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「全国草原シンポジウム ’08 in 東伊豆」 

忘れられた草原の再発見／その保全と活用 

主 催  全国草原シンポジウム in東伊豆実行委員会 

日時  2008 年 9 月 27 日（土）～28 日（日） 
会場  静岡県賀茂郡東伊豆町役場／細野高原 
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趣 意 書 

 

1995 年に大分県久住町で開催された「野焼きシンポジウム・サミット」は、今日の

草原を取り巻く諸問題について地元自治体の立場から議論を行い、草原の価値と草原

を維持することの重要性を広く訴えました。以来、同様の問題を抱えた島根県大田市

三瓶山（さんべさん）、北海道小清水町（こしみずちょう）、山口県秋吉台、熊本県阿

蘇、長野県霧ヶ峰、岡山・鳥取両県にまたがる大山・蒜山（だいせん・ひるぜん）な

ど、各地において、「全国草原サミット・シンポジウム」という形で受け継がれ、草原

を維持・活用しようという気運が高まっています。 
 
静岡県伊豆半島においても、かつては茅葺き屋根の材料として、また牛馬の飼料、

畑の敷草や燃料などの供給源として多くの草原が維持されてきました。しかし「宝の

山」と言われた草原も農業生産の近代化や生活様式の変化からその需要は失われ、草

原の存在も徐々に忘れ去られるようになりました。今やかつての草原はゴルフ場や別

荘地などに開発され、あるいは植林による人工林と化しており、この伊豆半島でまと

まった面積が残るのは東伊豆町細野高原一帯のみとなっているのが現状です。ここ細

野高原は県指定の天然記念物である貴重な湿原や飲料水の供給源である熊口水源を有

し、海も近く、天気のよい日には伊豆諸島を見渡すことができるという絶好のロケー

ションを誇りますが、現在は一部のアウトドアスポーツ愛好者にしかその存在を知ら

れていません。 
 
このたび私どもは、この細野高原一帯の草原の存在を全国に発信するため、全国草

原再生ネットワークの協力を得て「全国草原シンポジウム」をこの東伊豆町で開催い

たします。「忘れられた草原の再発見／その保全と活用」をテーマに、全国各地の草

原の維持管理に取り組んでいる皆さんとともに、草原の価値を再発見するとともに、

その維持管理や有効活用の方策を討議し、全国に情報発信していきたいと考えており

ます。草原を有する全国の自治体からの積極的な参加を期待しております。 
 
 

２００８年９月２７日 

全国草原シンポジウム in 東伊豆実行委員会 

実行委員長 東伊豆町長  太 田 長 八 

〓〓〓〓〓 全国草原シンポジウム ’08 in 東伊豆 〓〓〓〓〓〓〓 
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燃え上がる紅蓮の炎 

山頂から燃え広がる 斜面を燃え広がる 

防火帯の縁に沿って点火 延焼を防ぐ戦い 
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〓〓〓〓〓〓〓〓 細野高原の山焼き 〓〓〓〓〓〓〓〓 

朝焼けの伊豆諸島 海に向かって飛ぶ 

〓〓〓〓〓〓〓〓 三筋山からの風景 〓〓〓〓〓〓〓〓 

中央でぶつかり、酸欠になって一気に消火 

二方向から火を入れる 中央に向かって燃え移る 
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〓〓〓〓〓〓〓〓 細野の貴重な植物 〓〓〓〓〓〓〓〓 

アサヒラン 絶滅危惧 ⅠＢ 

アマギカンアオイ 絶滅危惧 Ⅱ類 

サギソウ 絶滅危惧 Ⅱ類 

クマガイソウ 絶滅危惧 Ⅱ類 

サクラスミレ 絶滅危惧 Ⅱ類 

キキョウ 絶滅危惧 Ⅱ類 

イズコゴメグサ 絶滅危惧 Ⅱ類 

トキソウ 絶滅危惧 ⅠＢ 
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〓〓〓〓〓〓〓 細野の貴重な植物 〓〓〓〓〓〓〓 

タヌキモ 絶滅危惧 Ⅱ類 

ヤマトキソウ 絶滅危惧 Ⅱ類 

エビネ 準絶滅危惧 ジュンサイ 準絶滅危惧 

ミズトンボ 絶滅危惧 Ⅱ類 

ミズチドリ 絶滅危惧 Ⅱ類 ミシマサイコ 絶滅危惧 Ⅱ類 

ヒメハッカ 絶滅危惧 Ⅱ類 
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開会あいさつ 

 
 

全国草原シンポジウム’08 in 東伊豆 
実行委員長 大田長八 東伊豆町長 

 
伊豆半島においても、かつては多くの草原が、茅葺き屋根の材料、牛馬の飼料、畑

の敷草や燃料などの供給源として維持されてきました。しかし資源の宝庫であった草

原も農業の近代化や生活様式の変化によってその需要は失われ、草原の存在も徐々に

忘れ去られるようになりました。 
私どもは、この細野高原の草原の存在を全国のみなさんに知っていただくため、「全

国草原シンポジウム」をこの東伊豆町で開催することといたしました。ご後援いただ

いた国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県、財団法人静岡県グリーンバンク及び全

国草原再生ネットワークのみなさまにお礼を申し上げます。 
本シンポジウムでは、「忘れられた草原の再発見／その保全と活用」をテーマに、全

国各地の草原の維持管理に取り組んでいる皆さんとともに、草原の価値を再発見する

とともに、その維持管理や有効活用の方策を討議し、全国に情報発信していきたいと

考えております。 
 
 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓 開  会 〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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大分県九重町 

坊がつる・タデ原 野焼実行委員会 

 髙橋裕二郎 

・1948 年大分県生まれ 
・九重の自然を守る会 理事  
・環境省国立公園指導員 
・九重飯田高原デザイン会議 会長  
・九重氷の祭典 会長  
・飯田高原野焼実行委員会 実行委員長  
・坊ガツル野焼実行委員会 副会長火入れ責任者 
・新しい九重町を創る会 会長 
・NPO 法人九重トキゆめプロジェクト 21 理事長 
 

飯田高原野焼き文化の継承について 

 
九重山記の中に書かれている、九重の四季の記述の中で、九重の春は黒色、夏は青色、

秋は赤色、冬は白色となる、とあります。飯田高原は昔から、春のお彼岸の頃に野焼き

が行われていたから黒なのです。 
昔は山の国有林とか私有林の土地所有境界の区別があいまいであり、特に造林などが

行われてなく、野焼きの火は燃えるにまかせて、久住と九重とで野焼きの日を決めて、

お互いに両方から火を放つので、二～三日間燃え続ける事もあったそうです。 
昭和 38 年に九州横断道路が開通しましたがその頃までは広々とした草原が続き非常

に眺めが良く、九州独特の美しい風景でした。近年、国の政策で植林が進んだ事や、過

疎と高齢化と、農耕機の普及により無家畜農家が多くなり採草の必要性も無くなり、野

焼きもだんだん出来なくなりました。 
 
しかし、野焼きをした草原でなければ生きられない動植物も数多くあります。鳥では

オオジシギなどは、草原がなければ絶滅してしまいますし、オオジシギは今では西日本

で、タデ原と阿蘇の一部しか生息していません。植物では、サクラソウ、キスミレ、オ

キナグサ、マツムシソウ、ルリヒゴタイなどが代表でしょう。私たちは草原と湿原を守

り続けるために、平成 8 年に野焼き実行委員会を結成し、タデ原と坊ガツルの草原文化、

野焼き文化を継承しています。 
現在では飯田高原の約 500ha をボランティアの応援のもと実施しています。 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 事例報告 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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熊本県阿蘇 

 
（財）阿蘇グリーンストック事務局長 

 桐原 章 

 

・1959 年生まれ 
・阿蘇郡高森町出身 
・グリーンコープ生協くまもとに 21 年勤める 
・2006 年 7 月阿蘇グリーンストック事務局長就任 
 

野焼き支援ボランティアを育成 

 
九州を中心に、全国から都市ボランティアを募り、初心者研修会を義務付け、人手不

足や高齢化によって、野焼きや輪地切りの持続が困難な牧野へ野焼き支援や輪地切り(防
火帯づくり)活動に派遣しています。 

私どもは会費をいただいてボランティアの初心者研修や登録を行っていますが、みな

さん、「日頃観光や水資源のことでお世話になっている阿蘇枝の恩返し」という気持ちで

進んで参加してくださっています。野焼きは刺激的で楽しいイベントですが、じつは輪

地切りの草刈りが地道で過酷な労働です。しかし、草刈り作業はどれだけ刈ったかが一

目で確認できるので、やりがいがあるという人も増えています。年に数回草刈りに参加

してくれる熟練ボランティ

アのリーダーも 57 名を数

えます。 
参加牧野（要請牧野）や

人数は、年々増加しており、

1999 年春、７ケ所 110 名

から始まった活動が、2007
年度は 46 牧野に、延べ

1900 名を超えるボランテ

ィアの支援活動となり、こ

れまでに延べ 1 万人近くの

方が野焼き・輪地切り支援

活動を行いました。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 事例報告 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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山口県秋吉台 

秋吉台エコ・ミュージアム 田原義寛 

 
・1973 年 山口県生まれ 
・大学では、「水田のカエル」を研究 
・青年海外協力隊員としてブルガリアに 2 年間赴任 
・6 年前より秋吉台エコ・ミュージアム職員、 
・秋吉台の草原の保全にかかわる。 
 

秋吉台草原ふれあいプロジェクト 

 
秋吉台地域には広大な石灰岩の地層があり、その上に約 12.5 km2の草原が広がってい

る。秋吉台はかつて、遠い海でサンゴ礁として誕生した。それから長い時間をかけてド

リーネや鍾乳洞が発達した石灰岩の台地、カルスト台地となった。秋吉台の洞窟地下水

系はラムサール条約にも登録されている。 
この秋吉台は、かつては森林だったが、農業の発展にともなって一面の草原となり、毎

年の山焼きで維持されてきた。しかし、周囲 17km の範囲を人が取り囲んで中心を焼く

という形になるので、近年では高齢化・過疎化による住民負担の増大が問題になってい

る。また、火が入りにくい場所は、藪になりつつある。 
 
我々は本年度、「草刈

り体験と草刈り跡の活

用」「樹木の侵入した草

原の再生」「火道切り作

業の省力化」「草刈りコ

ストの計算」を目的とし、

4 地点で、草刈り作業を

行った。また、刈り草は

野草堆肥や畑の敷き草に

使用し、野草堆肥の収益

の一部は草刈りや環境保

全の費用に還元される予

定である。 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 事例報告 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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群馬県みなかみ町 

       森林塾青水 

森林塾青水 事務局 浅川潔 

 
・1960 年生、山梨県出身 
・コミュニティデザイン代表、原宿で 
景観まちづくりのコンサルタントを営む。 

・当初から森林塾青水の企画幹事として 
事務局を引き受ける。 

 

上ノ原入会の森 

 
森林塾青水は「飲水思源」を合言葉に、2000 年に発足、都市住民を中心に現在 50 人

の会員がいます。私たちは、利根川でむすばれた上流部と下流部の住民が一体となって

水源の問題を考えるため、群馬県みなかみ町・藤原地区にある元入会地の保全と活用に

取り組んでいます。 
 
私たちのフィールドは、群馬県の最北端、利根川の源流域に位置する奥里山で、標高

700～1,150m にあり積雪が 2ｍを超える豪雪地です。面積 21 ヘクタールのかつての茅

場（ススキ）と薪炭林

（ミズナラ）です。こ

のフィールドを森林塾

青水がみなかみ町から

借り受け、「春の野焼

き」「侵入木の伐採」

「秋の茅刈り」「古道

の調査と復旧」「生物

相調査」里山のルール

づくりなど「茅場の再

生･活用」と「古道の再

生・フットパスづくり」

に取り組んでいます。

また、2004 年からは野

焼きも復活させました。 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 事例報告 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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富士山・伊豆の草原 

 

野口英昭 元静岡県林業専門技術員 

 

・1934 年 鹿児島県生まれ 

・鹿児島大学農学部卒業 

・静岡県林業専門技術員、伊豆・志太榛原・ 

中遠農林事務所林業部長を歴任して退職 

・（株）インプル代表取締役、現在は顧問  
 

静岡県で大規模な草原といえば富士山東麓の大野原草原、西麓の朝霧高原がある。大

野原は自衛隊の演習場として使われており、朝霧は牧草地帯である。これらに対し、伊

豆半島には達磨山から仁科峠にかけてのコアオスズ草原や乙女峠から十国峠のハコネダ

ケ草原などの風障地の自然草原があり、ここ細野高原は山焼きによって維持される半自

然草原に位置づけられる。 
 
 
 
 
 
 
 

富士山東麓の大野原草原 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  仁科峠のコアオスズ草原 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 基調講演 1 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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草原は、かつては茅葺き屋根や牛馬の餌、緑肥など、資源供給の場として利用・維持

されてきたが、このほかにも炭酸ガス削減機能、水土保全機能、生物多様性保全機能、

景観形成機能などの多様な機能がある。このような草原機能を維持していくことが大切

である。 
 
ところで、いわゆるススキ、自生の高茎カヤには 5 つの種類がある。海岸沿いの沿海

生のカヤにはハチジョウススキ、トキワススキ、ワセオバナの 3 種類、内陸性のカヤに

はオギとススキがある。オギは湿地を好み、ススキはどちらかというと河原の乾いた場

所に生える。この細野高原にはオギは入っておらず、ススキだけだが、最近、湿地帯に

もススキが入り込んで乾燥化が進みつつあるようだ。こちらではその防止対策を行って

いるとのことだが、ぜひともその記録を残してほしい。草原湿地の乾燥化は全国的にも

問題になっており、ここで成功すれば、それが草原湿地保全管理の指針になる。東伊豆

のみなさんにはぜひがんばっていただきたい。 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

オギ 

 

 

細野高原のススキ 

 
また、この細野高原を盛り上げるため、私から少し提案させていただきたい。この細

野高原では「花暦」をつくることをお薦めしたい。いつ・どこに・なにが咲いているか、

そんなものが一目で分かる花暦があれば、観光客のみなさんにも紹介しやすいだろう。 
とにかく、行政になにかを期待するというより、まず地元のみなさんがこの細野高原

を盛り上げるという活動をしていけば、行政も手伝わないわけにはいかなくなる。そう

いう形で細野高原をさらに活気づけていただきたい。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 基調講演 1 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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細野高原と植物 

 

山田昌彦 環境省自然公園指導員 

 

・1938 年 静岡県生まれ。 
・広島大学理学部生物学科卒業。 
・大学では下斗米直昌博士の研究室にてキク属の 

細胞遺伝、特に染色体について研究。 
・卒業後、公立高校教諭、平成 2 年より教頭。 
平成 10 年退職。 

・元日本野鳥の会南伊豆支部長、 
元下田市文化財保護審議委員 

・退職後は下田市、河津町、東伊豆町等の市民講座 
の講師等を務める。 

・日本遺伝学会、日本植物学会会員。 
 

ここ細野高原は中期更新世に噴火し、その山体が形成された三筋・浅間・大峰山に囲

まれた標高 400ｍ～800ｍの高原で三筋山麓から稲取にかけて稲取泥流と呼ばれる火山

泥流が見られ天城山体完成後の爆裂によって白田川源流沿いから流れ出したと推定され、

泥流中の木片の C 年代測定によると今から 24,000±1,250 年（1950 年基準）前である

といわれる。 
この稲取泥流が水を通しにくいため窪地には今日見るごとく湿原が形成されたと推定

されている。細野高原の百 ha 以上に及ぶススキ草原は数百年に及ぶ火入れ、草刈り等

の人為的作用により、自然植生に復帰しようとする遷移との間の微妙なバランスのもと

に保たれてきた代償植生である。 
国内の草原・湿原の多くが開発で次々と姿を消している中で貴重な湿原植物・草原植

物が観察される細野高原は東伊豆町の誇る宝であり、次代に幾世代にもわたり受け継い

でいかなければならない。平成 8 年には町指定から県指定の文化財に格上げされた。 
 
ここに自生する植物を見てみると、中山・芝原・桃野の湿原を中心にラン科のサギソ

ウ、トキソウ、ヤマトキソウ、カキラン、ミズトンボ、ミズチドリ、コバノトンボソウ、

高原の周辺林にはエビネ、クマガイソウ等が自生し、また小池を有する桃野湿原を中心

として、タヌキモ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、モウセンゴケ等の食虫植物

が見られるほか、絶滅が危惧されるヒメハッカなどが見られる。 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 基調講演 2 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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季節別には、春にはバラ科のミツバツチグリ、キジムシロ、スミレ科のスミレ、ニオ

イタチツボスミレ、フモトスミレ、サクラスミレ、リンドウ科のフデリンドウ、コケリ

ンドウ。 
夏にはコオニユリ、ササユリ、ヤマユリ等のユリ属やチダケザシ、ウツボグサ、カセ

ンソウ。 
秋にはキキョウ、オミナエシ、カワラナデシコ、ススキ、クズ、ハギ類など、いわゆ

るフジバカマ以外の秋の七草。その他、ワレモコウ、マツムシソウ、イズコゴメグサ、

シオガマギク、リュウノウギク、ウメバチソウ、センブリ、ヤマラッキョウ等々、文字

通り四季を通じていろいろな花が咲き乱れる。 
 
ただ、数年から十数年前まで見られた絶滅危惧種のアサヒランが確認できなくなった

のは残念である。特に、人気が少ない 6 月より 8 月中はウグイスが鳴き、セッカが舞い

上がり、ホオアカが囀る中、独り我が身を自然の中におき自然に同化できる大変よい季

節である。 
 
 
 
 
Photo 4 枚ほど 
 
 
 
 

 
湿原に自生するサギソウ          周辺林に自生するクマガイソウ 

 

  細野高原の絶滅危惧植物  カテゴリーは静岡県の基準 

絶滅危惧ⅠB（EN） アサヒソウ、トキソウ 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

サクラスミレ、アマギカンアオイ、クマガイソウ、 

サギソウ、ヤマトキソウ、ミズチドリ、ミズトンボ、 

キキョウ、イズコゴメグサ、ヒメハッカ、 

タヌキモ、ミシマサイコ、（ホソバヒカゲスゲ） 

準絶滅危惧（NT） エビネ、ジュンサイ、キンラン、（ムカゴネコノメ） 

要注目種（N-Ⅱ） モクレイシ 

要注目種（N-Ⅲ） コマツカサススキ、コキンバイザサ、キクザキイチゲ 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 基調講演 2 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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コーディネーター 

長瀬哲郎 元静岡県企画調整部長 

 

 

 

 

パネリスト 

 
白川勝信 

広島県芸北 

高原の自然館 

 学芸員 

 

1973 年 福岡県生まれ。 
1992 年 広島大学に入学。卒業研究のため、 
1995 年から八幡湿原の調査を始める。 
2003 年 広島大学大学院で博士課程後期修了

後、高原の自然館学芸員に採用される。 
以来、湿原と草原の、保全および再生を主な

テーマに、生態・社会・観光・教育など多面

的なアプローチで研究と活動を続けている。 
 

パネリスト 

 
谷 和実 

（財）静岡綜合 

研究機構 

   副理事長 
 
1947 年 静岡市生まれ 
1971 年 京都大学法学部卒業 
1973 年 静岡県入庁 
1999 年 首都圏担当局長 兼 東京事務所長 
2001 年以降 商工労働部長、 

県理事 兼 広報局長、空港部長 
2007 年 財団法人静岡総合研究機構専務理事 
2008 年  同   副理事長 

パネリスト 

 
 
 
 
 
岡田善十郎 

 稲取東区町内会長 

 稲取地区特別財産運営委員長 

  

1943 年生､東伊豆町出身 
前東伊豆町文化財保護審議会長 
「緑の少年団・稲取ふるさと学級」指導員 
東伊豆町稲取東区町内会長 

パネリスト 

 
 
 
 
 
 
鈴木信幸 

伊豆フライトハウス代表 

 
1949 年生、東伊豆町出身 
元静岡県フライヤー連盟理事長 
元日本ハング、フライヤー連盟エリア委員など 
JHF ハング及びパラグライダー教員 
 

・1948 年 東京都生まれ 
・東京大学・ハーバード大学院卒業 
・建設省・国土交通省において、都市政策課長・ 
土地政策課長等を歴任、都市・住宅・土地行政 
に携わる。その間、静岡県において、企画調整部長 
として、街づくり・地域おこしに取り組む。 
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細野高原の保全と活用 

 
長瀬：午前中の事例報告からも、「全国

各地で草原が人々による山焼きによ

って維持されている」ということが

お分かりいただけたかと思います。

ここ細野高原でも、いまも山焼きに

よって草原が維持されています。し

かし、山焼きには様々な苦労がつき

まとい、全国的にもその継続が難し

くなっているのが現実です。 
しかも、この細野高原の存在というのが、静岡県でも県民のほとんどの人には知ら

れておりません。今回のシンポジウムの目的のひとつは、この草原の存在を静岡県民

のみならず、広く全国に知ってもらうことでもあります。そして、その草原の存在を

知ってもらった上で、この細野高原をどのように保全し、そして活用していくかを考

えるのが今回のパネルディスカッションの目的です。 
野口先生、山田先生の基調報告では草原とはどんなものか、草原環境保全の必要性

と人間生活との関わりを教えられました。これらを踏まえて、今日お集まり頂いたパ

ネリストのみなさん、会場のみなさんと議論を深めてまいりたいと思います。 

草原の保全 

長瀬：まずは草原の保全について、広島県の芸北高原で草原の維持管理に携わっておら

れる白川さんにご意見をうかがいます。芸北ではボランティアのみなさんが山焼きに

協力してくださっているそうですね。 
白川：私は広島県北広島町の芸北高原の自然館で学芸員をやっています。芸北高原では、

2005 年から雲月山で山焼きを再開しました。ボランティアに協力いただいて、約 40ha
の面積のうち、毎年 8～25ha ずつ、午前中に防火帯の草を刈って午後から焼くという

形で行っています。 
かつての山焼きは、資源としてのカヤ場を守るために行われてきましたが、今は草

原の資源としての価値はほとんど失われました。昔と同じ考えで草原を守ろうとして

も無理があるわけです。 
みなさんの報告にもあったように、火入れ作業というものはなかなか大変なもので

す。しかし、火をつけることはなかなか楽しいことでもあります。こちら東伊豆では、

山焼きに町の予算を使って人を動員しているとうかがいましたが、一方では火を付け 

〓〓〓〓〓〓〓 パネルディスカッション 〓〓〓〓〓〓〓 
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たいという人も多いはずです。そうした需要をうまくとりもつことができれば、山焼

きに必要な人手を集めることができるはずです。 
しかしここで大事なのは、ボランティアを単なる「労働力」と考えてはいけないと

いうことです。ボランティアのみなさんは、無償で働きに来るのではなく、「満足感」

を求めて来られるのです。「みんなで作業ができたこと」、「自然の中で汗を流したこ 
と」などがみなさんの満足感につながっています。そうして満足した人たちは、次

には友達を誘ってきてくれます。私たち芸北では参加者から、500 円の参加費をいた

だいていますが、参加するみなさんはこの「満足感」を得るために、500 円の会費と

足代、弁当代を払ってきてくれるのです。 
ここ東伊豆はうらやましいことに、すでに観光地として人の集まる要素をもってい

ます。あとはこれらの人々に、山焼きや防火帯づくりに参加することの「満足感」を

与えられる方法を考えればいいのではないでしょうか。 
岡田：ここ細野高原は江戸時代から入谷区の農家が中心になって草原を維持してきまし

た。当時は田んぼの肥料、牛馬の資料、茅葺き屋根の材料として、カヤは大切な資源

で、草原を巡っての争いも絶えなかったと聞いています。 
現在は、そうした資源としての価値は少なくなりましたが、山火事防止のためにも

火入れをして草原を維持することが大切です。丸 1 日がかりの火入れ作業も大がかり

な仕事ですが、この9月から10月に行う防火帯づくりが大変な作業です。総延長13km
ほどを幅 9ｍくらい刈らねばなりません。こういう場面にもボランティアが参加して

くれればありがたいものです。 
鈴木：私はこの細野高原で飛び始めて 28 年になりますが、その頃から山焼きに参加し

てきました。当時の山焼きに携わった区長さんたちの苦労もよく見ています。たしか

に、防火帯づくりの苦労を考えると、山焼きが楽しいとはとても思えません。ボラン

ティアに入ってもらえればありがたいのですが、この細野高原は進入路が狭く、対向

車同士がすれ違えないような場所も多々あります。ボランティアや観光客に入っても

らうには、このアクセスの問題を何とかする必要があります。 
谷 ：私も、今後山焼きを維持するにはボランティアが大きな要素になると思いますが、

それだけでどこまで維持できるかという心配もあります。 
そもそもボランティアというものは、こちらが「利用する」ものではなく、意志を

持って参加してもらうものです。そうでなければ「満足」を持って帰っていただくこ

とはできません。ボランティアに私たちの望むように働いてもらうというわけにはい

かないのです。 
そこで考えたのですが、輪地切り作業を遊びにしてしまうということはできないで

しょうか？ オフロード車やモトクロス車では影響がありすぎるかもしれませんが、 

〓〓〓〓〓〓〓 パネルディスカッション 〓〓〓〓〓〓〓 
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人力のマウンテンバイクぐらいなら、

一定のコースを走らせて料金を取る

というのも一つの考えだと思います。

傷めたところはその料金で補修すれ

ば、コースがそのまま防火帯にでき

て一石二鳥です。また、牛や羊に草

を喰わせるということも考えられま

す。 
ボランティアが参加費を払ってま

で楽しめる場を提供するとともに、

観光で楽しみながら貢献してもらう

という方向もあるのではないでしょ

うか。 
長瀬：山焼きはもはや農家が資源確保のために行うものでもない。草原の維持・保全の

ためには「満足感」を求めるボランティアや「楽しみ」を求める観光客にも参加して

もらおうということですね。 
草原の活用・振興という面にも同じような考え方が生かせそうですね。 

草原の活用 

谷 ：観光地で「おもてなし」というと、いい旅館でいい料理、温泉などのサービスと

とられがちですが、旅館任せではいけないんじゃないでしょうか。伊豆で旅館に入っ

ても、その周辺でどこに行けばどんなことができるという案内もなにもありません。

旅館の中だけのおもてなしではなく、「ここに行けばこんな楽しみ方ができますよ」と

いうアナウンスをすることが大切なおもてなしだと思います。ここ細野高原の自然な

どは、その遊び方のオプションの一つとしても最適だと思います。 
「吉野古道」が人気を集めたことがありましたが、あれも、インストラクターつき

の散策ツアーが一番の人気商品でした。地元の郷土史グループがうんちくを語りなが

ら案内するというのが観光客にはちょうどいいんです。細野高原でも、詳しい人がガ

イドしながら歩くことができるような方式がとれればいいんじゃないでしょうか。 
鈴木：私はこの細野高原でパラグライダーの大会をやって 20 年になります。この間、

パラグライダーでここを利用した人は数万人に上ります。海が見える草原というのは

ここにしかありませんから、その点ではあの広大な阿蘇にも勝っているんじゃないか

と思っています。三筋山に登るとみなさん海の見える美しさにため息をつきます。 
また、この細野高原はテレビドラマや CM の舞台などにもよく使われています。撮

影のロケ地としてテレビ局などに売り込むのも一法かもしれませんね。

〓〓〓〓〓〓〓 パネルディスカッション 〓〓〓〓〓〓〓 
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白川：さすがは伊豆ですね。普通、あまり観光客が来ないところに草原があります。私

たちの場合も、まず人を集めることから考えなければなりませんでしたが、東伊豆は

すでに多くの観光客が集まる場所です。その意味では、観光客の目を草原にも向けて

やればいいのですから、非常に恵まれていると思います。 
芸北では、山焼き参加者に年 4 回案内を出しています。そのうち 3 回は草刈りだけ

ですが、刈った草を農家に利用してもらい、それで作った野菜などを参加者に提供し

ています。自分たちが刈った草によって作られた野菜を食べられるということで、参

加者はリピーターになってくれるだけでなく、友人を誘ってきてくれるようになりま

す。また、ボランティアのみなさんの子供のためにキッズプログラムというものも用

意しています。そういうことで、家族連れで自然を楽しみながらボランティアに参加

してもらえる工夫をしています。そのためにもコーディネーターが必要になります。 
ボランティアでも観光でも、やはりコーディネーターの育成が大切になってきます

ね。 
岡田：いろいろ参考になりました。私たちも、細野の草原を活用した観光・教育に取り

組んでいます。今日講演をいただいた山田先生を中心に、自然観察・散策などを行っ

ています。また東伊豆町も観光立町を目指し、細野高原の観光資源化に取り組んでい

ます。稲取温泉観光合同会社なども作り、「星とクワガタウォッチング」「星空都内と

ウォーキング」などのさまざまな有料観光企画なども打ち出しています。 
現在は山焼きは町の補助で、町民だけで行っていますが、今後は観光活用なども考

える必要がありそうですね。 
長瀬：ありがとうございました。草原の様々な自然的・社会的条件を踏まえて、草原を

保全・活用するにあたって考えなくてはならないこととしては、①まず基本的な考え

方を確立すること②そして体制づくり、コーディネーター育成等を図ること③人々が

そこで活動するためのルール作り④工夫を凝らした広報活動などが上がると思います。 
ここで会場からのご意見をうかがいたいと思いますが、最初に、今回のシンポジウ

ムに関わり深い方として 2 名ほど指名させていただきます。まずは入谷区長として永

年火入れに携わってこられた鈴木由郎さんにお願いいたします。 
鈴木：火入れにボランティアに参加してもらうのは無理かなと思っていたのですが、今

日のお話を伺って、ボランティアにも安全な形で参加してもらえばいいんだというこ

とがよく分かりました。我々財産区としては、草原が都会から来る人たちの「癒しの

場」になることが楽しみです。 
長瀬：続いて、本シンポジウムをバックアップしてくださった全国草原再生ネットワー

クの高橋佳孝会長にお願いいたします。 
高橋：草原というのは、かつては資源として利用・維持されてきましたが、今や資源で

はなくなってしまいました。そういう中で地元の方が山焼きに参加してきたというこ

〓〓〓〓〓〓〓 パネルディスカッション 〓〓〓〓〓〓〓 
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とは、これも一つのボランティ

アです。都会からボランティア

を集めるだけでなく、 
地元の人たちにも積極的な担い

手になってもらえるような、そ

の人たちの「琴線」に触れるも

のをつくっていっていただきた

い。とにかく、将来の担い手で

ある子供たちを原っぱに引っ張

り出す仕組みをつくっていって

いただきたい。 
長瀬：ありがとうございました。

それでは時間の許す限り、会場のみなさんからもご意見等をお願いいたします。 
会場 1：稲取で情報発信プロジェクトの委員をやっています。みんなで稲取の魅力はど

こかと考えたら、やはり細野高原でした。細野にはサウンドオブミュージックの草原

を思い出させる風景があります。乗馬や馬車などを活用しようという意見も出ており、

現在 20 のプログラムを優位しました。富山では廃墟を蘇らせるというツアーも流行

っていると聞きます。今後は、防火線づくりの草刈りにも力を貸してくださいと呼び

かけていきたい。 
会場 2：今年の山焼きにも参加させていただきましたが、この細野の稜線に 20 数機もの

風車ができる計画があると聞いています。それでいいんでしょうか？ 自然の風景と

相容れないのではないかと思っています。また、細野にはクマタカなどもいるので、

自然への影響が心配です。 
会場 3：私も 10 年前に東京からこちらに参りました。星がきれいで、三筋山からの海や

山の景色のすばらしいところです。しかし、熱川の天目地区にはすでに 10 基もの風

車が立ってしまいました。さらに三筋山にも 21 基もの計画があるといいます。風車

は景観ばかりでなく、低周波による野鳥への影響もあるというデータもあります。 
谷 ：地域プログラムについては地元が中心になって作成し、旅館のフロントなどで案

内できるようにしていく必要があります。 
風力発電問題も、地域の合意が必要でしょうね。住民同士でよく話し合って、それ

を受けて町が動くべきでしょう。地域の中でよく話し合っていただきたい。 
長瀬：ありがとうございました。ご意見も尽きないところですが、ここで時間となりま

したので閉会とさせていただきます。 

〓〓〓〓〓〓〓 パネルディスカッション 〓〓〓〓〓〓〓 
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 自然観察会 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

自然観察会 

9 月 28 日（日）9:00～12:00 
東伊豆町細野高原 
 

講師：野口英昭 
山田昌彦 

 
参加者は約60名、ススキの草原を歩き、

芝原湿原、桃野湿原などを眺めながら、

植物観察を行った。 
 

桃野湿原では水源地となっている池を

見学。この池にはジュンサイが生育し、

日本のジュンサイの南限となっている。 
また、この池間の周りにもススキが進

出。ススキは乾燥した場所に生えること

から、湿原の周辺が乾燥化していること

がうかがえる。地下の水脈をせき止めて

地下水位を高め、周辺を湿地化すること

でススキを駆除するなどの対策が求めら

れるという。 

三筋山の山頂付近駐車場（標高 820ｍ）

からは相模湾が一望できる。天気がよけ

れば正面に大島、利島、三宅島、新島な

どの伊豆諸島を眺めることができる。こ

の日は薄曇りながら、大島、利島などを

うっすらと望むことができた。 
ここでは、事務局長の塩坂邦雄氏より、

伊豆半島や細野高原の成り立ちなど、地

形地質に関する特別講義を受けた。 
正面の稜線左が東伊豆町、右が河津町。

山焼きで草原が維持されている東伊豆町

と、植林などにより森林化した河津町の

違いがはっきりと分かる。 
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 細野高原 自然観察ルート 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 自然観察会 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 自然観察会 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

こちらは草原の片隅で見かけたキキョ

ウ。キキョウなら街でよく見かけるが、

草原に自生するキキョウは数が少なくな

っており、今や貴重品だという。 
キキョウは日本全国に分布するキキョ

ウ科の多年草。自然性の高い草原に生育

するので、近年では草地の荒廃によって

減少が著しい植物とされているという。 

ただし、園芸品種として改良されて栽培

されるものも多く、街中で見かけること

が多いというわけだ。 

 
観察会では様々な植物を観察すること

ができた。 
こちらはススキに寄生するナンバンギ

セル。ハマウツボ科の 1 年草で、葉が退

化して光合成できないため、ススキの根

に寄生して生育する。茎から何本かの花

茎をのばし、その上に横向きに花を咲か

せる。その姿が南蛮の煙管（パイプ）を

思わせることからこの名前がついたとい

う。 

ゲンノショウコは日本各地の草原や路

傍に生育するフウロソウ科の多年草で、

ヒメフウロ、ミツバフウロ、アメリカフ

ウロなど、よく似た仲間がいくつもある。 
下痢止めとして食べるとたちどころに

薬効があらわれるということから「現の

証拠」と名付けられたという。関東には

白花が多く、関西には紅花が多いようだ。 
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 資  料 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

伊豆新聞 9月 29 日 
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（掲載用に一部加工） 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 資  料 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

東京新聞 Web 版 10 月 6日 
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〓〓〓〓〓 全国草原シンポジウム ’08 in 東伊豆 〓〓〓〓〓〓〓 

「全国草原シンポジウム in 東伊豆実行委員会」組織 

 

実行委員長  太田長八  東伊豆町長 

実行副委員長 鈴木新一  東伊豆町副町長 

実行委員   鈴木由朗  東伊豆町入谷区長 

 同     栗田宇一  東伊豆町田町区長 

 同     鈴木 優  東伊豆町西区長 

 同     岡田善十郎 東伊豆町東区長 

 同     田村喜美  入谷振興会長 

 同     山田昌彦  環境庁自然公園指導員 

 同     赤尾十五郎 東伊豆町観光協会長 

 同     加藤昌利  稲取温泉観光協会長 

 同     日馬哲也  熱川温泉観光協会長 

 同     鈴木信幸  伊豆フライトハウス代表 

 同     田村正幸  東伊豆町企画調整課長 

 同     鈴木好美  東伊豆町観光商工課長 

 同     木田和芳  東伊豆町教育委員会事務局長 

 

事務局長   塩坂邦雄  （株）環境アセスメントセンター 

事 務 局   池谷龍生  （株）インプル 

同     森田七徳  東伊豆町企画調整課 

 

後 援 

国土交通省沼津河川国道事務所／静岡県／東伊豆町 

（財）静岡県グリーンバンク／全国草原再生ネットワーク 

協 賛 

静岡県環境アセスメント協会／株式会社インプル 

杉好建設株式会社／大成ロテック株式会社 

東京電力株式会社／株式会社ユーラスエナジー東伊豆 
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「全国草原シンポジウム ’08 in 東伊豆」 

 

主催：全国草原シンポジウム in 東伊豆実行委員会 

 

連 絡 先 

 
全国草原シンポジウム in 東伊豆実行委員会事務局 

420-0047 静岡県静岡市葵区清閑町 13－12 
（株）インプル内 

TEL.054-272-6375／FAX.054-272-0750 
E-mail：iketani@inple.co.jp 

 
東伊豆町 企画調整課 

413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取 3354 
TEL.0557-95-6202／FAX.0557-95-0122 
E-mail：kikaku@town.higashiizu.shizuoka.jp 

 
グラビア写真提供：山田昌彦氏、鈴木信幸氏、塩坂邦雄氏 

〓〓〓〓〓 全国草原シンポジウム ’08 in 東伊豆 〓〓〓〓〓〓〓 
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