
番号 施設名称 国立公園等名称 実施期間 備考

1 浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館
国指定浜頓別クッチャロ湖
鳥獣保護区

2 北海道海鳥センター 国指定天売島鳥獣保護区

3 層雲峡ビジターセンター 大雪山国立公園

4 支笏湖ビジターセンター 支笏洞爺国立公園

5 洞爺湖ビジターセンター 支笏洞爺国立公園

6 洞爺財田自然体験ハウス 支笏洞爺国立公園

7 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター
国指定ウトナイ湖鳥獣保護
区

8 宮島沼水鳥・湿地センター 国指定宮島沼鳥獣保護区

9 厚岸水鳥観察館
国指定厚岸・別寒辺牛・霧多
布鳥獣保護区

未定 未定

10 釧路湿原野生生物保護センター 釧路湿原国立公園 平成22年2月10日頃～4月下旬 来館者に作成を依頼

11 塘路湖エコミュージアムセンター 釧路湿原国立公園 平成22年5月上旬～5月中旬 来館者に作成を依頼

12 温根内ビジターセンター 釧路湿原国立公園 平成22年4月29日～5月上旬 来館者に作成を依頼

13 川湯エコミュージアムセンター 阿寒国立公園 平成22年1月～3月（予定）
小学校・中学校の総合学習の時間に実
施。（来館者にも作成してもらう場合は5
月まで期間延長あり）

14 阿寒湖畔エコミュージアムセンター 阿寒国立公園 平成22年1月末～4月末（予定）
期間中に行われるイベントの中で実施。
来館者にも作成してもらう予定。

15 知床世界遺産センター 知床国立公園 未定
地元小中学校と協力して行う方向で検
討中

16 網張ビジターセンター 十和田八幡平国立公園 平成22年2月1日～5月16日（予定）

17 白神山地世界遺産センター西目屋館 白神山地自然環境保全地域 平成22年3月2日（予定） 小学校の総合学習の時間に実施

18 十和田ビジターセンター 十和田八幡平国立公園 平成22年2月1日～5月16日（予定）

19 猛禽類保護センター 平成22年3月1日～5月16日（予定） 学校訪問による実施も検討中

20 白神山地世界遺産センター藤里館 白神山地自然環境保全地域 平成22年2月1日～5月16日（予定）
小学校への呼びかけ、自然観察会での
実施検討中

21 裏磐梯ビジターセンター 磐梯朝日国立公園 平成22年2月1日～5月16日（予定）

22
宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセン
ター

国指定伊豆沼鳥獣保護区 平成22年2月1日～5月16日（予定） 宮城県の協力により県の施設で実施

23 八幡平ビジターセンター 十和田八幡平国立公園 平成22年４月～5月16日（予定） 冬期間閉鎖のため４月から実施

24 月山ビジターセンター 磐梯朝日国立公園 平成22年４月～5月16日（予定） 冬期間閉鎖のため４月から実施

25 箱根ビジターセンター 富士箱根伊豆国立公園 平成22年１月～4月11日

特別展「箱根に入ってきた生きもの見か
けなくなった生きもの」と併せてコーナー
を設置
※2月3日、17日、24日は臨時休館日

26 生物多様性センター 富士箱根伊豆国立公園 平成22年3月下旬～5月（予定）
生物多様性センターと関東地方環境事
務所が共同で実施

27 谷津干潟自然観察センター 国指定谷津鳥獣保護区 平成22年2月～5月（予定）
地元小学校と協力して行う方向で検討
中

28 横山ビジターセンター 伊勢志摩国立公園 平成22年１月29日～５月

29 稲永ビジターセンター 国指定藤前干潟鳥獣保護区 随時 出前講座で実施

30 志賀高原クリスタルテラス・ギャラリー - 平成22年１月９日～２月３日
1月9日～2月3日に開催するアクティブレ
ンジャー写真展と併せて「地球のいの
ち、えがいてみよう」のコーナーを設置

31 菅平高原国際リゾートセンター 上信越高原国立公園 平成22年２月９日～３月７日
2月9日～3月7日に開催するアクティブレ
ンジャー写真展と併せて「地球のいの
ち、えがいてみよう」のコーナーを設置

全国地方環境事務所等連携企画「地球のいのち、えがいてみよう」
参加事務所一覧

担当者

平成22年２月頃～5月16日（予定）
実施に関して検討中
自然に親しむ行事や学校連携を考慮

北海道地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL : 011-299-1953
FAX : 011-736-1234

岸自然保護官

釧路自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL：0154-32-7500
FAX：0154-32-7575

伊藤課長補佐

関東地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL：048-600-0816
FAX : 048-600-0517

永長自然保護官

中部地方環境事務所
ＣＯＰ10推進チーム(※事務局)
TEL：052-955-2131
FAX：052-951-8919

桝自然保護官

長野自然環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL：026-231-6572
FAX：026-235-1226

柴原自然保護官

東北地方環境事務所
野生生物課
TEL：022-722-2876
FAX：022-722-2872

多田課長補佐

（裏面に続く）

別添 １



番号 施設名称 国立公園等名称 実施期間 備考

32
竹野スノーケルセンター・ビジターセン
ター

山陰海岸国立公園 平成22年1月25日～5月16日
「地球のいのち、えがいてみよう」のコー
ナーを設置

33 宇久井ビジターセンター 吉野熊野国立公園 平成22年1月9日～5月5日
「地球のいのち、えがいてみよう」のコー
ナーを設置

34 大久野島ビジターセンター 瀬戸内海国立公園 平成22年２月～５月９日 期間中は常時実施予定

35 五色台ビジターセンター 瀬戸内海国立公園 平成22年２月～５月９日
期間中は常時実施予定
3月6日～28日はアクティブレンジャー写
真展を同時開催予定

36 米子水鳥公園 国指定中海鳥獣保護区 平成22年２月～５月９日
期間中は常時実施予定
2月14日は「中海のいのち、えがいてみ
よう」と題してイベント実施予定

37 南阿蘇ビジターセンター 阿蘇くじゅう国立公園 平成22年2月13日～4月30日
平成22年2月13日にイベントを実
施。その後はVC内に掲示して来館
者に参加を呼びかける。

38 長者原ビジターセンター 阿蘇くじゅう国立公園 平成22年2月上旬～4月30日
期間中は、センター内に掲示して来
館者に参加を呼びかける。

39
雲仙お山の情報館、平成新山ネイ
チャーセンター、雲仙諏訪の池ビジ
ターセンター

雲仙天草国立公園 平成22年3月～4月末
３つのVCの特徴に合わせた展示を
企画予定。

40 えびのエコミュージアムセンター 霧島屋久国立公園 平成22年2月10日～5月5日
期間中は、センター内に掲示して来
館者に参加を呼びかける。

41 屋久島世界遺産センター 霧島屋久国立公園 平成22年2月中旬～５月ＧＷまで

　屋久島生物多様性保全協議会
(町・財団・NPO等)と合同で実施。
　地元小学校総合学習、高齢者福
祉施設への出張型イベントも平行し
て実施する方向で調整中。

42 対馬野生生物保護センター 平成22年4月～５月ＧＷまで
期間中は、センター内に掲示して来
館者に参加を呼びかける。

43 やんばる野生生物保護センター 平成22年4月29日～5月16日（予定）

44 西表野生生物保護センター 平成22年3月1日～5月9日

45 漫湖水鳥・湿地センター 平成22年2月6日～5月9日

46 竹富ビジターセンター 西表石垣国立公園 平成22年3月1日～5月9日

47
国頭村環境教育センター（やんばる学びの
森）

平成22年3月20日～3月31日

石神係員

九州地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL : 096-214-0336
FAX : 096-214-0354

長瀬自然保護官

中国四国地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL : 086-223-1586
FAX : 086-224-2081

安藤自然保護官

期間中一般来訪者に対して参加を呼び
かける。
期間中に自然観察会等イベントがある
場合はイベントコンテンツとして実施。

那覇自然環境事務所
TEL : 098-858-5824
FAX : 098-858-5825

寺内自然保護官

近畿地方環境事務所
国立公園・保全整備課
TEL : 06-4792-0705
FAX : 06-4790-2800

担当者




