野田市における醤油醸造業の発展
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キ ッコーマ ン資本 の所有す る広大 な土地が市街地

醤油 は古 くか ら 日本人の食生活 には欠かせない
ものであるばか りではな く,現在 では世界中で親

に点在 し,積極的な開発を妨げて きた｡ こうした

しまれ る調味料 とな った｡その醤油 の全 国一 の生

年代
企業城下町ゆえの閉鎖性 ,特異性が ,昭和 30

産量を誇 ってい るのが千葉県野 田市 である｡本論

後半か らの高度成長期 におけ る都市化 の進展を ,
常磐線沿線 の周辺地域 に比べて遅 らせ ,かつ緩や
か な ものに させ る原 因 ともな ったのである｡

文 では ,市 内醤油醸造業 の発達過程 ,内部構造 を
把握す る とともに ,産業が地域 に もた らした影響
と貢献 を明 らかにす ることを 目的 とす る｡
現在市 内には醤油醸造業者が 4社 あ り,その中
のキ ッコーマ ンは業界最大手 で ,全 国生産量 の約

30% を 占め る｡他 の 3社 は小規模 ではあるが ,聞
き取 り調査 を行 った 2社 (キ ノ‑ネ醤油 ,窪 田味
噌醤油) は ,オ リジナルな製 品造 りや企業努力に
よって大手 に引けを取 らない基盤 を築 き,野 田に
おけ る醤油醸造 の一翼をな してい る｡
野 田の醤油は ,江戸川 の水運 ,気候 ,良質 な原
料慶地 ,大消費地江戸‑の近接性 とい う立地条件
に恵 まれ ,江戸時代末期 に して既 に質 ,量 ともに
全 国の首位 を 占め る よ うにな っていた｡醸造家達

0
年 (1
889) に野 田醤 油醸 造組 合 を結 成
は明治 2
し,酸造技術 の開発 に努め る一方 ,野 田商誘銀行
の設立 ,県営軽便鉄道 (
現在 の東武野 田線) の敷

とはいえ野 田市 に も都市化 の波 は徐 々に進 んで
年代半 ば以降 , 4つ の工業 団地が造
い る｡昭和 30
成 されて工業 の多様化 が進むにつれ ,市 内の工業
の中で醤油醸造業 の占め る出荷額 ,従業者数な ど
の割合が著 しく低下 して きた｡ また 40年代以降住
宅地 の開発 も進 み ,醤油 とは何 ら関わ りない新住
民 が増 え,市民意識 の中に も微妙 な変化が表れて
くる ようにな った のである｡
一万 ,醸造業者 の方 も最近 の食生活 の多様化 ･
洋風化 に対応 して ,需要 の急増が見込 めない醤油
のみに頼 ることな く付加価値 の高い加工品を増や
した り,発酵技術 を生か したバイオの研究開発 を
進 めた りして ,醤油か ら総合食品 メーカー‑の転
換 を計 るよ うにな って きた｡
この ように ,野 田市 は既に醤油醸造業を中心 と
した単一 工業都市か ら徐 々に変化 して きてお り,

諺 ,野 田病院 の開院な どを行 い ,地域 の発展 に も
大 き く貢献 して きた｡ 中で も茂木 ･高梨一族 はそ

キ ッコーマ ンの企業城下町か らの脱皮 を計 って き

の中J
b的な役割を果 た し,醸造家 として も次第 に

てい るところである｡ しか し,今 日の野 田市があ
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),この一
独 占化 してい く｡そ して大正 6年 (

るの もひ とえにキ ッコーマ ン資本を中心 とした醤
油資本 のお陰 で あ る｡ 例 え ば野 田市 の水道 ,柄

族八家 が合 同 して野 田醤油株式会社 (
現在 のキ ッ
コーマ ン) を設立す るのであるo
以来 ,野 田はキ ッコーマ ンの企業城下町に変質
してい った｡ キ ッコーマ ン関係者 は従前 の醸造家

醍 ,体育鋸 ,図書館 ,公民館な どは , もともとは
キ ッコーマ ンが所 有 していた施設 であ り,順次市
に移管 された ものである｡市 内中心部 には今 もな

達 と同様 に ,野 田におけ る指導的な立場 にた って
地域住民 の文化 ,教育活動か ら財政 ,行政面 に至
るまで深 く関わ ってい く｡

お ,キ ッコーマ ン資本が所有す る工場跡地 ,遊休
地 がかな り残 ってい る｡

野 田は醤油資本 に よって支 え られ ,住民や市政
もそれ に安住 して きたのである｡そのため外部か

シ ンボルであ り続 け るであろ う醤油醸造業) と新

ら見 ると,一種 の閉鎖的な社会 を形成す るに至 っ
た｡その一つ の表れが ,水運か ら陸運‑交通体系

て魅力 ある街づ く り,企業づ くりを してい くこと

が変化 してい く中で ,都心 と直結 した鉄道施設 ,

それ らの有効活用 と共に ,伝統産業 (
野 田市 の
しい産業 の共存共栄を計 り,新住民や若者に とっ
が市 の活性化 を もた ら し,今後 の市 の発展に もつ
なが ってい くと思われ る｡

(
常磐線) の誘致 に反対 した ことである｡ また ,
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