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第４章 農村世帯の変容 

 

第第第第１１１１節節節節 一般世帯数一般世帯数一般世帯数一般世帯数とととと世帯規模世帯規模世帯規模世帯規模のののの推移推移推移推移 

 

世帯は普通世帯と準世帯に区分されている。普通世帯は住居と生計を共にしている人の

集まり及び１戸を構えている単身者をいう。準世帯は普通世帯を構成する人以外の人又は

その集まりをいい、間借り・下宿などの単身者、会社などの独身寮の単身者、寮・寄宿舎

の学生・生徒、病院・療養所の入院者、社会施設の入所者が含まれる。また、普通世帯に

準世帯のうち間借り・下宿などの単身者と会社などの独身寮の単身者を加えた世帯を一般

世帯と呼んでいる。 

 

第第第第１１１１項項項項 一般世帯数一般世帯数一般世帯数一般世帯数とととと世帯人員世帯人員世帯人員世帯人員のののの推移推移推移推移                                                                          

一般世帯数と世帯人員及びそれらの増減の昭和３０年以降４５年間における５年刻みの

推移状況はそれぞれ表１、２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年における世帯数は 3,526 世帯、世帯人員は 16,902 人となっている。 

同年以降、世帯数は緩やかに減少し、平成２年に最低を記録し、その後いくぶん上昇し

ている。他方、世帯人員は一貫して減少を続け、その減少の速度は世帯数と比べて急速で

ある。 

上記の推移パタ－ンを５年刻みの増減率で追跡すると、世帯数の場合は昭和３０年～平

成７年の各期間は 0.6～3.2%の範囲で減少し、反対に同７～１２年は 1.1%の増加となって

いる。一方、世帯人員の場合は 1.9～12.5% の範囲で減少し、その最高は昭和３５～４０年、

最低は同５５～６０年となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における世帯数と世帯人員は、昭和３０年と比べ

て、それぞれ 10.0% 減の 3,174 世帯、43.9% 減の 9,487 人となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和３０年における世帯数は 14,630 世帯、世帯人員は 73,647 人を数えている。 

同年以降、世帯数は昭和４０年に最低を記録し、その後は増加に転じ、同５５年には平

成１２年に次ぐ高水準となり、その後は再び減少し、同２年には昭和４０年に次ぐ水準と

なり、その後は急激に増加している。一方、世帯人員は昭和５０年まで急速に減少し、そ

の後は緩やかな減少に転じている。 

上記の推移パタ－ンを５年ごとの増減率で追跡すると、世帯数の場合は昭和３０～４０

年と昭和５５～平成２年の各期間にそれぞれ減少率 0.6～1.1%、2.0～0.2%を示し、他の期間

は 1.8～3.5%の増加率となっている。一方、世帯人員の場合は昭和５０～５５年に 0.7%の

増加となり、他の期間は減少し、その最高は同３５～４０年の 10.0% 、最低は同５５～６

０年の 1.1%となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における世帯数と世帯人員は、昭和３０年と比べ

て、それぞれ 5.5%増の 15,429 世帯、34.4% 減の 48,318 人となっている。 

上記した真庭郡における世帯数の5.5%増加は蒜山地域における10.0% 減少と大きく異な

り、また、世帯人員の減少率は蒜山地域を 9.5 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域の世帯数及び世帯人員の真庭郡に占める比率（対真庭郡比）をみると、世

帯数の対真庭郡比は昭和３０年に 24.1% となり、その後は一貫して低下し、平成１２年に

20.6% と最低を記録している。一方、世帯人員の場合は昭和３０年に 23.0%となり、その

後は一貫して低下し、平成１２年に 19.6% と最低を記録している。 

上記した蒜山地域の世帯数及び世帯人の対真庭郡比の視点からみると、同地域の真庭郡

における地位の動向は昭和３０年を起点として時系列的に後退している。 

⒞ 岡山県 
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昭和３０年における世帯数は 352,402 世帯、世帯人員は 1,689,800 人を数えている。 

同年以降、世帯数は一貫して急速に増加している。一方、世帯人員は昭和４０年まで減

少して最低を記録し、その後は急速に増加し、同６０年以降は緩やかな増加となり、平成

１２年には僅差ながら減少している。 

上記の推移パタ－ンを５年刻みの増減率で追跡すると、世帯数の場合は昭和４０～５０

年の各期間の増加率は 12.6～12.7%と最も高く、その前後の期間は 8.0～9.5%の高水準とな

り、他の期間はおおむね５％前後となっている。一方、世帯人員の場合は昭和３０～４０

年の各期間は 1.1～1.5%の減少となり、同４０年以降の各期間は増加に転じ、0.3～6.3%の範

囲を乱高下し、その最高は同４５～５０年となり、平成７～１２年は 0.2%の減少に転じて

いる 

以上の推移経過のもとで、昭和３０年に対し、平成１２年における世帯数は 95.7% 増の

689,733 世帯、世帯人員は 13.2% 増の 1,912,894 人となっている。 

上記した岡山県の世帯数 95.7% 及び世帯人員 13.2% の増加に対し、前述の蒜山地域では

世帯数は 10.0% 減、世帯人員は 43.9% の減少となっている。 

次に蒜山地域における世帯数及び世帯人員の岡山県に対する比率（対岡山県比）をみる

と、世帯数の場合は昭和３０年に1.00% となり、その後は一貫して低下し、同５５年に0.60% 

を割込み、平成７年に 0.50% を下回り、同１２年と同じ 0.46% と最低に達している。世帯

人員の場合は昭和３０年に 1.00% となり、その後の数値は世帯数の場合を僅差ながら上回

り、平成１２年に 0.50% となっている。 

上記した蒜山地域の世帯数及び世帯人員の対岡山県比の視点からみると、同地域の岡山

県における地位の動向は昭和３０年を起点として時系列的に後退し、特に昭和５０年以降

における後退は顕著となっている。 

⒟ まとめ 

蒜山地域における昭和３０年の一般世帯数は 3,526 世帯、世帯人員は 16,902 人となっ

ている。同年以降、世帯数は緩やかに減少し、世帯人員はいくぶん速く減少し、平成１２

年に世帯数は 10.0% 減の 3,174 世帯、世帯人員は 43.9% 減の 9,487 人となっている。 

一方、真庭郡及び岡山県における世帯数及び世帯人員の昭和３０年以降４５年間の増減

をみると、世帯数では真庭郡は 5.5%、岡山県は 95.7% の増加となり、世帯人員では真庭郡

は 34.4% の減少、岡山県は 13.2% の増加となっている。 

蒜山地域における世帯数及び世帯人員の対真庭比は昭和３０年にそれぞれ 24.1% 、23.0% 

となり、その後は時系列的に低下し、平成１２年にそれぞれ 20.6% 、19.6% となっている。

また、対岡山県比は昭和３０年に世帯数と世帯人員はいずれも 1.00%となり、その後は一

貫して低下し、平成１２年にそれぞれ 0.46%、0.50%となっている。以上のように蒜山地域

の世帯数と世帯人員の真庭郡及び岡山県における地位の動向は、昭和３０年を起点として

時系列的後退が著しい。 

（２） ４か町村 

上記した蒜山地域における世帯数及び世帯人員及びそれらの増減の推移状況をそれぞれ

表１、２により町村間比較でみると以下のとおりである。 

① 世帯数の推移 

昭和３０年における世帯数の最高は湯原町の 1,527 世帯（町村別構成割合 43.3% ）、次

いで八束村 916 世帯（同 26.0% ）、川上村 728 世帯（同 20.6% ）、中和村 355 世帯（同

10.1% ）の順となっている。 

同年以降、４か町村の世帯数の推移パタ－ンには町村間差異がみられる。すなわち、川

上村は昭和４５年まで減少し、その後は概ね増加基調で推移し、平成１２年に最高となっ

ている。八束村は昭和３５年に増加し、その後は概ね減少基調で推移し、同５０年に最低

となり、その後は概ね一貫して増加し、平成１２年にピ－クを迎えている。中和村は減少

基調で推移し、平成７年に最低となっている。湯原町は概ね一貫して減少している。 

上記の世帯数の推移パタ－ンを５年ごとの増減率で追跡すると以下のようである。 

川上村では昭和３０～４５年の各期間は 1.8～3.1%の範囲で減少し、続いて同５５～６０

年に 0.4%と減少し、同６０年～平成２年の各期間は変化なく、他の期間は 1.4～3.6%の範
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囲で増加し、その最高は平成７～１２年となっている。 

八束村は昭和３５～５０年の各期間に 0.4～3.0%の範囲で減少し、その最低は同３５～４

０年となり、続いて同６０年～平成２年に 0.3%と減少し、他の期間は 0.2～3.8%の範囲で

増加し、その最高は昭和３０～３５年、最低は同５５～６０年となっている。 

中和村は昭和５０～５５年と平成７～１２年にそれぞれ 1.4%、3.3%と増加し、他の期間

は 1.4～8.0%の範囲で減少し、その最高は昭和３５～４０年、最低は同６０年～平成２年と

なっている。 

湯原町は昭和５５～６０年に 0.3%の増加となり、他の期間は 0.1～6.5%の範囲で減少し、

その最高は同６０年～平成２年、最低は昭和４５～５０年となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における世帯数は、昭和３０年と比べて、湯原町

は 21.9% 減の 1,193 世帯（同 37.6% ）、八束村は 4.1%増の９５４世帯（同 30.1% ）、川

上村は 2.1%増の７４３世帯（同 23.4% ）、中和村は 20.0% 減の２８４世帯（同 8.9%）と

いう順になっている。なお、上記した平成１２年における世帯数の町村別割合を昭和３０

年の時点と比べると、川上村は 2.8 ポイント、八束村は 4.1 ポイント拡大し、反対に中和

村は 1.2 ポイント、湯原町は 5.7 ポイント縮小している。 

② 世帯人員の推移 

４か町村の昭和３０年における世帯人員をみると、最高は湯原町の 7,229 世帯（同

42.3% ）、次いで八束村 4,415 人（同 26.1% ）、川上村 3,621 人（同 21.4% ）、中和村

1,637 人（同 9.7%）の順となっている。 

同年以降、４か町村における世帯人員の推移パタ－ンは類似し、減少基調で推移し、平

成１２年に最低を記録している。 

その推移パタ－ンを５年ごとの増減率で追跡すると、最高減少率は大半の町村で昭和３

５～４０年に記録され、その数値は中和村 19.1% 、湯原町 14.2% 、川上村 12.4% となり、

八束村は昭和４０～４５年の 9.2%となっている。一方、最低減少率は川上村では昭和５０

～５５年と同６０年～平成２年の各 1.0%、八束村は昭和５５～６０年の 0.2%、中和村は平

成７年～１２年の 1.0%、湯原町は昭和５０～５５年の 3.8%となっている。なお、一部の町

村で増加率が記録され、八束村は昭和５０～５５年の 1.2%、川上村は同５５～６０年の 0.3 

となっている。 

上述した推移過程のもとで、平成１２年における世帯人員は、昭和３０年と比べて、湯

原町は 53.1% 減の 3,394 人（同 35.8% ）、八束村は 55.6% 減の 2,961 人（同 31.2% ）、

川上村は 35.6% 減の 2,331 人（同 24.6% ）、中和村は 51.1% 減の 801 人（同 8.4%）とい

う順になっている。なお、平成１２年における世帯人員の町村別割合を昭和３０年の時点

と比べると、湯原町は 7.0 ポイント、中和村は 1.3 ポイント縮小し、反対に川上村は 3.2 

ポイント、八束村は 5.1 ポイント拡大している。 

③ まとめ 

⒜ 世帯数の推移 

昭和３０年における世帯数は湯原町 1,527 世帯、八束村９１６世帯、川上村７２８世帯、

中和村３５５世帯の順となり、その町村別割合はそれぞれ 43.3% 、26.0% 、20.6% 、10.1%

となっている。 

同年以降における世帯数の推移状況をみると、川上村と八束村は増加基調で推移し、反

対に中和村と湯原町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

おける世帯数は、昭和３０年と比べて、湯原町は 21.9% 減の 1,193 世帯、八束村は 4.1%

増の９５４世帯、川上村は 2.1%増の７４３世帯、中和村は 20.0% 減の２８４世帯という順

になっている。なお、世帯数の町村別割合は湯原町 37.6% 、八束村 30.1% 、川上村 23.4% 、

中和村 8.9%の順となっている。 

⒝ 世帯人員の推移 

昭和３０年における世帯人員は湯原町 7,229 人、八束村 4,415 人、川上村 3,621 人、

中和村 1,637 人の順となり、その町村別割合は湯原町 42.8% 、八束村 26.1% 、川上村 21.4% 、

中和村 9.7%の順となっている。 

同年以降、世帯人員の推移パタ－ンは各町村とも減少基調で推移し、平成１２年に最低
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となっている。以上の推移経過のもとで、平成１２年における世帯人員は、昭和３０年と

比べて、湯原町は 53.1% 減の 3,394 人、八束村は 55.6% 減の 2,961 人、川上村は 35.6% 

減の 2,331 人、中和村は 51.1% 減の８０１人という順になっている。なお、世帯人員の町

村別割合は湯原町 35.8% 、八束村 31.2% 、川上村 24.6% 、中和村 8.4%の順となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 一般世帯規模一般世帯規模一般世帯規模一般世帯規模のののの推移推移推移推移 

一般世帯規模の推移を平均世帯規模と人員規模別世帯数の側面から、表１及び表３、４

によって記述すると以下のとおりである。 

１１１１ 平均世帯規模平均世帯規模平均世帯規模平均世帯規模のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

昭和３０年における平均世帯規模（１世帯当たり人員）は 4.79 人、同３５年には 4.48

人となり、その後も一貫して減少を続け、同４５年に 3.72 人と４人を割り、平成２年に

3.38 人、同１２年には 2.99 人と３人を下回っている。 一方、真庭郡の平均世帯規模は

昭和３０年に 5.03 人を数え、同４５年に 3.92 人と４人を下回り、その後も縮小を続け、

平成１２年に 3.13 人となっている。岡山県の場合は、昭和３０年に 4.80 人となり、同４

５年に 3.76 人と４人を割り、平成７年には３人を下回り、同１２年に 2.77 人となってい

る。 

上述した蒜山地域の平均世帯規模を真庭郡及び岡山県と比較すると、蒜山地域は真庭郡

を各時点において僅差ながら下回り、岡山県とは昭和５０年までは近似し、その後は多少

ながら上回っている。 

ちなみに、わが国の平均世帯規模をみると、核家族化の進行、単独世帯の増加に加え、

出生率の低下によって縮小を続けている。すなわち、昭和３５年に 4.14 人となり、平成２

年には 2.99 人と３人を割り、同１２年に 2.67 人となっている。以上の平均世帯規模を蒜

山地域と比較すると、同地域の方が上回り、その較差は昭和３５年 0.34 人、平成２年 0.38

人、同１２年 0.31 人となっている。 

（２） ４か町村 

上記した蒜山地域の平均世帯規模の推移状況を表１により町村別にみると以下のようで

ある。 

昭和３０年における平均世帯規模は、川上村 4.97 人、八束村 4.82 人、湯原町 4.73 人、

中和村 4.61 人の順となっている。 

同年以降、各町村は揃って時系列的に縮小しているが、その推移パタ－ンには多少の相

違がみられる。すなわち、川上村と八束村は昭和５０年まで急速に縮小し、その後は横ば

い状態となり、平成２年には再び縮小に転じている。中和村は昭和４０年まで急速に縮小

し、その後は緩やかに縮小し、平成７年以降は急落している。湯原町は中和村と比較的類

似の縮小パタ－ンで推移している。 

以上の推移パタ－ンのもとで、平均世帯規模が４人を割った時点は中和村は昭和４０年、

川上村、八束村、湯原町は共に同４５年となり、同規模が３人を割った時点は中和村は平

成７年、湯原町は同１２年となり、川上村と八束村は３人を持続している。 

上記した推移経過のもとで、平成１２年における平均世帯規模は、昭和３０年と比べて、

川上村は 36.8% 縮小の 3.14 人、八束村は 35.7% 縮小の 3.10 人、湯原町は 38.8% 縮小の

2.84 人、中和村は 40.0% 縮小の 2.82 人という順になっている。以上の平成１２年におけ

る平均世帯規模の昭和３０年に対する縮小の比率は湯原町・中和村の方が川上村・八束村

をいくぶん上回っており、したがって湯原町と中和村の方が世帯規模の縮小化が進んでい

る。 

２２２２ 人員規模別世帯数人員規模別世帯数人員規模別世帯数人員規模別世帯数のののの推移推移推移推移 

上記した一般世帯の人員規模別世帯数及び同世帯数の増減の推移を昭和３０年以降１０

年刻みで示すと表３、４のとおりである。 

世帯の人員規模は１～７人及び８人以上の８階層に区分され、表示した昭和３０～５５

年の世帯人員規模は普通世帯を対象とし、その後は一般世帯となっている。なお、比較の

ため真庭郡及び岡山県の同資料を付記する。 
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（１） 蒜山地域 

１人世帯数は、昭和３０年に１７１世帯を数え、その後は一貫して増加し、平成１２年

には７０７世帯と最高に達している。以上の推移パタ－ンを１０年刻みの増加率で追跡す

ると、その増加率は昭和３０～６０年の各期間は 40.9～48.5%と４０％台で推移し、同６０

年～平成７年には 9.4%と最低に下降し、同７年～１２年には 21.9% まで回復している。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 313.5%となっている。 

２人世帯数は、昭和３０年に３７６世帯となり、その後は急増し、平成７年に９０７世

帯と最高に達し、同１２年には８９３世帯と僅差ながら減少している。以上の推移パタ－

ンを１０年刻みの増減で追跡すると、平成７年までの各期間の増加率は 12.3～57.9%の範囲

となり、その突出した最高は昭和４０～５０年に出現し、他の期間は１０％台となってい

る。一方、平成７～１２年は 1.5%の減少率を記録している。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 137.5%となっている。 

３人世帯数は、昭和３０年に４４６世帯となり、その後は急増し、同５０年に６１３世

帯と最高を記録し、その後は減少基調に転じ、平成１２年に５６０世帯となっている。以

上の推移パタ－ンを１０年刻みの増減で追跡すると、昭和３０～４０年は最高増加率

21.5% となり、その後の期間は急激に低下し、同５０～６０年には 13.4% 減少となり、そ

の後の期間は 2.4～3.0%の増加に転じ、その最低増加率は平成７～１２年に示されている。

以上の推移経過のもとで、昭和３０年以降４５年間における増加率は 25.6% となっている。 

４人世帯数は、昭和３０年に５３２世帯となり、その後は急増し、同４０年に６９５世

帯とピ－クに達し後は急激に減少し、平成１２年に３７１世帯となっている。以上の推移

パタ－ンを１０年刻みの増減でみると、昭和３０～４０年に限り 30.6% の増加となり、そ

の後の期間は 0.5～28.4% の範囲で減少し、その最高は同５０～６０年、最低は平成７～１

２年となり、他の期間は１０％台となっている。以上の推移経過のもとで、昭和３０年～

平成１２年の減少率は 30.3% となっている。 

５人世帯数は、昭和３０年に５６０世帯となり、その後は一貫して減少し、平成１２年

に２６５世帯となっている。以上の推移パタ－ンを１０年刻みの減少率で追跡すると、昭

和３０～４０年は 0.4%と最低を記録し、その後の期間は２０％前後で推移し、平成７～１

２年は 1.9%の減少となっている。以上の推移経過のもとで、昭和３０年～平成１２年の減

少率は 52.7% となっている。 

６人世帯数は、昭和３０年に５４２世帯となり、その後は減少基調で推移し、平成１２

年に１９８世帯と最低を記録している。以上の推移パタ－ンを１０年刻みの増減で追跡す

ると、昭和５０～６０年は 3.1%の増加となり、他の期間は 13.5～31.6%の範囲の減少で推

移し、その突出した最高は同４０～５０年となり、最低は同３０年～４０年となっている。

以上の推移経過のもとで、昭和３０年～平成１２年の減少率は 63.5% となっている。 

７人世帯数は、昭和３０年に３９０世帯となり、その後は減少基調で推移し、平成１２

年に１３５世帯と最低を記録している。以上の推移パタ－ンを１０年刻みの増減で追跡す

ると、昭和５０～６０年に限り 42.7% 増となり、他の期間は 12.2～42.3%の範囲で減少で

推移し、その最高は昭和３０～４０年となり、次いで同４０～５０年も 38.7% と突出して

高く、最低は同６０年～平成７年となっている。以上の推移経過のもとで、昭和３０年～

平成１２年の減少率は 65.4% となっている。 

８人以上世帯（８～１１人）数は、昭和３０年に３９５世帯となり、同４０年には８１

世帯と急激に減少し、その後は減少基調で推移し、平成１２年に４５世帯となっている。

以上の推移パタ－ンを１０年刻みの増減で追跡すると、昭和５０～６０年に 69.2% 増とな

り、他の期間は 10.0～79.5%の範囲で減少し、その最高は昭和３０～４０年となり、次いで

同４０～５０年も 51.9% と突出して高く、最低は平成７～１２年となっている。以上の推

移経過のもとで、昭和３０年～平成１２年の減少率は 88.7% となっている。 

以上で記述したように、人員規模別世帯数の１０年刻み時系列的推移パタ－ンには世帯

規模間に相違がみられる。すなわち、１人及び２人世帯規模の場合、その世帯数が最高を

示す時点は平成１２年もしくは同７年であり、３人世帯の場合は昭和５０年、４人世帯の

場合は同４０年、そして５人世帯～８人以上世帯では同３０年となり、その規模の拡大に
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つれて最高世帯数到達の時点は早期化している。 

一方、上述の推移過程における人員規模別世帯数の増減の推移をみると、１人世帯では

全期間に亘って増加率を記録し、２人世帯と３人世帯では大半の期間で増加となり、４人

世帯～８人以上世帯では大半の期間において減少率を記録している。そして６人世帯～８

人以上世帯で増加率の認められた期間は共通して昭和５０年～６０年となっている。 

また、人員規模別世帯数の昭和３０年～平成１２年間における増減をみると、人員規模

が３人以下の世帯では増加となり、その増加率は人員規模の少ない世帯ほど高くなってい

る。一方、４～８人以上世帯では減少し、その減少率は人員規模の多いほど高くなってい

る。 

（２） 蒜山地域と真庭郡及び岡山県の比較 

⒜ 人員規模別世帯数の推移 

上述した蒜山地域における人員規模別世帯数の推移パタ－ンは真庭郡および岡山県とか

なり類似しているが、相違している点を列記すると以下のようである。 

２人世帯の場合、平成７年以降において、蒜山地域は僅差ながら減少し、反対に真庭郡

及び岡山県は急増している。３人世帯の場合、昭和６０年以降において、蒜山地域及び真

庭郡は極めて緩やかに増加し、岡山県はかなり急増している。４人世帯の場合、増加から

減少に転じる時点は蒜山地域は昭和５０年、真庭郡は同６０年、岡山県は平成７年となっ

ている。５人世帯の場合、増加から減少に転じる時点は蒜山地域と真庭郡は昭和５０年、

岡山県は平成７年となっている。 

一方、人員規模別世帯数の昭和３０年～平成１２年間における増減率には以下のように

大きな違いがみられる。 

１人世帯の場合、３地域とも増加し、その増加率は蒜山地域は 313.5%  、真庭郡 452.9%、

岡山県 1,053.0%となり、蒜山地域の増加率は最も低い。 

２人世帯の場合、３地域とも増加し、その増加率は蒜山地域 137.5%、真庭郡 215.1%、岡

山県 369.2%となり、蒜山地域が最低となっている。 

３人世帯の場合、３地域とも増加し、その増加率は蒜山地域 25.6% 、真庭郡 50.4% 、岡

山県 158.6%となり、蒜山地域は最低となっている。 

４人世帯の場合、蒜山地域と真庭郡は減少し、その減少率はそれぞれ 30.3% 、1.8%とな

り、蒜山地域の方が著しく高くなっている。反対に岡山県は 93.1% の増加となっている。 

５人世帯の場合、３地域とも減少し、その減少率は蒜山地域 52.7% 、真庭郡 42.7% 、岡

山県 12.6% となり、蒜山地域は最高となっている。 

６人世帯の場合、３地域とも減少し、その減少率は蒜山地域 63.5% 、真庭郡 52.9% 、岡

山県 48.1% となり、蒜山地域が最高となっている。 

７人世帯の場合、３地域とも減少し、その減少率は蒜山地域 65.4% 、真庭郡 61.9% 、岡

山県 65.6% となり、蒜山地域と岡山県は同水準で、真庭郡を上回っている。 

８人以上世帯の場合は、３地域とも減少し、その減少率は蒜山地域 88.7% 、真庭郡 87.9% 、

岡山県 89.3% となり、３地域間の較差は７人世帯の場合より僅少である。 

以上で記述したように、蒜山地域は真庭郡および岡山県と比べて、３人世帯までは増加

率が低く、特に岡山県と比べると顕著に低くなっている。しかし、４～６人世帯の減少率

は蒜山地域の方が高く、７人～８人以上世帯における減少率は３地域の較差が縮小され、

特に８人以上世帯では僅差となっている。 

⒝ 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人員規模別世帯数の真庭郡および岡山県に占める割合（対真

庭郡比及び対岡山県比）の昭和３０年以降４５年間の１０年刻み時系列推移をみると以下

のようである。 

対真庭郡比の場合、昭和３０年に１人世帯 31.1% 、２人世帯 28.6% 、３人世帯 25.3% 、

４世帯人 24.2% 、５人世帯 22.8% 、６人世帯 22.8% 、７人世帯 21.8% 、８人以上世帯 21.0% 

となり、人員規模の拡大と共に低下しているが、７人世帯と８人以上世帯は極めて近接し

ている。 

同年以降、各人員規模別世帯の対真庭郡比は低下基調で推移しているが、その過程にお
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いて多少の違いがみられる。 

すなわち、１人～３人世帯は昭和４０年に急落し、その後、１人世帯は同６０年まで横

ばい状態となり、平成７年に急落し、再び横ばい状態となり、２人世帯は同７年まで横ば

い状態となり、その後急落し、３人世帯は昭和５０年まで横ばい状態となり、同６０年に

急落し、再び横ばい状態となっている。 ４人～６人世帯は昭和４０年まで横ばい状態と

なり、その後は一貫して低下し、７人～８人世帯以上は同６０年まで上昇基調で推移して

最高に達し、その後急落し横ばい状態となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における対真庭郡比は１人世帯 23.2% 、２人世帯

21.5% 、３人世帯 21.1% 、４人世帯 17.2% 、５人世帯 18.8% 、６人世帯 17.7% 、７人世

帯 19.8% 、８人以上世帯 19.7% となっている。以上の対真庭郡比は、１人～３人世帯では

人員規模の拡大に伴って低下し、４人～６人世帯及び７人～８人以上世帯ではそれぞれ極

めて近接している。 

以上で記述した平成１２年における対真庭郡比は、昭和３０年と比べて下回り、その較

差は１人～２人世帯は７～８ポイントと大きく、３人～６人世帯は４～５ポイント、７人

～８人以上世帯は１～２ポイントと著しく小さい。 

次に対岡山県比の場合、昭和３０年に１人世帯 1.14% 、２人世帯 0.98% 、３人世帯 0.89% 、

４人世帯 0.90% 、５人世帯 0.93% 、６人世帯 1.06% 、７人世帯 1.09% 、８人以上世帯 1.13%

となり、１人世帯と６人～８人以上世帯は高く、２人～５人世帯は近接している。 

同年以降、１人～６人世帯は一貫して低下し、その過程において１人世帯及び４人～６

人世帯は昭和５０年に急落している。７人世帯及び８人以上世帯は昭和５０年まで低下基

調で推移し、同６０年に急上昇して最高に達し、その後はいくぶん低下し、横ばい状態と

なっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における人員規模は、１人世帯 0.41% 、２人世帯

0.50% 、３人世帯 0.43% 、４人世帯 0.32% 、５人世帯 0.50% 、６人世帯 0.74% 、７人世

帯 1.10% 、８人以上世帯 1.20% となり、１人～５人世帯及び７人～８人以上世帯はそれぞ

れ比較的近接し、前者の世帯は後者の半分以下となっている。 

上述の対岡山県比を昭和３０年の時点と比較すると、１人～６人世帯は 0.73～0.32 ポイ

ント下回り、その較差は１人世帯が最も大きく、世帯規模の拡大に伴って縮小し、７人世

帯以上は 0.01～0.07 ポイントと極僅差ながら上回っている。 

⒞ まとめ 

⒞－1  人員規模別世帯数の推移 

蒜山地域における人員規模別世帯数は、昭和３０年に１人世帯は１７１世帯、２人世帯

は３７６世帯、３人世帯は４４６世帯、４人世帯は５３２世帯、５人世帯は５６０世帯、

６人世帯は５４２世帯、７人世帯は３９０世帯、８人以上世帯は３９５世帯となっている。 

同年以降、１人～２人世帯は平成７年まで一貫して増加し、同１２年には減少に転じ、

３人世帯は増加基調で推移し、４人世帯は減少基調で推移し、５人～６人世帯は一貫して

減少し、７人～８人以上世帯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年における人員規模は、昭和３０年と比べて、１人

世帯は 313.5%増の７０７世帯、２人世帯は 137.5%増の８９３世帯、３人世帯は 25.6% 増

の５６０世帯、４人世帯は 30.3% 減の３７１世帯、５人世帯は 52.7% 減の２６５世帯、６

人世帯は 63.5% 減の１９８世帯、７人世帯は 65.4% 減の１３５世帯、８人以上世帯は 88.7% 

減の４５世帯となっている。 

一方、真庭郡及び岡山県における人員規模別世帯数の昭和３０年～平成１２年間の増減

率は、１人世帯はそれぞれ 452.9%増、1,053.0%増、同様の順に２人世帯は 215.1%増、369.2%

増、３人世帯は 50.4% 増、158.6%増、４人世帯は 1.8%減、93.1% 増、５人世帯は 42.7% 

減、12.6% 減、６人世帯は 52.9% 減、48.1% 減、７人世帯は 61.9% 減、65.6% 減、８人以

上世帯は 87.9% 減、89.3% 減となっている。 

上記した真庭郡及び岡山県における増減率を蒜山地域と比較し、その較差の概数（小数

点以下四捨五入）を示すと次のとおりである。 

１人～３人世帯の増加率は真庭郡及び岡山県の方が上回り、その較差は１人世帯はそれ
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ぞれ１３９、７４０ポイント、同様の順で２人世帯は７８、２３２ポイント、３人世帯は

２５、１３３ポイントとなり、その較差は岡山県の方が一段と大きい。 ４人世帯の減少

率は真庭郡が２９ポイント下回り、反対に岡山県は増加（９３%）となり、５人～６人世帯

の減少率は真庭郡及び岡山県が下回り、その較差は５人世帯ではそれぞれ１０、４０ポイ

ント、６人世帯では１１、１５ポイントとなり、岡山県との較差が大きく、特に５人世帯

の場合は顕著である。また、７人世帯の減少率は真庭郡が４ポイント弱下回り、反対に岡

山県は極僅差で上回り、８人以上世帯では真庭郡が１ポイント下回り、反対に岡山県は１

ポイント弱上回っている。 

以上のように蒜山地域における１人～３人世帯の増加率は岡山県と比べて超顕著に低

く、５人～６人世帯の減少率は岡山県と比べて超顕著に高く、７人～８人以上世帯の減少

率は岡山県と近接し、４人世帯は蒜山地域の減少とは対照的に岡山県は増加している。 

⒞－2  対真庭郡比と対岡山県比の推移 

人員規模別世帯数の対真庭郡比は、各世帯とも低下基調で推移しているが、その過程に

おける推移パタ－ンには著しい差異がみらる。一方、対岡山県比の場合、１人～６人世帯

は一貫して低下し、７人～８人以上世帯は昭和５０年まで低下基調で推移し、同６０年に

急上昇し、その後は下降し、概ね横ばい状態となっている。 

上記のような推移経過のもとで、昭和３０年－平成１２年の両時点における対真庭郡比

及び対岡山県比を記すと次のようである。 

対真庭郡比は、１人世帯 31.1% －23.2% 、２人世帯 28.6% －21.5% 、３人世帯 25.3% 

－21.1% 、４人世帯 24.2% －17.2% 、５人世帯 22.8% －18.8% 、６人世帯 22.8% －17.7% 、

７人世帯 21.8% －19.8% 、８人以上世帯 21.0% －19.7% となっている。 

対岡山県比は、１人世帯 1.14% －0.41% 、２人世帯 0.98% －0.50% 、３人世帯 0.89% 

－0.43% 、４人世帯 0.90% －0.32% 、５人世帯 0.93% －0.50% 、６人世帯 1.06% －0.74% 、

７人世帯 1.09% －1.10% 、８人以上世帯 1.13% －1.20% となっている。 

上記した蒜山地域における人員規模世帯数の対真庭郡比及び対岡山県比の視点から、同

地域の真庭郡及び岡山県に占める位置づけを昭和３０年を起点としてみると次のようであ

る。 

真庭郡レベルでは、１人～６人世帯は時系列的に後退し、特に１人～２人世帯の後退は

顕著である。一方、７人～８人以上世帯に大きな変化はみられない。 

岡山県レベルでは、１人～６人世帯は時系列的に後退し、特に１人世帯において顕著と

なっている。また、４人～５人世帯は昭和５０年に急激に後退し、その後は緩やかな後退

となり、その後退は４人世帯の方が比較的顕著となっている。６人世帯は後退の速度が比

較的緩やかとなっている。一方、７人～８人以上世帯の後退は昭和５０年まで続き、同６

０年以降は向上に転じ、その動向は８人以上世帯において顕著となっている。以上のよう

に岡山県に占める地位の動向が真庭郡と著しく相違する点は７人～８人以上世帯の昭和６

０年以降におけ向上である。 

（２） ４か町村 

上述した蒜山地域における人員規模別世帯の推移状況を表３、４により規模別世帯ごと

に町村間比較で記述すると以下のとおりである。 

① １人世帯 

昭和３０年に湯原町７４世帯（町村別構成比 43.3% ）、八束村４３世帯（同 25.1% ）、

川上村３３世帯（同 19.3% ）、中和村２１世帯（同 12.3% ）の順となっている。同年以降、

各町村とも増加し、平成１２年に最高となっている。ただ、湯原町は平成７年に減少して

いる。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における１人世帯は、昭和３０年と比べて、湯原

町は 282.4%増の２８３世帯（同 40.0% ）、八束村は 386.0%増の２０９世帯（同 29.6% ）、

川上村は 339.4%増の１４５世帯（同 20.5% ）、中和村は 233.3%増の７０世帯（同 9.9%）

という順になっている。以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比べると、

八束村は拡大し、川上村は極僅差の拡大となり、湯原町と中和村はかなり縮小している。 

② ２人世帯 



- 113 - 

昭和３０年に湯原町１７１世帯（町村別構成比 45.4% ）、八束村１００世帯（同 26.6% ）、

川上村６６世帯（同 17.6% ）、中和村３９世帯（同 10.4% ）の順となっている。同年以降、

各町村は増加を続け、平成７年に八束村、中和村、湯原町は最高に達し、川上村は同１２

年に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２人世帯は、昭和３０年と比べて、湯原

町は 114.0%増の３６６世帯（同 41.0% ）、八束村は 138.0%増の２３８世帯（同 26.7% ）、

川上村は 213.6%増の２０７世帯（同 23.2% ）、中和村は 110.3%増の８２世帯（同 0.1%）

という順になっている。以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比較する

と、川上村は拡大し、湯原町と中和村は縮小し、八束村に変化はみられない。 

① ３人世帯 

昭和３０年に湯原町１９３世帯（町村別構成比 43.3% ）、八束村１２２世帯（同 27.4% ）、

川上村９８世帯（同 22.0% ）、中和村３３世帯（同 7.3%）の順となっている。同年以降、

湯原町、八束村、川上村は昭和５０年まで増加し、同６０年には減少し、その後、湯原町

は横ばい状態となり、八束村は急増し、川上村は増加基調で推移し、その過程で湯原町は

同５０年、八束村と川上村は平成１２年に最高を記録している。一方、中和村は昭和４０

年に最高を迎え、その後は減少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３人世帯は、昭和３０年と比べて、湯原

町は 10.9% 増の２１４世帯（同 38.2% ）、八束村は 38.5% 増の１６９世帯（同 30.2% ）、

川上村は 35.7% 増の１３３世帯（同 23.8% ）、中和村は 33.3% 増の４４世帯（同 7.8%）

の順になっている。以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比べると、湯

原町は著しく縮小し、反対に八束村と川上村は拡大し、中和村はほとんど変わってない。 

④ ４人世帯 

昭和３０年に湯原町２２６世帯（町村別構成比 42.5% ）、八束村１３８世帯（同 25.9% ）、

川上村１０６世帯（同 19.9% ）、中和村６２世帯（同 11.7% ）の順となっている。同年以

降、４か町村は昭和４０年に最高となり、その後は減少を続け、特に湯原町は著しく減少

し、その最低は川上村では同６０年、八束村と中和村は平成７年、湯原町は同１２年とな

っている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における４人世帯は、昭和３０年と比べて、湯原

町は 45.6% 減の１２３世帯（同 33.2% ）、八束村は 13.8% 減の１１９世帯（同 32.1% ）、

川上村は 16.0% 減の８９世帯（同 24.0% ）、中和村は 35.5% 減の４０世帯（同 10.7% ）

の順になっている。以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比べると、湯

原町と中和村は縮小し、特に湯原町は著しく縮小し、反対に八束村と川上村は拡大し、特

に八束村は顕著に拡大している。 

⑤ ５人世帯 

昭和３０年に湯原町は２２２世帯（町村別構成比 9.6%）、八束村１５６世帯（同 27.9% ）、

川上村１１９世帯（同 21.2% ）、中和村６３世帯（同 11.3% ）の順となっている。同年以

降、湯原町は昭和４０年に最高に達し、その後は一貫して低下し、八束村は同４０年まで

横ばい状態で推移し、その後は減少に転じ、平成７年に最低を記録し、川上村は減少を続

け、同７年に最低となり、中和村は昭和６０年に最低となり、その後は横ばい状態で推移

している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における５人世帯は、昭和３０年と比べて、八束

村は 39.1% 減の９５世帯（同 35.8% ）、湯原町は 64.9% 減の７８世帯（同 29.4% ）、川

上村は 42.9% 減の６８世帯（同 25.7% ）、中和村は 61.9% 減の２４世帯（同 9.1%）の順

になっている。以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比べると、湯原町

と中和村は縮小し、特に湯原町では顕著に縮小し、反対に八束村と川上村は拡大している。 

⑥ ６人世帯 

昭和３０年に湯原町２３３世帯（町村別構成比 43.0% ）、八束村１４６世帯（同 26.9% ）、

川上村１０３世帯（同 19.0% ）、中和村６０世帯（同 11.1% ）の順となっている。同年以

降、湯原町は昭和５０年まで急速に減少し、同６０年までは横ばい状態に転じ、その後は

再び急落している。八束村は昭和４０年までほぼ横ばい状態となり、同５０年に急落し、
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その後は減少基調で推移し、その過程で同６０年にいくぶん増加している。川上村は昭和

４０年にいくぶん増加して最高に達し、その後は減少している。中和村は減少基調で推移

し、その過程で昭和６０年に増加している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における６人世帯は、昭和３０年と比べて、八束

村は 53.4% 減の６８世帯（同 34.3% ）、湯原町は 72.5% 減の６４世帯（同 32.3% ）、川

上村は 49.5% 減の５２世帯（同 25.3% ）、中和村は 76.7% 減の１４世帯（7.1%）という

順になっている。以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比べると、湯原

町と中和村は縮小し、反対に八束村と川上村は拡大している。 

⑦ ７人世帯 

昭和３０年に湯原町１７３世帯（町村別構成比 44.4% ）、八束村９３世帯（同 23.8% ）、

川上村９０世帯（同 23.1% ）、中和村３４世帯（同 8.7%）の順となっている。同年以降、

湯原町、八束村、川上村は減少し、昭和５０年に最低となり、その後は増加基調で推移し

ている。一方、中和村は減少基調で推移し、その過程で平成７年に最低となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における７人世帯は、昭和３０年と比べて、湯原

町は 69.4% 減の５３世帯（同 39.3% ），八束村は 57.0% 減の４０世帯（29.6% ）、川上

村は 63.3% 減の３３世帯（同 24.4% ）、中和村は 73.5% 減の９世帯（同 6.7%）の順にな

っている。以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比較すると、湯原町と

中和村は縮小し、特に湯原町は著しく、反対に八束村と川上村は拡大し、特に八束村は大

きく伸ばしている。 

⑧ ８人以上世帯 

昭和３０年に湯原町１６５世帯（町村別構成比 41.8% ）、八束村１０７世帯（同 27.1% ）、

川上村９５世帯（同 24.1% ）、中和村２８世帯（同 7.0%）の順となっている。同年以降、

４か町村は昭和４０年に急落し、その後は減少基調で推移し、その過程で湯原町、八束村、

川上村は同５０年に最低を記録し、中和村は平成７～１２年に最低となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における８人以上世帯は、昭和３０年と比べて、

川上村は 363.3%減の１６世帯、八束村は 85.0% 減の１６世帯（同 35.6% ）、湯原町は 92.7% 

減の１２世帯（同 26.7% ）、中和村は 96.4% 減の１世帯（同 2.1%）の順になっている。

以上の平成１２年における町村別構成比を昭和３０年と比べると、湯原町と中和村は著し

く縮小し、反対に川上村と八束村は大きく伸ばしている。 

以上で記述したように、４か町村における人員規模別世帯数の昭和３０年～平成１２年

間における増減率をみると、１人～３人世帯では増加し、４人世帯以上では減少している。

その増減率の町村間較差は顕著であるが、全体的にみると１人～３人世帯の増加率は川上

村と八束村の方が中和村と湯原町より高く、また４人世帯以上の減少率は川上村と八束村

の方が低くなっている。 

⑤ まとめ 

４か町村における人員規模別世帯数は昭和３０年に１人世帯は１７１世帯、２人世帯は

３７６世帯、３人世帯は４４６世帯、４人世帯は５３２世帯、５人世帯は５６０世帯、６

人世帯は５４２世帯、７人世帯は３９０世帯、８人以上世帯は３９５世帯となっている。 

上記の昭和３０年における人員規模別世帯数の町村別構成比の概数（小数点以下四捨五

入）を川上村－八束村－中和村－湯原町の順に記すると以下のとおりである。 

１人世帯：１９％－２５％－１２％－４３％ 

２人世帯：１８％－２７％－１０％－４５％ 

３人世帯：２２％－２７％－ ７％－４３％ 

４人世帯：２０％－２６％－１２％－４３％ 

５人世帯：２１％－２８％－１１％－４０％ 

６人世帯：１９％－２７％－１１％－４３％ 

７人世帯：２３％－２４％－ ９％－４４％ 

８人世帯：２４％－２７％－ ７％－４２％* 

*8 人世帯は8 人以上世帯｡ 

以上で示したように各人員世帯の町村別割合は、川上村１８～２４％、八束村２４～２
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８％、中和村７～１２％、湯原町４０～４５％の範囲に収まっている。 

上記した人員規模別世帯数の昭和３０年以降における推移状況は次のようである。 

１人世帯は川上村、八束村、中和村は一貫して増加し、湯原町は増加基調で推移し、２

人世帯は川上村は一貫して増加し、他の３か町村は増加基調で推移し、３人世帯は基本的

には増加基調で推移し、４人世帯は４か町村とも昭和４０年に最高となり、その後は減少

基調で推移し、５人～６人世帯は川上村、八束村、湯原町は同５０年まで減少し、その後

は増加基調に転じているが、中和村は平成７年まで減少し、その後増加に転じ、８人以上

世帯は昭和４０年に急落し、同４５年に最低となり、同６０年に急増し、その後は減少に

転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の人員規模別世帯数は、１人世

帯は７０７世帯、２人世帯は８９３世帯、３人世帯は５６０世帯、４人世帯は３７１世帯、

５人世帯は２６５世帯、６人世帯は１９８世帯、７人世帯は１３５世帯、８人以上世帯は

４５世帯となっている。 

上記の平成１２年における人員規模別世帯数の町村別構成割合の概数（小数点以下四捨

五入）を川上村－八束村－中和村－湯原町の順に列記すると次のとおりである。 

１人世帯：２１％－３０％－１０％－４０％ 

２人世帯：２３％－２７％－ ９％－４１％ 

３人世帯：２４％－３０％－ ８％－３８％ 

４人世帯：２４％－３２％－１１％－３３％ 

５人世帯：２６％－３６％－ ９％－２９％ 

６人世帯：２５％－３４％－ ７％－３２％ 

７人世帯：２４％－３０％－ ７％－３９％ 

８人世帯：３６％－３６％－ ２％－２７％* 

*8 人世帯は8 人以上世帯｡ 

以上で示したように人員規模別世帯数の町村別割合は、川上村２１～３６％、八束村２

７～３６％、中和村２～１１％、湯原町２７～４１％の範囲となり、各人員世帯間の較差

が、昭和３０年の時点と比較して広がっている。その原因には昭和３０年～平成１２年間

における人員規模別世帯数の推移状況が深く係わっている。 

上記した平成１２年における町村別割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率（概

数）を川上村－八束村－中和村－湯原町の順に列記すると次のとおりである。なお、０％

は 0.5%未満、△は縮小を示す。 

１人世帯： ６％－１８％－△２０％－△ ８％ 

２人世帯：３２％－ ０％－△１３％－△１０％ 

３人世帯： ８％－１０％－  ７％－△１２％ 

４人世帯：２１％－２４％－△ ９％－△２２％ 

５人世帯：２１％－２８％－△２０％－△２６％ 

６人世帯：３３％－２８％－△３６％－△２５％ 

７人世帯： ６％－２４％－△２３％－△１２％ 

８人世帯：４８％－３２％－△７０％－△３６％* 

*8 人世帯は8 人以上世帯｡ 

以上の人員規模別世帯数の町村別割合の縮小又は拡大の比率には町村間差異が目立って

いるが、共通して川上村と八束村は各人員世帯において拡大し、反対に中和村と湯原町は

縮小している。 

上記した町村別割合の拡大と縮小のなかで、高い拡大率は川上村では２人世帯、６人世

帯、８人以上世帯、八束村は５人世帯、６人世帯、８人以上世帯でみられ、低い拡大率は

川上村では１人世帯と７人世帯、八束村は２人世帯となっている。一方、高い縮小率は中

和村では６人世帯と８人以上世帯、湯原町は８人以上世帯、低い縮小率は中和村では４人

世帯、湯原町は１人世帯となっている。なお、中和村は３人世帯に限り拡大となっている。 

 

第第第第３３３３項項項項 世帯数世帯数世帯数世帯数のののの人員規模別割合人員規模別割合人員規模別割合人員規模別割合のののの推移推移推移推移                                                                         
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前項で記述した世帯数の人員規模別構成割合を昭和３０年、同５０年および平成１２年

の時点で示すと表５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 

昭和３０年において、１人世帯割合は 5.0%と低く、人員規模が拡大するにつれて拡大し、

５人世帯は 16.4% と最高に達し、７人世帯以上の階層では人員規模の拡大につれて縮小し、

特に８人世帯以上において顕著となっている。 

人員規模別構成を１人世帯、３人以下世帯、４人～６人世帯、７人世帯以上の４階層に

区分してみると、１人世帯は 5.0%、３人以下世帯は 29.1% 、４人～６人世帯は 47.9% 、

７人世帯以上は 23.0%となっている。 

昭和５０年において、１人世帯割合は 11.2% 、２人世帯は 21.3% と最も高く、３人世帯

以上の階層では人員規模の拡大に伴い縮小している。以上の割合を昭和３０年の時点と比

較すると、１人世帯は 6.2 ポイント拡大の 11.2% 、３人世帯以下は 22.6 ポイント拡大の

51.7% 、４人～６人世帯は 5.1 ポイント縮小の 42.8% 、７人世帯以上は 17.5 ポイント縮

小の 5.5%となっている。 

平成１２年において、１人世帯割合は 22.3% 、２人世帯は 28.1% と最高に達し、３人世

帯以上の階層では人員規模の拡大につれて縮小している。以上の割合を昭和５０年の時点

と比べると、１人世帯は 11.1 ポイント拡大の 22.3% 、３人世帯以下は 16.3 ポイント拡大

の 68.0% 、４人～６人世帯は 16.5 ポイント縮小の 26.3% 、７人世帯以上は 0.2 ポイント

拡大の 5.7%となっている。また、昭和３０年の時点との比較では、１人世帯は 17.3 ポイ

ント拡大、３人世帯以下は 38.9 ポイント拡大、４人～６人世帯は 21.6 ポイント縮小、７

人世帯以上は 17.3 ポイント縮小となっている。 

上記した人員規模別世帯割合の時系列的推移において特徴的な事柄は、１人～２人世帯

割合の拡大、そして３人世帯以上の階層では人員規模の拡大に伴うシェアの縮小である。

その結果、平成１２年において１人世帯は２２％、２人世帯は２８％となり、両世帯階層

が全世帯数の５０％を占め、３人世帯以下は６８％となり、７人以上世帯は６％に過ぎな

い。 

次に上記した平成１２年の蒜山地域における人員規模別世帯数割合の特化係数（岡山県

＝1.00）を使って、その世帯別構成を岡山県及真庭郡と比較すると下記のようである。 

蒜山地域の特化係数は、１人世帯は 0.89（真庭郡 0.79）、３人世帯以下は 0.98（同 0.92）、

４人～６人世帯は 0.94（同 1.08）、７人世帯以上 2.59( 同 2.64）となっている。以上の

ように同係数は、１人世帯では真庭郡を超えているが、岡山県レベルをかなり下回ってい

る。３人世帯以下は岡山県レベルを僅差ながら下回り、真庭郡も同様に下回っている。４

人～６人世帯は岡山県レベルを僅差ながら下回り、真庭郡の方は岡山県レベルを僅差なが

ら超えている。７人世帯以上は岡山県レベルを著しく上回り、真庭郡の方はさら上回って

いる。 

以上で記述したように、蒜山地域は各世帯階層のなかで７人世帯以上の階層へ特化し、

岡山県レベルと比較して大所帯の世帯が多いと言える。 

（２） ４か町村 

４か町村における人員規模別世帯数割合を表５でみると、そのシェアの最高を記録した

世帯人員規模は調査時点によって多少異なっている。すなわち、昭和３０年の時点では川

上村、八束村、中和村は５人世帯、湯原町は６人世帯であり、同５０年には川上村は３人

世帯、他の３か町村は２人世帯、平成１２年には４か町村は共に２人世帯となっている。 

一方、４か町村の共通点は、前述の蒜山地域の場合と同様に人員規模の拡大に伴ってシ

ェアは拡大し、最高シェアの人員規模を超えると、人員規模の拡大につれてシェアは縮小

している。 

次に各町村における人員規模別世帯数割合を昭和３０年と平成１２年の両時点で比較的

にみると以下のようである。 

１人世帯割合は、昭和３０年に中和村 6.2%、湯原町 5.1%、八束村 4.8%、川上村 4.6%の

順となっている。これに対し平成１２年には、そのシェアは拡大され、中和村 24.6% 、湯
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原町 23.7% 、八束村 21.9% 、川上村 19.5%の順となっている。 

３人世帯以下の割合は、昭和３０年に湯原町 30.0% 、次いで八束村 29.3% 、川上村 27.7% 、

中和村 27.4% と続いている。これに対し平成１２年には各町村ともそのシェアを拡大し、

湯原町 72.3% 、次いで中和村 69.0% 、八束村 64.5% 、川上村 65.3% の順となっている。 

４人～６人世帯割合は、昭和３０年に中和村 54.3% 、八束村 48.5% 、湯原町 46.8% 、

川上村 46.2% の順となっている。これに対し平成１２年にはそのシェアを縮小し、八束村

29.6% 、川上村 28.2% 、中和村 27.5% 、湯原町 22.3% の順となっている。 

７人世帯以上の割合は、昭和３０年に川上村 26.1% 、湯原町 23.2% 、八束村 22.2% 、

中和村 18.3% の順となっている。これに対し平成１２年には、そのシェアを縮小し、川上

村 6.5%、八束村 5.9%、湯原町 5.4%、中和村 3.5%の順となっている。 

以上で記述した人員規模別世帯数割合の推移状況のまとめとして、同割合の概数（小数

点以下四捨五入）を昭和３０年と平成１２年の両時点で、川上村－八束村－中和村－湯原

町の順に列記すると以下のとおりである。なお、括弧内は平成１２年における人員規模別

世帯数割合の昭和３０年に対する縮小又は拡大の比率（概数）を示す。 

１人世帯 

昭和３０年： ５％－ ５％－ ６％－ ５％ 

平成１２年：２０％－２２％－２５％－２４％（拡大率３３２％） 

３人以下世帯 

昭和３０年：２８％－２９％－２７％－３０％ 

平成１２年：６５％－７２％－６５％－６９％（拡大率１３７％） 

４人～６人世帯 

昭和３０年：４６％－４９％－５４％－４７％ 

平成１２年：２８％－３０％－２８％－２２％（縮小率４５％） 

７人以上世帯 

昭和３０年：２６％－２２％－１８％－２３％ 

平成１２年： ７％－ ６％－ ５％－ ４％（縮小率７７％） 

 

以上のように、各町村とも昭和３０年における１人世帯割合と平成１２年の７人以上世

帯割合が近接し、同様に前時点の７人以上世帯割合と後時点の１人世帯割合が近接してい

る。また、昭和３０年に４人～６年世帯割合が４９％とほぼ半分を占め、次いで３人以下

世帯が２９％と続き、平成１２年の時点では３人以下世帯が６８％を占め、次いで４人～

６人世帯が２７％と続いている。                          

 

第第第第２２２２節節節節 世帯世帯世帯世帯のののの経済構成経済構成経済構成経済構成 

 

第第第第１１１１項項項項 経済構成別世帯数経済構成別世帯数経済構成別世帯数経済構成別世帯数のののの推移推移推移推移 

国勢調査では世帯の経済構成を、世帯の就業者がすべて農林漁業に従事している「農林

漁業就業者世帯」（以下、農林世帯と略称）、世帯内に農林漁業と非農林漁業の両方の就

業者がいる「農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯」（以下、混合世帯と略称）、世帯内

の就業者がすべて非農林漁業に従事する「非農林漁業就業者世帯」（以下、非農林世帯と

略称）、世帯に就業者が全くいない「非就業者世帯」に分類している。 

以上の経済構成別世帯数とその増減の推移を昭和３０年以降４５年間を５年刻みの時系

列で示すると、それぞれ表６、７のとおりである。なお、昭和３０年と同３５年の国勢調

査では経済構成別世帯数は調査されていない。そこで第１次産業就業者世帯を「農林漁業

就業者世帯」、第２次産業世帯と第３次産業世帯を「非農林漁業就業者世帯」、これらの

就業者世帯数を世帯総数から控除した世帯数を「非就業者世帯」とみなし、参考までに表

示している。また、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４０年に農林世帯は 1,690 世帯、混合世帯は５００世帯、非農林世帯は９５５世帯、
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非就業世帯は１３５世帯となっている。 

同年以降、農林世帯は昭和５０年まで急速に減少し、その後は比較的揺るやかな減少に

転じ、平成１２年に最低となっている。混合世帯は昭和５０年まで増加して最高を記録し

た後は減少気味の横ばい状態となり、平成２年以降は比較的急速な減少に転じ、同１２年

に最低となっている。非就業世帯は緩やかに増加し、平成１２年に急増している。 

上記した経済構成別世帯数の増減の推移を５年間隔で追跡すると以下のとおりである。 

農林世帯は、平成２～７年に 0.2%増加し、他の期間は 12.6～42.7%の範囲で減少し、そ

の最高は同４５～５０年、最低は同５５～～６０年となっている。 

混合世帯は、昭和４０～５０年及び同５５～６０年に 0.８～39.2% の範囲で増加し、そ

の最高は昭和４０～４５年、最低は同５５～６０年となっている。一方、他の期間は 9.7

～34.5% の範囲で減少、その最高は平成７～１２年、最低は昭和５０～５５年となってい

る。 

非農林世帯は、平成２～７年に 0.8%の減少となり、他の期間は 2.9～31.3% の範囲で増

加し、その突出した最高は昭和４５～５０年、最低は同５５～６０年となっている。 

非就業世帯は、昭和４５年以降、11.1～47.1%の範囲で増加し、その最高は平成７～１２

年、最低は昭和５０～５５年となり、同４０～４５年は０％となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数は、昭和４０年と比べ

て、農林世帯は 83.5% 減の２７９世帯、混合世帯は 20.8% 減の３９６世帯、非農林世帯は

95.2% 増の 1,864 世帯、非就業世帯は 369.6%増の６３４世帯となっている。 

上述した蒜山地域における経済構成別世帯数の変化の様態は、わが国において戦後の経

済発展及び産業構造の変化に伴い、農林漁業就業者の減少と非農林漁業就業者の増加が続

き、また、近年における高齢単身世帯や高齢夫婦世帯など高齢者世帯の大幅増加という現

象の反映に他ならない。 

⒝ 真庭郡及び岡山県 

昭和４０年に真庭郡における農林世帯は 5,195 世帯、混合世帯は 3,200 世帯、非農林世

帯は 5,145 世帯、非就業世帯は５３５世帯となっている。一方、岡山県の農林世帯は 70,085

世帯、混合世帯は 73,565 世帯、非農林世帯は 228,960 世帯、非就業世帯は 17,860 世帯と

なっている。 

同年以降の真庭郡及び岡山県における経済構成別世帯数の推移状況を蒜山地域と比べる

と、農林世帯と非農林世帯の場合は類似しているが、混合世帯と非就業世帯には以下のよ

うな多少の相違がみられる。混合世帯の場合は増加から減少に転じる時点、すなわち最高

世帯数に達する時点が真庭郡及び岡山県は昭和４５年となり、蒜山地域の同５０年より早

期化している。また、非就業世帯の場合は急増パタ－ンで推移し、蒜山地域における緩や

かな増加の後、平成１２年における急増パタ－ンと相違している。 

以上の推移経過を５年刻みで追跡すると次のようである。 

農林世帯の場合、真庭郡及び岡山県は蒜山地域と同じ平成２～７年に増加し、その増加

率は真庭郡 1.4%、岡山県 4.1%、蒜山地域 0.2%となっている。上記以外の期間は減少し、

その最高と最低の期間は蒜山地域と同一で、最高は昭和４５～５０年、最低は同５５～６

０年となり、最高水準は蒜山地域 42.7% 、真庭郡 40.8% 、岡山県 35.6% の順となり、最

低水準は蒜山地域 12.6% 、真庭郡 8.2%、岡山県 2.6%の順となっている。 

混合世帯の場合、真庭郡と岡山県における増加の期間は昭和４０～４５年、蒜山地域は

上記の期間のほかに同４５～５０年と同５５～６０年に及んでいる。上記の昭和４０～４

５年の増加率は蒜山地域 39.2% 、真庭郡 20.9% 、岡山県 6.2%の順となっている。一方、

減少した期間のうち平成７～１２年は蒜山地域、真庭郡、岡山県において最高を記録し、

それぞれ 34.5% 、28.3% 、25.9% となっている。最低を記録した期間は真庭郡では昭和４

５～５０年、蒜山地域は同５０～５５年、岡山県は同５５～６０年となり、その水準はそ

れぞれ 3.8%、4.2%、10.5% となっている。 

非農林世帯の場合、真庭郡と岡山県は全期間に亘って増加し、蒜山地域の平成２～７年

における 0.7%減少と相違している。増加期間のうち最高増加率を記録した期間は岡山県で

は昭和４０～４５年、真庭郡と蒜山地域は同４５～５０年となり、その水準はそれぞれ
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27.7% 、30.0% 、31.2% となり、最低増加率は真庭郡と岡山県は平成７～１２年、蒜山地

域は昭和５５～６０年となり、その水準はそれぞれ 3.1%、0.9%、2.9%となっている。 

非就業世帯の場合、真庭郡と岡山県は蒜山地域と同様に全期間で増加し、その最高増加

率は岡山県では昭和４５～５０年、真庭郡と蒜山地域は平成７～１２年となり、その水準

はそれぞれ 71.4% 、47.4% 、47.1% となり、最低は真庭郡と岡山県は昭和４０～４５年、

蒜山地域は同５０～５５年となり、その水準はそれぞれ 12.9% 、19.6% 、11.1% となって

いる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数は、昭和４０年と比べ

て、真庭郡の場合、農林世帯は 80.8% 減の９９５世帯、混合世帯は 48.4% 減の 1,651 世

帯、非農林世帯は 91.3% 増の 9,846 世帯数、非就業世帯は 447.9%増の 2,931 世帯となっ

ている。 

一方、岡山県の場合、農林世帯は 74.1% 減の 18,133 世帯、混合世帯は 68.9% 減の 22,869

世帯、非農林世帯は 115.4%増の 493,252 世帯、非就業世帯は 748.8%増の 151,600 世帯と

なっている。 

上記した蒜山地域における経済構成別世帯数の昭和４０年～平成１２年間の増減率を真

庭郡及び岡山県と比較すると次のとおりである。 

農林世帯の減少率は、蒜山地域は真庭郡と岡山県を上回り、その較差はそれぞれ 2.7 、

9.4 ポイントとなっている。混合世帯の減少率は、蒜山地域は真庭郡と岡山県を下回り、

その較差はそれぞれ 27.6、48.1 ポイントとなっている。非農林世帯の増加率は、蒜山地域

は真庭郡を 3.9 ポイント上回り、反対に岡山県を 20.2 ポイント下回っている。非就業世

帯の増加率は、蒜山地域は真庭郡及び岡山県を下回り、その較差はそれぞれ 78.3、748.8

ポイントとなっている。 

次に蒜山地域における経済構成別世帯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）の推移状況をみると以下のようである。 

農林世帯の場合、対真庭郡比は昭和４０年に 32.5% を占め、同４５年に 36.4% 、同５５

年には 37.1% と最高に達し、その後は横ばい状態に転じ、平成２年に 31.7% と急落し、横

ばい状態に転じ、同１２年に 28.0% と下落し、昭和４０年の時点を 4.5 ポイントも下回っ

ている。一方、対岡山県比は昭和４０年に 2.41% 、同４５年には 2.77% と上昇して最高に

達し、その後は低下基調に転じ、平成２年に 2.01% となり、同７年には 2.00% を僅差なが

ら割り、同１２年には 1.54% と下降し、昭和４０年の時点を 0.87 ポイント下回り、同３

０年の水準に戻っている。 

混合世帯の場合、対真庭郡比は昭和４０年に 15.6% を占め、その後上昇し、同５０年に

22.2% と２０％台に乗り、その後は２０％台を上昇基調で推移し、平成７年に 26.3% と最

高に達し、同１２年には 24.0% と低下し、昭和５５年の水準に戻っている。一方、対岡山

県比は昭和４０年に 0.68% を占め、その後上昇し、同５０年に 1.31% と 1.00 台に乗り、

その後は 1.00% 台を上昇し、平成７年に 1.96% と最高に達し、同１２年には 1.73% と下

落し、昭和６０年の水準近くに戻っている。 

非農林世帯の場合、対真庭郡比は昭和４０年に 18.6% を占め、その後は概ね横ばい状態

で推移し、平成１２年に 18.9%と最高に達している。一方、対岡山県比は昭和４０年に 0.42% 

となり、同４５年に 0.36% と急落し、その後は 0.30% 台を上下し、その過程で同５５年に

0.39% 、平成７年に 0.35% 、同１２年に 0.38% となっている。 

非就業世帯の場合、対真庭郡比は昭和４０年に 25.2% を占め、同４５年に 22.4% と下落

し、その後は下降基調で推移し、平成１２年に 21.6% となっている。一方、対岡山県比は

昭和４０年に 0.76% を占め、同５０年に 0.49% 、同５５年には 0.38% と低下し、その後

は横ばい状態に転じ、平成１２年には 0.42% と急上昇している。 

⒞ まとめ 

蒜山地域における経済構成別世帯数は昭和４０年に農林世帯 1,690 世帯、次いで非農林

世帯９５５世帯、混合世帯５００世帯、非就業世帯１３５世帯の順となっている。同年以

降、農林世帯数は減少し、非農林世帯数は増加し、混合世帯は昭和５０年まで増加し、そ

の後は減少し、非就業世帯数は増加している。 
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以上の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数は、昭和４０年と比べ

て、非農林世帯は 95.2% 増の 1,864 世帯、次いで非就業世帯は 369.6%増の６３４世帯、

混合世帯は 20.8% 減の３９６世帯、農林世帯は 83.5% 減の２７９世帯の順となり、昭和４

０年の時点と比べると、農林世帯数は６分の１に減少し、反対に非農林世帯数は約２倍に

増加している。 

一方、真庭郡及び岡山県における産業構成別世帯数の推移状況を蒜山地域と比較すると、

農林世帯と非農林世帯の場合は類似しているが、混合世帯と非就業世帯の場合は多少の違

いがみられる。すなわち、最高世帯数に達する時点は真庭郡と岡山県は昭和４５年となり、

蒜山地域の同５０年より早期化している。また、非就業世帯の場合は急増パタ－ンで推移

し、一方、蒜山地域は緩やかな増加後、平成１２年に急増している。 

上記した各世帯数の推移経過のもとで、真庭郡及び岡山県における産業構成別世帯数の

順序を上位から列記すると次のようである。 

昭和４０年に真庭郡は農林世帯－非農林世帯－混合世帯－非就業世帯の順となり、蒜山

地域と同じ順序となっている。岡山県は非農林世帯－農林世帯－混合世帯－非就業世帯と

なり、蒜山地域と比べると農林世帯と非農林世帯が入れ換わってている。一方、平成１２

年には真庭郡及び岡山県は蒜山地域と同様に非農林世帯－非就業世帯－混合世帯－農林世

帯の順となっている。 

以上で記述した各経済構成別世帯の昭和４０年と平成１２年間における順位の変動と深

く関わる同世帯数の増減率の概数（小数点以下四捨五入）を農林世帯－混合世帯－非農林

世帯－非就業世帯の順に列記すると次のとおりである。なお、△は減少率を示す。 

蒜山地域：△８４％－△２１％－ ９５％－３７０％ 

真庭郡：△８１％－△４８％－ ９１％－４４８％ 

岡山県：△７４％－△６９％－１１５％－７４９％ 

上記したように、蒜山地域は岡山県と比べて、農林世帯では１０ポイント上回り、混合

世帯は４８ポイント下回り、非農林世帯は２０ポイント下回り、非就業世帯は３７９ポイ

ント下回っている。 

次に蒜山地域における各経済構成別世帯数の対真庭郡比及び対岡山県比を尺度にして、

同地域の真庭郡及び岡山県における地位の動向を昭和４０年を起点としてみると次のよう

である。 

農林世帯の真庭郡における地位は、昭和４５年に向上し、同６０年まで維持され、その

後後退し、平成１２年には昭和４０年以前の水準に戻っている。一方、岡山県における地

位は、昭和４５年に向上し、その後は後退を続け、平成１２年には昭和４０年以前の水準

に戻っている。 

混合世帯の真庭郡及び岡山県における地位は、平成７年まで向上し、その後いくぶん後

退している。非農林世帯の真庭郡における地位は横ばい状態で推移し、一方、岡山県にお

ける地位は、昭和４５年にいくぶん後退し、その後は横ばい状態となっている。非就業世

帯の真庭郡及び岡山県における地位は経年的に後退している。 

（２） ４か町村 

４か町村における経済構成別世帯数及びその増減の推移状況を表６、７により世帯別に

町村間比較の形で以下に記述する。 

⒜ 農林世帯 

昭和４０年における農林世帯数は湯原町６２０世帯（町村別構成割合 36.7% ）、川上村

４５０世帯（同 26.6% ）、八束村４３０世帯（同 25.4% ）、中和村１９０世帯（同 11.3% ）

の順となっている。 

同年以降、上記世帯数は各町村とも昭和５０年まで急速に減少し、その後は比較的緩や

かな減少に転じ、その推移過程で湯原町と中和村は平成７年に僅差ながら増加し、その後

減少している。 

以上の増減の推移経過を５年刻みで追跡すると次のようである。 

４か町村とも全期間に亘って減少し、ただ、中和村と湯原町は平成２～７年にそれぞれ

28.0% 、9.7%の増加となっている。その減少率の最高は各町村とも昭和４５～５０年で、
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中和村 69.4% 、湯原町 42.1% 、八束村 38.3% 、川上村 34.7% の順となっている。次いで

高い減少の期間は川上村と八束村は平成７～１２年、中和村と湯原町は昭和６０年～平成

２年で、いずれも３０％台となっている。 

一方、減少率の最低の期間は町村によって異なり、八束村と湯原町は昭和５５～６０年

で、それぞれ 2.0%、12.5% となり、川上村は平成２～７年に 7.9%、中和村は同７～１２年

に 6.3%となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における農林世帯数は、八束村は８６世帯（同

30.8% ）、湯原町は８５世帯（同 30.5% ）、川上村は７８世帯（同 28.0% ）、中和村は３

０世帯（同 10.7% ）の順となり、同世帯数の昭和４０年～平成１２年間における減少率は、

湯原町 86.3% 、中和村 84.2% 、川上村 82.7% 、八束村 80.0% の順となっている。 

なお、上記した平成１２年における農林世帯数の町村別構成割合は、昭和４０年に対し、

川上村は 1.4 ポイント、八束村は 5.4 ポイント拡大し、反対に中和村は 0.6 ポイント、

湯原町は 6.2 ポイント縮小している。 

⒝ 混合世帯 

昭和４０年に湯原町２００世帯（町村別構成割合 40.0% ）、八束村１５０世帯（同 30.0% ）、

川上村１１０世帯（同 22.0% ）、中和村４０世帯（同 8.0%）の順となっている。 

同年以降、上記世帯数は各町村とも昭和５０年まで増加し、その後の推移状況には町村

間差異がみられる。すなわち、川上村と八束村は平成２年まで横ばい状態で推移し、その

後は減少に転じ、中和村は同２年まで緩やかに減少し、その後は減少基調で推移し、湯原

町はかなり急速に減少している。 

以上の増減の推移経過を５年刻みで追跡すると以下のようである。 

増加の期間は町村間に多少の違いがみられるが、昭和４０～５０年は４か町村に共通し、

同５５～６０年は川上村と湯原町に共通し、川上村ではさらに同６０～平成２年が加わっ

ている。 

上記期間のうち最高増加率をみると、川上村、八束村、湯原町は昭和４０～４５年にそ

れぞれ 52.7% 、27.3% 、43.0% となり、中和村は同４５～５０年に 113.7%と突出している。 

一方、減少率の最高は４か町村とも平成７～１２年で、湯原町 49.3% 、中和村 43.5% 、

川上村 23.8% 、八束村 23.0% の順となっている。その最低は川上村と八束村は昭和５０～

５５年に、それぞれ 6.2%、0.5%となり、中和村は同５５～６０年に 5.6%、湯原町は平成２

～７年に 14.1% となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に八束村１４１世帯（同 35.6% ）、川上村１１２

世帯（同 28.3% ）、湯原町１０８世帯（同 27.3% ）、中和村３５世帯（同 8.8%）の順と

なり、同世帯数は昭和４０年以降３５年間に川上村は 1.8%増となり、他の３か町村は減少

し、湯原町 46.0% 、中和村 12.5% 、八束村 6.0%の順となっている。 

なお、上記した混合世帯数の町村別構成割合は、昭和４０年の時点と比べて、川上村は

6.3 ポイント、八束村は 5.6 ポイント、中和村は 0.8 ポイント拡大し、反対に湯原町は

12.7% ポイント縮小している。 

⒞ 非農林世帯 

昭和４０年に湯原町は４８５世帯（町村別構成割合 50.8% ）、八束村は２９５世帯（同

30.9% ）、川上村は１１０世帯（同 11.5% ）、中和村は６５世帯（同 6.8%）の順となって

いる。 

同年以降、川上村は一貫して増加し、他の３か町村は増加基調で推移し、その過程で八

束村は昭和６０年に僅差ながら減少し、中和村と湯原町は平成２年まで増加し、その後減

少に転じ、平成１２年に再び増加している。 

以上の増減の推移経過を５年刻みで追跡すると以下のとおりである。 

川上村は全期間に亘って増加しているが、他の３か町村では減少の期間が認められる。

その期間と減少率は八束村では昭和５５年～６０年に 1.1%、湯原町は平成２～７年に 7.5%

となり、中和村は昭和４０～４５年に 1.5%、同５５～６０年に最低 0.7%、平成２～７年に

最高 17.9% となっている。 

一方、全期間に亘って増加する川上村では、その最高は昭和４５～５０年に 57.0% 、最
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低は同６０年～平成２年に 6.8%となっている。また、八束村、中和村、湯原町における最

高増加率は昭和４５～５０年に、それぞれ 24.4% 、62.5% 、23.8% となり、その最低は八

束村では同４０～４５年に 4.4%、川上村と湯原町は同６０年～平成２年でそれぞれ 6.8%、

0.8%、中和村は同７～１２年に 13.4% となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における非農林世帯数は、湯原町７２５世帯（同

39.0% ）、八束村５４１世帯（同 29.0% ）、川上村４３７世帯（同 23.4% ）、中和村１６

１世帯（同 8.6%）の順となり、同世帯数は昭和４０年以降３５年間に中和村 147.7%、川上

村 297.3% 、八束村 83.4% 、湯原町 49.5% の増加となっている。 

なお、上記した非農林世帯数の町村別構成割合を昭和４０年の時点と比較すると、川上

村は 11.9 ポイント、八束村は 1.9 ポイント、中和村は 1.8 ポイント拡大し、反対に湯原

町は 11.8 ポイントの縮小となっている。 

⒟ 非就業世帯 

昭和４０年に湯原町５５世帯（町村別構成割合 40.8% ）、八束村４０世帯（同 29.6% ）、

川上村と中和村各２０世帯（同 14.8% ）の順となっている。 

同年以降、川上村は一貫して増加している。しかし、他の３か町村は増加基調で推移し、

その過程で八束村は昭和４５年と同５５年、中和村は上記期間の他に平成２年、湯原町は

昭和５０年に僅差ながら減少となっている。 

以上の増減の推移経過を５年刻みで追跡すると次のようである。 

川上村は昭和４０～４５年には変化なく、残り全期間は増加となっている。しかし、他

の３か町村は減少と増加が繰り返され、その減少期間は八束村と中和村は昭和４０～５５

年を共有し、中和村にはさらに同６０年～平成２年が加わり、湯原町は昭和４５～５０年

となっている。 

上記した増加期間における増加率の最高は、川上村は平成７～１２年の 56.8% であるが、

昭和４５～５０年に 55.0% と近接している。八束村と中和村は昭和４５～５０年で、それ

ぞれ 123.8%、185.7%となり、湯原町は同４０～４５年の 58.2% となっている。最低増加率

は川上村では昭和５５～６０年に 9.1%、八束村と湯原町は平成２～７年に、それぞれ

25.5% 、18.3% 、中和村は同７～１２年に 48.7% となっている。 

一方、減少率の最高は、八束村と中和村では昭和４０～４５年に、それぞれ 47.5% 、65.0% 

となり、最低は八束村では同５０～５５年に 8.5%、中和村は同６０年～平成２年に 7.4%

となっている。なお、湯原町の減少は昭和４５～５０年のみで 5.7%となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における非就業世帯数は、湯原町２７５世帯（同

43.4% ）、八束村１８５世帯（同 29.2% ）、川上村１１６世帯（同 18.3% ）、中和村５８

世帯（同 9.1%）の順となり、同世帯数の昭和４０年以降３５年間における増加率は川上村

480.0%、湯原町 400.0%、八束村 362.5%、中和村 190.0%の順となっている。 

なお、上記した非就業世帯数の町村別構成割合は昭和４０年の時点と比べて、川上村は

3.5 ポイント、湯原町は 2.6 ポイント拡大し、反対に中和村は 5.7 ポイント、八束村は

0.4 ポイント縮小している。 

⒠ まとめ 

以上で記述した経済構成別世帯数の推移状況の町村間比較に代えて、各町村における推

移状況をとりまとめると以下のようである。 

⒠－1  川上村 

昭和４０年に農林世帯４５０世帯、混合世帯と非農林世帯各１１０世帯、非就業世帯２

０世帯の順となっている。同年以降、農林世帯数は同５０年まで急速に減少し、その後は

比較的緩やかな減少となり、混合世帯数は同５０年まで増加し、その後、平成２年まで横

ばい状態で推移し、その後は減少に転じ、非農林世帯と非就業世帯は一貫した増加となっ

ている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成世帯数は、昭和４０年と対比し

て、非農林世帯は 297.3% 増の４３７世帯、非就業世帯は 480.0%増の１１６世帯、混合世

帯は 1.8%増の１１２世帯、農林世帯は 82.7% 減の７８世帯という順になっている。 

⒠－2  八束村 
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昭和４０年に農林世帯４３０世帯、非農林世帯２９５世帯、混合世帯１５０世帯、非就

業世帯４０世帯の順となっている。同年以降、農林及び混合世帯数は川上村と類似のパタ

－ンで推移し、非農林世帯数は増加基調で推移し、その過程で同６０年に僅差ながら減少

し、非就業世帯数は増加基調で推移し、その過程で同４５年と同５５年に僅差の減少とな

っている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数は、昭和４０年と対比

した、非農林世帯は 83.4% 増の５４１世帯、非就業世帯は 362.5%増の１８５世帯、混合世

帯は 6.0%減の１４１世帯、農林世帯は 80.0% 減の８６世帯という順になっている。 

⒠－3  中和村 

昭和４０年に農林世帯１９０世帯、非農林世帯６５世帯、混合世帯４０世帯、非就業世

帯２０世帯の順となっている。同年以降、農林世帯数は昭和４５年まで緩やに減少し、同

５０年には急速に減少し、その後は減少基調で推移し、その過程で平成７年に僅差ながら

増加し、その後は減少に転じ、混合世帯数は同５０年まで増加し、その後平成２年まで緩

やかに減少し、その後は減少基調に転じ、非農林世帯数は平成２年まで増加し、その後は

減少し、再び増加に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数は、昭和４０年と比較

して、非農林世帯は 147.7%増の１６１世帯、非就業世帯は 190.0%増の５８世帯、混合世帯

数は 12.5% 減の３５世帯、農林世帯は 84.2% 減の３０世帯という順になっている。 

⒠－4  湯原町 

昭和４０年に農林世帯６２０世帯、非農林世帯４８５世帯、混合世帯２００世帯、非就

業世帯５５世帯の順となっている。同年以降、農林と非農林世帯数は中和村と類似のパタ

－ンで推移し、混合世帯数は同５０年まで増加し、その後はかなり急速に減少し、非就業

世帯数は増加基調で推移し、その過程で同５０年に僅差な減少となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数は、昭和４０年と比べ

て、非農林世帯は 49.5% 増の７２５世帯、非就業世帯は 400.0%増の２７５世帯、混合世帯

は 46.0% 減の１０８世帯、農林世帯は 86.3% 減の８５世帯という順になっている。 

⒠－5  各世帯数の町村別構成 

以上で記述した経済構成別世帯数の町村別構成割合の概数（少数点以下四捨五入）を昭

和４０年と平成１２年の時点で、川上村－八束村－中和村－湯原町の順に列記すると以下

のとおりである。 

農林世帯 

昭和４０年：２７％－２５％－１１％－３７％ 

平成１２年：２８％－３１％－１１％－３１％  

混合世帯 

昭和４０年：２２％－３０％－ ８％－４０％ 

平成１２年：２８％－３６％－ ９％－２７％ 

非農林世帯 

昭和４０年：１２％－３１％－ ７％－５１％ 

平成１２年：２３％－２９％－ ９％－３９％ 

非就業世帯 

昭和４０年：１５％－３０％－１５％－４１％ 

平成１２年：１８％－２９％－ ９％－４３％ 

上記した経済構成別世帯数の町村別構成割合によると、昭和４０年の時点で湯原町は各

世帯の構成割合が突出し、次いで八束村、川上村、中和村と続き、中和村は著しく低くな

っている。しかし、例外として非就業世帯では中和村と川上村は同水準となっている。 

平成１２年における各世帯数割合の昭和４０年に対する縮小又は拡大の状況をみると、

農林世帯では八束村は著しく拡大し、反対に湯原町は大幅に縮小し、川上村はごく小幅に

拡大し、中和村はごく小幅に縮小している。混合世帯では川上村、八束村、中和村は拡大

し、特に川上村は顕著に拡大し、反対に湯原町は顕著に縮小している。非農林世帯では川

上村の拡大と湯原町の縮小が顕著で、八束村の縮小と中和村の拡大は極めて小さい。非就
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業世帯では川上村の拡大と中和村の縮小は顕著で、八束村の縮小と湯原町の拡大は僅少に

過ぎない。 

以上の推移経過のもとで、昭和４０年における世帯数割合の町村間関係は概ね平成１２

年に引き継がれているが、その関係が崩れた部分は農林世帯における八束村と湯原町の高

い同一水準、混合世帯における八束村の突出と湯原町の低水準化、非農林世帯における川

上村の高水準化と湯原町の低水準化、非就業世帯における中和村の低水準化である。 

 

第第第第２２２２項項項項 世帯数世帯数世帯数世帯数のののの経済構成別割合及経済構成別割合及経済構成別割合及経済構成別割合及びそのびそのびそのびその特化係数特化係数特化係数特化係数のののの推移推移推移推移 

蒜山地域における世帯数に占める農林世帯、混合世帯、非農林世帯、非就業世帯の構成

割合及びその特化係数（岡山県＝1.00）の昭和４０年以降３５年間における推移状況を５

年間隔で示すと表８、９のとおりである。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付

記する。 

（１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

⒜ 蒜山地域 

昭和４０年における世帯数の経済構成別割合は、農林世帯 51.5% 、非農林世帯 29.1% 、

混合世帯 15.2% 、非就業世帯 4.2%の順となっている。 

同年以降、各世帯数割合の推移状況をみると、農林世帯は昭和５０年まで急速に縮小し、

その後は緩やかな縮小に転じ、平成１２年に再び急劇に縮小している。非農林世帯は昭和

５５年まで急速に拡大し、その後は緩やかな拡大に転じている。混合世帯は昭和５０年ま

で急速に拡大し、その後は縮小に転じ、平成１２年に急落している非就業世帯は一貫した

拡大となっている。 

上記した推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数割合は、昭和４０年

と比べて、非農林世帯は 29.6 ポイント拡大の 58.7% 、非就業世帯は 15.8 ポイント拡大の

20.0% 、混合世帯は 2.7 ポイント縮小の 12.5% 、農林世帯は 42.7 ポイント縮小の 8.8%と

いう順になっている。 

以上の平成１２年における各世帯数割合の昭和４０年に対する縮小又は拡大の比率をみ

ると、農林世帯と混合世帯の縮小率はそれぞれ 82.9% 、17.8% 、反対に非農林世帯と非就

業世帯の拡大率はそれぞれ 101.7%、376.2%となっている。 

⒝ 真庭郡 

昭和４０年に農林世帯数割合は 36.9% 、非農林世帯数割合は 36.6% 、混合世帯数割合は

22.7% 、非就業世帯数割合は 3.8%の順となっている。 同年以降、農林、非農林及び非就

業世数帯割合は蒜山地域と類似パタ－ンで推移し、混合世帯数割合は昭和４５年まで拡大

し、その後は縮小に転じている。 

上記した推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数割合は、昭和４０年

と比べて、非農林世帯は 27.2 ポイント拡大の 63.8% 、非就業世帯は 15.2 ポイント拡大の

19.0% 、混合世帯は 12.0 ポイント縮小の 10.7% 、農林世帯は 30.4 ポイント縮小の 6.5%

という順になっている。以上の各世帯シェアの拡大率あるいは縮小率をみると、農林世帯

と混合世帯の縮小率はそれぞれ 82.4% 、52.9% となり、一方、非農林世帯と非就業世帯の

拡大率はそれぞれは 74.3% 、400.0%となっている。 

⒞ 岡山県 

昭和４０年に非農林世帯数割合は 58.6% 、混合世帯数割合は 18.8% 、農林世帯数割合は

17.9% 、非就業世帯数割合は 4.7%の順となっている。 同年以降、各世帯数割合の推移状

況をみると、非農林世帯は昭和５５年まで急速に拡大し、その後は横ばい状態となり、平

成１２年に縮小に転じている。混合世帯は真庭郡と類似のパタ－ンで推移し、農林世帯は

昭和５０年まで急速に縮小し、その後は緩やかな縮小となり、非就業世帯は蒜山地域と類

似のパタ－ンで推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数割合は、昭和４０年と

比べて、非農林世帯は 13.3 ポイント拡大の 71.9% 、非就業世帯は 17.4 ポイント拡大の

22.1% 、混合世帯は 15.4 縮小の 3.4%、農林世帯は 15.3 ポイント縮小の 2.6%という順にな

っている。 
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以上の各世帯数割合の拡大率あるいは縮小率をみると、農林世帯と混合世帯の縮小率は

それぞれは 85.5% 、81.9% となり、反対に非農林世帯と非就業世帯の拡大率はそれぞれ

22.7% 、370.2%となっている。 

⒟ 各世帯数割合の特化係数の推移 

以上で記述した蒜山地域における経済構成別世帯数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の

推移状況を表９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比較

のため付記する。 

⒟－1  農林世帯 

昭和４０年に 2.88 を示し、その後は上昇し、同５５年に 4.41 とピ－クに達し、その後

は低下基調に転じ、平成１２年に 3.38 となっている。 

一方、真庭郡の場合は蒜山地域と類似のパタ－ンで推移し、昭和４０年に 2.06 となり、

同６０年には 2.63 と最高に達し、その後は低下基調に転じ、平成１２年に 2.50 となって

いる。 

以上の同係数を蒜山地域と比べると、各時点において下回り、その較差は昭和４０年に

0.82 ポイント、ピ－ク到達時点で 1.78 ポイント、平成１２年に 0.88 ポイントとなってい

る。 

上記した特化係数の推移状況から、蒜山地域は農林世帯数を大きく減らす過程において、

岡山県レベルを大幅に上回りながら時系列的に上昇し、農林世帯への特化が進行し、その

程度は真庭郡レベルを超えている。 

⒟－2  混合世帯 

昭和４０年に 0.81 となり、同４５年には 1.22 と岡山県レベルを超え、その後は一貫し

て上昇し、同５０年に 2.16 と 2.00 台に達し、平成７年には 4.11 と最高を記録し、その時

点で農林世帯の同係数を 0.02 ポイント上回り、平成１２年には 3.68 と低下するものの、

農林世帯を 0.30 ポイント上回っている。 

一方、真庭郡における同係数は蒜山地域と類似のパタ－ンで推移しているが、その係数

は昭和５０年以降は同地域を下回っている。すなわち、昭和４０年に 1.21 となり、同５０

年に 2.04 となり、平成７年には 3.23 と最高に達し、同１２年に 3.15 となっている。なお、

同係数は平成２年以降は農林世帯の同係数を上回り、その時点は蒜山地域の５年前となっ

ている。 既述したように蒜山地域の混合世帯数は、岡山県より５年遅れの昭和５０年ま

で増加し、その後は同県と類似のパタ－ンで減少している。しかし、同世帯の特化係数は

昭和４５年に初めて岡山県レベルを上回り、その後は時系列的に上昇し、平成７年以降は

農林世帯の同係数をいくぶん上回っており、混合世帯への特化の程度は著しく、しかも真

庭郡より顕著となっている。 

⒟－3  非農林世帯 

昭和４０年は 0.50 と低く、その後は緩やかに上昇し、平成１２年に 0.82 となっている。

一方、真庭郡の場合は昭和４０年に 0.62 を示し、蒜山地域を僅差ながら上回り、その後も

同地域を 0.12～0.14 ポイントの範囲で上回りながら緩やかに上昇し、平成１２年に 0.89

となり、蒜山地域を 0.07 ポイント上回っている。 

既述したように蒜山地域の非農林世帯数は昭和４０年以降、岡山県と類似の推移パタ－

ンで増加し、その特化係数も経年的に上昇を続けているが 1.00 を超えることはなく、同世

帯の岡山県に対する比重は小さく、しかも真庭郡レベルを下回っている。 

⒟－4  非就業世帯 

昭和４０年に 0.89 となり、その後は低下し、同５５年に 0.63 と最低を記録し、その後

は上昇に転じ、平成１２年に 0.90 となっている。 

一方、真庭郡の場合は昭和４０年に 0.81 となり、その後は蒜山地域と類似のパタ－ンで

推移し、同５５年に 0.69 と最低に達し、平成１２年には 0.86 となっている。以上の真庭

郡における同係数は蒜山地域を平成２年まで 0.02～0.12 ポイントの範囲で上回り、その後

は 0.03～0.04 の範囲で下回っている。 

既述のとおり非就業世帯数は昭和４０年以降、岡山県より緩やかに増加し、その増加率

は岡山県の半分に過ぎず、そのために同世帯の特化係数は岡山県レベルを下回っている。 
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⒠ まとめ 

⒠－1  経済構成別世帯数割合の推移 

蒜山地域における経済構成別世帯数割合の昭和４０年以降における推移状況をみると、

農林世帯は昭和５０年まで急速に縮小し、その後は緩やかな縮小に転じ、非農林世帯は同

５５年まで急速に拡大し、その後は緩やかな拡大に転じ、混合世帯は同５０年まで急速に

拡大し、その後は緩やかな縮小に転じ、非就業世帯は一貫して拡大を続けている。一方、

真庭郡及び岡山県の場合は蒜山地域と概ね類似のパタ－ンで推移している。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における経済構成別世帯数割合の概数（小数点以下四捨五

入）を昭和４０年と平成１２年の両時点において、農林世帯－混合世帯－非農林世帯－非

就業世帯の順に列記すると次のおりである。なお、平成１２年における各世帯シェアの昭

和４０年に対する縮小（△）又は拡大の比率（概数）を付記する。 

昭和４０年 

蒜山地域：５２％－１５％－２９％－ ４％ 

 真庭郡：３７％－２３％－３７％－ ４％ 

 岡山県：１８％－１９％－５９％－ ５％ 

平成１２年 

蒜山地域： ９％－１３％－５９％－２０％ 

 真庭郡： ７％－１１％－６４％－１９％ 

 岡山県： ３％－ ３％－７２％－２２％ 

昭和４０年に対する平成１２年間の縮小又は拡大率 

蒜山地域：△８３％－△１３％－１０２％－３７６％ 

 真庭郡：△８２％－△５３％－ ７４％－４００％ 

 岡山県：△８６％－△８２％－ ２３％－３７０％ 

上記したように、昭和４０年の時点で首位に立つ世帯は蒜山地域は農林世帯、次いで非

農林世帯となり、真庭郡は農林世帯と非農林世帯が同一水準となり、岡山県は非農林世帯

が突出して首位を占め、次いで混合世帯と農林世帯は相互に近接して続き、第１、２位の

世帯数割合の合計は蒜山地域は８１％、真庭郡は７４％、岡山県は７６％となっている。 

一方、平成１２年において首位に立つ世帯は３地域とも突出したシェアの非農林世帯、

次いで非就業世帯と続き、両世帯の合計割合は蒜山地域７９％、真庭郡８３％、岡山県９

４％となっている。 

上記した昭和４０年と平成１２年における蒜山地域の経済構成別世帯数割合について、

とくに岡山県との主要な相違点を挙げると以下のようである。 

蒜山地域における経済構成別世帯数割合のなかで、農林世帯は両時点にいおいて最も高

く、岡山県を超大幅に上回っている。混合世帯は昭和４０年に最低となり、反対に平成１

２年には最高となっている。非農林世帯は両時点において最低となっているが、両時点間

にける拡大率は極めて高く、一方、岡山県の方は極めて低く、このことが平成１２年にお

ける岡山県との較差を縮小している。非就業世帯は両時点で岡山県と近接している。 

⒠－2  各世帯数割合の特化係数の推移 

蒜山地域における経済構成別世帯数割合の特化係数（岡山県を 1.00）の推移状況は以下

のとおりである。 

昭和４０年に農林世帯 2.88、非就業世帯 0.89、混合世帯（農林と非農林の混合）0.81、

非農林世帯 0.50 の順となり、農林世帯のみ岡山県レベルを大幅に上回っている。 

同年以降、農林世帯は上昇基調で推移し、混合世帯は一貫して上昇し、非農林世帯は 1.00

未満の範囲を一貫して上昇し、非就業世帯は 1.00 未満の範囲を乱高下し、平成１２年には

混合世帯 3.68、農林世帯 3.38、非就業世帯 0.90、非農林世帯 0.82 の順となり、混合世帯

及び農林世帯は岡山県レベルを著しく超えている。 

なお、真庭郡における特化係数の推移パタ－ンは概ね蒜山地域と類似し、しかも農林世

帯と混合世帯は 1.00 を大幅に上回っている。しかし、同係数は農林世帯及び混合世帯では

蒜山地域を下回り、反対に非農林世帯は上回り、非就業世帯は近接している。 

上記のように、農林世帯の特化係数は全時点において岡山県レベルを超大幅に上回り、
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しかも時系列的に上昇し、農林世帯への特化程度は強化されている。また、混合世帯の特

化係数も昭和４５年以降において岡山県レベルを上回り、特に平成７年以降は農林世帯の

同係数を僅差ながら上回っており、同世帯への特化も進行している。一方、非農林世帯及

び非就業世帯の特化係数は岡山県レベルを下回っている。 以上の推移状況から、蒜山地

域は岡山県における地域農業振興のうえで、真庭郡の中では重要な地位を占めている。 

（２） ４か町村 

前述した蒜山地域における経済構成別世帯数割合とその特化係数の推移状況を表８、９

により各世帯ごとに町村間比較すると以下のようである。 

⒜ 農林世帯 

昭和４０年に川上村 65.3% 、中和村 60.3% 、八束村 47.0% 、湯原町 45.6% の順となっ

ている。 

同年以降、川上村、八束村、湯原町では昭和５０年まで急速に縮小し、その後は緩やか

な縮小に転じ、中和村は同４５年から同５０年にかけて急速に縮小し、その後は緩やかな

縮小となっている。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における経済構成別世帯数割合は、昭和４０年と

比べて、中和村は 49.7 ポイント縮小の 10.6% 、川上村は 54.8 ポイント縮小の 10.5% 、八

束村は 38.0 ポイント縮小の 9.0%、湯原町は 38.5 ポイント縮小の 7.1%という順になってい

る。 

以上の平成１２年における各世帯数割合の昭和４０年に対する縮小又は拡大の比率をみ

ると、その縮小率は湯原町 84.4% 、川上村 83.9% 、中和村 82.4% 、八束村 80.9% の順と

なっている。 

⒝ 混合世帯 

昭和４０年に八束村 16.4% 、川上村 15.9% 、湯原町 14.7% 、中和村 12.7% の順となっ

ている。 

同年以降、４か町村は昭和５０年まで拡大し、その後、川上村と中和村は縮小基調で推

移し、八束村と湯原町は縮小を続け、平成１２年には各町村とも急激に縮小している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における各世帯数割合は、昭和４０年と比べて、

川上村は 0.8 ポイント縮小の 15.1% 、八束村は 1.6 ポイント縮小の 14.8% 、中和村は 0.4 

ポイント縮小の 12.3% 、湯原町は 5.6 ポイント縮小の 9.1%という順になり、その縮小率

は、湯原町 38.1% 、八束村 9.8%、川上村 5.0%、中和村 3.1%の順となっている。 

⒞ 非農林世帯 

昭和４０年に湯原町 35.7% 、八束村 32.2% 、中和村 20.6% 、川上村 15.9% の順となっ

ている。 

同年以降、川上村は一貫して拡大し、八束村、中和村、湯原町は拡大基調で推移してい

る。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各世帯数割合は、昭和４０年と比べて、

湯原町は 25.1 ポイント拡大の 60.8% 、川上村は 42.8 ポイント拡大の 58.8% 、八束村は

24.6 ポイント拡大の 56.8% 、中和村は 36.1 ポイント拡大の 56.7% の順となり、その拡大

率は川上村 269.8%、中和村 175.2%、八束村 76.4% 、湯原町 70.3% の順となっている。 

⒟ 非就業世帯 

昭和４０年に中和村 6.4%、八束村 4.4%、湯原町 4.0%、川上村 2.9%の順となっている。 

同年以降、川上村と湯原町は一貫して拡大し、八束村と中和村は拡大基調で推移し、平

成１２年にはかなり急速に拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における各世帯数割合は、昭和４０年と比べて、

湯原町は 19.0 ポイント拡大の 23.0% 、中和村は 14.0 ポイント拡大の 20.4% 、八束村は

15.0 拡大の 19.4% 、川上村は 12.7 ポイント拡大の 15.6% という順になり、その拡大率は

湯原町 475.0%、川上村 457.2%、八束村 340.9%、中和村 218.8%の順となっている。 

⒠ 各世帯数割合の特化係数の推移 

上述した各町村における経済構成別世帯数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の推移を表

９により各世帯ごとに町村間比較すると以下のようである。 
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⒠－1  農林世帯 

昭和４０年に川上村 3.65、中和村 3.37、八束村 2.62、湯原町 2.55 の順となり、各町村

とも岡山県レベルを超大幅に超え、特に川上村と八束村は著しい。 

同年以降、川上村は上昇を続け、昭和５５年に 5.96 と最高に達し、その後は 5.00 台を

下降し、平成１２年に 4.04 と急落している。八束村もまた上昇を続け、昭和６０年に 5.27

と最高を記録し、その後は 4.00 台を低下し、平成１２年に 3.46 と急下降している。中和

村は昭和４５年に 5.39 と最高に達し、その後は 2.62～3.63 の範囲を乱高下し、平成１２

年に 4.08 と急上昇している。湯原町は上昇を続け、昭和５５年に 3.43 と最高に達し、そ

の後は 2.62～3.29 の範囲を乱高下し、平成１２年に 2.73 と急落している。 

上述した特化係数の推移状況から、各町村とも農林世帯へ特化している。しかし、その

特化の程度をみると、平成７年まで川上村と八束村は中和村と湯原町より一段と進んでい

るが、同１２年の時点では中和村の特化は加速され、湯原町は一歩後退している。 

⒠－2  混合世帯 

昭和４０年に八束村 0.87、川上村 0.85、湯原町 0.78、中和村 0.68 の順となり、いずれ

も岡山県レベルを下回っているが、同４５年には川上村 1.41、八束村 1.21、湯原町 1.19

の順で岡山県レベルを超え、中和村は 0.98 と僅差ながら下回っている。 

同年以降、各町村は一貫して上昇を続け、その推移過程において、川上村は昭和６０年

に 3.44 と 3.00 台に乗り、平成２年には 4.37 と 4.00 台に乗り、その後は概ね横ばい状態

に転じ、同１２年に 4.44 と最高に達している、八束村は平成２年に 3.83 と 3.00 台に乗り、

同７年には 4.19 と 4.00 台に達し、同１２年に 4.35 と最高を記録している。中和村は昭和

５０年に 3.02 と一気に 3.00 台に乗り、同７年には 4.81 と 4.00 台に乗り、最高に達し、

同１２年に 3.62 と急落している。一方、湯原町は平成７年に 3.72 と最高に達し、同１２

年に 2.68 と 2.00 台に急落している。 

以上のように中和村を除く３か町村は昭和４５年に岡山県レベルを僅差ながら上回り、

同５０年から混合世帯への特化が本格的に始まり、その後時系列的に進行している。一方、

中和村は昭和５０年の時点で急激に特化し、その後は横ばい状態となっている。そして平

成１２年の段階における特化の程度をみると、川上村と八束村は中和村を一歩抜きん出て

おり、湯原町は一歩後退している。 

⒠－3  非農林世帯 

昭和４０年に湯原町 0.61、八束村 0.55、中和村 0.35、川上村 0.29 の順となり、岡山県

レベルを混合世帯以上に下回っている。 

同年以降、川上村、八束村、湯原町は一貫して上昇を続け、平成１２年にそれぞれ 0.82、

0.79、0.85 と最高に達している。一方、中和村は平成２年まで上昇を続け、0.81 と最高を

記録し、その後下降基調に転じ、同１２年に 0.79 となっている。 

上記したように、各町村において特化係数は経年的に上昇しているが、平成１２年の時

点で湯原町 0.85、川上村 0.82、中和村と八束村各 0.79 の順となり、岡山県レベルをかな

り下回り、非農林世帯への特化はみられない。 

⒠－4  非就業世帯 

昭和４０年に中和村 1.36、八束村 0.94、湯原町 0.85、川上村 0.62 の順となり、中和村

は岡山県レベルを僅差ながら上回っている。 

同年以降における推移状況をみると、中和村は昭和４５年に 0.50 と最低に達し、その後

は上昇基調に転じ、その推移過程で同５０年には 0.96 と突出し、平成７年以降は 0.80 台

から 0.90 台へと上昇している。八束村は昭和４５年に 0.48 と最低を記録し、その後は上

昇基調に転じ、平成７年以降は 0.70 台ら 0.80 台へと上昇している。湯原町は昭和４５年

に 1.33 と急上昇し、同５０年には 0.84 と急落し、その後は上昇基調に転じ、その推移過

程で同６０年に 0.64 と最低を記録し、平成２年以降は 0.90 台で推移している。川上村は

上昇基調で推移し、その過程で昭和６０年に 0.46 と最低に達し、平成１２年に最高を記録

している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年に湯原町 1.04、中和村 0.92、八束村 0.88、川上

村 0.71 の順となっている。 
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以上で記述したように、４か町村における非就業世帯の特化係数は各時点において岡山

県レベルを下回り、ただ、例外として中和村は昭和４０年、湯原町は同４５年に岡山県レ

ベルを上回り、なお、湯原町は平成１２年に僅差ながら上回っている。 

⒡ まとめ 

上記した４か町村における経済構成別世帯数割合の推移状況を町村ごとにみるため、同

割合の概数（小数点以下四捨五入）を昭和４０年と平成１２年の両時点で、農林世帯－混

合世帯－非農林世帯－非就業世帯の順に列記すると以下のとおりである。 

川上村 

昭和４０年：６５％－１６％－１６％－ ３％ 

平成１２年：１１％－１５％－５９％－１６％ 

八束村 

昭和４０年：４７％－１６％－３２％－ ４％ 

平成１２年： ９％－１５％－５７％－１９％ 

中和村 

昭和４０年：６０％－１３％－２１％－ ６％ 

平成１２年：１１％－１２％－５７％－２０％ 

湯原町 

昭和４０年：４６％－１５％－３６％－ ４％ 

平成１２年： ７％－ ９％－６１％－２３％ 

以上のように昭和４０年の時点では各町村とも農林世帯数割合が突出し、川上村６５％、

中和村６０％、八束村４７％、湯原町４６％の順となり、その水準の低い八束村と湯原町

では非農林世帯がかなり高く、それぞれ３２％、３６％となっている。なお、川上村と中

和村でも非農林世帯は農林世帯に次いで高く、それぞれ１６％、２１％となっている。な

お、各町村農林世帯と非農林世帯の合計割合は湯原町８２％、川上村と中和村各８１％、

八束村７９％となっている。 

平成１２年には各町村とも非農林世帯数割合が突出し、湯原町６１％、川上村５９％、

八束村と中和村各５７％となり、一方、農林世帯割合はそれぞれ７％、１１％、９％、１

１％と縮小し、その水準の低い湯原町では非就業世帯が２３％と高くなっている。なお、

他の３か村でも非就業世帯割合は比較的高く、非農林世帯と非就業世帯の合計割合は湯原

町８４％、中和村７７％、八束村７６％、川上村７５％となっている。 

次に経済構成別世帯数割合の特化係数（岡山県＝1.00）の町村間関係を経済構成別にま

とめると以下のとおりである。 

農林世帯の特化係数は、昭和４０年に川上村 3.65、中和村 3.37、八束村 2.62、湯原町

2.55 の順となり、同年以降、同係数は上昇し、平成１２年に中和村 4.08、川上村 4.04、

八束村 3.46、湯原町 2.73 の順となり、両時点において岡山県レベルを上回り、とりわけ

湯原町を除く３か村は平成１２年の時点で超大幅に上回っている。 

混合世帯の特化係数は、昭和４０年に八束村 0.87、川上村 0.85、湯原町 0.78、中和村

0.68 の順となり、岡山県レベル下回っている。同年以降、同係数は急速に上昇し、平成１

２年に川上村 4.44、八束村 4.35、中和村 3.62、湯原町 2.68 の順となり、農林世帯と同様

に岡山県レベルを超大幅に上回っている。 

非農林世帯の特化係数は、昭和４０年に湯原町 0.61、八束村 0.55、中和村 0.35、川上

村 0.29 の順となり、岡山県レベルを著しく下回っている。同年以降、同係数は上昇し、平

成年代に入ると全体的に急速な上昇に転じ、平成１２年に湯原町 0.85、川上村 0.82、中和

村と八束村各 0.79 の順となり、昭和４０年の水準を大きく伸ばしているが、岡山県レベル

には達していない。 

非就業世帯の特化係数は、昭和４０年に中和村 1.36、八束村 0.94、湯原町 0.85、川上

村 0.62 の順となり、中和村以外の３か町村は 1.00 を下回っている。同年以降、各町村と

も 1.00 未満の範囲を乱高下しながら上昇し、平成１２年に湯原町 1.04、中和村 0.92、八

束村 0.88、川上村 0.71 の順となり、湯原町は岡山県レベルに達し、中和村はかなり近接

し、八束村と川上村はかなり下回っている。 
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以上で記述したように、４か町村とも農林世帯及び混合世帯の特化係数は岡山県レベル

を超大幅に上回り、反対に非農林世帯及び非就業世帯の同係数は時系列的に上昇している

が、岡山県レベルに達していない状況からすると、蒜山地域は農林世帯、そして混合世帯

（農林・非農林混合）への特化を強めている。 


