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研究成果の概要：全国各地で荒廃が進む里山について、その保全を図るための包括的な法制度

として、地区ごとに適切な保全内容を定める保全計画、所有者等に代わって維持管理を行う代

替管理制度、里山の管理に必要な費用をその受益者等や地域が負担する管理費用支援制度等に

関する規定を内容とする枠組み法の提案を行ったものである。 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 
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年度  

  年度  

総 計 3,300,000 630,000 3,930,000 

 
 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：法学・公法学 

キーワード：立法学、国土環境、法制度設計 

 
１．研究開始当初の背景 

 我が国では、経済の高度成長に伴うエネル

ギー源の変化、農林業の採算性の低下に伴う

担い手の減少、近年では農林業に従事する者

の高齢化の進展、不在村所有者の増加等によ

り、里山の実質的な保全管理ができなくなり、

全国各地で急速にその荒廃が進んでいる。こ

の結果として、国土の管理の面では、土砂流

出による災害の増加、水源涵養機能の低下等

が、生態系の分野では、里地里山地域が支え

ている多様な生物の急激な減少、動物による

食害の増加等が、また地域環境の面では、廃

棄物の投棄等の増加、竹林の拡大等深刻な問

題が各地で指摘されているほか、山村文化等

の消失、景観･風致の崩壊等が生じるに至っ

ている。 

また、都市の近郊においては、 近、かつ

てのような激しい都市への集中現象は姿を

消し、多くの都市では人口減少が問題となっ



てきているものの、人口減少が生じているに

もかかわらず、市街地の拡大傾向は依然とし

て続いている。いわゆる薄い市街地化である。

このため、都市近郊の里山林においては、依

然として開発の対象として減少傾向が続く

結果となっている。また、市街地の中に残存

している貴重な里山が、相続等による資金需

要が所有者等に生じることによって、次第に

姿を消していくという状況が依然として続

いている。 

他方、我が国の原風景ともいうべき里山に

ついては、気候変動枠組み条約に基づく CO2

の削減等地球環境の視点、生物多様性の確保

の視点、都市の中の貴重な緑の維持の視点等

から、里山の果たしている機能を重視し、国

土管理の中における役割の再評価を行う動

きが生じてきている。 

これらの状況に対して、現行の法制度を概観

する限り、開発行為のコントロールを中心と

したいわゆる「消極的行為規制」の制度は不

十分ながら存在するものの、里山を積極的に

維持保全するための包括的制度は存在せず、

このままの状態が続けば、里山の荒廃は取り

返しのつかない状況になることが予想され

ることから、里山の維持管理のためのあるべ

き法制度を模索する試みが行われつつある

のが現状である。 

 

２．研究の目的 

 里山においては、森林、農地、水辺、集落

などが一体となって、自然と人間が共生する

形での持続的活動が営まれているため、人の

手による持続的な維持管理が行われて初め

て継続的な存在が可能となるが、我が国では

高度経済成長期以降、漸次その経済的価値が

失われてきており、その結果として荒廃が進

んでいる。しかし、里山は、国民の多くにと

ってふるさとの原風景でもあり、経済的価値

以外に、現在、国土保全、水資源、生物多様

性の確保、温暖化の防止等の観点から、その

果たしている重要性が認識されつつある。ま

た里山は、我が国固有の多様な生活文化遺産

を生み出したゾーンとして、地域の景観、文

化等においても重要な存在であることが再

評価されつつあり、改めて注目を集めつつあ

る。しかし、現行法制度においては、里山を

保全するための包括的な制度は存在しない。

また、経済的に見る限り収益性が低い状況に

は変わりがない。 

本研究の目的は、里山に関連する現行法制

度の運用実態を踏まえ、その維持保全を図る

観点から各制度の果たしうる限界を明らか

にするとともに、里山の果たしている機能の

分析を通して、里山の持つ公益性の本質を明

らかにし、その性質にふさわしい維持保全の

ための制度的仕組みはどうあるべきかを検

討し、一体的な地域空間としてこれを保全す

る上で必要な総合的法制の整備に関する提

言を行うことにある。また、その仕組みを実

効あるものとするためには、維持保全能力に

欠けている所有者や管理者に代わって、里山

の管理を行うことが必要になると考えられ

るため、管理に要する費用に関する検討を行

うことも、本研究の目的の一つとして位置付

けている。 

 

３．研究の方法 

 本研究においては、ⅰ里山の現状把握、ⅱ

里山が果たしうる機能の把握、ⅲ里山の管理

に要する費用の把握・推算、ⅳ所有者等の意

向の把握、ⅴ現行法制度の運用実態と理論的

検討、ⅵ実効的な里山管理制度の検討、ⅶ管

理に必要な費用の確保に関する検討の順に、

フィールド調査と理論的検討を組み合わせ

て、相互にフィードバックする形で実施した。 

 まず、里山の現状把握については、山形、



宮城等の農山村部の里山、神奈川、千葉等の

大都市近郊部の里山、東京の市街地内部に残

存している里山について、現地調査を主体と

するフィールド調査を実施し、里山の現状把

握とその所有者、管理者等に対するヒアリン

グを行った。同時に、全国の生産森林組合に

対して里山の現状と管理に関するアンケー

ト調査を実施し、里山の現状、里山管理者が

直面している課題、所有者･管理者の意向等

の把握を行った。 

 次に、里山が現実に果たしている様々な機

能…国土保全機能、水資源確保機能、生物多

様性保全機能、温暖化防止等の地球環境への

貢献機能、市街地内における緑地環境機能、

地域における文化、景観等の面で果たしてい

る機能等について、専門家に対するヒアリン

グ、既存研究結果の収集分析を行って、これ

を整理し、その機能によって利益を享受して

いる者を特定し、それが公益か私益かを判断

し、里山が果たしている公益的機能を把握し

た。 

 里山の管理に必要な諸費用については、フ

ィールド調査の際に、所有者等に対してヒア

リングを行い、実際に要する費用額を把握す

るとともに、専門家に対するヒアリングによ

って一般的な管理費用の把握を行った。他方、

里山に係る租税公課、管理に対して交付され

ることのある補助金等の種類と額等につい

ては地方公共団体に対する調査により、概算

額を把握した。 

 里山に関する現行法制度については、先行

研究を参考にして、主要なものについて制度

の仕組みについての体系的整理を行うとと

もに、その運用実態を関係省庁へのヒアリン

グにより把握し、運用されていないものにつ

いてはその原因についての調査を実施した。

就中、現状の凍結的保全を行うことのできる

制度の実態と所有者等に代わって持続的維

持管理を行うことのできる代替管理制度に

ついては、詳細な運用実態を含む調査を実施

した。現行法制度では実質的に対応できてい

ない部分については、地方公共団体が条例・

要綱を整備して里山の維持保全を行ってい

るため、主要な地方公共団体の施策について、

法制度と同様の検討を行った。 

これらの検討結果を踏まえ、法理論的検討

を行い、実効的な里山管理制度の提案を行っ

た。なお、里山の管理に必要な費用の確保に

関する検討については、森林環境税、受益者

負担制度等の検討を行ったが、この点につい

ては十分な成果を上げるまでに至らなかっ

た。 

 

４．研究成果 

 里山の現状は、これまで報告されている状

況より悪化しており、特に地方部の農山村地

域では適切な維持管理が行われず、加速度的

に荒廃が進む状況にある。このため、里山に

関連する包括的な維持保全のための法制度

を整備することは喫緊の課題である。 

里山の保全を図る法制度としては、開発等

から里山を守るための仕組みの他、人の手に

よる維持管理を加えることにより、その荒廃

を防ぐ仕組みが必要であるが、本研究では、

主として後者の点に重点を置いて法制度の

あるべき姿に関する提案を行った。 

その概要は以下の通りである。 

里山の公共性は、国家的･広域的視点から

認められるいわゆる｢大公共｣としての性格

を有するものというより、地域社会がそれを

必要とし、価値あるものとして評価する｢小

公共｣としての性格を強く持つものであるた

め、地域社会の合意がなければ、将来にわた

って里山を含む地域空間を継続的に保全す

ることは困難である。里山の保全に関する包

括的法制度を想定した場合、その基本的な姿



としては、地域社会が里山を含む地域空間を

どのような形で、どの程度保全していくかを

実質的に決定できる仕組みがビルトインさ

れた「枠組み法」という形をとることが望ま

しい。その内容として必要なものとしては、 

① 地方公共団体が里山を含む地域空間の

維持保全について必要な行為規制を行

うことができる根拠規定とその規制が

適正に行われるため必要な｢保全計画制

度｣に関する規定 

② 里山の維持保全を図るために所有者等

に代わって第三者が管理行為を行うこ

とのできる｢代替管理制度｣に関する規

定 

③ 里山の適切な維持管理を行う上で必要

な費用負担等を含む｢管理支援制度｣に

関する規定 

等が考えられる。 

①の｢保全計画制度｣は、里山について規制

を行う場合に必要な保全の方針、規制対象の

範囲、規制の基準等を明示する手段として機

能するものであるとともに、その策定過程で

地域社会の意向の反映、議会の関与を可能に

し、さらに里山の保全に関する各施策の総合

的･有機的関係を明らかにすることを目的と

するものである。行為規制の程度と手段につ

いては、保全計画を前提に、保全される里山

の価値に応じて、一般的な届出勧告制から強

い許可制まで地方公共団体が定めることが

できる旨の根拠規定を置くことが必要であ

る。なお、補償を伴う現状凍結的な強い直接

規制に代えて、都市部では里山の上に設定さ

れている容積率の移転を可能にする｢容積率

移転制度｣を検討すべきである。 

②の代替管理制度については、ⅰ里山ボラ

ンティア等、ⅱ市町村、ⅲ里山が存在する地

域社会の三者が代替管理者として想定され

る。ⅰの里山ボランティア等による代替管理

は、都市周辺部においては今後確実に比重を

増していくと考えられるが、里山の所有者等

からの信頼、管理能力等の点で問題がないわ

けではないため、代替管理者となりうるボラ

ンティア等の認定制度、管理協定制度の整備、

市町村等によるバックアップ制度、指導者の

育成のための制度、その他行政による支援の

ための措置等を規定する必要がある。 

ⅱの市町村による代替管理は、今後要請が

強まることが予想されるが、逆に、行政資源

の限界から次第に限定的とならざるをえな

い。公的資金を使用してでも適切な維持管理

が不可欠な場合等に限られてくるため、形式

的に市町村が代替管理者となり、実質的には

里山ボランティア等が代替管理を行うとい

う委託管理の仕組みが必要である。 

ⅰの里山ボランティア等による代替管理

が主として都市周辺に限定されること、ⅱの

市町村による代替管理が行政資源的に限ら

れたものになること等から、農山村部に膨大

に存在する里山については、ⅲの地域社会の

手による管理の仕組みを検討せざるをえな

い。解体の途を辿ってきた地域社会の手によ

る管理の仕組みの再編には高いハードルが

予想されるが、総合的実在団体として法人格

を有する里山管理組合の設立に関する規定、

所有者組合員以外に管理を担う管理組合員

に関する規定、組合に対する管理費用の支援、

里山の適切な管理により利益を享受してい

る受益者負担の仕組みの導入、法人住民税、

固定資産税の軽減等税制上の支援、法人事務

能力の充実に関する行政支援等の規定整備

を行い、地域社会における新たな代替管理主

体の創設を行う必要がある。 
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