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1.中部山岳国立公園について

中部山岳国立公園｜一般財団法人セブン-イレブン記念財団 (7midori.org)

https://www.env.go.jp/park/chubu/guide/view.html
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貴重な動植物

https://hidasanmyaku-gifu.jp/news/2020-norikura-shokubutsu-area
https://www.env.go.jp/park/chubu/guide/view.html
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貴重な山岳形態・観光資源

五色ヶ原の森 3000ｍ級の山々 乗鞍スカイライン

1.中部山岳国立公園について

https://hidasanmyaku-gifu.jp/photo/p-goshiki/

https://hidasanmyaku-gifu.jp/photo/p-norikuradake/
https://hidasanmyaku-gifu.jp/news/2020-norikura-shokubutsu-area
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中部山岳国立
公園とは何か
・実地調査
・インタビュー

研究テーマ

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

魅力の発信
・高校生を対象
に紹介

・PR大使

自然保護
・インタビュー
(現在の状況）

この先へ
・今ある政策を
発展させる
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中部山岳国立公園の自然保護
×

高校生に知ってもらう

2.自然保護×高校生



環境省と飛騨山脈ジオパーク推進協会にインタビュー

2.自然保護×高校生



今起きている問題

・外来種の侵入・繁殖

・温暖化による

野生鳥獣の侵入

・登山道の維持、管理

・山小屋の経営形態

・観光客が少ない

・繁殖力が高い外来種が
在来種の居場所を奪っている

・在来種と外来種の
ハーフの発生

・生態系のバランスを崩し、
生物多様性を脅かす
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中部山岳国立公園で繁殖している外来種

上高地ホタル セイヨウタンポポ オオハンゴンソウ

2.自然保護×高校生

http://mari.cocolog-nifty.com/mari/2011/06/xga1024768-0e78.html

https://photo-pot.com/?p=37632



高山市や環境省の取り組み

・乗鞍美化の会 「乗鞍岳外来植物除去作業」

・・・セイヨウタンポポの除去作業

・環境省 「上高地パークボランティア」

・・・外来種の調査
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私たちが考えたこと

・環境省や高山市が実施している
外来種駆除ボランティアに参加

・高校生が参加したくなるようなボランティア活動
（GO!GO!プロジェクト第２弾）
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3.ビジターセンター×高校生



ビジターセンターとは
自然公園の地形・地質、動植物等を公園利用者が容易に理解でき
るよう解説、展示するための施設です

3.ビジターセンター×高校生

ビジターセンターの機能と役割 -万座しぜん情報館 (manzanc.jp)

情報提供
自然についての情報提供や、周辺の地理案内をします

解説展示
自然のおもしろさや大切さをわかりやすくお伝えします

体験促進
自然とふれあう機会を幅広く提供します

休憩・避難
休憩所として、また災害・悪天候のときは避難所として利用できます

調査・研究
動植物の生態や地形・地質、歴史・文化の調査・研究を行います

管理・運営
施設を快適に利用していただくための維持・補修を行います

https://www.manzanc.jp/facility/function-and-role


ビジターセンターとは

全国に116か所（環境省HPより）
※令和2年時点で閉館中も含む

中部山岳国立公園エリアのビジターセンター等

・飛騨・北アルプス自然文化センター（休館中）
・新穂高ビジターセンター「山楽館」
・欅平ビジターセンター
・上高地ビジターセンター
・上高地インフォメーションセンター
・沢渡ナショナルパークゲート
・乗鞍自然保護センター
・乗鞍自然展示館（乗鞍自然観光案内所） など

●

●

●

●

●
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上高地ビジターセンター

・アクティビティプログラム
ガイドウォーク
バードウォッチング

・館内展示
実寸大の鳥の模型（バードカービング）

上高地周辺の樹木標本
山岳景観細密画
写真と文芸作品が融合したコラボレーション展示

https://www.env.go.jp/park/chubu/access/index.html
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白神山地ビジターセンター

【設備】

・映像体験コーナー：デジタルプロジェクターによる映像で

かけがえのない自然を後世に伝えている

・展示ホール ：白神山地の自然の特徴を模型やパネルなど

テーマごとに紹介

・VR体験 : 360度見渡せるVR技術によって、白神山地

にいるかのような没入感をたのしめる

白神山地ビジターセンターでは最新の技術を駆使し、

どんな人にも分かりやすく、楽しみながら学べる。
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白神山地ビジターセンター

3.ビジターセンター×高校生



奥飛騨ビジターセンター（仮称）とは

・飛騨・北アルプス自然文化センター

（平湯ビジターセンター）を改修

・リニューアルオープン日:令和６年夏

http://wj03.sakura.ne.jp/okuhida_test/tourist_facility/detail?id=1766
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施設の役割（岐阜県中部山岳国立公園活性化基本計画より）

・地域住民と来訪者が魅力を語り合う機会を創出

・ジオパーク関連の展示や学習会の開催
「知る」

・各観光案内拠点と各国立公園利用拠点における
情報の相互提供

・大学等の研究機関の活動の誘致
「創る」

・自然系ガイド人材の育成

・各地域の観光団体等との連携による一体的な情
報発信の推進

「伝える」
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気づいたこと

ビジターセンターには登山客などの特定の人しか

訪れる機会がないのではないか

そもそも高校生はビジターセンターを知っている？

3.ビジターセンター×高校生



Q.ビジターセンターという施設を知っていますか？

3.ビジターセンター×高校生

知っている
5％

知らない
95％



考えたこと

高校生をはじめとした、普段山に関わることが少ない人でも

気軽に利用したくなるようなビジターセンターにしたい！

高校生はどのような設備やプログラムがあれば、

ビジターセンターを利用したくなる？

3.ビジターセンター×高校生



アンケート調査

斐太高校の生徒125名を対象に、
「ビジターセンターに何が欲しいか」を聞きました。

＜選択肢＞

・ツリーハウス ・勉強スペース

・スタバのカフェ ・ジビエ料理

・川魚

3.ビジターセンター×高校生



アンケート調査結果
3.ビジターセンター×高校生

36

60

68

52
50

48

1
0

10

20

30

40

50

60

70

ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス

勉
強
ス
ペ
ー
ス

ス
タ
バ
等
の
カ
フ
ェ

ジ
ビ
エ
料
理
の
レ
ス
ト
ラ
ン

キ
ャ
ン
プ
場

川
魚
を
取
っ
て
食
べ
ら
れ
る

そ
の
他



今後の展望

高校生が求めているのは、

・スタバ等のカフェ ・勉強スペース ・ジビエ料理

→高校生なりの具体的なビジターセンターの活用方法を

考えていく

3.ビジターセンター×高校生



ご清聴ありがとうございました



～繋がるキャンパス～

飛騨高山学会第4回

主 催 一般財団法人 飛騨高山大学連携センター

共 催 高山市 / 岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会

飛騨・世界生活文化センター指定管理者 飛騨コンソーシアム
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