第一
一
１

自 然公園 法の 一部 を改 正す る法 律案 要綱
利 用拠 点の 質の向 上の ため の協 議会 の設 置及 び計 画の 認定に 係る 制度 の創 設
国 立公 園に おけ る協 議会 の設 置

国 立公園 の区 域を その 区域 に含 む市 町村 又は 都道府 県は 、市 町村 にあ って は単 独で 又は共 同し て、

都道 府県 にあ って は当 該都道 府県 の区 域内 の市 町村 であ って 当該 国立公 園の 区域 をそ の区 域に 含む も

の と共 同し て、 当該 国立 公園 の区 域内 におけ る集 団施 設地 区そ の他 の公 園の 利用 のため の拠 点（ 以下

「 利用 拠点 」とい う。 ）と なる 区域 （以 下「 利用 拠点 区域」 とい う。 ）に つい て、 国立 公園 事業に 係

る施 設の 整備 改善 を中 心と した当 該利 用拠 点の 質の 向上 のた めの 整備 改善に 関し 必要 な協 議を 行う た

（第 十六 条の 二第一 項関 係）

１ の協 議会 は、当 該市 町村 （市 町村 及び 都道 府県 が共 同して 組織 する 場合 にあ って は、 当該 市町村

めの協 議会 を組 織す るこ とが でき るも のと するこ と。
２

及び 都道 府県 ）、 当該 利用 拠点 区域内 にお いて 国立 公園 事業 を執 行す る者 、利用 拠点 の整 備改 善に 関

（ 第十 六条 の二 第二 項関 係）

する 事業（ 以下 「利 用拠 点整 備改 善事 業」 とい う。） に係 る施 設等 の所 有者 等を もっ て構 成する もの
と する こと 。
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二
１

利用 拠点 整備 改善 計画 の認 定

一の １の 協議 会にお いて 、公 園計 画に 基づ き、 当該 協議 会の構 成員 であ る市 町村 の区 域内 の国 立公

園 の区 域内 にお ける 利用 拠点 区域 につい て、 公園 事業 に係 る施 設の 整備 改善 を中心 とし た利 用拠 点の

質 の向 上のた めの 整備 改善 に関 する 計画 （以 下「 利用拠 点整 備改 善計 画」 とい う。 ）を 作成し たと き

は、 市町 村又 は都 道府 県及び 当該 利用 拠点 整備 改善 計画 に記 載さ れた利 用拠 点整 備改 善事 業を 実施 し

（ 第十 六条 の三第 一項 関係 ）

利用 拠点 整備 改善 計画 には、 利用 拠点 整備 改善 計画 の区 域、 当該 区域に おけ る利 用拠 点の 質の 向上
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よ うと する 者は 、共 同で 、環 境大 臣の 認定を 申請 する こと がで きる もの とす るこ と。

２

のため の整 備改 善に 関す る基 本的 な方 針、 利用拠 点整 備改 善計 画の 目標 、当 該目 標を 達成す るた めに

まで のい ずれ にも適 合す るも ので ある と認 める とき は、 その認 定を する もの とす るこ と。

（四）

環境大 臣は 、１ の認 定の 申請 があ った 場合 におい て、 当該 申請 に係 る利 用拠 点整 備改 善計画 が次 の

（第 十六 条の 三第 二項 関係 ）

行 う利 用拠 点整 備改善 事業 の内 容、 実施 主体 及び 実施 時期 等を記 載す るも のと する こと 。

３

から

（一）

三

四

公園 計画 に照 らし て適切 なも ので ある こと 。

（ 第十六 条の 三第 四項 関係 ）

から

ま での いず れか に適 合

当 該利 用拠 点整 備改 善計 画の 実施 が利用 拠点 整備 改善 計画 の区 域に おけ る利 用拠点 の質 の向 上に

寄 与す るもの であ ると 認め られ るこ と。
当該 国立 公園 の保 護に 支障を 及ぼ すお それ がな いも ので ある こと 。

国立 公園 事業 に関 する 特例 等

（ 第十 六条 の五 第一項 関係 ）

認定 を受け た利 用拠 点整 備改 善計 画に 係る 利用 拠点整 備改 善事 業に つい て、 国立 公園 事業 の執行 に係

る 認可 等の 特例 を定 めると とも に、 特別 地域 等に おけ る行 為に 係る許 可等 を要 しな いも のと する こと 。
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円 滑か つ確 実に 実施 され ると 見込 まれ るもの であ るこ と。

認 定の 取消し
環境 大臣 は、 二の ３の 認定 を受け た利 用拠 点整 備改 善計 画が 二の ３の

（四）

しなく なっ たと 認め ると きは 、そ の認 定を 取り消 すこ とが でき るも のと する こと 。

（一）

（二）
（一）
（四）
（三）

五
１

（ 第十六 条の 六、 第二 十条 から 第二 十三 条ま で及び 第三 十三 条関 係）
国定 公園 にお ける協 議会 の設 置等

国 定公 園の 区域 をそ の区 域に 含む市 町村 は、 単独 で又 は共 同し て、 当該 国定公 園の 区域 内に おけ る

利 用拠 点区域 につ いて 、国 定公 園事 業に 係る 施設 の整備 改善 を中 心と した 当該 利用 拠点 の質の 向上 の

１ の協 議会は 、当 該市 町村 、当 該利 用拠 点区 域内 におい て国 定公 園事 業を 執行 する 者、 利用拠 点整

（ 第十 六条 の七 第一 項関 係）

ため の整 備改 善に 関し 必要な 協議 を行 うた めの 協議 会を 組織 する ことが でき るも のと する こと 。

２

備改 善事 業に 係る 施設 等の 所有者 等を もっ て構 成す るも のと する こと 。

（第十 六条 の七 第二 項関 係）

（ 第十六 条の 七第 三項 関係 ）

国 立公 園に おける 利用 拠点 整備 改善 計画 等に 係る 規定 は、１ の協 議会 につ いて 準用 する もの とする

公園計 画の 変更 又は 公園 事業 の決 定等 の提 案

こと 。

３

六

一 の１ 又は 五の １の 協議会 は、 利用 拠点 整備 改善 計画 の作 成の ために 必要 な公 園計 画の 変更 又は 公園
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国立 公園 の区 域を その区 域に 含む 市町 村又 は都 道府 県は 、市 町村に あっ ては 単独 で又 は共 同し て、

国 立公園 にお ける 協議 会の 設置

質の 高い 自然 体験 活動 の促 進のた めの 協議 会の 設置 及び 計画 の認 定に 係る制 度の 創設

（第 八条 の二 第一 項及び 第三 項並 びに 第九 条の 二第 一項 及び 第三項 関係 ）

事 業の決 定等 の提 案を 行う こと がで きる もの とする こと 。

第二
一
１

都 道府 県に あっ ては 当該 都道 府県 の区 域内の 市町 村で あっ て当 該国 立公 園の 区域 をその 区域 に含 むも

（第四 十二 条の 二第 一項 関係 ）

の と共 同し て、当 該国 立公 園の 区域 につ いて 、質 の高 い自然 体験 活動 の促 進に 関し 必要 な協 議を行 う
ため の協 議会 を組 織す るこ とがで きる もの とす るこ と。

１ の協 議会 は、 当該 市町 村（ 市町 村及 び都道 府県 が共 同し て組 織す る場 合に あっ ては、 当該 市町 村

国 定公 園に おけ る協議 会の 設置

成す るもの とす るこ と。

（ 第四 十二 条の 二第 二項関 係）

活動 促進 事業 」と いう 。） を実 施する 者、 自然 体験 活動 促進 事業 に係 る施 設等の 所有 者等 をも って 構

及 び都 道府 県） 、当該 国立 公園 の区 域内 にお いて 自然 体験 活動の 促進 に関 する 事業 （以 下「 自然 体験

２

二
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１

国定 公園 の区 域を その 区域 に含 む市 町村 は、単 独で 又は 共同 して 、当 該国 定公 園の区 域に つい て、

（ 第四 十二条 の三 第一 項関 係）

質の 高い 自然 体験 活動の 促進 に関 し必 要な 協議 を行 うた めの 協議会 を組 織す るこ とが でき るも のと す
る こと 。

１ の協議 会は 、当 該市 町村 、当 該国 定公 園の 区域内 にお いて 自然 体験 活動 促進 事業 を実施 する 者、

（ 第四 十二 条の 三第 二項 関係 ）

一の １又 は二 の１ の協 議会に おい て、 公園 計画 に基 づき 、当 該協 議会の 構成 員で ある 市町 村の 区域

自 然体 験活動 促進 計画 の認 定

自然 体験 活動 促進 事業 に係る 施設 等の 所有 者等 をも って 構成 する ものと する こと 。

２

三
１

内の国 立公 園又 は国 定公 園の 区域 につ いて 、質の 高い 自然 体験 活動 の促 進に 関す る計 画（以 下「 自然

体 験活 動促 進計 画」と いう 。） を作 成し たと きは 、市 町村 又は都 道府 県及 び当 該自 然体 験活 動促 進計

画に 記載 され た自 然体 験活 動促 進事業 を実 施し よう とす る者 は、 共同 で、 国立公 園に あっ ては 環境 大

臣の 、国定 公園 にあ って は都 道府 県知 事の 認定 を申請 する こと がで きる もの とす るこ と。

（ 第四 十二 条の 四第 一項関 係）
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２

自然 体験 活動 促進 計画 には 、自 然体 験活 動促進 計画 の区 域、 当該 区域 にお ける 質の高 い自 然体 験活

動の 促進 に関 する 基本的 な方 針、 自然 体験 活動 促進 計画 の目 標、当 該目 標を 達成 する ため に行 う自 然
体 験活 動促 進事 業の 内容 及び 実施 主体等 を記 載す るも のと する こと 。

（ 第四 十二条 の四 第二 項関 係）

環境 大臣 又は 都道 府県知 事は 、１ の認 定の 申請 があ った 場合 におい て、 当該 申請 に係 る自 然体 験活
から

ま での いず れにも 適合 する もの であ ると 認め ると きは 、その 認定 をす るも

（第 四十 二条 の四 第三 項関係 ）

当該自 然体 験活 動促 進計 画の 実施 が自 然体 験活動 促進 計画 の区 域に おけ る質 の高 い自 然体験 活動

の 促進 に寄 与す るもの であ ると 認め られ るこ と。
当該 公園 の保 護に 支障 を及 ぼす おそれ がな いも ので ある こと 。
円滑 かつ確 実に 実施 され ると 見込 まれ るも ので あるこ と。

認 定の 取消 し
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動 促進 計画 が次 の
の とす るこ と。

（四）

公園 計画 に照 らし て適 切な もので ある こと 。

（一）

３

四

（二）
（一）
（四）
（三）

認 定を受 けた 自然 体験 活動 促進 計画 に関 する 特例

から

まで

（ 第四 十二 条の 六第 一項 関係 ）

（第 二十 条か ら第 二十 三条 まで 及び第 三十 三条 関係 ）

認定 を受 けた 自然 体験 活動促 進計 画に 係る 自然 体験 活動 促進 事業 につい て、 特別 地域 等に おけ る行 為

公 園計 画の変 更の 提案

（ 第八 条の 二第 一項 及び第 三項 関係 ）

一の １又 は二 の１ の協 議会 は、自 然体 験活 動促 進計 画の 作成 のた めに 必要な 公園 計画 の変 更の 提案 を

利用 のた めの規 制の 強化

行為 に、野 生動 物（ 鳥類 又は 哺乳 類に 属す るも のに限 る。 以下 同じ 。） に餌 を与 える こと その他 の野 生動

国立 公園 又は 国定 公園 の特 別地 域、海 域公 園地 区又 は集 団施 設地 区内 にお ける利 用の ため の規 制の 対象

第三

行うこ とが でき るも のと する こと 。

六

に 係る 許可 等を 要し ない もの とす るこ と。

五

のい ずれ かに 適合 しなく なっ たと 認め ると きは 、そ の認 定を 取り消 すこ とが でき るも のと する こと 。

環 境大臣 又は 都道 府県 知事 は、 三の ３の 認定 を受け た自 然体 験活 動促 進計 画が 三の ３の

（四）

物 の生 態に 影響 を及 ぼす行 為で 政令 で定 める もの であ って 、当 該国立 公園 又は 国定 公園 の利 用に 支障 を及
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（一）

（ 第三 十七 条第一 項第 三号 関係 ）

国 、地 方公 共団 体、 事業 者及 び自然 公園 の利 用者 は、 優れ た自 然の 風景 地の保 護と その 適正 な利 用が

そ の他

ぼ すおそ れの ある もの を行 うこ とを 追加 する ものと する こと 。
第四
一

中 央環 境審 議会 の意 見を 聴く こと とされ てい る国 立公 園事 業の 決定 、廃 止及 び変更 に関 し、 一定 の事

（第 三条 第一 項関 係）

図 られ るよう に、 相互 に連 携を 図り なが ら協 力す るよう 努め なけ れば なら ない もの とす ること 。

二

（ 第九 条第 一項関 係）

公園 事業 を譲 渡す る場 合の地 位の 承継 に関 する 規定 の整 備を 行う こと。

項 につ いて は、審 議会 の意 見を 聴く こと を要 しな いも のとす るこ と。
三

公 園管 理団 体と して 指定 する 法人 が行 う業務 を見 直し 、自 然の 風景 地の 保護 に資 する活 動及 び国 立公

（第 十二 条第 一項 関係 ）

四

国及び 都道 府県 は、 国立 公園 又は 国定 公園 の利用 の増 進に 資す るた め、 国内 外に おけ る国立 公園 又は

（第 五十 条関 係）

園 又は 国定 公園 内の施 設の 維持 管理 を行 う法 人を 指定 する ことが でき るも のと する こと 。

五

国 定公 園に 関す る情 報の提 供及 び普 及宣 伝を 行う よう に努 める ものと する こと 。
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六

七
第五
一

二

（ 第六十 六条 の二 関係 ）

（第八 十二 条第 二号 関係 ）

国立 公園 又は 国定公 園の 特別 地域 等に おけ る許 可を 要す る行為 に係 る罰 則を 引き 上げ るも のと するこ
と。
そ の他所 要の 規定 の整 備を 行う こと 。
施 行期 日等

（附 則第 一項関 係）

こ の法 律は 、一 部を 除き 、公 布の 日から 起算 して 一年 を超 えな い範 囲内 にお いて政 令で 定め る日 から
施 行す るも のとす るこ と。

政府 は、 この 法律 の施 行後五 年を 経過 した 場合 にお いて 、こ の法 律によ る改 正後 の自 然公 園法 （以 下

（附 則第 三項 関係）

「新法 」と いう 。） の施 行の 状況 を勘 案し 、必要 があ ると 認め ると きは 、新 法の 規定 につい て検 討を 加
え 、そ の結 果に 基づい て所 要の 措置 を講 ずる もの とす るこ と。
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