
＜置賜自給圏推進機構を視察してⅱ＞

高畠町「有機農業」の取り組み
― 「有機農業」を核に、地域づくりと人づくり

京都地方自治総合研究所事務局長

黒岩洋子

高畠町の「有機農業」は、先駆的な取り組み

として全国的に有名で、置賜自給圏推進機構に

おいては、その柱の 1つである「自然と共生す

る安全、安心の農と食の構築」を実現する重要

な役割を担っている。この取り組みについて、

3 月 1 日、渡部 勤置賜自給圏推進機構代表理

事から、高畠町の「ゆうきの里さんさん」にお

いてお聞きした。

日本の「有機農業」をめぐる動き

「有機農業」とは、『有機農業の推進に関す

る法律』（2006 年法律第 112 号）の第 2条に

おいて、「化学的に合成された肥料及び農薬を

使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用

しないことを基本として、農業生産に由来する

環境への負荷をできる限り低減した農業生産の

方法を用いて行われる農業」と規定されている。

そうした農法で生産された、店頭に並ぶ農産

物には、農林水産省の「有機農産物の日本農林

規格」によって定義された、「有機農産物」や

「特別栽培農産物」といった表記がされている。

この規格によると、「有機農産物」は、「有機農

産物」（農薬と化学肥料を 3 年以上使用しない

田畑で、栽培したもの）と、「転換期中有機農

産物」（農薬と化学肥料を 6 カ月以上使用しな

い田畑で、栽培したもの）の 2つがある。また、

「特別栽培農産物」は、「無農薬栽培農産物」

有機農業を営む渡部務代表理事

（農薬を使用せずに栽培したもの）、「無化学肥

料栽培農産物」（化学肥料を使用せずに栽培し

たもの）、「減農薬栽培農産物」（その地域での

使用回数の 5割以下しか農薬を使わずに栽培し

たもの）、「減化学肥料農産物」（その地域での

使用回数の 5割以下しか化学肥料を使わずに栽

培したもの）の 6つがある。

この規定以外にも、同じ農林水産省の「有機

JAS 規格」があり、「有機農産物」を、「生産か

ら消費までの過程を通じて化学肥料・農薬等の

合成化学物質や生物薬剤、放射性物質、遺伝子

組換え種子及び生産物等をまったく使用せず、

その地域の資源をできるだけ活用し、自然が本

来有する生産力を尊重した方法で生産されたも

の」と定めている。

このように、法律や所管する部署によって、

さまざまな規定がされているが、これは、「有

機農業」のたどってきた歴史によるところが大

きい。

現代における、日本の「有機農業」の歴史を

みると、古くは 1930 年代に、福岡正信や宗教

家の岡田茂吉が、農作業の大部分を自然に任せ

る自然農法を開始したことから始まる。「有機

農業」が広まるきっかけとなったのは、1961
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年に制定された『農業基本法』で、農地の単位

面積あたりの収量を大幅に増大させるため、化

学肥料や化学合成農薬の使用が推進されたこと

である。この化学合成基質の環境や人体への影

響が問題視され、化学合成基質を使用しない

「有機農業」が広まった。

さらに、1960 年代に入り、4大公害病と言わ

れる「水俣病（熊本県水俣市）」「第 2 水俣病

（新潟県阿賀野川流域）」「四日市ぜん息（三重

県四日市石油化学コンビナート）」「イタイイタ

イ病（富山県神通川流域）」が表面化し、化学

物質の毒性に対する意識が高まっていった。

「有機農業」という言葉は、1971 年に、元

全国農協中央会理事で、協同組合経営研究所理

事長であった一楽照雄が名付けたものである。

この時すでに、日本の農業は、化学肥料や化学

合成農薬の使用を前提とした食糧増産が進み、

農村から有機農業の基盤は失われていた。一楽

は、こうした経済合理主義による農業の近代化

に対して疑問をもち、そうした思想そのものが

人間社会や自然生態系の存続を危機に陥れかね

ないと考えた。農業のあるべき姿を、豊かな地

力と多様な生態系に支えられた土壌から生み出

された、健康的で食味の良い食べ物を生産し、

自立した生産者と消費者が密接に結び付き、そ

れにより地域の社会や文化の発展と、安定した

永続的で幸福な社会を生みだすものとし、社会

全体の大きな変革の基礎となる農業のあり方を

「有機農業」と名付けた。同時に、こうした思

想による社会運動の母体として、1971 年、「日

本有機農業研究会」を設立し、農業者、消費者、

研究者や行政が同じテーブルについて対話する

核とした。

一方、消費者も、4 大公害事件やサリドマイ

ド事件（1962 年）、カネミ油症事件（1968 年）

などの発生で、食品による健康被害に危機感を

抱き、都市を中心に、家族の健康を守るために、

有機農産物を共同購入するさまざまなグループ

が立ち上がっていった。京都では、1973 年に

「ゆうきの里さんさん」でレクチャー

大量生産・大量消費に疑問を投げかける「使い

捨て時代を考える会」が発足し、会員が共同出

資して、「安全農産供給センター」も立ち上げ

ている。これらの消費者グループは、安全・安

心な農産物を購入するだけでなく、有機農産物

を生産する農業者を支援する活動も行った。ま

た、合成洗剤による手荒れや赤ちゃんのおむつ

かぶれ、また河川の富栄養化による水質の悪化

が問題になると、安全・安心な農産物を求める

消費者運動は「石けん運動」にも発展した。

「高畠町有機農業研究会」の設立

高畠町で有機農業栽培を開始したのは 1974

年。その 1年前の 1973 年に、「高畠町有機農業

研究会」が発足した。それを指導していたのが、

一楽照雄さんであった。各方面から助成金を受

けて、現在の「ゆうきの里さんさん」がある場

所に、230 年前の古民家を移築した和田民俗資

料館「楽集館」を拠点として、さまざまな活動

が行われた。

活発な地域青年団活動

高畠町の取り組みの背景には、活発な地域青

年活動があった。1960 年代、地域青年団活動

として、社会問題のみならず、恋愛問題も議論

されていた。町も、若者を勉強させようと、青

年問題研究集会や青年自治問題研究集会を開催
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有機農業の拠点となっている「ゆうきの里さんさん」

230 年前の古民家を移築した研修施設

「ゆうきの里さんさん」の HP より

した。青年自治問題研究集会は、県の青年の家

を借り切り、町の課長クラス全員と、農協や商

工会の青年部が中心になって、泊まりがけで研

修した。

当時、農村では、冬の出稼ぎが一般的だった。

出稼ぎ先は、高速道路などの建設現場や、大手

自動車メーカーで、高度経済成長を下支えする

土木が中心だった。稲の刈り入れが終わる 11

月中下旬から翌年の 2月頃まで、季節労働者と

して働いた。日当は、900 円～ 1000 円程度だ

ったようだ。そのため、冬になると青年活動が

停滞したが、お正月に家に帰らない青年が、青

年問題研究集会が開かれるときには帰ってくる

ほど、活発で熱気のある集会だった。

この研究会をとおして、農業青年たちは、

「百姓」だけでは食べていけない、出稼ぎなど、

仕事を 2つも 3つも持たないと生活ができない

現実に矛盾を感じ、意見をぶつけあいながら、

農業だけで食べていける方法を模索していった。

農業政策の矛盾に気付いた

「減反政策」と「オイルショック」

高畠町に「有機農業研究会」ができるきっか

けに、2つの大きな出来事がある。

1 つは、国による「減反政策」だった。戦後、

食糧不足を補うため、コメの「増産」が奨励さ

れていた。しかし、占領軍最高司令官のマッカ

ーサーが「コメと魚と野菜の貧しい日本人の食

卓を、パンと肉とミルクの豊かな食卓に変える

ためにやってきた」と豪語し、日本に小麦を中

心とした欧米風の食事を持ち込んだ。これによ

り、徐々にコメの消費量が減少し、「減反政

策」に転じることになった。「増産」から「減

反」へと替わったのは、1970 年。政府は、新

規の開田禁止、政府米買入限度の設定と自主流

通米制度の導入、一定の転作面積の配分を柱と

した、本格的な生産調整を開始した。

渡部さんが農業を継いだのは 1967 年。その

頃、桑畑や原野を田んぼに替え、1ha だった田

んぼが 2.3ha に増加した。当時、3ha あれば農

家として生きていけると言われていたため、資

金をつぎ込んで田んぼに作り替えていったが、

これからというときに「減反」政策が始まった。

2つめは、1973 年の「オイルショック」であ

った。これにより、日本は一気に不景気に陥っ

た。渡部さんの家では、牛を飼い初めていたが、

「オイルショック」の影響で牛肉価格が下がり、

牛 1頭に何十万円かを付けて売ることになった。

経費を節約しようとしても、餌は全部、外国産

だったため、手の打ちようがなかったようだ。

青年団では、そうした矛盾について議論をし、

自立のための模索をしているときに、一楽さん

の「日本有機農業研究会」について勉強する機

会があり、41 人で「高畠町有機農業研究会」

を設立した。

農業の近代化は、化学肥料や農薬の使用、農

業機械の導入で進められた。それによって、た
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しかに、農民は「四つんばい農法」と言われる

重労働から解放されたが、そうした安易さを求

めることで、農家の資金が大きな資本に吸い上

げられるという矛盾を抱えていた。それに対す

る疑問から、牛を飼い、堆肥を作り、それを田

畑に戻すという循環農法を取り戻し、自らの生

活を守っていく道を探ることになる。

順調とはいかなかった有機農業

賛同した有志 41 人は、「高畠町有機農業研究

会」で勉強を重ねながら、設立翌年の 1974 年

に、有機栽培を開始した。ところが、周囲の農

家の理解は得ることができなかった。農薬や大

型農業機械の導入を制限したことで、「せっか

く四つんばい農法から解放されたのに、どうし

てもとに戻そうとするのか」と批判されること

になる。また、農薬や農業機械を一手に販売し

ていた農業協同組合からも批判され、家庭では

親子喧嘩も起きたそうだ。

しかし、有機農業に携わっている著名人など

が、応援のため手弁当で高畠町を訪れていた。

『複合汚染』（新潮社、1975 年）を著した有吉

佐和子は、執筆に当たり、高畠町に 3泊 4 日で

取材に訪れいる。農民の農薬中毒、農具による

外傷、寄生虫病などの農村特有の疾病の研究を

すすめ、日本農村医学会を設立した、長野県の

佐久総合病院の若槻利勝院長も、有機農業研究

会で講演した。これらの人びととの交流は、有

機農業取り組む農民達の励みになった。

壁に突き当たった販売

しかし、生産した有機農産物は、販売の壁に

突き当たることになる。当初は、福島生協の店

頭に並べたが、なかなか売れない。生協のトッ

プは理解しても、「見栄え」が影響して消費者

が受け入れない状況があった。福島生協との取

り引きは、3年ほどで終了することになる。

そんなとき、「4 大公害裁判」が全国に知ら

れるようになったこともあり、都会を中心にし

た消費者の、食への関心が高まり始めた。首都

圏でも、子どもに安全なものを食べさせたいと、

無農薬や添加物を使わない食品を購入するグル

ープがたくさん生まれ、安全な農産物を求めて

高畠町に訪れるようになった。高畠町で有機栽

培を営む農家は、そうした消費者グループに農

産物を供給することで、1976 年頃から、販売

ルートが確保できるようになった。

会員は、19 人くらいまで減った時期もあっ

たが、首都圏との取り引きが始まったことで、

辞めた人や周囲の農家が再び参加するようにな

っていった。

消費者との直接取り引きにも壁が

しかし、消費者との直接の取り引きには、さ

まざま困難があった。当時、コメには食糧管理

制度があって、農家が作ったコメを、農家が自

由に売れない時代だった。この難問を乗り越え

るため、コメの流通を担っていた全国農業協同

組合連合会（全農）の山形県本部に掛け合い、

消費者が消費地でコメの小売店を見つけ、その

小売店が全農から高畠町で作った有機栽培米を

購入する仕組みを作った。つまり、全農の流通

を通すことで、法律に違反しない仕組みが作ら

れた。それでも届けることができない消費者に

は、農家が、直接、コメを運んでいた。1 ｔ車

の荷台に、下にはコメを、上にはジャガイモや

葉物、果物を積んで運んだこともあったそうだ。

道が分からず、警察に聞きに行くという、きわ

どいことも経験したそうだ。こうした消費者と

のつながりによって、少しずつ販売が安定した。

さらに、消費者との顔の見える関係づくりの

ために、援農交流が盛んに行われた。消費者に

泊まりがけで来てもらい、田んぼの草取りや、

田んぼや果樹園の状況を説明する活動が行われ

た。農家に宿泊した消費者から、台所にある洗
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剤や調味料の危険性を指摘されるという、逆の

効果もあったそうだ。農家の主婦たちは、添加

物や洗剤の勉強会を始め、食生活の改善にも取

り組むことになった。

農薬の空中散布で、有機農法が拡大

消費者との交流が活発化することで、地域で

の認知度が上がり、周囲には、別な組織がたく

さん立ち上がることになっていった。1986 年

に発足した「上和田有機米生産組合」は、現在、

高畠町で一番大きな組織になっている。「完全

無農薬ではできないけれども、1 回除草剤を散

布するという低農薬栽培だったらやれる」と考

える農家が集まって作った組合だ。

この組合が設立されるきっかけとなったのは、

農薬の空中散布だった。有人ヘリコプターで、

通常よりも濃い濃度の農薬を、翼の風圧を利用

して散布する。高濃度の農薬が広範囲に飛散し、

おまけに夜明け前から始まるため騒音がひどか

った。そのうえ、散布された農薬が、気温の上

昇によって空中に舞い上がり、その中を子ども

たちが通学したり、学校のプール近くでも散布

されるため、プール汚染も懸念された。

そこで、高畠町有機農業研究会では、横浜国

立大学の藤原教授の協力を得て、水質や空気の

汚染状況の実態調査をし、データを積み上げて、

町に、空中散布の危険性と中止を訴えた。しか

し、それがかえって、周りの農家の反発を受け

ることになり、「村八部」の状態になったメン

バーもいたそうだ。しかし、消費者の支えが励

みとなり、粘り強く運動をした結果、当時の町

長は、5 年後には空中散布を廃止するという英

断を下した。一挙にとはいかなかったが、軟着

陸させることができた。

冷害に強かった有機農業

「有機農業」が脚光を浴びたのは、1993 年

の記録的な冷害であった。その年の作付指数は、

「著しい不良」の水準となる 90 を大きく下回

る 74 となり、東北地方ではそれをさらに下回

る 56 であった。「ゆうきの里さんさん」がある

場所は標高 250m だが、それから上の高地は全

滅するほどの深刻な被害が出た。コメ不足によ

り、1俵の値段が 3倍になり、7割が国産米、3

割がタイ米という、外国米の抱き合わせ販売が

された。「平成のコメ騒動」とも言われ、消費

者は農家に買いに走った。これを「にわか親

戚」と言うそうだ。

そうした状況のなか、有機農業に取り組んで

いた農家の被害は少なかった。理由は、化学肥

料だけが入った田んぼと有機質の田んぼの温度

が、2 度くらい違っていたのだ。たまたま地温

計を田んぼに差し込んでいたメンバーが発見し

た。有機農業の田んぼは地温が高いことで、微

生物が活発に活動し、被害を免れた。まさに循

環農法の確かさが実証された年であり、会員に

自信が生まれた年でもあった。

これらの粘り強い取り組みがあって、高畠町

の「総合計画」に、有機農法を核とした農業を

推進するという方針ができ、高畠町は「有機農

業」の町となった。

1997 年には、「高畠町有機農業推進協議会」

ができた。8 団体、当時の町の農家の半数くら

いの約 1000 人が参加している。会員は、完全

な有機農薬だけではなく、除草剤は 1回だけに

し、堆肥を中心に化学肥料も若干使う「減農薬

減化学肥料」を営む農家も加入している。完全

な有機農業に向かうための、経過措置も含めて、

推進協議会を立ち上げた。渡部さんは、3 代目

の会長である。

2006 年に、高畠町の有機農業を営む人びと

を取り上げた「いのち耕す人々」という映画が

できた。高畠町の有機農業 32 年の歴史と、都

会の消費者と農民との交流の魅力を描いたもの

だ。櫻映画社が制作し、全国 100 カ所以上で自

主上映されている。
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安全ブランドになった「高畠」

高畠町は、食品加工業が盛んで、一時は缶詰

工場が 5社あった。現在は 3社になったが、地

元で採れる果物で、ジャムやドレッシングを作

り、「手作り食品」として販売している。「高畠

ワイン」は、地元でブドウの生産者組織をつく

り、地元で醸造している。そういう意味では、

農家と生産者が一緒になった産業だ。「高畠ジ

ャム」や「高畠ワイン」と、「高畠」の冠を付

けると高く売れるそうだ。「安全」であること

が、この町の産業の大きな柱になっている。

高畠町は、もともと野菜の生産者が少ない地

域で、大規模に出荷できる仕組がない。野菜は

基本的に自給が中心で、余剰分を消費者に出荷

している程度だ。

高畠町で出荷量が多いのは、果物だ。ブドウ

の「デラウエア」は、高畠町が日本 1の生産量

を誇っている。また「ラ・フランス」発祥の地

で、130 年以上の歴史がある。「ラ・フラン

ス」は、サクランボと同じで 1つの品種だけで

は実がならないため、もともと「パートレッ

ト」という洋梨の受粉用として、明治時代から

栽培されていた。しかし、「ラ・フランス」が

美味しいのを地元の人は知っていて、渡部さん

も子どもの頃にはオヤツとして食べていたそう

だ。「ラ・フランス」が注目されることになっ

たのは、地元の農家が、都会へ出た家族に送っ

たのがきっかけだった。評判になって広まって

いった。現在は、缶詰工場も「ラ・フランス」

が主力になっている。

新しい地域づくりと人間の生き方を探る

「たかはた共生塾」

有機農業に取り組み人たちは、自らが有機農

法を行うだけではなく、有機農業を核にすえた

さまざまな取り組みをしている。

1990 年には、新しい地域づくりと人間の生

き方を探ることを目的とした「たかはた共生

塾」を立ち上げた。渡部さんは 4代目の塾長だ。

有機農業を中心テーマに、「まほろばの里農学

校」の開催や、定期講座、各種団体研修の受け

入れ、講師派遣、通信の発行などを行い、現在、

県内外から 80 人ほどが塾生として登録してい

る。

「まほろばの里農学校」は、農業体験・農村

体験をするプログラムで、食べ物の成り立ちや

農ある暮らし、作物がどのように作られていく

かを、実際の農作業や民泊を通して参加者に知

ってもらう学校だ。1992 年に開校し、参加者

は 6泊 7日でファームステイし、地元の農家か

ら話を聞くなどの取り組みを、20 回以上行っ

た。その結果、参加者は「高畠」の魅力にとり

つかれ、定住した人も多い。これを「急性高畠

病」と言うそうだ。その第 1 号が、「蕎麦打ち

体験」でお世話になった、秋津ミチ子さんだ。

彼女は大阪で働いていたが、農学校に参加した

ことがきっかけで高畠に住むようになった。

塾生には、社会人だけでなく、大学生の有機

農業体験も受け入れている。最初は東京農業大

学の学生だけだったが、今は立教大学や筑波大

学など多くの大学から、学部に関係なく来てい

る。そういう人たちの中にも、卒業して高畠に

住み始めた人たちがいる。

このプログラムをきっかけに、今まで、80

数人、50 世帯が定住した。現在、「まほろば農

学校」は休校となっている。外部からの刺激は

高原町の活性化を生むため、再開をめざして、

役場や商工観光協会に働きかけているそうだ。

置賜自給圏推進機構にかける思い

渡部さんは、50 年以上、「百姓」を営み、そ

のうち 43 年間は「有機農業」に携わってきた。

地域の人口がだんだんと減り、地域が疲弊し

ていくなかで、地域の生き残りをどうやって図
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るのかを考えたとき、地域で使う資金を、地域

の中で循環させていくことが重要だという思い

にいたったそうだ。置賜自給圏推進機構の、置

賜というエリアのなかで、みんなで知恵を出し

合い、創意工夫を重ねて生き残り戦略を考えて

いく構想に共感し、代表となった。

渡部さんの連れ合いは、山間地の生まれで、

実家は林業を営んでいる。実家の周囲は、林業

では生計が成り立たなくなり、20 数軒あった

のが 10 軒にも満たなくなっているそうだ。

地域で家を新築する場合、8 割は大手ハウス

メーカーのものだ。以前は、地元の製材業者が

山の木を切り出し、大工は木を 1本 1本削って、

1 年に 1 棟とか 2 棟を建てていた。今は、大手

ハウスメーカーが工場で加工し、金具で簡単に

組み建てている。その家には、地元の木は使わ

れていない。地元の熟練した大工は、せいぜい

建物の基礎をコンクリートで造るくらいである。

ハウスメーカで 1000 万円の家を建てるとする

と、材木などの材料費は 650 万円ほど。あとの

350 万円は本社の維持費とピーアール費に使わ

れる。その 1000 万円を地元の大工にかければ、

1000 万円が地元でまわることになる。地元の

建築業者も林業家も、それなりに潤う。地域が

生き残るためには、地域で使うお金が地元で循

環する仕組みが必要だという、強い思いがある。

今、中山間が疲弊し、水の管理に問題が生じ

ている。熊、鹿、猿、イノシシなどの被害も深

刻だ。高畠では、日本一の「デラウエア」が熊

の食害にあい、杭に干している稻束はサルが持

っていくそうだ。里山を守ることは同時に、都

会の生活も守ることになる。

渡部さんは、「そういう思いが一挙に実現で

きないとしても、そういう考え方に気付いた人

が中心になって、農業の分野にかかわらず、い

ろいろな社会の問題に対して働きかけていきた

い」と考えている。そのためには、地域住民の

ために、農協、生協、行政が一緒になって取り

組むことの重要性を、同時に指摘されていた。

現在の、高畠町「第 5 次総合計画」では、

「めざす町のすがた」を、「すべてのいのちを

大切にし、いきいきと輝くまち」としたうえで、

「“有機農業”の取り組みは、まさに“いの

ち”の営みの大切さや人としての生き方を示し、

高畠町の教育や環境形成など特徴あるまちづく

りの原点となっている」としている。すなわち、

「有機農業」が、人口 2 万 3654 人（2018 年 4

月 1日現在）の高畠町の、基本となっているの

である。
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