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総論
平成 22 年の国勢調査によれば、加賀市の産業別就業者の比率は、農林水産業などの第
一次産業が 3.1％、建設・製造業を中心とした第二次産業が 35.1％、飲食店やサービス業、
運輸業などに従事する第三次産業は 60.0％となっています。石川県全体の数値と比較す
ると、第三次産業の比率が大きく、旅館業などに支えられた加賀市の産業の特徴をみるこ
とができます。しかしながら、生産額で比較しますと、第二次産業の機械工業の比率が格
段に高く、当地の産業構造がものづくり産業に支えられていることが分かります。
昭和 55 年（1980）からの推移を見ると、第一次産業の比
率は減少を続けており、平成 12 年（2000）には半数近くに
まで落ち込んでいます。第二次産業は増加していますが、
昭和 60 年以降は伸びがやや鈍っています。一方、第三次産
業は着実に伸び続けており、その大半がサービス業に吸収
されていることが分かります。
次に、各産業を業種別に見ていくことにします。

稲刈り（大聖寺敷地町）

農業
本市の農業は、
「石川県農林水産統計年報」
（平成 24・25 年版）によれば、水田が
3,160ha、樹園地を含む畑が 369ha を占めており、圧倒的に水田が多いのが特徴です。水
田では、コシヒカリ・ゆめみづほを中心に水稲を栽培しています。水田の生産調整は、毎
年約 3 割で、加工用米・備蓄用米・輸出用米・飼料米や大豆・大
麦・ソバをはじめ、ブロッコリー・カボチャなどの畑作物が栽培
されています。
特に、
ブロッコリーはおよそ 35 戸の農家が約 70ha
の畑に作付けし、北陸最大のブロッコリー産地として知られてい
ます。近年では、北陸 3 県だけでなく、関西の市場にも出荷し、味
や品質で高い評価を受けています。また、カボチャでは、糖度の高
�� ��

い「味平かぼちゃ」の生産に力を入れており、およそ 65 戸余りの
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加賀市は北陸最大の
ブロッコリー生産地
となっている

農家が約 37ha の畑地で栽培し、南加賀地区におけるカボチャの一大生産地となっています。
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一方、梨やブドウなどの果樹栽培も加賀市では盛んです。特に、梨の栽培は、加賀市小
塩辻町の坂野次郎作が大正 7 年（1918）頃に始めたことをきっか
けに広がったとされており、現在では小塩辻町のほかに奥谷町や
高尾町を含め、県内一番の栽培面積 72.3ha を確保しています。
豊町ではブドウを中心とした果樹栽培が盛んです。近年におい
���

加賀市特産の「梨」

ては、石川県の推奨作物である葡萄「ルビーロマン」の栽培拡大も
行なわれています。

加賀市の農業経営形態は、地形、地質などから大きく 3 つに区分されます。
①中央の平坦部や谷間の耕地は昭和 40 年頃からの土地改良事業により、大型圃場(30a
以上の区画整備率 98％)に整備され、近代的な稲作経営地帯を形成し水稲・畑作両用の耕
地にかわりました。
②一方、柴山町などの丘陵部では、トマトや野菜を中心としたビニールハウスでの促成
栽培や畑作物の栽培が行われています。
③山間部の農業経営形態は、中央の平坦部の延長線上にあります。猪被害などの山間地
特有の厳しい状況が見られます。豊町をはじめ高尾・小塩辻・奥谷・黒崎町・平床町な
どの丘陵地では果樹栽培が盛んです。
農業を取り巻く状況は、農業従事者の減少や高齢化・後継者不足、農業生産物の価格の
下落・低迷、野菜･果樹などの産地間競争の激化など、厳しさが一段と増しています。こ
ういった農業を取り巻く状況の変化や今後の農業情勢に的確に対応するため、観光農園
として一年中果樹のもぎ取り体験が出来る「加賀フルーツランド」
（加賀市豊町）や都市
と農村の交流施設としての「竹の浦館」
（同瀬越町）があります。また、
「山ぼうし」
（同
山中温泉菅谷町）
「JA 加賀元気村」
（同作見町）なども開設され、農業者のみならず、消費
者、行政などが一体となった取り組みが行われています。

製茶
加賀市における茶の栽培は、大聖寺藩 2 代藩主前田利明
が藩の産業開発として、京都から茶の実を取り寄せ、当地
に茶栽培を命じたのが始まりとされています。明治初期に
は藩の指導的立場にあった東方芝山や貿易商大沢十次郎
らの努力により、打越村を中心に栽培面積は南加賀地域
（当時は江沼郡、能美郡）全体で 60ha に達していたといわ
れています。現在、動橋町で加賀棒茶の製造を手掛けてい

「加賀棒茶」の各種商品が並ぶ
金沢百番街の売り場（JR 金沢駅）
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を起源とする古い歴史を有しています。社名は初代の丸谷八左衛門の名に由来していま
す。昭和 58 年（1983）に全国植樹祭のため石川県をご訪問された昭和天皇に献上した「茎
のほうじ茶」が好評であったことにより、以来「献上加賀棒茶」の商品名で売り出し全国
的に知られるようになりました。
一方、江戸時代よりの茶畑をもつ打越町では、生産額は
それほど多くはありませんが、長く茶の栽培が続けられて
きました。平成 21 年からは打越製茶農業協同組合は、石川
県茶商工業協同組合と共同で打越町の茶畑で収穫された
茶葉を使った和紅茶の生産に乗り出し、
「加賀の紅茶」の商
品名で生産量を増やしています。

茶摘み作業（加賀市打越町）

林業
加賀市の面積のおよそ 7 割は山林で占められていますが、林業としての生産額はそれ
ほど大きくありません。森林組合の歴史を見ますと、平成 12 年（2000）4 月に、加賀市・
山中町・小松市・辰口町の 4 森林組合が合併し、現在の「かが森林組合」が発足しました。
その後、同 19 年に白山森林組合が加入しました。管内の平成 25 年度現在の民有林は
86,189ha ですが、このうち、加賀支所が管轄する加賀山中地域の民有林は 19,796 ha であ
り、組合員の数は 1,585 人となっています。なお、個人で林業経営する山林所有者はほと
んど見られず、枝打ちや間伐・植林を森林組合に業務委託しているのが実態です。
かつて、炭焼き・薪作り・油桐の栽培・用材の切り出しなどで生活がなりたっていた
山村では、戦後の計画的な植林事業の拡大により、杉などの針葉樹林面積が急激に増加
し、林業による生活も限定されたものとなりました。また、林業者のサラリ－マン化や高
齢化・後継者不足などにより、枝打ちや間伐作業が行われなくなり、手入れ不足の人工林
が増加しています。一方、住宅建設ブームによる木材需要の増加に伴ない、安価な外国産
材の輸入が増え、その分、国産木材の切り出しは採算が合わなくなってきました。さらに、
若者たちが町に出て定住し、山間部では人口が激減し、山
村の荒廃に拍車をかけています。
当市域の林業における特徴的なものとしては、良質の木
材として四十九院の杉が知られています。また、シイタ
ケ・ナメコなどのキノコ栽培のための菌床ブロックの材
料として、三木・三谷地区の里山林の広葉樹が利用されて
枝打ち作業（加賀市塔尾町）
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をバイオマス燃料にするため、木質チップの製造が行なわれています。

水産業
JF いしかわの「平成 26．6 版統計」によると、県全体の
漁船総数（動力船）4,745 隻に対し加賀市は 173 隻であり、
その内訳は、3 トン未満が 112 隻、3～5 トンが 44 隻、5～
20 トンが 17 隻となっています。能登の小木漁協には 100
トン以上の漁船が 24 隻も所属しており、能登の方が漁業
がより盛んといえます。しかしながら、加賀地域だけを見

船溜まり（橋立漁港）

ますと、漁船や組合員の数は、金沢・美川を押さえて加賀市の方が多く、当地は漁業が盛
んな地といえます。
石川県全体の水揚量は、昭和 30 年頃と比較すると毎年、右肩下がりで減少してきまし
たが、平成 19 年頃からは横ばい状態となっております。加賀市では昭和 57 年をピ－ク
に、現在の水揚げは半分になっています。その原因に、漁船や漁網や漁法（巻き網・魚群
探知機など）の進歩によって、水産資源が激減したことや産業構造の変化（サラリーマン
化）によって漁師が少なくなっていることなどが考えられます。これに対して、魚礁の設
置・ヒラメ・アワビ・サザエなどの稚魚や稚貝の放流などの資源管理が行なわれていま
す。なお、当市における漁業協同組合の歴史を見ると、もともと塩屋・橋立・篠原の 3 地
区に漁協が設置されていましたが、昭和 49 年にこれら 3 漁協が合併し、新しく「加賀市
漁業協同組合」が誕生しました。その後、県内各地の漁業協同組合がさらに一本化する動
きが出て、平成 18 年 9 月、石川県内の沿海 27 漁協が合併し「石川県漁業協同組合」が発
足し、加賀市漁協はその組織の中の「加賀支所」となりました。
漁法としては、沖合底引き網、小型底引き網、大型・小型定置網、刺し網などに分けら
れます。近代化した橋立港は、加賀海岸屈指の漁港となり、獲れる魚は主要なものだけで
も 100 種類以上にもなります。春は、サワラ・アマエビ・アジ・キス・サクラダイ、夏は、
アマダイ・キス・サザエ・ワタリガニ、秋は、ヒラメ・メ
ギス・クチボソ・スズキ・タイ、冬は、ズワイガニ・コウ
バコガニ・アカガレイなどです。橋立産のブランド化とし
て、ズワイガニやシロトラエビが挙げられます。近年では、
冷蔵・冷凍設備の発達も加わって、鮮度の良さを売り物に
して、水産業の発展が図られています。橋立漁港での「セ
セリの様子（橋立漁港）

�

�

リ」は、時化などで漁に出られなかった日と土曜・火曜日
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などの休市日以外は、毎日、夕方 6 時 30 分から始められます。とれたての魚介類が並ぶ
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なか、セリ人独特の掛け声が飛び交います。競り落とされた魚は深夜から翌朝にかけて保
冷車ですぐに県内外の消費地市場に運ばれます。

機械工業
� ��

� ���������

加賀市の基幹産業である機械製造業は、明治 36 年
�� �

（1903）
、初代新家熊吉が創業した「新家商会」が山中
���

����

漆器における轆轤技術を応用し自転車部品である木
� ��

製リムの製造を始めたことが起源となっています。
その後、リムの主流が木製から鉄製に変わりました
が、熊吉は、いち早く鉄製リムの製造に着手し、大正
8 年（1919）には「新家自転車製造㈱」を設立しまし
た。2 代目熊吉は高性能チェーンの製造に踏み切り、

国益チヱン当時の工場内作業風景
（
『大聖寺商工振興会 50 周年記念誌』より）

昭和 8 年（1933）
、
「国益チヱン㈱」を設立しました。しかしながら、チェーン市場は、価
格競争で空前の混乱状態となり、同 10 年、市場を安定させるため、
「朝日チヱン㈱」
「加
賀チヱイン㈱」の 2 社と対等合併して「大同チエン㈱」が発足しました。同 13 年には「大
同工業㈱」と社名を改め、現在に至っています。なお、社名の由来は、
「大同団結によっ
て輪界をリードする」という意味をこめて付けられました。
大同工業㈱は、戦後、オートバイ・自動車の普及に伴って、チェー
ンやリム・ホイールなどを増産、工場規模も拡大し、業界のトップの
地位を確立しました。昭和 30 年代からは、高度経済成長の波に乗り、
様々な業界における大量生産と自動化の要求に応えるため、従来の
チェーン製造技術を活かして、コンベヤの開発にも務め、日本を代表
大同工業㈱が製造する
オートバイ用チェーン

するコンベヤメーカーとしても知られるようになりました。
現在、大同工業㈱は、国内においては本社工場（加賀市熊坂町）と

福田工場（加賀市大聖寺下福田）と動橋工場（加賀市動橋町）の 3 工場を中心として、
「DID」
ブランドで圧倒的な知名度を誇るオートバイ用チェーンを代表に、自動車エンジン用チ
ェーン、産業機械用チェーン、リム・ホイール、コンベヤに加え、いす式階段昇降機など
の福祉機器の製造を行なう一方、海外においては世界 8 ヶ国 14 拠点（平成 26 年 10 月現
在）でグローバルネットワークを展開しており、世界中の国々に高品質な製品を供給し、
様々なシーンで高く評価されています。
近年においては、リムなどの製造を通じて培ったアルミ加工技術を電気自動車に代表
される次世代自動車で要求が高まる軽量化設計に活かす可能性を探り、新規事業の創出
10
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なお、現在、山中温泉上原町に工場をもつ「新

家工業㈱」は、
「大同工業㈱」と同様、明治 36 年
（1903）に新家熊吉が創業した「新家商会」を起
源としていますが、その後、本社を大阪市中央区
に移し、
「つばめ自転車」のブランドで自転車やオ
ートバイ用リムの製造で業績を伸ばしました。現
「新家工業㈱」山中工場（山中温泉上原町）

在では、各種の鋼管や精密パイプ、シャフトなど
を製造する企業として知られています。

市内では、
「大同工業㈱」のほかにも当市の機械産業を支えている企業がいくつもあり
ます。昭和 16 年（1941）に有限会社江沼合同製作所として大聖寺地方町で創業した「㈱
江沼チヱン製作所」
（加賀市上河崎町）は農機具用チェーンの製造では国内トップのメー
カーとなっています。また、昭和 22 年に月星スポーク製作所として大聖寺新屋敷町で創
業した「㈱月星製作所」
（加賀市永井町）は自動車・オートバイ用スポークの製造から現
在は冷間圧造技術による特殊精密金属部品をつくる企業に進化しています。
一方、これらチェーンや精密部品とは別に、ベアリングなどの工作機械部品の製造で知
られる「東野産業㈱」
（加賀市動橋町）
、高度な溶接技術を持つ「パナソニック溶接システ
ム加賀㈱」
（加賀市熊坂町）
、各種の金属加工機を製造する「㈱ソディック」
（加賀市宮町）
、
携帯電話などのタッチパネルを製造する「ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノ
ロジーズ㈱」
（加賀市大聖寺上木町）
、最新鋭の繊維機械を製造する「村田機械㈱加賀工場」
（加賀市南郷町）
、各種ＡＶ機器を製造する「オリオン電機加賀㈱」
（加賀市中島町）
、ブル
ドーザーや油圧ショベルなどの部品製造を手がける「長津工業㈱加賀工場」
（加賀市小塩
���

辻町）
・圧造パーツや各種リベットの製造で高いシェア率を誇る「福井鋲螺㈱加賀工場」
����

（加賀市高尾町）などがあり、これらの企業が加賀市のものづくり産業を牽引しています。
このほか、近年、特殊技術を持ってのニッチ企業も注目されています。発泡ポリスチレ
ンを素材とするドーム型ハウスで全国展開をしている「ジャパンドームハウス㈱」
（加賀
�

�

（加賀市弓波町）
、ステ
市新保町）
、先端技術を駆使したプラスチック成型の「㈱ネイブ」
ッキ製造や無段階ロック装置の開発で全国シェアトップ
を誇る「スミタ」
（加賀市八日市町）
、高い技術力をもって
航空機部品の製造や加工をおこなっている「㈱三洋製機」
����

（加賀市大聖寺敷地）
「ス
（加賀市黒崎町）や「㈱久保田精密」
ーパ・アロイ」
（加賀市山田町）
「深田熱処理工業㈱」
（加賀
市西島町にて創業、小松市矢田野町）などがあります。
ドームハウス（加賀市新保町
「ジャパンドームハウス㈱」
）
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市内の工場団地では、宇谷野工場団地と小塩辻工場団地
があります。宇谷野工場団地は昭和 56 年（1981）に市内宇
谷町の山林およそ 27 万㎡を造成し、翌 57 年に第 1 期工事
が、同 58 年には第 2 期工事を終え、加賀市初の工場団地と
してオープンしました。現在、この団地には、菓子製造会
社からプラスチック食器製造会社・機械部品製造会社・

宇谷野工場団地

����

ワイヤーや金型製造会社など、多岐にわたる 16 社の企業が進出しています。雇用者数も
全体で 500 名を越え、当市最大の工場団地となっています。
一方、平成 9 年（1977）に小塩辻町地内の丘陵部 15ha が工場団地用地として造成され
ました。同 11 年に「㈱島津製作所」と土地売買契約を締結したことを皮切りに、
「長津工
業㈱」や「㈱横井包装」などが進出し、市内第 2 の工場団地としての発展が期待されてい
ます。

建設業
�

�

土木・建築・舗装などの建設業を取り巻く状況は、その時代における公共事業の多寡
に大きく影響されています。近年の石川県における投資的経費予算は、平成 10 年（1998）
の 2,666 億円をピークに年々減少し、同 24 年には 887 億円にまで落ち込んでいます。同
25 年はアベノミクス効果により補正予算も含め 1,238 億円と持ち直し、幾分回復基調に
ありますが、地方においては依然として厳しい経営環境にあります。また、県全体の建設
業許可業者数も、ピーク時の 7,237 社から 5,558 社まで減少しています。
加賀建設業協会は、昭和 49 年（1974）に、加賀市内の建設業の発展と経営の改善を図
り公共の福祉に貢献することを目的に結成されました。発足当初は 49 社でスタートしま
したが、平成 26 年 4 月現在では 34 社の加盟となっていま
す。
協会の事業では県や市との共催による「災害時における
応急対策工事の細目協定」や「津波対策のための海抜表示
板設置」など、地域住民の安全・安心の減災対策に取り組
んでいます。また、平成 14 年（2002）からは、数年おきに
加賀市のまちづくりに対する提言書をまとめ、市に対して
の要望活動をおこなってきています。
特に、
同 22 年
（2010）

12

●

加賀市歴史文化学習帳 Ⅲ

建設中の片山津温泉の新総湯
工事現場

にまとめた「加賀元気の提言書」では安心・安全のまちづくりや快適で便利なまちづくり
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など 5 つのテーマに分けて約 20 あまりの具体的な提言をしております。こうした提言
は、その後、加賀市のまちづくりのなかで実際に取り入れられたものも多く、当市の都市
計画やまちづくり施策に大きな影響を与えています。

織物業・撚糸業
昭和 45 年頃、加賀市の業種別工場数を見ると、繊維関係
の工場がトップで、全体の 42％を占め、当時の加賀市にお
ける基幹産業ともいわれていました。しかし、その後は、新
興国の追い上げが厳しく、中国や韓国の低価格衣料が大量
に輸入されるようになって、国内の多くの織物会社は廃業
市内織物会社は新たな技術をもって
新製品をつくりだしている

に追いやられ、加賀市においても同様に多くの企業が廃業
しました。

「加賀市織物協同組合」は、昭和 24 年（1949）に「大聖寺織物協同組合」として組合
員数約 60 名ほどで設立されました。同 33 年の加賀市誕生に合わせて「加賀市織物協同組
合」と名称を変更しましたが、その後、組合員数は大きく減少し、平成 26 年 4 月現在で
は 8 名（法人 5 社、個人 3 名）
、従業員数 73 名、職種は合繊 3 社、ガラス繊維 1 社、絹
4 社となっています。合繊織物では、メッシュクロスの製造・販売を行なっている「㈱ヤ
マニ」や加賀起毛糸による独自商品を製造・販売する「角出合繊㈱」
、ガラス生地に樹脂
を塗布加工し、不燃性生地を開発した「加賀工業㈱」などが活躍しています。また、従来
からの絹織物では、和装用帯・小物の製造・販売を行なう「佐竹機業店」や繊維雑貨製
造・販売を手がける「㈱竹村商店」
、本絹羽二重を製造する「渡辺機業場」
、特殊撚糸製造
の「㈲トーコーファイバー」などが伝統的な技術を継承しながら生き残り策を展開してい
ます。
一方、撚糸業については、当地はもともと内地向け羽二重の
主産地であり、撚糸業を行なう人があまりいなかった歴史があ
���� �� �

ります。しかしながら、戦後、大手の縮緬機屋から独立した人
たちが撚糸業を始めたことで同業者が増加しました。そうした
背景のもとで、昭和 33 年（1958）4 月に協同組合法に基づく
「加賀市撚糸協同組合」が設立されました。組合員数は、同 55
年頃がピークで、およそ 180 名が加入していましたが、平成 26
年 4 月現在では 27 名となっています。

古九谷や吉田屋をデザインに
取り込んだシルクスカーフ
（加賀市織物協同組合製作）

加賀市歴史文化学習帳 Ⅲ

●

13

伝統工芸
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山中漆器

�� � ���

天正年間（1573～93）からの起源をもつ山中塗は、江戸時代には、湯治客の土産物と
����

して椀や盆・茶托などを作るようになりました。特に、江戸末期における、蒔絵師会津屋
由蔵や糸目挽木の名工蓑屋平兵衛、近代に入ってからの加飾挽きの名工筑城良太郎らの
努力により、山中漆器発展の基礎が築かれました。
���� � � �

� �� � ���

�� � ��

�����

�� �

�����

����

昭和 30 年代に入ると合成樹脂や化学塗料の新素材が導入され、安価で取扱いが簡便な
� ���

������

実用品として新たな市場が開かれました。昭和 40 年から 42 年にかけて、山中町上原町と
������

� � � �� �

����

� ����

����� ����

����

加賀市別所町に漆器団地が造成され、機能的な量産体制が確立されました。山中漆器の生
産額のピークは同 63 年で、この頃、生産額は約 400 億円、事業所数はおよそ 700 ヶ所、
従業員数も 5 千人に達していました。しかしながら、景気
の低迷や国外からの安い漆器が輸入されるようになり、平
成 24 年度においては、生産額が約 100 億円、事業所数が
300 ヶ所、生産に従事する人たちの数も 1,500 人まで減少
しています。近年、こうした状況に危機感を持ちはじめ、現
代的なデザインを加えた椀や茶入れ・弁当箱などに付加
���

山中漆器における轆轤作業

価値を高めた商品づくりに活路が図られています。

九谷焼

� �� ����

����

近世の古九谷・吉田屋窯・宮本窯・松山窯などの九谷諸窯は、九谷焼の基本的な伝統

����

�

�

様式を生み出し、その技法は明治期以降の当地における九谷焼製造へと受け継がれまし
た。

� �� �� � � ���������

� � � � ���

現在の「加賀九谷陶磁器協同組合」は、明治 15 年（1882）に旧大聖寺藩士飛鳥井清を
�� � �� ������

����

会長に発足した「江沼郡九谷陶画工同盟会」が前身となっています。その後、
「山代九谷
振興会」や「大聖寺陶芸研究会」に分かれて活動が行なわれていましたが、昭和 33 年
（1958）
、加賀市発足に伴い、これらは合体して「加賀市九
谷焼陶磁器振興会」となりました。この組織が現在の加賀
九谷陶磁器協同組合のもととなりました。
平成 26 年 11 月現在、市内には、41 名の組合員が活動し
��������

ており、それぞれ手づくりによる一品生産により質の高い
製品を産みだしています。
一品一品、手書きで行なう
絵付け作業
（加賀九谷陶磁器協同組合提供）
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菓子製造
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加賀市では、藩政期より城下町大聖寺を中心として「茶
の湯」が盛んに行なわれてきましたが、それにともなって
茶会などで使われる和菓子の需要も多くなり、質の高い菓
子作り技術が継承されてきました。近年まで菓子店を営ま
れてきた大聖寺の「福文」や「松月堂」などはその代表で
���

江戸時代から続く瑓の羊羹
（山代温泉）
�� �������

した。現在も営業を続けている老舗菓子店で創業が江戸時
代とする店は、大聖寺では「梅田菓子舗」
（天保年間創業）
����

山代温泉では「㈲瑓永昌堂」
（文政 2 年創業）
「惣八」
（文政年間創業）
、吸坂町では吸坂飴
�� �� ��

の「谷口製飴所」などがあります。
一方、昭和 50 年代をピークとした温泉客の増加により、観光客向けの土産菓子の需要
が高まり、市内に多くの土産菓子製造会社が創業されました。
現在、加賀市中代町に本社を置く「㈱だいいち」は、グ
ループ全体で 400 名を越す従業員を擁し、
「福うさぎ」のブ
ランド菓子で全国展開を図っています。また加賀市宇谷町
の「㈱幸栄堂」は、従業員数 200 名余りを擁し、各種の和・
洋菓子を製造し全国の観光地に発送しています。一方、大
聖寺三ツ町に本社を置く「竹内製菓㈱」は、
「㈱千寿庵」や
「㈱清華堂」を立ち上げ、180 名におよぶ従業員を擁し、各
種和洋菓子の製造で活動の幅を広げています。加賀市黒瀬

加賀市最大の菓子製造会社
だいいちグループ本社

町に本店を置く「㈱フジセイカ」は従業員およそ 150 名を擁し、直売店「加賀陣屋」を中
心に和洋菓子の製造販売で拡大を図っています。国道沿いに城郭をおもわせる建物で目
を惹きつける「㈱御菓子城加賀藩」は、
「加賀福」を中心とした各種和洋菓子を店頭販売
しています。
このほか、
「ゆげや本舗㈱」
（梶井町）や「㈱北陸ゆつぼ本舗」
（加賀市合河町）など、土
産菓子の製造で全国展開をしている企業もあります。加賀市における土産菓子の生産額
の合計は全国でもトップクラスであり、“加賀の土産菓子”としての知名度は全国に知られ
るところとなっています。

酒造業
動橋町にある「橋本酒造㈱」は、創業が 宝暦 10 年（1760）といいますから、250 年余

加賀市歴史文化学習帳 Ⅲ

●

15

の歴史をもつ老舗の蔵元といえます。橋本家は、平家の末裔とされ、江戸時代においては、
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代々、十村役を務めていました。明治 11 年（1878）の明治天皇の北陸ご巡幸のときに、
��

�

お立ち寄りになられた歴史をもっています。
、天皇ゆかりの品々や贅を凝らした調度品、
江戸時代の姿をとどめる庭園、などをもつ「橋本本家」や昔ながらの酒造り用具や先代の
コレクションの古美術などが展示された「大日盛酒蔵資料館」があります。
また、加賀市八日市町の「鹿野酒造㈱」は文政 2 年（1819）に
創業されたといいます。その代表的な商品の「常きげん」は、4 代
�

目当主が、ある年の大豊作を農民たちと祝う席で詠んだ歌「八重菊
や酒もほどよし常きげん」から生まれたと伝えています。平成 10
�� ��

� �� ��

年、現当主が再興した蓮如上人由来の「白水の井戸」水を仕込水と
�� �

し、使用する酒米山田錦を自社で栽培、加賀市在住の若い杜氏とそ
のチームで酒造りを行い、全国新酒鑑評会において 5 回にわたっ
て金賞を受賞しています。
一方、山中温泉本町には、創業が安永元年（1772）とする「松
浦酒造㈲」があります。松尾芭蕉も愛した山中温泉にある酒蔵で、

酒の仕込み作業
（鹿野酒造）

山中温泉医王寺の境内から湧き出る名水「薬水」を仕込水としてつくる「獅子の里」が知
られています。現在は 14 代目松浦文昭が杜氏を務めています。
「獅子の里」の名は、その
�

�

���

昔、湯治客を湯座屋（現菊の湯）に案内した湯女たちが、客の浴衣を頭からかぶる姿が獅
子に似ていたため、山中温泉を「獅子の里」と呼んだのが由来だとされています。

観光業
平成 17 年の旧加賀市と山中町が合併したことで、新生加賀市は、山中温泉・山代温
泉・片山津温泉と、3 つの全国的に知られる温泉地を抱えることとなりました。
これら 3 温泉は、昭和 30 年頃から観光客が急激に増加し、同 55 年（1980）から平成
3 年（1991）までのおよそ 10 年間が加賀温泉郷の最盛期でした。この時代、各温泉地で
は、週末の夕方ともなると温泉街の主要道路は、大型バス
が数珠つなぎとなり交通渋滞を起こすほどでした。昭和 61
年（1986）の入湯客数を見ますと、山代温泉が約 170 万人、
山中温泉が約 77 万人、片山津温泉が約 126 万人で、3 温泉
の合計が 370 万人を超えていました。
しかしながら、その後、バブルの崩壊に伴う消費低迷や
大勢の宿泊客で溢れ返る加賀温泉駅
（昭和 45 年開業当時）
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団体から個人・家族へと旅行客のニーズの変化、円高によ
る国内旅行の低迷などにより、3 温泉ともに極端な落ち込

みを招きました。その結果、いくつもの大型旅館が次々と廃業に追い込まれるなどして、
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平成 25 年度における 3 温泉の宿泊者数の合計はおよそ 160 万人となり、最盛期のほぼ
半分となりました。
一方、各温泉地ではこうした状況に対する危機感を背景に、温泉地を再生しようとさま
ざまな取り組みが行なわれています。次に、それぞれの温泉地の取り組みを見て行きまし
よう。

山中温泉
山中座の建設と広場・からくり時計・菊の湯・おんな
湯などを整備しました。平成 15 年（2003）には、温泉情
緒ある街並みの中で、宿泊客が街なかを散策することが
できる「ゆげ街道」を整備し、宿泊者が旅館から出て温泉
街を散策する姿が見られるようになりました。同 20 年
�� �� ��

観光客が往来する「ゆげ街道」
（山中温泉）

����

には名所鶴仙渓に川床を開設。同 25 年には、
「森光子一
座記念館」がオープンし、新たな見どころとして賑わって
います。

山代温泉
従来の団体を対象とした遊興的要素の強いイメージか
ら脱却を図るため、
「魯山人寓居跡いろは草庵」や「九谷
焼窯跡展示館」などの文化施設の整備や、平成 21 年
（2009）には「総湯」
、同 23 年には「古総湯」を山代温泉
地のシンボルとして整備するなど、湯の曲輪を中心とし
た明治の温泉街を再整備し、イメージアップを図ってい
ます。近年、少しずつその効果も現れてきて温泉客が湯の
曲輪を散策する姿も見られるようになってきました。

古総湯を中心とした湯の曲輪周辺では
イベントが頻繁に行われるようになった
（山代温泉）

片山津温泉
最盛期の 4 分の 1 の宿泊者数に落ち込んだ片山津温泉
の再生は、加賀温泉郷の中でも、もっとも困難なものでし
た。それは、経営に行き詰まった大型旅館の多くが眺望を
売りものとした柴山潟湖畔に面していたからでした。
平成 6 年（1994）には、世界的な建築家磯崎新氏設計に
よる「中谷宇吉郎雪の科学館」が建設され、年間 2 万人（同
25 年度実績）の親子連れや観光客で賑わっています。また、

様変わりした片山津温泉 2 区の
検番前通り
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老朽化した総湯の建て替えをきっかけとして、世界的な建築家谷口吉郎氏の設計・監修
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による新総湯（共浴場）が同 24 年 4 月に建設され、片山津温泉の潟沿いに賑わいを取り
戻しつつあります。

業界主要団体のあゆみと現況
加賀商工会議所
わが国の商工会議所の歴史は、明治 11 年（1878）
、東京・大阪・神戸の 3 ヶ所に商法
会議所として設立されたことに始まります。大聖寺で発刊されていました昭和初年の新
聞「聖城公論」によれば、当地においても、同 13 年（1888）に「大聖寺商法会議所」が
���

���

設立されたことが記録されています。初代会頭は石川嶂で、総議員は、前田幹・河崎時・
梅田五月・清水孝平・飛鳥井清・清水惣八・山田長三郎など大聖寺を中心とした実業家
100 名余りで構成されていたと記されています。この商法会議所がその後、どのように変
遷し、いつ解散したのかは記録がないので分かっていませんが、その後の商工会議所発足
の足掛かりとなったことは明らかです。
現在の「加賀商工会議所」の歴史は、戦後まもな
くの昭和 22 年（1947）に「江沼商工会議所」が設
立されたことに始まります。初代会頭には新家熊吉
が選任されています。しかし、3 年後の同 25 年には
これを廃止し、
「大聖寺商工会」を中心とした各町村
単位の商工会に移行しています。
同 33 年（1958）1 月、5 町 4 村による「加賀市」
が発足すると同時に、
「加賀市商工会連合会」が設

加賀商工会議所建物
左はもと大聖寺南町当時の建物
右は昭和 58 年に建設した大聖寺菅生の現建物

立されました。この連合会は、のち「加賀市商工会」と名称を改め、初代会長に大野徳太
郎を選任しています。
同 40 年には商工会議所設立発起人会が設けられ、加賀市において商工会議所をつくる
ための組織や運営などについての案が練られました。同 42 年、臨時総代会を開催し、会
議所建物として、新たに大聖寺南町の旧北陸電力の土地・建物（現在の北国銀行大聖寺支
店付近）を購入することが決まりました。
同 43 年 12 月、商工会議所設立総会が開催され、初代会頭に新家熊吉、副会頭に山田泰
三・吉田藤米・中越良隆の 3 名が選任され、翌 44 年 4 月 1 日、加賀商工会議所が正式に
設立されました。
平成 26 年 4 月現在、加賀商工会議所には、市内の企業・事業所およそ 1,850 会員が加
入しています。会議所の主なる業務は市内事業所の経営相談や金融相談を受けることや、
18
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会・産業基盤委員会・都市交流委員会・都市政策委員会
の 4 委員会と各部会による活動が中心となっています。ま
た、各業界の意見をまとめて、県や市に対して要望活動を
行なうことも重要な役割となっています。このほか、
� �

加賀ふるさと検定の受験会場の様子
（加賀商工会議所）

����

簿記・算盤検定や加賀ふるさと検定の実施、婚活事業など
幅広い事業展開がおこなわれ、地域経済の発展とまちづく
りの活性化を図っています。

山中商工会
全国のおよそ 1,600 余りの商工会は、昭和 35 年（1960）
の「商工会法」に基づき設立されました。山中商工会も同
年 10 月に設立され、初代会長に中曽根治郎を選任しまし
た。当初は 776 会員、職員は経営指導員 2 名、補助員 2 名、
事務局は役場の一角というささやかなスタートでした。そ
の後事務所は山中温泉文化会館に移っています。
現在の山中商工会は、小規模事業所を中心に 611 会員、

山中商工会総代会の様子

職員 5 名となっています。その主なる業務は、エリア内に
おける事業所の経営改善や金融・税務・労務・IT に関する相談を受けたり、経理業務の
指導などが中心です。また、いくつかの委員会を設けて、山中温泉の地域活性化を図るた
めの各種事業にも取り組んでいます。平成 9 年度から 6 年間、国、県、町からの補助金を
受け、山中温泉に伝わる文化・工芸を花に例えた「いい花みつけた事業」を行ないました。
同 26 年度は、日本一水素が含まれる山中温泉の PR 誘客、新商品の開発や、各商店街の
イベント事業や街路灯・防犯カメラの設置などに取り組んでいます。

加賀市機電振興協会
一般社団法人加賀機電振興協会は、平成 3 年（1991）に加賀市内の機械・電機製造業を
中心とした企業により設立されました。同 9 年には社団法
人となり、今日まで当市の産業振興による地域活性化と人
材育成に貢献してきました。その中心となっている企業
は、国内初の金属製自転車リムの製造から 20 世紀後半の
オートバイ産業や自動車産業へと発展してきた「大同工業
㈱」や「㈱江沼チヱン製作所」
「㈱月星製作所」
「東野産業
㈱」などの機械電機器具製造メーカーです。平成 26 年 4 月
現在、協会には約 80 社余りが加盟し、生産額においても雇

機電振興協会が毎年実施している
「新入社員研修」
（加賀商工会議所ホールにて）

加賀市歴史文化学習帳 Ⅲ
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また、近年、機電振興協会と「加賀まれびと交流協議会」
（事務局加賀商工会議所）の
2 団体が中心となって「自転車による街づくりプロジェクト」が策定され、自転車専用道
路の整備提案や加賀ブランドによるモデル自転車や自転車専用ガイドアプリの開発、
「温
泉ライダー in 加賀温泉郷」
（自転車耐久レースイベント）の開催などがおこなわれていま
す。

ＪＡ加賀
昭和 46 年（1971）に旧加賀市内の 17 農協が大同合併し、県内でもトップを切っての
大型農協として「加賀市農業協同組合」が誕生しました。平成 9 年（1997）4 月には、
「加
賀市農業協同組合」
「河南農業協同組合」
「山中町農業協同組合」の 3 組織が合併し「加賀
農業協同組合」が発足しました。また、翌 10 年 4 月には、
「東谷農業協同組合」もこれに
加わり、現在の「加賀農業協同組合（ＪＡ加賀）
」となりました。以来今日まで、大型土
地基盤整備事業の推進やカントリーエレベーター・集荷場・出荷場などの建設をおこな
い、組合員の農業経営を支援してきました。また、平成 21 年 3 月には加賀市作見町の本
店横に農産物直売所「元気村」を開業するなど、地域の人々と農家の結びつきをより一層
強固なものとしています。
同 26 年 4 月現在、ＪＡ加賀の組合員数は正組合員だけ
で 4 千人余り、准組合員も含めると、およそ 8 千人近くと
なっています。これら組合員は、青壮年部や女性部、ある
いは「大豆部会」
「梨部会」
「ブロッコリー部会」
「かぼちゃ
部会」など 12 の部会などに所属し、より質の高い農産物の
栽培・販売方法などについて研究をおこなっています。近
ＪＡ加賀が運営する産地直販所
「元気村」

年、
「味平かぼちゃ」を原料とした焼酎の商品化にも積極的
に取り組んでおり、農業の 6 次産業化による新たな商品づ

くりとして注目されています。このほか、系列会社の業務も含めると、金融サービスやガ
ソリンスタンド・セレモニーホールの経営・福祉事業など、多方面に展開し、農業分野だ
けでなく、地域経済の発展に大きく貢献しています。
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