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川井村産業開発公社

人気商品誕生の舞台裏
鮮やかな紫が映える紫蘇︑

空気のさわやかな高原で採れた大根
そして︑健康食品としても注目度の高い黒豆
過疎に悩む村の地域おこしのヒントになったのは
厳しい気候風土を生かして栽培されている農産物だった︒

特産品開発へ道のりは決して平坦ではなかったが︑

﹁農家を元気に︑村に活力を!﹂と
創意工夫を重ねてきた人々の
あきらめない情熱とひたむきな努力に支えられ︑
逆境を逆手にとった土産土法の特産品が生まれた︒

豊かな自然の中ではくくまれた製品は︑

土地に根ざしたものだけが持つ優しく力強い味わいがある︒

●特産品開発と雇用創出と
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設立から二十三年を経た今︑﹁公社

そのものが順風満帆だったわけではな

かったからね﹂と︑設立当時の苦労を

さんである︒特産品開発と雇用創出の

﹁川井村産業公社﹄の設立

村を横断するように流れ下る清らか

場という︑いわば地域活性化の拠点と

語るのは川井村村議会議員の神楽光信

な閉伊川と小国川︑その川沿いと北上

いう大きな役割を担って設立された公

当時︑役場の企画課職員として公社

山地の緑濃い谷間に集落が点在する川

さを誇る︒国道一〇六号を車で走ると

に出向した神楽さんがまず取り組んだ

社だが︑軌道に乗せるまでは多くの困

一時間たっても次の自治体表示が出て

のは︑短角牛の消費拡大だった︒川井

井村は︑総面積五六三・〇七平方キロ

こない︒川井村を訪れる方は︑身をも

村の農産物の代表格といえば﹁夏山冬

難と苦労が待ち構えていた︒

って広大な村域を実感することになる

里方式﹂で育てられている日本短角牛︒

メIトルと︑村としては全国有数の広

だろう︒

する山間地であることと︑冬が長く寒

大な自然も︑北上山系の中央部に位置

ようになり︑さらにサシが少ないとい

が︑次第に黒毛和牛の人気に押される

健康的な牛肉と消費者に好評だった

サシ(脂肪分)が少ないのが特色で︑

さが厳しい条件下にあって︑基盤整備

う特長が輸入肉とバッティングしてし

だが︑森林と清流に恵まれたこの広

や産業振興が遅れたことは否めない︒

まう︒

﹁短角牛が苦戦する中で肥育農家の

若者は学校を卒業すると村を出て行

き︑年々村の過疎化と高齢化が進行し

に設立されたのが第三セクタIの﹁川

その対応策として昭和六十一年三月

ることが公社の使命でした﹂と︑神楽

う︒合わせて農産物の加工・販売も図

で閉伊街道で蜆角牛を盛り上げていこ

減少に歯止めがかからなかりた︒それ

井村産業開発公社﹂で︑村の未利用資

さんは振り返る︒

ていくばかりだった︒

源や労働力を生かした新商品を開発

し︑販路を広げながら村の人たちが働

ズ場を創出することが目的だった︒
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●紫蘇ジュースに着目

ている索蘇ジュ1スが話題になった︒

﹁村の合併三十周年記念に詔いたお客

さんに飲んでいただいたらおいしいと

村づくりの柱に畜産振興を掲げ︑翌

と︑当時の野口進村長も大いに乗り気

蘇ジュIスなら牛肉の食前酒にも合う

﹁かわいペリーラ﹂が誕生

年の六十二年には一〇六号沿いの区界

で︑ こ れ を 商 品 化 し よ う と い う 話 が 持

言われたことを思い出したんです︒紫

に ﹁ ビ 1 フ ビ レ ッ ヂ 区 界 ﹂ ︑ 川 内 に

ち上がりました﹂︒

さっそく商品化に向けて動き出した

﹁もうもう亭﹂︑ さ ら に カ プ セ ル シ ョ ッ

プの﹃ベコちゃん﹄や宮古のアンテナ

合に製造を委託した︒原料となる紫蘇

ものの︑ジュIスを製造する施設もな

神楽さんは公社を立ち上げると翌年

は︑当時川井村では縮みが特徴的な江

ショップ﹁モI太君﹂を次々にオIプ

には役場に戻ったが︑公社の経営がな

戸チリメンを栽培している農家が多か

く︑当初は青森県浪岡町の浪岡森林組

かなか軌道に乗らず︑危機に陥ったこ

ったが︑村内の栽培面積を全部合わせ

ンした︒

とから再び公社に出向する︒少しでも

ても二〇アールほどで︑商品化するに

工場もなく︑原料も足りないまま暗

客足を伸ばそうと︑地元でとれる牛肉

提供するとともに︑売店に並べる土産

中模索で始まった川井村の紫蘇ジュI

は程遠い生産量だったという︒

品の開発も始めた︒そばクッキIや蕎

スづくりが大きく飛躍することになっ

や野菜をふんだんに使ったメニュIを

麦まんじゅう︑赤べコもなか︑やまど

たのは︑岐阜漬物との提携である︒

﹁うちで紫蘇ジュースを作ると聞い

りサブレIなど最初は菓子類の開発に

取 り 組 ん だ ︒ し か し ︑ これといって決

拡大して当社にも提供してほしいと言

た岐阜漬物の社長さんが︑紫蘇を生産

﹁お菓子のほかに短角牛キ1ホルダ

ってきたんです︒芝漬けに使いたいと

定打がなくて苦戦した︒

1などもつくってみたんですが︑りく

いう申し出でした﹂︒

話を受けた神楽さんたち職員は逢巡

ればりくるほど赤字で将来計画を見直

さざるを得なかった﹂と神楽さんは苦

した︒失産量を拡大するにも︑紫蘇の
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笑する︒そんな時︑地元の農家が作っ
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ところが︑岐阜漬物の社長の話を聞

を知っていたからである︒

収穫はすべて手作業で労力がかかるの

の商品名で販売)︒ぺリーラとはフラ

(現在は﹁岩手紫蘇Iかわいペリーラ﹂

﹁かわいぺリ1ラ﹂と名づけられた

は村の新しい特産品に生まれ変わり︑

せたという︒

り︑味の均一化について最も頭を悩ま

せられるクレ1ムは大きな課題であ
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くと一本の茎から何度も収穫できる

ンス語で﹁紫蘇﹂を意味する︒

天が多かった年と︑雨が多か汐た年で

三番葉では色や香りに差があるし︑晴

﹁刈り取った紫蘇も一番葉︑二番葉︑

上︑最も手Ⅱのかかる刈り取りも機械

化が可能だという︒そこで特産化に向

前関さん︒紫蘇の深い色彩と味わいは︑

も紫蘇の出来具合が異なるんです﹂と

●特産品加工場を建設して

川井の自然環境をそのまま映し込んで

る片面紫蘇だった︒葉の表が青︑裏が

葉は︑川井の一部の農家が栽培してい

いう驚嘆の声が上がった︒持ち込んだ

その葉を見せると﹁これは珍しい﹂と

商談のさなかに︑岐阜漬物の社長に

ければならないのに冷蔵施設もなく︑

しないのです︒原料の生葉を保存しな

っぱいとか甘いとか︑おいしさが安定

シピが統一されていなかったので︑酸

れることも多かったという︒﹁まだレ

定せず︑消費者からクレ1ムが寄せら

ところが︑発売後もなかなか味が一

していることにある︒最初は甘みに砂

言う︒その理由は天然ハチミツを使用

一定しているわけではありません﹂と

それでも︑藤田さんは﹁今でも味は

安定供給を可能にした︒

図り︑液を大量に冷凍保存することで

敗しながら研究を重ねて味の一定化を

し︑原液を組み合わせるなど何度も失

いるのである︒前関さんはPHを調整

赤 い こ と か ら 片 面 紫 蘇 と 呼 ば れ ︑ この

村内の野菜冷蔵施設を借りてしのぐな

糖を使っていたが︑村内から採れるハ

昧の均一化と安定供給を図る

けて神楽さんと村の農林課の職員︑県

の農業改良普及員などが岐阜へ視察に
行くことになった︒その時︑視察スタ

ッフの一人が紫蘇の葉と︑その葉で漬

葉で漬けた梅干は種の回りまで真っ赤

ど苦労しました﹂と︑現在︑公社の事

けた梅干を秘かに持参していた︒

に染まり︑きれいな色に漬かっていた︒

チミツをブレンドすることになり︑そ

取される天然のハチミツは︑その年の

れによって一段とおいしさが増した︒

村では六十三年九月︑公社の桟に生

天候などによって渋さや甘みなどに若

務局長を務める藤田清さんは︑商品化

葉を保存する冷蔵庫を備えた特産品加

干の誤差が出る︒それが微妙な味の変

その場で成分調査を行ったところ︑

にしましょう﹂と︑二つ返事で岐阜漬

工場を建設し︑自社生産を開始する︒

化をもたらすのだという︒

してからも試行錯誤を繰り返してきた

物との取引が決まった︒村ではさっそ

現在︑ビ1フビレッヂ区界の次長を務

この片面紫蘇は肉厚で香りもよく︑色

く転作田の奨励作目にして農家と契約

﹁そのへんのことをよくわからない

しかし︑栃︑栗︑アカシアなどから採

し︑栽培面積を拡大した︒この片面紫

める前関憲也さんは二十二歳の時に新

人も多いと思いますが歓それでも︑村

ことを語る︒

蘇を原料に六十二年の夏︑川井村のお

しぃ工場勤務になった︒消費者から寄

彩も鮮やかなことがわかった︒﹁これ

母さんたちが作っていた紫蘇ジュIス

番穀

j
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藤

リーラ"のこだわりなんです﹂と︑藤

る天然ハチミツを使うのが.かわいぺ

で栽培した片面紫蘇と村内に豊富にあ

し︑栽培法も定着した︒また︑それま

現在は農家も苗づくりの技術を確立

品の販売拡大に尽力した一人である︒

ベルのデザインを一新するなど︑特産

がら︑特産品づくりにかけた思いを語

家とともに奮闘した日々を振り返りな

体に反映がある﹂と︑公社の社員や農

まる︒人が人を呼び︑結果として事業

る︒

ことで四人を要した作業から二人へと

●黒豆シリーズか

田さんはきっぱり言う︒

で手作業で行りていた刈り取りも他県

●農家と一体となって

省力化し︑コスト削減につなげた︒生

特産品に加わる

の例を参考に︑お茶刈り機を使用する

紫蘇づくりにかける

産者と一体となった努力が実り︑岐阜

﹁何よりも川井の紫蘇は︑質がいい

ズで特産化するきっかけになったのは

いた土産土法の作物であるが︑シリー

漬物との取引を通じて川井の紫蘇の質

するためにはまったく量が足りなかっ

という自信があるから負けない﹂と古

黒豆の飲料だった︒﹁黒豆は喉にいい

﹁かわいペリ1ラ﹂に欠かせない紫

た︒栽培面積を増やそうにも︑紫蘇は

舘さんは胸を張る︒﹁朝夕の温度差や

という学者先生の研究結果もあり︑何

﹁かわいペリ1ラ﹂と並んで注目さ

温度︑湿度が一定していないと芽を出

川の冷気︑ヤマセなど厳しい川井の自

とか特産化できないかと思案の上︑ジ

の良さが関西地方まで知れ渡った︒今

さないなど︑農家が苗づくりから始め

然環境が︑香り高い肉厚の紫蘇を生み

ュIスにしてみようという話になりま

蘇づくりにも苦労があった︒もともと

るのは難しい問題が山積していた︒公

出す︒土産土法でりくられてきたもの

した︒黒豆みそはその副産物で︑ジュ

れているのが黒豆シリーズの特産品で

社では春と秋に研修会を開催し︑生産

を農家と一体となって産業化すること

Iスを絞った後に残った豆を有効利用

では﹁紀州の梅干﹂で有名な和歌山県

者と農業改良普及員が情報交換しなが

が第三セクターの使命であり︑農家の

してできたものです﹂と︑藤田さんは

紫蘇は農家で梅漬けの着色などのため

ら苗づくりの試作を重ねた︒

皆さんが一生懸命つくるという意味

黒豆シリーズが誕生した経緯を語る︒

ある︒黒豆も農家が自家用に栽培して

その立役者になったのが︑現在︑川

を︑消費者に正しく伝えることが消費

川井村で獲れる岩手黒平豆(ガンクイ

などにも販路を広げている︒

井村役場の会計管理者兼出納室長を勤

拡大にっながると私は信じてやってき

に土産土法で作られていたが︑商品化

める古舘章秀さんだ︒古舘さんは平成

キスにハチミツをブレンドしたのが黒

豆 ) は 平 た い の が 特 徴 で ︑ この豆のエ

公社の赤字経営をわずか三カ月で黒

豆の飲料︑﹁岩手黒豆Iかわいブラッ

ました﹂︒

の打ち切りで経営危機に陥った公社の

字へと好転させた古舘さんは︑﹁人が

クビ1ンズ﹂だ︒エキスの抽出方法は

五年から三年間公社に出向し︑助成金

立て直しに努めるとともに︑紫蘇の栽

心を込めていいものをつくれば人は集
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培普及︑﹁かわいぺリーラ﹂の瓶やラ
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のある逸品に仕上がっている︒そのほ

発酵させたもので︑深い味わいとコク

また︑みそは三年以上寝かせて天然

密だという︒

て開発したもので︑その技術は企業秘

岩手県工業技術センターと共同研究し

導者であった全さんの﹁キムチづくり

た︒平成六年︑川井村の漆芸施設の指

作家である全能福さんによって導かれ

うことになるが︑その縁は韓国の漆芸

では︑川井村になぜキムチが?

もと村内の一般家庭で作られていた︒

に乱切りして麹に漬けた漬物で︑もと

う名前で商品化した︒さらに︑商品の

れに自信を得て﹁がつくらの郷﹂とい

った︒おいしいと口コミで広がり︑こ

てみたところ︑たちまち売り切れにな

と地元で作っていたがっくら漬を並べ

ベントで少しでも商品の数を増やそう

担当者だった前関さんは︑ある日︑イ

工場の稼働率を上げられない︒工場の

046

かにも︑黒豆甘納豆や煮豆︑黒豆そば︑

を通して韓国との交流を進めよう﹂と

種類を広げようと次のイベントで︑こ

か︑喉にも良いといわれている︒これ

を抑えて肝臓の負担を減らす働きのほ

サポニンは血液中の過酸化脂肪の増加

質などが豊富に含まれている︒中でも

オIトメーション化された大工場に驚

を代表する産品︑本格的な取り組みと

づくりを調査してきたが︑さすが韓国

く韓国に視察団を送り︑本場のキムチ

村では全さんの提案を受けてさっそ

はキムチの売り上げは三割ぐらいでい

で︑実は利幅が低い︒ですから︑当初

﹁がっくら漬のキムチは手塗りなの

ムチ﹂が特産品の仲間入りをした︒

評判を呼び︑新たに﹁がつくらの郷キ

て出してみると︑またまたおいしいと

とい

黒豆金つばなど姉妹品も生まれてい

いう提案により︑キムチづくりへの挑

のがつくら漬に手作業でキムチを塗っ

る︒

戦が始まったのである︒

からも広がりが期待できる黒豆シリ1

いたという︒

黒豆にはサポニン︑鉄分︑たんぱく

ズだが︑藤田さんは﹁黒豆は地形の条

では無理だということがわかりまし

のとは種類が違うので︑韓国のレシピ

材料の白菜も大根も唐辛子も日本のも

ですが︑ずっとそれを通してきている

つくらにキムチをかける︒効率は悪い

きっちりやり︑ちゃんと味がっいたが

まいました︒

いと思っていたんですが︑逆転してし
ので︑少量生産で付加価値の高い商品

た﹂と︑視察団に加わった神楽さんは

ので︑今さら作り方を変更できません﹂

﹁うちには製造工場もないし︑第一︑

づくりを目指しています﹂と語る︒

思い起こす︒それから︑専門家のアド

と︑前関さんは言う︒

件などから産地の拡大には限度がある

●川井の大根︑白菜に合わせた

バイスを受けながら川井産の大根と白

菜に合わせた技術開発に取り組み︑キ

情キムチ﹂に古くからありた漬物の

現在は︑先行して名前を広めた﹁友

それにキムチがジョイントした﹁がつ

ムチ工場﹁野菜処理200t工場﹂が

こうして生まれたのが﹁友情キムチ﹂

くらの郷キムチ﹂︑さらに白菜に濃縮

﹁がつくらの郷﹂が洗練されて加わり︑

だ︒だが︑友情キムチだけでは新しい

平成六年十一月に完成した︒

うちの商品はまず下漬を

技術開発で人気のキムチ類

川井の特産品の代表として挙げられ
るもう一品はがっくら漬(商品名は
﹁がっくらの郷﹂)とキムチ類である︒

がつくら漬は川井村特産の大根を豪快

黒皿夫豆使用替

P

長也

界圃

レ

ビ

ムチによるバリエーションも広がり︑

い干しキムチ﹂など︑がつくら漬とキ

るキムチ﹂︑大根を少し干した﹁ちょ

のリンゴ果汁で味をつけた﹁あっ!ぶ

継続的経営を可能にして地域住民の永

家と取引をしています︒農家と公社の

の役割であり︑今は村内一四〇軒の農

う思いでやってきました︒それが公社

収入に変え︑農家を元気にしたいとい

で土産土法ではくくまれたものを特産

も︑結果的には川井の豊かな自然の中

古舘さんは︑﹁紫蘇も黒豆も漬物類

目指してわらび生産組合も設立され

という︒二十二年度からの試験販売を

レストランの経営と特産品の販売促進

ますよ﹂︒今はビーフビレッヂ区界で

日食べても飽きないし︑ご飯がすすみ

が︑食卓を飾る一品として不可欠︒毎

川井村の紫蘇の生産量は関東以北では

も向いている︒栽培農家も増えた現在︑

て労力も軽減されたことから高齢者に

う短期間ですみ︑機械化の導入によっ

月の刈り取りまでおよそ三カ月間とい

は︑栽培期間が七月の植え付けから九

飲料や梅漬けなどに使用される紫蘇

きる仕組みをっくっていくことが公社

し︑商品化したら責任を持って提供で

つぐらいは試作していく必要がある

ちのノウハウも取り入れながら毎年五

うに商品化していくのか︒お母さんた

川井の自然の中で採れたものをどのよ

からはマイタケや山菜なども含めて︑

た︒

それぞれの味を競い合っている︒

住につなげていきたい﹂と︑今一度噛

品として確立させ︑それを公社の皆さ

﹁ 紫 蘇 も 黒 豆 も キ ム チ も ︑ うちの商

み締めるように語る︒

に努める前関さんだが︑自らも手がけ

トップ︑全国でも五番には入る生産地

の社員の使命であり︑川井のブランド

品は食卓のメインにはなりにくいです

た﹁味﹂だからこそ︑愛情と自信を持

になっている︒公社ではホームページ

として定着できると思います﹂と力強

しかし︑その一つ一っが︑川井村の豊

は︑短期間で消え去ったものもある︒

する大根や白菜は区界の農家と契約し

の産地だ︒がつくら漬やキムチに使用

産地でもある︒中でも大根は県内有数

んが切磋琢磨して輝かせてきた︒これ

って進める︒

で紫蘇の効用もPRしながら︑積極的

く結んだ︒

囀曲辰家を元気にして

に川井村の﹁岩手紫蘇﹂の販路拡大を

住民の永住につなげたい

促進している︒

かな資源を外に向けてアピIルしよう

ているが︑漬物なら規格外の大根も全

川井村は全国に知られる高原野菜の

と村民と公社の社員が知恵を絞り︑創

部買い取り︑捨てることなく使用でき

これまで生み出された特産品の中に

意工夫を加え︑ひたむきに取り組んで

るので農家から喜ばれている︒

今後は農家の農閑期を利用した作目

きた汗と苦労の結晶である︒

その道筋を振り返りながら神楽さん

047

として山菜の加工販売を拡大していく

凋

は︑﹁我々はいつでも農家の生産物を
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