
宮崎大学公開講座 “和合の郷”土呂久に学ぶ環境学

第1回 和合の郷

土呂久の記録者

川 原 一 之



１．土呂久（１） 祖母・傾山系の谷間の集落



１．土呂久（２） 鉱山の歴史

朝日新聞宮崎版連載「土呂久つづき話 和合の郷」より。左は第6話に付いた図
（2019年3月10日）。右はインタビューに付いた略年表（2020年6月7日）



１．土呂久（３） 伝統の理念は和合

仏教用語：一味和合
一味＝異なる川も海へ注げば同じ味になる
和合＝一つの目的に向って結びつき協力する



２．和合会（１） 村長が盟約条例を認定

和合会盟約条例を
認定す
明治23年9月13日
岩戸村長土持信敞



２．和合会（２） 前文にかかげた精神は“誠”

人奈連哉(ひとなれや)、人奈連哉、誠
の人奈連哉

世人皆五官を供(そな)へ、其上紅顔姿
状厳美奈る登喜(とき)を、何を以て誠
(せい)否(ひ)別たむ哉(や)
そハ唯(ただ)皮相の美誠尓(に)して、
佞(ねい)能(の)字尓(に)近し
余が事に謂(いう)処(ところ)の誠の人
ハ、忠孝仁義の四柱を以て、一家一
村一国を創立し、身業(しんごう)口業
(くごう)意業(いごう)共ニ清正なる
達(たっ)誠(せい)の人と云 爾

編者 佐藤善縁 識ス
明治二十三年六月

誠とは、自分に対して“誠実”
他人に対して“真心”
世界のあらゆる事象の“真実”



２．和合会（３） 金融互助組織

第二条 本会盟約公衆ノ財産ハ、一般盟約公衆ヘ融通シ、互ニ公正ノ利ヲ
材(はかる)モノトス

第三条 盟約公衆ニ限リ、税金滞納且身代限リ等ノ事件ニハ、本会ヨリ救
助シ、目悪キ姿状ヲ他人ニ顕サルコト
但 平素ノ業正シカラサルハ、其耳露ニ預ル事ヲ得ス

第五条 本会会員ニ限リ、金額諸品ノ利子ハ、月壱銭ト議定ス

第六条 本会会員ニ限リ、金額諸品借用ニト欲ル際ハ、相当ノ抵当品ヲ携
ヘ、十日前ニ其旨役員ヘ申出スヘシ。役員ハ其抵当品ヲ認定シ、直
ニ貸与ノ策ヲナスヘシ
但 抵当品壱円ノ評価ノモノニハ、総テ八拾銭以上ヲ貸与ス

第七条 本会公衆ニ限リ、税金其他生死等急迫ノ際ハ、抵当無シ貸与ス
但 其数ハ五円以下トス

困窮者の救助を目的に、会員に低利で融資。
抵当品1円に対し80銭以上貸与。緊急の場合は抵当なし。



土呂久の長老だった佐藤竹松さんの話

和合会は、明治23年に土呂久部落の窮民を救済する目的で

つくられた。その当時、高利貸がはびこっていたので、金

に困っている人を助けるため、金の融通できる人が和合会

に金を預けておいて、借りたい人に貸し付けるようにした。

わずかなものだが、利ザヤを和合会の基金にした。和合会

の創立者は佐藤善縁という坊さんだった。土呂久を統一す

るには金融機関をつくらねばと考えたようだ。和合会の総

会は、始まる前に必ずお経を読み上げた。規約で、時間の

励行、債権者が無理な利息を取り上げる場合は、中に立っ

て弱い人を助けることなどを決めていた。もし犯罪をおか

した人がおれば、名誉を守るために外に出さず、内輪でお

さめるようにした。亜砒酸製造があるまでは、和合会はお

おかたまとまっていたが、亜ヒ焼きが始まってから利害の

対立が起きて喧嘩会になった。

２．和合会（４） 創立者は浄土真宗の伴僧



２．和合会（５） 自治組織へ発展

1911年に和合会と土呂久規約会が合併し、自治組織に発展した

1918年3月6日 1920年3月14日 1923年5月25日

1. 土呂久の産業・暮ら
し・教育・公共事業等
の重要事項に関する討
議・決定・実施

2. 犯罪の捜査・処罰
3. 亜ヒ酸煙害に対する抗
議・反対運動



３．亜ヒ焼き反対運動（１） 直接内務省に陳情

亜ヒ焼き窯（1920～1941年）
画・妹尾河童

1934年7月13日延岡新聞



３．亜ヒ焼き反対運動（２）亜ヒ焼き中止へ追込む

佐藤十市郎さんの話
住民としては、この年（昭和16

年）で鉱山との契約を打ち切る気持
ちで、陳情書なども出し、反対運動
を起こしていた。しかし、中島鉱山
は再契約をせまっていた。その時に
福岡鉱山監督署からも自分を含めた
4人の名をあげ、福岡へ来るよう要
求がきた。土呂久としては、事情に
少し詳しい長老を2人連れて行くこ
とになった。メンバーは6名であっ
た。福岡鉱山監督署へ行ったところ、
「宮崎県からは土呂久鉱山付近には
被害はないといってきている」と述
べた。そのため、口論状態になり、
現場に来てぜひ事実を確かめるよう
主張した。そのため調査団がやって
きた。そうこうするうちに契約切れ
となった。



３．亜ヒ焼き反対運動（３）新型焙焼炉建設に反対

1953年7月12日日向日日新聞
新焙焼炉建設計画に住民は反対 1953年12月11日和合

会は絶対反対を決議

1954年2月27日和合会
は条件付き賛成に

1954年5月15日
和合会と中島鉱
山が覚書
岩戸村と中島鉱
山が契約書を交
わす

1955年3月15日新型焙焼炉が完成



３．亜ヒ焼き反対運動（４） 専門家の判定にもめげず
1956年9月シイ
タケ原木に煙害

1958年5月専門家がシイタケの
煙害を否定

1959年4月和合会が高千穂町
に焙焼炉廃止を陳情

1962年12月 土呂久鉱山は閉山
1966年2月 和合会から土呂久公民館へ



佐藤三代士さん（75）の話

「まるでけんか会やった。直接害を受
けた人とそうでない人とおった。被害
者に、鉱山に土地を買うてもろたり煙
害料もろて渡世しよったじゃないか。
煙害の陳情やらで和合会の金を使うて
くれるな、自分の財産でやれ、という
空気もあってな。まとまりができん
かった」

佐藤勝さん（56）の話

「被害を受けるばかりの地主は、鉱山
をかたきんごう思うとる。鉱山に働き
に出るもんは、反対する人に、あんた
らわしに労働させてくれるかという。
鉱山に木炭や坑木をこうてもらうもん
もおったしな」

４．喧嘩会（１） 鉱山がうんだ農村社会の亀裂

佐藤勝さん（左、1972
年撮影）と三代士さん
（右、1981年撮影）

喧嘩の原因
１．農業をつづけた富裕な農民と鉱山に働き

に出た貧しい農民
２．鉱山に土地を売ったり、坑木・薪を売っ

たりした農民とそうでない農民
３．煙害料をもらっていた農民とそうでない

農民



４．喧嘩会（２） 被害農家の線引きをめぐって
1936年に鉱山と和合会が
結んだ契約に従い、鉱山は
亜ヒ酸1箱（60キロ）製造
するにつき、和合会に12銭
の煙害料を払った。
和合会は、12銭のうち3銭
を会に積み立て、残り9銭
を「荒地」2銭、「向土呂
久の分家」1.7銭、「町」
1.6銭、「倉」1.3銭、「向
土呂久」1.2銭、「樋の
口」0.7銭、「富高屋」0.5
銭に分配した。
亜ヒ焼き窯から近距離の樋
の口の分配が少ないのは、
鉱山に土地を売るなど協力
的だったからだと考えられ
る。

右の表は、1972年におこなわれた家屋のヒ素蓄積量調査。亜ヒ焼き
窯に近いほどヒ素の蓄積（排煙による被害）が大きいことがわかる。



５．公害訴訟と伝統社会（１） 被害者の会と明進会

1．鉱山公害の実態を明らかにする
２．あらゆる症状の被害者を公害病として認定させる
３．企業と行政に積極的な治療対策を要求する
４．すべての損害を完全に補償するように要求する
５．放置されている鉱毒を取り除き安心して住める環

境づくりを要求する

この会は、健康被害者を中心に地域住民が一
体となって助け合い、旧鉱山公害対策にとり
組み、それぞれ各家庭の生活を明るく豊かに
し、土呂久全地域を住みよい村にすることを
目的とします。



５．公害訴訟と伝統社会（２） 集落の知恵

土呂久訴訟の原告41人のうち、裁判当時に土
呂久に住んでいたのは24人。世帯で数えると、惣
見組は4世帯、畑中組は2世帯、南組は2世帯の8
世帯が裁判に参加していた。家督を息子に譲って
土呂久を離れていた夫婦（畑中組）を加えると、
9世帯参加になる。これは、土呂久45世帯の2割。

土呂久居住者で裁判の原告になった男性7人は、
2人が死亡、2人は戸主を息子に譲り、2人は兄や
妻の家に暮らし、1人は年金生活だったので、原
告の中には、集落の運営にたずさわるような人物
はいなかった。

訴訟に加わった農家と加わらなかった農家に分
かれたが、そのことが理由で、集落の運営に支障
をきたすことはなかった。



年 戸数 人口 出 典
1871（明治4） 28 194 五人組帳面惣寄控
1884（明治17） 33 日向地誌
1890（明治23） 35 和合会盟約公衆
1925（大正14） 44 池田牧然報告記
1972（昭和47） 55 269 社会医学的調査
1977（昭和52） 51 214 芥川仁調査
1984（昭和59） 45 198 高千穂町役場
1992（平成4） 167 高千穂町役場
2007（平成19） 40 127 高千穂町役場
2020（令和2） 36 75 高千穂町役場

６．和合の郷の復活を！（１） 過疎の現状

土呂久の敬老会（2019
年）。出かけて来られ
ない老人が多かった

土呂久から通う小学生は
2人、中学生は1人
（2020年11月現在）



６．和合の郷の復活を！（２） 魅力の発見・発信

1．見学コースの整備
２．畜産中心に産業の活発化
３．産直で都市と結ぶ
４．訪ねてくる人に土呂久の特産

販売



土呂久公害の“正の歴史”として
和合会の闘いを伝えよう！
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