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（１）農林業振興 

提言先 法務省 

提言名称 故人が権利者で利活用できない土地登記簿の政令等による打開 

提言内容 

故人が登記名義人となっている中山間地域の土地を利活用する目的で、現存の権利者が申請

して時効取得できるように、有識者が判例等を参考に名義変更できる事例と条件や形態を審議

する仕組みを創設する。 

 (1) 判例等をもとに名義書き換えが妥当な事例、条件、形態を検討し、裁判せずに名義変更

できる事例と手続きの簡素化を審議し、この審議結果を元に、条件・形態と手続きを政令

等で告示する。 

 (2) 消息不明な相続人以外の相続人間で協議して利活用を図る場合、相続し、売買し、利用

権を設定する迄に要した費用に相当する額、相続税、譲渡税、登録免許税のいずれかから

控除できる特例を設ける。 

  

現状及び課題 

 1. 故人が登記名義人の場合は、故人に関係した相続人全員の同意を得ないと物事が進まない。 

 2. 売買・相続の実態があれば、裁判で「時効取得が適用され、課税負担者を権利者」とすること

ができるが、多額の裁判費用が必要で、係争期間を要し手続きが煩雑であるなどの事情がある

ので、結果的に費用対効果の観点から手続きが進まず、故人が権利者のまま放置されている。 

 3. 農地・森林等には、一部の消息不明な相続人が原因で、相続や利活用に向けた協議が進まない

事例がある。 

 4. 故人から 2・3 世代経過すると、相続人が多く調整に多大の期間と費用を要す。調整費用を補

填する減税措置が必要。 

  

期待される効果 

 1. 調整する権利者が不在の状態が解除され、実効性のある農林地の利活用が実現できる。 

 2. 無駄な裁判費用や長い係争期間が不必要となって、現存する者が、主権者（所有者）として明

示される。 

 3. 消息不明者がいても、費用を気にせずに協議して相続し利活用できるようになる。 

  

必要な措置 

 法改正、運用変更 

 1. 有識者により判例等を整理して、現存する者を権利者として明示する、簡素化の方法を検討審議す

る。 

 2. 政治主導で、故人から現存者に名義変更する、条件・形態・手続きを省・政令等で告示する 。 

 3. 不明相続人がいる場合の、相続・売買・利用権設定にかかわった登記に至るまでの調整費用相当額

を、相続税・譲渡税・登録免許税から控除する措置。 
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（２）中山間地振興 

提言先 農林水産省、環境省、文部科学省、内閣府 

提言名称 １００年後を見すえた中山間地域自然環境復元と社会環境の復興整備 

提言内容 

 (1) 都市民も主導者に参画した森林・農地等の自然環境復元が、人間総合力を養う教育の場

を提供し、その環境下で知恵と技を生かした地域集落が日本人の特質を涵養してきた根拠

であることをテーマに、国民的規模でフォーラムを開催する。 

 (2) 本然的人間教育に向けて自然環境を復元し、これに熟年世代が参画して歴史的継承を持

続する開拓事業を環境省が公募し助成する。 

 (3) 中山間地域に熟年世代が参画して幼少児に人間総合力を涵養する中長期滞在型教育を、

文科省の基幹事業の一つとする。 

 (4) 都市児童と熟年世代が参画して、森林・農地等を地域集落で複合的に使い切る地域集落

活性化事業を農水省で開拓し助成する。 

 (5) 地域の策定実施の監理は各地域の新たなる公共推進組織が行う。 

  

現状及び課題 

 1. グローバルな市場経済を巡る論議では生産物の市場価格だけが焦点となっており、国土保全、

水源の確保、多様な生物の維持保全、などの重要な機能は俎上に上らず、中山間地域は都市化

の過程で農村社会特有の共助共生関係を喪失してきている。 

 2. 自然界の 最高の産物である人類の生育環境が、都市文明の進展に伴って破壊され、人の持つ

多様で豊かな能力が喪失されていっている。 

 3. 多様な生物が生息する環境が、里山の荒廃の中で縮小していっている。 

 4. 生態系に支えられた多様な価値が、一過的な経済的価値に集約され、長期的展望もなく時々の

ご都合で自然環境が消耗されていっている。 

  

期待される効果 

 1. 環境省や文科省の所管として、都市域を含んだ国民的な課題として定義される。 

 2. 本来の人間性の成長を促進再生する手順が開拓され、体力だけでなく知力、気力何より総合力

が熟成される。：北欧の教育で証明されている。 

 3. 農水省の政策投資以外に環境省・文科省から投資が促され、人的な交流が進み、中山間地域の

多様な活用が促進される。 

  

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更、予算措置、税制措置 
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（３）離島振興 

提言先 国土交通省、その他関連省庁 

提言名称 離島交流を拡大する官民協働の支援機関の設置 

提言内容 

離島の活性化につながる交流拡大を図るために、人々を島へと惹きつける斬新な政策づくり

の調査研究と企画立案を支援する官民協働の機関を設置する。設置にあたっては、自治体は離

島振興法（新法）にある離島特区等の諸制度を活用し、民間は地域おける海空分野の企業ネッ

トワークを中心に専門的な研究機関（大学等）や NGO・NPO等を含めた民間力の総合的活用を図

る。 

新機関では、外部の人材も活用し、各島独自の魅力創造の支援を行うと共に、島々に伝わる

知恵を共有し、行政、住民、企業、団体等のステークホルダー間の連携と協働による政策実施

を支援する。次はその一例。 

 ・各離島や諸島それぞれの地域資源（産業、観光、文化、環境、人材、政策等）の明確化と

差別化を進めると共に、各地域の産業クラスター化等による地域の魅力創造を支援する。 

 ・広域での交流拡大による経済等の効果の検証、離島間交流の担い手の人材育成、ソフト・

ハード両面の調査研究、資金調達等の支援を行う。 

 ・既往交通サービスの経営改善策を検討し、各自治体単独では難しい広域島嶼間の海空の交

通路及びネットワーク化の調査研究を行う。 

  

現状及び課題 

1. 近年の田舎暮らしブームや島おこしの先進的な事例の流布等が相まって島ブームが続いてい

るが、全国であまねく離島交流が進んでいるわけではない。島の魅力度は自然条件だけでなく

社会条件や政策実施状況によっても異なり、交流のインセンティブに差が生じている。広域の

離島間交流により、切磋琢磨して各島独自の魅力度アップが期待される。 

 2. 各離島、諸島地域内に止まりがちな活性化策の現状から脱皮するために、調査・研究・政策立

案・支援等を行う官民協働による機関を設置して、各地域の魅力創造と離島間の交流を通じた

課題解決を図ると共に、その実践を担える人材の育成が求められる。 

 3. 離島は、各地域の独自性が強い半面、人やモノの流通コスト高など共通の課題も多い。ICT 等

新技術の活用を通じた相互連携で乗り越えられることも出て来ている状況から、アイデア豊富

で専門性の高い外部人材等の登用と交流拡大を可能にする交通手段の確保等の環境整備が望ま

れる。 

 4. 地理的に離島間交流が進んでいる伊豆諸島等を除き、日本海や鹿児島をはじめとした島々では

離島間を相互に結ぶ航路・航空路が欠けているため、海人の時代に黒潮でつながっていた交流

が途切れている。自由に海洋を行来していた島人の歴史が日本の伝統・文化の源流となってお

り、途絶えた航路の復活と新交通路の開設によって広域の離島間の交流が活発になれば、経済

面や文化面などへ多大な好影響を与え、新たな需要と市場の創出につながると思われる。 

 5. 海空の産業分野、とりわけ空は大規模企業の寡占化が進んでいるが、地域の中小規模の企業の

中には優れた技術や革新力を有するものもあり、ネットワーク化等による技術や企業力の一層

の成長が求められている。また、日本各地には、利用頻度の少ない小規模飛行場や農道空港（農

道離着陸場）があり、それらを活用した各地域の振興政策が求められている。水上空港の設置

も課題となっている。 
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 6. 定住人口が減少する離島では、島での生活を独立して維持することがますます困難になってい

る。これを打開するために、交流人口を増加させ、様々な産業を振興させることが必要である。

離島交通の現状は、海上、航空によるサービスが提供されているが、いずれの運航会社は経営

的に厳しい環境下にある。将来の離島の独立生活体が成立することを目的に、全国の離島が協

調して推進できる体制確立が望まれる。 

 7．離島交通は経営的に厳しい環境にあり、常に行政から財政的な支援を得ている。今後求められ

る経営の合理化の最大施策は、すべての離島交通事業者で共通している部分を一本化し、大連

携を図ることである。たとえば、航空では使用機材を統合し、航空機整備を一本化するなどで

ある。 

 8. 近年、ホバークラフト型無人小型飛行艇や小型水上飛行機（ULP＝ウルトラ・ライト・プレー

ン）の普及が見られるようになり、離島の成長戦略のためにも、物資運搬やレジャー用途に活

用できる新交通体系（システム）を萌芽させる政策面の後押しが必要なタイミングになってい

る。これらのツールは悪天候の際にも利用可能なものもあり、飛行場のない離島であっても、

日常的及び災害時の活用が期待できる。今後の課題として、低コストの無人艇など離島に適し

た新交通システムの開発・普及を図ると共に、離島の物資運搬やレジャー用途の拡大を図るこ

とが望まれる。 

 9. 先進諸国で導入されている小型飛行機と ULP の間の LSA（ライト・スポーツ・エアクラフト）

クラス等の免許制度を設け、市場を創造すると共に、利便向上による新交通システムの普及と

活用を図ることも検討したい。 

  

期待される効果 

 1. 各島独自に離島ならではの成長戦略等を策定することで、離島の特性を生かした研究開発やも

のづくり等の新産業とそれに伴う雇用が創出される。 

 2. 潜在的な需要を顕在化することで新たなマーケットが創造され、補助金に頼らないでも離島間

の交流体制の整備が促進される。広域連携による活動は、個別地域の活動に比べ数倍以上の政

策効果を得られる。 

 3. 離島間の交通路開設等により、観光など新たな市場が創造され、ユニークな島めぐりツアー等

の新商品誕生が期待できる。 

 4. 離島情報の発信力が強化され、認知度が高まり、関心を持つ層（ファン）が拡大する。 

 5. 利便性の向上と雇用創出により、島出身者や都市の若者の離島への交流・移住が拡大する。 

 6. 広域交流を進めることで、古からある島の文化を尊重しながら共有が図れ、島と海洋に由来す

る日本文化の再発見と新たな創造につながる。 

  

必要な措置 

予算措置（調査研究機関の設置調査費、当該自治体への交付金等）、 

規制緩和、法制度、税制措置など 
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（４）東日本大震災復興 

提言先 環境省、復興庁 

提言名称 警戒区域避難民に対する長期的なスタンスに立った生活の確保支援 

提言内容 

 (1) 高濃度に汚染された警戒区域では、地域別・用地別、地中深さに応じた汚染状態と可能

な除染データを公開し、高濃度に汚染された地域での除染事業は有効ではないので、長期

間自然的な放射能の減衰を待つことが最も現実的であることを明確にする。 

 (2) その上で、避難民の避難生活および帰宅後の安定的な生活を保障するために、行政市町

を超えた審議組織を組織し広く国民の参加を求めて１００年間の要望に応えられる生活様

式・形態・行政機構を練り上げ、全国民的な支援機構を構築する。 

  

現状及び課題 

 1. 現行の放射能除染策では高濃度に汚染された地域の除染は現実的ではない。 

 2. 避難生活者に避難地住民を含めた長期スパンの施策、生産から消費に至る諸産業育成と未成年

者の教育環境整備を含んだ全生活確保のイデー・生活形態が作られていない。 

 3. 現行のまま避難地域の行政と避難地の行政が非効率的に二重・多重に複層する形態は、避難民

とそれを受け入れている市民に安定的な生活を保障できず、国民生活の安定的な発展を阻害し

ている。 

  

期待される効果 

 1. 現実的な生活様式、生活形態を着実に進める算段が付けられる。 

 2. 除染し将来的な生活の仕方を視野に入れたステップが避難民とサポーターを交えて、国民参加

型で構想し構築できる。 

  

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更、予算措置、税制措置 

 方針転換の確認が先で、大幅な予算や行政機構の改編を伴う。 
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（５）東日本大震災復興 

提言先 環境省、復興庁 

提言名称 予測し効果が実証できる除染方法の改革 

提言内容 

 (1) 現行除染は期待される効果を上げていない。各地域の空間線量だけでなく汚染地域の用

地別や汚染深さに応じたセシウム濃度のデータを開示したうえ、除染方法とその効果につ

いて予測し検証する手順を示してすぐにその結果を開示し、効果的な除染方法を具体的に

明示する。 

 (2) 更に除染された土や樹木等の減容化手法を確立して市町村ごとに設置運用する中間管理

場所を示した一貫した対策を示し、関係市町村に実効性のある助成を行う。 

  

現状及び課題 

 1. 田・畑、住宅地、山林の樹木・腐蝕層と水路等の部位別、１センチ単位の汚染深さの放射性物

質の汚染量とこれまでの除染によるそれらの変化を開示しなければ、有効な除染方法に対する

判断ができない。その結果目標のない除染作業となり、有効な除染効果を生んでいない。税金

の無駄遣いとなる。 

 2. 汚染物質の減容化を採用しなければ、除染した汚染物が大量で、除染作業自体が行き詰まる。 

 3. 現行の居住域だけの除染では、より汚染された山林からの再汚染は避けられず、帰還者を見捨

てることになりかねない。 

  

期待される効果 

 1. 除染事業つまり税金の有効な利活用が俎上に乗り、安易な事業展開が解消できる。 

 2. 国民注視の中で世界に先駆けた除染事業を開拓できる。 

 3. 減容化により保管管理する汚染物の管理場所・方法が検討しやすくなる。 

 4. 各市町村の特殊性・自主性を尊重して除染・保管管理できるようになる。 

  

必要な措置 

 役務変更、運用変更、予算措置 

 市民参画型で推し進める。 
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（６）東日本大震災復興 

提言先 復興庁、農林水産省 

提言名称 復興対策として山林除染 

提言内容 

すでに復帰して生活を始めている区域では、生活地域に影響を及ぼす 汚染山林を伐採し腐蝕

層を除去して、再汚染の危険性を取り除き、避難者の全員帰還を可能とする。他の方法もある

が、以下に森林材を生かした除染法の例を示す。 

 (1) バークと腐蝕層は燃焼し熱利用し、飛灰は濃縮された汚染物として管理する。 

 (2) 樹幹部は乾燥しチップ化して伐採山林にマルチングして表土崩落を防止する。 

 (3) 燃焼熱は燃焼温度に応じて利用し、チップ等乾燥中に回収できる樹液中の薬液成分を効

果的に運用し、新規事業開拓を促進助成し、地域振興に役立てる。 

  

現状及び課題 

 1. より強く汚染されている森林が除染されておらず、せっかく帰還した市民の安全安心は保障さ

れていない。100％の市民の帰還を達成しなければ、地域の商業及び生活の復興は実現できない。 

 2. 皆伐し腐蝕層を剥離すると、表土流出がやまず、国土が荒廃する危険性が指摘されている。マ

ルチングは打開策の一つである。 

 3. 農地が雑草や病害虫で汚染されると復興が大変に困難になるが、樹液成分にはそれらの忌避効

果のあるものがある。 

  

期待される効果 

 1. 比較的高濃度に汚染された森林を除染することで、農業用水を通した再汚染や構成している周

囲環境からの汚染を打開できるので、安心して帰還でき、帰還者を 100％にすることが可能とな

る。 

 2. 樹は樹皮と葉が放射能汚染され、樹幹部は汚染されていない。皆伐と腐蝕層等剥離による表土

流出は、この樹幹部を砕いたチップのマルチングで予防できる。 

 3. 汚染されたバークや枝葉を低温で燃焼するようになるが、低温燃焼でこそ樹液水の回収が有効

に行える。この樹液水に除草や害虫防除の成分が含まれていて、これを抽出して防除に使うこ

とで新しい産業の育成に貢献できる。 

 4. 自己調達できる森林材の利用は安価で、自然にやさしく、世界に訴えることのできる森林除染

対策となる。 

  

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更、予算措置、税制措置 

 研究機関の参画を促し、プラントを試作し、産業化する。 
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（７）東日本大震災復興 

提言先 復興庁、環境省、国土交通省、農林水産省 

提言名称 福島県内東西基幹道路を整備できる復興対策（汚染土壌処理） 

提言内容 

除染土壌等の減容化プラントを国費で各市町村に設け、取り扱い可能な汚染土壌を大規模鉄

筋コンクリート製格納装置（モニター・維持・修復機構つき）を連接して築造し、中に減容処

理後の汚染土壌・飛灰類を収納し、表土を土壌で覆い、多様な生物が生息する広葉樹林帯とし、

頂部に会津・中通り・浜通りを結ぶ高速基幹道路を設ける。 

  

現状及び課題 

 1. 汚染物の中間貯蔵施設の見通しがないことが除染事業の促進を妨げている。また、減容化しな

いと除染を継続促進できない。 

 2. 福島県の東西を結ぶ交通路は脆弱で、高速道路等の交通路の設置が必要。 

 3. 複数の市町村にまたがる大量の汚染物の移動・保管は難しい。 

 4. 保管施設は常にモニターされ、容易に復旧できる構造とし、多様な生物が生息し、人が安心し

て利活用できる形態を保持することで、国民的な理解と安心を得ることができる。 

  

期待される効果 

 1. 除染活動が安全安心の理解の中でリーズナブルにすすめられる。 

 2. 福島県全体の交流が効能となり国民に開かれた活性化を確保することができる。 

 3. 今まで汚染物の保管管理を示すことができなかったので、世界に先駆けた運用形態を示すこと

ができる。 

  

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更、予算措置 

 行政に専門チームを作り、そこで具体的な策定・計画を進めることが必要。 

  

 

 


