
別添様式２－（１）

自然環境整備計画（国定公園等整備事業）

【平成３０年度～令和　４年度】

あ き た け ん

秋田県

平成２９年１２月

                                             変更　令和３年１２月
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別添様式２－（２）　目標、計画期間及び整備方針（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））

秋田県 対象地域

平成 30 年度　～ 令和 4 年度

目標

目標設定の根拠

対象地域の現状

課題

対象地域の整備方針

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 観光統計を活用 平成２８年度 令和５年度

その他必要な事項

都道府県名 栗駒国定公園（高松岳・虎毛山地域、小安地域、川原毛地域、須川地域）

計画期間

老朽化した施設の再整備等を行い、自然環境の保全及び適正な利用促進を図る。

・栗駒国定公園は奥羽山脈のほぼ中央に位置し、岩手、宮城、秋田及び山形の４県にまたがる公園である。公園区域は､焼石岳を中心とする一帯と、栗駒山・神室山を中心とする地域とに分かれており、優れた山岳景観と、カルデラ、高原、渓谷、温泉等の特色ある景観で

構成されている。

・高松岳・虎毛山地域は、山麓の温泉を起点とした登山に利用されている山岳である。虎毛山は山頂に広がる湿原や池塘が特色ある景観を構成しているほか、日本一の虎の山として全国から登山者が訪れている。

・小安地域は、皆瀬川の渓谷沿いの大小様々な滝や、岩壁からお湯が噴出する大噴湯からなる景勝地であり、年間約３万人の観光客が訪れる観光拠点となっている。

・川原毛地域は、日本三大霊地の一つ「川原毛地獄」が有名であり、川原毛大湯滝は全国でも珍しい「滝の湯」として多くの観光客が訪れている。

・須川地域は、須川温泉を中心とした栗駒山一帯の利用拠点として須川温泉集団施設地区となっており、このうち須川湖施設整備地区はキャンプやボート遊びなどのほか、周辺に広がる湿原の探勝や野鳥観察に利用されている。

【高松岳、虎毛山地域】

・高松岳山頂に整備されている避難小屋（Ｈ１建築）は、強風及び積雪の影響による劣化が著しく、景観的にも支障をきたしている。虎毛山線道路（歩道）は平成30年8月の集中豪雨により林道や登山道が被災したため、早急に復旧するためには関係者（林道管理者など）と

協力し実施する必要がある。

【小安地域】

・渓谷沿いの歩道に園路のほか、落石防護網や転落防護柵などが整備されているが、経年変化と積雪により落石防護網が損壊している。また、園路の立入防護柵は局所豪雨により流出している。

・小安峡への来訪者数に比べ小安駐車場の区画が不足しており、行楽シーズンは国道の渋滞により安全確保の面が懸念されている。

【川原毛地域】

・園地内の公衆トイレ（Ｈ１建築）は、建物の老朽化に加えて硫化水素による屋根の腐食が進行している。探勝歩道は未整備区間の洗掘や木製階段の老朽化により損壊し、歩行に支障をきたしている。

【須川地域】

・須川湖の東側に広がるシラタマノキ湿原は、学術的にも貴重な泥炭層からなる湿原である。竜泉ヶ原線道路（歩道）の湿原内には探勝のため木道が整備されているが、老朽化により破損し歩行に支障をきたしている。また、環境への負荷の増大が懸念される。

・須川高原園地は須川湖から野鳥の森へつながる園路に架かる木橋が雪害で損壊しているほか、木道や案内標識の損傷が著しい状況となっている。また、園地内に建設された管理棟や公衆用トイレの老朽化が進み腐朽や破損が見られる。

方針に沿った主要な事業

・劣化や災害等で破損した自然公園施設の再整備を行い、公園利用者や登山者の安全性・利便性を図る。 【高松岳・虎毛山地域】

・高松岳避難小屋整備事業

・虎毛山線道路（歩道）整備事業

【小安地域】

・小安温泉園地整備事業

【川原毛地域】

・川原毛園地整備事業

【須川地域】

・竜泉ヶ原線道路（歩道）整備事業

・須川高原園地整備事業

・劣化した自然公園施設の再整備を行い、自然環境の保全を図る。 【川原毛地域】

・川原毛園地整備事業

【須川地域】

・竜泉ヶ原線道路（歩道）整備事業

・須川高原園地整備事業

・劣化した自然公園施設の再整備を行い、景観の改善を図る。なお、景観に配慮するため、地域産材や木質系材料を積極的に利用する。 【高松岳・虎毛山地域】

・高松岳避難小屋整備事業

・虎毛山線道路（歩道）整備事業

【小安地域】

・小安温泉園地整備事業

【川原毛地域】

・川原毛園地整備事業

【須川地域】

・竜泉ヶ原線道路（歩道）整備事業

・須川高原園地整備事業

整備対象地区利用者数

整備対象地区の利用者の数

（小安温泉、泥湯温泉、須川温泉、高松岳・虎毛山登山

者）

整備対象地区における多様な利用の推進の指標とし、現行

より５％程度の利用者数の増加を目指す。

98,000 102,900

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

整備後の施設については、県と地元市町村で施設維持管理の協定を締結して役割分担を行いながら、維持運営していく。

整備期間終了後、設定した指標に係るデータを整理し目標達成状況に関する評価を行うとともに、令和６年度前半に県のホームページ等において評価結果を公表する。
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別添様式２－（２）　目標、計画期間及び整備方針（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））

秋田県 対象地域

令和 1 年度　～ 令和 4 年度

目標

目標設定の根拠

対象地域の現状

課題

対象地域の整備方針

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 観光統計を活用 平成２８年度 令和５年度

人／年 観光統計を活用 平成２８年度 令和５年度

その他必要な事項

都道府県名 鳥海国定公園（奥山地域、祓川地域、大清水地域、鉾立地域）

計画期間

老朽化した施設の再整備を行い、自然環境の保全及び適正な利用促進を図る。

・鳥海国定公園は、日本海に接して屹立する火山孤峰である鳥海山を中心に、海岸部とその沖合の飛島までを含む公園であり、秋田県と山形県の県境に位置している。

・奥山地域は、日本の滝百選に選定されている法体の滝の観賞やピクニック利用が多い観光拠点となっている。また、上流部に続く玉田渓谷には大甌穴が点在している。

・祓川地域は、鳥海山北側の登山拠点となっており春から秋にかけて多くの登山者が訪れている。また、周辺に広がる湿原のトレッキング利用拠点としても利用されている。

・大清水地域は、鳥海山東側の登山の拠点となっており、避難小屋や公衆トイレなどが整備されており、登山利用のみならず奥深い鳥海山麓の自然探勝にも利用されている。

【奥山地域】

年間多くの観光客が訪れる地域であるが、展望台へ至る吊り橋が老朽化しており、渓谷探勝のための木橋も雪害により損壊しており通行止め処置を行っている。

【祓川地域】

鳥海山矢島口の７合目に木道を整備しているが、経年劣化により木道が破損し、登山者の歩行に支障をきたしている。

【大清水地域】

園地内の登山口にある公衆トイレ（Ｈ７建築）の老朽化により、外壁が痛み内壁や土台・柱の腐食が進行している。

【鉾立地区】

鉾立園地は、利用者が多くVCや山荘など施設が集合している箇所で、融雪で公衆用トイレが一部破損し一時利用を中止することこなり、関係者から早急な改修を求められている。

方針に沿った主要な事業

・劣化や災害等で破損した自然公園施設の再整備を行い、公園利用者の安全性・利便性を図る。 【奥山地域】

・法体の滝園地整備事業

【祓川地域】

・鳥の海竜ケ原線道路（歩道）整備事業

【大清水地域】

・大清水園地整備事業

【鉾立地域】

・鉾立園地整備事業

・劣化した自然公園施設の再整備を行い、自然環境の保全を図る。 【祓川地域】

・鳥の海竜ケ原線道路（歩道）整備事業

・劣化した自然公園施設の再整備を行い、景観の改善を図る。なお、景観に配慮するため、地域産材や木質系材料を積極的に利用する。 【奥山地域】

・法体の滝園地整備事業

【祓川地域】

・鳥の海竜ケ原線道路（歩道）整備事業

【大清水地域】

・大清水園地整備事業

整備対象地区利用者数

整備対象地区の利用者の数

（法体の滝園地、大清水園地、矢島口登山者）

整備対象地区における多様な利用の推進の指標とし、現行

より５％程度の利用者数の増加を目指す。

91,600 96,180

整備対象地区利用者数

整備対象地区の利用者の数

（鉾立園地利用者）

整備対象地区における多様な利用の推進の指標とし、現行

より３％程度の利用者数の増加を目指す。

245,450 252,813

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

整備後の施設については、県と地元市町村で施設維持管理の協定を締結して役割分担を行いながら、維持運営していく。

整備期間終了後、設定した指標に係るデータを整理し目標達成状況に関する評価を行うとともに、令和６年度前半に県のホームページ等において評価結果を公表する。
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別添様式２－（２）　目標、計画期間及び整備方針（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））

秋田県 対象地域

平成 30 年度　～ 令和 3 年度

目標

目標設定の根拠

対象地域の現状

課題

対象地域の整備方針

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 観光統計を活用 平成２８年度 令和5年度

人／年 観光統計を活用 平成２８年度 令和5年度

その他必要な事項

都道府県名 男鹿国定公園（入道崎地域、寒風山地域）

計画期間

老朽化した施設の再整備を行い、適正な利用促進を図る。

・男鹿国定公園は秋田県中央部に位置する男鹿半島を中心とし、西海岸の海食崖や海食洞や、マール地形や男鹿三山、並びに草地景観が広がる寒風山地域を含む自然公園である。椿地区はヤブツバキの北限の自生地として天然記念物に指定されており、鵜ノ崎

海岸は日本の渚百選に指定されている。

・入道崎地域は、男鹿半島北西端に位置し日本海に突出する岬があり、県の観光拠点としても機能しており、国内外から眺望を楽しむ多くの観光客が訪れている。

・寒風山地域は、かつての採草放牧による草地景観が広がり、３６０度広がるパノラマを求めて、年間約3万2千人の観光客が訪れる観光拠点となっている。

【入道崎地域】

・入道崎園地の公衆トイレ（Ｈ６建築）は、潮風の影響と経年劣化により建物内部への腐食が進行し、内観の悪化やドアの開閉不具合など利用者からの苦情も多い。また、大便器が和便であるため、洋便への対応が望まれている。

【寒風山地域】

・山頂駐車場から展望台にかけての園路に木製手摺が整備されているが、経年劣化による老朽化が進んでいる。

方針に沿った主要な事業

・劣化した自然公園施設の再整備を行い、公園利用者の快適性・利便性を図る。 【入道崎地域】

・入道崎園地整備事業

【寒風山地域】

・寒風山園地整備事業

・劣化した自然公園施設の再整備を行い、景観の改善を図る。なお、改修等にあっては景観に配慮するため、地域産材や木質系材料を積極的に利用する。 【寒風山地域】

・寒風山園地整備事業

整備対象地区利用者数

整備対象地区の利用者の数

（入道崎園地）

整備対象地区における多様な利用の推進の指標とし、現行

より５％程度の利用者数の増加を目指す。

121,500 127,575

整備対象地区利用者数

整備対象地区の利用者の数

（寒風山園地）

整備対象地区における多様な利用の推進の指標とし、現行

より５％程度の利用者数の増加を目指す。

33,958 35,655

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

整備後の施設については、県と地元市町村で施設維持管理の協定を締結して役割分担を行いながら、維持運営していく。

整備期間終了後、設定した指標に係るデータを整理し目標達成状況に関する評価を行うとともに、令和６年度前半に県のホームページ等において評価結果を公表する。
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別添様式２－（３）　交付対象事業経費配分等一覧表（国定公園等整備事業）

（金額の単位は千円）

．．．．

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(H30年度) ２年目(R1年度) ３年目(R2年度) 4年目(R3年度) ５年目(R4年度)

51,400 R1 R4 51,400 51,400 28,270 1,400
50,000

60,008 H30 R6 19,992 19,992 10,996 4,692
15,300

26,540 H30 H30 26,540 26,540 14,597 26,540

37,000 R4 R6 15,000 15,000 8,250
15,000

21,560 R1 R1 21,560 21,560 11,858 21,560

46,371 R1 R3 46,371 46,371 25,504 19,140 10,700
16,531

88,872 R2 R4 88,872 87,989 48,394 3,840
33,849 50,300

15,000 R4 R4 15,000 15,000 8,250
15,000

7,900 R1 R1 7,900 7,900 4,345 7,900

15,460 H30 H30 15,460 15,460 8,503 15,460

43,368 R2 R4 43,368 42,400 23,320 31,400
11,000

10,000 R3 R3 10,000 10,000 5,500
10,000

423,479 361,463 359,612 197,787 0 46,692 50,000 45,940 60,380 156,600

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 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(　　年度) ２年目(　　年度) ３年目(　　年度) 4年目(　　年度) ５年目(　　年度)

423,479 361,463 359,612 197,787 0 46,692 50,000 45,940 60,380 156,600 

都道府県名 秋田県

361,463 359,612 161,825 

（参考）全体事業期間 （参考）交付対象事業費の年次配分

〃

（参考）全体事業期間 （参考）交付対象事業費の年次配分

（参考）全体事業期間 （参考）交付対象事業費の年次配分

総事業費（合計） 交付対象事業費（合計） 交付限度額（平成３０年度～令和４年度）

番号 公園名 事業名 事業箇所 事業主体 総事業費

１－１ 栗駒国定公園 高松岳避難小屋整備事業

ユザワシ

湯沢市

秋田県

１－２ 〃 虎毛山線道路（歩道）整備事業 〃 〃

１－３ 〃 小安温泉園地整備事業 〃 〃

１－４ 〃 川原毛園地整備事業 〃

１－５ 〃 竜泉ヶ原線道路（歩道）整備事業

ヒガシナルセムラ

東成瀬村

〃

１－６ 〃 須川高原園地整備事業 〃 〃

１－７ 鳥海国定公園 法体の滝園地整備事業

ユリホンジョウシ

由利本荘市

〃

１－８ 〃 鳥の海竜ケ原線道路（歩道）整備事業 〃 〃

１－９ 〃 大清水園地整備事業 〃 〃

１－１０ 男鹿国定公園 入道崎園地整備事業

オガシ

男鹿市

〃

１－１１ 鳥海国定公園 鉾立園地整備事業

シ

にかほ市

〃

１－１２ 男鹿国定公園 寒風山園地整備事業

オガシ

男鹿市

〃

合計

番号 長距離自然歩道名 事業名 事業箇所 事業主体 総事業費

番号 事業名 事業箇所 事業主体 総事業費
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別添様式２－（４）　交付対象事業概要等一覧表（国定公園等整備事業）　　

１　国定公園に係る事業（生態系維持回復事業を含む）

１－１ 栗駒国定公園 避難小屋改築30.78㎡ 1棟 再整備 ○ 　避難小屋（木造2階建 延床面積 30.78㎡） H1 × ○

１－２ 〃 歩道改修L=370m,橋梁改修　L=12.4m 再整備 ○ 　歩道L=3,400m　木橋L=11.6m H10 ○ ○

１－３ 〃

落石防護網改修A=256㎡、防護柵改修L=59m

駐車場整備（As舗装 1,500㎡）

再整備 ○

　落石防護網、防護柵、歩道 1式

　駐車場整備（As舗装 2,597㎡）

H9～H29

H2

○

×

○

１－４ 〃

公衆便所改修（屋根改修、内外壁改修、設備改修）

歩道改修L=300m（防護柵、階段工等）

再整備 ○

　公衆便所（木造平屋建 延床面積21.56㎡）

　歩道（防護柵、階段工等1式）

H1

H1、H2

×

×

○

１－５ 〃 木道改修L=280m 再整備 ○ 　木道L=443m H2 ○ ○

１－６ 〃

木道改修L=350m、木橋改修L=15.3m

案内標識1式、野営場管理棟改修１棟

再整備 ○

　歩道L=641m、木道L=665m、木橋1基、案内標識1式、

　野営場管理棟１棟

H2、H3、S63 × ○

１－７ 鳥海国定公園 橋梁改修 2橋（鋼製L=41m、木橋L=12m) 再整備 ○

　法体の滝吊り橋（鋼製） L=41m

　洞合橋（木橋） L=12m

S51

H13

○

×

○

１－８ 〃 木道改修L=120m 再整備 ○ 　木道 L=120m H1 × ○

１－９ 〃 公衆便所改修（洋式化、内外壁改修、設備改修） 再整備 ○ 　公衆便所（木造平屋建 延床面積 34.36㎡） H7 ○ ○

１－１０ 男鹿国定公園 公衆便所改修（洋式化、外壁改修、設備改修） 再整備 ○ 　公衆便所（木造平屋建 延床面積 47.20㎡） H6 × ○

１－１１ 鳥海国定公園 公衆用トイレ改築1棟 再整備 ○ 　公衆用トイレ（木造平屋建　延床面積　36.85m2） H9 ○ ○

１－１２ 男鹿国定公園 木製手摺改修L=145.0m 再整備 ○ 　駐車場　A=4,367㎡、園路L=145.0m S61、H9 ○ ○

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）

都道府県名 秋田県

高松岳避難小屋整備事業

虎毛山線道路（歩道）整備事業

小安温泉園地整備事業

川原毛園地整備事業

竜泉ヶ原線道路（歩道）整備事業

須川高原園地整備事業

法体の滝園地整備事業

鳥の海竜ケ原線道路（歩道）整備事業

大清水園地整備事業

入道崎園地整備事業

鉾立園地整備事業

寒風山園地整備事業

番号 公園名 事業名 事業概要 新規・再整備

既存施設

の有無

既存施設の概要 整備年度

国庫補助

の有無

交付対象

事業の     

適合

番号

公園名・国指定鳥獣保護

区名

事業名 事業概要 新規・再整備

既存施設

の有無

既存施設の概要 整備年度

国庫補助

の有無

交付対象

事業の     

適合

番号 長距離自然歩道名 事業名 事業概要 新規・再整備

既存施設

の有無

既存施設の概要 整備年度

国庫補助

の有無

交付対象

事業の     

適合
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別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（秋田県）

都道府県名 秋田県 対象地域 栗駒国定公園（高松岳地域、虎毛山地域） 所在地
あきたけん ゆざわし

秋田県湯沢市

※ 対象地域の図面を添付すること。

－ 事業範囲

1-1 高松岳避難小屋整備事業

1-2 虎毛山線道路（歩道）整備事業
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Ｈ１建築

建物全体に老朽化が進行

屋根材に錆が発生

壁材や柱の腐朽が進行

同上

１－１ 栗駒国定公園 高松岳避難小屋整備事業
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虎毛山線道路改修

歩道改修

Ｈ３０年８月の豪雨災

上流部に橋梁の改修計画があ

るため歩道兼仮設搬入路とし

て整備する。

歩道改修

道路が流出している状況

歩道改修

同上

１－２ 栗駒国定公園 虎毛山線道路（歩道）整備事業
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別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（秋田県）

都道府県名 秋田県 対象地域 栗駒国定公園（小安地域、川原毛地域、須川地域） 所在地
あきたけん ゆざわし ひがしなるせむら

秋田県湯沢市、東成瀬村

※ 対象地域の図面を添付すること。

1-3 小安温泉園地整備事業

1-6 須川高原園地整備事業

1-4 川原毛園地整備事業

1-5 竜泉ヶ原線道路（歩道）整備事業

－ 事業範囲
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＜不動滝＞

経年変化と積雪による落石

防護網の損壊

落石物の堆積状況

増水時に流出した立入防護

柵（現況は応急措置）

１－３ 栗駒国定公園 小安温泉園地整備事業
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１－３ 栗駒国定公園 小安温泉園地整備事業

＜駐車場＞

駐車場入り口（国道から）

駐車場全景（奥側から）

未舗装箇所

水路を挟んだ駐車場側

奥は舗装済み
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＜公衆トイレ＞

Ｈ１建築

建物全体に老朽化が進行

硫化水素による腐食が進行

し、雨漏りが発生

外壁部の劣化

啄木鳥があけた穴から侵入

したスズメバチの営巣状況

１－４ 栗駒国定公園 川原毛園地整備事業
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１－４ 栗駒国定公園 川原毛園地整備事業

＜探勝歩道＞

未整備区間における歩道の

洗掘状況

歩道の損壊状況

岩場の滑りやすい危険箇所
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シラタマノキ湿原 全景

手前 Ｈ２６木道改修

奥側 未改修区間

※経年変化による木道の 沈下（水没区間）

老朽化により腐食と破損が

著しく進行

１－５ 栗駒国定公園 竜泉ヶ原線道路（歩道）整備事業
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Ｈ２５豪雪による木道橋の損壊

状況

木道の腐食による損傷状況 案内標識の腐食と損傷状況

木道改修完了状況

１－６ 栗駒国定公園 須川高原園地整備事業
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〈須川園地野営場管理棟改修〉

R3完成

１－６ 栗駒国定公園 須川高原園地整備事業
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別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（秋田県）

都道府県名 秋田県 対象地域 鳥海国定公園（奥山地域、大清水地域） 所在地
あきたけん ゆりほんじょうし

秋田県由利本荘市

※ 対象地域の図面を添付すること。

－ 事業範囲

1-9 大清水園地整備事業

1-7 法体の滝園地整備事業
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＜吊り橋＞

Ｓ５０架橋

経年劣化による損傷と塗装

の劣化による腐食が進行

（前回の塗装から約３０年

以上経過）

上流側 耐風索、支索、

アンカーブロックの改修

状況

＜木橋＞

木橋の損壊状況

（通行止め中）

１－７ 鳥海国定公園 法体の滝園地整備事業
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R１改修

男子小便器取替

大便器様式化及び取替

１－９ 鳥海国定公園 大清水園地整備事業
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別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（秋田県）

都道府県名 秋田県 対象地域 鳥海国定公園（祓川地域） 所在地
あきたけん ゆりほんじょうし

秋田県由利本荘市

※ 対象地域の図面を添付すること。

－ 事業範囲

1-8 鳥の海竜ケ原線道路（歩道）整備事業
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鳥海山七合目の木道

木道の劣化状況

経年劣化により土台が腐食

し床板が波打っている

１－８ 鳥海国定公園 鳥の海竜ヶ原線道路（歩道）整備事業
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別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（秋田県）

都道府県名 秋田県 対象地域 男鹿国定公園（入道崎地域） 所在地
あきたけん おがし

秋田県男鹿市

※ 対象地域の図面を添付すること。

－ 事業範囲

1-10 入道崎園地整備事業
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Ｈ６建築

全景

経年劣化で腐食が進行

内部の劣化

・ 金属部分は腐食が進行

・ ドアや建具の開閉が困難

・ 警報装置が使用不能

トイレ大便器

男子用 和便１ 洋便１

女子用 和便４ 洋便１

※洋式に更新

１－１０ 男鹿国定公園 入道崎園地整備事業
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別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（秋田県）

都道府県名 秋田県 対象地域 鳥海国定公園（鉾立地域） 所在地
あきたけん し

秋田県にかほ市

※ 対象地域の図面を添付すること。

－ 事業範囲1-11 鉾立園地整備事業
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鉾立集団施設 （鉾立公衆用トイレ改築）

Ｈ９建築

解体前全景

現在は更地状態

１－１１ 鳥海国定公園 鉾立園地整備事業
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別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（秋田県）

都道府県名 秋田県 対象地域 男鹿国定公園（寒風山地域） 所在地
あきたけん おがし

秋田県男鹿市

※ 対象地域の図面を添付すること。

－ 事業範囲

1-12 寒風山園地整備事業
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寒風山園地手摺改修

＜手摺腐朽＞

手摺腐朽状況

手摺腐朽状況

１－１２ 寒風山園地整備事業
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１－１２ 寒風山園地整備事業

手摺腐朽状況

手摺腐朽状況
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１－１２ 寒風山園地整備事業

手摺支柱腐朽状況

手摺支柱腐朽状況

手摺支柱腐朽状況
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