
○“みんなで守る郷土の自然”選定地域 

No. 地 域 名 所 在 地  No. 地 域 名 所 在 地 
1 焼火（たくひ）山社叢 西ノ島町  30 やなしお道 美郷町 

2 油井（ゆい）のスイセン群生地 隠岐の島町  31 - 

 

 

- 

3 大津久（おおづく）のカタクリ群生地 隠岐の島町  32 美郷町ホンシャクナゲ自生地 美郷町 

4 隠岐自然回帰の森 隠岐の島町  33 都賀（つが）本郷宮の杜 美郷町 

5 二条川の自然 益田市  34 赤穴八幡宮社叢 飯南町 

6 若杉の天然林 益田市  35 大万木（おおよろぎ）山ブナ林 飯南町 

7 高津川オシドリ飛来地 津和野町  36 鯛（たい）の巣山ブナ林 奥出雲町 

8 池村の杜 津和野町  37 猿政（さるまさ）山自然林 奥出雲町 

9 津和野ゲンジボタル生息地 津和野町  38 吾妻山 奥出雲町 

10 安蔵寺（あぞうじ）山ブナ巨木林 津和野町  39 船通山 奥出雲町 

11 愛宕（あたご）千年杉 吉賀町  40 オキナグサ自生地 奥出雲町 

12 朝倉オヤニラミ生息地 吉賀町  41 八代ハッチョウトンボ生息地 奥出雲町 

13 高津川ヒメバイカモ自生地 吉賀町  42 金言寺（きんげんじ）の大イチョウ 奥出雲町 

14 六日市（樋口）カタクリ自生地 吉賀町  43 赤川ホタル生息地 雲南市 

15 三隅（みすみ）大平桜 浜田市  44 - - 

16 弥畝（やうね）山ブナ林 浜田市  45 長浜海岸（園の長浜） 出雲市 

17 常磐（ときわ）山カシ林 浜田市  46 大社町ホタル生息地 出雲市 

18 波佐（はざ）地区ホタル生息地 浜田市  47 日御碕カスミサンショウウオ生息地 出雲市 

19 東川ホタル生息地 江津市  48 八千代川カジカガエル生息地 出雲市 

20 瑞穂ふるさと里山再生地 邑南町  49 猪目（いのめ）川カジカガエル生息地 出雲市 

21 瑞穂オヤニラミ生息地 邑南町  50 深山（みやま）川ホタル生息地 出雲市 

22 賀茂神社の社叢 邑南町  51 川跡（かわと）ビオトープ 出雲市 

23 川本町ユキワリイチゲ自生地 川本町  52 澄水（しみず）川ホタル生息地 松江市 

24 川本町イズモコバイモ自生地 川本町  53 法吉（ほっき）ミスジカワニナ生息地 松江市 

25 大江高山イズモコバイモ自生地 大田市  54 大谷地区ホタル生息地 松江市 

26 琴ヶ浜の鳴り砂 大田市  55 星上（ほしがみ）山 松江市 

27 近藤ヶ浜ハマナス自生地 大田市  56 吉田地区ホタル生息地 安来市 

28 三瓶山東の原草原環境 大田市  57 布部（ふべ）ハッチョウトンボ生息地 安来市 

29 物部（もののべ）神社社叢 大田市  58 比婆山インヨウチク自生地 安来市 

 

○“みんなでつくる身近な自然観察路”選定地域 

No. 地 域 名 所 在 地 
 

No. 地 域 名 所 在 地 
1 建福寺周辺自然観察路 隠岐の島町 

 
27 木次（きすき）のさくらトンネル 雲南市 

2 津和野町野中自然観察路 津和野町 
 

28 かみくの桃源郷長谷川自然観察路 雲南市 

3 青野山探勝路 津和野町 
 

29 三郡山（さんぐんさん）探勝路 奥出雲町 

4 四つ山探勝路 益田市 
 

30 玉峰山探勝路 奥出雲町 

5 真砂（まさご）自然観察路 益田市 
 

31 大人山（だいにんやま）探勝路 奥出雲町 

6 みと自然の森自然観察路 益田市 
 

32 要害山自然探勝路 奥出雲町 

7 夫婦滝自然観察路 浜田市 
 

33 大滝自然観察路 奥出雲町 

8 ふるさと体験村冒険の森・野鳥の森 浜田市 
 

34 伊秩（いぢち）やすらぎの森自然観察路 出雲市 

9 ふるさと体験村松ヶ谷自然観察路 浜田市 
 

35 朝山森林公園自然観察路 出雲市 

10 浅利富士山麓探勝路 江津市 
 

36 荘厳（しょうごん）寺山探勝路 出雲市 

11 龍頭ヶ滝探勝路 江津市 
 

37 霊山（りょうぜん）寺自然観察路 出雲市 

12 日和（ひわ）今原盆地自然観察路 邑南町 
 

38 天平（てんぴょう）古道自然観察路 出雲市 

13 原山（山麓）探勝路 邑南町 
 

39 鳶（とび）ヶ巣城址自然探勝路 出雲市 

14 門谷林間地自然観察路 邑南町 
 

40 鰐淵（わにぶち）ふるさとのみち自然観察路 出雲市 

15 井原深篠川冠山探勝路 邑南町 
 

41 ふるさと森林公園自然観察路 松江市 

16 天蔵（てんぞう）滝探勝路 邑南町 
 

42 田和山（たわやま）自然観察路 松江市 

17 志都（しづ）岩屋弥山（みせん）探勝路 邑南町 
 

43 法吉（ほっき）北部地区自然観察路 松江市 

18 丸山城森林浴公園自然観察路 川本町 
 

44 千酌（ちくみ）トンボ池観察地 松江市 

19 赤城の森自然観察路 川本町 
 

45 惣（そう）津海岸磯の観察地 松江市 

20 蟠龍（ばんりゅう）峡自然観察路 美郷町 
 

46 法田（ほうだ）美保の自然観察路 松江市 

21 - - 
 

47 みほの岬自然観察路 松江市 

22 大江高山自然観察道 大田市 
 

48 京羅木（きょうらぎ）（山麓）探勝路 松江市 

23 しがく経塚自然観察路 大田市 
 

49 木戸川自然観察路 安来市 

24 - - 
 

50 月山・太鼓壇（たいこのだん）自然観察路 安来市 

25 吉田公園自然観察路 雲南市 
 

51 鷹入（たかいり）の滝自然観察路 安来市 

26 三刀屋（みとや）川の桜並木 雲南市 
 

      

 

○“みんなで親しむふるさとの杜”選定地域 

No. 地 域 名 所 在 地 
 

No. 地 域 名 所 在 地 
1 忌部（いんべ）神社の杜 松江市 

 
2 湯野（ゆの）神社の杜 奥出雲町 

 


