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栃木県における農業生産の地域分化

第2報 その特徴と若干の要因について

細谷英雄・大橋一夫

Regional Specialization of Agricultural Production in Tochigi Prefecture. 

2. Characterr包ticsand Some Factors 

Hideo HOSOYA and Kazuo OHHASHI 

Resume 

すhisreport is a study on the characteristics and some factors of regional specialization in 

Tochigi prefecture. The results obtained are as follows. 

1) The areas specialized for rice cropping in Tochigi prefecture w巴re enlarged by such 

factors as the expansion of paddy五eld(exploitation of 日at forest land and uplund field for 

paddy rice cropping)， the spread of labor-saving techniques and the relativistic comparative 

advantage of rice cropping. The degree of specialization also were advanced. (See: Table 1 and 

Figures 1， 2 and 3) 

2) More wheat and barley cropping becaus巴 oftheir necessity as the complemetary and 

supplementary crops for paddy rice， Kampyo (bottle gourd)， leaf tobacco， etc. remainecl in this 

prefecture than in others. Althogh the cultivation areas were reclucecl， the specialization in a 

specializecl region were intensi五ed.(See: Figure 4) 

3) The specialization of vegetable cultivation did not grow higher than that in the vicinity 

of other towns and cities. 1t was consiclered to be the following reasons; 

(1) Farmers concentratecl on rice cropping which is not only easily cultivable but also provides 

a greater comparative advantage， (2) Farmers avoiclecl vεgetable cultivation becaus邑 itrξquired 

mor・elabor amount against unstable agriculural proceeds， (3) Farmers tried to seek for their 

economic stability from a non-agricultural gross income. 

4) The specialized region of industrial crops was confmed to mountancous districts which 

was limited areas management and less chance of getting a s:de busincss， because the industrial 

crops on the whole yielded higher agricutural income p巴rarea of cultivation. 

5) The localizecl specialization of sericulturεseems to have resulted from (1) the availa-

bleness of fiat forest land and五elclneecleclfor expansion of mulberry五色Id， (2) the introduction 

of modern sericultural facilities by the support of the cetral ancl local governments， (3) the 

advancement of productivity achievecl by means of n巴w tcchniqu巴suncler th巴 !ead芭rship 01 

competent aclvisors. (See: Figure 5) 

6) The choice of livestocks and the methocl of brccding bcst suitecl for the respective 

conclitions of location contributed to th色 progressof regional spεcializatiol1 of stock r日isingancl 

its alliecl industry. Especially farmers raising beef cattle， dairy cattle ancl fattening hog were 

attained to the greater aclvantag巴 ofmanagement than farmers in other areas by enbrgement 

of breεding scale呂nclelevation of labor productivity. (See: Figures 6， 7， 8 and 9) 
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前回の第一報では日本経済の高度成長期(1955~1973)

において第二次産業の就業構成比が念、速におまった栃木

県を例に全国的な1'1'@I別生産動向との関述で決業生皮の

地域分化がどのように進展したか特化係数の変化から実

態分祈念中心に報告した.今回のみIニ報では全国・近隣

都府県と比殺して特兵な特化動向を示した栃木県のうiミ，

変，野菜，工芸11~作物，%1歪，蕊産の地域分化の特徴と

Number of cities， 

towns and vi11ages 

その自然的条件，農業環境，経営経済的・生産技術的~

図等について若干の考察を試みた.

工米

iE悶的にみれば農業総生産額;こ対する米の粗生iW'iifi構

成比は，昭和30年から48年のi笥に52.6%から33.5%に減

少し米の作沼地位は著しく低下した.栃木県でも51.4%
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Fig. 1. Major combination of crops by increase or decrease of coe釘icientof specialization 

Notes 十 Increas官。fcoefficient of specialization 

一 Decreaseof coefflcient of specialization 

L: Livestock and its products R: Rice WBO: Wheat and barley， 

Miscellaneous cereals and pulses， Potatoes and sweet potatoes 

1: Industrial crops S: Sericulture FN: Fruits and nuts 

FP: Flowering plants P AP: Processed agricultural products 

SSO: Seed. seedling and others V: Vegetables 
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から42.5%に低下したが，粗生産額構成比の減少塁手は全 る.まず， (十R-I)の地域についてみれば県北では藤

闘では36%であるのに対し，栃木県では17%に過ぎず松 原町・足尾町を除く全域，県東では応玖町・益子町を除

生産額の対全国シェアは増大した.つまり，滋賀・福井 く全成，県5とでは西部の泥沼市・架野H汀と南部の三壬生町

・寓111.新潟・秋郎の各県に次く‘高い:同一イと係数の増加率 ・石橋町・上三川町・二宮町をIW，;く地域， jjZ南では百万

で， iI'乍日比重減少型特イヒ増」の性格を示し，関東地域 村・部担IflJ ・岩舟I句・国分ミ~，IIlJ .南湾内IlJJを除く地域に

では特異な存在である. みられる. (十R-WBMPP) の地域は県北の西部山間

県内の特化主lu或は特に中央北部を中心に従来からの特 地I淡を除く全域， !!f，束の東南地域を除く地域，県央では

化上j留地域で、更に特化度をi高め，全隈的な米特イヒの動向 ggm5と南部を除く北東部地域， j芸部では北西夕刊百を除く

と同様に両極分化の館、向を示している.ここで，米特化 南部と西部で著しい.また， (十R-PAP) の:lil!J或は県

の増減と{也の作自の特化増減の組み合わせ関係を第 1図 北西部の[11沼地域，県東の一部・県央・!泉南の畑地売?を

からみてみよう. 除いた地域でみられ，特によ日央の北京都で強い関係がみ

栃木県49市町村のうち米特化係数の地方日した1'11f!lJ村 られる.

(十R) は351'行町村てと数え，そのうち工芸良作物の特化 逆に米の特化係数の減少 (-R) したmlfl]付は14市IliJ

減少 (+R-I) した市町村数35，変・雑毅・豆・いも類 村あり，うち，野菜の特化増 (-R寸V)，花升の特化増

の特化減少 (+R-WBMPP) した市町村数27，加工没 (ーR十FP)，怒荷・苗木等の特化活:(-R+SSO)，更に

産物のq守化減少(十R-PAめした市町村数27を数え米 議産の特化増 (-R十L) がそれぞれ 10市町村を数え，

特化とこれらの作自の特化減との間にD(¥，、関係がみられ それらの地域は IRt して炉、Jjとの~IlI:l也子IY!こ集中している.

Table. 1. Area of cultivated land expanded or ruined in Tochigi prefecture 

Unit: Hectare 
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1960 148，400 87，200 940 33 890 13 130 61，300 230 210 25 l 1， 190 

1961 150，000 88，700 730 66 660 8 190 61，300 140 130 13 970 

1962 150，200 89，900 950 99 750 97 98 60，300 340 330 7 3 1， 100 

1963 150，000 90，900 1，140 169 970 O 200 59，100 250 250 1 O 1，390 

1964 150，000 91，800 1，058 143 836 79 152 58，100 151 151 1，135 

1965 150，100 93，200 1，360 352 1，010 56，900 416 410 6 1，380 

1966 150，600 95，600 2，560 601 1，960 - 1 163 55，000 288 286 2 2， 190 

1967 152，200 101，000 4，900 1，900 3，000 87 51，200 253 252 l 3，280 

1968 152，800 105，800 4，380 1，500 2，880 115 47，000 375 375 3，550 

1969 154，100 109，300 3，640 1，640 2，000 171 44，800 409 401 8 2，610 

1970 153，900 110，200 1，460 963 501 543 43，700 176 167 9 1，240 

1971 152，400 110，300 628 170 458 42，100 86 11 75 1，610 

1972 151，700 110，300 586 67 519 - 1 586 41，400 383 350 33 1，240 

1973 150，800 110，300 511 92 419 - I 511 40，500 478 462 16 1，340 

Notes: 1) iCrop statisticsJ Statistics and information department， ministry of agriculture and forestry 

2) The total五guresare not necessarily equal to total of individual五gures
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Fig. 2. Percentage of farm househeld by size of rice harvest areas (Agricultural Census 1960. 1975) 

400 . 1971-73 1ochigi pref 
このように米特化地域では工芸農作物， 5E・雑穀 'E

-いも類，加工皮作物，果実等の特化度が減少し，反対

に米の特化度が減少した地域で、は野菜，花デf，穣苗・苗

木，資産等の特化度が増加している.県全体としては，

米生産の地域分化は特化地j或の拡大と深化の縦綴的進捗

とみることがでをる.

栃木県における水田岡滋の拡大l討如こ昭和35年頃より

急激に進み， 41王手になるとこれまで年間 1，000ha前後で

あったのが 2，000haを超え42年の関mブ{ムでは 4，900

haに達し， I羽田熱は第 l次米生産調整郊に入る前年の44

年まで続いた. 30年代の水田部積の増加は主として県北

・南部での焔関加によるものであったが， 40年代になる

と県北部での山林等の開墾による水沼造成のウェ{トが

高揚稜ボァホ{ルポンプ，吏に水l
'モ{ターポンプの開

発・普及等による揚水技術の革新と照応して高まり，他

方で~街地の水田化も全県下で、増大した.

このような事情は，栃木県の35年の水田面積が87，200

haであったのが48年には 110，300haに増加したのに対

300 

1971-73 ?¥ational 

即
件
、
吋

qυ

い

剛

山

川

目

VF
 

L出oring Total cost Agricultural Labor reward 
hours per per luOkg 町omeper per day 
10刊tan) (brown) 1u'(tan) (family membersl 

Change of major indexes for the farm 
management concerning paddy field rice 

(1960~62 National = 100) 

して，他方で知lffii積は35年では 61，300haであったのが 期化(水図表作の拐徐)・~植化・施胞の合理的分施化・
43年には 40，500haVこ減少し水田本は58.7%から73.1% 多肥多裟{となどによって単位収量を増大し，他方で〔ト

に増大したことからもうかがえる・吏に，第 2図から稲 ラクター十日31成機十除草剤十自脱型コンパイン十縦型籾

作良家の士号絞別構成比の変化をみてみよう.栃木県は以 乾燥機〕の省力的機械化体系が君主立・普及し(特に栃木

前から下層(特に 0.5ha以下)の構成比が都府県水準よ 県における稲作'1こ関する農機具類の普及率はおL、)，殺

りかなり低く，中上層(1.Oha以上)で、高い傾向にあっ 培技術の単純化・間一化によって栽培しやすい作包とな

たが，それが一応中農溺(1.O~ 1. 5ha)を分岐点として ったことにあると考えられる.

「下層減・上忠治」の傾向を示した.一戸当り平均稲作 また，第 3図から金属・栃木県の稲作の経営的指標の

ffii1J!lも35年では 0.70haであったのが48年には 0.87haに 年次比較を過し栃木県の稲作の比較有利性について検討

増加し特に前述した稲作上庖農家の者:しい比率土的日は してみよう.全国の単位ffiifl!l当り収量水準からみれば栃

栃木県淡業の 1つの特徴であり稲作規模の拡大が遂行し 木県の7J(稲作はかなり低伎であり，その伸び率も低い

たことを意味する.そして，このような稲作への集中化 が，単位間積当り投下労jij)抱笠は全濁水準より大rhに少な

と規模拡大は水田造成の可能地としての林地が比較的多 く，単位労働時間当りの生産登(労働生産性)はかなり

く残っていたことと焔地の水田化も併進した結果である 高い水準1こある.このことは一日当り家族労働報捌の高

が，その技術的経営的姿[却は1活(乍の栽法技術が悶i直の1f. ~、ことでもみられる.また，玄米 100kg 当り生産費用は



主として投下労働笠の少ないことによって全国平均より

低廉であるが，単位函積当り稲作所得は収量水準の少な

いことで僅かに低い.つまり，栃木県の稲作は全国水準

からすれば土地生産性は低く，労働生産性はかなり高い

水準にあり，その傾向は省力化栽培技術(機倣化・施設

化・化学化等)の普及によって昭和30年代より40年代で

更に強まり，生産授の低廉化による比較有利性が確立さ

れた しかし，前述した如く収量水準が低位であり生産

費の低廉性は主として投下労働廷の少ない事が主因であ

るため恋積当りの稲作所得は低い.従って，稲作所得の

増大は函積規模の拡大を必要とした.その意味からして

栃木県で、は平地林・畑号事の水田化による稲作拡大の可能

条件を持っていたし，現実に規模拡大が技術的な裏付け

を伴って進行した.そして，兼業可能な地域における中

.小規模の農家は省、カ的で栽培しやすい稲作へ集中す凶る

ことによって出来るだけ兼業収入の治加を図る経営的対

応を示し，従来からの稲作大規模農家，或は開閉・借地

.作業受託等によって規模拡大の可能な淡家は一日当り

労働線開[ljの高い稲作を志向した.このように栃木県にお

ける稲作の:l1i!.域分化は謙三長就業と規模拡大の可能な社会

経済的農業の立地条件のもとで米生産の比較有利性を基

礎;こ進展したと考えられる.

E 麦 護買

昭和30~48年の間に変羽生産額の全国構成比は 8.7%

から 0.4%に減じ，栃木県では15.2%から 2.1%と著し

L 、i下回地位の低下がみられた.しかし変粗生産額構成

比の減少率は全国の95%に対し栃木県は86%であり，三を

粗生産i演の対全[認シェアは逆に大巾に増大した.従っ

て，数少ない特化係数の噌加都道府県の中でも北海道に

次ぐ特兵な地加率を示すこととなり，それは特に県南の

一部水田楽作地帯と県央南部・県南東部一千itの畑地獄，

更に県東の山間畑地部，:1こ変作が残存した識による.全国

的にみれば麦作は急激に衰退した作物で、あり，栃木県で

も県北を中心にかつての県南の水凶変二毛作地域でも著

しい作付減少がみられたが，夏作の水陵稲・二千瓢・タバ

コ・ illJ菜等の裕完・補合的作物として作付確保がなされ

県全体としてみれば全国のき芝生産の減退ほどでなかっ

た.その事が栃木県の麦作の特異な特化j訟を結果し，米

と同様に ff!pB比重減少型特化増jを示している.変の

特f化と霊或勤f)向tは土従う来i長ミの特化最上寵跨3づ1地也域で

すず喰2.0以下の特化階層地域ではその殆んどで下降分化を

示し，全国的な特化動向と同様に肉緩分化の傾向の中

で，県内における安全産の地域分化は地域総少・特定地

域での特化皮の増大として進展した.
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Fig. 4. Change of major indexes for the fann 
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(1960~62 National口 100)

安f'rの収益性t工作物問の相互比較からすれば箆めて低

位にあるが，変f!"との作物組み合わせによる総合的収益

から判断する必要がある.特に前述した加し冬作とし

ての支は術合・補完的作物としての性絡が強く，夏作と

の組み合わせによる耕地・農業機被・施設等の回定的資

本肢の利用皮を高める一方でメイン・クロップである夏

作への変得利用は移檎・初期生育持のご1二;燥・

からしでも合理性がある.ここで，栃木県の主要な変作

としてのどーん変を例に全国・栃木燥の経営的指標の比

較をしてみれば，第4閣にみられる如く以前は栃木県の

どーノレ支の立地有利性がかなり明確であったのが昭和40

年段階では殆んどなくなっている.しかし妥作とその

前後の夏作との総合所得としてみればかなりの収益的作

目として考えられるし表作自体の収主主役よりも変作の

メイン・クロップに主体があり麦の栽培様式，特に陛巾

の取り方・播種法等に大きい変化がみられ，単位面積当

り収監は以前より減少している.このような意味から栃

木県の表作は夏作との不可欠な補合・補完約作物として

あり， {自の都道府県の変{乍より残存率が高く変特化係数

を高めた嬰剖である.特tこ，県南における水利条件(入

水期 6月)に規制された水稲娩樋地域での〔変十水稲]，

県南央部畑地域における〔去十ごf瓢]， 県東部山間地域

での〔安÷タバコ〕なとや作物組み合わせのiiJfiちな地域と

概して麦{判こ適合する夏作物のない地域との関連で変生

産の地域分{とが遂行した.

政野菜類

野菜は作物種類，作裂が多稜多様で、経営的性格もそれ

ぞれ呉っているが，野菜作目として一括してみればその
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組生産額構成比は全国で、昭和30~48年の郊に 6.3%から

16.0%に，栃木県で‘も 5.3%から15.3%に高まり，作目

地{立は著しく潟大した.栃木県の糧生度額構成比・対全

国シェアの増加塁手は主部閣に潟し有利な交通地{立にある

にもかかわらず全国水準より僅かに増大したにすぎな

い.そして，他の大消費地近隣府県ーより野菜作特{とが顕

著でなく僅かに「作目比重増加型特化土引を示したにす

ぎない.全国的な野菜作特化の動向は概して上向分化の

傾向にあるといえるが，栃木県では従来の f1.0~2. 0特

化沼で下降・1.0以下層で上向Jと云う収恋文化の傾向を

7JミしてL、る.

ここで、野菜作特化増減との作目組み合わせ関係を前掲

の第 11S1からみてみよう.野菜作の特化係数の増加した

r!ll町村 (+V)は栃木県49市町村数の中で27市町村を数

え，その内，工芸農作物特イヒBfの減少(十V-I) した市

町村数26，加工農産物の特化減少(十V-PAめした市

町村数17，変・雑穀・いも類宅手の特化減少 (+V-WB

MPP) した市町村数17，果実の特化減少 (+V-FN)

した市町村数16となっている.逆に野菜作特化係数の減

少 (-V) した市町村は22市町村を数え，その内，米特

イヒ皮の増加 (-V+R) した市町村数・養護特化!支の増

加I(-V十S) した市町村数がそれぞれ 18，花:N"特イヒITE

の増加 (-V十FP) した市町1寸数 17，畜Q[の特化増加

(…V十L) した市町村数 16となっている.このように

野菜作の特化係数の増加した市町村では工芸淡作物，表

・雑穀・いも類，加工農産物などの特化係数の減少した

市町村が多く，反対に野菜作特化係数の減少した市町村

では米， :i委主主，花井， 1lfiÆなどの~守化係数の増加した市

町村が多い 特に野菜作特化増の地域は県央西部・南部

を中心にした「イチゴj，県北西部 μi問地の「高冷地野

菜j，県南中央・西部での「イチゴj• f施設野菜J 土~~が

主要なものであり，特化減少地域はlj芸北京都・ 1奈央東部

の米特化地域と ~9{失南部・県南東部の畑地'冷の加工農産

物特化地に多くみられる.

野菜類は主として果菜・洋菜類を中心に経済の高度成

長のもとで国民ïM与のi首大に伴って密度・果実と ~tんで

1J，生践者価格が比較的不安定で、あり，生産資材料等が

高騰しているなかで栃木県のように米作規模拡大の可能

条件をもち，また策予定機会に比較的窓まれた地成では 1

日当労働報酬の概して少ない一般の野菜作は8然条件，

経営条件，更に技術罰等からみてかなり優位性をもっ特

定の稜類と作裂を除いて一般農家に鉱大される要因は少

なかったと考えられる.

W 工芸農作物

栃木県の代表的な工芸農作物l土手瓢・タバコ・こんに

ゃく・麻・なたね等であった.招和35年以降，干瓢・こ

んにゃく荒粉は加工農産物として統計上の分類変更があ

ったため，その年次的連続性を失ったが，多くの工芸農

作物は大巾に作付減少をみ組生産額構成比も低下した.

企図的にみた工芸農作物の{守二回JcIl2位はやや下降的停滞を

示しているが，栃木県では大巾な低下を示し，対全国シ

ェプも悲しく減少した.従って， {むの府県に比;[交し最も

シビアな「作目比:ill:減少型1守化減」を示し従来の特化地

域で高い減少E与を示している.特に県内の東部11j問地で

のたばこ・こんにゃく，県南頭部111問地を中心にした麻

・こんにゃく等は以前の生産地域主ど大rhiこ絡少し， 1県全

域でも工芸農作物の生産総少は悲しい.そして特に米特

化係数の地加率の高い地域でヱ芸良作物の特化減少がみ

られる.

工芸伎作物は慨して単位面積当り所得が高いため，経

営耕地面積が小さく， しかも比較的兼業後会にも恵まれ

ない地域での作目として残存し，その生IAJ自主主{土大巾に

綴少されつつ吏に flW手よりの{下回」となった.

このように従来から経営部積が比較的小さく， しかも

規模拡大が国交ftで式訪5への就労機会の少なし、地域での農

家所得の媛保は単位面積当りの農家所得の高い作自に特

化せざるを得ない.栃木県でも単位面積当りの高所得が

作自選択の主要な基準となる社会経済的設業立地条件の

地域で工芸淡作物の集中化が遂行したと考えられる.

V 護 蓋

食生活の高級化・多様化に照応した消~I]増大がみられ， 全国的にみれば養蚕の粗生産額構成比は 3.0%程度で

生産の拡大も併進した.近年，一般の霞地野菜主主ff'{土交 昭和30~48年のfl'白地位に変化は殆んどみられなかった

通網の整備，輸送技術の革新などによって治安j地よりの が，栃木県では1.2 %から 2.5%に増大した.従って対

距離を更に迷隠化する傾向にあり，その供給闘は東R本 全国シェアは1.1ポイント増加し， 48年の特化係数ば

では北関東を過ぎて長野県・福島県から岩手県まで延び 0.81にすぎないが，その増加率は全国有数の「作自比重

ている. 増加裂特化増」を示した.以前からの養蚕県であった群

野菜作は概して労働・資本祭約的性格をもち，就中， 馬・山梨・長野・埼玉の各県では特化停滞がみられ福島

施設野菜では高度な栽培技術と経営管理能力が要求さ ・茨城・栃木と九州の長崎・宮崎・鹿児島の各県で大rh

h，自然的気象条件も経済的立地に大きく影響する.他 な特化増加率を示した.
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栃木県内での特化地域は小山・回m・小111などと極め

て散在的で局地性を示しているが，慨して県東::Jとおでの

特化士迫力Q2与が高い.市町村別特化階腐の変化についてみ

れば以前の特化上層地(ニ'sIilJ・藤原町)でコミきく下降

し，中下層から新たな特化上隠の市'lJJ村が出現し，餐蚕

経営の技術革新に対応した地域分化がみられる.そして

工装淡作物，表・雑穀 -!il ・いも類，:m:笑，カ~1工農産物

などの特化減少と関連して安安の特化係数の高まったili

u併すが多い.

栃木県における箆lffR!l:家は昭和30年代前半から漸減傾

向をたどってきたが，総収繭笠は逆に増力rl~ヌ It遣を示し

た.特に，大規模養護災家の比率が高まり， UB羽]48年の

全悶f'{!iHli芸家一戸当りエ子均年間収機会長が 355kであるの

に対し栃木県のそれは 560kと多く， l続中，小山市・小

JlII!lJでそれぞれ 809k，771kときわ立って多い.つま

り，かつての多労的妥lrf技術からUB和30年代後半に普及

した省力的養蚕技術にもとづく近代桑悶への転換・年間

条桑育・秘:笈共同飼育を通じての飼育技術の向上・主主wl
IVJ~余技術の確立・!1ï種改良等が耕怒機(桑園管理)， 粒

状専用肥料・新農薬・諸資材器具・溢湿度の自動認tm裟

泣等の開発・普及と絡まってlrf作の拡大安定化をもたら

し 30年代前半のJ"H雲間怒Jm以後議価が比較的堅調に推

移したこととも関連して飼育規模の拡大をともなって収

益性の高い作自となった.

以下，第 5区lの爾生産変調査等を中心としたデータか

ら全国・栃木県の養蚕に関する経営的な諸指標の変化に

ついて比較検討してみれば，昭和30年代の栃木県の養蚕

は全国水準と比べ，養蚕農家一戸当り収繭愛・桑閥単位
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面積当り所得額・単位J反臨主主当り労働時間及び単位生産

量当り費用合計は僅かに少なく一日当り労働報酬は僕か

に多い程度で確たる比絞有利性はみられなかった. しか

し， 40年代後半では，前述した如く，養護の技術卒新が

:iffi渓し飼育規模の拡大による一戸当ワの収繭震が大巾こ

増大する中で上繭単位当り投下労働時間・賀'用合計いず

れも全国水準より少なく，桑閥単位荷積当り所得額・一

日当り労働報部iからみて比較有利性は著しく潟まった.

一般的に養蚕は前にみた工芸農作物と同様に耕地規模

が狭少で兼業機会に比較的恵まれない地域での作g選択

の基準である高位T9Ti'号性に合致した作自であるが，県;Jと

南部・県東央部の一部畑地誌にみられる如く，兼業可能

地域であっても桑闘拡大の可能な平地林・緩傾斜林地-

~/TI J也等を有し，近代的な稔蚕共同施設を伴った養護娠奥

の行政的誘導や優良養護良家・指導機関等による近代的

養蚕技術の地域的普及をみたところでは規模拡大が進行

し，一日当りの労働報酬もかなり高く養蚕の特化地域が

局地的散在伎を示した一つの要沼とも考えられる.

1在畜 産

全国の畜mf粗生産額構成比は昭和30~48年の間:こ 9. 7 

%から28.1%に急治しその作目j也{立は著しく j蛍大した.

栃木県でも 7.2'}ぎから26.0%に急、埼し全国水準からみれ

ばその増加率はかなり高くよf全国シェアも治大した.か

つての東京・大阪のような著しい特化皮は減退し，各都

道府県の特化格差が縮少し収数化の傾向を示した.fn産

地域の移行型には音種・飼義製態・立地条約二等と関連し

て大芳IJすれば二つのタイプ。がみられる.つまり，一つは

都市型畜Jlliのその近隣地域へのt?G行であり，二つには土

地利用型畜産の遠隔地(北海道・九JII)への移行であ
v 
Q. 

栃木県は概して議浅の立地条件lこ適しておりながら特

化係数は O.19ポイントifsjまったにすぎず1.0以下であ

る.南関東・東山の各者1;燥の特イヒi節減喜容は全てマイナス

であるのに対し北関東三県のそればプラスであるが，そ

の内で栃木県の増加率は;肢も低い.県内では県北東部と

県南央部で特化皮がおし保全体として「作目比重増加

型特化地」を示した.市町村im守化階層の動向をみても

前述した如く全国的な~又数化傾向と同様に概して特化上

j霞の市町村で特化下降し，特化下層で特イヒヒ向を示して

いる.そしてこのような密度特化の上向は工芸農作物，

変・雑穀・いも類，果実，加工幾度物等の特化下降に照

応し， ]設に畜Jlliの特化下絡を示した市町村では種苗・古

木，花7司令， ;)jミ等の4守化上!匂と対応している.

昭和30年代前半頃までの小規模高座は，その後，役用
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Fig. 6. Percentage of farm households raising livestock by size 

の牛馬を除く乳牛， I主計百牛，豚，鶏等で顕著な飽主主演羽

数のj首加をみ， 30年代後半では「家畜飼養幾家の減少一

筋三毛頭羽数の急増」現象を示し規模拡大が進行した.小

規模斎ffのもとにおける節料法皇室は経営副産物・ 111野草

・水田肢障主主等にあったが飼料作物の栽培，更には購入

飼料に依存した多額羽餓脊となり機械・施設の大型化・

自動化を促し大規模飽笈技術の凝立・ E5種の改良が進む

に伴って労働生産性を著しく高めた.しかし他方で農地

から遊離した大型畜産は特に都市化の進展地域で言;ミ尿処

理に関連して公*問題を発生せしめた.

ここで，県内における飼護規模と畜種7J1jj:也域性につい

てみれば乳牛では都府県平均より規模広大が進んでお

り，特iこ 5~20頭米{濁の中規模飼養農家の比重が高い.

県内における鰐妥農家主容は県北地域で最も高いが飼養農

家の頭数規模は県南・県央地主主で大きい.そして，様し

て県北の土地利用型陸自f廷に対し， FR街・県ぅ!とでは購入濃

厚飼料を中心にした都市型滋良の性絡が強い.

i有豚は都府県平均の飼義規模より僅かに大きく:持に30

~100 1i}{未満の中規模飼養農家の比重が高い. 飼養幾家

率は県央 .!}f， î菊地域で高いが，鈎?を規模1:l:~1jl，京地域で大

きい.また，採卵鶏は都府県平均の飼育~~数規模より僅

かに小さく 100羽未満の小規模飼育幾家の比設が高い.

県東地域で調育農家率が高いが飼育規模;士、小さく，むし

ろ県北・県央地域で、飼育規絞が大きい.

肉府守二は者r;Jl守県平均の飼護規模よりかなり大きく飼養

E2家率はiまいが10TIヌ以上の中・

高い.県内における

格差は少ない.

次?こ，第7・8・9悶から生産qli読室等のデータをも

とに全fgj・栃木県の商産の経営的指標について検討して

-創設規模ともに地域的
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みよう.

前述した如く乳牛，肉用牛，肉原についての栃木県の

畜産は概して規模拡大が進行しており単位生産量~B の

生産授も低成で労働生産性が高く，比較有利性が認めら

れる.これらの事は昭和40年代初期頃からすでにみられ

た事であったが，その後更に規模鉱大が進み省力化投手j1j

の普及号事が直接的な要問となり費用節減効果と結びつき
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更に有利な展開がみられた.県北山部地域を中心に中規

模の土地利用型喜吉良は兼業機会にも余り恵まれず，水間

拡大も用水確保・関凶不適の傾斜焔・林地の多い地域で

粗飼料法践の充実を図りながら比絞的年間所得額の高い

作目として進展した.また， ~rp，南・県央の兼業就労機会

の多い地域における大規模飴主主・肉用牛経営では一日当

りの労働報酬が地域の平均的兼業賃金を目安として濃厚

飼料を片山心とした省力化技術のもとに規模拡大を巡め，

年間所得・一日当り労{射殺到Hとも高い専業的経営てと志向

したと考えられる.

内豚も比較的兼業機会に恵まれた地主主であっても，耕

地規模が小さくまた耕地拡大の余地の少ない農村地域で

肉絞姉絡の変動に対するすみやかな館設頭数の増減対応、

な伴いながら競技鉱大と経営合理化が進行し一日当りの

労働報酬の高い作隠として進良した.

このように栃木県の斎i1i'H土乳牛，肉m牛， r勾~で規模

拡大が進み， 1'..@'伎を高め，その地域の経営条件}こ適し

た議後，飼1~方式を採用することによって地域分化が進

Eさしたと考えられる.
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