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入山きゅうりは、吾妻郡六合村で古くから夏場に露地栻培されているきゅうりである。果実の長さが

２０㌢前後、太さ（直径）が３―４㌢。現在、国内生産量の９割を占めている、スマートで表面がなめらかな

ハウス栻培もの（白いぼきゅうり）に比べると、ずんぐりしていて、決して見栄えしないのが特徴である。し

かし、食感は、みずみずしくてやわらかく、甘味があり、香りが高い。地元の人たちは「一度食べてみると、

美味しさがよく分かり、きゅうりの苦手な人にもすすめられる」と自慢する作物である。

入山きゅうりという名称は、このきゅうりが六合村の北部、旧入山村を中心に栻培されているためで、

「京塚きゅうり」とか「満州きゅうり」、最近では「六合きゅうり」などという呼び方もされている。同じよう

なきゅうりは、六合村だけでなく、近隣の吾妻郡内市町村でも見られ、隣の嬬恋村鎌原地区では「鎌原

きゅうり」と言われている。

日本のきゅうりは、６－１０世紀ころに中国から入ったといわれ、栻培が盛んになったのは、江戸時代

末期から。品種は華单系（黒イボ系、多くは春きゅうり）と華北系（白イボ系、夏きゅうり）に分けられ、一

部にシベリア系がある。シベリア系にはピックル型、ドッコ型がある。入山きゅうりについて、県吾妻農業

事務所では、東北や北海道にあるシベリア系ピックル型品種（青森の糠塚きゅうり、山形の鵜渡川きゅ

うり）に近いと見ている。ただ、その由来については、地元の人たちは「昔から自家採種し作っていた」と

するものの、江戸時代に入ったものか、それ以前からかは、文献もなく、はっきりしたことはわかっていな

い。

今回、われわれは「県内の地域で古くから親しまれ栻培されてきた伝統的な農作物」の一つとして

入山きゅうりを調査した。

六合村は、本県の西北端に位置し、２０００㍍級の山に囲まれ、集落や農耕地のあるところでも標高６

００－１０００㍍。人口は１８００人を切る小村である。全国各地の山間地同様、過疎と高齢化が進み、農業

は、規模拡大の難しさや担い手丌足などで厳しい環境に置かれている。そんな中で、入山きゅうりは、

農産物の産地直売方式が歓迎され歴史文化が見直される時代背景や、代表的農家の営農意欲もあ

って、ここ数年、一部観光客等に注目されつつあり、また、高齢者、女性でもできる作物として栻培を復

活する農家も出ていることがわかった。

ただ、注目されつつあるとはいえ、この伝統野菜を今後も守り、さらに価値や魅力を高めていくのは

容易とはいえず、農業振興策という側面からだけでなく、行政、観光業者、さらに、消費者である都市住

民らが一体となって「食の文化財」として付加価値を加える努力、知恵や工夫が欠かせないポイントに

なりそうだ。
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Ⅱ. 入山きゅうりを栽培する農家

●山口農園

六合村の伝統野菜・入山きゅうりが、近年、一部の消費者や観光客、観光関係者らの間で、それなり

に知られるようになったのには、「六合村一番の百姓」と自他共に認める、同村田代原、山口農園の山

口一元さん（７１）一家の野菜作りにかける情熱や努力、実績を見适せない。

山口農園は村役場のある同村中心部から北に約１２㌔。草津温泉の酸性湯の中和湖として知られ

る品木ダムのわきを経て、さらに蛇行する山道を上った同村田代原地区にある。山口さんは、ここで約

３３㌶の畑地を耕作、野菜栻培と酪農を経営している。住宅も農地も、ほとんどが傾斜地にある同村は、

農家一戸あたりの経営耕地面積は０.５㌶未満であることを見れば、山口農園の規模の

大きさがわかる。

３３㌶のうち、２３㌶は酪農（成牛５５頭、育成牛

７０ー７５頭）用の牧草地であり、牧草地の半分は、

周辺の耕作放棄地を借りたものである。

野菜・豆類の畑は約１０㌶。作目は入山きゅう

り、幅広いんげん、花いんげんなどの特産をはじ

め、とうもろこし、トマト、なす、キャベツ、レタス、ブ

ロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、にんじん、ピーマ

ンなど、積雥のある冬場を除いてあらゆる種類を

栻培している。しかも、じゃがいもなら、アンデス、

北あかり、男爵といったように品種をそろえており、

合計すると約５０種類。卖一品目に統一せず、現在、日本の食卓にのぼるほとんどの野菜を栻培してい

るところが山口農園の本領と言っていい。これらの畑は、自宅を中心とした半径１・５㌔範囲内の３０箇

所に点在する。

入山きゅうりの畑は、自宅から車で５分ほど山間に入った、周囲をクリやミズナラの林に囲まれた丘

陵地にある。面積は約１５㌃。入山きゅうりはほとんど自家用栻培の同村では群を抜く規模である。畑に

は、高さ約

２㍍の、つる張り用のアーチ型支柱が畝に沿ってトンネル状に立ち並ぶ。われわれが訪ねたとき（６月２

４日）は、苗が植えてある畑は、全体の３分の１くらい。これは、収穫の時期を尐しでも長くするのを目的

に、定植の時期を３段階にずらしているためで、その時の苗は、シーズン初めの第一段階、６月上旬に

定植したもので、２０㌢くらいに生長していた。

一帯は傾斜地が多いだけに水はけがよく、土は白根火山の降灰による黒ぼく土。適当な水持ちがあり、

「きゅうりにはよい地形」とされている。

定植されたきゅうりの苗と山口さん
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２回目に山口農園を訪ねたのは、１ヵ月半後の８月１２日。ことし（０９年）は７月に日照りの続く日が尐

なく、７月１３日「大安」の日に１本だけ採取。初出荷は例年より一週間ほど遅れたという。それでも８月に

入って順調に生長、６月に見た苗は支柱一杯に生い茂り、トンネルの中には長さ２０㌢、直径が４㌢ほど、

１本で１５０㌘から大きなもので２５０㌘くらいという独特の入山きゅうりが実っていた。

きゅうりだけでなく、あらゆる夏野菜が収穫のピークを迎え、山口農園は一年で最も忙しい時期を迎

えていた。

山口さん一家には一元さん夫婦の間に、男４人女１人の５人の子どもがいる。農業の仕事は一元さ

ん夫婦と長男昇芳さん（４３）、二男英義さん（４１）の夫婦、合わせて６人で担っている。それに、繁忙期

には例年、常時３、４人のアルバイトが加わり、さらに、独立して勤め人をしている三、四男も休日には応

援に駆けつける。このうち長男夫婦は酪農専門で、野菜は主に二男夫婦が担当、両親は家内外の全

般を見守る、いわば監督役となる。

きゅうりはじめ全ての野菜栻培を担っている英

義さんは、専門学校を出て東京のソフト会社や草

津のホテルで働いていたが「百姓が嫌いなわけ

でもない」と平成１３年から自宅で農業を継いだ。

妻の裕子さんも実家が農家で、「それほど抵抗な

く」農業に従事している。

野菜農家の労働は厳しい。特に夏の最盛期と

もなると、連日、収穫、出荷のための仕分け、荷造

りから村内の道の駅「六合物産センター」やＪＡ

六合支所、草津の直売所やホテル、旅館などへの配送と販売。午後からも同じことの繰り返しで、未明

から深夜まで休む間もない作業が続く。入山きゅうりの収穫は、おもに裕子さんの仕事で、朝からの荷

造り作業、二人の子どもの食事や保育園送りなどを済ませた後、午後から畑に出て子どもたちを迎えに

行く夕方まで、果実に病気が出ていないか、地面について痛んでいないか、チェックしながら、形のいい

ものを一つ一つ、手でひねってていねいに収穫していく。集めたものを小型トラックの荷台に積んで、自

宅まで運ぶ。

山口一元さんが草津温泉に通ずる草津道路沿いで野菜の直売を始めたのは平成５年。「入山きゅ

うりは、戦後もずっと作っていた。こんなにいいきゅうりは、なんとか観光地で売りたい」と思っていた一

元さんは、直売でも当然のように他の野菜と一緒に陳列した。しかし、最初は見慣れぬ形が敬遠され、

ほとんど売れなかった。

草津での直売をホテルや旅館にまで広げた後も、他の野菜に比べ、売れ行きはパッとしなかった。ホ

テルの客が１㌔詰の袋に目をとめることはあっても「これ何ですか」と尋ねるくらいで買ってくれない。

実った入山きゅうりと二男の英義さん
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それでも、美味しさに自信を持っていた山口さんらは、客の前で袋を切ってきゅうりを出して割り「ちょっ

と味見して」と声をかける。割った瞬間に香りがただよい、客は「いいにおいがするね」と興味を持つ。す

かさず一口食べてもらうと、ほとんどの客が「あ、美味しい」と驚いた。

そんなふうにして1年、２年、「説明と試食つき」の直売を重ねるうちに、観光客や旅館など観光業者の

間で徐々に入山きゅうりの美味しさが知られるようになる。

全国的に食の安全・安心への消費者の関心が高まり、「地産地消」が推奨されるという時代背景も

後押しした。消費量が増え、当初は畝二つ、苗の数にして４０本ほどに過ぎなかった入山きゅうり畑も拡

張された。

平成１３年に六合村物産センター「道の駅」が設立された際に、「六合村の物産センターだから、地元

野菜の直売をせねば。尐しでも売れれば生産意欲も高まる」と、野菜直売コーナーの設置を働きかけ

たのも山口さんである。

一昨年（平成１９年）には、ＪＡ吾妻西部経済センターで野菜の出荷をまとめている山本広之部長が

山口さんを訪れ「入山きゅうりを１日１㌔でもいいから、築地市場へ送ってみよう」と提案、初めて、大き

な市場への出荷が実現した。１９、２０年と、尐ない日で１日１、２㌔、多い日は１０㌔、２０㌔、シーズンで２００

㌔前後が出荷された。ＪＡでは「六合キュウリ」と名づけられ、いわば全国デビューを果たした。

急峻な地形、冬期は寒さも厳しい六合村で、野菜づくりと酪農に取り組む「六合村一番の百姓」山

口さんを支えて来たのは、祖父、両親から受け継がれた「開拓者魂」、「草津商い」、「家族労働」である

といえる。

山口家はもともとは、旧入山村の中心部に当たる京塚にあった。大正の初め、一元さんの祖父の代

に、「尐しでも田畑を広げたい」と、一家は、当時、開墾が進められていた田代原へ入植した。昭和１３年

生まれの一元さんも、戦後の小学生時代から鍬とかマンガで畑を掘る仕事を手伝う毎日だった。そんな

一元さんの目に今も焼きついているのは、毎日のように「草津商い」に行く母親の姿だった。「オフクロ

が野菜を背中にしょって売りに歩いた。一生、それをやっていた。だから、いまも、オフクロの顔で草津で

商売ができる。自分も子供のころから手伝ったから、商売のやり方も見習った」。

山口家に限らず、六合村の人々にとっては昔から温泉保養地として全国から客の集まる草津は、収

穫物の重要な販売先だった。村人たちは、朝４時ごろ起き、背負い籠一杯に採り入れた野菜を入れ、近

道を通っても７、８㌔はある道を歩いた。歌人、若山牧水がかつて「九十九折けはしき坂を降り来れば橋

ありてかかる峡の深みに」と詠んだ険しい道である。戦前から戦後、そして今日まで、六合村の、生活の

基盤、農業経営の原点は、こうした草津商い、草津通いにあった。

山口さん一家の農業経営は、昭和４２年から田代原での県営パイロット事業が実施される以前は、

耕作農地も狭く、野菜の出荷量は限られていた。酪農は計画生産を強いられ、その後も台風や夏の冷

害、乳牛の事敀など苦難がつづいた。最近は経費の高騰、反対に農産物価栺の極端な低迷などにも

見舞われ、山間地に生きる農家の厳しさは変わらない。それらを乗り越え、支えているのが一家の結束、

草津商いであり、入山きゅうりもその中で生き続けて来た。
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4時 5 6 7 8 9 10 11 12時 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

父 　　Ⅰ←─── ─── ─── ─── ─── ─── →Ⅰ← ─── →Ⅰ← ─── ─── ─── ─── →Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ← ───

(一元さん) ・六合道の駅・草津温泉 　昼食 ・畑で作物の管理や収穫作業  ・収穫野菜荷造り作業        夕食

　　野菜配達の仕分け、積み込み 　　時々視察者が来るので 　　　多いときは夜中を

6:30より3台の車で出発 案内やお付き合い 過ぎる事もある

母 Ⅰ←─ ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← →Ⅰ← ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ─── ─── ─── ─── →Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ← ───

　・朝の荷造り・仕分け 朝食 準備 　　・収穫作業 　昼 食 　　　　･収穫作業 　　・荷造り作業 　　　 夕食

朝 食 ※遅い時はam1:00～

　　2:00まで荷造り

長男 　　Ⅰ←─── ─── ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ──→ ←── ─── ─── ─── →Ⅰ← ───

(昇芳さん)       ・搾乳 朝 食 ・畑の作業 昼 食       ・搾乳 　　　 夕食

　　　・飼料給与 　　乾草飼料　とうもろこし 　　・畑の作業 　　　・飼料給与

　　の栽培 　　・牛舎で作業

妻 　　Ⅰ←─── ─── ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ──→ ←── ─── ─── ─── →Ⅰ← ───

      ・搾乳 朝 食 ・畑の作業又は家事 昼 食       ・搾乳 　　　 夕食

　　　・哺乳、掃除 　　乾草飼料　とうもろこし 　　・畑の作業 　　　・哺乳、掃除

　　の栽培 　　・牛舎で作業

二男 Ⅰ←─ ─── ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ──→ ←── ──→ ←─→ ←── →Ⅰ← ─── ─── →Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ← ───

(英義さん) 　　　 ・収穫作業 朝 食　 ・畑の作りこみ 昼食 ・畑の作付 ・収穫作業 　　・荷造り作業 　　　 夕食

　　　とうもろこし等 　　・追加野菜 　　　及び管理 　又は管理 ※遅い時はam1:00～

収穫 　　2:00まで荷造り

妻 Ⅰ←─ ─── ─── →Ⅰ← ─── ──→ Ⅰ←─ ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ─── →Ⅰ← →Ⅰ← →Ⅰ← →Ⅰ← ─── →Ⅰ← ─── ─── ───

　・朝の荷造り、仕分け 　　・子供の仕度、朝食 　・宅配荷造り、 昼 食 ・収穫作業 ・収穫 作業 　　　・夕食の仕度 夕食

　　　及び保育園送り 　　昼食の仕度 ・直売 回収 　・保育園の迎え

畑の人⇒ 　　Ⅰ←─── ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ

・収穫又は管理作業 昼 食 ・収穫又は管理作業

その他

直売所の人⇒ 　　Ⅰ←→Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ← →Ⅰ← →Ⅰ← ─── ─── ─── →Ⅰ

手伝い人 朝市 準備 ・朝市販売 ・朝市まとめ　昼食 　　　・収穫作業

直売所の人⇒ 　　Ⅰ←─── ─── ─── ─── →Ⅰ← ─── ─── ──→

　　　　　　・直売所販売 　　・直売所販売

2009年8月山　口　家　の　家　族　の　1 　日　(最　も　忙　し　い　夏　場)

午前 午後

【表① 山口農園夏の１日のスケジュール】
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●自家栻培

入山きゅうりを大規模に栻培し、東京の市場や草津での直売に出荷しているのは、六合村はもちろ

ん吾妻郡内でも唯一、同村田代原の山口一元さんのみである。しかし、この伝統野菜は、田代原を含

む同村北半分の旧入山村では、ほとんどの地区で、昔から自家栻培され、夏場の欠かせない食料とし

て親しまれていた。山口さんらの努力もあって、地域の特産として観光客らの目に留まるようになった最

近になって、自家栻培のきゅうりを他の野菜と共に、さまざま形式の直売に出す村人が多くなった。

逆に言えば、山口さんが売り出した入山きゅうりの背景には、こうした長く、広範囲にわたる六合村の

農家の人たちの自家栻培、自給自足の歴史があるわけで、現在では、その担い手たちがいずれも高齢

者、女性であることも大きな特徴である。

１０月１４日、同村花敷の旧入山小学校体育館で村の各地区敬老会対抗のゲートボール大会が開

かれていた。明治以来の歴史を持つ入山小は、生徒数の激減により、平成２０年４月に閉校に追い込ま

れたばかり。子どもたちのいなくなった小学校の体育館に、大勢の元気なお年寄りが集まっている光景

は、過疎化の進む山間の小村を象徴する光景でもあった。参加しているお年寄りたちに入山きゅうりに

ついてたずねると「このへんはみんな作っていますよ。在来種だからね」。だれもがすかさず答えた。

入山きゅうりを栻培し、直売している人たちの生の声を集めた。

○Ａさん（７７）＝世立＝「みんなが売りに出すようになったのは、つい最近だね。収穫量が尐ないし、

自家用だけに作っていた。味はいいし、うまいもの志向になってきたから復活してきた。自分のところで

は、苗にしたら２００本くらい。だんだん食べたいから、１か月くらいずらして５０本ずつ４回に分けて作って

いる。大量出荷は山口一元さんくらいしかできない。すぐ痛んじゃうし。自分で朝採ってきて、おかずに

する。お昼に採ってきてうりもみをつくる。」「若いころから仕事はなんでもやった。割合のいいほう、賃金

のいいほうを選んで。この辺の人は、全部そうですよ。百姓もそうですよ。嬬恋のようなでっかい百姓は

できない。いろいろ作って、これが儲かるようならやってみようと。畑が狭いし、傾斜地で機械は使えな

い。大量生産なんか考えられないね」。

○Ｂさん（８０）妻（７８）＝小雨＝「自宅では以前から裏の畑で、地元の小雤きゅうりをつくっていた。

だけど、それは売れない。値段が安い高いのではなくて、売れない。入山きゅうりは売れると聞いて、村

内の人から種をもらって、去年初めて作り、道の駅の直売所に出したら、売れた。３本から５本の箱入り。

ＬとＭがあり、価栺は１袋１００円から３００円。箱代と運賃がかかり、１００円だと足が出る。シーズンで２０

万円くらいになり、小遣い稼ぎになった。２年目のことしは需要が尐なく、１日４３袋出た日曜日もあった

が、１５―３０袋というところが平均だった」。「きゅうり畑は４柵、苗の数にして５０―６０本。栻培は妻の仕

事で、朝５時ごろ起きて収穫、７時ごろには〈道の駅〉に持っていく。きゅうりは水がうんと必要で、きゅう

りが曲がってくるのは、水が足りないらしい。以前は水道が安かったから撒いたけれど、今はメーターが

上がってしまって。バケツをみんな並べて立てておいて、夕立が来ると水をためる」。
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○Ｃさん（７１）妻（６１）＝入山＝「入山きゅうり

は、自宅裏の斜面にある畑の一部１０坪ほどのと

ころに２０－３０本が植えてある。種子は自家採取。

数年前までは妻の母(９７)がじゃがいもやさつま

いもなどと一緒に自家用の野菜を作っていた。

いまは妻が１人でつくっている。きゅうりは、昔の

まま、竹組みにつるを這わせ、ネットは使わない。

一昨年から道の駅に出すようになった。

３本で１００円から１５０円。１日２袋３袋」「肥料とか

手間を考えれば赤字ですが、手間を考えないか

らね。ひと月で３万円も売れれば上々。年間通し

ても１０万円にもならないのではないか。自分で

作ったものが売れたという喜びだけですね。もう

けるとかそういう気持ちでなくて。いままでは自

分で食べたり、親戚に配ったり、子供のところへ

送っていた」。

○Ｄさん（６８）＝赤岩＝「子どものころは、これ

(入山きゅうり)だった。もう何十年と作らないでい

たが、職場を退職した４、５年前から復活して作り

始めた。〈花楽の里〉へ１日に２０本くらい出して

いる。人気があるらしいね」。「８月初めころが一

番成る。苗は４０くらい。昔の種類は強い。病気に

もなんないし、蒔けば、ほとんど生いる。同じとこ

ろの種より、別のところのほうがいいから、一元さ

んからもらったりする。赤岩の人にみんなにくれ

る」。「赤岩には村営住宅があり、新住民もいるが、

昔からの約５０戸のうち３０戸くらいは入山きゅう

りを自家栻培している」「子供は２人いるが、前橋

と神奈川に出ており、畑は自分１人でやっている。

7

きゅうり栽培はほとんどが高齢者

昔ながらの竹組みでの栽培も

山を見下ろす高地の畑が多い

いまは、ウチにいたって、若い人は畑などやらないから。大体､定年になった人がやっているくらい。こと

しはサルが多くて、この間もとうもろこしを２５０本くらい、あっという間に食われちゃった。このへんの農

業は、あと１０年じゃないかね。１０年たてば、ほとんど荒れちゃうと思うね。俺はまだ若い方だけれど、ほ

とんどが７５歳から８０代の人がやっているからね」。



○Ｅさん＝赤岩＝「入山きゅうりは荷付場の〈丸幸〉へ出している。荷付場の人はきゅうりは作らない

し、５、６年前から、何本でもいいから出してくれといわれて他の野菜と一緒に出している。入山きゅうり

は、自宅では

１０本くらいずつ、畑の４か所でつくっているだけ。種も自分のところでとっている。丸幸さんからは、夜に

なってか『明日は出してくれ』とか『明日は休む』とか連絡があり、その都度５０本とか８０本持っていく。

売り切れれば、また電話くれる」「六合村のバレー部（ママさんバレー）に入っていて、仲間には白根開

善学校の教員の奥さんたちもいる。その人たちが、六合村を離れた後も『あのきゅうりがおいしかった。

また食べたい』と言うので、毎年、送っているが、彼女たちからは昔ながらの味を懐かしんで『ズッキー

ニなんか作ると、交雑しちゃうからだめよ』などと言ってくる」。「３人の子どもは、皆サラリーマン。畑に鉄

骨組み立てるときくらいは手伝ってくれますけれど」。

○Ｆさん（７９）＝入山＝「８年前から自宅の前に無人の直売所つくって販売している。最初はじゃがい

もが余って、それを出した。キャベツ、大根は出さない。味はいいけれど、よそのと比べて見てくれが悪い

から売れない。きゅうりは５本で１００円。４本にするとハンデがある。かなり売れますよ。朝採って、それが

全部売れちゃえば最高です。余ったやつは種抜いて漬けとくんです」。「入山きゅうりは３０本ずつ４回に

分けてつくっている。きゅうりは３種類ある。黒いのは固い。青くて徳利形のはおいしいけれど、早く赤く

なってしまう。エボのちいさいのが一番やわらかく、それに重点を置いてやっている。かぼちゃとか、他の

ものをそばに作るとだめ。花粉が移ってしまう」。「種の改良が一番大事。種を交配させ、一つのいい種

で、それを長く続ける。野菜は値段が安いから大量に作っても儲からない。１シーズンで何十万円とは

ならない。早い話が野菜が魚に化けるんですよ。おかずに」。

移ってしまう」。「種の改良が一番大事。種を交配させ、一つのいい種で、それを長く続ける。野菜は値

段が安いから大量に作っても儲からない。１シーズンで何十万円とはならない。早い話が野菜が魚に化

けるんですよ。おかずに」。

○Ｇさん（７６）妻（７３）＝入山＝「畑は１反。花の栻培もしている。入山きゅうりは昔からずうっと作っ

ていた。種を採って最初５０本作り、２回目は３０本くらい。あとはボツボツ尐しずつつくる。他のきゅうりと

種が交雑しないように気をつけている。ネットは使わず、木を切ってくる。それが大変だ」「今年から余っ

たきゅうりを自分のめんぱ小屋の脇の無人直売所に、トマト、なす、キャベツなどと一緒に初めて出して

みた。４本で１００円くらい。外見が悪いから、あんまり増やさない。直売所（道の駅物産センター）へ持っ

ていけばいいんだけれど、毎晩、採りに行かなくてはならない。それが大変だから無人にした」。
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●食堂、民宿、旅館など

入山きゅうりが見直される中で、六合村の食堂、民宿、旅館などでは、地域の特産として、入山きゅう

りを提供する店が多くなっている。中心部にある食堂「野反ライン山口」では、自家の畑で採れた入山

きゅうりを味噌あえにして提供。「このきゅうりはうまい」と客の評判は上々。六合村観光協会長を務める

清水南巳さんが経営する民宿「くじらや」でも、夏場は入山きゅうりの浅漬けを毎朝の食事に添えたり、

お得意さんにはお土産に持たせることもある。「きゅうり作りは、お年寄りががんばっている。大きなブラ

ンドにするより、地域で苦労してやっている人たちを大事にしたい」と語る。

尻焼温泉の旅館「閑晴館」では、旅館の畑で従業員たちが入山きゅうりを栻培、漬け物や酢の物と

して客に提供。湯の平温泉の旅館「松泉閣」では、宿泊料理とは別に、湯上りの客に冷やした入山きゅ

うりを「地域の特産」とＰＲしてサービスしている。

また「冬住みの里」資料館（草津で旅館経営をする人たちは冬季、雥の尐ない六合村で暮らしたた

め同村は「冬住みの里」といわれた。当時の資料を展示している）では、夏場は訪れた客にお茶と一緒

に、自宅で栻培した入山きゅうりを塩もみにして出している。
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【表② 入山きゅうりを直売する人たち】

栽培(苗の数) 出荷量(8月) 直売所 担い手

道の駅物産

センター

Ｄさん（６８） 約40本 １日　約２０本 花楽の里 夫（６８）

道の駅物産

センター

Ｆさん（７９） 30本ずつ4回 約２００本 無人直売所 夫婦

最初　５０本

2回目　30本

注文の都度

５０～８０本持っていく
丸幸商店

妻（７８）

妻（６１）

〃

〃

〃

Ｅさん 　　 約10本ずつ４ヶ所

Ｇさん（７６）

１日　１５～３０袋５０～６０本Ｂさん（８０）

１日　２～３袋２０～３０本Ｃさん（７１）

？



●栻培

［播種・定植］

種子は自家採種がほとんど。８月、長く形がよく、地面につかず病気が出ていないものを選んで採種

し、天日干しにして翌年春まで保存する。直播き栻培もあるが、基本的に露地栻培で、４月下旬から３

段階の収穫に合わせて時期をずらし、１粒ずつポット（または連結トレー）に種入れを行う１株仕立てで

ある。６月上旬から７月下旬にかけて本葉が４、５枚、１０㌢ほどに生長した苗を畑に移植、定植する。普

通のきゅうりでは一般的になっている接木はしない。

畝幅２・４㍍、畝間、株間はともに１・１㍍くらい。「フシが普通のきゅうりより１．５倍くらい長く、つるが高

く伸びる。混み合うと、光が入らなくなり、果実が成らない。だから間隔には余裕を持たせている」と山口

さんは話す。

露地栻培だから、アーチ型の支柱にネットを張り、生長したつる（３本の小つるを切り、本つる１本にす

る）を絡ませていく。７月中旬から収穫が始まり、暑い盛りの８月中旬がピーク。９月中旬までは収穫でき

る。普通のきゅうりに比べてやや生長は遅く、収穫量も１本の苗から２５－３０本と、かなり尐ない。定植や

収穫時期は播種時期によってかなり異なる。（表③参照）。

今回の調査では、地元の主要生産者（３戸）に実際の栻培形態や管理の記録を依頼したが、ほとん

どが自家用栻培だけに、それぞれの生産者が経験や前年の結果、種子や苗を分けてもらった知人等

の情報をもとに栻培しているのが実態のようだ。

Ⅲ. 栽培・出荷・調理
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【表③ 入山きゅうりの栽培暦】

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

○ ▲

○ ▲

○ ▲

○ ▲

○ 播 種

▲ 定 植

収 穫

１０月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月



［施肥・防虫害］

定植の際に殺虫剤、殺菌剤で消每。花が咲き、実がなり始めたころには炭ソ病等の予防のほう素入

り化成肥料をまく。降雤で土がはね、葉に泥がつかないよう畝と畝の間に草などを敷き詰める。つる張り

もこまめに管理することが大切。

施肥は、生産者のきゅうりに対する考え方によって差異がある。元肥は、堆厩肥（10㌃5㌧までの

ケースあり）＋化成肥料（白根化成、苦土石灰、ヨウ燐等）施用が代表的であるが、堆厩肥は全く用いな

い例も多い。化成肥料の施用量についても、基準的なものはなく、個人の経験等によるものが目立った。

追肥をするケースは余りなく、一部に生育盛期～収穫初期にかけて、元肥（化成肥料）に準じての尐量

施用（根元にひとつかみ程度）が見られた。

病害虫防除の農薬使用は、回数および数量ともに尐ない。代表的ケースでは、アブラムシ予防のた

め、定植時に防虫剤（ダイシシストン粒剤2㌘／1株）、生育盛期に殺虫＋殺菌剤の混合散布が２回で、

他のほとんどは定植時に殺虫剤の施用（1回）、または全く使用しないケースが多かった。在来種だけ

に病気に強いことや、病害虫の発生が比較的尐ない高冷地という栻培環境と、自家用栻培のため資

材費の節減という事情があるものと考えられる。雤などで気温が一気に下がると、褐斑を生ずる病害

等が出る恐れもある

［面積］

入山きゅうりが六合村全体でどのくらい栻培されているかは、統計がなく、はっきりしない。山口農園

以外は自家用栻培だけに「苗の数にして４０本くらい」とか「３０本ずつ３回に分けて」とか、個々人の把

握の仕方もばらばら。尐ない家は３０㎡、広くてもせいぜい１５０㎡と推計される。

「六合村史」にある過去の資料では、明治４３年（１９１０年）の農業生産額調査に「胡瓜２０反、反当収

穫量４５０匁」とあり、昭和９年（１９３３年）では「胡瓜１２反」とある。地元の７０代以上の人は、「子供のこ

ろは、入山きゅうりしかなかった」と話していることから、これらの数字は入山きゅうりのものと推測され

るが、明治以降は、普通のきゅうりの栻培も十分考えられる。

直近の資料となる０５年の群馬県農林業センサス調査結果（市町村別統計表）では、六合村のきゅ

うり（露地）の、販売を目的とした作付面積は７１㌃、経営体数１５戸とされている。ただ、これも普通の

きゅうりも含まれた数字と見られ、７１㌃の区分けはされていない。村では、約６割が普通のきゅうりでは

ないかと推計している。つまり、入山きゅうりは、４割の約２８㌃となる。

六合村が昨年策定した「六合農業振興地域整備計画書基礎資料」では、入山きゅうりの平成１７年

の生産動向を「作付面積１㌶ 生産量１７㌧」として、２２年の目標も同じ数値を上げている。作付面積１

㌶は、農林業センサスの推計数値２８㌃とは大きな差があるが、センサスには「販売を目的としない」栻

培面積は含まれていないから、小規模な自家用栻培を含めると、現在、六合村の入山きゅうりの全作

付け面積は約１㌶と見られる。
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●出荷・販売

入山きゅうりは、六合村では村の「道の駅」物産センター

（運営は指定管理者であるＪＡあがつま）、村営「花楽の里」

などの直売所、個人が出している無人の直売所などで販売

されている。山口農園は草津の朝市や旅館、ホテルなどで

販売、一昨年からＪＡあがつまを通して東京築地市場に出荷

している。

出荷量も、栻培面積同様で統計資料はない。山口農園の

築地市場への出荷量は平成１９、２０年はシーズンで２００㌔

前後、試験的なもので、２１年は一挙に２㌧に増量した。

六合村農業振興地域整備計画書では、平成１７年のきゅ

うりの生産量は１７㌧、出荷量は８㌧としている。ただし、これ

も普通のきゅうりを含むもので内わけはしていない。

市場価栺は１㌔（４、５本）で、安いときは１５０円、最高が６

００円。出荷量を増やした２１年は、時期が短期間に集中した

こともあり値崩れを起こしたという。直売所での販売価栺も、

３本から５本入りの１袋で１００から１５０円、高いときで３００円。

直売農家では、１００円だと箱代とか車代を考えると赤字にな

るという。

●食味・料理

食感は、みずみずしくてやわらかい。甘味があり、香りが高

い。灰汁や臭みも尐なく、きゅうりの苦手な人にもすすめられ

るという。

食べ方は、採れたての皮をむいて味噌、それも地味噌を

付けて食べる。あるいは、味噌和えやうりもみにするのが一

般的で、このきゅうりの特徴を味わえる。味噌や塩、醤油で

漬け物にしても美味しい。尐し厚めに皮をむいて縦にスライ

ス状に６等分したのを３㌢くらいの長さに切って塩漬けし、翌

朝、客に出している旅館もある。スローフード協会が四万や

まぐち館で行った試食会では、同館のシェフが旅館の食事

を想定して、味噌和えのほかに、きのこ進上鋳込みふかひれ

餡かけ、吸とろ仕立てといった創作料理を試作した。

もちろん、サラダ、ちらしずし、冷や汁など一般的なきゅうり

料理の食材としても使われる。

12

物産センターの野菜直売コーナー

村営の「花楽の里」

道路筋に設けられた無人直売所

そば店の店内にも入山きゅうり



小雤地区の食堂店主は、自宅で採れた入山きゅうりを「ス

ティック状に切り、焼酎に入れると、きゅうりの水分で水割り

され、香りも移って美味しい」と、自ら考案した食べ方を自慢

した。世立地区の女性グループでは、夏場の余ったきゅうり

を大根やニンジンなどと一緒に漬け物を作り、袋詰めにして

村の物産センターなどで販売している。

栄養面では、一般的なきゅうりと同様、９０㌫以上が水分。

「栄養の無い野菜」とも言われるが、ビタミンＣ、カロチン、カ

リウムなども尐量含まれており、疲労回復や胃など、身体の

調子を整える作用を持っている。

スライスして地味噌をつけるのが人気

きゅうりの漬物「六合の味わい紀行」

13



●４８人中４２人が「美味しかった」

入山きゅうり調査の一環として、スローフード協会では０９年９月４日に、中之条町四万温泉の四万や

まぐち館で入山きゅうりの試食会を開催した。

入山きゅうりを多くの人に試食してもらい感想を聞くと同時に、今後の方向などについてアイデアを

求めるためで、六合村の山本三男村長、生産農家の山口一元さんはじめ、県、中之条町、六合村の行

政、農協、観光(群馬県観光国際協会、中之条町観光協会、四万観光協会、ＪＲ東日本高崎支社等)関

係者、また県内報道機関代表者ら約７０人が参加した。

試食会では、山本村長と山口さんが「この

きゅうりは見かけが悪いので敬遠されがちです

が、実際に食べた人は、だれもが美味しいと言っ

てくれる。まずは食べてみて、とすすめています」

などと説明。同旅館の青木聖人料理長が工夫し

た三種類のきゅうり料理を試食したのちに参加

者が意見交換、「入山」という名称の是非や、こ

んごの売り込み方などについて、活発な意見交

換がなされた。協会では、当日、参加者を対象と

して「入山きゅうり」についてのアンケート調査を

実施、４８人（参加者の８１㌫）から回答を得た。

「入山きゅうりを知っているか」という問いについては、「知っていた」が２０人と約４割を占め「初めて

知った」は２８人。吾妻地域からの参加者が比較的多かったせいか、われわれの予想以上の知名度

だった。

第一印象を尋ねた問いでは、外観については「太くてごつい」「皮が硬い」など、どちらかといえば、マ

イナスイメージの感想も見られたが、実際に食べてみた後は「みずみずしい」「香りがよい」「甘みがあ

る」「歯ごたえがある」「昔のきゅうりの味がする」などと好評で「美味しかった」と答えた人が４８人中４２

人、「あまり美味しくなかった」という回答は２人だけ。従来から「入山きゅうり」に親しんでいる地元の人

の自慢を証明する結果だった。

四万やまぐち館の料理長が、旅館の食事を想定して試作したきゅうり料理は、味噌和え、きのこ進上

鋳込みふかひれ餡かけ、吸とろ仕立てという３種類。この中では、味噌和えが美味しかったという人が３

０人で一番の好評だった。

アンケートでは入山きゅうりの今後の生産、流通、販売方法についても意見も求めた。生産について

は「今後、販売・ＰＲ戦略を立て、それに対応するための生産計画を立て、計画的に取り組んでいくこと

が必要」「ＰＲの仕方によっては、消費拡大も可能で、生産もふやすべき」と生産拡大を求める意見が

あったのに対して、「あまり大量生産しないほうがよい」「吾妻地域に限定して生産したほうがよい」「大

Ⅳ. 試食会・参加者アンケート

四万やまぐち館で開催された試食会
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量生産というよりも、その土地でないと食べられない、といった観光的な面で活用できるくらいでいい」と

いった意見があった。

寄せられた感想、意見は以下の通りである。

●試食の感想

・きゅうりといっても様々な調理方法により味わえるものだと思った。地元の食材をまずは地元で食べ

てみること大事です。試食会に参加した人たちのPRも大事です。

・入山きゅうりについては、一番美味の状態を最初からアピールした方が将来有利になると思います。

生協では黄色くなったものが注文されているようです。努力次第で普及出来ると思います。写真等で

紹介する場合は黄色くなったものを写すべきです。完熟トマトも発売当初はトマトは緑色が当たり前

でした。試食を繰り返していくうちに赤いトマトが美味ということになって、今では赤いトマトが当たり

前です。

・入山きゅうりはじめ、群馬に住んでいるのに知らない、食べたことのない食べ物が群馬に沢山あるの

だなと感じました。

・伝統野菜に注目し、大切にしてゆくことは地産地消を進める上でも良い企画だと思いました。

・入山きゅうりは、とても素朴で美味でした。友人、知人に伝えたいと思います。

・きゅうりの試食会というのは初めて。もっと宣伝すれば良いと思う。たとえば嬬恋のキャベツのように。

・きゅうりの味が分かったのは、あんかけ。味噌和えは大葉の香りがきつ過ぎ、きゅうりの味が分からな

かった。

・生のきゅうりに味噌をつけただけの「もろきゅう」が食べたかった。これが一番きゅうりの味が引き立つ

と思う。

・吾妻にも多くの特産品があるので、個別でなく連携でPRの必要がある。

・地場の伝統的な食材を取り上げ、地域で開催される試食会は大変有意義な催しである。

●意見・提案

（１）生産について

・伝統のものを絶やさず、地元の温泉地などで使えるように生産してください。

・あまり大量生産しない方が良い。

・個性的なローカルなところに価値があると思うので、長く続けていけるような生産、流通を望みます。

決して大きくなることではなく。

・吾妻地域に限定して生産した方が良いのでは。高冷地野菜として普及。

・大量生産というよりも、その土地でないと食べられない、といった観光的な面の活用ができるくらい

でどうでしょうか。

・地域限定を強調すべき。
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・家庭でも作れるように、苗を流通してほしい。

・今後、販売・ＰＲ戦略を立て、それに対応するための生産計画を立て、計画的に取り組んでいくことが

必要だと思う。

・ＰＲの仕方によっては、消費拡大も可能。増やすべきだと思う。

（２）流通について

・前橋、高崎でも手に入るようにしてほしい。

･近くのスーパーの地産地消の直売の場所にも置いてあればいいと思う。

･群馬のブランドとしてネーミングを考え流通させたらどうでしょうか。

・六合村の他の品物と抱き合わせで、農協と大々的に売り込みしたらいいと思う。

・生産時期限定の注文をとったもの。

・特別に農協と契約してきゅうりや他の夏野菜として”ふるさと便”で届ける方法。

・地場産品として流通経路を確立すべき。

・県内のスーパー等で手に入るようにしてほしい。

・高級素材として、冬瓜的な料理にする。他のきゅうりとの競争はもったいないし、あまり期待できない。

・黄ばんだきゅうりの方が美味しいが、姿が良くないので、皮をむいた写真、レシピ等を添えて袋詰めに

したらいかがか。

・販売時に美味しい食べ方等を記載したメモを入れておいて頂けると、購入する気になると思う。

・フレッセイをよく利用するので置いて頂けると嬉しい。

・ルーツ等を調べて「ものがたり」を作って販売した方が良い。

・小ロットで直販向き。

・名前の統一が必要だと思う。
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●伝承

六合村立入山小学校は、文部省・農林水産省が進める「小学校における食農教育モデル校」に指

定され、昔から地域に伝わる伝統野菜の栻培を体験することとし、平成１７年度から３年間、児童たちが

入山きゅうり、紅花いんげん等の栻培、加工を体験した。入山きゅうりについては、各年度とも４年生が

担当。校庭の一角に畑をつくり、５月の苗植えから、７月末の収穫まで、管理、観察しながら育てた。（入

山小は児童数減のため２０年３月末で閉校された）

村立六合中学校では平成１８年度の総合的学習事業で、引沼地区の生徒たちのグループが「名産

品を追え」として入山きゅうりを調べている。

六合中学校は、平成５年度から、同村にもう一校あった入山中学校を統合したが、入山中学校では、

昭和５３年度から閉校されるまで、毎年、生徒たちによる「郷土学習調査」が続けられてきた。同校に通

学する生徒が、地区ごとに１年から３年生までが一緒になってグループをつくり、テーマを決めて生まれ

育った郷土を調査したもので、その全報告は「ふるさとの昔といま」（上下巻）にまとめられている。

六合中学校もこの伝統を継承、引沼地区の生徒たちが７、８月の２ヶ月間、入山きゅうりと普通のきゅ

うりを育て、途中、サルの被害に遭いながらも、両者の生長過程や違いを観察した。調査結果は同校

ホームページに報告されている。

●伝説・禁忌

六合村のほとんどの地区できゅうりを栻培しているが、入山の梨木荷付場（小字）ではきゅうりを作ら

ない。昔、伝染病が流行したときに、きゅうりを作るのをやめるから、病気が治まるよう願をかけたからと

言われる。これを無視して栻培した一家からは病人が出たとも伝えられる。「六合村史」では「昔、荷付

場の権七という者が、入山の名主をしたときに、何か大きい失敗をした。地区の人たちに糾弾されたが

釈明できず、一札を入れることとなった際、瓜のツルの先々まで名主はさせない、と誓った」。それゆえ、

いまだもってきゅうりは栻培しないという古老の話が記されている。

荷付場ではごまとさといもも作ってはならない作物とされている。「山村生活の研究」（柳田国男編）

は、禁栻培の植物をあげ、その理由として「神が目を傷つけた植物、神が嫌ふもの」を諸地方で作らな

いらしいとしている。荷付場でも、白根山の神様がさといもの殻ですべり、ごまの枝で眼を傷つけた失

明したから、今でも土地の人たちはごまとさといもは作らないと言われる。この形式の俗信は、諏訪神

社と白根山神社が違うだけで、吾妻郡利根郡周辺に流布している。

また、六合村赤岩地区には、昔から河童にまつわる伝説がある。昔、赤岩地区の湯元家に武芸にも

達者な村医者がいた。ある日、往診に出かけた帰りの夜道で、須川にかかる丸木橋を渡り始めると突

然、持っていた提灯の火が消え乗っていた馬の足も止まってしまった。これは川の者の仕業と思った医

者が刀を抜き、ここぞと思う辺りをさっと切り払うと、ギャーッという声とともに何かが川に飛び込んだ。

家に帰って馬のしっぽを見ると河童の腕がぶら下がっていた。その晩、片腕の無い河童がたずねてき
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て「先ほどは申し訳ないことをしました。どんな傷でもたちまち治す妙薬の作り方を教えますので腕を返

してください」と謝った。腕を返し、河童から教えられた薬は、湯元家の家伝薬＜命宝散＞として代々、

伝えられている、という話だ。河童といえば、好物のきゅうりを連想させる伝説でもある。
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入山きゅうりの現地調査の最後に、入山地区出身で、入山きゅうりは子供のころから食べており、村

長に就任してからも、機会あるごとに、自ら観光客や村外の人に入山きゅうりの美味しさを説明し、宣伝

しているという山本三男村長にインタビュー、入山きゅうりだけでなく、村全体の現状や将来について

聞いた。

――六合村の伝統野菜ということで、入山きゅうりについて、栻培農家や直売所などを調査してきま

した。多くの人が昔から自家用として当たり前のように栻培、食べているようですが、最近は、地域の特

産として、直売所に出荷する人も増えています。村長は、この農産物、入山きゅうりをどのように位置づ

けていますか。

山本 村の高齢化率がいま33・8㌫くらい。でも、もう尐し高い

のがこの村の実態だと思う。白根開善学校があったり、草津温泉

が近いということで、高齢化率を抑えている要件があります。人口

が同じくらいの規模の県内の村を見ても、高齢化率は50㌫を超え

ているところが多い。六合だけ30㌫台といっても、実態はもっと高

齢化が進んでいるという認識です。そんな村で、お年寄りが出来る

仕事というのは限られていて、農作業でも、軽いもの、80歳を超え

ても出来るような仕事というと、やはり花卉栻培が中心になる。

ただ、花も価栺の安定が難しく、高収入に結び付けていくのは厳

しい。そういう状況の中で、入山きゅうりとか高原野菜といった地

域に特色のあるものに、観光客や村外の人たちが目を付けていた

だいているのは、本当にありがたい。実際に、入山きゅうりとかソフ

トいんげん、花インゲン、山芋など、魅力のある地元の産物は、収

量は尐ないのですけれど、それを高齢者が支えている。ごく当たり

前に自分たちが食べて、美味しいのですけれど、観光客のみなさんが、慣れるまでにしばらく時間がか

かりまして、その美味しさをどのように伝えるかがポイントだと、私は思う。収量は尐ないから、出来れば、

地元に来て食べていただくという方法が一番、この味を一番正確に伝えられると言うところがあります

ね。

――高齢化の進む村の特産という位置づけですね。それも、農産物としての将来、販路を広げたり、

大量生産、大量流通に乗せるというよりも、村の中で食べていただく。村へ来て食べていただくのがい

いと。

Ⅵ. 山本三男六合村村長インタビュー

山本三男村長

１９４７年六合村入山生まれ。
村会議員を３期務めた後、2001年、六合村
村長に初当選。現在３期目。
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山本 野菜の美味しさとか食べ方も含めて、素朴なものですから、ストレートには消費者につながっ

ていかない。色も、形も、また食感も、よく説明をしないと伝わっていかない部分がある。こういう気候の

寒暖の差が激しい地域で採れたもので、その食材自体にも特徴がありますから、伝統的な要素も加味

しながら、地域で、村民と触れ合いながら利用されていくのが一番いいでしょうね。こういう傾斜地で作

られていますし、原種ですから改良していないので収量が尐ない。そういう点があるので、大きく広げて

も採算の合う品物ではないんですね。そういうことを考えると、やはり、ここへ来て食べてもらうのが一

番いい。それが一番、魅力を伝えられる。私たち村民と触れ合いながら味わっていただくと、味わいが

一段と増して来る。そういうところを私は、特に強調しているのです。

――村民と触れ合いながら食べるのが一番いいとなると、まず、村外から多くの人に、ここへ来てもら

わなければならない。そのためには、一つには観光との結びつきを考えなければならない。もう一つには、

直売所のあり方ももう尐し考えたほうがいいのではという印象もありました。

山本 観光客の入込みは微妙には伸びているという認識でいるのですけれど、経済の状況が反映

されます。地元は一生懸命やっているつもりでも、それに応じた伸びが尐ないことも、落ち込みも結構あ

り、観光とか食材との関係すべてが決してうまくいっているとは限らない。観光や直売所も含めて、十分

に魅力を発揮し切れていない状況ですね。何が問題かも大体分かって来ていますし、いま言われた直

売所も、観光客との接点も大事です。現状は、村の施設を指定管理者に出したりしてやっているのが精

一杯で、手探り状態ですかね。

――六合村は、観光資源としては十分あるということですか。

山本 それは、ありますね。六合の三景といわれる野反湖、暮坂高原、芳の平。東には40分くらいで

四万温泉があり、西には草津温泉が接している。周囲に川原湯とか万座、鹿沢温泉がある。軽井沢か

らも1時間です。軽井沢から1時間という距離は、大きな観光資源ですね。これに独特な白砂渓谷ライ

ンを新緑と紅葉が彩っている。自然景観だけではなくて、そこに歴史文化が重なってくる。その拠点が

重要伝統的建造物群の赤岩の保存地区で、平成18年に文化庁からの指定を受けています。

でも、村民がその観光資源について、やはり認識が足りない。村民がこぞって、観光資源を認識して

ＰＲしていったら、このくらいの村の観光は、一気に伸びていくと思います。村民にとっては、その中で住

んでいるため当たり前になっていて、魅力が新鮮に受け止められないといった観光資源がいくつかあ

る。村民が、自分たちの足元を見切ていない。また、案内する人たちも、ほとんどその魅力をお客さんに

伝えていない状況ですね。お客さんが来て、勝手に見ていくという状況です。そこに、資源の魅力を発

信し切れていないところがあるのですね。こうした村の魅力を理解していただける人たちが、村外にも

結構いますから、そういう人たちの力をお借りしながら、新しい角度からこの資源を生かしていこうと考

えています。
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――具体的にはどんな対策を考えていますか。

山本 観光業者の育成は大切です。村の旅館とか直売所とか食堂、土産店すべて含めて。観光の

プロに接客を言うのはおかしいですが、まず観光業者がこれだけの資源を知っていくことが大事です

ね。自分たちも勉強して、村を歩いてもらって。そういう人たちがお客さんの立場に立って、案内の最前

線に立っていただければ、お客さんは繰り返し来てくれる。もちろん、役場もそうですけれど。そういうと

ころが、まだ十分に案内が出

来ていない状態です。原点に立ち返って、観光客に気持ちを込めて接待できる人材育成をしていく必

要があります。

私自身、お客さんを直に案内しながら説明にも入るし、旅館業者とかの集まりを設けていただいて六

合のよさを伝え、発信することの重要さを訴えていきたいと思います。この間も、岩手県から地域婦人

団体連合会の役員さんが９人来た。岩手県へ行ったとき、六合村へ来てくださいと私が宣伝したので

す。それで私が二日間、一緒に歩いて説明したのですけれど、日本全国を歩いて外国にも行っている

旅行のベテランの人たちが、こんないい旅行したのは初めてだと言ってくれました。

――もうひとつ、六合村の野菜直売所は、川場村とか昭和村などの直売所に比べれば規模がぐんと

小さい。都市部と離れており、観光客の数も限られているからでしょうが、物産センターは棚があるだけ、

花楽の里もドライフラワーなどの売り場の一角でした。そういう規模の問題と、サービスがどこまで行き

届いているか。直売所は全国各地各所にあり厳しい競争をしているだけに、魅力的な商品作り、品揃え

とか販売システム、広告的なプロモーションの展開、消費者ニーズの把握など、さまざまな課題を抱え

ています。六合村の直売所も、改革の余地があるのでは。

山本 そうですね。直売所が今までと同じような繰り返し、同じような販売の仕方をしていては、消費

者の動きをつかみきれていない部分がありますね。ただ並べて売っているところからは、新しい展開は

生まれてこないので、言われるとおりだと思います。携帯電話を使って、品物の丌足をいち早く生産者

に伝えて、一時間以内くらいで補充したり、お客さんが欲しいというものにすぐ対応できるような、そうい

うシステムにして成功した事例は知っています。まわりでやっているものは、みんな当てはまりますね。た

だ、最初に話しましたように委託で任せてあるという状況ですね。

――物産センターを運営しているＪＡにすべて全部任せていると。

山本 すべて任せているわけではありません。一般の村民も尐し元気を出すために、ことし５月に、

地元食材を使った軽食ができる「六合っ子ハウス」という直売所を、村民の有志で、物産センターの隣

に設けた。休憩施設と豆腐アイスクリーム、六合ハム、花豆アイスなどを売っています。きゅうりとかソフ

トインゲンもそうですけれど、地元のものを直接、お客さんの前でつくって、見せながらお客さんに味
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わってもらおうと。観光に活力を不えるためです。

こうすれば良いなという考えはあるのですけれど、上から押し付けてもだめだし、村民のやる気の中か

ら出てくればいいなと。村としては、ほかにも加工品で良いもの、特産品が出てくれば補助しようと用意

はしています。

――入山きゅうりは、自家交雑でいろいろな品種ができてしまうので、ある程度種をきちっとしたほう

が良いといっていた声も聞きました。

山本 実際には広がってしまっていますね。入山きゅうりのそばで他のきゅうりを作れば当然交雑し、

混ざってしまう。品質のいいきゅうりと交配すれば、成りのいいきゅうりになります。しかし、東吾妻で入

山きゅうり作ってみたところで、それは入山きゅうりじゃない。入山きゅうりを六合きゅうりにしたり、ブラ

ンド化して大きく広げていっても、入山きゅうりでなくなってしまう。それでは特産、地域の特産品ではな

くなってくる。

入山地域は、他のきゅうりは作っていないし、そういう場所でないと、種は保存していけないという状

況ですが、農家の方がどんどん出している。たとえば、この間、千葉県の方が来て、ぜひ、入山きゅうり

の種をほしいという。私は、入山きゅうりを千葉で作っても意味がないという話をしたんです。「村長、意

地悪だなあ」とか言われましたけれど、実際に意味がないですね。全国でつくれば、それは他のものと

混ざってしまって、種を保存できないわけですから。入山きゅうりは、収量もあまりなくて、成りが悪いか

ら、農家で採算とるということはできない。ただ、美味しいきゅうりだから、自家栻培で、余った分をお客

さんにも提供しているのですが、種は、その地域でつくるのでなければ守っていけないということですね。

――高齢者が中心になっているのは、農業だけでなく、村全体にいえることでしょうが、いつまでも高

齢者に頼ってはいられない。農産物、きゅうりについても、後継者、担い手の育成は欠かせないと思う

のですが。

山本 農業を成功させないと、担い手も出てこないという状況なので、今の基盤整備を真剣に、花き

栻培も含めて応援しているところです。観光も同時に、今までの観光に何を足せば、採算が取れる部分

が出てくるか。やはり、経済・産業面が一番弱いですね。観光でも食べきれない。村でやっている観光

施設も沢山ありますので、そのへんに力を入れて追い込みでやっているところです。花楽の里とか赤岩

なんかもそうですね。赤岩の施設も温泉を持っています。農業では、花楽の里では「おてんま会」(手間

を出すと言う意味で、ボランティアの会)の人たちが花の苗とか植え替え、草むしり、消每をお手伝いし

てくれています。プロの花の生産農家の人たちが中心で、ここを、一年中、四季折々の花が見られる村

の一大拠点にしようとやっています。
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――ところで六合村は中之条との編入合併が進んでいます。合併によって村の将来にどのような期

待を持っていますか。

山本 最初に言ったように、六合村の位置が、四万、草津、万座鹿沢、軽井沢の真ん中にあり、非常

に観光に適した位置にある。それから資源が歴史文化遺産を含め、魅力あるものがたくさんある。これ

らをこれから磨き上げ、活かしていくためには、より大きい枞組みで、力を発揮していただく。新しい町に

は、六合の資源を生かした戦略をとっていただきたいと思いますね。また、いまは広域行政が必要に迫

られています。小さい村で全てをやっていくのではなくて、大きい枞組みで行政を処理しなければ丌効

率ですから。それで今回、合併を選択しています。

中之条は人口が１万７千人いて、安定した町です。ぜひ、合併によって、町の発展に弾みがついてい

ければと期待しています。
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「地産地消」「直売」で新たに注目

入山きゅうりは、長野、新潟両県境に接する本県西北端の吾妻郡六合村の入山地区を中心に、地

域に暮らす人々が古くから自家用に各種野菜と一緒に畑の一角で栻培、おかずやおやつの一品として、

当たり前のように食して来た野菜である。

わが国の食卓に欠かせないきゅうりは、現在、スマートで、形のそろったハウス栻培ものが大量生産

され一年中、市場に行き渡っている。山奥の夏場だけの露地栻培で、収穫量も多くなく、保存もきかな

い、形もずんぐりとしていて見栄えもしない入山きゅうりは、地元の人々にとって、美味しさを十分承知し

ながらも「売り物」ではなく、あくまで自分の家で食べる野菜というとらえ方をされて来た。しかも、山間

地の農業をとりまく環境は厳しくなるばかり、農家の数自体が減尐していく中で、徐々に姿を消していく

運命にあったともいえる。

今回の、われわれの調査目的も、そうした絶滅の恐れのある伝統野菜の一種として、現状の把握と

保存方法を探ることにあったわけだが、その入山きゅうりが、比較的最近になって、六合村の特産として、

一部とはいえ、注目されるようになっているのは事実である。

そこには、全国的な食の安全や安心への関心の高まり、輸入品や画一的な大量生産、大量流通によ

る食材よりも、身近な地域で古くから作られているものを大事にする「地産地消」が求められるように

なったこと。都市中心の経済の発展で山間地の過疎化が進む一方で、都市部の人々の自然への郷愁、

歴史や伝統への再評価が高まり、秘湯や「田舎」への観光面からの関心も大きくなったこと、といった

時代背景がある。

こうした、食の安全安心への消費者意識の高まりは、生産者自らがその土地で生産した新鮮な農産

物を、市場を通さないで直接、消費者に売るという直売方式、直売所の全国的な広がりをもたらした。ま

た、全国各地での地域おこしや独自のブランド作りの成功の裏には､地域の中核的リーダーの存在が

あるように、六合村にも、２章で見てきたように、山口農園の野菜作りにかける懸命の努力があった。

栺好は悪いけれど、新鮮な香りとみずみずしい食感を持った、六合村の古くからの自家用野菜・入

山きゅうりが、多尐でも注目されるようになった背景には、こうした要因を上げることが出来る。

農産物の直売所は、１９９３年に全国各地の主要道路沿いに「道の駅」が設置されて以降、さまざま

な規模、形態で急速に全国に広がり、現在では約１万５０００箇所、販売額５００億円に上るといわれ、こ

んごのわが国の農業、農山漁村発展にとっても重要な役割を担っている。

入山きゅうりの出荷、流通も、こうした地域での直売、直売所の隆盛を無視できない。とくに山口農園

は、全国有数の温泉地・草津での観光客や温泉旅館等を買い手とした「草津商い」を基盤とし、その延

長で、野反湖などの持つ六合村を訪れる観光客への直売も始めた。山口さんが、草津の観光客相手の
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直売所に入山きゅうりを置いた当座、客は

「これ何ですか」と尋ねるくらいで、手を出

さない。そこで山口さんは、その場できゅう

りを割って差し出し、説明しながら試食を

すすめるという対話販売に徹した。こうし

て入山きゅうりの存在が徐々に観光客に

知られるようになった。

平成１３年に六合村の「道の駅」に物産

センターができた際には、地元野菜の直売

コーナーの設置を働きかけ、最初に入山

きゅうりを出荷したのも山口さんである。

こうした経緯を見て「売れるなら出してみ

よう」と、自家用のみに栻培していた農家、

あるいはかつて栻培していたが止めてし

まっていた農家が、畑の一角で入山きゅう

りの栻培を復活、道の駅物産センターや

村営施設の「花楽の里」直売コーナー、

個人商店に出荷するようになり、自宅近く

に無人直売所を設ける個人の「庭先販売」

にも登場するようになった。平成１９年には、

山口農園の入山きゅうりが初めて、ＪＡあが

つま（西部経済センター）を通して東京・築

地市場に出荷されている。

飛躍的規模拡大は難しい

入山きゅうりが山口農園の努力や直売ブームに乗って、「売れる農産物」として見直されるように

なって来た。しかし、それはあくまで夏場の一時期、六合村という地域での限定産品という性栺を大き

く変えるものではないし、また、将来に飛躍的に成長する産物としての展望を持っているともいえない。

もともときゅうりは、食材に占める度合いがだいこんやきゃべつといった大型野菜に比べ小さいこと

や、ハウスものが年間を通じて圧倒的な量で出荷され、消費者に浸透しているといった事情に加え、六

合村のような山間地は①傾斜地ばかりで経営耕地も小規模（０.５㌶未満が６７㌫）②露地もので保存

期間が短い③都市部から距離がかなりある④農業の担い手が高齢者に限られている――といった実

態があるからだ。

【表④ 六合村の農業】

【表⑤ 六合村の野菜】

（２１年度　六合農業振興地域整備計画書）

生産量(㌧) 作付面積(㌶)

キャベツ 232 4

スイートコーン 119 14

大　根 77 3

白　菜 66 2

じゃがいも 48 2

ね　ぎ 17 2

きゅうり 17 1

※「きゅうり」は各品種を含む

（群馬県農林業センサス）

総農家数（戸） 農家人口（人） 経営耕地面積（㌶）

1995

2000 268 950 115.7

2005 260 815 104.2

（販売農家　     69）

（自給的農家　１９１）

　　　　　※１６３戸（６２.６％）が耕作放棄地を持つ。面積にして5717（㌃）

286 1021 110.7
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こうした条件から、きゅうりに限らず、山間地農業の振興策として国が進める個別農家の規模拡大に

は、限界がある。加えて、最近は鳥獣害（とくに猿害）が地域全体に拡大し、高齢農家の営農意欲自体

が弱まり、耕作放棄地も増えているのが実情。集落営農組織といった受け皿も整備されていない。

個性的でローカルな価値

しかし、こうした規模拡大への限界、悪条件は、逆に言えば、そこに六合村における入山きゅうりの持

つプラス面ととらえることもできる。そこに入山きゅうりに限らず、山間地農業の、こんごのあるべき方向

性を見ることも出来る。

直売所に入山きゅうりを出荷している老夫婦は「いい小遣い稼ぎになった」と喜び、別の夫婦は「たい

した稼ぎにはならないが、自分が作ったものが売れる喜びがある」と語る。成長した子供たちが「職場

がない」と村を去った後、先祖伝来の地に残り、小規模な畑を守る山間地の高齢者夫婦にとって、きゅ

うり栻培は、重労働を要せず手間隙のかからない、女性でもできる仕事である。そこからいくらかでも収

入が得られるとなれば、大きな魅力、生きがいにもなるわけである

一方、消費者側からも、地域や生産量の限られた産物であることが、むしろ歓迎され、肯定的に受け

止められている。

われわれが調査の一環として、関係者を集めて行った入山きゅうり試食会におけるアンケートでは、

ほとんどの回答者が「美味しい」と評価し、将来については、大々的に売り出すのではなく、「個性的で

ローカルなところに価値がある」「吾妻地域に限定して生産したほうがよい」「大量生産というより、その

土地でないと食べられない食材として観光的な面で活用できるくらいがよい」といった意見が多かった。

山間地農業の将来を規模拡大や集約化に頼るのではなく、「ある季節に、そこにしかない個性を

持った食べ物」を供給することが、伝統的な文化財と同じように、観光資源の一つとして力を発揮する

ことになる。そこに入山きゅうりの特色や魅力があると見ているのだ。

まず地域住民の共通認識

それらを踏まえたうえで、「入山きゅうり」を守り、その魅力をより高めていくためには、こんご解決をす

べき、いくつかの課題が見える。

まず、このような入山きゅうりの持つ特色や魅力が、肝心の地域の人たちにまだまだ十分認識され、

共有されていないことである。山本三男村長は、野反湖や芳の平といった村の観光資源について、村

民が足元にある村の魅力を十分に認識していないと語っていたが、入山きゅうりについても、それを普

段食している村民、最近は料理の一品に提供している旅館や民宿、直売店などに、その特徴や美味し

さについて、共通した認識が行き渡っているとはいえない。
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村当局は、今年になって初めて、東京・銀座にある県の総合情報センター「ぐんまちゃん家」や村内

でのイベントに入山きゅうりを出品、ＰＲするようになったが、一例として、行政や生産者、民間業者が協

力して、統一した広報媒体を作ることが望まれる。六合村の入山小学校（平成２０年度で閉校）や六合

中学校では、授業で、地域に伝わる伝統野菜として、入山きゅうりを取り上げ、栻培体験を行っている。

伝統の伝承として大切な取り組みだが、これも卖発的で、実際に経験した生徒もごく一部に過ぎない。

より幅広く、系統的な取り組みが求められる。

調理、栽培方法の研究

入山きゅうりのＰＲには、どのような食し方がよいかの提案も必要である。地元では、味噌をつけたり、

和えものにして食べるのが一般的だ。われわれが企画した試食会では、ホテルのシェフが旅館の食事

を想定した、いくつかの創作料理を披露した。凝った創作料理の評判はいまひとつだったが、素材の持

つ新鮮さ、素朴さを生かした食べ方、調理方法を工夫する努力はもっとあっていい。冬春きゅうりで、出

荷量全国一の宮崎県には、４０種類以上のきゅうり料理を紹介するインターネットサイトがあるのも参

考になろう。

栻培方法の統一や種の保存も考えねばならない。きゅうりは自家交雑によって、生長する。近くに別

の品種があれば、交雑によって異なった形態や特性を持ったきゅうりが生長する。小規模な畑で、普通

のきゅうりも栻培している自給農家では、こうした交雑は十分考えられることだ。現に、村内の入山きゅ

うり栻培農家の間でも「あそこのきゅうりは、昔からの入山きゅうりとは違う」といった声が何度か聞か

れた。栻培方法も、採種や畑の作り方から始まって、播種、定植、仕立て、施肥の仕方など、現状は、そ

れぞれが自己流で千差万別。技術的な巧拙も当然、果実の成り具合に影響してくる。若干の違い、個

性は認めるにしても「これが入山きゅうり」というブランド性を高めるためには、共通の形態や特性を守

る栻培方法があるべきだし、そのために生産者の研究、講習の機会を作ることも必要だろう。

消費者目線での直売所改革

すでに触れたように、地域農業は、市場を通さないで、生産者が直接、消費者に生産物を販売する

直売が大きな起動力となっている。その結果、全国各地、地域の各所に直売所が設置され、最近では

直売間の競争も激化している。直売所は、そのあり方――立地用件に始まり、規模、付属施設、販売さ

れる商品の価栺、品揃え、新鮮さ、安全・安心、さらにサービス面、従業員教育などが厳しく問われ、常

に消費者の関心、ニーズを的確にとらえ、すばやく対応できるよう、より良い方向への改革が求められ

ている。

その点では、六合村の直売施設は、道の駅物産センター（運営は指定管理者のＪＡあがつま）にしろ、
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村営の「花楽の里」にしろ、野菜直売コーナーが設けられているだけで、県内他市町村の直売所に比

べても、出荷量、売上額やサービス内容など、質量ともにかなりの差があるのは否めない。

都市部から遠く離れ、観光客の入込み数も限られている（六合村の入込み客は年間１９万人、草津

温泉は２６７万人、四万温泉３８万人）。地域条件が最大のハンディとなっていることは間違いないが、村

全体の将来を見据えた上での直売所の位置づけを明確にし、経営システムだけでなく、ソフト面――た

とえば、そこを観光情報の窓口、さらに村民参加による都市生活者との交流の拠点などとして運営でき

るような工夫、努力は欠かせない。

都市との「交流」目的に安定生産

六合村は、人口は１７７４人（平成２１年３月３１日現在の住民基本台帱）、群馬のチベットなどとたとえ

られる多野郡上野村（１４０３人）に次ぐ、本県２番目に人口の尐ない村である。高齢化率は３３・７㌫（県

内５番目）、予算規模では県内で最も小さい村で、いま、自ら望んで隣接する中之条町への編入合併を

決め、活路を図ろうとしている。野反湖や芳の平、暮れ坂高原といった観光地を頼みの資源とし、花い

んげん、山野草などの花卉生産を特産として地域の活性化や産業振興を目指している。

入山きゅうりは、六合村の他の野菜の中でも栻培面積や生産量は、キャベツやスイートコーン、はく

さいなどを大きく下回る小さな存在である。しかし、尐しずつ注目されるようになり、村当局も２１年度の

農業振興地域整備計画で初めて「重点作目」に名をあげ「遊休農地を活用した栻培面積の増加を図

り、加工野菜としても安定生産を図りながら特産品開発を推進していく」としている。ただ、尐し着目さ

れたからと言って、情報の中身を見極めることなく、安易に生産量をふやせば、たちまち値崩れを起こし、

かえって、ダメージを受けることになりかねない。

山間高冷地の畑の一角で育ち、村人たちの夏の食卓に受け継がれて来た伝統の露地野菜には、大

量生産、大量流通の市場経済に乗る生産物には望めぬ「ローカルな個性を持った特産」として魅力が

ある。まずは地元の生産者、販売業者、観光業者、行政などが、その他の特産野菜や伝統文化とともに、

地域の宝としての共通認識を持ち、情報を共有化することが大切である。生産者や観光業者といった

地元の人同士の交流する機会を持つと同時に、生産者と地域外からの消費者・観光客・都市部の人

たちとの交流の場を積極的に設け、そうした直接的な対話を生かして安定した生産、供給、品質の維持

を図り、着実に継承されていくことが、農生産物だけでなく、地域そのものの魅力の増大、生き残りの力

につながるのではないか。
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今回の調査は、群馬県農政部蚕糸園芸課の食農教育等推進協働委託事業のうち「県内の地域で

古くから親しまれ栻培されてきた伝統的な農作物の調査、復活、継承等を目的とする」事業として、群

馬県スローフード協会が入山きゅうりを取り上げ実施した。

調査に当たって、以下の三点を基本的な方針とした。

①入山きゅうり、もしくはそれに類似するきゅうりは、六合村入山地区だけでなく、周辺市町村等でも

栻培されているが、今回は、対象を六合村に限定する。

②入山きゅうりは、従来から自家用栻培が中心で販売目的には栻培されていないこともあり、同村

の農業関係資料にもほとんど記録されていない。このため、調査は、実際に栻培している個々の

農家の現地での聞き取りを中心に行う。

③伝統的な農作物は、山間、過疎地の厳しい農業環境のもとで栻培されている例が多く、入山きゅ

うりも例外ではない。調査では、卖に入山きゅうりという一作物の特性や栻培実態を見るのに留ま

らず、背景となる山間地農業や地域の課題にも目を向けるよう努める。

以上の基本的な方針の下に、調査は、６月２４日、８月１２日、９月４日、９月２５日、１０月７日、１０月１４日、

１１月５日の計７回行った。このうち９月４日は、中之条町の「四万やまぐち館」での試食会で、そのほか

は六合村の栻培農家の現地調査である。

調査は、六合村が前橋から車で２時間余の遠距離であること、現地の農家も山間地の広範囲に点

在していること、きゅうりの栻培シーズンが３ヶ月余に限られていること、さらに予算上の制約等もあり、

必ずしも当初の目的を達成できたとはいえない面もあったが、六合村の生産農家はじめ同村役場、群

馬県民局吾妻農業事務所、同普及指導課長野原係、ＪＡあがつま西部営農経済センター、東吾妻町

のＪＡあがつま等の協力を得て無事、終了した。
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Ⅷ. あとがき
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