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阿蘇草原再生募金事務局

（公財）阿蘇グリーンストック内

＜ごあいさつ＞ 阿蘇草原再生協議会 会長 高橋 佳孝

阿蘇草原再生協議会では、2011年より募金活動を進めています。

昨年（2021年）もコロナ感染症拡大の影響で、募金活動もまた支援活動も停滞を

余儀なくされました。そのような中でも、予想を上回る募金が集まりましたのは、

企業や個人の皆さんの定期的な寄付やネット募金、募金箱に協力頂いた皆様のおか

げです。心より感謝を申しあげます。

依然として阿蘇の草原を取り巻く環境は厳しいですが、困難を乗り越えて、世界

に冠たる「千年の草原」を継承していくためには、草原維持活動へのご支援が必要

です。今後も阿蘇草原再生募金へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

＜このニュースに関するお問合せ＞

阿蘇草原再生募金事務局

☎0967-32-3500 FAX同-32-3355

〒869-2307 阿蘇市小里656-1

（阿蘇グリーンストック内）

【阿蘇草原再生協議会ＨＰ】

https://www.aso-sougen.com/kyougikai/

※募金の情報も掲載しています

お振込みで

 

 

募金箱で

ネット募金で

阿蘇草原再生募金へは様々なかたちでのご支援が可能です。

また募金以外にも、阿蘇産の農産物の購買や、野焼き支援ボランティアとして輪地切りや野焼きに

参加することも草原の保全につながります。ご一緒に、できることからはじめてみませんか？

●肥後銀行
内牧支店 普通 （口座番号） 1316172

●熊本銀行
阿蘇支店 普通 （口座番号） 3008481

●熊本第一信用金庫
大津支店 普通 （口座番号） 0094459

●福岡銀行
熊本営業部 普通 （口座番号） 1475918

●阿蘇農業協同組合（ＪＡ）
阿蘇町中央支所 （口座番号） 0101758

●ゆうちょ銀行（郵便局）
（口座番号） 01750-1-122196

協賛商品のご利用を通じて

＜口座名義＞ 阿蘇草原再生募金事務局
阿蘇グリーンストック

Yahooネット募金でクレジットカー

ドやTポイントで簡単に寄付ができ

ます。Tポイントも1ポイントから使

えます。

asodesTシャツ

（和み食堂）

＜阿蘇千年の草原ＷＡＯＮ＞

・1枚300円（本体価格）

・イオン各店や提携店でチャージして利用

・利用高の0.1%をイオン九州より寄付

＜阿蘇草原再生定期預金＞

・熊本第一信用金庫で取扱い

・店頭金利の2倍！

・預金総額に応じて信用金庫
より寄付

阿蘇地域内の公共施設や

飲食店などの店舗・宿泊施

設を中心に、現在約150個

の募金箱を設置。

イベントや期間限定の募金

箱設置もOKです。いつでも

お問い合わせください。

＜阿蘇草原とくまモンＱＵＯカード＞

・ケース付き530円（利用可能額500円）

・1枚当たり2円をQuoカードより寄付

＜募金協賛型自販機＞

阿蘇地域を中心に、計11台の協賛

自販機が稼働中。草原再生のPRと

共に、売り上げの一部が募金へ寄付

される仕組みです。（コカ・コーラ、

サントリー）

＜協賛商品＞

ロゴマークが付いた商品を購入すると、
収益の一部が草原再生募金へ寄付されます。

また、寄付型オリジナルTシャツなど。新
しい協賛商品の取り組みも続々と出てきて
います!!

協賛自販機の設置に

もご協力ください！

阿蘇草原の茅束

（GSコーポレーション）

NEW!!

2021年度も多くのご寄付をいただきありがとうございました

2021年度募金収入の内訳
（2021年4月～2022年3月）

13名の個人様よりご寄付をいただき

ました。継続的に寄付金を振り込ん

でくださる方もいらっしゃいます。

2021年度の個人寄付

2021年度の協力企業・団体（敬称略）

阿蘇郡市内と大津町で計

11台の募金協賛自販機が

稼働しています。

協賛自販機

募金箱

およそ2年ぶりに、募金箱サポー

ターのご協力をいただきながら、

104件の募金箱を回収しました。

2018年4月にスタートしたYahooネット募金上の「阿蘇

草原再生募金」には、これまでに2,700名を超える方々

よりご寄付をいただきました。

ネット募金

募金キャンペーン

2021年度もコロナ禍により、残念ながら街頭募金

キャンペーンは実施が出来ませんでした。

2021年度の募金収入は、厳しい年ながらも、2年分の募金箱
回収や、個人寄付、企業寄付、ネット募金なども少し増加し、
皆さまのご協力により目標額（400万円）を上回りました。

4,515,001円

企業団体寄付 3,065,082円

個人寄付 384,027円

協賛自販機 512,139円

募金箱 462,403円

募金キャンペーン 0円

ネット募金 91,350円

内
訳

イオン九州株式会社

コカ･コーラボトラーズジャパン株式会社

株式会社伊藤園

株式会社クオカード

八代御親会

和み食堂

その他募金箱などを通して多くの企業・団体、

店舗、個人の皆さまにご協力いただきました

～ みなさまからの継続的なご支援に支えられています ～
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藤
園
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ン
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News!!

熊本第一信用金庫の
『阿蘇草原再生定期
預金』がリニューア
ルしてスタート
（10万円以上）
金利０,０４％
是非ご協力下さい。
詳しくは、第一信用
金庫の各支店でお尋
ねください。

2022年度より第５期がスタートしました。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。



募金を活かして様々な草原再生活動を支援しています！

阿蘇草原再生募金には、2010年の設立以来、たくさんの

企業・団体、個人からご支援をいただきました。これまで

に1億5千6百万円を超える多くの寄付が寄せられています。

皆さまのご支援に心よりお礼申し上げます。ありがとう

ございました。

年々募金額が減少しており、厳しい状況ではありますが、

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

募金によるこれまでの支援活動（2011～2021）

阿蘇草原再生募金は、これまで協議会構成員が取り組む幅広い活動を支援してきました。

・繁殖あか牛の導入助成で、意欲あるあか牛農家さんを支援。

・野焼き支援ボランティア活動の安全対策や運営を支えています。

・阿蘇の様々な団体が取り組む草原保全活動や草原の利活用、子どもたちへの草原学習、広報活動など。

・牧野の草原保全活動に必要な整備事業や、阿蘇の草原に関する様々な調査・研究活動など。

また、草原に関わるシンポジウムの開催など普及･啓発活動や広報活動、募金関連の事務管理費に使用し、

草原再生活動を支え、拡げています。

これまでに集まった募金

募金による活動支援≪2021年度≫

2021年度も、協議会構成員が取り組む
幅広い活動を支援しました。

№ 申請事業名と概要 助成額(円)

1 繁殖あか牛導入助成事業（３２農家・６１頭） 4,520,000

2
令和2年度「阿蘇の草原キッズになろう」

（国立阿蘇青少年交流の家）
8,000

3
草原環境学習の推進・草原を守る担い手づくり（内牧小と新宮牧

野組合の草泊りづくり）
100,000

4
草原環境学習の推進及び広報活動

（黒川牧野坊中区）
89,267

5
阿蘇・野焼きと草原文化の1年の記録

（坂本晶子）
272,083

6
草小積み再生プロジェクト

（阿蘇グリーンストック）
265,000

7
野焼き・輪地切り支援ボランティア活動管理運営事業

（阿蘇グリーンストック）
2,000,000

合計 7,254,350

2021年度【第11弾】募金助成による活動支援

№ 申請事業名と概要 助成額(円)

1
繁殖あか牛導入助成事業【第10弾分】

（増頭農家に2万円の上乗せ ５９頭分）
1,180,000

2
将来の担い手の草原環境学習支援（阿蘇の子どもたちへの草原新

聞発行や学習発表会、草原学習館での草原学習活動の支援など）
650,000

合計 1,830,000

2021年度活動支援（ヒゴタイ基金）

期 期間

第1期 2010年11月～2013年3月 4,092件 70,385,083円

第2期 2013年4月～2016年3月 764件 32,591,007円

第3期 2016年4月～2019年3月 451件
40,157,663円

※ヒゴタイ基金2,290万円含む

第4期 2019年4月～2022年3月 467件 13,051,904円

計 5,774件 156,185,657円

募金件数と金額

草原環境学習等の支援

草原文化の記録

草原キッズにゅーすの発行やこども地域学習発表会など

草小積み再生プロジェクト

野焼き支援ボランティア活動
繁殖あか牛の導入助成

＜直接的な活動支援の内容：2011年度～2021年度＞

支援項目 支援額（円） 成果

 繁殖あか牛導入助成（1頭当たり6～8万円を助成）

　※2015年度より阿蘇世界農業遺産基金から毎年支援
45,340,000

654頭の繁殖用あか牛の

導入助成

 野焼き放棄地の野焼きを再開

　（ヤブになった草原の再生）※H28年度まで実施
6,000,000 132haの草原を再生

 野焼き支援ボランティアの養成と派遣 32,000,000
延べ25,000名以上の野焼き

支援ボランティアを派遣

 その他：草原環境学習,放牧地再生支援,生物多様性保全、

                地震からの復興支援など
21,303,625

88件の調査研究や活動を

支援

計 104,643,625


