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(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 

 1) 景観及び名勝の概要 

 ア．自然景観 

対象事業実施区域及びその周囲の自然景観資源の分布状況は、図 4-2-1-22 及び表 

4-2-1-72 に示すとおりであり、河川景観、山地景観が最も多く、次いで火山景観が多い状

況となっている。 

山梨県では、山梨県らしい個性ある豊かな景観を守り育て緑豊かなうるおいのある快適

な環境を創造するため平成 2 年 10 月、山梨県景観条例及び山梨県景観条例施行規則を制定

している。平成 25 年 6 月末現在、対象事業実施区域を含む周辺市町村では、山梨県景観条

例に基づく景観形成地域の指定はない。 

また、対象事業実施区域を含む周辺市町村では、景観法に基づく景観行政団体に道志村、

大月市、笛吹市、甲府市、中央市、南アルプス市、富士川町、早川町が位置づけられてい

るが、平成 25 年 6 月末現在、山梨県において景観地区の指定はない。 

 

表 4-2-1-72(1) 自然景観資源の分布状況 

■上野原市 

類型 名称 自然景観資源名 位置 最低標高 最高標高

河川景観 秋山川 
穿入蛇行河川 

（中地形） 

小和田～桜井

間 
332m 375m 

■道志村 

類型 名称 自然景観資源名 位置 最低標高 最高標高

河川景観 道志川 
峡谷・渓谷 

（中地形） 

大室指～月夜

野間 
388m 405m 

特殊地学景観 大室山東麓部 
節理 

（極微地形） 
大室山東斜面 1,060m 1,580m 

■大月市 

類型 名称 自然景観資源名 位置 最低標高 最高標高

山地（非火山性） 

景観 

扇山断層崖 
大断層崖 

（中地形） 

扇山南側急斜

面 
615m 1,137m 

滝子山 
断崖・岩壁 

（微地形） 

滝子山南急斜

面 
1,475m 1,590m 

岩殿山（岩壁）鏡岩
断崖・岩壁 

（微地形） 
岩殿山南壁 495m 636m 

河川景観 桂川河成段丘 
河成段丘 

（中地形） 

ＪＲ鳥沢駅南

側 
232m 317m 

■都留市 

類型 名称 自然景観資源名 位置 最低標高 最高標高

山地（非火山性） 

景観 

三ツ峠山岩峰 

（屏風岩） 

岩峰 

（極微地形） 
三ツ峠 1,702m 1,786m 

■南アルプス市 

類型 名称 自然景観資源名 位置 最低標高 最高標高

山地（非火山性） 

景観 
市之瀬台地 

非火山性高原 

（中地形） 
市之瀬 350m 500m 
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表 4-2-1-72(2) 自然景観資源の分布状況 

■富士川町 

類型 名称 自然景観資源名 位置 最低標高 最高標高

火山景観 金山鉱泉 
噴泉 

（極微地形） 
戸川上流 - 800m 

■早川町 

類型 名称 自然景観資源名 位置 最低標高 最高標高

山地（非火山性） 

景観 

糸魚川-静岡構造線

大断層崖 

（鰍沢、身延分） 

大断層崖 

（中地形） 
早川沿岸 1,036.1m 2,186m 

火山景観 西山温泉 
噴泉 

（極微地形） 

早川左岸 

（西山字清岡）
- 830m 

河川景観 

早川渓谷 
峡谷・渓谷 

（中地形） 

早川流域（下湯

島－新倉） 
550m 628m 

不動滝 
滝 

（極微地形） 

草塩 

（早川右岸）
- 580m 

資料：「日本の自然景観 甲信越版」（平成元年、環境庁）             

「第 3 回自然環境保全基礎調査 山梨県自然環境情報図」（平成元年、環境庁） 
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図 4-2-1-22(1) 
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図 4-2-1-22(2) 
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図 4-2-1-22(3) 
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図 4-2-1-22(4) 
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図 4-2-1-22(5) 

  



 

 

 



4-2-1-247 

 イ．主要な眺望点及び眺望景観の概要 

対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点を図 4-2-1-23 及び表 4-2-1-73 に示す。 

 

表 4-2-1-73(1) 主要な眺望点の分布状況 

№ 名称 所在地 備考 資料 

1 高柄山 上野原市 山梨百名山 ①、③ 

2 鳥井立 上野原市・道志村 新富嶽百景 ③ 

3 二十六夜山 上野原市 山梨百名山 ①、④ 

4 倉岳山 上野原市・大月市 山梨百名山 ①、④、⑥ 

5 高畑山 上野原市・大月市・都留市 山梨百名山 ⑥ 

6 九鬼山 大月市・都留市 山梨百名山 ①、⑥、⑦ 

7 岩殿山 大月市 山梨百名山、新富嶽百景 ①、③、⑥ 

8 高川山 大月市・都留市 山梨百名山、新富嶽百景 ①、②、③、⑥

9 滝子山 大月市 山梨百名山 ①、⑥ 

10 本社ヶ丸 大月市・都留市 山梨百名山 ①、⑥、⑦ 

11 笹子雁ヶ腹摺山 大月市 山梨百名山 ①、⑥ 

12 菜畑山 都留市・道志村 山梨百名山 ⑤、⑦ 

13 今倉山 都留市 山梨百名山 ⑦ 

14 御坂峠 笛吹市 新富嶽百景 ③ 

15 達沢山 笛吹市 山梨百名山 ① 

16 釈迦ヶ岳 笛吹市 山梨百名山 ① 

17 山宮神社 笛吹市一宮町山宮 1705  ⑧ 

18 大栃山 笛吹市 山梨百名山 ① 

19 花鳥山の一本杉 笛吹市八代町竹居  ⑧ 

20 春日山 笛吹市 山梨百名山 ① 

21 八代ふるさと公園 笛吹市八代町岡 2223-1  ①、⑧ 

22 坊ヶ峯 笛吹市堺町坊ヶ峯  ①、⑧ 

23 小瀬スポーツ公園 甲府市小瀬町 840  ⑨ 

24 曽根丘陵公園 甲府市下向山町 1271  ⑨ 

25 山の神千本桜 中央市大鳥居茶屋平  ⑩ 

26 豊富シルクの里公園 中央市大鳥居 1619-1  ⑩ 

27 
玉穂ふるさとふれあ

い広場 
中央市乙黒１−１  

⑩ 

28 井之口 中央市井之口 新富嶽百景 ③ 

29 ふるさと公園 中央市臼井阿原 新富嶽百景 ③ 

30 山伏川の桜並木 昭和町河東中島 新富嶽百景 ③、⑪ 

31 釜無川堤防 南アルプス市 新富嶽百景 ③ 

32 塚原フルーツ農場 南アルプス市塚原 新富嶽百景 ③、⑫ 
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表 4-2-1-73(2) 主要な眺望点の分布状況 

№ 名称 所在地 備考 資料 

33 殿原スポーツ公園 富士川町天神中条 1134  ① 

34 大法師公園 富士川町大法師 2175 新富嶽百景 ① 

35 高村光太郎文学碑 富士川町高下 2149-3 新富嶽百景 ③ 

36 
ダイヤモンド富士撮

影ポイント 
富士川町高下  

⑬ 

37 大柳川渓流公園 富士川町十谷  ⑬ 

38 源氏山 富士川町 山梨百名山 ① 

39 富士見山 早川町 山梨百名山、新富嶽百景 ①、②、③、⑭
資料：①「山梨ガイドマップ」（（社）やまなし観光推進機構） 

②「山梨 Trekking トレッキングガイド」（やまなし観光推進機構） 

   ③「新富嶽百景」（平成 25 年 6 月現在、富士山 NET ホームページ） 

④「うえのはら ウエノハラ 上野原」（平成 23 年 1 月、山梨県上野原市 上野原市観光協会） 

   ⑤「道志村ガイドマップ」（道志村村役場産業振興課） 

⑥「おおつき 観光ガイドマップ」（平成 24 年 11 月、大月市役所） 

⑦「都留 都留市観光ガイドマップ」（都留市観光協会 都留市役所産業観光課） 

⑧「山梨県笛吹市観光ガイドマップ」（平成 25 年 4 月、山梨県笛吹市観光商工課） 

⑨「甲府遊歩 甲府市観光ガイド」（平成 23 年 10 月、甲府市役所企画部総務課） 

⑩「Chuo City Guide Map」（中央市農政観光部商工観光課） 

⑪「笑顔の和 昭和町 GuideMap」（平成 24 年 6 月、昭和町役場企画財政課） 

⑫「南アルプス市 市街のガイドマップ」（平成 25 年 6 月現在、南アルプス市観光協会ホームページ） 

⑬「富士川町観光ガイド」（富士川町役場商工観光課） 

⑭「南アルプス邑はやかわ」（早川町役場振興課 早川町観光協会） 
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図 4-2-1-23(1) 
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図 4-2-1-23(2) 
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図 4-2-1-23(3) 
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図 4-2-1-23(4) 
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図 4-2-1-23(5) 
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 2) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

対象事業実施区域を含む周辺市町村の人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況（登山

道、ハイキングコースについては、図中に示す）を図 4-2-1-24 及び表 4-2-1-74 に示す。

山梨県では、自然に親しみながら、野生の鳥や動物との共生や保護への関心を高めることを

目的とし、やまなし野鳥観察地を 15 箇所整備している。また、精神面の形成や情操教育の

面から、“人と森林、人と人とのふれあい”の重要性が高まっており、かつてのような生活

様式を基盤とした森林との関わり方を再評価し、新たな人と森林との共生を模索し、実現し

ていく森づくりが求められるなか、県有林を主とした県下 12 箇所に森林文化の森を整備し

ている。 

また、県独自制度による対象事業実施区域及びその周囲の地域の指定状況は、図 4-2-1-24

及び表 4-2-1-75 から表 4-2-1-77 に示すとおり、自然保存地区が 3 箇所、景観保存地区が

2 箇所、歴史景観保全地区が 1 箇所指定されている。 

 

表 4-2-1-74(1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況 

№ 名  称 所在地 資料 

1 秋山川の渓流釣り 上野原市秋山 ② 

2 緑と太陽の丘キャンプ場 上野原市秋山小和田 ①、② 

3 さがさわキャンプ場 上野原市秋山村 ①、② 

4 アオゲラの森キャンプ場 上野原市秋山浜沢 ② 

5 王見の滝 上野原市秋山村 ② 

6 両国橋キャンプ場 道志村月夜野 ③ 

7 道志渓谷キャンプ場 道志村月夜野 ③ 

8 月夜野キャンプ場 道志村 ③ 

9 大渡キャンプ場 道志村 ③ 

10 下村キャンプ場 道志村大室指 ③ 

11 川端キャンプ場 道志村大室指 ③ 

12 椿荘オートキャンプ場 道志村 ③ 

13 椿キャンプ場 道志村 ③ 

14 大栗オートキャンプ場 道志村 ③ 

15 道志水源の森 道志村馬場 ③ 

16 ネイチャーランドオム 道志村 ③ 

17 ニュー田代オートキャンプ場 道志村 ③ 

18 大月・北都留* 大月市 ④ 

19 岩殿山 大月市 ①、④ 

20 駒橋の桜 大月市 ④ 

21 真木温泉 大月市大月町真木 ①、④ 

22 石船神社（ムササビ生息地） 都留市朝日馬場 ①、⑤ 

23 川茂堰堤 都留市川茂 ⑤ 

24 宝の山ふれあいの里・ネイチャーセンター 都留市大幡 ①、⑤ 

25 ミツバツツジ群生地 都留市 ⑤ 

26 カムイみさかスキー場 笛吹市御坂町上黒駒 ①、⑥ 

27 御坂路さくら公園 笛吹市御坂町上黒駒 ①、⑥ 

28 金沢憩いの森公園 笛吹市一宮町金沢地内 ⑥ 

29 みかさ桃源郷公園 笛吹市御坂町尾山 ⑥ 

30 森林公園金川の森 笛吹市一宮町国分 ⑥ 

注1.「所在地」については、対象事業実施区域を含む周辺市町村のみ記載した。 

注2.表中*印については、「平成22年度全国観光動向」（平成25年2月、社団法人日本観光協会）より記載した。
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表 4-2-1-74(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況 

№ 名  称 所在地 資料 

31 稲山ケヤキの森 笛吹市八代町岡字稲山地内 ⑥、⑬ 

32 八代ふるさと公園 笛吹市八代町岡 ⑥ 

33 黒坂オートキャンプ場 笛吹市境町大黒坂 ⑥ 

34 藤垈の滝 笛吹市境町藤垈 ⑥ 

35 坊ヶ峯 笛吹市境町坊ヶ峯 ①、⑥ 

36 風土記の丘* 甲府市下向山町 ⑦ 

37 御殿滝 甲府市中畑町 ⑦ 

38 今川の桜並木 昭和町紙漉河原 ⑧ 

39 鎌田川源氏蛍公園 昭和町押越 1273 ⑧ 

40 山伏川の桜並木 昭和町飯喰 626-3 ①、⑧ 

41 豊富シルクの里公園 中央市大鳥居 1619-1 ⑨、⑬ 

42 若宮八王子公園 中央市関原 1346 ⑨ 

43 山の神千本桜 中央市大鳥居 ①、⑨ 

44 玉穂ふるさとふれあい広場 中央市乙黒 1-1 ①、⑨ 

45 笛吹川サイクリングロード 中央市乙黒 945 ⑨ 

46 釜無川サイクリングロード 南アルプス市鏡中條 3841 ⑩ 

47 雨鳴山森林公園 南アルプス市秋山 725 ⑩ 

48 北伊奈ヶ湖水辺公園 南アルプス市上市之瀬 1760 ⑩ 

49 三郡橋周辺（釜無川と笛吹川合流地域） 

野鳥観察地 
南アルプス市、富士川町 ⑬ 

50 まほらの湯 富士川町長沢 1757-2 ⑪ 

51 大柳川やすらぎ水辺公園 富士川町鳥屋 375 ⑪ 

52 不動の滝親水公園 富士川町十谷 1652 ⑪ 

53 大柳川渓流公園 富士川町十谷 57 ⑪ 

54 十谷温泉 富士川町十谷 ①、⑪ 

55 銚子口二段の滝 富士川町十谷 ⑪ 

56 十谷の森 富士川町十谷 ①、⑬ 

57 南アルプス邑野鳥公園 早川町黒桂 745 ①、⑫ 

58 新倉湧水 早川町新倉 ⑫ 

59 湯島湧水 早川町湯島 ⑫ 

60 西山温泉湯島の湯 早川町西山自然農園内 ①、⑫ 

61 西山温泉 早川町西山温泉 ⑫ 

注1.「所在地」については、対象事業実施区域を含む周辺市町村のみ記載した。 

注2.表中*印については、「平成22年度全国観光動向」（平成25年2月、社団法人日本観光協会）より記載した。 

資料：①「山梨ガイドマップ」（（社）やまなし観光推進機構） 

   ②「うえのはら ウエノハラ 上野原」（平成 23 年 1 月、山梨県上野原市 上野原市観光協会） 

   ③「道志村ガイドマップ」（道志村村役場産業振興課） 

   ④「おおつき 観光ガイドマップ」（平成 24 年 11 月、大月市役所） 

   ⑤「都留 都留市観光ガイドマップ」（都留市観光協会 都留市役所産業観光課） 

   ⑥「山梨県笛吹市観光ガイドマップ」（平成 25 年 4 月、山梨県笛吹市観光商工課） 

   ⑦「甲府遊歩 甲府市観光ガイド」（平成 23 年 10 月、甲府市役所企画部総務課） 

   ⑧「笑顔の和 昭和町 GuideMap」（平成 24 年 6 月、昭和町役場企画財政課） 

   ⑨「Chuo City Guide Map」（中央市農政観光部商工観光課） 

   ⑩「南アルプス市 市街のガイドマップ」（平成 25 年 6 月現在、南アルプス市観光協会ホームページ） 

   ⑪「富士川町観光ガイド」（富士川町役場商工観光課） 

   ⑫「南アルプス邑はやかわ」（早川町役場振興課 早川町観光協会） 

   ⑬「平成 24 年度版 やまなしの環境 2012」（平成 25 年 2 月、山梨県森林環境部森林環境総務課） 
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表 4-2-1-75 自然保存地区の指定状況 

名称 場所 
所有区分（ha） 

県有地 民有地 計 

滝子山 大月市笹子町白野、初狩町下初狩 37 ― 37 

三ツ峠山 都留市大幡 140 ― 140 

黒岳 笛吹市御坂町上黒駒 12 ― 12 
資料：「やまなしの環境（平成 24 年度版）」（平成 25 年 2 月、山梨県森林環境部森林環境総務課） 

 

表 4-2-1-76 景観保存地区の指定状況 

名称 所在地 
所有区分（ha） 

県有地 民有地 計 

戸川渓谷 富士川町小室、平林 28 2 30 

早川渓谷 早川町湯島、新倉 18 53 71 
資料：「やまなしの環境（平成 24 年度版）」（平成 25 年 2 月、山梨県森林環境部森林環境総務課） 

 

表 4-2-1-77 歴史景観保全地区の指定状況 

名称 所在地 
所有区分（ha） 

県有地 民有地 計 

岩殿山 大月市賑町強瀬、畑倉 48 1 49 

資料：「やまなしの環境（平成 24 年度版）」（平成 25 年 2 月、山梨県森林環境部森林環境総務課） 
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図 4-2-1-24(1) 
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図 4-2-1-24(2) 
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図 4-2-1-24(3) 
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図 4-2-1-24(4) 
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図 4-2-1-24(5) 

 

  



 

 

 




