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GEMBAの要素 基本となる地域ストーリー

【基本となる地域ストーリー】

（１）小松にしかない「石の文化」STORY
2300年の間、各時代のニーズに変化し、磨き繋いできた文化の歴史

（２）小松！もう一つの「石」文化STORY
加賀の経済を支えた「鉱山」、「JAPAN KUTANI」を生んだ「陶石」

（３）小松の「加賀絹」生産と近世小松の文化醸成STORY

（４）ものづくりのまちから乗りものの集う「小松」の新STORY

（５）「北前船」がもたらす食文化と発酵食文化STORY

GEMBA

小松固有の９つの要素からなる５つの地域ストーリーとし、関係者間で共有し、
地域の魅力ある資源を再認識し、深く知ることにより、訪問者に何を見せたいか、
何を伝えるか、整理を行う。

【関連する地域ストーリー】

日本遺産 STORY #027
『珠玉と歩む物語』小松 ～時の流れの中で磨き上げた石の文化～

日本遺産 STORY #039
荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～
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事業報告

（１）小松にしかない「石の文化」STORY

2300年の間、各時代のニーズに変化し、磨き繋いできた文化の歴史

【ストーリー】

「石の文化」のはじまり 地球の営みが生んだ豊かな「資源」
今から約2,000万年前、日本海側での活発な火山活動は、霊峰白山を生み出し、銅鉱床や瑪瑙（めのう）、オパー
ル、水晶、碧玉（へきぎょく）の宝石群、良質の凝灰岩石材、九谷焼原石の陶石など大地の宝を生み出しました。
2300年前、小松市内の那谷（なた）・菩提（ぼだい）・滝ヶ原地区で産出される良質の碧玉を原料に、八日市地
方を拠点として緑輝くアクセサリーの生産に乗り出します。

小松ブランドの発祥、古墳時代から始まる切石文化
「管玉」は直径2mmの碧玉円柱に、太さ0.7mmの石針で1mmの孔を開ける現代でも復刻困難な加工技術です。

今から2300年前の小松の弥生人によって作られました。「管玉」と糸魚川産のヒスイの勾玉を組み合わせた当時の日本
最先端のアクセサリーは、日本海交易を経て九州へと届けられ、当時の最高権力者たちを魅了しました。まさに小松ブラ
ンドの原点と言えます。
古墳時代になると、精巧な彫刻を施した緑色凝灰岩製の腕輪を作り出し、ヤマト王権の諸王を魅了し、小松の技術

が日本を席巻します。小松市の里山には良質の凝灰岩が広く分布し、これら石材を切り出し、建築資材に活用しました。
河田山古墳群で発見された飛鳥時代の横穴式石室は国内最先端の石室構築技術でした。中世に入ると行火や石

鉢などの生活具に採用され、家のカマドにも使われるなど小松の石の文化が庶民の生活へと浸透していきます。

利常公が築いた美しい小松城の石垣、現代に輝く石のまち
小松のまちづくりは江戸時代初期に加賀前田家三代利常公が隠居し、小松に居を構えたことに始まります。利常公は

小松城を「浮城」に大改修し、当時の最新工法「切り込み接ぎ」を採用した本丸やぐら台の石垣を作り出します。城内や
町家を区画する堀や河川の護岸、橋台にも石垣構築が行われ、小松市内に25カ所以上の石切り場が開かれ、石の文
化のまちづくり整備が広く浸透していきました。
現代の小松の街中には黄色みがかった温もりのある石蔵や石塀が多く見られます。観音下町の石切り場から産出され
る観音下石は国会議事堂や旧甲子園ホテルに使用されました。滝ヶ原石は平城京跡に復元された朱雀門に彩りを添え、
滝ヶ原地区には明治後期から築かれた貴重なアーチ型石橋群（6橋）が残されています。2つ石切り場は現在も採掘が
行われ、石工の技術が受け継がれ、小松のまちを歩くと、石の文化が息づく町並みに出逢うことができます。

【主なエリア】

石の文化エリア・那谷・滝ヶ原エリア

【主な資源】

那谷・菩提・滝ヶ原 碧玉産地、八日市地方遺跡、八日市地方遺跡出土品（国重文）

片山津玉造遺跡出土品、河田山古墳群の石室、那谷寺（国重文）

那谷寺庫裏庭園（国名勝）、十九堂山遺跡石塔群、仏御前墓（市指定）

滝ケ原下村八幡神社遺跡、観音下白山神社境内遺跡、小松城本丸櫓台石垣（市指定）

小松城本丸西側石垣、鵜川石切り場跡、遊泉寺石切り場跡、石工道具、滝ヶ原石切り場

観音下石切り場、滝ヶ原アーチ石橋群（市指定）、東酒造（国登録）

GEMBA
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事業報告

【代表的な資源】

～重要文化財 八日市地方遺跡出土品～
八日市地方遺跡は、昭和5（1930）年に発見された北陸地方を代表する弥生時代中期の大

規模な集落遺跡です。出土品は、土器・土製品、木器・木製品、石器・石製品、銅鏃、骨製品で
構成されています。
特に碧玉製管玉の製作に関しては、石鋸や石針といった製作道具も出土しており、管玉生産の

実態を復元するうえで重要な資料です。これらの出土品は小松市埋蔵文化財センターにて見ること
ができます。

～河田山古墳群の石室 国内最先端の石室構築技術～
古墳時代後期に建築部材として活用が始まったのが、凝灰岩（ぎょうかいがん）石材です。河田
山（こうだやま）古墳群で発見された飛鳥時代の横穴式石室は、天井部がアーチ構造で作られる
など、国内に例を見ない、大陸からの技術で作られました。石積みのズレを防止する「鍵手積み」技法
など国内最先端の石室構築技術を採用しています。

～那谷寺 石山に開かれた白山信仰の拠点～
1300年の歴史を持つ白山信仰の古刹、那谷寺は、碧玉の地層が見られる岩山に泰澄法師が開
かれた「岩屋寺」とも呼ばれる寺。一向一揆による戦火で荒廃しましたが、江戸初期、加賀前田家
三代利常公が再建しました。庭園には碧玉や瑪瑙石の飛び石が配され、古くは近隣で採取された瑪
瑙が海外への献上品として取引されました。白山信仰の中宮（ちゅうぐう）八院や那谷寺の奥の院
である那殿観音(なでんかんのん)も凝灰岩の山々に建造されており、白き岩山が信仰の対象となって
いたことをうかがわせます。

～小松城本丸櫓台石垣 最新技法の採用とデザイン性豊かな石垣構築～
戦国時代から泰平の江戸時代に入ると、城壁の意味が変わってきます。加賀前田家三代利常公
が隠居城として整備した小松城の石垣は、小松産の石材を使用していました。当時の最新工法「切
り込み接（は）ぎ」で積み上げた精緻(せいち)なもので、色調の異なる石材をランダムに配置する石
垣の美を意識したものでした。

～幻想的な石切り場～
かつての石切り場跡は、石工道具で丹念に切り出した際の文様などが残り、幻想的な空間を作り
出しています。
観音下石切り場の掘削は大正初期から始まり、現在も浮石質凝灰岩の石切り場です。特徴的な
黄色を呈し、湿気に強くカビが生えにくい特徴が評価されています。
滝ヶ原石切り場は文化11年より始まり、現在も採掘が行われる緑色凝灰岩の石切り場です。現
在稼働する石切り場と旧の石切り場があり、前者では大型の電動鋸で掘削された300ｍ以上真っ
直ぐに延びる採掘坑が、後者では藩政期から明治期に人力で掘削した採掘坑が見ることができます。
鵜川石切場の跡をアトリエとして活用し、彫刻や石像を設置したハニベ巌窟院では、洞窟巡りを楽
しむことができます。高さ15ｍを測る巨大な仏頭は圧巻。

～全国有名建築にも使われた石材を産出 現在まで残る石のまち並み 受け継がれるモノづくりの
DNA～
数多くの石切り場から切り出された石材は、市内の建造物をはじめ、国会議事堂や旧甲子園ホテ
ルなど、全国の数々の有名建築物にも使用されています。市内中心部の趣のある町家には多くの石
蔵が残り、美術館や飲食店などにも利用されています。東酒造では観音下石を使った日本酒醸造
用の石蔵が、５棟連なり建つ風景を見ることができます。

～貴重なアーチ形石橋 石のまち滝ヶ原～
滝ヶ原地区には明治期以降に作られたアーチ型石橋が６橋残され、一つの地域に複数の石橋が
存在する事例は全国的に見ても貴重な存在です。地元滝ケ原石を使用した石橋はじめ、石蔵や石
塀など多くの石造品が町内に残り、石のまち滝ヶ原の風景を感じさせます。

【撮影：小川忠博】

GEMBA
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GEMBAの要素 基本となる地域ストーリー

（２）小松！もう一つの「石」文化STORY・「小松ものづくり 」STORY

加賀の経済を支えた「鉱山」、「JAPAN KUTANI」を生んだ「陶石」

【主なエリア】

石の文化エリア・九谷焼の里エリア・鵜川・遊泉寺エリア・観音下・尾小屋エリア

【主な資源】

セレボクタニ、九谷焼製土場（谷口製土所）、連房式登窯（登窯展示館）、錦窯（錦窯展示館）

錦窯（松雲堂）、尾小屋鉱山、金平金山（市指定）、遊泉寺銅山

関連産業の見学施設

【ストーリー】

加賀の経済を支えた鉱山
江戸後期から金平や尾小屋、遊泉寺では金・銅の採掘が始まります。
尾小屋鉱山は1880（明治13）年に加賀藩の家老だった横山家が経営に加わり、銅鉱山の鉱脈が発見されたこと
をきっかけに隆盛期を迎えました。
大正期には全国有数の産出量を誇り、「北陸の鉱山王」と呼ばれた横山家の財力は、小松をはじめ明治維新後の加
賀の経済をも支え、伝統文化の継承にも寄与しました。
遊泉寺銅山は、竹内明太郎翁が1902（明治12）年に本格的に開発し、最盛期の大正初期には5000人が住む
鉱山町を築きました。竹内氏は銅山の付属施設として設立した銅山機械製造の小松鉄工所から1921（大正1０）
年に小松製作所を興し、現在のコマツへと続いています。

世界に誇る色絵磁器の伝統 九谷焼の歴史
九谷焼は、寛文（1661～1672年）初期、加賀国九谷村に良質の磁土が発見されたのを端緒に、大聖寺藩の後
藤才次郎が藩主の保護の元に九谷村に窯を築いて作ったのが最初とされています。しかし、この窯も50～60年で廃窯
になり、途絶えますが、1807年、京焼の名工 青木木米が加賀藩に招かれ、金沢の春日山にて九谷焼を再興されま
す。1811年には、青木木米の助工を務めた本田貞吉が小松の花坂村にて陶石を発見し、若杉窯を開きます。その後、
花坂陶石は九谷焼を支え、粟生屋伝右衛門など色絵の名工を多く輩出しました。

JAPAN KUTANIを生んだ「陶石」
明治から大正時代にかけて赤絵金襴手を施す九谷焼は日本を代表すると陶磁器として、外国に輸出され、JAPAN

KUTANIと称賛されました。貿易九谷の窯元として大阪にも支店を持つ「松雲堂」は初代徳田八十吉など多くの名工を
輩出し、九谷焼は全国の輸出陶磁器の1位となっていきます。
全国的にも希少な陶石の主要産地として、花坂陶石は、現在でも採掘が続けられています。粘土加工から、素地づく
り、上絵付けまでの工程を一貫して同一地域で製作されることが、小松ならではの「九谷焼」の特徴です。それにより、今
なお多くの人々を魅了する九谷焼作品を創り出す源泉となっています。

GEMBA
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GEMBAの要素 基本となる地域ストーリー

【代表的な資源】

～国内有数の銅生産「尾小屋鉱山」～
江戸初期に発見された鉱山で、銅の他に金・鉛・亜鉛を産出。銅は明治から大正に生産量が増大し、日

本有数の産出量を誇りました。昭和46年の閉山まで地域の基幹産業として支え、そのための鉄道も敷かれて
いました。坑道跡を整備したマインロードとそれに隣接して建設された尾小屋鉱山資料館では、鉱山の歴史や
鉱山道具、そして様々な鉱物が展示されています。
また、今でも鉱山町の跡は残り、当鉱山特有の六角カラミ（銅排滓）で捕築された擁壁や蔵、家の土台な
どが随所で見られます。

～金平金山～
藩十村役石黒源次が江戸期に発見した金山で、江戸後期にかけて加賀藩財政を支えました。鉱山町とし

て盛え、博物館が所蔵する当時の文献や金山絵巻には、その盛況ぶりが描かれるとともに、貴重な文化財とし
て展示されています。

～小松の鉄工業発展の礎 遊泉寺銅山～
尾小屋鉱山と並ぶ大規模銅山です。江戸後期に発見され、明治・大正と大規模に採掘されました。現地に
は巨大煙突と真吹炉が２基遺存し、現在では遊泉寺銅山ものがたりパークとして整備されています。

～遊泉寺銅山とコマツ～
小松製作所（現コマツ）の創業者は、第二次世界大戦後の内閣総理大臣 吉田茂の実兄である竹内
明太郎。竹内明太郎は工業化こそが近代日本の発展に必要と考え、炭鉱事業をはじめました。
1902（明治35）年時には遊泉寺銅山の開発に着手すると、大正期に隆盛（1917年）。小松駅から
遊泉寺までの軽便鉄道を敷設し、小松駅前には遊泉寺銅山の附属施設として小松鉄工所を設立しました。
遊泉寺鉱山の鉱脈が枯渇すると、1921年には、小松電気製鋼と小松鉄工所を合併し、小松製作所が誕
生。これが世界の「コマツ」のスタートとなりました。

～セラボクタニ（九谷セラミック・ラボラトリー）～
製土工場・ギャラリー・体験工房・レンタル工房・外土間を兼ね揃えた、複合型の九谷焼創作工房です。世
界的な建築家隈研吾氏の設計で、大地と有機的につながるおおらかな平屋建築物として注目を集めています。
九谷焼づくりに欠かせない磁器土を60年以上に渡って製造する製土工場が施設内にて稼働しています。花
坂陶石の粉砕から陶土が完成するまで、質の高い磁器土を製造する工程を間近で見学することができます。
趣深い空間に位置するギャラリースペースでは、九谷焼の製造工程を学ぶことができる常設の展示や、新進気
鋭の作家たちによる期間限定の作品展示を随時開催しています。
30人規模で利用可能な体験工房では、ろくろ体験や手びねりでの成形体験、絵付け体験など様々な体験
メニューを用意。専門のスタッフによる指導もあるので、どなたでも安心して参加することができます。

～九谷焼製土所（二股製土所）～
陶石から九谷焼陶土（坏土）を製作するまでの工程を行う工場です。陶石を破砕し、杵で衝いて不純物
を取り除いた後、ふるいにかけ、沈殿、脱水を経て、九谷焼陶土を製造。機械化された近代的製土所として
100年にわたり継承されており、昔ながらの制作工程を見学することができます。

～連房式登窯（登窯展示館）～
花坂陶石山に近い近世から続く九谷焼の中心地である八幡に現存する唯一の九谷焼登窯。素地焼成す
る本焼段階の窯で、操業状態のままで保存されており、登窯構造や型おこし成形、素地焼成等の工程を展
示しています。付近には九谷工房が集中しています。

～錦窯（錦窯展示館）～
九谷焼の上絵付け窯で、低火度焼成窯のため、小松町家の工房内に備え付けられています。人間国宝を
輩出した徳田八十吉の工房であり、現在は錦窯展示館として、初代から三代の八十吉作品が展示されてい
ます。

～錦窯（松雲堂）～
明治から大正時代にかけて「ジャパンクタニ」の立役者となった九谷焼を代表する窯元の「松雲堂」です。現
在は、観音下石と滝ヶ原石を組み合わせた石蔵と九谷焼の錦窯（上絵付け窯）が保存されおり、休日には
公開しています。また、小松の芸術文化発信の町家施設を活かし、次世代の工芸・芸術を育てるための貸館
として活用されています。

GEMBA

要相談
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GEMBAの要素 基本となる地域ストーリー

（３）小松の「加賀絹」生産と近世小松の文化醸成STORY

【主なエリア】

城下まちなか伝統エリア

【主な資源】

安宅の関、お旅まつり、お日本こども歌舞伎まつりin 小松、こまつ曳山交流館みよっさ、莵橋神社（市指定）

本折日吉神社、産業関連の見学施設・店舗

【ストーリー】

弥生時代から続く小松の絹織物生産「小松絹」
弥生時代の八日市地方遺跡からは多くの紡織具が出土しており、織物生産が盛んであったことを物語ります。ともに出土する筝

の存在から絹織物も生産していた可能性が高く、平安時代の文書からは、加賀国が絹織物の産地として広く知られていたことが伺
われます。室町時代には将軍足利氏への献上したことから加賀絹の名声が高まり、慶長年間には武士の流旗に使われました。室
町時代より栄えた本折村は織物産地からの名と思われ、江戸時代には、前田利常公が小松を機業地として勧業奨励したことに
よって、その基盤が確立されました。

お旅まつり
お旅まつりの始まりは、加賀前田家三代利常公が小松城に隠居していた頃だとされています。利常公は、大家臣団や商人や職
人たちを引き連れてやって来て、小松城のもとに一大城下町をつくり上げました。その頃に、莵橋神社と本折日吉神社の神輿がお
城まで出向いて神事を行ったのが、お旅まつりの始まりと伝えられます。

「加賀絹」の財と交流が生んだ歌舞伎文化
利常が奨励した絹織物は小松の町に根付き、京都などで「加賀絹」としてもてはやされ、小松に大きな富をもたらしました。その絹
商人たちが、京都の祇園祭や近江(滋賀県) 長浜の曳山祭を見て、「小松でも曳山芝居をしよう」と話を進めます。そして、明和
3(1766)年、お旅まつりに奉納する形で曳山子供歌舞伎が始まりました。
当時の町衆の豊かな経済力と、職人たちの確かな技によって造られたのが、今に伝わる豪華絢爛たる曳山です。以来、上演の
形に幾多の変遷はありましたが、250 年以上に渡って曳山子供歌舞伎が続けられてきました。

加賀藩にまつわる産業
小松を発展させたのは、前田利常公と言われています。利常公は工芸工房である「御細工所」を作り、それは五代目綱紀の頃

に整備されました。
利常公は美術工芸や茶道・能などにも深く通じていたことから、城の増築、お寺や神社の造営と、美術工芸を中心に当時の名

人・名工と称せられる人たちを数多く小松に招きました。さらに産業分野においても産業分野においても、九谷焼・瓦・茶・畳表・加
賀羽二重(小松の絹織物）などの生産を奨励しました。

前田家が奨励した茶の湯文化 伝統の和菓子作り
前田家初代利家公や二代利長公は千利休から茶を学んでいたとされています。利常公は小松城隠居後の慶安5（1652）
年に、利休の孫・宗旦の四男にあたる仙叟を召し抱えるとともに、茶の湯文化の保護・奨励に努めました。
小松に茶道茶具奉行として出仕した仙叟は、家臣はもとより城に出入りする商人や町役をしていた町人に茶道を教えました。
それにより小松城下に茶の湯が広まり現在まで受け継がれ、小松の茶の湯文化が育んだ江戸時代創業の和菓子屋も多くあります。
仙叟は利常の没後、金沢に移り住み、七二歳で致仕。京都に戻ってからは、裏千家流を創始します。仙叟茶室が小松で居を
構えた小松城三の丸跡地には十五代家元から寄贈された茶室があり、裏千家とのつながりの深さを伝えます。

GEMBA
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～明治20年代 羽二重製～
比較的単純な絹織物である羽二重の生産が発展しました。絹織物の生産は小規模な場合が多く、
当初は手織機による生産でしたが、輸出用羽二重の生産は相対的に規模の大きい工場で主に行わ
れました。

～明治35年 ジャガード機：紋織物 明治40年代 力織機普及～
ジャガード機による紋織物生産が始まり、輸出紋羽二重などがつくられ、明治41年から力織機が小松
地方でも普及していきました。大正期には小松絹織物のブランド「小松綸子」が高い評価を受け、昭和
に入り、人絹織物の生産、昭和30年代には合繊織物の生産へと転換していきます。

～茶の湯文化 伝統の和菓子作り～
芦城公園にある茶室「仙叟屋敷ならびに玄庵」は、仙叟宗室の没後300年を記念して、十五代家

元が自ら設計した平成9（1997）年に建てられた茶室です。
城下町で栄えた茶の湯によって洗練され、芸術としての質を高められた和菓子は、仏事によって大衆

に広まり、寺社菓子、縁起菓子、祝い菓子、四季折々の菓子として庶民生活に浸透していきました。
庶民にも和菓子が浸透していった要因は、真宗王国といわれる信仰心の厚い土地柄が挙げられます。

加賀の国では、報恩講の際に落雁や餅、饅頭、最中が盛大に供えられました。

～加賀藩にまつわる産業 ものづくりの地・小松を受け継ぐ「人財」～
・冬期雪の下で育つイ草は全国で唯一「小松畳表」
・北陸の積雪や凍害に強く耐久性が高い「小松瓦」
・茶葉の一大生産地として、加賀藩のお茶文化を
支えた「加賀茶」 など

【代表的な資源】

～「歌舞伎のまち」とは～
小松には、歌舞伎「勧進帳」で知られる「安宅の関」、250年の歴史と伝統を持つ「お旅まつり 曳山
子供歌舞伎」があることから、「歌舞伎のまち」によるまちづくりを進めています。

～「勧進帳」の舞台、ここにあり 「安宅の関」～
日本海を臨む安宅の関は、歌舞伎十八番の内「勧進帳」の舞台。弁慶・富樫・義経の三役は、市
川團十郎や松本幸四郎、尾上菊五郎など歴代の看板役者によって演じられてきました。三人による
智・仁・勇の物語は、白紙の勧進帳の「読み上げ」や、小気味の良い「山伏問答」、「天地人の見得」
や「不動の見得」、そして最後の「飛び六方」など、いかにも歌舞伎らしい見どころも多く、一瞬たりとも目
が離せない迫力です。

～町衆が仕切り、子供が歌舞(かぶ)く 「曳山子供歌舞伎」～
明和3(1766)年に始まった曳山子供歌舞伎は一時30基の曳山を数えましたが、現在のような豪華
な高楼式になったのは文化10(1813)年の頃と言われています。その頃は10基の曳山がありましたが、
昭和初期の大火で松任町と東町の曳山が失われ、現在は8基になりました。
毎年、当番町の2町が曳山を出し子供歌舞伎を町の女の子達が演じます。町の「五人衆」と呼ばれ
る世話人たちが裏方一切を仕切る形で、この伝統文化を継承してきました。

～えりすぐり、熱演の舞台 「日本こども歌舞伎まつりin 小松」～
小松の曳山子供歌舞伎は、近江長浜、武蔵秩父とともに、日本三大子供歌舞伎の一つに数えられ
ています。全国にはそのほかにも様々な子供歌舞伎があり、そのうちの２団体を招いて毎年五月に開
催されるのが「日本こども歌舞伎まつりin 小松」です。日本各地の子供たちの熱演に、客席には笑顔や
涙や拍手や歓声が飛び交い、会場は大きな感動に包まれます。
小松の演題は、もちろん「勧進帳」。毎年市内から公募によって選ばれた小学生たちが迫真の演技を
披露します。そのレベルの高さには驚かされます。

GEMBA
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GEMBAの要素 基本となる地域ストーリー

（４）ものづくりのまちから乗りものの集う「小松」の新STORY

【主なエリア】

近代産業と先端技術エリア

【主な資源】

こまつの杜、コマツ粟津工場、ジェイ・バス小松工場、小松空港／小松基地、航空プラザ

日本自動車博物館、ポッポ汽車／旧尾小屋鉄道、ボンネット広場、北国街道、北陸線、鉱山鉄道等

関連資源

【ストーリー】

古代から交通の要所 北国街道の賑わい 北前船による整備
小松は古くより陸・海路の要所として栄えてきました。中世の南加賀を往来する街道には、海岸沿いを走る浜通り道と、
内陸の平野部を通る中通り道があり、加賀絹の産地であった本折にいたる中通り道は、主要な街道「北国街道」となって
いきます。
近世に入ると梯川の河口に位置する安宅湊は、南加賀の中心小松町の外港的役割を果たし、海運業などで繁栄しま
した。それにより河川・潟湖の舟運は海運業と結ぶ内陸の輸送手段として発展していきました。
串茶屋は藩政期から明治末にかけ、北国街道沿いの廓として栄えました。その濫觴は前田利常公の小松隠居後で、利
常が那谷寺を再興することにより街道が賑わい、茶屋が立ち並ぶようになり、現在でも小松市中心部の町並みは宿駅の
面影が残ります。

鉄道の開通 北陸線・温泉電気軌道・尾小屋鉄道・遊泉寺鉄道
北陸線は明治26年4月に敦賀より着工し、27年7月に福井まで、30年9月小松まで開通しました。明治40年に北陸
線粟津駅開設、続いて粟津鉄道が44年に開通し、大正2(1913)年、温泉電気軌道が設立されました。その後、拡大し
ましたが、昭和18年には北陸鉄道と統合、昭和46年には全線廃止となりました。
一方、尾小屋鉱山の採掘は江戸時代の天和２(1682)年にさかのぼり、当時は金山でしたが、採掘量はわずかで江戸
時代末期は閉山状態になりました。明治維新後、銅鉱山脈が見つかり、尾小屋鉄道として昭和８(1919)年に運行を開
始しました。その後は尾小屋鉄道も鉱山と運命をともにし、昭和52年に全線廃線しました。
コマツの基礎を築いた遊泉寺銅山にもその繁栄により鉱石搬出用軌道が小松～遊泉寺間に敷設されました。大正

9(1920)年頃の閉山で遊休施設となりましたが、昭和20年北陸鉄道に営業譲渡され、昭和61年まで運行しました。

乗りもののまちを体験 乗りもののものづくりの現場を見学
小松の繁栄の歴史と乗りものには深いつながりがあります。現在においても小松を代表する乗りものは飛行機、建機、自

動車、バス、鉄道、木場潟や梯川でのカヌー、ボード競技など、さらには2024年延伸予定の北陸新幹線と広がり、全国で
もこれだけの乗りものが一堂に見られる地域は貴重です。
各乗りもののミュージアムや展示施設では、乗りものをテーマにイベントや教室が随時開催されており、日本自動車博物

館ではクラシックカーの展示試乗会を、航空プラザでは航空実験教室などを定期的に開催しています。
また、コマツやジェイ・バスをはじめ、乗りものができる現場では、市民や観光客、企業向けに工場見学を実施しています。

製品の組み立ての様子などを間近で見学でき、ものづくりの現場を体験できるコースとしてとても人気です。

GEMBA
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【代表的な資源】

■乗りもののものづくりの現場を見学
～こまつの杜～
世界的建機メーカー「コマツ」の小松工場跡地に、平成23年5月にオープンした施設です。加
賀地方の里山を再現した「げんき里山」、建設機械を身近に感じられる「わくわくコマツ館」、そし
て世界最大級のダンプトラック「コマツ930Ｅ」の展示乗車も体験できます。

～コマツ粟津工場～
ICT（情報通信技術）を使った建機に試乗したり、見学したりできる専用施設にて、建設会
社などを対象に、ICTを用いた効率化の仕組みを紹介します。毎週水曜日のセミナーでは、ショ
ベルやブルドーザーの実演・試乗などを予定しています。

～ジェイ・バス小松工場～
全国で唯一ハイブリッドのバスを製造するジェイ・バスです。日野車体工業（株）といすゞバス
製造（株）が合併して2002年に生まれたメーカー、小松市に本社工場があります。
バスの製造では世界でもトップクラスの工場です。全国で唯一、ハイブリッドバスを製造するジェ
イ・バス。大型バス一台が完成する製造ラインを見学できます。

■乗りもののまちを見学
～小松空港／小松基地～
空を見上げればかなりの確率で飛行機を目にすることができる、というのが小松の特徴の一つ
です。小松空港＆航空自衛隊小松基地があるからです。北陸の空の玄関口である小松空港
は自衛隊との共用空港なので、展望デッキからはF15戦闘機の離発着も見られます。
また、これも小松空港の名物といえるのが「カーゴルックス」。ルクセンブルクを拠点として世界中
に飛んでいる国際貨物航空で、日本では唯一、小松空港に乗り入れているのだ。航空ファンに
はたまらない空港です。
日本海側唯一の戦闘機部隊が所在する航空自衛隊小松基地。国防という重要な任務を
遂行する一方で、地元との共存共栄を図るべく、イベント等も行われています。各種講座や年
に一度の「小松基地納涼の夕べ」、「航空祭」などが開催されます。

～航空プラザ～
石川県立航空プラザは、ブルーインパルス機や南極観測用軽飛行機、人気ヘリコプター、ハイ
テクジェットなど実物20機を展示しています。飛行機の歴史やメカニズムの展示もあり、実際に
パイロットが使っていたフライトシミュレーターもあります。

～日本自動車博物館～
日本中のファンが訪れるクルマの聖地・日本自動車博物館。日本に1台しかない貴重な自動
車や、「昔うちで乗ってたやつだ！」と思わず叫んでしまう懐かしの大衆車など、世界各国の自動
車がズラリと並び、日本一の自動車展示数を誇ります。

～ポッポ汽車／旧尾小屋鉄道～
日本最後の軽便鉄道、日本中から鉄道ファンが訪れるポッポ汽車展示館です。日本で最後
まで残った軽便鉄道の路線・旧尾小屋鉄道の蒸気機関車が展示されています。
毎月1回、ディーゼル汽動車キハ3号と客車ハフ1号の試乗ができるイベントを開催しています。
県営粟津公園の中にある「いしかわ子ども交流センター小松館」では、旧尾小屋鉄道の車両
を「なかよし鉄道」として運行しています。往復10分ほどの線路の途中には踏切もあって本格的
です

～ボンネット広場～
ボンネットの愛称で親しまれた489系がJR小松駅近くに平成25年4月から展示・保管されて
います。広場はいつでも利用できますが、電車内の見学は土曜日に公開します。

GEMBA
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（５）「北前船」がもたらす食文化と発酵食文化STORY

【主なエリア】

城下まちなか伝統エリア

【主な資源】

安宅住吉神社、長沖金剛・蔵、沖家、瀬戸家、旧米谷銀行（吉祥庵）、河道跡

安宅住吉神社船絵馬、起舟祭り、安宅まつり、郷土食

【ストーリー】

利常公による新航路の開拓
日本海の海上交通の要所であった安宅は、梯川の本支流や加賀三湖を結ぶ内水路の基点であり、古代北陸道の
陸路の要所として大きな役割を果たしていました。
江戸時代初め、加賀藩の年貢米は敦賀まで海路で運んだ後、陸路と琵琶湖の水運で大阪に運ばれていましたが、前
田利常公は海路のみを利用することで日数、人手を大きく削減できると考え、寛永16（1639）年、藩米を下関経由
の海路で大阪へ運ぶ試みを成功させます。
その後、北海道と大阪を結ぶ西回り航路が整備されると、日本海を介した物流が活発化し、北前船が活躍する時代の
幕開けとなりました。

水の郷こまつと水路を活かした物流の発達
北前船が栄えたことによって、安宅湊に全国から様々な商品が運ばれ、それらは、梯川や前川、串川を経由して木場潟、
今江潟、柴山潟を結ぶ船によって、当時の小松町や能美郡、江沼郡の村々にまで広く流通しました。
このように小松をめぐる水路網は、北前船が運んだ品々を南加賀の津々浦々へともたらしました。
全国から安宅湊へ昆布、砂糖、ニシンなどが運びこまれる一方で、安宅湊からは絹織物や九谷焼、畳表、茶、瓦、銅
などの特産品をはじめ米や石製品なども大量に積み込まれ、小松の品物は東西各地へ運ばれました。

「北前船」がもたらした食文化と発酵食文化
小松にも、寄港地として栄えた安宅町が残り、北前船との関わりが色濃く残っていて、北前船が運んだ交易品は北陸の
発酵食を一変させました。その代表格が郷土食として知られる大根寿司や小松うどんに代表される「ニシンと昆布」です。

【日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間∼北前船寄港地・船主集落∼」構成文化財】

GEMBA
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～大根寿司～
ニシンとダイコンの麹漬けである「大根寿し」は、カブとブリを使って漬ける「かぶら寿し」とともに、
現在も郷土の味になっています。
当時は正月用の珍味として魚屋が漬け込み、かぶら寿しは高い身分のものが食し、一般の
人たちは大根寿しを食べたと言われています。小松では町衆文化が盛んなためか、大根寿し
の方が一般的で、家庭ごとに大根寿しを漬ける習慣は今も受け継がれています。

～小松うどん～
もう1つの昆布は、寄港地が多い北陸の食文化と深く関わっています。北陸は昔から昆布の
消費が多い土地柄で、特に小松では「竹の子の若竹煮」にはわかめの代わりに昆布を使い、
「小松うどん」には昆布だしをふんだんに使う特徴があります。
小松のうどんは、あの松尾芭蕉にも贈られていました。元禄２(1689)年、奥の細道の旅の
途中、小松の俳人・塵生(じんせい)が乾うどん二箱を届けたのに対し、芭蕉が「殊に珍敷(め
ずらしき)乾うどん」をありがとうと書いた返書が残されています。

～こんかいわし～
ほかにも、長い航海時の保存食としてニシンやイワシ、サバ、フグなどを米糠と塩で漬け込ま
れたものが、現在では「こんかいわし」（イワシを米糠と塩で漬けたもの）やニシンの糠漬け、
甘露煮などの発酵食として郷土の食文化に定着しています。

～発酵文化 加賀杜氏による日本酒～
白山の伏流水、こまつの米、熱い醸造家が生み出す日本酒
小松市はおいしいお米、寒冷な気候に白山水系の清らかな水という酒造条件に満たされた酒造りの適地として有名で、5つ
の酒蔵があり、それぞれが趣向を凝らして風土や味に合った酒造りを行っています。
酒蔵にとって水は命。小松は日本3名山の1つに数えられる「霊峰白山」の山麓にあり、白山の伏流水と肥沃な平野に恵まれ
ており、さらに厳しい冬の寒さが日本酒特有の香りと繊細でまろやかな旨みを生み出します。まさに加賀百万石の洗練された文
化と合わさって織り成される美味しい日本酒です。

【代表的な資源】

GEMBA


