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― 地域資源で、循環型地域経済の構築
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飯豊町は人口 7249 人（2018 年 3 月末)1）で、

置賜地区のなかでは「一番小さな自治体」だが、

「一番大きな希望を描いている」自治体でもあ

る（井上肇さん)2）。

主要な産業のひとつは畜産業で、ブランド牛

「米沢牛」生産量の約 40 ％は飯豊産である。

また、コメ・アスパラガスを中心とした農業も

盛んだ。東北のアルプスと呼ばれる飯豊連峰を

背景に、里山と田園が広がる景色は「日本の原

風景」ともいえるもので、「日本で最も美しい

村連合」にも加盟している。

自給圏構想に関連した飯豊町の取り組みには、

いくつかの特徴がある。第 1 は、町の面積の

84 ％を占める森林や畜産業など、地域の資源

を効果的に活用した事業が推進されていること。

第 2は、事業の計画策定・実施のプロセスに住

民が参加し、主体的な役割を果たしていること。

そして、第 3に、それらの取り組みに対して、

首長のリーダーシップの下で行政が積極的な支

援を行っていることである。

以下では、これらの特徴に触れながら、具体

的な取り組みのいくつかについて見ていく。

木質バイオマス製造施設

飯豊町の南西部に位置する中津川地区は、飯

豊連峰の美しい山々に囲まれ、町の森林面積の

41 ％をこの地区が占めている。しかし、こう

町庁舎から見た町の風景

この日は虹が架かっていた

した森林は積極的な利用が行われず、山間部で

は人口減少にともなう集落機能の低下が危惧さ

れてきた。そこで、森林資源を利活用し、林業

の再生を図るとともに、地域経済の活性化や循

環型社会の構築にも資する事業として町が着目

したのが、木質バイオマスの製造だった 3）。

町は、2000 年に「飯豊町地域新エネルギー

ビジョン」、2008 年に「飯豊町バイオマスタウ

ン構想」を策定し、2000 年代の早い時期から

起業化の検討を行ってきた。そして、2009 年、

事業費 3 億 4500 万円（地域バイオマス利活用

交付金 1 億 2300 万円を含む）をかけて、木質

バイオマス製造施設を建設した。

指定管理者として、施設の運営を担っている

のは、同年 4月に設立された「中津川バイオマ

ス株式会社」である。会社の設立にあたっては、

地域内で議論を尽くし、資本金 1000 万円も地

域住民が出資して作られた。現在の従業員は 9

人で、地元と近隣地域の住民が約半々である。

設立以来、この施設では、ストーブやボイラ

ーに使用する燃料木質ペレットと、キノコ栽培

の菌床に使用するおが粉（オガクズ）を製造し

ている。材料に使用するのは主に地域の森林の

立木や、白川ダムの流木（なら・ぶな）である。
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現在、生産の 9割がたはキノコ栽培用のおが

粉で、県内や福島などのキノコ農家に出荷して

いる。顧客の注文に応え、使用する木材のブレ

ンドや粉の細かさなどを調整して製造している。

他方、燃料用のペレットの生産量は 150 ｔで、

当初の想定ほど伸びていない。町は 2012 年に、

産官学（山形大学・山本製作所と）の連携で、

「飯豊型ペレットストーブ」を開発した。町の

住民がこのストーブを購入する場合は、助成金

30 万円（町 20 万円と県 10 万円）を支給する

など、行政もペレットの普及に努めている 4）。

雪室低温貯蔵施設

中津川地区は、県内でも豪雪地帯であり、雪

の深さは時に 3ｍを超える。この雪を地域活性

化の資源として利用するために作られたのが、

1998 年に建てられた雪室低温貯蔵施設（愛称

「SNOW えっぐ」）である。その前年に、廃校に

なった中学校の跡地を利用し、県の中山間地総

合整備事業（約 1 億 4000 万円）を活用して建

物が造られた。

施設の管理を担っているのは、同年に設立さ

れた雪室施設管理組合である（2006 年以降は

指定管理者）。同組合は、地域の 7団体 41 個人

が出資し、1口 1 万円で、81 口の出資に基づき

運営されている（2017 年 4 月現在）。

鉄骨造り平屋建ての建物の内部には、貯雪室

があり、ロータリー除雪車が建物上部 6カ所の

投雪口から、直接、雪を投入することができる

（3 月上旬から投入）。この雪によって、建物

内の湿度（90 ％以上）と温度（0～ 3度）は、

夏の間も一定に保たれ、建物全体がいわば巨大

な冷蔵庫として機能する仕組みである。

貯蔵庫に保管されているものでもっとも多い

のは、地元産のコメである。他に、ジャガイモ、

ラ・フランス、ワラビやウルイ等の山菜、日本

酒、特区で造られる「どぶろく」など、さまざ

まなものが貯蔵される。県外からも、蕎麦やモ

木質バイオマス製造施設の外観

燃料ペレットの製造現場

おが粉の水分を 10 ％以下まで乾燥させて固める

乾燥機。工場ではペレットボイラーを使用するなど、

化石燃料の使用を抑えている。

製造された木質ペレット

ズクなどが直接ここに送られ、貯蔵されている。

雪室で貯蔵された食物は（低温糖化による）

甘みやうまみが増すことで、付加価値が高めら

れる。たとえば約 3カ月貯蔵され、糖度が 2倍
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雪室低温貯蔵施設「 SNOW えっぐ」の外観

雪室低温貯蔵施設内の様子

以上に（8 ～ 9 度まで）高まったジャガイモは、

「雪室あまみ芋」としてブランド化され 5）、コ

ーヒー豆は「雪室熟成」と銘打って販売されて

いる。

建物の管理費や人件費など、施設の管理運営

にかかるコストは安価である。事業収入は、例

えば、組合員であればコメ 1袋あたり 1日 5円、

非組合員は 7円といった、貯蔵品の受入料であ

る。

飯豊町有機肥料センターと循環農業

上述した木質バイオマス製造と同様に、飯豊

町の地域産業と密接に関連したバイオマス関連

事業が、有機肥料センターを中心とした事業で

ある。

同センターは、山形県の「いいで中部中山間

地域総合整備事業」（2002 － 2005 年度、事業

費 5 億 2400 万円）により整備された、家畜排

せつ物処理施設である。運び込まれた排せつ物

は混合攪拌・発酵のプロセスを経て、45 ～ 60

日で、雑草種子や病原菌などが除去された有機

肥料へと完熟する。その一部はペレット化され、

それ以外はフレコン（コンテナバッグ）や小袋

に詰められ、出荷される。

有機肥料センターの管理運営を担っているの

は、2002 年に町と JA おきたま、畜産農家を構

成員として設立された「（有）エコプラントめ

ざみ」である。センターで作られた有機肥料は

地域の水田に散布され、また園芸作物の肥料と

して使用される。この肥料を使って作られた特

別栽培米は、ブランド米の「飯豊米」として売

り出される。「耕畜連携」のもとで、持続可能

な循環農業を広げていこうという試みが続けら

れている。

バイオマス産業都市

― 次のステップへ

飯豊町は、2017 年 10 月 3 日にバイオマス産

業都市に認定された。バイオマス産業都市とは、

「原料収集から製造・利用まで、経済性が確保

された一貫システムを構築し、地域の特色を活

かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさし

く災害に強いまち・むらづくりを目指す地域」

（農林水産省 HP を参照）で、2013 年度から関

係 7府省が共同で選定している 6）。

町は、バイオマス産業都市構想を策定し、次

の 2 事業を進めている。すなわち、① 家畜排

せつ物などを利用したバイオガス発電事業プロ

ジェクトと、② 木質バイオマス資源利活用推

進・熱供給推進プロジェクトである。

前者は町内の畜産業者から調達した家畜排せ

つ物などを原料に、バイオガスを生成し、それ

を燃やして発電するもので、発電事業は隣接す

る長井市の「東北おひさま発電株式会社」が実
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施する予定である 7）。事業費は約 3～ 4 億円で、

2019 年度中の施設完成・運転開始を計画して

いる 8）。

後者は、木質バイオマス燃料製造・素材（丸

太）供給体制を整備するとともに、住宅団地や

公共施設への熱供給システムを導入するもの。

原料の木材は、町内の民有林・財産区有林から

調達する。事業費は約 5.3 億円で、2020 年度

には熱供給プロジェクトの展開をめざす計画で

ある 9）。

共生と自立、そして新たな躍動

飯豊町の第 4 次総合計画（2011 － 2020 年

度）は、その基本理念に「共生と自立、そして

新たな躍動」を掲げ、めざす将来像を「田園の

息吹が暮らしを豊かにするまち」としている。

飯豊町長の後藤幸平さんは、その冒頭で次のよ

うに述べている。

「第一次総合計画の“手づくりの町いいで”

から一筋の変わらぬ姿勢があります。 ひとつ

は住民参加のまちづくりの旗を掲げ続けるとい

うこと、もうひとつは田園のなかから将来を見

つめていこうとする基本姿勢です」10）。

この言葉がリアリティを感じさせるのは、地

域で生きる住民の「顔が見える」施策が実施さ

れていると思われるからである。ここまで見て

きた飯豊町のさまざな取り組みは、地域が長年

育んできた豊かな自然と、その環境の下で営々

と続けられてきた生業や、地域住民同士の結び

つきを出発点として発想され、具体化されたも

のである。それぞれの事業の立ち上げに地域住

民が知恵を出し、資本を提供し、資源を共有す

るかたちで、次のまちづくりが進められている。

最後に、今回の視察訪問で伺った後藤幸平町長

の談話をまとめる。

【後藤幸平飯豊町長の談話】

飯豊のような小さな町が、問題を提起し、発

信するのはなか

なか大変です。

「自給圏」なん

て、「何を言っ

ているのか」と

よく言われます

が、地域で資源

（人・モノ・カ

ネ）を回し、循環型の地域経済を作っていく必

要があります。国の財源は必要ですが、きっち

りしたポリシーを持って、自分たちで考えて使

うことが大事です。

また、経済だけでなく、文化面でも地域に立

脚しないと、薄っぺらなものになりますね。ど

ういうふうに生活を成り立たせていくのか、ど

う生きていくのかということは、やはり住んで

いるところから考えていかないといけません。

テレビのニュースや、大物政治家の言葉だけを

聞いていたのでは、ダメだということです。

第 3に、地域の環境や共有財産を守っていく

ためには、市民がみんなで考えて、意識的にコ

ントロールしていくことが必要です。これはい

みじくも、この間の全国町村会で正源寺眞一先

生（名古屋大学教授）がおっしゃったことで、

国の規制だけでも、いわゆる市場原理でも守れ

ないのだと。第三の道、それがコモンズの原理

であり、それは現実には、たとえば水利のよう

に農村の人たちが脈々と守ってきたもののなか

にある。飯豊町では、儲かる農業だけでなく、

社会的になくてはならないものとして農業を位

置づけて、みんなで頑張ってみる。そんなふう

に目標をもってやっていくのが大事だと思って

います。

4 番目は、エネルギーの自給を含めた具体的

な事業の推進です。家畜の排せつ物を原料とす

る発電事業を主導している人物は、一昨年まで

副町長だった人です。彼は大手証券会社の副社

長まで務めた人なんですが、私が手紙を書いて

「最後はふるさとに貢献して死んだらいいんじ
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ゃないか」という殺し文句で口説きました。

彼が副町長になって一番苦労したのが、冬場

に撒かれる堆肥の問題でした。せっかく撒いた

肥料が融雪機の風で流れてしまう、これは町の

責任だということで、すったもんだしました。

おそらく、この時の経験がずっと気にかかって

いて、自分の仕事はそれ（堆肥の処理）をプラ

スに変えることだと思ったんでしょうね。

飯豊町は早い時期からバイオマス事業に着手

して、いろいろなことをやってきました。堆肥

を有機肥料に変えて特別栽培米を作るとか、雪

室低温貯蔵施設とか、コンパクトな太陽光発電、

廃油から燃料を取り出す再生エネルギーの活用

などです。どれも「筋は良かった」のですが、

産業化というところまではなかなかいきません

でした。

今回も、発電事業の実現にまでもっていくの

は大変じゃないかと、私自身は思っていました。

彼は地元の事情には疎い、畑違いの人間ですか

ら、通用しないのではないかと。ところが、地

元の畜産家の人たちも、彼の一途な思いに心を

動かされて、やってみようということになりま

した。「筋の良い話」というのは、周りの人の

気持ちが燃えてくるものなんですね。

これまでの、さまざまな取り組みの業績もあ

るし、データもある。この財産を活かして、町

の方向として、バイオマス産業化を家畜排せつ

物と森林（木質バイオマス資源）で進めようと

いうことになりました。昨年 10 月、関係省庁

の認可に向けて、スタッフが尽力をしてくれま

した。あとは民間の人に任せていきます。

【注釈】

1） 飯豊町 HP の情報に基づく。

http://www.town.iide.yamagata.jp/

2） 配布資料「山形置賜の自給圏構想とは何か」p.1

5 より引用。

3） バイオマスとは「動植物に由来する有機物であ

る資源（化石資源を除く）」で、国はバイオマス活

用推進基本法（2009 年）に基づき、活用施策の推

進に力を入れている。農林水産省食料産業局「バ

イオマスの活用をめぐる状況」（2018 年 3 月）を

参照。http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomas

s/attach/pdf/index-51.pdf

4） 助成金なしの場合の価格は 41 万 7900 円。「飯豊

町ペレットストーブ説明会ちらし」（2013 年）に

基づく。http://www.town.iide.yamagata.jp/001/

H25setumeikai.pdf

5） 「iide ―山形県飯豊町プロモーションガイドブ

ック」、p.23。

6） これまでの選定地域には京都市、京丹後市、南

丹市、京丹波町も含まれている。農林水産省 HP を

参照。http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomas

s/b_sangyo_toshi/29sentei.html

7） 「広報いいで」2017 年 12 月 14 日、p.3。

8） 「飯豊町バイオマス産業都市構想 説明資料」

（町提供資料）、p.2。

9） 同上。

10） 「第 4次飯豊町総合計画」p.2。

http://www.town.iide.yamagata.jp/001/jo.pdf
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