
＜置賜自給圏推進機構を視察してⅰ＞

「置賜自給圏推進機構」とは
― 先生、なぜ給食のキャベツは地元産ではないの？
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なぜ「置賜自給圏推進機構」への

視察となったのか

2016 年 11 月に開催された「第 48 回食とみ

どり、水を守る全国集会」は、日本国内で環太

平洋経済連携（TPP）が承認される可能性が高

まっている最中に、スローガンとして「ならう

まっしょ！ Hokkaido TPP では暮らせない 作

ろう共生の未来」を掲げて開催された。

国内農業への影響、食のグローバル化と国内

食糧需給率、食の安全、そして投資家が投資先

の国家を第三者である仲裁裁判所に訴えること

ができるという ISDs 条項など多くの課題があ

るなかで、国会では「守秘義務契約」を盾に情

報公開がされず、与野党の議論がかみ合わない

状況が続き、「TPP に対して、私たちはどのよ

うに対処するべきか」が大きなテーマとなって

いた。

その全体シンポジウム「TPP と私たちの食・

農・暮らし・地域」に、パネラーとして参加し

ておられた菊池富夫さん（農家、置賜自給圏推

進機構常務理事）の、「置賜地域 3 市 5 町を一

つの“自給圏”としてとらえ、食や住、そして

エネルギーの“地産地消”をすすめている」と

の報告が、視察のきっかけとなった。

視察時期は、豪雪地域でもあり、生活が厳し

い冬に計画する方がより現地を知るということ

で、2018 年 2 月 28 日(水)から 3月 2日(金)

（次ページの「視察プログラム」を参照）で実施し

た。ところが、2 月 28 日は良く晴れた暖かい

日で、JR 米沢駅前は豪雪地域というイメージ

はなく、雪対策としてブーツを履いてきた同行

者もいたが、まったく要らない状況で、少し驚

いた。しかし翌日からは天候が大きく変わって

吹雪となり、3 日目には雪のため視察ができな

い施設がでたり、新幹線も運休となったが、京

都にはない置賜地方の厳しい環境も経験できて、

時期設定については「良」と評価している。

さて、米沢駅には同機構の井上肇専務理事に

迎えに来ていただき、高齢者介護の施設である

「特定非営利活動法人 結いのき」（井上専務理

事が専務理事）で、江口忠博常務理事、佐藤由

美子常務理事を含めた 3 人の方々から、置賜自

給圏推進機構の概要説明を受けた。

本項では、この概要説明を中心に報告する。

「置賜（おきたま）」とは

置賜地方は、3 市 5 町（米沢市、南陽市、長

井市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊

町）で構成されている。江戸時代を通じて上杉

氏の米沢藩が、ほぼ全域を領有としていた。
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2月28日（水）

14:08 米沢駅着

14:15 「結いのき」 自給圏推進機構のレクチャー 井上肇専務理事

佐藤由美子常務理事

江口忠博常務理事

18:00 小野川温泉 「匠味庵山川」で宿泊 

3月1日（木）

 9:40 高畠町「ゆうきの里さん」 高畠町の有機農業歩み 渡部務代表理事

自給圏における食糧事情のレクチャー 江口忠博常務理事

蕎麦打ち体験＆昼食 秋津ミチ子常務理事

13:50 飯豊町役場 飯豊町における取り組みのレクチャー 後藤幸平飯豊町長

飯豊町中津川地区 飯豊町木質バイオマス製造施設見学 鈴木良則

（中津川バイオマス(株)代表取締役）

雪室低温貯蔵施設見学 伊藤清一（管理組合組合長）

17:00 添川温泉 自給圏関係者と懇親 渡部務代表理事

「しらさぎ荘」で宿泊 井上肇専務理事

後藤幸平常務理事（飯豊町長）

江口忠博常務理事

3月2日（金）

10:00 長井市致芳地区公民館 長井市レインボープランのレクチャー 江口忠博常務理事

コンポストセンター 堆肥工場施設見学（雪害のため中止） （レインボープラン推進協議会相談役）

市民直売所「菜なポート」見学

道の駅「川のみなと長井」見学

15:30 帰途

置賜自給圏推進機構視察プログラム

「平成の大合併」では、市町村合併などはなく

今に至っている。

「置賜自給圏推進機構」設立の

背景と考え方

「一般社団法人 置賜自給圏推進機構」は、

2014 年 8 月 2日に設立された。その背景には、

企業誘致や新幹線の開通などによる中央（東

京）への依存によって地域経済を高めようとし

たが期待は外れ、その一方にある現状、人口減

少（労働力などの低下）、企業の撤退（雇用の

減少）、大震災と原発事故（環境破壊）、ケミカ

ル農業などによる土壌の劣化や食品による栄養

価の低下（食の安全への不安）、農業従事者の

減少（農業の衰退）、TPP などに対して、「地域

で命をどうつなぐのか」が大きな問題となって

きていた。

これらの課題に対して、同機構の基本的な考

え方は、「エネルギーと食、住の県外依存度を

削減するとともに、置賜の豊富な地域資源を活

用し、産業を興し、雇用を生み、富の流失を防

ぐことによる地域経済の好転・持続化」を掲げ、

以下の 8 つの部会を設置し、多様な取り組みを

展開している。

8つの分科会は、以下のとおりである。

・再生可能エネルギー部会

・圏内流通(地産地消)推進部会

・有機農業推進部会（ケミカルから有機へ）

・教育・人材育成部会

・土と農に親しむ部会(身土不二の農舞台)

・食と健康部会

・森林等、再生可能資源の利用活用研究部会

・構想推進部会
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各自治体・地域の特徴的な取り組み

置賜自給圏推進機構の基本的な考え方の実践

にむけて、置賜地方には今回視察させていただ

いた以下のような先進的な取り組みをしている

自治体・地域がある。

＜長井市＞

弱ってしまった市内の田畑の土壌を改良し、

地元の新鮮な農産物を食べる、とどけることを

目標に、① 生ごみ「循環」による堆肥生産と

それを活用した土壌改良＝まち（消費者）とむ

ら（生産者）の人の「循環」、② すべての市民

が「ともに」住みよい地域を創る、③「土は生

命のみなもと」（土の健康を守ることによって

生命を守る）、という 3 つの理念をもつレイン

ボープランに 20 年前から取り組でいた。

＜高畠町＞

全国に先駆けて、1974 年から 41 人の若者が

始めた有機農業。「顔の見える農業」をめざし、

多くの苦労や、周囲に理解されるまでには嫌が

らせもあったが、今では「高畠町」という名前

が有機農業の一定のブランドになってきており、

それを用いた製品や加工工場も増えている。行

政の支援がなく、今は休止中だが、「まほろぼ

の里農学校」を開講し約 80 人が移住してきた。

＜飯豊町＞

後藤町長は、町長になる前は米穀店におられ

て、食の安心にむけて、日本で初めて「生産者

の名前と顔写真」を載せてお米を販売された方

で、同自給圏の常務理事であり、行政として

「自給圏構想」を実践している。森林資源が豊

富な飯豊町の特徴を活用し、森林保全を目的に

整備された「木質バイオマス製造施設」は、お

が粉と木質ペレット燃料を製造している。町で

は、ペレットストーブの普及のために購入費用

に対する補助（今は終了した）の実施や、燃料

価格の 10 ％削減を実施している。他にも、豪

雪地域の雪を活用した雪室低温貯蔵施設や、米

沢牛の生産地であることから、家畜排せつ物を

たい肥化する「有機肥料センター」、家畜排せ

つ物等を利用した「バイオガス発電事業プロジ

ェクト」の推進などがある。

各地域の取り組みから

置賜地方への取り組みへ

3 地域で実施されている固有の取り組みを

「置賜＝一つの自給圏」として圏内で普及させ、

地域資源と人びとの暮らしをつなぐ「循環型地

域社会」を構築し、農・食とエネルギーの自給

と自立」をめざす。

「農業」に関しては、長井市が実践している

「レインボープラン」や、高畠町の「有機農

業」、さらには飯豊町の「牛糞たい肥化」など

によって、地域の循環によって農業の基礎であ

る「土」をよみがえらせて、栄養価が高く、安

全・安心な農産物を「置賜ブランド」として生

産し、学校給食などの地産地消による住民の食

の安心・安全を支える。そのためにも、生活ク

ラブ生協、農協などを利用して流通にのせるこ

ともめざしている。そのことにより首都圏の消

費者ともつながりができ、より強く農家も守れ

る。

「食」に関しても、「学校給食での地元産食

材使用率向上事業」に取り組んでおり、米沢市

職員として、学校給食の現場で食の安全・安心、

地産地消を実践してこられた佐藤常務理事を中

心に、置賜地域の学校給食実態調査を実施し、

食材の調達や炊飯業務、仕上げ時間、地産地消

の推進そして教育の一環としての学校給食の再

認識などで提言が行われている。佐藤常務理事

から、「食育の一環で“癌”という字は、どこ

で作られたかわからない加工された食“品”を

“山”ほど食べると病気（がん）になる」と説

明していて、地産地消の大事さを教えていると

の説明も印象的であった。

「エネルギー」に関しては、飯豊町などの取
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り組みに加えて、置賜で大企業が開設する太陽

光発電などの再生エネルギーの発電所から生み

出される電気を、圏外で消費するのではなく、

同機構が設立する法人が電気を買い取り地元で

消費する計画を、3 月 30 日の総会で決定する

予定との説明を受けた。その法人の設立により、

地元での雇用も生み出したいと意欲を見せてお

られた。さらに、福岡県みやま市の取り組みな

どを参考に、法人が生み出した利益を市民サー

ビスの提供に繋げる考えも示された。また、農

業地帯なので水路などを用いたピコ水力発電に

よって、電力の外部依存を減らす構想もあり、

3 月 3 日にはシンポジウムも予定されていた。

地域の資源や特徴的にあるものを利用した、地

域にあった循環型の再生エネルギーの追求が始

まっている。

厳しい事情も

1 日目のホテルに向かう際に通過した県道 1

号線には、ニトリにイオン、ダイソ―、びっく

りドンキーやすき家など、全国展開のチェーン

店がずらりと並び、京都や大阪と変わらない車

窓が続いていた。これも置賜自給圏推進機構が

設立された理由の一つではないかと感じた。

2014 年に設立された置賜自給圏推進機構で

あるが、まだまだ財政的には脆弱で、専従体制

が組めないでいる。また、置賜ブランドの農産

物を農協や生協などの既存の流通にのせること

も、出荷量などの関係も含めて、各団体との関

係はうまくいっているとは言えない状況にもあ

る。さらには、同機構の事業による雇用の創出

に関しても、まだまだ発想段階で、電力事業な

どで具体的な市民サービスの提供が実現すれば、

雇用も生まれ行政の支援も具体的になってくる

のであろう。

一方で、大震災、ケミカル農業・輸入農産物

などによる食の安全への不安、TPP、農業従事

者の低下、原発事故、企業誘致への過度の期待、

そして人口減少……。置賜自給圏推進機構が設

立された背景は、置賜地方のみが抱える問題で

はなく、私たち日本人を取り巻く状況と大きく

変わるわけではない。

全国的に見れば、特徴的な取り組みを行って

いる自治体はまだまだたくさんあるが、自治体

を超えて、圏域としての取り組みはあまり例が

ないのではないか。あわてることなく、確実な

歩みで成功させていただきたいし、今後も見守

っていきたい。

吹雪の中、最終日に送迎をしていただいた江

口常務理事が、「それでも必ず春は来るんです

よ」と微笑みながらおっしゃった一言が、今も

耳に残っている。

お世話になった方々へ

今回の視察においてお世話になった方々のお

名前を紹介し、感謝を述べさせていただきたい。

みなさん本当にありがとうございました。

吹雪の中、各施設をご案内いただいたり、と

りわけ最終日、新幹線が止まるハプニングにも

親切なご対応いただいたりしたこと、参加者一

同、心より感謝申し上げます。

【置賜自給圏推進機構】

渡部務さん（代表理事）、井上肇さん（専務

理事）、佐藤由美子さん（常務理事）、江口忠博

さん（常務理事）、秋津ミチ子さん（常務理

事）。

【飯豊町】

後藤幸平さん（飯豊町長・置賜自給圏推進機

構常務理事）、井上友和さん（飯豊町総合政策

室主査）、横沢剛さん（飯豊町総合政策室職

員）、鈴木良則さん（飯豊町木質バイオマス製

造施設中津川バイオマス㈱代表取締役）、伊藤

清一さん（雪室低温貯蔵施設管理組合組合長）。
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