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最 近 の 牧 野 組 合 の 入 会 的 利 用 の 動 向 と 経 営 再 建 (1)
～「市民パートナーシップ入会権」論の検討～
松 木 洋 一

1 ．牧 野 組 合 論 の 背 景 と 検 討 課 題

*

里山植林地の荒廃化，草地改良事業の中止による採
草放牧放棄地および田畑の耕作放棄地の増大など，

1960 年代以降，山村の人口の過疎化とそれによる

土地利用の全面的な後退が起こっており，担い手で

社会としての崩壊が社会問題として取り上げられ

ある農家林家の激減と集落コミュニティの崩壊＝

てから久しい。本論文では山村の再建を担う重要な

牧野組合の解体がすすみ，過疎化と高齢化が入会権の

主体の一つとして牧野組合を考察し，とくに集落共

世代間での継承を困難にさせている。入会権の当事者

同体の基盤である慣行入会権が崩壊している状態

ですら知識や関心を持たなくなっており，地域の畜産

のなかで，いかに新たな経営体として改革され再生

団体や行政も同様になっている。これは最近の国・

出来るかを実態分析を通して論じることにする。

地方自治体の草地改良事業と入会林野近代化事業が

戦後の高度経済成長へ移行する段階で，近藤康男
注 1）

らは編著（1959）
「牧野の研究」

休止状態にあることがいっそう影響している。

で，食糧増産の

山村社会の人間関係を形成している基本組織単位

ために牧野の農地開発と拡大造林事業による植林化

は，農家林家とそれらの複数の家が地縁的に結びつ

が集落の牧野利用を圧縮していること，また，畜産

いている集落共同体である。農家林家の家族員間の

経済の低収益性によって慣行的入会牧野利用が解体

関係と集落の共同的な生活・生産活動における人間

過程にあるとすでに指摘していた。林間放牧や採草

関係が基礎にある。その人と人の基本的関係が市場

放牧原野での火入れ管理・過放牧規制，放牧期間の

経済の浸透によって山村特有のメカニズムで変化

規制などの共同体的規則が弱体化し，牧野の荒廃化と

しているのである。山村の集落共同体は，特に共有山

奥山など劣等地への移動を伴って，入会牧野は共同

や近代的土地所有制度とは異次元の慣行保有権と

管理＝共同利用から共同管理＝分割利用に進んで

しての入会地を持っている場合は，その権利関係と

いると把握していた。そして完全な個別分割へ進む

共同経営を維持するための組織体である。また平地

ような場合，実質的な入会の崩壊過程がみられると

農村部と同じように集落の生活環境を管理するため

指摘した。

の共同出役組織でもある。農林業は，このような血

農業基本法，林業基本法による政策のもとでの牧野

縁，結婚縁，地縁の生活共同体に従属した人々の狭

利用の環境は大きく変わった。すなわち選択拡大部門

い人的結合によって営まれてきたのである。家業と

として畜産振興策の重要な対策として牧野改良事業

しての経営単位である農家の生産における人々の

が草地改良事業へと転換して，全国的に草地造成と

関係は，経営資本と土地の世帯主単独所有のもとで，

改良がなされた。牧野組合はそのような補助事業の

他の家族員は生活共同体の秩序（夫婦，親子，兄弟，

受け皿である集団組織として行政指導によって整備

本家分家関係などの序列）に従って農業に従事する

されていった。しかし，それは従来の集落共同体を

関係であった。労働市場の拡大によって自由に職業を

基盤とする互助的性格のもとに運営され，経営体と

選ぶ条件が整えられ，家族員各人がそれぞれの職業

して再建されたものではなかった。

を持ち家族生活共同体から独立するようになると，

山村では，
1970 年代から現在平地農村でも進行して

家族による農業の協業労働体制は維持できなくなる。

いる耕作放棄農地の発生が起きており，また全国的に

農業が家業の枠からより開かれた一般的な職業と

造成された改良採草放牧地と大規模赤字公共牧場の

して選択され，経営が持続されるためにはどのよう

利用放棄が進行した。21 世紀に入り山村は，いっそう

な生産における関係が改善されるかが課題となる。
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家族協業経営として再編するにしても，旧来の世帯主
単独の土地所有，経営資本所有による「個人経営」形

⑥以上の市民入会権は，入会組織の定款に明文化し，
責任と権利を保証する

態を共同所有や共同出資に変え，家族員各人が経営

後者の課題はこの市民パートナーシップ入会権の

意志決定の権限や農作業の分担，経営成果の配分や

創設による山村コミュニティの再建であり，崩壊し

責任にどう関与するかを相互に契約する方式「パート

つつある山村社会に“住民の自立した生活と経営の

ナーシップ共同経営ないし家族会社法人経営等」が

多様な活動 Pluri-activity によって山村に新しい社会

重要な振興課題である

注 2）

。

経済システムを開発し，地域共同体に利益を実現する

「集落共同体」業として行われてきた共有山や入

市民企業コミュニティ（市民企業連合）を起業する”

会地，分収造林地などの管理に係わる人間関係にお

ことを目的とする。

いても，集落人口の流出や入会権の放棄者の増加に

そのために入会組織の維持と事業を支援する

よって組合が解散する場合や残った一部の人が入会

新しい担い手を多様に育成する。既存の牧野組合を

権を集積するとともに機能的集団として再編せざ

市民準組合員の参加で再編成することや，企業形態

るを得なくなっている

注 3）

。再編の場合，その集団

としては従来の農事組合法人，牧野農協，生産森林

経営体の企業組織化（共同経営，会社法人経営等）と

組合，森林組合，会社法人，NPO 法人，地域利益会社

構成員相互の役割分担についての新たなパート

（Community Interest Company）など多様な形態を選択

ナーシップ契約の締結など，経営構造の制度的内容の

し，また資金を行政補助金依存ではなく地域の多様な

検討が課題となっているのである。このパートナー

ファンドによる地域利益基金を創設する。市民企業

シップは農業者間だけの関係ではなく消費者市民

コミュニティは，地域資源とくに牧野資源の多面的

との間でも形成されることが重要になっている。

機能の実現のために，新しい付加価値商品（物財・

以上のように日本の山村と牧野組合の崩壊の原因

サービス）の供給チェーンを生産者，流通企業，消費

分析とその再建の論理を考察するために，2 つの仮説

者，研究者，行政などの参加による開発プロジェクト

的視点から分析することにする。すなわち第一に，

を創設して地域独自商品を開発する。

牧野組合における人と人との関係について特に入会
権についての分析と改革課題（牧野組合内の構成員の

2． 牧 野 組 合 の 統 計 的 把 握

階層分化問題，組合員以外の新しい利害関係者との

牧野組合とは，
「旧来の地元集落農家の総有として

関係）
，第二に土地の農林業単純利用から多様な産業

の採草放牧入会権が戦前・戦後を通じて近代化される

的利用への地域社会的経済システムの開発課題（新

過程で形成され，主として山林・原野・造成草地を

しい価値をもつサービス・商品の生産流通チェーンの

農民グループで採草放牧利用する集団的土地経営体

開発と地域利益経営体などの設立）である。

である」
（松木洋一『林業経済基礎知識（12）
』林業

前者の「組合員以外の新しい利害関係者との関

経済 No.419 林業経済研究所 1983 年 9 月）
。

係」については「市民パートナーシップ入会権」の

その分布を統計的につかめるのは，公共育成牧場

概念を仮説的視点として設定したい。そして市民

調査，農業センサスの農家以外の農業事業体調査で

パートナーシップ入会権とは，次のように定義する。

ある。しかし，それらの統計調査が対象を牧野利用の

①入会地の共同占有者（総有者）である地縁的組織

組織として特定して行われていないために，確定した

の正組合員のパートナーとして準構成員になる

数字としては把握されなく，あくまでも推察の参考

②土地の共有者になることはできない

データである。

③市民準構成員は，入会地経営による収益の分配権

1）公共育成牧場調査

はない
④市民準構成員の義務は，正組合員との共同事業の
ための出資・労働出役などが課せられる
⑤市民入会利用の目的（利益）は，入会地の多面的

農林水産省生産局畜産部畜産振興課の業務統計
である公共育成牧場調査では，公共育成牧場の定義を
「地域の畜産振興をはかり，畜産経営の生産性向上と
経営安定化に資することを主眼として，地方公共団体，

機能を発揮する共同事業を正組合員と遂行する

公社，農協，農協連合会，牧野組合等によって，主

過程で実現される

として乳用牛または肉用牛を集団的に飼育する目的

の 成され，「共同利

育 して育成過程にある乳

成 用牛または肉用牛を

牧 集団的に飼養するた

場 めの用に供する牧場

ら大体毎年

1980

握されることが多く，とくに

め，補助事業との関連で把

主務課という業務統計のた

113

155

2

552

33

62

242

166

2 ―

615 477

33

70 130 (非合法)

232 173

110 156 (農事36)

67

77 13

11 5

2000 2005

しかし，近年法人化する傾

ると見なされる。

(307) の合計473が該当す

(166) と共同採草・放牧場

当てはまるので，預託牧場

団体」の農事組合法人が

多く，また「農協・その他の

及び「数戸共有」の形態が

では「農業集落・実行組合」

牧野組合は，管理主体別

められる。

では数倍以上の実数が認

調査によると，市町村段階

州等の主要地帯での実態

い。東北，中国，四国，九

強い牧野組合の把握が弱

(2005年 307牧場)

培する場合も含める。

別

体

主

理

小計

数戸共有

農業集落・実行組合

国・地方公共団体

農協・その他の団体

その他の会社

有限会社

1027

553

283

67

893

379

339

62

920

457

256

52

959

458

242

41

216

666

196

270

33

168

515 307

81

272 194 (非合法)

25 26

15 79 (農事47)

93 1

7 7

牧野組合は該当する。

用した実事業体277にも

として利用した土地」を利

地以外で採草地・放牧地

での「販売」事業体で「耕

また，経営目的による区分

2005年 712牧場
牧草地経営体の総数 1218 1464 1489 1522 1218 1130 712
注（1） 農林水産省飼料課(旧自給飼料課)の公共育成牧場調査の2000年度の結果は確定数字ではない。
(2) 農家以外の農業事業体調査の「その他の会社」には「合資・合名会社」+「その他の法人」を合計したもの。なお、合計には「その他 (法人格を有しないでもので，任意組合。数戸共有
に該当 しないもの) 2000年預託牧場では15，共同利用採草・放牧場では20」が含まれている。
(3) 2005年センサスの「農協・その他の団体」には「農事組合法人」，「森林組合」，「その他の各種団体」を含めた。また，「農業集落・実行組合」「数戸共有」は「非合法」として扱った。

場合を含む。

牧草を栽培する

が同様の目的で

農事実行組合等

をいう。農業集落，

を目的とするもの

牧に利用すること

共同で採草，放

様の目的で牧草を栽

農事実行組合等が同

体 言う。また，農業集落，

を目的とするものを

放牧に利用すること

営 栽培し，共同で採草・

家が共同して牧草を

とするもの並びに農

当する。
2

563

7

14

302

212

1

40

8

1995

842

215

備 考
畜産部・地方自治体の畜産

牧草を栽培し，

124

569

25

43

282

219

4

21

3

1985

845

149

2000 2009

経 業”を営むことを目的

共
同
利
用
採
草
・
放
牧
場

571

26

57

281

207

1975

1005

338

1998

向にあるので「会社」にも該
株式会社

540

22

38

283

197

1970

1196

296

1985

農家が共同して
管

小計

数戸共有

農業集落・実行組合

国・地方公共団体

農協・その他の団体

その他の会社

有限会社

株式会社

年次

1179

364

1983

年次別推移
1980

り，家畜の“預託事

別

体

主

理

管

公共
育成
牧場
総数
1260

366

1977

再編された任意組合色の

1161

1975

入会団体の近代化過程で

914

1970

他

269

1966

牧野組合に類似した組織の統計把握

その

利用

共同

名称

を栽培することによ

地経営」とは，牧草

業体である。「牧草

場 (2005年 477牧場)

ものをいう。

「牧草地経営」という

地 経営目的をもつ事

牧 かり，育成する

営」「その他」のうち

体の家畜を預

託 外の農業事業

センサスから

年センサスから把握さ

農林省統計情

農家や農家以

草 れ，「販売」「牧草地経

放牧場」をいう。1970

(農業センサス)

預 一定の料金で

牧草を栽培し，

合が内容である。

主として牧野組

他 用その他営」は

公社(連)共同利

利 県営，市町村営

同 に区分し，都道府

共 管理経営主体別

報部1950年

牧 及び「共同利用採草・

体のうち，「委託牧場」

農家以外の農業事業

野草地38千ha

業事業体調査

農家以外の農

そ 用その他営で構

共 上に資するため，主と

統計1965年か

842牧場
牧草地90千ha

・

公 の畜産経営の安定向

給飼料課業務

20
09
年

用 農協(連)営，農業

団体がその構成員等

調査農林省自

公共育成牧場を

市町村，農協等の公益

公共育成牧場

小分類としての定義

大分類としての定義

統計名

定義
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で草地および諸施設を設置している牧場をいい，便宜
倍，1977 年には 1,260 牧場とピークに至っている。

上，繁殖育成センター等を含めるもの」とされている。
1970 年以降の 20 年間では 3 割ほど増加したが，草

公共牧場数は，昭和 40 年代からの草地開発事業
地改良事業の削減と畜産農家の減少によって 20 世

による草地造成を基盤として急増し，
表 1 のように，
紀末から急減し，2009 年には 842 牧場とピーク時の

1966 年の 269 牧場が，1970 年には 914 牧場と約 3.4
7 割弱になっている。2009 年で公共牧場が利用する
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牧草地は 9 万 ha，野草地が 3.9 万 ha であり，全国

目的とする農業事業体を「牧草地経営体」といって

の牧草地面積約 62 万 ha の 15％を占め，都府県では

いる。牧草地経営体は，「預託牧場」と「共同利用

44％を占めている。利用家畜頭数は 14 万 3 千頭（う

採草・放牧場」に小分類されている。預託牧場は「牧

ち乳用牛 8 万 5 千頭，肉用牛 5 万 9 千頭）で，全国

草を栽培し，一定の料金で農家や農家以外の農業事

の預託対象牛に占める公共牧場利用頭数割合は，乳

業体の家畜を預かり，育成するものをいう」と定義

用牛では 17％，肉用牛では 7％であり，利用農家割

され，2005 年では 477 牧場が存在する。共同利用採

合は乳用牛飼養農家が 36％，肉用牛飼養農家が 9％

草・放牧場は「農家が共同して牧草を栽培し，共同

である。しかしながら，この調査は畜産部・地方自

で採草，放牧に利用することを目的とするものをいう。

治体の畜産主務課という業務統計調査のため，草地

農業集落，農事実行組合等が同様の目的で牧草を栽培

開発などの補助事業との関連で把握されることが

する場合を含む」と定義され，85 年では 307 牧場が

多いため，とくに入会団体の近代化過程で再編され

とらえられている。 両者の合計である牧草地経営体

た任意組合色のつよい牧野組合の把握がよわい。公

は 712 牧場あり，1970 年に比べると約 42％減少し

共牧場調査では，牧場を管理経営主体別に区分し，

ている。特に共同利用採草・放牧場の減少が著しい。

地方自治体（都道府県営（44），市町村営（482））

牧草地経営体の管理別の動向をみると，第一に，

と地方自治体以外（農協（連）営（85），畜産公社

共同利用採草・放牧場では「数戸共有」はほとんど

営（16），任意組合等（215）となっている。「任意

姿を消しており，「農業集落・実行組合」営と農事

組合等」は主として牧野組合が対象であり，全牧場

組合法人営の牧場が中心となっていること，第二に

数の 26％を占めている。それら管理経営形態の転換

預託牧場でも。「農業集落・実行組合」と農事組合

がみられ，任意組合営と農協営，公社営の減少に対

法人の預託事業が重要なものとなっており，また，

し，市町村営（49％），都道府県営（4％）が増加し

地方自治体と農協の役割が地域によっては大きく

て過半数を占めるようになっている。これは，後に

なっていることが示されている。

みるように入会権の近代化事業や草地造成事業が

この最近 10 年の動向はその前の動向と異なって

実施されるに際し，牧野の所有権主体や事業実施主

おり，牧草地経営体は，広地域的で公共的な農協や

体が牧野組合等から地方自治体に移転される場合

自治体管理の方向と，集落を基盤とした牧野組合の

があるからである。また，集落範囲での牧野組合が

再編という二つの展開方向がみられる。

衰退したため，牧野利用の市町村レベルでの再編に

牧野組合は，管理主体別では「農業集落・実行組

よって，管理経営が自治体に移っているためでもあ

合」及び「数戸共有」の形態が多く，また「農協・

る。しかしながら，その両者の場合でも，多くが牧

その他の団体」の農事組合法人が当てはまるので，

野組合や単位農協に委託しており，その結果，実質

預託牧場(166)と共同採草・放牧場(307)の合計 473

的な牧場運営主体は「任意組合等」の牧野組合が最

が該当すると見なされる。しかし，近年法人化する

も多い 361 牧場（43％）である。それ故これに先の

傾向にあるので「会社」にも該当する。また，経営

「任意組合 215」プラスすると 581 になり，
「任意組

目的による区分での「販売」事業体で「耕地以外で

合」がほとんど自主管理しているとみなすと，実質

採草地・放牧地として利用した土地」を利用した実

的な牧野組合は 500 以上と推察される。それにして

事業体 277 にも牧野組合は該当する。

も，牧野組合にあたる「任意組合等」の統計数字は

以上の牧草地経営体の中の 473 と「販売」事業体

小さく，東北，中国，九州等の牧野利用の歴史のあ

の中の 277 を合計すると，750 牧場が牧野組合に該

る主要地帯での筆者の実態調査によると，市町村段

当する農家以外の農業事業体ということになる。

階では公共育成牧場調査の数倍以上の実数がみと

3）牧野組合数の推計

められる。
2）農業センサスの農家以外の農業事業体調査
センサスでは 1970 年から，農家以外の農業事業
体を経営目的別に「販売」
「牧草地経営」
「その他」
に 3 区分している。そのうち「牧草地経営」を経営

以上の 2 つの統計分析から，牧野組合数は 10 年
間で千数百牧場から半減して，500 台から 700 台の
牧場数と推計され，入会放牧採草権に基づく集団的
土地経営体の急速な解体が進行しているのである。
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3.

入 会 放 牧 利 用 の 崩 壊 過 程
と 市 民 的 利 用 の 新 展 開

*

フィールドとして解除後の国有林を使用する申請
願いが提出されている。そのプロジェクトの担い手
として「大地を守る会」からも三陸北部森林管理署宛

1）市民参加の地域会社「(有)総合農舎山形村」に

に成谷牧野の「植林・保育ツアー」事業を成谷肉用牛

よる入会跡地利用－岩手県久慈市（旧山形村）成谷

生産放牧組合との共同で実施する計画を申請してい

肉用牛生産放牧組合と NGO 大地を守る会

る。その計画実施に際し「植林した苗木などの所有権

旧山形村には現在 11 の牧野組合があるが，小国
地域の牧野連合会の小国牧野組合，内間木放牧組合，

については国有林にあるものといたし，安全などにつ
いては当方で一切の責務を負う」としている。

遠島放牧組合はすでに国有林共用林野設定を解除

NGO 大地を守る会は，1975 年に設立され，主と

している。いずれも，短角牛飼育農家の減少と高齢

して有機農産物の産直をとうして，自然環境に調和

化によって放牧頭数が激減し，放牧利用料金や草地

した，生命を大切にする社会の実現をめざす運動体と

借地料の支払いが困難になったからである。

して進展し，35 周年にあたる 2010 年には生産者会

霜畑地域の 1,100ha の国有林野での入会採草放牧

員 2,500 人，
消費者会員 97,000 人に拡大している。

地は，戦後払下げを受け，払い下げを受けなかった

その事業を実行する社会的企業として株式会社大

国有林野 539ha には放牧共用林野の設定がなされた。

地を守る会が 1977 年に設立され，
「日本の第一次産

その放牧共用林野地域で 1977 年に団体営草地開発

業を守り育てること」，
「人々の生命と健康を守るこ

事業によって 38ha の改良採草放牧地（草地 25ha 野

と」，そして「持続可能な社会を創造すること」と

草地 13ha）の造成がなされた注 4）。その改良牧野を

いう事業理念のもと宅配事業，卸売事業，レストラ

利用してきた成谷肉用牛生産放牧組合は 2007 年か

ン事業，自然住宅事業などを進めている（2009 年実

ら放牧採草を中止し，国有林へ返還を申請しつつあ

績資本金 3 億 5 千万円，売上高 159 億円）
。

る。返還の理由は草地借地料 9 万円の支払いが困難

大地を守る会は 1980 年から山形村の短角牛放牧

になってきたためである。組合員（17 名）の平均年

生産を評価して交流を始め，以来 30 年間にわたっ

齢は 68 歳で，短角飼養農家は 1 戸（2 頭）だけであ

て民泊農業体験など山村と都市交流を継続してき

り，他の黒毛和牛飼養農家 2 戸（8 頭，22 頭）は両

た。その交流が土台となって 1994 年に(株)大地を

者とも 70 歳代と 80 歳代である。この国有林野有償

守る会と新岩手農業協同組合，旧山形村の 3 者の出

貸付契約の解除には，「原状回復義務」により緑化

資による地域会社「(有)総合農舎山形村」
（2008 年

植栽が義務づけられた。造成草地は山林原野ではな

度実績資本金 4,000 万円売上高約 2 億円）が設立さ

く「農用地」であり，国有林は農用地のままでの貸

れた。(有)総合農舎山形村の短角牛肉加工品の生産

付地の返還授受をできないからである。植林によっ

販売が中心で，大麦黒酢や山ぶどうジュースなどの

て山林へ転換するためには農業振興地域からの対

新商品も開発されている。大地を守る会の会員から

象解除と農地法上の「農用地」の転用手続きが必要

一口 5 万円の「やまがた村短角牛応援団」を募り，

となる。そのため 2010 年度から 2012 年にわたる
「成

繁殖牛購入基金を造成している。

谷採草放牧地植樹計画」（6ha から 8ha，予算 80 万

大地を守る会と(有)総合農舎山形村は，成谷肉用

円，労力奉仕 250 人）を実施しつつある。一方で久

牛生産放牧組合が放棄返還した国有林野を大地を

慈市からは森林体験プロジェクト「遊遊の森」の

守る会の消費者会員が参画する活用事業を企画し

*日本獣医生命科学大学名誉教授 (Yoichi Matsuki)

0369-5247/11/\500/1 論文/JCOPY
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ている。国有林の「企業の森」制度も利用しながら

2）牧野景観維持のための林間放牧サポーター制度

植林段階から参画する意向である（資料 1）。今後，

－岩手県岩泉町安家畜産改良組合と安家森の会

牧野の多面的機能の発揮によって大地を守る会の

岩手県岩泉町の最北部にある安家森（標高

消費者の多様な活動の場として利用していくプロ

1,239m）は，明治時時代から放牧入会地として短

ジェクトが検討されている。

角牛が放牧されてきた。戦後から現代にいたって，

問題として指摘されるのは，成谷肉用牛生産放牧

国有林の放牧共用林野が設定され，放牧が継続され

組合は，この改良草地借地部分だけではなく，地区

てきたが 1992 年から放牧が中止された。この放牧

の国有林野放牧共用林野の利用放棄によって，昔か

によって「カヌカ平」と呼ばれる天然のスゲ，ノシ

ら代々保持してきた入会権を現世代で放棄・消失し

バによる草原景観が保持されてきたが，その後景観

ようとしていることである。集落の将来の生活と経

が失われた。そのため地域住民と盛岡市民や全国の

営の有用資源として，多様な利用可能性が存在する

市民が景観保全の支援をすすめ，「林間放牧サポー

という指摘が地元からもでている。大地を守る会と

ター」制度によって短角牛の放牧が再開されている。

のパートナーシップ共同事業が今後実現するので

サポーターは年会費 8 千円をおさめ，
林間放牧（2010

あれば，入会権を保持したまま，地元の㈲総合農舎

年 13 頭)による景観保全，畜産農家の応援(短角牛肉

山形村のメンバーや大地の個人会員を組合の準構

の PR）,安家地区の情報発信(都市との交流)の活動

成員として受け入れるなどの組織改編を行うこと

に参加している。サポーター(2010 年度 128 名)へは，

も検討されるべきであろう。

短角牛肉や安家産物を年一回届けられるとともに
資料 1 大地を守る会の国有林野利用の申請書
平成22年7月5日

三陸北部森林管理署
久慈支署長 殿
千葉県千葉市美浜区打瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟21階
株式会社大地を守る会
常務取締役商品本部長
水谷康孝

国有林野における植林および育樹体験などの実施のお願いについて
表記について下記の通り体験を行いたく，貴署のご配慮をお願い申し上げます。
記
<申請者・大地を守る会の概要と牧野利用希望の経緯>
当会は昭和50年より，有機農産物や無添加加工品などを，首都圏を中心に約89,000人
の会員にお届けする流通団体です。また，省エネイベント「100万人のキャンドルナイ
ト(環境省後援)」や，国産の農産物を消費することで地球温暖化防止に貢献する「フー
ドマイレージキャンペーン」なども展開しています。
さて，当会では昭和55年より久慈市(旧山形村)の短角牛を，産直方式で流通を始め，
昭和57年から旧山形村村民と消費者との交流事業も続けてまいりました。また，旧山形村・
新岩手農業協同組合・当社が出資して(有)総合農舎山形村を平成6年に設立するなど，
ものや人との密度の濃い交流を長年続けてまいりました。
このたび，当会とのつながりの深い短角牛の放牧地・成谷牧野の閉鎖にあたり，この地
を消費者と地元の交流の場に活用できないかと考え，去る5月29日に当会のスタッフが視
察に訪問しました。そしてその素晴らしい貴重な自然を目の当たりにし、会員向けの植林
や育樹などの自然体験を実施したいという思いを強くいたしました。

つきましては国有林野内の植林や保育，自然体験については，三陸北部森林管理署久慈
支署のご指導を仰ぎながら，実施したくお願いするところであります。
なお，植林した苗木などの所有権については国有林にあるものとし，安全などについて
は，当方で一切の義務を負うことといたします。
以上
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でもある。この阿蘇の原野を牛馬の放牧採草地，田

この市民団体「安家の森の会」は，ノシバ維持の

畑の緑肥の採集地，茅葺屋根用の茅場として利用す

ための放牧を農家に委託するわけで，放牧料無料，

る入会慣行は，寛永 10 年（1633 年）に加藤清正が

放牧看視費用や牛の運搬費などは会が支払ってい

制度として確立し，その後国守細川忠利が踏襲した

る。サポーターは牛の山上げ・山下げの時の見学，

ものとされている。

有刺鉄線の設置・回収などの放牧地整備の手伝い，

阿蘇の牧野は，ススキやネザサなどの野生植物が

安家のベコ祭り参加，ホタル見学など年数回のレク

生育する原野と戦前戦後の牧野改良・草地開発事業

レーションに参加している。

によって造成され，西洋の牧草が播種された改良草

安家の森の放牧地 13ha は，放牧組織である農事

地からなっている。両者とも農業者によって管理が

組合法人安家畜産改良組合（29 名）が管理している

なされてきたという意味では「二次自然草地」「半

国有林放牧共用林野（1,692ha，限度放牧頭数 126

自然草地」といえるが，草原には国内希少野生動植

頭規模，使用料無料）の一部である。このノシバ地

物種に指定されているハナシノブ，熊本県の大陸系

区周囲を鉄条網で囲いその内側に安家森の会が放

遺存種ヒゴタイ，ツクシマツモト，同県の指定種オ

牧しているのである。しかし，組合はその外側の約

オルリシジミその他の野生生物が生育生息してい

295ha の本来の林間放牧地では放牧放棄しており，

る。草原における希少植物の生育状態は，放牧地と

他の国有造成草地 100ha（借地料 64 万円）と組合有

採草地では異なることが指摘されている注 5）。野焼

草地 40ha に放牧している。この変則的な放牧共用

きが毎年くり返されている放牧地では短草型のシ

林野の利用は，畜産農家の減少と高齢化による放牧

バ，オキナグサが多くまたススキばかりになりやす

頭数の減少が最大の原因であるが，林野の多面的機

く，他方，採草を周年行い野焼きする必要のない採

能の一つであるノシバ景観の維持が地域社会的に

草地ではハナシノブ，ヒゴタイ，ヤツシロソウ，ツ

評価され，畜産組合もその事業を間接的ではあるが

クシマツモトなどの阿蘇を代表する植物が多く分

認めているからである。実際組合はほとんど直接的

布している。

な経営事業としては関与してないわけで，他の放牧

日本の気候風土では草原は放っておくと灌木化

共用林野の利用が減退する状況を今後どう経営問

し森林になることが不可避であるために，野焼きが

題としてとらえていくが問われるであろう。岩泉町

採草放牧地の管理のみならず草原景観の保全に

では国有林放牧共用林野の返地届が増加している。

とっても重要な意義を持たされてきたのである。し

組合長もその点を自覚しており，畜産経営部門だけ

かし，最近では牧野の畜産的利用の後退によって植

でない多角的林野利用を開発していくために，消費

林化が強まり，急速に草原景観が壊されている。ち

者市民とのパートナーシップ共同事業が検討され

なみに，外輪山の上の原野と内側の阿蘇谷との境に

つつある。国有林サイドにもこのような放牧組織と

ある内壁は，現在針葉樹が植林され「黒い森」景観

市民との共同事業による国有林の入会利用の新し

になってしまっているが，数十年前までは草原で

い制度の導入に柔軟な検討が求められる。

あった。

3)慣行入会権の市民社会化と牧野組合の経営改革－

以上のように畜産的に管理されてきた二次自然

熊本県阿蘇地域の牧野組合，阿蘇グリーンストック，

である阿蘇の草原は観光レクレーション資源とし

阿蘇草原再生協議会

て生かされ，年間 1,900 万人以上の観光客が訪れて

阿蘇地域は，東西 18km，南北 25km の世界最大

いるとともに，飲料水の 100％を地下水に依存する

級のカルデラ地形と雄大な草原の景観によって，

熊本市の水源であり，土砂流失災害を防止するダム

1934 年に日本で最初の国立公園に指定された。10

機能の役割など多面的な機能を有している。

世紀からおよそ千年続いてきたといわれる草原の

問題は草原の多面的機能を地域住民のみならず

歴史は，馬生産からあか牛（褐毛牛）生産への変遷

下流域の都市市民が豊かな生活を実現する共通の

を経ながら集落民が共同で採草・放牧利用し，その

基盤として認め，維持のために対策を打ってきたか

牧野の管理のために野焼き作業や草地改良，肥培管

どうかである。

理作業を持続してきた牧野組合と入会慣行の歴史

1079

松木： 最近の牧野組合の入会的利用の動向と経営再建(2)

（1）阿蘇地域の牧野組合の動向と入会権の崩壊傾向
入会牧野の畜産的利用の推移を振り返ってみると，

2003 年の前回調査より 14 組合が活動停止ないし再
編吸収された結果である。牧野面積は 21,996ha と 9

戦前の 1910 年代から 30 年代においては阿蘇郡内で

年間で 440ha 減少している。牧野組合の入会権者は

2 万数千頭の役牛が飼育され，そのうちの 70％，1 万

9,419 戸と 9 年間で 850 戸も減少している。有畜農

7 千頭ほどが牧野に放牧され，自然繁殖によって子牛

家も 9 年間に 770 戸減少し，最近 4 年間で有畜農家

が生産されてきた。戦後になって農耕や運搬のため

がゼロになった牧野組合が 7 組合新たに発生した。

の役牛から牛肉市場の形成や農作業の機械化にとも

牧野の管理で重要な野焼面積は 16,097ha で，山

ない用畜としての肉牛飼養に生産目的が変化した。

林への延焼を防止する防火帯づくりである輪地切

高度経済成長と基本法農政の畜産部門拡大政策に

り作業の総延長は 435km に上っている。野焼出役

よって肉用牛飼養頭数は 1960 年の 2 万頭から増大し

人数は 7,140 人で，9 年間で 530 人減っている。

続け 1990 年には 4 万頭台へ倍増した。しかし，その

牧野組合のうち，全牧野面積を利用している組合

増頭の中心は肥育牛であり，放牧の対象になる繁殖牛

は 109 組合，全体の 65％と減少している。その最大

をみると 1970 年代では 18,000 頭飼育されていたが，

の原因である牧野組合員の高齢化が進んでおり，事

2008 年では 10,000 頭以下になっており，しかも放牧

例でも見られるように入会利用者のほとんどが 70

頭数は7,887 頭と，
この9 年間で2,820 頭も減少した。

歳を超えているところもある。

一方で他地域から預託される預託放牧牛が増加して

旧阿蘇町の牧野は，明治 38 年土地森林原野下戻

おり，4 年間で 1.6 倍増加して 2,309 頭になり，全放

法により部落の共有になり，その後部落有林野統一

牧頭数の 30％と大きい割合になっている。肉牛飼養

政策によってまた部分的に公有化されたのである

農家戸数も 1975 年の 1 万戸から減少し続け，とくに

が入会権は保持されてきた。昭和 29 年から町有原

1991 年からの牛肉輸入自由化の影響によって急減し

野および共有原野ともに固定資産税が徴収されて

2007 年には 975 戸と 10 分の 1 になっている。

きたが，昭和 31 年から「阿蘇町牧野使用料及び管

このような牧野の放牧経営をになう牧野組合に

理徴収条例」によって，町有原野には「使用料」徴

ついての 2008 年の環境省九州地方環境事務所の調

収，共有原野には「固定資産税+管理料（昭和 40 年

注 6）

査

では（表 2），169 牧野組合が把握されている。
表2

から分担金へ改名）」が徴収されることになった。

阿蘇地域の牧野総面積と入会権者の推移

（平成 19 年度阿蘇草原再生牧野組合現況調査結果報告書

環境省九州地方環境事務所）

阿蘇市
南小国市
小国市
産山市
高森町
南阿蘇村
西原村
山都町
全体
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図 3 阿蘇市山田地区・内牧地区の牧野配置図
（平成 19 年度阿蘇草原再生牧野組合現況調査結果報告書）
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昭和 41 年 7 月には阿蘇地区大規模草地開発事業が

誓約書はその後長いこと忘れられたままになっ

施行されることに伴い，共有原野（旧内牧町・旧山

ていたが，2005 年の市町村合併の前年に町村財産の

田村）を阿蘇町名義に登記することになった。資料

整理のため町有名義の共有原野が急遽返還される

2 の町長の誓約書には土地改良事業終了後には登記

ことになり，町と各牧野組合とで「土地無償譲渡契

変更することになっていた。それによって共有原野

約書」が締結されて返還がなされた。阿蘇町と合併

への入会権者に対しては，町有原野区分として取扱

する旧波野村や一の宮町ではそれまでも放牧使用

われることになり固定資産税の 1.5 倍の牧野使用料

料は徴収されていなかったため，合併後の市有原野

が徴収された。

の使用料は無料とされた。しかし，返還された共有

松木： 最近の牧野組合の入会的利用の動向と経営再建(2)
資料 2
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阿蘇町と牧野組合との牧野所有に関わる誓約書

誓

約

書

今般阿蘇地区大規模草地改良事業が施工されるに当り，事務手続上土地改良法第８５条の２
で農林大臣の認可申請に必要なため○○部落が明治３８年土地森林原野下戻法により所有を得
た阿蘇町大字○○字端辺○○番地○○部落有原野 (以下「本件土地」という。) を本町に所有
権移転登記について，阿蘇町は○○部落に対して下記事項を誓約するものである。

第１条 本件土地は，阿蘇町有に保存登記を行なうが，実質的な所有権はあくまでも○○部落
民の共有であり，部落の権利は従前のとおりとして将来においても絶対に侵すことなく，こ
れを認めるものである。
第２条 移転登記した本件土地について，町として実施する施設およびその利用は昭和４２年
より実施される政府の大規模草地改良地区内のみに限り他の地域には絶対にこれを行なわな
いものである。
第３条 移転登記した本件土地の内，草地改良区内を除き他の土地は部落の要求により旧所有
者たる○○部落に変換を行なうこととする。なお，改良地区は完了後すみやかに払下げを履
行する。
第４条 前条の規定により返還するときの費用の負担区分は字図設定，分筆手数料は阿蘇町と
し，所有権移転に要する登記料は○○部落の負担とする。
第５条 本件土地内で草地改良地区を除く他の土地内においては，国，県，町，その他すべて
の団体といえども部落の許可を得ずしてはすべての事業を行なうことを禁止し，また○○部
落の許可を得て行なうも，収益，代償金等はすべて○○部落の収入とすることに異議なく認
めるものとする。
第６条 この誓約書は，正副本２通を作成し，正本を部落，副本を阿蘇町役場に保有する。
第７条 この誓約書に記載なき事項等につき疑義を生じたる時は○○部落と町の協議の上解決
するものとする。
昭和４１年７月２５日
阿蘇町長 ○ ○ ○ ○
○○ 区長 ○ ○ ○ ○ 殿
原野委員長 ○ ○ ○ ○ 殿

原野には 2005 年 4 月から固定資産税が課せられる
ことになったため，山田区長と内牧区長から共有原野

（2）共有原野入会権を維持した牧野組合
共有原野名義を維持した山田中部牧野組合は，2006

を市に寄付したいという請願書が提出された（資料 3）
。

年には固定資産税を 60 万円納税している。中山間直

各牧野では有畜農家と放牧頭数が急減しているため，

接支払金を年間約 400 万円受取っており，それ以外に

共有原野に課せられる「固定資産税」を支払うこと

国立公園内の大観峰の売店経営などの観光収入があ

が困難になっているという理由からである。寄付は

ることで支払い能力を持っているからである。組合員

しても市有形態の牧野の入会権を維持し，無料の放

は 73 名でそのうち有畜農家は 6 戸と少ないが，全て

牧使用料で牧野を利用していきたいということ，旧

の農家に後継者が存在する。組合の牧野面積 200ha に

阿蘇町当時と同様の分収割合である阿蘇市 5％，入

褐毛和種だけでなく黒毛和種を合計 150 頭放牧してい

会権者 95％のルールを継続するという条件が承認

る。山田中部牧野組合は輪地切・野焼作業とも組合員

された。

のみで実施しており，ボランティアの手助けを必要な

しかしながら，最終的には，表 3 のように返還さ

いとしている。組合員の中で「自分たちの財産は自分

れた 10 牧野組合のうち 4 つの牧野組合が共有原野

たちで守る」という意見が大多数であり，共有原野名

を市に寄付して市有地化し，そこに入会放牧を実施

義にしているのである。

しており，他の 6 牧野組合は共有原野として固定資
産税を支払っている。

山田中部牧野組合のように野焼きと輪地切りボラ
ンティアを受け入れる必要がないという牧野組合は
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願
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共有原野の阿蘇市への寄付請願書

書

日頃より市当局に置かれましては、山田地区及び内牧地区の発展
にご指導・ご尽力頂き厚くお礼申し上げます。
さて、昨年二月の町村合併から早や一年が経とうとしており、新
市として地域の活性化に向けた政策の遂行に日夜努力されているこ
とと拝察致します。
ご承知のとおり、昨今の農業・農村に対する情勢は非常に厳しく、
農業従事者の減少や高齢化・担い手不足など様々な問題に加え、輸
入農産物の拡大による農産物の価格低迷など厳しい状況にあります。
阿蘇地域の特徴である広大な原野も例外ではなく、家畜市場にお
いては、子牛及び枝肉価格ともに堅調に推移しているものの、生産
者となる有畜農家数の減少と高齢化による労働力不足は非常に厳し
く、このままでは、牧野組合のみならず集落においても、維持管理
の継続が困難な状況に直面しており、存亡の危機に晒されている状
況であります。
この様な中、旧阿蘇町においては、町有原野と共有原野の二通り
の財産区分に分けられる入会原野が存在しており、町有原野の入会
権者においては固定資産税相当分を牧野使用料として納入し、共有
原野の入会権者においても固定資産税を納入するなど、どちらの原
野に関しても同様の措置が執られて参りました。
また、共有原野に関しては、諸般の事情から昭和４１年から平成
１６年まで町有原野区分として取扱われ、牧野使用料を納入致して
おりました。
さらに、町村合併にあたり当地区の共有原野を元々の各管理者で
ある共有名義に変更したことで、本年度から固定資産税として納付
致しております。
しかしながら、新市においては牧野使用料の徴収予定はないと聞
き及んでおり、登記名義として財産区分の明確化が図られたものの、
このままでは共有原野分のみが負担を伴うため、不公平感が生じて
いるとの声も地元関係者には多くあります。

表3

(２０１１年)

そこで、当該地区である山田及び内牧地区の関係者で協議を重ね
た結果、減少を続けている有畜農家及び入会権者の負担軽減や原野
の維持管理を継続していくためにも、現在の共有原野を市有原野と
して旧阿蘇町当時の分収割合であります阿蘇市５％、入会権者９
５％と同様に取扱って頂くことで、阿蘇市へ寄付することが最良で
あるとの判断から別紙の共有原野の寄付を考えております。
市財政におかれましても新市としてまだ日が浅い中、お忙しく、
また大変に厳しいこととは思いますが、当地区の趣旨をご理解頂き、
特段の御尽力と御配慮を頂きますよう請願するものであります。
平成十八年一月十六日
佐 藤 義 興

様

阿蘇市議会 議長 家 入 哲 也

阿蘇市長

様

山田地区区長会長
新 村 区 長

山 本 幸 助

内牧地区区長会長
内 牧 四 区 長

今 村 弘 昭

旧阿蘇町から牧野組合に変換された土地と阿蘇市へ寄付された共有原野 (阿蘇市資料)

原野無償譲渡一覧
※阿蘇市から地元へ返還分
(平成16年3月30日契約)
譲 受 人

原野寄付一覧
※地元から阿蘇市へ寄付分
(平成18年11月1日契約)
面積 (m 2 )
1,621,494

小里原野組合

504,970

二・三・五牧野組合

譲 渡 人

面積 (m 2 )
1,436,097

小里原野組合
二・三・五牧野組合

1,117,276

三久保牧野財産管理組合

1,035,527

三久保牧野財産管理組合

1,035,527

西湯浦牧野組合

3,160,773

新宮牧野組合

2,618,446

湯浦牧場

4,568,089

新宮牧野組合

2,662,488

山田西部牧野組合

2,645,585

小倉原野委員会
山田中部牧野組合

ሽ 同一組織

計

6,207,346

197,824
2,296,204
763,214

山田南部牧野組合
山田東部部落有財産管理組合
合

合

計

5,567,329
25,023,497

48％に上っているように，放牧入会権者の責務として

にもかかわらず，阿蘇の草地を保護する市民団体

組合員が管理すべきという意向が強く残っている。

である阿蘇グリーンストックの輪地切・野焼ボラン

その方針がとれる経済的基盤があり，経営体として

ティアを現在受け入れている牧野組合は 35 組合で

自立していることが大きいのであるが，山田中部牧野

全体の 21％を占めるにすぎなく，今後受け入れたい

組合と同様に中山間直接支払い補助金に依存してい

組合も 14％と少ない。その主要な理由は，「ボラン

る牧野が多い。

ティアが作業に不慣れである」「危険な地形が多く

しかしながら，多くの牧野組合では組合員の高齢化
によって牧野管理作業での人手不足が深刻になって
いる。

安全面で心配である」ことなどである。市民ボラン
ティア体制の充実が課題となっているわけである。
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（3）共有牧野の公有地化と新しい牧野経営の発展

ために 52 年から改良草地を大根畑に貸付ける土地

新宮牧野組合は，市町村合併の前年 2004 年に旧

利用を行ってきたが，連作障害が起きたため，現在

阿蘇町と「土地無償譲渡契約書」を締結して，町有

では多角的な土地利用に転換している。すなわち，

名義の牧野を共有原野化したのであるが，2005 年に

有畜農家 2 戸による放牧（頭数 11 頭）と採草利用

は阿蘇市と「共有原野の寄付に伴う契約書」
（資料 4）

が牧野組合の本来の事業であるが，そのうち 1 戸は

を締結して約 2,600ha の共有原野を市に寄付し，市

水田 100ha を経営する株式会社であり，今後も牧野

有原野の入会放牧権のもとで使用料無料の牧野利

の中心的な利用主体として見なされている。また，

用を行っている。

牧野組合は，員外からの牧野の多角的利用を進めて

新宮牧野組合は，昭和 10 年（当時牛 82 頭・馬 38

おり，員外放牧牛を 40 頭受託しており，今後も頭

頭の放牧）に設立された阿蘇北外輪山山田地区に立

数増加が見込まれている。また，牧野面積 265ha の

地する中規模の牧野である。表 4 のように，総面積

うち 131ha を乗馬観光企業「夢大地」に貸し付けて

は 272ha で，うち野草地 138ha，改良草地 127ha，

いる（年貸付料 240 万円）。草地貸付は個別農家に

林地が 7ha である。入会権者は，これまでおよそ 80

も拡大しており，野草地 4 か所（5ha）を 50 万円で

名が高齢化や自然死のため脱退し，その後も減少は

貸し付けている。林業部門では市との分収林 7ha を

止まらず 1998 年の 47 名が 2007 年には 33 名となっ

2010 年に伐採し（杉，ヒノキ林，分収割合市 6：組

ている。昭和 42 年から国営事業によって 60ha を草

合 4），また環境省の補助事業によってテスト伐採を

地改良し，同時に酪農団地を建設して共同経営したが，

2ha 実施している。このように多角的収入源の開発

昭和 57 年には経営破綻した。酪農収入を補てんする

に努力していることが特徴である。

資料 4 阿蘇市と新宮牧野組合による共有原野の寄付に伴う契約書
共有原野の寄付に伴う契約書
阿蘇市 (以下「甲」という。) と新宮牧野組合 (以下「乙」という。) とは、土地の
寄付に関し、次のとおり契約を締結する。

この契約締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上各自１通を所持
する。
平成１８年１１月

１日
甲：阿蘇市一の宮町宮地５０４番地１
阿蘇市
阿蘇市長 佐 藤 義 興

(寄付物件)
第１条 乙は、末尾記載の土地(以下「土地」という。)を甲に寄付するものとする。
(所有権の移転)
第２条 前条の土地の所有権は、契約締結と同時に乙から甲に移転したものとする。
(引渡し)
第３条 前条の規定により土地の所有権が移転したときは、甲に対し現状のまま引渡し
があったものとする。
(所有権の移転登記)
第４条 第２条の規定により土地の所有者が移転した後、所有権移転登記及びこの契約
締結に要する費用は、すべて甲の負担とする。
(瑕疵担保責任)
第５条 乙は、この土地に隠れた瑕疵があっても、その責めを負わないものとする。
(疑義等の解決)
第６条 この契約に定めのない事項又は、この契約の履行について疑義が生じたときは、
甲乙協議の上決定するものとする。

乙：新宮牧野組合
阿蘇市南宮原１８１番地２
代表登記名義人 持分３分の１

宮 下 邦 夫

阿蘇市内牧２１番地
代表登記名義人 持分３分の１

杉 本 六 祝

阿蘇市内牧６６番地
代表登記名義人 持分３分の１

三 井 秋 重

土地の表示
所

在

面

積

502,570 m2

原 野

阿蘇市湯浦字端辺1674番16

雑種地

349,766 m2

阿蘇市山田字端辺2090番4

原 野

1,525,058 m2

阿蘇市山田字端辺2090番24

原 野

120,692 m2

阿蘇市山田字端辺2090番629

原 野

53,307 m2

阿蘇市山田字端辺2090番630

原 野

4,864 m2

阿蘇市山田字端辺2090番703

原 野

62,189 m2

計 (7筆)

*日本獣医生命科学大学名誉教授 (Yoichi Matsuki)

地 目

阿蘇市湯浦字端辺1674番15

0369-5247/11/\500/1 論文/JCOPY

2,618,446 m2
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新宮牧野組合の現況

(平成 19 年度阿蘇草原再生・新宮牧野野草地環境保全実施計画 九州地方環境事務所)
○新宮牧野の規模等の状況
項

新宮牧野

目

平成10年調査 平成15年調査
牧野状況

総面積

現 在

365 ha
138 ha

265 ha
138 ha

1※ 272 ha
138 ha

127 ha
0 ha

127 ha
0 ha

1※ 7 ha

47戸

36戸

33戸

40戸

29戸

30戸

7戸

2戸

2戸

10頭

5頭

2※ 48頭

うち預託放牧頭数

―

―

40頭

うち子牛頭数

―
8m

8m

うち野草地
うち牧草地 (改良草地)
うち林地
入会権者数
うち農家数
うち有畜農家数
放牧頭数

127 ha

輪地切り

防火帯幅

3頭
8m

状況

延べ出役者数

47人

36人

33人

平均年齢

57歳
205 ha

62歳
205 ha

205 ha

野焼き
状況

野焼き面積
延べ出役者数
野焼き中止面積

―

55歳

47人

36人

33人

平成7年度以降

平成10年度以降

平成7年度以降

0 ha
0 ha
0 ha
出典：阿蘇郡牧野および牧野組合現況調査1999年，阿蘇郡牧野および牧野組合
意向調査2004年より。表中「―」はデータ不明を示す。
1※ 平成10年および15年調査での総面積には牧野北東部の森林が除かれていた
が，牧野境界内であるため，今回の面積には林地として算入する。
2※ 放牧頭数は今回の調査では預託放牧数を確認した。

新宮牧野組合は，後述する阿蘇草原再生協議会が

人としての経営組織体制づくりとともに入会団体

すすめる野草地の環境保全活動に参加し，とくに環

として市民や企業との新しい関係をつくっていく

境省九州地方事務所と協働して作成する「阿蘇草原

かが大きな課題となるであろう。

再生・新宮牧野・野草地環境保全実施計画」（牧野

（4）市民入会権の明文化を目指す牧野組合

カルテ 2008 年度）によって伐採後の野草地の植生

旧一之宮町の町有原野の放牧入会権を利用する

変化の観察に協力している。計画策定のための現地

舞谷牧野組合は 1960 年の設立当初は組合員が 15 名

調査によって採草放牧地で多種の希少植物が発見

いたが，転出など放牧入会権放棄者が増加し，現在

されているが，それは新宮牧野の利用方法が旧来か

は 6 名で 220ha を管理している。造成草地 8ha，原

らあまり変化しておらず，また野焼きの維持や積極

野 180ha，植林地 20ha に，共有林 80ha（ヒノキ 80

的な採草貸付による適切な利用管理方法によるも

年生 4ha，50 年生杉 76ha）を経営している。すでに

のと評価されている。野草地保全の手法のひとつと

組合員全員が 15 年前から無畜農家であり，むしろ

して小規模樹林地の伐採（2ha）を実施し，伐採木

林業専従である。それ故 164ha の野焼は組合員だけ

の焼却跡地に生物多様性豊かな野草地と景観を再

では無理であり，ボランティア（30 名）に大きく依

生する作業へ組合員が多く従事している。そのよう

存している。阿蘇グリーンストックは野焼きのリー

な活動に大学生のボランティアを積極的に受け入

ダー研修を実施しているが，舞谷牧野には 6 名の

れ，牧野の歴史学習に取り組んでいる。今後の事業

リーダーがかかわっており，そのボランティアを牧

計画として，観光企業「夢大地」との共同事業「心

野組合の準組合員的に位置づけている。リーダーの

身障害者のリハビリと癒しのキャンプ場開設」や未

中には輪地切や野焼作業の時だけでなく，牧野の看

利用地の野草バイオマスエネルギー利用事業，放牧

視人小屋を自由に使用して牧場の希少植物サクラ

土塁の復元事業などによる歴史的景観づくり等が

ソウの盗掘看視などを行い日常的に牧野管理に参

検討されている。そのような多角的牧野利用に，市

加している。今後，このリーダーボランティアを準

民ボランティアや生徒，学生の参加を積極的に進め，

組合員として，牧野組合の定款上において明文化す

企業，行政との連携を強化するためには農事組合法

ることも考えられている。
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（5）阿蘇グリーンストックによる草原の市民共有

(２０１１年)

1,620 万円の実績となっている。
また水源涵養の森づくり活動も最初の事業として

財産化運動
阿蘇グリーンストックは大学教授，消費生活協同

行われ，現在までに広葉樹の植林や下草刈りの活動が

組合，自然保護団体，農協，医師会，観光会社，一

一般市民ボランティアと企業，行政の協働で拡大して，

般企業，阿蘇郡 12 か町村の首長など 39 名の発起人

2007 年には 21.5ha，4 万本の植林が実現されている。

によって 1995 年に財団法人（寄付財産 1 億 4000 万

1998 年からは野焼き輪地切り作業における牧野組合

注 7）

。

の人手不足を援助するために「野焼き支援ボランティ

運動の背景には，阿蘇郡地域の農林畜産業の衰退

ア」活動が開始され，グリーンストックの中心的な活

が見るに耐えられないほど進行していること，すな

動事業となっている。現在登録ボランティア会員は

わち放牧農家の減少と農業者の高齢化や後継者不

620 名で，その中から 5 回以上参加経験のあるリー

足のために春の野焼きが困難になっていること，草

ダーが養成され，牧野組合とのコーディネーターを務

原は荒れ，戦後植林の針葉樹林は手入れ不足により

めている。2006 年実績では 7 市町村，44 牧野，5,000ha

雨による崩落・土砂崩れが頻発していること，九州

の草原保全管理に 1,779 名のボランティアが従事して

の水瓶として機能が弱まっていること，20 万 ha に

いる。

円）として設立された

及ぶ大草原の景観の維持が困難になっていること

2004 年には都市農村体験交流施設として「阿蘇ゆ

など，もはや地元の人々の努力だけでは貴重な阿蘇

たっと村」が古民家を移築して開館し，農作業体験，

の自然環境（緑と水と生態系）を守れなくなってい

環境学習に活用されている。

るという認識があった。設立趣意書には「私たちは，

以上のような事業によって財団の理念は着実に実

阿蘇の地域住民と都市の住民が互いに手をたずさ

現されつつあり，
「阿蘇千年の草原資産」を「市民共

え，行政と企業の協力をも得ながら，阿蘇の自然環

有資産化」とする理念が形成されていることは，牧野

境と農林・畜産業を守り，緑と水の生命ストックを

組合の入会権に影響を与えていく契機と考えられる。

保全して，次の世代に引き継いでいくことを決意し，

（6）阿蘇草原再生協議会による新たな地域利益組織

そのために財団の設立を計画しました。」となって

としての牧野組合再編構想

いる。我が国でもはじめての本格的なトラストであ

牧野組合や阿蘇グリーンストックなどの活動を

るグリーンストックの基本理念はつぎの 3 つである。

基盤として，自然再生推進法の適用を受け 2005 年

第一は，阿蘇の農業者と都市の生活者が互いに手

に阿蘇草原再生協議会が設立され，千年の歴史をも

をたずさえて，土と生命をいつくしむ農業を振興し，

つ草原の生態系の劣化と景観の劣化という危機に

安全でおいしい食物の普及に努める。

瀕している阿蘇の草原を再生する構想を策定した。

第二は，阿蘇の自然環境を守るために，国民共有

阿蘇草原再生協議会は，地元の 34 牧野組合，地元住

の土地（コモンランド）を確保し，これを広げてい

民，専門家，企業，自治体など多様な実施主体が連携

くナショナルトラスト事業を興す。

し，協働して阿蘇草原再生の目標を達成することを目

第三は，環境にやさしい田園ホリデー事業を通じ

的に組織化されている。目標は，
「草原の恵みを持続

て，自然と共生する手づくりの余暇空間を創り出し，

的に生かせる仕組みを現代に合わせて創り出し，かけ

人と人とのふれあいの場を提供する。

がえのない阿蘇の草原を未来に引き継ぐ」として，そ

阿蘇グリーンストックの最初の事業として「あか

のめざす姿を「暮らしに恵みをもたらす草原；地域の

牛を食べて草原を守ろう」というあか牛牛肉産直が

人々の暮らしと草原が密接に関わり，草原の恵みを持続

1995 年に始まり，
2004 年に本格的なあか牛オーナー

的に享受出来る仕組みが動いている」と「人と生き物

制度が確立している。

が共生する草原環境；盆花に象徴されるように，多様

あか牛オーナー制度は，オーナー希望者は 30 万

な動植物が育まれる豊かな草原環境が保たれている」

出資する代償として 5 カ年間 30 万円分の牛肉を受

の 2 つを描いている注 8）。分野別目標の中に「野草資源

け取り，繁殖農家はそのうちから無利子の資金 25

でうるおう農畜産業の再生」の分野が設定され，とく

万円で妊娠牛を購入し，子牛を販売して 5 カ年間で

に「牧野利用と多様な形での維持管理の促進」がある。

返済する制度である。2007 年にはオーナー54 名

その取組の主体は牧野組合であり，環境省との協働で
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「野草地環境保全計画（牧野カルテ）
」の策定が 2006

とに目的がある。この募金運動で注目されるのは，

年から始まっている。牧野カルテの策定は，牧野内の

牧野・草原を牧野組合の入会的利用の限界を越えて，

主な植物分布，生息環境，過去からの存続状況，牧野

牧野を「新たなコモンズ共有地」として幅広い市民

内の地名，及びその由来，現在及び過去の牧野利用管

と企業との共同事業によって管理利用していこう

理状況などについて組合員も参加して調査把握し，組

とする視点があることである。

合員の世代交代によって失われつつある牧野の情報
を伝承していく機会となる意義が大きい。計画策定も
含めて 5 カ年間かけて環境省で実施できる牧野管理省
力化事業を実施し，実施過程とその後の生物多様性保

4． 牧 野 組 合 の 経 営 改 革 と
市 民 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 入 会 権
－山村コミュニティ再建支援事業の可能性―

全の効果を検証するモニタリング調査を行うことに

牧野組合の構成員の現状からすると牧野の全て

なっている。2009 年度までに 14 牧野組合の牧野カル

が褐毛繁殖牛生産のために利用されるということ

テが策定され，今後毎年 3 牧野組合を策定する方針で

はすでに無理な状態になっている。あか牛の子牛生

ある注 9）。

産コストと牧草生産コストの低下，労働生産性の向

このような自然再生事業は，牧野組合が畜産生産

上を実現するためには周年放牧方式の採用や牧養

手段としての採草放牧地の管理利用だけでなく，牧

力の高い改良草地への利用集約をおこない，その他

野の有する多面的機能を経済的に実現する経営体

の牧野は自然動植物の生息地や景観保全，他の産業

として成長し，いわば地域資源を活用して地域全体

的土地利用へ転換するなど「農村の多産業化」をは

に利益をもたらす核となるいわば「地域利益経営体

かるために総合的土地利用計画の策定が地域全体

(会社)」へと変革していくシステムをつくる（図 4

とともに個別の牧野組合においても緊急の課題と

環境省九州地方環境事務所作成）ことにもなる。

なっているといえよう注 10）。

阿蘇草原再生協議会はこのような支援事業を強

あか牛生産の活路を考えると，その生産構造の改

化するために，2010 年 3 月に阿蘇草原再生募金を創

善だけでなく個別経営および産地としてのマーケ

設し，2013 年までに 1 億円を一般市民，企業団体，

ティング戦略のあらたな開発が不可欠である。消費

観光客から募り，草原維持管理の人手不足を補う支

者の現在ニーズと将来ニーズを的確に把握し，「地

援ボランティア派遣活動，牧野内の希少種，草原性

域独自の付加価値をもった商品の開発生産と販売

動植物の生育保護活動，地元の小中学生などを対象

システム」（アグリフードシステム）をいかに作り

とした草原環境学習活動など草原環境の保全再生

上げるかが中心的課題である。また，都市消費者の

に求められている緊急性の高い活動を支援するこ

豊かな生活実現のためのニーズは広範囲な領域に

図 4 阿蘇の牧野組合の多様な経営事業と支援システム

(環境省九州地方環境事務所資料引用)
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進んでおり，食品の高い品質や安全性などの物品的

会権をもつ農業者組合員」と新しい「パートナー入

なニーズのみならず，その生産現場である農地・農

会権をもつ市民準組合員」とで構成する。パート

村のもつ多面的機能を求めている。とくに自然生態

ナー入会権は牧野組合の定款で規定して，義務と権

系・景観の保護管理サービス機能や別荘地ないし終

利を明確にする。パートナー入会権の資格を取得す

の棲家としての移住地需要に応える田園住宅地供

るためには準組合員としての出資義務，輪地切り作

給機能である。それらのニーズを実現するためには

業や野焼き作業などへの出役義務，牧野組合が生産

農村住民と都市市民とが共有する新しい価値観へ

する「高自然価値」生産物を産直品として購入する

の転換が必要である。本稿では両者が共有する二つ

義務，その他を規定する。権利は牧野の多面的機能

の価値概念として「高自然価値」と「家畜福祉」を

が供給する多様なサービス（レクレーション，自然

提起し，それを生産する「自然共生農業」および担

保護・農作業体験，環境教育サービス等）を享受す

い手として「自然共生農場」というコンセプトおよ

る権利である。

び放牧によって家畜の健康と福祉を実現する「家畜

以上のように阿蘇の動向から指摘できることは，

福祉畜産システム」を提起する。牧野入会利用の拡

農業者と消費者市民が共同してどのような農業問

大を図る農林業と農山村はこの高自然価値注 11）と家

題と環境問題をリンクした解決モデルを作れるか

畜福祉品質をもつ畜産物商品の開発注 12）とそれを市

である。先にとりあげた自然再生事業による牧野組

場経済ないし市場外的に実現するための多様な販

合と市民，NGO，企業，行政の協働システム＝市民

売システムの開発が課題となる。

企業コミュニティが地域基金を設立し，その経済的

阿蘇の広大な牧野の利用の崩壊過程は，農産物の

支援のもとで既存の先進的な牧野組合を新しい企

需給調整政策が世界市場と直結してなされ，その国

業形態である地域利益会社（CIC）に転換すること

際市場競争によって駆逐されつつあるところから

が検討されて良いであろう。

きている。市場経済の場でのみ農業経営を行ってい
く限り，赤牛生産と牧野での放牧方式の崩壊は免れ
ないであろう。決め手となるのは草原とそれに関連
する地域の自然環境の保全を重要視する消費者市
民が，放牧生産牛肉に付加価値を認め，外国産の低
価格牛肉より放牧赤牛牛肉を選択するという行動
の成長が重要である。国内消費者のニーズの成熟が
どこまで急速に転換していくか，そのような消費者
志向を刺激し，かつその需要の質に応える農業者が
どのような生産構造の革新を行うか，また土地を基
盤とする地域自然環境を管理し利用していくかが
問われている。 そのためには農業者が広大な入会
地の利用に消費者市民の参加をもとめ，地域資源，
自然環境の適切な利用と保護について，多様なパー
トナーシップ関係を作り上げていくために研究と
検討を重ねていくかどうかである。例えば牧野組合
の中で有畜農家が少数になり，放牧管理を担う農業
者も高齢化が進んで，もはや自力では牧野の管理作
業が出来なくなっているところでは，旧慣行入会権
を消費者市民をも入れた新しい「市民パートナー
シップ入会権」注 13）に「市民社会化」し組織再編す
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