
別添様式１－（１）

自然環境整備計画（国立公園整備事業）

【令和２年度～令和６年度】

香川県
か が わ け ん

       令和元年１２月

       令和２年１２月

                                             令和３年１２月



別添様式１－（２）　目標、計画期間及び整備方針（自然環境整備計画（国立公園整備事業））

対象地域

令和 2 年度　～ 令和 6 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

千人／年 周辺地域を含む公園利用者の数 観光統計を利用 H29年 R6年

その他必要な事項

国立公園利用者数 4,610 4,840国立公園における多様な利用の推進の指標とし、現行より0.5割
程度の利用者の増加を目指す。

・その他の地域：主要観光地である五色台や鹿浦越園地等の老朽化した駐車場、園路、案内板等の改修を行う。 大崎山園地再整備事業
城山（きやま）園地再整備事業
城山（しろやま）園地再整備事業
鹿浦越園地再整備事業
紫雲出山園地再整備事業

・島嶼部：瀬戸内国際芸術祭等のイベントによる国内外の観光客に対応するため、老朽化した公衆便所、園路、案内板等の改修を行う。 男木島園地再整備事業
皇踏山園地再整備事業
釈迦ヶ鼻園地再整備事業
粟島線道路（歩道）再整備事業
紅雲亭園地再整備事業

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：瀬戸内海国立公園における訪日外国人の受入環境の整備や、魅力ある観光地づくりを行う
目標1：公衆便所の洋式化や案内板等の多言語化により、国際化対応を図る
目標2：老朽化した建物や工作物の再整備により、安全で快適な利用環境づくりを図る

瀬戸内海国立公園が令和6年3月に指定90周年を迎えるにあたり、香川県下の国立公園では、主に屋島や五色台を中心に海岸や島嶼部の園地・歩道事業を行っている。
屋島や寒霞渓、五色台等は県下有数の観光地でもあり、平成29年には461万人もの利用者が訪れている。
瀬戸内国際芸術祭開催に伴い、直島や、小豆島をはじめとする島嶼部に外国人観光客が多く訪れている。

これまでの公園利用施設等の整備においては、訪日外国人の利便性等について十分に配慮されていない状況である。
平成27年度から令和元年度まで、自然環境整備計画に基づき既存利用施設の再整備を図ってきたが、まだ、未着手の園地・歩道事業があることから、引き続き事業を行う必要がある。

方針に沿った主要な事業
・屋島地区：屋島集団施設地区の整備計画に基づき、公衆便所の洋式化と老朽化した園路、血の池等の改修を行う。 屋島園地再整備事業

都道府県名 香川県 　　瀬戸内海国立公園

計画期間



別添様式１－（３）　交付対象事業経費配分等一覧表（国立公園整備事業）　

（金額の単位は千円）

（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(２年度) ２年目(３年度) ３年目(４年度) 4年目(５年度) ５年目(６年度)

1 瀬戸内海国立公園 香川県 40,598 R3 R3 40,598 40,598 20,299 40,598

2 瀬戸内海国立公園 香川県 13,200 R2 R2 13,200 13,200 6,600 13,200

3 瀬戸内海国立公園 香川県 4,200 R2 R2 4,200 4,200 2,100 4,200

5 瀬戸内海国立公園 香川県 11,000 R5 R5 11,000 11,000 5,500 11,000

6 瀬戸内海国立公園 香川県 11,000 R6 R6 11,000 11,000 5,500 11,000

8 瀬戸内海国立公園 香川県 22,000 R2 R2 22,000 22,000 11,000 22,000

9 瀬戸内海国立公園 香川県 13,200 R5 R5 13,200 13,200 6,600 13,200

10 瀬戸内海国立公園 香川県 13,200 R4 R4 13,200 13,200 6,600 13,200

13 瀬戸内海国立公園 香川県 17,800 R2 R2 17,800 17,800 8,900 17,800

14 瀬戸内海国立公園 小豆島町 50,688 R3 R4 50,688 50,688 25,344 38,368 12,320

15 瀬戸内海国立公園 香川県 4,400 R4 R4 4,400 4,400 2,200 4,400

合計 201,286 201,286 201,286 75,299 25,344 57,200 78,966 29,920 24,200 11,000

公園名

屋島園地再整備事業

都道府県名 香川県

高松市
タカマツシ

屋島東町
ヤシマヒガシマチ

201,286

総事業費番号 事業箇所

交付限度額（令和２年度～令和６年度）総事業費（合計）

事業名
（参考）全体事業期間

201,286

（参考）交付対象事業費の年次配分

男木島園地再整備事業 高松市
タカマツシ

男木町
オギチョウ

小豆郡
ショウズグン

土庄町
トノショウチョウ

皇踏山園地再整備事業

100,643交付対象事業費（合計）

城山（きやま）園地再整備事業

東
ヒガシ

かがわ市
シ

引田
ヒケタ

三豊市
ミトヨシ

詫間町
タクマチョウ

鹿浦越園地再整備事業

小豆郡
ショウズグン

小豆島町
ショウドシマチョウ

三豊市
ミトヨシ

詫間町
タクマチョウ

小豆郡小豆島町
ショウズグンショウドシマチョウ

坂出市
サカイデシ

王
オウ

越
ゴシ

町
チョウ

大崎山園地再整備事業

城山（しろやま）園地再整備事業

坂出市
サカイデシ

西庄
ニシショウ

町
チョウ

東
ヒガシ

かがわ市
シ

松原
マツバラ

釈迦ヶ鼻園地再整備事業

事業主体

紫雲出山園地再整備事業

粟島線道路（歩道）再整備事業

紅雲亭園地再整備事業



別添様式１－（４）　交付対象事業概要等一覧表（国立公園整備事業）　　

1 瀬戸内海国立公園
便所洋式化（3基）、血の池（1式）、園路（1式）、広場（1式）、照明灯（12
基）等の改修 再整備 ○

公衆便所、休憩所、園路、広場、案内板、解説板、ベンチ、防護柵、照明灯、血
の池（防護柵、護岸、橋梁）等 S53～H29 ○ ○ 国・老

2 瀬戸内海国立公園 園路（1式）、案内板（1基）等の改修 再整備 ○ 休憩所、園路、案内板、ベンチ等 H15 ○ ○ 国・老

3 瀬戸内海国立公園 駐車場（1式）、案内板（2基）、解説板（3基）、ベンチ（10基）等の改修 再整備 ○ 公衆便所、休憩所、展望台、駐車場、園路、広場、案内板、解説板、ベンチ等 S63、H3、H10 ○ ○ 国・老

5 瀬戸内海国立公園 駐車場（1式）、案内板（2基）、解説板（5基）等の改修 再整備 ○ 公衆便所、展望台、駐車場、園路、広場、案内板、解説板、ベンチ等 H4 ○ ○ 国・老

6 瀬戸内海国立公園 園路（1式）、案内板（2基）等の改修 再整備 ○ 園路、案内板、ベンチ等 H16 ○ ○ 国・老

8 瀬戸内海国立公園 駐車場（1式）、園路（1式）、防護柵（60m）、ベンチ（5基）等の改修 再整備 ○ 公衆便所(市)、休憩所、展望台、駐車場、園路、広場、ベンチ、防護柵等 H13～H14 ○ ○ 国・老

9 瀬戸内海国立公園 案内板（2基）、解説板（1基）、防護柵（20m）等の改修 再整備 ○ 休憩所、園路、広場、案内板、解説板、ベンチ、防護柵等 S61～S62 ○ ○ 国・老

10 瀬戸内海国立公園 駐車場（1式）、園路（1式）、案内板（2基）等の改修 再整備 ○ 公衆便所(町)、休憩所、展望台、駐車場、園路、広場、案内板、ベンチ等 H15 ○ ○ 国・老

13 瀬戸内海国立公園 園路（1式）、解説板（1基）等の改修 再整備 ○ 休憩所、展望台、園路、解説板、ベンチ等 H10～H11 ○ ○ 国・老

14 瀬戸内海国立公園 公衆便所（1棟、浄化槽の設置を伴う）、落石防護柵（30m）等の改修 再整備 ○ 公衆便所 S57 × ○ 国・老

15 瀬戸内海国立公園 野外卓（3基）、ベンチ（7基）等の改修 再整備 ○ 公衆便所（展望台併設）、休憩所、駐車場、園路、案内板、解説板、ベンチ等 S45～H29 ○ ○ 老

都道府県名 香川県

屋島園地再整備事業

整備年度
国立公園
事業の手

続
事業名公園名 新規・再整備

城山（しろやま）園地再整備事業

事業概要
交付対象

事業の区分

皇踏山園地再整備事業

釈迦ヶ鼻園地再整備事業

鹿浦越園地再整備事業

既存施設
の有無

番号 既存施設の概要

城山（きやま）園地再整備事業

男木島園地再整備事業

大崎山園地再整備事業

国庫補助
の有無

紅雲亭園地再整備事業

紫雲出山園地再整備事業

粟島線道路（歩道）再整備事業



別添様式１－（５）概要図（自然環境整備計画（国立公園整備事業））（香川県）

都道府県名 香川県 対象地域 瀬戸内海国立公園 所在地 　高松市　坂出市　三豊市　東かがわ市　土庄町　小豆島町　

※　個別地域の図面を添付すること。

出典：国土地理院発行5万分1地形図
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粟
13粟島線道路（歩道）

3大崎山園地

5城山（きやま）園地

2男木島園地

1屋島園地

10釈迦ヶ鼻園地

9皇踏山園地
14紅雲亭園地

8鹿浦越園地

6城山（しろやま）園地
15紫雲出山園地


