
＜置賜自給圏推進機構を視察してⅳ＞

循環型社会へ地域からの挑戦「長井市レインボープラン」
― 土はいのちのみなもと、「ともに」の世界を柱に
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3 月 2 日（金）に、置賜自給圏推進機構の江

口忠博常務理事より、「長井市レインボープラ

ン」について説明を受けた。その内容を中心に

報告する。

江口理事は、現レインボープラン推進協議会

相談役で、以前には同協議会の会長も務められ

ていた。なお、当日は吹雪のため危険というこ

とで、残念ながら「コンポストセンター」には

訪問できなかったことを、冒頭に報告する。

長井市の概況

山形県南部の置賜盆地の北部に位置し、人口

は 2万 7407 人、9745 世帯（2017 年 3 月現在）、

2018 年度予算で収入は 140 億 8500 万円で、税

収は減少傾向にある。

農家数をみると、2010 年の「農業センサ

ス」では、総農家数は 1410 戸、そのうち専業

農家は 148 戸（10.5 ％）だったが、2015 年の

総農家数は 1217 戸で、179 戸（14.7 ％）と、

総農家数は減少しているが、専業農家数は増加

している。

「レインボープラン」は

ごみ処理事業ではない

江口理事が強調されたのが、「レインボープ

ラン＝ごみ処理事業」ではなく、「レインボー

レインボープラン推進協議会相談役の

江口忠博常務理事

プラン＝台所と農業をつなぐながい計画」とい
．．．

うこと。名称は、「まちとむら、台所と農業、

現在と未来との間に信頼と希望の架け橋をかけ

よう」と願い、これらのシンボルとして「虹」

を愛称とした。

それは以下のような背景から生まれた。

農家の課題

昭和 30 年代以降、農産物の大量生産を支え

るために、化学肥料と農薬を多用した農業が確

立した。一方で、このような農業は「土」を疲

弊させ、農家は土が弱ってきているとの不安を

抱くようになっていた。持続可能な農業にする

ためには、農地に「堆肥」を入れて、微生物を

増やして土を元気にする土壌の再生が必要であ

った。

消費者の課題

大量生産・大量消費のなかで、輸入食品や産

地の分からない食品の増加など、「食の安心に

対する不安」を消費者は抱くようになっていた。
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消費者は、「安心な食の確保」をのぞみ、それ

には地元産や化学肥料などの使用されていない

もの・少ないものを求めるようになってきた。

行政の課題

焼却場の老朽化が課題としてあり、とりわけ

生ごみ焼却の回避などを課題としていた。

これらの課題を背景に、「食の安心といのち

のやすらぎ」に裏打ちされた、一級の田舎まち

実現に向けた市民運動が始まった。

まちづくりデザイン会議の開催から

「レインボープラン」の推進体制の確立

「水と緑と花のながい 活力とやすらぎのま
．．．

ち」という基本構想における、長井市の将来像

の実現に向け、長井市は、21 世紀をめざした

産業振興と都市整備等のグランドデザインを、

1988 年に、97 人の市民が参加した「まちづく

りデザイン会議」に委嘱した。

そして同会議は、1989 年に「快里（いいま

ち）デザイン研究所」と引き継がれ、長井市の

農業を「自然と対話する農業」と位置づけて議

論がされ、その中で「有機肥料の地域自給＝生

ごみのリサイクルシステム」が提案された。

それを受けて、1991 年にはレインボープラ

ン調査委員会が設立された。長井市は、生ごみ

のリサイクルの可能性について調査を委託する。

そのなかで、豊かな農地を消費者が支え、農家

が市民の食と健康を支える相互扶助と、安心と

安全に裏打ちされた一級の田舎まちづくりのた

めに、官も民もない協力体制の構築が提起され

た。

そして 1992 年には、レインボープラン推進

委員会を設立。長井市は、農林課内にレインボ

ープラン推進係を設置し、さらに国の農業政策

補助金を活用して「コンポストセンター（たい

肥センター）」の建設を決定。1997 年に運用を

開始した。

2004 年には、消費者が農業に参加する「NPO

レインボープラン農場」を設立。翌年にはレイ

ンボー農産物流通強化の一環として「直売所」

「学習機能」「交流機能」を併せ持つ、「NPO 法

人レインボープラン市民市場虹の駅」が設立さ

れた。

2008 年には、推進体制が、長井市（行政）

からレインボープラン推進協議会事務局（民

間）に移管されている。

「レインボープラン」の理念

（ 2 つの）循環

「土から生まれたものを土に還すという循

環」と、「まちとむらをつなぐ人とひとの循

環」。消費者は、食べ物の残渣を分別して肥料

のための原料を生産し、その原料から堆肥がつ

くられ、むらでは堆肥を農地に投入して土を健

康にし、安心・安全・おいしい農産物をまちの

台所に届ける。この循環は、まちとむらの人が

循環の輪をつくることで実現する。

ともに

行政主導による市民参加ではなく、互いが協

力し合い、住みよい地域を創っていく。

土はいのちのみなもと

食べものは土から生まれる。土の健康を守る
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「レインボープラン」のシステム

ことは生命を守ることにつながる。

生ごみが商品化できるまで

収集方法についても市民に検討してもらい、

当初は、中が見えない黒いビニール袋での実施

を検討したが、最終的には、市民からの意見で

「水切り用網目のついた水切りバケツ」となっ

た。他の自治体でも生ごみのたい肥化は実施さ

れているが、市民の分別の「質」が重要で、長

井市では 600t のうち 30kg で、非常に不純物が

少ない分別となっており、事業運営にも良い効

果をもたらしている。

市民は週 2回、家庭でバケツにためておいた

生ごみを、ごみ収集所のコンテナに直接入れ、

長井市から委託を受けた事業者がバケツをコン

ポストセンターに搬入する。

生ごみ収集の世帯数は、中心市街地約 5000

世帯、生ごみの年間収集量は 2016 年度で 574t

／年程度で、減少傾向にある。堆肥生産への投

入量は、同年で生ごみ 520t、畜ふん 373t、も

み殻 174t で、316t のたい肥を生産している。

なお、畜ふんは処理料として 500 円／ t、も

み殻は農家から無料で 200t 程度を回収してい

る。

センターでは、稲作農家からの籾殻や畜産農

家からの家畜の糞などと生ごみを合わせて、約

80 日かけて撹拌・発酵などを経てたい肥を生

産する。できあがったたい肥は、農協に販売委

託して農家や一般家庭菜園者などに届く。価格

は税込 2625 円／ tで、袋入りは 10kg で 241 円。

センター周辺では、やはり「悪臭」という課

題もあったが、センターでも土壌脱臭装置によ

る消臭に努める一方で、レインボープラン推進

という観点での協力要請や、地形的に住宅地が

風上になることが多いことなどで、住民には一

応の理解は得られた。

レインボープラン認証農産物

「レインボープラン認証農産物」には、農地

へのレインボープランコンポストの投入量と、

農薬と化学肥料の使用を山形県の特別栽培基準

（慣行栽培のおよそ 1/2 以下）に減らすことで
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得られる特栽準用型と、山形県の特別栽培基準

の対象となっていない品種向けの普及促進型が

あり、それぞれに認証マークがある。

「レインボープラン認証農産物」の栽培状況

は、2012 年度では、特栽準用型認証農家で 23

戸、普及促進型で 8戸（重複 6戸）であったが、

2016 年度では、それぞれ 21 戸と 2 戸（重複 1

戸）で漸減しているが、一方、特栽準用型の栽

培面積は、2012 年度は 2011.1a、2016 年度は

3154.1a で、約 1.6 倍になっている。

なお、学校給食はレインボープラン米を使用

している。

取り組みの成果

取り組みの成果としては、以下の点がある。

① 「レインボープラン堆肥」（土壌改良剤とし

て販売）は、分別された生ごみが原料という

安全性、住民としての親しみやすさ、栄養分

の豊富さなど多くの利点がある。

② 「レインボープラン認証農産物」として直

売所を通して市民の食卓へ届けている。

③ 異業種間の連携として、「レインボープラン

農産物」を使った豆腐や味噌、納豆、漬物な

どの加工品の製造や、飲食店・旅館などでの

こだわりメニューの提供、スイーツなどの新

しい特産品も生み出されている。

④ 5000 世帯の生ゴミを資源化することで、生

活系可燃ごみが、コンポストセンターの稼働

前後では、33 ％減量した。これにより、ダ

イオキシンの発生や温暖化の抑制などにも貢

献している。

⑤ 多様な人の協働を可能にし、市民同士を、

まちとむらを、そして農業と消費者を近づけ

た。

⑥ 「レインボープラン」の循環型地域づくり、

協働によるまちづくりなど、実践的な学習の

場として、県内外に貢献している。

⑦ 置賜地域自給圏構想への波及

市民直売所「おらんだ市場 菜なポート」

「認証マーク」

が付けられた野菜
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課 題

レインボープランの継承

20 年が経過し、「レインボープラン」そのも

のの認知度と住民意識が低下してきている。

費用対効果

費用対効果や経済効果が、議会で課題にあが

っている。コンポストセンターの運営は、当初

より 2000 万円以上の赤字で、施設の老朽化も

すすんでコストが増加している。

現在プラントの運用は NPO 法人に委託し、同

NPO の 4 人と、シルバー人材センターからの 2

人で運用している。

また、農家にとっては、生産物を地元で消費

することが実現できても、所得が増えるわけで

はない。農産物の認証度も 20 年前と比べて下

がってきている

流通経路の拡大

収穫量・安定供給の問題もあり、既存の大き

な流通にはのせられない。「NPO 法人レインボ

ープラン市民市場虹の駅」の設置や、「市民直

売所 おらんだ市場 菜なポート」でも販売して

いる。さらに、より多くの人にレインボー農産

物を手にとっていただく普及活動、また日々の

買い物に困難がある人を応援するまちづくり活

動として、移動販売事業をはじめるなどの対策

を講じている。

今回は、「市民直売所 おらんだ市場 菜なポ

ート」を視察。他の農産物と一緒に認証野菜が

販売されていた。

生産者の高齢化と後継者不足、

耕作放棄地の増加など

農業を取り巻く情勢が厳しさを増すなかでの

安定供給には、生産者が取り組みやすい環境づ

くりとともに、レインボープラン農産物を積極

的に利用するなど、消費者による買い支えが不

可欠である。それには消費者のレインボープラ

ンへの参加の、いっそうの意識の高揚が必要と

なる。

「レインボープラン」の位置づけ

現在の長井市の「第 5 次総合計画」に、「環

境にやさしい地域循環のまちをめざす」ことが

うたわれている。しかし、「レインボープラ

ン」の取り組みは、行政改革の一環で、事務局

機能が市役所内から補助事業としてレインボー

プラン推進協議会に移されて取り組みが進めら

れている。市民意識の高揚のためにも、民間主

体ではなく、行政が主体となる委託事業となる

ように求めているが、実現には至っていない。
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