I．調査の概要
１．調査の背景と目的

(１) 背景と目的
阿蘇の草原は、平安時代から続くといわれる牛馬の放牧、採草、野焼きなど人為によって
維持されてきたものであるが、その結果、年間 1,900 万人を数える観光客にとって最も人気
の高い景観要素となっており、また、大陸系や北方系の特異な動植物を始め多様な野生生物
が生育生息する場ともなっている。
しかし、農業形態・生活様式の変化、近年の畜産業の低迷や畜産従事者の高齢化などとと
もに、草原維持のための一連の作業を行うことが困難となりつつあり、その結果、草原面積
の減少・草原の変容が進み、国立公園としての景観の劣化や草原生態系における生物多様性
の低下をきたしているのが現状である。
こうした現状を打開するため、環境省では平成８年以降、阿蘇地域において草原保全のた
めの検討や試験的事業を進めてきたが、その取り組みは地元の人々や民間企業、関係行政機
関等にも波及し、草原の維持・保全に関連するさまざまな動きを生み出してもいる。
一方、平成 15 年 1 月には、自然と共生する社会の実現を目指して衰退しつつある生態系そ
の他の自然環境を取り戻すことを主目的とした自然再生推進法が施行され、これに基づいて、
河川、湿原、干潟、里山、森林その他の自然環境を対象に「保全」「再生」「創出」「維持
管理」を行う自然再生事業が全国で始まりつつある。
本調査は、このような背景の下、減少・変容が進んでいる阿蘇の草原の維持・保全及び再
生を図るため、これまでの取り組みをさらに発展させ自然再生事業として具体化させていく
ため、平成 15 年度から実施している阿蘇地域自然再生推進計画調査の一環として行ったもの
である。
阿蘇の草原の保全・再生に向けては、農業との連携が不可欠であるとともに、地域の人々
による草原の価値の再認識や、広域的支援も必要である。本調査は、阿蘇草原再生懇談会の
もと、「草原管理手法に関する検討」、「草原維持活動支援システムに関する検討」と連携
しながら、草原の維持・再生に向けて幅広い情報発信を行うとともに、草原再生に向けた合
意形成を進めるための具体的な方策を検討、試行すること、また、自然再生推進計画の策定
に向けて、国立公園利用の拠点となる施設整備計画を検討・立案するとともに、各分野別検
討結果の調整、関係者の合意形成等を図っていくことを目的として実施した。

(２) 調査対象地域
本調査は熊本県阿蘇市（旧一の宮町、旧阿蘇町、旧波野村）、阿蘇郡南小国町、小国
町、産山村、高森町、南阿蘇村（旧白水村、旧長陽村、旧久木野村）、西原村、上益城
郡山都町（旧蘇陽町）内の、国立公園区域及びその周辺を対象とした。
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(３) 調査の枠組と調査内容
１) 調査・事業の全体像
本業務は平成 15 年度から継続して実施しているもので、昨年度の結果を踏まえ、草原
保全・再生に向けた活動を具体的に推進していくことに重点を置き、検討・試行を進め
た。
調査にあたっては、①草原管理手法に関する検討部会、②草原維持活動支援システム
に関する検討部会、③情報発信・合意形成に関する検討部会を設け、そこで具体的な調
査や課題の検討を行い、その成果を踏まえながら、「草原再生懇談会」で計画の基本的
な方針、とりまとめなどを行った。このうち本調査・事業は、③情報発信・合意形成に
関する検討部会に関する調査・事業を実施したものである。
阿蘇草原再生懇談会

草原維持活動支援システム

情報発信・合意形成に関する

に関する検討部会

検討部会

目 的
①阿蘇の草原に関する基礎情報のデー
タベース化
②保全・再生の観点からの草原の評価
③草原管理手法に関する調査・検討

目 的
①輪地切り省力化技術に関する検証・
評価
②草原維持活動支援組織形成に向けた
検討
③草の需要創出に関する検討

目 的
①草原利用・環境学習等の推進方策に
関する検討
②阿蘇の草原保全・再生に向けた情報
の発信と共有
③阿蘇の草原再生に向けた合意形成

●阿蘇郡全域レベルの基礎情報収集・整理

●輪地切り省力化技術に関する検証・評価

●草原利用・環境学習等の推進方策に関する

◇草原・樹林地の分布状況把握

◇平成 14・15 年草原景観維持事業の検証・

検討

草原管理手法に関する検討部会

・ランドサット画像解析

15
年
度

◇草原利用・環境学習等の推進に関する基本

評価

◇牧野組合による維持管理現況把握

・ﾓｰﾓｰ輪地、小規模点在樹林地除去地

・牧野組合現況・意向アンケート

◇輪地切り省力化に関する現況・意向

◇土地所有、権利制限、公的資金等の投入状

・牧野組合現況・意向アンケート

◇関係団体・事業者へのヒアリング

況把握

◇牧野組合等への普及

●情報の発信と共有

・既存資料の収集整理

・
「輪地切り省力化技術に関する報告会」開

◇情報発信に関する基本的考え方整理

◇空中写真オルソデータ等の整備

◇「阿蘇草原再生ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」開設

催

◇GIS（地理情報ｼｽﾃﾑ）データベース等作成

●草原維持活動支援組織形成に向けた検討

◇ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾁﾗｼ･ﾆｭｰｽﾚﾀｰ等の作成・配布

◇重要な景観、希少野生動植物の分布

◇既存ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織実態把握調査

・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「阿蘇の草原再生をめざして〜阿

・平成 13 年度調査等で把握

◇ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に関するﾏｽｺﾐ等ヒアリング

蘇地域自然再生の始まり」発行

●草原管理手法に関する調査・検討

◇都市住民へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加意向調査

◇実証試験・モニタリング

◇草原維持支援活動実証試験予備調査

・小規模点在樹林地除去地、ﾓｰﾓｰ輪地切り導

●草の需要創出に関する検討

◇阿蘇草原再生に関する意見交換会

◇草の需要創出に関する現況・意向

・「草原再生を支える都市・農村交流に向け

入地の植生変化モニタリング
・野焼き再開検討中の放棄地植生調査

・牧野組合現況・意向アンケート

・ﾆｭｰｽﾚﾀｰ「阿蘇草原再生〜子どもたちへ引
き継ぐ千年の草原」発行

て」開催

●情報発信・合意形成に向けた試行・実践

●阿蘇草原地域自然再生推進計画の検討

◇都市住民による草原維持活動支援方策の検討
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◇モデル地域選定要件等の整理

年

◇モデル地域毎の詳細調査とデータベース作成

◇環境学習の推進に向けた教材づくり

◇詳細調査モデル地域の設定
◇モデル事業候補地（牧野）抽出と詳細調査

度

的考え方の整理
◇阿蘇地域内の関連事例の収集

◇モデル牧野における再生事業の設計

◇草原再生応援団づくり
◇インターネット、紙媒体による情報発信
◇国立公園 70 周年に合わせたｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催
●阿蘇草原地域自然再生推進計画の検討

●実証試験・モニタリングの継続

●草原維持管理活動の実証試験

◇草原利用・環境学習等の推進

◇15 年度調査実施地の継続モニタリング

◇ボランティアによる支援活動実証試
験

◇情報発信と共有

◇効果的維持管理手法の実証試験
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◇拠点施設整備計画

２) 情報発信・合意形成に関する検討概要
情報発信・合意形成に関する検討事項として下記（１）〜（３）を設定し、具体的な
作業内容としては右欄に揚げる調査・事業を行うことによって草原保全・再生への合意
形成を進めるものとした。

（情報発信・合意形成に関する検討事項）

（平成 16 年度作業項目）

（１）草原利用・環境学習等の推進方策に関す

○都市住民による草原維持活動支援方策の検

る検討

討･･･第Ⅱ章
・牧野組合等との連携によるツアーの企
画・開催、ＨＰ等による情報発信・参加者
募集

・ 草原の保全・再生に向けては、地域の人々に
よる草原の価値の再認識や広域的支援が必要
・ そのため、草原を環境学習・自然体験等の素
材や場として活用し、幅広い層に阿蘇の草原
の現状やその保全・再生への理解と協力を得
ていくための方策を検討する

○環境学習推進に向けた教材づくり･･･第Ⅲ章
・地元小・中学生向け草原カレンダー
・教師向け草原ハンドブック
・地域外の子供向け草原パンフレット

・ また、地元生産農家や消費者が積極的に草原
再生に関わることのできる仕組みを検討する

○草原再生応援団づくり･･･第Ⅳ章
・草原再生シール商品の試行販売、紹介ポ
スター等の作成・配布、ＨＰ等による情報
発信、詳報公開
・協力店舗・生産者の発掘

（２）情報の発信と共有
・ 草原の保全・再生に向けた活動を、継続的か
つ地域に根付いた取り組みとしていくことが
大切

○インターネット・紙媒体による情報の発信
と共有･･･第Ⅴ章

・ そのため、地域内外の多くの主体や人々の参
加・協力、地元の組織やその活動との連携等
による交流などを通して、幅広い層に対する
情報発信・普及啓発活動を検討する

○シンポジウム等の開催による情報の発信と
共有･･･第Ⅵ〜Ⅹ章
・地元団体と連携したイベントの開催
・熊本市内でのシンポジウムの開催
・牧野組合関係者との意見交換会の開催

・ また、幅広い関係者の間での情報の共有化を
図る

（３）阿蘇草原地域自然再生事業計画の検討

○阿蘇草原地域自然再生事業推進計画の検討

・ 環境教育プログラムの実施や普及啓発、人材
育成等に必要な草原保全・活用の拠点整備に
ついて検討する

・草原利用・環境学習等の推進
・情報の発信と共有
・拠点施設整備計画･･･第Ⅹ章

草原保全・再生への合意形成
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３) 調査体制
情報発信・合意形成に関する検討にあたっては、草地畜産分野、教育分野、観光分野
を中心とした専門家からなる検討部会を設置し、本年度２回の検討部会を開催し、作業
の結果を踏まえながら、検討事項について検討を行った。
表I-１ 情報発信・合意形成に関する検討部会委員

坂元英俊
宮口侗廸
井 信行
和田真幸
永田瑞穂
本田弘良
草野武夫
西山英樹

財団法人 阿蘇地域振興デザインセンター事務局長
早稲田大学教育学部教授
産山村上田尻牧野組合前組合長、阿蘇フォーラム委員長
阿蘇ホテル社長
崇城大学講師
農林水産省九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所次長
熊本県阿蘇地域振興局振興調整室長
熊本県阿蘇地域振興局農林部農業振興課長
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表I-２ 平成１６年度

調査・事業項目
都市住民による草原維持活
動支援方策の検討･･･本編第
Ⅱ章

８月

Ｈ16 年 6･7 月
・ツアーの枠組の
検討、実施可能
性についてヒアリ
ング

・8/31 第１回作業部
会

９月
・参加者募集開始

10/9-10 町古閑牧野

環境学習の推進に向けた教
材づくり･･･本編第Ⅲ章

１０月

１１月

●全３回のツアー開催

10/17-18 池の窪牧野

１２月

Ｈ17 年１月

２月

10/23-24 木落牧野

●1/13 第２回作業部会 ●2/16 第３回作業部
の開催
会の開催

●11/19 第１回作業部会の
開催

･シール・チラシ・ポスタ
ー・メッセージカード、
アンケートの作成

チラシやアンケートを設置

●試行（シール商品の販売、消費者アンケートの実施、協力者へのヒアリング）
・10/31 阿蘇フォーラム
まるごとフェスタ「見本
市」でのキャンペーン

・1/13 ｼｰﾙ協力者によ
る座談会の開催

・2/28「（仮称）生産者
の会」準備会の開催

・12/19 かたらんね歳末
感謝祭キャンペーン

●ニュースレター（ＮＬ）第３号発行（７月）

●ＮＬ第４号発行（10 月）

●ＮＬ第５号発行（１月）

●ＮＬ第６号発行（３月）

草原管理手法に関する実証試験をはじめました／特

第３回阿蘇草原再生懇談会開催／特集「採草の継続に向けて実
証試験を行っています」

阿蘇フォーラムまるごとフェスタに参加／特集「阿蘇草

●「平成１５年度牧野組合調査結果の概要」チラシ作
成・配布

でいます」

調査の一環として実証試験
地の野焼きを実施／特集
「阿蘇草原再生シンポジウ
ムを開催しました」

集「阿蘇の草原生態系を知ろう」

原再生への参加の輪を広げていくための事業に取り組ん

●パンフレット「阿蘇草原
地域自然再生推進計
画」作成

●阿蘇草原再生ホームページの管理・情報更新

阿蘇フォーラム・まるごと
フェスタへの参加･･･本編第
Ⅵ章

牧野組合等意見交換会･･･本
編第Ⅷ章

●10/30-31 阿蘇フォ
ーラムまるごとフェ
スタに参加し、阿蘇
草原再生をＰＲ

・企画骨子を基に、
関係者打診開始

WA･･･草原管理手法に関する検討部会
WB･･･草原維持活動支援システムの検討
部会
WC･･･情報発信・合意形成に関する検討
部会

・案内チラシの作成
・地元活動団体への参
加呼びかけ

・チラシの配布・参加募
集

●2/12 草原再生シン
ポジウムの開催

・3/2 熊本日日新聞・シ
ンポ特集記事掲載

・新聞等への広告掲載

●8/31「阿蘇草原再生と牧野組合調査結果に
関する意見交換会」の開催（台風により会は
中止し、会合にかえて資料を配布）

草原景観保全事業（草小積
み景観再生事業）
阿蘇草原再生懇談会及び検
討部会の開催

●カレンダー、ハンドブ
ック、パンフレット完成

・監修作業開始

・協力生産者・直売店
の発掘

阿蘇草原再生シンポジウム
の開催･･･本編第Ⅶ章

３月

・11/16 第２回作業部会

・３種類の教材につ
いての企画案作
成

草原再生応援団づくり･･･本
編第Ⅳ章

インターネット・紙媒体に
よる情報の発信と共有･･･本
編第Ⅴ章

情報発信・合意形成に関する検討の流れ

●2/4「阿蘇草原再生に向けた意見交換会」の開
催

ミルクロード、やまなみハイウェイ、国道 265 号沿線に草小積みの再現
●8/3 第３回阿蘇草
原再生懇談会開
催

●12/16 第４回 WA 開
催

●3/11 WA・WB 合同開
催開催

●12/7 第３回 WB 開催

●3/14 第４回 WC 開催

●12/20 第３回 WC 開
催

●3/18 第４回阿蘇草原
再生懇談会開催

