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持続可能な国土管理のあり方

国土交通省国土政策局総合計画課国土管理企画室長 伊　藤　昌　弘

１.はじめに

本格的な人口減少社会、高齢社会の状
況を迎えた今、国土を適正に管理し荒廃
を防ぐこと、開発圧力が低減する機会を
とらえ、自然環境の再生・活用や災害に
対する安全な土地利用の推進等を図るこ
とによって、より安全で豊かな国土を実
現することが重要な課題である。
その認識のもと、平成 27 年８月に新
たな国土形成計画（全国計画）（以下、「国
土形成計画」という。）、第５次国土利用
計画（全国計画）（以下、「国土利用計画」
という。）が概ね 10年間を計画期間とし
て策定され、閣議決定された。
両計画においては、適切に国土を利用・
管理する際の方針として、自然との共生、
防災・減災等、複合的な効果を発揮する
「複合的な施策」の推進とともに、開発
圧力の低下の機会をとらえ、より安全で
快適かつ持続可能な国土利用の選択を行
う「選択的な国土利用」の推進等を提示
している。
本稿は両計画に示された「複合的な施
策」「選択的な国土利用」の考え方につ
いて説明するとともに、計画推進のため
に設置された国土管理専門委員会での議
論についても紹介するものである。
なお、国土の利用の基本方向について
は、国土形成計画と一体的に策定される
国土利用計画によるものとなっているた
め、国土利用に関しては、国土利用計画
を中心に記述する。

２.国土利用の基本方針

(１)国土利用をめぐる基本的条件の
変化

国土利用計画では、今後の国土利用を
計画するに当たって、国土利用をめぐる
次の変化を考慮する必要があることが示
されている。
①人口減少下においては都市的土地需
要のみならず、全体として土地需要

が減少し、国土管理水準の低下や非
効率な土地利用の増大等が懸念され
ることから、本格的な人口減少社会
における国土の適切な管理のあり方
を構築していくことが重要であるこ
と
②自然環境の悪化により生態系のもつ
食料の安定供給、水源のかん養など
の生態系サービスを構築できないお
それがあることから、持続可能で豊
かな生活の基盤として、自然が持つ
多様な機能を活用することが重要で
あること、また開発圧力が減少する
機会をとらえ、自然環境の保全・再
生を図るとともに、地域における持
続可能で豊かな生活を実現する基盤
としての経済社会的な観点からもそ
の保全と活用を図ることが重要であ
ること
③東日本大震災等の経験から、居住地
や公共施設の立地等、国土利用面の
安全の重要性を認識し、中長期の視
点から計画的、戦略的に、より安全
で持続可能な国土利用を実現するこ
とも重要であること

(２)国土利用の基本方針
国土利用計画では、上記の基本的条件
の変化を踏まえた国土利用の基本方針と
して、①適切な国土管理を実現する国土
利用、②自然環境・美しい景観等を保全・
再生・活用する国土利用、③安全・安心
を実現する国土利用の３点が示されてい
る。
①適切な国土管理を実現する国土利用
都市的土地利用の例として、都市のコ
ンパクト化に向けた居住、都市機能等の
中心部や生活拠点への誘導等が挙げられ
る。また農林業的土地利用では農業の担
い手への農地の集積・集約、荒廃農地の
発生抑制、国土保全等に重要な役割を果
たす森林の整備・保全が挙げられる。そ
の他、健全な水環境の維持または回復等

も挙げられる。
②自然環境・美しい景観等を保全・再
生・活用する国土利用
自然環境の保全・再生・活用の例とし
て、優れた自然条件を有している地域等
を核とした生態系ネットワークの形成、
自然環境の有する多様な機能を活用した
グリーンインフラ等の取組の推進による
地域の魅力等の向上が挙げられる。また、
地域の個性ある景観の保全・再生・創出
等も挙げられる。
③安全・安心を実現する国土利用
安全を優先的に考慮する国土利用の例
として、地域の実情等を踏まえ災害リス
クの高い地域の土地利用を段階的に制限
することが挙げられる。また、国土の安
全性の総合的な向上の例として、経済社
会上重要な諸機能の適正な配置やバック
アップの推進、交通・エネルギー・ライ
フライン等の多重性・代替性等が挙げら
れる。

(３)「複合的な施策」「選択的な国
土利用」の必要性

上記①～③のような取組を進めるに当
たっては、今後、人口減少や財政制約が
継続する中で、全ての土地について、こ
れまでと同様に労力や費用を投下し、管
理することは困難になることを想定する
必要があるため、国土利用計画では「複
合的な施策」および「選択的な国土利用」
の考え方が示されている。
「複合的な施策」の推進とは、自然環
境の再生と防災・減災をともに促進させ
る取組など複合的な効果をもたらす施策
を積極的に推進するとともに、国土に多
面的な機能を発揮させることで、土地の
利用価値を高め、人口減少下においても
国土の適切な管理を行うものである。
また「選択的な国土利用」とは、適切
な管理を続けることが困難な中山間地域
の荒廃農地などについて、管理コストを
低減させる工夫とともに、森林等新たな
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生産の場としての活用や過去に損なわれ
た自然環境を再生するなどの新たな用途
を見出すことで国土を荒廃させず、むし
ろ国民にとってプラスに働くような最適
な国土利用を選択するものである。

３.「複合的な施策」と「選
択的な国土利用」の事例
ガイド

国土交通省国土政策局総合計画課国土
管理企画室では、「複合的な施策」の推進、
「選択的な国土利用」の考え方の参考と
なる事例ガイドとして、「これからの時
代の地域デザイン」を作成した。
事例ガイドは国土交通省ウェブサイト

（http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/
fukugou-sentaku_kokudoriyou.html） に
公表している。
事例ガイドでは、国土の荒廃や管理水
準の低下のおそれなど、人口減少下の国
土利用において生じる課題を踏まえ、地
域づくりにつながるような国土管理につ
いて、各地域におけるそれぞれの強みや
課題、ビジョンに応じて取り組む 16 の
事例について紹介している。
「複合的な施策」の考え方として、複
合的な効果を発揮させる「地域デザイン」
の全体像を示しており、２．（２）①～
③の国土管理、自然共生、防災・減災の
視点に経済的・社会的なプラス面をもた
らす地域づくりの視点を加えて整理して
いる。図－１は豊田市の例である。
また、「選択的な国土利用」の方向性
として、図－２に５タイプを例示してい
る。

４.国土管理専門委員会「2018
年とりまとめ」

３.で紹介した「これからの時代の地
域デザイン」は、「複合的な施策」の推
進や「選択的な国土利用」の考え方の参
考となる資料として作成したものである。
国土交通省の国土審議会計画推進部会
国土管理専門委員会では、こうした取組
を実際に進めていく上での課題を整理し、
解決の方向性を示すことを目標に議論を
行ってきた。こうした問題意識のもとで
平成30年６月に公表を行ったのが、「2018
年とりまとめ」である。（http://www.
mlit.go.jp/policy/shingikai/
kokudo03_sg_000120.html）
「2018 年とりまとめ」は、地域住民・
行政担当者が持続可能な国土の利用・管
理に向けて、地域の土地の使い方を改め

て考え、取組を推進するための指針とな
ることを目指したものである。全国の土
地利用・管理の優良事例から得られた教
訓を整理することで、一般的な地域・集
落でも可能な解決策をあらゆる地域・集
落に普及していくことを意識してとりま
とめている。「2018 年とりまとめ」の内
容を簡単に紹介したい。

(１)持続可能な国土利用・管理に向
けたステップ

「2018 年とりまとめ」では、持続可能

な国土利用・管理に向け、「ステップ①：
自分たちの暮らす地域について改めて考
えてみる」、「ステップ②：土地の使い方
を選択する」、「ステップ③：実現に向け
た具体的なアクションを実行する」とい
う順で検討を進めるべきという方向性を
示すとともに、ステップごとの課題と解
決の方向性を提示している。
また、全ての取組に共通する横断的な
視点として、「計画の共有・推進等によ
る継続性の担保」が重要であることを示
している。

図－１　防災・減災の効果を意識し100年先を見据えた計画的な森づくり

図－２　選択的な国土利用のイメージ
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以下、ステップに沿った課題と解決の
方向性について、説明する。

(２)ステップ①：自分たちの暮らす
地域について改めて考えてみる

持続可能な国土利用・管理に向け、ま
ずは土地の現状を把握するとともに、地
域内外で共有することが重要である。
具体的には、地域の過去や伝統知に着
目したり、集落環境調査等を実施するこ
とにより、地域課題や活用可能性を把握
するとともに、地域住民での話し合い、
地籍調査の推進等により、土地所有者・
境界を把握することが重要である。所有
者不明の土地については、「所有者の所
在の把握が難しい土地に関する探索・利
活用のためのガイドライン（第２版）」（国
土交通省・平成 29年３月公表　http://

www.mlit.go.jp/policy/shingikai/

kokudo03_sg_000120.html）等を活用
することが効果的である。
その上で、GIS等を活用して現状・課題・
資源を分析するとともに、地域内外で共
有し、「見える化」することが重要である。

(３)ステップ②：土地の使い方を選
択する

外部不経済の抑制や、土地の使い方の
質の向上に留意しつつ、できるだけ具体
的な土地の使い方を検討することが重要
である。様々な「選択」のあり方をまと
めたものとして、図－３を整理している。
また、様々な視点からの効果を意識し、
総合的に最も適した土地の使い方を選択
することが重要である。各地の取組に着
目して整理したものが図－４である。

(４)ステップ③：実現に向けた具体
的なアクションを実行する

実現に向けた具体的なアクションを実
行する上での課題を「人（主体）」「土地」
「仕組み」の視点から整理している。
①「人（主体）」の視点
継続的に関与できる内外の人材や活動
組織を確保することが重要である。その
際、「関係人口」にも着目して人材確保
の裾野を広げた上で、多様な人材を掘り
起こすことが重要である。中心人物の引
退等があっても活動が継続できるよう、
中核となる組織を設置したり、若手を確
保したりする視点も必要である。
なお、様々な視点からの効果を期待す

るような取組の場合、専門的な知識や技
術を有する人材を確保することが必要で
あり、地域内の様々な人材を巻き込んだ
り、「人材バンク」のような制度の活用
などにより専門家との協力関係を構築す
るなどの取組が有効である。
参画する多様な主体の動機付けとモチ
ベーションの維持も重要である。横並び
にこだわらずに取組に前向きな主体から
先行的に実施し、段階的に広げていく工
夫や、有識者がサポートし、動機付けも
主導する工夫などが考えられる。交流活
動の実施などにより、地域外住民などの
意識向上につなげるとともに、外部から
見た地域資源の価値を地域住民が再認識
する機会を設けることも有効である。
また、主体間の明確な役割および責任
の分担を明確化するとともに、多様な主
体間の現状認識や意識をすりあわせるこ
とが重要である。関係主体が一つのテー
ブルについて議論・合意するような仕組
みを構築するなど、主体間で情報を「見
える化」する工夫も有効である。役割分
担の確定や意識のすりあわせは一般に容
易ではないため、調整・合意形成を担う
人材を確保することも必要である。
②「土地」の視点
地域の関係者で選択した土地の使い方
について意識を共有するとともに、土地
所有者との合意形成を図ることが重要で
ある。合意形成を図るに当たっては、土
地所有者が合意しやすい取組を段階的に
実施したり、協力が得られやすいストー
リーを整理することが有効である。土地
所有者自らによる管理が難しい場合には、
管理能力を有する主体による管理を提案
することも一案である。
また、関係者間で利害が相反するよう
な場合には、利害を調整する主体を確立

図－３　地域に適した土地の使い方の選択イメージ

※実施主体へのヒアリングなどに基づき国土交通省国土政策局作成。なお、各事例について、特定の側面に着目して便宜的に分類
しているが、いずれの取組も多様な側面があり、一意に分類できるものではないことに留意が必要。

図－４　様々な視点からの効果を意識した土地の使い方イメージ

※実施主体へのヒアリングなどに基づき国土交通省国土政策局作成。
※各事例について、特定の側面に着目して便宜的に分類しているが、いずれの取組も多様な側面があり、一意に分類できるもので
はないことに留意が必要。また、ここに記したもの以外の効果も存在しているが、ここでは特徴的な効果のみ抜粋している。
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することも有効である。
③「仕組み」の視点
地域外の住民・団体を巻き込んで国土
の国民的経営を推進していくことが重要
である。具体的には、適切な国土管理を
通じた次世代への国土の継承の大切さを
消費者と共有するための普及・啓発活動
の実施や、地域内外の若者や学生を巻き
込んだ取組を幅広い主体が展開していく
ことが有効である。若い世代については
ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス（SNS）等による仕掛けづくりも有効
である。都市住民の資金や余暇を活用し
た国土管理活動への参加の呼びかけなど
も有効である。また、企業の社会的責任
（CSR）や、ESG 投資といった民間投資も
有効な財源となり得るほか、国土管理の
ためにふるさと納税制度、独自の税財源
を確保している例もある。
国土管理活動を収益化するという視点
も重要である、たとえ収益性の低い土地
利用であっても、農業・林業などの土地
利用を通じた「小さな利益」を産み出し、
地域の雇用と所得を創出していくことが
重要である。さらに、公的施設の維持管
理、国県道の草刈り、除雪作業等の「小
さな利益」を産み出す多様な活動を組み
合わせることで、収入源の観点からの持
続可能性を確保することが重要である。
比較的少額の公的支出により「小さな利
益」を創出している事例も見られる。
また、粗放的管理や小規模・低コスト
な手法の導入により国土管理コストを縮
減する工夫や、ICT を活用した省力化・
合理化を図る工夫も必要となる。
官公庁の退職者等も含め、公的機関等
の人材・知恵を活用することも有効であ
る。関係部局の特性や利用可能な支援制
度を熟知している人材を活用したり、類
似事例を参考とするなどの工夫も重要で
ある。
部局横断的な対応を促進していくため、
首長等のリーダーシップを活用したり、
行政各部局との横断的な調整を担う組織
を設置したりすることも有効である。部
局横断的な対応が必要な場合に限らず、
それぞれの施策の担当者が横断的な視点
を持って、持続可能な国土の利用・管理
も意識した施策を講じることも重要であ
る。
なお、自助・公助による取組を通じて
継続性を確保することが理想的ではある
が、現実には多くの事例において公的資
金が活用されている。したがって、公的

資金の活用に長けた人材が、公的資金の
活用が不十分な集落への支援を行ったり、
公的資金の補助期間終了後に活動を継続
するための資金を確保することも重要で
ある。

(５)計画の共有・推進等による継続
性の担保

活動の持続性を担保するため、実態や
課題を関係者間で常に共有できる体制を
構築したり、継続的な普及啓発活動を実
施することも重要である。継続性が担保
される内容を盛り込んだ協定などの文書
を締結することも有効である。
継続性の担保のために最も望ましい手
段は、何らかの計画、できれば法定計画
（法令または条例に基づく計画）に位置
付け、推進していくことである。国土管
理専門委員会の「2017 年とりまとめ」
では国土利用計画（市町村計画）を「国
土・土地利用に関する市町村のマスター
プラン」と位置づけており、国土利用計
画（市町村計画）は、総合的な土地の使
い方に関する合意事項を記録する計画と
して最適である。さらに、計画に地域ご
と、地区ごとの下位計画を位置づけるこ
とが、市町村全体の方針との整合性を取
る観点からも重要である。
なお、地図を含み、空間計画としての
機能を有する計画に取組の内容を記載す
ることも可能である。

(６)「2018年とりまとめ」で提示す
る課題と解決の方向性に係る主
な関連事例集

「2018 年とりまとめ」の公表に併せ、
とりまとめで紹介している 39 の事例に
ついて「人（主体）」「土地」「仕組み」
の視点から課題と対応を整理した、
『「2018 年とりまとめ」で提示する課題
と解決の方向性に係る主な関連事例集』
を 公 表 し て い る（http://www.mlit.
go.jp/policy/shingikai/kokudo0 3 _
sg_000120.html）。各事例の詳細な取組
内容を紹介しており、こちらも参考とさ
れたい。

（７）今後の方針
今後も、持続可能な国土の利用・管理
を国土全体に広げていくため、現場で活
用しやすいツールとしてのガイドライン
の策定や、説明会の開催等を通じた普及
啓発を行っていく予定である。まずは普
及啓発ツールの第一弾として、「2018 年

とりまとめ」で紹介している事例の取組
のポイントを分かりやすくまとめた漫画
を作成する予定である。

５.おわりに

これまで国土利用計画で示された「複
合的な施策」「選択的な国土利用」の取
組の推進に向けて、多くの地域が共通し
て抱える課題の取組事例や持続可能な国
土の利用・管理に資する事例を収集し、
教訓等を踏まえた上で、適切な国土管理
のあり方を全国的に普及させる検討を進
めてきた。
しかし今後更なる人口減少により、適
切な管理がなされていない土地が加速度
的に増加することが懸念されることや、
平成 29 年度に国土政策局が実施したア
ンケート結果によると、２～４割の市区
町村では、「適切な管理」がなされてい
るかどうか、具体的な不利益も含め、現
状の把握さえできていないという現実も
ある。
今後、土地の管理状況と外部不経済に
関する因果関係を把握しつつ、国土管理
専門委員会にて、外部不経済が生じない
条件などを整理し、「適切な管理」のあ
り方等について検討を進めることで、国
土利用・管理の取組をさらに推進してま
いりたい。




