大な石英輝石安山岩で形成される溶岩円頂丘を有す
る活火山である恵山とツツジやサラサドウダン等の高山
植物群落が有名。高山植物の美観と津軽海峡に浮かぶ下
北半島の遠望は絶景。

　秀峰駒ヶ岳とその姿を水面に映す大沼がかもしだす景
観は、空の青さに浮き出して迫ってくる。山麓の森林植
生は植物生態学上、貴重な森林群落としてとらえられて
いる。

　ニセコアンヌプリ等の山岳美、イワオヌプリの溶岩円
頂岳、神仙沼等の火山性湖沼や高山植物等、景観に優
れ、特に神仙沼付近のアカエゾマツ・ハイマツ群落、大
谷地付近のフサスギナは一見。

　ホロホロ山はマッターホルン（スイス）に似た山岳美
をもつといわれる。山頂から望む羊蹄山、ニセコ連峰、
樽前山や洞爺湖など周辺の眺望は絶好。高山植物や一部
アカエゾマツの群落も見られる。近隣の三階滝の渓谷美
も有名である。

所   在 面  　積 （ha） 特　　　　　　　　　　色

　厚岸道立自然公園の南東部、太平洋岸の丘陵地で、海
岸一帯は海蝕による褶曲の多い断崖が連続している。森
林は潮風の影響で後退し、北方海岸特有の草原を形成し
ており、ヒオウギアヤメなどの草花で彩られた風景は、
他に類を見ない特異な自然景観を有し、夏の海霧の発生
で、より魅力ある眺望景観を呈す。林内にはエゾシカ等
が姿を見せ、海浜岩場には数多くの海鳥が生息する。

所   在所  管 面  　積 （ha） 特　　　　　　　　　　色

　国道沿いの景勝地として知られ、四季折々に変化する森林美と
奇岩・怪石を縫って渦巻く石狩川が神秘的な自然美を醸し出して
いる。また、カムイコタン（アイヌの神の住むところ）は、アイ
ヌ民族の史跡も多く、道内はもとより本州方面にも知られてい
る。

　道内最古の外国樹種植栽地としては学術的にも貴重であり、作
家三浦綾子さんの小説「氷点」の舞台ともなった旭川の名所の一
つ。

　全道観光百選にも選ばれた「滝上町元町渓谷公園」の
背景林として設定された。エゾヤマザクラ、キタコブ
シ、エゾムラサキツツジ等樹種の豊富な若い広葉樹林で
自然観察やハイキングに好適。遊歩道を散歩しながら滝
上原野やオホーツク海の水平線が望める。

　湖の周辺は原生林に覆われ、雌阿寒岳、阿寒富士を背
景とした森林湖を呈する。林業生産と環境との調整を図
り、積極的な森林レクリエーション機能の発揮によっ
て、観光地とは違った自然の素顔を集う人々に提供して
いる。

　国立公園中最大の広さをもつ大雪山国立公園の中に位
置し、唯一の天然湖である然別湖を針葉樹を主体とする
天然林の山々が囲み、最も原始的自然を呈している。森
林と湖が調和した自然景観と神秘さは国内屈指に数えら
れ、また、天然記念物のクマゲラ、ナキウサギ、北海道
文化財のオショロコマ等が生息している。

東大雪
森林管
理署支
署

東大雪
森林管
理署支
署

　森と湖からなるからなる景観美に恵まれ、林内展望台からは樽
前山、白老岳等を望むことができ、目を転ずると太平洋の紺碧の
親潮の流れ、亀田半島の遠景など雄大な海岸線がパノラマのよう
に展開される。

所  管

網走南
部森林
管理署

網走中
部及び
網走西
部森林
管理署

石狩森
林管理
署

空知森
林管理
署

胆振東
部森林
管理署

網走南
部森林
管理署

西紋別
森林管
理署支
署

上川中
部森林
管理署
及び北
空知森
林管理
署支署

後志森
林管理
署

渡島森
林管理
署

後志及
び渡島
森林管
理署

上川中
部森林
管理署

上川北
部森林
管理署

宗谷森
林管理
署

　能取山からのオホーツク海、サロマ・能取・藻琴・網走湖、大
雪・阿寒・知床の山々や樹海の眺望が素晴らしい。網走湖畔のミ
ズバショウの大群落（天然記念物）やアオサギ営巣の森が有名。

　火山活動で生成された利尻山の山麓部を区域とし、一帯はトド
マツ、エゾマツ等の天然の深い樹林で覆われている。遠くサハリ
ンが望めるポン山山頂や、見返り台展望台からの壮大な利尻山の
姿は見る者を圧倒する。また、神秘の沼といわれている姫沼で
は、水面に映える利尻山の姿と樹々のうつりゆく色彩のコントラ
ストが見る者の胸を打つ。

根釧西
部森林
管理署

　温帯北部の天然林景観を呈し、大都市の近郊にある森林として
世界に誇りうる規模である。

　石狩平野の内陸に臨む丘陵地で、広葉樹からなる天然林を背景
とした潅漑用水があり、風致上、貴重な水面景観を呈している。

　広葉樹主体の天然林には約50種に及ぶ野鳥が棲息し、主要施設
の北方野草園では野草約900種が季節を彩り、人々はハイキング・
探鳥に訪れる。また、嵐山展望台からは旭川市、大雪山・十勝岳
連峰のパノラマ的眺望はすばらしく、アイヌ伝説の多いところ。

十勝東
部森林
管理署

　幌岩から見下ろすサロマ湖の展望、海岸に自生するハマナス、
エゾスカシユリ、サンゴ草など50余種の植物、「北海道百年記念
事業名木美林」に指定されたカシワ林など風物は見事である。国
の指定史跡である先住民族の遺跡が74haにわたり存在する。

檜山森
林管理
署

　十勝岳の噴火記録は安政に遡るが、小説「泥流地帯」の大正泥
流が有名。昭和63年の噴火は記憶に新しいが、数々の爆発の歴史
を示す大小の火口は、今なお噴煙を吐いている。白金温泉郷に
は、小松原原生林に象徴される森林や泥流に芽生えた白樺街道と
高山帯が織りなす紅葉の見事さがある。キャンプ・登山・野鳥探
勝等のほか、やすらぎと教育の場として利用される「白金いこい
の森」は、渓流広場や泥流跡地の浸食防止のための低ダム群が整
備されている。

　ピヤシリ岳は標高986.6mでダケカンバが群立し、山頂付近には
ハイマツ地帯を有する。ここからの眺望には、北に利尻富士、南
に大雪山、隣接に道内最北に位置する高層（松原）湿原がある。
国設ピヤシリスキー場は東洋一の雪質を誇り、厳寒期の樹氷・ス
ターダスト現象は「芸術の域」の見事さを感じさせる。

渡島森
林管理
署

　山容の女性的優美さは有名で、山頂眼下に屈斜路湖が横たわ
り、遠く知床連山、大雪山連峰やオホーツク海等が一望できる。
緩やかな地形で、家族連れのハイキングコースとして絶好であ
る。
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　（２）　道民の森（平成27年3月31日現在）

　　ア　概要 　　イ　利用者数 単位：人

面　積 供用開始 土　地

　(ha) 年　　月 所有者

石狩郡当別町 548.6 北海道

　字青山奥

北海道水産林務部森林環境局森林活用課調べ

37.2 平成 5年 6月

73.5 平成 4年 6月

北海道水産林務部森林環境局森林活用課調べ

157.7

注 　以下の4施設は平成26年4月に所在市町村に移管。

北海道水産林務部森林環境局森林活用課調べ 　　・羊蹄青少年の森[真狩村]

　　・旭川２１世紀の森[旭川市]

　　・津別２１世紀の森[津別町]

133.5 平成16年 5月 　　・トムテ文化の森[名寄市]

樺戸郡月形町 284.9

　892-1 平成 5年 6月

北海道水産林務部森林環境局森林活用課調べ

  合　　  計 1,235.4

北海道水産林務部森林環境局森林活用課調べ

駐車場)、ふるさとの森ゾーン(案内所、広場)

（月形地区）【テーマ：森に学ぶ】

備　　　　考

　道民の森は、昭和60年(1985年)

の国際森林年を記念した事業とし

て、広く道民が森林におけるレク

然観察の森　自然体験キャンプ場　オートキャ

ンプ場　渓流広場　入口広場　登山道

リエーション、教育、文化などの

活動を通して、自然・森林にふれ、

自然とともに生きる心を培うこと

を目的に施設整備が進められたも

のである。

平成 2年 9月

平成 5年 6月

主　　な　　施　　設

（神居尻地区）【テーマ：森に集う】

所　在　地

　ファミリー登山の森　学校の森　記念の森　

彫刻の森　北方樹木園　林間広場　林間キャン

プ場　道木の森　湿性植物園　市町村の森　せ

せらぎ広場　多目的広場(野外ステージ）　多

目的管理棟　登山道　サイクリングセンター　

宿泊施設　森林学習センター　治山の森

水源の森

　国際交流の森(モニュメント、四阿)　果実の

森　薬草・薬木園

（一番川地区）【テーマ：森に学ぶ】

　体感の森(空中回廊、モグラのトンネル)　自

（青山ダム地区）【テーマ：森に遊ぶ】

　吊橋　サイクリング道路　運動広場（パーク

　林業体験の森(実習広場、林間学習棟）

工芸の森(陶芸館、実習広場)　きのこの森

（青山中央地区）【テーマ：森に集う、森に遊

ぶ】

　　　　　〔事業費 １１，５０４百万円〕

ゴルフ場、ゲートボール場）

（牧場南地区）【テーマ：森に遊ぶ】

炭焼の森　林床植物園　学習キャンプ場

木工芸館

　グリーンコミュニティゾーン(四阿、遊歩道、

区分 平成24年 平成25年 平成26年

神居尻地区 81,656 74,026 77,389

青山ダム地区 6,814 7,335 6,828

月形地区 24,142 22,565 20,926

合　　　計 174,862 160,923 167,862

牧場南地区 12,055 12,406 15,483

一番川地区 20,933 17,682 20,254

青山中央地区 29,262 26,909 26,982
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