まで と比べ割合長い滞在であったが,学生時代最

(10月 1日〜 4日 浅海教官指導)

後の巡検 として思い出深い ものとな った.
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1年の筑波以来,私達に とって久 しぶ りの巡検

が不思議でならなか った.昼食を とった後,小林

であった.現在不況の中におかれている製紙業に

製作所‑ と移動 した.研究開発に よって独 自の新

ついての実態を探 る‑ とい うテーマを中心にすえ,

技術を生み出し,海外輸出,技術提携 と積極的な

7月1
9日私達は静岡県富士市へ と向か った.巡検

姿勢が うかがわれ, さすがは製紙枚械 メーカーの

の要領をいささか忘れかけていた私 (逮)に とっ

トップだけあ って私達に対す る態度 も誇 らしげな

ては,地理科であることを再び 目覚めさせて くれ

感 じであった･ この日最後は田子の浦港管理事務

た といえる 2泊 3日であ った.

所･製紙の原料 となるパルプやチ ップ,石油やセ

7月1
9日午前 9時3
0分,富士駅に集合.外に一

メン トを移入,移出は河川に よる砂利が半分以上

歩踏み出す と何か異様なにおいを感 じたが, これ

を占めているそ うだ.夕方近か ったせいか,港に

は製紙工場に よるものだ と後でわか り,富士市‑

は活気がな く, もの寂 しい気が した. こうして 1

｢製紙の町｣とい うことを身を もって認識 したの
であった.まずは市役所で富士市 の概況を伺 った.

日目の 日程を無事終える.

20日, この日は 1日大手製紙業社一大昭和製紙

商業については年間販売額を他市 と比べてみても,

鈴川工場

伸び悩みの傾 向にあるとい う. これに対 し,紙の

細かいチ ップが厚い板 のような粗野なパル プ材 と

出荷額全国一を誇 る静岡県の中でも,富士市には

な り,それが何度 もプレスされて紙になってい く

,

大王製紙,新富士製紙‑を見て回 った.

多 くの工場が集中し,全国一の ｢製紙の町｣を形

工程,また紙を綿状に してか らナプキンとい う製

成 しているとのことだ った. この地域における製

品ができ上がる過程を実際に見学できたのほ大変

紙 の歴史は古 く鎌倉時代までさかのぼ る.その原

興味深か った･製紙工場は24時間営業であるため,

因 として,良質な水に恵まれていること,原料の

電気消費量が非常に多い と聞き,町全体が製紙の

木材が近辺に豊富なこと,大市場 (東京や大阪な

サイ クルに忙 しく合わ されているような感 じをも

ど)に近い こと‑があげ られ る.第二次大戦後,

った.市 内バスにて帰途につ く.

特に高度成長期に製紙業が急速に発達 した.が,

21日,午前中は茶業試験場及び茶業農家を訪れ
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年 とい う二度のオイルシ ョック以降景

た.静岡と言えばお茶で有名だが,全国的な茶の

気は低迷 して今に至 っている.従 って生産を より

増殖に よる産地間の競合に対応 し,品種改良

栽

伸ばす こと, また富士山の保全 (環境問題)が今

培の省力化などを研究,実施 しているそ うである.

後の重要な課題である.以上のよ うな話を聞いた

やは り茶業の拠点地 として品質の良いものを作 っ

後,市役所の御厚意に よるマイ クロバスで駿河工

てい ってほしい.午後か らほ富士宮市内の浅間神

業用水道事務所‑.製紙業には莫大な水を必要 と

礼‑ と向か った.あいに く雨にたた られた上, 3

し,それ まで利用 して きた地下水だけでは地盤沈

日間の疲れがたまったのか,神主さんのお話の時

下 などの支障を来すため,地下水を制限,かわ っ

は頭を コックリしている人も結構いた.その後は

て工業用水需要が著 しく高 まった とい うことだ っ

解散,皆ほっとした表情で列車に乗 ったのであっ

た.水の浄化設備を見学 したが,幾重に も仕切 ら

た.

れた通路を経 ることで水が きれいになってい くの

今回の巡検は富士市 とい う一地域にスポ ッ トを
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あて,そ この中心産業である製紙業を主に見て来

心に説明して くれた ことで もわか った ような気が

た.全 国的な不況にみ まわれてい る製紙業 とはい

す る. ジ ュースやお しぼ り,帰 りにはお土産 まで

え,富士市においてはまだ まだ衰 えてはいない.

い ただ いた .
(7月19日‑21日

各企業が独 自の開発を進め,生産 の向上を 目指 し

内藤教官指導)

て努 力してい る姿勢は,私達に も大変丁寧かつ熱
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｢勝沼におけるブ ドウ栽培｣を中心 テーマに し

こでの私たちの楽 しみが見学後の ワイン試飲だ っ

て,三上教官指導の宿泊巡検が行われた ･1
0月 3

た ことはい うまで もない.気分が よくなった とこ

日のことである.初めての宿泊巡検 とい うことで

ろで,勝沼にある宿泊所 ｢ブ ドウの丘 セソクー｣

みんな緊張 して高尾か ら電車に乗 った.

へ 向か った.
2日目は勝沼農協‑行 って ブ ドウ栽培のお話を

中央本線の笹子 トソネルをぬけると,勝沼付近
の山麓か ら平担部‑かけて一面に ブ ドウ園のすぼ

うかが った. ここで も,農協が農家に援助 してい

らしい景観がひ らけた.さすがに ブ ドウ王国だ と

る仕事 の内容について聞いたが,特に興味深か っ

感嘆 した.

た のは ブ ドウ栽培農家が現在直面 してい る問題で

まず,山梨市にある県果樹試験場に行 って ブ ド

ある.最近では山梨以外の県で もブ ドウを栽培 し

ウ栽培のお話を うかが った･果樹栽培には気象条

てい るため,市場では供給過剰 の傾 向にある.そ

件が大切であるとい うこと,山梨県がその中のブ

の うえ,農家 1戸 あた りの栽培面積が約5
5アール

ドウ栽培 の条件を特に満た しているとい うこと,

と経営規模が小 さ く,収入が伸び悩んでい る.そ

ブ ドウの品種のことな どである.興味を持 ったの

のため,他地域に比 してまだ割合が少ない とはい

は,現在 ブ ドウの木 の多 くが ウィルス病にかか っ

え,兼業化が進んでいる.そ うす ると今度は農家

てお り,それを駆除す るのが当面 の課題で,試験

に働 き手が少な くな り, ブ ドウ栽培がおろそかに

場 が中心にな って取 り組んでい るとい う点だ･

な り,生活は依然 として苦 しい, この ように農家

万力公園で昼食を とったあ との加納岩農協‑行

は一種のジ レンマにかか っているよ うだ. また,

った. この農協はモモが取扱い量 の85
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交通検閲が発達 した ことを利用 して観光 ブ ドウ園

めてい るため, モモ栽培についてお話を うかが っ

に切 り換えた ところもある. この場合,継続的に

た.先 の果樹試験場が科学的な立場か ら果樹栽培

客が来 るよ うに一定価格で品種 のよい ものを売 り

を見つめているのに対 し,農協は農家側に立 って

さば くとい うことが課題にな っている.
そ のあ と観光 ブ ドウ農家に行 ってお話を うかが

考 えてい る.た とえば,栽培品種,木 の植え換え
時期や栽培法な どの指導は個 々の農家の事情に合

った.農協での話 と同じ内容だ ったが特記 したい

わせて行われ る.出荷が共撰方式 のため当然 とい

のは,後継者育成が ウィルス除去 と並んだ大きな

えば当然だが, 日頃農協 とは無縁 の生活を送 って

問題である点である. ブ ドウ狩 りを楽 しんだあ と

い る私たちには驚 きだ った.

農家の人の苦労に感謝 し, これか らの ブ ドウ栽培

そのあ とサ ン トネージ ュワイ ン工場を見学 し,

の厳 しい状況を考えなが ら帰途についた のだ った.

ワインの醸造工程を 自分の 目で見た. しか し, こ
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1
0月 3日‑ 4日 三上教官指導)

