
 29耳春朗むじき.まぐろ延縄漁業の
 撰裳成果につ//(

 木戻に於ける遠洋漁崇のま体は枕崎蓮を羊枢拠と寸るヵ㍉オ釣と串木野港をま原拠とす
 る、なじぎ、まぐろ延縄一家裟6ある、迎軍=中合よ1ハ望洋へと装着の盗出自覚くく徐にかじ

 三,まぐう延縄贈b従弟の40毛級甲1しが6o更級中心となリ斑看看94隻二を敏・曳る1二列
 ったが二の標叢も漸次星洋になり従束春期擬業の唯一の漁場百あった台港北巧の熱釣畠並

 遊に於1する.サじ三瀬証苞自コの握1家分ら津{栗し跡～年頃よu虎津、南氷,勝浦蓬を候旗とする

 1」、軍原例島東郭のマゲロ賞に狼頂確伏見受けら池本軍ぽ慨そ老の脂(夕0}6o屯級)伏
 /弓～4月逝の4†局内.二の右面に出葉し訂版1』の成績を恢め(帰遣し(いる。一ぢ5o毫
 殺以ドを玉体とし(びじさの婚・漁を期待しヒ、案者は旧膚を宇っ(魚釣一島・右面に出蓑した

 び二の版果は一部の鮨亙険三予期した程亙く来年の撮栄指針・としζ両欝据の価置が猿封工
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 ⑳漁馴立冒

 ・1、笠原票1鰍は庇津.清水、勝1車ガ
 乏摂拠とし漁場図の示す位置へ出

 幾二驚幾桑・・三'・・豊・・…・…,・
 終幾講化.=㈱・二j引
 '右小丘厭崇悪域は約54〃理ζ3日と/8時1.〃.〃.〃.崎〃6

 町£所要する.:机は殆んど同程とみて差支え…祁…、・

 肌1・貢に』・踊東繊維11繍場1お9雌げ.......
 と更一こ鱗三楠嫡脆より服れいるヒポ
 三える.1竺・

 讐黒1ニニ幾セム
 洞が揃ぱぬのζ質料の提供亙狽つ后中ゲら同一握曽

 看さ両壌場1二出漁ご吐た2綱1ハヒパ.BとB'につ
 いこ比較して見だ=.
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 (2)経営、こ一フいて=

 滅掲極値の検討1:=は主ヒして糠便高・どこ机に専する紹貢.収益ぶ帖尋となる,

 ⑳氷楊I藩1こ埜σる風イ画=

 ・』、笠原票親戚1ま水海楚が清水、児津、陽溝乙なつ(おリ魚釣島血悪は串本肝,箆児

 島ζあリ.濠蛋1抱一組二斑から前名は王としてマゲロ編さあリ后老は万ジキ類となるのζ・

 こオしよリ負価テ茎一全倣的に比敦出求ないが促念唐J1こ何'{しび有事』か.N到ると思う,覆酊ちて

 グロ類は串木野よリ宥ポ.虎葦.確浦方面びれク割高値ヒなってし1るぴ万ジキ類ζ
 は大差高く奄しろ串木野ぴ“高値を示しI(いる.二牝は肝頻的一に大熊1皮の点で壇元大

      扮べ巧刺1王なるのずはないひヒ君えら犯る.
      水場地マゲ1コビ〉テウI       メバ牛
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      山`      虎却切～3∫θ～o～ノ6o暮∴ヨ      着氷φ～64コ㌻}βo蛎～値3o～肘

      亭水界m～'ク∫3∫～6oユ5,m

      ⑤大場高について ⑤大場高について

 各:負場に出源しヒ前き己濠佑邑比較し(よた、A絶は当地鳴申ζ「中■の謂に周し、

 B卿ま途中に清いで亭阪ぶあu鼠律が篤いようてあるが実際榎宗は4収猛分に匝臥す
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1漁1

 ド斗
汗胃篇萱

 す.B'鯖1ま魚句島血遅出稼陪中止伍にλるものごあリ、A'胎は中一の下の都1;二属する,

 これを以っこして二も漁損1男カに,すする飯果はA,8胎に一ヒ弦し(も到底旦ばぬ二とび一制
 萌する、

 !⑪経質にっし、(

 しノ)大神養責
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 (註)子風料は軍ホ爵I.分、祝津4今タプ.滴穴3舎、腸滑左分5プであるが串木艀を除
 い(度津.賜浦は市場手収料の外に伸介人飯収さ乱るもの乏色合している。便お他老人

 渇の場合は価落前衛醐に対し賦漂金/れ使うものとポI..一三1二
 束によると4、餓鯛触細ものばく加齢め前鮒鮎如の繍と比
 敢し乙個料資の膚柵ぴ自立つ(おリ全体の20幼以上互占bcいぎ。冬他潅枢処の

 納会炊は妙航・竹%伍肋しζ11ポこ牝に反し庶紬鯛峨察の各
 鯖燃帥浦財榊に多く大確貢。中}・刎大上鮎舳宮原の35%と颪場、
 え帷脈示す綱料となつくll・き擁島1押板,按醐のεの漱し1て融具が一
 あリ主は・宰に鮒ピ醐酬.立て椎の榊に鮒(1、ポ解ば斤シマ雄ミ
 (ノ阻藩!5δ憲覆フ三漬込んでt、き“」=害三よりみ(両漁喝そ最集1こよる大;イ中経費=ぱノ

 既想平脈ば/o胴管外人証哀菌舳赫崎えてし1る8主は賞焦あこと湾えう丸る、
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 )〃鮎産費押4差.廣

 西陣房至比訣し(狩1二淑しい変化は免ら乳す八五原寮潟斑に出演する陽含鼠釣島丘

 雇虫鳳に1之ぺ'て約ノ。万円程度贈如してお1」、主なものは父際貫豆台む燵貢ヒ碕体、

 筏剛多飲・これ1ま植:泣張拠とし(いるため当然の二い思料上司てる、'表の合榔峻

 費楓中」二家は漁、麺中の範計一さ.中段は躯垂当リビな。下段の%は名顯の計に埼する費
 目置の割合'乞禾す。

 消耗豫真=絹泉.ワイヤー、浮標享さ大三に仕込ま机るもの、(流失補充.折現

代製亭)

 豫真修理;延縄染科一サルカン及綿糸亭模茨中補元するω
 備品資ξ工具類1の婿入

福利貸:粟島代

 保険料:陥貢、壌陥條陵の竿同r額1と崩向で訓った頼。と支払頚

 θ脂主.蜻貢の咲笹にっい(

         恵獲恢猛更び配分羨

         結逮獲居求掲金額大神姪貢差引倹司冨螂裏蕊貢烹得金而豆幕
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         8皿逓当〃〃41』60皿フ河3.743〃κ.6θ6
         パ錐討6.m/ユお6.〃8         帆掲曽!フ〃5戸物4篶米、蓑

         一一一}

         θ'亀計75944〃35兆         帆君苞2.3?虹〃∫3-3%簑捻蓑
 一'μ一



 箔主便益1舳喧の場合/外5円、8推(⊇3テ看円てるリムに反しA'胆にへにほ魚簸

 申を⊥邑じ(便り、46万円'ζ同程菖老による^功音の'勇た得分1こも当りへい。又魚釣島血二葛・

 坦籔の蔦紺申.上の馴三当る6'猫にしても〃9万円6ノ入笠原東悪蜘二たける凝宗絡のう
 一5の中位ヒ思われるA舵≡と一比較し(も及1ゴず.航一番甲后ではその6割しぴ得(いない。

 船主は更にこの岐般よu描圭負担程貴(胴)数払㌧1・更に借入維の垣滑・細花.
 諸種貫担金、船長.筏薗景.膏長えの訓埼参金(久8千〃千ωチ)を支払うとA鮎は支払

 たず、B'艦は収支掴愼伍と考えら札る・

 スに脂買収益番ある公こ札も栖圭恢.益ど同派のことべ云え.沢表ぐ制鴨すると思う公

 差引末楊西の53%を配会士札。各嫡来ノ8ぺ業1組ζあるの6/呆6(舶畏μ担園長ρ
 局員!2擦舵手∠/油差〃策夫!鯖夫σ8)で配当寸るもの否東深配当は描圭よ1〕

 の副増歩合乙＼れ(館長⊇大抵阿畏μ人.富貴ノ25人.榛蛇芋ノ!入宵を〃ぺ賄
 夫ク9入の幸さ収壷びあちことになる.

 配当金(意帽ノ～4月一の4ケ月南〕

       i嘩幟艦長城図引壱長鮮景醜I煮夫重
       A"43534」ノ87切ノ3μ3夕〃ス/75!バ〃49〃4θ174.フラ2

       一～.6触067“減288'ユ0坑802/払43o!6糸侭8tμ9/44〃ス3/5       錆玄43836ψo.3738035⊇ζo3ノ∂o～0■ユ82・0122提0一
       8i!3〃村9μ5./4牙ノ〃6畔9o?/81フ983/1ラ25ク4,5牙.65gl

       註;果一際取得金罰(当然肥立よu訓宿歩合を含む.
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 ・・1刻
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 指主、晴貝の配合は魚釣島迎葱と小置原豪1黒島ヒも賃イ乙な之前肩にだ1ナる生露損料
 の探顯大神握雷の苑攻に仮つ(はし1る公.曽かの:晩に比べ(孫負収益は1ケなく^去旨
 ヒん`肥で1エー航君と紫朗全節の収益公国紋し(し、る吹況で'.こ札よリしこ包水逆原唐域

 忠瓢螂11る次ある・鵬脈入札なければ中ないのは地元鰍の純頸1ヒ峠'
 外K金娃の使む・あるものと恵わ札ること6あり.=の訂茸1ま到底下司'絶で6る。焦し
 終収益のヲ債な処ひら末きq巾蟹。と1ま書5qし、と思う.

 結び

 1壮耐こ頼れ終るべ、.対鮒蹴に蔓純馳帷菖収益i・したジ。.
 南寄薫場幅イ置も薫厘吝よ。する恢宜1(よつ(1建首ぴ守口何1こ電持t札も小1こ栗約ζ札るもの

 ヒ層;う、=気=元は役目聾細に賦鯉め(発売するので費のみひ判断して貫くとして、扱意㈲に:

 縦伝洲る榔海舳㈱よ州獅はあった次プ苧手甲`こ鮒㌃れ
 たと孝之。たしい

 向・鮒挺侠め当繍に尿く酬するヒ茶;こ卸牝利畔榊する・
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 2ヲ年秋期ケじき、まぐろ煮裳の

 琢裳成果につい(
 蕎漁(/～4周)1こ於い(従禾着地延縄舶の伝及的黒場(あつた負筍畠並君iこ変っ(.

 新しく水亜原現場ベビン〒ウ足冒箇に粒壌した伯は全猫夫々相当な悟菰籟疋収めた・一二の

 致事1的同寸は指導苅一たよりV04皿吻3ξ試みたび・実1=二荻顛1;着いて30程田外の。中型
 茗匡摯巨拙び劉ヨを拒…拠ヒし(家ベヒ。萄生易(三石ビニ中)1二〕隻±圭し.最高}≠く楊〒毒草0ρ万円と云う串木

 野根拠のつ。・)8o色事長廻絹脂さむ頂一は一Q.しし好意亙し'(帰;をしたコ

 ニの意場は戦前には当'地理範硝ゲ出率し栂当の腹黒亙収めていた漁場(あつ(ヰ表る昭
 和ユ6字5肋ら/0月近姉師頼岬偉蝸/0室種皮がこの鼠陽1こ出恵した公クロ
 マグロの風狂方<減栗は余リ君しくな小つ仁、め哀の後出票継1ま収がつ仁のであるび、〕丘
 写クロマグロの勲垣び瑚汲上二昇い衰牝1冨局(三陸:沖)では'砺{固こよって煮寝さ{しると
 のニヒ.もあつこ当市本浦、島平地区合わ也(⊇λ臭の狙熱姑を瓦隆

 中型駈ζの撮兼艦疑び貧価高価八木場地ヱひ小zだとし(も地禿欠型船の操崇版采z.∪

 よう鳥したことは:青州島・薫場エ裏失しヒ当地圧迎舶とし(1エオ亭常に三三日すべ壬華炎ヒ思→っ

 軋る肌承鰍鮒当鯛の協力畔三その鮒の提純軌1廓弧湖価値貝〆
 様哀戊采につい(叱玖絞針し(みたll・

(一)漁場価値

 当地延握拙の秋期凝宗激揚と一して弩くう、ら伝鼠嫡なり一のしし(独占俣案ぐ前政1』成果

 を収めてい葎清洲薫蝪!癖うインによつ(パ写臥家綿忠さ矛し以倉茱塔溢独自り試験
 坂兼によリ票郷哲け高血弔にξの清匿王鮒し(振栄亙緑1π家だ・二の意場は串
 芥野よU/20～4切;里で圭…魚湯は30θ～4ξ0望町並1こ形赦さ牝る〇二兆、二対して三庭…雄

 は糊に離して苧リ釜石よ■は・～〃・1酬雌蝋馳なリ重く蛾し(も⊇雌
 j匿凌て沖合で.'二は余1」拝承乏蒐(いない・こ札ぱ2o一)30里く反の中堅延。暑恩舶
 1=は景工匠な燕場位巨ヒ滝ってし、る・

 ユ)漁理掬組荻と釣担率

 表によリ凋萌するヒ思う札漁慎釧ま差支那1匪玄射竈場引まハゼりかジキ.シロ'カ
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 一ジキ、マカジ干・サメポ主6殊にす×ほ組版申5μ%ヒ半舳上玉肋、一L抑・二・二
 われるかジキ適は436μし小占め(し、ない』二都に反し(三陸一沖の継1戒ば丁メ装.
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 三陸沖漁別漁寝率(廊頁漁構図ど照合)
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 三陸沖の北詑ゲマゥロ.一りシ平わ潤淳孔眼と云わ牝埴岐的にみ(比較的16岸水

 地1ニグロマゲロゲヲく金軍ム浄台1～マηシモ亙圭とするカギ干タ貢の魚類が気ら札、⊇m

 う茎以上二の沖一台ぽ全暇釣にわたってニメカジキの漁≒費が多いといわ花メバ今の劣卜布はラケ…中
 合に多く怠る傾向がある.

 この漁場の主雨覆物はクロマグロさあり、季節むに初夏1こ初まる漁ば漸.ス橋範から北

 上し脆枚まく瓶華が見ら礼る血今回虫漁しヒ当地阻縄継は中型紹のため殆んどび若哲の
 クロマク“口を冒旬コとしておU、'蒔沖合2θo…里莚〕室出したび蒲1ば考,しくなく両び着塚擦
 兼に移っている・又。操栄斎場を26年ヒ比敢するヒ.金華山村虻否は殆んど操業吐す

 大:吉5分4ド非常に椅岸し(裸1案しフロマゲロ瓦慧暑葦している。釣榎率はクロヌブ'口の4⊇4

 筆よリ」=湿っており,局榊引(は前衰にもあるどおり/回一に33本を漁覆しごし1るが他

 駆は大差肌1.叉クロマプロの佐蔓は平将30戸～舛の2・メ出外よリノ0メ握
 Zミ大きく亘っ一(おり.26年は大:聖。魚は叙発的1こし小馬愛士机(いな小っ仁こと介ら、

 広竿は週塀量、親亙量びヲ〈なっているこヒ水剤胴する。二の遅康のクロマゲロは⊇6

 軍の出漁では金看沖合よlj北1方のものは当初ノ8～/9メ、9同下旬頃分ら～5メ内外、
 貝1こ3δメ内外と大主くなるのが特徴ζあったび,今等は大体同じ傾向を払っていて.

 酪頂胡には40メ層便の犬三なものモ。恵垣士札(し、る。

 隷房個馳して瀞場伍匠、潟須軸・ら判断するの柵当であらうび.意覆奉に詮し1(
 春萩ヒ臭なリ三陸沖漁場1よ貧組1士蕃ちるぴ水揚金顔におし、て上垣っζし、るたあ、二。

 躍台漁瀦煎模の栢皇亭も舎の。一恵揮の漢勤、出葉に専㌻る'加の経貴.収猛等っ'ら綜合
 的なむの乙判断しようと思う,

 なお前頁.鎧勲狛にっし、(漁期は繭一恵鳩ど白同一期澗.目甑.硯替歌を冒置引:二板生虫し

 た㌧め、/⊇目の!航渥～2航蕃分び映し、(いる。

 (二〕徹秋成県

!)寂価

 三陸沖塚宗暗の水揚地釜石ヒ当事末野の魚価にっし、(澱窮中の値段と豪示した、.こ

 牝をみるヒ魯照の燭台と同じ二とが云わ札る。那マプロ・類。ぱ釜石の右ゴ=高く、キ〈ヅ

 己叱吸するヒ串木野の∠6倦と宮っζし、る,ηジキ類ほ殆んど同じで睾木野の方玖ケ

 高値え示しζいる。黒し三陸沖撮栄雌の蒲須物の主体はウロマゲロごあリ未掲金覇1中

 の8釧種皮こ占のるためこの魚価の高低は大玉<警ま一操蒙錆栗篤硬童のケなし、串に
 水楊金蔵においζ串木野挺拠拍めそ札τヒ通ったことば、漁積商種色別・とし(も寂舳
 び…鼠祭1こ楚い(亨芋常に1棄曽はr蕃乗二亙呂める一画とならう。
 (./oo倣笥リノ

 琴幕三石亨票菜三書チ可愛{ヨ
 迷笠量∵l11旨笠1並童歴障

 一ρ6一



 2〕水揚高

 表庫A,B拍は三国汗.榛案僻中矛/一ユ

 相.C鯖は中位.Dは下佃てあり、巨は

 東二支克両番.ケ島親1掲壕兼巧旨中苗{亘互ミ乗う

 舶6E午ば中位、F'1よ甲岨の下の馴こ入
 る。:の戻と前浸よO完つ判明する:ど

 は黒石高び三陸1中ば非常に少い訓に氷楊

 金額はヒ硬ってし、ること(噸=張高の1八。、

 のは.魚噌規模び人工く、漁協も丘く一肌属

 目歌が'ケな小った二と1こもよるび、論、鮎

 現榛。、らみζ鼠ま札だ煮蝪L思一ま札る。
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3」

 )0～30嬉級の意舶ζば策支那暦の橡策はその改粟は微々たるものごあリ。こ机ら

 亙考慮した掲台魚価も含めて.三陸沖漁場は、今年程度の漁事ならば甲型鰭にどっ(

 照;の好意娼とし(注自すべ・き6ある。参考ま(・に回還場1==おける⊇6軍の4・ア月同

 の火傷は」=値で3m万円.昔蛭2m～⊇5oが河であった、
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度目内訳

 衝料代(餌岡の兆一握、トロ漬.清貢玲現代。夏妓気ε台む〕

 溝捷面(詞冥中サバ釣童貝=.引紹臭、桟図謂、甲抜錫.黒線筏、電気劇係
 の着琵貯佃昌を含む)

 寝貢ζ紹撞貢の外、次費道具の蔵元、医乗業、一級助責.修繕料豆台み釜

 石組爾肥は芭布絹,鮮魚菊tも台む〕

 両演易出演艦の意猫電梗が掴珪するに分、わらず殆んビ変化が'なし㌧この原因とし

 て確度が三匿沖出煮艦は全体の組ノ0'牝を占め、更に販足手叡料20%以上ず、地元

 硝ヒ比敦し(栓責ご5～/6惰、手荻料は仰%から9o%嘗となっている,又餌料

 算Iま可莉う昌ヒも売皇サノぐをニイ室P目Iして=いる7ミ`)重ヨ荻.繰蓑目=尋(と一e1少なし、三層E…中土=恵侶の

 方約56～5〃残ケし乙し1る.更に他舵榎椥ヒしで11る前繊ヒ臭1こ食醐
 (恢料.茶票子を含む)次4o～70m増加してし、る。叉三陸沖積場水弗嵩に接岸し

 なぢ、手歌写斗1=フいi=Iま釜石水ヰ者5含阜オ節
 て1、ること脇斑代の榊択砂らも触飲る・綱物あリ棚枷のヲ、にと6・ら蝋
 口)悩瑚但組責航鰍リラ(岨
 :の経費も六仲ヒ回じ倶向を示し(、珂薫掲出煮舶の蝿主ヒも同額に近い支出が見

 ら札る.1三.とi≡'植反び戸とFノ値どは実々同'一触主の所者脂ζあリFF'は承協自一宮紺ζある              1
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'

 金石板換舳は串木野根拠脆以止に碓冒が事く.冗員的な支出もあったよう番あるが、

 二札は漁脂双換瓦度外視しても、他莞亙根拠として氷楊する場合1コ;甘茶経資も篤旭する

 』×上1首………ニポ家る。衰中A鮎の控前公他脂に値べζ非當に多く藷三貢のI83%亙占めζし、る

 が、この町訳は托佐貢の外に福利厚生胃、還貴、貢担金.事壱質結拝勃“台ま机zし、る
 L。出漁甜申菊ノイ江のため大意祝の費用「芋台ま札でいる。.'=け

 胃日中消耗漁具代は鰻衆料、綿采.ワノマー等6ある。満岡循建は大津程気宕は佑理

 しないので大し部分の修理は脂ま三負担となる。イ青島貢には、帆布.:魚栄メ丁.スノ(ナ1歳、イ塁

 険料は薄艦.脂貝裸険料である。逓清金=利手は借入金ゐ垣清一掛買の亙清(ヴ鼠な貢昌

 のみ)」艮iびj乙才しI二対一する孕jチ呑各舵1こよっ(内I宅二が異≡なる仁めキ三ば夫々更4ヒび大、き一くな

 っ(いる・強貢は前記した福利厚生寅一連貿、貢担金.検査手畝料をはじめ、渠粟羊、
 イて栄照代.冒当。視肝の食貢、宥停更、・文民貢、仮気宇て,ある。

 又を石摂担猫中修理貢の大王し1引D猫はi可礼も茗荷狛の剃二λる・
 描圭貢租と←ではこの外に訳許婚には縄代としζ2代夕炉の対立ヒ艦長異び/隼柊キ

 経験至看する黒線一睡修士に文台久6代.00夕代の支給が裟宕つけら礼る。

 3〕脂主、脂貢の岐交

 漁頂収益反び配分表

      1蕊頴舘主取
      苅μ。ml、銚池3.〃6-43ヲ3,5〃⊇83

      浴当;〃63フ4引2/6フ/ノ崇註驚計
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    “I■

    計意■■■1II■
    風    別

    匠純額
    胞魅塚当

    純気

    ε沌猛当
    元総員    F

    航蕎当

    猫机殺

    戸楓吾当
 配分率.説衡完3舶(黒線雀、方働探知掴叉は霞楓の'石、口・一ラー一)

 虚旨麦5'o%継冒5o%戸..1='班王

 設備未完5艦(但し黒線壊のみ設置)

 肋主4ウ%肥買53%べ.8,C.D.頁.〕ミ'継

 何一札己貢薫簑綿・高よリ舵F貝組合き進{青貝(手取1頓のσ05%)とフ(イ中台看貫匡髪≡引い

 た残勾の晩含で・ある。

 描圭取得金だ庁の比敦は晋誉(・なし、ので次表ζ支払鳥藏頚を支払った縄収壷に近いも

 ので検討してみるに、萱看出蔦鯖は下値まで・は黒掌となっ(し、るのに反し、地元捉犯艦

 は中値の下の謂に属する猫よリ支払濫利ヒなリ前記し仁返腐金艮ひ利与.縄状の支払し、
稲生岐蚤

      稲壱継立叡得頃出

      一3、//6、争3>6

      82./42.ク959

      C/5茅9.ユ/74

      ρ/、/45.042!o/

      E⊇.099.δ9066

      ε'κ39三山紛ク65ユ・主ぬ⊥_・〃945!3⊇g
      I山■一山・

      F∠/95ヲ0茅/om69/・三里し蝪・・一)42.0/3
      戸'//84.ユ8/!/製⊥ノ村m7務司→坐
 は完済哉禾ないこ〕こなる。二のことは釜石出漁鮎は漁1脂肩癖脅蛎るiこ少、わらず薄1場

 魚街一漁蛋抱Ilこ鼠ま札予賄レなし1焚栗亙上げた二とに営り、A婿ては年テ肩阿の操業6

 !十字蒋のフκオ身tし・眠≦圭収益はノ写劣トを工蛋る小に瞳〕畳し(おリ、中位垣θ)階は'手一分の

 収益色揚げI仁ことに昼るリこれに反し(地元脂は首位に通し、綱のみが二執ヒ回じ払釆('

 ある。叉26算の出資枚短1乙叱軟すると当時の焔ま賦倍室は浦地4丁月回で萄ヲ0万円

 であるが、本手はミの“一3倍並い収蚤に1ユっ(いる,なお粛糞船外に操案期廠め短

 一ノ3ユー



亀当麦

{

 魅畏汰轟箭只/4代柱時長人4従局・蚤/2代探義子謝差入/代
 昆習。9～σ茅4ゼ巻=石田濡値は櫨～.浅手Σ定めない一

 」、、^継公'姜疋夏あリこれらの魯旨主収蜜は麦二出画剃の頃1句があるび.=オし1よ棲し祭萌不可につ冒し、

 て比鮒黒の竈時に入ら尊いの6考慮の性妻ほなし、ζめらう.

 厨首串ば」=奏の如くで,金石出漁鮎の』=車イ皿ヒ植元賠の上、中位ヒ比致すると師岩ふ
 っ～/o割培と石【って.C脂と1三舵と匹敵する配当卒呈示し(し、る。こ札は水1陽金1頑1こ

 たい(怪石田粛暗水イ蔓つ(し、ることつ、ら当焦(、叉肥票にとつ(敦偏未完子魁の方び'配合

 び良くなるため更に配当は嗜犯する訳て・ある。只他潅乙楓祖とする場合地元枢拠玖」こに

 支出公ヲ〈なつ(し、る'/ケ弓豪族の空…看貫ぱ/0000～・/{000円'さこ机互前個1」して

 いるのさ戸、戸狛では二札乏清算するヒ狛員配当計算の際は脚、博する金額は幹部吏除い(

 殆んビ含々仁るもの香あるのに反し釜石出壌鮎1ま中佐覆度近垂夕万円氷上の支給量受け
 D級暗さも丁庇リの支給があったということ小らその掃.(水根萄⊃の如何び地リ得る。

 なお二の胴賃配当金につい(ち』6筆の出照時と一比欺すると、当増・次/代当ψ9〃。阿

 雇.厚さあっ仁ことから、爪年はA猫さ約'5イ呂弱.8侶64倍弱、下位のD脂に拾いても

 ～倍近くの配当金を得(いること1こ徴る。なお本年の配当率は裏6字の配首牢よりノ代

 彗リ水値下しζいるこヒつ、ら実質は掴当徴櫓牧になっI(いるものと庵っ,

 一β3一



 く畜ひ・

 三陸=平、棄支離意両番歩署1こ出意し大体=蔵し期回モ票築した同種≡フ重の足さ琶;謄友一夫々4葵才産

 出して.その損ミ鎌鯖暴びら馬場価ニイ頁'こっい(判断'しようヒ試みまし仁.恵埼俺優一;〔前述

 した拓く.煎痘高よりの収猛が経貫を差引しK如何掠1こなるか1こよっ(も検討出家るし

 思い、財奪富各一'貫目に方って比鼠した争古来'応;三薩沖意暢がよし、ように見え一ます。寮し穂

 拙魂摂に1よつ(尺々逝レた斎慮があると思わ礼申里猫には三陸:申すの擦策は完塗し得い

 もの6あ砂、叉入堅猫には魚釣島把策沖エ中心とする漁場ぽ.択麗の賓娼しして荷船し

 (旨も浅く、肝期的にバセ1う.シロろジキの荘燕ε瓜る処小ら捨(監い存在こな')(い
 ます.票し(甲型舵の探崇6好鋲栗を改めた三陸沖が大型瀦をもって操策してモ洞棟の

 績泉在f早ら札るか1;【瓶均の桂怪公判きりしなし、ので一断定出来なしi・三障沖。甫πぼ拝不

 泥が一字欠琶'と白目わ牝(し、るのζ、今肩=二の4家な悟πが例年紀くとは考えら机思い4亡

 万'就くものと守るなら'ざ、本写の意況からみ(理寵舵の年町そ妻1家計画にも考定家の眉勇く

 藺頂場芭固守す'ることなくプ(三く改革こオしるζあらう.この意籠矢で申垂鰭め≒隊栄1弐宥意

 義ζあつたヒ軍㍉
 尚調査に当って資料茎良碇して腸た下一さった旨栄看の方々1こ深謝しますユ

 一ノ34一


