◇卒 業 論 文 要 旨
(昭 和 51年 3 月 卒 業 生 )
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石

上

ま

リ

神戸市は歴 史において も経済や産業構造において も神戸港 と不 可分に 結びつ いていて,現在神戸市
の一部た る神戸港が事実は今 日の神 戸市を建設 し国際港都 としての神戸 市に発展 させたので あ って ,
まさに神戸市の発展は神戸港の存在な くしては論 じる ことがで きない. 神戸市の経 済 が港 湾活動 に依
存する比率 は 40帝 〜 60帝に も遠 している.
神戸港は 自然条件に恵 まれ た天然の良港で ,施設 も整備 され ,大阪 (阪神)経済圏をその ヒンター
ラン ドとし,わが国で横浜港 と並ぶ屈指 の外国貿 易港であ り,絵取扱貨物量は全 国一 の座を 占めてい
る. 長期にわ た って全国最大の貿 易港 として知 られて きた神戸港も,年を追 って全 国的V ェアが低 下
し,横浜港に輸出額 ,輸入額 ともに追い抜かれ ,わが国第 2の貿 易港に転落を余儀な くされた｡神戸
港の貿 易停滞の原因は,機械 ･機器 ･金属及び同製 品 ･鉱物性燃料の ウ ェ‑ トが低い こと,戦後の市
場構造の変化, とくに アUア大陸 市場の 喪失であ る.
神戸市の産業は神戸港 と密接な関係をもち,港湾を控えた有利な立地条件か ら造船所が建設 され ,
それに関連 して各種の工業が発達 した,食料品 (
製粉 ･精糖 等),輸送用機械 (
造船等) ,鉄鋼, ゴ
ムな どの港湾 型の少数特定工業に片寄 っていて,そのほ とん どが 原材料の輸入や製 品の輸 出等の関係
で臨海地帯に 集中す るな ど港 とのつ なが りは密接で港に依存 して きた｡ また市 内に おいて少数大企業
の 占め る地位が大きく,企業間格差が非常に大き く,はなはだ しい経済の二重構造が認め られ る｡ 神
戸市の工業の不振の根拠にあげ られ るのは,あ まりに も基礎的な素材的生産財に傾 斜 し下請企業の育
成 と近代化 とには著 しく不適 当である とい う工業構造 自体 の欠陥 ･貿 易構造の変化 ･政治の中央支配
の強化であ る｡
商業につ いて言えば,大阪 とい う大商業都市の影響 を受け,卸売 業については充分成熟 しない まま
今 日に 至ったが ,小売業は国際的 センスを充分に発揮 し,着実に業績 を伸ば してい る｡貿 易の町神戸
として広 く知 られてい るように ,神戸港をひか えて市内に は多 くの 中小貿 易商社があ る｡ また神戸は
洋菓子の発祥地 といわれ ,歴 史を持ちブ ラン ド知名度の 高い メ‑ カT も多い｡

山 形 県 西 川 町 の地 域 的性 格
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山形市か らバ スで町の 中心､
部 まで約 1時間半の位置にあ る西川町紘,昔か ら,庄 内と内陸地方を結
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ぷ街道 沿いに発達 した 町で あるO江 戸時 代ま では, 出羽三 山 の信仰 に よって集 ま る全 国か らの参詣者
相手 の宗教的 性格 を もった集落が多 か ったが ,三山信仰 がす たれ た現在 ,零細 を農業 を営ん で いる農
家が ほ とん どで ある｡
交通 は,国道 112号線 を 中心に 整備 され,この整備に ともな って観 光資 源の開発がね らわれてい る｡
通勤 ･通学や 買物な どは ,隣の寒河江 市へ の依存度が 大き く,一部は ,山形 市‑ も依存 している.
000人だ った人 口が ,現在は約 10,
000人 (
こ減少 し,西川町に と って過疎 問
昭和 20年には,約 16,

題 は 重要な 問題で ある｡ 人 口減少率 を集 落別にみ ると,幹線 道路に沿い ,交通の候が よい集落は,減
少率 は少 く,幹線 道路か ら離れた交通の俊の悪い集落は減 少率が著 しい｡ 人 口減少の著 しい集落は ,
村 落共 同体 の維 持が 困難 とな り,生活条件の悪化が 問題に な っている｡ 町で は, こ うした集落を町の
中心 部に移 し,集落再編 成 計画を実施 してい る｡
農 業は,過疎化 の影響を受け ,停滞 している｡ 農家人 口は激減 し,第二種兼業が増大 し,専業農 家
はわずか 3%に しかす ぎない｡ 若者が農業を継 ぎたが らないために,就業者 は老人が 目だ ってい る｡
農作 物は ,米の他にた ば こ,ホ ップ, こんに ゃくな どの工芸作物が 中心で あ り,最近, 果樹や花井 栽
培が とり入れ られ てい るか,農 業生 産は ,全体 と して減少傾 向にあ る｡
冬 期は ,雪に とざ され るため ,出稼ぎが多いが ,山形県全体か らみればそれ ほ ど多 くはない｡ 山形
市な どの都 市へ比 較的近 いため と考え られ る｡
商業 ･工業については,あ まりふれ られなか ったが ,西川 町は,商業 も工業 もあ まりさか んで はな
く,隣の寒河 江 市に 依存 してい る｡ 工業で は,農村工業の例 として ,縫製工場の例をあげてみた｡
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川 上村は,辺 びな位 置にあ りなが ら, 高冷地蔵 菜の産地 と しての地位を確立 してい る｡ この論文で
は ,高冷地蔵菜に 着目して,栽培の発展経過をた どり,川上 村が 高冷地蔵 菜 (特に レタス)の大産地
とな り得た要因を明 らかに し,最終 的に は ,疏 菓栽培の経営状態に よ って ,字別の地域 区分を したい
と考 えた｡
川 上村で ,成業栽培が行なわれ る ようにな った きっかけ は ,昭和 11年の国鉄 小海線の開通で あ っ
た｡ その後 ,威 菜栽培が 発展 し,現在 ,歳菜の単作地域 とな っているが ,その主な要因としては ,吹
の よ うな ことが考 え られ よう｡
色稲 作の限界地で ,その生産力が低いO気候が読 菜栽培に 適 している｡④疏 菜 栽培に適 した耕地が
広範に存在す る. ⑨強い農 業協 同組 合組織があ り,共同出荷 してい る｡④ 高冷地域 としては交通の優
が よい
等で ある｡
疏 菜類の経営状態に よ って ,字 別の傾 向を調べ ,範域 区分を したが ,は じめに ,その前段階 と して ,
4つ の基準に よる グル‑ プ分けを した. 基準は次の通 りで あ る｡
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