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   第３章 社会・経済的環境 

 

第第第第１１１１節節節節 人口人口人口人口のののの社会的属性社会的属性社会的属性社会的属性 

 

第第第第１１１１項項項項 人口人口人口人口のののの規模規模規模規模とととと推移推移推移推移 

１１１１ 人口人口人口人口のののの規模規模規模規模 

昭和２５年国勢調査による蒜山地域の総人口は 17,450 人で、その５か町村別構成と１㎢

当たり人口密度を示すと表３２のとおりである。 

まず町村別構成比率をみると、首位は旧湯原町の 29.5% （人口 5,142 人）で、これに八

束村 25.7% （同 4,492 人）、川上村 21.4% （同 3,737 人）、旧二川村 13.6% （同 2,371 

人）、中和村 9.8%（同 1,698 人）と続き、町村間にかなりの差がみられる。たとえば旧湯

原町と比べ中和村はほぼ３分の１、旧二川村は２分の１以下である。一方、人口密度は八

束村７１人、旧湯原町６７人、川上村４９人、旧二川村３７人、中和村３６人の順である。

人口構成比率と人口密度において、旧湯原町と八束村は首位を交代しているが、他の３か

村の順位に変わりはなく、川上村、旧二川村、中和村の人口密度は非常に低い。 

岡山県下で人口密度６０人以下の町村は真庭郡、苫田郡、阿哲郡に集中し、これらの郡

内町村の中で２０人台は真庭郡久世町、苫田郡上斎原村、羽出村、富村、３０人台は真庭

郡新庄村、苫田郡阿波村、阿哲郡新郷村、神代村、４０人台は苫田郡奥津村、阿哲郡新砥

村、菅生村、５０人台は真庭郡美甘村、苫田郡上加茂村、阿哲郡千屋村となっている。 

さきに記述した蒜山地域総人口 17,450 人は真庭郡人口の 23.2% を占め、同地域の人口

密度５３人は同郡の９０人に比べて非常に低い。蒜山地域は総土地面積において真庭郡の

３９％強を占めるほどに広域であり、耕地面積も３４％近くを占める。一方、蒜山地域の

林野率は真庭郡とほぼ同じ８１％であるが、耕地率は１ポイント程度低い。このような土

地資源的条件を考慮にいれると、同地域の低い人口密度は多分に社会・経済的与件に一因

があると考えられる。 

なお、蒜山地域人口の対岡山県比は 1.05% であり、県の人口密度は２３５人と高く、同

地域の４倍以上である。 

２２２２ 人口人口人口人口のののの推移推移推移推移 

蒜山地域における総人口の過去１５年間（昭和１０～２５年）の推移を表３２でみると、

この期間の人口増加倍率は 1.21 倍である。５か町村間に大差は認められないが、八束村は

比較的高く 1.26 倍を示し、他の町村は 1.19～1.21 倍である。なお、真庭郡と岡山県にお

けるその増加倍率はそれぞれ 1.23 倍、1.25 倍で、八束村を除く他の４か町村よりも高い。 

昭和１０年からの１５年間とは、日中戦争（昭和１２年～）、第２次世界大戦（昭和１

４年～）、太平洋戦争（昭和１６年～）、そして第２次世界大戦終了（昭和２０年）へと

続く戦争の１０年間と戦後経済復興の５年間である。戦争の１０年間、軍人・軍属の海外

流出及び引き揚げとそれに伴ってみられた出生率の変化により、人口増加倍率は低下した。

しかし、昭和１５～２２年には蒜山地域における増加倍率は 1.22 へと上昇し、中和村のみ

がこのレベルをわずかながら下回っている。 

 

第第第第２２２２項項項項 男女別男女別男女別男女別・・・・年齢別人口年齢別人口年齢別人口年齢別人口 

１１１１ 男女別人口男女別人口男女別人口男女別人口 

上記した蒜山地域人口を男女別にみると、表３２に示したように、男子は 8,613 人、女

子は 8,837 人で、男子が女子に比べて２２４人少なく、人口性比（女子１００人に対する

男子の数）は 97.4 である。同地域の男子と女子の対真庭比はそれぞれ 23.3% 、23.2% で

あり、対岡山県比は男子 1.07% 、女子 1.03% である。なお、真庭郡の性比は 96.9、岡山

県のそれは 93.9 である。 

わが国の人口性比は、昭和２０年には 89.0 と低い値を示したが、その後、海外からの復

員・引き揚げなどにより男女の割合は回復し、昭和２５年の人口性比は 96.2 である
57) 

。

この全国および真庭郡レベルと比べると、蒜山地域の人口性比はわずかながら上回り、岡



- 36 - 

山県と比べると３ポイント半も高い。 

５か町村の人口性比をみると、最高は中和村の 103.8 で、男子人口が女子人口を上回っ

ている。これに旧二川村 99.4、川上村 98.8、八束村 97.4 と続き、最低を示す旧湯原町の

93.7 は岡山県の 93.9 に近似する。 

蒜山地域の人口性比を５歳階級別にみたものが表３３である。 

人口性比は年齢階級による変動が大きい。蒜山地域全体では人口性比が１００を上回る

かこれに限り無く接近する年齢階級は０～２４歳と５０～６４歳の両階級である。一方、

２５～４９歳階級の人口性比は大幅に低下する。この人口性比の大きな落ち込みは戦争に

よる男子の損失のためと考えられる。このような同地域における人口性比の年齢階級別変

動のパタ－ンは真庭郡および岡山県のそれと非常に類似している。 

５か町村の人口性比の年齢階級別変動パタ－ンには共通性がみられるが、各階級におけ

る人口性比の数値には大きな差異がある。たとえば最高の人口性比を示す中和村では０～

２４歳階級と５０～６４歳階級における人口性比が他町村よりも１００を大きく上回って

いる。しかし、最低の値を示す旧湯原町の場合には０～４歳階級の人口性比は他村に比べ

て高いが、反対に５～２４歳階級の値は非常に低い。 

出生時の人口性比は１０４～１０６程度であるが、その後の年齢別死亡率は常に男子の

方が女子を上回り、しかもその差は年齢が高くなるに従って大きくなるため、生存者数は

相対的に男子より女子のほうが多くなり、人口性比もまた大幅に低下し、また、特定の年

齢階級には、戦争の影響によ人口性比の低下が起こっている
57) 

。 

昭和２５年（１９５０）の全国の人口性比の年齢階級別変動パタ－ンは、蒜山地域の同

パタ－ンに類似している。しかし、０～２４歳階級の人口性比数値は全国の方がいくぶん

高く、反対に５０～７９歳階級と８０歳以上階級の数値はかなり低い、という２点におい

て違いが見られる
57) 

。 

２２２２ 人口人口人口人口のののの年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成 

昭和２５年の５歳階級別人口割合を岡山県と対比したものが図４であり、５か町村別に

みたものが表３４である。 

人口の年齢別構成は性別と組み合わせて、いわゆる人口ピラミッドの図法で表される。

最下位に０～４歳階級をとり、５歳ごとに上位に積み重ねた棒グラフで、最上位には８０

歳以上階級が位置し、左側は男子、右側は女子の人口構成割合である。わが国の人口ピラ

ミッドは戦後の昭和２５年には、若い年齢ほど人口が多く、年齢が高くなるに従い人口が

少なくなるとういう戦前と同じ「富士山型」をしていた
58) 

。蒜山地域の人口ピラミッド

もまた「富士山型」を示し、岡山県の場合と類似形である。 

表３４によると、蒜山地域の０～４歳の男女人口は総人口 17,450 人の 13.5% を占め、

年齢階級が高くなるにつれて、その人口割合は低下し、８０歳以上人口の割合は 0.6%であ

る。この年齢階級ごとの割合は、真庭郡あるい岡山県のそれに非常に近似している。５か

町村の場合もまた全般的に同様の傾向である。 

人口の年齢３区分別割合を表３５でみると、蒜山地域の年少人口（０～１４歳）は 35.5% 、

生産年齢人口（１５～６４歳）は 57.5% 、老人人口（６５歳以上）は 7.0%である。これら

の人口割合は真庭郡に近似し、岡山県と比べると年少人口はやや高く、反対に生産年齢人

口は多少低い。５か町村間の比較では、川上村と中和村は年少人口の割合が低く、反対に

生産年齢人口の割合は高い。なお、八束村の老人人口の割合がいくぶん低い。 

人口の年齢構成の特徴を簡潔に表す指標としての年少人口指数、老年人口指数、従属人

口指数、老年化指数は、蒜山地域の場合それぞれ 61.6、12.2、73.8、19.8 である。これら

の指数を真庭郡と比較すると近似しており、岡山県に比べると年少人口指数と従属人口指

数が非常に高い。 

５か町村別に年齢構成指数をみると、年少人口指数の高い町村は旧二川村（指数 64.7）

と八束村（同 63.3）である。一方、中和村（同 58.6）と川上村（同 58.5）は低く、地域

の平均レベル 61.6 を下回る。旧湯原町（同 61.9）は地域の平均レベルに近似し、前記の

高・低両グル－プの中間に位置する。老人人口指数の高い町村は旧湯原町（同 12.8）、旧

二川村（同 12.5）、川上村（同 12.3）の３か町村であり、中和村（同 11.7）と八束村（同
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11.4）は低く、ともに地域の平均レベル 12.2 を下回る。従属人口指数の最高は旧二川村（同

77.2）で、これに八束村と旧湯原町（ともに同 74.7% ）が続き、川上村（同 70.8）、中和

村（同 70.3）は地域の平均レベル 73.8 をかなり下回る。老年化指数の高い町村は川上村

（同 21.1）と旧湯原町（同 20.7）で、これに中和村（同 19.9）、旧二川村（同 19.3）が

続き、八束村（同 18.1）は最低で、地域の平均レベル 19.8 を下回る。 

 

第第第第３３３３項項項項 世帯構造世帯構造世帯構造世帯構造 

１１１１ 世帯世帯世帯世帯のののの種類種類種類種類とととと規模規模規模規模 

昭和２５年国勢調査によると、表３６に示すように蒜山地域の一般世帯数は 3,554 世帯、

世帯人員は 17,425 人である。同地域一般世帯数の真庭郡全体に占める割合は 24.2% 、世

帯人員のそれは 23.2% である。また、対岡山県比はそれぞれ 1.03% 、1.05% である。５か

町村別一般世帯構成割合は旧湯原町 29.6% （世帯数 1,053 ）、八束村 26.0% （同 923 ）、

川上村 21.4% （同 760 ）、旧二川村 13.1% （同 465 ）、中和村 9.9%（同 353 ）である。 

蒜山地域における一般世帯の平均世帯規模は１世帯当たり 4.9 人で、真庭郡と同一レベル

であり、岡山県と比べるとわずかに高い。５か町村の世帯規模には町村間に多少の違いが

認められる。すなわち、二川村は 5.10 人で最も高く、これに川上村の 4.91 人が続き、他

の町村は 4.8%台である。 

一般世帯の世帯人員別構成割合をみると、蒜山地域全体では３人から７人世帯の５階級

がそれぞれ１０％台（範囲 11～15%）を占め、他の階級では１０％を下回り、特に９人世帯

以上の階級では低下が著しい。こうした世帯人員の階級別分布パタ－ンは真庭郡および岡

山県の場合にも認められる。また、５か町村別にみても同様のパタ－ンがみられる。ただ、

旧二川村は他の町村と比べて３人と４人世帯の階級割合が特に低く、５人世帯階級の割合

が非常に高い。このため同村の１世帯当たり人員は他の４か町村より高い結果を招いてる。 

２２２２ 世帯世帯世帯世帯のののの産業別構成産業別構成産業別構成産業別構成 

一般世帯の、世帯主の労働状態に基づく世帯別構成および世帯主の就業先による産業別

構成を示すと表３７のとおりである。 

蒜山地域における一般世帯総数は 3,554 世帯で、そのうち労働力保有世帯数は 3,334 

世帯、さらに世帯主の就業状態からみた就業世帯数は 3,334 世帯である。これらの世帯数

から求めた一般世帯、労働力保有世帯、就業世帯の対真庭郡比はそれぞれ 24.3% 、24.7% 、

24.9% であり、対岡山県比はそれぞれ 1.04% 、1.09% 、1.10% である。また、就業率は蒜

山地域は 99.3% 、真庭郡は 98.7% 、岡山県は 97.9% で、同地域は岡山県と比べて高い。 

５か町村別労働力保有世帯構成をみると、旧湯原町の 29.0% （世帯数 966 ）が最高で、

これに八束村 25.9% （同 863 ）、川上村 21.6% （同 721 ）、旧二川村 13.2% （同 440 ）、

中和村 10.3% （同 344 ）と続く。この町村別シェアは既述した一般世帯、そして就業世帯

の場合とほとんど変わらない。なお、各町村の就業率は９０％台で、最高は旧二川村の

99.8% 、最低は八束村の 99.0% である。 

蒜山地域における非労働力保有世帯数２２０戸は一般世帯数の 6.2%を占め、真庭郡の

7.8%や岡山県の 10.3% と比べて低い。また、同地域の非労働力世帯数の対真庭郡比および

対岡山県比はそれぞれ 19.2% 、0.62% で、労働力保有世帯数の対真庭郡比や対岡山県比と

比べてかなり低い。なお、各町村の非労働力保有世帯の割合は、旧湯原町が最高の 8.3%、

中和村が最低の 2.5%を示し、他の３か村はいずれも５～６％である。 

表３７の下段に示した一般世帯の、世帯主の就業先による産業別割合をみると、蒜山地

域では第１次産業は 74.2% 、第２次産業は 9.6%、第３次産業は 16.2% である。この産業

別割合を真庭郡およおび岡山県と比較すると、第１次産業は真庭郡の方が１０ポイント低

く、岡山県は２５ポイント半も低い。反対に第２次、３次産業は、真庭郡および岡山県の

方が高い。すなわち第２次産業は真庭郡が４ポイント、岡山県が１２ポイント高く、第３

次産業はそれぞれ６ポイント、１３ポイント高い。 

第１次産業就業世帯割合を５か町村別にみると、その最高は旧二川村の 82.2% で、これ

に中和村 80.7% 、川上村 80.3% 、八束村 73.5% と続き、最低は旧湯原町の 64.3% である。 

第１次産業のうち農業就業世帯割合をみると、蒜山地域は 63.7% 、真庭郡および岡山県



- 38 - 

はそれぞれ 58.3% 、45.3% で、蒜山地域のシェアは非常に高い。５か町村では地域の平均

レベル 63.7% を大きく上回るのは川上村（シェア 72.5% ）、八束村（同 69.5% ）、中和

村（同 67.9% ）であり、反対に下回るのは旧二川村（同 61.0% ）と旧湯原町（同 51.6% ）

である。一方、林業・狩猟業の就業世帯割合は、地域としては 10.4% で、真庭郡の 5.6%

を大きく上回り、岡山県のそれはわずか 1.7%にすぎない。５か町村の場合、その割合の最

高は旧二川村の 21.0% で、これに中和村 12.8% 、旧湯原町 12.4% と続く。残りの２か村

は地域の平均レベル 10.4% を大きく下回り、川上村 7.8%、八束村 4.0%と続く。 

第２次産業就業世帯割合を５か町村別にみると、このシェアが非常に高いのは旧湯原町

（シェア 14.4% ）で、地域の平均レベル 9.6%を大きく上回り、これに八束村（同 9.3%）、

川上村（同 7.8%）、旧二川村（6.4%）、中和村（5.0%）と続く。 

第２次産業のうち建設業と製造業の就業世帯割合はともに高く、蒜山地域のそれぞれの

シェアは 4.7%、8.7%である。これを真庭郡および岡山県と比べると、建設業の割合には大

差はみられず、製造業の場合は真庭郡の方が４ポイント程度、岡山県は１１ポイントも高

い。５か町村別にみると、建設業および製造業の割合はいずれも旧湯原町が最高で、それ

ぞれ 6.7%、7.7%を示し、地域の平均レベルを大きく上回る。しかし、他の４か村では両業

種の割合が近接し、地域の平均レベルを下回り、中和村が最低のシェア（建設業 2.9%、製

造業 2.1%）を示す。なお、八束村では両業種に鉱業（藻土採掘・精製業）が付随する。 

第３次産業就業世帯割合をみると、旧湯原町は際立って高く 21.3% を示し、次いで八束

村（シェア 17.2% ）が続き、残り３か村は地域の平均レベル 16.2% を下回り、中和村（同

14.3% ）、川上村（同 11.9% ）、旧二川村（同 11.4% ）の順である。旧湯原町の高シェア

は真庭郡の 22.4% に近接し、岡山県の 29.4% と比べると約８ポイントの開きがある。 

第３次産業のうち、就業世帯割合の高い業種は各町村を通じてサ－ビス業と卸売・小売

業で、それぞれの地域平均レベルは 5.9%、5.1%である。一方、真庭郡の両業種の割合はそ

れぞれ 6.8%、8.6%であり、岡山県の場合はそれぞれ 8.2%、11.8% で、いずれも蒜山地域と

比べて高い。５か町村別に両業種の割合をみると、サ－ビス業の割合は旧湯原町が最も高

い 8.9%を示し、岡山県の 8.2%を僅少ながら上回る。旧湯原町以外の４か村は地域の平均レ

ベル 5.9%を下回り、それぞれ４～５％を示す。卸売・小売業の割合は八束村が最高の 6.4%

を示し、これに旧湯原町の 6.1%が続き、他の３か村は地域の平均レベル 5.1%を下回り、旧

二川村は最低の 2.3%を示す。 

 

第第第第２２２２節節節節 人口人口人口人口のののの経済的属性経済的属性経済的属性経済的属性 

 

第第第第１１１１項項項項 労働力状態労働力状態労働力状態労働力状態 

昭和２５年国勢調査による１４歳以上人口の就業労働力状態は表３８に示すとおりであ

る。 

蒜山地域の１４歳以上人口は１1,646 人、労働力人口は 9,651 人を数え、このうち就業

者は 9,620 人である。そして１４歳以上人口、労働力人口、就業者の対真庭郡比はそれぞ

れ 23.3% 、25.6% 、25.7% であり、対岡山県比はそれぞれ 1.02% 、1.26% 、1.28% である。

また、同地域の労働力率は 82.9% 、就業者率は 82.6%､である. 一方、真庭郡と岡山県の労

働力率はそれぞれ 75.3% 、67.1% 、就業者率はそれぞれ 74.7% と 65.9% で、蒜山地域の

方が高く、特に岡山県より非常に高い。 

蒜山地域の経済活動に従事していない非労働力人口は 1,993 人で、対真庭郡比は 16.1% 、

対岡山県比は 0.53% である。また、同地域の非労働人口は１４歳以上人口の 17.1% を占め

ているが、この数値は真庭郡の 24.7% および岡山県の 32.9% に比べて非常に低い。 

蒜山地域の労働力人口 9,651 人に占める５か町村別割合をみると、最高は旧湯原町の

28.3% （労働力人口 2,732 人）、これに八束村 24.9% （同 2,407 人）、川上村 22.4% （同

2,157 人）と続き、旧二川村と中和村は非常に低く、それぞれは 13.8% （同 1,333 人）、

10.6% （同 1,022 人）である。労働力率にも町村間差異がみられ、高率は中和村の 89.1% 、

低率は八束村の 80.4% と旧湯原町の 79.8% であり、両者の中間に旧二川村 85.9% と川上

村 84.4% が位置する。 
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労働力状態を男女別にみると次のようである。蒜山地域における１４歳以上人口の男女

比率は４９対５１で、男子（人口 5,718 人）が女子（同 5,928 人）をわずかに下回る。し

かし、労働力人口の男女比率は５４対４７と逆転し、男子（同 5,161 人）は女子（同 4,490 

人）よりかなり高い。ちなみに、真庭郡と岡山県の場合、１４歳以上人口の男女比率はそ

れぞれ４９対５２、４７対５３で、蒜山地域に比べると女子の比率がわずかながら高い。

また、労働力人口の男女比率は真庭郡は５６対４４、岡山県は５９対４１で、蒜山地域に

比較して男子の比率が高い。５か町村の１４歳以上人口の男女数は、川上村と中和村では

男子の方が極くわずかながら多く、反対に八束村、旧二川村、旧湯原町では女子の方が多

少ながら多い。しかし労働人口においては各町村とも男子の方が多い。 蒜山地域の男女

別労働力率は男子 90.3% 、女子 75.7% で、女子は著しく低い。これに対し真庭郡の男子は

86.5% 、女子は 64.8% 、また岡山県の男子は 83.3% 、女子は 52.5% を示し、男女とも蒜

山地域の方が高い。５か町村の男女別労働力率をみると、各町村とも男子の方が高く、地

域の平均レベル 90.3% を上回るのは中和村と旧二川村である。女子の場合、地域の平均レ

ベル 75.7% をこえるのは中和村、旧二川村、川上村である。 

蒜山地域の男女別就業者率は、男子 89.9% 、女子 75.6% で、女子は非常に低い。一方、

真庭郡と岡山県の場合、男子就業者率はそれぞれ 85.7% 、81.4% 、女子はそれぞれ 64.3% 、

51.9% で、いずれの場合も女子の方が低い。以上のように蒜山地域の男女の就業率は真庭

郡および岡山県と比べて男女ともに高く、特に岡山県との開きは非常に大きい。 

５か町村の男女の就業者率をみると、男子の場合は川上村、八束村、旧湯原町の３か町

村（就業者率 89.3% ）は地域の平均レベル 89.9% に近似し、それを上回るのは中和村 92.1% 

と旧二川村 91.5% である。一方、女子の場合は中和村 85.7% 、旧二川村 80.3% 、川上村

79.5% の３か村が地域の平均レベル 75.6% を上回り、反対に八束村 72.0% と旧湯原町 70.8% 

の２か町村が下回る。なお、女子の就業者率が男子に比べて非常に低いのは労働力率の場

合と同様である。 

 

第第第第２２２２項項項項 就業構造就業構造就業構造就業構造 

１１１１ 就業者就業者就業者就業者のののの産業別構成産業別構成産業別構成産業別構成 

蒜山地域の就業者総数 9,620 人の産業別割合は表３９のようである。 

第１次産業就業者数の就業者総数に占める割合は圧倒的に高く 82.8% を示す。これに次

ぐのは第３次産業の 10.9% であり、第２次産業は 6.3%にすぎない。一方、真庭郡と岡山県

における就業者の産業別割合もまた第１次産業が高く、それぞれ 73.5% 、56.0% である。

これに第３次産業が続き、それぞれ 16.3% 、23.9% を示し、第２次産業はそれぞれの 10.2% 、

20.1% である。蒜山地域の産業別就業者割合を真庭郡および岡山県と比較すると、第１次

産業の場合は真庭郡と岡山県の方がそれぞれ９ポイント、２７ポイント近く低く、反対に

第３次および第２次産業はともに真庭郡と岡山県の方がそれぞれ４～５ポイント、１４ポ

イントも高い。つまり蒜山地域は真庭郡内でも、まして岡山県下では第１次産業への傾斜

が甚だしい。 

第１次産業のうち農業就業者の割合は、蒜山地域はもちろん真庭郡および岡山県におい

ても非常に高く、それぞれ 74.9% 、68.9% 、53.4% である。これに次ぐ業種は林業・狩猟

業で、蒜山地域での就業者割合は 7.9%にすぎないが、それでも真庭郡の 4.5%、岡山県の

1.4%を大きく上回る。同地域における漁業・水産養殖業就業者の割合は極めて僅少で、真

庭郡の 0.1%には遠く及ばないし、まして岡山県の 1.2%とは格段の差である。 

第２次産業就業者の割合は、蒜山地域において建設業と製造業はそれぞれ 3.3%、3.0%、

鉱業の割合は極く僅少である。一方、真庭郡および岡山県の建設業の割合はそれぞれ 3.1%、

3.6%、製造業の割合はそれぞれ 6.9%、15.9% である。これらを蒜山地域と比較すると、建

設業では大差はみられないが、製造業では真庭郡と岡山県の方がそれぞれ４ポイント、１

３ポイントも高い。 

第３次産業のなかで特に就業者割合の高い業種は、蒜山地域の場合はサ－ビス業の

4.3%、次いで卸・小売業の 3.8%である。一方、真庭郡および岡山県の場合でも両業種の割

合は特に高い。すなわち真庭郡と岡山県の卸・小売業の割合はそれぞれ 6.3%、9.4%、サ－
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ビス業の割合はそれぞれ 5.4%、7.1%である。これら両業種の就業者割合を蒜山地域と比べ

ると、いずれも同地域より高く、また真庭郡より岡山県の方が格段に高い。他の業種、す

なわち公務、運輸・通信・その他公益事業及び金融・保険・不動産業就業者の割合は、蒜

山地域、真庭郡、そして岡山県の順で拡大している。 

５か町村間にも就業者の産業別割合に差異が認められる。まず、第１次産業のうち農業

についてみると、その割合は最高が川上村の 82.7% 、次いで中和村 80.2% 、八束村 78.8% 

と続き、地域の平均レベル 74.9% を下回るのは旧二川村の 74.0% と旧湯原町の 63.8% で

ある。林業・狩猟業の割合は農業に比べて著しく低いが、そうした中でも旧二川村と旧湯

原町はそれぞれ 15.0% 、10.8% と高く、地域の平均レベル 7.9%を大きく上回り、次いで川

上村 5.0%、八束村 3.3%、中和村 2.8%と続く。漁業・水産養殖業就業者は中和村を除く４

か町村にわずかながら認められ、その割合が高い旧湯原町は 0.1%を示し、真庭郡と同水準

である。 

第２次産業のうち鉱業の割合は僅少であり、しかも八束村のみである。これは同村大字

上長田の花園地区にある昭和化学工業株式会社岡山工場における珪藻土の採掘・精製業へ

の就業である。建設業と製造業の割合は旧湯原町において特に高く、ともに５％前後であ

り、他の４村より２倍程度も高い。 

第３次産業のうちサ－ビス業と卸売・小売業の割合は、各町村とも共通して、金融・保

険・不動産業や運輸・通信・その他公益事業の場合よりも非常に高い。サ－ビス業の場合、

そのシェアの高いのは旧湯原町の 6.7%で、これに次ぐ八束村は 4.4%で、地域の平均レベル

4.3%とほぼ同じ水準を示し、他の３か村はいずれも３％弱である。卸売・小売売業の場合、

その割合の高いのは旧湯原町の 5.1%で、これに八束村の 4.2%が続き、他の３か村は地域の

平均レベル 3.8%を下回る。旧湯原町には美作三湯の一つにあげられる湯原温泉が古くから

開け、特に温泉郷としての機能に関連した小売業やサ－ビス業を中心とした業種が展開し

ている。また八束村には蒜山山地における小規模ながら都市的機能を果たす卸・小売業や

サ－ビス業などが集中している。 

さきの第１節第３項において記述した蒜山地域 3,312 世帯における世帯主の産業別シェ

アと本項に記した１４歳以上の就業者 9,620 人の産業別割合を比較すると、後者の方が第

１次産業では７～１０ポイント高く、この高い分だけ第２次、３次産業において低い。こ

のことは世帯主数よりも多い数の労働力人口が第１次産業に就業したためである。なお、

５か町村の産業別割合の順位は、世帯主と就業者のずれの場合もほとんど同じである。 

２２２２ 就業者就業者就業者就業者のののの職業別構成職業別構成職業別構成職業別構成 

蒜山地域の就業者総数 9,620 人の、各人が従事している仕事の種類、つまり職業別割合

をみたものが表４０である。 

職業別割合の最高は「農林漁業関係職業」の 82.0%(就業者 7,885 人）、これに「生産・

運輸関係職業」7.9%（同 757 人）、「事務・技術・管理関係職業」6.0%（同 580 人）、「販

売・サ－ビス関係職業」4.1%（同 398 人）と続く。 

一方、真庭郡の就業者総数 37,392 人および岡山県の就業者総数 747,103 人の職業別割

合をみると、「農林漁業関係職業」はそれぞれ 73.0% 、55.4% 、同様に「生産・運輸関係

職業」は 12.4% 、22.4% 、「事務・技術・管理関係職業」は 7.9%、12.1% 、「販売・サ－

ビス関係職業」は 6.7%、10.1% である。「農林漁業関係職業」の割合は、蒜山地域、真庭

郡、岡山県を通じて第１位であるが、しかしその割合は郡および県において低く、とりわ

け県における低下は著しい。一方、県における「生産・運輸関係職業」、「販売・サ－ビ

ス関係職業」、「事務・技術・管理関係職業」の各割合は蒜山地域のそれらに比べて３倍

近くから２倍も高い。 

５か町村間にも職業別割合に違いがみられる。「農林漁業関係職業」の割合が高いのは

旧二川村の 87.8% 、川上村の 87.0% 、中和村の 86.4% であり、地域の平均レベル 82.0% 

を下回るのは八束村の 81.2% と旧湯原町の 74.1% である。「生産・運輸関係職業」の割合

は旧湯原町が最も高く 12.0% 、これに八束村の 8.4%が続き、地域の平均レベル 7.9%を下

回るのは川上村 5.6%、中和村 4.8%、旧二川村の 4.4%である。「販売・サ－ビス関係職業」

の割合は旧湯原町が最高の 6.5%を示し、これに八束村 4.5%が続き、他の３か村は地域の平
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均レベル 4.1%を大きく下回り、川上村 2.8%、中和村 2.4%、旧二川村 2.3%の順である。「事

務・技術・管理関係職業」の割合は旧湯原町が最高の 7.4%、これに中和村 6.4%、八束村

5.9%、旧二川村 5.5%、川上村 4.6%と続き、後者３か村は地域の平均レベル 6.0%を下回る。

以上から、旧湯原町における職業別割合は真庭郡のそれに近似しており、蒜山地域内では

多分に都市的機能を感じられる。 

なお、さきに記述した各町村における１４歳以上労働力の第１次産業就業者割合と本項

で記した「農林漁業関係職業」従事者割合はほとんど一致している。 

 

第第第第３３３３節節節節 交通体系交通体系交通体系交通体系 

 

第第第第１１１１項項項項 近世近世近世近世のののの伯耆往来伯耆往来伯耆往来伯耆往来 

川上村史に記載の正保年間（１６４４～４７年）に作成された「美作国絵図」によれば

4)

、美作地方の道路網は、古代より東西に貫通する出雲往来と、それと交差して南北に走

るいくつかの道路とによって形成されており、出雲往来には真庭郡内では新庄、美甘、高

田（現在の勝山）、久世、上河内に宿駅が設置され、その久世から北へ伸びるのが伯耆往

来である
60) 

。 

伯耆往来は旧湯原町釘貫小川を分岐点として２ル－トに分かれる。その１つは湯本を経

て八束村下長田へ、そして下長田と上長田の境の道目木から北へ分岐し、県境の犬挟峠へ

と続くル－トであり、その北端は伯耆の倉吉（鳥取県倉吉市）である。なお、同ル－トは

道目木からさらに西進し、川上村上徳山へとル－トを伸ばしている。もう１つは釘貫小川

から藤森（旧二川村）を経て川上村上徳山に至り、そこから西進し、県境の内海峠（内海

乢）を越え、伯耆御机（鳥取県日野郡江府町）を経て伯耆米子（鳥取県米子市）へと向か

うル－トであり、大山往来とも呼ばれる。伯耆往来は中和村初和から東へ分岐した後、北

上し、別所を経て、県境を越え倉吉へ向かうル－トを走らせている。 

伯耆往来は蒜山地域を中心とする旧湯原町以北の山中地方の物資を運ぶのはもちろん、

山陰地方の物資を備前あるは京阪神地方へと運ぶ陰陽連絡の最も重要なル－トであり、商

品流通を主体とした産業的・経済的な性格をもつ道路であった。 

 

第第第第２２２２項項項項 交通体系交通体系交通体系交通体系 

１１１１ 主幹道路網主幹道路網主幹道路網主幹道路網 

近世における伯耆往来の重要性は近代に入っても変わることはなく、明治政府は交通と

物資輸送の近代化のため、その一環として道路網の整備を行い、大正・昭和の時代へと引

き継がれた。 

戦後における蒜山地域の道路網は伯耆往来のコ－スに依拠するものである。すなわち津

山から久世、勝山、美甘そして新庄方面へと向かう国道１８１号は勝山で分岐し、国道３

１３号（勝山・倉吉線）として湯原、初和を経て八束村下長田に入り、同村上長田の道目

木から北へ分岐し、県境の犬挟峠を越え、関金を経で倉吉に至る。国道３１３線は道目木

で分岐し、国道４８２号として八束村中福田を経由して川上村上徳山に入り、延助を経て

県境の内海峠を越え鳥取県側の江府へ向かう。 一方、国道３１３号は中和村初和で分岐

し、下和川沿いに北上し、吉田を経て県境を越え、鳥取県に入り曹源寺を経て倉吉に向か

い、曹源寺より先は国道１７９号に変わる。 

国道３１３号はまた、湯原町禾津で分岐し、県道５５号（湯原・美甘線）に入り、途中

の見明戸から北に分岐し、県道３２３号（種・見明戸線）として旧二川村に入り北上する。

県道３２３号は野田（旧二川村種地区）から県道３２２号（中福田・湯原線）に変わり、

立石、藤森を経て川上村東茅部野に入り、八束村中福田で国道４８２号に吸収される。近

世の大山往来の足跡は県道５５号、３２３号、３２２号、国道４８２号に引き継がれてい

る。 

２２２２ バスバスバスバス路線路線路線路線 

岡山県北部を東西にＪＲ姫新線と芸備線が走り、その姫新線勝山駅はその北方に位置す

る蒜山地域への玄関口に相当し、川上村までの距離はおよそ４７㎞である。同村から県境
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を西へ越え約１７㎞先に伯備線江尾駅が、八束村から県境を北へ越え１５㎞先に倉吉線関

金駅があるものの、蒜山地域への鉄道ル－トは敷設されてない。したがって、戦後初期に

おける地域住民の交通手段は勝山を起点とするバス路線に依存する状況であった。 

昭和２５年当時、蒜山地域で運行されていたバス路線は中国鉄道株式会社（昭和４２年

１月、中鉄バス株式会社に社名変更）経営の勝山⇔上福田線、勝山⇔湯原線、湯原町の禾

津⇔見明戸線である
61) 

。 

同会社は昭和２６年から同３７年までの間に地域内バス路線の拡大を進めた
61)

。それ

らの路線区間とは、昭和２６年１２月開設の中和村の初和－吉田間と同２９年１０月開設

の中和村の吉田－別所間、同２９年１２月開設の湯原町の見明戸－向立石（旧二川村）間

と同３１年５月開設の立石－藤森（旧二川村）間、さらに同３２年１２月開設の藤森－中

福田（八束村）間、また、同２８年４月開設の川上村の上福田－延助間および同３７年１

０月開設の上福田－蒜山高原間である。これらの路線拡張により、近世の伯耆往来あるい

は大山往来はバス路線への変容を遂げたのである。 

さらにまた、山陰側への路線延長が昭和３３年１１月には別所－曹源寺（鳥取県三朝町）

間に、そして同５２年には延助－後谷（鳥取県江府町）間にみられ、一方、同３７年３月

に岡山－蒜山間に直通便の運行が開始された
61) 

。 

３３３３ 物資輸送物資輸送物資輸送物資輸送ルルルル－－－－トトトト 

蒜山山地に自動車が導入されたのは昭和３年、貨物自動車の導入は同３、４年ごろとさ

れている
62) 

。この時期までの物資の移出入は、ほとんどが馬背・荷車によるもので、そ

の輸送ル－トは延助を起点に大山往来を通って山陰へ抜け、江尾さらに米子へ、そして山

陽へは藤森を経て湯本・久世・勝山へと続くコ－スである。もう１つは道目木から犬挟峠

を越え、関金さらに倉吉へと続くコ－スである。こうした輸送ル－トは自動車輸送時代を

迎えても、経済的な物資の流通経路として変わることはなかった
63) 

。 

戦後初期、蒜山地域における産業活動は、大増産時代の黎明期を迎えながらも、不活発

な状態であり、生活圏も従前の範囲にとどまり、そのため特に蒜山盆地部における産業物

資や生活物資の流通圏は山陰圏域に包摂されていた。 

この傾向は戦後の長い期間中引き継がれており、たとえば昭和４８年に行われた真庭地

域広域商業診断報告書の最多額買物出向における居住別買物場所からもうかがえる
64) 

。 

すなわち、買物出向先別割合は川上村では自宅付近６６％、鳥取県２９％、勝山町と久

世町は各３％、八束村では自宅付近７６％、鳥取県１４％、津山市４％、京阪神４％、勝

山町２％、中和村では自宅付近４４％、勝山町２３％、鳥取県２２％、岡山市と京阪神各

６％、湯原町では自宅付近５１％、勝山町１７％、津山市１５％、久世町と岡山市各８％

である。山陰流通圏への傾斜度合いは川上村＞中和村＞八束村の順に高いが、自宅付近の

商店への商品出荷元もまた山陰方面が多いのである。 

 

第第第第４４４４節節節節 産業産業産業産業、、、、特特特特にににに商工業商工業商工業商工業とととと観光観光観光観光 

 

昭和２５年国勢調査によると、蒜山地域における１４歳以上就業者のおよそ８３％は第

１次産業部門に就業し、第２、３次産業部門へは１７％にすぎない（表３９参照）。こう

した状況は、地域内に唯一の鉱業である珪藻土の採掘・精製業を除き、商工業の零細性を

示唆する。本節では商工業の業種と従業者数および観光について記述し、地域産業の主軸

をなす農林業の概要については次章に譲ることにする。 

 

第第第第１１１１項項項項 商工業商工業商工業商工業 

１１１１ 商業商業商業商業 

表４１は商業の業種と従業員数を示したものである。 

蒜山地域には１８１商店があり、就業員総数は３２９人である。５か町村別にみると、

商店数および従業員数ともに旧湯原町と八束村に多く、それぞれ６３商店（従業員数１２

２人）、６２商店（同１１２人）で、両町村における商店数は全体の 69.1% （商店数１２

５) 、従業員は 71.1% （従業員数２３４人）を占めている。これに川上村の２５商店（シ
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ェア 13.8% ）、中和村１６商店（同 8.8%）、旧二川村１５商店（同 8.3%）と続き。従業

員数は川上村４５人（同 13.7% ）、旧二川村２９人（同 8.8%）、中和村２１人（同 6.4%）

と続く。なお、同地域の１商店当たり平均従業員数は 1.8 人である。 

商業の業種として最も多いのは飲食料品小売業で、地域内で１０６商店を数え全商店数

の 58.6%を占める。これを各町村ごとにみると、同小売業商店割合の最も高いのは中和村

で 75.0% （商店数１２）を示し、これに旧二川村 66.7% （同１０）、川上村 64.0% （同

１６）、旧湯原町 60.3% （同３８）、八束村 48.4% （同３０）と続く。 

飲食料品小売業に次いで多い業種は呉服衣服及び身廻品小売業の２１店で、全商店の

11.6% を占め、町村別にみると旧二川村 20.0% （商店数３），旧湯原町 15.9% （同１０）、

八束村 122.9%（同８）の順である。その他小売業は地域内に４２商店を数え、全商店の 23.2% 

を占める。各町村別にみると、川上村では 28.0% （商店数７）、八束村では 25.8% （同１

６）、中和村では 25.0% （同４）、旧湯原町では 22.2% （同１４）、旧二川村では 6.7%

（同１）を占めている。 

２２２２ 工業工業工業工業 

工業の業種と従業員は表４２のとおりである。 蒜山地域内に６９の事業所がある。従

業員総数は２９２人以上（一部未公開）で、１事業所当たり平均従業員数は 4.2 人である。 

事業所は旧湯原町に最も多く、全体の 65.2% （事業所数４５）を占め、次いで八束村の

14.5% （同１０）、川上村と旧二川村はいずれも 8.7%（同６）、中和村は最低の 2.9%（同

２）である。 

地域内で最多の業種は木材・木製品製造業で、全事業所の 66.7% （同４６）を占める。

この事業所は各町村にみられ、特に中和村と旧二川村の事業所はこの業種のみである。他

の３か町村の場合、当事業所の割合は川上村 66.6% （同４）、旧湯原町 64.4% （同２９）、

八束村 50.0% （同５）である。 

地域内には食品製造業の１０事業所があり、全事業所の 14.5% を占める。この事業所は

旧湯原町と八束村にのみあり、旧湯原町の６事業所は同町の全事業所の 13.3% にすぎない

が、八束村では 40.0% を占める重要な業種である。地域内にある金属製品製造業の６事業

所は旧湯原町にのみ設置されている。同事業所は地域の全事業所の 8.7%を占めるにとどま

るが、旧湯原町では町内全事業所の 13.3% を占め、食品製造業とともに重要業種である。

家具・建具製造業、紡績業、紙及び類似品製造業は旧湯原町にのみみられ、それぞれ１、

１、２事業所を数える。また、地域内にガラス・土石製品製造業がみられ、川上村に２事

業所、八束村に１事業所が設置されている。 

なお、表４２からは明らかできないが、八束村花園地区に埋蔵される珪藻土は高級濾過

吸着材として用いられ、全国主要７鉱床の１つで、その発掘・精製事業は昭和化学工業株

式会社岡山工場において大規模に行われ、地域に唯一つの重要な鉱業である。 

 

第第第第２２２２項項項項 観光観光観光観光のののの幕幕幕幕あけあけあけあけ 

元川上村村長佐藤 守は川上村史の「観光の幕あけ」の項の冒頭で、「銃声も軍靴の音

も消えた昭和２０年蒜山高原は、名もしらぬ虫のすだきを聞き、山は昔日の静をとりもど

したが、まだそこに残るものは銃後を守りぬいてきた蒜山地区民のわりきれない西岡県政

の南厚北薄に対する強い不満であった。そして同２３年８月、鳥取県へ編入替えの離県問

題にまで進展していった。この事態を取り上げた日本海新聞（鳥取県の代表新聞社）は、

蒜山の地勢及び産業を高く評価し、中でも観光の発達にすばらしい要素をもっていると報

じている。このようなとき、心ある人々の眼には美しい大自然が映じ〔山は魂を洗う〕の

醍醐味をかもしだした」と記述している
65) 

。 

寒冷と県北僻地という立地条件によって封印された蒜山山地の発展方向が、いち早く、

そして地元からではなく山陰側から提言された観光への眼差しは、山陰文化の共有性に基

づくものであろう。この提言こそは、動じがたい大自然に向き合い、南厚北薄の行政圧に

耐え続けた住民たちに、未来への展望と長年にわたる封印を開く勇気を与えたのである。 

前出の佐藤 守は、引き続き同村史に「昭和２６年８月、川上、八束両村に蒜山観光協

会が、官民一体となって結ばれ、小さな誕生の声をあげ、観光への第一歩を踏み出した」
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と記している。同協会は戦時中、一時中止されていた大山隠岐国立公園への編入を重点目

標に活動を開始すると同時に中蒜山山麓の塩釜地区に山小屋・キャンプ村を開設した。塩

釜には湧泉４か所があり、中蒜山登山口付近にある１号泉の湧水量は毎秒 0.3 ㎥、珪酸分

３４％､ 水温１０℃の清水であり、昭和６０年には名水百選の１つに選ばれている
66) 

。 

昭和３０年年代に入ると観光施設や制度の整備が積極的に進められた。たとえば同３２

年に蒜山原の西端三木ケ原に県立キャンプセンタ－設置（同３７年焼失により県立ユ－ス

ホステル建設）、同３３年に岡山県、地元の村、中国鉄道株式会社（現中鉄バス株式会社）

の共同出資によるヒルゼン観光株式会社設立、同３６年に三木ケ原の蒜山国民休暇村指定、

そして同年に山陽新聞社の社会事業の一環として蒜山盆地の南の一角郷原に山陽休暇村が

誕生し、同３８年には大山隠岐国立公園へ編入された。 

三木ケ原では昭和３４年夏に読売新聞社主催の全日本学生キャンプ、同３５年夏に全日

本高校山岳大会、続いて同３６年夏には西日本ボ－イスカウト大会で約 4,000 人余りのキ

ャンピングが行われ、さらに同３８年秋には蒜山一帯で第１７回国民体育大会の山岳競技

が繰り広げられた
67) 

。また、昭和３９年夏には日本草地研究会・岡山県共催による全国

規模の草地技術研修大会が開催され、大学、国・都道府県研究機関、行政、公共団体の関

係者、農業経営者などが多数参加した。 

以上のように昭和２６年の蒜山山地における観光の幕あけから１０年余、同３０年代後

半期には蒜山高原一帯は確実にリクレ－ション・エリアとしての市民権を獲得し、また、

わが国における草地畜産の最適地の１つとして評価されるに至ったのである。 

蒜山盆地の観光に先駆けて、湯原町には美作三湯の１つにあげられる古くから開けた温

泉がある。その温泉は東に雨乞山、西に大沼山、北に湯山がそびえ、それら山塊の渓流を

集めた旭川の清流沿いにある。昭和２９年に湯原ダムができるまでは当地一帯の渓谷は旭

川峡と称され、湯原奥津県立自然公園に含まれ、同３１年には町内の真賀、足、郷緑の各

温泉を含め、国民保養温泉地に指定されている。湯原ダム大堰堤直下で、旭川の川底の数

か所から噴泉する砂湯を中心に、同清流のほとりに数か所の泉源があり、露天風呂として

有名である
68) 

。 

中和村を南北に走る旭川支流・下和川の中流域東方に津黒山（1118m ）がそびえる。山

頂東のピ－クから北と東に延びる稜線が県境と陰陽の分水界をなすが、南方へは白髪山、

山乗山など1,000m級の山々が連なる。北西面は標高700m付近から緩傾斜となり、標高600m

前後の津黒高原が開ける。このあたりは古くから頂上付近まで牧野として利用され、山焼

きが行われていた。同地は明治４４年に中和村有地となり、山焼きは禁止され、自然林が

育成され、造林も行われた。雄大な景観に恵まれるため湯原奥津県立自然公園に指定され

ていたが、優れた観光地として広く世評に上がるには昭和４９年の村営国民宿舎のオ－プ

ンと県営津黒高原スキ－場の開設を待たねばならなかった
69) 

。 

 

第第第第５５５５節節節節 町村町村町村町村のののの財政事情財政事情財政事情財政事情 

 

昭和２８年度決算にみる蒜山地域５か町村の財政状況は表４３のとおりである。 

歳入総額は川上、中和、旧二川の３村間には大差なく、その平均は２千９８万円である

が、八束村はこの平均額より低く１千６５２万円である。しかし、旧湯原町の歳入総額は

顕著に高く、５千９４１万円にのぼり、上記３村の平均額の３倍弱である。蒜山地域の１

町村当たり歳入総額は２千７７８万円で真庭郡１８か町村の平均額２千６１５万円より幾

分高い。また、岡山県下２５５町村の平均歳入総額１千９６０万円に比べると、川上、中

和、旧二川の３村はやや上回り、八束村はかなり下回る。 

歳入の自主財源率をみると、旧湯原町と中和村はともに高く７５～７６％を示し、これ

に旧二川村６８％、川上村６０％と続き、八束村は最低の約５５％である。５か町村の平

均自主財源率は約７０％で、真庭郡のそれよりわずかに高く、県内全町村に比べると１１

ポイントも高い。 

５か町村の歳出総額の費目構成をみると、各町村とも消費的経費の支出割合が高く、そ

の割合は蒜山地域として 60.3% である。この平均レベルを上回る町村は八束村と旧湯原町
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で、特に前者において著しく 78.7% を示す。一方、中和村は平均レベルを大きく下回り、

48.9% である。 

投資的経費の歳出総額に占める割合（投資的経費率）は蒜山地域としては 30.5% であり、

真庭郡内町村の 34.4% 、あるいは岡山県下町村の 35.7%と比べてかなり低い。５か町村別

に投資的経費率をみると、川上村の投資的経費率は他の町村に比べて顕著に高く 45.6% を

示し、歳出総額が最高である旧湯原町を１１ポイントも上回り、また、歳出規模がほぼ同

じ中和村より３５ポイントも上回る。ところで旧湯原町の34.9% は地域の平均レベル30.5% 

を大きく上回り、岡山下県町村のレベル 35.7% に近接する。なお、旧二川村と八束村もま

た地域の平均レベルを下回るが、前者は僅差の 29.8% 、後者は９ポイントの差がある 21.3% 

である。 財政力指数は、一般に地方公共団体の財政力を判断する理論上の指標とされて

いる。その指標は直近の３か年度の財政力指数の平均が用いられる。しかし、ここでは単

年度の指標により、５か町村財政力の比較を試みる。 

５か町村の財政力指数の平均値は 0.449 で、真庭郡内町村の 0.471 、岡山県下町村の

0.491 と比べてかなり低い。５か町村別にみると、最高指数は旧湯原町の 0.668 で、これ

に八束村 0.469 、川上村 0.367 、中和村 0.343 、旧二川村 0.261 と続く。いずれの町村

とも余裕財源に恵まれてはないが、そのなかで旧湯原町は財政力が強い。 

表４４は町村の税収入に深く関わる耕地と林野の固定資産の平均価格を示したものであ

る。 

蒜山地域の田畑の平均価格には５か町村間に違いがみられる。湯原町は田と畑の価格が

ともに最高で、最低価格は田では中和村と二川村、畑では川上村である。 

同地域の田の平均価格は真庭郡のそれに比べて１７％ほど低く、県下全町村の平均価格

よりは３９％も低い。また畑の平均価格を真庭郡および全町村のそれと比較する、それぞ

れ４４％、６１％も低い。５か町村の山林および原野の平均価格は湯原町が特に高く、残

りの４か村間には大差は認められない。蒜山地域の山林および原野の平均価格は真庭郡と

県下全町村のそれらと比べると、それぞれ２分の１、３分の１程度に過ぎない。 


