
Ⅰ．背景と活動の目的

1. 田代原の歴史

本会が活動の中心にしている田代原草原は，

雲仙天草国立公園の中に現存する放牧草原であ

る．その歴史は長く，江戸時代から続く放牧草

原の面影が残っており，雲仙天草国立公園にお

ける雲仙地域の原形が唯一残る場所である（図

1）．また，この田代原草原に生育する雲仙天草

国立公園を代表する生物種であるミヤマキリシ

マ Rhododendron kiusianum（図 2）は，放牧牛

のミヤマキリシマ以外の植物への採食圧によっ

てその生育が可能になっていたという背景があ

る．しかし，近年の畜産業の衰退に伴い放牧牛

の頭数の激減と，農家による雑木刈りの頻度の

減少が生じた．そのため，田代原草原の森林化

が大きく進んでいる．特に，イヌツゲ（Ilex 

crenata）やイバラ類の被圧や，高木にまで成長

したアカマツ（Pinus densiflora）による被陰に

よって田代原草原は，ミヤマキリシマの生育に

適した環境ではなくなってきている．そのため，

ミヤマキリシマの開花が見られる面積がここ

10年で以前の約半分にまで減少している．

さらに，上記の生態系の変化によりミヤマキ
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図 1　田代原草原の全景

図 2　ミヤマキリシマ開花の様子（5月）



リシマの生育だけでなく，それ以外の貴重な植

物や昆虫も今後観察できなくなると予測され

る．そのため，田代原草原の雲仙天草国立公園

における生物多様性に与える貢献は大きいにも

かかわらず，それが失われようとしている．ま

た，生物多様性の減少だけでなく地域からの関

心の低下も問題として挙げられる．数十年前ま

では地元の学校の遠足の目的地であり，地域に

おいて親しみのある草原であったが，その利用

も減少している．

2. ミヤマキリシマ保全活動

田代原草原は高い自然的価値と保全の必要性

が存在する一方，保全活動の担い手が不足して

いる現状に危機感を感じ，平成 17年に NPO法

人奥雲仙の自然を守る会が設立された．そして，

その会員やボランティアなどの協力によって田

代原における下草刈りや侵入樹木の伐採などの

活動が行われてきた．この活動が環境教育とし

て活用できると注目され，平成 26年より長崎

大学の環境科学部が講義の一環として，ボラン

ティア活動への参加が行われるようになった．

また，学生の研究の場として利用もされるよう

になった．これにより今年度から本会の行なっ

ている下草刈りがミヤマキリシマの生育をどれ

くらい助けているかを検証する研究が長崎大学

環境科学部服部研究室によって行われている．

さらに，一般社団法人建設コンサルタンツ協会

が研修・研究の場として，保全活動や地域活性

化を研究する事になり，環境省や林野庁の協力

のもと，研修活動を行っている．

これらの研究としての活用によって田代原草

原の価値を再確認できたため，さらなる活動の

活発化を目指すためには地域住民を巻き込んだ

保全活動が不可欠であると考えた．そこで，地

域住民の関心を高めるために，地域の小学校の

体験授業として森林教室を開催し，ミヤマキリ

シマが減少してきている事実と，生態系を保全

する事の価値について，外部講師の講義を通じ

て学ぶ場を設けた．この講義の後に，実際に保

全活動を行いながら，ミヤマキリシマの周りに

ある植物や昆虫などの自然観察会を行った．こ

の自然観察会は，街中では目にすることのない

自然や生き物に触れる体験で子ども達からも好

評で，普段では得がたい体験を提供することが

できた．さらに，この活動をモデルケースとし

て，地域の親子対象の保全体験や森林教室も盛

んに行うようになった．

これらの活動が認められ，平成 26年に環境

省九州地方環境事務所から表彰され，平成 28

年に環境大臣表彰を受賞した．さらに，平成

29年に林野庁の「美しの森」に田代原草原を

含む周辺地域が選定された．これらにより，田

代原周辺の景観を整備し，観光や教育の場とし

て周知や利用を促す事を目的として，県や市と

「雲仙田代原レクリエーションの森管理運営協

議会」を立ち上げ，長崎森林管理署と協定を調

印した．今後も我々は，地域や行政と協力し，

保全活動や森林教室の場などとして活用し，観

光資源や教育の場として磨き上げていきたいと

考えている．

3. 活動を通じて浮かび上がってきた問題点

本会は，長年ミヤマキリシマの保全活動を精

力的に行ってきた．この保全活動には，下草や

雑木を刈り取る鋸などの道具が必須である．し

かし，長年の使用により道具が老朽化したうえ，

数も不足している．そして田代原までのアクセ

スを担う公共交通機関が無いため，近隣の都市

住民にとっては参加しにくく，ボランティアと

して下草刈りに参加する人員の不足により保全

活動の範囲が広がらないことが近年問題として

浮かび上がってきた．
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Ⅱ．助成の内容

1. 助成の活用内容

本助成を，上記の問題解決に欠かせない地域

住民を対象としたイベント「ミヤマキリシマを

まもろう」（図 3）を行う上で，必要となった

保全活動に使用する道具の購入などに利用し

た．開催したイベントは，保全活動を行うと同

時に，外部の専門家を招いた環境教育を行うこ

とにより，地域住民に活動や田代原草原を理解

してもらう事を目的とした．

大人数での活動に備え，まず保全に必要な道

具を購入し整備した．既に本会の継続的な活動

として位置づけられる 5月，11月の長崎大学

と一般社団法人建設コンサルタンツ協会との合

同保全活動に加えて，12月，7月に今回のイベ

ントを行うことにより，通年での大人数による

保全活動が可能になった．また，これらのイベ

ントにおける地域住民の交通手段として，貸し

切りバスを提供した．

2. 保全活動の内容

2017年 12月 16日に行った第 1回は 51人（子

ども 13人，一般 12人，大学生 11人，スタッ

フ 13人，講師 1人），2018年 7月 21日に行っ

た第 2回は 32人（子ども 6人，一般 8人，学

生 9人，NPO 7人，講師 2人）という多数の参

加者が集まった．この活動では参加したボラン

ティアの大学生は子ども達にハサミの使い方な

どをサポートしながら，イヌツゲ，イバラなど

の植物を刈り取った（図 4）．その他の参加者

は機械なども使用しミヤマキリシマ周辺の草刈

り作業を行った．これにより，放牧牛が草を食

べる事のできる範囲を広げ，効果的なミヤマキ

リシマの保全を行える環境を整えた．

図 4　保全作業の様子

3. 環境教育の内容

第 1回目のイベントでは，長崎大学環境科学

部の服部充助教による「なんでいきものはだい

じなの？」と題して，ミヤマキリシマがなぜ減っ

たか，生態系保全の大切さ，虫や植物との関わ

りから生じた生態系サービスを専門家から学ぶ

機会を設けた．保全活動終了後には田代原草原

の冬の植物や昆虫を観察した．この観察では野

外活動中に発見したものを顕微鏡や図鑑で調べ

る環境教育も行った．

第 2回目のイベントでは，ジオガイドによる
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図 3　「ミヤマキリシマをまもろう」イベントのチラシ

●場所
雲仙市国見町田代原

（田代原トレイルセンター）
●アクセス
百花台公園から雲仙方面に登る

ミヤマキリシマは、
雲仙を代表する植物です。

しかし、現在その数が少なく
なってきています。
ミヤマキリシマを守る手伝いを
していただけませんか？
長崎大学の先生を招いて自然の
大切さの勉強会と自然観察会も
一緒に開催します。ぜひ、家族
で意外と知らない身近な自
然について学んでみま
せんか？

日時：７月２１日（土）１０：００～１５：００

参加費：１人５００円（保険代含む）

奥雲仙・田代原草原の
おくうんぜん・たしろばるそうげん

●申込先
法人奥雲仙の自然を守る会

【 】
【 】

●持ち物・申込時の注意事項
【持ち物】長袖・長ズボン・長靴・昼食・

水筒・タオル・軍手・帽子
【お願い】お申し込みの際にメールの件名

は「ミヤマキリシマ」にてお願
いします。
また、メールには名前・住所・
電話番号・参加人数を記載して
ください。

主催：ＮＰＯ法人奥雲仙の自然を守る会
協力：公益財団法人自然保護助成基金

ミヤマキリシマ 保全活動

植物観察 いきもの観察



田代原・千々石断層についての話や，長崎大学

環境科学部の服部充助教と，森林環境管理の専

門家である杉村乾教授による講義を行った（図

5）．講義の後には，ミヤマキリシマの保全活動

を行い，生物観察会を行った．参加した子ども

達は講師から捕虫網の使い方を教わり，放牧草

原にいる夏の生き物を観察した（図 6）．この

イベントでは，観察だけでなく講師は，観察し

た生物の種名の図鑑の調べ方や昆虫標本の作り

方などを教える環境教育を行った．

Ⅲ．助成の成果

1. 保全活動の拡大

年 2回だった合同の保全活動を，年 4回開催

する事で，通年での保全活動が可能になった．

さらに，長崎大学の協力によるイベントの効果

で多数の地域住民の参加があり，広範囲での保

全活動を行うことが出来た．

2. 長崎大学との協力

日ごろから研修や研究に協力頂き，田代原草

原をよく知っている長崎大学環境科学部の講師

を招請する事により，地域住民が草原の価値や

理解を深めることが出来る森林教室を開催でき

た．子どもの参加者にも分かりやすいスライド

による講義や，草花や昆虫を一緒に観察するイ

ベントだったため，子ども達には地域の自然に

触れるだけでなく自身をとりまく環境について

考えてもらう体験となった．さらに，長崎大学

から多数の大学生がボランティアサークルとし

ての活動や，フィールドワークや研究の一環と

して，保全活動や森林教室に参加することがで

きた．イベント後も，服部充助教は学生の卒業

論文や研究課題として田代原草原のフィールド

を活用するために，学生とともに田代原に訪れ，

研究活動を行っている．

3. 地域への広報活動の活発化

今回のイベントを開催するにあたって，チラ

シを作成し各市の公民館，図書館，商店などに

配布した．新聞やケーブルラジオ，ケーブルテ

レビ，広報誌などで告知を行い，取材にも応じ

た．雲仙市や島原市，ジオパークなどの協力を

得て，SNS（Facebook）による広報も盛んに行っ

た．さらには，イベントの告知を地域の小学校

へ出向いて行った．企業の CSR活動として，

株式会社十八銀行からミヤマキリシマの植樹が

提案され，この植樹活動に協力した．これらの

広報活動や他組織との協力により，田代原草原

を地域住民に広くアピールし，その認知度を上

げることに成功した．

Ⅳ．今後に向けた動き

1. 保全活動のさらなる発展

これまでの保全活動では冬に刈り取った草木

が，再び夏に繁茂してしまっていたため，保全
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図 5　環境教育の講義の様子

図 6　田代原草原での環境教育の様子



活動の効果が分かりにくいものであった．そこ

で，保全活動の効果を実証するために，長崎大

学環境科学部に田代原の生物を材料とした研究

を依頼することを予定している．これらの研究

により科学的根拠に基づく効果的な保全活動に

取り組むことにより，田代原をかつての放牧草

原に近づけられるようにしたいと考えている．

2. 普及啓発活動の発展

保全活動を次世代に継承するためには，今後

も継続的なボランティアを募る必要がある．今

後も田代原の重要性や，本会の活動を周知でき

るチラシや広報物を作成し，地域住民や企業，

行政へ出前講座や広報活動を行い，継続的な協

力や支援を募集していく予定である．なお，ド

ローンによる空撮画像撮影を地元企業に依頼

し，これを広報資料に活用していく予定として

いる．
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