
（別表）

伝えたい阿蘇の農業遺産資源　登録資源一覧（９９資源）

No. 所在地 資源名 No. 所在地 資源名

1 阿蘇地域 阿蘇のどぶろく 51 阿蘇市 的石御茶屋跡
2 阿蘇地域 阿蘇のあか牛 52 阿蘇市 遺沢の碑
3 阿蘇地域 阿蘇タカナ 53 阿蘇市 碧水ホタルの里
4 阿蘇地域 阿蘇のトウキビ 54 阿蘇市 荻岳
5 阿蘇地域 ユウスゲ（花） 55 南小国町 押戸石の丘
6 阿蘇地域 ハナシノブ 56 南小国町 吉原神楽
7 阿蘇地域 ツクシマツモト 57 小国町 杖立温泉「むし場」
8 阿蘇地域 ヤツシロソウ 58 小国町 岳の湯の黒菜
9 阿蘇地域 ヒメシロチョウ 59 小国町 おぐに黒大豆

10 阿蘇地域 ゴマシジミ 60 小国町
阿蘇小国ジャージー
（杖立プリン等含む）

11 阿蘇地域 マツモトセンノウ 61 産山村 ヒゴタイ
12 阿蘇地域 ハナカズラ 62 産山村 漬物民宿
13 阿蘇地域 ヒメユリ 63 産山村 池山水源
14 阿蘇地域 オオルリシジミとクララ 64 産山村 山吹水源
15 阿蘇市 山田乙川湧水群 65 産山村 エヒメアヤメ
16 阿蘇市 山田水掛の棚田 66 産山村 産山村の扇棚田
17 阿蘇市 乳水の池と産神社 67 高森町 色見のつるのこいも
18 阿蘇市 小池七池（こうじなないけ） 68 高森町 みさを大豆
19 阿蘇市 阿蘇のお斎（とき） 69 高森町 菅山地区の棚田群
20 阿蘇市 あそん（阿蘇の）煮〆 70 高森町 前原牧野とキャンプ場
21 阿蘇市 田子山 71 高森町 村山牧野（らくだ山）

22 阿蘇市
内牧松ヶ鼻遊水池
（災害防止と希少植物）

72 高森町 上洗川神社の湧水

23 阿蘇市 内牧深町の芹（献上品） 73 高森町 村山牧野と高森殿の杉
24 阿蘇市 黒川と命護橋 74 高森町 草部吉見神楽
25 阿蘇市 足手荒神 75 南阿蘇村 阿蘇の狩猟文化（下野の狩）
26 阿蘇市 折戸地区の堤と農村文化 76 南阿蘇村 観音桜と牧野
27 阿蘇市 内牧湯浦地区の里山 77 南阿蘇村 天神さん
28 阿蘇市 しぐれさん（雨乞いの石） 78 南阿蘇村 南阿蘇のため池
29 阿蘇市 土用三郎 79 南阿蘇村 南阿蘇外輪山の峠道
30 阿蘇市 阿蘇の盆花 80 南阿蘇村 南阿蘇村の馬頭観音
31 阿蘇市 斗棒作（とぼさく） 81 南阿蘇村 南阿蘇村の疏水群
32 阿蘇市 小倉の虎舞 82 南阿蘇村 白川水源
33 阿蘇市 あかど漬け・あかどいも 83 南阿蘇村 竹崎水源
34 阿蘇市 あそんだご汁 84 南阿蘇村 明神池水源
35 阿蘇市 草小積みと草泊まり文化 85 南阿蘇村 吉田城御献上汲場
36 阿蘇市 山の神祭り 86 南阿蘇村 小池水源
37 阿蘇市 西湯浦八幡宮大祭 87 南阿蘇村 妙見神社の池
38 阿蘇市 小里井出のサイフォン 88 南阿蘇村 池の川水源
39 阿蘇市 阿蘇の野焼き 89 南阿蘇村 湧沢津水源
40 阿蘇市 役犬原の自噴水 90 南阿蘇村 寺坂水源
41 阿蘇市 霜宮火焚神事 91 南阿蘇村 川地後水源
42 阿蘇市 おんだ歌 92 南阿蘇村 塩井社水源
43 阿蘇市 御田植祭苗 93 南阿蘇村 久木野神社の農耕祭事
44 阿蘇市 阿蘇の流鏑馬 94 南阿蘇村 五本松公園
45 阿蘇市 御前迎えのみそぎと化粧 95 南阿蘇村 池の窪牧野
46 阿蘇市 阿蘇神社の大注連縄 96 南阿蘇村 長野岩戸神楽
47 阿蘇市 中江岩戸神楽 97 南阿蘇村 阿蘇とうきびの軒先掛け
48 阿蘇市 永草の牛舞 98 西原村 西原村の落花生（落花生豆腐）
49 阿蘇市 米塚の土手 99 西原村 西原村のからいも（いきなり団子）
50 阿蘇市 狩尾牧野と長寿ヶ丘公苑


