進されたが,宇都宮市に とっては戦 中の=業近代化 V
C
続 く第二 の近代化 といえ る｡立地条件 陀仏
地租

交通事 情,労働力 の存在, 東京 と東北 との結 節点 とい う位置 な どが あげ られ る｡

④ 市街地 の拡大は東部 の台地‑ の飛地的発展が著 し く, 西北, 両方向への拡大 も見 られ る｡ 次に
地域分化 を土地利 鞘 乳 航空写真か ら考え る と, 中心部は国鉄宇都宮駅〜東武宇都 宮駅の問の東西
に細長い地域 で,その地 域内 で更に官庁地域,業 務地域, 娯楽地域,商店街 に分化 している｡ この
中心部周辺 v
cは住宅地, 商工業混合地域が隣接 し, 吏v
c農村 との境界には工場,倉庫が存在 する地
域が見 られ る｡

神 奈 川 県 の 蜜 柑 栽 増
伊

坪

美知 子

論文 の 目的は神奈川県の暫柑 栽培 の立地上 の特質菅考察 することで ある｡ 暫柑 とい って も, 日本
の柑橘 の経済 品種が温州みかん を中心 としてい て,稚 柑類 の比重は低いため,本論 におい ては温 州
みかん のみ取 り扱い｡ 調査地域は神奈川県の蜜柑 裁培地 菅全 て含む｡
柑橘 は熱帯 の原産で あるた め, 気温を主 とせる気候の制 約を受け るが,温州みかん は 日本 の特産
で, 耐寒性が あるため, 九州か ら茨城県に至 るまで広 く栽培 され ている｡ 神奈川県は経 済 的大産地

.
5%,農業粗生板に し6
.9%で
として北限 にあた る｡果樹 生産の農業 における蝿位は面積 に して 4
あるが, うち温州みかん は面積 で 1
.8%を 占め, 今後 とも益 々, その生 産は増加 す るとみ られ,傾
斜地利用の経済 性 と共 に,果樹 生産において も, 日本農業 におい て も, 小規模なが ら重要 な位置 を
占め る｡
神奈川県 は水田適地が少 浸 く, 自給的畑 作凪帯 で あったが, 江戸末期 の横浜開港以来, 西洋野菜
を中心 とす る都市近郊疏菜地帯‑ と変わ D, その 中で傾斜地利用 作物 と して千年以 上の歴史 を持つ
柑簡裁培地 ‑の新 しい品種 として温州みかんが導入され, 小田原近傍 の漁村, 山村を中心 として広
が ってい った｡ 昭和 5 D年 までは全国五位 の生産 を誇 っていたが, 西南暖地の新穂 ブー ムに よ 9,
新植適地の少 を再 中粂川 県の地位は低下 し始 め,昭和 4 5年度 は 10位であった｡
県内の柑橘 栽培地域 は農家 の経営形鼠
の地域差 を もた らした もの払

出荷期等か らみ て,七つの地域に分け られ るが, これ ら

気候条件 の微妙を差では夜 く,む しろ地域 の文化性,大都 市へ の交

通位置,競合 作物 の存在,他 産業か らの労働 力吸収等で ある と考 え られ る｡
b立地上,三つの特 質を持 っていると考 え られ る｡①北限地域のみ かん と して
神奈川みかんはそ '
酸味が強 い こ と,㊤都 市近郊 に位置 するため大 市場 に近いが,反 面,都 市化 の影響が著 しいこ と,
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③ 晶質 の似 た果実 を大量 に産する静岡県 に隣接 してい る こ と｡
①の 色づ きは早いが酸度 の高l
v>
,･
つま 9外観 と内容の ア ンバ ランスを 品質のみ かん を産す る こと
はみ かん の貯 蔵を必然化 し, 又, この 自然条件 菅逆 に利用 し, 早生温州の生 産 を有利 に行を ってい
る｡ そ して この早生 と年 内 もの と貯 蔵の組 合わせ は農家 の経 営 構造 に関係 し,専 業別, 階層別 の出
荷形態 を特徴 づけ てい る｡ つ ま 9,貯 蔵は生 産農家 の個別 的対応で あ D, 小量 分散方式 で あるため,
資本蓄積 の ある上層鹿家 に結 びつ き, 又,早生 は水田 との多角経 営では労働 時期 が重な るため,導
入が 困難 で ある等 であ る｡ この ように 自然条件 は生 産 と流通 の基盤を形 づ く9, 更V
Z
:
農家 の経済的
諸条件 に も影響 を与え ているが, この様 な 自然条件 が産地 の経済的性格 を直接, 複雑 化 してい るの
でな く, 産地 の技 術的 ･経済 的対応の仕 方が二 次的に産地 の相違を作 9上げ てい るのである｡
㊤ の 市場 立地 の特 色はみかん農家 の間 で. 労働力 の差 と技術 の差 を もた らして,産地 の地域差の
一 要 因 とな ったo そ して④ と④ に よるみ かん裁堵農家 の分化 は 分化 に見合 った複雑 を市場対応 を作
り.
上げた｡

市場 ‑ の 交通位置の有 利性 を持 ちをが らも,急速7
5
:交通の発達 に よ 9. その格差は ちぢま りつつ
ある一 方. 労働 力不足 に よる生産費 の上 昇 と兼業化 は産地 としての統一 を弱め,全体 として神奈川
み かん の 市場での声価 を 低め てい る｡ そ して③ の静岡県 に隣接するこ とは鉄道開通 に よる静岡みか
んe
J交通位 置の有利化 と共に, 相対 的に 神奈川みかんの 市場 で の地 位 を低下せ しめた｡
その結果, 神奈川み かん は,生 産 市場 では 静岡産みかん の出荷先 の間隙 をめ って, 又,輸送手 段
の機 動性 を利用 して.東北 ･関東 市場 と結 びつ き, 早生 と貯 蔵では部分的 に京浜 市場 と結 びついて
はい るが, 全体 と して払

米
‑

その特性 を生 か して加工原料 市場‑の結びつ きを強 め てい るの である｡

沢

盆

地

の

地

誌

農 業 を 中 心 と し て‑

石

井

悠美子

東北地 方の南部,奥 羽山脈 を出羽丘陵 にはさまれ 疋米沢盆地が ある｡ 気温の戟 差 の大 きい,そ の
た めV
C米 作 と,果樹 作に姐 適した 気候 を もつ盆地 で ある｡ 中心都 市は米 沢, ^ 口が 10万の広い山
林 を もつ広域都 市で ある｡.
上杉薄 の時代 か ら開 発がなさ れ,織物 で有名を町 で ある｡ しか し他の都
市化 の進ん でいる町に比べ る と, ひ どく成長 の遅 い保守的な街で ある｡変化がな さす ぎるのである｡
市街皿 の南方は 南原 とよばれ る畑 作胞帯 で, 野菜. タバ コ, ホ ップを どの 工芸 作物が 作 られてい る｡
西部 の館山は伊達 時代 の城 跡が あ 9, リ/ ゴが多い亀 城 であ る0
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