
　熊本地震から 2 年がたとうとしており、道路などの復旧は着々と進んでいますが、
被災地には更地が目立ち、まちの復興は遅々として進んでいません。一方で、創造的
な復興につながる様々な取り組みが各地で行われています。例えば、その一つが、本
号でも取りあげました益城町東無田集落の災害スタディツアーであり、阿蘇をはじめ
県内各地を走っているレストランバスなどの取り組みです。創造的復興とは何なのか、
議論はつきませんが、熊本では集落部や自然公園から創造的復興につながる動きが生
まれてきています。そこで本号では、集落再生と自然公園における取り組みをご紹介
し、ランドスケープの分野からの創造的復興を考えてみたいと思います。

集落と自然公園から創造的復興を考える
熊本県立大学環境共生学部居住環境学科　教授　柴田　祐

　日本造園学会 熊本地震復興支援調査委員会では ,「公園緑地」「農業支援」「集落景観」「自然公園」「ラ
ンドスケープ遺産」などの視点から調査・活動を実施してきました。このニュースレターは , これらの
成果を踏まえたランドスケープの価値やその重要性について , 復興の現場に必要な情報をお届けするこ
とを目的に作成したものです。それぞれの分野の復興のプロセスで役立てて頂けますと幸いです。
　なお , ここに掲載しきれなかった詳細な調査報告や専門的知見は web ページに掲載しておりますの
で , ぜひご覧ください。今後も復興の現場からのご要望にお応えできるような調査を進めていきたいと
考えております。皆さまからの多くのご意見やご感想をお待ちしております。
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( 公社 ) 日本造園学会
熊本地震復興支援調査委員会



　2 月 1 日の参院本会議にて熊本地震被災地の集落再生の
ための補正予算が可決されました。発災から約 2 年間、西
原村で話し合われてきた集落再生計画がいよいよ動き出しま
す。集落再生計画は村内の特に被害が大きかった集落で住
民が主体となって話し合い作成されたものです。被害の大き
かった集落は中山間地域に多く、もともと小規模なうえ過疎
高齢化が真綿で首を絞めるように進行する状況での被災でし
た。8 割以上の家屋が全半壊となり、このままでは集落に残
る人がいなくなってしまうのではないか、集落で暮らし続け
ることができなくなってしまうのではないかといった想いか
ら、個々の生活再建にとどまらず、集落の復旧復興をどう進
めていくかを併せて考えてきました。
　避難所や仮設住宅等での厳しい避難生活の中、集落の未
来を考える話し合いは毎晩のように続けられました。集落に
よっては年間 40 回もの会合を開き、お互いの想いを共有し
ながら集落の未来像を描いていきました。震災当初は集団移
転を検討する集落もありましたが震災から 2 年を迎えようと
している今、結果として多くの住民は集落に残り今まで暮ら
してきた集落での生活再建をしようとしています。多くの話
し合いの中でこれまで暮らしてきた集落の暮らしの価値を、
震災をきっかけに再認識・再評価し、脈々と受け継がれてき
たその土地に明かりを灯し続けていくことを選択したのです。
　また集落への想いだけではなく、個人の宅地復旧に公的支
援が充当されたことも集落を現地で再生する判断をした大き
な要因でした。集落での住まいの再建のための大きな課題の
一つが斜面地の宅地特有の擁壁等の被害でした。中山間地
域では住んでいた宅地を復旧するよりも新たな宅地を求める
ほうが金銭的な負担が少ない集落も多くあります。そのため、
多くの住民が崩壊した宅地での住宅再建をあきらめ、集落を
出て行くことが予想されました。宅地への支援がなければ新
たな場所に居を構えざるを得ないため、明かりが消えてしま
う集落もあったかもしれません。
　一方で、公的支援があてがわれたことによって、宅地の再
建には大きな制約も生まれてしまいました。地震で崩れてし
まった宅地を守る石垣は、建築基準法に準じたコンクリート
の擁壁へと姿を変えます。集落の生活を支えてきた景観は熊
本地震の復興を契機に大きく変化していくことになります。
　宮本常一は「自然は寂しい、しかし人の手が加わると暖か
くなる」と言いました。古くから受け継がれてきた農村の景
観を守ることは重要ですが、一方で集落に人の手が加わらな
くなれば景観は維持されません。集落再生に向けたハード整

備が終われば、コンクリートに守られることになった家々に
脈々と受け継がれてきた明かりが再び灯り始めます。そこで
は美しい集落の景観と安全性、双方との折り合いをつけたこ
れまでとは少し変わった生活が始まることになります。この
生活を集落の新たな景観に昇華していくには、10 年後の姿
を思い描きながら次の暮らしを創造していく復興が重要にな
ると感じています。

上写真／地震は住宅にとどまらず宅地にも甚大な被害を
与えた（大切畑集落）（2016 年 4 月）

中写真／集落再生に向けた住民の話し合いは毎晩のように
行われた（布田集落）（2017 年 7 月 18 日）

下写真／集落の伝統行事のどんどやは避難生活中も
継承されている（古閑集落）（2018 年 1 月 7 日）
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復興・継承

西原村での集落再生にむけた取り組み
佐々木康彦（西原村役場震災復興推進課）



　東無田集落は、益城町の南西部に位置する 122 戸 369
名の小さな集落です。周囲に水田が広がり、稲刈り後の田
んぼは子どもの遊び場でした。私は 10 年前にサラリーマ
ンを辞め、家業の食料品店を継ぎ、集落唯一の商店を営ん
でいます。職業柄、集落の風景には敏感で、高齢化や少子
化など課題もあり、いつまで店が出来るか？を妻と話すこ
とも。そんな中、熊本地震に襲われ、8 割近くの住宅が全
半壊（122 戸中 82 戸は解体）、1 名が亡くなられました。
避難所まで遠かったこともあり、多くの住民が軒先や車中
泊の生活を強いられることになりましたが、消防団を中心
に、住民同士助け合い、励まし合いながら、地震直後の混
乱期を乗り越えました。
　仮設住宅が整備された頃（2016 年７月）、私は若い力
が率先して行動しないと復興は出来ないと考え、若手住民
と共に「東無田復興委員会」を結成し、住民の気持ちを
前向きにさせるために何をしていくかをみんなで考えまし
た。子どもたちが主役のイベントや、被災した神社の再建
資金を捻出するための活動など、様々な意見が出ました。
新たな「祭り」や地震被害を記録した写真集の発売、そし
て「災害スタディツアー」などを行っていくことになりま
した。特にスタディツアーは、「未災地」の方々の防災意
識を高めると同時に、交流人口を増やし地域を活性化する
ことで、元集落住民の帰郷や移住者の受け入れなど、地
震前からの課題も解決したいと考えています。ツアー内容
は、①地震に全く備えていなかった私たちの失敗の経験談、

②「共助の力」をどう醸成していくのか、③「受援力」に
ついてなどを中心に、パネル写真や映像、語り部の体験談
など、文字通りスタディツアーとなっています。2016 年
11 月から 2017 年末まで、既に 42 回 815 名に参加して
いただきました。ツアー開催時には地域の農産物や、地震
後に結成されたおばちゃんグループ「サークル絆」の手芸
品などを土産物として販売しており、今では収入に繋がる
ことで、やる気や希望を感じるようになっています。また、
新たに 40 〜 50 代の奥さん世代も組織化し、行事食やわ
ら納豆講習会、独居老人へのアプローチなど、活動の広が
りが出てきました。子育て＆仕事で大変ですが、学生など
外部協力者の力も借りながら伝統や文化の継承を目指して
います。
　昨年１月には「まちづくり協議会」も結成し、「復興ビジョ
ン」について議論する中、昨年７月にグランドデザインを
町に提出しました。災害公営住宅を集落内に立地させ、自
力再建者と災害公営利用者が助け合いながら生活すること
で、既存コミュニティーを維持するという案です。行政と
の意見交換も始まり、双方にメリットがあることを訴えま
した。さらに、仮設住宅跡地にスポーツ団体の練習場誘致
や住民による公園整備などの計画も実現したいと考えてい
ます。
　このように、東無田集落は住民が主体となってまちづく
りをすることで、単に地震からの復興ではなく、地震前か
らの課題も解決出来る「創造的復興」を目指しています。

左写真／集落内で現場を見ながらの説明（2017 年 7 月 1 日）
右写真／公民館で被災直後の様子を住民の方に伺う（2017 年 4 月 30 日）
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災害スタディツアーの取り組み　～益城町東無田集落～
田崎真一（東無田復興委員会）



　平成 28 年 4 月 14 日、16 日に震度７の強震に襲われ
た熊本地震から約一年と四ヶ月が過ぎた平成 29 年 8 月に、
益城町「平成28年熊本地震記憶の継承（以下、「記憶の継承）
と略）」検討・推進委員会が設置されました。益城町では
熊本地震によって多くの方の命が失われ、美しいふるさと
の姿も失われました。この甚大な被害を受けた状態から元
の姿を取り戻し、あらためて災害に強い、さらに美しい町
へと発展していくために、平成 28 年熊本地震で何が起き
たのか、町はどう復興していくのかという「震災の記憶」
は重要な礎となります。
　住民が一体となって災害に強い益城町をつくり、それを
将来にわたって維持していくために、一人ひとりが常に災
害に対する備えに取り組んでおく必要があります。全住民
が熊本地震についての経験を共有し、それに基づき災害に
対する備えに取り組むことを第一の目的とします。また、
益城町の経験や教訓を全国に伝え、日本全体の防災力向上
に貢献することも「記憶の継承」の目的として考えていき
ます。
　また、「記憶の継承」事業では、以下の 4 つの記憶を継
承していきます。
a）いのちの記憶：平成 28 年熊本地震によって失われた
尊い命について、追悼の想いと共に記憶します。
b）くらしの記憶：熊本地震によって、日常の何気ない生
活が大きく損なわれました。地震がくらしに与えた影響を、
地震の脅威と共に記憶します。
c）活動の記憶：震災発生後、町内外の多くの方々によって、
日常を取り戻すための様々な活動が行われています。復旧・
復興の歩みと共に、その活動の内容や課題を記憶します。
d）大地の記憶：平成 28 年 4 月 14 日、16 日に発生した
地震動と、それによる益城町の大地への影響を、益城町の
大地の特徴と共に記憶します。
　平成 30 年 1 月現在、「記憶の継承」委員会は２回開か
れ、防災教育専門部会にて記憶の継承の手法、震災遺構の
保存・活用専門部会にて記憶の継承のコンテンツ、震災記
念公園専門部会にて記憶の継承の場について話し合い、「活
用」の部分については、3 部会合同で取り組もう、という
コンセンサスが得られました。しかし、「記憶の継承」事
業には、文化財、建設、教育、観光、都市計画、まちづく
りなどの多様な分野が関わることになり、その調整など、
まだまだ課題は山積みとなっています。
　熊本地震後まもなく、まだまだ生活再建の見通しが立た

ず、たいへんだった頃から、「文化財レスキュー」や名も
ない遺構の保全など、地元の心ある方々が当たってこられ
ました。しかし、せっかく残っていた遺構も、生活再建の
ためにやむなく壊されてしまったりするなど、「記憶の継
承」事業を取り巻く環境は、刻一刻と変化し、状況は悪く
なっていると言わざるを得ません。
　しかし益城町では、復興計画の骨子にも描かれた「協働
のまちづくり」の実践の場として「記憶の継承」事業を捉
え、「記憶の継承」推進に当たっての基本姿勢として、益
城町民が主体的に、ひとりひとりが「益城らしさ」を継承
する／町民、行政、その他の各種団体が、益城町のために
協働して取り組む／震災遺構を、できるだけ保存・活用す
るために、できることから楽しく取り組む、の３つの方針
をお認め頂きました。市民一人一人が、自分事として益城
町「記憶の継承」事業に取り組めるよう、終わりのない本
事業を、楽しく進めて参りたいと思います。

　上写真／堂園地区にて復元された活断層の痕跡を残した畦
（2017 年 12 月 5 日）

下写真／平田地区の消防団倉庫の中で発見された活断層
（2017 年 12 月 5 日）
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益城町「平成 28 年熊本地震記憶の継承」事業
田中尚人（熊本大学熊本創生推進機構・政策創造研究教育センター）



　はじめに断っておきたいのは、私が「被災していない」
ということだ。実際に家族や家をなくした被災者の方々と
しては、「できることなら 1 日も早く日常を取り戻したい」
という希望を持つのが精一杯であろう。つまり、熊本県知
事が震災直後から目標にしてきた「ビルトバックベター

（Build back better：地震前より良い熊本を）」は、被災地
にいながらも被災しなかった人たちの役目なのかもしれな
いとさえ思っている。
　前置きが長くなったが、この 1 年半で私が仲間たちと
取り組んできた「創造的復興」は多岐に渡る。紙面の都合
上ほんの一部しかご紹介できないが、私たちの取り組みは
現在進行形である。ぜひ実際に阿蘇に足を運び、地震の爪
痕と新たなる芽吹きの両方を見ていただきたい。
　今回ご紹介したい取り組みは２つ。１つは、世界農業遺
産・阿蘇の魅力をふんだんに味わえる「農業ｘ観光」の取
り組みとして手掛けた「レストランバス」。2 つ目は、都
市農村交流の仕組みとして全国に提案したい「畑グランピ
ング」だ。
　レストランバスとは、1 階がキッチン、2 階が客席になっ
ているオープンデッキバスで、ロンドンの 2 階建てバス
を思わせる真っ赤なバスだ。大手バス会社のウィラー社が
開発したもので、各種メディアでも取り上げられている。
とれたての旬の食材をつかったお料理を、その食材が育っ
た風景を車窓から眺めながら楽しんでいただけるのが売り
だ。田畑を訪ねては、実際に栽培している現場を見て、生

産者の想いを聞いた上でその食材を食べるのだから、美味
しさが何割増しにもなる。2 か月半の運行で、のべ 1300
人のお客さんに乗って頂けたのは、観光業の落ち込みが激
しかった阿蘇にとって、明るいニュースであったに違いな
い。
　2 つ目の畑グランピングとは、アウトドア業界で流行中
の「グランピング」（グラマラスなキャンプをもじった和
製英語）を畑に取り込んだ企画で、2020 年の東京オリパ
ラに向けて農山村でも多額の投資をせずに滞在場所を増や
せる方法として、広く提案したいと思っているところだ。
農家民宿は、家の改修や許認可手続きが大変で、農家にとっ
てそれなりにハードルが高い。しかし、耕作放棄地や使い
にくい田畑にテントを張ることで副収入につながるのであ
れば、これは農家にとってもメリットがありうる。しかも、
オリパラが終わったら撤去してしまえば、農地に戻せるの
が何よりの魅力。もちろん、副業として続けるのもよし。
生産地の近く、ではなく、「生産地に泊まる」ことで、農
業を少しでも身近に感じてもらえることができたら本望で
ある。家の近くにテントが常時設置されていれば、災害時
に役立つのはもちろんのこと、夫婦喧嘩をした時の逃げ場
にもなるかもしれない。冗談はさておき、「大地震があっ
ても噴火があっても、やっぱり阿蘇は魅力的だよね」と言
われる場所にしていけるよう、今後も努力し続けていきた
いと思う。

左写真／グランピングの光景（2017 年 7 月 31 日）
右上写真／レストランバス（2017 年 5 月 5 日）
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復興・継承
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阿蘇発・創造的復興
大津愛梨（Ｏ２（オーツー）ファーム共同代表、「ＧＩＡＨＳライフ阿蘇」理事、NPO 田舎のヒロインズ理事長）



　阿蘇地域には、阿蘇山、水、草原と共生してきた暮らしの
知恵や伝承があります。そして、先人たちが自然を読み解い
てきた知恵や伝承は、子ども達に草原をはじめとする阿蘇の
自然や暮らしへの関心・理解を深めるだけでなく、防災・減
災の教育効果も考えられます。
　そこで、平成 29 年 12 月阿蘇市立阿蘇小学校 5 年生に、

「阿蘇の草原・火山・水から阿蘇の暮らし ( 防災 ) を考えよう」
という草原学習の導入プログラムを実施しました。プログラ
ムでは、①阿蘇の火山地形・カルデラと草原の営みを学ぶ、

②火山、草原と共生する阿蘇の暮らしの魅力 ( 国立公園、世
界農業遺産、世界ジオパーク、文化的景観 ) を学ぶ　③災害
を乗り越えてきた阿蘇市の知恵やコミュニティの繋がりを学
ぶ　④グループワークによるふりかえりと発表を行いました。
こども達は、「はん」と呼ばれる災害を集落に知らせる板木や、
動物、昆虫を指標にした伝承に、強い関心を持つことがわか
りました。そして、子ども達が、水害や火山噴火等を乗り越
えてきた阿蘇の前向きで力強い生き方を、日常の経験に基づ
き、語り合う様子もみえました。

　写真／草原学習の様子（2017 年 12 月 11 日）

左・中写真／種まき体験（2017 年 7 月 15 日）　右写真／収穫体験（2017 年 10 月 21 日）

　阿蘇くじゅう国立公園管理事務所では、地域の団体と連携
しながら、草原の再生事業に関わっています。その中で、阿
蘇草原再生シール生産者の会（生産者会員 19 名）の取り組
みを紹介します。
　昔から続く野草堆肥を使う方法で野菜を育てて消費者へ草
原保全の大切さを伝えることを目的とし、「草原再生シール」
のブランドを掲げて阿蘇地域の直売所や熊本県内外のイベン
トでも販売しています。一昨年、佐賀大学の染谷教授により
野草堆肥には善玉菌が非常に多いと分かり、できる野菜は元
気で甘いと評判です。
　2017 年に実施した農業体験イベントでは、阿蘇地域の他
にも熊本・福岡都市圏からあわせて 80 名の参加者がありま

した。7 月は、牧野の中で草原や草花についての話、阿蘇に
伝わる希少な“地とうきび”の種まき、野菜販売会、あか牛バー
ベキューなどで楽しんでもらいました。10 月には地とうきび
収穫の後、焼きとうきびや手作りのだご汁をふるまい、野菜
作りのこだわりやおいしく食べるレシピについて、直接話せ
る場となりました。手に取る野菜から農業や草原を考えても
らうイベントとして、世界農業遺産や阿蘇地域振興デザイン
センターの協力を得て実現しました。
　生産者の方々は、地震だけでなく様々な自然災害に遭いな
がらも、継承されてきた方法で手間ひまかけて野菜を作り、
広大な草原を守っています。阿蘇に訪れる際には、地元の方
は元気に頑張っていると、感じてもらえればと思います。

草原・生産者・消費者をつなぐ復興
大津花（環境省 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所自然保護官補佐 ( アクティブレンジャー )）
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復興・継承

阿蘇の自然と向き合う知恵・伝承を取り入れた草原学習の実践
町田怜子（東京農業大学）・北里美有（東京農業大学）・藤田幸代（環境省）



　平成 28 年熊本地震では最大震度７の揺れが２度も熊本
を襲い、阿蘇くじゅう国立公園の地域でも大きな被害が発
生しました。自然景観や文化財などの観光資源、道路・鉄
道や宿泊施設等に多くの被害が生じ、地域住民の生活はも
ちろん、観光客の減少により地域経済は大きなダメージを
受けました。また、草原の斜面崩壊や地割れ、牧道の被害
に加え、飼養施設など農畜産業も深刻なダメージを受けて
おり、野焼きの実施など、地域の重要な観光資源である草
原景観への影響も懸念されています。
　他方、我が国の観光においては、東京五輪の開催も睨ん
で、訪日外国人旅行者数を 2020 年までに 4,000 万人と
することが、「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げ
られ、観光資源としても大きなポテンシャルを有する国立
公園も世界水準の「ナショナルパーク」としてのブランド
化を図ることを目標に、「国立公園満喫プロジェクト」が
立ち上げられました。
　このような中、阿蘇くじゅう国立公園も「災害復興、カ
ルデラと千年の草原」が評価のポイントとなり、先行的、
集中的に取組を実施する全国８カ所の国立公園の一つに選
定されました。これを受け、行政、民間、有識者からな
る「阿蘇くじゅう地域協議会」を設立し、2016 年度から
2020 年度までの５年間を計画期間としたロードマップで
ある「ステップアッププログラム 2020」を策定し、地域
一体となった取組を進めているところです。
　具体的には、「復興の大地〜草原のかほり、火山の呼吸。

人が継ぎ、風と遊ぶ感動の大地〜」をコンセプトとし、①
上質な景観の保全、②インバウンド・滞在客の増加対策、
③熊本地震からの復興の観点から様々な取組を進めていき
ます。①上質な景観の保全では、草原景観の維持・再生や
景観を阻害している支障木の伐採等を進めています。特に、
草原景観は本公園の最大の魅力ですので、阿蘇草原再生協
議会などの地域の取組と連携して野焼きや放牧の実施に向
けた牧柵（安全柵）・牧道・防火帯の整備を行うほか、観
光産業が牧野を支える仕組みも検討しているところです。
②インバウンド・滞在客の増加対策では、Wi-Fi 整備、多
言語化対応、トイレのユニバーサルデザイン化等による多
様なサービスの提供の他、自然を活かしたサイクリング等
のアクティビティーの開発等を進めています。また、③熊
本地震からの復興では、震災遺構を新たなジオサイトとし
て保存する等の新たな観光資源の活用の他、既存施設の安
全対策を進めています。
　本プロジェクトでは外国人観光客数や利用の質の向上を
一つの目標としていますが、最終的に目指すべきなのは、
地域の自然・文化・食・人等の活用による観光振興によっ
て地域がより活性化され、そして地域の方々が地域の暮ら
しに希望と誇りを持った持続的な取組に繋がり、さらにそ
れが次世代に継承されていくことです。そのためにも、本
公園が持つ資源のポテンシャルを最大限に活用するととも
に、九州観光の結束環として広域的な視野を含めた取組を
進めていきたいと思います。

左上写真／草原のサイクリング風景（撮影日不明）
左下写真／協議会の様子（2017 年 6 月 2 日）
右上写真／山上の工事（2017 年 12 月 14 日）
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政策・取組

阿蘇くじゅう国立公園における国立公園満喫プロジェクトについて
小口陽介（環境省阿蘇くじゅう国立公園管理事務所長）
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阿蘇・熊本地域の土地利用変遷からみる伝統的農地管理のグリーンインフラの価値
入江彰昭（東京農業大学）

　阿蘇と熊本地域をつなぐ白川・緑川・菊池川流域におけ
る水循環は、白川上流部の阿蘇山や阿蘇西麓台地、中流域
の大津・菊陽町水田地帯からの雨水浸透によって地下水が
酒養されて、下流部の水前寺・江津湖周辺で湧水として地
上へ噴出するといわれています。2004 年より行政（熊本
市・大津町・菊陽町）、土地改良区、JA、農家の協力で開
始された白川中流域湛水事業によって減少傾向にあった地
下水位が 10 年間で約 2m 上昇し地下水涵養効果がみられ
たことが市川勉東海大学教授によって報告されています。
　しかし、白川・緑川・菊池川流域における昭和 50 年
以降の土地利用の変化（下図）をみると、下流域の水田、
中流域の畑、上流域の牧野が減少し、特に 1991 年から
2014 年には牧野は半分以上減少し、一方で建物道路、森
林が増加していることが確認できます。さらに水田、畑
地、牧野荒地の土地利用変化を詳しくみてみると、水田や
畑地では建物道路、森林への変化が大きく、牧野荒地では
森林への変化が著しく大きいことがわかりました。熊本都
市形成史にみられる都市拡大の時期と重なり 1976 年から
1991 年、2014 年にかけて水田や畑地では市街化と森林
化、牧野荒地ではほとんど森林化が進んできたことがわか

ります。
　森林は、保水力が優れていることから、雨水を地下に
ゆっくりと浸透させ高い貯水機能をもちますが、手入れの
行き届かない放棄された森林では浸透性は悪くなります。
一方、下津昌司元熊本大学教授によると阿蘇白川上流域の
草地は地下水涵養量が極めて高く、降雨の 50% を地下に
浸透させ貯留させていることが明らかにされています。ま
た白川中流域の水田は加藤清正ならびに細川家の開田に始
まり、約 1500ha に及ぶ水田ができたことで地下水バイ
パスが形成され、熊本地域は量・質的にも豊かな地下水の
恩恵を受けています。阿蘇白川上流域のよく手入れされた
森林と野焼き・放牧・採草による草地利用、江戸時代以来、
約 400 年間持続してきた白川中流域の水田地帯にみられ
る伝統的農地管理は極めて高いグリーンインフラの価値が
あると考えます。今後、持続的な自然と人の営みの中で自
然を賢く活かしてきた伝統的農地管理のグリーンインフラ
の価値向上と、熊本の気候風土を最大限にいかす伝統的農
地管理の保全・再生に向けた活動を多くの方々とともにお
こなっていきたいと思います。

上段図／ 1976 年から 2014 年に
かけての土地利用変化

左下図／白川・緑川・菊池川流
域における土地利用の変化

右下図／水田・畑地・牧野荒地
の土地利用変化
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