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1.研究の背景と目的 

自然公園法を根拠法とする我が国の国立公園制度では、

公園区域内における私有地や、公園以外の利用目的を持つ

国有地や公有地の存在を前提としつつ、地種区分というゾ

ーニングによって土地利用行為の規制を行う地域制が採用

されている。このため、国立公園制度の目的である「我が

国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」の保

護と利用の増進を図る上では、私有地の所有者などの財産

権を尊重しつつ、さまざまな意向を踏まえながら、多様な

土地利用者の行為を的確に規制することが重要である。と

ころが、現行の制度では、規制の根拠となる公園計画にお

いて、規制を通じて実現すべき目標やビジョンが定められ

ることにはなっておらず、また、公園計画の決定手続にお

いて、住民はもとより地権者に対しても参加の機会が法的

には保障されていない。いわば国立公園とは、その名の通

り「国立」であって、国民全体の自然風景遺産なのだから、

多様な土地利用者の意向を考慮する必要はなく、国が規制

の合理性と妥当性を判断すれば事足りるという論理で設計

されていると言ってよい 1)。 

しかし、自然公園法が制定されてから約60年、同法の前

身である国立公園法が制定されてから約80年が経過し、社

会経済情勢が大きく変化する中で、現在、こうした国立公

園制度の存立基盤を見直すことが必要な状況に至っている

ように思われる。もっとも、近年では、国立公園行政を所

管する環境省においても、協働型の管理運営などの観点か

ら国立公園制度に関する再検討を進めているが(1)、そもそ

も多様な国立公園の関係者が現在の国立公園や国立公園制

度をどのように考えているのか、国立公園にどのような問

題が生じていると考えているのか、そして、今後の国立公

園や国立公園制度としてどのようなあり方が望ましいと考

えているのかといったことについて、必ずしも十分には明

らかになっていないのが実情である。 

こうした中で、川﨑（2014a）は、自然保護官の国立公園

と国立公園制度に関する問題認識として、以下の点を明ら

かにしている(2)2)。①多くの自然保護官は、今後、国立公園

の計画・規制・事業を行う上で、住民などの意見反映の取

り組みや協働での取り組みを充実させる必要があると認識

している、②多くの自然保護官は、国立公園に指定されて

いることによる住民などのメリットは自然風景・環境が保

護されることにあり、デメリットは土地利用行為などに関

する許認可手続きが煩瑣になることにあると認識している、

③多くの自然保護官は、空き家や廃業・休業施設などの増

加をはじめ、国立公園において何らかの問題が生じている

と認識しており、また、人口の減少や農林業の衰退に伴っ

て貴重な自然風景・環境が喪失されつつあることなどから、

今後、国立公園の計画・規制・事業を行う上では、これま

で以上に国立公園の区域内における暮らしやなりわいの活

性化という視点が重要になると認識している。 

本研究は、磐梯朝日国立公園に指定されている福島県北

塩原村の住民を対象として、国立公園と国立公園制度に関

する住民意識を分析した上で、川﨑（2014a）による自然保

護官の認識と比較しながら、国立公園制度の再構築に向け

た課題を明らかにすることを目的とするものである。もと

より、国立公園に指定されている地域の状況は、居住人口

や土地所有状況をはじめ、さまざまな面でそれぞれに異な

っているので、本研究は、あくまでも北塩原村の住民意識

を分析の対象とする事例研究ではあるが、国立公園制度に

関する問題点を浮き彫りにするという観点から、国立公園

と国立公園制度に関する住民意識を体系的に明らかにした

学術論文は見当たらないという意味で、本研究は重要な意
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義を有するものと考えられる。 

 

2.磐梯朝日国立公園と北塩原村の概要 

(1)磐梯朝日国立公園の概要 

磐梯朝日国立公園は、昭和25年に我が国の17番目の国

立公園として誕生した国立公園である。その区域は、福島

県、山形県、新潟県の3県の9市10町5村にまたがってお

り、平成26年3月末現在、陸域面積は186,389haで、全国

に31ヵ所存在する国立公園の中で3番目に大きい。 

磐梯朝日国立公園は、出羽三山・朝日地域、飯豊地域、

磐梯吾妻・猪苗代地域の3つの独立した地域から構成され

ているが、本研究が対象とする北塩原村は、磐梯吾妻・猪

苗代地域に位置している。磐梯吾妻・猪苗代地域は、磐梯

山、吾妻山、猪苗代湖のほか、明治21年の磐梯山の水蒸気

爆発によって形成された五色沼湖沼群をはじめとする大小

300 余りの湖沼群が広がる「裏磐梯」を擁する福島県内有

数の観光地である 3)。 

磐梯吾妻・猪苗代地域の土地所有別面積の割合を見ると、

平成26年3月末現在、国有地が74％、公有地が1％、私有

地が24％であり、地種区分別面積の割合は、特別保護地区

が 5％、第一種特別地域が 9％、第二種特別地域が 34％、

第三種特別地域が36％、普通地域が16％である。こうした

土地所有別面積の割合と地種区分別面積の割合は、全国の

国立公園の平均値に近い状況にあるが(3)4)、福島原発事故の

発生に伴って、いわゆる“風評被害”を含め、深刻かつ重

大な放射能被害を受けたという点では、他の国立公園とは

異なる特殊な事情を抱えている。 

(2)北塩原村の概要 

北塩原村は、福島県の北西部に位置し、喜多方市や猪苗

代町、山形県米沢市などに接している。面積は234k㎡であ

るが、その約80％は山林である。15世紀末ころから、旧米

沢街道の宿場町として桧原地区を中心に発展し始め、昭和

29年に北山村、大塩村、桧原村の3村が合併して北塩原村

が誕生した。人口は、昭和35年に5,351人を記録してから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 北塩原村と磐梯朝日国立公園の区域 

減少傾向にあり、平成22年現在3,185人（1,052世帯）で、

高齢化率は28％である。 

磐梯朝日国立公園は、北塩原村の東側に指定されており、

4 つの行政区のうち、おおむね裏磐梯行政区と桧原行政区

の範囲がその区域に相当する（図1）。この両行政区が先述

の福島県内有数の観光地であり、ペンションやホテルなど

が数多く立地している。他方、北塩原村の西側に位置する

北山行政区と大塩行政区は、一部の区域を除いて国立公園

の区域外であり、米作などの農業が盛んな地域である。 

 

3.国立公園と国立公園制度に関する住民意識 

国立公園と

国立公園制度

に関する北塩

原村の住民意

識を把握する

ため、平成 26

年7月11日に、

北塩原村の広

報誌への折り 

込みによって、北塩原村の行政区に加入している全ての世

帯の世帯主に対するアンケート調査票を配布し、同月 28

日までに郵送にて回収した。調査票の配布数は 1,003 件で

あり、回収数は189件、回収率は19％である（表1）(4)。 

先述の通り、国立公園の区域と4つの行政区の区域は厳

密には一致しないが、住民の分布状況からすると、裏磐梯

行政区と桧原行政区を「国立公園区域内」、北山行政区と

大塩行政区を「国立公園区域外」として大きな齟齬はない

ので、以下では、この区分に基づいて分析する。なお、国

立公園区域の内外で見ると、国立公園区域内では、配布数

は 473件、回収数は 74件、回収率は 16％、国立公園区域

外では、それぞれ530件、112件、21％である。 

(1)回答者の属性 

居住地は、「国立公園区域内」が74件（39％）、「国立公

園区域外」が112件（59％）、無回答が3件（2％）である

（図2）。 

性別は、「男性」が144件（76％）、「女性」が30件（16％）、

無回答が15件（8％）であり、国立公園区域の内外で見て

も大きな違いはない（図3）。 

年齢は、「60 代」が 74 件（39％）で最も多く、次いで、

「70代」が44件（23％）、「50代」が36件（19％）で多い

（図4）。国立公園区域の内外で見ると、国立公園区域内で

は国立公園区域外よりも「40代」の割合が少し高いが、大

きな違いはない。 

職業は、「農業」が56件（30％）で最も多く、次いで、

無職などの「その他」が51件（27％）、「宿泊業」が27件

（14%）で多い（図5）。国立公園区域の内外で見ると、国

立公園区域内では、「宿泊業」が27件（36％）、国立公園区

域外では、「農業」が44件（39％）で最も多い。 

北塩原村での居住歴は、「50年以上」が96件（51％）で

表1 住民アンケート調査の配布・回収状況 

合計 男 女
1,003 189 1,086 3,074 1,537 1,537
100% 19% 100% 100% 50% 50%
473 74 503 1,227 594 633
47% 7% 46% 40% 19% 21%
530 112 583 1,847 943 904
53% 11% 54% 60% 31% 29%
－ 3 － － － －
－ 0.3% － － － －

注：平成26年7月1日現在の人口と世帯数は、住民基本台帳に
　　基づくものである。

平成26年7月
11日～28日

合計

国立公園
区域内

国立公園
区域外

無回答

参考：平成26年7月1日現在の
人口と世帯数

人口
世帯数配布数 回収数
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最も多く、次いで、「30年以上50年未満」が49件（26％）、

「10年以上30年未満」が27件（14％）で多い（図6）。国

立公園区域の内外で見ると、国立公園区域内では「30年以

上 50 年未満」が 26 件（35％）、国立公園区域外では「50

年以上」が69件（62％）で最も多い。 

(2)国立公園の認知度 

北塩原村が国立公園に指定されていることを「知ってい 

 

 

 

 

 図2 回答者の居住地 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 回答者の職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 回答者の北塩原村での居住歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 国立公園の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 国立公園に対する誇り 

る」は182件（96％）、「知らない」は6件（3％）、無回答

は 1 件（1％）である（図 7）。国立公園区域の内外で見て

も大きな違いはないが、国立公園区域内では「知っている」

が74件（100％）である。 

(3)国立公園に対する誇り 

北塩原村が国立公園に指定されていることを「誇りに思

う」は 141 件（75％）、「誇りに思わない」は 4 件（2％）、

「どちらとも言えない」は42件（22％）、無回答は2件（1％）

である（図8）。国立公園区域の内外で見ると、国立公園区

域内では「誇りに思う」が50件（68％）で国立公園区域外

よりもその割合が低く、「どちらとも言えない」が 21 件

（28％）で国立公園区域外よりもその割合が高い。 

(4)国立公園に関する満足度 

以下では、「満足」と「少し満足」の件数の合計を「満足

件数」、「不満」と「少し不満」の件数の合計を「不満件数」

と言う。 

①自然風景・環境の保護・再生の状況 

自然風景・環境の保護・再生の状況については、満足件

数が91件（48％）で最も多く、不満件数が48件（25％）、

「普通」が46件（24％）、無回答が4件（2％）である（図

9）。国立公園区域の内外で見ると、国立公園区域内では満

足件数が28件（38％）で国立公園区域外よりもその割合が

低く、不満件数が30件（41％）で国立公園区域外よりもそ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 自然風景・環境の保護・再生の状況に関する満足度 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

10代 20代 30代 40代 50代

60代 70代 80代 90代以上 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国立公園区域内 国立公園区域外 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

5年未満 5年以上10年未満 10年以上30年未満

30年以上50年未満 50年以上 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

農業 宿泊業
製造業 サービス業（飲食サービス業を除く）
飲食サービス業 公務
建設業 卸売業・小売業
医療・福祉 その他
無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

男性 女性 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

知っている 知らない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

誇りに思う 誇りに思わない どちらとも言えない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

満足 少し満足 普通 少し不満 不満 無回答
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の割合が大幅に高い。 

②道路や遊歩道などの施設の整備・維持管理の状況 

道路や遊歩道などの施設の整備・維持管理の状況につい

ては、不満件数が 67 件（35％）で最も多く、満足件数が

64件（34％）、「普通」が55件（29％）、無回答が3件（2％）

である（図 10）。国立公園区域の内外で見ると、国立公園

区域内では満足件数が16件（22％）で国立公園区域外より

もその割合が大幅に低く、不満件数が47件（64％）で国立

公園区域外よりもその割合が大幅に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 道路や遊歩道などの施設の整備・維持管理の状況に関する満足度 

③観光地としての利用の状況 

観光地としての利用の状況については、不満件数が 69

件（37％）で最も多く、「普通」が62件（33％）、満足件数

が54件（29％）、無回答が4件（2％）である（図11）。国

立公園区域の内外で見ると、国立公園区域内では満足件数

が9件（12％）で国立公園区域外よりもその割合が大幅に

低く、不満件数が40件（54％）で国立公園区域外よりもそ

の割合が大幅に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 観光地としての利用の状況に関する満足度 

④環境学習・教育の場としての利用の状況 

環境学習・教育の場としての利用の状況については、「普

通」が80件（42％）で最も多く、不満件数が54件（29％）、

満足件数が49件（26％）、無回答が6件（3％）である（図

12）。国立公園区域の内外で見ると、基本的には同様の傾向

にあるが、国立公園区域内では満足件数が16件（22％）で

国立公園区域外よりもその割合が低く、「普通」が 35 件

（47％）で国立公園区域外よりもその割合が高い。 

⑤公園に関する計画策定や維持管理への住民参加の状況 

公園に関する計画策定や維持管理への住民参加の状況に

ついては、不満件数が83件（44％）で最も多く、「普通」

が77件（41％）、満足件数が22件（12％）、無回答が7件

（4％）である（図13）。国立公園区域の内外で見ると、国

立公園区域内では満足件数が3件（4％）で国立公園区域外

よりもその割合が大幅に低く、不満件数が49件（66％）で 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12 環境学習・教育の場としての利用の状況に関する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13 公園に関する計画策定や維持管理への住民参加の状況に関する満足度 

国立公園区域外よりもその割合が大幅に高い。 

(5)国立公園の指定によるメリットとデメリット 

①国立公園の指定によるメリット 

国立公園に指定されていることによるメリットについて

は、「自然風景・環境が保護されること」が153件（81％）

で最も多く、次いで、「地域の知名度やブランドイメージが

高まること」が90件（48％）、「来訪者の増加によって経済

が活性化すること」が85件（45％）で多い（図14）。国立

公園区域の内外で見ると、基本的には同様の傾向にあるが、

国立公園区域内では「来訪者の増加によって経済が活性化

すること」が24件（32％）で国立公園区域外よりもその割

合が低い。 

②国立公園の指定によるデメリット 

国立公園に指定されていることによるデメリットについ

ては、「建築物の新築をはじめ様々な行為に関する許認可手

続きが複雑になること」が122件（65％）で最も多く、次

いで、「規制によって財産権などに制約が課されること」が

78件（41％）、「来訪者の増加によって自然風景・環境が悪

化すること」が68件（36％）で多い（図15）。国立公園区

域の内外で見ると、国立公園区域内では「建築物の新築を

はじめ様々な行為に関する許認可手続きが複雑になるこ

と」が56件（76％）で国立公園区域外よりもその割合が大

幅に高い一方で、「来訪者の増加によって自然風景・環境が

悪化すること」が18件（24％）、「来訪者の増加によって地

域の交通環境が悪化すること」が12件（16％）で国立公園

区域外よりもその割合が低い。 

③国立公園の指定によるメリットとデメリットの比較 

国立公園に指定されていることによるメリットとデメリ

ットでは、どちらが大きく、また、どちらが大きくなりつ

つあるかについては、「メリットの方が大きいが、デメリッ

トが大きくなりつつある」が83件（44％）で最も多く、次

いで、「わからない」が29件（15％）、「メリットの方が大 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

満足 少し満足 普通 少し不満 不満 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

満足 少し満足 普通 少し不満 不満 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

満足 少し満足 普通 少し不満 不満 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

満足 少し満足 普通 少し不満 不満 無回答
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図14 国立公園の指定によるメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図15 国立公園の指定によるデメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図16 国立公園の指定によるメリットとデメリットの比較 

きく、メリットが大きくなりつつある」が25件（13％）で

多い（図 16）。国立公園区域の内外で見ると、国立公園区

域内では「メリットの方が大きく、メリットが大きくなり

つつある」が7件（9％）で国立公園区域外よりもその割合

が低く、「デメリットの方が大きく、デメリットが大きくな

りつつある」が11件（15％）で国立公園区域外よりもその

割合が高いが、いずれについても「メリットの方が大きい

が、デメリットが大きくなりつつある」が最も高い割合を

占めているなど、大きな傾向は変わらない。 

(6)国立公園の計画策定過程や管理活動への参加 

①計画策定過程や管理活動への参加の経験 

国立公園に関する計画の策定過程や管理活動などに参加

した経験が「ある」は63件（33％）、「ない」は126件（67％）、

無回答は0件（0％）である（図17）。国立公園区域の内外

で見ると、国立公園区域内では「ある」が30件（41％）で

国立公園区域外よりもその割合が高いが、半分に満たない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図17 計画策定過程や管理活動への参加の経験 

②計画策定過程や管理活動への参加の意向 

国立公園に関する計画の策定過程や管理活動などに「参

加したい」は87件（46％）、「参加したくない」は92件（49％）、

無回答は 10 件（5％）である（図 18）。国立公園区域の内

外で見ると、国立公園区域内では「参加したい」が 42 件

（57％）で国立公園区域外よりもその割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図18 計画策定過程や管理活動への参加の意向 

(7)国立公園における問題の発生状況と具体的な内容 

①福島原発事故による観光地としての価値へのダメージ 

福島原発事故による国立公園の観光地としての価値につ

いては、「大きなダメージを受けた」が112件（59％）で最

も多く、「少しダメージを受けた」と合わせると 141 件

（75％）である（図 19）。国立公園区域の内外で見ると、

国立公園区域内では上記の両者の合計が62件（84％）で国

立公園区域外よりもその割合が高い。 

具体的なダメージの内容は、教育旅行生をはじめとする

観光客の減少、いわゆる“風評被害”、山菜や淡水魚などの

売上げの減少などが挙げられている。 

②国立公園における問題の発生状況 

国立公園における問題の発生状況については、問題が「生

じている」が120件（63％）、「生じていない」が12件（6％）、 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

参加したい 参加したくない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

ある ない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

メリットの方が大きく、メリットが大きくなりつつある
メリットの方が大きいが、デメリットが大きくなりつつある
デメリットの方が大きいが、メリットが大きくなりつつある
デメリットの方が大きく、デメリットが大きくなりつつある
その他
わからない
無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

自然風景・環境が保護されること

地域の知名度やブランドイメージが高まること

来訪者の増加によって経済が活性化すること

道路などの施設の整備が行われること

その他

わからない

無回答

注：この図は、回答者が

該当する選択肢を3つ

以内で選択した結果

を示すものである。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189）

国立公園区域内（N=74）

国立公園区域外（N=112）

無回答（N=3）

建築物の新築をはじめ様々な行為に関する許認可手続きが複雑になること

規制によって財産権などに制約が課されること

来訪者の増加によって自然風景・環境が悪化すること

来訪者の増加によって地域の交通環境が悪化すること

その他

わからない

無回答

注：この図は、回答者

が該当する選択

肢を3つ以内で選

択した結果を示す

ものである。
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図19 福島原発事故による観光地としての価値へのダメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図20 国立公園における問題の発生状況 

「わからない」が51件（27％）、無回答は6件（3％）であ

る（図20）。 

国立公園区域の内外で見ると、国立公園区域内では「生

じている」が58件（78％）で国立公園区域外よりもその割

合が大幅に高い。 

③国立公園において発生している問題の具体的な内容 

国立公園において発生している問題の具体的な内容とし

ては、「放射能被害による来訪者の減少」が99件（83％）

で最も多く、次いで、「来訪者の減少などに伴う空き家や廃

業・休業施設などの増加」が85件（71％）、「農林業従事者

の減少やライフスタイルの変化などに伴う耕作放棄地や粗

放林などの増加」が62件（52％）で多い（図21）。 

国立公園区域の内外で見ると、国立公園区域内では国立

公園区域外と比べて「来訪者の減少などに伴う空き家や廃

業・休業施設などの増加」、「公園施設の維持管理が不十分」、

「来訪者の踏圧や盗掘などによる自然風景・環境の悪化」

の割合が高い一方で、「農林業従事者の減少やライフスタイ

ルの変化などに伴う耕作放棄地や粗放林などの増加」、「国

立公園のブランドイメージの低下に伴う来訪者の減少」、

「来訪者の減少に伴う住民などの規制に対する不満の高ま

り」の割合が低いが、いずれについても「放射能被害によ

る来訪者の減少」や「来訪者の減少などに伴う空き家や廃

業・休業施設などの増加」の割合が高いなど、大きな傾向

は変わらない。 

(8)今後の国立公園と国立公園制度のあり方 

今後の国立公園および国立公園制度のあり方については、

「公園区域の全域において、今後とも規制によって自然を

保護する必要がある」が60件（32％）、「貴重な自然風景・

環境が残る場所では、今後とも規制によって自然を保護す

る一方で、ペンションが建っている場所や一般の住宅地な

どでは、今後は暮らしやなりわいの活性化に向けた対策が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図21 国立公園において生じている問題の具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図22 今後の国立公園と国立公園制度のあり方 

必要である」が106件（56％）、「その他」が13件（7％）、

無回答が 10 件（5％）である（図 22）。国立公園区域の内

外で見ると、国立公園区域内では「貴重な自然風景・環境

が残る場所では、今後とも規制によって自然を保護する一

方で、ペンションが建っている場所や一般の住宅地などで

は、今後は暮らしやなりわいの活性化に向けた対策が必要

である」が47件（64％）で国立公園区域外よりもその割合

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（N=189 ）

国立公園区域内（N=74 ）

国立公園区域外（ N=112 ）

無回答（ N=3 ）

大きなダメージを受けた 少しダメージを受けた

ダメージを受けていない わからない

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（ N=189 ）

国立公園区域内（ N=74 ）

国立公園区域外（ N=112 ）

無回答（N=3 ）

生じている 生じていない わからない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（ N=120 ）

国立公園区域内（ N=58 ）

国立公園区域外（ N=60 ）

無回答（ N=2 ）

放射能被害による来訪者の減少

来訪者の減少などに伴う空き家や廃業・休業施設

などの増加

農林業従事者の減少やライフスタイルの変化など

に伴う耕作放棄地や粗放林などの増加

外来種の侵入による自然風景・環境の質的変化

公園施設の維持管理が不十分

国立公園のブランドイメージの低下に伴う来訪者の

減少

自然の遷移による自然風景・環境の質的変化

来訪者の踏圧や盗掘などによる自然風景・環境の

悪化

来訪者の減少に伴う住民などの規制に対する不満

の高まり

その他

注：この図は、磐梯朝日

国立公園において、

何か問題が「生じて

いる」と回答した回答

者が該当する選択肢

を全て選択した結果

を示すものである。
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一方で、ペンションが建っている場所や一般の住宅地などでは、今後は暮らし

やなりわいの活性化に向けた対策が必要である
その他

無回答
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が高いが、大きな傾向は変わらない。 

 

4.結論 

(1)総括 

以上で得られた主な知見は、以下の通りである（表 2）。 

①ほぼ全ての住民は北塩原村が国立公園に指定されてい

ることを知っており、約8割の住民は国立公園に指定され

ていることを誇りに思っている。 

 ②国立公園に関して、約5割の住民は「自然風景・環境

の保護・再生の状況」に満足しているが、国立公園区域内

に限っては約4割の住民がこれに不満を持っている。また、

「道路や遊歩道などの施設の整備・維持管理状況」、「観光

地としての利用の状況」、「公園に関する計画策定や維持管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理への住民参加の状況」については、不満を持っている住

民の割合が高く、特に国立公園区域内では不満を持ってい

る住民の割合が高い。 

 ③国立公園に指定されていることのメリットとして、約

8割の住民は「自然風景・環境が保護されること」、約5割

の住民は「地域の知名度やブランドイメージが高まること」

や「来訪者の増加によって経済が活性化すること」にある

と認識している。他方、そのデメリットとして、約7割の

住民は「建築物の新築をはじめ様々な行為に関する許認可

手続きが複雑になること」、約4割の住民は「規制によって

財産権などに制約が課されること」や「来訪者の増加によ

って自然風景・環境が悪化すること」にあると認識してい

る。また、これらのメリットとデメリットについて、約4 

 表2 住民の認識と自然保護官の認識の比較 
 北塩原村の住民の認識〔本研究による知見〕 全国の自然保護官の認識〔川﨑（2014a）による知見〕 
調査の実施年月
と配布・回収数 

●実施年月：平成26年7月 
●配布数／回収数：1,.003件／189件［回収率19％］ 

●実施年月：平成25年7月～9月 
●配布数／回収数：68件／19件［回収率28％］ 

属性 ●居住地→国立公園区域内：39％、国立公園区域外：59％ 
●性 別→男性：76％、女性：16％ 
●年 齢→60代：39％、70代：23％、50代：19％ 
●職 業→農業：30％、その他（無職など）：27％、宿泊業：14％ 
     ※国立公園区域内→宿泊業：36％ 
     ※国立公園区域外→農業：39％ 
●居住歴→50年以上：51％、30年以上50年未満：26％ 
     ※国立公園区域内→30年以上50年未満：35％ 
     ※国立公園区域外→50年以上：62％ 

●回答があった自然保護官事務所等の自然保護官：上川、ウトロ、羅臼、十
和田、鹿角、盛岡、宮古、檜枝岐、片品、下田、万座、戸隠、妙高高原、
松本、白山、志摩、松山、米子、えびの 

国立公園の認知
度 

●国立公園に指定されていることを知っている：96％（100％） 
－ 

国立公園に対す
る誇り 

●国立公園に指定されていることを誇りに思う：75％（68％） 
－ 

国立公園に関す
る満足度 

●自然風景・環境の保護・再生の状況→満足：48％（不満：41％） 
●道路や遊歩道などの施設の整備・維持管理の状況→不満：35％（不満：64％） 
●観光地としての利用の状況→不満：37％（不満：54％） 
●環境学習・教育の場としての利用の状況→普通：42％（普通：47％） 
●公園に関する計画策定や維持管理への住民参加の状況→不満：44％（不
満：66％） 

－ 

国立公園に指定
されていること
によるメリット
とデメリット 

●国立公園の指定によるメリット 
・自然風景・環境が保護されること：81％（80％） 
・地域の知名度やブランドイメージが高まること：48％（47％） 
・来訪者の増加によって経済が活性化すること：45％（32％） 

●国立公園の指定によるデメリット 
・建築物の新築をはじめ様々な行為に関する許認可手続きが複雑になるこ
と：65％（76％） 
・規制によって財産権などに制約が課されること：41％（43％） 
・来訪者の増加によって自然風景・環境が悪化すること：36％（24％） 

●国立公園の指定によるメリットとデメリットの比較 
・メリットの方が大きいが、デメリットが大きくなりつつある：44％（41％） 
・わからない：15％（16％） 

 ・メリットの方が大きく、メリットが大きくなりつつある：13％（9％） 

●国立公園の指定による住民等のメリット 
・自然風景・環境が保護されること：68％ 
・地域の知名度やブランドイメージが高まること：47％ 
・その他：32％ 

●国立公園の指定による住民等のデメリット 
・土地利用行為に関する許認可手続きが煩瑣になること：79％ 
・行為規制によって財産権などに制約が課されること：58％ 
・来訪者の増加によって自然風景・環境が悪化すること：11％ 

●国立公園の指定によるメリットとデメリットの比較 
・その他（地域の考え方や特性などによるなど）：42％ 
・メリットの方が大きいが、デメリットが大きくなりつつある：21％ 

 ・わからない：15％（16％） 
 ・メリットの方が大きく、メリットが大きくなりつつある：11％ 

国立公園の計画
策定過程や管理
活動などへの参
加 

●計画策定過程や管理活動への参加の経験 
 ・ある：33％（41％） 
 ・ない：67％（59％） 
●計画策定過程や管理活動への参加の意向 
・参加したい：46％（57％） 
・参加したくない：49％（39％） 

●公園計画の決定・変更手続における住民等の意見反映の状況 
 ・行った：95％ 
●管理計画の策定・変更手続における住民等の意見反映の状況 
 ・行った：79％ 
●今後の住民等の意見反映の取り組みの必要性 
 ・必要である：68％ 
●住民等との協働での取り組みの状況 
 ・ある：68％ 
●今後の住民等との協働での取り組みの必要性 
 ・必要である：58％ 
●国立公園の区域外の住民等との連携による取り組みの状況 
 ・ある：37％  ・ない：58％ 

国立公園におけ
る問題の発生状
況とその具体的
な内容 

●福島原発事故による観光地としての価値へのダメージ 
 ・ダメージを受けた：75％（84％） 
●国立公園における問題の発生状況 
 ・問題が生じている：63％（78％） 
●問題の具体的な内容 
 ・放射能被害による来訪者の減少：83％（81％） 
 ・来訪者の減少などに伴う空き家や廃業・休業施設などの増加：71％（79％） 
 ・農林業従事者の減少やライフスタイルの変化などに伴う耕作放棄地や粗

放林などの増加：52％（45％） 

●国立公園における問題の発生状況 
 ・問題が生じている：47％ 
●問題の具体的な内容 
 ・来訪者の減少などに伴う空き家や廃業・休業施設などの増加：26％ 
 ・農林業従事者の減少やライフスタイルの変化などに伴う里地・里山での

耕作放棄地や粗放林などの増加：16％ 
 ・外来種の侵入による自然風景・環境の質的変化：16％ 
 ・ニホンジカの増加に伴う農作物被害や植生被害の増大：16％ 
 ・来訪者の減少に伴う住民等の規制に対する不満の高まり：11％ 
・地域関係者の国立公園等に関する認知度や理解の不十分さ：11％ 

今後の国立公園
と国立公園制度
のあり方 

●貴重な自然風景・環境が残る場所では、今後とも規制によって自然を保護
する一方で、ペンションが建っている場所や一般の住宅地などでは、今後
は暮らしやなりわいの活性化に向けた対策が必要である：56％（64％） 

●暮らしやなりわいの活性化にかかわる住民等との取り組みの状況 
 ・ある：37％ 
●暮らしやなりわいの活性化という視点の重要性 
 ・重要である：63％ 
●暮らしやなりわいの活性化という視点が重要であると思う理由 
・人口の減少や農林業の衰退によって貴重な自然風景・環境が喪失され
つつあるため：26％ 

・過疎化や高齢化によって事業などの担い手が不足しているため：11％ 

注：（ ）の数値は、国立公園区域内の住民の回答の割合を指す。 
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割の住民は「メリットの方が大きいが、デメリットが大き

くなりつつある」と認識している。これらについては、国

立公園区域内の住民と区域外の住民とで大きな傾向は変わ

らない。 

④約7割の住民は、国立公園に関する計画策定過程や管

理活動に参加した経験がないが、約5割の住民は、計画策

定過程や管理活動などに参加したいと考えており、国立公

園区域内に限っては約6割の住民が参加したいと考えてい

る。 

⑤約8割の住民は、福島原発事故によって国立公園の観

光地としての価値はダメージを受けたと考えており、これ

も含めて、約 6 割の住民、国立公園区域内に限っては約 8

割の住民は、国立公園において何らかの問題が発生してい

ると考えている。具体的には、約8割の住民は「放射能被

害による来訪者の減少」、約7割の住民は「来訪者の減少な

どに伴う空き家や廃業・休業施設などの増加」、約5割の住

民は「農林業従事者の減少やライフスタイルの変化などに

伴う耕作放棄地や粗放林などの増加」が発生していると認

識しており、これらについては、国立公園区域内の住民と

区域外の住民とで大きな傾向は変わらない。 

⑥今後の国立公園のあり方について、約6割の住民は「貴

重な自然風景・環境が残る場所では、今後とも規制によっ

て自然を保護する一方で、ペンションが建っている場所や

一般の住宅地などでは、今後は暮らしやなりわいの活性化

に向けた対策が必要である」と認識しており、これについ

ては、国立公園区域内の住民と区域外の住民とで大きな傾

向は変わらない。 

(2)国立公園制度の再構築に向けた課題 

冒頭で述べた通り、国立公園に指定されている地域の状

況は、さまざまな面でそれぞれに異なっており、上記の北

塩原村の住民意識をもって、国立公園と国立公園制度に関

する国民の共通意識を論じることはできない。しかし、そ

の一方で、北塩原村の住民意識は、川﨑（2014a）によって

明らかにされた全国の自然保護官の認識と共通する面が多

く、国立公園の区域内や周辺区域内の住民と、国立公園の

管理者である自然保護官との間には、現在の国立公園と国

立公園制度に関して、一定の共通認識が存在するように思

われる。 

すなわち、多くの国立公園の区域内や周辺区域内の住民

と、多くの自然保護官は、我が国の国立公園では、少なか

らず「来訪者の減少などに伴う空き家や廃業・休業施設な

どの増加」や「農林業従事者の減少やライフスタイルの変

化などに伴う耕作放棄地や粗放林などの増加」などの問題

が発生しており、その基本的な性質が悪化しつつあると認

識している。また、国立公園に指定されていることは、住

民にとって、今なお「自然風景・環境が保護されること」

などのメリットがあるものの、「建築物の新築をはじめ様々

な行為に関する許認可手続きが複雑になること」や「規制

によって財産権などに制約が課されること」などのデメリ

ットがあり、現在では「メリットの方が大きいが、デメリ

ットが大きくなりつつある」と認識している。 

そして、このような現状を背景として、手続面では、多

くの国立公園の区域内や周辺区域内の住民は、計画策定過

程や管理活動への参加の経験はないものの、今後参加した

いと考えており、多くの自然保護官は、今後、国立公園の

計画・規制・事業を行う上で、住民等の意見反映の取り組

みや住民等との協働での取り組みを充実させる必要がある

と認識している。また、実体面では、多くの国立公園の区

域内や周辺区域内の住民は、「貴重な自然風景・環境が残る

場所では、今後とも規制によって自然を保護する一方で、

ペンションが建っている場所や一般の住宅地などでは、今

後は暮らしやなりわいの活性化に向けた対策が必要であ

る」と認識しており、多くの自然保護官は、今後、国立公

園の計画・規制・事業を行う上で、「これまで以上に国立公

園の区域内における暮らしやなりわいの活性化という視点

が重要になる」と認識している。 

つまり、国立公園の区域内や周辺区域内の住民も、国立

公園の管理者である自然保護官も、国立公園区域内におけ

る人口の減少や農林業の衰退などを背景として、既存制度

の枠組みのままでは、今後は「我が国の風景を代表するに

足りる傑出した自然の風景地」の保護と利用の増進を図り

続けることは難しいと認識しており、国立公園の管理体制

に関しては「国による一元的な管理体制」から「多様な関

係者の協働による管理体制」への転換、管理手段に関して

は「土地利用行為の規制」に加えて「暮らしやなりわいの

持続的な活性化施策」の充実が必要だと認識しているので

ある。今後、こうした住民と自然保護官の共通認識を踏ま

えて、国立公園制度を再構築することが求められていると

言えるだろう。 

 
【補注】 
(1) 環境省は、平成 18 年に「国立・国定公園の指定及び管理運営に関す

る検討会」を設置してから、多様な関係者の協働による国立公園の管
理運営のあり方について検討し続けている。 

(2) 川﨑（2014a）が論旨を展開する上で依拠しているアンケート調査は、
筆者自身が述べている通り、回収率が28％であり、決して高いとは言
えないといった面はあるものの、自然保護官の国立公園と国立公園制
度に関する認識について体系的に調査した既往文献はほとんど見ら
れないという意味で、重要な意義を有するものである。 

(3) 全国の国立公園の土地所有別面積の割合と地種区分別面積の割合は、
国立公園によって大きく異なるが、平成 26 年 3月末現在、平均とし
ては、土地所有別面積の割合は、国有地が 62％、公有地が 13％、市
有地が26％、所有区分不明が0.1％であり、地種区分別面積の割合は、
特別保護地区が13％、第1種特別地域が12％、第2種特別地域が23％、
第 3 種特別地域が 24％、普通地域が 28％である（環境省のホームペ
ージに掲載されているデータに基づく）。 

(4) 北塩原村の職員によれば、これまで北塩原村が実施してきたアンケー
ト調査でも、通常、回収率は20％程度であるとのことである。 
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