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監督 

国立公園局は、米国内務省の局の
ひとつです。国立公園局は、国立公
園システムを構成する 388 のユニッ
トを監督しています。 
 
予算 

 2005 年度予算承認額 - 23.15
億ドル（１ドル 120 円相当で
約 2,778 億円、以下同様） 

 2006 年度予算要請額 - 22.49
億ドル（約 2,699 億円） 

 国立公園は、地元経済に毎年
22.6 万を超える職と 110 億ド
ル（約 13,200 億円）を超える
効果を及ぼしています。 

 
国立公園局の使命（ミッショ
ン）：国立公園局は、人々がそれ
らを楽しみ、教育のために用い、感
動を受け、そして次の世代に引き継
ぐことができるよう、国立公園シス
テムの有する自然及び文化資源並び
に価値をそのままに保つことを使命
（ミッション）としています。国立
公園局は、わが国のみならず世界各
地において、自然及び文化的な資源
の保全及び野外レクリエーションか
ら得られる恩恵をより高いものとす
るために、関係者と協力しています。 
 

国立公園システムの歴史 
国立公園局は、1916 年 8 月 25 日

にウッドロー・ウィルソン大統領に
よって署名された米国連邦議会の法

律に基づき創設されました。イエロ
ーストーン国立公園は、1872 年 3 月 

1 日にユリシーズ S.グラント大統
領によって署名された法律によって、
わが国最初の国立公園として設立さ
れました。 

 

国立公園システムを構成する
管理地域 

国立公園システムは、“ ユニッ
ト” と呼ばれる 390 箇所の管理地域
から構成されており、その総面積は
8,400 万エーカー（約 34 万平方キロ
メートル）以上にも及びます。これ
らの管理地域には、国立公園、史跡、
戦跡、軍事記念公園、歴史公園、遺
跡、湖岸、レクリエーション地域、
景観の優れた河川及びトレイル、そ
してホワイトハウスなどが含まれま
す。連邦議会の２年間の会期ごとに、
平均して 4 ～ 5 の新しい公園ユニッ
トが新設されています。公園ユニッ
トの数は、1970 年当時に比較して
50％近くも増加しています。 
 

国立公園局の職員 
国立公園局では、約 20,000 人の

様々な分野の正規職員－常勤職員、 

臨時職員及び季節雇用職員－が勤務
しています。加えて、毎年 140,000

人の公園ボランティア(Volunteer in 

Parks: VIP)が、職員を補助していま

す。2004 年度には勤務時間はのべ
500 万時間以上にものぼり、国立公
園局の職員数に換算して 2,403 人、
8,590 万ドル（約 103 億万円）に相
当する貢献を果たしています。協力
団体(Cooperative associations)は、店
頭で公園に関係する商品を提供する
ことによって、公園で教育及び自然
解説活動体験の効果を高めています。
合計 65 の協力団体は、年間 2,600 万
ドル（約 31 億円）の寄付を提供し 

てくれています。フレンズ・グルー
プ(Friends Group)は公園の非営利協
力団体です。150 を超えるグループ
が、160 の公園を支援しており、そ
の寄付額は年間およそ 5,000 万ドル
（約 60 億円）です。国立公園基金
は、連邦議会の決定に基づき設立さ
れた国立公園局の支援団体であり、
過去７年間で１億 3,700 万ドル相当
（約 164 億 4 千万円）の贈与とプロ
グラム支援を行っています。 
 

営業権所有業者 
国立公園局は、家族経営の小さな

会社から巨大な企業と経営規模の異
なる約600の営業権所有業者と、120

の公園ユニットにおいて請負契約を
結んでいます。 

 営業権所有業者は、ビジターに
対して、宿泊、交通、飲食、小
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売、その他のサービスを提供し
ています。 

 被雇用者数は約 25,000 人(国立
公園局職員数を上回る) 

 総収入は年間およそ 8 億ドル
（約 960 億円） 

 入場料金、特別会計（営業権料
の代わりとして）など政府への
還元額は、2004 年度で約 5,100

万ドル（約 61 億円）と見積ら
れています。 

 

請負契約 
 建設事業の調査・設計の 95%は

契約業者を通して実施されてい
ます。 

 実際の建設工事のほぼ 100%は
請負契約により実施され、同様
に建設事業の監理・監督のほぼ
100%、ワシントン DC 本局の
IT 予算の 80%が請負契約により
実施されています。 

 

請負契約によって実施された
国立公園局の業務の例： 

 清掃保守管理；ゴミ収集； 
ボート及び自動車修理；人事
サービス(職種の分類作業) ；
ホームページ保守；国内環境
政策法 (NEPA: National 
Environmental Policy Act) 遵守
手続き；文化的資源に関する
研究・報告；樹木管理；トレ
イル修復 

 

パートナーシップ：国立公園
局の一部 過去と未来 

 当初から、ボランティアや地
域のパートナーシップは、国
立公園局の使命を推進するた
めになくてはならない役目を
果たしてきています。 

 今日、国立公園局は数十万も
のパートナーシップを結んで
います。そのパートナーは、
地方団体から、大学との共同
研究プロジェクトや国立公園

基金との資金調達など多岐に
わたります。 

 パートナーシップは、国立公
園局の使命を果たすために不
可欠です。局内のどのレベル
においても、統制をもって協
力関係が構築されています。 

 現在、150 を超えるフレン
ズ・グループ(Friends Group)
が、全国の国立公園を技術/
経済支援しています。 フレ
ンズ・グループの登録名簿を
ご覧になりたい方は：
www.nps.gov/partnerships 

 毎年 14 万人を超えるボラン
ティアが、国立公園局の使命
を達成するために、時間と労
力と専門技術を持って支援し
ています。参加されたい方
は：www.nps.gov/volunteer 

 連邦議会によって公認された
国立公園基金は、民間からの
基金募集、戦略的な補助金交
付、革新的なパートナーシッ
プの創造、国民意識を高める
ことによって、国民と彼らの
国立公園との持続的な結びつ
きを強化しています。基金に
ついての詳しい情報は：
www.nationalparks.org 

 自然資源管理分野においては、
外来植物管理チームのように、
単一の公園のみではなく、複数
の公園を対象として管理作業を
行うような新しい戦略をとって 

 
います（この戦略では、16 に及
ぶチームがパートナーシップに
よる資金 150 万ドル（約 1.8 億
円）に支援され、209 を超える
公園で、管理作業を行っていま
す）。共同生態系研究ユニット
(Cooperative Ecosystem Study 
Units: CESU)ネットワークは、国
立公園局、12 の政府機関、181

の大学及び他の協力団体から構
成されています。CESU により、
学術的な専門技術と土地管理の
経験が統合されています。また、
CESU は研究する能力、技術的
な支援、及び教材などを国立公
園局に提供しています。 

 

国立公園局による保存及び保
護の取組み 

 369 種の絶滅危惧種及び希少種
の生息地 

 １億点を超える学術収蔵品 

 150 万箇所の考古学遺跡 

 27,000 の歴史的構造物 

 歴史保存税インセンティブ (市
街地及び集落の中心地区を再生
するための民間投資が、毎年 27

億ドル（約 3,240 億円）以上の
規模で誘発されている。) 

 

利用－レクリエーション利用
者数統計 

 *2004 年► 2 億 7,700 万人 

   1989 年► 2 億 5,600 万人 

   1969 年► 1 億 6,400 万人 

   1949 年►         3,200 万人 

   1929 年►            300 万人 

   1919 年►              81 万人 

*2003 年から 2004 年にかけてビ
ジター数は４％増加しています。 
 

料金収入 
2004 年度におけるレクリエーショ

ン料金収入*は１億 5,780 万ドル（約
189 億円）であり、その 85%はフィ
ープログラムからの収入である。 

 
*註: 料金収入額には、連邦政府レクリエーシ

ョン・パスポート・プログラム収入分
1,530 万ドル（約 18 億円）が含まれてい
ます。 

 
 
 
 

キャンプ設備 
国立公園システムの 120 以上の管 

理地域でキャンプが可能です。キャ
ンプ施設は、テント宿泊やキャンピ
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ングカー利用のための区画から、便
益施設の全くないバックカントリー
サイトのような、簡素なタイプのキ
ャンプまで、あらゆる利用形態に対
応しています。キャンプ場は、国立
公園局もしくは営業権所有業者によ
って経営されています。 
 

最大の管理地域 
アラスカ州ランゲル・セントエリ

アス国立公園・保護地域：1,320 万エ
ーカー（約 53,420 平方キロメート
ル）。アラスカを除く米国本土では、
カリフォルニア州デスバレー国立公
園：330 万エーカー（約 13,360 平方
キロメートル） 
 

最小の管理地域 
ペンシルバニア州サディウス・コジ
アスコ国家記念公園：0.02 エーカー
（約 81 平方メートル） 
 

国立公園局資産目録 

( 2004年10月現在) 

主要な資産の種類 資産量 

舗装された道路 5,456 マイル

舗装されていない道路 4,336マイル

トレイル（歩道） 14,402マイル

キャンプ場 1,001   

建築物 19,733   

職員宿舎 4,841   

水処置システム 1,336   

廃水処置システム 1,527   
 
これらの 8 つのカテゴリーは、他

の機関もしくは産業設備管理の資産
ポートフォリオに対応しています。
国立公園局は、全体で 30 を超えるカ
テゴリーの資産を管理しています。
カテゴリーには、保全景観、ピクニ
ックエリア、水路、記史跡及び要塞、
遺構、ならびに、航空及び鉄道シス

テムなどが含まれています。これら
の多くの資産を永続的に保護してい
くことが、国立公園局に求められて
いる特別の任務といえます。 


