２０２０年９月７日
関係機関各位
報道各位
知床国立公園カムイワッカ地区
自動車利用適正化対策連絡協議会

知床国立公園における新たなイベントとマイカー交通規制のお知らせ

「Shiretoko Autumn Bus Days」 の実施について

日頃より、知床国立公園の保全管理にご支援を頂き、感謝申し上げます。
知床国立公園カムイワッカ地区自動車利用適正化対策連絡協議会（事務局：斜里町ら）は、1999 年より
20 年以上にわたり、カムイワッカ地区の安全対策やシャトルバスの運行などに取り組んでまいりました。これら
の経験を踏まえ、世界遺産登録 15 周年を迎えた本年、知床の魅力創出と環境保全を目的とした新たな取り
組みを 10 月に実施いたしますので、ご案内させて頂きます。周知広報にご協力いただけますと幸いです。
【企画名称】 『Shiretoko Autumn Bus Days』 （企画時名称：カーフリープロジェクト知床）
【実施期間】 ２０２０年１０月２日（金）・3日（土）・４日（日）
【実施場所】 知床自然センター（斜里郡斜里町字岩宇別５３１）からカムイワッカ湯の滝までの区間と周
辺地域
【企画概要】 １０月２日～４日の３日間について、知床自然センターから先の道道９３号線（知床公園
線）においてマイカー交通規制を実施します。知床五湖およびカムイワッカ湯の滝、岩尾別温泉方面
へは、無料のシャトルバス（ナショナルパークシャトル）を運行します。ナショナルパークシャトルは、目的
地までの移動に加え、野生動物観察の機会や自然ガイドによる解説サービスを提供します。また、同
期間には道の駅 うとろシリエトクや知床自然センターにおいてガイドツアー企画やアウトドアイベント等を
実施する予定です。

■ コンセプト : 「移動を、サービスに。」
知床は、世界自然遺産に登録され、15 年周年を迎えました。世界的にも高密度で生息するヒグマは、知
床の自然の象徴である一方、国立公園を訪れる観光客との遭遇件数は増加傾向にあり、その大半は公園
内の道路沿線や遊歩道等で発生しています。人身事故の発生が懸念されているほか、遊歩道の閉鎖やヒグ
マ観察を目的とした交通渋滞なども頻繁に発生しています。餌やりやゴミの投棄、撮影を目的とした過度の接
近等によりヒグマの生態が攪乱され、結果的に駆除に繋がる事象が発生していることも事実です。
こうした事態は、自然環境の保全のみならず観光振興の面からも望ましいものではなく、また、普及啓発や
マナー遵守を呼びかけるだけで解決できるものではありません。課題の多くが道路沿線で発生しているという
ことは、言い換えれば道路上において高確率で野生動物の観察が可能であり、観光客の体験ニーズも高い
ということでもあります。本事業は、「移動を、サービスに。」をコンセプトにシャトルバスの運行を通じ、新たな観
光の魅力を発掘しながら問題解決を図ろうとするはじめての試みです。なお、本事業は環境省による「国立・
国定公園への誘客の推進事業費」の交付を受けて実施するものです。
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■ マイカー交通規制の概要について
知床自然センターからカムイワッカ湯の滝に至る道路は以下の期間、イベント（Shiretoko Autumn
Bus Days）実施のため、自家用車・自動二輪の乗り入れが規制されます。
【期間】

2020 年 10 月２日（金）・３日（土）・４日（日）の３日間

【区間】

知床自然センター（国道 334 号交点ゲート）～知床五湖～カムイワッカ 間（道道知床公園線）
岩尾別 ～ 羅臼岳登山口・ホテル地の涯 間 （町道岩尾別温泉道路）

【除外される車両】
知床自然センター～知床五湖間
バス（乗車定員１１名以上のマイクロバスを含む）、タクシー、自転車、通行許可を受けた車両
※歩行者は通行できます。
知床五湖間～カムイワッカ湯の滝
自転車、通行許可を受けた車両

※歩行者は通行できます。

【駐車場と乗り換えについて】
知床五湖・カムイワッカに行きたい方へ （A 系統・B 系統）
道の駅うとろ・シリエトク～知床自然センター～知床五湖～カムイワッカ間をシャトルバスが運行します。
自家用車でお越しの方は、知床自然センターまたは道の駅にてシャトルバスに乗り換えてください。
ホテル地の涯、木下小屋、羅臼岳登山口に行きたい方へ （C 系統）
早朝と夕方を中心に宿泊者・登山者向けマイクロバスを運行いたします。知床自然センターより岩尾別温
泉直通のシャトルバスに乗り換えてください。
ウトロ地区に宿泊の方、公共交通機関をご利用の方へ (D 系統)
ウトロ市街地を巡回するシャトルバスを別途運行いたします。

【シャトルバス運賃】 全便無料
【各ゲートの閉鎖時刻について】
カムイワッカ湯の滝に至る知床五湖ゲート ： １０月１日 午後４時にゲートが閉鎖されます。
知床自然センター前の国道 334 号交点ゲート : １０月１日午後１０時にゲートが閉鎖されます。
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■ シャトルバス（ナショナルパークシャトル）の運行詳細
A 系統 道の駅うとろ・シリエトク ～ 知床自然センター ～ 知床五湖
区間： 道の駅うとろ・シリエトク－知床自然センター－知床五湖
時間： 道の駅 始発 ８：００

五湖終発

１６：４５

運行間隔： 往路・復路ともに 15 分間隔で運行。 一部増便対応あり。
運行機材： 大型バス（４４名定員）

B 系統 知床五湖 ～ カムイワッカ湯の滝
区間： 知床五湖－カムイワッカ湯の滝
時間： 五湖始発

８：３０

カムイワッカ終発

１６：０８

運行間隔 ： 往路・復路ともに 30 分間隔で運行。
運行機材： 大型バス（４４名定員）

C 系統 知床自然センター ～ 岩尾別温泉
区間： 知床自然センター～岩尾別温泉
時間： 自然センター始発５：３０

岩尾別終発

１６：５０

運行間隔： 往路・復路ともに１時間間隔で運行。ただし、１１時台、１２時台、１３時台は運行なし。
運行機材： マイクロバス（２２名定員）

D 系統 ウトロ市街地巡回
区間： ウトロの各ホテルと道の駅を巡回
時間： 道の駅始発８：０５

道の駅終発

１７：１０

運行間隔： ３０分間隔。ただし、１１時～１４時台は１時間間隔。
運行機材： 中型バス（３３名定員）
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■ イベントの実施概要
ガイド付きシャトルバスの運行
A 系統のシャトルバス（知床自然センター～知床五湖間）には、地元のネイチャーガイドが乗車し、道路沿
線での自然や動物についてガイドトークを実施します。
実施日：10 月 2 日、3 日、4 日
実施時間：午前中のシャトルバスに同乗する予定です。

各種ガイドツアーの実施
知床自然センター周辺のトレイルを散策する半日程度のガイドツアーを行います。また、サケマスの遡上や
孵化場を見学する特別ツアーを企画中です。
実施日：10 月２日、３日、４日
実施回数：午前、午後の１日２回程度
※ツアーコース、申し込み受付等は調整中です。

知床自然センター MEGA スクリーン KINETOKO における「THE LIMIT」無料公開
２０２０年度公開の新作であり、世界自然遺産知床におけるヒトとヒグマの関係を描いた映像作品「THE
LIMIT（２０分間）」を無料公開します。
実施日程：10 月 2 日、3 日、4 日 （毎時 00 分上映）

旭山動物園・坂東園長によるトークイベント
実施日：10 月 3 日（土）15 時から（予定。変更になる可能性あり）
場所：知床自然センター MEGA スクリーン KINETOKO
プログラム：15：00-15：20 THE LIMIT 鑑賞
15：20-16：00 旭山動物園 園長 坂東元氏によるトークイベント
※イベント企画については、「Shiretoko Autumn Fes2020 」として１０月１０日～１１日に予定している映像イ
ベント「知床アウトドアフィルムデイズ」と一体的に企画・運営を行う予定です。詳細については、追ってお知
らせいたします。

■ 連絡・問い合わせ先
車両規制・シャトルバス運行に関する問い合わせ
知床国立公園カムイワッカ地区自動車利用適正化対策連絡協議会事務局
斜里町役場 総務部環境課内（担当：南出、吉田）
TEL：０１５２－２６－８２１７

FAX：０１５２－２３－４１５０

〒099-4192 北海道斜里郡斜里町本町 12 番地

イベント等実施に関する問い合わせ
公益財団法人 知床財団 （担当：山本、秋葉）
TEL：０１５２－２６－７６６５

FAX：０１５２－２４－２１１５

〒099-4356 北海道斜里郡斜里町岩宇別 531 知床自然センター内
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