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い。少数汐作ら最近の農業経済

状態を示すのは農鉢省の農家経

済及び農業経鴬調萱結果であ

る。苗心し，また：金をかけた大

冊の旧版であるが，利用者がど

れだけあるかをあやぶむ。折角

だから利用きせていただく。

　此の例で見ると黒字農家が5

赤字農家が4で，赤字のないの

は水田農家だけであるQもっと

も，この鑓の水田農家は巾核水

田地帯で畑作及び主畜農家は申

核期帯のそれではない。気候力ζ

よかったという昭灘30軍でこの

通りであるから簿詑をつけて予

算生活を立てねばならないこと

カ｛わカ〉ると思う。

　　　（北大名誉教授農博）

農業経営と市

場取引

川　村 琢

　1，小農Pea黙滋生産と農

　　　産物の販売

　北海道の農業は多数の小農に

よって営まれている。小農の生

産における色々な特殊性は市場

Macket三ng取引の面における空

な特徴は次のようにいうことが

禺来る。

〔1）生産量や販売量が小量であ

　　ること。

②　生産物の規格が雑多で，贔

　　質も形態も不統一であるこ

　　と。

〔3）　生産力∫自然条｛隼姦こ左右きオL

　　生産物は窩敗甦がつよく，

　　販売は出来秋に集中してい

　　ること。

　以上の条件は農財物の販売を

著しく不利ならしめ，そめ結果

農産物の販売に対して与える主

な影響は次の如きものである。

（1｝価格の変動がはげしく，緬

格は比較的不利に定められ，と

くに端境期における相場は著し

く低掻である。

（2｝市場までの集慈Asse11漏加

9費絹がかさみ，配給Distrlbut

ing費，貯蔵S撤age費もまた

大きい。

（3）季鏑的変動を利用する，商

人に，出来秋の買たたき，端境

期の売おしみで，原綿的に多額

の利益を押え，農民の手取り，

庭先相揚は不利となるQ

　以上の事情は北海道の農業で

はきらに増大きれるものといわ

ねばならない。その理由は，

〔1）自然条件からいって，年一

圃の収穫であり，畑1乍では各種
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　　　　　　の生産物を著し

差　　引　　く少量つつ生産

　　　　　　していること。
　178，554
　　　　　　（2）多種類の生
　260，077
＿269，194産の働縮の
　198，219不統」G・・δ・が

一184828　著しい。
　　　，
　113，183（3）大消費地市

一356，312　壌｝カ〉ら遠くはな

　　33・6！6れていること。

一422，101　　　　　　㈲価格は大消

費燵市場で決定きれているこ．

と。

（5）　海外市場と競含する生産物

力∫麿県より多いこと。

　庭先価格は，以上の理由で，

北海道は鷹県よりも低い。ここ

に，北海道での農業協同組合の

発達が蔚県より進んでいる理由

の一つがある。

　1・市場取引の改善

　以上の北海道農業の市場取引

を改善するために以下の方法が

とられている。これを大製する

と価格調整の方法と市場取引機

構の整備である。この2つは相

互に関係しあっていることはい

うまでもない。

に）価格の調整についてQ

　④国が奪格を統制し，凶作

に対しては農業共済Agri耳順「内

aH滋s耀ance制度で補償するシ

ステム。ここでは舞茸きれた価

格が農家の生産費を補償するか

どうかが，主な問題であるQ米

が唯一の鑓であるが，ただ北海

道では，等級がおとっているこ

とと寧出奨励金をうけるための

時期が，一般に驚祭より不利で

あるため，この改善が，必要で

ある。

　⑧農家が協岡組含を通じて．

自治的に価格の統制を行うシス

テム。自治的に儀格を纐｝拙来

るのは集荷機溝と配給機講を協

同組合炉独占し，生産の制限は

農産物の検査制度と生産に必要

な原原：種を統制することによっ

て達成きれている。この例は種．

子馬鈴薯にみられる。ただ，そ

の価格が種子の需要者たる農属

に満足を与えうるかどうかが間、

題である。

　⑥　自由商品である豆類，と
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くに小豆，菜豆類は懸軍変動の

幅の最も大きな農産物である。

豆類の統制が撤廃きれてから，

価格の調号のため取引所炉設置

きれたが，かえって，取引所が

寧静のために利罵されていると

・いう非難がある。豆類に海外輸

入に依存するもの多く，輸入の

如何が帳格に強い影響を与えて

いるので，価格変動を防ぐため

輸入調整がはかられている。最：

近，主要農産吻の価格調整のた

・め農産胸価格安定法が発布され

たが，その効果については，い

ろいろ聞題がある。

｛2｝取引機講の整鯖

　④統凝晶である氷の取引上

の合理化は，輸送，殿蔵，保険

金利などの取引にともなう費用

の外は集1鴉配給の手数料ほと

どめようとする傾向にある◎取

引はすべて政府の委託の形式を

とり・政府の監督等の費用をは

ぶくと，取弓1費贋は小売飯格の

ユ5％前後である。戦前の費用21

・3％と比較するのは無理がある

けれども，一般に取引費用低減

のための努力がはらわれている

といえよう。

　⑧　豆類などの自由商晶は，

澱近協周組合の出藩が濡濃で，

如意の費周は低下している。た

だ・協同麹合も系統の段階が多

いこと，配給鼠講には協詞麺合

が参趣できないこと，投機にか

らむ費贋などがあって，現在は

・小売緬格に対し取引費用は20～

130％である。

　⑥果実の取引費贋は75％，

疏菜は70駕位であるが，腐敗盤

のつよい農産掬であるので取引

費用の多い理由がある。自治統

鋼の種子馬鈴薯の取引費用35彩

s

は集赫，配給まで協岡組合が測

距し，価格が安定しているとい

う事惰が前馬となっているため

であろうか，しかし，このこと

から取引費用鱈減のための機構

の整備の必要が果物や疏菜にあ

るように思われる。

　一般的にいって，北海道にお

ける取引機購の改善は協同組含

の整慌発展と密接な闘係にあ

る。　（北海道大学講師）

氷と農業経営

井　上 野

　水の供給状態は世界の農業を

大きく左右しているQとりわけ

欧米の畑1乍中心農業と，東洋の

水潤ないし灌瀧中心の農業とは

対照的である。農業経営学は資

本主義経済の早く発達した前者

の体内から生れたが，これが普

遍鍵を持つ限り，後者に対して

も妥当しなければならない。然

るに後者はその包蔵する前蒔代

的な不合理の故に，国民経済，

農業経営の発展が俸滞的であっ

た。このような環境の中におい

て｝わが羅はいち畢く欧米農学

を取入れ，これをモンスーン農

業に適用した。申でも北海道が

最も積極的に欧米農法を取入れ

た。明治の野々は北海道に欧米

式農業経営を夢みた。現笑的に

は鷹県農業化の傾陶が著しいと

しても，北海道農業が欧米農法

を基本としていることは，今も

変りないQかくてわが濁1まその

体内に近代農法を移入した。即

ち北海道を媒介として，アジア

が対置きれたといえよう。

ところが，水田稲作に代蓑され

る蔚票農業も，裏作の普及，次

いで多毛作化は，水稲早晩期栽

培，田畑輪換等を頂点として，

水稲1作一畑2～3作等となり

一種の畑1乍化傾向を示している

ことが注目きれなければならな

い。府県農業に見られるこのよ

うな多角化は，灌概農業と非時

概農業の統禽であり，叉北海道

においては燐1乍農業から，水国

農業えの移行が見られる。近年

水稲反収における東北北海道の

躍進と西日本の停滞が注目きれ

ているが，これは如上の傾向か

ら，舞ミ」ヒ部と1璽｝鶯部とにおける

作物選択の際の，水稲の比重の

差異としても理解せられる。か

くてわが瞬に移植きれた欧米農

法は水濁にも波及し，風土や経

済講造の巾に馴化きれつつ，日

本農業の近代的葉二化の契機と

なった。

　きて畑町農業も水照ないし瀬

概農業も，1乍物は水を要求す

る。今日前者におけるこヒ襲水分

の調醒が重視され，その極は畑

地灌概となっている。然し水田

ないし灌灘農業は一定の水利秩

序を持つところに重要な特色と

拘束とがある。水溜方式が一麓

定式化きれると，それは水の広

汎な流過盤に塵って支配力を持

ち，澄行となって継承きれ，従

って生産力停滞の原林となる。

これを打破するには水利施設の

革薪を要する場合が多い。

　即ち古い不合理は水穂慣行が

取水，分水，排水等を包括するi新

しい土地改良に伴って，改善き

れた事例は各所に兇られるQ殊

掴一酵パとの，爾つ鑛法域畷近の大規膜綱事業の異施


