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自然環境整備計画

【平成２６年度～平成２９年度】

北海道
ほ っ か い ど う

平成２５年１１月
（平成２６年１２月変更）
（平成２７年１２月変更）
（平成２８年１２月変更）



交付対象事業等一覧表（１）　　 （金額の単位は千円）

Ⅰ　交付対象事業

１　国定公園に係る事業（生態系維持回復事業を含む）

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(H26年度) ２年目(H27年度) ３年目(H28年度) 4年目(H29年度) ５年目(　　年度)

1-1 ニセコ積丹小樽海岸国定公園 北海道 6,000 H26 H26 6,000 3,300 6,000

1-2 大沼国定公園 北海道 24,250 H27 H27 24,250 13,338 24,250

1-4 網走国定公園 小清水町 46,548 H28 H28 46,548 25,602 46,548

1-5 網走国定公園 網走市 50,000 H28 H29 50,000 25,000 30,000 20,000

1-6 網走国定公園 湧別町 31,000 H28 H29 31,000 15,500 14,000 17,000

157,798 157,798 16,638 66,102 6,000 24,250 90,548 37,000 0

２　国指定鳥獣保護区に係る事業（国定公園外において行われる自然再生施設の整備事業であって、平成18年度以前からの継続事業であるもの）

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(　　年度) ２年目(　　年度) ３年目(　　年度) 4年目(　　年度) ５年目(　　年度)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

３　長距離自然歩道に係る事業（国立公園及び国定公園内の事業は除く）

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(　　年度) ２年目(　　年度) ３年目(　　年度) 4年目(　　年度) ５年目(　　年度)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

４　合計

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(H26年度) ２年目(H27年度) ３年目(H28年度) 4年目(H29年度) ５年目(　　年度)

157,798 157,798 16,638 66,102 6,000 24,250 90,548 37,000 0

番号

71,009

（参考）全体事業期間

（参考）全体事業期間

157,798

事業主体

交付対象事業費 交付限度額

事業主体

事業箇所

事業箇所番号

長距離自然歩道名

小樽市

公園名

赤岩オタモイ線道路（歩道）整備事業

事業名

（参考）交付対象事業費の年次配分

（参考）交付対象事業費の年次配分

（参考）全体事業期間

番号

事業名

（参考）全体事業期間

番号

国指定鳥獣保護区名 事業箇所事業名

（参考）交付対象事業費の年次配分

（参考）交付対象事業費の年次配分

大沼園地整備事業 七飯町

事業名

天都山園地整備事業 網走市

湧別町三里浜野営場整備事業

事業主体

小清水町小清水原生花園園地整備事業

事業主体事業箇所



交付対象事業等一覧表（２）　　

Ⅰ　交付対象事業（参考）

１　国定公園に係る事業（生態系維持回復事業を含む）

1-1 ニセコ積丹小樽海岸国定公園 木柵工：L=112m、木階段：N=15段、標示板1基、解説板2基 再整備 ○ 木柵323ｍ、木階段121基、標示板12基、解説板10基 S48～H6 一部○ ○

1-2 大沼国定公園 橋梁補修(調査設計委託、床板補修工、橋梁地覆・高欄修繕工他) 再整備 ○ L=15.00m、W=2.40m、RC造 S43 ○ ○

1-4 網走国定公園 木道(W=1.8m)L=130m、デッキ、サイン 新規 × × ○

1-5 網走国定公園 園地整備（1340m2）、園路整備(140m)、管理用通路整備(150m) 新規 × × ○

1-6 網走国定公園 管理棟再整備木造196m2、トイレ再整備木造20m2、バンガロー10棟 再整備 ○ 管理棟木造196m2、トイレ木造20m2、バンガロー10棟 S60 × ○

２　国指定鳥獣保護区に係る事業（国定公園外において行われる自然再生施設の整備事業であって、平成18年度以前からの継続事業であるもの）

３　長距離自然歩道に係る事業（国立公園及び国定公園内の事業は除く）

新規・再整備

事業名公園名

交付対象
事業の
適合

公園名・国指定鳥獣保護
区名

長距離自然歩道名

新規・再整備

赤岩オタモイ線道路（歩道）

浮島橋整備事業

事業概要 既存施設の概要
既存施設
の有無

事業名

交付対象
事業の
適合

整備年度

三里浜野営場整備事業

小清水原生花園園地整備事業

番号

番号 事業名 新規・再整備
既存施設
の有無

国庫補助
の有無

国庫補助
の有無

国庫補助
の有無

交付対象
事業の
適合

既存施設
の有無

既存施設の概要

事業概要 既存施設の概要 整備年度

事業概要

番号

天都山園地整備事業

整備年度



自然環境整備計画の目標、計画期間及び整備方針

個別地域

平成 26 年度　～ 平成 26 年度

目標

目標設定の根拠
個別地域の現状

課題

個別地域の整備方針

目標を定量化する指標
目標値

単　位 基準年度 目標年度

人/年 周辺公園利用者数 自然公園等利用者数
平成２４年度 平成２７年度

その他必要な事項

赤岩オタモイ線歩道利用者数 540,000人 540,000人
23年度より増加したものの、長期的には逓減傾向にあるた
め、利用の推進の指標として現状維持の利用者数を目標と
する。

・

・

指　　標 定　　義 調査等の方法 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

　　大目標：利用環境改善による自然とのふれあいの推進
　　　目標：老朽化した歩道の防護柵等を再整備し、公園利用の安全性を確保する。

・ニセコ積丹小樽海岸国定公園は、北海道西部の日本海側に位置し、１市８町２村に広がる面積およそ19,000haの自然公園で公園区域はニセコ連峰を中心とした１，０００ｍ級の山岳景観や山地湿原、火山性湖沼及び海蝕崖の海岸部からなる　｢ニセコ地区」、火山群
の山裾が直接日本海の荒波に洗　われ海面から１００ｍ以上の高さの海岸崖景観を形成し、随所に奇岩、怪石類、岩礁が見られる｢積丹・小樽海岸地区」の２地区に大別され山岳と海岸の変化に富んだ景観となっている。
・当該歩道は、小樽海岸地区の小樽市祝津（赤岩海岸）から赤岩山を通り小樽市オタモイ（オタモイ海岸）に至る小樽海岸自然探勝路で、入り組んでいる地形と紺碧に輝く海が優れた景観を作り出している。また、海岸や森林には数多くの山野草が咲き、渡り鳥や海鳥な
ども多く見られ、四季を通じて自然とふれあうことができ毎年、多くの利用者が親しんでいる。
・当該地域周辺には、祝津集団施設地区及びオタモイ園地があり、水族館、宿舎、公衆トイレが整備されている。また、当該歩道は昭和４５年度から防護柵、木階段、案内板等が整備され、現在に至るまで（直近整備平成１９年度）、１１年（１２回）の施設整備を実施して
きている。近年、整備されてきた防護柵、木階段等が老朽化や積雪等による影響で施設の破損等が著しい状況である。

・当該歩道は祝津からオタモイまで５．５ｋｍの自然探勝歩道で海岸の景観鑑賞やバードウオッチング等毎年多くの人々が利用するため、防護柵等老朽化し破損している施設の再整備は安全快適性を保つためにも必要性がある。
・小樽市にも地域住民、利用者及び小樽市議会から整備の改善を望む声が寄せられており、当該歩道の再整備について小樽市長より後志総合振興局長宛て要望書が提出されている。

方針に沿った主要な事業

・老朽化及び雪害等により破損している既存施設を再整備し、公園利用者の安全快適な利用促進を図る。 赤岩オタモイ線道路（歩道）整備事業

都道府県名 北海道 　　ニセコ積丹小樽海岸国定公園（赤岩オタモイ線道路（歩道））

計画期間



自然環境整備計画の目標、計画期間及び整備方針

個別地域

平成 27 年度　～ 平成 27 年度

目標

目標設定の根拠
個別地域の現状

課題

個別地域の整備方針

目標を定量化する指標
目標値

単　位 基準年度 目標年度

人／年 平成24年度 平成29年度

基 平成24年度 平成29年度

その他必要な事項

都道府県名 北海道 　　大沼国定公園（大沼園地）

計画期間

　　大目標：利用環境改善による自然とのふれあいの推進
　　　目標：老朽した自然公園施設の修補を行い、利用者の安全の確保及び景観の改善を図る。

　・大沼国定公園は渡島半島の中央部３町にまたがって広がり、面積およそ９，０００ｈａ、大沼、小沼、蓴菜沼（ジュンサイヌマ）に代表される湖沼群からなり、山塊と水域の変化に富んだ自然公園で、年間100万人を越える利用者が訪れる渡島半島の拠点地域である。
   また、活火山の駒ヶ岳、砂原岳等の山々に囲まれ、多くの溶岩小丘が湖内にある景観などから、1958年に、北海道で最初の国定公園に指定され、近年では2012年にラムサール条約登録湿地に指定された。

　・大沼園地に点在する橋梁群については、昭和４０年代から整備され３０年以上経過したものが多く、老朽化による破損箇所が散見されることや高欄が現在の安全基準（路面より110cm）を満たしていないなど、安全性に問題があり、係る対策としての整備が必要であ
る。
　・近年は利用者層も多岐にわたり、地元関係者からは、標識類の整備、歩道等のバリアフリー化を望む声が出ており、とりわけ、橋梁群の再整備について、多くの要望がある。
　・その他、公衆トイレや木道などの公園施設についても、老朽化や台風の被害などで使用に支障をきたしている。

方針に沿った主要な事業

　・公園利用者の入込みが最も多い大沼園地にある橋梁群のうち、老朽度の高い順に、修補を行うものとする。
　・整備に当たっては、改良による安全性の向上及び長寿命化を目的とし、上部工及び下部工の補修、全体の再塗装、高欄（防護柵）取替などを実施する。また、躯体
や高欄の意匠については、周囲の環境のほか、既存施設と馴染むよう配慮し、景観の改善を図る。

　・大沼園地整備事業

11基

・

・

指　　標 定　　義 調査等の方法 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

大沼地域利用者数 1,240,000人 1,364,000人

危険箇所数 12基

大沼国定公園の利用者の数 自然公園利用状況調査
利用の推進の指標として現状利用者数の一割増を目的とす
る。

基準高欄高（路面より110cm）を満たしていない橋梁の解消 平成15年度橋梁点検
係る基準を満たしていない12基の橋梁の補修・改良を目指すこと
とし、うち、当該計画では1基の整備を計画する。



自然環境整備計画の目標、計画期間及び整備方針

北海道 個別地域

平成 28 年度　～ 平成 28 年度

目標

目標設定の根拠
個別地域の現状

課題

個別地域の整備方針

目標を定量化する指標
目標値

単　位 基準年度 目標年度

人／年 平成26年度 平成29年度

回／年 平成26年度 平成29年度

その他必要な事項

・平成17年にラムサール条約登録湿地となり、地元関係者を中心として、『濤沸湖環境保全活用ビジョン』（平成23年3月、網走市・小清水町）の策定や『濤沸湖保全と利用のためのルール』（平成26年5月、濤沸湖エコツーリズム推進協議会）の策定・運用など、【保
全・再生】【ワイズユース（賢明な利用）】【交流・学習（CEPA）】というラムサール条約の基盤であり互いに支えあう3つの考え方の具現化に向けた取り組みが進められている。
・濤沸湖周辺では、濤沸湖水鳥・湿地センターや小清水原生花園インフォメーションセンターなどの拠点施設が整備され、小清水原生花園での花の観察や、湖周辺での野鳥観察等の利用が行われている。しかし、濤沸湖周辺には車道から離れて湖側の草原・湿地
を楽しむ場所がなく、濤沸湖周辺の草原・湿地の自然環境を体験・学習する場は十分に提供されているとは言えない状況にある。『濤沸湖環境保全活用ビジョン』（平成23年3月、網走市・小清水町）においても、重点的に取り組むべき事項として”木道や小屋など、
多様な観察施設の整備”が挙げられている。

・濤沸湖周辺における【保全・再生】【ワイズユース（賢明な利用）】【交流・学習（CEPA）】の3つの考え方の具現化をより強化するために、生息・生育する希少な動植物や人工物が少ない開放的・水平的な景観を保全することを前提に、草原・湿地の中で、濤沸湖の
自然を感じ、学ぶことのできる場として、木道及び付帯施設を整備する必要がある。
・隣接する小清水原生花園園地や小清水原生花園インフォメーションセンターと一体となって、木道及び付帯施設が濤沸湖の魅力や希少性をより深く知ることのできる活動・取り組みを展開する場として活用されるよう、周辺の既存施設や関係機関・団体等と連携し
た管理運営を行う必要がある。

方針に沿った主要な事業
・小清水原生花園とは異なる植生や野鳥を身近に感じる空間、周辺の眺望地点とは異なる人の目の高さから開放的・水平的な景観を静かに楽しむ空間として、木道
及び付帯施設を整備する。
・ラムサール条約の理念を伝えるとともに、木道と小清水原生花園園地との一体的な利用を促す情報提供を行うことを目的としたサインを整備する。
・木道の利用期間は、小清水原生花園インフォメーションセンター開館期間と合わせ5月～10月とする。

小清水原生花園園地整備事業
・木道
・野鳥観察デッキ
・牧柵（馬侵入防止柵）
・ベンチ
・サイン

・

原生花園管理人による計
測

プログラム開催報告の確認

都道府県名 網走国定公園（小清水原生花園・濤沸湖地域）

計画期間

大目標：濤沸湖周辺の湿地の魅力やワイズユースの考え方を伝える場・機会の提供
　目標1：木道及び付帯施設の整備により、自然環境の保全を図りつつ、濤沸湖周辺の既存施設・眺望地点等とは異なる利用体験・風景体験の場・機会を提供する。
　目標2：小清水原生花園利用者数の減少傾向に歯止めをかけ、利用者数の現状維持（約21万人）を目指す。

・

指　　標 定　　義 調査等の方法 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

木道利用者数 211,000 52,000

木道を利用した自然観察会・環境学習プロ
グラム等の実施回数 0 20

利用推進の指標として、小清水原生花園園地利用者数（約21万人）の約
1/4の利用を目指す

ラムサール条約の理念や濤沸湖の魅力・希少性を伝える体験・学習
の場として活用された回数

木道利用者数（5月～10月）

体験・学習の場の提供の指標として、積極的な活用を目指す



自然環境整備計画（国定公園等整備事業）の目標、計画期間及び整備方針

個別地域

平成 28 年度　～ 平成 29 年度

目標

目標設定の根拠
個別地域の現状

課題

個別地域の整備方針

目標を定量化する指標
目標値

単　位 基準年度 目標年度

人/年 Ｈ２６ Ｈ３１

その他必要な事項

天都山周辺施設入込客数 ３６万８千人/年 ４９万人/年天都山周辺施設を訪れる市民、観光客数
市観光課による観光客
入込数調査

主要な観光施設の整備による観光客数の増加

・

・

指　　標 定　　義 調査等の方法 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

天都山展望台周辺の自然環境を修景緑化するとともに、自然とのふれあいの場を整備することにより、市民及び観光客の憩いの場として再整備する。

網走湖東側の丘陵地帯に位置する天都山の山頂にある天都山展望台からは、網走湖や知床連山などを眺望することができ、当地域の主要な観光スポットである。
そして、天都山展望台に隣接する公園園地には数１００本のエゾヤマザクラがあり、花の見ごろである５月には市民や観光客の憩いの場となっている。また、周辺地域では市民植樹祭による植樹の取り組みが行われており、自然環境の保全が図られている。
一方、当展望台は網走市を代表する観光スポットの一つであるが、近年の景気低迷等により観光客等の入込客数は低迷しており、市経済に及ぼす影響は大きいところである。そこで、当市としては観光振興を目的に平成２７年度に新天都山展望台を建設したところ
であるが、新展望台に隣接していた旧展望台については取り壊しは終わったが、その跡地の修景緑化等については未整備のままとなっている。

観光客等の増加による地域経済の活性化を図るためには、当地域の主要な観光施設である、天都山展望台周辺の環境整備を行うことが求められている。
当市としては、天都山に集積する多様な観光資源を面として捉え、天都山エリア全体の魅力構築を図る取り組みを行っているが、面的魅力構築のためには個々の施設の魅力向上が前提となるため、個別施設の整備促進が求められている。
そのため、天都山地域の面的魅力構築のために、旧展望台跡地の早期整備が必要となっている。

方針に沿った主要な事業
・新たに天都山展望台を建設し、隣接していた旧展望台を取り壊したため、その跡地について、周辺の優れた自然環境と一体となるよう適切に修景緑化等の整備を行
うことにより、その利用の増進を図る。

天都山園地整備事業
・園地整備
・園路整備
・管理用通路整備

都道府県名 北海道 網走国定公園（天都山地域）

計画期間



自然環境整備計画（国定公園等整備事業）の目標、計画期間及び整備方針

北海道 個別地域

平成 28 年度　～ 平成 28 年度

目標

目標設定の根拠
個別地域の現状

課題

個別地域の整備方針

目標を定量化する指標
目標値

単　位 基準年度 目標年度

人/年 三里浜地域の利用者人数 利用推進の指標として現状維持の利用者数を目的とする。
平成26年度 平成29年度

その他必要な事項

都道府県名 網走国定公園（サロマ湖地域）

計画期間

老朽化の著しい自然公園施設の再整備を行い、施設の延命化を図り、利用者が安心して自然に親しむ事ができる機会を増やす。

三里浜野営場は昭和６０年に整備し、開設以降多くの方に利用されてきました。雄大なオホーツク海とサロマ湖を一度に見ることができる美しい自然公園で、北海道内外から多くの人が訪れる景観地となっています。

開設より３０年以上が経過しており、老朽化した施設が多くなっている事から、安心して利用できるよう施設の改修が求められている状況です。

方針に沿った主要な事業
・三里浜野営場にある施設のうち、老朽化の著しいもの及び利用者の利便に係るものから再整備を行うものとする。 三里浜野営場整備事業

・管理棟再整備
・トイレ再整備
・バンガロー再整備

・

・

指　　標 定　　義 調査等の方法 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

三里浜地域利用者数 64,259 65,000自然公園利用状況調査



（参考）自然環境整備計画（北海道）の概要図

個別地域 ニセコ積丹小樽海岸国定公園（赤岩オタモイ線道路（歩道）） 所在地 　小樽市
オタルシ

※　対象地域の図面を添付すること。



（参考）自然環境整備計画（北海道）の概要図

個別地域 大沼国定公園（大沼園地） 所在地 　七飯
ナナエ

町
チョウ

※　個別地域の図面を添付すること。

浮島橋 L=15.00m、W=2.40m

50m



（参考）自然環境整備計画（○○県）の概要図

個別地域 網走国定公園（小清水原生花園・濤沸湖地域） 所在地 小清水町（こしみずちょう）

※　個別地域の図面を添付すること。



自然環境整備計画（国定公園等整備事業）（北海道、網走国定公園）の概要図

あばしりし

※　個別地域の図面を添付すること。

個別地域 網走国定公園（天都山地域） 所在地
網走市



（参考）自然環境整備計画（国定公園等整備事業）（○○都道府県）の概要図

個別地域 網走国定公園（サロマ湖地域） 所在地 湧別町（ゆうべつちょう）

※　個別地域の図面を添付すること。

計画対象地

三里浜野営場改修事業


