
坂本 みなさんこんにちは。本日は、大変よいお

天気となりました。ということは、皆様のところ

では、牧草管理等お忙しいなか来て頂いていると

いうことになるかもしれません。あとは座ったま

まで進行させて頂きます。阿蘇草原再生千年委員

会の坂本正です。本日はどうぞよろしくお願いし

ます。環境省より千年委員会と阿蘇みらい創造懇

談会について大変長く説明していただきましたの

で、恐縮の限りでございますけれども、あとは牧

野組合、県、観光協会、草原再生協議会の高橋先生

が、今まで取り組んでいただいて、それを我々が、

応援するという千年委員会でございました。 
それでは、今までの話を受けまして、まずは高橋

先生の方から口火を切ってほしいと思います。 

 

高橋 みなさんこんにちは。私の提案については

後程ということですので、短めに話をさせていた

だきます。先程、環境省の北橋課長、グリーンスト

ックの桐原専務より話がありましたように、地震

等様々な災害を受けたのですが、草原についての

課題というものがでました。草原再生協議会とし

ても、これだけ被害が激しければ、野焼きができ

ないのではないかとものすごく心配をしました。

しかも被害の実態がわからないという状況の中で、

まさに手探りの中で、何回も何回も論議を続けて

きました。幸い協議会は行政機関もすべて入って

おりますし、情報がかなり集約されてくる。その

うち被害の実態も見えてくる、実際、牧野さんは

何を欲しがっている、どういった支援策を必要と

しているのかが分かってきました。 

先程、北橋様より話があったのですが、草原と

言われる大半の野草地、牧野は農業サイドの具体

的な救済策がないという実態に直面致しました。

たとえば、農地であるとか家畜であるとか共済、

農済などもともと救済策があったわけですけれど

も、実は草原については全く手当がない。どうや

ってよいのかということだったのですけれども、

構成員である行政の方達も、新しい形での救済策

を、決して十分ではないかもしれないですが、色々

な形で頭を絞っていただいて、知恵を出して頂い

て、少しずつ復旧に向けて進んでいるという状況

です。 

具体的には熊本地震被災牧野復旧支援事業、Ｊ

ＲＬの事業であるとか、実際に助成を受けている

多面的機能支払制度、中山間地直接支払制度の中

では、比較的軽微な物、自分たちで出来るもので

あれば、何十万は出していただける、小さいなが

らも積み上げながら少しずつ増やしている状況。 

草原再生協議会としても、先程お話があったよ

うに、募金を集めているのですけれども、今年は

前倒しで、とにかくこの野焼きができるかどうか

が勝負ということで、今年復旧作業、牧野や管理

道路、草原の復旧作業にあたって野焼きをできる

状況にする、そういう目途が立つような状況にす

るものに助成をしようということで先日お金を払

ったということです。そういう形で、言い方は悪

いかもしれませんが、行政サイドから見放された

牧野もですね。何故野焼きをしなければいけない

のか、先程阿蘇市長の方から熱弁をふるって頂き

ましたが、野焼きを維持することによる受益者は

誰なんだろうと考えたときに、やっぱり観光サイ

ドではないだろうかという気がします。今の農業

の経済活動では、使わないかもしれないけれども、

草原を維持して頂くとともに、牧野さんの景観管

理が回っていく仕組み、満喫プロジェクトの中で

も話がありますが、そういったことが今後かなり

具体化していかなければならないというイメージ

を持っております。そして、それを維持していく

ためには農林畜産業がとても大事です。様々な形

で支えるといってもそれは、農業に携わって頂く

という考え方が大事。食材を買うことについても、

広い意味での農業に携わって頂くという意識が必

要かなと。そういったことを都会の方にも想像し

て頂く、草原の価値を広く知らせていく活動につ

ながっていくのではないかと感じました。今後ま

だまだ先は長いと思いますけれども、非常に有能

な方達が集まっている場所ですので、いろいろ知

恵を出し合うと、県や国に助けて頂きながら、千

年の草原を引き継いで、より地元の経済活動に役

立つように、発展させられるようになればいいか

なと思っているところです。 

 

坂本 ありがとうございました。高橋先生は全国

の草原の会のリーダーでもありますし、熊本阿蘇

はダントツにすごいということで実践されている

わけですが、草原の価値を高めていくのは、地元

の農畜産業、行政が考えて、観光と結びつくか。そ

れが新しい形の創造的復興案なのかなと。 

次に、県の小牧課長には少し長めにお願いしよ

うかと思っておりますが、小牧さんは立野、草原

再生の事もされておりますし、守備範囲が広いで

すよね、今、天草芦北まで一人でされていると。熊

「阿蘇草原の創造的復興に向けて」パネルディスカッション 

 

[ここに出典を記載します。] 



本は彼に全部任せて大丈夫なのかなと、仕事が多

いようですけれども、そのなかでも、知事が圧倒

的に阿蘇に入っている、蒲島イニシアティブの中

に入っている。県が満喫プロジェクト、実は私が

座長をしている時に、小牧さんに大分言われたの

ですが、スーパーナショナルパークという言葉を

どこでもよいから入れてくれというものですから

見出しのところに入れましたけれども、結局なぜ

必要かというと、満喫プロジェクトが動くことで、

環境省も県も地元もお金がおりて道筋化できる、

ここが非常に大事なところですが、その辺を含め

て、小牧さんの方からお話を頂きたいと思います。 

 

小牧 只今ご紹介頂きました県の地域振興課長の

小牧と申します。県の地域振興の全体を担当して

おりますけれども、よく考えると阿蘇に来る機会

が非常に多いと、県としても阿蘇に力を入れてや

ろうと思っております。坂本委員長の方から未来

創造懇談会の提言、先程北橋課長からの話にあり

ましたけれども未来型ナショナルパークという文

言を入れてくれということで、これもすべてこの

後の満喫プロジェクトに阿蘇くじゅう国立公園を

位置づけてほしいという思いの基に、強く申し出

たのを思い出しました。それが今後良い結果に結

びついていくように私どもしっかり頑張っていき

たいと思っております。 

県では地震で傷ついた熊本を一日も早く復興さ

せると、またさらに発展させるために昨年８月、

地震に遭ってすぐなんですけれども、復旧復興プ

ランというものを具体化しております。１２月に

は県政運営の基本方針となります、熊本復旧復興

四カ年戦略というものを策定しております。前方

スクリーンを見て頂きますと、四カ年戦略ではそ

こに書いてあります通り、災害に強く誇れる宝を

次世代に繋げる新たな熊本の創造を基本理念とし

ております。県民の総力を結集致しまして、将来

世代にわたる県民総幸福量を最大化することを目

指しております。県民総幸福量の最大化とは知事

が日頃より申し上げていることです。 

県民の幸福量の最大化とは、次の式で示される

通りです。最大化には四つの要因があります。一

番目はＥ、経済的豊さエコノミーでございます。

二番目はＰ、品格、誇り、プライド、三番目はＳ、

安全、安心のセキュリティ、四番目はＨ，夢、ホー

プということでございます。熊本地震からの復旧

復興には決して経済的豊かさだけではなくて、安

全安心な暮らし、阿蘇の草原再生等の地域に重点

を置きながら、将来世代にわたり実感できる、熊

本の創造を目指して取り組む。四つの柱の四カ年

戦略です。 

本日、時間がありませんので簡潔にいきますけ

れども、５７号をはじめとする幹線道路の整備、

阿蘇神社などの文化財の修復、そして本日のメイ

ンであります阿蘇草原の創造的復興に向けて全力

で取り組んでいくということでございます。県の

草原の維持再生の取り組みの方向性でございます。

これについては先程、北橋課長の方からもありま

した様に、平成２０年５月の阿蘇草原再生千年委

員会によって、草原再生支援の取り組みを行うこ

とを蒲島イニシアティブとして表明しております。

更に平成２５年８月に蒲島イニシアティブＮＥＸ

Ｔとしまして草原保全再生の新たな仕組みづくり

につながる実証的取り組みをしているところでご

ざいます。蒲島イニシアティブＮＥＸＴは阿蘇の

世界的なブランド力の向上、創造的な草原再生の

推進の２本柱からなっております。  

本日、時間がございませんので、簡単に説明致

します。たとえば、創造的な草原再生の推進を、野

焼き再開の支援、みなさんご承知の通り、昨年２

月に多くの地元関係者の協力を基に、草千里で約

５０年ぶりに野焼きを再開させたところでござい

ます。草千里の野焼き、簡単なようでございます

が、なかなか、様々な関係者がかかわっておられ

ます。ここにおられます阿蘇市長、佐伯課長、地元

のご尽力によって実現したものです。当日は、マ

スコミ等にも注目して頂き大々的に報じられたこ

とが皆さまご存知かと思います。今年の草千里の

野焼きですけれども熊本地震によりまして、草千

里周辺道路が崩壊し、一時は本年の野焼きが危ぶ

まれましたが、地元関係者、特に牧野組合の皆様

の熱意によりまして、２月８日に野焼きを実施し

ました。復興への「のろし」をあげることにつなが

りました。引き続き創造的復興への実現に向けて、

草千里での野焼きを継続していきたいと思います。

これまでに、草千里３０ha部を含めまして、約１

５０ha の草原再生の野焼きを行っている所でご

ざいます。 

次に、熊本地震の発生によりまして、阿蘇市や

南阿蘇村を中心に牧野道等の損壊が発生しまして、



大きな影響を及ぼしているところでございます。

繰り返しになりますが、農業生産に関わらず、草

原景観維持ために野焼きをするところを対象とす

る復旧支援はないと。その大きな課題の中、実は、

地震発生後に日本財団と知事がかわしました、緊

急支援、日本財団とキリングループの支援としま

して牧野道の復旧、野焼きだけを対象とする場所

でございますが、そこに対する支援を行っている

ところでございます。今回は象徴的な箇所３箇所

を支援させていただきました。 

キリングループにおかれましては、来年度も引

き続き、この取り組みを進めていくこととしてお

ります。予算としては、約１０カ所の２千万円規

模のご支援を頂くものでございます。次に、先程、

満喫プロジェクトの話が出ておりますけれども、

環境省からも説明を頂いておりますが、世界最高

水準のナショナルパークを目指すものの中に、阿

蘇くじゅうが決定されたということで話がありま

したが、昨年１２月にはロードマップが完成され

たところでございます。この満喫プロジェクトは

ですね、熊本地震からの創造的復興の一つの柱と

して、国、県、市町村そして、地元の方々と取り組

むものでございまして、先程申し上げましたけれ

ども、県としてもこの満喫プロジェクトの位置づ

けを強くしたものであります。阿蘇くじゅう国立

公園の特色でございます、草千里をはじめとする

草原景観をみがきあげる必要があるため、早速で

すけれども、今年度から環境省の予算を使いまし

て、阿蘇神社と草千里をつなぐ、まさに復興ルー

トの沿線上の安全性の上質化等をはじめさせて頂

いております。そういったところの登山整備など

を進めているところでございます。体験型のアク

ティビティの具体的な検討をはじめております。  

この他に、県ではございませんが、阿蘇市の呼

びかけで、防災や観光の専門家、地方観光業の代

表者による阿蘇山上観光復興策定管理を阿蘇で立

ちあげられている。その後、推進復興協議会を立

ち上げまして、官民が連携しまして、自然環境と

ビジネスの両立を目指す協議も開催されていると

ころでございます。そういったところで具体的に、

少しずつですけれども、満喫プロジェクトの具体

的な動きがはじまっております。最後になります

けれども、悠久の宝を取り戻すことが熊本県民の

勇気を取り戻すことに他ならないと謳っておりま

す。今、目の前にある困難を乗り越え、一日も早く

地域の創造的復興と更なる発展に向けて、国、県、

市町村そして、本日お集まりの皆様とが一体とな

って取り組む必要があると思追いますので、引き

続き皆さまのご支援をよろしくお願い致します。

私の方からは以上でございます。 

 

坂本 どうもありがとうございました。 

かなり包括的で、満喫プロジェクトとは一体何か、

わかりにくい言葉なんですけれども、トップのと

ころに熊本阿蘇、皆様が活動されておりますので

よくご存知かもしれませんが、ここで、いろいろ

な省庁含めまして、枠組みを作った、これからで

すよ。阿蘇市長がいっておりました、草原特区の

ようなものを作ってみなければ難しいといわれた

のですが、草原特区はできなかったけれども、当

面これでなんとかできそうでしょうか。 

 

小牧 特区の申請は２５年度でしたかね。省力化

や阿蘇草原再生に向けた、規制緩和についてしっ

かり取り組んでいく。特区の位置づけは大変大き

かったと思います。その中で、特区の取り組み、私

ども懸命に取り組んでいく必要があると思います

けれども、今の仕組みで出来るもの、まずそれを

最大限考えて、将来的に特区というものを考えて

いくということで特区の必要性はあると私は考え

ます。 

 

坂本 当面は満喫プロジェクトが重要ということ

で、市長も満喫プロジェクトが良いと言われてお

りましたけれども、今の話をおききしていかがで

しょうか。 

 

市長 今日は皆さんの話をしっかり聞いてという

ことで、牧野組合のお二人と観光協会の稲吉会長

さんもおりますので、問題をしっかりと共有しな

がら、早く実現できるようにしていきたい。 

 

坂本 ということで、かなり控えめにいわれまし

た。これから主役は村上さん、塚元さん、稲吉さん

というふうにいきます。 

三方のお話を聞いて実際、現場で復興しながら新

しい道を作っていくということで、今、何が問題

で、まず自己紹介から今こんなことをしておりま

すということを村上さんの方からお願いします。 

 

村上 私が牧野組合員になって３年目になります

けれども、牧野道がかなり傷んでおります。多面

的機能とか県からの助成金を頂いて道を作ってい

るところでございます。 

 

坂本 やんわりと出ました。次に塚元さんですね。 

 

塚元 南阿蘇村の旧長陽地区であか牛の繁殖農家

をしております塚元です。私たちの牧野は、一番

ひどかった長陽地区で、野焼きを３分の２は終わ

りました。牧野内の土砂崩れ等がありまして道に

入れないような場所があります。野焼きは伸びま



したがすべて行う方向で進めております。昨年、

復興等の説明会に参加しましたが、今段階である

ような事業では、復旧は全部はできないと。 

この会に参加させて頂いて、色々な意見を聞いて

もう一度検討しようということで来ました。 

 

坂本 ありがとうございました。３つのうち２つ

終わって、あと１つのこっているということです

が、するだけでも大変だったでしょう。決断する

というのが。 

 

塚元 まず、３分の１は牛を放牧しておりません

でしたので、どうなっているのか分からないとい

う現状で、参加者全員が怪我のないよう用心を重

ねて行いました。 

 

坂本 牧野が傷んで大変だという実情の話をお願

いします。 

 

村上 かなりひどい状況ではないのですけれども、

自分達できるところを作りなおそうということで、

牧野組合で重機を借りて草原を管理できるように、

輪地切り、野焼きを安全に行えるようにとおもっ

ております。高齢者が多いので負担をかけず、若

い人で安全に行えるような形にしようと考えてお

ります。 

 

坂本 若い人はどれくらいの歳ですか。 

 

村上 私が若い人の一員となりますが、上は７０・

８０代の人に参加してもらっております。 

 

坂本 若い人は普通、２０代、３０代前半の方を

いうものですが、村上さんはおいくつになる。 

 

村上 ５０を少し超えたところです。 

 

坂本 ５０代の人達が高齢者にあまり負担をかけ

ないように、地震の後、牧野道が傷んでいるけれ

ども復旧して野焼きを続けていくと決断した理由

はなんですか。 

 

村上 このままにしておくと原野がなかり荒れて

しまいますので、今でも、牛馬を放牧しなくなっ

てから雑木が原野にはいってきていますので、少

しでも草原を再生できたらよいと思いますので、

野焼きを続けていきたいと思っております。 

 

坂本 相当厳しいですよね。やめるということは。

草原を守るということで観光業関係者と一緒に取

り組んでいこうとすることは珍しいことでしょう

か。稲吉さん自身は阿蘇の復興とかの時に観光と

地元の連携が非常に重要だといわれております。

今日はその想いとか色々なアイディアとか出して

いただければと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

 

稲吉 阿蘇市観光協会の稲吉と申します。先程、

先生がおっしゃいました通り、草原とか野焼き関

係に観光が入ってくるというのは珍しいものだと

思います。私たち、これからの阿蘇のあり方の大

きなところにきているのではないかと思います。

牧野のお二人からのお話にありましたが、阿蘇の

観光地は大きな被害を受けております。地震前よ

りも観光客数が落ちております。阿蘇の内牧温泉

は、温泉がすべて止まったと新聞にありましたけ

れども、地震で地盤がずれて線脈がずれたという

ことでほぼ治っておりますが、観光客は少ないま

まです。そこで九州各地区からいわれますのが、

阿蘇をなんとかしてくれということです。阿蘇は

九州の真中でございますが、ただ真中ではないの

ですね。九州の真中、阿蘇の草原と五岳、阿蘇五岳

と周辺の草原が真中なんですね。 

観光にとって草原と阿蘇というのはとても重要

なところとなっております。私たち観光の方から

しましても、草原を見て頂くというのは非常に大

切な部分でございます。最近、多くの海外観光客

がきております。面白い話がございまして、色々

なところへ行きました、地平線、そんなのはどこ

でもありますよ、水平線、どこでもありますよ。で

も阿蘇の風景は面白いね。小さくて、コンパクト

でいろいろあって面白い。阿蘇はコンパクトで面

白いと言っていただけるんですね。 

私たち阿蘇に住んでいるものにとっては、強み

となります。阿蘇で何を売るか、草原、景観、千年

も続くこの環境を維持しているとうのが我々にと

ってもセールストークとなりますし、来られたお

客様が一目でわかっていただける。今回はじめて、

こういったところに参加させて頂いて、素人なも

ので全くトンチンカンなことを言うかもしれませ



んがどうぞよろしくお願い致します。 

 

坂本 どうもありがとうございました。今話があ

りましたように、阿蘇は結節環なんです。真中な

んですよね。阿蘇は九州の観光の結節環、みらい

懇談会の中でもそういった言葉を使いました。記

者会見で記者の人が結節環ってどういうことです

か。難しいから要ということになったのですが、

要するに真中なんです。阿蘇が大変だっていう時

に、福岡に行って、経団連の松尾会長、ＪＲの観光

推進の石原氏にお会いしてきたのですが、最初何

を言われたかと言いますと、早く復興してくれと

いうことだったんです。阿蘇が大変で野焼きがで

きるかどうかも分かりませんということを伝えに

行った時に、早く復興しないと九州の観光は全部

落ち込んでしまう。熊本の人はあんまり思ってい

なかったと思うんですね、通過点だから、関係な

いとおもっていた。通過点ということは通過でき

なかったら落ち込んでしまうということで、大変

ひどいことなんだといわれて、だんだんそういう

ことになってきました。ここで観光の問題は大変

だなって、観光だけではないかもしれませんが、

いろいろな結びつきがあるということで観光も必

要だということで稲吉さんから繋いで頂いてので

すが、いままでの話を聞いて、再生協議会として

観光も含めてなにかありませんか。 

 

高橋 協議会としては、利用できる資源が草原で

あればそれがなくなってしまっては終わりではな

いかということで、地域の経済にとっても、農畜

産業にとっても、観光にとってもそうでしょうし。

今までは、地域資源を守るためにボランティアを

することがストックすることにつながっていたの

ですが、次の段階としては、草原を利用しなけれ

ば守っていけないのではないか。という段階に入

ってきたのではないかと思います。幸い、農業遺

産のほうでは、野草堆肥を使ってと県知事からの

表明もありましたが、使われていない野草を利用

しようとしております。 

 先程、お話があったように観光資源、満喫プロ

ジェクトとして外国人の目にかなうような中身の

しっかりとした、彼らのニーズに合うように活用

していく。畜産を一層拡大していって、それを満

喫プロジェクトの中でも利用していこうというこ

とで経済をまわしていく話もあろうかと思います。

草原は昔から皆さんの生活に不可欠なもの、提供

してきたものなんですね。牛の餌、肥料、茅葺屋根

とか恵みを皆さんにわたしてきた。今の草原はボ

ランティアを奪って、行政のお金を奪って、そう

いう形でなんとか維持している状況なんです。そ

れでは、今後持続していかないのではないかとい

うことで、まず、できるところからということで、

野草堆肥を経済に回していくことで地元の生業や

草小積みの復活や茅として。茅の生産地が今、阿

蘇と富士山の山麓の２箇所が担っております。 

文化財をはじめとする茅の材料はどこも足りな

くてこまっている。富士山の方はおおむね東の方

を支えている。西の方は阿蘇が支えているという

のが実情なんですよ。なぜ、茅が阿蘇に立つのか

というと、利用されなくなったからです。野焼き

だけをしているとススキが優先する。放牧等で利

用すると、光が地面にあたりやすくなって、太陽

光で新しい植物が生えてくる。おそらく昔の阿蘇

の草原は、おそらくモザイク状になっていてそれ

ぞれの受益者がいたのではないかと。茅葺にも必

要だし、牛を飼うためにも必要であったし、草を

利用することを今後考えていかなければならない

かという気がしております。このまま放っておけ

ば藪になってしまって困るという意見がありまし

た。まさしくその通りで、山火事の危険性も高く

なる。いったん燃料がたまった所に、火が入った

りしたら、阿蘇中の消防車が駆けつけてきても消

せないような大火事になってしまう。防災面での

役割もあります。そういったことで考えてみると、

今回野焼きができなかったところは大変危ないと

ころになります。 

昨日の草原再生協議会で面白い提案があったの

ですが、自分たちのところは今年野焼きができな

かったけれども、今後、道が整備されれば、野焼き

をしたいと。しかし、燃料が沢山たまった牧野に

火を入れるかどうかわからないということなんで

す。おそらくそれが地元の方の率直な意見ではな

いかと思います。野草堆肥として草(燃料)を刈って

くれるのであれば、そういうシステムを作ってほ

しいということです。何か問題点があれば、それ

を解決する知恵がでてくるのかなと。 

阿蘇のような、人々が生活している国立公園の

中では、景観と食が大事ではないかなと思います。

食の面からみれば、新聞でオリンピック、パラリ

ンピックでは食材が足りないとでておりました。

適正農業規範(GAP)、きちんとした商品でなけれ

ばオリンピックの食材として使えないそうです。

認証はグローバル GAPと言って、世界水準の認証

もあれば、日本のものもあるし、都道府県で指定

できる認証もある。都道府県の認証は、４７都道

府県のうち、わずか５県しか載っていない。熊本

県は今のところないのですけれども。野草を使っ

た食材、それが高品質で、草原を守って、水を守っ

て人々の生活に役立っている。そういった背景が

あるところでは、GAPを作ろうという意気込みが

あってもよいのではと思います。それだけの価値、

潜在能力を阿蘇は持っているわけですよね。今後、



草や草原を見直して考えてみようと思います。 

 

坂本 ありがとうございました。草原再生協議会

を開くたびに提案とアイディアがでてくるのです

が、野草堆肥の話は、全国の草原サミットを開催

した時に、静岡含めて色々なところで野草堆肥の

アイディアがあるよということで話があったんで

す。熊本の５つの団体があるのですが、野草堆肥

なんとか広めて話をして、突然、知事が野草堆肥

をやろうといったのですね。高橋先生がそういう

講演をしたのを知事が聞いた、その直後にしよう

となって、ここまで進めてきた。大変フットワー

クが早かった。野草堆肥だけではなくて、野草を

いろいろ使っていくアイディアがでました。いろ

んな知恵があるんですね。高橋先生、以前より草

地の面積が減っているではないですか。簡単にす

みわけできるものですか。茅だったり、堆肥だっ

たりで利用していく。 

 

高橋 基本、野焼きさえしていれば何とかなりま

す。 

 

坂本 野焼きをしていればできるのですか。もう

少し説明していただけますか。 

 

高橋 放牧しても、草刈りをしても、茅刈をして

も草地である以上、阿蘇がこれだけ草原を維持し

てきたことはとても大きな財産なんですよ。最後

に結論で言おうと思ったのですが、阿蘇の人達は

これまでたびたび災害に遭ってきました。この外

輪山、広がっております。崩れ落ちるからですね。

災害を避けては通れない状況で、それでもたくま

しく生きてこられた、それをまた、草原を生業に

替えて生きていく。阿蘇はたくましい遺伝子をも

った人達が沢山いらっしゃるのではないかと。こ

れは、新規参入とか、新しい担い手づくりとかで

も同じで、危険と恵みと隣り合わせで生きている。

恵みの事もきちんと考える。これだけの火山、水

が豊か、１５００くらい遊水地がある。そこをき

ちんと管理しておけば、今回の地震でも水が枯れ

ることはない。生き抜くこともできるだろう。豊

かな流れを電流に替えることができれば、停電に

なることもないであろう。電気の自給もできるし

なんとかなる。 

これだけ農地や草原があるので、当面はなんと

かなります。言い方が悪いかもしれませんが、他

の地域は滅びても阿蘇だけはいきていけるのです

よ。こういったすばらしい世界を都会にＰＲして

若い世代にもっと来てもらうようにしたらいかが

でしょうかね。これだけの財産が阿蘇にはある。

その代表的なものは草原ではないだろうかと。 

 

坂本 ありがとうございます。考えたくないので

すが、もし、災害がおきても阿蘇は大丈夫だと。未

来創造会議の時も災害に強い地域だということを

いれているのですが、村上さん、牧野道が傷んで

いるがなんとやっている、あか牛も放牧したいが

なかなかできない、苦労話をギャップがあるかも

しれませんが、そのところどうですか。 

 

村上 一昨年前に、草原を守るために牛を飼おう

かという形になりました。県の方ともはなして柵

まではつくれるように段取りはしたのですけれど

も、１２月くらいだったのですが、そのときに補

助がおわりましたという形がありましたので、全

額現金では牛を飼えないということで難しいとな

り、飼うのを断念しました。助成で２０万円不足

分を自己負担で考えていたのですが、助成が無く

なりましたので、あきらめました。 

 

坂本 それは残念だったですよね。今、まだその

気持ちはありますか。 

 

村上 ありますが、補助がでればの話ですかね。 

 

坂本 あか牛は景色がいいというか、草原にあか

牛としたいのだけれども、病気のこととかもあっ

たので、観光客が見えるところでは牛は離せない

ということでした。それが承知のうえで、牛を飼

おうということになったのですか。 

 

村上 そうです。うちの牧野はそう人が入ってこ

れない所です。放牧環境はいいんですよ。なかな

かですね。うまく言えませんが・・・ 

 

坂本 たまたまお金がなかっただけですよ。復興

にはお金がかかるんですよ。満喫プロジェクト、

市長が言われたように復興にはお金がかかるんで

すよね。それをどうつけるかという話で、今日は

小牧課長からこの会は陳情の会にしてほしくない

ということでお答えになりますか。 

 

小牧 直接の課ではないのですが、まず言い訳を

しますが、今の組合長のお話を以前から聞いてお

りまして、わたしも少し問題意識を持って阿蘇振

興局に訪ねたところでございます。県としては、

来年度も予算措置をするということでございます

ので、県としても放牧による草原の維持再生を推

進していくことでございます。来年度も予算措置

をしておりますので、なるべく早くご相談頂きま

すと、実現に向けて頑張りたいということでござ

いますので、私の方からもお願いをしておきたい



と思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

坂本 ありがとうございます。 

小牧さんの担当のところではなかったということ

ですね。こういったことはあるかもしれませんね。

いろいろしようと思って、うまくいかなくなって

と。そんなこといちいち言えませんから、こんな

こと含めて復興を機に進めていってもいいのでは

ないでしょうか。塚元さんいかがですか。 

 

塚元 高橋さんの言われた野草堆肥ですね。１０

年ほど４Ｈクラブをしておりまして、資金稼ぎと

いいますか、下野地区で刈干刈りをしているのが

自分のところ一軒になりました。結局刈る人がい

なくなりましたので、何かに使えないのかと思い

横のつながりを使って、天草の大矢野の方に阿蘇

の刈干を堆肥に使いたいので刈干をほしいという

ことがありましたので、１０年程前、自分達の活

動で刈干を切り、トラックで運んで資金にして活

動したりしておりました。牧野の方の野草刈りを

年１回しておりまして、掃除狩りをしたあとの草

の処分に困るので、自分達ではどうにもできない

ので、どうにかならないのかと思っていたら、南

阿蘇村のトマト農家さん、アスパラ農家さん、バ

ラ栽培農家さんに無償で引き取ってもらえるとい

うことで、お金を支払おうかと言われましたが、

お金をもらわずに処分してもらうということで引

き取ってもらっております。 

地震後に、農業だけではなくて商工会関係とか

観光関係とかで復興に向けていろいろな話をして

おりまして、色々なものをつかって農業だけでは

なく、草原や観光関係すべてを連動して一緒にな

ってやっていくような復興に仕方はないだろうか

という話を数か月間しております。 

 

坂本 今いわれている若手はどれくらいなんでし

ょうか。 

 

塚元 自分が４１歳です。地区では中堅くらいと

なります。 

 

坂本 若い人がいるということですか。 

 

塚元 ２０，３０代がおりますので、 

 

坂本 野焼きとかに行った時に、自分より２０，

３０代のほうが元気がいいですか。 

 

塚元 まだ、２０代には負けないで先頭を行って

おります。 

 

坂本 今度の野焼きなんか大変だったでしょう。 

 

塚元 自分達が想定していた被害の状況と未放牧

での草の状況が怖いかなとおもったのですが、想

定内でしたので、一安心をしております。 

 

坂本 商工会とかいわれましたが、４Ｈクラブ、

農業関係ですよね。そういったネットワークが新

たにできつつあるということですか。 

 

塚元 自分達の下の世代になりますと、今電子機

器など増えておりますので、いろいろ横つながり

を持って連絡を取っております。 

 

坂本 連絡は人間関係がないと取れないので、知

らない人とは取れないので。 

 

塚元 そういった機会で会ってみて、自分の考え

と違う人がいれば、自分の考えと照らし合わせて

新しい考えのヒントとしております。 

 

坂本 業種を越えてつながりがしやすくなったと

いうことですか。 

 

塚元 そうですね。昔に比べると比較的しやすく

なったのかなと。 

 

坂本 それは、塚元さんもそういった関係をつく

っているということですか。 

 

塚元 自分が今、いろんな役職をしておりますの

で、農業のつながりだけではなくて、商工会関係

の方とか、行政の方とか色々なかたとコミュニケ

ーションを取って、自分が知らなかったことを振

って、プラスにしていくことで人付き合いも考え

ております。 

 

坂本 同じ若手として今のお話を聞いていかがで

すか。 

 

村上 私はまだ農業を始めてまだそんなに立って



いないので、人との付き合いを大事にしていきた

いと思っております。 

 

坂本 いろいろ情報をとれるということで、現場

の話を聞いて、九州各地から熊本阿蘇頑張ってほ

しいという声があって、全部観光資源にみえるよ

うなんですよ。稲吉さんからすると野焼きは観光

資源。こないだお聞きした時は夜にしてほしいと

いっておりました。夜は怖いよねという話があり

ましたが。全部観光資源にしていく、無理をしな

いでいろいろなネットワークを使って、観光資源

になるかなというのはありますか。 

 

稲吉 先程のあか牛の件で、補助の件があったの

ですが、スポンサーというのがあって、阿蘇山へ

登るところに馬や牛がおります。観光客って止ま

って写真を撮ります。阿蘇プラザって看板を下げ

たことがあるんですよね。キリンさんがスポンサ

ーになったのだったらキリンって掲げて宣伝代と

いうことで、牛一頭飼ってくれたらキリンビール

って書きますとか。そういった形でしたら、牛を

飼うお金にもなるし、宣伝にもなるのではないか

と思います。私は数万円支払ってしたことがあり

ます。その牛の写真を撮ってプラザホテルにきた

ら生ビールいっぱい無料ですよと。今は写真は携

帯でとれますので。今とってきたというのを教え

てもらえれば、できないことはないかなと思いま

す。観光業に携わっている人からみれば牧野内に

は立ち入ってはいけない、もちろんそうでしょう

が、普通の人は入ることができないのですよ。と

観光客にいうとお金を払っても来て頂けると思い

ます。私たちが見たことのない景色を牧野の方た

ちは輪地切りの作業で見たりとか、安全な場所と

かですごい景色を見ていると思います。多分、観

光客が見たこともない景色を沢山知っていると思

います。そこへ行くために草刈りをさせたりとか、

草刈りをできない方は入場料を取るとか、この日

は入ってもいいですよとかで外貨を稼いでいただ

いて。 

ススキは都会では買わなければいけないものな

んですよね。ですから、ススキの刈り放題とかし

てもよいのではないかと思います。 

月見の時期には必要となりますから、５００円刈

り放題とかあってもいいのでは。宿泊もしていっ

てくださいねと進めていけば、観光と草原維持が

つながっていくのではないかなと思います。 

 

坂本 柵代を出していただいたら普通の人は入っ

ていけない所まで案内しますと。何月何日は５千

円とか１万円いただければ景色のいいところを案

内しますよと。いうようにお金を集めると、県か

らお金をもらわなくても済む話になると。 

 

稲吉 自分のところにないものにはお金を支払う。

対価をもらえるだけの価値が阿蘇の山の上にはあ

る。私も見たことがないような景色を皆さまはみ

ていると思うのです。そういったところを見るわ

けですから、例えば、限定１０名で一人１万円と

か。無料はダメで、対価をきちんと頂くことが重

要だと思います。安全に案内していただければ十

分の価値になると思います。価値のあるスポット

だと思います。 

 

坂本 維持して利用して、草原を守っていく過程、

日常生活そのものが観光資源になりますよという

発想の転換というか地元の人にとってはそんなこ

とでお金をもらってどうするんだということがあ

るのですが、地元で苦労されている村上さんどう

ですか。 

 

村上 若い方はそういった考えをもっているので

すが、どうしても年配者のかた、７０，８０代はど

うしてそんなことをするのかと。頭ごなしに怒ら

れながらいまはやっているところです。 

 

坂本 ７０歳になるとそうなるのか。私は今６９

歳です。あと少しで頭ごなしにいうようになるの

かなとおもいながら。でも、いままでしていたと

ころを土足でバンバンやってもらったら今まで阿

蘇を守ってきた意味がないわけですから、稲吉さ

んから見たらできるところからすればいいという

ことですよね。 

 

稲吉 もちろんそうです。無理をしたらいけない

し、牛の病気の問題とかありますからできるとこ

ろからすればよいのではないかと。たとえば、旅

行業者とかに話すといいかもしれません。ここは

地元ではできません。この先に絶景がありますか

ら、そこまで安全に通れる道を作ってくれますか

と提案したりするのも一つの方法かもしれません。 



ここを通れるのはこの旅行会社に参加された方の

みに限るとか。今まで自分達が足を踏み入れてい

なかったところなので、分断できるのではないか

なと思います。 

 

坂本 できるかできないかを別にして、発想の転

換でできるというような。塚元さん話を聞いてど

うですか。 

 

塚元 私たちの牧野はファームランドのすぐ上と

横に牧野があります。野焼きをしておりますが、

勝手に来て野焼きの写真を撮られておりますし、

牛も放牧しておりますので、写真も撮れますし、

さわれる状態ですので、無料でしているんだなと

思いました。牧野等の整備で、若手が７名おりま

すので、日当報酬を支払っております。資金作り

になにかしたらいいのかなと。牛に字を書くのは、

草原再生募金の助成金でやっておりますので、そ

の牛には書いております。その他の牛はあいてお

りますので、スポンサーを募集してもいいのでは

ないかなと思っております。いいアイディアを頂

いたと思いました。 

 

坂本 観光客というのは来て通過していく。ただ

ここにはコストがかかっているので、維持費だと

か賛助金だとかという形で協力してくださいねと

維持するためのお金が必要ですよということを広

めていくことも大事かと思います。 

 

塚元 農業だけしている人だとこのような発想は

あまり出ないかと思います。よいアイディアが多

くの人との触れ合いによって生まれてくるのでは

ないかと思います。 

 

坂本 全部金にするという発想とういのは・・・ 

 

塚元 悪がないものであればできるかと思います

けれども、今までしていたことが無料でしていた

ものだったので・・・ 

 

坂本 今は稲吉さんからの提案だったのですが、

観光と提携していった時にこういう形でホテルに

泊まってもらって、ツアーに行ってもらってとい

う形になるともっとアイディアが出てくると思い

ますが。 

 

塚元 牛の放牧を開始する時期です。畜舎飼いを

されていた牛が原野に放牧された時、喜んで飛び

跳ねるんですよ。有畜農家は普通に見たことがあ

ると思います。たまたま友達が遊びに来ておりま

して、それを見てとても喜んでおりましたので、

放牧の開始時期に、お客さんをよんでそこでバー

ベキューをしてもらう。ことを計画したことがあ

りました。 

 

稲吉 今のアイディアはいかがでしたか。 

 

稲吉 子牛がはねるというのはイメージできます

し、交通整理しないといけないくらいお客さんが

くるかもしれないですね。 

イメージなんですよね。草をホテルにもっていき

ますよね。アルプスの少女ハイジが寝ているベッ

ドを阿蘇で、すごくイメージが湧くと思います。

女性の方なら憧れるかもしれませんね。私は実際

寝たこともないですし、もしかしたら虫がいっぱ

い出てくるかもしれません。体験したことない人

達は太陽のにおいがしたふかふかの草の中で寝ら

れるんだと思ったら、それだけでうれしいかもし

れません。現実はそうでないかもしれませんが、

イメージとしては、阿蘇に来る方はイメージとし

て持っておられる。 

 

坂本 今までは、団体客が来て、阿蘇をバァーッ

とみて帰るのではなくて、そこにあるストーリー

だとか目的をもってくるとか、外国の人はなお、

そういった傾向がある。こちら側のホスピタリテ

ィ、おもてなしの気持ちが大事だなと思うのです

が、高橋先生今までの話を聞いていかがですか。 

 

高橋 そこに価値を見いだせれば利用しようとい

う欲求が自然に働く、その価値が自覚できないと

ころが残念なところなのかと。自分達にはわから

なくても、外から見たらわかるので、こういった

機会を、連携というのは非常に重要だなと。その

時気を付けなければいけないのは、だれがするの

かとか中間で誰がするのかとかある程度行政が環

境整備をしなければいけないかなと思います。 

 

坂本 ということで小牧さんが環境整備をする係

りとすることになりました。 



 

小牧 北橋課長から話がありました、ステップア

ッププログラムですけれども、この中で取り組み

の方針２のところですね。草原景観や観光産業の

基礎となる畜産業に対して観光産業を支える仕組

みの構築をしていきましょう。それを進めるだけ

ではなく、広く支えられるように検討していきま

しょうというのが、ステップアッププログラムで

位置づけられているのですね。これは画期的なこ

とであろうと思います。畜産業の営みを観光産業

で支える、それだけではなく、広く社会全体でそ

れを支えることを考えていく。それを考えていく

のは一番上の枠組みにありますけれども、このロ

ードマップにつきましては、行政、有識者の地域

協議会というのを既に立ち上げております。先程、

ロードマップを作り上げるための協議会でしたけ

れども、これを実際、実働部隊として動いていく、

それにどんどん関係者が入っていく中で、これを

実現可能なものとしていく。もう少し言わせてい

ただきますと、満喫プロジェクトにつきましては、

環境省だけではなくて、関係省庁、例えば国土交

通省、観光庁と取り組んでやっていくと広がりが

でてきますので、いまおっしゃられたことが満喫

プロジェクトにしっかり位置づけられております

ので、阿蘇くじゅう国立公園の関係者として自信

を持って進めていくということが必要になってく

るということで県としてもしっかりと取り組んで

いく。 

 

坂本 うちの知事がと先程からおっしゃっておら

れましたが、蒲島知事に成り代わってお話をされ

ているかと思いますが、環境省だけではなくて、

国土交通省、農水省、観光庁に県が入って一緒に

やっていくと考えてよろしいんでしょうか。 

 

小牧 私も同じ問題意識をもっているところでご

ざいます。まずは緊急にできるところから、キリ

ンを呼び込んだりだとか、いろんな取り組みをす

すめているところですが、これについては必要な

法整備だとか事業の新設だとかを県としても国の

ほうに働きかけて、県としてもできることをやっ

ていくということだと思います。 

 

坂本 出てきたことをやっていく、予測しながら

やっていくということでしょうが、では、最後に

言い残したことがないかお一人ずつお願いします。 

 

村上 あか牛を飼って、放牧して、草原再生を図

っていきたいです。原野を守っていくために。 

 

坂本 それがとても大事なことなんですよ。 

我々外からでは難しいのでなんとか牛を放牧して

くれないかなと。 

 

村上 補助金がなければやはり厳しいかなと。 

 

坂本 わかりました。 

 

塚元 自分が今していることが、草原を守って、

親の代から引き継いだものを伝統的に守っている

状況なのかなと思います。これを更にプラスにな

るような新しい方向に持っていけたらと、あか牛

の放牧も維持ではなく、もっと増やしてまもって

いけたらなと思いました。 

 

坂本 ありがとうございました。稲吉さんは今日、

こういった会に出てきていただいて今まで観光業

と地元の牧野、利用していたわけですよね。放っ

ておいてもお客さんがきていたわけですから。こ

れからはもう少し連携しながらどうでしょうか。

まだいろいろなアイディアがあると思のですが。 

 

稲吉 草原を守る大切さも分かりましたし、私た

ちは草原を活かしてお客さんを呼び込んでおりま

す。これから先はますます観光客を増やしていこ

うと考えております。海外のお客さまはどんどん

来ます。先程、先生が言われましたが、通過型と言

われておりました、これからは阿蘇の自然を使っ

て体験型、滞在型にしていかなければならない。

日帰りで帰るのではなくて、２日くらい泊まって

頂く、なにをするのか、阿蘇山をみながらボーッ

として頂く、おいしいコーヒーをのみながらでも。

都会の人にしてみればボーッとすることが価値の

あることだと思います。海外のお客様は、阿蘇山

まで歩いていきます。入ってはいけない所で二人

でボーッとしていたりですね。日本の皆さんもそ

のようになっていくかもしれません。 

そうなれば阿蘇は九州の一番の観光地となるか

もしれません。そのためには泊まって頂くことが

重要です。そのためにも草千里を夜に燃やして頂

けたら、泊まってもらえるんですよ。地元の皆さ

んは大変かもしれませんが、泊まって頂いた人か

らもお金を頂いて、代金を支払わせて頂くとかを

することで、草原を商品として観光客を呼び込む

ことができる。 

 

坂本 新しいネットワークというか大事だと思い

ます。小牧さん、地元さんが頑張らないといけな

いでしょうが、まだ鉄道も道路もつながっていな

い、その厳しい状況で県が支援してくださってい

るのですが、県の支援その辺、決意表明みたいな

ものをお願いします。 



 

小牧 熊本県としては、阿蘇は熊本の宝だけでは

なく、九州の宝であると。今回熊本の地震があっ

てより思ったのではないかと、それは熊本県だけ

ではなくて、九州各県の行政のみなさま方、経済

界のみなさま方も分かっておっしゃったのではな

いかと思います。知事は日頃からいっております

が、復旧復興プラン、阿蘇の復興なくして熊本の

復興はないと言われております。まずは、できる

ことから確実にやっていくとともに、わたしども

しっかりと国への働きかけやできることを取り組

んでいきながら実現をしていければと思っており

ます。高橋会長、坂本委員長、阿蘇市長との協力を

得て、平成２７年の２月に阿蘇の草原を守る支援

システムをつくったところでございます。当面１

０年の中長期的なもので、長期の目標はなかなか

難しいものだと話してきたところですが、今日の

パネルディスカッションの話を聞きますと、畜産

業と観光をつなぐような仕組みも案外、そう先で

はない、近いうちにできていくのではないかと、

私も非常に心強く思っているところでございます。

熊本県としてもしっかり取り組んでいきますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 

坂本 ありがとうございます。 

なんとかここまでやってこられたのは、草原再生

協議会の高橋先生中心に、千年委員会が応援団と

してここまでやってきたのですが、高橋先生はま

だまだこれから頑張っていかなければいけない、

課題はたくさんお持ちでしょうが、最後に閉めて

いただきたいのですが。 

 

高橋 今日は観光の視点からたくさんのアイディ

アを出していただきました。そして、牧野さんの

方からも出していただきました。協議会は人と人

とのつながりが得意なんですよ。行政と牧野個人

がつながりますし、協議会の中に観光小委員会が

あります。その中でぜひもんでいただけたらなと

思いまして、そこの活性化にもなるのではないか

とぜひお願いしたいと。それから、食と農は結構

重要かなと思いまして、観光の方から食と農の人

材育成センターをつくってはどうかと。食を観光

のノウハウに取り込んでいかなければいけない時

代になってきているのではないかと。 

そして、農業の担い手を作っていくというシス

テムはおもしろいのではないかと。行政側もそれ

に対応したものがあってはどうかと。たとえば、

食と農の戦略室のようなもの。阿蘇地域で作った

高品質のグレードの高い環境にやさしい農業とそ

れを付加価値として観光と結びつけるというもの

があるといいかもしれません。現実問題として、

農業者自体は減少していくであろう。野焼きボラ

ンティアだけではもう守っていけない、抜本的な

改革が必要になってくる。広域化してくる、そう

いったところに立ち入らないといけない時代がき

たのかなと。牧野さんも外の人とつながりをもっ

たりしながら、草原を守っているというイメージ

も必要かと。 

最後に、防災の仕組み・資金がなかったという

のが非常に心残りです。資金がある程度あるので

あれば、行政も含めて防災基金みたいな、草原に

対する本当の意味での防災ネットが構築されるべ

きではないかと。この地域全体を特区というよう

な、国全体では難しいかもしれませんが、夢を通

して考えていればいくつか実現していくとの経験

もありますので、ずっと考えていきたいと思って

おります。 

 

坂本 ありがとうございます。 

観光業者の人が、阿蘇の牧野の事を語り始めた、

連携し始めた、これだけ九州の観光の中心の阿蘇

がどうなるのか。知事が国や九州の知事会で経済

界の人達が全部、阿蘇を何とかしようとしている。

地元の人のネットワークがないと一歩も動かない

ですよね。若い人を含めて新しいネットワークの

動きになってきた、その時にやはり今までの枠を

超えた広域化、今までの入会を守りながらの広域

化をしていく、資源あるいは資金をためていく、

お金がないと厳しい、でも、そこには共通の、草原

を維持していく意識をみんなが共有して国の特区

はないけれども、熊本では阿蘇は特区なんだと、

特区のモデルを作っていくような動きになればい

いなと思います。今日は長時間ありがとうござい

ます。大変ありがとうございました。 

 

 

 

 


