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阿蘇の草原は、自然と人との共生の産物

千年以上も続く 人と草原との関わり千年以上も続く 人と草原との関わり千年以上も続く、人と草原との関わり千年以上も続く、人と草原との関わり

「延喜式延喜式」の記述から、この頃、阿蘇は
良好な馬産地として知られ 既に草原

★近年の研究では、

約１万３千年前からス
平安時代平安時代

良好な馬産地として知られ、既に草原
が広がっていたことがわかる。

原野を共同利用する制度「催合催合（もや

約１万３千年前からス

スキ草原が存在
していた、という結果も報

告されています
江戸時代江戸時代 原野を共同利用する制度「催合催合（もや

い）」があった。

集落毎の入会地入会地として農畜産に利用。

告されています。

（2006「阿蘇火山の活動と草原の歴
史ーカルデラ東方域での珪酸体分
析結果から」（独）森林総合研究所、

江戸時代江戸時代

明治以降明治以降
析結果から」（独）森林総合研究所、
古環境研究所）

現現 在在

草原を利用・維持管理する草原を利用・維持管理する

牧野組合は、牧野組合は、160160

牧野組合等が管理する
草原面積は、

22万万2000h2000h入会権者数は、入会権者数は、9,1939,193戸戸 22万万2000ha2000ha

阿蘇阿蘇 火山との共生とその文化的景観火山との共生とその文化的景観世界遺産を目指す『阿蘇阿蘇--火山との共生とその文化的景観火山との共生とその文化的景観-』に不可欠
な構成資産



効果的だが厳しい輪地切り 野焼き作業効果的だが厳しい輪地切り 野焼き作業

阿蘇の草原は、自然と人との共生の産物

効果的だが厳しい輪地切り，野焼き作業効果的だが厳しい輪地切り，野焼き作業

99月の月の輪地切り輪地切り99月の月の輪地切り輪地切り

33月の月の野焼き野焼き
輪地焼き輪地焼き

月の月の野焼き野焼き



草原の恵みー暮らしや産業を支える阿蘇の草原

草原を媒介とした阿蘇の循環的農耕草原を媒介とした阿蘇の循環的農耕草原を媒介とした阿蘇の循環的農耕草原を媒介とした阿蘇の循環的農耕

４



草原の恵みー暮らしや産業を支える阿蘇の草原

九州の水がめ九州の水がめ九州の水がめ九州の水がめ

・阿蘇は６本の一級河川の源・阿蘇は６本の一級河川の源阿蘇は 本 級河川 源阿蘇は 本 級河川 源
流域にあたり、流域にあたり、約約500500万人万人
もの人々の暮らしを潤し、多もの人々の暮らしを潤し、多もの人々の暮らしを潤し、多もの人々の暮らしを潤し、多
くの産業活動を支えていまくの産業活動を支えていま
す。す。す。す。

・水収支のデータからは、草・水収支のデータからは、草水収支のデ タからは 草水収支のデ タからは 草
原も森林に劣らず地下原も森林に劣らず地下水を水を
涵養する力があることが言涵養する力があることが言涵養する力があることが言涵養する力があることが言
えます。えます。



草原の恵みー暮らしや産業を支える阿蘇の草原

日本一のサクラソウ群落に象徴される日本 のサクラソウ群落に象徴される

生物多様性保全の場生物多様性保全の場

阿蘇の草原に生育する植物は約600種。

全国の草原が減少する中 様々な草原性全国の草原が減少する中、様々な草原性
動植物が棲み続けるかけがえのない環境
です。です。

大陸系遺存植物や北方系の植物をはじ め、
草原特有の動植物が生息・生育

サクラソウ群落サクラソウ群落

草原特有の動植物が生息・生育

ヒゴタイヒゴタイ オオルリシジミオオルリシジミ ハナシノブハナシノブツクシマツモトツクシマツモト



阿蘇の草原の阿蘇の草原のCOCO２２固定化機能固定化機能

ススキなど

野焼き野焼き

微粒炭

地
上 野焼き野焼き上
部

土壌中に蓄積

分解分解 土壌土壌
有機物有機物

根
な
どど

COCO２２として土中に固定化され 阿蘇地域全世帯が1年間に
（全草原面積全草原面積

に換算に換算）COCO２２として土中に固定化され

る量は年間年間1.21.2～～3.03.0㌧㌧/ha/ha
阿蘇地域全世帯が1年間に

排出するCOCO２２の約7割に⇒
に換算に換算）



草原の恵みー暮らしや産業を支える阿蘇の草原

広大な草原景観は広大な草原景観は

九州随一の観光資源九州随一の観光資源

カルデラ地形の上に広がる広大な草原と牛
馬放牧の風景は、

年間年間17001700万人万人もの観光客が訪れる観光の年間年間17001700万人万人もの観光客が訪れる観光の
重要な資源です。

●国立公園阿蘇：国立公園阿蘇：●国立公園阿蘇：国立公園阿蘇：
昭和９年、火山景観とともに野焼きに代表される草原

景観が評価され指定。

●阿蘇ジオパーク：阿蘇ジオパーク：
火山と人が作り上げた景観とその歴史を学び、楽し

む場とし 平成21年10月に日本ジオパ クネ ト

●雄大で美しい阿蘇の景観は 九州・熊本の観光パンフレッ九州・熊本の観光パンフレッ

む場として、平成21年10月に日本ジオパークネット

ワークへの加盟が認定。

●雄大で美しい阿蘇の景観は、九州・熊本の観光パンフレッ九州・熊本の観光パンフレッ

トや小説、映画の舞台としてたびたび登場トや小説、映画の舞台としてたびたび登場。



草原で育まれてきた文化草原で育まれてきた文化

草原の恵みー暮らしや産業を支える阿蘇の草原

草原で育まれてきた文化草原で育まれてきた文化
「「盆花盆花」」に供えられるに供えられる

採草地の草花採草地の草花採草地の草花採草地の草花

原っぱの絶滅危惧種は原っぱの絶滅危惧種は子供たち子供たち



今、草原は危機的状況にあります

草原再生の担い手不足は深刻担い手不足は深刻草原再生の担い手不足は深刻担い手不足は深刻

平成10年から23年（過去13年間）の
推移をみると、 急傾斜地での作業

・有畜農家は、・有畜農家は、960960戸以上戸以上
（５割以上）減少。（５割以上）減少。

有畜農家数

有畜農家数・放牧頭数の推移

・後継者がいる有畜農家は、
２割。

輪地切り出役者の平均年齢は

10711

8930 10000

120002000 放牧頭数

・輪地切り出役者の平均年齢は、
57.7歳。

・放牧頭数は、・放牧頭数は、40004000頭以上頭以上 1846

6538
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放牧頭数は、放牧頭数は、40004000頭以上頭以上
（約（約4040％）減少。％）減少。 1183
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資料：阿蘇草原維持再生基礎調査報告書
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今、草原は危機的状況にあります

支援ボランティア派遣数は年々増加支援ボランティア派遣数は年々増加支援ボランティア派遣数は年々増加支援ボランティア派遣数は年々増加

輪地切り・野焼きボランティア派遣数・支援牧野数の推移

H20年度の野焼き 輪地切り支
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・H20年度の野焼き・輪地切り支
援ボランティア派遣数は、約２千約２千
人人（延べ）。
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※ボランティア派遣数：延べ人数、グラフ内の数字は野焼き・

輪地切り派遣数の合計

ボランティア派遣の管理運営費
も増大、危機的状況に

20002000人人のボランティア派遣に係る管理運
資料：（財）阿蘇グリーンストック

営費用は約１千万円約１千万円
資料：（財）阿蘇グリ ンストック



阿蘇草原再生協議会の取り組み阿蘇草原再生協議会の取り組み
草原利用 維持管理の 新たなしくみづくりに向けて－草原利用・維持管理の 新たなしくみづくりに向けて

○200以上の

団体・法人、個人が参加

平成17年12月
自然再生推進法に基づく

「阿蘇草原再生協議会」設立
○持続性のある活動展開に

向けて､様々な主体が連携

「阿蘇草原再生協議会」設立

平成19年３月
「阿蘇草原再生全体構想」策定

全体構想を共通認識として全体構想を共通認識として、

多様な主体による様々な活動・

事業を効果的・効率的に展開事業を効果的 効率的に展開



新たなコモンズ（共有地）新たなコモンズ（共有地）

畜産の場畜産の場

生物多様性生物多様性

草原景観草原景観

観光資源観光資源

水がめ水がめ

牧野組合牧野組合

ボランティアボランティア

都市住民都市住民

対価を払う対価を払う募金する募金する 食べる、買う食べる、買う
参加する参加する オーナーにオーナーに

都市住民都市住民

（熊本、九州）（熊本、九州）
観光客観光客企業企業



阿蘇草原再生シール生産者の会阿蘇草原再生シール生産者の会の取り組みの取り組み



あか牛の増頭と肉の消費あか牛の増頭と肉の消費活動活動

草原管理に欠かせないあか牛
のオーナー制度のオ ナ 制度

健康な牛肉の購買で支える



草原の草を使って、卒業証書を作ろう！草原の草を使って、卒業証書を作ろう！



阿蘇草原再生募金の創設阿蘇草原再生募金の創設
草原の恵みを受ける多くの人々の協力を呼びかけます－草原の恵みを受ける多くの人々の協力を呼びかけます

募金は募金は 幅広い人々の力幅広い人々の力で阿蘇の草原をで阿蘇の草原を募金は、募金は、幅広い人々の力幅広い人々の力で阿蘇の草原をで阿蘇の草原を
守っていくための守っていくための しくみづくりの一つしくみづくりの一つ

＜募金想定額＞

当面は第1期（３年間）

呼びかけ対象

様々な形で草原の恵みを受け、 当面は第1期（３年間）
の目標額達成を目指
し、募金を集める。

様々な形で草原の恵みを受け、
また阿蘇の草原に愛着を持つ方々

九州地域住民、観光旅行者、 し 募金を集める

◇第Ⅰ期：

平成22年11月

阿蘇に関連する企業 など

平成22年11月
～平成25年３月

◇目標額：

取り組みの輪を広げていくことにより、
阿蘇の草原が国民共有の財産として

11億円億円 （（３年間３年間））守られていきます。
18



草原再生募金・活動助成の成果草原再生募金・活動助成の成果

●募金額（見込み）

・募金総額：74007400万円万円・募金総額：74007400万円万円

・募金件数：40004000件件

うち大口協賛：20企業・団体うち大口協賛 20企業 団体

4800万円（77割割）

●募金による支援活動（見込み）

・あか牛あか牛増頭に貢献（約180頭）

・野焼き再開による草原再生草原再生

3件，23ha（全体200ha）の再生

ボランティアボランティア運営管理（のべ4500名）・ボランティアボランティア運営管理（のべ4500名）

・38校の学校給食学校給食などにあか牛肉提供

・環境学習ＤＶＤ環境学習ＤＶＤの作成 配布・環境学習ＤＶＤ環境学習ＤＶＤの作成，配布

・その他5分野（18件）の活動助成



行政・団体の本格的な取組に発展中行政・団体の本格的な取組に発展中

熊本県知事の阿蘇草原再生に向けた熊本県知事の阿蘇草原再生に向けた
「かばしまイニシアティブ」の表明「かばしまイニシアティブ」の表明

・県が「草原再生」に直接的に「草原再生」に直接的に取り組む・県が「草原再生」に直接的に「草原再生」に直接的に取り組む

・官民一体で取り組むための草原再生ビジョン草原再生ビジョン策定

・民間からの募金・協力金 企業ＣＳＲ活動への働きかけ働きかけ・民間からの募金・協力金、企業ＣＳＲ活動への働きかけ働きかけ

・DCの新たなミッション「草原の維持再生」「草原の維持再生」

「「世界農業遺産世界農業遺産」認定」認定,,「「草原特区草原特区」認定」認定
・県 阿蘇郡市より・県，阿蘇郡市より

熊本経済三団体による募金の開始熊本経済三団体による募金の開始熊本経済三団体による募金の開始熊本経済三団体による募金の開始



草原の価値は「新しい恵み」草原の価値は「新しい恵み」⇒⇒文化文化草原の価値は「新しい恵み」草原の価値は「新しい恵み」⇒⇒文化文化

牛の餌

敷き草
気持ちのよい風景

レクリエーション
堆肥

屋根の材料

レクリエ ション

生物多様性

二酸化炭素の吸収＋根 材料

薬草

産物

二酸化炭素の吸収

地域の伝統食材（赤牛）

環境学習の場

＋
産物

燃料燃料
環境学習の場

伝統や文化の継承

などなど資源 などなど資源


