
令和4年11月1日現在

鳥獣保護区 特別保護地区

番号 名　　称 期　　　間 場　　　所 面積 (ha) 種類 番号 名　　称 期　　間 場　　　所 面積 (ha) ※

1 城ヶ島
令4.11.1から

令14.10.31まで 城ヶ島全島及び同島沿岸から200m以内の海域 170.0 渡 1 丹沢大山
平25.11.1から
令5.10.31まで 秦野市、足柄上郡山北町、愛甲郡清川村の一部 3,025.0 大

2 仏果山
平25.11.1から
令5.10.31まで 愛甲郡清川村の一部 963.6 森 2 津久井

令3.11.1から
令13.10.31まで 甲州街道下の相模湖湖面の一部 29.0 渡

3 こどもの国
平26.11.1から
令6.10.31まで 横浜市緑区、川崎市麻生区の各一部 315.0 身 3 真鶴半島

平29.11.1から
令9.10.31まで 真鶴半島赤壁周辺 19.0 希

4 小倉山
平25.11.1から
令5.10.31まで 相模原市緑区の小倉山国有林及び志田山国有林一円 381.0 森 4 箱根

令元.11.1から
令11.10.31まで 芦ノ湖と自然公園特別保護地区6ヶ所 1,159.0 大

5 仙洞寺 同　上 相模原市緑区青野原国有林、鳥屋仙洞寺山国有林及び青山仙洞寺山国有林の区域 98.0 森 5 城ヶ島
令4.11.1から

令14.10.31まで 城ヶ島の一部及び周辺海域の一部 9.0 渡

6 谷山 同　上 相模原市緑区谷山国有林 88.0 森 6 丹沢湖
平25.11.1から
令5.10.31まで 足柄上郡山北町の一部 25.0 渡

7 箱根
令元.11.1から
令11.10.31まで 足柄下郡箱根町、湯河原町、南足柄市 9,985.0 大 7 宮ヶ瀬湖

令4.11.1から
令14.10.31まで 相模原市緑区、愛甲郡清川村の一部 70.0 渡

8 丹沢大山
平25.11.1から
令5.10.31まで

相模原市、厚木市、清川村、秦野市、伊勢原市、松田町、山北町の一部 18,152.4 大 4,336.0

9 津久井
令3.11.1から

令13.10.31まで 相模原市の一部 2,100.0 渡

10 茨菰山
平25.11.1から
令5.10.31まで 相模原市緑区戸面東沢国有林及び茨菰山国有林 87.0 森 ※種類欄の区分

11 神武寺
平29.11.1から
令9.10.31まで 逗子市沼間山王山神武寺所有地全域 14.0 身 森 ･･･　森林鳥獣生息地

12 真鶴半島 同　上 真鶴半島の一部 97.0 希 大 ･･･　大規模生息地

13 江の島
令元.11.1から
令11.10.31まで 江の島全島及び周囲海面300メートル以内の海域 120.0 身 渡 ･･･　集団渡来地

14 鎌倉 同　上 鎌倉市の全域 3,967.0 身 希 ･･･　希少鳥獣生息地

15 大楠山 同　上 横須賀市の一部 827.0 身 身 ･･･　身近な鳥獣生息地

16 高麗山 同　上 平塚市、中郡大磯町の各一部 358.0 身

17 大雄山
令2.11.1から
令2.10.31まで 南足柄市最乗寺所有地 102.0 身

18 木もれびの森
平26.11.1から
令6.10.31まで 相模原市木もれびの森 73.0 身

19 富岡
令3.11.1から

令13.10.31まで 横浜市金沢区、横浜市立富岡総合公園 22.5 身

20 三渓園 同　上 横浜市中区本牧三之谷の三渓園の敷地 17.8 身

21 おおいそ学園愛護林 同　上 中郡大磯町生沢527番地　旧神奈川県立おおいそ学園敷地内 15.0 身

22 浅野学園愛護林 同　上 横浜市神奈川区浅野学園所有地 5.0 身

23 石垣山愛護林 同　上 小田原市早川石垣山周辺 7.0 身

24 上郷
令4.11.1から

令14.10.31まで 横浜市栄区上郷町、上郷市民の森 4.8 身

25 飯島 同　上 横浜市栄区飯島町、飯島市民の森 5.6 身

26 下永谷 同　上 横浜市港南区　下永谷市民の森 5.9 身

27 円海山
平25.11.1から
令5.10.31まで 横浜市磯子区、金沢区、栄区の各一部 530.0 身

28 名倉 同　上 相模原市緑区名倉 450.0 身

29 観音崎
平26.11.1から
令6.10.31まで 横須賀市走水２丁目、鴨居３・４丁目地内 200.0 身

30 生田緑地 同　上 川崎市生田緑地 179.3 身

31 小鮎愛護林 同　上 厚木市飯山の小鮎小・中学校 3.0 身

32 北足柄愛護林 同　上 南足柄市内山の一部 6.5 身

33 多摩川
平28.11.1から
令8.10.31まで

川崎市多摩区、高津区、中原区、幸区、川崎区内の各一部 703.0 身

34 清水寺公園 同　上 海老名市の一部 124.0 身

35 根岸
令3.11.1から

令13.10.31まで 横浜市中区、横浜市立根岸森林公園 19.3 身

36 三ツ池公園
平28.11.1から
令8.10.31まで 横浜市鶴見区、三ツ池公園の敷地 29.0 身

37 峯市民の森
平25.11.1から
令5.10.31まで 横浜市磯子区　峯市民の森 12.6 身

38 横浜市児童遊園地
平29.11.1から
令9.10.31まで 横浜市保土ヶ谷区、横浜市児童遊園地 13.0 身

39 緑ヶ丘・東高根
平30.11.1から
令10.10.31まで 川崎市高津区及び宮前区の一部 67.0 身

40 三島社 同　上 足柄上郡大井町篠窪 1.0 身

41 了義寺 同　上 足柄上郡大井町山田 1.0 身

42 南足柄丸太の森 同　上 南足柄市広町及び関本 99.0 身

43 聖園愛護地区 同　上 藤沢市藤沢の一部 24.0 身

44 等々力緑地
令元.11.1から
令11.10.31まで 川崎市中原区の一部 56.0 身

45 夢見ヶ崎 同　上 川崎市幸区の夢見ヶ崎動物公園 7.0 身

46 大明寺
令2.11.1から

令12.10.31まで 横須賀市衣笠栄町の一部 2.9 身

47 久良岐 同　上 横浜市港南区、横浜市立久良岐公園 23.1 身

48 こども自然公園
令3.11.1から

令13.10.31まで 横浜市旭区、戸塚区、横浜市立こども自然公園 45.0 身

49 大野山 同　上 足柄上郡山北町の一部 103.3 身

50 丹沢湖
平25.11.1から
令5.10.31まで 丹沢湖及びその週辺 367.0 渡

51 二子山
平27.11.1から
令7.10.31まで 逗子市、三浦郡葉山町の各一部 319.0 森

52 田浦大作 同　上 横須賀市田浦大作町の一部 5.0 身

53 ２１世紀の森
平29.11.1から
令9.10.31まで 南足柄市内山の一部 126.0 身

54 いこいの森 同　上 小田原市久野、荻窪の各一部 91.0 身

55 相模原 同　上 相模原市、相模原公園及び相模原沈澱場の一部 39.0 身

56 明治学院 同　上 横浜市戸塚区、明治学院大学の敷地 20.0 身

57 みのげ
平30.11.1から
令10.10.31まで 秦野市自然観察の森 2.0 身

58 大磯城山 同　上 県立大磯城山公園 7.0 身

59 小松ヶ池 同　上 三浦市小松ヶ池公園 3.7 身

60 一色
令元.11.1から
令11.10.31まで 三浦郡葉山町の一部 96.0 身

61 県立四季の森公園 同　上 横浜市緑区、県立四季の森公園 43.9 身

62 上和田野鳥の森 同　上 大和市上和田野鳥の森公園 4.2 身

63 樫原
令2.11.1から

令12.10.31まで 県立愛川ふれあいの村 17.2 身

64 八菅山 同　上 愛甲郡愛川町八菅山の一部 22.6 身

65 大庭城址 同　上 藤沢市大庭城址公園及び裏門公園 15.2 身

66 泉の森
令4.11.1から

令14.10.31まで 大和市泉の森 42.0 身

67 新林公園・川名緑地 同　上 藤沢市の一部 32.8 身

68 弘法山公園
平25.11.1から
令5.10.31まで 秦野市の弘法山公園 20.1 身

69 立野緑地 同　上 秦野市の立野緑地 9.0 身

70 足柄ふれあいの村 同　上 南足柄市の県立足柄ふれあいの村 7.3 身

71 鴨池公園
平26.11.1から
令6.10.31まで 横浜市都築区の鴨池公園 8.7 身

72 ウィトリッヒの森 同　上 横浜市戸塚区のウィトリッヒの森 3.2 身

73 まさかりが淵 同　上 横浜市戸塚区のまさかりが淵市民の森 6.5 身

74 飯山白山森林公園 同　上 厚木市飯山の飯山白山森林公園 33.3 身

75 長屋門公園
平27.11.1から
令7.10.31まで 横浜市瀬谷区の長屋門公園全域 3.5 身

76 道保川公園 同　上 相模原市の一部 50.2 身

77 吾妻山公園
平28.11.1から
令8.10.31まで 中郡二宮町の吾妻山公園 11.3 身

78 舞岡公園
平29.11.1から
令9.10.31まで 横浜市戸塚区及び港南区の舞岡公園 30.6 身

79 長浜公園 同　上 横浜市金沢区の長浜公園 7.9 身

80 県立谷戸山公園 同　上 座間市の県立座間谷戸山公園 32.1 身

81 引地川沿い緑地 同　上 藤沢市の一部 22.1 身

82 豊顕寺市民の森
平30.11.1から
令10.10.31まで 横浜市神奈川区、豊顕寺市民の森 2.3 身

83 称名寺市民の森 同　上 横浜市金沢区、称名寺市民の森 9.5 身

84 相模川・八瀬川沿い緑地 同　上 相模原市の一部 52.5 身

85 境川沿い緑地 同　上 藤沢市の一部 14.6 身

86 県立秦野戸川公園 同　上 秦野市の県立秦野戸川公園 50.7 身

87 星ヶ山公園 同　上 足柄下郡湯河原町の一部 73.0 身

88 幕山公園 同　上 足柄下郡湯河原町の一部 96.0 身

89 城山公園 同　上 足柄下郡湯河原町の一部 57.0 身

90 綱島市民の森
令元.11.1から
令11.10.31まで 横浜市港北区、綱島市民の森 6.0 身

91 熊野神社市民の森 同　上 横浜市港北区、熊野神社市民の森 5.2 身

92 城南緑地 同　上 藤沢市の一部 4.8 身

93 南本宿市民の森
令2.11.1から

令12.10.31まで 横浜市旭区、南本宿市民の森 6.3 身

94 獅子ケ谷市民の森 同　上 横浜市鶴見区、獅子ケ谷市民の森 18.6 身

95 少年の森 同　上 藤沢市、少年の森 9.3 身

96 小机城址市民の森
令3.11.1から

令13.10.31まで 横浜市港北区小机城址市民の森 4.6 身

97 あいかわ公園
令4.11.1から

令14.10.31まで 愛甲郡愛川町の一部 89.2 身

98 宮ヶ瀬湖 同　上 宮ヶ瀬湖及びその周辺 700.0 渡

99 松茸山 同　上 相模原市緑区の一部 132.3 森

100 酒匂川
平25.11.1から
令5.10.31まで 小田原市の一部 185.0 希

101 鴨居原市民の森
令元.11.1から
令11.10.31まで 横浜市緑区、鴨居原市民の森 2.0 身

102 小網代の森
平25.11.1から
令5.10.31まで 三浦市三崎町小網代の一部 65.1 身

43,764.0合計   102箇所

合計 ７箇所


