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第３章 産業構造の変化 

  

農村における産業構造の変化は端的には就業人口の動向にあらわれる。本章では昭和３

０年～平成１２年間における就業人口、就業者の年齢構成、産業別就業人口の５年刻み時

系列的推移動向について記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県の資料を付記する。 

 

第第第第１１１１節節節節 就業人口就業人口就業人口就業人口のののの推移推移推移推移 

 

第第第第１１１１項項項項 就業者数就業者数就業者数就業者数のののの推移推移推移推移 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における就業者数とその増減及び就業率（１５歳以上労働

力人口に占め就業者数割合）の推移を示すと表１、２のとおりである。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

就業者総数（男女）は昭和３０年に 9,046 人を数え、その後減少が続き、平成１２年に

は 5,309 人となり、その減少率は 41.3% となっている。 

就業者総数を男女別にみるみると、昭和３０年に男子 4,989 人、女子 4,057 人となり、

その後は減少基調で推移し、平成１２年にそれぞれ 2,871 人、2,438 人となり、その減少

率はは男子 42.5% 、女子 39.9% となっている。 

昭和３０年以降５年ごとの就業者総数の増減の推移をみると、各期間において減少し、

とくに１０％を超える期間は昭和３５～４０年と平成７～１２年となり、同２～７年も１

０％にかなり近接し、他の期間は５％以下となっている。 

上記就業者総数の増減の推移を男女別にみると、男子と女子は近接した水準で減少して

いるが、例外として男子は昭和６０年～平成２年に 0.05% と微増し、女子は昭和３０～３

５年に５％近い増加となっている。 

就業率の推移状況をみると、就業者総数は昭和３０年に 99.5% となり、その後は低下し、

平成１２年に 98.0% となっている。男女別にみると、男子就業者は昭和３０年に 99.3% 

となり、その後は低下基調で推移し、平成１２年に 97.4% となり、一方、女子就業者は昭

和３０年に 99.7% を示し、その後は低下を続け、平成１２年に 98.9% となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年の就業者総数（男女）は 37,047 人を数え、その後は蒜山地域と同様に時系列

的に減少し、平成１２年に 30.4% 減の 25,768 人となっている。 

就業者総数の推移を男女別にみると、昭和３０年に男子は 20,659 人、女子は 16,288 人

を数え、平成１２年に男子は 30.3% 減の 14,409 人、女子は 30.7% 減の 11,359 人となって

いる。 

上記した就業者総数の昭和３０年以降５年ごとの増減の推移をみると、蒜山地域の一貫

した減少と多少異なり、同５０～５５年に限り 0.6%の増加となっている。他の期間におい

ては蒜山地域と同様に昭和３５～４０年及び平成７～１２年に減少率は突出しているが、

蒜山地域の１１％を超えることはなく７～９％となっている。 

上記就業者総数の増減の推移を男女別にみると、男子の場合の増減の推移パタ－ンは就

業者総数の場合と類似しているが、女子の場合は多少異なり、昭和３０～３５年と同４０

～４５年に４％以下の増加がみられ、同４５～５０年の減少率は１２％と突出し、男子就

業者の２％を大きく上回っている。 

就業者総数の就業率の推移をみると、昭和３０年に 99.1% となり、その後は蒜山地域と

同様に低下を続け、平成１２年に 97.4% となっている。その就業率を男女別にみると、昭

和３０年に男子は 98.2% 、女子は 99.3% となり、その後は低下基調で推移し、平成１２年

に男子は 96.9% 、女子は 98.2% となり、両時点において女子の方が高くなっている。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年の就業者総数（男女）は 795,257 人を数え、その後の推移パタ－ンは蒜山地

域と異なり、増加基調で推移し、平成７年に 989,559 人と最高に達し、その後は減少し、
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同１２年には 20.2% 増の 955,507 人となっている。 

上記の就業者総数を男女別にみると、昭和３０年に男子は 454,095 人、女子は 341,162 

人となり、平成１２年に男子は 21.3% 増の 550,761 人、女子は 18.6% 増の 404,746 とな

っている。 

上記した就業者総数の昭和３０年以降５年ごとの増減の推移をみると、各期間の増加率

は５％以下の範囲にあり、ただ、同４０～４５年は９％と突出し、反対に同４５～５０年

と平成７～１２年は３％前後の減少となっている。 

以上就業者総数の推移状況を男女別にみると、男子と女子就業者数の増減の推移は就業

者総数の場合と多少異なり、男子の減少期は平成７～１２年に限られ、女子は上記期間の

ほかに昭和４５～５０年が加わり、その減少率は１０％と突出している。 

就業率の推移をみると、昭和３０年に就業者総数は 98.5% 、男子は 98.1% 、女子は 99.1% 

となり、平成１２年には、それぞれ 95.7% 、95.1% 、96.4% と低下している。 

⒟ 蒜山地域就業者数の対真庭郡比及び対岡山県比の推移 

上記した蒜山地域における就業者数の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比及び

対岡山県比）の推移を表１でみると、就業者総数及び男子就業者数の場合は時系列的に一

貫して低下し、女子就業者数の場合は低下基調で推移している。その数値を昭和３０年と

平成１２年の両時点で記すと以下のとおりである。 

対真庭郡比は、昭和３０年に就業者総数は 24.4% 、男子は 24.1% 、女子は 24.8% を示

し、平成１２年には就業者総数は 20.6% 、男子は 19.9% 、女子は 21.5% と低下している。

対岡山県比は、昭和３０年に就業者総数は 1.13% 、男子は 1.10% 、女子は 1.19% となり、

平成１２年には同総数は 0.55% 、男子は 0.52% 、女子は 0.60% と低下している。 

⒠ まとめ 

以上で記述した蒜山地域の就業者数の昭和３０年～平成１２年間における推移状況を真

庭郡及び岡山県と対比してまとめると以下のようである。 

就業者総数（男女）及び、男女別就業者数は蒜山地域と真庭郡では減少パタ－ンで推移

し、反対に岡山県は増加パタ－ンで推移し、上記期間における増減率の概数（小数点以下

四捨五入）は次のとおりである。 

就業者総数は蒜山地域４１％、真庭郡３０％の減少、反対に岡山県は２０％増加となっ

ている。男女別にみると、男子就業者の減少は蒜山地域４３％、真庭郡３０％の順となり、

反対に岡山県は２１％増となっている。女子就業者の減少は蒜山地域４０％、真庭郡３１

％の順となり、反対に岡山県は１９％増となっている。以上のように蒜山地域の就業者数

の減少率は真庭郡よりも全体的に１０ポイント程度高く、一方、岡山県は増加となってい

る。 

蒜山地域における就業者数の対真庭郡比及び対岡山県比は経年的に低下し、その低下の

程度は特に対岡山県比の方が大きく、これらの点から蒜山地域における産業基盤としての

人的資源の衰退傾向がうかがえる。 

（２） ４か町村 

４か町村における就業者数とその増減の推移を表１、２に基づいて記述すると以下のよ

うである。 

各町村における就業者総数（男女）は、昭和３０年に川上村 2,044 人、八束村 2,391 

人、中和村９２６人、湯原町 3,685 人となっている。同年以降、川上村と八束村は減少基

調で推移し、中和村と湯原町は一貫して減少を続け、平成１２年に川上村は 33,4% 減の

1,361 人、八束村は 29.9% 減の 1,675 人、中和村は 50.6% 減の４５７人、湯原町は 50.7% 

減の 1,816 人となっている。 

以上のように各町村の昭和３０年～平成１２年の間における減少率は、川上村と八束村

の３０％台と中和村と湯原町の５０％台に２分される。 

上記した就業者総数の推移を男女別にみると、男子の場合は昭和３０年に川上村 1,108 

人、八束村 1,265 人、中和村４９２人、湯原町 2,124 人となり、その後は減少基調で推移

し、平成１２年に川上村は 33.6% 減の７３６人、八束村は 29.2% 減の８９５人、中和村は

46.3% 減の２６４人、湯原町は 54.0% 減の９７６人となっている。一方、女子の場合は昭
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和３０年に川上村９３６人、八束村 1,126 人、中和村４３４人、湯原町 1,561 人となり、

その後は減少基調で推移し、平成１２年に川上村は 33.2% 減の６２５人、八束村は 30.7% 

減の７８０人、中和村は 55.5% 減の１９３人、湯原町は 46.2% 減の８４０人となっている。 

以上のように男子と女子就業者数の昭和３０年～平成１２年の間における減少率の較差

は、川上村と八束村は１ポイント以下、中和村と湯原町は８～９ポイントとなり、八束村

と中和村は男子が下回り、反対に川上村と湯原町は女子が下回っている。 

上記した４か町村における就業者総数の増減の推移を５年刻みで追跡すると、全体的に

は減少基調で推移しているが、増加の期間もみられ、その期間は川上村は昭和５０～５５

年と同６０～平成２年、八束村は昭和３０～３５年と同５０～５５年に限られ、その増加

率は３～５％の範囲となっている。しかし、中和村と湯原町は各期間に亘って減少を続け

ている。 

一方、就業者総数が減少した期間において、その減少率が１０％を上回る期間は町村に

よって異なり、昭和３５～４０年は川上村、中和村、湯原町に共通し、さらに中和村は昭

和４５～５０年、同５５～６０年及び平成７～１２年が加わり、湯原町は平成２～７年及

び同７～１２年が加わっている。しかし、八束村は１０％を超える期間はなく、ただ昭和

４５～５０年期は９％と高くなっている。なお、上記した期間以外の減少率は概ね５％以

下となっている。 

上記の就業者総数の増減の推移状況を男女別にみると、その推移パタ－ンは全体的には

類似し、減少率は大半の期間が５％以下、増加率は３％以下となっている。 

男女とも１０％以上の高い減少率を示す期間は、川上村と中和村の昭和３５～４０年と

なっている。男女いずれかが１０％を超える期間は、男子では中和村の昭和３０～３５年、

湯原町の昭和３０～３５年、同３５～４０、平成２～７年、同７～１２年となり、女子で

は川上村と八束村の昭和４５～５０年、中和村の同５５～６０年となっている。 

一方、増加率を示す期間のうち男女の共通は川上村と八束村における昭和５０～５５年

となっている。男子のみの増加率は川上村と湯原町における昭和６０年～平成２年、中和

村における昭和４０～４５年、女子のみの増加率は昭和３０～３５年における川上村、八

束村、湯原町、同５０～５５年の中和村、同５５～６０年の川上村となっている。以上で

記述した就業者数の５年刻みの推移状況における町村間あるいは男女間にみられる相違性

の理由は明らかにされてない。 

就業率の推移状況をみると、就業者総数は昭和３０年に川上村 99.7% 、湯原町 99.5% 、

八束村 99.3% 、中和村 99.2% の順となり、その後低下基調で推移し、平成１２年に川上村

98.6% 、八束村 97.6% 、湯原町 97.8% 、中和村 97.4% の順となっている。 

上記就業率の推移状況を男女別にみると、昭和３０年に男子は川上村 99.6% 、湯原町

99.4% 、八束村 99.1% 、中和村 98.8% の順となり、その後低下基調で推移し、平成１２年

には川上村 98.4% 、八束村 97.6% 、中和村 96.7% 、湯原町 96.5% の順となっている。一

方、女子は昭和３０年に川上村と中和村各 99.8% 、八束村と湯原町各 99.6% の順となり、

その後は低下基調で推移し、平成１２年には湯原町 99.3% 、川上村 98.7% 、八束村 98.6% 、

中和村 98.5% の順となっている。 

以上で記述した４か町村における就業者数の昭和３０年と平成１２年間におけ増減の推

移状況のまとめとして、その増減率及び町村別構成割合の概数（小数点以下四捨五入）を

列記すると以下のようである。 

就業者総数は川上村と八束村は減少基調で推移し、中和村と湯原町は一貫して減少を続

け、平成１２年における減少率は、中和村と湯原町各５１％、川上村３３％、八束村３０

％の順となっている。 

男子就業者数は減少基調で推移し、その減少率は湯原町５４％、中和村４６％、川上村

３４％、八束村２９％の順となっている。一方、女子就業者数もまた減少基調で推移し、

その減少率は中和村５６％、湯原町４６％、川上村３３％、八束村３１％の順となってい

る。 

就業率は各町村とも 99.0%～98.0% 台の範囲を経年的に低下基調で推移し、昭和３０年と

平成１２年間の平均較差は就業者総数では 1.5 ポイント、男子は 1.9 ポイント、女子は
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0.8 ポイントとなっている。なお、町村間では全体的に川上村と八束村は中和村と湯原町

を僅差ながら上回っている。 

就業者総数の町村別割合の推移は、昭和３０年に湯原町４１％（総数 3,685 人）、八束

村２６％（同 2,391 人）、川上村２３％（同 2,044 人）、中和村１０％（同９２６人）の

順となり、同年以降、同構成割合は八束村と川上村では拡大し、中和村と湯原町は縮小し、

平成１２年に湯原町３４％（同 1,816 人）、八束村３２％（同 1,675 人）、川上村２６％

（同 1,361 人）、中和村９％（同４５７人）の順となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 就業者数就業者数就業者数就業者数のののの年齢層別割合年齢層別割合年齢層別割合年齢層別割合のののの推移推移推移推移                                                                         

就業者総数の年齢を若年層（３０歳未満）、中年層（３０～４４歳）、高年層（４５～

６４歳）、老年層（６５歳以上）に４区分し、その年齢層別割合と同割合の特化係数を昭

和４０年、同５０年、同６０年、平成１２年の時系列で示すと表３、４のとおりである。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

就業者総数（男女）の年齢層別割合は、昭和４０年に中年層 37.8% 、高年層 33.6% 、若

年層 19.4% 、老年層 9.2%となり、同５０年には高年層 41.3% 、中年層 31.1% 、若年層 17.2% 、

老年層 10.8% と変わり、高年層が首位に立ち、中年層と若年層は縮小し、老年層は拡大に

転じている。 

昭和６０年以降、高年層はさらに拡大し、首位を維持し、老年層は若年層を僅差ながら

上回り、中年層はさらに縮小し、同６０年に高年層 46.0% 、中年層 28.6% 、老年層 12.8% 、

若年層 12.6% となっている。しかし平成年代になると高年層は緩やかな縮小に転じ、中高

年層の縮小化と老年層の拡大化は加速され、平成１２年に高年層は 44.8% 、中年層は

21.7% 、老年層は 21.3% 、若年層は 12.2% を占めている。 

以上のように昭和４０年代後半から進学率の上昇等による若年労働力の減少のほか、終

戦直後のベビ－ブ－ム世代が中年層へ移行したこともあって、若年層の占める割合は低下

し、また、平成年代になると老年化が急速に進行している。 

上述した就業者総数の年齢層別割合を男女別にみると、昭和４０年に男子と女子は、そ

れぞれ中年層で 37.4% 、38.2% 、高年層で 32.9% 、34.2% 、若年層で 19.0% 、19.9% 、

老年層で 10.7% 、7.7%を占めてている。 

同年以降における推移パタ－ンは男女とも類似しているが、その年齢層別割合には違い

がみられる。 

各年齢層シェアの男女間較差をみると、男子は女子と比べて、若年層では昭和４０年に

0.9 ポイント下回り、その後は３～４ポイント上回り、中年層では同４０年に 0.8 ポイン

ト、同５０年には 2.7 ポイント下回り、その後は反対に１～２ポイントの範囲で上回り、

高年層では同４０年に 1.3 ポイント下回り、その後は５ポイント程度下回り、老年層では

全時点で上回り、その較差は同４０年と同５０年の時点では３ポイント程度、その後は急

速に下降し、１ポイント以下となっている。 

以上の年齢層別割合の推移経過のもとで、平成１２年に男子と女子は、それぞれ高年層

で 42.2% 、47.5% 、中年層で 22.2% 、21.1% 、老年層で 21.5% 、21.2% 、若年層で 14.1% 、

10.2% を占めている。 

⒝ 真庭郡 

就業者総数（男女）の昭和４０年における年齢層別割合は、中年層 36.8% 、高年層 33.7% 、

若年層 20.8% 、老年層 8.7%と順となっている。 

同年以降、上記の各年齢層シェアの推移パタ－ンは蒜山地域と類似し、その数値もかな

り近接している。すなわちその数値は蒜山地域と比べて若年層では各時点で下回り、中年

層でも大半の時点で下回り、その較差は昭和６０年以降は２～３ポイントの範囲まで拡大

し、一方、高年層及び老年層では上回り、その較差は同６０年以降は２～４ポイントの範

囲まで拡大している。以上の推移経過のもとで、平成１２年に高年層 42.8% 、中年層 25.0% 、

老年層 17.7% 、若年層 14.5% の順となっている。 

上述した就業者総数の年齢層別割合の推移を男女別にみると、昭和４０年に男子と女子
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は、それぞれ中年層では 36.5% 、37.1% 、高年層では 34.0% 、33.4% 、若年層では 19.0% 、

22.8% 、老年層では 10.5% 、6.7%となっている。 

同年以降、上記割合の推移パタ－ンは男女とも類似しているが、その数値には違いがみ

られる。すなわち男子は女子に比べて、若年層では昭５０年と同６０年の時点で２ポイン

ト程度上回り、その後は４ポイト下回り、中年層では同５０年に２ポイント程度下回り、

その後は１～２ポイント上回っている。高年層では昭和５０年以降は下回り、その較差は

４～５ポイントの範囲となっている。老年層では昭和５０年以降も上回り、その較差は経

年的に４ポイント程度から１ポイント以下に縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に男子と女子は、それぞれ高年層では 41.7% 、

44.2% 、中年層では 26.4% 、25.1% 、若年層では 13.4% 、13.9% 、老年層では 18.5% 、

16.8% を占めている。 

⒞ 岡山県 

就業者総数（男女）の昭和４０年における年齢層別割合は中年層 34.7% 、高年層 30.5% 、

若年層 27.6% 、老年層 7.2%の順となっている。 

同年以降、同割合の推移パタ－ンは蒜山地域と全体的には類似している。しかし、その

割合には大きな開きがあり、その較差は経年的に拡大している。すなわち岡山県は蒜山地

域と比べて若年層では各時点におい６～９ポイント程度上回り、中年層では昭和４０年に

３ポイント下回り、同５０年以降は６～８ポイント上回っている。しかし、高年層と老年

層は全時点において下回り、その較差は高年層では昭和５０年以降急速に拡大し８～９ポ

イントとなり、平成１２年には４ポイントに縮小し、老年層では昭和５０年の３ポイント

から同６０年には５ポイントに拡大し、さらに平成１２年には１２ポイントまで拡大して

いる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に高年層 41.0% 、中年層 28.0% 、若年層 21.2% 、

老年層 9.3%の順となっている。 

上述した就業者総数の年齢層別割合を男女別にみると、昭和４０年に男子と女子は、そ

れぞれ中年層では 35.3% 、33.9% 、高年層では 30.0% 、31.1% 、若年層では 26.1% 、29.5% 、

老年層では 8.6%、5.5%を占めている。 

同年以降における男女の同割合の推移パタ－ンは類似しているが、その割合には開きが

みられる。すなわち男子は女子に比べて、若年層では全時点において１～３ポイントの範

囲で下回り、反対に中年層では全時点で１～３ポイントの範囲で上回っている。高年層で

は昭和６０年まで１～２ポイントの範囲で下回り、その過程で同５０年には６ポイントと

突出している。老年層では全時点で上回り、その範囲は１ポイント前後となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年に男子と女子は、高年層ではそれぞれ 41.1%、

40.9% 、同様に中年層では 28.5% 、27.3% 、若年層では 20.1% 、22.8% を占めている。 

⒟ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における就業者総数の年齢層別割合の推移状況について、岡山

県及び真庭郡との対比でまとめると以下のようである。 

⒟－1  年齢層別割合の推移 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における年齢層別割合の昭和４０年－同５０年－同６０年

－平成１２年の時系列的推移を同割合の概数（小数点以下四捨五入）で列記すると以下の

とおりである。  

中年層 

蒜山地域：３８％－３１％－２９％－２２％                  

真庭郡：３７％－３２％－３１％－２５％                  

岡山県：３５％－３５％－３６％－２８％                  

高年層 

蒜山地域：３４％－４１％－４６％－４５％                  

真庭郡：３４％－４１％－４３％－４３％                  

岡山県：３１％－３３％－３７％－４１％                  

若年層 
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蒜山地域 １９％－１７％－１３％－１２％                  

真庭郡：２１％－１８％－１４％－１５％                  

岡山県：２８％－２５％－１９％－２２％                  

老年層 

   蒜山地域：９％－１０％－１３％－２１％                  

    真庭郡：９％－１０％－１２％－１８％ 

岡山県：７％－８％－８％－９％                  

上記のように蒜山地域は岡山県と比べて中年層への分布は昭和５０年以降各時点におい

て薄く、反対に高年層は同年以降において特に厚く、若年層は全時点において著しく薄く、

老年層は同６０年まで幾分厚く、その後は顕著に厚くなっている、また、真庭郡の場合は

蒜山地域寄りの傾向が強い。 

男女就業者間における年齢層シェアの差異をみると、男子は女子に比べて、中年層は蒜

山地域と真庭郡では昭和６０年以降、岡山県では全時点に亘って高くなっている。高年層

は蒜山地域と岡山県では全時点に亘り、真庭郡では昭和５０年以降において低くなってい

る。若年層は蒜山地域と真庭郡では昭和５０年以降において高く、岡山県では各時点にお

ける差異の変動が激しく、一定の傾向はみられない。老年層は蒜山地域、真庭郡、岡山県

とも全時点で高くなっている。 

⒟－2  年齢層別割合の特化係数の推移 

上述した蒜山地域における年齢層別割合の特化係数（岡山県＝1.00）を使って岡山県と

比較した結果を昭和４０年以降１０年ごとに示すと表４のとおりである。なお、真庭郡に

おける特化係数を付記する。 

就業者総数（男女）の場合、若年層の特化係数は全時点に亘って 1.00 を下回り、しかも

経年的に下降している。すなわち昭和４０年の 0.70 は平成１２年に 0.58 と下降し、中年

層の同係数は昭和４０年に 1.09、平成１２年には 0.78 となっている。高年層の同係数は

昭和４０年に 1.10 となり、同６０年には 1.25 と上昇し、その後は下降し、平成１２年に

1.09 となっている。老年層の同係数は昭和４０年に 1.28 となり、同６０年には 1.64 へと

上昇し、平成１２年には急上昇し、2.29 となっている。 

上述した就業者総数における各年齢層の特化係数を昭和４０年と平成１２年の両時点で

男女別にみると、男子は女子に比べて、前時点では大半の年齢層で 0.06 ポイント程度上回

り、老年層のみ 0.16 ポイント下回っている。また、後時点では若年層で 0.25 ポイント上

回り、中年層では近接し、高年層と老年層ではそれぞれ 0.13 ポイント、0.26 ポイント下

回っている。 

次に上記した蒜山地域における就業者総数の各年齢層の特化係数を昭和４０年と平成１

２年の両時点で真庭郡と比較すると、蒜山地域は前時点では近接しているが、後時点で若

年層と中年層では 0.10 ポイント下回り、高年層では近接し、老年層では 0.39 ポイント上

回っている。一方、平成１２年の時点で男女別に真庭郡と比較すると、若年層では男子は

近接し、女子は 0.16 ポイント下回り、中年層では男女とも 0.15 ポイント下回り、高年層

では男子は近接し、女子は 0.08 ポイント上回り、老年層では男子は 0.29 ポイント、女子

は 0.48 ポイント上回っている。 

以上で記述し就業者総数の各年齢層の特化係数から、蒜山地域における昭和４０年～平

成１２年間にみられる年齢層構造の特徴をまとめると以下のようである。 

就業者総数の若年層（１５～２９歳）への分布は全時点に亘って極めて薄く、平成１２

年の時点で岡山県レベルの６０％程度に過ぎない。また、中年層への分布も経年的に薄ま

り、平成１２年の時点で岡山県レベルの８０％程度となっている。高年層への分布は岡山

県レベルを極く僅差ながら上回っている。一方、老年層への分布は厚く、全時点を通して

岡山県レベルを上回り、平成１２年の時点では２倍以上も上回っている。また、女子は男

子に比べて高年層への分布が幾分厚くなっている。 

（２） ４か町村 

各町村における就業者数の年齢層別割合とその特化係数の推移状況を表３、４により記

述すると以下のとおりである。 
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① 川上村 

就業者総数の年齢層別割合は、昭和４０年に中年層 38.1% 、高年層 35.1% 、若年層 16.9% 、

老年層 9.9%となり、同５０年には高年層 44.4% 、中年層 29.0% 、若年層 16.6% 、老年層

10.0% と変わり、高年層が著しく拡大し、首位に立ち、反対に中年層は非常に縮小してい

る。昭和６０年に高年層は最高を記録し、中年層は横ばい状態となり、若年層は縮小し、

反対に老年層は拡大し、高年層は 45.2% 、中年層は 29.0% 、若年層は 13.1% 、老年層は

12.7% の順となっている。平成年代になると、高年層と中年層は縮小し、老年層の拡大は

加速され、若年層は僅差ながら縮小し、平成１２年には高年層 42.8% 、中年層 22.1% 、老

年層 22.5% 、若年層 12.6% の順となっている。なお、若年層と老年層のシェアが逆転した

時点は平成１２年となっている。 

上記した就業者総数の年齢層別割合を男女別にみると、昭和４０年に男子と女子は、そ

れぞれ中年層では 38.5% 、37.6% 、高年層では 35.0% 、35.2% 、若年層では 15.7% 、18.3% 、

老年層では 10.8% 、8.9%を占めている。 

同年以降、高年層は男女ともに拡大し、昭和６０年をピ－クとして、その後は縮小に転

じ、中年層は男子は縮小基調で推移し、女子は縮小を継続し、若年層は男女とも縮小基調

で推移し、老年層は男女ともに拡大基調で推移し、平成１２年の時点で男子と女子は、そ

れぞれ高年層では、41.5% 、44.3% 、中年層では 22.0% 、22.2% 、老年層では 22.4% 、22.6% 

を占めている。なお、若年層と老年層のシェアが逆転した時点は男子は昭和６０年、女子

は平成１２年となっている。 

上述した各年齢層割合の推移過程における男女間較差をみると、男子は女子に比べて、

高年層では全時点で下回り、その較差は昭和４０年は 0.2 ポイントと低く、他の時点は３

～６ポイントの範囲となっている。中年層では昭和４０年と同６０年の両時点で上回り、

その較差はそれぞれ１ポイント、３ポイント、昭和５０年と平成１２年の２時点では下回

り、その較差はそれぞれ４ポイント、0.2 ポイントとなっている。老年層は昭和６０年ま

での３時点で上回り、その較差は３～４ポイントとなっている。若年層では昭和４０年と

同６０年の両時点で下回り、その較差はそれぞれ３ポイント、１ポイント以下となり、同

５０年と平成１２年の両時点で上回り、その較差はそれぞれ７ポイント、３ポイントとな

っている。 

② 八束村 

就業者総数の年齢層別割合は、昭和４０年に中年層 37.7% 、高年層 32.7% 、若年層 20.7% 、

老年層 8.9%となり、同５０年には高年層 39.9% 、中年層 32.0% 、若年層 17.7% 、老年層

10.4% となり、高年層が首位に立ち、中年層と若年層は縮小し、老年層は拡大している。 

昭和６０年に高年層は最高に達し、中年層と若年層はさらに縮小し、老年層は拡大し、

高年層 45.1% 、中年層 28.7% 、若年層 13.3% 、老年層 12.9% となっている。平成年代に

なると、中年層の縮小と老年層の拡大は続き、若年層の縮小は緩やかとなり、若年層と老

年層のシェアは逆転し、平成１２年に高年層 42.1% 、中年層 24.1% 、老年層 20.4% 、若

年層 13.4% となっている。 

上記した就業者総数の年齢層別構成割合を男女別にみると、昭和４０年に男子と女子は、

それぞれ中年層では 37.2% 、38.1% 、高年層では 31.2% 、34.3% 、若年層では 21.8% 、

19.6% 、老年層では 9.8%、8.0%を占めている。 

同年以降、高年層は男女とも拡大し、昭和６０年にピ－クを迎え、中年層は男女ともに

縮小し、若年層も男女とも縮小し、同６０年以降は男子は横ばい状態となり、女子は緩や

かな縮小に転じ、老年層は拡大を続け、平成１２年に男子と女子は、それぞれ高年層では

39.3% 、45.5% 、中年層では 24.2% 、24.0% 、老年層では 21.0% 、19.6% 、若年層では

15.5% 、10.9% を占めている。なお、若年層と老年層のシェアが逆転した時点は男子は平

成１２年、女子は昭和６０年となっている。 

上述した各年齢層割合の推移過程における男女間較差をみると、男子は女子と比べて、

高年層では全時点で下回り、その較差は３～７ポイントの範囲を経年的に上昇している。

中年層では昭和５０年まで１～２ポイン程度下回り、その後平成１２年までは上回り、そ

の較差は当初は３ポイントと高く、その後は 0.2 ポイントとなっている。老年層は全時点
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で上回り、その較差は１～２ポイントの範囲であるが、昭和６０年は 0.3 ポイントに過ぎ

ない。若年層は全時点で上回り、その較差は２～５ポイントの範囲を経年的に上昇してい

る。 

③ 中和村 

就業者総数の年齢層別割合は、昭和４０年に中年層 38.1% 、高年層 33.7% 、若年層 18.6% 、

老年層 9.6%となり、同５０年には高年層 42.9% 、中年層 27.6% 、若年層 19.7% 、老年層

9.8%となり、高年層が首位に立ち、中年層は縮小し、若年層は僅かに拡大し、老年層は横

ばい状態となっている。 

昭和６０年に高年層は拡大し、中年層は急拡大し、若年層は急落し、老年層に大きな変

化はみられない。平成年代になると、高年層はさらに拡大を続け、中年層は急速に縮小し、

若年層は拡大に転じ、老年層は急速に急拡大し、平成１２年に高年層 49.9% 、老年層 21.0% 、

中年層 14.9% 、若年層 14.2% となっている。なお、老年層と若年層シェアが逆転した時点

は平成１２年であり、また、この時点では他の３か町村と異なり老年層と若年層が近接し

ている。 

上述した就業者総数の年齢層別割合を男女別にみると、昭和４０年に男子と女子は、そ

れぞれ中年層では 39.2% 、36.9% 、高年層では 32.8% 、34.8% 、若年層では 16.3% 、20.9% 、

老年層では 11.7% 、7.4%を占めている。 

同年以降、高年層は男子では拡大を続け、昭和６０年にピ－クに達し、その後は緩やか

な縮小に転じ、一方、女子は拡大パタ－ンで推移し、中年層と若年層は男女とも縮小基調

で推移し、老年層は男女とも昭和６０年まで横ばい状態となり、その後は急速に拡大して

いる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に男子と女子は、それぞれ高年層では 45.4% 、

56.0% 、老年層では 23.1% 、18.1% 、中年層では 15.2% 、14.5% 、若年層では 16.3% 、

11.4% を占めている。なお、若年層と老年層のシェアが逆転した時点は男女ともに昭和６

０年（１９８５）となっている。また、平成１２年の時点で男子の場合は若年層が中年層

を僅差ながら上回り、反対に女子では中年層の方がかなり上回っている。 

上述した各年齢層割合の推移過程における男女間較差をみると、男子は女子に比べて高

年層では全時点において下回り、その較差は２～１１ポントの範囲を上昇し、特に平成１

２年には急上昇している。中年層では昭和４０年に２ポイント上回り、その後は２ポイン

ト下回り、平成１２年には１ポイント以下の較差で上回っている、老年層では全時点で下

回り、その較差は大半が３～５ポイントの範囲となり、昭和５０年は１ポイントと低くな

っている、若年層は昭和４０年に５ポイント近く下回り、その後は上回り、その較差は２

～５ポイントで、その最低は同６０年となっている。 

④ 湯原町 

就業者総数の年齢層別割合は、昭和４０年に中年層 37.7% 、高年層 33.2% 、若年層 20.1% 、

老年層 9.0%となり、同５０年には高年層 40.2% 、中年層 32.3% 、若年層 16.7% 、老年層

10.8% となり、高年層が首位に立ち、中年層と若年層は縮小し、老年層は僅差ながら拡大

している。 

昭和６０年には高年層と老年層は拡大し、反対に中年層と若年層は縮小し、その順位は

高年層、中年層、老年層、若年層となり、同５０年の時点と比べて、若年層と老年層は逆

転している。平成年代になると、高年層は緩やかに拡大し、中年層は急速に縮小し、若年

層は緩やかに縮小し、老年層は急速に拡大し、平成１２年には高年層 47.4% 、老年層 21.5% 、

中年層 20.8% 、若年層 10.3% となっている。 

上述した就業者総数の年齢層別割合を男女別にみると、昭和４０年に男子と女子は、そ

れぞれ中年層では 36.5% 、38.8% 、高年層では 33.0% 、33.5% 、若年層では 19.4% 、20.7% 、

老年層では 11.1% 、7.0%を占めている。 

同年以降、高年層は男女とも拡大を続け、昭和６０年からは緩やかな拡大に転じ、中年

層と若年層は男女とも縮小を続け、老年層は男女とも同６０年まで横ばい状態で推移し、

その後急速に拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に男子と女子は、それぞれ高年層では 45.4% 、
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49.8% 、中年層では 22.3% 、19.0% 、老年層では 20.7% 、22.4% 、若年層では 11.6% 、

8.8%を占めている。なお、若年層と老年層のシェアは男女とも昭和６０年の時点で逆転し

ている 

上述した各年齢層割合の推移過程における男女間の較差をみると、男子は女子に比べて、

高年層では全時点で下回り、その較差は昭和４０年には 0.5 ポイントと低く、その後は６

～４ポイントの範囲を下降している。中年層では昭和５０年まで２～３ポイント下回り、

その後は１～３ポイントの範囲で上回っている。老年層では昭和６０年まで上回り、その

較差は同５０年まで４～５ポイント、その後は１ポイント以下となり、平成１２年には２

ポイント程度下回っている。若年層では昭和４０年に１ポイント程度下回り、その後は３

～４ポインの範囲で上回っている。 

⑤ まとめ 

⑤－1  年齢層別割合の推移 

４か町村における就業者総数の年齢層別割合の昭和４０年－同５０年－同６０年－平成

１２年の時系列的推移状況を同割合の概数（小数点以下四捨五入）で列記すると以下のと

おりである。 

中年層 

川上村：３８％－２９％－２９％－２２％ 

八束村：３８％－３２％－２９％－２４％ 

中和村：３８％－２８％－３３％－１５％ 

湯原町：３８％－３２％－２７％－２１％ 

高年層 

川上村：３５％－４４％－４５％－４３％ 

八束村：３３％－４０％－４５％－４２％ 

中和村：３４％－４３％－４８％－５０％ 

湯原町：３３％－４０％－４７％－４７％ 

若年層 

川上村：１７％－１７％－１３％－１３％ 

八束村：２１％－１８％－１３％－１３％ 

中和村：１９％－２０％－ ９％－１４％ 

湯原町：２０％－１７％－１３％－１０％ 

老年層 

川上村：１０％－１０％－１３％－２３％ 

八束村： ９％－１０％－１３％－２０％ 

中和村：１０％－１０％－１０％－２１％ 

湯原町： ９％－１１％－１３％－２２％ 

以上で記述した年齢層シェアの推移状況にみられるように、４か町村とも昭和４０年に

中年層が首位に立ち、同５０年には高年層と交代している。経年的に中年層と若年層は縮

小し、反対に高年層は拡大している。老年層は昭和６０年まで横ばい状態となり、その後

急速に拡大している。若年層と老年層シェアが逆転した時点は、湯原町を除く３か村は平

成１２年となり、湯原町は昭和６０年に老年層が極僅差ながら上回っている。 

各町村の各年齢層は昭和４０年の時点で相互に近接しているが、その後の推移過程で拡

大している。各年齢層の町村間にみられる特徴的な違いの１つは、中和村の昭和６０年に

おける中年層の拡大と若年層の縮小である。さらに、平成１２年の時点において、中和村

の中年層は最も低く、高年層は最も高く、湯原町の若年層は最低となり、八束村の老年層

は低めとなっている。 

４か町村における就業者総数の年齢層別割合の推移を男女間で比較すると、男子は女子

と比べて、中年層の場合は川上村、八束村、湯原町は昭和６０年以降の各時点で高く、中

和村では大差なく、高年層の場合は各町村において低く、若年層の場合は八束村では全時

点、中和村と湯原町では昭和５０年以降の時点で高く、川上村では大差ない。老年層では

各町村とも川上村と湯原町の平成１２年を除く時点で高くなっている。 
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上記した就業者数の年齢層割合の推移状況から、中和村は特に高齢化の程度が進み、こ

れに湯原町が続いている。また、高齢化傾向は全体的に女子に強く現れている。 

⑤－2  年齢層別構成の特化係数の推移 

就業者総数における年齢層別割合の町村間比較は上述したとおりであるが、同割合の特

化係数（岡山県＝1.00）の視点から、４か町村における年齢層構成の特徴を平成１２年の

時点でみると以下のようである。 

中年層の特化係数の最高は八束村で、同係数は総数 0.86、男子 0.85、女子 0.88 となり、

最低は中和村で、その係数は総数、男子、女子ともに 0.53 となっている。ちなみに蒜山地

域の同係数は総数 0.78、男子 0.78、女子 0.77 となっている。なお、これらの特化係数は

昭和４０年の時点と比べて低下し、特に中和村における低下は著しいる。 

高年層の特化係数の最高は中和村で、その係数は総数 1.22、男子 1.10、女子 1.37 とな

り、最低は八束村で、その係数は総数 1.03、男子 0.96、女子 1.12 となっている。ちなみ

に蒜山地域の特化係数は、総数 1.09、男子 1.03、女子 1.16 となっている。これら特化係

数は昭和４０年の時点と比べて中和村と湯原町では上昇し、川上村と八束村では低下して

いるが、ただ、八束村の女子は僅差ながら上昇し、湯原町の男子には変化なく、蒜山地域

の男子は低下している。 

若年層の特化係数の最高は中和村で、その係数は総数 0.67、、男子 0.81、女子 0.50 と

なり、反対に最低は湯原町で、その係数は総数 0.49、男子 0.58、女子 0.39 となっている。

ちなみに蒜山地域の同係数は、総数 0.58、男子 0.69、女子 0.45 となっている。これらの

特化係数は昭和４０年の時点と比べて低下している。 

老年層の特化係数の最高は、総数では川上村 2.42、男子は中和村 2.24、女子は川上村の

2.51 となり、一方、最低は総数では八束村 2.19、男子は湯原町 2.01、女子は中和村 2.01

となっている。ちなみに蒜山地域の同係数は総数 2.29、男子 2.09、女子 2.35 となってい

る。これらの特化係数は昭和４０年の時点と比べて上昇している。 

以上で記述した平成１２年の時点における各町村の男女の特化係数をみると、中年層で

は男女間に大差なく、高年層では女子が高く、若年層では女子が低く、後年層では中和村

を除き、女子が高くなっている。 

以上のように就業者の高年層と老年層の特化係数は岡山県レベルを大きく上回り、特に

老年層の同係数は 2.00 を超え、しかも両年層において女子の同係数が男子を上回っている

等の状況から、蒜山地域の高齢化の程度は進み、しかも女子の方が一層進んでいる。 

 

第第第第２２２２節節節節 産業部門別就業者数産業部門別就業者数産業部門別就業者数産業部門別就業者数のののの推移推移推移推移 

 

第１次産業（農林漁業）、第２次産業（鉱業、建設業、製造業）、第３次産業（商業、

運輸・通信業、サ－ビス業等）就業者総数とその増減ならびに同部門別構成割合の昭和３

０年以降平成１２年まで５年間隔の時系列的推移状況を真庭郡及び岡山県と対比しながら

記述する。 

 

第第第第１１１１項項項項 産業部門別就業者数産業部門別就業者数産業部門別就業者数産業部門別就業者数のののの推移推移推移推移 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における産業部門別就業者数とその増減の推移状況は表５、

６に示すとおりである。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

戦後の産業復興期を経て、経済の高度成長期に突入する直前、昭和３０年の就業者数は

9,046 人を数え、そのうち第１次産業は 6,714 人、第２次産業は７９８人、第３次産業は

1,534 人となっている。 

同年以降における各産業部門就業者総数の推移状況をみると、第１次産業部門は経年的

に減少を続けている。第２次産業部門は昭和３５年に減少し、その後は増加基調に転じ、

平成７年に最高を記録し、その後は再び減少している。第３次産業部門は昭和５５年まで

増加し、その後は平成２年まで減少し、それ以降は増加に転じ、同１２年には昭和５５年
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の時点を幾分上回っている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における就業者総数は、昭和３０年と比べると、

41.3% 減の 5,309 人となり、そのうち第１次産業部門は 82.2% 減の 1,195 人、第２次産

業部門は 53.4% 増の 1,224 人、第３次産業部門は 88.3% 増の 2,888 人となっている。 

上記した各産業部門就業者総数の増減の推移状況を昭和３０年以降５年刻みで追跡する

と以下のようである。 

第１次産業部門における減少率は、昭和３０～３５年は 3.1%と低く、同３５～４０年に

18.1% と急上昇し、その後は多くの期間を 10.0% 台前半の水準で推移し、その過程におい

て同４５～５０年に 30.9% 、平成７～１２年には 31.3% の高水準を記録している。 

第２次産業部門は昭和３０～３５年に 29.1% と高い減少率を示し、反対に同３５～４０

年には 4.6%の増加に転じ、同６０年～平成２年まで増加が続き、その増加率は昭和４５～

５０年に 96.1% と突出し、次いで同６０年～平成２年に 26.7% となり、他の時点は４～５

％で推移している。しかし、平成２～７年には 22.6%と高い減少に転じ、その後も 12.0% 

減となっている。 

第３次産業部門は昭和３０～３５年に 15.5% の増加率を示し、その後増加率は上昇と低

下を繰り返し、その過程で同４０～４５年に 20.8% と最高に達し、同５５年～平成２年に

は 0.8～0.9%と減少に転じ、平成２～１２年には再び増加に転じ 1.9～3.0%となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年の就業者総数は 37,047 人、そのうち第１産業部門は 24,896 人、第２次産業

部門は 4,259 人、第３次産業部門は 7,889 人となっている。 

同年以降における各部門就業者総数の推移状況をみると、第１産業部門は減少を続け、

第２次産業部門は増加基調で推移し、平成２年にピ－クに達し、その後は急速に減少し、

第３次産業部門は増加を続け、平成７年に最高に達し、その後は僅差ながら減少している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における就業者総数は、昭和３０年と比べると、

30.3% 減の 25,754 人となり、そのうち第１次産業部門は 83.1% 減の 4,198 人、第２次産

業部門は 102.2%増の 8,614 人、第３次産業部門は 64.0% 増の 12,942 人となっている。 

上記した各産業部門就業者総数の昭和３０年以降４５年間の増減の推移を５年刻みでみ

ると以下のようである。 

第１次産業部門における減少率の期間は、蒜山地域と重なり、そのなかで最高は同４５

～５０年の 33.8% となり、蒜山地域の同時点を３ポイント程度上回っている、なお、蒜山

地域の最高減少率は平成７～１２年の 31.3% となり、真庭郡の方が約７ポイント下回って

いる。また、最低減少率は昭和３０～３５年の 4.6%で、その期間は蒜山地域と重なるが、

真庭郡の方が２ポイント程度上回っている。 

第２次産業部門の増減率の期間は、蒜山地域と幾分相違しているが、昭和３０～３５年、

平成２～７年、同７～１２年の減少は重なり、その数値は真庭郡の方が著しく下回ってい

る。すなわち、真庭郡における減少率は蒜山地域を昭和３０～３５年に２０ポイント、平

成２～７年と同７～１２年にそれぞれ１４ポイント、２ポイント程度下回っている。 

第３次産業部門の増加率の期間は、蒜山地域と同様に昭和５５年まで続き、その増加率

は大半の時点で真庭郡の方が４～６ポイント下回っている。一方、昭和５５年以降の時点

では同５５～６０年と平成７～１２年に減少し、その減少率はそれぞれ 1.4%、0.2%と低水

準になっている。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年の各産業部門就業者総数は 795,233 人、そのうち第１次産業部門は 403,255 

人、第２次産業部門は 165,805 人、第３次産業部門は 226,173 人となっている。 

同年以降における各部門就業者総数の推移をみると、第１次産業部門は時系列的に減少

し、第２次産業部門は平成７年まで増加し、その後減少し、昭和４５年の時点を下回り、

第３次産業部門は一貫して増加を継続している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に各産業部門就業者総数は、昭和３０年と比べる

と、19.3% 増の 948,658 人となり、そのうち第１次産業部門は 84.5% 減の 62,358 人、第

２次産業部門は 86.6% 増の 309,353 人、第３次産業部門は 155.1%増の 576,947 人となっ
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ている。 

上記した各産業部門就業者総数の昭和３０年以降４５年間における５年刻みの増減の推

移状況は以下のとおりである。 

第１次産業部門における減少は各期間に亘り、その減少率は昭和３０～３５年は 10.5% 

となり、蒜山地域及び真庭郡を６ポイント前後上回っている。その後の減少率は蒜山地域

及び真庭郡と同様に大半の時点を１０％台で推移し、その過程で昭和４５～５０年には

36.1% と突出し、蒜山地域と真庭郡をそれぞれ３ポイント、５ポイント上回っている。次

いで高い減少率は昭和６０～平成２年の 27.1% で、蒜山地域と真庭郡をそれぞれ４ポイン

ト、７ポイント上回っている。平成７～１２年には 19.9%と１０％台に下降しているが、

この時点で蒜山地域は 31.3% 、真庭郡は 24.5% の高水準となっている。 

第２次産業部門は昭和３０～３５年に 30.1% と最高の増加率を示し、同３５～４０年に

は 17.4% と急落し、その後は１０％台で推移し、同４０～４５年に 27.6% へと上昇した後

は５％以下の範囲で推移し、平成２年以降は蒜山地域及び真庭郡と同様に減少に転じ、同

２～７年に 1.0%となり、蒜山地域と真庭郡をそれぞれ２２ポイント、７ポイント下回り、

同７～１２年には 10.1% となり、蒜山地域と真庭郡をそれぞれ２ポイント、１ポイント未

満下回っている。 

第３次産業部門は蒜山地域及び真庭郡と異なり、全期間に亘って増加し、その増加率は

昭和３０～３５年に 14.9% となり、蒜山地域に近接し真庭郡を約４ポイント上回っている。

その後、同増加率は上昇し、昭和４０～４５年には 20.7% と最高に達し、その後は１０％

台を下降し、同５５～６０年には 4.9%と１０％台を切り、その後は乱高下し、平成７～１

２年に 2.0%となり、この期間の同水準は蒜山地域を１ポイント下回り、反対に真庭郡は

0.2%減となっている。なお、上記した昭和４０～４５年の増加率は蒜山地域を 0.1 ポイン

ト下回り、真庭郡を７ポイント程度上回っている。また、上記したように昭和５５～６０

年に岡山県は 4.9%増となっているが、蒜山地域及び真庭郡はそれぞれ 0.8%、1.4%の減少と

なっている。 

⒟ 産業部門別就業者数の対真庭郡比及び対岡山県比の推移 

上述した蒜山地域における各産業部門就業者数の真庭郡及び岡山県に占める比率（対真

庭郡比及び対岡山県比）の推移状況を示すと表５のとおりである。 

⒟－1  対真庭郡比 

第１次産業部門は、昭和３０年に 27.0% となり、その後２０％台を上昇し、同５０年に

31.2% と３０％台に乗り、同５５年には 32.1% と最高に達し、その後は３０％台を低下基

調で推移し、平成１２年に 28.5% となり、昭和４０年の水準に戻っている。 

第２次産業部門は、昭和３０年に 18.7% となり、その後は１０％台を急速に下降し、同

４５年に 8.7%と最低に達し、同５０年には 13.2% と１０％台に乗り、その後は１０％台を

上昇し、平成２年に 17.1% となり、その後は 14.0% 台の横ばい状態となり、同１２年に

14.2% となり、昭和３５年の水準となっている。 

第３次産業部門は、昭和３０年に 19.4% となり、その後は緩やかに上昇し、同５０年に

22.5% となり、その後は横ばい状態で推移し、平成７年に 21.6% と低下し、同１２年に 22.3% 

となり、昭和５０年の水準に戻っている。 

⒟－2  対岡山県比 

第１次産業部門は、昭和３０年に 1.66% となり、その後は上昇し、同５０年に 2.00% 

台に乗り、同５５年に 2.33% と最高に達し、その後は 2.00% 台を下降し、平成７年に 2.23% 

となり、同１２年には 1.92% へと急落している。 第２次産業部門は、昭和３０年に 0.48% 

となり、同３５年には 0.26%と急低下し、その後も低下は続き、同４５年に 0.19% と最低

を記録し、同５０年には 0.36% と急上昇に転じ、その後も上昇し、平成２年に 0.52% と最

高に達し、その後は 0.40% 水準で推移している。 

第３次産業部門は、昭和３０年に 0.67% となり、同３５年には横ばい状態となり、同４

０年に 0.62% と僅差ながら低下し、その後は横ばい状態で推移し、同６０年に 0.57% とな

り、その後は 0.50% 台を下降し、平成７年以降は 0.50% の横ばい状態となっている。 

⒠ まとめ 
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⒠－1  産業部門別就業者総数の推移 

以上で記述した蒜山地域における産業部門別就業者総数（男女）の昭和３０年～平成１

２年間における５年刻みの推移状況を真庭郡及び岡山県と対比しながらまとめると以下の

とおりである。 

第１次産業部門就業者総数は、蒜山地域、真庭郡及び岡山県はともに一貫して減少して

いる。その減少率の高い期間は昭和４５～５０年、同６０年～平成２年、同７～１２年と

共通しており、昭和３５年～平成１２年間の減少率は岡山県 84.5% 、真庭郡 83.1% 、蒜山

地域 82.2% の順となっている。 

第２次産業部門就業者総数は、蒜山地域では昭和３５年まで減少し、その後は増加基調

で推移し、平成２年に最高に達し、その後は再び急落し、真庭郡は蒜山地域と同様に昭和

３５年に減少し、その後は増加基調で推移し、平成２年に最高となり、その後は減少し、

岡山県は昭和３０年から一貫して増加し、平成２年にピ－クを迎え、その後は減少してい

る。 

上記した就業者総数の増減の推移を５年刻みでみると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県は

ともに平成２～７年及び同７～１２年に減少し、蒜山地域と真庭郡はともに昭和３０～３

５年に減少している。また、真庭郡は昭和５５～６０年に極僅少ながら減少し、上記以外

の期間は増加となっている。 

以上の推移経過のもとで、昭和３０年～平成１２年間の増加率は真庭郡 102.2%、岡山県

86.6% 、蒜山地域 53.4% の順となっている。 

第３次産業部門就業者総数は、蒜山地域と真庭郡は昭和５５年まで一貫して増加し、そ

の後は増加基調に転じ、蒜山地域は平成１２年に最高に達し、真庭郡は同７年にピ－クを

迎えている。一方、岡山県は一貫して増加し、同１２年に最高となっている。 

上記した就業者総数の５年刻みの増減の推移をみると、岡山県は各期間に亘って増加し、

蒜山地域と真庭郡は昭和５５～６０年にともに減少し、その後、蒜山地域は同６０年～平

成２年及び同２～７年、真庭郡は同７～１２年に減少している。 

以上の推移経過のもとで、昭和３０年～平成１２年間の増加率は岡山県 155.1%、蒜山地

域 88.3% 、真庭郡 64.0% の順となっている。 

⒠－2  就業者総数の対岡山県比の推移 

蒜山地域における産業部門別就業者総数の対岡山県比の視点から、蒜山地域における各

産業部門の岡山県における地位の推移動向を昭和３０年を起点としてみると次のとおりで

ある。 

第１次産業部門の対岡山県比は、緩やかに高まり、昭和６０年の時点で頂上に達し、そ

の後幾分下降し、平成１２年に急落し、昭和４５年の時点に逆もどりしている。第２次産

業部門の対岡山県比は、経年的に急下降し、昭和４５年に底辺に達し、その後上昇し、平

成２年に頂上に達し、その後は下降し、昭和５５年の時点に戻っている。第３次産業部門

の対岡山県比は、極めて緩やかな下降を続けている。 

以上のように第１次産業は昭和６０年に向けて向上し、その後は後退し、同４０年代半

ばの状況に転落している。第２次産業は昭和４０年代半ばまで後退し、その後は向上し、

平成年代になると再び後退し、昭和５０年代半ばの状況に転落している。第３次産業は経

年的にその地位を後退させている。 

（２） ４か町村 

以上で記述した蒜山地域における産業部門別就業者総数の推移状況を表５、６に基づき

町村別にみると以下のとおりである。 

① 川上村 

昭和３０年に第１次産業部門就業者総数は 1,673 人、第２次産業部門は１８８人、第３

次産業部門は１８３人となっている。 

同年以降、各産業部門就業者総数の推移状況をみると、第１次産業部門は減少し、第２

次産業部門は昭和４０年まで減少し、７２人と最低を記録し、その後は急増し、平成２年

に３５４人と最高に達し、その後は再び減少し、平成１２年には昭和６０年の水準となっ

ている。第３次産業部門は昭和５５年まで増加を続け、同６０年に多少減少し、その後は
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再び増加し、平成１２年に最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各部門就業者総数は、昭和３０年と比べ

ると、第１次産業部門は 78.7%減の３５６人、第２次産業部門は 36.7% 増の２５７人、第

３次産業部門は 308.7%増の７４８人となっている。 

上記した各産業部門就業者総数の昭和３０年以降４５年間における増減の推移を５年間

隔でみると以下のようである。 

第１次産業部門は、各期間に亘って減少し、その減少率は 3.2～28.9% の範囲で推移し、

その過程において昭和３０～３５年は 3.2%と最低を示し、次いで同５０～５５年の 5.1%

と続き、同４５～５０年には 28.9% と最高を示し、次いで同７～１２年の 28.5% と続き、

他の時点は１０％台で推移している。 

第２次産業部門は、昭和４０年までと平成２年以降の各期間において 5.9～45.7% の範囲

で減少し、その最高は昭和３０～３５年、その最低は平成７～１２年となり、昭和３５～

４０年と平成２～７年は２０％台となっている。 

反対に昭和４０年～平成２年の各期間は 8.2～92.5% の範囲で増加し、その最低は昭和５

５～６０年となり、これに同５０～５５年の 13.1% が続き、最高は同４５～５０年となり、

これに次いで同４０～４５年と平成２～７年は４０％台となっている。 

第３次産業部門は、各期間に亘って増加し、その増加率は 1.4～42.6% の範囲で推移し、

その最高は昭和３０～３５年となり、次いで同４０～４５年と同４５～５０年がそれぞれ

37.5% 、27.3% と続いている。一方、その最低は昭和６０～平成２年となり、次いで昭和

３５～４０年に 6.1%と続き、昭和５０～５５年と平成年代は１０％台となっている。 

② 八束村 

昭和３０年に第１次産業部門就業者総数は 1,873 人、第２次産業部門は１５３人、第３

次産業部門は３６５人となっている。 

同年以降、各産業部門就業者総数の推移状況をみると、第１次産業部門は一貫した減少

となっている。第２次産業部門は昭和４０年まで増加し、同４５年に僅少ながら減少し、

その後は急速に増加し、平成２年にピ－クに達し、その後は減少し、同１２年には昭和５

５年の水準を幾分下回っている。第３次産業部門は昭和５５年まで増加し、同６０年に幾

分減少し、その後は急増に転じている。 以上の推移経過のもとで、平成１２年における

各部門就業者総数は、昭和３０年と比べると、第１次産業部門は 77.0%減の４３０人、第

２次産業部門は 172.5%増の４１７人、第３次産業部門は 126.8%増の８２８人となってい

る。 

上記した各産業部門就業者総数の昭和３０年以降４５年間における増減の推移を５年間

隔で追跡すると以下のようである。 

第１次産業部門は、各期間で減少し、その減少率は 6.7～28.9% の範囲で推移し、その最

高は昭和４５～５０年となり、次いで平成７～１２年に 27.4% と続き、一方、その最低は

昭和５０～５５年、次いで同５５～６０年の 7.0%となり、他の期間は１０％台で推移して

いる。 

第２次産業部門は、昭和４０～４５年と平成年代の各期間において 6.0～8.1% の減少率

を記録し、その最高は平成７～１２年、その最低は同２～７年となっている。一方、昭和

３０～４０年と同４５年～平成２年の各期間において 0.4～73.5% の範囲で増加し、その最

高は同４５～５０年、次いで同５０～５５年の 16.3% 、最低は同３５～４０年となり、他

の期間は７％以下となっている。 

第３次部門産業は、昭和５５～６０年に減少率 3.2%を記録し、他の期間は増加率 3.1～

27.1% の範囲を推移し、その最高は同３０～３５年となり、次いで同４０～４５年の 23.5% 

と続き、その最低は同４５～５０年に示され、他の時点は１０％以下となっている。 

③ 中和村 

昭和３０年に第１次産業部門就業者総数は８００人、第２次産業部門は２３人、第３次

産業部門は１０３人となっている。 

同年以降、各産業部門就業者総数の推移状況をみると、第１次産業部門は平成２年まで

減少し、同７年にはかなり増加し、同１２年には著しく減少している。第２次産業部門は



- 61 -

昭和４５年まで減少基調で推移し、その過程で同４０年に最低を記録し、その後増加に転

じ、同５０年に急増し、平成２年に最高を記録し、その後は急落している。第３次産業部

門は昭和３５年に僅差ながら減少し、その後は増加基調で推移し、平成１２年に最高を記

録している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各部門就業者総数は、昭和３０年と比べ

ると、第１次産業部門は 87.9%減の９７人、第２次産業部門は 626.1%増の１６７人、第３

次産業部門は 86.4% 増の１９３人となっている。 

上記した各産業部門就業者総数の昭和３０年以降４５年間における増減の推移を５年刻

みで追跡すると以下のようである。 

第１次産業部門は、平成２～７年に 18.5% と増加し、反対に他の期間は 7.6～49.0% の

範囲で減少し、その最低は昭和３０～３５年、次いで同４０～４５年に 8.1%と続き、一方、

最高は同４５～５０年、次いで同６０年～平成２年と平成７～１２年の３０％台となり、

他の期間は１０％台となっている。 

第２次産業部門は、昭和４５年までと平成年代の各期間において 6.2～58.3% の範囲で減

少し、その最高は同４０～４５年となり、他の期間は３０％前後で推移している。一方、

昭和４５年～平成２年の各期間は 2.8～863.1%の範囲で増加し、その最高は同４５～５０

年、その最低は同５５～６０年となり、他の期間は１０％台となっている。 

第３次産業部門は、昭和３０～３５年と同５５～６０年にそれぞれ 6.8% 11.5% の減少

となっている。しかし、他の期間は 1.0～27.3%の範囲で増加し、その最低は平成７～１２

年となり、最高は昭和４５～５０年、次いで同４０～４５年の 24.1% と続き、他の期間は

概ね１０％台で推移している。 

④ 湯原町 

昭和３０年に第１次産業部門就業者総数は 2,368 人、第２次産業部門は４３４人、第３

次産業部門は８８３人となっている。 

同年以降、産業部門別就業者総数の推移状況をみると、第１次産業部門は一貫して減少

を続けている。第２次産業部門は昭和４０年まで減少し、同４５年は概ね横ばい状態とな

り、その後は増加に転じ、平成２年に急増し、最高に達し、その後は急速に減少し、同１

２年の時点では昭和３０年の水準を大きく下回っている。第３次産業部門は昭和５５年ま

で急速に増加し、最高に達し、その後はかなり緩やかな減少に転じ、平成１２年には昭和

４５年の水準となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各部門就業者総数は、昭和３０年と比べ

ると、第１次産業部門は 86.8%減の３１２人、第２次産業部門は 11.7% 減の３８３人、第

３次産業部門は 26.8% 増の 1,120 人となっている。 

上記した産業部門別就業者総数の昭和３０年以降４５年間における増減の推移を５年刻

みで追跡すると以下のようである。 

第１次産業部門は、昭和３０～３５年に 3.4%増となり、その後の期間は 5.6～38.7%の範

囲で減少し、その最低は平成２～７年となり、その最高は同７～１２年、次いで昭和６０

年～平成２年の 33.1% と続き、他の期間は１０～２０％台となっている。 

第２次産業部門は、昭和３０～３５年と平成年代の各期間で 21.2～51.4% の範囲で減少

し、その最低は平成７～１２年、その最高は同３０～３５年、次いで平成２～７年の 30.8% 、

同７～１２年の 21.2% と続いている。一方、昭和３５～平成２年の各期間は 2.7～62.1% 

の範囲で増加し、その最高は昭和４５～５０年、次いで同６０年～平成２年の 43.6% 、昭

和３５～４０年の 28.4% と続き、他の期間は１０％以下となっている。 

第３次産業部門は、昭和５５年までの各期間で 1.5～16.8% の範囲で増加し、その最低は

同３０～３５年、次いで同５０～５５年の 4.4%と続き、その最高は同４５～５０年、次い

で同４０～４５年の 14.3% と続き、他の期間は１０％を僅差なが下回っている。一方、昭

和５５年から平成１２年までの期間は 2.5～6.5%の範囲で減少している。 

⑤ まとめ 

以上で記述した４か町村の昭和３０年以降４５年間５年刻みの産業部門別就業者総数の

推移状況をみると以下のようである。 
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⑤－1  就業者数の推移 

第１次産業部門における就業者総数は、川上村、八束村、湯原町は一貫して減少し、中

和村は平成２年まで一貫して減少し、その後は減少基調に転じている。 

以上の推移経過のもとで、昭和３０年以降４５年間の減少率は中和村 87.9% 、湯原町

86.8% 、川上村 78.7% 、八束村 77.0% の順となっている。以上のように４か町村における

同就業者総数の減少率は中和村と湯原町の８０％台後半グル－プと川上村と八束村の７０

％台後半グル－プに区分される。 

第２次産業部門における就業者総数は、川上村は平成２年まで増加基調で推移し、その

後は減少し、八束村は昭和６０年まで概ね一貫して増加し、その後は減少し、中和村と湯

原町は同４５年まで減少し、同５０年に急増し、その後も平成２年まで増加を続け、その

後は急落しているが、中和村における昭和５０年の増加は顕著となっている。 

以上の推移経過のもとで、昭和３０年以降４５年間の増加率は中和村 626.1%、八束村

172.5%、川上村 36.7% の順となり、反対に湯原町は 11.8% の減少となっている。 

第３次産業部門にける就業者総数は、川上村は一貫して増加を続け、八束村も概ね一貫

して増加し、共に平成１２年に最高を記録している。一方、中和村と湯原町は昭和５５年

まで一貫して増加し、その後は減少に転じている。 以上の推移経過のもとで、昭和３０

年以降４５年間の増加率は川上村 308.7%、八束村 126.8%、中和村 86.4% 、湯原町 26.8% 

の順となっている。以上のように川上村と八束村の増加率は中和村と湯原町と比べて高く、

特に川上村は顕著である。 

⑤－2  就業者総数の増減の推移 

上記した産業部門別就業者総数の昭和３０年以降４５年間の５年ごとの増減の推移状況

を町村間で比較すると以下のようである。 

第１次産業部門では、湯原町の昭和３０～３５年及び中和村の平成２～７年は増加し、

他の期間は４か町村とも減少している。なお、上記した減少期のなかで、昭和４５～５０

年の減少率は川上村、八束村、中和村では最高となり、湯原町では平成７～１２年に最高

となっている。また、４か町村の昭和５０年以降における各期間の減少率水準は、川上村

と八束村の低水準群と中和村と湯原町の高水準群に区分される（ただし、中和村の平成２

～７年を除く）。  

第２次産業部門では、４か町村に共通した減少期間は平成年代の２期間にみられ、反対

に増加した期間は昭和４５年～平成２年の４期間となり、その中で最高増加率は、昭和４

５～５０年に集中している。一方、上記以外の昭和３０～４５年の３期間における増減率

の出現には町村間差異がみられる。すなわち川上村と中和村は同３０～４０年の２期間に

減少し、反対に同４０～４５年には増加し、一方、八束村は同３０～４０年の２期間に増

加し、同４０～４５年には減少し、湯原町は同３０～３５年に減少し、同３５～４０年に

は増加している。 

第３次産業部門における増減の推移状況には町村間差異が目立っている。すなわち、川

上村は各期間で増加し、他の３か町村における増加は下記の減少期を除く期間でみられ、

その期間は八束村は昭和５５～６０年、中和村は同３０～３５年及び同５５～６０年、湯

原町は同５５年以降の各期間となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 就業者数就業者数就業者数就業者数のののの産業部門別割合産業部門別割合産業部門別割合産業部門別割合のののの推移推移推移推移 

就業者数の産業部門別割合の推移状況を表７の資料に基づき昭和３０年以降４５年間に

おける５年刻みの時系列で示すと以下のとおりである。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和３０年における就業者総数（男女）の産業部門別割合は、第１次産業部門 74.2% 、

第２次産業部門 8.8%、第３次産業部門 17.0%となっている。 

同年以降、第１次産業部門は縮小パタ－ンで推移し、その過程において昭和５０年にか

なり急速に縮小し、平成２～７年は横ばい状態となり、その後再び急速に縮小している。

第２次産業部門は昭和４５年まで概ね横ばい状態で推移し、その後急速に拡大し、平成２
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年にピ－クに達し、その後縮小に転じている。第３次産業部門は一貫して拡大を続けてい

る。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各産業部門割合は、昭和３０年と比べて、

第１次産業部門は 51.7 ポイント縮小の 22.5% 、第２次産業部門は 14.3 ポイント拡大の

23.1% 、第３次産業部門は 37.4 ポイント拡大の 54.4% となっている。以上の平成１２年

における各産業部門割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、第１次産業

部門の縮小率は 69.7% 、第２次と第３次産業部門の拡大率はそれぞれ 162.5%、220.0%とな

っている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年における就業者総数の産業部門別割合は、第１次産業部門 67.2% 、第２次産

業部門 11.5% 、第３次産業部門 21.3% となっている。 

同年以降、各産業部門割合の推移状況をみると、第１次産業部門は縮小パタ－ンで推移

し、その過程において昭和５０年には幾分急速に縮小し、その後は比較的緩やかな縮小と

なっている。第２次産業部門は拡大基調で推移し、その過程において昭和３５年に多少縮

小し、その後は拡大パタ－ンで推移し、平成２年に最高に達し、その後は幾分縮小し、横

ばい状態となり、同１２年は昭和６０年の水準に近接している。第３次産業部門は拡大パ

タ－ンで推移し、その過程において昭和５５年～平成２年の間は比較的緩やかに拡大し、

その後は再び急速な拡大となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各産業部門割合は、昭和３０年と比べて、

第１次産業部門は 50.9 ポイント縮小の 16.3% 、第２次産業部門は 21.9 ポイント拡大の

33.4% 、第３次産業部門は 29.0 ポイント拡大の 50.3% となっている。以上の平成１２年

における各産業部門割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、第１次産業

部門の縮小率は 75.7% 、第２次と第３次産業部門の拡大率はそれぞれ 190.4%、136.2%とな

っている。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年における就業者総数の産業部門別構成割合は、第１次産業部門 50.7% 、第２

次産業部門 20.8% 、第３次産業部門 28.5% となっている。 

同年以降、各産業部門割合の推移状況をみると、第１次産業部門は縮小パタ－ンで推移

し、その過程において昭和５０年に多少急速に縮小し、その後は緩やかな縮小となってい

る。第２次産業部門は拡大基調で推移し、昭和５０年に最高に達し、その後は平成２年ま

で横ばい状態となり、同７年以降は縮小に転じている。第３次産業部門は一貫して拡大パ

タ－ンで推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各産業部門割合は、昭和３０年と比べて、

第１次産業部門は 44.1 ポイント縮小の 6.6%、第２次産業部門は 11.8 ポイント拡大の

32.6% 、第３次産業部門は 32.3 ポイント拡大の 60.8% となっている。以上の平成１２年

における各産業部門別割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、第１次産

業部門の縮小率は 87.0% 、第２次と第３次産業部門の拡大率はそれぞれ 56.7% 、113.3%

となっている。 

⒟ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における就業者総数（男女）の産業部門別割合の推移に関する

内容を岡山県及び真庭郡との対比でまとめると以下のようである。 

⒟－1  就業者総数の産業部門別割合の推移 

昭和３０年以降、各産業部門割合の５年刻みの推移状況をみると、第１次産業部門は蒜

山地域、真庭郡及び岡山県はともに縮小パタ－ンで推移している。第２次産業部門は蒜山

地域、真庭郡及び岡山県はともに拡大基調パタ－で推移し、その過程において蒜山地域と

真庭郡は平成２年、岡山県は昭和５０年に最高に達し、その後は緩やかな縮小に転じてい

る。第３次産業部門は蒜山地域、真庭郡、岡山県はともに一貫した拡大パタ－ンの推移と

なっている。 

各産業部門割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和３０年－平成１２年の時点で列記

すると以下のとおりである。なお、平成１２年における同割合の昭和３０年に対する縮小
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又は拡大の比率（概数）を括弧内に記す。 

第１次産業部門 

蒜山地域：７４％－２３％（縮小率 ７０％） 

真庭郡：６７％－１６％（拡大率 ７６％） 

岡山県：５１％－７％ （拡大率 ８７％） 

 

 

第２次産業部門 

蒜山地域 : ９％－２３％（拡大率１６３％） 

真庭郡：１２％－３３％（拡大率１９０％） 

岡山県：２１％－３３％（拡大率 ５７％） 

第３次産業部門 

蒜山地域：１７％－５４％（拡大率２２０％） 

真庭郡：２１％－５０％（拡大率１３６％） 

岡山県：２９％－６１％（拡大率１１３％） 

以上で記述したように、蒜山地域の各産業部門割合は昭和３０年と平成１２年の両時点

において第１次産業部門が最も高く、次いで第３次、第２次産業部門と続いている。一方、

岡山県における上記の順序は昭和３０年の時点では蒜山地域と同様であるが、平成１２年

には第３次産業部門が最も高く、次いで第２次、第１次産業部門と続いている。 

蒜山地域におけり各産業部門割合の岡山県との較差をみると、蒜山地域は第１次産業部

門では岡山県を昭和３０年に２４ポイント、平成１２年には１６ポイント上回っている。

第２次産業部門では昭和３０年に１２ポイント、平成１２年には１０ポイント下回ってい

る。第３次産業部門では昭和３０年に１２ポイント、平成１２年には６ポイント下回って

いる。 

⒟－2  各産業部門割合の特化係数の推移 

表８に示す蒜山地域における就業者総数の各産業部門割合の特化係数（岡山県＝1.00）

を使って岡山県と比較した結果は以下のとおりである。なお、真庭郡の場合についても付

記する。 

第１次産業部門の特化係数は、蒜山地域では昭和３０年に 1.46 となり、その後は上昇パ

タ－ンで推移し、同４０年に 2.00 台に乗り、同５０年に 3.00 台に達し、平成２年には 3.71

とピ－クを記録し、同７年に 3.41 と幾分下降し、同１２年には 1.98 とほぼ半減している。

一方、真庭郡は昭和３０年に 1.33 となり、その後は上昇パタ－ンで推移し、同５０年に

2.00 台に達し、その後は 2.00 台を上昇し、平成２年に 2.49 と最高に達し、その後は横ば

い状態となり、同１２年には 1.63 と急落している。 

第２次産業部門の特化係数は、蒜山地域では昭和３０年に 0.42 となり、その後下降し、

同４０年に 0.23 と最低を記録し、その後は上昇基調で推移し、その過程において同５０年

に 0.50 台に乗り、同６０年に 0.76 と最高に達し、平成２年に 0.67 と下降し、同７年には

0.71 と上昇し、同１２には 0.26 と急落している。一方、真庭郡は昭和３０年に 0.55 とな

り、その後は上昇パタ－ンで推移し、同４０年に 0.60 台、同４５年に 0.80 台に近接し、

５５年に 0.91 となり、その後は 0.90 台を上昇し、平成７年に 1.02 と最高に達し、同１２

年には 0.54 と半減している。 

第３次産業部門の特化係数は、蒜山地域では昭和３０年に 0.60 となり、その後緩やかに

上昇し、同４５年に 0.80 に達し、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年には 0.89

と最高に達し、同１２年には 0.77 と急落している。一方、真庭郡は昭和３０年に 0.75、

同４５年には 0.80 となり、その後は 0.77～0.83 の範囲で推移し、その最高は平成７年に

達し、最低は同１２年となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域における第１次産業部門への特化は顕著であり、岡山

県において極めて重要な地位を占め、しかもその地位は経年的に高まっているが、平成１

２年の時点では幾分陰りがうかがえる。第２次産業部門の岡山県における地位は低く、特

に昭和５０年までは極めて低く、その後向上がみられるものの岡山県レベルには遠く及ば
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ない。第３次産業部門の岡山県に占める地位は第２次産業部門より高く、経年的に向上し

ているが、岡山県レベルには及ばない。 

（２） ４か町村 

４か町村における就業者総数（男女）の産業部門別構成割合の推移を表７に基づき記述

すると以下のとおりである。 

① 川上村 

昭和３０年における就業者総数の第１次産業部門割合は81.8% 、第２次産業部門は9.2%、

第３次産業部門は 9.0%となっている。 

同年以降、各産業部門割合の推移状況をみると、第１次産業部門は一貫して縮小を続け

ている。第２次産業部門は拡大基調で推移し、その過程において昭和４０年まで縮小し、

その後は拡大パタ－ンに転じ、その過程において同５０年に急激に拡大し、平成２年に最

高となり、その後は急速に縮小し、横ばい状態となり、同１２年には昭和６０年の水準を

僅少ながら上回っている。第３次産業部門は一貫して拡大を続けている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年おける各産業部門割合は、昭和３０年と比べて第

１次産業部門は55.6ポイント縮小の26.2% 、第２次産業部門は9.7 ポイント拡大の18.9% 、

第３次産業部門は 45.9 ポイント拡大の 54.9% となっている。以上の平成１２年における

各産業部門割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、第１次産業部門の縮

小率は 68.0% 、第２次産業部門の拡大率は 105.4%、第３次産業部門の拡大率は 510.0%と

なっている。 

次に上記した各産業部門割合の特化係数（岡山県＝1.00 ）の推移状況を表８でみると以

下のとおりである。 

第１次産業部門の特化係数は、昭和３０年に 1.61 となり、その後は上昇し、同６０年に

4.41 と最高を記録し、同１２年に 2.30 となっている。第２次産業部門の特化係数は、昭

和３０年に 0.44 となり、その後低下し、同４０年に 0.18 と最低を記録し、その後は上昇

基調で推移し、同６０年に 0.62 と最高に達し、同１２年には 0.14 となっている。第３次

産業部門の特化係数は、昭和３０年に 0.32 となり、その後は上昇基調で推移し、平成７年

に 0.90 と最高に達し、同１２年には 0.46 となっている。 

② 八束村 

昭和３０年における就業者総数の各産業部門割合は、第１次産業部門 78.3% 、第２次産

業部門 6.4%、第３次産業部門 15.3% となっている。 

同年以降、各産業部門割合の推移状況をみると、第１次産業部門は一貫して縮小を続け

ている。第２次産業部門は拡大基調で推移し、その過程において昭和４０年まで緩やかに

拡大し、同５０年には急速に拡大し、その後は緩やかな拡大となり、平成２年に最高に達

し、その後は僅差ながら縮小している。第３次産業部門は一貫して拡大を続けている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各産業部門割合は、昭和３０年と比べて

第１次産業部門は 52.6 ポイント縮小の 25.7% 、第２次産業部門は 18.5 ポイント拡大の

24.9% 、第３次産業部門は 34.1 ポイント拡大の 49.4% にとなっている。 

以上の平成１２年における各産業部門割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率を

みると、第１次産業部門の縮小率は 67.2% 、第２次産業部門の拡大率は 289.0%、第３次産

業部門の拡大率は 222.9%となっている。 

次に上記の各産業部門割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況を表８でみると以下

のようである。 

第１次産業部門の特化係数は、昭和３０年に 1.54 となり、その後は上昇し、平成２年に

4.13 と最高に達し、同１２年には 1.93 となっている。第２次産業部門の特化係数は、昭

和３０年に 0.31 となり、その後は上昇し、平成７年に 0.76 と最高に達し、同１２年には

0.36 と半減している。第３次産業部門の特化係数は、昭和３０年に 0.54 となり、その後

は上昇基調で推移し、平成７年に 0.81 と最高に達し、同１２年には 0.64 と急落している。 

③ 中和村 

昭和３０年における就業者総数の各産業部門割合は、第１次産業部門 86.4% 、第２次産

業部門 2.5%、第３次産業部門 11.1% となっている。 
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同年以降、各産業部門割合の推移状況をみると、第１次産業部門は一貫して縮小し、そ

の過程におい平成２年に急激に縮小している。第２次産業部門は拡大基調で推移し、その

過程において昭和４５年まで概ね横ばい状態となり、同５０年に急激に拡大し、その後は

拡大パタ－ンで推移し、平成２年に最高に達し、同７年には急激に縮小し、その後は横ば

い状態となっている。第３次産業部門は一貫して拡大を持続している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各産業部門割合は、昭和３０年と比べて

第１次産業部門は 65.1 ポイント縮小の 21.3% 、第２次産業部門は 34.1 ポイント拡大の

36.6% 、第３次産業部門は 31.0 ポイント拡大の 42.1% となっている。 

以上の平成１２年における各産業部門割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率を

みると、第１次産業部門の縮小率は 75.3% 、第２次産業部門の拡大率は 1,364.0%、第３次

産業部門の拡大率は 279.2%となっている。 

次に上記の各産業部門割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況をみると以下のとお

りである。 

第１次産業部門の特化係数は、昭和３０年に 1.70 となり、その後は上昇基調で推移し、

平成２年に 3.51 と最高に達し、同１２年には 2.41 となっている。第２次産業部門の特化

係数は、昭和３０年に 0.12 となり、その後低下し、同４０年に 0.06 と最低を記録し、同

４５年には 0.77 と劇的に上昇し、その後は上昇基調で推移し、同５５年に 1.08 と 1.00

台に乗り、同６０年に 1.28 と最高に達し、同７年に 1.12、同１２年には 0.06 となり、昭

和４０年の水準となっている。第３次産業部門の特化係数は、昭和３０年に 0.39 となり、

その後は上昇基調で推移し、平成７年に 0.69 と最高に達し、同１２年には 0.43 となって

いる。 

④ 湯原町 

昭和３０年における就業者総数の各産業部門割合は、第１次産業部門 64.3% 、第２次産

業部門 11.8% 、第３次産業部門 23.9% となっている。 

同年以降、各産業部門割合の推移状況をみると、第１次産業部門は一貫して縮小し、そ

の過程において平成２年に急激に縮小している。第２次産業部門は拡大基調で推移し、そ

の過程において昭和４５年まで縮小基調で推移し、同５０年に急激に拡大し、平成２年に

最高に達し、その後は縮小パタ－ンで推移している。第３次産業部門は一貫して拡大パタ

－ンで推移し、その過程において昭和５５年～平成２年の間は横ばい状態となり、同１２

年には急激に拡大している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各産業部門割合は、昭和３０年と比べて、

第１次産業部門は 47.1 ポイント縮小の 17.2% 、第２次産業部門は 9.3 ポイント拡大の

21.1% 、第３次産業部門は 37.8 ポイント拡大の 61.7% となっている。 

以上の平成１２年における各産業部門割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率を

みると、第１次産業部門の縮小率は 73.3% 、第２次産業部門の拡大率は 78.8% 、第３次産

業部門の拡大率は 158.2%となっている。 

次に上記の各産業部門割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況をみると以下のとお

りである 

第１次産業部門の特化係数は、昭和３０年に 1.27 となり、その後は上昇基調で推移し、

平成２年に 2.97 と最高に達し、同１２年には 1.75 と 2.00 台を切っている。第２次産業部

門の特化係数は、昭和３０年に 0.57、同３５年には 0.23 と最低になり、その後は上昇基

調で推移し、同６０年に 0.78 と最高に達し、平成７年に 0.65、同１２年には 0.29 となっ

ている。第３次産業部門の特化係数は、昭和３０年に 0.84 となり、その後は上昇基調で推

移し、平成７年に 1.01 と最高に達し、同１２年には 0.87 となっている。 

⑤ まとめ 

以上で記述した４か町村における就業者総数（男女）の産業部門別割合の推移状況を町

村間比較によりまとめると以下のようである。 

⑤－1  各産業部門割合の推移 

第１次産業部門割合は４か町村とも縮小パタ－ンで推移し、特に中和村は昭和５０年以

降に急激に縮小している。第２次産業部門割合は４か町村とも拡大基調で推移し、その過
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程において昭和４５年までは概ね横ばい状態となり、その後は急激に拡大し、特に中和村

は著しく拡大し、他の３か町村を大幅に上回り、平成２年には各町村とも最高に達し、そ

の後は縮小し、横ばい状態となっている。第３次産業部門は４か町村とも拡大パタ－ンで

推移し、特に平成１２年にはかなり急激に拡大している。 

各産業部門割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和３０年－平成１２年の両時点で列

記すと次のとおりである。なお、括弧内は同割合の昭和３０年以降４５年間の縮小又は拡

大の比率（概数）である。 

 

 

第１次産業部門 

川上村：８２％－２６％（縮小率 ６８％） 

八束村：７８％－２６％（縮小率 ６７％） 

中和村：８６％－２１％（縮小率 ７５％） 

湯原町：６４％－１７％（縮小率 ７３％） 

第２次産業部門 

川上村：  ９％－１９％（拡大率１０５％） 

八束村：  ６％－２５％（拡大率２８９％） 

中和村：  ３％－３７％（拡大率 1,364 ％） 

湯原町：１２％－２１％（拡大率 ７９％） 

第３次産業部門 

川上村：  ９％－５５％（拡大率５１０％） 

八束村：１５％－４９％（拡大率２２３％） 

中和村：１１％－４２％（拡大率２７９％） 

湯原町：２４％－６２％（拡大率１５８％） 

上記したように、第１次産業部門割合は湯原町が両時点において最も低く、他の３か町

村のなかで八束村は昭和３０年の時点では比較的低く、平成１２年には川上村と同水準と

なっている。一方、中和村は昭和３０年には最も高く、平成１２年の時点では川上・八束

両村をかなり下回っている。第２次産業部門は昭和３０年には湯原町が最も高く、中和村

は最低となり、平成１２年の時点では中和村は大幅に拡大し、最高となっている。同様に

八束村も急速に拡大し、中和村に次いで高くなっている。第３次産業部門は湯原町が両時

点において最も高く、川上村は昭和３０年に最低となり、平成１２年の時点では急速に拡

大し、湯原町に次いで高くなっている。 

⑤－2  産業部門別割合の特化係数の推移 

就業者総数の産業部門別割合の町村比較を同割合の特化係数（岡山県＝1.00）を使って

行うと以下のとおりである。 

第１次産業部門の特化係数は、昭和３０年に中和村 1.70、川上村 1.61、八束村 1.54、

湯原町 1.27 の順となっているが、いずれの町村とも岡山県レベルを上回り、その後、同係

数は上昇し、平成２年の時点で川上村 4.38、八束村 4.13、中和村 3.51、湯原町 2.97 の順

となり、川上村を除く３か町村は最高に達し、一方、川上村昭和６０年に 4.41 と最高を記

録し、同１２年にはとくに急落し、中和村 2.41、川上村 2.30、八束村 1.93、湯原町 1.75

の順となっている。 

第２次産業部門の特化係数は、昭和３０年に湯原町 0.57、川上村 0.44、八束村 0.31、

中和村 0.12 の順となり、同４０年には八束村 0.29、湯原町 0.26、川上村 0.18、中和村 0.06

と低下し、湯原町を除く３か村は最低となり、一方、湯原町は同３５年に 0.23 と最低を記

録し、同４５年には急上昇し、その後は上昇基調で推移し、同６０年に中和村は 1.28、湯

原町は 0.78、川上村は 0.62 と最高に達し、一方、八束村は平成７年に 0.76 と最高を記録

し、同年に中和村は 1.12、湯原町は 0.65、川上村は 0.58 となり、同１２年には八束村 0.36、

湯原町 0.29、川上村 0.14、中和村 0.06 の順となっている。 

以上のように特化係数は各町村とも昭和４０年代半ばまで低下を続け、その後は上昇し

ているが、中和村を除く他の３か町村は岡山県レベルをかなり大幅に下回り、一方、中和
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村は昭和５５年に初めて 1.08 と 1.00 台に乗り、平成７年まで 1.00 台で推移してる。上記

したように、第２次産業部門への特化は中和村において昭和５５年～平成７年の間に見ら

れたに過ぎない。 

第３次産業部門の特化係数は、昭和３０年に湯原町 0.84、八束村 0.57、中和村 0.39、

川上村 0.32 の順となり、その後は上昇基調で推移し、平成７年に湯原町は 1.01、川上村

は 0.90、八束村は 0.81、中和村は 0.69 と最高に達している。以上のように各町村とも全

時点に亘って岡山県レベルを下回り、ただ、湯原町は平成７年の時点で岡山県レベルに達

している。なお、湯原町は昭和４０年以降 0.90 台に乗り、1.00 に近接しており、３か町

村のなかでは岡山県レベルに接近している。 

 

第第第第３３３３節節節節 産業部門内業種別従事者数産業部門内業種別従事者数産業部門内業種別従事者数産業部門内業種別従事者数のののの推移推移推移推移 

 

前節で記述した産業３部門は業種別（産業小区分）に区分されている。すなわち、第１

次産業部門は農業、林業、漁業、第２次産業部門は鉱業、建設業、製造業、第３次産業部

門は卸売・小売業及び飲食店、金融・保険業、不動産業、運輸業・通信業、電気・ガス・

熱供給、水道業、サ－ビス業、公務である。 

 

第第第第１１１１項項項項 第第第第１１１１次産業部門次産業部門次産業部門次産業部門 

１１１１ 業種別従事者数業種別従事者数業種別従事者数業種別従事者数のののの推移推移推移推移 

第１次産業部門における農業、林業、漁業従事者数の昭和３０年～平成１２年間におけ

る５年刻みの時系列的推移状況は表９に示すとおりである。なお、比較のため真庭郡及び

岡山県の同資料を付記する。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和３０年における農業従事者は 5,986 人で、林業従事者数は７１８人、漁業従事者数

は１０人となっている。 

同年以降、農業従事者数は昭和３５年に 6,077 人と微増し、その後は経年的に減少を続

けている。林業従事者数は昭和３５年に４２０人と急減し、同４０年にはさらに１２７人

と急減し、その後は１００人台で推移し、平成２年には６３人に減少し、反対に同７年に

は８２人と増加し、その後は半減している。漁業従事者数は昭和３５年に１１人と微増し、

その後は１０人以下の範囲を乱高下し、その推移過程で同６０年に９人と最高、平成２年

に２人と最低を記録し、その後は増加に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べる

と、農業は 80.8% 減の 1,148 人、林業は 94.3% 減の４１人、林業は 40.0 減の６人となっ

ている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年に農業従事者数は 23,237 人、林業従事者数は 1,599 人、漁業従事者数は６

０人となっている。 

同年以降、農業従事者数は一貫して減少し、その推移過程において昭和４０年に 18,526

人と２万人を割り込み、同５０年に 9,989 人と１万人を切り、平成２年に 5,927 人と６千

人を割り、その後５千人台を下降し、同１２年には４千人を下回っている。林業従事者数

は減少基調で推移し、その過程において昭和４０年に４０５人と急減し、その後は３００

人台を上下し、平成７年に２９５人と３００人を切り、その後は２００人台を下降してい

る。漁業従事者数は減少基調で推移し、その過程で昭和３５年に３９人と激減し、同４５

年には９人と最低を記録し、その後は１０人台を乱高下し、平成７年に１３人となり、そ

の後はいくぶん増加している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べる

と、農業は 83.0% 減の 3,960 人、林業は 86.1% 減の２２２人、漁業は 73.3% 減の１６人

となっている。 

上記した各業種従事者数の昭和３０年～平成１２年間における減少率を蒜山地域と比べ
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ると、農業は 2.7 ポイント上回り、林業は 8.2 ポイント下回り、漁業は 33.3 ポイント上

回っている。 

先に記述した蒜山地域の農業、林業、漁業従事者数の真庭郡に占める比率（対真庭郡比）

の推移状況を表９でみると以下のようである。 

農業従事者数の対真庭郡比は、昭和３０年に 25.8% となり、その後は次第に上昇し、同

５０年に 31.4% と 30.0% 台に乗り、同５５年に 32.4% とピ－クに達し、その後は緩やか

に低下し、平成７年に 31.5% となり、同１２年には 29.0% となっている。 

林業従事者数の対真庭郡比は、昭和３０年に 44.9% となり、その後は低下し、昭和４０

年に 31.4% と 30.0% 台に落ち、同５０年には 29.5% と 30.0% を切り、その後は低下基調

で推移し、その過程で平成２年に 18.9% と急落し、同７年には 27.8% と急上昇し、同１２

年に 18.5% の最低を記録している。 

漁業従事者数の対真庭郡比は、昭和３０年に 16.7% となり、その後は上昇基調で推移し、

その過程において同４５年に 44.4% と突出し、平成２年には 16.7% と昭和３０年の時点に

戻り、平成１２年に 37.5% となっている。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年に農業従事者数は 387,520 人、林業従事者数は 8,777 人、漁業従事者数は

6,958 人となっている。 

同年以降、農業従事者数は一貫して減少し、その推移過程において昭和４０年に 286,611 

人と３０万人を切り、同５０年には 146,543 人と１０万人台に落ち、平成２年に 81,295

人と１０万人を割り込み、同７年に 74,015 人となり、その後急落している。林業従事者数

は減少基調で推移し、その過程において昭和３５年に 6,709 人と減少し、同４０年には

2,736 人と急激に減少し、その後は２千人台を乱高下し、平成７年に 1,551 人となり、そ

の後は１千人台を下降している。漁業従事者数は一貫して減少し、その推移過程において

昭和４０年に 4,512 人と４千人台に落ち、同４５年以降は３千台を下降し、平成２年に

2,692 人と２千人台に低下し、同１２年に２千人を切っている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べる

と、農業は 84.8% 減の 59,073 人、林業は 84.9% 減の 1,322 人、漁業は 71.8% 減の 1,963 

人となっている。 

上記した各業種従事者数の昭和３０年～平成１２年間の減少率は、蒜山地域と比べて、

農業は 4.4 ポイント上回り、林業は 9.4 ポイント下回り、漁業は 31.8 ポイント上回って

いる。 

先に記述した蒜山地域の農業、林業、漁業従事者数の岡山県に占める比率（対岡山県比）

の推移状況は表９によると以下のようである。 

農業従事者数の対岡山県比は、昭和３０年に 1.54% となり、その後は上昇し、同５０年

に 2.13% と 2.00% 台に達し、同５５年に 2.35% と最高を記録し、その後は 2.00% 台を緩

やかに下降し、平成１２年に 1.94% と急落している。 

林業従事者数の対岡山県比は、昭和３０年に 8.18% となり、同３５年に 6.24% と急落し、

その後は 4.00% 台を乱高下し、その推移過程において同４５年に 4.83% と高水準、また、

同５５年には 4.01 と低水準となり、平成２年に 3.10% の最低を記録し、同７年には 5.28% 

と上昇し、 同１２年に 3.10%と急落している。 

漁業従事者数の対岡山県比は、昭和３０年に 0.14% となり、その後は概ね横ばい状態で

推移し、同５５年に 0.21% と 0.20% 台に達し、同６０年に 0.29% と 0.30% 台に近接し、

その後は 0.10% 前後で推移し、平成１２年に 0.30% と最高を記録している。 

⒟ まとめ 

⒟－1  各業種従事者数の推移 

蒜山地域における昭和３０年の農業従事者数は 5,986 人、林業従事者数は７１８人、漁

業従事者数は１０人となっている。 

同年以降、農業従事者数は同３５年に微増し、その後は一貫して減少し、平成１２年に

最低となっている。林業従事者数は昭和３５年及び同４０年に急落し、その後は概ね横ば

い状態で推移し、平成２年に再び急落し、同１２年に最低となっている。漁業従事者数は
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昭和３５年に横ばい状態となり、その後は急落し、概ね横ばい状態で推移している。 以

上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べると、

農業は 80.8% 減の 1,148 人、林業は 94.3% 減の４１人、漁業は 40.0% 減の６人となって

いる。 

上記した蒜山地域の各業種従事者数の減少率を真庭郡及び岡山県と比較すると、農業従

事者数は真庭郡を 2.7 ポイント、岡山県を 4.0 ポイント下回っている。林業従事者数は真

庭郡を 8.2 ポイント、岡山県を 9.4 ポイント上回っている。漁業従事者数は真庭郡を 33.3

ポイント、岡山県を 31.8 ポイント下回っている。 

⒟－2  各業種従事者数の対真庭郡及び対岡山県比の推移 

以上で記述した蒜山地域における各業種従事者数の対真庭郡比及び対岡山県比の推移状

況から、各業種の真庭郡及び岡山県に占める地位の動向を昭和３０年を起点として読むと

以下のようである。 

真庭郡に占める地位は、農業は時系列的に向上し、特に昭和５０年～平成７年間は就業

者に対し高い農業求心力を維持し、その後はいくぶん後退している。林業は昭和４５年ま

で、とりわけ同３５年までは高い地位を固め、その後は急速に後退し、その推移過程にお

いて農業の対真庭郡比を下回る時点は昭和５０年以降となっている。漁業の地位は経年的

に向上し、昭和４５年に最も高く、その後はいくぶん後退し、概ね横ばい状態となってい

るが、同４０年以前の地位を大きく上回っている。 

岡山県に占める地位は、農業は経年的に向上し、特に昭和５０年～平成７年は高い地位

を固め、同１２年には後退し、昭和４５年の水準に戻っている。林業は昭和３０年に高い

地位を占め、その後は後退し、同４０年以降は概ね横ばい状態となり、平成１２年には再

び後退している。漁業の地位は全時点に亘って極めて低く、時系列的に大きな変動はみら

れない。 

（２） ４か町村 

４か町村の第１次産業部門における各業種従事者数の昭和３０年以降４５年間の５年刻

み時系列的推移状況を表９に基づき記述すると以下のようである。 

① 川上村 

昭和３０年に農業従事者数は 1,549 人、林業従事者数は１２４人、漁業従事者数は該当

者なしとなっている。 

同年以降、農業従事者数は昭和３５年に 1,562 人と微増し、その後は一貫して減少を続

け、その推移過程において同５０年には８０４人と１千人台を大きく下回り、同６０年に

６８７人と６００人台に乗り、その後は急速に減少し、平成１２年には３００人台に落ち

ている。林業従事者数は昭和３５年に５８人とほぼ半減し、同４０年には３０人となり、

その後は概ね３０人台で推移し、同６０年に１９人と２０人を切り、その後は１０人台を

下降し、平成１２年には１０人を大きく下回っている。漁業従事者数は昭和５０年に初め

て１人を記録し、その後の時点では該当者不在となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べる

と、農業は 77.3% 減の３５２人、林業は 96.8% 減の４人、漁業は該当なしとなっている。 

② 八束村 

昭和３０年に農業従事者数は 1,818 人、林業従事者数は５４人、漁業従事者数は１人と

なっている。 

同年以降、農業従事者数は一貫して減少を続け、その推移過程において昭和５０年に９

３０人と１千人を割り込み、平成７年に５８４人と５００人台に落ち、同１２年には４０

０人台となっている。林業従事者数は昭和３５年に３１人と減少し、さらに同４０年には

６人と急激に減少し、その後は５人前後で推移し、平成１２年には急激に減少し、最低を

記録している。漁業従事者数は昭和３５年に５人と急激に増加し、その後は３人以下の範

囲で推移し、平成１２年には倍増している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各種従事者数は、昭和３０年と比べると、

農業は 76.7% 減の４２３人、林業は 91.8% 減の１人、漁業は 500.0%増の６人となってい

る。 
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③ 中和村 

昭和３０年に農業従事者数は７１１人、林業従事者数は８８人、漁業従事者数は１人と

なっている。 

同年以降、農業従事者数は概ね一貫して減少を続け、その推移過程で昭和３５年に６９

３人と極僅差ながら減少し、同４０年以降は５００人台を下降し、同５０年に２６０人と

半減し、同６０年には１６２人と１００人に台に落ち、その後は１００人台を上昇し、平

成７年に１３４人となり、同１２年には１００人を割り込んでいる。林業従事者数は昭和

３５年に半減し、さらに同４０年にも半減し、その後は概ね２０人台で推移し、平成２年

に９人と１０人を切り、その後も僅差ながら減少している。漁業従事者数は昭和３５～４

０年に各１人となり、その後は同６０年、平成７年に１人を記録している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べる

と、農業は 87.3% 減の９０人、林業は 92.0% 減の７人、漁業は該当者なしとなっている。 

④ 湯原町 

昭和３０年の農業従事者数は 1,908 人、林業従事者数は４５２人、漁業従事者数は８人

となっている。 

同年以降、農業従事者数は昭和３５年に 2,158 人と増加し、その後は一貫して減少し、

その推移過程で同５５年に８７７人と１千人を切り、平成２年には５０５人と５００人台

に落ち、平成１２年に２００人台となっている。林業従事者数は昭和３５年に２８６人と

半分近く減少し、さらに同４０年には４分の１程度に減少し、その後は概ね５０人前後で

推移し、平成１２年に３０人を僅差ながら下回っている。漁業従事者数は昭和３５年に５

人と半分近く減少、その後は５人以下の範囲で推移し、平成２年に２人と最低を記録し、

その後は該当者不在となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べる

と、農業は 85.2% 減の２８３人、林業は 93.6% 減の２９人、漁業従事者は該当なしとなっ

ている。 

⑤ まとめ 

以上で記述した４か町村における第１次産業部門の各業種従事者数の昭和３０年以降４

５年間の５年刻み時系列的推移状況を町村間比較でまとめると以下のようである。 

昭和３０年における各業種従事者数は、農業では湯原町 1,908 人（町村別構成比 31.8% ）、

八束村 1,818 人（同 30.4% ）、川上村 1,549 人（同 25.9% ）、中和村７１１人（同 11.9% ）

の順となっている。林業では湯原町４５２人（同 62.9% ）、川上村１２４人（同 17.3% ）、

中和村８８人（同 12.3% ）、八束村５４人（同 7.5%）の順となっている。漁業では湯原町

８人（同 80.0% ）、八束村と中和村各１人（同 10.0% ）、川上村は該当者なしとなってい

る。 

同年以降、農業従事者数は八束村と中和村は一貫して減少し、川上村と湯原町は昭和３

５年に僅差ながら増加し、その後は減少パタ－ンで推移している。林業従事者数は各町村

とも減少パタ－ンで推移し、その過程で昭和３５年及び同４０年には激減している。一方、

漁業従事者数の推移状況には町村間差異がみられる。すなわち、湯原町は減少基調で推移

し、平成７年以後は該当者不在となり、八束村は昭和３５年に増加し、その後は減少し、

平成１２年には昭和３５年の水準を超えているが、同４０年及び平成２年には該当者不在

となっている。中和村は横ばい状態と該当者不在が繰り返され、川上村は昭和５０年に限

り該当者が記録されている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べる

と以下のとおりである。 

農業では八束村は 76.7% 減の４２３人（町村別構成比 36.8% ）、川上村は 77.3% 減の

３５２人（同 30.7% ）、湯原町は 85.2% 減の２８３人（同 24.7% ）、中和村は 87.3% 減

の９０人（同 7.8%）という順になり、その減少率は川上村・八束村が中和村・湯原町を大

きく下回っている。 

林業では湯原町は 93.6% 減の２９人（同 70.7% ）、中和村は 92.0% 減の７人（同 17.1% ）、

川上村は 96.8% 減の４人（同 9.8%）、八束村は 98.1% 減の１人（同 2.4%）という順にな
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り、その減少率は川上村・八束村が中和村・湯原町を上回っている。 漁業では八束村が

500.0%増の６人となり、他の３か町村は該当者不在となっている。 

２２２２ 業種別従事者数割合業種別従事者数割合業種別従事者数割合業種別従事者数割合のののの推移推移推移推移 

上述した第１次産業部門就業者数の業種別割合及び同割合の特化係数（岡山県＝1.00）

の昭和３０年～平成１２年間５年刻み時系列的推移状況は表１０～１１に示すとおりであ

る。なお、比較のため真庭郡及び岡山県の同資料を付記する。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和３０年の農業従事者数割合は 89.2% 、林業従事者割合は 10.7% 、漁業従事者割合は

0.1%となっている。 

同年以降、農業従事者数割合は昭和３５年に 93.3% と急拡大し、その後は９０％台を乱

高下しながら推移し、その過程で同４５年に97.6% と最高に達し、一方、平成７年には95.1% 

と最低を記録している。林業従事者数割合は昭和３５年に 6.5%、さらに同４０に 2.4%と著

しく縮小し、その後は 4.0%前後で推移している。漁業従事者割合は昭和３５年に 0.2%と極

僅差ながら拡大し、その後は概ね 0.1%の横ばい状態で推移し、平成１２年には拡大し、最

高に達している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べると、農業は 6.9 ポイント拡大の 96.1% 、林業は 7.3 ポイント縮小の 3.4%、漁業は 0.4 

ポイント拡大の 0.5%となっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和

３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、農業の拡大率は 7.7%、林業の縮小率は

68.2%、漁業の拡大率は 400.0%となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年の農業従事者数割合は 93.4% 、林業従事者数割合は 6.4%、漁業従事者数割合

は 0.2%となっている。 

同年以降、農業従事者数割合は拡大し、昭和４０年に 97.8% と最高に達し、その後は縮

小基調で推移し、その過程で同６０年から 94.0% 台の横ばい状態となっている。林業従事

者数割合は昭和３５年に 4.2%、同４０年に 2.１% と急激に縮小し、その後は拡大に転じ、

同６０年に 5.3%となり、その後は同水準で推移している。漁業従事者数割合は概ね横ばい

状態で推移し、平成１２年には僅差ながら拡大し、最高に達している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べると、農業は 0.9 ポイント拡大の 94.3% 、林業は 1.1 ポイント縮小の 5.3%、漁業は 0.2 

ポイント拡大の 0.4%となっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和

３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、農業の拡大率は 1.0%、林業の縮小率は

17.2% 、漁業の拡大率は 100.0%となっている。 

次に真庭郡における各業種従事者数割合を蒜山地域と比べると、農業従事者数割合は昭

和３０年に４ポイント程度上回り、その較差分だけ真庭郡の林業従事者数割合が下回って

いる。その後、昭和５０年まで真庭郡の農業と林業従事者数割合は蒜山地域に近接し、そ

の後は農業では蒜山地域の方が１～２ポイント上回り、反対に林業では真庭郡の方が上回

っている。漁業従事者数割合は蒜山地域と真庭郡は共に 0.2%程度で推移している。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年の農業従事者数割合は 96.1% 、林業従事者数割合は 2.2%、漁業従事者数割合

は 1.7%となっている。 

同年以降、農業従事者数割合は拡大し、昭和４０年に 97.6% と最高に達し、その後は縮

小基調で推移し、その過程で同５５年以降は概ね９５％前後で推移している。林業従事者

数割合は縮小し、昭和４０年に 0.9%と最低を記録し、その後は拡大に転じ、同５５年に 2.3%

と最高に達し、その後は 2.2%前後で推移している。漁業従事者数割合は昭和３５年は横ば

い状態となり、同４０年に 1.5%と最低を記録し、その後は拡大に転じ、平成２年に 3.1%

と最高に達し、その後はほぼ横ばい状態で推移している。上記の推移経過のもとで、平成

１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比べると、農業は 1.3 ポイント縮小

の 94.8% 、林業は 0.1 ポイント縮小の 2.1%、漁業は 1.4 ポイント拡大の 3.1%となってい
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る。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の

比率をみると、農業の縮小率は 1.4%、林業の縮小率は 4.5%、漁業の拡大率は 82.4% とな

っている。 

次に岡山県における各業種従事者数割合は、蒜山地域と比べると、農業従事者数割合は

昭和３５年までは３ポイント上回り、その後は近接し、平成２年と同１２年にはそれぞれ

２ポイント、１ポイント下回っている。林業従事者数割合は岡山県の方が全時点に亘って

下回り、その較差は昭和３０年と同３５年にはそれぞれ９ポイント、５ポイントとなり、

その後は１～２ポイントと縮小している。 

⒟ 各業種従事者数割合の特化係数の推移 

上述した蒜山地域における各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況

は表１１で示すとおりである。なお、比較のため真庭郡の同資料を付記する。 

農業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.93 となり、岡山県レベルを僅差ながら

下回り、同４０年に 1.00 となり、その後は同水準で推移し、平成１２年には 1.01 となっ

ている。一方、真庭郡の場合は蒜山地域と近似の水準で推移し、平成７年以降は岡山県レ

ベルを極僅差で下回っている。 林業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 4.86 を示

し、その後は低下基調で推移し、その過程において同３５年に 3.42、同４０年に 2.67 と

急落し、同５５年には 1.74 と 1.00 台に落ち、その後は 1.00 台を乱高下し、平成２年には

1.39 と最低を記録し、同７年に 2.35 と上昇し、同１２年には 1.62 となっている。一方、

真庭郡における昭和３０年の同係数は 2.91 で、蒜山地域を 1.95 ポイント下回っている。

その後は 2.00 台を乱高下しながら推移し、その過程で昭和５０年以降は蒜山地域を上回

り、平成１２年には 2.52 となり、蒜山地域を 0.90 ポイント上回っいる。 

漁業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.06 を示し、同３５年に 0.12 と急上昇

し、その後は概ね 0.05～0.07 の範囲を乱高下し、その過程で同６０年に 0.14 と上昇し、

平成１２年には 0.16 の最高値を示している。一方、真庭郡における昭和３０年の同係数は

0.12 で、蒜山地域を 0.06 ポイント上回り、同３５年には同一水準となり、その後は蒜山

地域とほぼ近接状況で推移し、平成１２年に 0.13 となり、蒜山地域を 0.03 ポイント下回

っている。 

以上で記述した第１次産業部門の各業種従事者数割合の視点に立つと、蒜山地域の農業

は概ね岡山県レベルとなり、林業は岡山県レベルを２倍前後上回り、重要な地位を占め、

漁業の地位は極めて低く、後進的業種といえる。 

⒠ まとめ 

⒠－1  業種別従事者数割合の推移 

蒜山地域の昭和３０年における農業従事者数割合は 89.2% 、林業従事者数割合は 10.7% 、

漁業従事者数割合は 0.1%となっている。一方、真庭郡と岡山県の場合は、農業従事者数割

合はそれぞれ 93.4% 、96.1% 、同様に林業従事者数割合は 6.4%、2.2%、漁業従事者数割合

は 0.2%、1.7%となっている。同年以降、農業従事者数割合は昭和４５年まで急速に拡大し、

97.6% と最高に達し、その後は僅差ながら縮小し、概ね横ばい状態に転じている。一方、

真庭郡と岡山県は蒜山地域と類似のパタ－ンで推移し、その過程で昭和４０年にそれぞれ

97.8% 、97.6% と最高を記録している。 

林業従事者数割合は農業従事者数割合と反対に、昭和４０年まで急激に縮小し、その後

は僅差ながら拡大し、横ばい状態に転じている。一方、真庭郡と岡山県は蒜山地域と類似

のパタ－ンで推移し、その過程において蒜山地域は昭和４５年に 2.3%、一方、真庭郡と岡

山県はそれぞれ 2.2%、0.9%と最低を記録している。 

漁業従事者数割合は蒜山地域と真庭郡は共に類似の横ばいパタ－ンで推移し、一方、岡

山県は昭和４０年まで僅差ながら縮小し、その後は僅差ながら拡大基調に転じ、その過程

で昭和４０年に 1.5%と最低を記録し、平成１２年には最高に達している。 

上記した推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と

比べて、農業は 6.9 ポイント拡大の 96.1% 、林業は 7.3 ポイント縮小の 3.4%、漁業は 0.4 

ポイント拡大の0.5%となっている。一方、真庭郡の場合、農業は0.9 ポイント拡大の94.3% 、

林業は 1.1 ポイント縮小の 5.3%、漁業は 0.2 ポイント拡大の 0.4%となっている。また、
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岡山県の場合、農業は 1.3 ポイント縮小の 94.8% 、林業は 0.1 ポイント縮小の 2.1%、漁

業は 1.4 ポイント拡大の 3.1%となっている。 

以上で記述した業種別従事者数割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和３０年と平成

１２年の両時点で列記し、真庭郡及び岡山県と比較的すると以下のとおりである。なお、

同割合が 0.5%未満は 0.0%、該当者不在は０％、括弧内は同割合の昭和３０年に対する平成

１２年の拡大又は縮小の比率（概数）を示す。 

農業従事者数割合 

蒜山地域：８９％－９６％（拡大率  ８％） 

真庭郡：９３％－９４％（拡大率  １％） 

岡山県：９６％－９５％（縮小率  １％） 

林業従事者数割合 

蒜山地域：１１％－ ３％（縮小率 ６８％） 

真庭郡： ６％－ ５％（縮小率 １７％） 

岡山県： ２％－ ２％（縮小率 0.0 % ） 

漁業従事者数割合 

蒜山地域： 0.0%－ １％（拡大率４００％） 

真庭郡： 0.0%－ 0.0%（拡大率１００％） 

岡山県： ２％－ ３％（拡大率 ８２％） 

上記したように、農業従事者数割合は昭和３０年には岡山県及び真庭郡をかなり下回っ

ているが、反対に平成１２年の時点では僅差ながら上回っている。林業従事者数割合は昭

和３０年には真庭郡及び岡山県を大幅に上回り、平成１２年の時点では真庭郡を下回り、

反対に岡山県を僅差ながら上回っている、漁業従事者数割合は昭和３０年には真庭郡と同

水準となり、岡山県を下回っているが、平成１２年の時点では真庭郡を僅差ながら上回り、

反対に岡山県を下回っている。 

⒠－2  業種別従事者数割合の特化係数の推移 

農業従事者数割合の特化係数は、昭和３０～３５年は 1.00 に近接し、その後は 1.00 あ

るいは同水準を極僅差ながら超える状況で推移している。林業従事者数割合の特化係数は

昭和３０年と同３５年はそれぞれ 4.86、3.42 と岡山県レベルを超大幅に上回り、その後も

2.50 前後の高水準で推移している。漁業従事者数割合の特化係数は全時点に亘り 0.10 以

下の極低水準で推移している。以上のように各業種従事者数割合の視点に立つと、蒜山地

域の農業は岡山県レベルの地位に留まり、一方、林業への特化は顕著に進み、漁業は極め

て後進的な位置づけとなる。 

（２） ４か町村 

各町村における第１産業部門の各業種従事者数割合と同割合の特化係数の昭和３０年以

降４５年間における５年刻み時系列的推移状況を表１０、１１に基づき記述すると以下の

ようである。 

① 川上村 

昭和３０年に農業従事者数割合は 92.6% 、林業従事者数割合は 7.4%、漁業従事者は該当

なしとなっている。 

同年以降、農業従事者数割合は拡大基調で推移し、その過程において昭和３５年に

96.4%、同４０年には 97.8%とかなり近接し、その後は縮小に転じ、概ね 95.0%台で推移し、

同６０年以降は 97.0%台の横ばい状態となり、平成１２年には再び拡大し、最高に達して

いる。林業従事者数割合は縮小基調で推移し、その過程において昭和３５年に 3.6%と半減

し、同４０年には 2.2%と縮小し、その後は拡大に転じ、同５０年に 4.7%となり、その後は

一貫して縮小し、平成１２年に最低となっている。漁業従事者数割合は昭和５０年に 0.1%

を記録し、他の時点では該当者不在となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、農業は 6.3 ポイント拡大の 98.9% 、林業は 6.3 ポイント縮小の 1.1%、漁業は該当

者なしとなっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和３０年に対す

る縮小又は拡大の比率をみると、農業の拡大率は 6.8%、林業の縮小率は 85.1% となってい
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る。 

次に上記した各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移をみると、農業の

場合は昭和３０年に 0.96 と岡山県レベルを僅差ながら下回り、その後は上昇し、大半の時

点で 1.00 を極僅差ながら上回り、平成１２年に 1.04 となっている。林業の場合は昭和３

０年に 3.36 と岡山県レベルを超大幅に上回り、その後は低下基調で推移し、同５５年に

1.83 と 1.00 台に落ち、平成７年に 1.20 となり、同１２年には 0.52 と最低を記録し、岡

山県レベルを顕著に下回っている。漁業の場合は昭和５０年に 0.05 となり、他の時点では

該当者不在となっている。 

② 八束村 

昭和３０年における農業従事者数割合は 97.1% 、林業従事者割合は 2.9%、漁業従事者割

合は 0.0%となっている。 

同年以降、農業従事者数割合は拡大基調で推移し、その過程において昭和４０年まで拡

大して 99.6% と最高に達し、その後は 99.0%台を乱高下し、平成７年に 98.7% と極僅差な

がら縮小し、横ばい状態となっている。林業従事者数割合は縮小基調で推移し、その過程

において昭和３５年に 1.8%、同４０年には 0.4%と急速に縮小し、その後は 0.5%前後で推

移し、平成７年に 0.8%と拡大し、その後は再び縮小し、最低を記録している。漁業従事者

数割合は拡大パタ－ンで推移し、その過程において昭和４０年に該当者不在となり、同４

５年に 0.1%を記録し、その後は 0.5%以下の範囲で拡大し、平成１２年には 1.0%台に達し

て最高を記録している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、農業は 1.9 ポイント拡大の 98.4% 、林業は 2.7 ポイント縮小の 0.2%、漁業は 1.34 

ポイント拡大の 1.4%となっている。以上の平成１２年における各業種従事者割合の昭和３

０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、農業の拡大率は 2.0%、林業の縮小率は 93.1% 、

漁業の拡大率は 133.3%となっている。 

次に上記した各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移をみると、農業の

場合は昭和３０年に 1.00 となり、その後は 1.00 台を極めて緩やかに上昇し、平成１２年

に 1.04 となり、その推移過程で同２年に 1.05 と最高を記録している。林業の場合は昭和

３０年に 1.32 となり、同３５年に 0.95、同４０年には 0.44 と急落し、その後も低下基調

で推移し、平成１２年に 0.10 と最低を記録している。漁業の場合は昭和３０年に 0.04 と

なり、その後は該当者不在の時点を交えながら低下基調で推移し、平成７年に 0.17 となり、

同１２年には 0.45 と上昇している。 

③ 中和村 

昭和３０年における農業従事者数割合は 88.9% 、林業従事者数割合は 11.0% 、漁業従事

者数割合は 0.1%となっている。 

同年以降、農業従事者数割合は拡大基調で推移し、その過程において昭和４５年に 98.9% 

と最高に達し、同５０年には 91.5% と急落し、同６０年に 88.1%と最低を記録し、平成２

年以降は概ね 92.0% 台で推移している。林業従事者数割合は縮小基調で推移し、その過程

において同４５年まで急激に縮小して 1.1%と最低を記録し、同５０年には 8.5%と拡大し、

同６０年に 11.4% と最高に達し、その後は概ね 7.0%台で推移している。漁業従事者の場合

はそのシェアが極めて低く、しかも該当者の存在する時点は少なく、昭和３５年、同６０

年、平成７年に限られ、その従事者数割合はそれぞれ 0.1%、0.5%、0.7%となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

較すると、農業は 3.9 ポイント拡大の 92.8% 、林業は 3.8 ポイント縮小の 7.2%となり、

漁業従事者は存在しない。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和３０年に

対する縮小又は拡大の比率をみると、農業の拡大率は 4.4%、林業の縮小率は 34.5% となっ

ている。 

次に上記した各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移をみると、農業の

場合は昭和３０年に 0.93 となり、その後は 0.90 台を乱高下し、その過程で昭和４５年に

1.01、平成７年に 1.00 と岡山県レベルに達し、同１２年には 0.98 となっている。林業の

場合は昭和３０年に 5.00 と高く、同３５年に 3.59 と低下し、その後は乱高下しながら推
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移し、その過程で同４５年に 1.22 と最低、同６０年には 5.18 と最高を記録し、平成１２

年に 3.43 となっている。漁業の場合は昭和３０年に 0.06 と顕著に低く、その後は大半の

時点で該当者を欠き、平成７年に 0.23 と最高を記録している。 

④ 湯原町 

昭和３０年に農業従事者数割合は 80.6% 、林業従事者数割合は 19.1% 、漁業従事者数割

合は 0.3%となっている。 

同年以降、農業従事者数割合は拡大基調で推移し、その過程において昭和４５年に 96.4% 

と最高に達し、その後は 96.0% 台の横ばい状態となり、同５５年に 94.4% と縮小し、その

後は縮小基調で推移している。林業従事者数割合は縮小基調で推移し、その過程において

昭和３５年に 11.7% 、同４０年には 3.7%と急激に縮小し、同４５年に 3.4%と最低を記録

し、その後は拡大基調に転じ、平成７年に 11.6% と１０％台に乗り、その後は同水準を切

っている。漁業従事者数割合は概ね横ばい状態で推移し、その過程で昭和６０年に 0.6%と

最高に達し、平成７年以降は該当者不在となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、農業は 10.1 ポイント拡大の 90.7% 、林業は 9.8 ポイント縮小の 9.3%となり、漁業

従事者は不在となっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和３０年

に対する縮小又は拡大の比率をみると、農業の拡大率は 12.5% 、林業の縮小率は 51.3% 

となっている。 

次に上記した各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移をみると、農業の

場合は昭和３０年に 0.84 となり、その後は 0.90 台を上昇基調で推移し、その過程で同５

０年に 1.00 に達し、平成１２年には 0.96 となっている。林業の場合は昭和３０年に 8.68

と顕著に高く、その後急速に低下し、同５０年に 2.24 と最低を記録し、その後は上昇基調

に転じ、平成７年に 5.80 となり、同１２年には 4.43 と急落している。漁業の場合は昭和

３０年に0.18となり、その後は0.20台以下の範囲で乱高下し、その過程で同５０年に0.09

と最低を記録し、平成２年に 0.13 となり、その後は該当者不在となっている。 

⑤ まとめ 

以上で記述した４か町村の第１次産業部門における業種別従事者数割合の推移状況を町

村間比較の形でまとめると以下のとおりである。 

⑤－1  各業種従事者数割合の推移 

農業従事者数割合は、川上村では拡大基調で推移し、平成１２年に最高に達し、八束村

は昭和４０年まで拡大し同年に最高に達し、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年

以降は僅差ながら縮小し、中和村と湯原町は同４５年に最高に達し、その後は縮小基調で

推移している。 

林業従事者数割合は、４か町村とも縮小基調で推移し、その過程において川上村は昭和

４０年、八束村は同４５年まで縮小し、その後は概ね横ばい状態となり、一方、中和村と

湯原町は同４５年まで縮小し、その後、中和村は同６０年に最高に達した後で縮小基調に

転じ、湯原町は拡大基調で推移している。 

漁業従事者数割合は、各町村とも概ね 0.5%以下と低く、しかも該当者不在が川上村では

昭和５０年以外の時点に及び、中和村も大半の時点に亘り、湯原町は平成７年以降の時点

となっている。 

以上で記述した４か町村における各業種従事者数割合の概数（小数点以下四捨五入）を

昭和３０年と平成１２年の時点でで示すと以下のとおりある。なお、同従事者数割合が

0.5%未満の場合は 0.0%、当該従事者不在の場合は０％と記す。また、括弧内は平成１２年

の同割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率（概数）を示す。 

 

 

 

農業従事者数割合 

川上村：９３％－９９％（拡大率  ７％） 

八束村：９７％－９８％（拡大率  ２％） 
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中和村：８９％－９３％（拡大率  ４％） 

湯原町：８１％－９１％（拡大率 １３％） 

林業従事者数割合 

川上村： ７％－ １％（縮小率 ８５％） 

八束村： ３％－ 0.0%（縮小率 ９３％） 

中和村：１１％－ ７％（縮小率 ３５％） 

湯原町：１９％－ ９％（縮小率 ５１％） 

漁業従事者数割合 

川上村： ０％－ ０％ 

八束村： １％－ １％（拡大率１３３％） 

中和村： 0.0%－０％ 

湯原町： 0.0%－０％ 

上記したように、農業従事者数割合は昭和３０年に八束村９７％、川上村９３％、中和

村８９％、湯原町８１％の順となり、平成１２年の時点では川上村９９％、八束村９８％、

中和村９３％、湯原町９１％の順となり、昭和３０年における町村間較差は縮小されてい

る。一方、林業従事者数割合は昭和３０年に湯原町１９％、中和村１１％、川上村７％、

八束村３％の順となり、平成１２年の時点では中和村９％、湯原町７％、川上村１％、八

束村 0.0%の順となり、湯原町と中和村は両時点において川上・八束両村を上回っている。 

以上の両時点間推移状況から、４か町村は農業への傾斜を強め、その過程において川上

・八束両村は林業の衰退を伴い、反対に中和・湯原両町村は林業を温存している。 

⑤－2  各業種従事者数割合の特化係数の推移 

各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況を町村間で比較すると以下

のようである。 

農業従事者数割合の特化係数は、八束村は昭和３５年以降、川上村は同５５年以降にお

いて岡山県レベルを極僅差ながら上回り、中和村は同４５年と平成７年、湯原町は同５０

年に岡山県レベルに達している。 

林業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に湯原町 8.68、中和村 5.00、川上村 3.36、

八束村 1.32 の順となり、八束村以外の同係数は岡山県レベルを超大幅に上回っている。そ

の後の推移状況は各町村とも低下基調で推移し、その過程において川上村は昭和５５年に

1.00 台に下降し、平成１２年には 0.52 と急落し、八束村は昭和３５年に 1.00 を切り、そ

の後は急速に低下し、平成１２年 0.10 となり、中和村は昭和４５年に 1.22 と最低を記録

し、その後は急上昇し、平成１２年に 3.43 となり、湯原町は昭和５０年に 2.24 と最低に

なり、その後は上昇基調で推移し、平成１２年に 4.43 となっている。 

漁業従事者数割合の特化係数は、４か町村とも概ね 0.18 以下の範囲で推移し、その過程

で当該従事者不在の時点が川上村と中和村に多くなっている。 

上記した業種別従事者数割合の特化係数の昭和３０年以降における推移状況から、各業

種の岡山県における位置づけを行うと以下のとおりである。 

 農業の場合は八束村と川上村は岡山県レベルと対等であり、中和村と湯原町は同レベル

以下となっている。 

  林業の場合は湯原町、中和村及び川上村は岡山県レベルを超大幅にに上回り、林業への

特化が顕著である。しかし、川上村は昭和６０年以降において特化の程度が経年的に後退

し、平成１２年には岡山県レベルを下回り、その後退が目立っている。一方、八束村は昭

和３０年以降、岡山県レベルを大幅に下回り、林業への就業求心力に欠けている。 

  漁業の場合は４か町村とも岡山県レベルを超大幅に下回り、なかでも川上村と中和村は

該当従事者不在の時点が多く、平成１２年の該当者は八束村のみとなっている。 

 

 

第第第第２２２２項項項項 第第第第２２２２次産業部門次産業部門次産業部門次産業部門 

１１１１ 業種別従事者数業種別従事者数業種別従事者数業種別従事者数のののの推移推移推移推移 

第２次産業部門の小区分に基づく鉱業、建設業、製造業従事者数（男女）の昭和３０年
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以降４５年間の５年刻み時系列的推移状況を示すと表１２のとおりである。なお、比較の

ため真庭郡及び岡山県の同資料を付記する。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和３０年に鉱業従事者数は３４人、建設業従事者数は４８８人、製造業従事者数は２

７６人となっている。 

同年以降、鉱業従事者数は減少基調で推移し、その過程において昭和４０年に１３５人

と最高に達し、同４５年には３９人と急落し、その後は４０人以下の範囲を減少基調で推

移している。建設業従事者数は増加基調で推移し、その過程において昭和４０年に２８４

人と最低を記録し、その後は増加基調に転じ、平成２年に９１８人とピ－クに達し、その

後は再び減少している。製造業従事者数は増加基調で推移し、その過程において昭和４０

年に１７３人と最低を記録し、同５０年に６３５人と急増し、平成２年に８４８人と最高

を迎え、その後は急速に減少し、同１２年には昭和５０年の水準を大きく下回っている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比較し

て、鉱業は 26.5% 減の２５人、建設業は 38.5% 増の６７６人、製造業は 89.5% 増の５２

３人となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年に鉱業従事者数は１２２人、建設業従事者数は 1,557 人、製造業従事者数は

2,580 人となっている。 

同年以降、鉱業従事者数は減少基調で推移し、その過程において昭和４０年に１７４人

と最高に達し、同４５年には６３人と急落し、その後は概ね横ばい状態で推移している。

建設業従事者数は増加基調で推移し、その過程において昭和３５年に 1,212 人と最低を記

録し、平成２年には 3,459 人とピ－クに達し、その後は３千人台を下降している。製造業

従事者数は増加基調で推移し、その過程において平成２年まで一貫して増加し、6,996 人

と最高を記録し、その後は急速に減少し、平成１２年には昭和４５年の水準に近接してい

る。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

鉱業は 51.6% 減の５９人、建設業は 109.7%増の 3,256 人、製造業は 105.0%増の 5,290 人

となっている。以上の各業種従事者数の増減率を蒜山地域と比べると、鉱業の減少率は

25.2 ポイント上回り、建設業の増加率は 71.2 ポイント上回り、製造業の増加率は 15.5 ポ

イント上回っている。 

先に記述した蒜山地域の鉱業、建設業、製造業従事者数の真庭郡に占める比率（対真庭

郡比）の推移状況を表１２でみると以下のようである。 

鉱業従事者数は、昭和３０年に 27.9% となり、その後は上昇基調で推移し、その過程に

おいて同３５年に 70.0% と急上昇し、同４０年には 77.6% と最高に達し、その後は低下基

調で推移し、平成２～７年の２時点は 66.0% 台となり、同１２年には 42.4% と急落してい

る。 

建設業従事者数は、昭和３０年に 31.3% となり、その後は低下基調で推移し、その過程

において同３５年に 22.7% と急落し、同４５年以降は大半の時点が 18.1～19.7%の範囲で

推移し、平成２年に 26.5% と突出し、同１２年には 20.7% となり、昭和４０年の水準に近

接している。 

製造業従事者数は、昭和３０年に 10.7% となり、同４５年には 3.9%と最低を記録し、同

５０年に 9.9%と急上昇し、その後は 10.8～12.1%の範囲で推移し、平成１２年に 9.9%と低

下している。 

上記した対真庭郡比の推移状況から、蒜山地域における各業種の真庭郡における地位の

動向を、昭和３０年を起点として読むと、鉱業は昭和３５～４０年に向上し、その後は後

退している。建設業は昭和３５年に一気に後退し、その後の向上は殆どみられない。製造

業は昭和３５年から同４５年にかけて後退し、その後は次第に回復向上し、昭和３０年の

時点に戻っている。 

⒞ 岡山県 
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昭和３０年に鉱業従事者数は 7,231 人、建設業従事者数は 28,095 人、製造業従事者数

は 130,479 人となっている。 

同年以降、鉱業従事者数は一貫して減少パタ－ンで推移している。建設業従事者数は増

加基調で推移し、その過程において昭和５５年まで一貫して増加し、その後は増加基調に

転じ、平成７年に 105,154 人と最高に達し、その後は１０万人を切っている。製造業従事

者数は増加基調で推移し、その過程において平成２年に 252,818 人と最高を記録し、その

後は急速に減少し、同１２年には昭和４０年の水準に近接している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

鉱業は 85.5% 減の 1,051 人、建設業は 252.7%増の 99,093 人、製造業は 60.3% 増の 209,209 

人となっている。以上の増減率を蒜山地域と比較すると、鉱業の減少率は 59.1 ポイント上

回り、建設業の増加率は 214.2 ポイト上回り、製造業の増加率は 29.2 ポイント下回って

いる。 

先に記述した蒜山地域における鉱業、建設業、製造業従事者数の岡山県に占める比率（対

岡山県比）の推移状況は以下のようである。 

鉱業従事者数は、昭和３０年に 0.47% となり、その後急上昇し、昭和４０年に 2.48% 

となり、その後は同６０年まで 0.84～1.76%の範囲を上下し、平成２年には 2.19% と急上

昇し、同７年に 3.38% と突出し、同１２年には 2.38% となっている。 

建設業従事者数は、昭和３０年に 1.74% となり、同３５年に 0.68% と急落し、その後は

0.53～0.68%の範囲で推移し、その過程で同２年には 0.98% と突出している。 

製造業従事者数は、昭和３０年に 0.21% となり、その後は低下し、同４５年に 0.08% 

と最低を記録し、同５０年には 0.26% と上昇し、その後は 0.25～0.34%の範囲で推移し、

その最低は平成１２年、最高は同２年となっている。 

上記した対岡山県比の推移状況の視点から、各業種の岡山県における地位の動向を、昭

和３０年を起点として読むと、鉱業は平成年代において向上し、建設業は昭和３５年以降

変化はみられず、製造業は昭和５５年～平成７年の間に幾分向上し、同１２年の時点では

低下傾向がみられる。 

⒟ まとめ 

⒟－1  各業種従事者数の推移 

蒜山地域における昭和３０年の鉱業従事者数は３４人、建設業従事者数は４８８人、製

造業従事者数は２７６人となっている。 

同年以降、鉱業従事者数は減少基調で推移し、その過程で昭和４０年に１３５人とピ－

クに達し、その後は４０人以下の範囲で乱高下し、平成１２年に最低となっている。建設

業従事者数は増加基調で推移し、その過程で昭和３５年に２７５人と最低を記録し、平成

２年には９１８人と最高を記録し、その後は６００人台で推移している。製造業従事者数

は増加基調で推移し、その過程で昭和４０年に１７３人と最低を記録し、その後急速な増

加に転じ、平成２年に８４８人と最高を記録し、その後は急減し、同１２年には昭和５０

年の水準を下回っている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

鉱業は 26.4% 減の２５人、建設業は 38.5% 増の６７６人、製造業は 89.5% 増の５２３人

となっている。 

以上の各業種従事者数の増減率は真庭郡及び岡山県と比べて、鉱業の減少率はそれぞれ

は 25.2 ポイント、59.1 ポイント下回り、建設業の増加率はそれぞれ 71.2 ポイント、214.2 

ポイント下回っている。一方、製造業の増加率は真庭郡の方が 15.5 ポイント上回り、岡山

県の方は 29.2 ポイント下回っている。 

⒟－2  対真庭郡比及び対岡山県比の推移 

蒜山地域における各業種従事者数の対真庭郡比及び対岡山県比の推移状況の視点から、

真庭郡及び岡山県における地位の動向を、昭和３０年を起点として読むと次のようである。 

対真庭郡の場合、鉱業は昭和３５～４０年の間に向上し、その後は後退傾向となり、そ

の傾向は平成１２年の時点でかなり顕著となっている。建設業は昭和３５～４０年の間に

後退し、その後の動向に変化はほとんどみられない。製造業は昭和３５～４５年の間に急
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速に後退し、その後は同３０年の状況に回復し、向上の傾向が現れたが、平成１２年の時

点で再び後退の傾向がうかがえる。 

対岡山県の場合、鉱業は昭和３５年以降向上の傾向がみられれ、平成年代に入ると堅実

に向上している。建設業は昭和３５年に後退し、その後に変化はみられない。製造業は昭

和３５～４５年の間に後退し、その後は回復向上に転じ、同５５年～平成７年の間は安定

し、同１２年の時点でいくぶん後退の傾向がうかがえる。 

（２） ４か町村 

上記した蒜山地域における第２次産業部門の各業種従事者数を町村別にみると、表１２

に示すとおりである。 

① 川上村 

昭和３０年に鉱業従事者数は５人、建設業従事者数は９４人、製造業従事者数は８９人

となっている。 

同年以降、鉱業従事者数は昭和３５年に１２人と最高を記録し、その後は減少基調で推

移し、その過程で同５０年に１１人を記録し、同５５年以降は２人以下となり、平成２年

は該当者不在となっている。建設業従事者数は昭和３５年に５９人と急落し、同４０年に

５２人と最低を記録し、その後は増加基調で推移し、その過程で同５０年に急増して１０

０人台に乗り、その後は１００人台を上昇し、平成２年には２２６人と最高に達し、その

後は１００人台に急落している。製造業従事者数は昭和３５年に３１人と急速に減少し、

さらに同４０年に１２人と最低を記録し、同４５年に１３人と横ばいし、同５０年には８

０人と急増、その後は１００人台を上昇し、同６０年に１３４人と最高に達し、その後は

減少し、横ばい状態となり、平成年１２年には１００人を切っている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

鉱業は 60.0% 減の２人、建設業は 75.5% 増の１６５人、製造業は 1.1%増の９０人となっ

ている。 

② 八束村 

昭和３０年に鉱業従事者数は２６人、建設業従事者数は６９人、製造業従事者数は５８

人となっている。 

同年以降、鉱業従事者数は昭和３５年に７７人と急増し、同４０年には１０９人と最高

を記録し、同４５年に２６人と急落し、その後は１５～２３人の範囲で推移し、その過程

で平成２年と同１２年に最低となっている。建設業従事者数は増加基調で推移し、その過

程で昭和４５年に１１３人と１００人台に乗り、その後１００人台を上昇し、平成２年に

１９６人となり、同７年には２１８人と最高に達し、その後横ばい状態となっている。製

造業従事者数は増加基調で推移し、昭和４５年に８０人となり、同５０年には２１９人と

急増し、その後は２００人台を上昇し、同６０年に２７６人と最高を記録し、平成１２年

には２００人を切っている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

鉱業は 42.3% 減の１５人、建設業は 215.9%増の２１８人、製造業数は 217.2%増の１８４

人となっている。 

③ 中和村 

昭和３０年に鉱業従事者数は０人、建設業従事者数は２３人、製造業従事者数０人とな

っている。 

同年以降、鉱業従事者数は昭和５０年に初めて１人を記録し、そして同６０年以降は１

～７人の範囲で推移し、その最低は平成１２年、最高は平成２年となっている。建設業従

事者数は昭和３５年に１１人と半減し、同４０年には９人と最低を記録し、その後は１０

人台で推移し、同５０年に５４人と急増し、その後は増加基調で推移し、平成２年に８０

人台に乗り、同１２年には最高に達している。製造業従事者数は昭和３５年に初めて６人

を記録し、同４０～４５年の両時点は最低の３人となり、同５０年に１２８人と劇的に増

加し、その後１００人台を上昇し、平成２年には１６７人と最高に達し、その後は減少し、

平成１２年に１００人を割り込んでいる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数をみると、鉱業従事者数
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は昭和５０年と比べて増減率０％の１人となり、建設業従事者数は同３０年と比べて

273.9%増の８６人となり、製造業従事者数は同３５年と比べて 92.5%増の８０人となって

いる。 

④ 湯原町 

昭和３０年の鉱業従事者数は３人、建設業従事者数は３０２人、製造業従事者数は１２

９人となっている。 

同年以降、鉱業従事者数は昭和３５年に９人と急増し、同４０年には１８人と最高に達

し、その後は６～１０人の範囲を上下しながら推移し、その過程における最低は昭和５５

年、最高は平成７年となっている。建設業従事者数は昭和３５年に１１８人と最低を記録

し、その後１００人台を上昇し、同５０年には２２４人と２００人台に乗り、平成２年に

急増して４１３人と最高に達し、その後は２００人台に減少している。製造業従事者数は

昭和３５年に８４人と急減して最低を記録し、同４０年に１１９人と急増して１００人台

に乗り、同５０年に２０８人と２００人台に達し、平成２年には２８１人と最高を記録し、

その後は急落に転じ、平成１２年には２００人を大幅に割り込んでいる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

鉱業は 1,233.3%増の７人、建設業は 31.5% 減の２０７人、製造業は 31.0% 増の１６９人

となっている。 

⑤ まとめ 

昭和３０年に鉱業従事者数は八束村２６人、川上村５人、湯原町３人の順となり、中和

村は該当者不在となっている。建設業従事者数は湯原町３０２人、川上村９４人、八束村

６９人、中和村２３人の順となっている。製造業従事者数は湯原町１２９人、川上村８９

人、八束村５８人の順となっている。 

同年以降における各業種従事者数の推移状況をみると以下のとおりである。 

鉱業従事者数は、八束村と湯原町では昭和４０年に急増して最高に達し、その後は急落

し、減少基調で推移している。川上村は昭和５０年まで増加基調で推移し、その後は急激

に減少し、横ばい状態に転じ、平成２年は該当者不在となっている。中和村は昭和５０年

に初めて１人を記録し、同６０年からは該当者を継続して記録し、減少基調で推移してい

る。 

建設業従事者数は、湯原町、川上村、中和村では全体的に減少基調で推移し、その過程

において湯原町は昭和３５年、川上村と中和村は同４０年に最低を記録し、同５０年には

３か町村とも急激に増加し、その後湯原町は減少基調、川上村と中和村は増加基調で推移

している。一方、八束村は一貫して増加し、その推移過程で昭和４５年に急増している。 

製造業従事者数は、各町村とも増加基調で推移し、その過程において湯原町は昭和３５

年、川上村、八束村、中和村は同４０年に最低を記録している。なお、中和村は昭和３５

年に初めて６人を記録している。その後、４か町村は同５０年に劇的に増加し、その後各

町村とも増加基調で推移し、川上村と八束村は同６０年、中和村と湯原町は平成２年に最

高を記録し、その後４か町村は同１２年に急落している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年の各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、鉱業

では八束村は 42.3% 減の１５人、湯原町は 1,233.3%増の７人、川上村は 60.0% 減の２人、

中和村は増減率０％（対昭和５０年）の１人という順になっている。建設業では八束村は

215.9%増の２１８人、湯原町は 31.5% 減の２０７人、川上村は 75.5% 増の１６５人、中和

村は 273.9%増の８６人という順になっている。製造業では八束村は 217.2%増の１８４人、

湯原町は 31.0% 増の１６９人、川上村は 1.1%増の９０人、中和村は 92.5%増（対昭和３５

年）の８０人の順となっている。 

２２２２ 業種別従事者数割合業種別従事者数割合業種別従事者数割合業種別従事者数割合のののの推移推移推移推移 

第２次産業部門における業種別従事者数割合及び同割合の特化係数の推移状況は表１

３、１４に示すとおりである。なお、比較のため真庭郡及び岡山県の同資料を付記する。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和３０年における鉱業従事者数割合は 4.3%、建設業従事者数割合は 61.2% 、製造業従
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事者数割合は 34.5% となっている。 

同年以降、鉱業従事数者割合は急速に拡大し、昭和４０年に 22.8% とピ－クに達し、同

４５年には 6.3%と急激に縮小し、その後は 1.7～3.6%の範囲を乱高下している。建設業従

事者数割合は昭和３５年に 48.6% と急速に縮小し、その後は 39.6～57.9%の範囲を乱高下

しながら推移し、その過程で最低が同６０年、最高は同４５年となっている。製造業従事

者数割合は昭和４０年に 29.2% と急落して最低を記録し、その後は拡大に転じ、同６０年

に 57.9% と最高に達し、その後は 40.0% 台を下降している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、鉱業は 2.3 ポイント縮小の 2.0%、建設業は 6.0 ポイント縮小の 55.2% 、製造業は

8.3 ポイント拡大の 42.8% となっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合

の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、鉱業は 53.5% 、建設業は 9.8%の縮小、

反対に製造業は 24.1% の拡大となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年に鉱業従事者数割合は 2.9%、建設業従事者数割合は 36.6% 、製造業従事者数

割合は 60.5% となっている。以上の各業種従事者数割合は蒜山地域と比べて、鉱業は 2.9 

ポイント、建設業は 24.6 ポイント下回り、反対に製造業は 26.0 ポイント上回っている。 

同年以降、鉱業従事者数割合は縮小基調で推移し、その過程において昭和３５年に 3.6%

と最高を記録し、その後横ばい状態となり、同４５年には 0.9%と急激に縮小し、その後は

0.4～0.8%の範囲を乱高下している。建設業従事者数割合は拡大基調で推移し、その過程に

おいて昭和４０年に 25.3% と最低を記録し、その後は拡大基調に転じ、26.7～37.9%の範囲

を乱高下しながら上昇し、平成１２年に最高に達している。製造業従事者数割合は拡大基

調で推移し、その過程において昭和４５年に 72.4% と最高を記録し、その後は縮小基調に

転じ、６０％台を下降している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、鉱業は 2.2 ポイント縮小の 0.7%、建設業は 1.3 ポイント拡大の 37.9% 、製造業従

事者数割合は 0.9 ポイント拡大の 61.4% となっている｡ 以上の平成１２年における各業種

従事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、鉱業の縮小率は 75.9% 、

建設業の拡大率は 3.6%、製造業の拡大率は 1.5%となっている。 

上記した平成１２年における各業種従事者数割合は、蒜山地域と比べて鉱業は 1.3 ポイ

ント、建設業は 17.3 ポイント下回り、反対に製造業は 18.6 ポイント上回っている。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年に鉱業従事者数割合は 4.4%、建設業従事者数割合は 16.9% 、製造業従事者数

割合は 78.7% となっている。 

同年以降、鉱業従事者数割合は一貫して縮小し、昭和５０年に 1.0%を割り込み、平成７

年以降は最低となっている。建設業従事者数割合は一貫して拡大し、その推移過程におい

て昭和４５年に 20.7% と２０％台に達し、その後は２０％台を上昇し、平成７年には３０

％台に乗り 30.6% となり、その後は３０％台を上昇している。製造業従事者数割合は縮小

基調で推移し、その過程において昭和４０年に 79.4% と最高に達し、その後は７０％台を

下降し、平成７年以降は６０％台を下降し、同１２年に最低を記録している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、鉱業は 4.1 ポイント縮小の 0.3%、建設業は 15.1 ポイント拡大の 32.0% 、製造業は

11.0 ポイント縮小の 67.7% となっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合

の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、鉱業と製造業の縮小率はそれぞれ

21.3% 、124.0%、反対に建設業は 89.3% の拡大となっている。 

上記した平成１２年の各業種従事者数割合は蒜山地域と比べて、鉱業は 1.7 ポイント、

建設業は 23.2 ポイント下回り、反対に製造業は 24.9 ポイント上回っている。 

⒟ 各業種従事者数割合の特化係数の推移 

前述の蒜山地域における各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況は

表１４に示すとおりである。なお、比較のため真庭郡の場合についても付記する。 

鉱業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.98 となり、同３５年に 5.09 と急上昇
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し、同４０年には 10.85 と突出し、その後は 3.17～5.14 の範囲を乱高下し、平成７年に

8.67 と再び上昇し、同１２年には 6.67 と低下している。 一方、真庭郡の場合は昭和３

０年に 0.66 となり、その後は平成２年まで概ね 1.00～1.52 の範囲を上下し、その推移過

程で昭和４５年及び同５５年には 0.60 台に低下し、平成７年には急上昇して 2.00 となり、

同１２年に 2.33 となっている。 

以上のように、蒜山地域と真庭郡における特化係数は、ともに昭和３０年は 1.00 を下回

り、同年以降の推移過程において蒜山地域は 1.00 を大幅に上回り、真庭郡は 1.00 台で推

移している。 

建設業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 3.62 となり、同３５年には急低下して

2.60 となり、その後は 2.00 台で推移し、同５０年以降は 1.00 台を乱高下し、平成１２年

に 1.73 となっている。一方、真庭郡の場合は昭和３０年に 2.17 となり、同３５年に 1.68

と急落し、その後は概ね 1.11～1.37 の範囲を乱高下し、平成１２年に 1.18 となっている。 

以上のように、蒜山地域と真庭郡における特化係数は全時点において岡山県レベルを超

えているが、蒜山地域の方が真庭郡を上回っている。 

製造業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.44 となり、その後は上昇基調で推移

し、同６０年に 0.79 と最高に達し、その後は低下基調に転じ、平成１２年に 0.63 となっ

ている。一方、真庭郡は昭和３０年に 0.77 となり、その後は上昇し、同４０年に 0.90 と

なり、同年以降は 0.94 前後で推移し、平成１２年に 0.91 となっている。 

以上のように、蒜山地域と真庭郡における特化係数は全時点に亘って岡山県レベルに達

せず、その推移過程において蒜山地域の方が下回っている。 

⒠ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における第２次産業部門の各業種従事者数割合と同割合の特化

係数の推移状況を真庭郡及び岡山県との対比でまとめると以下のようである。 

⒠－1  各業種従事者数割合の推移 

昭和３０年以降４５年間の５年刻み時系列的推移状況は次のようである。 

鉱業従事者数割合は、蒜山地域では縮小基調で推移し、その過程で昭和４０年まで急速

に拡大し、その後は急激に縮小し、横ばい状態に転じている。一方、真庭郡の場合も縮小

基調で推移し、その過程で昭和３５年に僅差ながら拡大し、その後は急激に縮小し、横ば

い状態に転じ、岡山県の場合は一貫して縮小している。 

建設業従事者数割合は、蒜山地域では縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年に急速

に縮小し、その後は概ね横ばい状態となっている。一方、真庭郡の場合は拡大基調で推移

し、その過程で昭和４０年に急速に縮小し、その後拡大に転じている。岡山県の場合も拡

大基調で推移している。 

製造業従事者数割合は、蒜山地域では拡大基調で推移し、その過程で昭和４５年まで概

ね横ばい状態となり、その後は拡大し、昭和６０年に最高に達し、その後は縮小し、横ば

い状態に転じている。一方、真庭郡も拡大基調で推移し、その過程で昭和４５年に最高に

達し、その後は縮小基調で推移している。岡山県は縮小基調で推移し、その過程で昭和４

０年に最高に達し、その後は一貫して縮小している。 

上記した各業種従事者数割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和３０年と平成１２年

の時点で列記すると以下のとおりである。なお、0.0%は 0.5%未満を示し、括弧内は平成１

２年における同割合の昭和３５年に対する縮小又は拡大の比率（概数）である。 

鉱業従事者数割合 

蒜山地域： ４％－ ２％（縮小率５４％） 

真庭郡： ３％－ １％（縮小率７６％） 

岡山県： ４％－  0.0%（縮小率９６％） 

建設従事者数割合 

蒜山地域：６１％－５５％（縮小率１０％） 

真庭郡：３７％－３８％（拡大率 ４％） 

岡山県：１７％－３２％（拡大率８９％） 

製造業従事者数割合 
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蒜山地域：３５％－４３％（拡大率２４％） 

真庭郡：６１％－６１％（拡大率 ２％* ） 

岡山県：７９％－６８％（縮小率１４％） 

*両時点の従事者数割合は同一水準であるが､拡大率が2%となっている理由は同割合が概数のためである｡ 

上記したように、鉱業従事者数割合は昭和３０年の時点では蒜山地域、真庭郡、岡山県

の３地域間較差は目立たないが、平成１２年には岡山県の縮小率が高く、そのため蒜山地

域との較差は広がっている。 

建設従事者数割合は昭和３０年の時点で３地域間較差は大きく、平成１２年には蒜山地

域の同割合が縮小し、真庭郡及び岡山県の方は拡大し、３地域間較差がいくぶん小さくな

っている。なお、蒜山地域の同割合は両時点において最高である。 

製造業従事者数割合は昭和３０年の時点で蒜山地域が最も低く、岡山県は最も高くなっ

ている。この３地域間順位は平成１２年においても変わってないが、蒜山地域の同割合は

大きく拡大し、真庭郡はほとんで変化なく、岡山県はかなり縮小している。 

⒠－2  各業種従事者数割合の特化係数の推移 

蒜山地域の第２次産業部門における各業種の位置づけを、同従事者数割合の特化係数（岡

山県＝1.00）の視点から行うと以下のようである。 

鉱業従事者数構割合の特化係数は、昭和３５年に 5.09 となり、その後は概ね 4.00 台で

推移し、平成７年に 8.67、同１２年に 6.67 と上昇し、この業種への特化が顕著である。

この点は真庭郡の概ね 1.00 台での推移と著しく相違している。 

建設業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年 3.62 となり、同３５～４５年の間は 2.00

台で推移し、その後は 1.00 台に下降している推移状況から、この業種への特化は昭和４０

年代前半期まで進み、その後はいくぶん停滞している。一方、真庭郡の場合は岡山県レベ

ルを僅差ながら超える程度で、蒜山地域のケ－スとかなり異なっている。 製造業従事者

数割合の特化係数は、1.00 を大幅に下回り、この業種への特化はみられない。一方、真庭

郡における特化係数は蒜山地域を上回るものの岡山県レベルに近接する程度に過ぎない。 

（２） ４か町村 

各町村の第２次産業部門における各業種従事者数割合と同割合の特化係数（岡山県＝

1.00）の推移状況を表１３、１４の資料により記述する。 

① 川上村 

昭和３０年における鉱業従事者数割合は 2.7%、建設業従事者数割合は 50.0% 、製造業従

事者数割合は 47.3% となっている。 

同年以降、各業種従事者数割合の推移状況は次のとおりである。 

鉱業従事者数割合は、縮小基調で推移し、その過程において昭和３５年に急拡大して

11.8% と最高を記録し、その後は横ばい状態となり、同４５年に 4.7%と急落し、その後は

再び横ばい状態となり、同５５年以降は 0.4～0.9%の範囲で推移し、平成２年は該当者不在

となっている。 

建設業従事者数割合は、拡大基調で推移し、その過程において昭和４５年に 83.2%と最

高に達し、同５０年には急激に縮小して 55.8% となり、その後は 46.4%～64.2% の範囲で

推移している。 

製造業従事者数割合は、縮小基調で推移し、その過程において昭和３５年に 30.4%と縮

小し、同４０年には１０％台に急落し、同４５年に 12.1% と最低を記録し、その後は急拡

大に転じ、その推移過程で同６０年に 53.2% と最高を記録し、平成年代は概ね３０％台で

推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、鉱業は 1.9 ポイント縮小の 0.8%、建設業は 14.2 ポイント拡大の 64.2% 、製造業は

12.3 ポイント拡大の 35.0% となっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合

の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、鉱業の縮小率は 70.3% 、建設業の拡

大率は 28.4% 、製造業の縮小率は 26.0% となっている。 

次に各業種従事者割合の特化係数の推移状況をみると以下のようである。 

鉱業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.61 と岡山県レベルを大幅に下回り、同
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３５年には 3.47 と上昇し、その後も上昇を続け、同５０年に 7.57 と最高に達し、同５５

年には 1.50 と急激に低下し、さらに同６０年に 0.67 と急落し、平成２年には該当者不在

となり、同７年に 1.33 となり、同１２年には 2.66 となっている。 

建設業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 2.96 となり、その後は上昇し、同４５

年に 4.02 と最高に達し、同５０年には 2.23 と急落し、その後は概ね 1.00 台後半で推移し、

平成１２年に 2.01 となっている。 

製造業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.60 と岡山県レベルを大幅に下回り、

その後は下降し、同４５年に 0.16 と最低を記録し、その後は 0.50～0.73 の範囲で推移し、

その最高は昭和６０年、最低は平成２年となり、同１２年は 0.52 となっている。 

② 八束村 

昭和３０年にいおける鉱業従事者数割合は 17.0% 、建設業従事者数割合は 45.1% 、製造

業従事者数割合は 37.9% となっている。 

同年以降、各業種従事者数割合の推移状況をみると次のようである。 

鉱業従事者数割合は、縮小基調で推移し、その過程において昭和３５年に 32.6% 、同４

０年には 46.0% と最高に達し、その後は縮小基調に転じ、同４５年に 11.9% 、その後は

3.1～6.0%の範囲を概ね下降し、平成２年に 3.1%と最低を記録している。 

建設業従事者数割合は、拡大基調で推移し、その過程において昭和３５年に 36.9%と急

速に縮小し、その後は同６０年まで概ね３０％台で推移し、平成２年には 40.6% と４０％

台に乗り、その後は５０％台へと拡大し、同１２年に最高に達している。 

製造業従事者数割合は、拡大基調で推移し、その過程において昭和３５年に 30.5%と３

０％台に、さらに同４０年には１０％台に下降し、同４５年には 36.5% と急激に拡大し、

同６０年に 61.0% と最高に達し、その後は４０％台へと下降縮小している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、鉱業は 13.4 ポイント縮小の 3.6% 、建設業は 7.2 ポイント拡大の 52.3% 、製造業

は 6.2 ポイント拡大の 44.1% となっている。以上の平成１２年における各業種従事者数割

合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、鉱業の縮小率は 78.8% 、建設業の

拡大率は 16.0% 、製造業の拡大率は 16.4% となっている。 

次に上記の各業種従事者数割合の特化係数の推移状況をみると以下のようである。 

鉱業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 3.86 となり、その後は上昇基調で推移し、

その過程で同４０年に 21.90 と最高に達し、次いで平成７年に 16.00 、同１２年には 12.00

となり、他の時点は 6.83～8.50 の範囲で推移している。 

建設業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 2.67 となり、その後は低下基調で推移

し、その過程で同４５年に 2.49 と最高に達し、その後は 1.00 台となり、同６０年に 1.31

と最低を記録し、平成１２年には 1.63 となっている。 

製造業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.48 と岡山県レベルを大幅に下回り、

その後は上昇基調で推移し、その過程で同４０年に 0.21 と最低を記録し、同６０年に 0.88

と最高に達し、平成１２年には 0.65 となっている。 

③ 中和村 

昭和３０年に鉱業従事者と製造業従事者は存在せず、建設業従事者のみとなっている。 

同年以降、各業種従事者数割合の推移状況は以下のようである。 

鉱業従事者数割合は、昭和４５年まで不在が続き、同５０年に初めて 0.5%と記録され、

同５５年には再び不在となり、同６０年には 1.8%となり、平成２年に 2.7%と最高に達し、

その後は縮小し、同１２年には１％未満となっている。 

建設業従事者数割合は、縮小基調で推移し、その過程において昭和３５年に 64.7%と急

激に縮小し、その後は拡大に転じ、同４５年に 84.2% と最高を記録し、同５０年には２０

％台へと急激に縮小し、同５５年に 27.1% と最低を記録し、その後は拡大に転じ、３０％

台を上昇し、平成１２年には５０％に達している。 

製造業従事者数割合は、昭和３５年に初めて 35.3% と記録され、その後は縮小し、同４

５年に 15.8% と最低を記録し、同５０年には急激に拡大して７０％台に乗り、同５５年に

72.9% と最高に達し、その後は緩やかに縮小し、平成７年に 62.9% となり、同１２年には
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４０％台に急落している。 

上記の推移経過にもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、建設業では昭和

３０年と比べて 48.5 ポイント縮小の 51.5% 、鉱業では同５０年と比べて 0.1 ポイント拡

大の 0.6%、製造業では同３５年と比べて 12.6 ポイント拡大の 47.9% となっている。以上

の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和３０年あるいは同３５年、同５０年に対

する縮小又は拡大の比率をみると、建設業の縮小率は 48.5% 、鉱業の拡大率は 200.0%、製

造業の拡大率は 35.7% となっている。 

次に上記の各業種従事者割合の特化係数の推移状況をみると以下のようである。 

鉱業従事者数割合の特化係数は、昭和５０年に初めて 0.71 と記録され、同５５年は該当

者不在となり、同６０年に 3.00 となり、平成２年に 6.75 と最高に達し、その後は下降し、

平成１２年に 2.00 となっている。 

建設業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 5.92 となり、その後は低下基調で推移

し、その過程で同５０年に 1.17 と 1.00 台に落ち、同５５年に 1.00 と最低を記録し、その

後は 1.00 台を上昇し、平成１２年に 1.61 となっている。 

製造業従事者数割合の特化係数は、昭和３５年に初めて 0.45 と記録し、岡山県レベルを

大幅に下回り、同４５年に 0.20 と最低を記録し、その後は上昇基調で推移し、同５５年に

1.01 に達し、その後は 0.90 前後で推移し、平成１２年に 0.71 と低下している。 

④ 湯原町 

昭和３０年における鉱業従事者数割合は 0.7%，建設業従事者数割合は 69.6% 、製造業従

事者数割合は 29.7% となっている。 

同年以降、各業種従事者数割合の推移状況は次のようである。 

鉱業従事者数割合は、拡大基調で推移し、その過程において昭和３５年に 4.3%と拡大し、

同４０年には 6.6%と最高に達し、その後は 1.1～2.9%の範囲を乱高下し、平成１２年には

２％を僅差ながら割っている。 

建設業従事者数割合は、縮小基調で推移し、その過程において昭和３５年に 55.9%と縮

小し、その後は 45.1～58.8%の範囲を乱高下し、その推移過程で最高は平成２年、最低は同

７年となり、同１２年は５０％台となている。 

製造業従事者数割合は、拡大基調で推移し、その過程において昭和３５年に 39.8%と拡

大し、同４０年に４０％台に乗り、その後は概ね４０％台を乱高下し、その推移過程で同

６０年及び平成７年には５０％台に乗っている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

較して、鉱業は 0.9 ポイント拡大の 1.8%、建設業は 15.6 ポイント縮小の 54.0% 、製造業

は 14.5 ポイント拡大の 44.2% となっている。以上の平成１２年における各業種従事者割

合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、鉱業の拡大率は 128.6%、建設業の

縮小率は 22.4% 、製造業の拡大率は 48.8% となっている。 

次に上記の各業種従事者数割合の特化係数の推移状況をみると以下のようである。 

鉱業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.16 と岡山県レベルを超大幅に下回り、

同３５年には 1.26 と岡山県レベルを小幅ながら上回り、その後は概ね 2.00 台後半で推移

し、平成７年には 7.00 と急激に上昇し、同１２年に 6.00 となっている。 

建設業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 4.12、同３５年に 2.99 と急落し、そ

の後は低下基調で推移し、同５５年に 1.96 と 2.00 を切り、その後は 1.00 台で推移し、平

成７年に 1.47 と最低を記録し、同１２年に 1.69 となっている。 

製造業従事者数割合の特化係数は、昭和３０年に 0.38 となり、その後は上昇基調で推移

し、平成７年に 0.76 と最高に達し、同１２年に 0.65 となっている。 

⑤ まとめ 

⑤－1  業種従事者数割合の推移 

以上で記述した４か町村の第２次産業部門における各業種従事者数割合及び同割合の特

化係数（岡山県＝1.00）の推移状況を町村間比較でとりまとめると以下のようである。 

鉱業従事者数割合は、川上村と八束村は縮小基調で推移し、その過程で川上村は昭和３

５年、八束村は同３５～４０年に急激に拡大した後は急速に縮小し、その後は縮小基調で
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推移している。一方、湯原町は拡大基調で推移し、その過程で昭和４０年に最高となり、

同４５年に急速に縮小し、その後は概ね横ばい状態となっている。中和村は昭和５０年に

該当者が初めて記録され、同６０年から継続的に記録され、拡大基調で推移し、その過程

で平成２年に最高に達している。 

建設業従事者数割合は、川上村と八束村は拡大基調で推移し、その過程において川上村

は昭和４５年に最高に達し、同５０年に急激に縮小し、その後は緩やかな拡大基調となり、

八束村は同４５年まで拡大し、その後縮小し、横ばい状態に転じている。一方、中和村と

湯原町は縮小基調で推移し、その過程において中和村は昭和４５年に最高に達し、同５５

年に最低となり、湯原町は緩やかな縮小基調パタ－ンで推移している。 

製造業従事者数割合は、川上村は縮小基調で推移し、その過程で昭和４５年に最低、同

６０年に最高を記録し、平成１２年には昭和３０年の時点をかなり下回っている。一方、

八束村、中和村、湯原町は拡大基調で推移し、その過程において中和村は昭和５５年、八

束村は同６０年、湯原町は平成７年に最高を記録している。 

上記した各業種従事者数割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和３０年と平成１２年

の時点で示すと以下のようである。なお、該当者不在の場合は０％、括弧内は平成１２年

の同割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率（概数）を示す。 

鉱業従事者数割合 

川上村：  ３％－ １％（縮小率 ７０％） 

八束村： １７％－ ４％（縮小率 ７９％） 

中和村：  ０％－ １％（拡大率２００％*） 

湯原町：  １％－ ２％（拡大率１２９％） 

*は昭和50 年に対する平成12 年の拡大率｡ 

建設業従事者数割合 

川上村： ５０％－６４％（拡大率 ２８％） 

八束村： ４５％－５２％（拡大率 １６％） 

中和村：１００％－５２％（縮小率 ４９％） 

湯原町： ７０％－５４％（縮小率 ２２％） 

製造業従事者数割合 

川上村： ４７％－３５％（縮小率 ２６％） 

八束村： ３８％－４４％（拡大率 １６％） 

中和村：  ０％－４８％（拡大率 ３６％*） 

湯原町： ３０％－４４％（拡大率 ４９％） 

*は昭和35 年に対する平成12 年の拡大率｡ 

上記したように、鉱業従事者数割合は昭和３０年に八束村が１７％と圧倒的に高く、次

いで川上村３％、湯原町１％と続き、中和村は該当者不在となっている。平成１２年の時

点では八束村は４％、次いで湯原町２％、川上村と中和村各１％の順となっている。 

建設業従事者数割合は、昭和３０年に中和村１００％、次いで湯原町７０％、川上村５

０％、八束村４５％の順となり、町村間較差は大きい。しかし、平成１２年の時点では川

上村６４％、湯原町５４％、八束村５２％、中和村５２％の順となり、町村間較差は縮小

している。それは両時点間における同割合の推移状況が川上村と八束村では拡大し、中和

村と湯原町では縮小していることに起因する部分が大きい。 

製造業従事者割合は、昭和３０年に川上村４７％、八束村３８％、湯原町３０％の順と

なり、中和村は該当者不在となっている。平成１２年の時点では中和村４８％、湯原町と

八束村各４４％、川上村３５％の順となり、川上村は同割合を大きく落としているが、そ

の主因は両時点間における同割合の縮小による部分が大きい。 

⑤－2  各業種従事者数割合の特化係数の推移 

４か町村における各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況は以下の

ようである。 

鉱業従事者数割合の特化係数は、八束村では全時点に亘って岡山県レベルを超大幅に上

回り、湯原町は昭和３５年以降において同レベルを上回り、とくに平成７年以降は超大幅
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に上回っている。川上村では昭和３５～５０年の各時点で岡山県レベルを八束村に次いで

大幅に上回り、同５５年以降は同レベルに近接し、平成２年には該当者不在となり、同１

２年には再び同レベルを上回っている。中和村では昭和５０年に初めて記録され、岡山県

レベルをかなり下回り、同６０年以降は同レベルをかなり上回っている。 

以上のように、鉱業への特化は八束村は全時点に亘り、湯原町は昭和４０年以降全時点

において、川上村は同３５～５０年、中和村は同６０年以降において顕著である。 

建設業従事者数割合の特化係数は、各町村において全時点に亘って上回り、とくに昭和

３０～４５年の間は大幅に上回り、なかでも中和村と川上村は超大幅に上回っている。し

かし、昭和５０年以降において八束村と中和村は岡山県レベルにかなり近接し、一方、川

上村と湯原町はかなり上回っている。 

以上のように、４か町村は全期間に亘って建設業に特化しているが、特化程度が顕著な

期間は川上村は昭和５０年まで、八束村と中和村は同４５年まで、湯原町は同５５年まで

となっている。 

製造業従事者数割合の特化係数は、各町村とも時系列的に上昇しているが、岡山県レベ

ルを下回っている。しかし、中和村は岡山県レベルにかなり近接し、昭和５５年には同レ

ベルに達している。以上のように、４か町村とも製造業への特化はみられない。 

 

第第第第３３３３項項項項 第第第第３３３３次産業部門次産業部門次産業部門次産業部門 

１１１１ 業種別従事者数業種別従事者数業種別従事者数業種別従事者数のののの推移推移推移推移 

第３次産業部門の小区分に基づく卸売・小売業及び飲食店（以下、卸売・小売業と略称）、

金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、電気・ガス・熱供給・水道業（以下、電気・水

道業と略称）、サ－ビス業、公務の７業種別従事者数（男女）の昭和３０年以降４５年間

５年刻みの時系列的推移状況を表１５に基づき記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡

山県の同資料を付記する。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和３０年における卸売・小売業は４９２人、金融・保険業は３７人、運輸・通信業は

２０８人、サ－ビス業は５８７人、公務は１６０人となっている。なお、電気・通信業は

昭和３５年、不動産業は同４５年に初めて記録され、それぞれ２９人、１０人となってい

る。 

同年以降、卸売・小売業は増加基調で推移し、その過程で昭和５５年に８７４人と最高

に達し、その後はいくぶん減少し、概ね横ばい状態となっている。金融・保険業は減少基

調で推移し、その過程で昭和３５年に半減し、その後は増加基調に転じ、同５０年に４６

人と最高を記録し、その後は３０人台を下降し、平成１２年に急落している。不動産業は

減少基調で推移し、その過程で昭和５０年に１６人と最高に達し、その後は８人前後で推

移している。運輸・通信業は減少基調で推移し、その過程で昭和３５年に１３７人と激減

し、その後は１００人台を上昇基調で推移している。電気・水道業は減少基調で推移し、

その過程で昭和６０年まで２０人台を下降し、平成２年以降は１０人台を上下している。

サ－ビス業は増加基調で推移し、その過程で昭和４５年に 1,158 人と１千人台に乗り、そ

の後は１千人台を上昇基調で推移し、平成１２年に最高に達している。公務もまた増加基

調で推移し、昭和５０年に２３０人と２００人台に乗り、その後は２００人台を上昇基調

で推移し、平成７年に２５０人と最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

卸売・小売業は 66.9% 増の８２１人、金融・保険業は 35.1% 減の２４人、不動産業は 40.0% 

減の６人、運輸・通信業は 12.0% 減の１８３人、電気・水道業は 48.3% 減の１５人、サ－

ビス業は 172.0%増の 1,597 人、公務は 51.3%増の２４２人となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年に卸売・小売業は 3,248 人、金融・保険業は２０４人、運輸・通信業は 1,170 

人、サ－ビス業は 2,625 人、公務は６４２人なっている。なお、電気・水道業は同３５年、

不動産業は同４５年に初めて記録され、それぞれ１２５人、２０人となっている。 
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同年以降、卸売・小売業は増加基調で推移し、その過程で昭和５５年に 4,873 人と最高

に達し、その後は減少している。金融・保険業もまた増加基調で推移し、その過程で昭和

３５年に１７０人と減少し、その後は増加し、平成２年に３６８人と最高に達し、その後

は減少している。不動産業は増加基調で推移し、その過程で昭和６０年まで概ね２０人台

の横ばい状態となり、その後は拡大に転じ、平成７年に３６人と最高に達している。運輸

・通信業は減少基調で推移し、昭和４５年に 1,159 人と最高に達し、その後いくぶん減少

し、概ね横ばい状態で推移している。電気・水道業は減少基調で推移し、その過程で昭和

４５年まで減少し、その後増加に転じ、同５５年に１４７人と最高に達し、その後は減少

基調に転じている。サ－ビス業は増加基調で推移し、平成１２年に最高に達している。公

務もまた増加基調で推移し、平成７年に 1,042 人と最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

卸売・小売業は 26.8% 増の 4,118 人、金融・保険業は 39.2% 増の２８４人、不動産業は

75.0% 増の３５人、運輸・通信業は 6.4%減の 1,095 人、電気・水道業は 18.4% 減の１０

２人、サ－ビス業は 139.7%増の人、公務は 58.3% 増の 1,016 人となっている。 

上記した真庭郡の各業種従事者数の増減率を蒜山地域と比較すると、卸売・小売業の増

加率は 40.1 ポイント下回り、運輸・通信業の減少率は 5.6 ポイント下回り、電気・水道業

の減少率は 29.9 ポイント下回り、サ－ビス業の増加率は 32.3 ポイント下回り、反対に公

務の増加率は 7.0 ポイント上回っている。一方、金融・保険業及び不動産業は共に真庭郡

の方が増加し、蒜山地域は減少となっている。 

次に蒜山地域における各業種従事者数の真庭郡に占める比率（対真庭郡比）の推移状況

をみると以下のようである。 

卸売・小売業は、昭和３０年に 15.1% となり、その後は緩やかな上昇基調に転じ、平成

１２年に 19.9% と最高に達している。 

金融・保険業は、昭和３０年に 18.1% となり、その後は低下基調で推移し、その過程で

同３５年に 10.6% と急落し、その後は 14.0% 前後で推移し、同５５年以降は 10.0% 台を

下降し、平成２年に 10.0% を切り、同１２年に 8.5%となっている。 

不動産業は、昭和４５年に 50.0%となり、同５０年に 51.6% と最高を記録し、その後は

急速な低下に転じ、平成１２年に 17.1% と最低を示している。 

運輸・通信業は、昭和３０年に 22.1% となり、同３５年に 14.1% と急落し、その後は１

５％前後で推移し、平成１２年に 16.7% となっている、 

電気・水道業は、昭和３５年に 23.2% となり、同４０年に 25.2% と最高に達し、その後

は低下基調で推移し、その過程で平成７年に 10.5% と最低を記録し、同１２年には 14．7%

となっている。 

サ－ビス業は昭和３０年に 22.4%となり、その後は上昇し、昭和５５年に 29.4% と最高

を記録し、同６０年は横ばい状態となり、その後はかなり急速に下降し、平成７～１２年

は 25.4%となり、昭和３５年の水準を僅かながら超えている。 

公務は、昭和３０年に 24.9% となり、その後は低下基調で推移し、同４５年に 21.9% 

と最低となり、その後は上昇基調で推移し、平成２年に 24.4% と昭和３０年の水準に戻り、

同１２年には 23.8% と極僅差ながら低下している。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年における卸売・小売業は 90,129 人、金融・保険業は 8,861 人、運輸・通信

業は 33,667 人、サ－ビス業は 69,792 人、公務は 23,724 人を数え、一方、電気・水道業は

同３５年、不動産業は同４５年に初め記録され、それぞれ 3,879 人、2,312 人を数えてい

る。 

同年以降、卸売・小売業は増加基調で推移し、その過程で平成７年に 206,524 人と最高

に達している。金融・保険業は一貫して増加し、平成７年に 24,735 人と最高に達している。

不動産業もまた一貫して増加し、平成１２年に最高を記録している。運輸・通信業は増加

基調で推移し、その過程で平成７年に 60,442 人と最高を記録している。電気・水道業は一

貫して増加し、その過程で昭和６０年に 5,362 人と最高に達し、その後は概ね横ばい状態

で推移している。サ－ビス業は一貫して増加し、平成１２年に最高を記録している。公務
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は増加基調で推移し、平成７年に 30,729 人と最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

卸売・小売業は 126.4%増の 20,407 人、金融・保険業は 159.6%増の 23,000 人、不動産業は

178.1%増の 6,429 人、運輸・通信業は 78.0% 増の 59,925% 人、電気・水道業は 36.7% 増

の 5,302 人、サ－ビス業は 255.1%増の 247,826 人、公務は 28.1% 増の 30,387 人となって

いる。 

上記した各業種従事者数の増減率を蒜山地域の場合と比べると、卸売・小売業の増加率

は59.5ポイント上回り、サ－ビス業の増加率は83.1ポイント上回り、公務の増加率は23.2

ポイント下回っている。一方、岡山県における金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、

電気・水道業は増加し、反対に蒜山地域の方は減少している。 

次に蒜山地域の各業種従事者数の岡山県に占める比率（対岡山県比）の推移状況をみる

と以下のようである。 

卸売・小売業は、昭和３０年に 0.55% となり、同４０年に 0.46% と低下し、その後は

0.40% 台を上下し、平成２年以降は 0.40% の横ばい状態となっている。 

金融・保険業は、昭和３０年に 0.42% となり、同３５年には 0.18% と急激に低下し、そ

の後 0.10% 台を下降基調で推移し、平成１２年に 0.10% となっている。 

不動産業は、昭和４５年に 0.43%となり、同５０年は横ばい状態となり、同５５年に半

減し、その後は急速に低下し、平成１２年に 0.09% となっている。 

運輸・通信業は、昭和３０年に 0.77% となり、同３５年には 0.38% と半減し、その後は

0.30% 台の横ばい状態となっている。 

電気・水道業は、昭和３５年に 0.74% となり、その後は一貫して低下し、平成１２年に

0.28% となっている。 

サ－ビス業は、昭和３０年に 0.84% となり、同３５年に 0.92% となり、同５５年までは

0.90% 台で推移し、その後は低下に転じ、平成１２年に 0.64% となっている。 

公務は、昭和３０年に 0.67% となり、同３５年以降は 0.70% 台で推移し、平成２年に

0.84% と 0.80% 台に乗り、その後は低下し、同１２年に 0.80% となっている。 

⒟ まとめ 

⒟－1  各業種従事者数の推移 

蒜山地域における昭和３０年の各業種従事者数は、卸売・小売業４９２人、金融・保険

業３７人、運輸・通信業２０８人、サ－ビス業５８７人、公務１６０人、そして同３５年

に電気・水道業２９人、同４５年に不動産業１０人となっている。 

同年以降、卸売・小売業は増加基調で推移し、昭和５５年に最高に達し、その後はいく

ぶん減少し、横ばい状態で推移している。金融・保険業は昭和３５年に急落し、その後は

増加し、同５０年にピ－クに達している。不動産業は昭和４５年に初めて記録され、同５

０年に最高に達し、その後は減少し、横ばい状態で推移している。運輸・通信業は昭和４

５年に激減し、その後は増加基調で推移している。電気・水道業は昭和３５年に初めて記

録され、減少基調で推移している。サ－ビス業と公務は増加基調で推移し、前者は平成１

２年に最高となり、後者は同７年にピ－クに達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

卸売・小売業は 66.9% 増の８２１人、金融・保険業は 35.1% 減の２４人、不動産業は 40.0% 

減の６人、運輸・通信業は 12.0% 減の１８３人、電気・水道業は 48.3% 減の１５人、サ－

ビス業は 172.1%増の 1,597 人、公務は 51.3%増の２４２人となっている。 

上記した蒜山地域の平成１２年における各業種従事者数の増減率（対昭和３０年）を真

庭郡及び岡山県と比較すると、卸売・小売業の増加率は真庭郡を 40.1 ポイント上回り、岡

山県を 59.5 ポイント下回っている。サ－ビス業の増加率は真庭郡を 32.4 ポイント上回り、

岡山県を 83.0 ポイント下回っている。公務の増加率は真庭郡を 7.0 ポイント下回り、岡

山県を 23.2 ポイント上回っている。運輸・通信業の減少率は真庭郡を 5.6 ポイント上回

っているが、岡山県は反対に増加となっている。電気・水道業の減少率は真庭郡を 29.9

ポイント上回っているが、岡山県は反対に増加となっている。金融・保険業及び不動産業

は蒜山地域は減少し、真庭郡及び岡山県は反対に増加している。 
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⒟－2  対真庭郡比及び対岡山県比の推移 

蒜山地域における各業種従事者数の対真庭郡比及び対岡山県比の推移状況から、各業種

の真庭郡及び岡山県における地位の動向を昭和３０年を起点として読むと以下のようであ

る。 

真庭郡に占める地位の動向をみると、卸売・小売業は一貫して緩やかに向上し、金融・

保険業は後退を続け、不動産業は昭和４５～５０年に向上し、その後は急速に後退し、運

輸・通信業は同３５年に急激に後退し、その後は横ばい状態となり、電気・水道業は同４

５年以降後退し、サ－ビス業は同５５年まで向上し、その後は後退し、公務は同３５～４

５年間にいくぶん後退し、その後は回復向上し、同３０年の水準に戻っている。 

岡山県に占め地位の動向をみると、卸売・小売業は時系列的に大きな変化はなく、金融

・保険業は昭和３５年以降後退し、運輸・通信業は同３５年に著しく後退し、その後はほ

とんど変化なく、不動産業は同５５年に顕著に後退し、その後も後退を続け、電気・水道

業は経年的に後退し、サ－ビス業は同５５年まで大きな変化はなく、その後は後退に転じ、

公務は経年的に極めて緩やかながら向上している。 

（２） ４か町村 

上述した蒜山地域における各業種従事者数の推移状況を表１５により町村別にみると以

下のとおりである。 

① 川上村 

昭和３０年における卸売・小売業は５４人、金融・保険業は４人、運輸・通信業は３９

人、サ－ビス業は６６人、公務は２０人となっている。不動産業は昭和４５年、電気・水

道業は同５５年に初めて、それぞれ４人、２人を記録している。 

同年以降、卸売・小売業は増加基調で推移し、平成１２年に最高を記録している。金融

・保険業は昭和４０年まで変化なく、同４５年に３人と最低を記録し、同５０年と同６０

年に７人と最高に達し、その後は４～６人の範囲を乱高下している。不動産業は該当者不

在が昭和５５年、平成７～１２年にみられ、他の時点は２～３人の範囲で推移している。

運輸・通信業は昭和４０年に２６人と最低を記録し、同４５年に４０人台に急増し、同５

５年に４４人とピ－クに達し、その後は概ね４０人前後で推移している。電気・水道業は

昭和３０～５０年と平成２年は該当者不在となり、他の時点は１～２人の範囲で推移して

いる。サ－ビス業は昭和３５年に急増して１００人台に乗り、その後は急増基調で推移し、

平成１２年にピ－クに達している。公務もまた増加基調で推移し、平成１２年に最高を記

録している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

卸売・小売業は 398.1%増の２６９人、金融・保険業は 50.0% 増の６人、不動産業は該当者

なく、運輸・通信業は増減なく３９人、電気・水道業も増減なく２人、サ－ビス業は 472.7%

増の３７８人、公務は 170.0%増の５４人となっている。 

② 八束村 

昭和３０年における卸売・小売業は１４８人、金融・保険業は５人、運輸・通信業は４

４人、サ－ビス業は１４８人、公務は２０人を数えている。電気・水道業は昭和３５年、

不動産業は同４５年に初めて、それぞれ１人、５人を記録している。 

同年以降、卸売・小売業は増加パタ－ンで推移し、昭和５５年に２７３人と最高に達し、

その後は減少基調で推移している。金融・保険業は増加基調で推移し、その過程で昭和５

０年に１５人と最高を記録し、その後は減少基調に転じている。不動産業は昭和５５年ま

で横ばい状態で推移し、その後は減少し、その推移過程において同６０年～平成２年は１

人と急減し、その後は２～３人で推移している。運輸・通信業は増加基調で推移し、平成

年代は６０人台となり、同１２年に最高に達している。電気・水道業は昭和４０年に３人

と急増し、その後は１～２人の範囲で推移し、平成１２年に最高を記録している。サ－ビ

ス業は一貫して増加し、平成１２年に最高に達している。公務は増加基調で推移し、平成

１２年にピ－クに達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

卸売・小売業は 57.4% 増の２３３人、金融・保険業は 80.0% 増の９人、不動産業は 60.0% 
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減の２人、運輸・通信業は 47.7% 増の６５人、電気・水道業は 300.0%増の４人、サ－ビス

業は 204.7%増の４５１人、公務は 220.0%増の６４人となっている。 

③ 中和村 

昭和３０年の卸売・小売業は２９人、金融・保険業は８人、運輸・通信業は９人、サ－

ビス業は３８人、公務は１９人となっている。不動産業は平成１２年に初めて１人を記録

し、電気・水道業は全時点に亘って該当者不在となっている。 

同年以降、卸売・小売業は増加基調で推移し、その過程において昭和４５年まで横ばい

状態となり、同５０～５５年には５０人台に乗り、同６０年～平成２年に４０人台に減少

し、平成７年には５９人と最高に達し、その後は４０人台に減少している。金融・保険業

は昭和３５～４０年及び同５０年は該当者不在となり、他の時点は１～３人の範囲で推移

し、その最高は平成７年に記録されている。運輸・通信業は増加基調で推移し、その過程

で昭和４５年に１８人と最高を記録し、同６０年以降は１０人台で推移している。サ－ビ

ス業は増加基調で推移し、平成１２年に最高に達している。公務もまた増加基調で推移し、

平成７年に最高を記録している。 

以上の推移経過のもで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年に比べて、

卸売・小売業は 58.6% 増の４６人、金融・保険業は 75.0% 減の２人、運輸・通信業は 55.6% 

増の１４人、サ－ビス業は 155.3%増の９７人、公務は 68.4% 増の３２人、不動産業は１人

となっている。 

④ 湯原町 

昭和３０年に卸売・小売業は２６１人、金融・保険業は２０人、運輸・通信業は１１６

人、サ－ビス業は３３５人、公務は１０１人となっている。不動産業は昭和４５年に初め

て１人を記録している。 

同年以降、卸売・小売業は増加基調で推移し、その過程で昭和５５年に３８８人と最高

に達し、その後はかなり急速に減少している。金融・保険業は減少基調で推移し、その過

程で昭和３５年に９人と半減し、その後は増加に転じ、同５０年に２４人と最高に達し、

その後は減少し、平成１２年には１０人を切っている。不動産業は昭和５０年に８人と最

高に達し、その後は概ね３～４人の範囲で推移している。運輸・通信業は減少基調で推移

し、その過程で昭和３５年に５６人と半減して最低を記録し、その後は緩やかな増加に転

じ、同５０年と平成７年に７６人を記録し、他の時点は６５～７０人の範囲を乱高下して

いる。電気・水道業は減少基調で推移し、その過程で昭和６０年まで２０人台を下降し、

平成２年に１０人となり、同７年には７人と最低を記録し、同１２年には僅差ながら増加

している。サ－ビス業は増加を続け、昭和６０年に７７０人と最高に達し、その後７００

人台から６００人台に減少している。公務は全体的には減少基調で推移し、その過程にお

いて昭和３５年に７１人と最低を記録し、同５０年には１００人台に乗り、平成２年に１

１５人と最高に達し、同１２年には僅差ながら１００人を割り込んでいる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数は、昭和３０年と比べて、

卸売・小売業は 4.6%増の２７３人、金融・保険業は 65.0% 減の７人、不動産業は 200.0%

増の３人、運輸・通信業は 44.0% 減の６５人、電気・水道業は 67.8% 減の９人、サ－ビス

業は 100.3%増の６７１人、公務は 8.9%減の９２人となっている。 

⑤ まとめ 

上述した４か町村における各業種従事者数の昭和３０年～平成１２年間５年刻みの推移

状況を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

卸売・小売業は、昭和３０年に湯原町２６１人、八束村１４８人、川上村５４人、中和

村２９人の順になっている。同年以降、湯原町は増加基調で推移し、昭和５５年に最高に

達し、その後は減少を続けている。八束村は増加を続け、昭和５５年に最高に達し、その

後は減少基調で推移している。川上村は増加基調で推移し、平成１２年に最高に達してい

る。中和村は増加基調で推移し、平成７年に最高となり、その後は急減している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における卸売・小売業従事者数は、昭和３０年と

比べて、湯原町は 4.6%増の２７３人、川上村は 398.1%増の２６９人、八束村は 57.4% 増

の２３３人、中和村は 58.6% 増の４６人という順になっている。 
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金融・保険業は、昭和３０年に湯原町２０人、中和村８人、八束村５人、川上村４人の

順となっている。同年以降、湯原町は減少基調で推移し、その過程で昭和３５年に半減し、

その後急増し、昭和５０年に最高に達し、その後は減少に転じ、平成１２年に最低となっ

ている。中和村は該当者不在が昭和３５～４０年及び同５０年と続くなかで、同４５年に

急激に減少し、その後は概ね横ばい状態となっている。八束村は増加基調で推移し、その

過程で昭和５０年に最高を記録し、その後は減少基調に転じしている。川上村は増加基調

で推移し、その過程で昭和４５年までは概ね横ばい状態となり、同５０年及び同６０年に

最高を記録している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における金融・保健業従事者数は、昭和３０年と

比べて、八束村は 80.0% 増の９人、湯原町は 65.0% 減の７人、川上村は 50.0% 増の６人、

中和村は 75.0% 減の２人という順になっている。 

不動産業は、八束村、川上村、湯原町では昭和４５年に初めて記録され、それぞれ５人、

４人、１人の順となり、中和村は平成１２年に初めて１人を記録している。同年以降、八

束村は減少基調で推移し、その過程で昭和５５年まで横ばい状態で推移し、その後は減少

している。川上村は減少基調で推移し、平成７年以降は該当者不在となっている。湯原町

は増加基調で推移し、その過程で昭和５０年に最高に達し、同５５年に半減し、その後は

概ね横ばい状態で推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における不動産業従事者数は、昭和４５年と比べ

て、湯原町は 200.0%増の３人、八束村は 60.0% 減の２人、中和村は１人という順になり、

川上村は該当者不在となっている。 

運輸・通信業は、昭和３０年に湯原町１１６人、八束村は４４人、川上村は３９人、中

和村は９人の順となっている。同年以降、湯原町は減少基調で推移し、その過程で昭和３

５年に半減し、その後は増加基調で推移し、昭和５０年及び平成７年に高水準を記録して

いる。八束村は増加基調で推移し、平成１２年に最高に達している。川上村は昭和３５年

にかなり減少し、同４０年に最低を記録し、同５５年に最高に達し、その後はいくぶん減

少し、概ね横ばい状態で推移している。中和村は増加基調で推移し、昭和４５年に最高に

達し、その後は減少基調で推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における運輸・通信業従事者数は、昭和３０年と

比べて、八束村は 47.7% 増の６５人、湯原町は 44.0% 減の６５人、川上村は変化なく３９

人、中和村は 55.5% 増の１４人という順になっている。 

電気・水道業は、湯原町と八束村は昭和３５年に初めて記録され、それぞれ２８人、１

人を数え、川上村は同５５年に初めて２人を記録し、中和村は全時点で該当者不在となっ

ている。同年以降、湯原町は減少基調で推移し、平成７年に最低を記録している。八束村

は増加基調で推移し、その過程で昭和４０年に急増し、その後は減少基調で推移し、平成

１２年に増加して最高に達している。川上村は概ね横ばい状態で推移し、平成２年は該当

者不在となっている。 

以上の推移経過もとで、平成１２年における電気・水道業従事者数は、記録初年次と比

べて、湯原町は 67.8% 減の９人、八束村は 300.0%増の４人、川上村は変化なく２人という

順になっている。 

サ－ビス業は、昭和３０年に湯原町３３５人、八束村１４８人、川上村６６人、中和村

３８人の順となっている。同年以降、各町村とも増加基調で推移し、その過程で湯原町は

昭和６０年に最高に達し、八束村は平成１２年に最高を記録し、川上村は昭和３５年に急

増し、その後は増加基調で推移し、平成１２年に最高に達し、中和村は同１２年に最高に

達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年におけるサ－ビス業従事者数は、昭和３０年と比

べて、湯原町は 100.3% 増の６７１人、八束村は 204.7%増の４５１人、川上村は 472.7%増

の３７８人、中和村は 155.3%増の９７人という順になっている。 

公務は、昭和３０年に湯原町１０１人、川上村と八束村各２０人、中和村１９人の順と

なっている。同年以降、川上村、八束村、中和村は増加基調で推移し、中和村は平成７年、

川上村と八束村は同１２年に最高に達している。一方、湯原町は昭和３５年に急減して最
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低となり、その後は増加基調で推移し、平成１２年に最高を記録している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における公務従事者数は、昭和３０年と比べて、

湯原町は 8.9%減の９２人、八束村は 220.0%増の６４人、川上村は 170.0%増の５４人、中

和村は 68.4% 増の３２人という順になっている。 

２２２２ 業種別従事者数割合業種別従事者数割合業種別従事者数割合業種別従事者数割合のののの推移推移推移推移 

上述した第３次産業部門における従事者数の業種別割合及び同割合の特化係数の推移状

況を示すと表１６、表１７のとおりである。なお、比較のため真庭郡及び岡山県の同資料

を付記する。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和３０年における各業種従事者数割合は、サ－ビス業 39.1% 、卸売・小売業 33.2% 、

運輸・通信業 14.0% 、公務 10.8% 、金融・保険業 2.5%の順となり、電気・水道業は同３

５年、不動産業は同４５年に初めて記録され、それぞれ 1.7%、0.4%となっている。 

同年以降、サ－ビス業は拡大基調で推移し、その過程において同４５年まで拡大を続け、

その後同５５年まで横ばい状態となり、同６０年に再び拡大に転じている。卸売・小売業

は縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年に最高を記録し、その後は縮小基調で推移し

ている。運輸・通信業は縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年に半減し、その後は極

めて緩やかな縮小基調で推移し、その過程において同６０年に最低を記録している。公務

は縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年にかなり縮小し、その後は概ね横ばい状態で

推移している。金融・保険業は縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年に半減し、その

後は概ね横ばい状態で推移している。電気・水道業は一貫して縮小している。不動産業は

概ね横ばい状態で推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

較して、サ－ビス業は 16.3 ポイント拡大の 55.4% 、卸売・小売業は 4.8 ポイント縮小の

28.4% 、公務は 2.4 ポイント縮小の 8.4%、運輸・通信業は 7.7 ポイント縮小の 6.3%、金融

・保険業は 1.7 ポイント縮小の 0.8%、不動産業は 0.2 ポイント縮小の 0.2%という順にな

っている。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は

拡大の比率をみると、サ－ビス業の拡大率は 40.3% 、卸売・小売業の縮小率は 14.5% 、公

務の縮小率は 22.2% 、運輸・通信業の縮小率は 55.0%、金融・保険業の縮小率は 68.0% 、

不動産業の縮小率は 50.0% となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年における各業種従事者数割合は、卸売・小売業 41.2% 、サ－ビス業 33.3% 、

運輸・通信業 14.8% 、公務 8.1%、金融・保険業 2.6%の順となり、電気・水道業は同３５

年、不動産業は同４５年に初めて記録され、それぞれ 1.4%、0.2%を占めている。 同年以

降、卸売・小売業は縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年にいくぶん拡大して最高に

達し、その後は縮小基調で推移している。サ－ビス業は拡大基調で推移し、平成１２年に

最高となっている。運輸・通信業及び電気・水道業は縮小基調で推移し、前者は平成１２

年、後者は同７年に最低となっている。公務、金融・保険業及び不動産業は概ね横ばい状

態で推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者割合は、昭和３０年と対比

して、サ－ビス業は15.2ポイント拡大の48.5% 、卸売・小売業は9.4 ポイント縮小の31.8% 、

運輸・通信業は 6.3 ポイント縮小の 8.5%、公務は 0.2 ポイント縮小の 7.9%、金融・保険

業は 0.4 ポイント縮小の 2.2%、不動産業は 0.1 ポイント拡大の 0.3%という順になってい

る。以上の平成１２年における各業種従事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の

比率をみると、サ－ビス業の拡大率は 45.6% 、卸売・小売業の縮小率は 22.8% 、運輸・通

信業の縮小率は 42.6% 、公務の縮小率は 3.7%、金融・保険業の縮小率は 3.8%、不動産業

の拡大率は 50.0% となっている。 

上記した平成１２年における各業種従事者数割合を蒜山地域と比べると、サ－ビス業は

6.9 ポイント下回り、卸売・小売業は 3.4 ポイント上回り、運輸・通信業は 2.2 ポイント

上回り、公務は 0.5 ポイント下回り、金融・保険業は 1.4 ポイント上回り、不動産業は
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0.1 ポイント上回っている。 

⒞ 岡山県 

昭和３０年における各業種従事者数割合は、卸売・小売業 39.8% 、サ－ビス業 30.9% 、

運輸・通信業 14.9% 、公務 10.5% 、金融・保険業 3.9%の順となり、電気・水道業は同３

５年、不動産業は同４５年に初めて記録され、それぞれ 1.5%、0.6%を占めている。 

同年以降、卸売・小売業は縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年に僅差ながら拡大

し、最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、平成１２年に最低となっている。サ－ビ

ス業は拡大基調で推移し、平成１２年に最高に達している。運輸・通信業は縮小基調で推

移し、平成１２年に最低を記録している。公務は一貫して縮小を続けている。金融・保険

業は概ね横ばい状態で推移している。電気・水道業は縮小基調で推移し、平成１２年に最

低となっている。不動産業は僅差ながら拡大基調で推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と対

比して、サ－ビス業は 12.0 ポイント拡大の 42.9% 、卸売・小売業は 4.4 ポイント縮小の

35.4% 、運輸・通信業は 4.5 ポイント 縮小の 10.4% 、公務は 5.2 ポイント縮小の 5.3%、

金融・保険業は 0.1 ポイント拡大の 4.0%、不動産業は 0.5 ポイント拡大の 1.1%、電気・

水道業は 0.6 ポイント縮小の 0.9%という順になっている。以上の平成１２年における各業

種従事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、サ－ビス業の拡大率

は 38.8% 、卸売・小売業の縮小率は 11.1% 、運輸・通信業の縮小率は 10.1% 、公務の縮

小率は 49.5% 、金融・保険業の拡大率は 2.6%、不動産業の拡大率は 83.3% 、電気・水道

業の縮小率は 40.0% となっている。 

上記した平成１２年における各業種従事者数割合は、蒜山地域と比べてサ－ビス業は

12.5 ポイント下回り、卸売・小売業は 7.0 ポイント上回り、運輸・通信業は 4.1 ポイン

ト上回り、公務は 3.1 ポイント下回り、金融・保険業は 3.2 ポイント上回り、不動産業は

0.5 ポイント上回り、電気・水道業は 0.4 ポイント上回っている。 

⒟ 各業種従事者数割合の特化係数の推移 

上述した蒜山地域における各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況

を表１７により記述すると以下のようである。なお、真庭郡の場合についても付記とする。 

卸売・小売業の特化係数は、昭和３０年に 0.83 となり、同３５年に 0.88 と最高を記録

し、その後は 0.70 台を乱高下し、平成７年以降は 0.80～0.81 を示し、全時点に亘って岡

山県レベルを下回っている。一方、真庭郡は昭和３０～３５年に 1.04 となり、同４０年以

降は 0.90 台を乱高下し、全時点を通じて蒜山地域を 0.10～0.20 ポイント上回っている。 

金融・保険業の特化係数は、昭和３０年に 0.64 と最高を示し、同３５年には 0.26 と急

激に低下し、その後は 0.20～0.40 の範囲で推移し、その最低は平成１２年となり、全時点

を通じて岡山県レベルを超大幅に下回っている。一方、真庭郡は昭和３０年に 0.67 となり、

その後は 0.50～0.64 の範囲を乱高下しながら推移し、平成１２年に 0.55 となり、昭和３

５年以降は蒜山地域を大幅に上回っている。 

不動産業の特化係数は、昭和４５年に 0.67 となり、同５０年に 0.75 と最高を記録し、

その後は 0.18～0.38 の範囲を乱高下し、その最低は平成１２年となり、昭和５５年以降は

岡山県レベルを超大幅に下回っている。一方、真庭郡は昭和４５年に 0.33 となり、同５０

年に 0.38 と最高に達し、その後は 0.25～0.30 の範囲を推移し、その過程で同５５年まで

は蒜山地域を下回り、その後は同水準となり、平成１２年には上回って 0.27 を記録してい

る。 

運輸・通信業の特化係数は、昭和３０年の 0.94 を頂点とし、同３５年に 0.58 と半減し、

同６０年まで 0.50 台で推移し、その後 0.60 台に乗り、平成１２年に 0.61 となり、岡山県

レベルをかなり下回っている。一方、真庭郡は昭和３０年に 0.99 となり、蒜山地域を僅差

ながら上回り、その後は 0.74～0.80 の範囲を乱高下しながら同地域を上回って推移し、平

成１２年には 0.27 と急激に下降し、同地域を大幅に下回っている。 

電気・水道業の特化係数は、昭和３５～４０年に 1.13～1.08 となり、岡山県レベルを僅

差ながら上回り、その後は 0.92～0.33 の範囲を下降し、平成１２年には 0.56 となり、昭

和４５年以降は岡山県レベルを下回っている。一方、真庭郡は昭和３５年に 0.93 となり、
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同４０年以降は 0.85～0.78 の範囲を下降し、その推移過程で同５５年に 1.09 となり、平

成１２年には 0.89 と上昇している。以上の推移過程で真庭郡は昭和４５年まで蒜山地域を

下回り、その後は大幅に上回っている。 

サ－ビス業の特化係数は、昭和３０年に 1.27 となり、その後上昇し、同４５年に 1.57

と最高に達し、その後は 1.46～1.29 の範囲を下降し、その最低は平成７～１２年となり、

全時点において岡山県レベルを上回っている。一方、真庭郡は昭和３０年に 1.08 となり、

その後は 1.10～1.20 の範囲を乱高下し、平成１２年に 1.13 となり、全時点において蒜山

地域をかなり下回っている。 

公務の特化係数は、昭和３０年に 1.03、同３５年には 1.08 となり、その後は 1.20 台を

上昇し、平成２年に 1.50 台に乗り、同７年には 1.65 と最高に達し、同１２年に 1.58 とな

り、昭和４０年以降は岡山県レベルを上回っている。一方、真庭郡は昭和３０年に 0.77、

同３５年に 1.00 となり、その後は 1.07～1.49 の範囲を上昇し、その最高は平成１２年に

記録され、以上の推移過程において蒜山地域を大半の点で下回り、昭和５０～６０年の時

点では同水準となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域における特化係数が全時点において岡山県レベレル

（1.00）を上回る業種はサ－ビス業及び公務に過ぎず、電気・水道業は昭和３５～４０年

の２時点、運輸・通信業は昭和３０年の１時点に限定されている。なお、真庭郡の場合は、

蒜山地域と同様にサ－ビス業と公務が全時点に亘り上回り、卸売・小売業は昭和３０～３

５年の２時点において僅差ながら岡山県レベルを上回っている。 

⒠ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における第３次産業部門の各業種従事者数割合と同割合の特化

係数の推移状況を真庭郡及び岡山県との対比でまとめると以下のようである。 

⒠－1  各業種従事者数割合の推移 

昭和３０年以降４５年間の５年刻み時系列的推移状況は以下のようである。 

卸売・小売業従事者数割合は、蒜山地域では昭和３５年に最高に達し、同４０年には急

激に縮小し、その後は縮小基調で推移している。一方、真庭郡及び岡山県も類似のパタ－

ンで推移している。 

金融・保険業従事者数割合は、蒜山地域では昭和３５年に急激に縮小し、同４０年に僅

少ながら拡大し、その後は縮小基調で推移している。一方、真庭郡は昭和４０年まで蒜山

地域と類似のパタ－ンで推移し、その後は拡大基調に転じ、平成７年に最高に達し、同１

２年には昭和３０年の水準に近接し、岡山県は同４０年に最高に達し、その後は横ばい状

態で推移している。 

不動産業従事者数割合は、蒜山地域、真庭郡及び岡山県とも昭和４５年に初めて記録さ

れ、蒜山地域と真庭郡は概ね横ばい状態で推移し、岡山県は拡大基調で推移している。 

運輸・通信業従事者数割合は、蒜山地域では昭和３５年に半分に縮小し、その後は緩や

かな縮小基調で推移し、平成１２年に最低となっている。一方、真庭郡及び岡山県は縮小

基調で推移し、平成１２年に最低となっている。 

電気・水道業従事者数割合は、蒜山地域、真庭郡及び岡山県とにも昭和３５年に初めて

記録され、３地域とも一貫して縮小している。 

サ－ビス業従事者数割合は、蒜山地域では拡大基調で推移し、一方、真庭郡及び岡山県

は共に一貫して拡大している。 

公務従事者数割合は、蒜山地域は昭和３５年に縮小し、その後は横ばい状態で推移して

いる。一方、真庭郡は一貫して横ばい状態で推移し、岡山県は昭和３５年に縮小し、その

後は一貫して縮小パタ－で推移している。 

上記した各業種従事者数割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和３０年と平成１２年

の時点で列記すると次にとおりである。なお、0.0%は 0.5%未満を示し、括弧内は平成１２

年における同割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率（概数）である。 

卸売・小売業従事者数割合 

蒜山地域：３２％－２８％（縮小率１２％） 

真庭郡：４１％－３２％（縮小率２３％） 
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岡山県：４０％－３５％（縮小率１１％） 

金融・保険業従事者数割合 

蒜山地域： ２％－ １％（縮小率６７％） 

真庭郡： ３％－ ２％（縮小率１５％） 

岡山県： ４％－ ４％（縮小率 ３％*） 

不動産業従事者数割合 

蒜山地域： 0.0%－ 0.0%（縮小率５０％*） 

真庭郡： 0.0%－ 0.0%（拡大率５０％*） 

岡山県： １％－ １％（拡大率８３％*） 

運輸・通信業従事者数割合 

蒜山地域：１７％－ ６％（縮小率６３％） 

真庭郡：１５％－ ９％（縮小率４３％） 

岡山県：１５％－１０％（縮小率１０％） 

電気・水道業従事者数割合 

蒜山地域： ２％－ １％（縮小率７１％） 

真庭郡： １％－ １％（縮小率４３％*） 

岡山県：  ２％－ １％（縮小率４０％） 

サ－ビス業従事者数割合 

蒜山地域：３８％－５５％（拡大率４５％） 

真庭郡：３３％－４９％（拡大率４６％） 

岡山県：３１％－４３％（拡大率４９％） 

公務従事者数割合 

蒜山地域：１０％－ ８％（縮小率１９％） 

真庭郡：  ８％－ ８％（縮小率 ４％*） 

岡山県：１１％－ ５％（縮小率５０％） 

*縮小率又は拡大率は従事者割合の実数(小数点以下第1 位)により計算した｡ 

上記したように、第３次産業部門における各業種従事者数割合が首位を占める業種は、

蒜山地域では昭和３０年及び平成１２年ともサ－ビス業、第２位は卸売・小売業となり、

両業種の合計シェアは昭和３０年に７０％、平成１２年に８３％となっている。一方、真

庭郡は及び岡山県の場合、昭和３０年に首位に立つのは卸売・小売業、第２位はサ－ビス

業となり、平成１２年の首位はサ－ビス業、第２位は卸売・小売業となり、両業種の合計

シェアは昭和３０年に真庭郡は７４％、岡山県は７１％、平成１２年は真庭郡は８１％、

岡山県は７８％となっている。 

以上の両業種に次ぐ第３位、４位の業種は運輸・通信業あるいは公務となり、蒜山地域

では昭和３０年は運輸・通信業、公務と続き、平成１２年は公務、運輸・通信業と続き、

両業種の合計シェアは昭和３０年に２７％、平成１２年に１４％となっている。一方、真

庭郡及び岡山県では昭和３０年と平成１２年の両時点とも運輸・通信業、公務と続き、両

業種の合計シェアは昭和３０年に真庭郡２３％、岡山県２６％、平成１２年に真庭郡１７

％、岡山県１５％となっている。以上で上記した４業種の合計シェアは、昭和３０年に蒜

山地域、真庭郡及び岡山県各９７％、平成１２年には蒜山地域９７％、真庭郡９８％、岡

山県９３％となっている。 

⒠－2  各業種従事者数割合の特化係数の推移 

上記した蒜山地域における各業種の岡山県に占める位置づけを各業種従事者数割合の特

化係数（岡山県＝1.00）を使って行うと以下のようである。 

サ－ビス業及び公務の同係数は昭和３０年～平成１２年の全時点に亘って岡山県レベル

を上回っている。一方、運輸・通信業の同係数は昭和３０年の１時点、電気・水道業の同

係数は同３５～４０年の２時点において岡山県レベルを上回り、その後急速に下降し、特

に平成年代は岡山県レベルを超大幅に下回っている。不動産業の同係数は各時点において

岡山県レベルを下回り、特に昭和５５年以降は超大幅に下回っている。卸売・小売業の同

係数は全時点において岡山県レベルを下回り、金融・保険業の同係数もまた全時点に亘っ
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て超大幅に下回っている。 

上記した蒜山地域における各業種従事者数割合の特化係数の推移状況から、７業種のな

かでサ－ビス業及び公務への特化は顕著である。 

（２） ４か町村 

前述した蒜山地域の第３次産業部門における各業種従事者数割合と同割合の特化係数の

推移状況を町村別に表１６、１７に基づいて以下に記述する。 

① 川上村 

昭和３０年における各業種従事者数割合は、サ－ビス業 36.1% 、卸売・小売業 29.5% 、

運輸・通信業 21.3% 、公務 10.9% 、金融・保険業 2.2%の順となり、不動産業は同４５年、

電気・水道業は同５５年に初めて記録され、それぞれ 1.0%、0.4%となっている。 

同年以降、サ－ビス業は拡大基調で推移し、昭和６０年に 56.9% と最高に達し、その後

は５０％台を下降している。卸売・小売業は拡大基調で推移し、その過程で昭和３５年に

38.3% と最高に達し、同４０年には 23.5% と急落し、その後は２０％台を上昇し、平成２

年以降は３０％台を上昇している。運輸・通信業は縮小基調で推移し、その過程で昭和３

５年に 10.7% と半減し、その後は 10.8～5.2% の範囲を一貫して縮小している。公務は 11.9

～6.5% の範囲を縮小基調で推移し、その過程で昭和４０年に最高、同６０年には最低とな

っている。金融・保険業は縮小基調で推移し、その過程で昭和３５年に 1.5%と急落し、そ

の後は 0.7～1.4%の範囲を乱高下し、平成年代は 1.0%未満となっている。不動産業は昭和

５０年に 0.6%とほぼ半減し、その後は横ばい状態で推移し、該当者不在の時点が同５５年

と平成７～１２年の３時点に及んでいる。電気・水道業は昭和６０年に 0.2%と半減し、そ

の後は横ばい状態で推移し、平成２年には該当者不在となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、サ－ビス業は14.4ポイント拡大の50.5% 、卸売・小売業は6.5 ポイント拡大の36.0% 、

公務は 3.7 ポイント縮小の 7.2%、運輸・通信業は 16.1 ポイント縮小の 5.2%、金融・保険

業は 1.4 ポイント縮小の 0.8%、電気・水道業は 0.1 ポイント縮小の 0.3%の順となってい

る。以上の平成１２年における各種従事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比

率をみると、サ－ビス業の拡大率は 39.9% 、卸売・小売業の拡大率は 22.0% 、公務の縮小

率は 33.9% 、運輸・通信業の縮小率は 75.6% 、金融・保険業の縮小率は 63.7% 、電気・

水道業の縮小率は 25.0% となっている。 

次に上記各業種従事者数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況をみると以下のと

おりである。 

卸売・小売業の特化係数は、昭和３０年に 0.74、同３５年には 0.94 と上昇し、その後

は概ね 0.70 台で推移し、平成２年以降は上昇に転じ、同１２年に 1.02 と岡山県レベルに

達している。 

金融・保険業の特化係数は、昭和３０年に 0.56 となり、その後は低下基調で推移し、平

成２年には 0.15 と最低を記録し、同１２年に 0.20 となっている。 

不動産業の特化係数は、昭和４５年に初めて 1.67 と記録され、同５０年には 0.75 と急

激に低下し、その後も低下を続け、平成２年に 0.45 となり、その前後の過程で同５５年及

び平成７～１２年は該当者不在となっている。 運輸・通信業の特化係数は、昭和３０年

に 1.43 となり、同３５年には 0.72 と急激に低下し、その後は低下基調で推移し、平成１

２年に 0.49 と最低を記録している。 

電気・水道業の特化係数は、昭和５５年に初めて 0.36 と記録され、その後は低下し、平

成２年に該当者不在となり、同７年には 0.11 と最低を記録し、同１２年に 0.33 となって

いる。 

サ－ビス業の特化係数は、昭和３０年に 1.17 となり、同４０年に 1.69 と最高に達し、

その後は 1.00 台を下降し、平成１２年に 1.18 となっている。 

公務の特化係数は、昭和３０年に 1.04 となり、同４０年に 1.59 と最高に達し、その後

は 1.00 台を乱高下し、その過程で同６０年に 1.07 と最低を記録し、平成１２年に 1.36

となっている。 

② 八束村 
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昭和３０年における各業種従事者数割合は、サ－ビス業と卸売・小売業各 40.5% 、運輸

・通信業 12.1% 、公務 5.5%、金融・保険業 1.4%の順となり、電気・水道業は同３５年、

不動産業は同４５年に初めて記録され、それぞれ 0.2%、0.8%となっている。 

同年以降、サ－ビス業は拡大基調で 44.5～54.5%の範囲を乱高下し、その過程で平成２年

に 50.5% と５０％台に乗り、同１２年に最高を記録している。卸売・小売業は縮小基調で

推移し、その過程で昭和３５年に 37.9% となり、その後は３０％台を乱高下し、平成１２

年には２０％台に下降し、最低となっている。運輸・通信業は縮小基調で推移し、その過

程で昭和４０年に 8.6%と１０％を切り、その後は 7.2～8.3%の範囲を乱高下している。公

務は拡大基調で推移し、その過程で昭和５０年に 8.3%と最高に達し、その後は 7.3～8.3%

の範囲を乱高下している。金融・保険業は縮小基調で推移し、その過程で昭和４０年に 2.3%

と最高に達し、同５５年まで 2.0%前後で推移し、その後は 1.00% 台を下降している。電気

・水道業は昭和４０年に 0.6%と最高を記録し、その後 0.3%に急落した後は縮小に転じ、平

成１２年には急拡大して昭和４０年の水準に近接している。不動産業は縮小基調で推移し、

その過程で昭和５０年まで横ばい状態となり、その後は 0.6～0.1%の範囲を概ね下降してい

る。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、サ－ビス業は 14.0 ポイント拡大の 54.5% 、卸売・小売業は 12.4 ポイント縮小の

28.1% 、運輸・通信業は 4.2 ポイント縮小の 7.9%、公務は 2.2 ポイント拡大の 7.7%、金

融・保険業は 0.3 ポイント縮小の 1.1%、電気・水道業は 0.3 ポイント拡大の 0.5%、不動

産業は 0.6 ポイント縮小の 0.2%という順になっている。以上の平成１２年における各業種

従事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、サ－ビス業の拡大率は

34.6% 、卸売・小売業の縮小率は 30.6% 、運輸・通信業の縮小率は 34.7% 、公務の拡大率

は 40.0% 、金融・保険業の縮小率は 21.4% 、不動産業の縮小率 75.0% 、電気・水道業の

拡大率は 150.0%となっている。 

次に上記した各業種従事者数割合の特化係数の推移状況をみると以下のとおりである。 

卸売・小売業の特化係数は、昭和３０年に 1.02 となり、同３５年に 0.93 と低下し、そ

の後は概ね横ばい状態で推移し、平成１２年には低下し 0.79 となっている。 

金融・保険業の特化係数は、昭和３０年に 0.36 となり、その後上昇し、同５０年に 0.55

と最高に達し、その後は下降し、平成１２年には 0.28 となっている。 不動産業の特化係

数は、昭和４５年に 1.33 となり、同５０年に 1.00 となり、その後は下降基調で推移し、

その過程で平成２年に 0.09 と最低を記録、同１２年には 0.18 となっている。 

運輸・通信業の特化係数は、昭和３０年に 0.81 となり、その後は低下基調で推移し、そ

の過程で同４５～５０年に 0.59 と最低を記録し、平成１２年には 0.76 となっている。 

電気・水道業の特化係数は、昭和３５年に 0.13 となり、同４０年に 0.46 と上昇し、そ

の後は低下基調で推移し、同６０年に 0.09 と最低を記録し、その後は 1.10 台で推移し、

平成１２年には 0.56 と上昇している。 

サ－ビス業の特化係数は、昭和３０年に 1.31 となり、その後は上昇し、同４５年に 1.45

と最高に達し、その後は 1.00 台を下降し、平成１２年には 1.27 と最低を記録している。 

公務の特化係数は、昭和３０年に 0.52 となり、その後は概ね一貫して上昇し、その過程

で同４５年に 1.10 と 1.00 台に達し、平成７年に 1.51 と最高を記録し、同１２年には 1.45

となっている。 

③ 中和村 

昭和３０年における各業種従事者数割合は、サ－ビス業 36.9% 、卸売・小売業 28.2% 、

公務 18.4% 、運輸・通信業 8.7%、金融・保険業 7.8%の順となり、一方、不動産業は平成

１２年に初めて 0.5%を記録し、電気・水道業の従事者は全時点に亘って存在しない。 

同年以降、サ－ビス業は昭和３５年に 45.8% と急拡大し、その後は４０％台を乱高下し、

平成１２年には５０％台に乗り、最高に達している。卸売・小売業は昭和３５年に 31.3% 

と急拡大し、同４０年には 27.7% と急落し、その後は概ね２０％台を上昇し、平成７年に

31.1% と最高に達し、同１２年には２０％台に急落している。公務は１０％台を縮小基調

で推移し、その過程で昭和５５～６０年に最低 15.4% 、平成７年は最高 18.9% を記録して



- 100 -

いる。運輸・通信業は昭和３５年に 5.2%と縮小し、同４０年には 12.0% 台に急拡大し、同

４５年に 12.9% と最高に達し、その後は 5.1～8.6%の範囲を乱高下しながら推移している。

金融・保険業は昭和３５～４０年及び同５０年の３時点に亘って該当者不在となり、同４

５年に 0.7%と急落し、その後は 0.5～1.6%の範囲を多少乱高下しながら推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

べて、サ－ビス業は13.6ポイント拡大の50.5% 、卸売・小売業は4.2 ポイント縮小の24.0% 、

公務は 1.7 ポイント縮小の 16.7% 、運輸・通信業は 1.4 ポイント縮小の 7.3%、金融・保

険業は 6.7 ポイント縮小の 1.1%という順になっている。以上の平成１２年における各業種

従事者割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、サ－ビス業の拡大率は

36.9% 、卸売・小売業の縮小率は 14.9% 、公務の縮小率は 9.2%、運輸・通信業の縮小率は

16.1% 、金融・保険業の縮小率は 87.2% となっている。 

次に上記した各業種従事者割合の特化係数の推移状況をみると以下のようである。 

卸売・小売業の特化係数は、昭和３０年に 0.71 となり、その後は低下基調で推移し、そ

の過程で同４５年に 0.54 と最低を記録し、その後は 0.70 台で推移し、平成７年に 0.85

と最高に達し、同１２年には 0.68 となっている。 

金融・保険業の特化係数は、昭和３０年に 2.00 となり、同３５～４０年は該当者不在、

同４５年に 0.59 となり、その後は同５０年の該当者不在を挟み低下基調で推移し、同５５

年に 0.11 と最低を記録し、平成１２年には 0.28 となっている。 

運輸・通信業の特化係数は、昭和３０年に 0.58 となり、同４５年には 0.88 と最高に達

し、同５０年に 0.38 と急落し、その後は再び上昇し、平成１２年に 0.70 となっている。 

サ－ビス業の特化係数は、昭和３０年に 1.19 となり、その後は上昇し、同５０年に 1.50

と最高に達し、その後は 1.00 台を下降し、平成７年に 1.01 と最低を記録し、同１２年に

は 1.18 となっている。 

公務の特化係数は、昭和３０年に 1.75 となり、同３５年に 2.30 と急上昇し、その後は

2.00 台を上昇基調で推移し、平成７年に 3.50 と最高を記録し、同１２年に 3.15 となって

いる。 

④ 湯原町 

昭和３０年における各業種従事者数割合は、サ－ビス業 40.3% 、卸売・小売業 31.3% 、

運輸・通信業 13.9% 、公務 12.1% 、金融・保険業 2.4%の順となり、電気・水道業は同３

５年、不動産業は同４５年に初めて記録され、それぞれ 3.1%、0.1%となっている。 

同年以降、サ－ビス業は急激に拡大し、昭和４０年に 52.5% となり、その後は５０％台

を乱高下しながら上昇し、平成１２年に最高に達している。卸売・小売業は昭和３５年に

34.7% と急激に拡大し、同４０年には 29.0% と急落し、その後は２０％台を乱高下しなが

ら下降している。運輸・通信業は昭和３５年に 6.3%と急落し、その後は概ね横ばい状態で

推移している。公務は昭和３５年に 7.9%と急落し、その後は概ね横ばい状態で推移してい

る。金融・保険業は昭和３５年に 1.0%と半減し、その後は概ね横ばい状態で推移している。

電気・水道業は不動産業とともに概ね縮小基調で推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各業種従事者数割合は、昭和３０年と比

較して、サ－ビス業は 19.6 ポイント拡大の 59.9% 、卸売・小売業は 6.9 ポイント縮小の

24.4% 、公務は 3.9 ポイント縮小の 8.2%、運輸・通信業は 8.1 ポイント縮小の 5.8%、電気

・水道業は 2.3 ポイント縮小の 0.8%、金融・保険業は 1.8 ポイント縮小の 0.6%、不動産

業は 0.2 ポイント拡大の 0.3%という順になっている。以上の平成１２年における各業種従

事者数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率をみると、サ－ビス業の拡大率は

48.6% 、卸売・小売業の縮小率は 22.0% 、公務の縮小率は 32.2% 、運輸・通信業の縮小率

は 58.3% 、電気・水道業の縮小率は 74.2% 、不動産業の拡大率は 200.0%となっている。 

次に上記した各業種従事者数割合の特化係数の推移状況をみると以下のようである。 

卸売・小売業の特化係数は、昭和３０年に 0.79 となり、同３５年に 0.85 と最高に達し、

その後は概ね 0.71 前後で推移し、平成２年に 0.64 と最低を記録し、同１２年には 0.69

となっている。 

金融・保険業の特化係数は、昭和３０年に 0.59 となり、同３５年に 0.26 と半減し、そ
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の後は概ね横ばい状態で推移し、平成１２年に 0.15 と急落して最低を記録している。 

不動産業の特化係数は、昭和４５年に 0.16 となり、同５０年に 0.75 と急激に上昇して

最高に達し、その後は概ね 0.30 前後で推移し、平成１２年には 0.27 となっている。 

運輸・通信業の特化係数は、昭和３０年に 0.93 となり、同３５年に 0.45 と急激に低下

し、その後は横ばい状態で推移し、平成２年に 0.50 といくぶん上昇し、同１２年には 0.56

となっている。 電気・水道業の特化係数は、昭和３５年に 2.07 となり、同４０年に 1.92

と低下し、その後は 1.00 台を下降し、平成２年に 0.80 と 1.00 を割り込み、同１２年には

0.89 となっている。 

サ－ビス業の特化係数は、昭和３０年に 1.30 となり、その後上昇し、同４５年に 1.66

と最高に達し、その後は一貫して低下し、平成１２年には 1.40 となっている。 

公務の特化係数は、昭和３０年に 1.15 となり、その後は上昇し、平成２年に 1.66 と最

高に達し、同１２年には 1.55 となっている。 

⑤ まとめ 

上記した４か町村における各業種従事者数割合及び同割合の特化係数（岡山県＝1.00）

の推移状況を町村間比較でまとめると以下のようである。 

⑤－1  各業種従事者数割合の推移 

卸売・小売業従事者数割合は、川上村では拡大基調、他の３か町村は縮小基調で推移し、

その過程で川上村、中和村、湯原町は昭和３５年に急激に拡大して最高に達し、同４０年

に急落し、八束村は同３５年に急落している。 

金融・保険業従事者数割合は、各町村とも縮小基調で推移し、その過程において川上村

と湯原町は昭和３５年に急落し、八束村は同４０年まで拡大基調で推移して最高に達し、

同４５年に急落し、その後は４か町村とも概ね横ばい状態で推移している。一方、中和村

は拡大基調で推移し、その過程で昭和３５～４０年及び同５０年は該当者不在となってい

る。 

運輸・通信業従事者数割合は、各町村とも縮小基調で推移し、その過程において川上村

は昭和３５年に２分の１程度縮小し、その後も一貫して縮小し、湯原町は同３５年に３分

の１程度縮小し、その後は概ね横ばい状態で推移し、八束村は低下基調で推移し、同４５

年に最低となり、その後は上昇し、中和村は同４５年に最高に達し、同５０年に急落し、

その後同５５年まで横ばい状態となり、同６０年以降は再び上昇している。 

電気・水道業従事者数割合は、川上村では昭和３０～５０年と平成２年に該当者不在と

なり、他の時点では縮小基調で推移し、八束村と湯原町は同３５年に初めて記録され、前

者は同４０年に急拡大し、その後は縮小基調で推移し、平成１２年に再拡大し、後者は一

貫して縮小し、中和村は全時点で該当者不在となっている。 

サ－ビス業従事者数割合は、各町村とも緩やかな拡大基調で推移し、その過程で川上村

は昭和６０年に最高に達し、その後は縮小し、八束村は平成１２年に最高となり、中和村

と湯原町は昭和３５年に急拡大し、その後は緩やかな拡大基調となり、平成１２年に最高

に達している。 

公務従事者数割合は、川上村と中和村では緩やかな縮小基調で推移し、湯原町は昭和３

５年に急落し、その後は概ね横ばい状態で推移し、八束村は増加基調で推移している。 

上記した各業種従事者数割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和３０年と平成１２年

の時点で列記すると以下のようである。なお、0.5%未満は 0.0%、該当者不在は０％と記し、

括弧内は平成１２年の同割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率（概数）を示す。

なお、記載する業種の順序は従事者数割合の高い業種順とする。 

サ－ビス業従事者数割合 

川上村：３６％－５１％（拡大率 ４０％） 

八束村：４１％－５５％（拡大率 ３５％） 

中和村：３７％－５１％（拡大率 ３７％） 

湯原町：３８％－６０％（拡大率 ５８％） 

卸売・小売業従事者数割合 

川上村：３０％－３６％（拡大率 ２２％） 



- 102 -

八束村：４１％－２８％（縮小率 ３１％） 

中和村：２８％－２４％（縮小率 １５％） 

湯原町：３０％－２４％（縮小率 １８％） 

  運輸・通信業従事者数割合 

川上村：２１％－ ５％（縮小率 ７６％） 

八束村：１２％－ ８％（縮小率 ３５％） 

中和村：  ９％－ ７％（縮小率 １６％） 

湯原町：１９％－ ６％（縮小率 ６９％）   

公務従事者数割合 

川上村：１１％－ ７％（縮小率 ３４％） 

八束村：  ６％－ ８％（拡大率 ４０％） 

中和村：１８％－１７％（縮小率  ９％） 

湯原町：１１％－ ８％（縮小率 ２８％） 

金融・保険業従事者数割合 

川上村：  ２％－ １％（縮小率 ６４％） 

八束村：  １％－ １％（縮小率 ２１％*） 

中和村：  ８％－ ２％（縮小率 ８１％） 

湯原町:   ２％－ １％（縮小率 ３９％）    

電気・水道業従事者数割合 

川上村：  0.0%－ 0.0%（縮小率 ２５％*） 

八束村：  0.0%－ １％（拡大率１５０％） 

中和村：  ０％－ ０％ 

湯原町：  ３％  １％（縮小率 ７４％） 

不動産業従事者数割合 

川上村：  １％－ ０％ 

八束村：  １％－ 0.0%（縮小率 ７５％） 

中和村：  ０％－  １％ 

湯原町：  0.0%－  0.0%（拡大率２００％*） 

*各業種従事者数割合の拡大又は縮小率は実数(小数点以下第1 位)により計算｡ 

以上で記述したように、昭和３０年及び平成１２年の両時点において各業種従事者数割

合の高い業種はサ－ビス業、次いで卸売・小売業と続いている。 

すなわち、サ－ビス業は昭和３０年の時点では八束村４１％、湯原町３８％、中和村３

７％、川上村３６％の順となり、平成１２年には湯原町６０％、八束村５５％、中和村と

川上村各５１％の順となっている。次に卸売・小売業は昭和３０年に八束村４１％、川上

村と湯原町各３０％、中和村２８％の順となり、平成１２年には川上村３６％、八束村２

８％、中和村と湯原町各２４％の順となっている。 

上記した両業種の合計シェアをみると、昭和３０年は八束村８２％、湯原町６８％、川

上村６６％、中和村６５％の順となり、平成１２年は川上村８７％、湯原町８４％、八束

村８３％、中和村７５％の順となり、残余のシェアの大部分は両時点とも運輸・通信業と

公務によって補充される。しかし、これら２業種のシェアには町村間あるいは時点間に差

異がみられる。すなわち、昭和３０年の時点では川上村、八束村、湯原町は運輸・通信業

→公務の順となり、中和村は公務→運輸・通信業の順となっている。一方、平成１２年の

時点では川上村、中和村、湯原町は公務→運輸・通信業、八束村は運輸・通信業→公務の

順となっている。 以上の運輸・通信業→公務の合計シェアをみると、昭和３０年に川上

村３２％、湯原町３０％、中和村２７％、八束村１８％の順となり、平成１２年は中和村

２４％、八束村１６％、湯原町１４％、川上村１２％の順となっている。 

⑤－2  特化係数による町村間比較 

上記した４か町村における各業種従事者数割合の町村間比較を、同割合の特化係数（岡

山県＝1.00）、すなわち岡山県レベルに照らして行うと以下のようである。なお、業種の

記載順序は⑤－1 に同じ。 
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サ－ビス業の特化係数は、昭和３０年に八束村 1.31、湯原町 1.30、中和村 1.19、川上

村 1.17 の順となり、岡山県レベル（1.00）を上回っている。同年以降、同係数がピ－クに

達する時点とその係数には町村間差異がみれれるが、ピ－ク到達後は下降基調で推移し、

同係数が 1.00 を下回ることはない。同係数のピ－ク到達時点とその係数は、川上村は昭和

４０年の 1.69、八束村と湯原町は同４５年で、それぞれ 1.45、1.66、中和村は同５０年の

1.50 となっている。以上の推移経過のもとで平成１２年の特化係数は、湯原町 1.40、八束

村 1.27、川上村と中和村各 1.18 の順となっている。 

卸売・小売業の特化係数は、昭和３０年に八束村は 1.02 と岡山県レベルに近接し、これ

に湯原町 0.79、川上村 0.74、中和村 0.71 と続いているが、岡山県レベルをかなり下回っ

ている。同年以降、八束村は昭和３５年に 0.93 と下降し、その後は 0.79～0.94 の範囲を

乱高下している。川上村は昭和３５年に 0.94 と上昇し、その後は急落し、横ばい状態で推

移し、平成７年に 0.95 と上昇し、同１２年には岡山県レベルに達している。湯原町は昭和

３５年に 0.85 と最高に達し、その後は急落し、横ばい状態で推移している。中和村は概ね

横ばい状態で推移し、その過程で平成７年には 0.85 と上昇し、最高を記録している。以上

の推移経過のもと平成１２年に川上村 1.02、八束村 0.79、湯原町 0.69、中和村 0.68 の順

となり、川上村を除く３か町村は岡山県レベルを大幅に下回っている。 

運輸・通信業の特化係数は、昭和３０年に川上村 1.43、湯原町 0.93、八束村 0.81、中

和村 0.58 の順となり、川上村が岡山県レベルを超えている。同年以降、川上村は昭和３５

年に 0.72 と急落し、その後も低下基調で推移している。湯原町は昭和３５年に 0.45 と急

落し、その後も低下し、同４５年に 0.37 と最低を記録し、その後は緩やかに上昇している。

八束村は下降基調で推移し、その過程で昭和４５年に急落し、その後は上昇基調に転じて

いるが、同３０年の水準を下回っている。中和村は上昇基調で推移し、その過程で昭和４

０～４５年は 0.80 台に急上昇し、同５０年には 0.38 と急落し、その後は上昇に転じてい

る。以上の推移経過のもとで平成１２年に八束村 0.76、中和村 0.70、湯原町 0.56、川上

村 0.49 の順となり、これらの特化係数を昭和３０年の時点と比べると、各町村とも低下し

ているが、特に川上村と湯原町において顕著であり、岡山県レベルを超大幅に下回ってっ

ている。 

公務の特化係数は、昭和３０年に中和村 1.75、湯原町 1.15、川上村 1.04、八束村 0.52

の順となり、八束村を除く３か町村は岡山県レベルを超え、特に中和村は大幅に上回って

いる。同年以降、各町村の同係数は上昇基調で推移しているが、そのピ－クに達する時点

とその係数には町村間差異がみられる。すなわち、川上村は昭和４０年に 1.59、湯原町は

平成２年に 1.66、中和村は同７年に 3.50、八束村は昭和４５年に 1.10 と 1.00 台に乗り、

平成７年には 1.51 となっている。以上の推移経過のもとで平成１２年に中和村 3.15、湯

原町 1.55、八束村 1.45、川上村 1.36 の順となり、中和村は著しく突出し、他の３か町村

は比較的近接している。 

金融・保険業の特化係数は、昭和３０年に中和村 2.00、湯原町 0.62、川上村 0.56、八

束村 0.36 の順となり、中和村は岡山県レベルを大幅に上回り、他の３か町村は大幅に下回

っている。同年以降、各町村は概ね 0.50 以下の範囲で推移し、平成１２年に中和村と八束

村各 0.28、川上村 0.20、湯原町 0.15 の順となっている。 

電気・水道業の特化係数は、昭和３５年に湯原町は 2.07 となり、その後は低下基調で推

移し、同６０年に 1.45 となり、その後は 1.00 を下回っている。一方、八束村は昭和３５

年に 0.13 と極めて低く、その後も概ね 0.50 以下の範囲で推移し、川上村は同５５年に初

めて 0.36 を記録し、その後は同水準以下で推移している。以上の推移経過のもとで平成１

２年に湯原町 0.89、八束村 0.56、川上村 0.33 の順となり、岡山県レベルを下回り、特に

八束・川上村は大幅に下回っている。 

不動産業の特化係数は、昭和４５年に川上村 1.67、八束村 1.33、湯原町 0.16 の順とな

り、川上村と八束村は岡山県レベルをかなり上回っている。同年以降、川上村は昭和５０

年に 0.75 と急落し、その後は下降を続け、その過程で同５５年及び平成７～１２年の３時

点において該当者不在となっている。八束村は昭和５０年に 1.00 と急落し、その後は低下

基調で推移し、湯原町は同５０年に 0.75 とピ－クを迎え、中和村は平成１２年に初めて記
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録されている。以上の推移経過のもとで平成１２年に中和村 0.45、湯原町 0.27、八束村

0.18 の順となり、岡山県レベルを顕著に下回っている。 

以上で記述したように、４か町村とも全時点に亘ってサ－ビス業へ特化し、また、八束

村を除く３か町村は全時点において公務へ特化し、特に中和村の特化は顕著である。なお、

八束村は昭和４５年以降において公務へ特化している。 

 


