阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

発行元

1999

（財）阿蘇地域振興デザインセン
ター

１．草原保全全般に関わるもの

（財）阿蘇地域振興デザインセンター

環境庁委託 参加型国立公園環境保全活動推進事業報告書

（財）国立公園協会

自然景観地における農耕地・草地の景観保全管理手法に関する調査研究
報告書

平成７年

（財）国立公園協会

（財）国立公園協会

自然景観地における農耕地・草地の景観保全管理手法に関する調査研究
報告書

平成８年

（財）国立公園協会

（財）自然環境研究センター

平成１２年度国立公園内草原景観維持モデル事業報告書

平成１３年 環境省自然環境局

（財）自然環境研究センター

平成１３年度国立公園内草原景観維持モデル事業報告書

平成１４年 環境省自然環境局

（財）日本システム開発研究所

二次植生地域保全施策検討調査報告書

昭和５３年 （財）日本システム開発研究所

（財）阿蘇グリーンストック他

阿蘇郡牧野および牧野組合現況調査阿蘇郡南部編

1999

阿蘇グリーンストック他

（財）阿蘇グリーンストック他

阿蘇郡牧野および牧野組合現況調査カルテ編阿蘇郡北部

1999

阿蘇グリーンストック他

（財）阿蘇グリーンストック他

阿蘇郡牧野および牧野組合現況調査データ分析編

1999

阿蘇グリーンストック他

阿蘇広域行政事務組合・（財）日本システム開
阿蘇地域における草原（原野）保全のあり方
発研究所
岡野隆宏

国立公園の草原景観維持に向けて−草原景観維持モデル事業

平成６年３
阿蘇広域行政事務組合
月
国立公園No.590

2001

（財）国立公園協会

環境庁九州地区国立公園・野生生物事務所・
第１回「草原懇話会」の討論・議事録
（財）阿蘇環境デザインセンター

平成８年

環境庁九州地区国立公園・野生
生物事務所・（財）阿蘇環境デザ
インセンター

環境庁九州地区国立公園・野生生物事務所・
第2回「草原懇話会」の討論・議事録−野焼き体験・交流会
（財）阿蘇環境デザインセンター

平成９年

環境庁九州地区国立公園・野生
生物事務所・（財）阿蘇環境デザ
インセンター

国安俊夫

草地景観の管理

ランドスケープ研究62(2)

1998

日本造園学会

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

熊本県

阿蘇地域の草原保全に関する調査報告書

熊本県環境生活部自然保護課

里山シンポジウム報告書

公益信託富士フィルムグリーンファンド

GREEN LETTER N0.特集 里地

2000

公益信託富士フィルムグリーン
ファンド

佐藤誠

阿蘇グリーンストック

1993

石風社

先名征司

阿蘇の草原と国立公園

1995

（財）国立公園協会

第５回全国草原シンポジウム・サミット実行委
員会

第５回全国草原シンポジウム・サミットin阿蘇 資料・プログラム

2002

第５回全国草原シンポジウム・
サミット実行委員会

久住高原野焼きシンポジウム・全国野焼きサ
ミット実行委員会

国立公園としての草原景観保全についてシンポジウム報告

1994

久住高原野焼きシンポジウム・
全国野焼きサミット実行委員会

久住高原野焼きシンポジウム・全国野焼きサ
ミット実行委員会

久住高原野焼きシンポジウム・全国野焼きサミット報告書

1995

羅針盤

自然公園美化管理財団

阿蘇くじゅう国立公園阿蘇新･美しい自然公園11

1993

自然公園美化管理財団

中越信和・高橋佳孝・小路敦・西脇亜也・内藤
日本の草地が危ない/中越信和企画
和明・真鍋徹・鎌田磨人・蒔田明志

平成７年

発行元

熊本県

平成１１年 熊本県環境生活部自然保護課

国立公園No.534

生物の科学 遺伝53巻 10号
1999

２．草原の自然環境・景観等に関わるもの
（財）阿蘇グリーンストック・（株）九州自然環境
平成１２・１３年度阿蘇町西湯浦自然資源環境調査報告書
研究所

平成１４年

（財）阿蘇グリーンストック・（株）
九州自然環境研究所

（財）阿蘇グリーンストック・（株）九州自然環境
平成１４年度阿蘇町端辺原野自然資源環境調査報告書
研究所

平成１４年

（財）阿蘇グリーンストック・（株）
九州自然環境研究所

平成５年

阿蘇くじゅう国立公園管理事務
所

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

阿蘇くじゅう国立公園草原植物調査研究報告書

大滝典夫

阿蘇の草原・野の花に関する調査研究資料

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

発行元

大滝典夫

阿蘇郡における野焼き面積の調査

熊本記念植物採集会会誌BOTANY

1994

熊本記念植物採集会

大滝典夫

盆花の流通について

熊本記念植物採集会会誌BOTANYNo.51

2001

熊本記念植物採集会

大滝典夫

草原と人の営み 一の宮町史 自然と文化 阿蘇選書⑩

1997

一の宮町教育委員会

大滝典夫

小国郷の盆花について

熊本記念植物採集会会誌BOTANY No.33

1983

熊本記念植物採集会

大滝典夫

南郷谷の先祖祭りにおける盆花について

熊本記念植物採集会会誌BOTANY No.31

1981

熊本記念植物採集会

大滝典夫

山東原野の先祖祭りにおける盆花について

熊本記念植物採集会会誌BOTANY No.32

1982

熊本記念植物採集会

大滝典夫

阿蘇周辺の盆花について

（書籍コピー・掲載紙不明）

大滝典夫・那須利八

阿蘇の野焼きをめぐる問題点

熊本記念植物採集会会誌BOTANY

1994

熊本記念植物採集会

熊本県希少野生動植物検討委員会

阿蘇・県北地域における希少野生動植物の実状と保護方策調査報告書

熊本県希少野生動植物検討委員会編

くまもとの希少な野生動植物・RED DATA BOOK

平成１１年 熊本県環境生活部自然保護課

熊本県希少野生動植物検討委員会編

くまもとの希少な野生動植物・RED DATA BOOK（普及版）

平成１１年 熊本県環境生活部自然保護課

杉村康司

阿蘇地方におけるヒゴタイEchinops setifer Iljinの保全の現状と今後目指す
保全生態学研究第６巻第２号
べき方向

2001

保全生態学研究会

瀬井純雄

阿蘇における大陸系遺存植物の分布

熊本記念植物採集会会誌BOTANY No.43

1993

熊本記念植物採集会

日本生物教育会

熊本の自然

日本生物教育会第３２回全国大会記念誌

1977

日本生物教育会

村田浩平・野原啓吾

熊本県におけるオオルリシジミの衰亡と保護

日本産蝶類の衰亡と保護第２集

1993

平成７年

熊本県環境郊外部環境保全課

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行元

村田浩平・野原啓吾・阿部正喜

野焼きがオオルリシジミの発生に及ぼす影響

今江正知編

自然と生き物の賛歌―動植物の四季 一の宮町史

2001

一の宮町教育委員会

佐藤武之

阿蘇の野の花

1978

西日本新聞社

佐藤武之

阿蘇野の花逍遥

1984

西日本新聞社

佐藤武之

阿蘇の野の花Ⅲ

1991

西日本新聞社

赤羽禅、猪瀬怜子

阿蘇地域における草原景観の分類とその景観イメ−ジに関する研究空間
平成14年度日本造園学会関東支部
特性とその評価認識構造に関する研究

2002

日本造園学会

1997

日本建築学会

1998

日本建築学会

1997

日本建築学会

日本造園学会

井上真吾・藤本美保・両角光男・位寄和久・本 沿道における草地景観特性分析ー阿蘇地域における草地景観保全に関
間里美・尹紅・安河内進・松本仁・藤本美由紀 する研究その３ー
井上真吾・森崎貴裕ほか

野焼き放棄植生変化を考慮した草地の重要度分級−阿蘇地域の草地景
観保全に関する研究その７

井上真吾・藤本美由紀・両角光男・位寄和久・ 沿道における草地景観特性分析ー阿蘇地域の草地景観保全に関する研
本間里美・松本仁
究その２ー

Japan Journal of Entomology (N.S.)1(1):21-33

発行年

1998

日本建築学会九州支部研究報告 第36号 pp.197−200

日本建築学会学術大会講演梗概集
日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） pp.７ー8

猪瀬怜子、栗田和弥、畔柳直美、宮川浩、麻生
阿蘇地域における草原景観の分類とその景観イメ−ジに関する研究
恵

ランドスケ−プ研究VOL65.pp.621−626

2002

大久保研二

東京農業大学 大学院農学研究科農業経済学専攻（学位論文？）

2002

日本建築学会九州支部研究報告 第39号

2000

日本建築学会
日本レジャー・レクリエーション
学会

阿蘇地域における草原が有する環境価値と多面的機能の評価

甲斐浩介・位寄和久・本間里美・尹紅・森崎貴 牧野組合の状態を考慮した草地の分級ー阿蘇地域における草地景観保
裕・半田欣大
全に関する研究その10−
佐藤芳郎、猪瀬怜子

地図指摘法を用いた阿蘇の草原景観に関する地元住民の認識に関する
研究

平成15年度日本レジャ-．レクリエ-ション学会全国大会

2002

菅野勉・奥俊樹・佐々木寛幸・長町三生

SD法による草地景観のイメージと快適性考察の一試み

Grassland Science Vol.44 No.2 pp.127−137

1998

清竹信彰・両角光男・位寄和久（熊本大学工学 阿蘇地域の草地保全に関する基礎研究-野焼きの衰退が景観に与える影
部建築学科）
響分析-

日本建築学会九州支部研究報告3計画 pp.305−308
1994

日本建築学会

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

半田欣大・森崎貴裕ほか

文献名

掲載紙等

沿道の草地景観分類に関する研究−阿蘇地域の草地景観保全に関する
日本建築学会学術大会講演梗概集
研究その９

半田欣大・森崎貴裕・尹紅・両角光男・位寄和 沿道の草地分級に関する研究ー阿蘇地域の草地景観保全に関する研究
久・本間里美
その９
オーバーレイ手法を用いた草地保全分級に関する研究：阿蘇地域の草地
景観保全に関する研究その５

森崎貴裕・井上真吾ほか

沿道景観における草地景観の選好性−阿蘇地域の草地景観保全に関す
日本建築学会学術大会講演梗概集
る研究その６

位寄和久・両角光男・本間里美・藤本美由紀

牧野組合管理を考慮した草地保全地域の抽出ー阿蘇地域における草地
景観保全に関する研究その８−

藤本美由紀・井上真吾・両角光男・位寄和久・ 沿道における草地の重要度分級ー阿蘇地域の草地景観保全に関する研
本間里美・松本仁
究その3ー

発行元

1999

日本建築学会

1999

日本建築学会

1998

日本建築学会

1998

日本建築学会

1997

日本建築学会

1997

日本建築学会

日本建築学会大会学術講演梗概集 pp.303−304

本間里美・位寄和久ほか

藤本美保・井上真吾・両角光男・位寄和久・本 沿道における草地の重要度分級ー阿蘇地域の草地景観保全に関する研
間里美・尹紅・安河内進・松本仁・藤本美由紀 究その４ー

発行年

日本建築学会大会学術講演梗概集 pp.593ー594

日本建築学会九州支部研究報告 第36号 pp.201−204

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） pp.9ー10

尹紅・位寄和久ほか

牧野組合管理を考慮した草地保全地域の抽出−阿蘇地域における草地
景観保全に関する研究その８

日本建築学会学術大会講演梗概集

1998

日本建築学会

尹紅・両角光男・位寄和久・本間里美

AHPを用いた草地分級法の安定性検討〜阿蘇地域におけるケーススタ
ディー〜

日本建築学会・情報システム技術委員会 第21回情報システム利用
技術シンポジウム pp.151ー156

1998

日本建築学会

尹紅・両角光男・位寄和久・本間里美・

牧野組合の社会構成からみた野焼きの維持の困難度に関する研究ー阿
蘇地域における草地景観保全に関する研究その４−

1997

日本建築学会

岡本智伸・椛田聖孝・菊池正武

阿蘇地方における野草地と牧草地を両有する牧草草地の生産性 2.両草
地間における放牧家畜の採食行動

1994

日本草地学会

岡本智伸・椛田聖孝・服部法文・菊池正武

阿蘇地方における野草地と牧草地を両有する牧草草地の生産性 3.両草
Grassland Science Vol.41（1) pp.42−47
地における被食草の消化率の推定法

1995

自然環境整備フォーラム

草地植生管理に関する調査

1997

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） pp.11ー12

日本草地学会誌40 pp.53−60

杉山憲継・森和彦・鶴田勉・那須利八・大滝典
ススキ型草地における野焼き中止後の植生変化について
夫

http://kumamoto.lin.go.jp/11-gyosei/nougyoukairyou/3-02.htm

高橋佳孝・内藤和明

種生物学研究No.21

半自然草地の植物と保全管理

1997

自然環境整備フォーラム

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

高橋佳孝

草地学と保全２．草原生物多様性の保全の現場 萌芽的な草原保全活動
Grassland Science Vol.48（3) pp.264−267
に期待する（巻頭言にかえて）

東北農業研究センター

北東北地方の放棄シバ型草地の植生遷移に及ぼす刈払いの影響

http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2001/tohoku/tohoku01040.ht
ml

西脇亜也・横田浩臣

野草と野草地の再評価−緒言−

Glassland Science No.47

2001

矢部光保

阿蘇の草原の生物多様性に関する保全価値の計測

平成１１年度農林水産技術の総合評価のためのAHPおよびCVMの
適用技術に関する調査研究

2000

九州沖縄農業研究センター

阿蘇地域の火入れ放棄によるススキ型草地の植生変化

http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2002/kyusyu/ky024.html

九州沖縄農業研究センター畜産飼料作物研究
阿蘇地域の火入れ放棄によるススキ型草地の植生変化
部草地管理利用研究室

草地研究成果情報No.2

発行元

2002

東北農業研究成果情報ＨＰ

（財）農林水産技術情報協会
九州沖縄農業研究センター成果
情報 ＨＰ

2003

畜産草地試験研究推進会議・独
立行政法人農業技術研究機構
畜産草地研究所

小路敦

放牧衰退後の亜寒帯草原維持に対する刈払いおよび施肥処理の有効性
の検討

小路委員からの提供資料

小路敦

阿蘇地域の利用放棄草地への放牧再開が植生に及ぼす影響

小路委員からの提供資料

小路敦・山本嘉人・平野清・中西雄二

放棄草原の放牧利用再開による景観諸機能の変化

国際景観生態学会日本支部会IALE-J第１３回北九州大会講演要旨

2003

国際景観生態学会日本支部会

小路敦・中越信和

草原性植物の種多様性に及ぼす放牧・火入れの影響

日本草地学会誌第４５巻別号平成１１年度日本草地学会大会受賞講
演及び発表会講演要旨集

1999

日本草地学会

小路敦・林治雄・坂上清一・神山和則・佐々木 半自然草原における管理形態の違いが諸環境要因の変化を通じて草原性 日本草地学会誌第４７巻別号平成１３年度日本草地学会大会受賞公
寛幸
植物の種組成に及ぼす影響
園・発表会講演要旨集

2001

日本草地学会

畜産草地研究所

火入れ放棄がススキ草地の局所的な動態に及ぼす影響

http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2001/nilgs/nilgs01061.html

畜産草地研究成果情報ＨＰ

畜産草地研究所

刈払い及び放牧に対するススキ草地植生の長期的反応

http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2001/nilgs/nilgs01058.html

畜産草地研究成果情報ＨＰ

福田栄紀

ヤギや牛の放牧が森林伐採跡の植生変化に及ぼす影響―森林地帯にシ
GlasslandScience４７４：436-442
バ草原が成立するしくみ―

2001

アリスアブダーラ・位寄和久ほか

AHPを用いたGISによる土地利用計画：阿蘇地域における土地利用計画に
日本建築学会計画系論文報告周４６３号
関する研究

1994

日本建築学会

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

発行元

アリスアブダーラ・両角光男ほか

GISを用いた地図のオーバーレイ法による南阿蘇地域のレクリエーションに
情報・システム・利用・技術シンポジウム論文集（第１６回）
適した資源の有効利用計画に関する研究

堤道生

リモートセンシングを用いた阿蘇の草原植生変動のモニタリングおよびそ
の時系列解析

http://www.green.gifuu.ac.jp/˜akiyama/tsutsumi̲hp/tsutsumi̲tema̲j.htm

山本由紀代

広域情報を利用した草地の評価・計画手法

畜産の研究 ５３巻３号

秋山侃

草地とリモートセンシング３ 低高度機体からの草地管理情報の収集と解析 日本草地学会誌３９巻４号

1994

日本草地学会

秋山侃

草地とリモートセンシング １．衛星搭載センサーによる草原・草地植生の地
日本草地学会誌３７巻４号
球規模的観測

1992

日本草地学会

日本草地学会誌３８巻３号

1992

日本草地学会

秋山侃、安田嘉純、江森康文

リモート・センシングによる草地の診断、１．ランドサットＭＳＳデータによる
日本草地学会誌３１巻１号
栃木県北部の土地利用分類

1985

日本草地学会

秋山侃、安田嘉純、江森康文

リモートセンシングによる草地の診断 ランドサットＭＳＳデータによる栃木
県北部の土地利用分類

1985

日本草地学会

築城幹典、高橋繁男、奥俊樹

リモートセンシング技術の草地管理への応用 II ランドサットＴＭデータによ
農林水産省草地試験場研究報告４５号
る地表被覆分類へのニューラルネットワークの利用

1991

農林水産省草地試験研究場

築城幹典、斉藤元也、塩見正衛

リモートセンシング技術の草地管理への応用 I．ランドサットＴＭデータによ
日本草地学会誌３４巻４号
る画像表示と地表被覆分類への主成分分析法の利用

1989

日本草地学会

猪股英行・岡本智伸

Let's 不思議「宇宙から見た熊本の環境」阿蘇の牧野と植生

http://www.ktokai-u.ac.jp/˜space/PDF/yama.pdf

藤健次ほか

反射型及び透過型マイクロ波計測装置の開発と草地における計測方法

農林水産省草地試験場研究報告４１号

1989

農林水産省草地試験研究場

美濃伸之、斎藤元也、秋山侃

草地とリモートセンシング ４ 土壌の環境モニタリング

日本草地学会誌４０巻４号

1995

日本草地学会

米川康雄

阿蘇地域における草地資源利用技術の再構築 （リモートセンシングによ
る地理情報システム化）

http://kumamoto.lin.go.jp/summary/031128.html 平成１５年度熊本
県畜産関係業績発表会講演要旨集

秋山侃

３．草原管理技術・支援に関するもの

草地とリモートセンシング ２ 衛星情報による草地・飼料畑の管理

日本草地学会誌３１巻１号

1993
岐阜大学流域圏科学研究セン
ターのＨＰ
1999

九州東海大学宇宙情報工学ＨＰ

（社）熊本県畜産協会ＨＰ

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

発行元

岩波悠紀

本邦草地における火入れ温度の測定 第１報 火入れ温度の測定法

日本草地学会誌第１８巻第２号

1972

日本草地学会

岩波悠紀

本邦草地における火入れ温度の測定（３）燃料および燃焼状態

日本草地学会誌第２１巻第５・６号

1971

日本草地学会

岩波悠紀

本邦草地における火入れ温度の測定（４）ササ型草地の火入れ温度

日本草地学会誌第２２巻第１号

1972

日本草地学会

岩波悠紀

火入れによるススキの枯死部位

日本草地学会誌第１９巻第１号

1973

日本草地学会

岩波悠紀

本邦草地における火入れ温度の測定第６報 火入れ温度の総合考察（２） 日本草地学会誌第１８巻第３号

1972

日本草地学会

岩波悠紀

本邦草地における火入れ温度の測定第５報 火入れ温度の総合考察（１） 日本草地学会誌第１８巻第３号

1972

日本草地学会

大久保研治

牧野組合による草原維持・管理状況の評価 ―熊本県阿蘇町を対象として
農業経済研究別冊2001年度日本農業経済学会論文集
―

2001

九州農政局

牧野管理に関するアンケート調査

九州農政局阿蘇統計情報出張所

阿蘇の牛と牧野「肉用牛の飼養に関するアンケート」及び「牧野管理に関
するアンケート」結果

平成７年

九州農政局阿蘇統計情報出張
所

熊本県阿蘇事務所

阿蘇の野焼き対策検討会資料

平成７年

熊本県阿蘇事務所

熊本県農政部

阿蘇地域における牧野利用検討会報告書

平成６年

熊本県農政部

阿蘇の自然を愛護する会

阿蘇の草原を守る人々の声を聞く会

大滝典雄

草地管理運営の優良な事例として−熊本県阿蘇郡産山村上田尻牧野組
合

草その情報49号

湯淺 陸雄

熊本県阿蘇地域における牧野活性化について

http://kumamoto.lin.go.jp/report/rep̲14̲1.html

（社）熊本県畜産会

高原地帯草地の特異性とその利用

平成７年１１
九州農政局
月

1998

阿蘇の自然を愛護する会

1985

（社）熊本県畜産協会ＨＰ

（社）熊本県畜産会

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

発行元

2001

近畿中国四国農業研究センター
畜産部

大滝典夫

野草草種の多様な機能 自生草種の利用を基軸とした畜産技術の展望

近畿中国四国農業研究センター畜産部資料

九州沖縄農業研究センター

ヤギによる傾斜草地の防火帯づくり

http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2001/kyusyu/kyusyu01039.ht
ml

藤井宏志・沢井利幸ほか

カルスト台地における黒毛和種繁殖雌牛の舌刈りによる防火帯作りの実
証

大滝典雄

特集１ 阿蘇千年の草原よ永遠に（4） （4）採草地と牛と農耕地の有機的
結合

日本の肉牛３４巻４号

2001

大滝典雄

特集１ 阿蘇千年の草原よ永遠に（3） （3）草原の「美容師」放牧牛

日本の肉牛３４巻３号

2001

一の宮土木事務所法面緑化工法研究会

阿蘇地域原野におけるの法面緑化への表土保存工法の応用試験

全建くまもとVol.36

平成８年

熊本県建設技術協会

瀬田信哉

野焼きとボランティア

国立公園No.534

平成７年

（財）国立公園協会

山内康二・高橋佳孝

阿蘇千年の草原の現状と市民参加による保全へのとりくみ

http://www.link.kumamotou.ac.jp/14/d2/d23/know/archive/files/15-1.pdf

阿蘇地区パークボランティアの会

阿蘇の野焼き体験ツアー資料（阿蘇の野焼き−自然と人の営み−より作
成）

大滝典雄（阿蘇地区パークボランティア代表）

阿蘇の草原 野焼き支援ボランティア

九州沖縄農業研究成果情報 Ｈ
Ｐ

1994

環境市民とまちづくり３ 地域共生編pp.158-176 ぎょうせい

阿蘇地区パークボランティアの
会

2003

４．情報発信・普及啓発に関わるもの

（財）阿蘇地域振興デザインセンター

阿蘇遺産

2003

（財）阿蘇地域振興デザインセン
ター

朝日ビジュアルシリ-ズ

週刊 日本遺産 No.33 阿蘇

2003

朝日新聞社

1999

日本草地学会

大滝典夫著・日本草地学会編

阿蘇野草園ガイドブック

阿蘇野草園ビジターセンター運営協議会

阿蘇千年の草原と人々の営み

世界の草原と私たち−環境・食べ物・くらし

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

小国町ツーリズム構想策定委員会

文献名

掲載紙等

かたらんな！おぐにのツーリズム

発行年

発行元

平成１２年

小国町ツーリズム構想策定委員
会

環境庁九州地区国立公園・野生生物事務所・
阿蘇くじゅう国立公園阿蘇地区パークボラン
阿蘇の草原で学ぼう・自然解説マニュアルII
ティアの会

環境庁九州地区国立公園・野生
生物事務所・阿蘇くじゅう国立公
平成１２年
園阿蘇地区パークボランティア
の会

九州ツーリズム大学

九州ツーリズム大学大学案内

平成１２年 九州ツーリズム大学

熊本大学地域フォーラム

国際シンポジウム2000「阿蘇の草原とツーリズム」資料集

坂元英俊

素顔の阿蘇を探す旅「阿蘇カルデラツーリズム」ースローな阿蘇づくりー

佐藤誠

魅力の田園を活かすーグリーンホリデーと田園居住がテーマの阿蘇グリー
地域開発 2002．11 pp.11−15
ンストック運動

2002

佐藤誠

これからが本番！グリーンツーリズムの新時代

現代農業11月増刊 pp.216−223

2000

山内康二

都市と農村の連携による阿蘇グリーンストック運動

都市と農村を結ぶ No.599 7月号

2001

西田正憲

阿蘇草原の観光開発と新たな動き

1999年度第34回日本都市計画学会学術研究論文集 pp.343−348

1999

永田瑞穂・田代周史編・今江正知監修

郷土の自然に親しむ−自然観察の手引き

1998

井国興

特集 新世紀を迎えますます魅力ある畜産を展開−平成12年度畜産大賞
畜産コンサルタント３７号２巻
業績発表・表彰式から− 草資源を活かし肉用牛とともに歩む、ムラつくり

2001

熊本県自然保護読本編集委員会編

熊本県自然保護読本 自然保護とあなた−子ども達の未来のために

矢部光保

CVMによる阿蘇草原の価値評価と保全方策

特集「農業環境政策と環境支払い」

2001

農林水産政策研究所

矢部光保

多面的機能の考え方と費用負担

中山間地域等への直接支払いと環境保全（合田素行編）

2001

家の光協会

矢部光保

阿蘇草原の保全価値評価と環境支払い

中山間地域等への直接支払いと環境保全（合田素行編）

2001

家の光協会

ECOツーリズム Summer 2003 Vol.6 No.1

2000

熊本大学地域フォーラム

2003

日本エコツーリズム協会

日本都市計画学会

熊本県自然環境研究会

昭和５２年 自然と文化を愛する会

阿蘇の草原保全関連文献リスト（作成中）
著者・編者

文献名

掲載紙等

発行年

発行元

矢部光保

ふれあい機能の１人あたり便益評価額

事業効果検討調査委託事業報告書−ふれあい牧場の事業効果の
計量的評価手法

2001

（社）日本草地畜産種子協会

矢部光保

草地のもつ公益的機能の経済的評価

草地管理指標−草地の公益的機能編

1997

農林水産省畜産局

矢部光保・合田素行

阿蘇草原の保全価値に関する経済評価−農業のもつ多面的機能保全の
「歴史遺産・自然遺産とアメニティ」環境経済・政策学会年報第５集
可能性と現実性

2000

環境経済・政策学会

矢部光保・新田耕作ほか

阿蘇草地景観のCVMによる経済評価−寄付と税再配分の支払い形態に
関する比較分析

地域学研究第３０巻１号

1999

小路敦・須山哲男・佐々木寛幸

仮想市場評価法CVMによる野草地景観の経済的評価

日本草地学会誌台４５巻１号

1999

（社）熊本県畜産価格安定基金協会、熊本県農
平成７年度阿蘇におけるあか牛活性化調査報告書
政部畜産課、（財）熊本開発研究センター

平成８年

大滝典夫

特集１ 阿蘇千年の草原よ永遠に（７・最終会）（６）地方特定品種「あか牛」
日本の肉牛３５巻１号
の牛肉販売戦略

くまもと観光推進協議会・阿蘇町

阿蘇 トレッキングルートマップ

2002

くまもと観光推進協議会・阿蘇町役場観光商工課
1999

日本草地学会
（社）熊本県畜産価格安定基金
協会、熊本県農政部畜産課、
（財）熊本開発研究センター

