
アクティブ・レンジャーが伝える自然と活動

会場　三瓶自然館サヒメル
島根県大田市三瓶町多根 1121-8

主催　環境省中国四国地方環境事務所

2014 年　  　月 　　日   ～ 　  月　　 日11 15　 12 21

時間　午前９時半～午後５時
休館　火曜日･12 月 1 日～ 5日

国立公園は、日本を代表する自然を保護し、
自然とふれあうことを目的とした制度です。
自然保護官（レンジャー）の補佐役として、
国立公園のパトロールや調査、自然解説など
を行うアクティブ・レンジャーが中国四国の
国立公園の自然や取り組みを紹介します。

松江自然保護官事務所 0852-21-7626

 土  日 入場無料

国立公園展
中国四国の



瀬戸内海国立公園 

 

大山隠岐国立公園 

 

足摺宇和海国立公園 

 

★高松事務所 
★広島事務所 

土佐清水自然保護官事務所★ 

松山自然保護官事務所★ 

★米子自然環境事務所 
★ 

松江自然保護官事務所 

中国四国地方環境事務所★ 

 

国指定中海鳥獣保護区 
ラムサール条約湿地 

国指定宍道湖鳥獣保護区 
ラムサール条約湿地  

ラムサール条約湿地 
（瀬戸内海国立公園内）   

★隠岐自然保護官事務所 

国立公園は、日本を代表する美しい自然を保護し、自然

とふれあうことを目的とした制度です。現在、全国に 31

ヵ所の国立公園が指定されており、面積は約 209 万ヘク

タールに及びます。 

中国四国地方には、大山隠岐国立公園、瀬戸内海国立公

園、足摺宇和海国立公園があり、日本海から瀬戸内海、そ

して太平洋へと様々な特色を備えています。各国立公園に

は環境省の事務所が設置され、自然保護官を補佐する 7名

のアクティブ・レンジャーが活動しています。 

この企画展では中国四国地方のアクティブ・レンジャー

が出会ったすばらしい自然や風景、自然を守る取り組みな

どを紹介します。 

 

会 期 会 場 アクセス 問合せ先 

4 月 19 日（土） 

 ▼ 

5 月 18 日（日） 
 
※水曜休館 

大久野島ビジターセンター 

 

広島県竹原市忠海町大久野島 

 

○公共交通機関利用 

JR忠海駅下車 

忠海港より大三島フェリー（約 12 分） 

○自家用車利用 

河内 IC より国道 432-185 号線経由（約 30 分） 

忠海港にて公共無料駐車場有り 

広島事務所 

担当：大髙下 

☎082-223-7450 

5 月 24 日（土） 

▼ 

6 月 22 日（日） 

 

物産館サンリバー四万十 

 

高知県四万十市右山 383-7 

 

○公共交通機関利用 

くろしお鉄道 中村駅より徒歩（約 2 分） 

○自家用車利用 

須崎東 IC より国道 56 号線経由（約 1 時間 30 分） 

西予宇和 IC より国道 56 号線経由（約 2 時間） 

 

土佐清水自然保護官事務所 

担当：笠貫 

☎0880-82-2350 

6 月 28 日（土） 

     ▼ 

7 月 27 日（日） 
 
※月曜休館 

五色台ビジターセンター 

 

香川県坂出市王越町木沢字西山

1733-18 

 

○公共交通機関はありません 

○自家用車利用 

坂出北ＩＣまたは坂出 IC より県道 186-16 号線経由 

（約 4５分） 

檀紙又は高松西ＩＣより五色台スカイライン経由 

（約 40 分） 

高松事務所 

担当：大林 

☎087-811-6227 

8 月 2 日（土） 

   ▼ 

8 月 31 日（日） 
 

※月曜休館 

松山市都市環境学習センター 

 

愛媛県松山市朝日ヶ丘 1-1633-2

松山総合公園管理棟 1F 

 

○公共交通機関利用 

伊予鉄バス 行先：津田団地 下車：松山総合公園前 

正面ゲートより徒歩（約 15 分） 

○自家用車利用 

環状線フライブルク通りより正面ゲートに入り、第 3

駐車場を利用 

松山自然保護官事務所 

担当：上野 

☎089-931-5803 

9 月 6 日（土） 

▼ 

10 月 5 日（日） 

大山情報館 

 

鳥取県西伯郡大山町大山 40-33 

 

○公共交通機関利用 

ＪＲ米子駅より日交バス(約 50 分) 

行先：大山寺 下車：大山寺 

○自家用車利用 

米子ＩＣより県道 24 号線経由（約 15 分） 

米子自然環境事務所 

担当：石田 

☎0859-34-9331 

10月11日（土） 

▼ 

11 月 9 日（日） 

 

 

隠岐島文化会館 

 

島根県隠岐郡隠岐の島町西町 

吉田の二 2 番地 

 

○公共交通機関利用 

 ポートプラザより隠岐一畑交通西郷港線（約 5 分） 

 下車：隠岐の町役場 バス停より徒歩（約 5 分） 

○自家用車利用 

 西郷港より国道485号線－県道47号線経由（約5分） 

隠岐自然保護官事務所 

担当：前川 

☎08512-2-0149 

11月15日（土） 

  ▼ 

12月21日（日） 
 
※12月1日～5日
火曜休館 

  

島根県立三瓶自然館サヒメル 

 

島根県大田市三瓶町多根 

1121－8 

 

○公共交通機関利用 

JR大田市駅より石見交通三瓶線（約 60 分） 

行先：青少年交流の家 下車：三瓶自然館前 

○自家用車利用 

三刀屋木次ＩＣより国道 54 号線経由（約 60 分） 

三次 IC より国道 54 号線経由(約 90 分) 

松江自然保護官事務所 

担当：宇佐美 

☎0852-21-7626 

 環境省中国四国地方環境事務所 
岡山県岡山市北区下石井 1-4-1 岡山第２合同庁舎 11F 
TEL 086-223-1586   URL http://chushikoku.env.go.jp 

中国四国の国立公園展 

―アクティブ・レンジャーが伝える自然と活動―  

     凡 例 

国立公園区域 陸域 

国立公園区域 海域 

ラムサール登録湿地 

（国指定鳥獣保護区・国立公園内） 

環境省事務所 ★ 


	AR国立公園展フライヤー（松江）
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