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地 域 農 業 の構 造 分 析 試 論

―
マネー・ フロー分析の農業部門への適用

―

竹 中 久 二 雄

1.主題への接近

資金循環表, すなわちマネー 0フ ロー表は,経
済循環における所得の流れと資金の流れを結びつ

けたもので, 包括的,具体的に経済活動を表わす

国民経済計算体系であるとされている1)。

わが国のマネー◆フロー表は, これまで 2つの

視点からなされてきた。 1つは経済企画庁による

国民所得勘定を中心に消費, 貯蓄′投資の側面か

ら経済活動を記録する「国民所得 0金融総合勘定

表」 (経企庁方式)と , 他は日本銀行による通貨 ,

金融取引の側面― 経済主体ごとの通貨, 通貨増

減の要因, 資金需給分析から経済活動を記録する

「金融取引表」(日 銀方式)がそれである2)。

このマネー・ フロー分析は,産業連関表などと

ともに国民経済の構造を明らかにするものである

が,と くにマネー。フロー表 は「モノ」 の経済

real eCOnOmyと 「 カネ」の経済 mOney eConomyの

関連から,マ クロ的な経済構造の分析 (長期分析,

景気分析,将来予測)手法として利用 され てい る

が, 地域経済の ミクロ的な構造分析としては余り

利用されていない。

また近年, 産業連関分析の発展によって地域経

済の分析
“
giOnal analysiSに これらの分析手法が

採用されつつある3)が , 地域農業の分析について

はほとんど利用されていない。そしてこれまでの

地域農業の構造分析 は,概して定 性 的 な分析

qualitative analぃ is一土地利用形態,専兼別農家の

動態, 就業構造,農家経済分析などを主体に行わ

れ,それなりの成果と実績をあげてきた。だが最

近′余 りにも中央集権的な産業政策, あるいはこ

れまでの画一主義的な農業政策への批判, 現代の

工業化, 近代化のテクノロジーを背景にすすめて

きた農業近代化政策への転換を求めて,地域経済,

地域農業振興, 地域主義農政など,その重要性が

認識され政策論議がなされている。けれども地域

経済や農業の現実的な分析をもとに,地域農業の

問題をとりあげているのは少ない4)。

小論はこうした分析への一 つ の接近手法とし

て,マ ネー・ フロー分析 (経企庁方式)の モデルを

もとに,地域農業の経済構造を定量的に quantit_

atiVe analysis明 らかにしようとするものである。

これまで地域経済と農業の定量的な分析を試みた

ものに, 鈴木忠和氏の「農村の経済構造と社会会

計6)」
(1960年)がある。ここでは富山県大島村をモ

デルに分析しているが, 手法のベースは市町村民

所得推計をもとに村民経済計算 (国民所得会計方式)

を行ない地域乗数を計測している。

この手法は,村民の生産と支出所得の循環構造 ,

すなわち,国民所得勘定における経常的 Current

な,所得フローの循環を明らかにすることは可能

であるが,貯蓄と投資,さ らに資金の過不足と金融

取引にわたる全経済循環の関係を明らかにするこ

とはできない。 このような経済循環をもとに地域

経済や地域農業の構造分析を試みるなら, 資金循

環表,すなわち, マネー・ フロー分析による手法

が,よ り適応性をもっているものと考えられる。

とはいえ, この分析手法は所得と資金過不足,

金融取引など資金循環表による流れ flowを中心

に分析するために, その背後にある生産諸関係の

分析が弱いとい う欠点をもっている。 したがって

地域経済や地域農業分析の定量化にあたっては,
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それを支えている要因, 資金循環の基礎をなして

いる生産関係の分析を合せて行ない補完する必要

がある。 とくに地域農業とい うごく限られた部門

の分析については, この点を考慮しておく必要が

あろう。

またこの資金循環表は「 カネ」 の分析を主体に

したものであるが, 地域農業の構造分析について

は, もう一つ物的流通バランスの側面からとらえ

る方法がある。 これは「 カネ」の面からの分析に

たいして,「モノ」の流通側面から分析を行なう方

法で, いわば農産物流通の会計方式ともいえるも

ので, とくに地域の流通経済の分析手法の一つで

ある。

以下, マネー・ フロー表による地域農業の構造

分析手法および農産物流通会計方式 による地域の

流通経済分析手法について検討してみよう。

2.地域農業の構造分析手法

(1)資金循環勘定 f10W Of fundS aCCOunt

この資金循環勘定は, すでにふれたように経済

循環における国民所得の流れと金融取引を統合し

てとらえた, マネー・ フロー表 (経済企画庁)の原

理と仕組みをもとに, 農業および農家経済部門に

修正適用したものである。そしてこの循環勘定は

3つのセクター,すなわち, 農業および農家の経

常勘定 current aCCOuntと 資本 形成勘定 capital

formation accountお よび金融勘定 finanCial aCCOmt

に分け, 所得と資金の流れをとらえ,それぞれの

相互関連を分析するのが普通である。

3つのセクターの流れとその関連をみるとつぎ

のようになっている。 この勘定表は複式簿記の勘

定記入法則に準じ, 個別の勘定では差引計算を行

なわずに, 等式の地位に応じて源泉または収入を

右方に, 使途または支出として差引くべき金額は

反対の左方に記入し, 差引残高を求める。それが

つぎのセクターの源泉 (収入)に流れ,(各勘定表の

点線部分にあたる),それに対応する使途 (支出)が

記されるという仕組みである。

つぎに資金循環勘定の構成について簡単に説明

(1)経常勘定 Current a/C

使   途 源 泉

農家家計支出 (C)

(消費支出)

振替支出 (Gι )

貯  蓄 (S)

(農家経済余剰)

農業資本形成 (I)

固定資本形成 (ム )

在 庫 投 資 (九 )

資金余剰 (′ S)

(資金過不足)

農家所得 (y)
農業所得 (ノ 1)

農外所得 (ノ2)

振替所得 (Gy)

総 貯 蓄 (S)

純 貯 蓄 (Sl)

資本減粍 (S2)

引 当 金

(五)資本形成勘定 Capital fOrmatiOn a/C

使 途 源 泉

政
‐
府 投 資 (C)
(公共投資)

(面)金融勘定 finanCial a/C

使

金融資産増 (Zス )

途 源 泉

資金余剰 (ZS)←一一一

金融負債増 (Z二)

(iV)総合勘定 balanCe Sheet a/C

使 途 源 泉

農家家計支出 (C)

農業資本形成 (I)

金融資産増 (Z4)

総農家所得 (y)

資本減粍引当金 (S2)

政 府 投 資 (a)
金融負債増 (′ι)

しておこう。

(A)経常勘定。この勘定の源泉には一般に勤労,

事業, 財産等々各要素所得や振替所得などの経常

収入が計上されるが, 農業および農家経済部門で

も同じく,源泉 outputは 農家所得 (y),振替所得

(C)な どを計上する。一方使途 inputには,農家

の家計支出 (消費支出)(C)や振替支出 (Gの など

経常支出をあげ,経常収入 (源泉)と 経常支出 (使

途)と の差額を貯蓄 (S)経済余剰として記録する。

したがって経常勘定部門のバランスは y=C+Sと

して均衡している。

③ 資本形成勘定。源泉には経常勘定部門で形
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成された経済余剰 (純貯蓄)と 資本減耗引当金を合

せた総貯蓄 (S)お よび政府投資 (行政。公共)な ど

を計上する。使途には, 農業固定資本投資,在庫

投資等の総資本形成 (I)が算定され,総貯蓄に対

応している。そして総貯蓄から総投資を差引いた

差額を, 資金過不足〓資金余剰 (ZS)と して記録

する。したがってこの勘定部門のバ ラ ンスは,

S=I+ZSと して均衡していることになる。

③ 金融勘定。この勘定部門では経常勘定, 資

本形成勘定の各部門でとらえた所得と資本の流れ

が, 金融面でどう調整されたかという点が記録さ

れる。すなわち, 源泉には資本形成勘定で受けた

資金余剰 oS)と 借入金などの負債増加 (∠′Z)が計

上され, 使途には現金通貨,預金,貸付金,有価

証券などの金融資産の増加 (′4)がそれぞれ計上

される。したがって, この勘定部門のバランスは

′4=ZS+ZZと なる。

しかし実際は,金融勘定で求めた資産と負債と

の間にギャップをなることがあるが, それらは資

本形成勘定から受けた資金余剰分との見合で調整

項目または不突合項目として記録し, 全体を調整

する。同じく各勘定部門内でも源泉と使途との間

にギャップが生ずることがあるが, これらも不突

合項目として調整することは後にみるとおりであ

る。

③ 総合勘定。 この勘定部門は,農業および農

家の所得・資本の流れ,いわゆる実物経済 natural

economyと 金融取引 money economyと を統合した

経済循環表である。したがって源泉 outputに は各

勘定部門で計上されたもののうち二重計算を除い

た, 各項目の総計が計上され, 使途 inp■ には

同じく, 各支出項目の総計が計上されたものであ

る。そして農業および農家の経済全体についてみ

れば,投資と貯蓄は事後的に一致し,各勘定部門

間の資金の過不足は相殺されてゼロになる関係を

しめしている。

これらの部門(経常勘定,資本形成勘定,金融勘定)

の均衡条件および相互関係を 資金循環の構造式に

よって示せばつぎのようになる。 まず源泉および

使途の各項目をさきの各勘定表 イCを もとに記号

化すると,

総  所  得 y, 部 門 投 資 ら

総  支  出 ED 資 金 過 剰 ∠S

部門振替所得 Gyっ 金融資産増 ∠4

部 門 消 費 C,  金融負債増 ∠ι

部 門 貯 蓄 SD 調 整 項 目 X,

部門政府投資 Gら

実物経済 (所得,資本形成)の取引 a/cと 金融取

引 a/Cと の間の総循環の (inputと output)均衡件

条は,

E炒 十/4=yp+Zι ・……………・…①

ただ し yっ =C,+S,十 G yp

ED=c,+fっ +Gr,

したがって①式は

(Cp+ら +G島う+」И=(CD+Sっ +Gy″ )

+Zι ・・・・・・・・・・・・②

②式の両辺より共通項を除去すれば

ら+(〕ら+∠И=Sっ +Gyっ +∠ι・・・③

仮 りに Gら =G yp,Gr,一 Gy,=0と すれば

ら+∠4=SD+∠Z………………・…④

となる。 投資超過の場合は あ―Sっ =∠ι―Z4

で金融負債の増とな り,貯蓄超過の場合は S,一

ら=Z4-∠ι で金融資産の増となる。そして経

済循環全体としては

ΣSっ≡Σち……………………………⑤

したがって資金循環勘定は,

Σ (Sっ一ち)=Σ (Z4-∠ι)=0・ …⑥

となる。すなわち, 実物経済の取引面で投資超過

になった場合は, 金融取引の面で資金調達が行な

われ,金融負債の増となり, 逆に貯蓄超過の場合

には, 資金過剰が生じ何らかの形で金融取引面で

金融資産の増として対応し, いずれも投資と貯蓄

の過不足は, 金融取引の負債増と資産増のいずれ

かに相殺されてゼロになる。

つぎに 3部門勘定を統合した総合勘定 を もと

に,源泉 outputと 使途 input別に分けた全体の資

金循環表 (全経済循環)を作成すれば,第 1表のよ

うになる。 ここでの均衡条件および構造式を示せ

ば以下のようになるであろう。

同じく第 1表から源泉と使途の総循環の均衡条



S,yっ

f,C,

S, (土 )′S

χ ′,2X,1

`

不  突  合

経 常 勘 定

current a/C

資本形成勘定

capital a/C

金 融 勘 定

financial a/C

′ι

′4

X'3

源 泉
output

使    途
input

差 ffi.
balance

第 1表  総合勘定 balanCe Sheet aた 地域内生産量 P′  地域内消費量 E′

地域内供給量 島  調 整 項 目 X′

すなわち,農産物流通の需給バランスは

Σ辞=ΣD′

ただし 総供給量 Σ身=P′ +ル

総需要量 Σl島 =E√ +Ⅳr

したが って

P′ +み =E′+Ⅳ′・…………………・①

また P′=島+Ⅳ′であるので①式に代入して,

R′+Aケ +ル=E′+N′ ・……………②

両辺の共通項を除去して

R′十r′ =E′ ・………………… …̈…③

これが地域内消費と供給のバランス要件であ

り,み =EノーR′,R′ =E′―rrの関係をもってい

ることはいうまでもない。

また P′ =R′―Ⅳ′であることが知られている。

したがって,地域外出荷 (需要)と 供給のバランス

は,

P′―R′ =N′ ・………………④

③と④式から需給バランスをみると

R′ +々 +P′―R′ =E′ +Ⅳ′・………⑤

⑤式の左辺の差引をやれば

P′ +み =E′ +Ⅳ′・…………⑥

となる。これは①式と同じで,農産物流通会計の

均衡条件であり ΣS′=Σ2 として地域流通は

完結する。

これを具体的に農産物流通の流れ, バランパシ

ートとしてとらえるとつぎのような ものとなる。

流通 balanCe Sheet

供 給 :量 Supply 需 要| 1量  dernand

注 S,一 rD― (土 )′Sと なるが,(+)′ Sなら ′s‐ ′4,〈―)′Sな

ら ′S― ′Zの関係になる。

件をみると

yp+s,+zι =c,+rD+z4・ ………①
′

しかし Spは yD― CDの結果であるから

S,十 ∠L=ら +Z4…………………・…②
′

これから貯蓄超過の場合 め ―rD=∠五一∠Lで金

融資産の増となり, 投資超過の場合は ら一島 =

∠Z―Z4で金融負債の増になることは,前記④構

造式と同じである。

したがって総資金循環勘定として整理すれば

Σ (Sっ一ら)≡Σ(Z4-∠ι)=0……③
′

となり,前記構造式⑥に等しい。
・ こうした構造式による資金循環, 資金の流れを

とらえることによって, 農家の所得形成,それに

よる農業資本の形成を明らかにし, より広く農業

生産力水準との関連分析を可能にしているほか,

金融取引と合せてみることによって, 地域農業の

構造分析に役立てることができるものと考えられ

る。

② 農産物流通会計

flow of agricultural products account

地域経済, 地域農業の構造分析方法には,さ き

の資金循環の側面から地域の農業経済活動を明ら

かにする方法, いわゆる地域経済表の分析と,も

う一つは農産物などの物的流通の流れ, すなわち

農産物流通会計の側面から分析する方法がある。

そしてこの流通バランスはつぎのような関係式を

もっている。

供  給  量 身  地域外出荷量 Ⅳ′

需  要  量 D′  地域外入荷量 み

ΣS′ =P′ +J′ ΣD′ =E′ +Ⅳ∫

注 地域内消費量は EノーR′十r∫ に等しく,地域外出荷量 Ⅳ′ Iよ

P′ ―R′ の差額に等しい。

つぎにこれまでの流通バランス, 関係式をもと

1.地 域内総生産量 (P′ )

1)地域 内 供 給 量 (R′)

卸 売 市 場 (″ 1)

直売,産直 etC(″ 2)

自 家 消 費 (″3)

2.地域外入荷量(4)

1.地域内消費量 (E′)

2. 地域外出荷量 (Ⅳr)

農 漁 協 共 販 (″ l)

出 荷 組 合 (π2)

個 人 出 荷 (″ 3)



総 計 取 引 I 取 ]l Ⅱ

R′ +Ⅳ′+r′ Pr+々ΣS′

々 +み+綸E′ +Ar′
|

|

R′ +々―E′
P′ ―R′ +A7∫

(A′∫―P′―R′ )
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に,それぞれの取引関係を 総流通表 として示せば  置)で一元的に とらえることが できること等 々
,

第 2表のようになる。              生産と消費, 資金循環など地域農業の経済が比較

第2表 農産物流通取引表        的容易に把握6)す ることができるというのが主な

総 取 引 〈I十 Ⅱ)
理由である。

総人口 95,V4人 (昭和50年)を有する下北地域

のなかで, むつ市だけが近年一貫して人口増加が

みられ,昭和45年 41,134人 であった人口が50年に

は 44,654人と5年間で約 8.6%の増になってい

る。また下北地域の総農家戸数 6,831戸, うち専

業農家 286戸 (4.2%), 第 1種兼業農家 699戸

(10。 2%),第 2種兼業農家5,846戸 (85,6%)と 第 2

種兼業農家が圧倒的に多い。 この兼業のうちもっ

とも多いのが「やとわれ兼業」で全体の61.4%を

しめ,林業,漁業などの自営兼業が 24.2%になっ

ている (第 3表参照)。

第3表 専・兼業別農家戸数割合

供給量 +Ⅳ′+々+P′+々

需要量 ΣD′ 十J′ +Ⅳ′

差  引 ΣS′

ΣD

P′ +ル‐Eノ+Ⅳ′

(Σ S′―ΣDr)

注 (1)取引Iは ,地域内消費 (E′)との供給バランス。取引Ⅱは,地

域外需要 (Ⅳ′)と の供給バランスを表わしている。

(‖ )Σ S′~P′ +I′,Pメ ~R′ +Ⅳ′また,ΣD′ =E′ +Ⅳ′, E′~

R′ +′′がそれぞれ前提されている。

以上の関係式によって流通取引の定量的な関係

が明らかになるが, なお地域流通の分析をふかめ

るためには, さらに流通経路,流通担当者,取引

方法, 流通経費とマージンなど流通をめぐる諸関

係の分析および供給 (生産)構造の分析も合せて行

なうことによって, はじめて地域農業の流通経済

構造を明らかにすることができるようになる。

以下, これらの分析手法をもとに具体的に青森

県下北地域における資金循環 f10W Of fundSお よ

び農産物流通 f10w Of agricultural prod“ tsの分析

結果をしめせばつぎのようなものになっている。

3. 下北地域の農業構造分析

(i)下北地域の概況

青森県下北地域とは,むつ市 と下 北 郡 7町村

(川 内町,大畑町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,

脇野沢村)をふ くんだ総面積 141,592 haに およぶ

広大な地域である。概況をふれるまえに,こ の地

域を調査対象として選定した理 由 を あ げ ておけ

ば, ① l市 7カ 町村が比較的同じ経済圏のもとに

あること,②下北地域の経済的な中心は,むつ市

で,広域行政的 な関 係 (下北総合開発期成同盟会な

ど)があり,協力体制が整っていたこと,③ 地域

経済の基盤が第一次産業にあるほか, 地域外経済

との交流が農協, 漁協,森林組合などを通してと

らえやすかったこと,④農外所得,と くに失業保

険,出稼収入なども地域内の関係機関 (むつ市に設

計 100.0

注「 1975年 農業センサス」に よる。

つぎに土地利用状況をみると,総土地面積 141,

592 haの うち林野面積が 119,830 ha(84.6%)と

大部分をしめ,そのうち 72.6%(87,055 ha)が 国

有林になっている。このほか耕地面積が 7,980 ha

(5.6%)を しめるにすぎず, うち水田 31.8%,畑

36.1%,牧草地 32.1%の 割合になっていて,一戸

当りの牧草地もふくめた耕地面積は 1.17 haに あ

たっている。 このように零細な農業生産基盤だけ

に, 農家経済は農外所得 (後にみるように出稼ぎ,

<出稼ぎ農家 1,381戸 で総農家の20.2%に 相当>,漁業

林業労働などによるもの)に依存せざるを えないも

のとしている。

しかし地域内の市町村によっても異なリー概に

論ずることができない。第 1次産業の市町村別純

戸   数 割   合

専
　
第

第

業  農  家 286戸

699

559

140

5846

4,197

1,649

4.2%

10.2

8.2

2.0

85.6

61.4

24.2

1種 兼 業

や とわ れ 兼 業

自 営 兼 業

2種 兼 業

や とわ れ 兼 業

自 営 兼 業

6,831



計農 業 林 業 水産業

%.
58 7

23.1

56

21.1

32 6

8.5

9.1

14.9

26.9

%
35.4

67.8

44.7

14.6

46.1

33.4

57.1

61.9

44.8

%
5.9

9.1

49.8

64.3

21.3

58.1

33.8

23.2

28.3

100 (1,461)

100  (3,144)

loo ( 692)

100 (2.078)

loO ( 4能 )

100  ( 813)

loo   (  491)

100  (12,125)

%(100万円)

100 (2,964)
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第 4表 市町村別純生産額割合

一人当 り市
町村民所得

む つ 市

川 内 町

大 畑 町

大 間 町

東 通 村

風間浦村

佐 井 村

脇野沢村

下北地域

注  『下北総合開発期成同盟会資料』昭和51年度 より作成, 一人当 り市

町村民所得は昭和50年度,それ以外は49年度統計。

生産額割合をみると第 4表のようにかなり地域差

がみられるからである。すなわち農業的な市町村

は,むつ市,東通村, 漁業的な町村は大畑町,大

間町,風間浦村であり, また林業的な町村は,川

内町,佐井村,脇野沢村などである。

水産物の主なものは貝類 (ホ タテ貝)でむつ市,

川内町を主体とし677億円, もっとも多いのがイ

カで大畑町を中心に 3,795億円の粗生産額をあげ

ている。

さらに農産物生産高 (58.65億円)をみると, も

っとも多いのが畜産物で 22.95億円 (全体の39.1%)

ついで米が16.7億円 (28.5%),野 菜11.9億 円 (20.3

%)で , 比較的畜産物の生産がむつ市, 東通村を

中心に多く, 乳牛2,667頭 ,肉用牛 3,910頭,豚

8,168頭を数えている。 しかしこれらは後にみる

ように流通過程は全く前期的な家畜商に支配され

ていて, 地域農業の発展を阻害している。野菜に

ついてもむつ市や東通村が主体 になっているが,

供給も少なく地場市場の形成が弱いほか市場組織

が未整備のため多くの問題をかかえているようで

ある。 そして農林業所得の低さを出稼ぎ収入でカ

バーしているというのが, この下北地域の農業経

済構造なのである。

つぎにこうした地域の経済構造 をバックに,ど

のように資金循環が行なわれ, 地域の特性をもっ

ているか, あるいは農産物流通フローの分析を通

して, この地域の経済構造を検討してみよう。

(2)マネー。フロー表からみた下北地域農業

③ 経常勘定 current a/C

まず経常勘定部門の所得と消費の フローを整理

すると第 5表のようになる。ここでの源泉 outp■

は①農業所得39.1億 円](総流入資金の15.2%),② 農

外所得 167.1億円 (64.1%)で もっとも大きい流入

資金となっている。うち林業収入が54.3億 円 (20.0

%),ついで漁業収入34.4億 円 (13.3%),賃 金,俸給

収入 32.6億 円(12.6%),合 せて121.3億円 (46.9%)

と農外所得の主体をなしている。さらに③振替所

得は51.9億 円 (総流入資金の20.1%), うち被贈扶助

等収入が24.3億 円 (9.4%)を しめ,失業保険受給

が15.2億円 (5,9%)と なっている。この被贈扶助

等の収入が大きいのは,通常の被贈扶助収入のほ

かに稲作生産調整資金の流入がふくまれているた

めである。

第 5表 経‐常勘定 Current aCCOunt

(単 位 :100万 円)

躍

４２９

８２３

４０８

４‐９

３８８

４５６

４５０

卸

使    途 input 源      :泉  Output

1. 消費支出 17,298

2. 振替支出  312

(税及び税外負担)

3.経 済余剰  5,228

4.調 整項目 2,976

1. 農業所得

2. 農外所得

(1)林  業

② 漁  業

0)商 工 業

④ 賃金俸給

(5)出  稼

3. 振替所得

(1)補 助 金

(2)被贈扶助等

③ 失業保険

3,917(15.2)

16,708(鉾 7)

5,429(21.0)

3,436 (13.3)

2,076(8.0)

3,263(12.6)

2,504(9.7)

5,189(20.1)

1,20(4.3)

2,433(9.4)

1,516(5.9)

25,814(100)

(67.0)

(1.2)

(20.3)

(11.5)

,| 25,814(100) 計

注 昭和49年 度資料による。

(資料〕              ・

(1)農業所得関係は『青森県生産額総覧』(昭和 51年版), 青森統計情

報事務所『青森農林水産統計年報』(第 23次 ),同『農家経済統計

表』 (昭 和49年 度)を もとに推計。

(五)農外所得は青森県『経済開発要覧』 (昭 和51年版),『 青森農林水産

統計年報』 (第 23次 )よ り推計.

(m)振替所得関係の うち, 補助金は青森県下北地方農林事務所補助金

関係資料,失業保険関係は,『むつ公共職業安定所業務報告』 (昭

和49年 度)よ り算定。

(市)消費支出,振替文出 (税及び税外負担)経済余剰は, 前掲『青森

農林水産統計年報』,下北地方農林事 務 所『下北地域農業振興計

画』(昭 和51年 )資料 より推計。

こうして源泉 (流入資金)の総額が下 北 地 域 で

258.1億 円になっているが,そ の構成割合から知ら

れるように,農外所得のしめる割合が比較的多く,



地域農業の経済構造からみれば,「農業」+「林業」

および「農業」+「漁業」の形態,「農業」十「賃

労働」形態,「農業」+「出稼ぎ」形態などがベー

スになっている。ただ林業収入が多いとはいえ,

国有林のしめる面積が多く, 総林野面積72.6%を

しめているほか, 民有林も山林地主の所有が大き

いために, 限られた階層への流入にすぎない。

また振替所得の 51.9億円は,税および税外負担

の 3.1億円にたいするもので,その差額が 48.8億

円を数え,と くに年金, 扶助料等のほか稲作生産

調整, 失業保険など国または公共団体からの購買

力移転 (公共経済)への依存度が高いという点に,

下北地域経済の特徴がある。 さらに出稼ぎ収入と

失業保険等の収入を合 せ た流入資金は,全体の

15.6%(40.2億円)を しめているところに, この地

域の経済的弱さと, 他方において,公共経済へ依

存してゆかなければならない経済構造の脆弱さを

読みとることができる。

つぎに資金の流失 (使途 input)を みると,も

っとも大きいのが消費支出 (家計支出)で 172億 円

(総流出資金の67.0%)を しめている。そして総流入

資金258.1億 円にたいし,流出資金205.9億 円 (調

整項目29.8億 円ふくむ)で残 り52.3億円 (20.3%)が

農家経済余剰として貯蓄 (投資)にふ りむけられて

いる。

③ 資本形成勘定 capital formation a/c

この部門はすでにみたように, 源泉は経常勘定

から受けた経済余剰 (純貯蓄)と 減価償却費とを合

せた資金が, 農業および農家の資本形成にどのよ

うに参加しているか検討したものである (第 6表参

照)。

資本勘定の源泉 (資金流入)は経済余剰が52.3億

円 (総流入資金の72.3%)を 主体に, 農林公共投資

(政府,公共団体等の農業投資,補助金)が 12.4億円

(17.1%), 資本減耗引当金 7.6億円 (10.6%)で総

額72.3億円になっている。

これにたいし農業固定資本形成 をみると,18.8

億円で総投資額 (使途)の26.0%にあた り,そのう

ちもっとも大きい投資が建物投資で 9.2億円 (農

業固定資本投資4.8億円,その他住宅投資が4.4億円),

注 第 5表 と同じ。

(資料)

(i)政府・公共団体投資 (土地改良投資,農地造成等県営, 団体営 ,

地方競馬全国協会,県営委託事業等々)は 下北地方農林事務所補

助金関係資料 より算定。

(ii)経 済余剰, 資本減耗引当金等は,青森統計情報事務所『農家経済

統計表』 (昭和49年 度)資料 より推計。

(m)固定資本形成は,同『農家経済統計表』 および『青森農林水産統

計年報』 (第 23次 )よ り推計。

総投資額の12.7%を しめ,ついで農機具投資が5.2

億円 (7.2%),こ の 2つを合せて14.4億円 (固定資

本投資の76.6%)を しめている。 これらは農業近代

化資金,農林公庫資金の融資による農機具,酪農 ,

養豚等の畜舎建設と農協共済の還元資金による住

宅建築などが主体になっている。

また土地投資が 4.7億円と比較的大きいのは,

最近の農業基盤整備事業による国営, 県営,団体

営などの土地改良投資,農地造成等の2.0億 円 (土

地投資の42.6%に あたる)をふくんでいるか らであ

る。この土地改良投資と関連して農林行政投資の

関係から, 農家の政府, 公共団体への支払い (税

および税外負担)と 受取勘定をみると,経常勘定で

農家が政府公共団体にたいして支払った税および

税外負担は 3.1億円であった。 それが資本勘定で

政府,公共団体から財政支出として受取った行政

投資および補助金等が 12.4億円で約 4倍ほどが財

政還元 (公共経済依存)さ れていることになる。最

近の農業構造改善事業, 農業基盤整備事業による

国営,県営, 団体営などの公共投資が多くなって

いることを反映したものである。

このほか在庫投資の3.1億円をふくめて, 農業

および農家の総資本形成は21.9億円となり,残 り

地域農業 の構造分析試論

第 6表

7

資本形成勘定 Capital fOrmatiOn aCCOunt

(単位 :100万 円)

1.固 定資本形成 1,880

(1)土 地   465

(2)建 物   920

(3)農機具   520

(4)動 物  △77

(5)植 物   52

2.在 庫 投 資   305

3.資 金過不足  5,047

使      途  input 源 泉  Output

1.経 済 余 剰 5,228(72.3)

2. 政府・公共 1,240(17.1)
団体等投資

3.減 価償却費  764(10.6)
(資 本減耗引当金)

(26.0)

(6.4)

(12.7)

(7.2)

(-1.0)

(07)

(4.2)

(69.8)

計 7,232(100) 計 7,232(100)



の50.5億 円 (69.8%)が ,いわゆる過剰資金として

地域外または農外資金として流出していくことに

なる。

資本形成勘定でもう一つ注目しなければならな

いのは,総資本形成の21.9億 円にたいし,政府,

公共団体投資が 12.4億円で総資本形成の56.6%を

しめ,公共投資 (公共経済)への依存度がかなり高

いという点である。 自然条件および経済立地的に

めぐまれない下北地域の農業が, 零細経営のもと

では自らの資本蓄積による生産力の向上をはかる

ことはきわめて困難であり, 農林行政投資に依存

してゆかねばならない経済的弱さがある。

たとえば,下北地域の農業生産 性 (昭和49年度

例)をみると①労働生産性 (農業労働10時間当りの純

生産)は2,718円 であり,県平均の51.3%(5,299円 ),

全国平均の65.1%(4,175円 )にあたり,②土地生

産性 (10ア ール当り純生産)は 52千円で県平 均 の

57.3%(90.7千 円),全国平均の 61.1%(85.1千 円)

である。さらに③資本の生産性 (農業固定資本1,000

円当り純生産)は812円 ,県平均の70.1%(1,158円 ),

全国平均の 114.9%(707円)と 資本の生産性は県

平均より低く全国平均よりも高い。 これはむしろ

資本形成が低いために単位当りの純生産が高くな

っているにすぎず, 農業の生産力水準はやは り低

いといえる。 こうした点がこの地域の所得形成を

一層低いものにしているといえよう。

(C)金融勘定 finanCial a/c

資本形成勘定から受けた 50.5億 円がどのように

使用されたであろうか, 金融勘定部門でとらえて

みると第 7表のようになっている。すなわち, こ

の部門の流入資金 (源泉)の もっとも大 きな部 分

は,すでにふれた過剰資金の 50.5億 円とさらに借

入金の 13.6億 円と合せて,流入総額が64.1億 円に

なっている。

このうち農家の借入金 (負債増)をみると借入金

総額13.6億 円 (全体の21.2%)の なかで銀行,信用

金庫などの借入れが 10.2億円 (借入総額の75.3%に

相当)と なって首位をしめ, ついで農協借入れが

2.6億円 (同 19・ 0%)になっている。ただ農協の場

合,のちにみるように貯金増加 1.3億円であり,

第 7表 金融勘定 finanCial aCCOunt

(単 位 :100万 円)

使     :途  input 源     泉  Output

1. 現金通貨

2.準 ヨ 金

〈1)預 貯 金

郵 便 局

銀 行 等

農  協

(2)積 立 金

(3)貸 付 金

(4)有価証券

(5)売 掛 金

3. 調整項 目

220

5,005

2,369

1,070

1,161

136

1,056

7

10

317

1,182

(3.4)

(78.1)

(37.0)

(16.7)

(18.1)

(2.1)

(16.5)

(0・ 1)

(0.2)

(4.9)

(18.4)

1.資 金過不足  5,047(78.8)

2.借 入 金 1,3∞ (21.2)

(1)農協・
制度資金  259〈 4.0)

(う ち長期資金)

250(3.9)

(2)銀行等  1,024(16.0)

(3)個人 。その他117(1.8)

(4)買 掛 金  △

“

(-0.6)

計 6,407(100) 計    6,407(100)

注 前表に同じ。

(資料〕

(1)預 貯金,借入金等は,青森統計情報事務所 『 青森農林水産統計年

報』,下北農協『業務報告書』,脇野沢農協『 業務報告書』,斗南丘

農協『業務報告書』等 より推計。

(■ )その他,青森県信速, むつ支所資料, むつ商工観光課『商工経済

要覧』より推計。

貯貸率はいちじるしく高 くオーバーローンになっ

ているほか,農協借入れが比較的少ないのは,合
併事情,農協の信用度合等によるもので,銀行取

引の 4分の 1にすぎないものになっている点は注

目されるところである。

また最近は個人その他, 買掛金による借入れが

比較的少なくなり, 以前のような前期的商業資本

による「名主金融」注)的な関係は薄らいでいるよ

うである。 それだけ貨幣経済への対応 と開かれた

金融体制, 金融の組織化がはかられてきたものと

みられる。

注

「名主金融」的関係とは……幕藩体制下において権

力構造と結びついた名主が,村の経済を支配し,百姓

に高利貸金融を行なっていた名主になぞらえて,下北

地域にバッコしているM商店 (米・肥・飼商)の金融

関係を指している。

昭和42年調査による同じ金融勘定によれば,借入総

額 258.7百万円のうち農協借入れが47.2百万円 (18.2

%),個人その他借入れが 19。 7百万円 (7.6%),買 掛

金によるものが40.0百万円 (15.5%)を しめ,買掛金

のしめる割合が非常に高かった。この大部分が下北地
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域を販売圏としているM商店によるものであった。M

商店は米の集荷業者を兼ねていて,肥料,飼料等々の

販売を行ない,秋の米代金と差引勘定とし,あ るいは

米との現物交換や金貸しを通して儲けていた。それら

の買掛金や借金が累積し返済が不可能になると土地や

山林,原野を肩代 りに取っていたといわれている。も

ともとM商店主は八戸あたりから戦後下北に移 り僅か

の期間で富を築いた人である。

またこのM商店は,下北地域のS銀行と結びつき政

府からの米代金は,こ の銀行を通して農家に支払われ

るなど,農家の資金を吸収し農外資本形成を促す一つ

のパイプになっていた。これらは当時,農協組織の弱

体を背景に高利金融が行なわれ,農家の資本蓄積を大

きく阻害していたものであった (下北総合開発期成同

盟会『下北地方農林業振興に関する調査報告書』昭和

42年度,30-35頁 )。

つ ぎに過剰資金の 50.5億 円の使途別割合をみ る

と,預貯金形態を とった 金融資産がもっとも多 く

23。 7億 円 (流出資金総額の37.0%)を しめている。 さ

らに この金融機関別割合は銀行等の 18.1%,郵便

局16.7%,そ して 農協がわずか 2.1%に す ぎない

ものになっている。 このように下北地域における

金融機関として大きな役割を果たしているのが,

銀行,信用金庫, 郵便局等々であり,農協,漁協

等の信用度が比較的低いようである。

預貯金形態の金融資産 についで大きいのが積立

金の10.6億 円 (16.5%)を しめているが,有価証券

投資などインフレに強い金融資産の保有高は少な

く,いずれも準現金形態で インフレの目減 りにも

つとも弱い金融資産の保有になっているとみるこ

とができる。 こうした金融機関への預貯金は,い

うまでもなく農外資本として地域内または地域外

に流出していることはいうまでもない。

③ 総合勘定 balanCe Sheet a/C

以上の 3部門の勘定を総合し, 所得勘定として

の経常勘定に資本形成勘定,金融勘定を接合させ ,

全体のフロー表 (資金循環表)と しあらわしたもの

が,総合勘定 (第 8表)である。これは表側に源泉 ,

使途,差引勘定をとり,表頭に各部門のそれぞれの

勘定欄を設けて, 相互関連を明らかにしたもので

あって,経常勘定部門が (y,+Gy,)一 C″ =SD(経

総 合 勘 定  balanCe Sheet aCCOunt

(単 位 :100万 円)

第 8表

源   泉

経 常 勘 定 資本形成勘定
capital account

金 融 勘 定
financial

account

5,047

1,360

Ｓ

ι

outPut
T  6,407

使   途
input

C,  17,610 ″4  5,225

差   弓|

balance

調 整 項 目 Xz) 1,182

注 前表から作成。ただし Tは小計を表す。

済余剰。純貯蓄),すなわち,国民所得理論のY=C+S

と同じく S=y― Cのそれに等しい。 ここでのS,

は52.3億円である。それが資本形成部門に流入し

(S,+GrD)一ら=′S(資金過不足・過剰資金)にな

って金融勘定部門へ流入していく,それが 50.5億

円にあたる。

つぎに金融勘定部門ではこの過剰資金と負債増

を合せ,金融資産との関係をみると ZS十江=Z4

となり(ZS十′二)一′∠=0にならねばならない。し

かし実際は (ZS+ι)一′4=1,182Xっ と不突合が生

じているので,調整項目として処理してある。同

じく経常勘定部門でも不突合の Xpが2,976百万

円ほど生じ,調整項目として処理してある。

いずれにしろ下北地域の資金循環からみた農業

の経済構造は,半農,半漁, 農業と賃労働収入に

支えられながら所得形成が行なわれ, 消費支出を

除いた,経済余剰 (純貯蓄)の うち,農業投資はわ

ずか21.9億円にすぎず,残 りの50.5億円は過剰資

金として形成されている。 このほか公共投資,公

共経済への依存度が比較的高く,地域内の農業お

よび農家で形成された資金は,過剰資金として地

域の金融機関を媒介に, 農外資本形成に吸収され

ている。それが金融資産としての ZИ =52.3億円

にあたっていることはすで にふれた とおりであ

る。

要するに辺地としての下北地域の農 業 と経済

が,所得形成のための経営資本投資が少なく,内

的生産構造の変革による経済発展を指向するより

も,公共経済や政治的依存のもとで, 地域経済お

島
鍋

5,992

1,240

25,814r

y, 20,625

Gyp 5,189

7  7,232

JE,   2,185

S,  5,228 JS   5,047

χI, 2,976
|



Iθ

よび農業の振興をねらっているところに, この地

域の最大の特徴があり, それはまた資金循環の分

析からもとらえることができる。 なおここでの資

金循環表は農業および農家の勘定部門に限定した

ものであるが, これを地域経済全体 (商業,工業部

門もふくめたもの)のマネー・ フロー表を 作成し分

析するなら一層地域経済の構造が 明らかになるで

あろう。

(3)農産物流通会計からみた下北地域農業

さきに検討した流通バランス・ シー トの一般式

をもとに, 具体的に下北地域の生鮮食料品 (青果

物,鮮魚,食肉)の流通が どのようになっているだ

ろうか,農産物流通会計, すなわち流通経済面か

ら地域農業の構造をさぐってみよう。

③ 青果物流通のバランス 0シ ー ト

青果物の供給面からみると総供給量 25,811ト ン

(第 9表参照), うち地域内供給量 14,904ト ン (総供

給量の57.7%)で,さ らに内訳を推計してみると卸

売市場流通量が 330ト ン (1.3%)で 地場市場のウ

エイ トがきわめて低い。 これは市場機能が完全に

働いていないことと, 生産者の市場にたいする不

信感が強いためであるとされている。 これが昭和

51年 10月 以後,卸売業者が変わ り, 地場市場の信

用回復に努めた結果, 今では取引高も多くなって

いるという。

ついでもっとも大きい流通量は, なんといって

も朝市 (直売)がある。 1と 6の つく日に朝市がた

ち,106市場 ともいわれ,むつ市で好評をえて戦

前から続けられている。 農産物によっては,隣村

の東通村からも売 りにくるし, 常連としてはむつ

市内の特定農業集落, 農家の主婦が売 りにくるこ

とが多い。それが総供給量の22.6%を しめている。

このほか多いのが, 他地域からの入荷,いわゆ

る八戸, 青森卸売市場からの転送荷がある。これ

が総量の 14.4%を しめ,主として果実類,タ マネ

ギ,洋菜類などが多く, 季節によっては一般野菜

の入荷も多 くなるといわれている。 そして総生産

量にたいし地域内供給の割合は,67.5%に あたっ

ている。

これにたいし需要量をみると, 地域内消費量は

第 9表 青果物流通 balanCe Sheet

(単位 :ト ン)

供   給   量 需   要    量

1.地域内総生産量22,089

1)地域内供給量 14,904

1.地域内消費量 18,626(72.2)

2.地域外市場出荷 7,185(27.8)

f農協共販   4,562(17.7)

t贈 答・ その他  2,623(10.1)J

ヽ

卸 売 市 場  330

直売 (朝市)5,828

自 家 消 費 8,π 6

(85.6)

(57.7)

(1.3)

(22.6)

(33.9)

(14.4)2.地域外入荷量  3,722

計 25,811(100) 計 25,811(100)

注 昭和50年度資料による推計。

(資料〕

(i)地域内総生産量は東北農政局,青森統計情報事務所 『青果物生産

出荷調査報告書』(昭50)よ り算定。

(■)地域内消費量は総理府『 家計調査年報』の うち, むつ地域分より

一世帯当りの消費量から算出推計。

(‖ )地域外市場出荷は農協資料による。

(市)地域外入荷量は, むつ市卸売市場及び下北農林事務所資料より推

計。

(V)自家消費量は青森統計情報事務所『農家経済統計表』 下北地域よ

り算出推計。

(宙)直売 (朝 市)は ,むつ市役所農林課および農協推定による。

18,626ト ンで総需要量の 72.2%を しめている。こ

の地域内消費量はすでにふれたように 乃 +々 =E′

の関係にあり, 地域内供給量の14,904ト ンと,地

域外入荷量 3,722ト ンの合計に等しい。 また地域

外市場出荷が 7,185ト ンで総需要量の 27.8%に あ

たっていて, うち農協共販によるものが 4,562ト

ンで,その主なものは高冷地大根, 脇野沢 ミヨウ

ガ,長芋などの特産物が多い。

下北地域における青果物流通 のバランス・シー

トは以上のようになっているが, この流通はつぎ

のような特徴をもっている。

地場流通の主体をなしているのは, 朝市などに

よる直売であるという点である。朝市は古くから

むつ市民に親しまれているといわれているが,最
近は労力的な面から減少しているようである。た

とえば,昭和 35～40年頃までは 100人余の農家が

朝市で商いをしていたが, 出稼ぎの増大とともに

減少し,今では 30人程度にすぎないものとみられ

ている。 このほか農家の営農形態も野菜専作農家

と出稼ぎ農家と経営階層の分化が著しくなり,野

菜農家はますます生産の拡大と商品化をすすめ,

手間のかかる朝市の販売だけに依存できなくなっ

ていることによっている。 しかし現在の卸売市場



は青果物流通の主役になっておらず, 青果物流通

担当者 (前期的商業資本)と ともに取引市場の近代

化が急がれている。

③ 鮮魚流通のバランス・ シート

鮮魚の供給量は第 10表にみるように,46,738ト

ンであり, うち地域内生産量が 44,567ト ン (総供

給量の95%)を しめている。そのうち地域 内供給

量は 3,272ト ンで, 全量が卸売市場を通して供給

されているほか,地域外入荷量が 2,171ト ン (4.6

%)を数えている。 この地域外入荷のなかには,

八戸,青森魚市場からの転送や逆転送荷 (下北から

八戸,青森魚市場へ出荷したものが,再び下北の魚市場

に転送されてくるもの)も ふくまれている。 そして

この地域外入荷量 (転送荷)が地域内消費量 5,443

トンの約 40%を しめていることになる。これは地

域内供給量の 3,272ト ンが同じく地域内消費量の

60%を しめているのに比し,かなり高い供給割合

といえる。 こうした流通実態を反映し,最近,鮮

魚の値段が高くて困るという消費者 の声 を聞く

が, 転送荷が多くそれだけ流通経費がかかること

や 200カ イリ専管漁業水域の設定などを背景に流

通業者 (魚間屋)の価格操作によるものもあると教

られている。

つぎに需要量では地域内消費量が 5,443ト ンで

総需要量の 11.6%を しめているほか,需要量のも

っとも多いのは,漁協その他 (産地仲買商)を通し

て地域外市場 (主として八戸,青森魚市場)への出荷

で,全体の 83.7%を しめている。この主なもの

は,陸奥湾の特産であるホタテ貝類で 7,006ト ン
,

海藻類 8,500ト ン,イ カ,タ コ21,500ト ンなどが

それである。

以上のように, 鮮魚の流通は青果物と異なり,

地域外市場への出荷が多く地場流通は, 総生産量

(44,567ト ン)の 7.3%(3,272ト ン)にすぎない。ま

たこの地域の第 1次産業の総生産額 127.8億 円の

うち水産業が34.4億 円(26.9%)を しめているが,漁

協組織を通してほとんどが地域外市場出荷になっ

ている。だが下北地域は漁業依存の高い地域であ

るが, 零細漁業が多くそれだけで経営と生活が維

持できず, 出稼ぎ収入にたよらねばならない生産

2.地 域外入荷量  2,171(4.6)

(買付販売)  (870)

計 46,738 計 46,738

注  昭和50年度資料による推計。

〔資料 )

(i)地域内総生産量は,漁業協同組合, 青森統計情報事務所,水産統

計資料より推計。

(‖ )地 域内供給量は, 鮮魚卸売市場出荷・ 入荷量,青森統計情報事務

所資料 より算定。

(Ⅱ )地域外入荷量は,鮮魚卸売市場, 漁業協同組合,市役所水産課に

よる推計。

(市)地域内消費量は,総理府『家計調査年報』 むつ市,下北地域分 よ

り推計。

(v)地 域外市場出荷は,漁業協同組合資料 より算定。

構造になっている。

そして鮮魚の卸売市場がようやく昭和 49年に開

設され,地域の流通市場 として定着をみるなど,

下北地域の一つの広域共同施設の機能をもちはじ

めている。今では地域内の町村から買参人が集ま

り取引されているので, この鮮魚の地場市場取引

が一段と普及し定着するようになれば, これまで

の前期的な取引が改められ,取 引価格 (相場)の

建値形成 Priceleaderの役割をもつようになって安

定化し,取引の近代化に役立つようになるものと

思われる。

③ 食肉流通のバランス●シー ト

昭和 50年の下北地域における家畜 の 出荷頭数

は, 肉豚9,564頭 ,和牛 540頭 , 乳牛 (ォ ス)152

頭,乳廃牛351頭,子牛2,113頭 で合せて12,720頭

を数えているが, これを各家畜別の枝肉換算で生

産量を推計すれば,1,228ト ンになる。 これをも

とに流通バランスをみると第 11表のようになって

いる。

地域内総生産量 1,228ト ンのうち, 地域内供給

量は,537ト ン(総供給量の26.2%)を数え,こ のう

ち大部分が,むつ地域の食肉センターからの供給

になっている。一方総需要量は 2,050ト ンで, う

地域農業の構造分析試論 II

第 10表 鮮魚流通 balanCe Sheet

(単 位 :ト ン)

供   給    量 需   要   量

1,地域内総生産量 44,567(95.4)

1)地域内供給量  3,272(7.0)

1.地域内消費量  5,443(11.6)

2,地域外市場出荷 39,124(83.7)

漁協 。その他  39,124(83.7)

3.贈答・その他  1,636(3.5)

4.調整項 目    535(1.1)

{

卸 売 市 場 3,262(7.0)

自 家 消 費   10
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供   給   量

第 11表 食肉流通 balanCe Sheet

(単位 :ト ン)

こうして下北地域の畜産物流通は, 地域内消費

と地域外出荷(移出),地域外入荷 (移入)と が錯綜

し合 う,重層的な流通構造のなかで, 食肉業者お

よび家畜商が流通を支配しているところに この地

域の特徴がある。

これまで, 青果物,鮮魚,食肉についての流通

を主としてフローの側面 (需給バランス)からみて

きたが, いずれも地場市場の形成が弱体であるこ

とが指摘される。 この流通経済の立ちおくれが,

さまざまな局面で下北地域の農業発展を 規制し,

農業経営内での資本蓄積 をきわめて薄いものにし

ているのである。 さきの資金循環分析でみたよう

に, 流通業者による名主金融的なものや食肉流通

にみられるような,前期的商業資本としての家畜

商の介入による不等価交換と高い流通マージンの

取得は, それだけ農業資本の蓄積を阻害する要因

になっていることはいうまでもない。

また生産 (供給)構造もすでにみたように,零細

な農家 (多 くは兼業農家)か らの分散的な供給とか

なり広域的 (下北全域)な集荷を要するために,流

通業者の介在を必要としているが, 地場市場の形

成が弱く未組織のために, 前期的な流通業者の介

入を許していることも見逃しえない原因の一つに

なっている。今後地域農業の振興と流通市場の整

備をどう方向づけていくか, 大きな課題の一つで

あると思われるが, なお小論は構造分析の手法を

中心にまとめているので, 本格的な分析はこの計

数の背景にある生産関係との関連でとらえねばな

らない。この点は他日を期したい。

注

1)経済企画庁経済研究所『マネー・ フロー表 (昭和

31～34年度)の試算』(昭和37年),石田定夫『マネ

ー。フロー分析』, 山口茂他『金融理論』120-138

頁。

H.C.Edey&A.T.Peacock“ National income

and Social accounting''(19614F)・

2)日銀マネー 0フ ロー表は,昭和26年から初まり,

昭和33年に29-33年 にいたるマネー・ フロー表『資

金循環勘定 Flow of Funds Accounts in Japan

1954-1958』 (日 本銀行調査局)作成以後, 本格的

需   要   量

1,地域内総生産量 1,228(∞ .0)

1)地域内供給量   537(26.2)

肉センター 532(26.0)

5(0.2)

822 (40.0)

1.地域内消費量 1,359(66.3)

2.地域外出荷量  691(33.7)

「むつ食

そ`の他

2.

計 計    2,050(100)

注 昭和50年 度資料による推計。

(資料)

(1)地 域内総生産量は,青森続計情報事務所『 青森農林水産統計年報』。

(■ )東北農政局『青森県東部地域畜産生産地基本調査書』。

(‖ )地域内供給量は,『むつ食肉センター』資料より推計。

(市)地域内消費量は,総理府『 家計調査年報』の うち, むつ地域分よ

リー 世帯当 りの消費か ら算出推計。

(V)地域外出荷量は,むつ市商工観光課,『むつ食肉センター再建問題

資料』No.2〈 昭和52年 度)よ り算定。

(市)他地域か らの入荷量は,同 じく『むつ食肉センター再建問題資料』

(NO.2)よ り推計。

ち地域内消費は 1,359ト ン (総需要量の66.3%)では

ぼ地域内総生産量に見合っている。

だが第 11表にみるように,総生産量のうち地域

内供給量は
"7ト

ンであり, これは地域内消費量

1,359ト ンの 39.5%を しめるにすぎない。残 りの

60。 5%は他地域からの移入でまかなわねばならな

い。それが地域外入荷量の 822ト ンに相当してい

ることはいうまでもない。さらに地域外出荷が691

トン (総需要量の33.7%)を しめているというよう

に, 下北地域の食肉流通の複雑さをあらわしてい

る。すなわち, 総供給量 のうち地域外入荷 (食肉

業者の介入によるもの)が 40%(822ト ン)を しめ,

他方,総需要量の33.7%(691ト ン)が地域外出荷

になっているように, 錯綜的な流通になっている

のがそれである。

しかもこれらの流通担当者は, 農協,家畜商で

あるが, 主体は家畜商になっていて重層的な流通

に介入することによって, 高い商業利潤を取得し

ている。たとえば,下北地域の家畜出荷頭数12,720

頭のうち,下北農協取扱いが 1,147頭で9.0%の集

荷率にすぎず,残 りは地域内に介在する家畜商(地

域内登録家畜商69名 ,しかし地域外からも買いつけ,集荷

に入る家畜商もあるので実際はもっと多くなるといわれ

ている)に よって取引されているのがそれである。

地域外入荷量
(大 手食内業者)

2,050(100)



分析として発展,現在にいたっている。

経企庁マネー。フロー表は,昭和31年に昭和26-

30年末までの国民貸借対照表と,27-30年 までの各

年間ごとの金融連関表の推計が行なわれ,その後昭

和34年末に『国民所得,金融総合勘定表』を作成し

たのが,経企庁,マネー・ フロー分析のはじまりで

あった。こうしてわが国のマネー・ フロー分析は,

昭和33-34年頃から欧米の研究に刺激され活発に行

なわれるようになった。

3)産業連関分析の応用面の一つに「地域経済分析」

regiOnal analySiS手 法があり, レオンチェフ方式,

チェネリー。モーゼス方式,ア イザード方式などが

一般に知られている。W.W.Leo世 iefモ デルー地域

バランス。モデルー,H.B.Chenery,L.N.Moses

―地域間交易モデルー,W.ISardモ デル, 一地域

間一般均衡モデルーなどが知られている。金子敬生

『経済変動と産業連関』第 4章 (1967年 )。

また,国民所得理論からの地域経済分析手法とし

ては,川上正道『市町村民所得一推計と利用―』(昭

13

和37年)がある。

4)た とえば,玉野井芳郎『地域分権の思想』(昭和52

年),杉岡碩夫『地域主義のすすめ』(昭和51年 ),ま

た, 日本農業経済学会「地域農業振興と農政」 (昭

和52年度シンポジュウム)のほか,地域問題につい

ては, 日本地域開発センター「特集,地域主義を考

える」『地域開発』(1977年 6月 号),冨民協会「地域

農政への期待と現実」『農業と経済』(1977年 6月 号)

など。

5)篠原泰三編『地域経済と農業』(1966年 )。

6)参考資料

下北総合開発期成同盟会『下北地域広域市町村圏

策定計画に関する基礎調査報告』(1971年 )。

下北総合開発期成同盟会『下北半島における農林

水産物の流通と金融事情調査研究報告書』(昭和 52

年 3月 )。

下北地域広域行政事務組合『下北地域広域市町村

圏振興整備構想研究報告書』(昭和52年 3月 )。
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