
指定希少野生動植物の指定について

１ 指定の根拠

大分県希少野生動植物の保護に関する条例 平成１８年大分県条例第１４号 以下 条（ 。 「

例」という ）第９条第１項。。

第９条 知事は、希少野生動植物（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律（平成４年法律第７５号）第４条第３項の国内希少野生動植物種及び同

法第５条第１項の緊急指定種を除く ）のうち、特に保護を図る必要があると認。

められるものを指定することができる。

（第２項以下省略）

２ 指定を行った種

オナガラムシオイガイ（ムシオイガイ科）

オナガラムシオイガイ（ムシオイガイ科）

レッドリスト 大分県 ⅠＢ類

カテゴリー 環境省 Ⅰ類

分布域 佐伯市、臼杵市、津久見市

生育環境 石灰岩地の凹地や礫の間、落ち葉の下

学術的価値 本県南部の石灰岩地域に分布する固有種

減少要因 人による採取や開発

３ 指定までの経過

H27.1.22 指定希少野生動植物検討会の開催

H27.2.9 大分県環境審議会あて諮問

H27.2.17 大分県環境審議会から答申（ 指定案は適当」の答申を受ける）「

H27.2.27～3.12 指定案の縦覧（意見書の提出なし）

H27.3.31 オナガラムシオイガイ指定の告示

（周知期間）

H27.7.1 オナガラムシオイガイ指定告示施行
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４ 指定による行為の制限等

・個体の所有者等は、希少野生動植物を保護することの重要性を自覚し、その個体を適

切に取り扱うように努めなければならない（条例第１０条）

・許可なく捕獲、採取、殺傷又は損傷（以下 「捕獲等 ）をしてはならない（条例第、 」

１２条）

・ただし、学術研究、繁殖、教育など指定種の保護に資すると認められる目的で捕獲

等をする場合は、知事の許可を受けて行うことが出来る（条例第１４条）

・条例に違反して捕獲等をした種の個体（加工品を含む ）の所持、譲渡し、譲受けを。

してはならない（条例第１３条）

・違反した場合、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金の罰則に処する（条例第４０

条）

５ 現在の指定状況

指定希少野生動植物２１種（植物１３種、動物８種） 平成２７年６月１日現在
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国東半島県立自然公園 公園区域及び公園計画の変更について

１ 公園の概要

（１）沿革

昭和26年3月30日 公園指定

54年6月 5日 公園区域の変更及び公園計画(保護規制計画)の決定

55年5月13日 公園計画（利用施設計画）の決定

56年1月16日 公園計画（利用施設計画）の一部変更

（２）所在市町村

豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市

＊変更前面積は による再計測後（３）面積 GIS
（変更前） 19,263.4ha（陸域 15,163.4ha 海域 4,100ha）

（変更後） 19,232.8 （陸域 15,132.8 海域 4,100 ）

（増 減） 30.6 （陸域 30.6 ）

国東半島県立自然公園の位置

国東半島県立自然公園

国東市

豊後高田市

杵築市

宇佐市

日出町

姫島村

第２種特別地域

第３種特別地域

普通地域
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２ 変更の理由

（１）公園計画の決定から36年が経過し、社会環境の大きな変化がみられること。

（２）瀬戸内海国立公園の利用施設計画が変更（平成25年2月）されたため、整合

性を図る必要があること。

３ 変更の概要

(１)指定書（大分県立自然公園条例第５条、第６条）

公園区域線の変更（境界の明確化） 宇佐市立石等 ７地域

(２)公園計画書

①保護計画の変更

・ １）の変更に伴う地種区分（特別地域、普通地域）の追加・変更（

・田染荘周辺地域の地種区分線が不明確となった箇所を変更

②利用計画の変更

・単独施設

２施設の整備方針を変更（天念寺、熊野磨崖仏駐車場）

・道路（車道）

国道２１３号の整備に伴い利用計画路線を統合したため１路線が減

国立公園見直しにより２路線が国立公園に編入されたため削除

・道路（歩道）

国立公園見直しにより一部の歩道が削除されたため１路線を削除、２路線

をルート変更

４ 告示

平成２７年６月２６日（県報登載）
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○単独施設の変更（２施設）
位　　　　　置 　　　整備方針（　　線は追加施設）

豊後高田市長岩屋　（天念寺）
天念寺一帯の文化財観賞及び自然探勝のための園地として
機能させる。（休憩所、駐車場、公衆便所、歴史資料館を附帯
させる。）

豊後高田市田染平野　（熊野）

熊野磨崖仏一帯の歴史的環境及び自然景観観賞者のための
駐車場として機能させる。熊野磨崖仏一帯の歴史的環境及び
自然探勝者のための駐車場として機能させる。（休憩所、公衆
便所を附帯させる。）

○道路
（１）車道

①道路整備による統合（１路線の減）
区　　　　　間 変更理由

起点…国東市国東町小原
終点…国東市武蔵町古市

道路整備により国道２１３号へ統合されたため

②国立公園変更に伴う削除（２路線）
区　　　　　間 変更理由

起点・・・国東市国東町山口
終点・・・国東市国見町畑

起点・・・国東市国東町山口
終点・・・国東市国東町稲川安岐町山内

（２）歩道
①国立公園変更に伴う削除（１路線）

区　　　　　間 変更理由
起点・・・豊後高田市屋山
終点・・・豊後高田市屋山（国立公園界）
　　（この間削除された国立公園内の歩道に連絡）
起点・・・豊後高田市一ノ払（国立公園界）
終点・・・豊後高田市真玉町（国立公園界）
　　（この先削除された国立公園内の歩道に連絡）

瀬戸内海国立公園の変更により、連絡する国立公園内
の歩道が削除されたため

②国立公園変更に伴う変更（２路線）
区　　　　　間 変更理由

○変更前
　起点…豊後高田市佐屋ノ元
　終点…国東市国見町西方寺（国立公園界）
　　　（この間削除された国立公園内の歩道に連絡）
　起点…国東市国見町千橙（国立公園界）
　終点…国東市国見町千橙
○変更後
 　起点…豊後高田市佐屋ノ元
　 終点…豊後高田市前田

瀬戸内海国立公園の変更により、連絡する国立公園内
の歩道が削除されたため、路線の一部を削除するもの

○変更前
　起点…国東市国見町不動山
　終点…国東市国東町金ヶ峠（国立公園界）
　（この先削除された国立公園内の歩道に連絡）
○変更後
　起点…国東市国見町不動山
　終点…国東市国見町赤根

瀬戸内海国立公園の変更により、連絡する国立公園内
の歩道が削除されたため、連絡先（終点）を変更するもの

変更箇所一覧表② （利用施設）

瀬戸内海国立公園の変更により、国立公園区域に含ま
れることとなったため

種　　　類

園　　　地

駐　車　場

路　線　名

黒津崎内田線

赤根岩戸寺線

岩戸寺両子線

屋山伊美山線

路　線　名

佐屋元千灯線

不動山金ヶ峠線

路　線　名

路　線　名
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○単独施設の変更（２施設）
位　　　　　置 　　　整備方針（　　線は追加施設）

豊後高田市長岩屋　（天念寺）
天念寺一帯の文化財観賞及び自然探勝のための園地として
機能させる。（休憩所、駐車場、公衆便所、歴史資料館を附帯
させる。）

豊後高田市田染平野　（熊野）

熊野磨崖仏一帯の歴史的環境及び自然景観観賞者のための
駐車場として機能させる。熊野磨崖仏一帯の歴史的環境及び
自然探勝者のための駐車場として機能させる。（休憩所、公衆
便所を附帯させる。）

○道路
（１）車道

①道路整備による統合（１路線の減）
区　　　　　間 変更理由

起点…国東市国東町小原
終点…国東市武蔵町古市

道路整備により国道２１３号へ統合されたため

②国立公園変更に伴う削除（２路線）
区　　　　　間 変更理由

起点・・・国東市国東町山口
終点・・・国東市国見町畑

起点・・・国東市国東町山口
終点・・・国東市国東町稲川安岐町山内

（２）歩道
①国立公園変更に伴う削除（１路線）

区　　　　　間 変更理由
起点・・・豊後高田市屋山
終点・・・豊後高田市屋山（国立公園界）
　　（この間削除された国立公園内の歩道に連絡）
起点・・・豊後高田市一ノ払（国立公園界）
終点・・・豊後高田市真玉町（国立公園界）
　　（この先削除された国立公園内の歩道に連絡）

瀬戸内海国立公園の変更により、連絡する国立公園内
の歩道が削除されたため

②国立公園変更に伴う変更（２路線）
区　　　　　間 変更理由

○変更前
　起点…豊後高田市佐屋ノ元
　終点…国東市国見町西方寺（国立公園界）
　　　（この間削除された国立公園内の歩道に連絡）
　起点…国東市国見町千橙（国立公園界）
　終点…国東市国見町千橙
○変更後
 　起点…豊後高田市佐屋ノ元
　 終点…豊後高田市前田

瀬戸内海国立公園の変更により、連絡する国立公園内
の歩道が削除されたため、路線の一部を削除するもの

○変更前
　起点…国東市国見町不動山
　終点…国東市国東町金ヶ峠（国立公園界）
　（この先削除された国立公園内の歩道に連絡）
○変更後
　起点…国東市国見町不動山
　終点…国東市国見町赤根

瀬戸内海国立公園の変更により、連絡する国立公園内
の歩道が削除されたため、連絡先（終点）を変更するもの

変更箇所一覧表② （利用施設）

瀬戸内海国立公園の変更により、国立公園区域に含ま
れることとなったため

種　　　類

園　　　地

駐　車　場

路　線　名

黒津崎内田線

赤根岩戸寺線

岩戸寺両子線

屋山伊美山線

路　線　名

佐屋元千灯線

不動山金ヶ峠線

路　線　名

路　線　名
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