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第５章 農業集落の変容と現状 

 

農業集落は「市区町村の一部の地域において、農業上形成されている地域社会のことで

ある。農業集落は、もともと自然発生的に存在する地域社会で、家と家が地縁的、血縁的

に結びつき、各種の集団や社会関係を形成してきた社会生活の基礎単位である」と定義さ

れている
1)

。換言すれば農業集落とは農村地域社会において一定のまとまりをもった最小

の生産・生活空間である。 

近年、わが国では農業・農村をとりまく国際的、国内的な厳しい環境の下で、農業集落

を核とした農村住民の自主性と総意に根差した地域の営農活動、つまり集落営農に対する

関心が高まっている。 

稲本によると、その関心は①農家・農業者など私経済の次元から、共同経営の１つの形

態としてとらえる視点、②集落・旧村地域など地域の次元から、集落営農を地域農業の維

持、農地保全、農業面・生活面での集落の活性化の担い手（受け皿）としてとらえる視点、

③構造政策・構造改革など、政策次元から、集落営農をわが国農業の担い手の１つの形態

として位置づけるか否かという視点に立っている
2)

。 

このような背景を考慮に入れて、本章では世界農林業センサス（農業集落調査市町村別

報告書）に基づき、真庭郡内川上村、八束村、中和村、湯原町の４か町村における農業集

落の昭和３５年以降における変容について記述し、さらに４か町村の総体としての蒜山地

域を真庭郡及び岡山県と対比し、同地域の農業集落の位置づけを行うこととする。 

 

第第第第１１１１節節節節 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの立地条件立地条件立地条件立地条件 

 

集落営農の展開は農業集落を取り巻く生産と生活に深く関与する自然的及び社会的立地

条件に大きく左右される。 

本節では平成１２年の農業センサス資料に基づき、自然条件として農業集落の地勢・標

高および経営耕地の傾斜度、社会的条件として農業集落の地域振興立法による地域指定お

よび生活関連施設等までの所要時間について表１～４に基づき記述する。 

 

第第第第１１１１項項項項 地勢地勢地勢地勢・・・・標高標高標高標高からみたからみたからみたからみた農業集落農業集落農業集落農業集落                                                                                  

４か町村とその総体としての蒜山地域における地勢別及び中心地の標高区分別農業集落

割合は表１で示すとおりである。 

１１１１ 地勢地勢地勢地勢からみたからみたからみたからみた農業集落農業集落農業集落農業集落 

４か町村のうち、川上村（平成１２年現在の総農業集落数２７）、八束村（同２５）、

中和村（同１３）の集落はすべて「高原」、湯原町（同３７）では３２集落が盆地、残り

５集落は山間に立地し、それぞれの割合は 86.5% 、13.5% となっている。 

周知のように「盆地」は周囲を山地や丘陵地等で囲まれた相対的に低く平坦な地域であ

り、「高原」は海面からかなり高い位置にあって、比較的起伏が小さく、平らな地域で、

両者はともに農業生産条件が相対的に良好である。一方、「山間」は山と山の間、山のな

かの地域で、農業生産面だけでなく生活面でも条件は不利である。 

したがって、川上村、八束村、中和村は地勢的視点に立つと、湯原町より農業生産に有

利な集落に恵まれている。 

４か町村の総体としての蒜山地域には１０２の農業集落があり、そのうち「高原型」集

落シェアは 63.7% （農業集落数６５）、「盆地」型は 31.3% （同３２）となり、「山間」

型は 5.0%（同５）に過ぎず、生産条件の良好な「高原」型と「盆地」型集落が９５％を占

めている。 

一方、真庭郡には３７５の農業集落があり、そのうち「盆地」型集落シェアは 66.7% 、

「高原」型は 17.3% 、「山間」型は 16.0% となり、「盆地」型集落が７０％近くを占めて

いる。また、岡山県下には 4,503 の農業集落があり、そのうち「平野」型集落シェアは 42.5% 、

「山間」型は 35.2% 、「盆地」型は 19.2% 、「高原」型は 2.4%、「その他」（峡谷、裾
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の）は 0.7%で、農業生産面と生活面で条件不利な「山間」型は３０％を多少超えている。 

以上の地勢事情から、蒜山地域は真庭郡および岡山県の場合と比べて、農業生産と生活

条件において恵まれた農業集落が多いと言える。 

ちなみに全国、山陽及び山陰地方の地勢別農業集落割合をみると、「平野」型はそれぞ

れ 53.5% 、37.1% 、40.3% 、同様に「盆地」型は 14.1% 、20.7% 、10.6% 、「山間」型は

21.5% 、35.2% 、31.7% となっている
3)

。なお、全国の「高原」型は 2.5 % である
7)

。 

２２２２ 標高標高標高標高からみたからみたからみたからみた農業集落農業集落農業集落農業集落 

４か町村における農業集落中心地の標高区分別シェアをみると、川上村は「４００～５

００ｍ」区が 74.1% と突出し、残りの 25.9% は「５００～７００ｍ」区である。中和村は

「４００～５００ｍ」区と「５００～７００ｍ」区に２分し、それぞれ 53.8% 、46.2% と

なっている。八束村は全集落が「４００～５００ｍ」区に分布している。湯原町は 51.4% 

が「４００～５００ｍ」区に分布し、次いで「３００～４００ｍ」区 32.4% 、「５００～

７００ｍ」区 10.8% 、「２００～３００ｍ」区 5.4%と続き、その分布幅は上記の３か村と

比べて広く、しかも「４００～５００ｍ」区シェアは中和村と比べて２ポイント程度低い

に過ぎない。 

蒜山地域においては「４００～５００ｍ」区に 69.6% が集中し、次いで「５００～７０

０ｍ」区に 16.6% 、「３００～４００ｍ」区に 11.8% 分布し、「２００～３００ｍ」区は

2.0%と僅少である。 一方、真庭郡の農業集落は「１００～２００ｍ」区から「５００～

７００ｍ」区まで広範囲に分布し、その集落シェアの最高は「１００～２００ｍ」区の

37.9% 、次いで「４００～５００ｍ」区 25.9% 、「２００～３００ｍ」区 17.3% の順とな

り、残り 18.9% を「３００～４００ｍ」と「５００～７００ｍ」の両区がほぼ等分してい

る。 

岡山県の場合は「１００ｍ未満」区が 50.7% と半ばを占め、次いで「１００～２００ｍ」

区が 18.7% と続き、両者でほぼ７０％となり、他標高区の集落シェアは標高が増すごとに

縮小し、「２００～３００ｍ」区 11.0% 、「３００～４００ｍ」区 9.6%、「４００～５０

０ｍ」区 6.8%、「５００～７００ｍ」区 3.2%、「７００ｍ以上」区 0.0%となっている。 

ちなみに全国の場合は「１００ｍ」区 60.1% 、「１００～２００ｍ」区 15.8% 、「２０

０～３００ｍ」区 9.7%、「３００～４００」区 5.5%、「４００～５００ｍ」区 3.4%、「５

００～７００ｍ」区 3.7%、「７００ｍ以上」区 1.8%となっている
7) 

。 

以上で記述したように、蒜山地域の農業集落は、その８６％が「４００～５００ｍ」区

と「５００～７００ｍ」区に分布し、真庭郡の同集落シェアを５１ポイント、同様に岡山

県を７６ポイント上回っている。このように蒜山地域の農業集落が高所に立地しいる状況

は、高冷地農業への適応性の高いことを意味し、その結果として八束村と川上村において

早くから蒜山大根のブランド化が進み、中和村においても過去において大根栽培が盛んで

あった。 

 

第第第第２２２２項項項項 耕地耕地耕地耕地のののの傾斜度傾斜度傾斜度傾斜度からみたからみたからみたからみた農業集落農業集落農業集落農業集落                                                                                

農業生産における条件不利性を端的に示す指標としての耕地の傾斜条件を水田、畑、樹

園地ごとに示すと表２のようである。なお、耕地の傾斜度は「耕地の大半が立地している

傾斜の程度」によって判定される。 

（１） ４か町村 

① 水田 

水田の傾斜度別農業集落割合をみると、「平坦地」は中和村では全農業集落が該当し、

川上村は 70.4% 、次いで八束村 56.0% 、湯原町 24.4% の順となっている。一方、「緩傾

斜地」（傾斜度８～１５度）は、上記の町村順に拡大し、川上村 29.6% 、八束村 44.0% 、

湯原町 48.6% となっている。また、「急傾斜地」（傾斜度１５度以上）は湯原町に存在し、

そのシェアは 27.0% となっている。 以上のように、４か町村のなかで中和村の農業集落

はすべて「平坦地」水田に立地している点は注目される。川上村と八束村の農業集落は「平

坦地」と「緩傾斜地」の水田に立地し、「平坦地」水田の集落シェア（小数点以下四捨五

入）は川上村が７０％で、八束村を１４ポイント上回っている。湯原町における「平坦地」
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水田の集落シェアは２４％と低く、しかも条件不利な「急傾斜地」水田が農業集落の２７

％を占めている。 

② 畑 

畑の傾斜度別農業集落割合をみると、「平坦地」は中和村が 61.5% 、次いで八束村 24.0% 、

川上村 18.5% 、湯原町 16.2% の順となっている。「緩傾斜地」は川上村が 81.5% と最高

を記録し、八束村も 76.0% と高く、次いで湯原町 54.1% 、中和村 38.5% と続いている。

また、「急傾斜地」は湯原町のみで、その集落シェアは 29.7% となっている。 

以上のように、川上村、八束村、中和村における農業集落は「平坦地」と「緩傾斜地」

の両方の畑を利用しているが、中和村は「平坦地」集落シェアが６２％と突出し、川上村

と八束村は「緩傾斜地」集落シェアがそれぞれ８２％、７６％と突出し、３か村の農業集

落は生産条件有利な畑に立地している。一方、湯原町では３０％の農業集落が条件不利な

「急傾斜地」に立地している。 

③ 樹園地 

樹園地は表２で示すように水田、畑の場合と異なり、各町村のすべての農業集落には存

在しない。樹園地がある集落シェアは湯原町 70.3% （該当集落数２６／総農業集落数３７）、

川上村 48.1% （同１／２７）、中和村 23.1% （同３／１３）、八束村 16.0% （同４／２

５）の順となっている。 

各町村における「平坦地」集落シェアは八束村 25.0% 、湯原町 11.5% 、川上村 7.7%の

順となり、中和村に該当集落はみられない。「緩傾斜地」集落シェアの最高は中和村 100%、

次いで川上村 92.3% 、八束村 75.0% 、湯原町 57.7% と続いている。なお、湯原町では「急

傾斜地」樹園地に立地する農業集落シェアが 30.8% を占めている。 

以上のように、湯原町は４か町村の中で樹園地がある農業集落が最も多いが、その立地

は他の３か町村と異なり、条件不利な「急傾斜地」にまで及んでいる。 

（２） 蒜山地域 

以上で記述した４か町村の総体としての蒜山地域における耕地の傾斜度別農業集落シェ

アを表２により地目別に記述すると以下のとおりである。 

① 水田 

水田がある農業集落は蒜山地域では全集落に亘り、真庭郡は 99.5% （該当集落数３７３

／総農業集落数３７５）、岡山県は 97.8% （同 4,405 ／4,503 ）となっている。 

水田の傾斜度別農業集落シェアをみると、蒜山地域は「平坦地」53.9% 、「緩傾斜地」

36.3% 、「急傾斜地」9.8%となっている。一方、真庭郡では「平坦地」55.5% 、「緩傾斜

地」30.3% 、「急傾斜地」14.2% であり、岡山県の場合は「平坦地」56.7 %、「緩傾斜地」

29.3% 、「急傾斜地」14.0% となっている。ちなみに全国の場合は「平坦地」61.7% 、「緩

傾斜地」27.9% 、「急傾斜地」10.4% となっている
7)

。 

上記したように、「平坦地」集落シェア（小数点以下四捨五入）は蒜山地域が５４％、

真庭郡は５６％、岡山県は５７％となり、蒜山地域はいくぶん低い。一方、条件不利の「急

傾斜地」集落シェアは蒜山地域が１０％、対する真庭郡と岡山県は各１４％で、同地域の

方が低くなっている。 

② 畑 

畑がある農業集落は蒜山地域では全集落に及び、真庭郡は 99.7% （該当集落数３７４／

総農業集落数３７５）、岡山県 93.4% （同 4,206 ／4,503 ）となっている。 

畑の傾斜度別農業集落シェアをみると、蒜山地域は「緩傾斜地」64.7% 、「平坦地」24.5% 、

「急傾斜地」10.8% の順となっている。一方、真庭郡もその順位は同じで「緩傾斜地」43.9% 、

「平坦地」35.6% 、「急傾斜地」20.5% の順となり、岡山県も同様に「緩傾斜地」43.7% 、

「平坦地」37.3% 、「急傾斜地」19.0% となっている。ちなみに全国の場合は「平坦地」

58.6% 、「緩傾斜地」32.1% 、「急傾斜地」9.3%となっている
7)

。 

上記した蒜山地域の「緩傾斜地」集落シェア（小数点以下四捨五入）は６５％と突出し、

一方、真庭郡と岡山県はともに４４％となっている。「平坦地」集落シェアは蒜山地域が

２５％と低く、対する真庭郡と岡山県は３６～３７％と高く、互いに近接している。「急

傾斜地」集落シェアは蒜山地域が１１％と低く、真庭郡は２１％と高く、岡山県は１９％
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となっている。 

以上のように、蒜山地域は真庭郡及び岡山県と比べて農業生産条件のより有利な「平坦

地」集落シェアは低いものの、条件不利の「急傾斜地」の集落シェアが低い点は特徴的で

ある。 

③ 樹園地 

樹園地がある農業集落シェアは、蒜山地域は 45.1% で、岡山県における 43.4% とは 1.7 

ポイントの僅差で上回り、反対に真庭郡の 63.5% を 18.4 ポイントも下回っている。 

樹園地の傾斜度別農業集落シェアをみると、蒜山地域は「緩傾斜地」71.7% 、「急傾斜

地」17.4%、「平坦地」10.9% の順となっている。一方、真庭郡は「緩傾斜地」39.1% 、「平

坦地」34.9% 、「急傾斜地」26.0% 、岡山県は「緩傾斜地」50.0% 、「平坦地」29.1% 、

「急傾斜地」20.9% となっている。ちなみに全国の場合は「平坦地」40.4% 、「緩傾斜地」

40.6% 、「急傾斜地」19.0% となっている
7)

。 

上記したように、蒜山地域における「緩傾斜地」集落シェア（小数点以下四捨五入）は

７２％と突出し、真庭郡の３９％、岡山県の５０％を超大幅に上回っている。また、蒜山

地域の「急傾斜地」集落シェアは１７％となり、真庭郡の２６％、岡山県の２１％を著し

く下回り、特に真庭郡との較差は大きい。蒜山地域における樹園地がある集落シェアは４

５％と総集落数の半分を割り、その集落の１１％は生産条件の有利な「平坦地」を占める

に過ぎない。しかし、生産条件不利の「急傾斜地」集落シェアが１７％と真庭郡及び岡山

県より低い点は特徴的である。 

 

第第第第３３３３項項項項 法制上法制上法制上法制上のののの指定地域指定地域指定地域指定地域からみたからみたからみたからみた農業集落農業集落農業集落農業集落 

農村地域振興を目的とした立法に基づく指定地域に該当する農業集落割合を示した一覧

が表３である。 

一覧表に掲げる各種の指定地域について簡単な説明を加えると次のようである。 

地域振興立法による指定地域は「山村振興法」（昭和４０年５月制定、最終改正平成１

３年１２月）に基づく振興山村地域、「特定農山村地域における農林業等の活性化のため

の基盤整備の促進に関する法律（特定農山村法）」（平成５年６月制定、最終改正平成１

２年５月）による特定農山村地域、そして「過疎地域自立促進特別措置法」（平成１２年

３月制定、最終改正平成１４年２月）による過疎地域であり、ほかに「都市計画法」（昭

和４３年６月制定、最終改正平成１６年６月）に基づく都市計画区域がある。 

ちなみに振興山村地域指定の主要な要件は林野率の高いことのほかに交通条件及び経済

的、文化的条件に恵まれていないこと等となっている。特定農山村地域の具体的要件は全

耕地に占める急傾斜農地面積比率が高いこと、または林野率が高いことのほかに農林地面

積割合が一定以上であること、または農林業従事者数割合が一定以上であること等となっ

ている。過疎化地域の指定要件は人口減少率と高齢化率あるいは若年者率および財政力（基

準財政収入額を基準財政需要額で除した数値）となっている。したがって、農業生産条件

や生活条件の不利性や過疎化の進行を示す指標が振興山村地域、特定農山村地域および過

疎地域の割合であり、また、都市化の進行を示す指標が都市計画区域の割合である。 

表３で示すように、４か町村の全農業集落に共通した指定地域は過疎地域であり、特定

農山村地域は八束村を除く３か町村の全農業集落に、また振興山村地域指定は中和村と湯

原町の全農業集落となっている。なお、都市計画区域に湯原町の３７農業集落のうち３集

落が該当している。 

蒜山地域における指定地域別農業集落割合をみると、「都市計画区域」2.9%、「振興山

村地域」49.0% 、「特定農山村地域」75.5% 、「過疎地域」は全農業集落が該当している。

一方、真庭郡及び岡山県の場合をみると、次の指定区域においてそれぞれ「都市計画区域」

では 32.8% 、48.0% 、「振興山村地域」では 37.9% 、24.2% 、「特定農山村地域」では

68.8% 48.7% 、「過疎地域」では 46.1% 、37.7% となっている。 

以上のように、蒜山地域は「都市計画区域」を除く各指定地域において、真庭郡及び岡

山県を大幅に上回り、特に岡山県との較差は顕著に大きい。ちなみに全国、山陽地方、山

陰地方における指定地域の農業集落シェアをみると、「振興山村地域」はそれぞれ 20.1% 、
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27.5% 、40.9% 、「特定農山村地域」は 35.7% 、45.2% 、56.5% 、「過疎地域」は 30.1% 、

40.4% 、38.3% 、「都市計画区域」は 56.8% 、53.1% 、42.9% 、となっている
3)

。 

 

第第第第４４４４項項項項 生活関連施設等生活関連施設等生活関連施設等生活関連施設等とのとのとのとの距離距離距離距離からみたからみたからみたからみた農業集落農業集落農業集落農業集落 

生活環境条件の有利、不利性を示す指標の一つは生活関連施設等及びＤＩＤ旧市区町村

までの、普段利用している主な交通手段（自動車等）による所要時間である。 

生活関連施設等には町村役場、農業協同組合、警察・交番、病院・診療所、小・中学校、

公民館、ス－パ－・百貨店、高速道路のインタ－チェンジが含まれる。またＤＩＤ旧市区

町村とは、平成４年に国勢調査における人口集中地区（Densely Inhabited Districts ）

を設定している市町村である。「人口集中地区」とは人口密度１平方キロ当たり約 4,000 

人以上の国勢調査地区がいくつか隣接し、合わせて人口 5,000 人以上を有する地域をいう。 

（１） ４か町村 

平成１２年の時点における４か町村の生活関連施設等までの自動車等による所要時間別

農業集落割合を示すと表４のとおりである。その所要時間は「集落内」及び集落外にある

同施設等までの「１５分未満」、「１５～３０分」、「３０分～１時間」、「１時間以上」

に区分されている。 

① 町村役場 

「集落内」は各町村とも１集落が該当し、その集落シェアは中和村 7.7%、八束村 4.0%、

川上村 3.7%、湯原町 2.7%の順となっている。「１５分未満」集落シェアは川上村 96.3% 

（該当集落数２６／総農家集落数２７）、八束村 96.0% （同２４／２５）、中和村 92.3% 

（同１２／１３）、湯原町は 81.1% （同３０／３７）の順となっている。「１５～３０分」

と「３０分～１時間」集落シェアは湯原町のみで、それぞれ 13.5% （同５／３７）、2.7%

（同１／３７）となっている。 

② 農業協同組合 

「集落内」は川上村に該当集落はなく、八束村と中和村は１集落、湯原町は２集落で、

その集落シェアは八束村 4.0%、中和村 7.7%、湯原町 5.4 %となっている。「１５分未満」

は川上村では全集落が該当し、八束村は 96.0% （該当集落数２４／総農業集落数２５）、

中和村は 92.3% （同１２／１３）、湯原町は 78.4% （同２９／３７）の順ととなっている。

「１５～３０分」は湯原町のみ 16.2% （同６／３７）のシェアを示している。 

③ 警察・交番 

「集落内」の該当集落数は湯原町が２集落、他の３か村は１集落で、その集落シェアは

中和村 7.7%、湯原町 5.4%、八束村 4.0%、川上村 3.7%の順となっている。「１５分未満」

は川上村 96.3% （該当集落数２６／総農業集落数２７）、八束村 96.0% （同２４／２５）、

中和村 92.3% （同１２／１３）、湯原町は 43.2% （同１６／３７）の順となり、湯原町は

一段低くなっている。「１５～３０分」と「３０分～１時間」は湯原町のみで、その集落

シェアはそれぞれ 45.9% （同１７／３７）、5.4%（同２／３７）となっている。 

④ 病院・診療所 

「集落内」は湯原町には該当集落はなく、他の３か村には１集落あり、その集落シェア

は川上村 3.7%、八束村 4.0%、中和村 7.7%となっている。「１５分未満」は川上村 96.3% 

（該当集落数２６／総農業集落数２７）、八束村 84.0% （同２１／２５）、湯原町 48.6% 

（同１８／３７）、中和村 23.1%（同３／１３））の順となっている。「１５～３０分」

は川上村には該当集落はなく、他の３か町村では中和村 61.5% （同８／１３）、湯原町 45.9% 

（同１７／３７）、八束村 12.0% （同３／２５）の順となっている。「３０分～１時間」

は中和村と湯原町のみで、それぞれ 7.7%（同１／１３）、5.4%（同２／３７）となってい

る。 

上記の記述から、１５分以内に立地する集落シェアは町村によって著しく異なり、川上

村は全集落が該当し、そのシェア（小数点以下四捨五入）は八束村８８％、湯原町４９％、

中和村３１％順となり、その残余の集落シェアは「１５～３０分」と「３０分～１時間」

に配分される。 

⑤ 小・中学校 
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小学校までの所要時間は、「集落内」は川上村には該当集落がなく、他の３か町村は農

協や警察・交番と同様に八束村と中和村は各１集落、湯原町は２集落で、その集落シェア

はそれぞれ 4.0%、7.7%、5.4%となっている。「１５分未満」は湯原町 62.2% （該当集落数

２３／総農業集落数３７）、中和村 53.8% （同７／１３）、川上村 44.4% （同１２／２７）、

八束村 28.0% （同７／２５）の順となっている。「１５～３０分」は八束村 64.0%（同１

６／２５）、川上村 33.3% （同９／２７）、湯原町 24.3% （同９／３７）、中和村 15.4% 

（同２／１３）の順となっている。「３０分～１時間」は中和村 23.1% （同３／１３）、

川上村 22.3% （同６／２７）、湯原町 8.1%（同３／３７）、八束村 4.0%（同１／２５）

の順となっている。 

中学校までの所要時間は、「集落内」は川上村に該当集落はなく、八束村は２集落、中

和村と湯原町は各１集落で、その集落シェアは八束村 8.0%、中和村 7.7%、湯原町 2.7%と

なっている。「１５分未満」は中和村 38.5% （同５／１３）、八束村 28.0% （同７／２５）、

湯原町 24.3% （同９／３７）、川上村 11.1% （同３／２７）の順となっている。「１５～

３０分」は湯原町 62.2% （同２３／３７）、中和村 53.8% （同７／１３）、川上村 51.9% 

（同１４／２５）、八束村 36.0% （９／２５）の順となっている。「３０分～１時間」は

川上村 37.0% （同１０／２７）、八束村 28.0% （同７／２５）、湯原町 10.8% （同４／

３７）の順となっている。 

⑥ 公民館 

「集落内」に立地する集落は川上村と湯原町にはなく、中和村と八束村では各２集落が

該当し、その集落シェアはそれぞれ 15.4% 、8.0%となっている。「１５分未満」は川上村

では全集落が該当し、八束村は 92.0% （該当集落数２３／総農業集落数２５）、湯原町は

48.6% （同１８／３７）、中和村は 7.7%（同１／１３）の順となっている。「１５～３０

分」は湯原町のみ 43.2% （同１６／３７）を示している。「３０分～１時間」は湯原町に

３集落が立地し、その集落シェアは 8.1%を示している。「１時間以上」集落シェアは中和

村のみ 76.9% （同１０／１３）となっている。 

⑦ ス－パ－・百貨店 

「集落内」は４か町村に該当する集落は存在しない。「１５分未満」は湯原町のみ 5.4%

（該当集落数２／総農業集落数３７）となっている。「１５～３０分」は川上村に該当集

落はなく、他の３か町村では中和村 61.5% （同８／１３）、八束村 40.0% （同１０／２５）、

湯原町 32.4% （同１２／３７）の順となっている。「３０分～１時間」は川上村 96.3% 

（同２６／２７）、湯原町 62.2%（２３／３７）、八束村 60.0% （同１５／２５）、中和

村 38.5% （同５／１３）の順となっている。「１時間以上」は川上村のみ 3.7%（同１／２

７）となっている。 

⑧ 高速道路のインタ－チェンジ 

「集落内」の集落数は湯原町のみ１集落である。「１５分未満」は川上村では全集落が

該当し、湯原町 48.6% （該当集落数１８／総農業集落数３７）、八束村 36.0% （同９／２

５）、中和村 15.4% （同２／１３）の順となっている。「１５～３０分」は川上村に該当

集落はなく、他の３か町村では中和村 84.6% （同１１／１３）、八束村 64.0% （同１６／

２５）、湯原町 40.5% （同１５／３７）の順となっている。「３０分～１時間」は湯原町

の 8.2%（同３／３７）のみとなっている。 

⑨ ＤＩＤ旧市区町村 

「３０分未満」は中和村と八束村のみで、それぞれの集落シェアは 38.5% （該当集落数

５／総農業集落数１３）、32.0% （同８／２５）となっている。「３０分～１時間」は川

上村 96.3% （同２６／２７）、湯原町 94.6% （同３５／２７）、八束村 68.0% （同１７

／２５）、中和村 61.5% （同８／１３）の順となっている。「１～１時間半」は湯原町 5.4%

（同２／３７）と川上村 3.7%（同１／２７）のみとなっている。 

⑩ まとめ 

以上で記述した生活関連施設等までの所要時間別農業集落割合を１５分以内と３０分以

内に区分し、同割合の概数（小数点以下四捨五入）を川上村－八束村－中和村－湯原町の

順に施設ごとに列記すると以下のとおりである。なお、０％は該当集落不在を示す。 
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町村役場 

１５分以内：１００％－１００％－１００％－８４％ 

３０分以内：１００％－１００％－１００％－９７％ 

農協 

１５分以内：１００％－１００％－１００％－ ８４％ 

３０分以内：１００％－１００％－１００％－１００％ 

警察・交番 

１５分以内：１００％－１００％－１００％－４９％ 

３０分以内：１００％－１００％－１００％－９５％ 

病院・診療所 

１５分以内：１００％－ ８８％－ ３１％－４９％ 

３０分以内：１００％－１００％－ ９２％－９５％ 

小学校 

１５分以内： ４４％－ ３２％－ ６２％－６８％ 

３０分以内： ７８％－ ９６％－ ７７％－９２％ 

中学校 

１５分以内： １１％－ ３６％－ ４６％－２７％ 

３０分以内： ６３％－ ７２％－１００％－８９％ 

公民館 

１５分以内：１００％－１００％－ ２３％－４９％ 

３０分以内：１００％－１００％－１００％－９２％ 

ス－パ－・百貨店 

１５分以内：  ０％－  ０％－  ０％－ ５％ 

３０分以内：  ０％－ ４０％－ ６２％－３８％ 

高速道路インタ－チェンジ 

１５分以内：１００％－ ３６％－ １５％－５１％ 

３０分以内：１００％－１００％－１００％－９２％ 

ＤＩＤ旧市区町村 

１５分以内：  ０％－ ３２％－ ３９％－ ０％ 

３０分以内： ９６％－１００％－１００％－９５％ 

上記した生活関連施設等まで所要時間の集落数割合には４か町村に次のような共通点あ

るいは相違点がみられる。 

町村役場、農協、警察・交番まで１５分以内に全集落が立地するのは川上村、八束村、

中和村となっている。一方、湯原町は９０％を割り込み、なかでも警察・交番は５０％を

切っている。しかし、３０分以内の範囲に拡大すると、農協の場合は全集落、町役場と警

察・交番の場合は１００％近い集落が立地している。 

病院・診療所まで１５分以内に川上村は全集落が立地し、八束村は９０％を僅差ながら

切り、中和村と湯原町は５０％以下となっている。しかし、３０分以内に八束村は全集落、

中和村と湯原町は９０％以上の集落が該当し、残りの集落は３０～６０分の範囲に立地し

ている。 

公民館まで１５分以内に川上村と八束村は全集落が立地し、一方、中和村は２０％程度、

湯原町は５０％に近接し、残りの集落は中和村は１時間以上、湯原町は１５～３０分範囲

に立地している。 

ス－パ－・百貨店まで１５分以内に立地する集落は湯原町の５％と僅少で、３０分以内

には中和村は６０％程度、八束村と湯原町は４０％前後の集落が該当し、残りの大半の集

落は川上村を含めて３０～６０分の範囲に立地している。 

高速道路インタ－チェンジまで１５分以内に川上村は全集落、他の町村は５０％以下の

集落が該当し、そのなかで中和村は１５％の最低となっている。しかし、３０分以内に湯

原町を除く３か村は全集落、湯原町では９２％の集落が該当し、残りの集落は３０～６０

分の範囲に立地している。 



- 138 - 

ＤＩＤ旧市区町村まで３０分以内に八束村と中和村の集落は３０％程度が立地し、他の

２か町村に該当集落はなく、各町村とも残りの集落は３０～６０分の範囲に配置されてい

る。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における生活関連施設等及びＤＩＤ旧市区町村までの所要時間別農業集落数割

合（以下、集落シェア）を表４に基づき真庭郡及び岡山県と比較し、以下に記述する。 

① 町村役場 

蒜山地域は「１５分未満」が 90.2% で、真庭郡の 81.6% 、岡山県の 77.6% を大きく上

回っている。これに次ぐ集落シェアは「１５～３０分」であるが、蒜山地域は 4.9%と低く、

真庭郡は 14.9% 、岡山県は 18.6% の順に高くなり、「１５分未満」の集落シェアを合わせ

ると蒜山地域は 95.1% 、真庭郡は 96.5% 、岡山県は 96.2% となっている。残余の集落シ

ェアは「集落内」と「１時間以上」に分散し、「集落内」の集落シェアは蒜山地域 3.9%、

岡山県 2.6%、真庭郡 1.6%の順となり、「１時間以上」は蒜山地域には存在しないが、真庭

郡で 0.3%、岡山県では僅差ながら 0.0%と記録されている。ちなみに全国の集落シェアをみ

ると、「集落内」3.1%、「１５分未満」71.1% 、「１５～３０分」23.0% 、「１時間以上」

0.1%となっている
7)

。 

② 農業協同組合 

蒜山地域は農業集落の 90.2% が「１５分未満」に分布し、同様に真庭郡は 87.2% 、岡山

県は 84.3% となっている。これらに「１５～３０分」集落シェアを加えると、蒜山地域は

96.1% 、真庭郡は 96.0% 、岡山県は 93.0% となっている。残余の集落シェアは「集落内」

に分布し、蒜山地域 3.9%、真庭郡 4.0%、岡山県 6.7%となっている。なお、岡山県は「３

０分～１時間」集落シェアが 0.3%を示している。ちなみに全国の集落シェアは「集落内」

7.3%、「１５分未満」78.9% 、「１５～３０分」12.3% 、「３０分～１時間」1.3%となっ

ている
7)

。 

③ 警察・交番 

蒜山地域は農業集落の 76.5% が「１５分未満」に分布し、同様に真庭郡は 80.3% 、岡山

県は 81.3% となっている。これらに「１５～３０分」集落シェアを合わせると蒜山地域は

93.2% 、真庭郡は 96.3% 、岡山県は 95.0% となっている。残余の集落シェアは「集落内」

と「３０分～１時間」に配分されるが、「集落内」は蒜山地域 4.9%、岡山県 4.6%、真庭郡

3.2%の順となり、「３０分～１時間」は蒜山地域 1.9%、真庭郡 0.5%、岡山県 0.4%の順と

なっている。ちなみに全国の集落シェアは「集落内」6.0%、「１５分未満」78.7% 、「１

５～３０分」13.7% 、「３０分～１時間」1.5%である
7)

。 

④ 病院・診療所 

蒜山地域における農業集落は 66.7% が「１５分未満」を占め、同様に真庭郡は 76.3% 、

岡山県は 73.1% となっている。これらに「１５～３０分」集落シェアを加えると、蒜山地

域は 94.2% 、真庭郡は 96.6% 、岡山県は 91.6% となり、残余の集落シェアは「集落内」

と「３０分～１時間」に分配される。「集落内」は蒜山地域 2.9%、真庭郡 2.4%、岡山県

4.6%、「３０分～１時間」は蒜山地域 2.9%、真庭郡 1.0%、岡山県 3.8%となっている。ち

なみに全国の集落シェアは「集落内」5.7%、「１５分未満」69.6% 、「１５～３０分」21.4% 、

「３０分～１時間」3.1%である
7)

。 

⑤ 小学校 

蒜山地域における農業集落は 48.0% が「１５分未満」に該当し、同様に真庭郡は 42.7% 、

岡山県は 39.5% を示している。これらに「１５～３０分」集落シェアを合わせると、蒜山

地域 83.3% 、真庭郡 75.2% 、岡山県 76.4% となっている。残余の集落シェアは「集落内」

と「３０分～１時間」「１時間以上」に配分されるが、それらの集落シェアのなかで「３

０分～１時間」の方が高く、蒜山地域 12.8% 、真庭郡 17.1% 、岡山県 15.4% となり、「集

落内」は蒜山地域 3.9%、真庭郡 5.3%、岡山県 7.4%となっている。なお、「１時間以上」

は蒜山地域に該当集落はなく、一方、真庭郡は 2.4%、岡山県は 0.8%を示している。ちなみ

に全国の集落シェアは「集落内」10.1% 、「１５分未満」42.7% 、「１５～３０分」34.2% 、

「３０分～１時間」12.3% 、「１時間以上」0.7%となっている
7)

。 
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⑥ 中学校 

蒜山地域における農業集落は 52.0% が「１５～３０分」に該当し、同様に真庭郡は 44.3% 、

岡山県は 44.2% となっている。この集落シェアに次いで高いのは「１５分未満」で、その

集落シェアは蒜山地域 23.5% 、真庭郡 25.1% 、岡山県 36.8% となり、上記の「１５～３

０分」に「１５分未満」を合わせた集落シェアは、蒜山地域は 75.5% 、真庭郡は 69.4% 、

岡山県は 81.0% となっている。残余の集落シェアは「３０分～１時間」、「集落内」、「１

時間以上」に配分されるが、「３０分～１時間」は蒜山地域 20.6% 、真庭郡 28.3% 、岡山

県 16.2% となり、これらを上記の合計シェアに加えると蒜山地域は 96.1% 、真庭郡は

97.7% 、岡山県は 97.2% となっている。なお、「１時間以上」の集落シェアは、蒜山地域

では小学校の場合と同様に該当集落はなく、真庭郡は 0.4%、岡山県は 0.3%と僅少である。

ちなみに全国の集落シェアは「集落内」4.0%、「１５分未満」38.1% 、「１５～３０分」

44.5% 、「３０分～１時間」12.8% 、「１時間以上」0.6%となっている
7)

。 

⑦ 公民館 

蒜山地域において農業集落の 67.6% が「１５分未満」に分布し、同様に真庭郡は 73.6% 、

岡山県は 76.1% となっている。これに次ぐ「１５～３０分」は蒜山地域 15.7% 、真庭郡

20.0% 、岡山県 13.4% となり、両者の合計シェアは蒜山地域 83.3% 、真庭郡 93.6% 、岡

山県 89.5% となっている。残余の集落シェアは「集落以内」、「３０分～１時間」、「１

時間以上」に配分されるが、そのなかで「１時間以上」は高く、蒜山地域 9.8%、真庭郡 3.0%、

岡山県 2.3%となり、「３０分～１時間」は蒜山地域 2.9%、真庭郡 2.1%、岡山県 0.8%、「集

落内」は蒜山地域 3.9%、真庭郡 1.3%、岡山県 7.4%となっている。ちなみに全国の集落シ

ェアは「集落内」7.4%、「１５分未満」71.7% 、「１５～３０分」16.4% 、「３０分～１

時間」2.2%、「１時間以上」2.3%である
7)

。 

⑧ ス－パ－・百貨店 

蒜山地域における農業集落は 67.6% が「３０分～１時間」に分布し、そのシェアは突出

し、次いで「１５～３０分」の 29.4% 、「１５分未満」2.0%、「１時間以上」1.0%と続き、

「３０分～１時間」と「１５～３０分」を合わせた集落シェアは 99.0% となっている。 

一方、真庭郡と岡山県の場合もまた蒜山地域と同様に「１５分未満」、「１５～３０分」、

「３０分～１時間」に分散している。すなわち、最も高い「１５分未満」集落シェアをみ

ると、真庭郡は 41.9% 、岡山県は 54.2% となり、蒜山地域の 2.0%と比べて格段に高く、

次いで「１５～３０分」は真庭郡、岡山県ともに 33.1% となり、蒜山地域を上回り、「３

０分～１時間」は真庭郡 23.2% 、岡山県 10.9% で、蒜山地域の 67.6% を著しく下回って

いる。 

以上のように、蒜山地域では「１５分未満」と「１５～３０分」の所要時間に農業集落

の 31.4%が分布しているが、真庭郡では 75.0% 、岡山県では 87.3% が集中している。これ

らの合計シェアに「３０分～１時間」集落シェアを加えると蒜山地域 99.0% 、真庭郡 98.2% 、

岡山県 98.2% となり、相互近接している。なお、「１時間以上」は蒜山地域 1.0%、真庭郡

0.5%、岡山県 0.1%と僅少であり、「集落内」は蒜山地域に該当集落はなく、真庭郡 1.3%、

岡山県 1.7%となっている。ちなみに全国の集落シェアは「１５分未満」51.9% 、「１５～

３０分」32.6% 、「３０分～１時間」11.3% 、「１時間以上」2.1%となっている
7)

。 

⑨ 高速道路のインタ－チェンジ 

蒜山地域における農業集落は「１５分未満」が 54.9% を占め、次いで「１５～３０分」

が 41.2%と続き、両者の合計シェアは 96.1% となり、残余は「３０分～１時間」と「集落

内」が分担し、それぞれ 2.9%、1.0%を示している。一方、真庭郡の農業集落は 53.6% が「１

５分未満」、32.3% が「１５～３０分」に分布し、両者の合計シェアは 85.9% となり、残

余は「３０分～１時間」に 13.3% 、「集落内」に 0.8%配分される。岡山県の場合、農業集

落の 27.2% が「１５分未満」、41.4% が「１５～３０分」に分布し、両者の合計シェアは

68.6% で、残余は「３０分～１時間」に 29.3% 、「１時間以上」に 1.6%、「集落内」に

0.5%分配される。ちなみに全国の集落シェアは「集落内」0.4%、「１５分未満」16.4% 、

「１５～３０分」27.9% 、「３０分～１時間」29.5% 、「１時間以上」25.8% となってい

る
7)

｡ 
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⑩ ＤＩＤ旧市区町村 

蒜山地域の農業集落は 84.3% が「３０分～１時間」に分布し、次いで「３０分未満」の

12.7% となり、「１～１時間半」は 3.0%に過ぎない。真庭郡の場合は「３０分～１時間」

が 82.1% 、「１～１時間半」は 11.2% 、「３０分未満」は 6.7%となっている。岡山県の

場合は「３０分未満」が 67.1%と突出して高く、「３０分～１時間」は 30.6% と格段に低

くなっている。ちなみに全国、山陽及び山陰地方におけるＤＩＤ市区町村までの時間別農

業集落割合をみると、「３０分未満」は全国 71.1% 、山陽地方 54.7% 、山陰地方 53.5% 、

「１時間以内」は全国 94.5% 、山陽地方 92.1% 、山陰地方 89.2% となっている
3)

。 

⑪ まとめ 

以上で記述した生活関連施設等までの所要時間別農業集落数割合を「１５分以内」と「３

０分以内」に区分し、同割合の概数（小数点以下四捨五入）を蒜山地域－真庭郡－岡山県

の順に、施設ごとに列記すると以下のとおりである。 

町村役場 

１５分以内： ９４％－ ８３％－ ８０％ 

３０分以内： ９９％－ ９８％－ ９９％ 

農協 

１５分以内： ９４％－ ９１％－ ９１％ 

３０分以内：１００％－１００％－１００％ 

警察・交番 

１５分以内： ８１％－ ８４％－ ８６％ 

３０分以内： ９８％－１００％－１００％ 

病院・診療所 

１５分以内： ７０％－ ７９％－ ７８％ 

３０分以内： ９８％－ ９９％－ ９７％ 

小学校 

１５分以内： ５２％－ ４８％－ ４７％ 

３０分以内： ８７％－ ８１％－ ８４％ 

中学校 

１５分以内： ２７％－ ２７％－ ３９％ 

３０分以内： ７９％－ ７１％－ ８３％ 

公民館 

１５分以内： ７２％－ ７５％－ ８４％ 

３０分以内： ８８％－ ９５％－ ９７％ 

ス－パ－・百貨店 

１５分以内：   ２％－ ４３％－ ５６％ 

３０分以内： ３１％－ ７６％－ ８９％ 

高速道路インタ－チェンジ 

１５分以内： ５６％－ ５４％－ ２８％ 

３０分以内： ９７％－ ８７％－ ６９％ 

ＤＩＤ旧市区町村 

３０分以内： １３％－  ７％－ ６７％ 

１時間以内： ９７％－ ８９％－ ９８％ 

上記した生活関連施設等まで所要時間の集落数割合には蒜山地域、真庭郡、岡山県の間

にかなりの相違点と比較的共通した部分が以下のようにみられる。 

町村役場、農協、警察・交番まで１５分以内に立地する集落は、蒜山地域、真庭郡、岡

山県はとも８０％以上で、なかでも農協は９０％を僅差ながら超えており、３０分以内の

範囲に拡大すると、農協の場合は全集落が立地し、町村役場と警察・交番の場合は１００

％に近接し、残りの僅少な集落は３０～６０分の範囲に配置されている。 

病院・診療所まで１５分以内に立地する集落は蒜山地域は７０％となり、真庭郡と岡山

県は８０％に近接している。３０分以内の集落は、蒜山地域、真庭郡及、岡山県は共に１
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００％に近接し、残りの集落は３０～６０分の範囲となっている。 

小学校まで１５分以内に立地する集落は、蒜山地域は５０％程度、真庭郡と岡山県は５

０％に近接し、３０分以内には８０％台の集落が立地し、なかでも蒜山地域は最も高く９

０％に近接している。残りの集落は３０～６０分の範囲となっている。 

中学校まで１５分以内に立地する集落は極めて少なく、蒜山地域と真庭郡は同水準で３

０％に近接し、岡山県は４０％に近接している。３０分以内に立地する集落は、蒜山地域

と真庭郡は７０％台に達し、なかでも蒜山地域は８０％に近接し、岡山県は８０％をいく

ぶん上回り、残りの集落は３０～６０分に範囲となっている。 

公民館まで１５分以内の集落は、蒜山地域と真庭郡は７０％台で真庭郡の方がいくぶん

高く、岡山県は８４％となり、３０分以内に立地する集落は蒜山地域では９０％に近接し、

真庭郡と岡山県は９０％台に達し、特に岡山県は１００％に近接している。残りの集落は

３０～６０分及び１時間以上に配分されているが、蒜山地域では１時間以上に１０％の集

落が立地している。 

ス－パ－・百貨店まで１５分以内の集落は、蒜山地域は２％と顕著に低く、真庭郡と岡

山県はおおよそ半分の集落が立地している。３０分以内の集落は蒜山地域では３０％、真

庭郡は８０％にかなり近接し、岡山県は９０％に近接している。残りの集落は３０～６０

分の範囲となっている。 

高速道路インタ－チェンジまで１５分以内に立地する集落は、蒜山地域と真庭郡は５０

％台半ば、岡山県は３０％を僅差ながら割り込んでいる。しかし、３０分以内に拡大され

ると蒜山地域は１００％に近接し、一方、真庭郡と岡山県はそれぞれ９０％、７０％に近

接し、残りの集落は３０～６０分の範囲となっている。 

ＤＩＤ旧市区町村まで３０分以内の集落は、蒜山地域は１０％台前半、真庭郡は１０％

を割り込み、岡山県は７０％に近接している。１～１時間半の範囲に立地する集落は蒜山

地域と岡山県は１００％に近接し、真庭郡は９０％に近接している。          

 

第第第第２２２２節節節節 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの規模規模規模規模とととと集落構成集落構成集落構成集落構成のののの推移推移推移推移 

 

従来から農業集落の変容のうち、主に混住化の影響を反映する指標として農家率が使わ

れている。また、農業集落の活性化や再編が大きな課題となっている現状を考えると、集

落の活力を規定する最大の要素であるとされている農業集落を構成する総世帯数規模およ

び農家数規模、そして農業集落の耕地規模別構成の推移と現状に注目する必要がある
3)

。 

 

第第第第１１１１項項項項 農業集落数農業集落数農業集落数農業集落数、、、、農家数及農家数及農家数及農家数及びびびび農家率農家率農家率農家率のののの推移推移推移推移 

昭和３５年以降、平成１２年まで１０年刻みで農業集落数、農家数及び農家率の推移を

示すと表５のとおりである。 

１１１１ 農業集落数農業集落数農業集落数農業集落数のののの減少減少減少減少 

４か町村の昭和３５年における農業集落数をみると、湯原町３９、川上村２８、八束村

２６、中和村１３の順となり、同年以降、湯原町は平成２年と同１２年に１集落ずつ減少

し、川上村と八束村は同１２年に１集落減少しているが、中和村では減少の変化はみられ

ない。以上の結果、平成１２年の時点で集落数は湯原町３７、川上村２７、八束村２５、

中和村１３の順となっている。 

４か町村の総体としての蒜山地域における集落数は昭和３５年に１０６を数え、平成２

年以降は僅少ながら減少し、同１２年に１０２集落となり、昭和３５年以降４０年間の減

少率は 3.8%となっている。一方、真庭郡における集落数は昭和３５年に３８７を数え、そ

の後は僅少ながら減少し、平成１２年には少し多目に減少して３７５となり、過去４０年

間の減少率は 3.1%となっている。岡山県の場合は昭和３５年に 4,686 集落を数え、同４５

年に多少増加し、その後は僅少ながら減少し、平成１２年に少し多目に減少して 4,503 と

なり、過去４０年間の減少率は 3.9%を示している。 

蒜山地域における農業集落数の真庭郡および岡山県の同集落数に対する比率（対真庭郡

比、対岡山県比）をみると、対真庭郡比は昭和３５年に 27.4% 、平成１２年には 27.2% 、
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対岡山県比は上記の両時点において、それぞれ 2.26% 、2.27% となり、対真庭郡比及び対

岡山県比に変化はみられない。 

以上で記述したように農業集落数は昭和３５年以降４０年間に僅差ながら減少し、その

減少率は湯原町 5.1%、八束村 3.9% 、川上村 3.6% の順となり、中和村は変化なく横ばい

状態となっている。 

２２２２ 集落当集落当集落当集落当たりたりたりたり全戸数全戸数全戸数全戸数、、、、農家数及農家数及農家数及農家数及びびびび非農家数非農家数非農家数非農家数のののの増減増減増減増減 

農業集落の１集落当たり全戸数、農家数及び非農家数をみると表５のとおりである。 

２２２２－－－－１１１１ １１１１集落当集落当集落当集落当たりたりたりたり全戸数全戸数全戸数全戸数のののの増減増減増減増減 

４か町村ごとに１集落当たり全戸数の推移をみると、昭和３５年に八束村は 32.5 戸、次

いで湯原町 29.2 戸、中和村 23.7 戸、川上村 23.4 戸の順となっている。 

同年以降、全戸数の推移パタ－ンは町村間に差異がみられ、川上村は横ばい状態、八束

村は増加基調、反対に中和村と湯原町は減少基調で推移している。その過程において、各

町村とも昭和４５年に急減し、同５５年には川上村、八束村、湯原町は増加し、その後、

川上村は横ばい状態に転じ、八束村は増加基調に転じ、反対に湯原町は減少している。一

方、中和村は昭和４５年以降停滞状態が続いている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における１集落当たり全戸数は八束村 36.0 戸、湯

原町 25.4 戸、川上村 23.8 戸、中和村 20.3 戸の順となっている。 

上記した各町村における１集落当たり全戸数の昭和３５年～平成１２年間における増減

率をみると、その増加率は八束村 10.8% 、川上村 1.7%、減少率は中和村 14.3% 、湯原町

13.0% となっている。この結果は、農業地域類型としての「中間農業地域」に該当する八

束村と川上村は増加し、反対に「山間農業地域」の中和村と湯原町は減少していることを

示している。この点は後述するように、八束村と川上村の非農家数の高い増加率に起因す

る部分が大きい。 

次に蒜山地域における１集落当たり全戸数の推移状況をみると、昭和３５年に 27.8 戸と

なり、一方、真庭郡は 29.3 戸、岡山県は 48.7 戸を示し、蒜山地域は真庭郡を 1.5 戸、岡

山県を 20.9 戸下回っている。 

同年以降、蒜山地域は減少基調、反対に真庭郡は増加基調で推移し、岡山県は一貫して

増加している。その推移過程において、蒜山地域と真庭郡は昭和４５年に減少し、その後

は増加に転じ、その後において蒜山地域は概ね横ばい状態で推移し、真庭郡は緩やかな増

加を続けている。一方、岡山県は平成２年まで急増を続け、同１２年には微増に留まって

いる。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年における１集落当たり全戸数は、蒜山地域 26.9

戸、真庭郡 33.2 戸、岡山県 107.1 戸となり、蒜山地域は真庭郡を 6.3 戸、岡山県を 80.2

戸下回っている。 

上記した１集落当たり全戸数の昭和３５年～平成１２年間の増減率をみると、蒜山地域

は 3.2%減少し、反対に真庭郡と岡山県はそれぞれ 13.3% 、119.9%の増加となっている。 

２２２２－－－－２２２２ １１１１集落当集落当集落当集落当たりたりたりたり農家数農家数農家数農家数のののの減少減少減少減少 

４か町村における１集落当たり農家数をみると、昭和３５年に八束村 26.4 戸、湯原町

23.1 戸、中和村 20.9 戸、川上村 20.6 戸の順となり、中和村と川上村は近似し、両者は八

束村と比べてそれぞれ 5.5 戸、5.8 戸下回り、また、湯原町は 3.3 戸下回っている。 

同年以降、各町村の同農家数は急速に減少し、平成１２年に八束村 15.1 戸、湯原町 13.7

戸、川上村 12.4 戸、中和村 12.1 戸の順となり、川上村と中和村は僅差であり、両者は八

束村と比較してそれぞれ 2.7 戸、3.0 戸下回り、湯原町は 1.4 戸下回っている。以上の町

村間較差は、昭和３５年の時点と比べてかなり縮小している。 

上記した各町村における１集落当たり農家数の昭和３５年～平成１２年間の減少率は八

束村 42.8% 、中和村 42.1% 、湯原町 40.7% 、川上村 39.8% の順となっている。 

次に蒜山地域における１集落当たり農家数の推移状況をみると、昭和３５年に 23.0 戸と

なり、一方、真庭郡は 23.7 戸、岡山県は 36.0 戸となり、同地域は真庭郡を 0.7 戸、岡山

県を 13.0 戸下回っている。 

同年以降、蒜山地域、真庭郡及び岡山県の同農家数は減少し、平成１２年に蒜山地域 13.6
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戸、真庭郡 15.4 戸、岡山県 19.8 戸となり、蒜山地域は真庭郡を 1.8 戸、岡山県を 6.2 

戸下回っている。 

以上の平成１２年における１集落当たり農家数は、昭和３５年の時点と比べて、蒜山地

域は 9.4 戸、真庭郡は 8.3 戸、岡山県は 25.0 戸下回り、その減少率は真庭郡 35.0% 、蒜

山地域 40.9% 、岡山県 45.0% の順となっている。 

２２２２－－－－３３３３ １１１１集落当集落当集落当集落当たりたりたりたり非農家数非農家数非農家数非農家数のののの増加増加増加増加 

４か町村における１集落当たり非農家数は、昭和３５年に八束村と湯原町はともに 6.1 

戸、川上村と中和村は各 2.8 戸の順となり、前者２か町村は川上村と中和村を 3.3 戸上回

っている。 

昭和４５年における同非農家数は、川上村、八束村、中和村は僅少ながら減少し、反対

に湯原町は僅少ながら増加している。しかし、その後は各町村とも増加している。 

平成１２年における同非農家数は、八束村 20.9 戸、湯原町 11.7 戸、川上村 11.4 戸、中

和村 8.2 戸の順となり、八束村は湯原町を 3.5 戸、川上村を 9.5 戸、中和村を 12.7 戸上

回り、以上の町村間較差は昭和３５年の時点と比べて、拡大している。 

上述したように、１集落当たり非農家数は経年的に増加基調で推移し、昭和３５年～平

成１２年間における増加率は、川上村 307.1%、八束村 242.6%、中和村 192.9%、湯原町 91.8% 

の順となっている。 

次に蒜山地域における１集落当たり非農家数をみると、昭和３５年に 4.8 戸となり、一

方、真庭郡は 5.6 戸、岡山県は 12.7 戸となり、蒜山地域は真庭郡を 0.8 戸、岡山県を 7.9 

戸下回っている。 

１０年後、昭和４５年には蒜山地域と真庭郡は僅少ながら減少し、その後は増加に転じ、

反対に岡山県は一貫して急速に増加している。 

平成１２年における１集落当たり非農家数は、蒜山地域 13.3 戸、真庭郡 17.8 戸、岡山

県 87.3 戸となり、蒜山地域は真庭郡を 4.5 戸、岡山県を 74.0 戸下回り、昭和３５年の時

点と比較すると、蒜山地域と真庭郡及び岡山県との較差は一段と拡大し、特に岡山県との

較差は顕著になっている。 

以上のように、１集落当たり非農家数は増加基調で推移し、昭和３５年～平成１２年間

における増加率は、岡山県 587.4%、真庭郡 217.9%、蒜山地域 177.1%の順となり、岡山県

の増加率は突出している。 

３３３３ 農家率農家率農家率農家率のののの低下低下低下低下 

４か町村における農家率（農業集落における全戸数に対する農家数の比率）は、昭和３

５年に中和村 88.3% 、川上村 88.1% 、八束村 81.2% 、湯原町 79.1% の順となり、中和村

は川上村を 0.2 ポイント、八束村を 7.1 ポイント、湯原町を 9.2 ポイント上回っている。 

１０年後、昭和４５年に川上村、八束村、中和村は僅差ながら上昇し、その後は急速な

低下に転じ、湯原町は一貫して低下を続けている。 

平成１２年における農家率は、中和村 59.8% 、湯原町 53.9% 、川上村 52.1% 、八束村

41.9% の順となり、中和村は湯原町を 5.9 ポイント、川上村を 7.7 ポイント、八束村を

17.9 ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における農家率は、昭和３５年の時点と比べて、中和村は 28.5 ポイ

ント、湯原町は 25.2 ポイント、川上村は 36.0 ポイント、八束村は 39.3 ポイント低下し、

その低下率は八束村 48.4% 、川上村 40.9% 、中和村 32.3% 、湯原町 31.9% の順となって

いる。 

次に蒜山地域における農家率は昭和３５年に 82.7% 、一方、真庭郡は 80.9% 、岡山県は

73.9% となり、蒜山地域は真庭郡を 1.8 ポイント、岡山県を 8.8 ポイント上回っている。 

１０年後、昭和４５年には蒜山地域と真庭郡は僅少ながら低下し、その後は急速な低下

に転じ、岡山県は急速に低下している。 

平成１２年に蒜山地域は 50.6% を記録し、一方、真庭郡は 46.4% 、岡山県は 18.5%とな

り、蒜山地域は真庭郡を 4.2 ポイント、岡山県を 32.1 ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における農家率は昭和３５年と比べて、蒜山地域は 32.1 ポイント、

真庭郡は 34.5 ポイント、岡山県は 55.4 ポイント低下し、その低下率は岡山県 75.0% 、真
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庭郡 42.6% 、蒜山地域 38.8% の順となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 農業集落数農業集落数農業集落数農業集落数のののの農家率区分別割合農家率区分別割合農家率区分別割合農家率区分別割合のののの推移推移推移推移 

４か町村とその総体である蒜山地域における農業集落数の農家率区分別割合（以下、集

落シェア）の昭和３５年以降における推移状況を１０年刻みで追跡すると表６で示すとお

りである。なお、表示した農家率区分には昭和３５年、同４５年、同５５年以降の間に違

いがあり、厳密な時系列的比較はできない。なお、同表には比較のため真庭郡及び岡山県

の同資料を付記する。 

（１） ４か町村 

① 農家率１０％未満集落シェア 

４か町村のなかで湯原町のみ昭和５５年と平成２年に記録されている。その集落シェア

は昭和５５年に 2.5%（該当集落数１／総農業集落数３９）、平成１２年には 2.6%（同１／

３８）となり、昭和４５年と平成１２年は該当集落不在となっている。 

② 農家率３０％未満集落シェア 

農林センサスでは農家率３０％未満の集落構成は、昭和５５年に初めて記録され、同４

５年は農家率４０％未満の集落区分となっている。その４０％未満集落は八束村と湯原町

の２か町村において該当し、その集落シェアは八束村 3.9%（該当集落数１／総農業集落数

２６）、湯原町 5.1%（同２／３９）となっている。 

昭和５５年における農家率３０％未満集落シェアとその後における推移状況を町村別に

みると次のとおりである。 

川上村は 10.7% （同３／２８）を示し、その後は停滞状態が続き、平成１２年に 11.1% 

（同３／２７）となっている。 

八束村は 3.9%（同１／２６）となり、その後は拡大し、その推移過程で平成２年に 11.5% 

（同３／２６）と急速に拡大し、その後も拡大は続き、同１２年に 24.0% （同６／２５）

となっている。 

湯原町は 2.5%（同１／３９）となり、その後は拡大し、その推移過程において平成２年

に 10.5% （同４／３８）と急速に拡大し、同１２年には 13.5% （同５／３７）となり、平

成年代における集落シェアは川上村とかなり近接している。 

中和村は全時点において該当集落不在となっている。 

上記したように、農家率３０％未満集落シェアは、平成１２年に八束村 24.0% 、湯原町

13.5% 、川上村 11.1% の順となり、八束村は川上村を 12.9 ポイント、湯原町を 10.5 ポイ

ント上回っている。 

以上で記述した農家率３０％未満集落シェアの昭和５５年～平成１２年間における拡大

の比率をみると、八束村 515.4%、湯原町 440.0%、川上村 3.7%の順となっている。なお、

各町村の同集落シェアの推移パタ－ンは、川上村は停滞型、八束村と湯原町は急速拡大型

といえる。 

③ 農家率５０％未満集落シェア 

農業センサスでは昭和４５年に限り農家率５０％未満集落の代りに農家率６０％未満の

集落を記録し、厳密には累年比較はできない。 

川上村は昭和３５年には該当集落不在となり、同４５年に 3.6%（該当集落数１／総農業

集落数２８）を示し、同５５年には 10.7% （同３／２８）と急速に拡大し、その後も拡大

を続け、平成１２年に 33.3% （同９／２７）となっている。 

八束村は昭和３５年に 3.8%（同１／２６）を示し、その後の推移パタ－ンは川上村と類

似し、同４５年には 11.6% （同３／２６）と急速に拡大し、その後も拡大は続き、平成１

２年に 44.0% （同１１／２５）となっている。 

中和村は昭和３５年と同５５年に該当集落は不在となっている。昭和４５年と平成２年

は共に 7.7%（同１／１３）となり、同１２年には急速に拡大し、23.1% （同３／１３）と

なっている。 

湯原町は昭和３５年に 7.7%（同３／３９）となり、同４５年に急速に拡大し、15.4% （同

６／３９）となり、その後は停滞状態となり、平成２年には再び拡大に転じて 21.0% （同
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８／３８）となり、その後は再度の停滞状態に転じ、同１２年に 21.6% （同８／３７）と

なっている。 

以上のように平成１２年における各町村の農家率５０％水準未満の集落シェアは、八束

村 44.0% 、川上村 33.3% 、中和村 23.1、湯原町 21.6% の順となり、八束村は川上村を 10.7

ポイント、中和村を 20.9 ポイント、湯原町を 22.4 ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における農家率５０％未満集落シェアの昭和３５年に対する拡大の

比率は、八束村 1,057.9%、川上村 825.0%、中和村 200.0%、湯原町 180.5%の順となってい

る。なお、各町村の同集落シェアの推移パタ－ンは八束村と川上村は急速拡大型、湯原町

は緩慢拡大型、中和村は前半停滞・後半急速拡大型といえる。 

④ 農家率８０％以上集落シェア 

農業センサスでは昭和３５年に限り農家率８０％以上の代りに農家率９０％以上の集落

が記録され、その集落シェアは川上村 67.9% （該当集落数１９／総農業集落数２８）、中

和村 46.2% （同６／１３）、湯原町 43.6% （同１７／３９）、八束村 42.4% （同１１／

２６）の順で、川上村は突出し、他の３か町村は４０％台となっている。 

昭和４５年に農家率８０％以上集落シェアが初めて記録され、同年以降における推移状

況を町村別にみると次のようである。 

川上村は昭和４５年に 89.3% （同２５／２８）を示し、その後は比較的緩やかに縮小し、

同５５年に 60.7% （同１７／２８）となり、平成年代に入ると急速に縮小し、同２年に 25.0% 

（同７／２８）、同１２年には 18.5% （同５／２７）となっている。 

八束村は昭和４５年に 69.1% （同１８／２６）を示し、その後の推移経過は川上村と類

似し、同５５年に 55.8% （同１５／２６）となり、その後、急速な縮小に転じ、平成２年

に 15.4% （同４／２６）となり、同１２年には該当集落を欠いでいる。 

中和村は昭和４５年に 92.3% （同１２／１３）を示し、その後は比較的緩やかな縮小を

続け、同５５年に 76.9% （同１０／１３）、平成２年には 53.8% （同７／１３）となり、

その後急速な縮小に転じ、同１２年に 7.7%（同１／１３）となっている。 

湯原町は昭和４５年に 64.1% （同２５／３９）を示し、その後は緩やかな縮小となり、

同５５年に 59.0% （同２３／３９）、平成２年に 31.6% （同１２／３８）、同１２年に

21.6% （同８／３７）となっている。 

以上の平成１２年における各町村の農家率８０％以上の集落シェアは、湯原町 21.6% 、

川上村 18.5% 、中和村 7.7%、八束村 0%（該当集落不在）の順となり、湯原町は川上村を

3.1 ポイント、中和村を 13.9 ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における農家率８０％以上集落シェアの昭和４５年に対する縮小の

比率は、中和村 91.7% 、川上村 79.3% 、湯原町 66.3% の順となっている。なお、各町村

の同集落シェアの推移パタ－ンは、川上村と八束村は急速縮小型、湯原町は緩やかな縮小

型、中和村は前半緩やか縮小・後期急速縮小型といえる。 以上で記述した農家率８０％

以上集落シェアの昭和５５年以降における急速な縮小の推移状況から、農業集落の混住化

速度は平成年代に入って加速し、同時にまた、同集落シェアの町村間較差が顕著に現れて

いる。 

⑤ まとめ 

以上の第２項で記述した４か町村における農業集落シェアの推移状況を町村間比較の形

で取りまとめると以下のとおりである。なお、同割合は概数（小数点以下四捨五入）で示

す。 

⑴ 農家率１０％未満集落シェアは、４か町村とも昭和３５年は不詳である。昭和４５

年と平成１２年に各町村とも該当集落不在となっている。他の時点における該当集落は湯

原町のみで、昭和５５年と平成２年にいずれも３％となっている。 

⑵ 農家率３０％未満集落シェアは、昭和３５年は不詳、同４５年は４０％未満集落シ

ェアが八束村と湯原町で記録され、それぞれ４％、５％となっている。 

昭和５５年の農家率３０％未満集落シェアは川上村１１％、八束村４％、湯原町３％の

順となっている。同年以降における同集落シェアの推移パタ－ンは川上村の停滞型と八束

村および湯原町の拡大型に分かれ、特に八束村の拡大は湯原町より急速である。 
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平成１２年における同集落シェアは、八束村２４％、湯原町１４％、川上村１１％の順

となっている。なお、中和村は全時点において該当集落不在となっている。 

⑶ 農家率５０％未満集落シェアは、昭和３５年に湯原町８％、八束村４％となり、川

上村と中和村は該当集落不在となっている、同年以降、各町村の同集落シェアの推移パタ

－ンは、川上村と八束村は急速拡大型、中和村は前半停滞・後期急速拡大型、湯原町は緩

やかな拡大型に分かれている。 

平成１２年における同集落シェアは、八束村４４％、川上村３３％、中和村２３％、湯

原町２２％の順となっている。 

⑷ 農家率８０％以上集落シェアは、昭和４５年に中和村９２％、川上村８９％、八束

村６９％、湯原町６４％の順となっている。 同年以降、各町村の同集落シェアは経年的

に縮小し、平成年代には川上村と八束村は急速に縮小し、八束村は平成１２年に該当集落

は皆無となっている。中和村の同集落シェアは平成１２年に急速に縮小し、湯原町は比較

的緩やかに縮小している。 平成１２年における同集落シェアは、湯原町２２％、川上村

１９％、中和村８％の順となっている。 

⑷ 農家率区分が時系列的に固定された昭和５５年以降における同集落シェアを町村ご

とに、昭和５５年と平成１２年の両時点で、１０％未満－３０％未満－５０％未満－８０

％以上の順に列記すると以下のとおりで、０％は該当集落の不在を示す。 

川上村 

昭和５５年：０％－１１％－１１％－６１％ 

平成１２年：０％－１１％－３３％－１９％ 

八束村 

昭和５５年：０％－ ４％－１９％－５６％ 

平成１２年：０％－２４％－４４％－ ０％ 

中和村 

昭和５５年：０％－ ０％－ ０％－７７％ 

平成１２年：０％－ ０％－２３％－ ８％ 

湯原町 

昭和５５年：３％－ ３％－１５％－５９％ 

平成１２年：０％－１４％－２２％－２２％ 

上記したように、各町村とも昭和５５年は農家率８０％以上集落シェアが最も高く、全

集落の半分程度を占め、特に中和村は８０％近くを占めている。しかし、平成１２年には

各町村とも５０％未満集落シェアが拡大し、反対に８０％以上集落シェアは縮小し、特に

八束村では該当集落が不在となっている。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における農家率区分別集落数割合（以下、集落シェア）を表６により、真庭郡

及び岡山県と対比し記述すると以下のとおりである。 

① 農家率１０％未満集落シェア 

昭和３５年は不詳、同４５年は該当集落不在となり、同５５年に 0.9%を示し、その後は

停滞状態で推移している。 

一方、真庭郡は昭和４５年に 0.3%を示し、その後は極めて緩やかに拡大し、岡山県は 1.7%

となり、その後の拡大は真庭郡と比べて急速である。 

平成１２年に蒜山地域は該当集落不在となり、真庭郡は 2.4%、岡山県は 13.8% となって

いる。ちなみに同時点における全国の同集落シェアは 19.6% 、山陽は 17.8% 、山陰は 8.1%

となっている
3)

。 

上記した農家率１０％未満集落シェアの昭和４５年～平成１２年間における拡大率は岡

山県 711.8%、真庭郡 700.0%の順となっている。 

② 農家率３０％未満集落シェア 

農業センサスでは農家率３０％未満は昭和５５年に初めて記録されている。 

昭和４５年は農家率４０％未満が記録され、その集落シェアは蒜山地域は 2.8%、真庭郡

は 3.6%、岡山県は 8.2%となっている。 
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昭和５５年における農家率３０％未満集落シェアは、蒜山地域 4.7%、真庭郡 4.7%、岡山

県 10.5% となり、その後は拡大パタ－ンで推移している。 

平成１２年における同集落シェアは、岡山県 18.5% 、蒜山地域 13.7% 、真庭郡 9.3%の

順となり、蒜山地域の同集落シェアは岡山県を 4.8 ポイント下回り、反対に真庭郡を 4.4 

ポイント上回っている。ちなみに平成１２年の同集落シェアは全国 40.8% 、山陽 37.2% 、

山陰 23.9% となっている
3)

。 

上記した農家率３０％未満集落シェアの昭和５５年～平成１２年間における拡大率は蒜

山地域 191.5%、真庭郡 97.9%、岡山県 76.2%の順となっている。 

③ 農家率５０％未満集落シェア 

農業センサスは昭和４５年に限り農家率６０％未満を記録し、他の時点は５０％未満を

記録している。 

昭和３５年の農家率５０％未満集落シェアは、蒜山地域 3.8%、真庭郡 4.9%、岡山県 7.6%

となり、蒜山地域は真庭郡を 1.1 ポイント、岡山県を 3.8 ポイント下回っている。 

昭和５５年における農家率５０％未満集落シェアは、蒜山地域 13.2% 、真庭郡 11.9% 、

岡山県 26.4% となり、蒜山地域は真庭郡を 1.3 ポイント上回り、岡山県を 13.2 ポイント

下回っている。 

同年以降、蒜山地域、真庭郡、岡山県はともに拡大パタ－ンで推移し、平成１２年に岡

山県 52.7% 、蒜山地域 30.4% 、真庭郡 26.1%の順となり、蒜山地域を岡山県は 22.3 ポイ

ント下回り、真庭郡は 4.3 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は

60.6% である
7)

。 

上記した農家率５０％未満集落シェアの昭和３５年～平成１２年間における拡大率は、

蒜山地域 700.0%、岡山県 593.4%、真庭郡 432.7%の順となっている。 

④農家率８０％以上集落シェア 

農業センサスは昭和３５年に限り農家率９０％以上を記録し、その集落シェアは真庭郡

54.8% 、蒜山地域 50.0% 、岡山県 46.0% の順となっている。 

昭和４５年における農家率８０％以上集落シェアは、岡山県 62.2% 、蒜山地域 75.5% 、

真庭郡 78.8% の順となり 蒜山地域は真庭郡を 3.3 ポイント下回り、岡山県を 13.3 ポイ

ント上回っている。 

同年以降、蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに縮小パタ－ンで推移し、平成１２年には急

激に縮小し、真庭郡 20.0% 、蒜山地域 13.7% 、岡山県 10.8% の順となり、蒜山地域は真

庭郡を 6.3 ポイント下回り、岡山県を 2.9 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェア

の全国平均は 9.4%である
7)

。 

上記した農家率８０％以上集落シェアの昭和４５年～平成１２年間の縮小率は岡山県

82.6% 、蒜山地域 81.9% 、真庭郡 74.6%の順となっている。 

⑤ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における農家率区分別集落シェアの推移状況を真庭郡及び岡山

県と対比しながら取りまとめると以下のとおりである。なお、同割合は概数（小数点以下

四捨五入）で示し、0.0%は 0.5%未満、０％は該当集落不在を示す。 

⑴ 農家率１０％未満集落シェアは、昭和３５年は不詳、同４５年は蒜山地域に該当集

落不在となり、真庭郡は 0.0%、岡山県は２％となっている。 

昭和５５年には蒜山地域と真庭郡は共に１％、岡山県は６％となり、その後、蒜山地域

は横ばい状態となり、真庭郡と岡山県は拡大し、平成１２年には蒜山地域は該当集落不在

となり、真庭郡は２％、岡山県は１４％となり、岡山県は突出している。 

⑵ ３０％未満集落シェアは、昭和３５年は不詳、同４５年には４０％未満集落シェア

が記録され、蒜山地域３％、真庭郡４％、岡山県８％となっている。 

昭和５５年以降は３０％未満集落シェアが記録され、蒜山地域と真庭郡は各５％、岡山

県は１０％となっている。同年以降、同集落シェアは拡大し、平成１２年に岡山県１９％、

蒜山地域１４％、真庭郡９％の順となり、蒜山地域は岡山県を５ポイント下回り、反対に

真庭郡を５ポイント上回っている。 

⑶ 農家率５０％未満集落シェアは、昭和３５年に蒜山地域４％、真庭郡５％、岡山県
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８％のとなり、蒜山地域は真庭郡を１ポイント、岡山県を４ポイント下回っている。その

後、同集落シェアは拡大パタ－ンで推移し、平成１２年に岡山県５３％、蒜山地域３０％、

真庭郡２６％の順となり、蒜山地域は岡山県を２３ポイント下回り、反対に真庭郡を４ポ

イント上回っている。 

⑷ 農家率８０％以上集落シェアは、昭和４５年に蒜山地域７６％、真庭郡７９％、岡

山県６２％となっている。 

同年以降、同集落シェアは農家率５０％未満集落シェアの場合と反対に縮小パタ－ンで

推移し、特に平成年代に入ると縮小化は加速され、平成１２年に真庭郡２０％、蒜山地域

１４％、岡山県１１％の順となり、蒜山地域は岡山県を３ポイント上回り、真庭郡を６ポ

イント下回っている。 

⑸ 農家率区分が時系列的に固定された昭和５５年以降における同集落割合の概数を真

庭郡及び岡山県と対比し、昭和５５年と平成１２年の両時点で、１０％未満－３０％未満

－５０％未満－８０％以上の順に列記すると以下のとおりで、０％は該当集落不在を示す。 

蒜山地域 

昭和５５年： １％－ ５％－１３％－７６％ 

平成１２年： ０％－１４％－３０％－２９％ 

真庭郡 

昭和５５年： １％－ ５％－１２％－７９％ 

平成１２年： ２％－ ９％－２６％－３５％ 

岡山県 

昭和５５年： ６％－１１％－２６％－６２％ 

平成１２年：１４％－１９％－５３％－２２％ 

以上のように、蒜山地域は真庭郡及び岡山県と同様に、昭和５５年と平成１２年の両時

点において、農家率８０％以上集落シェアが最も高く、次いで５０％未満集落シェアとな

っている。そして両時点間において８０％以上集落シェアは縮小し、反対に５０％未満集

落シェアは拡大し、同時に３０％未満と１０％未満の集落シェアも拡大している。その推

移状況を子細にみると以下のようである。 

昭和５５年の時点において、農家率８０％以上集落シェアは真庭郡７９％、蒜山地域７

６％、岡山県６２％の順となっている。一方、５０％未満集落シェアは岡山県２６％、蒜

山地域１３％、真庭郡１２％の順となり、岡山県は真庭郡と蒜山地域の２倍程度高くなっ

ている。 

平成１２年の時点において、農家率８０％以上集落シェアは真庭郡３５％、蒜山地域２

９％、岡山県２２％となり、昭和５５年の時点と比べて著しく縮小し、その縮小率は岡山

県が最も高く、次いで蒜山地域、真庭郡の順となっている。一方、５０％未満集落シェア

は岡山県５３％、蒜山地域３０％、真庭郡２６％となり、昭和５５年の時点と比べて著し

く拡大し、その拡大率は蒜山地域が最も高く、岡山県は最低となっている。 

 

第第第第３３３３項項項項 農業集落農業集落農業集落農業集落におけるにおけるにおけるにおける総世帯及総世帯及総世帯及総世帯及びびびび農家世帯農家世帯農家世帯農家世帯のののの戸数規模別構成戸数規模別構成戸数規模別構成戸数規模別構成のののの推移推移推移推移 

農業集落における総世帯（農家、非農家）及び農家世帯における戸数規模別構成の時系

列的推移状況を４か町村とその総体である蒜山地域について表 7.8 に基づき記述する。 

１１１１ 総世帯数総世帯数総世帯数総世帯数のののの規模別集落数割合規模別集落数割合規模別集落数割合規模別集落数割合 

総世帯数の規模を９戸以下、２９戸以下、４９戸以下、５０戸以上の４区分とし、その

規模別集落数割合（以下、集落シェア）を平成２年と同１２年の時点で示すと表７のとお

りである。 

（１） ４か町村 

① 総世帯数９戸以下集落シェア 

平成２年に湯原町 13.2% （該当集落数５／総農業集落数３８）、川上村 10.7% （同３／

２６）、中和村 7.7%（同１／１３）、八束村 3.8%（同１／２６）の順となっている。 

平成１２年における同集落シェアは湯原町 16.2% （同６／３７）、八束村 4.0%（同１／

２５）となり、川上村と中和村は該当集落不在となっている。 
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② 総世帯数２９戸以下集落シェア 

平成２年に中和村 84.6% （該当集落数１１／総農業集落数１３）、川上村 82.1% （同２

３／２８）、湯原町 60.6% （同２３／３８）、八束村 38.4% （同１０／２６）の順となっ

ているが、前述の総世帯数９戸以下集落シェアと比べて著しい拡大となっている。それは

総世帯数１０～２９戸規模集落シェアの拡大によるもので、同集落シェアは他の規模階層

と比べて突出している。ちなみに１０～２９戸集落シェアは中和村 76.9% 、川上村 71.4% 、

湯原町 47.4% 、八束村 34.6% の順となっている。 

平成１２年には中和村 92.3% （同１２／１３）、川上村 81.5% （同２２／２７）、湯原

町 64.8% （同２４／３７）、八束村 44.0% （同１１／２５）の順となっているが、前述の

総世帯数９戸以下集落シェアと比べると顕著な拡大である。それは平成２年の場合と同様

に、総世帯数１０～２９戸集落シェアの拡大によるもので、その集落シェアは中和村

92.3% 、川上村 81.5% 、湯原町 48.6% 、八束村 40.0% の順となっている。 

上記したように、２９戸以下集落シェアは両時点において川上村と中和村は高く、反対

に八束村と湯原町は低くなっている。この八束村と湯原町の低い集落シェアは後述するよ

うに総世帯数３０～４９戸集落シェアの拡大に連動している。 

③ 総世帯数４９戸以下集落シェア 

平成２年に川上村 96.4% （該当集落数２７／総農業集落数２８）、中和村 92.3% （同１

２／１３）、湯原町 89.5% （同３４／３８）、八束村 80.7% （同２１／２６）の順となっ

ている。 平成１２年には川上村 96.3% （同２６／２７）、中和村 92.3% （同１２／１３）、

湯原町 91.8% （同３４／３７）、八束村 76.0% （同１９／２５）の順となっている。 

なお、先に記述した総世帯数２９戸以下集落シェアでは八束・湯原両町村は、平成年代

の両時点に亘り、川上・中和両村を大幅に下回ってるが、４９戸以下集落シェアは急激に

拡大し、川上・中和両村に近接している。それは八束・湯原両町村の３０～４９戸規模集

落シェアが川上・中和両村と比べて上回っている結果である。すなわち、３０～４９戸規

模集落シェアは平成２年と同１２年の順に、八束村 42.3% 、32.0% 、湯原町 28.9% 、27.0% 、

川上村 14.3% 、14.8% 、中和村 7.7%、0%（該当集落不在）となっている。 

④ 総世帯数５０戸以上集落シェア 

平成２年に八束村 19.3% （該当集落数５／総農業集落数２６）、湯原町 10.5% （同４／

３８）、中和村 7.7%（同１／１３）、川上村 3.6%（同１／２８）の順となっている。 

平成１２年には八束村 24.0% （同６／２５）、湯原町 8.2%（同３／３７）、中和村 7.7%

（同１／１３）、川上村 3.7%（同１／２７）の順となっている。 

⑤ まとめ 

各町村の総世帯数規模別集落シェアを平成２年と同１２年の両時点におて、町村ごとに

９戸以下－２９戸以下－４９戸以下－５０戸以上の順に、同集落シェアの概数（小数点以

下四捨五入）を列記すると以下のとおりで、０％は該当集落不在を示す。なお、該当集落

数を下段に併記し、０は該当集落の不在を示す。 

川上村 

平成２年：１１％－８２％－９６％－４％ 

同１２年： ０％－８２％－９６％－４％ 

平成２年：３－２３－２７－１ 

同１２年：０－２２－２６－１ 

八束村 

平成２年：４％－３８％－８１％－１９％ 

同１２年：４％－４４％－７６％－２４％ 

平成２年：１－１０－２１－５ 

同１２年：１－１１－１９－６ 

中和村 

平成２年：８％－８５％－９２％－ ８％ 

同１２年：０％－９２％－９２％－ ８％ 

平成２年：１－１１－１２－１ 
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同１２年：０－１２－１２－１ 

湯原町 

平成２年：１３％－６１％－９０％－１１％ 

同１２年：１６％－６５％－９２％－ ８％ 

平成２年：５－２３－３１－４ 

同１２年：６－２４－３４－３ 

以上のような各町村の両時点における総世帯数規模別集落シェア及び同集落数の記述か

ら、次の諸点が指摘される。 

川上村、中和村、湯原町における各規模別集落シェアは概ね両時点間較差が極僅差か同

一水準となり、一方、八束村では４９戸以下と５０戸以上集落シェアの両時点間較差が広

がっている。 

八束村の２９戸以下集落シェアはは川上村及び中和村と比べて大幅に低く、湯原町の場

合もかなり低くなっているが、その低い部分は八束村では５０戸以上集落シェアを押し上

げ、湯原町では９戸以下と５０戸以上集落シェアを押し上げている。 以上のような事情

のもとで、平成１２年の時点における２９戸以下集落シェアは中和村９２％、川上村８２

％、湯原町６５％、八束村４４％となり、４９戸以下集落シェアは川上村９６％、中和村

と湯原町各９２％、八束村７６％となっている。５０戸以上集落シェアは八束村が２４％

と突出し、９戸以下集落シェアは湯原町が１６％と突出している。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における総世帯数の規模別集落数割合（以下、集落シェア）を表７により真庭

郡及び岡山県と対比して記述する。 

① 総世帯数９戸以下集落シェア 

平成２年に蒜山地域 9.5%（該当集落数１０／総農業集落数１０５））、真庭郡 6.6%（同

２５／３８１）、岡山県 3.4%（同１５８／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 2.9 

ポイント、岡山県を 6.1 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 6.9%（同７／１０２）、真庭郡 5.9%（同２２／３７５）、岡山

県 3.5%（同１５８／4,503 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 1.0 ポイント、岡山県を

3.4 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 4.0%、山陽地方は 4.3%、

山陰地方は 6.4%となっている
3)

。 

上記した該当集落数の平成２～１２年間の増減をみると、蒜山地域と真庭郡はともに３

集落減少し、その減少率はそれぞれ 30.0% 、12.0% となり、岡山県では変化はみられない。 

② 総世帯数２９戸以下集落シェア 

平成２年は真庭郡 66.7% （該当集落数２５４／総農業集落数３８１）、蒜山地域 63.8% 

（同６７／１０５）、岡山県 36.4% （同 1,695／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡

を 2.9 ポイント下回り、反対に岡山県を 27.4 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 67.8% （同６９／１０２）、真庭郡 65.9% （同２４７／３７５）、

岡山県 36.3% （同 1,635 ／4,503 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 1.9 ポイント、岡

山県を 31.5 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 28.0% 、山陽地

方は 40.0% 、山陰地方は 53.8% である
3)

。 

上記した該当集落数の平成２～１２年間の増減をみると、蒜山地域は２集落増加し、そ

の増加率は 29.9% 、反対に真庭郡は７集落、岡山県は６０集落減少し、その減少率はそれ

ぞれ 2.8%、3.5%となっている。 

③ 総世帯数４９戸以下集落シェア 

平成２年に蒜山地域 89.5% （該当集落数９４／総農業集落数１０５）、真庭郡 88.5%（同

３３７／３８１）、岡山県 59.4% （同 2,763／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を

1.0 ポイント、岡山県を 30.1 ポイント上回っている。 平成１２年には蒜山地域 89.4% 

（同９１／１０２）、真庭郡 87.0% （同３２６／３７５）岡山県 57.8% （同 2,601 ／4,503 ）

の順となり、蒜山地域は真庭郡を 2.4 ポイント、岡山県を 31.6 ポイント上回っている。

ちなみに同集落シェアの全国平均は 46.5% となっている
7)

。 

上記した該当集落数の平成２～１２年間の増減をみると、蒜山地域は３集落、真庭郡は
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１１集落、岡山県は１６２集落減少し、その減少率はそれぞれ 3.2%、3.3%、5.9%となって

いる。 

④ 総世帯数５０戸以上集落シェア 

平成２年に岡山県 40.6% （該当集落数 1,889 ／総農業集落数 4,652 ）、真庭郡 11.5%

（同４４／３８１）、蒜山地域 10.5% （同１１／１０５）の順となり、蒜山地域は真庭郡

を 1.0 ポイント、岡山県を 30.1 ポイント下回っている。 

平成１２年には岡山県 42.2% （同 1,902 ／4,503 ）、真庭郡 13.0% （同４９／３７５）、

蒜山地域 10.7% （同１１／１２）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 2.3 ポイント、岡山県

を 31.5 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 53.5% となっている

7)

。 

上記した該当集落数の平成２～１２年間の増減をみると、蒜山地域に変化なく、真庭郡

は５集落、岡山県は１３集落増加し、その増加率はそれぞれ 11.4% 、0.7%となっている。 

⑤ まとめ 

蒜山地域の総世帯数規模別集落シェアを真庭郡及び岡山県と対比し、平成２年と同１２

年の両時点において、９戸以下－２９戸以下－４９戸以下－５０戸以上の規模順に、同シ

ェアの概数（小数点以下四捨五入）を列記すると以下のとおりある。なお、該当集落数を

上記の規模の順に下段に併記する。 

蒜山地域 

平成２年：１０％－６４％－９０％－１１％ 

同１２年： ７％－６８％－８９％－１１％ 

平成２年：１０－６７－９４－１１ 

同１２年： ７－６９－９１－１１ 

真庭郡 

平成２年： ７％－６７％－８９％－１２％ 

同１２年： ６％－６６％－８７％－１３％ 

平成２年：２５－２５４－７０９－４４ 

同１２年：２２－２４７－３２６－４９ 

岡山県 

平成２年： ３％－３６％－５９％－４１％ 

同１２年： ４％－３６％－５８％－４２％ 

平成２年：158 －1,695 －2,763 －1,889 

同１２年：158 －1,635 －2,601 －1,902 

上記した両時点における総世帯数規模別集落シェアから次の諸点が指摘される。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における各総世帯数規模別集落シェアの両時点間較差は極

僅差となっている。そのなかで蒜山地域と真庭郡の各集落シェアは両時点においてかなり

近接している。また、岡山県における２９戸以下集落シェアと４９戸以下集落シェアは蒜

山地域と真庭郡を大幅に下回り、反対に５０戸以上集落シェアは大幅に上回っている。 

上記の推移状況のもとで、平成１２年における各集落シェアは蒜山地域－真庭郡－岡山

県の順に９戸以下は７％－６％－４％、２９戸以下は６８％－６６％－３６％、４９戸以

下は８９％－８７％－５８％、５０戸以上は１１％－１３％－４２％となっている。 

２２２２ 農家世帯数農家世帯数農家世帯数農家世帯数のののの規模別集落数割合規模別集落数割合規模別集落数割合規模別集落数割合 

農家世帯の戸数規模別集落数割合（以下、集落シェア）を昭和３５年、平成２年、同１

２年の時点で示すと表８で示すとおりである。なお、農家世帯の戸数規模別区分は５戸以

下、９戸以下、１９戸以下、２９戸以下、４９戸以下、５０戸以上となっているが、５０

戸以上の該当集落は概ね不在となっている。 

（１） ４か町村 

① 農家数５戸以下集落シェア 

昭和３５年は不詳である。平成２年には川上村 14.3% （該当集落数４／総農業集落数２

８）、湯原町 7.9%（同３／３８）、八束村 3.8%（同１／２６）の順となり、川上村は湯原

町を 6.4 ポイント、八束村を 10.5 ポイント上回っている。なお、中和村には該当集落は
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存在しない。 

平成１２年は湯原町 16.2% （同６／３７）、川上村 11.1% （同３／２７）、中和村 7.7%

（同１／１３）、八束村 4.0%（同１／２５）の順となり、湯原町は川上村を 5.1 ポイント、

中和村を 8.5 ポイント、八束村を 12.2 ポイント上回っている。 

② 農家数９戸以下集落シェア 

昭和３５年は湯原町 12.8% （該当集落数５／総農業集落数３９）、川上村 7.1%（同２／

２８）の順となり、八束村と中和村には該当集落は存在しない。同年以降、同集落シェア

は時系列的に拡大している。 

平成２年に湯原町 29.0% （同１１／３８）、中和村 23.1% （同３／１３）、川上村 21.4% 

（同６／２８）、八束村 11.5% （同３／２６）の順となり、湯原町は中和村を 5.9 ポイン

ト、川上村を 7.6 ポイント、八束村を 17.5 ポイント上回っている。 

平成１２年には湯原町 43.2% （同１６／３７）、中和村 30.8% （同４／１３）、川上村

25.9% （同７／２７）、八束村 16.0% （同４／２５）の順となり、湯原町は中和村を 12.4

ポイント、川上村を 17.3 ポイント、八束村を 27.2 ポイント上回っている。 

③ 農家数１９戸以下集落シェア 

昭和３５年は中和村 69.2% （該当集落数９／総農業集落数１３）、川上村 57.1% （同１

６／２８）、湯原町 53.8% （同２１／３９）、八束村 26.9% （同７／２６）の順となり、

中和村は川上村を 12.1 ポイント、湯原町を 15.4 ポイント、八束村を 42.3 ポイント上回っ

ている。同年以降、同集落シェアは拡大している。 

平成２年に中和村 84.6% （同１１／１３）、川上村 78.5% （同２２／２８）、湯原町

68.5% （同２６／３８）、八束村 61.6% （同１６／２６）の順となり、中和村は川上村を

6.1 ポイント、湯原町を 16.1 ポイント、八束村を 23.0 ポイント上回っている。 

平成１２年には川上村 92.6% （同２５／２７）、中和村 92.3% （同１２／１３）、八束

村 76.0% （同１９／２５）、湯原町 75.7% （同２８／３７）の順となり、川上村は中和村

を 0.3 ポイント、八束村を 16.6 ポイント、湯原町を 16.9 ポイント上回っている。 

④ 農家数２９戸以下集落シェア 

昭和３５年に川上村 85.7% （該当集落数２４／総農業集落数２８）、中和村 84.6% （同

１１／１３）、湯原町 64.1%（ 同２５／３９）、八束村 61.5% （同１６／２６）の順とな

り、川上村は中和村を 1.1 ポイント、湯原町を 21.6 ポイント、八束村を 24.2 ポイント上

回っている。同年以降、同集落シェアは経年的に拡大パタ－ンで推移している。 

平成２年に川上村 96.4% （同２７／２８）、中和村 92.3% （同１２／１３）、八束村

88.5% （同２３／２６）、湯原町 86.9% （同３３／３８）の順となり、川上村は中和村を

4.1 ポイント、八束村 7.9 をポイント、湯原町を 9.5 ポイント上回っている。 

平成１２年には川上村（同２７／２７）、八束村（同２５／２５）は全集落が該当し、

湯原町 94.6% （同３５／３７）、中和村 92.3% （同１２／１３）となり、川上村と八束村

は湯原町を 5.4 ポイント、中和村を 7.7 ポイント上回っている。 

⑤ 農家数４９戸以下集落シェア 

昭和３５年に八束村は全集落２６が該当し、湯原町 97.4% （該当集落数３８／総農業集

落数３９）、 川上村 96.4% （同２７／２８）、中和村 92.3% （同１２／１３）の順とな

り、八束村は湯原町を 2.6 ポイント、川上村を 3.6 ポイント、中和村を 7.7 ポイント上

回っている。同年以降、同集落シェアは拡大パタ－ンで推移している。 平成２年と同１

２年には各町村とも全集落が該当している。 

⑥ 農家数５０戸以上集落シェア 

昭和３５年に川上村 3.6%（該当集落数１／総農業集落数２８）、中和村 7.7%（同１／１

３）、湯原町 2.6%（同１／３９）の順となり、八束村は該当集落不在となっている。 

平成２年と同１２年には各町村とも該当集落は存在しない。 

⑦ まとめ 

上記した４か町村の農家世帯における規模別集落シェアのまとめとして、各町村におけ

る同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を昭和３５年、平成２年、同１２年の各時

点において、５戸以下－９戸以下－１９戸以下－２９戸以下－４９戸以下－５０戸以上の
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規模順に列記すると以下のとおりで、Ｎは不詳、０％は該当集落の不在を示す。 

川上村 

昭和３５年：  Ｎ－ ７％－５７％－ ８６％－ ９６％－ ４％ 

平成 ２年：１４％－２１％－７９％－ ９６％－  ０％－ ０％ 

同 １２年：１１％－２６％－９３％－１００％－  ０％－ ０％ 

八束村 

昭和３５年：  Ｎ－ ０％－２７％－ ６２％－１００％－ ０％ 

平成 ２年： ４％－１２％－６２％－ ８９％－  ０％－ ０％ 

同 １２年： ４％－１６％－７６％－１００％－  ０％－ ０％ 

中和村 

昭和３５年：  Ｎ－ ０％－６９％－ ８５％－ ９２％－ ８％ 

平成 ２年： ０％－２３％－８５％－ ９２％－  ０％－ ０％ 

同 １２年： ８％－３１％－９２％－ ９２％－  ０％－ ０％ 

湯原町 

昭和３５年：  Ｎ－１３％－５４％－ ６４％－ ９７％－ ３％ 

平成 ２年： ８％－２９％－６９％－ ８７％－  ０％－ ０％ 

同 １２年：１６％－４３％－７６％－ ９５％－  ０％－ ０％ 

上記した４か町村の規模別集落シェアには次のような共通点や相違点がみられる。 

４か町村とも共通して２９戸以下集落シェアは時系列的に拡大し、その推移過程におい

て各集落シェアに顕著な町村間較差が生じている。 

４９戸以下集落シェアは、八束村は昭和３５年、平成２年、同１２年の各時点において

１００％となり、５０戸以上集落は不在となっている。一方、川上村、中和村、湯原町の

４９戸以下集落シェアは昭和３５年は１００％に近接し、５０戸以上集落シェア割合が低

水準ながら認められているが、平成年代の両時点では八束村と同様に該当集落不在となっ

ている。 

各町村における９戸以下集落シェアと１９戸以下集落シェアの較差は各時点で極めて大

きく、他の規模別集落シェア間の較差を超大幅に上回っている。それは１０～１９戸の集

落シェアの高水準に起因する。 

平成１２年の４か町村における各規模別集落シェアをみると、９戸以下は湯原町４３％、

中和村３１％、川上村２６％、八束村１６％、１９戸以下は川上村９３％、中和村９２％、

八束村と湯原町はともに７６％、２９戸以下は川上村と八束村はともに１００％、湯原町

９５％、中和村９２％、４９戸以下はいずれも１００％となっている。 

以上の各規模別集落シェアから、４か町村間の大きな違いの１つは、中和・湯原両町村

は川上・八束両村と比べて９戸以下集落シェアが高く、２９戸以下はいくぶん低くなって

いる点である。 

（２） 蒜山地域 

① 農家数５戸以下集落シェア 

昭和３５年の農家５戸以下集落シェアは不詳である。 

平成２年は蒜山地域 7.6%（該当集落数８／総農業集落数１０５）、真庭郡 4.5%（同１７

／３８１）、岡山県 4.3%（同２０１／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 3.1 ポイ

ント、岡山県を 3.3 ポイント上回っている。同年以降、同集落シェアは拡大パタ－ンで推

移している。 

平成１２年には蒜山地域 10.8% （同１１／１０２）、岡山県 7.6%（同３４３／4,503 ）、

真庭郡 6.9%（同２６／３７５）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 3.9 ポイント、岡山県を

3.2 ポイント上回っている。ちなみに平成１２年における同集落シェアの全国平均は 9.0%、

山陽地方は 10.4% 、山陰地方は 10.6% となっている
3)

。 

上記した農家数５戸以下集落数は平成２～１２年間に増加し、その増加率は蒜山地域

37.5% （増加集落数３）、真庭郡 52.9%（同９）、岡山県 70.6% （同１４２）となってい

る。 

② 農家数９戸以下集落シェア 
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昭和３５年は蒜山地域 6.6%（該当集落数７／総農業集落数１０６）、真庭郡 5.4%（同２

１／３８７）、岡山県 2.0%（同９５／4,686 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 1.2 ポイ

ント、岡山県を 4.6 ポイント上回っている。同年以降、同集落シェアは拡大パタ－ンで推

移している。 

平成２年に蒜山地域 21.9% （同２３／２８）、真庭郡 13.9% （同５３／３８１）、岡山

県 13.1（同６１１／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 8.0 ポイント、岡山県を

8.8 ポイント上回っている。 

以上の平成２年の同集落シェアにおける蒜山地域と真庭郡及び岡山県との較差は昭和３

５年と比べて拡大し、特に真庭郡において顕著である。 

平成１２年には蒜山地域 30.4% （同３１／１０２）、真庭郡 22.1% （同８３／３７５）、

岡山県 22.0% （同９９０／4,503 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 8.3 ポイント、岡山

県を 8.4 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアは全国平均 22.2% 、山陽地方

28.5% 、山陰地方 29.3% となっている
3)

。 

上記した９戸以下の集落数は経年的に増加し、その増加率は昭和３５年～平成１２年間

に蒜山地域 342.9%（増加集落数２４）、真庭郡 295.2%（同６２）、岡山県 942.1%（同８

９５）となっている。 

③ 農家数１９戸以下集落シェア 

昭和３５年は蒜山地域 50.0% （該当集落数５３／総農業集落数１０６）、真庭郡 39.2% 

（同１５２／３８７）、岡山県 19.7% （同９２６／4,686 ）の順となり、蒜山地域は真庭

郡を 10.8 ポイント、岡山県を 30.3 ポイント上回っている。同年以降、同集落シェアは拡

大パタ－ンで推移している。 

平成２年に蒜山地域 71.5% （同６５／１０５）、真庭郡 59.9% （同２２８／３８１）、

岡山県 46.8% （同 2,172 ／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 11.6 ポイント、岡

山県を 24.7 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 82.4% （同８４／１０２）、真庭郡 73.3% （同２７５／３７５）、

岡山県 61.2% （同 2,734 ／4,503 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 9.1 ポイント、岡

山県を 21.2 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 55.0% 、山陽地

方は 70.4% 、山陰地方は 71.2% である
3)

。 

上記した蒜山地域の同集落シェアは、昭和３５年の時点で５０％を示し、この水準を超

えた時点は真庭郡は平成２年、岡山県は同１２年となっている。このように蒜山地域は早

い時期に５０％となり、その後の時点においても真庭郡及び岡山県を上回っている。 

上記した１９戸以下の該当集落数は経年的に増加し、その増加率は昭和３５年～平成１

２年間に蒜山地域は 58.5% （増加集落数３１）、真庭郡は 80.9% （同１２３）、岡山県は

195.2%（同 1,808 ）となっている。 

④ 農家数２９戸以下集落シェア 

昭和３５年は真庭郡 73.7% （該当集落数２８５／総農業集落数３８７）、蒜山地域 71.7% 

（同７６／１０６）、岡山県 47.0% （同 2,205 ／4,686 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡

を 2.0 ポイント下回り、岡山県を 26.7 ポイント上回っている。同年以降、同集落シェア

は拡大パタ－ンで推移している。 

平成２年に真庭郡 90.8% （同３４６／３８１）、蒜山地域 90.5% （同９５／１０５）、

岡山県 46.8% （同 3,351 ／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 0.3 ポイント下回

り、反対に岡山県を 43.7 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 97.1% （同９９／１０２）、真庭郡 95.2% （同３５７／３７５）、

岡山県 82.8% （同 3,724 ／4,503 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 1.9 ポイント、岡

山県を 14.3 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 75.7% となって

いる
7)

。 

上記した２９戸以下の該当集落数は経年的に増加し、その増加率は昭和３５年～平成１

２年間に蒜山地域は 30.3% （増加集落数２３）、真庭郡は 25.3% （同７２）、岡山県は

68.9% （同 1,519 ）となっている。 

⑤ ４９戸以下集落シェア 
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昭和３５年は真庭郡 98.2% （該当集落数３８０／総農業集落数３８７）、蒜山地域 97.2% 

（同１０３／１０６）、岡山県 82.7% （同 3,873 ／4,686 ）の順となり、蒜山地域は真庭

郡を 1.0 ポイント下回り、岡山県を 14.5 ポイント上回っている。同年以降、同集落シェ

アは拡大パタ－ンで推移している。 

平成２年に岡山県 92.5% （同 4,302 ／4,652 ）となり、蒜山地域及び真庭郡は該当集落

不在となっている。 

平成１２年には岡山県 96.0% （同 4,320 ／4,503 ）となり、蒜山地域及び真庭郡は該当

集落不在となっている。 

上記した４９戸以下の該当集落数は蒜山地域と真庭郡は減少基調で推移し、岡山県は経

年的に増加し、その減少率は昭和３５年～平成１２年間に蒜山地域は 1.0%（減少集落数

１）、真庭郡は 1.3%（同５集落）の減少となり、反対に岡山県は 11.5% （増加集落数４４

７）の増加となっている。 

⑥ ５０戸以上集落シェア 

昭和３５年は岡山県 17.3% （該当集落数８１３／総農業集落数 4,686 ）、蒜山地域 2.8%

（同３／１０６）、真庭郡 1.8%（同７／３８７）の順となり、蒜山地域は真庭郡を 1.0 

ポイント上回り、岡山県を 14.5 ポイント下回っている。同年以降、同集落割合は縮小パタ

－ンで推移している。 

平成２年に岡山県は 7.5%（同３５０／4,652 ）、同１２年には 4.0%（同１８３／4,503 ）

となり、蒜山地域と真庭郡は両時点において該当集落は存在しない。 

上記した５０戸以上の該当集落数は経年的に減少し、その減少率は昭和３５年～平成１

２年間に岡山県は 77.5% （減少集落数６３０）となり、蒜山地域と真庭郡は平成２年以降

該当集落皆無となっている。 

⑦ まとめ 

 上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における農家数規模別集落シェアの推移のまとめと

して、昭和３５年、平成２年、同１２年の３時点において、５戸以下－９戸以下－１９戸

以下－２９戸以下－４９戸以下－５０戸以上の規模順に同割合の概数（小数点以下四捨五

入）を列記すると以下のとおりであり、Ｎは不詳、０％は該当集落不在を示す。なお、該

当集落数を上記の規模順に下段に併記し、０は該当集落不在を示す。 

蒜山地域 

昭和３５年：  Ｎ－ ７％－５０％－７２％－ ９８％－ ２％ 

平成 ２年： ８％－２２％－７２％－９１％－１００％－ ０％ 

同 １２年：１１％－３０％－８２％－９７％－１００％－ ０％ 

昭和３５年： Ｎ－ ７－５３－７６－１０３－３ 

平成 ２年： ８－２３－７５－９５－１０５－０ 

同 １２年：１１－３１－８４－９９－１０２－０ 

真庭郡 

昭和３５年：  Ｎ－ ５％－３９％－７４％－ ９８％－ ２％ 

平成 ２年： ５％－１４％－６０％－９１％－１００％－ ０％ 

同 １２年： ７％－２２％－７３％－９５％－１００％－ ０％ 

昭和３５年： Ｎ－２１－１５２－２８５－３８０－７ 

平成 ２年：１７－４３－２１８－３４６－３８１－０ 

同 １２年：２６－８３－２７５－３５７－３７５－０ 

岡山県 

昭和３５年：  Ｎ－ ２％－２０％－４７％－ ８３％－１７％ 

平成 ２年： ４％－１３％－４７％－７３％－ ９３％－ ７％ 

同 １２年： ８％－２２％－６１％－８３％－ ９６％－ ４％ 

昭和３５年：  Ｎ－ ９５－９２６－2,205 －3,873 －８１３ 

平成 ２年：２０１－６１１－2,172 －3,351－4,302 －３５０ 

同 １２年：３４３－９９０－2,734 －3,724 －4,320 －１８３  

以上で記述した蒜山地域、真庭郡、岡山県における３時点間の農家数規模別集落シェア
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の推移状況には以下のような共通点や相違点がみられる。 

⑴ 規模別集落シェアは５０戸以上を除き、蒜山地域が最も高く、岡山県は最低となっ

ている。５０戸以上は昭和３５年の時点で岡山県は突出し、他の時点で蒜山地域と真庭郡

は該当集落不在となっている。 

⑵ ５０戸以上を除く各集落シェアは経年的に拡大している。しかし、５０戸以上は経

年的に縮小し、蒜山地域と真庭郡では平成２年以降該当集落不在となり、岡山県は１０％

以下に留まっている。 

⑶ １９戸以下集落シェアは９戸以下と比べて経年的に急激に拡大しているが、それは

１０～１９戸規模集落シェアの急激な拡大による。 

④ 平成１２年における蒜山地域の各集落シェアは、５戸以下１１％、９戸以下３０％、

１９戸以下８２％、２９戸以下９７％となり、真庭郡及び岡山県をかなり上回り、特に１

９戸以下において岡山県との較差が顕著となっている。 

次に農家数規模別集落数の昭和３５年～平成１２年間における増加率の概数（小数点以

下四捨五入）を蒜山地域－真庭郡－岡山県の順にみると、５戸以下は３８％－５３％－７

１％、９戸以下は３４３％－２９５％－９４２％、１９戸以下は５６％－８１％－１９３

％、２９戸以下は３０％－２５％－６９％となっている。 

以上のように９戸以下の集落数の増加率は、蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに突出し、

また、岡山県は各規模に亘って蒜山地域と真庭郡を上回っている。なお、４９戸以下は蒜

地地域と真庭郡は各１％減少し、反対に岡山県は１２％の増加となっている。また、５０

戸以上は岡山県では７６％減少し、蒜山地域と真庭郡は平成２年以降該当集落不在となっ

ている。 

 

第第第第４４４４項項項項 農業集落数農業集落数農業集落数農業集落数のののの耕地面積規模別割合耕地面積規模別割合耕地面積規模別割合耕地面積規模別割合のののの推移推移推移推移 

安藤は「１集落当たりの耕地面積の大きさは、そこで大規模経営が展開することができ

るための「場」が十分あるかどうかを示すものと考えることができる。以前に農水省が提

起した「新しい食料・農業・農村政策」で政策目標とされた農業経営の規模は、複合経営

で５～１０ha、稲作を中心とする土地利用型経営で１０～２０ha 程度が想定されていたが

（最近の米価低落によって他産業従事者並みの生涯賃金を上げようとすればその面積はも

っと大きくなっている）、それだけの経営が展開する「場」を農業集落が提供できるかど

うか、さらには、集落を基礎とした担い手への農地集積という方向づけが土地利用型経営

育成にとってどれだけの実効性を持ち得るかという点が政策目標実現のためのポイントと

なるだろう」と述べている
3)

。一方、平成１９年産から実施された品目横断的経営安定対

策では、その支援対象者が集落営農組織の場合は２０ha 以上とされている。 

本項では平成２年と同１２年の両時点における４か町村とその総体である蒜山地域の１

農業集落当たり耕地面積及び耕地面積別農業集落数割合について表９により記述する。 

１１１１ 農業集落当農業集落当農業集落当農業集落当たりたりたりたり耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積 

（１） ４か町村 

平成２年における１農業集落当たり耕地面積は、八束村 37.3ha、川上村 29.2ha、中和村

21.9ha、湯原町 17.3ha の順となり、八束村は川上村を 8.1ha 、中和村を 15.4ha、湯原町

を 20.0ha 上回っている。 

平成１２年には八束村 34.7ha、川上村 29.1ha、中和村 16.5ha、湯原町 12.7ha の順とな

り、八束村は川上村を 5.6ha 、中和村を 18.2ha、湯原町を 22.0ha 上回っている。 

上記した各町村の１集落当たり耕地面積は両時点間において減少し、その減少率は湯原

町 26.6% 、中和村 24.7% 、八束村 7.0%、川上村 9.3%の順となっている。 

以上のように、中間農業地域の川上村・八束村は山間農業地域の湯原町及び中和村と比

べて、１集落当たり耕地面積が非常に大きく、しかも同面積の減少率が極めて低くなって

いる。 

（２） 蒜山地域 

平成２年は蒜山地域 25.6ha、岡山県 18.1ha、真庭郡 14.8ha の順となり、蒜山地域は岡

山県を 7.5ha 、真庭郡を 10.8ha 上回っている。 平成１２年には蒜山地域 22.3ha 、岡山
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県 15.6ha、真庭郡 12.5ha の順となり、蒜山地域は岡山県を 6.7ha 、真庭郡を 9.8ha 上回

っている。ちなみに同面積の全国平均は 15.2ha となっている
3)

。 

上記の１集落当たり耕地面積は両時点間において減少し、その減少率は岡山県 13.8% 、

蒜山地域 12.9% 、真庭郡 2.3%の順となり、蒜山地域は岡山県を 0.9 ポイント下回り、反

対に真庭郡を 10.6 ポイント上回っている。 

以上のように、蒜山地域における１集落当たり耕地面積は両時点間において２０ha 台前

半を下降し、一方、真庭郡と岡山県は１０ha 台を推移し、真庭郡の方が３ha ほどで下回っ

ている。また、両時点間における同面積の減少率は蒜山地域と岡山県は近接し、真庭郡を

超大幅に上回り、同郡は僅少となっている。 

２２２２ 耕地面積規模別農業集落数割合耕地面積規模別農業集落数割合耕地面積規模別農業集落数割合耕地面積規模別農業集落数割合 

耕地面積規模を１０ha 未満、２０ha 未満、３０ha 未満、５０ha 未満、５０ha 以上に区

分し、農業集落数の５区分規模別割合（以下、集落シェア）を平成２年と同１２年の両時

点で示すと以下のとおりである。 

（１） ４か町村 

① 耕地面積１０ha 未満集落シェア 

平成２年は湯原町 34.2% （該当集落数１３／総農業集落数３８）、中和村 7.7%（同１／

１３）、川上村 7.1%（同２／２８）、八束村 3.8% （同１／２６）の順となり、湯原町は

中和村を 26.5 ポイント、川上村を 27.1 ポイント、八束村を 30.4% ポイント上回っている。 

平成１２年には湯原町 40.5% （同１５／３７）、中和村 23.1% （同３／１３）、川上村

3.7%（同１／２７）、八束村該当集落不在となり、湯原町は中和村を 7.4 ポイント、川上

村を 36.8 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアの両時点間における推移経過には町村間差異がみられ、中和村と湯

原町は拡大し、その拡大率はそれぞれ 200.0%、18.4% となり、反対に川上村は 47.8% 縮小

し、八束村は該当集落不在となっている。 

以上のように、耕地面積１０ha 未満集落シェアは平成２年に川上村、八束村、中和村で

は１０％を大きく割り、湯原町は３０％を超え、しかも同町は他の３か村と比べて、１０

年後においても４０％と高率である点は注目される。 

② 耕地面積２０ha 未満集落シェア 

平成２年は湯原町 68.4% （該当集落数２６／総農業集落数２６）、中和村 61.5% （同８

／１３）、川上村 17.8% （同５／２８）、八束村 7.6%（同２／２６）の順となり、湯原町

は中和村を 6.9 ポイント、川上村を 50.6 ポイント、八束村を 60.8 ポイント上回っている。 

平成１２年には湯原町 83.7% （同３１／３７）、中和村 76.9% （同１０／１３）、川上

村 18.5% （同５／２７）、八束村 8.0%（同２／２５）の順となり、湯原町は中和村を 6.8 

ポイント、川上村を 65.2 ポイント、八束村を 75.7 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアの両時点間における推移経過は各町村とも拡大パタ－ンで、その拡

大率は中和村 25.0% 、湯原町 22.4% 、八束村 5.3%、川上村 3.9%の順となっている。 

以上のように、湯原町と中和村の耕地面積２０ha 未満集落シェアは、川上村および八束

村と比べて著しく高く、しかも同集落シェアの両時点間における拡大率も顕著に高い。 

先に記述した１０ha 未満と２０ha 未満の集落シェア間較差は中和・湯原両町村が川上・

八束両村を両時点において超大幅に上回っている。それは中和・湯原両町村の１０～２０

ha 規模集落シェアが川上・八束両村を超大幅に上回り、中和・湯原両町村の２０ha 未満の

集落シェアを押し上げた結果である。ちなみに１０～２０ha 規模の集落シェアは、平成２

年と同１２年の順に、川上村 10.7% 、14.8% 、八束村 3.8%、8.0%、中和村 53.8% 、53.8% 、

湯原町 34.2% 、43.2% となっている。 

③ 耕地面積３０ha 未満集落シェア 

平成２年は中和村 84.6% （該当集落数１１／総農業集落数１３）、湯原町 81.6% （同３

１／３８）、川上村 64.2% （同１８／２８）、八束村 34.5% （同９／２６）の順となり、

中和村は湯原町を 3.0 ポイント、川上村を 20.4 ポイント、八束村を 50.1 ポイント上回っ

ている。 

平成１２年には湯原町 100%（同３７／３７）、中和村 92.3% （同１２／１３）、川上村
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62.9% （同１７／２７）、八束村 44.0% （同１１／２５）の順となり、湯原町は中和村を

7.7 ポイント、川上村を 37.1 ポイント、八束村を 56.0 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアの両時点間における推移経過は川上村を除く３か町村では拡大し、

その拡大率は八束村 27.5% 、湯原町 22.5% 、中和村 9.1%の順であり、一方の川上村は 2.0%

の縮小となっている。 

以上のように、４か町村のなかで八束村の耕地面積３０ha 未満集落シェアは両時点にお

いて最も低く、次いで川上村が低く、反対に中和村と湯原町はほぼ同水準で著しく高くな

っている。 

先に記述した２０ha 未満と３０ha 未満の両集落シェア間較差をみると、川上・八束両村

は中和・湯原両町村を上回り、特に川上村は両時点、八束村は平成１２年の時点で超大幅

に上回っている。これは川上・八束両村の２０～３０ha 規模集落シェアが中和・湯原両町

村を上回り、それが川上・八束両村の３０ha 未満集落シェアを押し上げたためである。ち

なみに２０～３０ha 規模の集落シェアは、平成２年と同１２年の順に、川上村 46.4% 、

44.4% 、八束村 26.9% 、36.0% 、中和村 23.1% 、15.4% 、湯原町 13.2% 、16.3% となっ

ている。 

④ 耕地面積５０ha 未満集落シェア 

平成２年は湯原町 100%（該当集落数３８／総農業集落数３８）、川上村 96.4% （同２７

／２８）、中和村 92.3% （同１２／１３）、八束村 73.1% （１９／２６）の順となり、湯

原町は川上村を 3.6 ポイント、中和村を 7.7 ポイント、八束村を 26.9 ポイント上回って

いる。 

平成１２年には湯原町 100%（同３７／３７）、川上村 96.3% （同２６／２７）、中和村

92.3% （同１２／１３）、八束村 80.0% （同２０／２５）の順となり、湯原町は川上村を

3.7 ポイント、中和村を 7.7 ポイント、八束村を 20.0 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアの両時点間における推移パタ－ンは町村によって異なり、川上村、

中和村及び湯原町は横ばい、八束村は拡大パタ－ンとなっている。 

上述のように、耕地面積５０ha 未満集落シェアは両時点において八束村は７３～８０％

と低く、他の３か町村は９２～１００％となり、その最高は湯原町となっている。なお、

湯原町を除く他の３か村における残余のシェアは５０ha 以上の集落シェアに配分される。 

先に記述した３０ha 未満と５０ha 未満の集落シェア間較差をみると、川上・八束両村は

両時点において中和・湯原両町村を超大幅に上回っている。それは３０～５０ha 規模集落

シェアが極めて高く、両村の５０ha 未満集落シェアを押し上たためである。ちなみに３０

～５０ha 規模の集落シェアは、平成２年と同１２年の順に、川上村 32.1% 、33.4% 、八束

村 38.6% 、36.0% 、中和村 7.7%、0%、湯原町 18.4% 、0%となっている。 

⑤ 耕地面積５０ha 以上集落シェア 

平成２年は八束村 26.9% （該当集落数７／総農業集落数２６）、中和村 7.7%（同１／１

３）、川上村 3.6%（同１／２８）の順となり、八束村は中和村を 19.2 ポイント、川上村

を 23.3 ポイント上回っている。湯原町は該当集落不在となっている。 

平成１２年には八束村 20.0% （同５／２５）、中和村 7.7%（同１／１３）、川上村 3.7%

（同１／２７）の順となり、八束村は中和村を 12.3 ポイント、川上村を 16.3 ポイント上

回り、湯原町は該当集落不在となっている。 

⑥ まとめ 

上記した４か町村の平成２年と同１２年における耕地面積規模別集落シェアの推移内容

をまとめると以下のとおりである。 

町村ごとに集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を１０ha 未満－２０ha 未満－３０

ha 未満－５０ha 未満－５０ha 以上の規模順に列記すると以下のとおりで、０％は該当集

落不在を示す。 

川上村 

平成２年： ７％－１８％－ ６４％－ ９６％－ ４％ 

同１２年： ４％－１９％－ ６３％－ ９６％－ ４％ 

八束村 
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平成２年： ４％－ ８％－ ３５％－ ７３％－２７％ 

同１２年： ０％－ ８％－ ４４％－ ８０％－２０％ 

中和村 

平成２年： ８％－６２％－ ８５％－ ９２％－ ８％ 

同１２年：２３％－７７％－ ９２％－ ９２％－ ８％ 

湯原町 

平成２年：３４％－６８％－ ８２％－１００％－ ０％ 

同１２年：４１％－８４％－１００％－１００％－ ０％ 

上記した４か町村の平成２年と同１２年の両時点における集落シェアから、町村間に共

通点と相違点が次のように認められる。 

川上村と八束村は両時点に亘り、１０ha 未満、２０ha 未満、３０ha 未満、５０ha 未満

集落シェアにおいて中和村と湯原町を下回り、とくに３０ha 未満までの各集落シェアにお

いて大幅に下回り、５０ha 未満集落シェアでは近接し、川上村は中和村を上回ってている。 

川上村と八束村における２０ha 未満と３０ha 未満、そして３０ha 未満と５０ha 未満の

それぞれ両集落シェア間の較差は、中和村及び湯原町の場合と比べて両時点において極め

て大きい。それは川上・八束両村の２０～３０ha 規模及び３０～５０ha 規模の集落シェア

が中和・湯原両町村を超大幅に上回り、それが川上・八束両村の３０ha 未満と５０ha 未満

の集落シェアを押し上げたためである。 一方、川上村と八束村における１０ha 未満と２

０ha 未満の両集落シェア間の較差は、中和村及び湯原町の場合と比べて極めて小さい。そ

れは中和・湯原両町村の１０～２０ha 規模の集落シェアが川上・八束両村を大幅に上回り、

それが中和・湯原両町村の２０ha 未満の集落シェアを押し上げたためである。 

各町村における集落シェアが９０％前後を占める規模は、平成２年の時点で中和村と湯

原町は３０ha 未満、川上村は５０ha 未満、一方、八束村は５０ha 未満がようやく７０％

台に乗っている。平成１２年の時点では、中和村と湯原町は３０ha 未満が９０％以上、な

かでも湯原町は１００％に達し、川上村は５０ha 未満が９０％台に乗り、一方、八束村は

ようやく８０％に達している。上記した八束村の両時点における５０ha 未満の１００％未

達成部分は５０ha 以上に配分され、そのシェアは平成２年に２７％、同１２年には２０％

となっている。 

（２） 蒜山地域 

① 耕地面積１０ha 未満集落シェア 

平成２年は蒜山地域 16.2% （該当集落数１７／総農業集落数１０５）、真庭郡 35.7%（同

１３６／３８１）、岡山県 34.8% （同 1,619／4,652 ）となり、蒜山地域は岡山県を 18.6

ポイント、真庭郡を 19.5 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 18.6% （同１９／１０２）、真庭郡 46.4% （同１７４／３７５）、

岡山県 43.6% （同 1,963 ／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を 25.0 ポイント、真庭郡

を 27.8 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 30.4% 、山陽地方は

48.6% 、山陰地方は 44.5% となっている
3)

。 

上記した集落シェアは平成２～１２年間に拡大し、その拡大率は蒜山地域 14.8% 、真庭

郡 30.0% 、岡山県 25.3% となり、蒜山地域は岡山県を 10.5 ポイント、真庭郡を 15.2 ポイ

ント下回っている。 

② 耕地面積２０ha 未満集落シェア 

平成２年は蒜山地域 39.1% （該当集落数４１／総農業集落数１０５）、真庭郡 73.8%（同

２８１／３８１）、岡山県 66.6% （同 3,093／4,652 ）となり、蒜山地域は岡山県を 27.5

ポイント、真庭郡を 34.7 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 47.0% （同４８／１０２）、真庭郡 81.6% （同３０６／３７５）、

岡山県 73.8% （同 3,324 ／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を 26.8 ポイント、真庭郡

を 34.6 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 53.2% 、山陽地方は

79.0% 、山陰地方は 76.0% となっている
3)

。 

上記した集落シェアは両時点間において拡大し、その拡大率は蒜山地域 20.2% 、岡山県

10.8% 、真庭郡 10.6% の順となり、蒜山地域は岡山県を 9.4 ポイント、真庭郡を 9.6 ポイ
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ント上回っている。 

上述したように、耕地面積２０ha 未満集落シェアは両時点において蒜山地域が非常に低

く、真庭郡は最も高くなっている。 

先に記述した１０ha 未満と２０ha 未満の両集落シェア間較差は、蒜山地域が真庭郡及び

岡山県を両時点にいて超大幅に下回っている。それは真庭郡及び岡山県の１０～２０ha 規

模集落シェアが蒜山地域を大幅に上回り、真庭郡及び岡山県の２０ha 未満の集落シェアを

押し上げているためである。ちなみに１０～２０ha 規模集落シェアは、平成２年と同１２

年の順に、蒜山地域 22.9% 、28.4% 、真庭郡 38.1% 、35.2% 、岡山県 31.8% 、30.2% と

なっている。 

③ 耕地面積３０ha 未満集落シェア 

平成２年は蒜山地域 65.8% （該当集落数６９／総農業集落数１０５）、真庭郡 87.7%（同

３３４／３８１）、岡山県 83.0% （同 3,861／4,652 ）となり、蒜山地域は岡山県を 17.2

ポイント、真庭郡を 21.9 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 75.4% （同７７／１０２）、真庭郡 93.3% （同３５０／３７５）、

岡山県 87.8% （同 3,954 ／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を 12.4 ポイント、真庭郡

を 17.9 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 67.0% となっている

3)

。 

上記した集落シェアは両時点間において拡大し、その拡大率は蒜山地域 14.6% 、真庭郡

6.4%、岡山県 5.8%の順となり、蒜山地域は真庭郡を 8.2 ポイント、岡山県を 8.8 ポイン

ト上回っている。 

上述したように、耕地面積３０ha 未満集落シェアは両時点において蒜山地域は真庭郡お

よび岡山県と比べて最も低く、反対に真庭郡は最高となっている。 

先に記述した２０ha 未満と３０ha 未満の両集落シェア間較差をみると、蒜山地域は真庭

郡及び岡山県を両時点において超大幅に上回っている。それは蒜山地域の２０～３０ha 規

模集落シェアが両時点において真庭郡及び岡山県を超大幅に上回り、そのために蒜山地域

の３０ha 未満の集落シェアを押し上げた結果である。ちなみに２０～３０ha 規模集落シェ

アは、平成２年と同１２年の順に、蒜山地域 26.7% 、28.4% 、真庭郡 13.9% 、11.7% 、岡

山県 16.4% 、14.0% となっている。 

④ 耕地面積５０ha 未満集落シェア 

平成２年は蒜山地域 91.4% （該当集落数９６／総農業集落数１０５）、真庭郡 97.4%（同

３７１／３８１）、岡山県 95.0% （同 4,421／4,652 ）となり、蒜山地域は岡山県を 3.5 

ポイント、真庭郡を 5.9 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 93.1% （同９５／１０２）、真庭郡 98.1% （同３６８／３７５）、

岡山県 96.5% （同 4,344 ／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を 3.4 ポイント、真庭郡

を 5.0 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 81.8% となっている

3)

。 

上記の集落シェアは両時点間において極めて僅差ながら拡大し、その拡大率は蒜山地域

と岡山県はともに 1.6%、真庭郡は 0.5%となっている。 

上述したように、耕地面積５０ha 未満集落シェアは両時点においていずれも９０％を超

え、そのなかで蒜山地域は低く、一方、真庭郡と岡山県は高く、しかも両者は近接してい

る。 

先に記述した３０ha 未満と５０ha 未満の両集落シェア間較差をみると、蒜山地域は両時

点において真庭郡及び岡山県を大幅に上回っている。それは蒜山地域の３０～５０ha 規模

集落シェアが真庭郡及び岡山県を超大幅に上回り、そのために同地域の５０ha 未満の集落

シェアを押し上げた結果である。ちなみに３０～５０ha 規模集落シェアは、平成２年と同

１２年の順に、蒜山地域 25.7% 、17.6% 、真庭郡 9.7%、4.8%、岡山県 12.0% 、8.7%とな

っている。 

⑤ ５０ha 以上集落シェア 

平成２年は蒜山地域 8.6%（該当集落数９／総農業集落数１０５）、真庭郡 2.4%（同９／

３８１）、岡山県 4.7%（同２２０／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 6.2 ポイント、
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岡山県を 3.9 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 6.9%（同７／１０２）、真庭郡 1.9%（同７／３７５）、岡山県

3.4%（同１５１／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 5.0 ポイント、岡山県を 3.5 ポイ

ント上回っている。 

上記の集落シェアは両時点間において極めて僅差ながら縮小し、その縮小率は岡山県

29.8% 、蒜山地域 17.6% 、真庭郡 17.4% の順となっている。 

上述したように、耕地面積５０ha 以上集落シェアは蒜山地域が両時点において８％前後

と最も高く、次いで岡山県４％程度、真庭郡２％程度と続き、それは耕地面積５０ha 未満

集落シェアの高低と連動している。 

⑥ まとめ 

上記した蒜山地域の耕地面積別集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年と

同１２年の両時点において１０ha 未満－２０ha 未満－３０ha 未満－５０ha 未満－５０ha

以上の順に、真庭郡および岡山県と対比しながら列記すると以下のとおりで、０％は該当

集落不在を示す。なお、当該集落数を上記の規模順に下段に併記し、０は該当集落の不在

を示す。 

蒜山地域 

平成２年：１６％－３９％－６６％－９１％－９％ 

同１２年：１９％－４７％－７５％－９３％－７％ 

平成２年：１７－４１－６９－９６－９ 

同１２年：１９－４８－７７－９５－７ 

真庭郡 

平成２年：３６％－７４％－８８％－９７％－２％ 

同１２年：４６％－８２％－９３％－９８％－２％ 

平成２年：１３６－２８１－３３４－３７１－９ 

同１２年：１７４－３０６－３５０－３６８－７ 

岡山県 

平成２年：３５％－６７％－８３％－９５％－５％ 

同１２年：４４％－７４％－８８％－９７％－３％ 

平成２年：1,619 －3,097 －3,861 －4,421－220 

同１２年：1,963 －3,324 －3,954 －4,344－151 

以上の平成２年と同１２年の両時点における蒜山地域の耕地面積規模別集落シェアは、

真庭郡及び岡山県と対比し、次のような関係性がみられる。 

蒜山地域における１０ha 未満、２０ha 未満、３０ha 未満の各集落シェアは、両時点に

おいて真庭郡及び岡山県を大幅に下回り、反対に５０ha 以上の集落シェアは上回り、５０

ha 未満の集落シェアは互いに近接している。 

また、蒜山地域は両時点における２０ha 未満と３０ha 未満、３０ha 未満と５０ha 未満

のそれぞれ集落シェア間較差において真庭郡及び岡山県を大幅に上回っている。それは蒜

山地域の２０～３０ha 規模および３０～５０ha 規模の集落シェアが真庭郡及び岡山県を

超大幅に上回り、同地域の３０ha 未満及び５０ha 未満の集落シェアを押し上げたためであ

る。一方、１０ha 未満と２０ha 未満の両集落シェア間較差は蒜山地域の方が下回っている。

それは真庭郡及び岡山県の１０～２０ha 規模の集落シェアが蒜山地域を大幅に上回り、真

庭郡及び岡山県の２０ha 未満の集落シェアを押し上げたためである。 

蒜山地域における５０ha 未満の集落シェアは両時点において９５％以下に留まり、一

方、真庭郡及び岡山県は９５％以上となり、その残余分は５０ha 以上の集落シェアに配分

される。 

 

第第第第５５５５項項項項 耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積がががが減少減少減少減少したしたしたした農業集落農業集落農業集落農業集落のののの推移推移推移推移 

前項で記述したように蒜山地域における１集落当たり耕地面積は平成２年から同１２年

にかけて１３％減少している。その減少は全国的な傾向であり、都市化および農業生産の

衰退の影響によるとされている
3)

。 
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本項では平成２年および同１２年の両時点における過去１０年間に耕地面積が減少した

農業集落数割合および耕地面積が減少した理由につて、表１０により４か町村とその総体

である蒜山地域について記述する。 

１１１１ 耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積がががが減少減少減少減少したしたしたした農業集落数割合農業集落数割合農業集落数割合農業集落数割合 

（１） ４か町村 

平成２年の時点において過去１０年間（昭和５５年～平成２年）に耕地面積が減少した

集落数割合（以下、集落シェア）は、湯原町 78.9% （該当集落数３０／総農業集落数３８）、

八束村 61.5% （同１６／２６）、川上村 39.3% （同１１／２８）、中和村 38.5% （同５

／１３）の順となり、湯原町は八束村を 17.4 ポイント、川上村を 39.6 ポイント、中和村

を 40.4 ポイント上回っている。 

平成１２年の時点では過去１０年間（平成２～１２年）に耕地面積が減少した集落シェ

アは中和村 84.6% （同１１／１３）、八束村 40.0% （同１０／２５）、湯原町 27.0% （同

１０／３７）、川上村 22.2% （同６／２７）の順となり、中和村は八束村を 44.6 ポイン

ト、湯原町を 57.6 ポイント、川上村を 62.4 ポイント上回っている。 以上のように、耕

地面積が減少した集落シェアは平成２年には湯原町と八束村が突出し、同１２年には中和

村が突出している。 

上記した平成１２年における耕地面積減少集落シェアの同２年に対する拡大又は縮小の

比率をみると、中和村は 119.7%拡大し、反対に湯原町 65.8% 、川上村 43.5% 、八束村 35.0% 

の縮小となっている。 

以上の記述内容をまとめると以下ののとおりである。 

過去１０年間に耕地面積が減少した集落シェアは平成２年の時点で湯原町と八束村は他

の２か村を押さえて顕著に高く、同１２年の時点では急落し、反対に中和村が顕著に高く

なっている。 

上記した集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年－同１２年の時系列で示

すと、川上村は３９％－２２％、八束村は６２％－４０％、中和村は３９％－８５％、湯

原町は７９％－２７％となっている。 

（２） 蒜山地域 

過去１０年間に耕地面積が減少した集落シェアは、平成２年の時点で蒜山地域 59.0% （該

当集落数６２／総農業集落数１０５）、真庭郡 76.9% （同２９３／３８１）、岡山県 80.0% 

（同 3,720 ／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 17.9 ポイント、岡山県を 21.0 ポイン

ト下回っている。 

一方、平成１２年の時点では蒜山地域 36.3% （同３７／１０２）、真庭郡 62.1% （同２

３３／３７５）、岡山県 77.0% （同 3,467 ／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 25.8

ポイント、岡山県を 40.7 ポイント下回っている。ちなみに上記集落シェアの全国平均は

73.0% 、山陽地方は 78.2% 、山陰地方は 75.7% となっている
3)

。 

上記した平成１２年における耕地面積減少集落シェアの同２年に対する縮小の比率をみ

ると、蒜山地域は 38.5% 、真庭郡は 19.2% 、岡山県は 3.8%となり、蒜山地域の縮小率は

極めて高い。 

以上で記述した内容をまとめると次のとおりである。 

蒜山地域における耕地面積減少集落シェアは両時点において真庭郡および岡山県と比べ

て著しく低く、一方、岡山県は高くなっている。しかも、蒜山地域と真庭郡間の較差は真

庭郡と岡山県間の較差を大幅に上回っている。 

同集落シェアは両時点間において縮小し、蒜山地域の縮小率は３８％と突出し、岡山県

は４％と極め低くなっている。 

耕地面積減少集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年－同１２年の時系列

で示すと、蒜山地域５９％－３６％、真庭郡７７％－６２％、岡山県８０％－７７％とな

っている。 

２２２２ 耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積がががが減少減少減少減少したしたしたした理由理由理由理由 

農業センサスによれば、平成２年および同１２年の両時点において、過去１０年間に耕

地面積が減少した原因として転用（主に道路、住宅敷地、工場敷地、公共施設用地、植林
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地）と原野化・耕作放棄等をあげている。 以下に他用途転用①とその内訳②～④、原野

化・耕作放棄等⑤の農業集落数割合（以下、集落シェア）を表１０により４か町村とその

総体である蒜山地域について記述する。 

（１） ４か町村 

① 他用途に転用した集落シェア 

平成２年の時点で八束村 87.5% （該当集落数１４／耕作面積減少集落数１６）、川上村

81.8% （同９／１１）、湯原町 56.7% （同１７／３０）、中和村 40.0% （同２／１５）の

順となり、八束村は川上村を 5.7 ポイント、湯原町を 30.8 ポイント、中和村を 47.5 ポイ

ント上回っている。 

平成１２年には八束村 80.0% （同８／１０）、川上村 66.7% （同４／１６）、湯原町

60.0% （同６／１０）、中和村 18.2% （同２／１１）となり、八束村は川上村を 13.3 ポ

イント、湯原町を 20.0 ポイント、中和村を 61.8 ポイント上回っている。 

上述したように、集落シェアの町村間順位は両時点において同じであるが、その町村間

較差には変化がみられ、しかも平成１２年の時点において拡大している。また、平成１２

年における集落シェアの同２年に対する縮小又は拡大の比率には町村間差異がみられ、湯

原町以外の３か村では縮小し、その縮小率は中和村 54.5% 、川上村 18.5% 、八束村 8.6%

の順となり、反対に湯原町は 5.8%の拡大となっている。 

② 住宅敷地に転用した集落シェア 

平成２年に八束村 50.0% （該当集落数８／耕地面積減少集落数１６）、川上村 27.3% 

（同３／１１）、湯原町 3.4%（同１／３０）の順となり、八束村は川上村を 22.7 ポイン

ト、湯原町を 46.6 ポイント上回っている。一方、中和村は該当集落不在となっている。 

平成１２年には八束村 40.0% （同４／１０）、川上村 16.7% （同１／６）の順となり、

八束村は川上村を 23.3 ポイント上回っている。一方、中和村と湯原町は該当集落不在とな

っている。 

上記の平成１２年における集落シェアの同２年に対する縮小の比率は、川上村 38.8% 、

八束村 20.0% となっている。 

③ 道路に転用した集落シェア 

平成２年は川上村 54.5% （該当集落数６／耕地面積減少集落数１１）、湯原町 53.3% 

（同１６／３０）、八束村 25.0% （同４／１６）、中和村 20.0% （同１／５）の順となり、

川上村は湯原町を 1.2 ポイント、八束村を 29.5 ポイント、中和村を 34.5 ポイント上回っ

ている。 

平成１２年には川上村 50.0% （同３／６）、湯原町 30.0% （同３／１０）、八束村 10.0% 

（同１／１０）の順となり、川上村は湯原町を 20.0 ポイント、八束村を 40.0 ポイント上

回っている。一方、中和村は該当集落不在となっている。 

上記した平成１２年における同集落シェアの同２年に対する縮小の比率は、八束村

60.0% 、湯原町 43.7% 、川上村 8.3%の順となっている。 

④ 公共施設用地、工場敷地及び植林地に転用した集落シェア 

耕地面積が減少した理由のなかで、住宅及び道路への転用は両時点に亘り大半の町村に

おいて主な理由となっている。しかし、公共施設用地及び工場敷地への転用は一部の町村

に限られ、しかも１集落に過ぎない。一方、植林地への転用は平成１２年の時点では川上

村を除く３か町村に及んでいる。 

公共施設用地への転用集落シェアは、平成２年は八束村 6.3%（該当集落数１／耕地面積

減少集落数１６）、同１２年には中和村 9.6%（同１／１１）、湯原町 10.0% （同１／１０）

となっている。 

工場敷地への転用は八束村のみで、その集落シェアは平成２年に 6.2%（同１／１６）、

同１２年には 10.0% （同１／１０）となっている。 

植林地への転用集落シェアは、平成２年に中和村 20.0% （同１／１５）、同１２年には

八束村 10.0% （１／１０）、中和村 9.6%（同１／１１）、湯原町 10.0% （同１／１０）

となっている。 

⑤ 原野・耕作放棄等の集落シェア 
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平成２年は中和村 60.0% （該当集落数３／耕地面積減少集落数５）、湯原町 43.3%（同

１３／３０）、川上村 18.2% （同２／１１）、八束村 12.5% （同２／１６）の順となり、

中和村は湯原町を 16.7 ポイント、川上村を 41.8 ポイント、八束村を 47.5 ポイント上回っ

ている。 

平成１２年には中和村 81.8% （同９／１１）、湯原町 40.0% （同４／１０）、川上村

33.3% （同２／６）、八束村 20.0% （同２／１０）の順となり、中和村は湯原町を 41.8

ポイント、川上村を 48.5 ポイント、八束村を 61.8 ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における集落シェアの同２年に対する拡大又は縮小の比率をみる

と、湯原町は 7.6%縮小し、他の３か村は拡大し、その拡大率は川上村 83.0% 、八束村 60.0% 、

中和村 36.3% の順となっている。 

⑥ まとめ 

以上で記述した４か町村の平成２年と同１２年の両時点における過去１０年間の耕地面

積減少集落シェアの推移及びその減少の理由についてまとめると次のとおりである。なお、

集落シェアは概数（小数点以下四捨五入）で示し、０％は該当集落不在である。 

⑴ 耕地面積が減少した集落シェアには町村間差異がみられる。平成２年の時点で湯原

町は７９％と突出し、次いで八束村は６２％と続き、他の２か村は４０％弱となっている。

平成１２年における同集落シェアは中和村は８５％と突出し、他の３か町村は４０％以下

となり、湯原町と川上村は２０％台に低下している。同集落シェアの両時点間における拡

大又は縮小をみると、中和村は１２０％拡大し、他の３か町村は３５～６６％の範囲で縮

小し、その最低は八束村、最高は湯原町となっている。 

⑵ 他用途に転用たした集落シェアを平成２年－同１２年の時系列で示すと、川上村は

８２％－６７％、八束村は８８％－８０％、中和村は４０％－１８％、湯原町は５７％－

６０％となっている。 

以上のように、集落シェアは両時点において八束村は突出し、川上村は前時点では八束

村に近接している。一方、中和村は両時点で最低となり、特に後時点では著しく低下して

いる。 

上記集落シェアの両時点間における縮小又は拡大の比率をみると、湯原町は６％拡大し、

反対に中和村は５５％、川上村は１９％、八束村は９％の縮小となっている。 

⑶ 住宅敷地への転用集落シェアを時系列的に示すと川上村は２７％－１７％、八束村

は５０％－４０％、湯原町は３％－０％、中和村は０％－０％となっている。 

以上のように、住宅敷地への転用は主に八束村と川上村であり、しかも八束村の同集落

シェアは両時点において４０～５０％と突出している。一方、中和村では該当集落は両時

点でみられず、湯原町も前時点で極僅少となり、後時点では該当集落不在となっている。 

⑷ 道路敷地への転用集落シェアを時系列で記すると、川上村は５５％－５０％、八束

村は２５％－１０％、中和村は２０％－０％、湯原町は５３％－３０％となっている。 

上記のように、集落シェアは川上村では両時点において５０％台と突出し、湯原町は前

時点において５３％の高水準を示しているが、後時点では３０％と急激に縮小している。 

上記集落シェアの両時点間における縮小の比率は八束村６０％、湯原町４４％、川上村

８％の順となっている。 

⑸ 公共施設、工場敷地、植林地への転用集落シェアは、住宅敷地や道路と比べて極め

て低く、しかもすべての町村に及んでいない。その集落シェアを時系列的に列記すると、

公共施設用地は八束村６％－０％、中和村と湯原町各０％－１０％、工場敷地は八束村６

％－１０％となっている、また、植林地は八束村０％－１０％、中和村２０％－１０％、

湯原町０％－１０％となっている。 

⑹原野化・耕作放棄等により耕地面積を減少した集落シェアを時系列的に示すと、川上

村は１８％－３３％、八束村は１３％－２０％、中和村は６０％－８２％、湯原町は４３

％－４０％となっている。 

上記した集落シェアは両時点において中和村は突出し、次いで湯原町が高く、川上村と

八束村は最低となっている。同集落シェアの両時点間における拡大又は縮小の比率をみる

と、川上村は８３％、八束村は６０％、中和村は３６％の拡大となり、反対に湯原町は８
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％の縮小となっている。以上のように、原野化・耕作放棄等による耕地面積の放棄は湯原

町を除く３か村、とりわけ中和村で進行している。 

（２） 蒜山地域 

① 他用途に転用した集落シェア 

平成２年は蒜山地域 67.7% （該当集落数４２／耕地面積減少集落数６２）、真庭郡 71.7% 

（同２１０／２９３）、岡山県 67.0% （同 2,491 ／3,720 ）となり、蒜山地域は岡山県を

0.7 ポイント上回り、反対に真庭郡を 4.0 ポイント下まわっている。 

平成１２年には蒜山地域 54.1% （同２０／３７）、真庭郡 51.5% （同１２０／２３３）、

岡山県 54.7% （同 1,897 ／3,467 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.6 ポイント上回り、

反対に岡山県を 0.6 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 65.0% 

となっている
3)

。 

上記した集落シェアの両時点間における縮小の比率は真庭郡 28.2% 、蒜山地域 20.0% 、

岡山県 18.4% の順となっている。 

② 住宅敷地に転用した集落シェア 

平成２年は蒜山地域 19.4% （該当集落数１２／耕地面積減少集落数６２）、真庭郡 18.8% 

（同５５／２９３）、岡山県 31.3% （同 1,165 ／3,720 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

0.6 ポイント上回り、反対に岡山県を 11.9 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 13.5% （同５／３７）、真庭郡 19.7% （同４６／２３３）、岡

山県 31.5% （同 1,091/3,467 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 6.2 ポイント、岡山県を 18.0

ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 34.4% 、山陽地方は 28.8% 、

山陰地方は 19.7% である
3)

。 

上述した集落シェアの両時点間における拡大と縮小の比率をみると、蒜山地域は 30.4% 

の縮小、反対に真庭郡 4.8%、岡山県 0.6%の拡大となっている。 

③ 道路敷地に転用した集落シェア 

平成２年は蒜山地域 43.5% （該当集落数２７／耕地面積減少集落数６２）、真庭郡 30.0% 

（同８８／２９３）、岡山県 22.0% （同８１７／3,720 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 13.5

ポイント、岡山県を 21.5 ポイント上回っている。 平成１２年には蒜山地域 18.9% （同

７／３７）、真庭郡 9.9%（同２３／２３３）、岡山県 10.8% （同３７５／3､467 ）となり、

蒜山地域は真庭郡を 9.0 ポイント、岡山県を 8.1 ポイント上回っている。ちなみに同集落

シェアの全国平均は 10.8% となっている
7)

。 

上記した集落シェアは両時点間において著しく縮小し、その縮小の比率は真庭郡 67.0% 、

蒜山地域 56.6% 、岡山県 50.9% の順となっている。 

④ 工場敷地に転用した集落シェア 

平成２年は蒜山地域 1.6%（該当集落数１／耕地面積減少集落数６２）、真庭郡 4.4%（同

１３／２９３）、岡山県 2.5%（同９４／3,720 ）となり、蒜山地域は岡山県を 0.9 ポイン

ト、真庭郡を 2.8 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 2.7%（同１／３７）、真庭郡 5.2%（同１２／２３３）、岡山県

3.5%（同１２１／3,462 ）となり、蒜山地域は岡山県を 0.8 ポイント、真庭郡を 2.5 ポイ

ント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 3.1%となっている
7)

。 

上記の集落シェアは両時点間において拡大し、その拡大の比率は蒜山地域 68.8% 、真庭

郡 18.2% 、岡山県 4.0 の順となっている。 

⑤ 公共施設用地に転用した集落シェア 

平成２年は蒜山地域 1.6%（該当集落数１／耕地面積減少集落数６２）、真庭郡 2.7%（同

８／２９３）、岡山県 3.4%（同１２５／3,720 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.1 ポイン

ト、岡山県を 1.8 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 5.4%（同２／３７）、真庭郡 4.3%（同１０／２３３）、岡山県

4.2%（同１４７／3,467 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.1 ポイント、岡山県を 1.2 ポイ

ント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 4.2%となっている
7 ) 

。 

上述し集落シェアは両時点間において拡大し、その拡大の比率は蒜山地域 237.5%、真庭

郡 59.3% 、岡山県 23.5% となっている。 
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⑥ 植林地に転用した集落シェア 

平成２年は蒜山地域 1.6%（該当集落数１／耕地面積減少集落数６２）、真庭郡 15.8% 

（同４６／２９３）、岡山県 7.8%（同２９０／3,720 ）となり、蒜山地域は岡山県を 6.2 

ポイント、真庭郡を 14.2 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 8.1%（同３／３７）、真庭郡 5.2%（同１２／２３３）、岡山県

1.5%（同５２／3,467 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.9 ポイント、岡山県を 6.6 ポイン

ト上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 4.0%となっている
7)

。 

上述した集落シェアの両時点間における拡大又は縮小の比率をみると、蒜山地域は

406.3%の拡大、反対に真庭郡 67.1% 、岡山県 80.8% の縮小となっている。 

⑦ 原野化・耕作放棄等の集落シェア 

平成２年は蒜山地域 32.3% （該当集落数２０／耕地面積減少集落数６２）、真庭郡 28.3% 

（同８３／２９３）、岡山県 33.0% （同 1,229 ／3,720 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

4.0 ポイント上回り、反対に岡山県を 0.7 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 45.9% （同１７／３７）、真庭郡 48.5% （同１１３／２３３）、

岡山県 45.3% （同 1,570 ／3,467 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.6 ポイント下回り、

反対に岡山県を 0.6 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国平均は 35.0% 、

山陽地方は 41.8% 、山陰地方は 48.2% となっている
3)

。 

上記し集落シェアは両時点間において拡大し、その拡大率は真庭郡 71.4% 、蒜山地域

42.6% 、岡山県 37.2% の順となっている。 

⑧ まとめ 

以上で記述した蒜山地域の平成２年と同１２年の両時点において、過去１０年間に耕地

面積を減少した集落シェア、他用途への転用と原野化・耕作放棄集落シェアについて真庭

郡及び岡山県と対比しながらまとめると以下のようである。なお、集落シェアは概数（小

数点以下四捨五入）で示す。 

⑴ 耕地面積が減少した集落シェアを平成２年－同１２年の時系列で示すと、蒜山地域

は５９％－３６％、真庭郡は７７％－６２％、岡山県は８０％－７７％となっている。以

上のように、両時点を通して蒜山地域の集落シェアは最も低く、岡山県は最高となってい

る。同集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率（概数）は蒜山地域３８％、真

庭郡１９％、岡山県４％の順となり、蒜山地域が顕著に高くなってるが、これは耕地面積

の減少に歯止めがかかっていることを意味する。 

⑵ 他用途に転用した集落シェアを時系列で示すと、蒜山地域は６８％－５４％、真庭

郡は７２％－５２％、岡山県は６７％－５５％となり、両時点におけるそれぞれの集落シ

ェアはかなり近接し、平成１２年の時点では５０％台前半となっている。同集落シェアは

両時点間において縮小し、その縮小率は真庭郡２８％、蒜山地域２０％、岡山県１８％と

なり、蒜山地域は岡山県とほぼ同レベルで他用途転用集落数の減少傾向がうかがえる。 

⑶ 住宅敷地に転用した集落シェアを時系列的に列記すると、蒜山地域は１９％－１４

％、真庭郡は１９％－２０％、岡山県は３１％－３２％となり、蒜山地域と真庭郡は平成

２年の時点では同一水準となり、同１２年には真庭郡の方が上回り、岡山県は両時点にお

いて蒜山地域と真庭郡を著しく上回っている。 

上記集落シェアは両時点間において蒜山地域は３０％縮小し、反対に真庭郡は５％、岡

山県は１％とともに極く僅か拡大している。以上のように住宅敷地への転用は全体的に鈍

くなっているなかで、蒜山地域では大きな歯止めがかかっている。 

⑷ 道路敷地に転用した集落シェアを時系列で示すと、蒜山地域は４４％－１９％、真

庭郡は３０％－１０％、岡山県は２２％－１１％となり、平成２年の時点では蒜山地域は

真庭郡と岡山県を上回り、特に岡山県との較差は大きく、平成１２年の時点でもいくぶん

上回っている。同集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は真庭郡６７％、岡

山県５１％、蒜山地域２５％の順となり、道路敷地への転用が鈍化するなかで、蒜山地域

では大きな歯止めがかかっていない。 

⑸ 工場敷地に転用した集落シェアは、後記の公共施設用地とともに極めて低いが、時

系列的に列記すると、蒜山地域は２％－３％、真庭郡は４％－５％、岡山県は３％－４％
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となっている。同集落シェアは両時点間において拡大し、その拡大率は蒜山地域６９％、

岡山県４０％、真庭郡１８％の順となり、蒜山地域の高水準は注目される。 

⑹ 公共施設用地に転用した集落シェアを時系列で記すと、蒜山地域２％－５％、真庭

郡と岡山県はともに３％－４％となっている。同集落シェアは両時点間において拡大し、

その拡大率は蒜山地域２３８％、真庭郡５９％、岡山県２４％の順となり、蒜山地域にお

ける公共施設用地への転用は活発に進んでいる。 

⑺ 植林地に転用した集落シェアを時系列的に列記すると、蒜山地域は２％－８％、真

庭郡は１６％－５％、岡山県は８％－２％となり、平成２年の時点で蒜山地域は真庭郡及

び岡山県と比べて著しく低く、反対に同１２年の時点では高くなっている。 

上記集落シェアは両時点間において蒜山地域は４０６％拡大し、反対に岡山県は８１％、

真庭郡は６７％の縮小となり、蒜山地域における植林地への転用が大きく進行している状

況は注目される。 

⑻ 原野化・耕作放棄等の集落シェアを時系列で示すと、蒜山地域は３２％－４６％、

真庭郡は２８％－４９％、岡山県は３３％－４５％となり、蒜山地域は両時点において岡

山県とは近接し、真庭郡を僅差ながら前時点では上回り、後時点では下回っている。同集

落シェアは両時点間において拡大し、その拡大率は真庭郡７１％、蒜山地域４３％、岡山

県３７％の順となり、真庭郡は突出し、次いで蒜山地域が続き、岡山県とはかなり近接し

ている。 

 

第第第第３３３３節節節節 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの集落機能集落機能集落機能集落機能 

 

農業集落の機能には、①地域資源維持管理機能、②農業生産面での相互補完機能、③生

産面の相互扶助機能の３機能があり、こうした機能の発揮はいずれも集落の寄合の場で決

定されるから、その寄合の年間実施回数や議題等が集落機能の分析において重要な素材を

提供する
4)

。さらに集落は寄合によって決定された議題を集落構成員の共同作業によって

実行する組織である。 

集落の寄合は農業集落の構成員全員による意思決定の場となる会合であるが、その外に

実行組合の会合がある。そのため農業センサスでは農業集落における寄合の開催回数、寄

合の議題とそれらへの取り組み、実行組合の有無等について記録されている。 

本節では寄合の開催回数別集落割合と実行組合の有無別集落割合及び寄合の議題別開催

率、さらに集落共有施設管理に対する作業組織別集落割合の平成２年と同１２年の両時点

間における推移状況について表１１、１２、１３に基づき記述する。 

 

第第第第１１１１項項項項 寄合寄合寄合寄合のののの開催回数別集落割合開催回数別集落割合開催回数別集落割合開催回数別集落割合 

農業集落における寄合の開催回数を年間０回、１～２回、３～４回、５～６回、１０～

１２回、１３回以上、そして０～４回の７区分とし場合、その区分別集落数割合（以下、

集落シェア）は以下のとおりである。 

（１） ４か町村 

① 寄合回数０回の集落シェア 

平成２年は八束村 19.2% （該当集落数５／総農業集落数２６）、中和村 7.7%（同１／１

３）、川上村 3.6%（同１／２８）、湯原町 2.6%（同１／３８）の順となり、八束村は突出

し、他の３か町村の集落シェア間には差はみられるものの、その実数はいずれも１集落で

ある。 

平成１２年には４か町村の全集落が寄合を開催している。 

② 寄合回数１～２回の集落シェア 

平成２年は湯原町 60.5% （該当集落数２３／総農業集落数３８）、八束村 23.1% （同６

／２６）、中和村 23.1% （同３／１３）、川上村 14.3% （同４／２８）の順となり、湯原

町は八束村を 37.4 ポイント、中和村 37.1 をポイント、川上村を 46.2 ポイント上回ってい

る。 

平成１２年には湯原町 16.2% （同６／３７）、川上村 11.1% （同５／２８）の順となり、
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湯原町は川上村を 5.1 ポイント上回り、八束村と中和村は該当集落不在となっている。 

上記した平成１２年の同２年に対する集落シェアの縮小の比率は湯原町 73.2% 、川上村

22.4% の順となっている。 

③ 寄合回数３～４回の集落シェア 

平成２年は八束村 26.9% （該当集落数７／総農家集落数２６）、湯原町 26.3% （同１０

／３８）、川上村 17.9% （同５／２８）、中和村 7.7%（同１／１３）の順となり、八束村

は湯原町を僅差ながら 0.6 ポイント、そして川上村を 9.0 ポイント、中和村を 19.2 ポイ

ント上回っている。 

平成１２年には八束村 40.0% （同１０／２５）、湯原町 32.4% （同１２／３７）、川上

村 22.2% （同６／２７）、中和村 7.7%（同１／１３）の順となり、八束村は湯原町を 7.6 

ポイント、川上村を 17.8 ポイント、中和村を 32.3 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において中和村を除く３か町村では拡大し、その拡大率

は八束村 48.7% 、川上村 24.0% 、湯原町 23.2% の順となり、中和村は変化なく横ばい状

態となっている。 

④ 寄合回数５～６回の集落シェア 

平成２年は川上村 57.1% （該当集落数１６／総農業集落数２８）、中和村 53.8% （同７

／１３）、八束村 19.2% （同５／２６）、湯原町 2.6%（同１／３８）の順となり、川上村

は中和村を 3.3 ポイント、八束村を 37.9 ポイント、湯原町を 54.5 ポイント上回っている。 

平成１２年には川上村 37.0% （同１０／２７）、八束村 36.0% （同９／２５）、中和村

23.1% （同３／１３）、湯原町 18.9% （同７／３７）の順となり、川上村は八束村を僅差

ながら 1.0 ポイント、中和村を 13.9 ポイント、湯原町を 18.1 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアの両時点間における推移経過は町村によって拡大と縮小に分かれ、

湯原町 626.9%、八束村 87.5% の拡大、反対に中和村 57.1% 、川上村 35.2% の縮小となっ

ている。 

⑤ 寄合回数１０～１２回の集落シェア 

平成２年は湯原町 7.9%（該当集落数３／総農業集落数３８）、八束村 7.7%（同２／２６）、

中和村 7.7%（同１／１３）、川上村 3.6%（同１／２８）の順となり、湯原町は中和村およ

び八束村を僅差ながら 0.2 ポイント、川上村を 4.3 ポイント上回っている。 

平成１２年には中和村 38.5% （同５／１３）、川上村 14.8% （同４／２７）、八束村

12.0% （同３／２５）、湯原町 8.1%（同３／３７）の順となり、中和村は川上村を 23.7

ポイント、八束村を 26.5 ポイント、湯原町を 30.4 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において各町村はともに拡大し、その拡大率は中和村

400.0%、川上村 311.0%、八束村 55.8% 、湯原町 2.5 % の順となり、中和村と川上村は突

出している。 

⑥ 寄合回数１３回以上の集落シェア 

平成２年は該当集落不在となっている。 

平成１２年には中和村 23.1% （該当集落数３／総農業集落数１３）、川上村 11.1% （同

３／２７）、湯原町 8.1%（同３／３７）、八束村 8.0%（同２／２５）の順となり、中和村

は川上村を 12.0 ポイント、八束村を 15.1 ポイント、湯原町を 15.0 ポイント上回っている。 

⑦ 寄合回数０～４回の集落シェア 

農業集落数に対する寄合回数０～４回集落数割合を「寄合脆弱化率」と呼び、高齢化の

進んだ山間農業地域では寄合脆弱化傾向が発生すると言われている
5)

。 

平成２年における寄合脆弱化率は、湯原町 89.5% （該当集落数３４／総農業集落数３８）、

八束村 69.2% （同１８／２６）、中和村 38.5%（同５／１３）、川上村 35.7% （同１０／

２８）の順となり、湯原町は八束村を 20.3 ポイント、中和村を 51.0 ポイント、川上村を

53.8 ポイント上回っている。 

平成１２年には湯原町 48.6% （同１８／３７）、八束村 40.0% （同１０／２５）、川上

村 33.3% （同９／２７）、中和村 7.7%（同１／１３）の順となり、湯原町は八束村を 8.6 

ポイント、川上村を 15.3 ポイント、中和村を 40.9 ポイント上回っている。 

上記した４か町村における平成１２年の同２年対する寄合脆弱化率の低下の比率は中和
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村 80.0% 、湯原町 45.7% 、八束村 42.2% 、川上村 6.7%の順となり、中和村は湯原町をポ

34.3 ポイント、八束村を 37.8 ポイント、川上村を 73.3 ポイント上回っている。 

⑧ 実行組合のある集落シェア 

平成２年は湯原町では全集落に存在し、八束村 76.9% は（該当集落数２０／総農業集落

数２６）、中和村 61.5% （同８／１３）、川上村 25.0% （同７／２８）の順となっている。 

平成１２年には川上村と八束村では全集落に存在し、中和村は 92.3% （同１２／１３）、

湯原町は 94.6% （同３５／３７）の集落に存在している。 

上記した集落シェアの両時点間における拡大又は縮小の比率をみると、湯原町を除く３

か村は拡大し、その拡大率は川上村 300.0%、中和村 50.0% 、八束村 30.0% の順となり、

反対に湯原町は 5.4%の縮小となっている。 

⑨ まとめ 

⑨－1  各町村の寄合回数別集落シェア 

各町村の寄合回数別集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年と同１２年の

各時点において、町村ごとに０回－１～２回－３～４回－５～６回－１０～１２回－１３

回以上の順に列記すると以下のとおりで、０％は該当集落不在を示す。 

川上村 

平成２年：  ４％－１４％－１８％－５７％－ ４％－ ０％ 

同１２年：１００％－１１％－２２％－３７％－１５％－１１％ 

八束村 

平成２年： １９％－２３％－２７％－１９％－ ８％－ ０％ 

同１２年：１００％－ ０％－４０％－３６％－１２％－ ８％ 

中和村 

平成２年：  ８％－２３％－ ８％－５４％－ ８％－ ０％ 

同１２年：１００％－ ０％－ ８％－２３％－３９％－２３％ 

湯原町 

平成２年：  ３％－６１％－２６％－ ３％－ ８％－ ０％ 

同１２年：１００％－１６％－３２％－１９％－ ８％－ ８％ 

上記した寄合回数別集落シェアの第１、２位の回数と同シェアを町村別にみると次のよ

うである。 

川上村は平成２年に５～６回シェアが５７％と突出し、次いで３～４回シェア１８％と

続き、同１２年には５～６回シェアが３７％と高く、次いで３～４回シェア２２％となっ

ている。 

八束村は平成２年に３～４回シェアが２７％、次いで１～２回シェア２３％と続き、同

１２年には３～４回シェアが４０％と高く、次いで５～６回シェア３６％となっている。 

中和村は平成２年に５～６回シェアが５４％と突出し、次いで１～２回シェア２３％と

続き、同１２年には１０～１２回シェアが３９％と高く、次いで５～６回及び１３回以上

シェア各２３％となっている。 

湯原町は平成２年に１～２回シェアが６１％と突出し、次いで３～４回シェア２６％と

続き、同１２年には３～４回シェア３２％、次いで５～６回シェア１９％となっている。 

以上のように４か町村の寄合回数別集落シェア第１、２位に町村間差異が認められるが

全体的にみると、平成２年は３～４回シェアに１～２回シェアが続き、同１２年には３～

４回シェアと５～６回シェアに移っている。 

⑨－２ 寄合脆弱化率 

４か町村における寄合脆弱化率（寄合回数０～４回）の概数（少数点以下四捨五入）を

みると、平成２年に湯原町９０％、八束村６９％、中和村３９％、川上村３６％の順とな

り、同１２年には寄合脆弱化率は低下し、湯原町４９％、八束村４０％、川上村３３％、

中和村８％の順となっている。 

既述したように高齢化の進んだ山間農業地域では寄合脆弱化傾向が発生すると言われて

いるが、平成１２年には、その傾向にかなり歯止めがかかっているようである。 

⑼－3  実行組合のある集落シェア 
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４か町村における実行組合を組織した集落シェアの概数をみると、平成２年に湯原町１

００％、八束村７７％、中和村６２％ 、川上村２５％の順となっている。同年以降、同

集落シェアは湯原町で縮小し、、反対に他の３か村では拡大し、川上村と八束村は１００

％、湯原町は９５％、中和村は９２％の順となっている。 

（２）蒜山地域 

① 寄合回数０回の集落シェア 

寄合を開催しなかった集落シェアは平成２年に蒜山地域 7.6%（該当集落数８／総農業集

落数１０５）、真庭郡 9.4%（同３６／３８１）、岡山県 4.4%（同２０７／4,652 ）となり、

蒜山地域は真庭郡を 1.8 ポイント下回り、反対に岡山県を 3.2 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域と真庭郡には該当集落はみられず、岡山県では僅か 1.7%（同７

７／4,503 ）の集落が該当する。ちなみに同集落シェアの全国平均は1.6%、山陽地方は2.1%、

山陰地方は 0.6%となっている
5)

。 

② 寄合回数１～２回の集落シェア 

平成２年は蒜山地域 34.3% （該当集落数３６／総農業集落数１０５）、真庭郡 24.1%（同

９２／３８１）、岡山県 30.5% （同４８４／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を 3.8 

ポイント、真庭郡を 10.2 ポイント上回っている。 

同年以降、集落シェアは縮小し、その縮小の比率は蒜山地域 74.3% 、岡山県 64.9% 、真

庭郡 64.3% の順となっている。このことは３～４回及びそれ以上回数の集落シェアが増加

していることを意味する。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年には蒜山地域 8.8%（同９／１０２）、真庭郡 8.6%

（同３２／３７３）、岡山県 10.7% （同４８４／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を僅

差ながら 0.2 ポイント上回り、反対に、岡山県を 1.9 ポイント下回っている。ちなみに同

集落シェアの全国平均は 10.9% 、山陽地方は 16.5% 、山陰地方は 14.5% となっている
3)

。 

③ 寄合回数３～４回の集落シェア 

平成２年は蒜山地域 21.9% （該当集落数２３／総農業集落数１０５）、真庭郡 18.6%（同

７１／３８１）、岡山県 20.0% （同９３０／4,652 ）となり、蒜山地域は岡山県を僅差な

がら 1.9 ポイント、真庭郡を 3.3 ポイント上回っている。同年以降、集落シェアは蒜山地

域において 29.7% 拡大し、反対に真庭郡は 6.5%、岡山県は 4.5 % 縮小している  

以上の推移経過のもとで、平成１２年には蒜山地域 28.4% （同２９／１０２）、真庭郡

17.4% （同６５／３７３）、岡山県 19.1% （同８５８／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山

県を 9.3 ポイント、真庭郡を 11.0 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国

平均は 17.4% 、山陽地方は 21.6% 、山陰地方は 10.5% となっている
5)

。 

④ 寄合回数５～６回の集落シェア 

平成２年は蒜山地域 27.6% （該当集落数２９／総農業集落数１０５）、真庭郡 20.2%（同

７７／３８１）、岡山県 17.5% （同８１３／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 7.4 

ポイント、岡山県を 10.1 ポイント上回っている。 

同年以降、集落シェアは蒜山地域と岡山県はそれぞれ 2.9%、19.4% 拡大し、反対に真庭

郡は 13.9% 縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年には蒜山地域 28.4% （同２９／１０２）、真庭郡

17.4% （同６５／３７３）、岡山県 20.9% （同９４３／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山

県 7.5 をポイント、真庭郡を 11.0 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国

平均は 19.6% 、山陽地方は 16.5% 、山陰地方は 14.5% となっている
5)

。 

⑤ 寄合回数１０～１２回の集落シェア 

平成２年は蒜山地域 6.7%（該当集落数７／総農業集落数１０５）、真庭郡 16.0% （同６

１／３８１）、岡山県 18.9% （同８７７／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 9.3 ポイ

ント、岡山県を 12.2 ポイント下回っている。 

同年以降、集落シェアは拡大し、その拡大率は蒜山地域 119.4%  、真庭郡 50.6% 、岡山

県 29.1%の順となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年には蒜山地域 14.7% （同１５／１０２）、真庭郡

24.1% （同９０／３７３）、岡山県 24.4% （同 1,100 ／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭
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郡を 9.4 ポイント、岡山県を 9.7 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国平

均は 20.2% 、山陽地方は 24.5% 、山陰地方は 30.0% となっている
5)

。 

⑥ 寄合回数１３回以上の集落シェア 

平成２年は蒜山地域に該当集落はなく、真庭郡は 8.7%（該当集落数３３／総農業集落数

３８１）、岡山県は 5.9%（同２７５／4,652 ）となっている。 

同年以降、集落シェアは拡大し、蒜山地域においても該当集落が出現している、 

以上の推移過程のもとで、平成１２年には蒜山地域 10.8% （同１１／１０２）、真庭郡

23.3% （同８７／３７３）、岡山県 15.1% （同６８１／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山

県を 4.3 ポイント、真庭郡を 12.5 ポイント下回っている。ちなみに同集落シェアの全国

平均は 20.1% 、山陽地方は 10.5% 、山陰地方は 30.2% となっている
5)

。 

⑦ 寄合回数０～４回の集落シェア 

平成２年は蒜山地域 63.8% （該当集落数６７／総農業集落数１０５）、真庭郡 52.2%（同

１９９／３８１）、岡山県 55.0% （同 2,557 ）となり、蒜山地域は岡山県を 8.8 ポイン

ト、真庭郡を 11.6 ポイント上回っている。 

同年以降、集落シェアは縮小し、その縮小率は真庭郡 60.7% 、岡山県 48.9% 、蒜山地域

41.7% の順となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年には蒜山地域 37.2% （同３８／１０２）、真庭郡

20.5% （同９７／３７３）、岡山県 28.1% （同 1.265 ／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山

県を 9.1 ポイント、真庭郡を 16.7 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェアの全国

平均は 29.9% 、山陽地方は 39.3% 、山陰地方は 17.8% となっている
5)

。 

⑧ 実行組合のある集落シェア 

平成２年は蒜山地域 69.5% （該当集落数７３／総農業集落数１０５）、真庭郡 88.7%（同

３３８／３８１）、岡山県 65.6% （同 3,051／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 19.2

ポイント下回り、反対に岡山県を 3.9 ポイント上回っている。 

同年以降、集落シェアは蒜山地域と真庭郡では拡大し、その拡大率はそれぞれ 39.7% 

11.8% 、反対に岡山県は 50.3% 縮小となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年には蒜山地域 97.1% （同９９／１０２）、真庭郡

99.2% （同３７０／３７３）、岡山県 32.6% （同 1,466 ／4,503 ）となり、蒜山地域は真

庭郡を 2.1 ポイント下回り、岡山県を 64.5 ポイント上回っている。ちなみに同集落シェ

アの全国平均は 79.1% 、山陽地方は 60.6% 、山陰地方は 42.0% となっている
3)

。 

⑨ まとめ 

⑨－1  蒜山地域の寄合回数別集落構成 

蒜山地域における回数別集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年と同１２

年の両時点において、真庭郡及び岡山県と対比しながら、０回－１～２回－３～４回－５

～６回－１０～１２回－１３回以上の回数順に列記すると以下のとおりで、０％は該当集

落不在を示す。 

蒜山地域 

平成２年：８％－３４％－２２％－２８％－ ７％－ ０％ 

同１２年：０％－ ９％－２８％－２８％－１５％－１１％ 

真庭郡 

平成２年：９％－２４％－１９％－２０％－１６％－ ９％ 

同１２年：０％－ ９％－１７％－１７％－２４％－２３％ 

岡山県 

平成２年：４％－３１％－２０％－１８％－１９％－ ６％ 

同１２年：２％－１１％－１９％－２１％－２４％－１５％ 

上記した３地域の平成２年と同１２年の両時点における寄合回数別集落シェアを相互に

比較すると次の点が指摘される。 

⑴ 蒜山地域、真庭郡、岡山県は共通して１～２回シェアは前時点の方が突出し、３～

４回と５～６回シェアは両時点間較差が縮小して近接し、１０～１２回及び１３回以上シ

ェアは後時点で拡大し、高くなっている。また、０回集落は後時点では不在となっている。 
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⑵ 回数別集落シェアの中で最高位と第２、３位を占める寄合回数と同シェアを蒜山地

域、真庭郡、岡山県ごとみると以下のようである。 

蒜山地域は前時点では１～２回シェアが３４％、次いで５～６回シェア２８％、３～４

回シェアが２２％と続き、後時点では３～４回と５～６回シェアが各２８％、次いで１０

～１２回シェア１５％と続いている。 

真庭郡は前時点では１～２回シェアが２４％、次いで５～６回シェア２０％、３～４回

シェアも１９％と続き、後時点では１０～１２回シェアが２４％、次いで１３回以上シェ

ア２３％、３～４回と５～６回シェア１７％と続いている。 

岡山県は前時点では１～２回シェアが３１％、次いで３～４回シェア２０％、１０～１

２回シェア１９％と続いている。後時点では１０～１２回シェアが２４％、次いで５～６

回シェア２１％、３～４回シェア１９％と続いている。 

上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における寄合回数の高い回数は全体的にみて、前時

点では１～２回、３～４回、５～６回となり、後時点では蒜山地域と岡山県は３～４回、

５～６回、１０～１２回、真庭郡は１０～１２回、１３回以上と５～６回となっている。 

⑨－2  寄合脆弱化率 

寄合脆弱化率の概数（小数点以下四捨五入）を平成２年－同１２年の時系列で列記する

と以下のとおりである。 

蒜山地域は６４％－３７％、真庭郡は５２％－２１％、岡山県は５５％－２８％となり、

平成１２年には同比率は著しく縮小し、寄合脆弱化傾向はかなり阻止されている。 

⑨－3  実行組合のある集落シェア 

実行組合設立集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年－同１２年の時系列

で列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域は７０％－９７％、真庭郡は８９％－９９％、岡山県は６６％－３３％となり、

平成１２年には蒜山地域と真庭郡の同集落シェアは拡大し、１００％に近接し、反対に岡

山県は５０％の縮小となっている。 

  

第第第第２２２２項項項項 寄合寄合寄合寄合のののの議題別開催率議題別開催率議題別開催率議題別開催率 

寄合の議題別開催率（農業集落数に対する各議題の開催集落数の比率）
5)

を平成２年と

同１２年の両時点における４か町村とその総体である蒜山地域について以下に記述する。 

農業センサスでは、寄合の議題を①土地基盤整備等の補助事業の計画・実施（以下、基

盤整備）、②水田転作の推進（以下、転作）、③農道・農業用用排水路の維持・管理（以

下、農道・水路）、④農業集落共有財産の利用・運営・管理（以下、共有財産）、⑤生活

関連施設等の整備・改善（以下、生活施設）、⑥祭り・運動会等の集落行事の計画・推進

（以下、祭り）、⑦環境美化・自然環境の保全（以下、環境）、⑧農業集落内の福祉・厚

生（以下、福祉・厚生）に区分している。 

（１） ４か町村 

① 土地基盤整備に関する寄合開催率 

平成２年は八束村 19.2% （該当集落数５／総農業集落数２６）、中和村 7.7%（同１／１

３）、湯原町 5.3%（同２／３８）の順となり、八束村は中和村を 11.5 ポイント、湯原町

を 13.9 ポイント上回っている。なお、川上村では該当集落は存在しない。 

平成１２年には該当集落は湯原町のみで、その寄合開催率は 13.5% （同５／３７）とな

り、同２年と比べて 154.7%の上昇である。 

② 転作に関する寄合開催率 

平成２年は川上村 89.3% （該当集落数２５／総農業集落数２８）、中和村 53.8% （同７

／１３）、八束村 23.1% （同６／２６）、湯原町 10.5% （同４／３８）の順となり、川上

村は中和村を 35.5 ポイント、八束村を 66.2 ポイント、湯原町を 78.8 ポイント上回ってい

る。 

平成１２年には中和村 92.3% （同１２／１３）、湯原町 91.9% （同３４／３７）、川上

村 48.1% （同１３／２７）、八束村 40.0% （同１０／２５）の順となり、中和村は湯原町

を 0.4 ポイント、川上村を 44.2 ポイント、八束村を 52.3 ポイント上回っている。 
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上記した両時点間における転作に関する寄合開催率の推移経過には４か町村間に違いが

あり、湯原町と八束村は上昇し、その上昇率はそれぞれ 775.2%、73.2% 、反対に中和村と

川上村は低下し、その低下率はそれぞれ 71.6% 、46.1% となっている。 

③ 農道・水路に関する寄合開催率 

平成２年は川上村 67.9% （該当集落数１９／総農業集落数２８）、八束村 53.8% （同１

４／２６）、中和村 53.8% （同７／１３）、湯原町 21.1% （同８／３８）の順となり、川

上村は八束村および中和村を 14.1 ポイント、湯原町を 46.8 ポイント上回っている。 

平成１２年には川上村 96.3% （同６／２７）、八束村 96.0% （４／２５）、湯原町 59.5% 

（２／３７）、中和村 46.2% （同６／１３）の順となり、川上村は八束村を僅差ながら 0.3 

ポイント、湯原町を 36.8 ポイント、中和村を 50.1 ポイント上回っている。 

上記した寄合開催率の両時点間における推移経過は町村によって異なり、中和村は

14.1% 低下し、反対に他の３か町村は上昇し、その上昇率は湯原町 182.0%、八束村 78.4% 、

川上村 41.8% の順となっている。 

④ 共有財産に関する寄合開催率 

平成２年は中和村においてのみ開催され、その開催率は 7.7%（該当集落数１／総農業集

落数１３）となっている。 

平成１２年には川上村 63.0% （同１７／２７）、八束村 40.0% （同１０／２５）、中和

村 30.8% （同４／１３）、湯原町 27.0% （同１０／３７）の順となり、川上村は八束村を

23.0 ポイント、中和村を 32.2 ポイント、湯原町を 36.0 ポイント上回っている。 

⑤ 生活関連施設に関する寄合開催率 

平成２年には各町村とも開催されず、同１２年は八束村 96.0% （該当集落数２４／総農

業集落数２５）、川上村 63.0% （同１７／２７）、中和村 61.5% （同８／１３）、湯原町

43.2% （同１６／３７）の順となり、八束村は川上村を 33.0 ポイント、中和村を 34.5 ポ

イント、湯原町を 52.8 ポイント上回っている。 

⑥ 祭り等に関する寄合開催率 

平成２年には各町村とも開催されず、同１２年は湯原町 97.3% （該当集落数３６／総農

業集落数３７）、八束村 92.0% （同２３／２５）、川上村 85.2% （同２３／２７）、中和

村 61.5% （同８／１３）の順となり、湯原町は八束村を 5.3 ポイント、川上村を 12.1 ポ

イント、中和村を 35.8 ポイントも上回っている。 

⑦ 環境に関する寄合開催率 

平成２年には各町村とも開催されず、同１２年は八束村 92.0% （該当集落数２３／総農

業集落数２５）、湯原町 89.2% （同３３／３７）、川上村 74.1% （同２０／２７）、中和

村 53.8% （同７／１３）の順となり、八束村は湯原町を 2.8 ポイント、川上村を 17.9 ポ

イント、中和村を 38.2 ポイント上回っている。 

⑧ 福祉・更生に関する寄合開催率 

平成２年には各町村とも開催されず、同１２年は湯原町 56.8% （該当集落数２１／総農

業集落数３７）、中和村 30.8% （同４／１３）の順となり、湯原町は中和村を 26.0 ポイ

ント上回っている。なお、川上村と八束村では開催されていない。 

⑨ その他に関する寄合開催率 

農業センサスでは平成２年に「その他」の議題を挙げている。それは基盤整備、転作、

農道・水路、集落共有財産以外のもので、主に生活関連の議題（祭り、環境、生活施設等）

と考えれられる。 

同年は湯原町 65.8% （該当集落数２５／総農業集落数３８）、八束村 15.4% （同４／２

６）、中和村 15.4% （同２／１３）の順となり、湯原町は八束村と中和村を 50.4 ポイン

ト上回っている。なお、川上村では該当集落不在となっている。 

⑩ まとめ 

以上で記述した平成２年と同１２年の両時点における議題別寄合開催集落シェアの概数

（小数点以下四捨五入）を上位順に町村ごとに列記すると以下のとおりで、０％は該当集

落不在を示す。なお、平成２年の時点では生活関連や環境等の議題が「その他」として一

括されているため、末尾に列記してている。 
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川上村 

平成２年：転作８９％－農道・水路６８％－基盤整備０％－その他０％ 

同１２年：農道・水路９６％－祭り８５％－環境７４％－共有財産６３％－生活 

        関連施設６３％－転作４８％－基盤整備０％－福祉・更生０％ 

八束村 

平成２年：農道・水路５４％－転作２３％－基盤整備１９％－その他１５％ 

同１２年：農道・水路９６％－生活関連施設９６％－祭り９２％－環境９２％－ 

         転作４０％－共有財産４０％－基盤整備０％－福祉・更生０％ 

中和村 

平成２年：転作５４％－農道・水路５４％－基盤整備８％－その他１５％ 

同１２年：転作９２％－生活関連施設６２％－祭り６２％－環境５４％－農道・ 

        水路４６％－共有財産３１％－福祉・更生３１％－基盤整備０％ 

湯原町 

平成２年：農道・水路２１％－転作１１％－基盤整備５％－その他６６％ 

同１２年：祭り９７％－転作９２％－環境８９％－農道・水路６０％－福祉・更 

        生５７％－生活関連施設４３％－共有財産２７％－基盤整備１４％ 

以上で列記した４か町村の平成２年と同１２年の両時点における議題別寄合開催集落シ

ェアにつて議題別にまとめると以下のとおりである。 

⑴ 土地基盤整備に関する寄合開催率は概ね１０％以下と低く、しかも平成１２年には

湯原町のみで１４％に上昇している。 

⑵ 転作に関する寄合開催率には著しい町村間差異がみられ、しかも両時点間における

推移過程で川上村と中和村は低下し、他の２か町村は上昇してる。平成１２年時点で、中

和村と湯原町はともに９２％、川上村４８％、八束村４０％となっている。 

⑶ 農道・水路に関する寄合開催率にもかなりの町村間差異がみられ、しかも両時点間

における推移過程で中和村は低下し、他の３か町村はで上昇している。平成１２年の時点

で川上村と八束村は９６％、湯原町６０％、中和村４６％となっている。 

⑷ 共有財産に関する議題は平成２年に中和村を除く３か町村では外され、同１２年に

は４か町村で採択されている。その開催率は川上村６３％、八束村４０％、中和村３１％、

湯原町２７％となっている。 

⑸ 生活関連施設に関する寄合開催率は各町村とも平成２年は０％、同１２年には八束

村９６％、川上村６３％、中和村６２％、湯原町４３％となっている。 

⑹ 祭り等に関する寄合開催率は平成２年は０％、同１２年には湯原町９７％、八束村

９２％、川上村８５％、中和村６２％となっている。 

⑺ 環境に関する寄合開催率は平成２年は各町村とも０％となり、同１２年には八束村

９２％、湯原町８９％、川上村７４％、中和村５４％となっている。 

⑻ 福祉・厚生に関する議題は平成２年には４か町村とも採択されず、同１２年には川

上村と八束村でははずされ、湯原町は５７％、中和村は３１％の開催率となっている。 

上記した議題別寄合開催率８０％以上の議題を挙げると、川上村は農道・水路、祭り等、

八束村は農道・水路、生活関連施設、祭り等、環境、中和村が転作、湯原町は祭り等、転

作、環境となっている。 

（２） 蒜山地域 

① 土地基盤整備に関する寄合開催率 

平成２年は蒜山地域 7.6%（該当集落数８／総農業集落数１０５）、真庭郡 9.2%（同３５

／３８１）、岡山県 15.0% （同６９６／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.6 ポイン

ト、岡山県を 7.4 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 4.9%（同５／１０２）、真庭郡 10.5 %（同３９／３７３）、岡

山県 10.6% （同４７７／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 5.6 ポイント、岡山県を

5.7 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 18.0% 、山陽地方は 14.2% 、山陰地方は

15.6% となっている
5)

。 

上記した開催率の両時点間における推移経過をみると、蒜山地域と岡山県は低下し、そ
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の低下率はそれぞれ 35.5% 、29.3% 、反対に真庭郡は 14.1% の上昇となっている。 

以上のように、土地基盤整備に関する寄合開催率は、後述の他の農業生産および地域資

源管理に関する議題のなかで最低となり、そして蒜山地域と岡山県は経年的に低下し、反

対に真庭郡は上昇している。 

② 転作に関する寄合開催率の推移 

平成２年は蒜山地域 40.0% （該当集落数４２／総農業集落数１０５）、真庭郡 28.1%（同

１０７／３８１）、岡山県 46.8% （同 2,179／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 11.9

ポイント上回り、反対に岡山県を 6.8 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 67.6% （同６９／１０２）、真庭郡 69.4% （同２５９／３７３）、

岡山県 48.0% （同 2,163 ／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を僅差ながら 1.8 ポイン

ト下回り、反対に岡山県を 19.6 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 63.7% 、山

陽地方は 67.2% 、山陰地方は 73.9% となっている
5)

。 

上記した開催率は両時点間において上昇し、その上昇率は真庭郡 147.0%、蒜山地域

69.0% 、岡山県 2.6%の順となっている。 

以上のように、転作に関する寄合開催率は経年的に上昇するなかで、特に蒜山地域と真

庭郡は著しく、しかも両者の同開催率は近似し、岡山県を大きく上回っている。 

③ 農道・水路に関する寄合開催率 

平成２年は蒜山地域 45.7% （該当集落数４８／総農業集落数１０５）、真庭郡 35.7%（同

１３６／３８１）、岡山県 76.0% （同 3,536／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 10.0

ポイント上回り、反対に岡山県を 30.3 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 76.5% （同７８／１０２）、真庭郡 74.0% （同２７６／３７３）、

岡山県 78.1% （同 3,519/4,503 ）となり、蒜山地域は僅差ながら真庭郡を 2.5 ポイント

上回り、岡山県を 1.6 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 72.2% 、山陽地方は

72.7% 、山陰地方は 65.0% となっている
5)

。 

上記した開催率は両時点間において上昇し、その上昇率は真庭郡 107.3%、蒜山地域

67.4% 、岡山県 2.8%の順となっている。 

以上のように、農道・水路に関する寄合開催率は転作の場合と同様に経年的に上昇する

なかで、蒜山地域は特に高くなっている。 

④ 共有財産に関する寄合開催率 

平成２年は蒜山地域 1.0%（該当集落数１／総農業集落数１０５）、真庭郡 1.0%（同４／

３８１）、岡山県 4.5%（同２０８／4,652 ）の順となり、蒜山地域は真庭郡と同水準であ

るが、岡山県を 3.5 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 40.2% （同４１／１０２）、真庭郡 18.2% （同６８／３７３）、

岡山県 33.8% （同 1,522 ／4,503%）となり、蒜山地域は岡山県を 6.4 ポイント、真庭郡

を 22.0 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 32.5% 、山陽地方は 32.6% 、山陰地

方は 39.5% となっている
5)

。 

上記した開催率は両時点間において急激に上昇し、その上昇率は蒜山地域 3,920.0%、真

庭郡 1,720.0%、岡山県 651.1%の順となっている。 

⑤ 生活関連施設に関する寄合開催率 

平成２年は該当集落不在となっている。 

平成１２年には蒜山地域 63.7% （該当集落数６５／総農業集落数１０２）、真庭郡 68.4% 

（同２５５／３７３）、岡山県 78.3% （同 3,524 ／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

4.7 ポイント、岡山県を 14.6 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 71.2% 、山陽地

方は 77.3% 、山陰地方は 79.6% となっている
5)

。 

⑥ 祭り等に関する寄合開催率 

平成２年は該当集落不在となっている。 

平成１２年には蒜山地域 88.2% （該当集落数９０／総農業集落数１０２）、真庭郡 85.3% 

（同３１８／３７３）、岡山県 87.9% （同 3,956 ／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を

僅差ながら 0.3 ポイント、真庭郡を 2.9 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は

86.5% 、山陽地方は 89.8% 、山陰地方は 92.7% となっている
5)

。 
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以上のように、祭り等に関する寄合開催率は他の生活関連の議題のなかでは最も高く、

しかも蒜山地域は真庭郡を超え、岡山県と同水準である。 

⑦ 環境に関する寄合開催率 

平成２年は該当集落不在となっている。 

平成１２年には蒜山地域 81.4% （該当集落数８３／総農業集落数１０２）、真庭郡 75.3% 

（同２８１／３７３）、岡山県 77.3% （同 3,479 ／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を

4.1 ポイント、真庭郡を 6.1 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 72.9% 、山陽地

方は 78.0% 、山陰地方は 81.1% となっている
5)

。 

以上のように、環境に関する寄合開催率は祭り等に次いで高く、しかも蒜山地域は真庭

郡と岡山県をかなり引き離している。 

⑧ 福祉・厚生に関する寄合開催率 

平成２年は該当集落不在となっている。 

平成１２年には蒜山地域 24.5% （該当集落数２５／総農業集落数１０２）、真庭郡 16.9% 

（同６３／３７３）、岡山県 46.4% （同 2,091 ／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

7.6 ポイント上回り、反対に岡山県を 21.9 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は

45.6% 、山陽地方は 50.7% 、山陰地方は 70.9% となっている
5)

。 

以上のように、福祉・厚生に関する寄合開催率は上記した生活関連の議題のなかでは最

も低く、しかも蒜山地域は真庭郡を上回っているものの、岡山県との較差は極めて大きい。 

⑨ まとめ 

上記した蒜山地域における議題別寄合開催集落シェアに関する内容のもとめとして、同

集落シェアの概数（小数点以下シェア四捨五入）を上位順に真庭郡および岡山県と対比し

て列記すると次のとおりである。 

蒜山地域 

平成２年：農道・水路４６％－転作４０％－基盤整備８％－共有財産１％ 

同１２年：祭り８８％－環境８１％－農道・水路７７％－転作６８％－生活関連 

        施設６４％－共有財産４０％－福祉・厚生２５％－基盤整備５％ 

真庭郡 

平成２年：農道・水路３６％－転作２８％－基盤整備９％－共有財産１％ 

同１２年：祭り８５％－環境７５％－農道・水路７４％－転作６９％－生活関連 

        施設６８％－共有財産１８％－福祉・厚生１７％－基盤整備１１％ 

岡山県 

平成２年：農道・水路７６％－転作４７％－基盤整備１５％－共有財産５％ 

同１２年：祭り８８％－生活関連施設７８％－農道・水路７８％－環境７７％－ 

        転作４８％－福祉・厚生４６％－共有財産３４％－基盤整備１１％ 

以上で列記した平成２年と同１２年の両時点における議題別寄合開催集落シェアについ

て議題別にまとめると以下のとおりである。 

⑴ 土地基盤整備に関する開催率は両時点を通して概ね１０％以下となり、共有財産以

外の議題と比べ非常に低く、特に蒜山地域は５％と低い。 

⑵ 転作に関する開催率は両時点間において上昇し、蒜山地域は６８％となり、真庭郡

と近接し、岡山県の４８％を大きく上回っている。 

⑶ 農道・水路に関する開催率もまた、経年的に上昇し、蒜山地域は７７％となり、岡

山県の７８％と近似し、真庭郡の７４％を多少上回っている。 

⑷ 共有財産に関する開催率は平成２年の時点では５％以下と極めて低く、経年的に上

昇して、蒜山地域は４０％となり、岡山県の３４％を幾分上回り、真庭郡は１８％と最低

を記録している。 

⑸ 生活関連施設に関する開催率は平成１２年の時点において、蒜山地域は環境、祭り

に次いで高く、６４％となり、岡山県の７８％、真庭郡の６８％を下回っている。 

⑹ 祭り等に関する開催率は平成１２年の時点において、蒜山地域、真庭郡、岡山県は

ともに諸議題の中で最高となり、蒜山地域は岡山県と同一水準の８８％、次いで真庭郡は

８５％と幾分下回っている。 
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⑺ 環境に関する開催率は平成１２年の時点において、蒜山地域は８１％、次いで岡山

県７７％、真庭郡７５％の順となり、蒜山地域の高水準は特徴的である。 

⑻ 福祉・厚生に関する開催率は平成１２年の時点において、蒜山地域は２５％となり、

岡山県の４６％を大きく下回り、真庭郡の１７％をかなり上回っている。 

上記したように、平成１２年の時点における寄合開催率の特に高い議題は、蒜山地域で

は祭り等と環境、真庭郡と岡山県は祭り等となり、農業生産や地域資源管理に関するもの

を大幅に上回っている。また、福祉・更生に関する議題の開催率も極めて低い。このよう

な議題別寄合開催率の状況は全国的な傾向であるとされている
5)

。 

 

第第第第３３３３項項項項 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの施設等管理作業組織施設等管理作業組織施設等管理作業組織施設等管理作業組織 

農業集落は寄合によって諸議題に関する合意形成を得るための協議体であると同時に決

定された議題を集落構成員の共同作業によって実行する組織でもある
6)

。 

本項では前述した議題のなかの農道と農業用用排水路（以下、水路）および集落共有の

生活関連施設（以下、生活施設）の管理作業を行う組織体別集落構成を４か町村とその総

体である蒜山地域について記述する。 

農業集落における施設等の管理作業組織は、集落構成員の共同作業か雇用人による場合

と集落としては管理しない場合に分けられる。また、構成員の共同作業は集落内全戸の出

役と農家のみの出役に分かれ、いずれも出役義務が課されている。 表１３は上記した共

有施設の管理作業を実施している集落数の当該施設のある集落数に占める割合（以下、集

落シェア）である。なお、農道と水路に関しては平成２年と同１２年、生活関連施設は同

１２年のみの記録である。 

１１１１ 農道管理農道管理農道管理農道管理のののの作業組織別集落数割合作業組織別集落数割合作業組織別集落数割合作業組織別集落数割合 

（１） ４か町村 

① 集落として管理する集落シェア 

平成２年は川上村 96.2% （該当集落数２５／農道がある集落数２６）、八束村 96.0% 

（同２４／２５）、湯原町 80.6% （同２９／３６）、中和村 66.7% （同６／９）の順とな

り、川上村は八束村を僅差ながら 0.2 ポイント、湯原町を 15.6 ポイント、中和村を 29.5

ポイント上回っている。 

平成１２年には川上村 92.6% （同２５／２７）、八束村 64.0% （同１６／２５）、中和

村 46.2% （同６／１３）、湯原町 29.7% （同１１／３７）の順となり、川上村は八束村を

28.6 ポイント、中和村を 46.4 ポイント、湯原町を 62.9 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は湯原町 63.2% 、八束村

33.3% 、中和村 30.7% 、川上村 3.7%の順となっている。 

以上のように、農道を集落として管理する集落シェアは両時点において町村間に大きな

開きがあり、しかも集落シェアは経年的に縮小し、その縮小は川上村を除く他の３か町村

において著しい。 

すなわち平成２年の時点で同集落シェアは川上村と八束村では極めて高く、中和村は最

低となっているが、５０％を切ることはない。しかし平成１２年の時点において中和村と

湯原町は５０％を切り、地域の農業生産基盤を維持するという重要な集落の機能が失われ

かけている。 

② 全戸出役により管理する集落シェア 

農道管理を集落として管理する集落のうち全戸の出役義務を課している集落シェアは、

平成２年は八束村 76.0% （該当集落数１９／農道がある集落数２５）、川上村 73.1% （同

１９／２６）、中和村 33.3% （同３／９）、湯原町 16.7% （同６／３６）の順となり、八

束村は川上村を 2.9 ポイント、中和村を 42.7 ポイント、湯原町を 59.3 ポイント上回って

いる。 

平成１２年には川上村 85.2% （同２３／２７）、八束村 48.0% （同１２／２５）、中和

村 15.4% （同６／１３）、湯原町 10.8% （同４／３７）の順となり、川上村は八束村を

37.2 ポイント、中和村を 69.8 ポイント、湯原町を 74.4 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において川上村を除く３か町村では縮小し、その縮小率
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は中和村 53.8% 、八束村 36.8% 、湯原町 35.3% の順となり、一方、川上村は 16.6% の拡

大となっている。 

以上のように、全戸出役により農道を管理する集落シェアは、平成２年の時点で八束村

と川上村は５０％をかなり大幅に超えているが、湯原町と中和村は５０％を大きく割って

いる。そして平成１２年には川上村を除く３か町村は５０％を割り、特に中和村と湯原町

は１０％台の極低水準となっている。 

③ 農家のみ出役により管理する集落シェア 

平成２年に湯原町 63.9% （該当集落数２３／農道がある集落数３６）、中和村 33.3% 

（同３／９）、川上村 23.1% （同６／２６）、八束村 20.0% （同１９／２５）の順となり、

湯原町は中和村を 30.6 ポイント、川上村を 40.8 ポイント、八束村を 43.9 ポイント上回っ

ている。 

平成１２年には中和村 30.8% （同４／１３）、湯原町 18.9% （同７／３７）、八束村

16.0% （同４／２５）、川上村 7.4%（同２／２７）の順となり、中和村は湯原町を 11.9

ポイント、八束村を 14.8 ポイント、川上村を 23.4 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は湯原町 70.4% 、川上村

68.0% 、八束村 20.0% 、中和村 7.5%の順となっている。 

以上のように、農家のみ出役により農道を管理する集落シェアは、平成２年の時点で湯

原町を除く他の３か村は５０％を大きく割り込んでいる。しかも同集落シェアは経年的に

縮小し、同１２年には中和村を除く他の３町村は２０％以下となり、特に川上村は１０％

を切っている。 

先に記述した全戸の出役による農道の管理集落シェアと比べて、農家のみ出役の集落シ

ェアは川上村と八束村では両時点において超大幅に下回り、反対に中和村と湯原町は概ね

上回っている。 

④ まとめ 

上記した農道管理の作業組織別集落シェアのまとめとして、平成２年と同１２年におけ

る各町村ごとの同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「集落として管理する集落」

－「集落の全戸出役により管理する集落」－「集落の農家のみ出役により管理する集落」

の順に列記すると以下のようである。 

川上村 

平成２年：９６％－７３％－２３％ 

同１２年：９３％－８５％－ ７％ 

八束村 

平成２年：９６％－７６％－２０％ 

同１２年：６４％－４８％－１６％ 

中和村 

平成２年：６７％－３３％－３３％ 

同１２年：４６％－１５％－３１％ 

湯原町 

平成２年：８１％－１７％－６４％ 

同１２年：３０％－１１％－１９％ 

注:管理作業の組織別構成割合は実数で算出したため全戸出役と農家のみ出役の合計が100%とならない場合がある｡ 

以上の集落構成が示すように、農道を集落として管理する集落シェアは町村間の開きが

大きい。同集落シェアは平成２年の時点で中和村を除く３か町村は８０％を超え、特に川

上村と八束村は９６％と高く、農道管理における集落共同体の機能は発揮されているが、

中和村は６７％と低く、その機能はかなり劣っている。しかし、平成１２年の時点では、

同集落シェアは川上村を除く他の３か町村で著しく縮小し、八束村は６４％、中和村と湯

原町はそれぞれ４６％、３０％と５０％を切り、集落の農道管理機能は相当に後退してい

る。 

農道を集落として管理する集落のうち全戸出役の集落シェアは、平成２年の時点で八束

村７６％、川上村７３％と高く、他の２か町村は低く、中和村は３３％、湯原町は１７％
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と２０％を切っている。平成１２年の時点では同集落シェアは川上村では８５％と拡大し、

他の町村では超大幅に縮小し、八束村４８％、中和村１５％、湯原町１１％となり、特に

中和村と湯原町は５０％を大きく割り込み、集落による農道の管理機能は１０年前と比べ

て顕著に後退している。 

農道管理を農家の出役による集落シェアは平成２年の時点で湯原町は６４％と５０％を

超えているが、他の３か村は５０％を大幅に割り込み、中和村は３３％、川上村は２３％、

八束村は２０％と低水準になり、しかも平成１２年には縮小し、中和村３１％、湯原町１

９％、八束村１６％、川上村７％なっている。以上のように、集落としての農道管理機能

が経年的に後退するなかで、特に川上村と八束村では農家のみ出役に頼る部分が大きく減

退している。 

（２） 蒜山地域 

① 集落として管理する集落シェア 

平成２年は蒜山地域 87.5% （該当集落数８４／農道がある集落数９６）、真庭郡 75.7% 

（同２５８／３４１）、岡山県 79.9% （同 3,486 ／4,361 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

11.8 ポイント、岡山県を 7.6 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 56.9% （同５８／１０２）、真庭郡 57.1% （同２０８／３６４）、

岡山県 78.8% （同 3,408 ／4,327 ）となり、蒜山地域は真庭郡を僅差ながら 0.2 ポイン

ト、岡山県を 21.9 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 47.5% となっている
3)

。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は蒜山地域 35.0% 、真庭郡

24.6% 、岡山県 1.3%の順となり、岡山県では大きな変化はみられない。 

② 全戸出役により管理する集落シェア 

上記した農道管理集落のうち、全戸の出役を課している集落シェアは、平成２年に蒜山

地域 49.0% （該当集落数４７／農道がある集落数９６）、真庭郡 45.2% （同１５４／３４

１）、岡山県 61.0% （同 2,656 ／4,361 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 3.8 ポイント上

回り、反対に岡山県を 12.0 ポイント下回っている。 

平成１２年には蒜山地域 40.2% （同４１／１０２）、真庭郡 29.7% （同１０８／３６４）、

岡山県 60.5% （同 2,617 ／4,327 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 10.5 ポイント上回り、

反対に岡山県を 20.3 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 33.2% となっている
7)

。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は真庭郡 34.3% 、蒜山地域

18.0% 、岡山県 0.7%の順となり、岡山県における推移的変化はほとんど認められない。 

③ 農家の出役により管理する集落シェア 

農道を集落として管理するもう１つの作業組織は農家のみの出役であり、その集落シェ

アは平成２年に蒜山地域 38.5% （該当集落数３７／農道がある集落数９６）、真庭郡 29.9% 

（同１０２／３４１）、岡山県 19.0% （同８３０／4,361 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

8.6 ポイント、岡山県を 19.5 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 16.7% （同１７／１０２）、真庭郡 26.9% （同９８／３６４）、

岡山県 17.7% （同７６７／4,372 ）となり、蒜山地域は岡山県を僅差ながら 1.0 ポイント、

真庭郡を 10.2 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 30.7% となっている
7)

。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は蒜山地域 56.6% 、真庭郡

10.0% 、岡山県 6.8%の順となっている。 

以上のように、平成１２年における集落内の農家のみ出役による農道管理の集落シェア

は、同２年の水準を下回り、特に蒜山地域において著しく、岡山県の場合は僅差に過ぎな

い。同集落シェアが平成１２年の時点で下回る状況は全戸出役の場合と同様であるが、そ

の水準は農家のみ出役の方が大幅に下回っている。 

④ まとめ 

上記した蒜山地域における農道管理の作業組織別集落シェアのまとめとして、平成２年

と同１２年における同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「集落として管理する

集落」－「集落の全戸出役により管理する集落」－「集落の農家のみ出役により管理する

集落」の順に、真庭郡及び岡山県と対比して列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域 
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平成２年：８８％－４９％－３９％ 

同１２年：５７％－４０％－１７％ 

真庭郡 

平成２年：７６％－４５％－３０％ 

同１２年：５７％－３０％－２７％ 

岡山県 

平成２年：８０％－６１％－１９％ 

同１２年：７９％－６１％－１８％ 

注:管理作業の組織別構成割合は実数で算出したため全戸出役と農家のみ出役の合計が100%とならない場合がある｡ 

以上の集落構成が示すように、農道を集落として管理する集落シェアは平成２年の時点

では概ね８０％台となり、特に蒜山地域は８８％と高く、真庭郡は８０％をいくぶん割り

込んでいるが、集落共同体の管理機能は高い。しかし、同集落シェアは１０年後に縮小し、

平成１２年には蒜山地域と真庭郡は６０％をいくぶん割り込み、岡山県は８０％に近接し

ている。 

農道を集落として管理する集落のうち全戸出役により管理する集落シェアは、岡山県は

両時点において６１％の水準を維持している。一方、蒜山地域と真庭郡は平成２年の時点

でそれぞれ４９％、４５％と５０％を割り込み、１０年後には蒜山地域４０％、真庭郡３

０％と著しく下降しいる。 

農家のみ出役により管理する集落シェアは、全戸出役による集落シェアと比べて、蒜山

地域、真庭郡及び岡山県はともに両時点において下回り、なかでも蒜山地域と岡山県は顕

著に下回っている。  

２２２２ 水路管理水路管理水路管理水路管理のののの作業組織別集落数割合作業組織別集落数割合作業組織別集落数割合作業組織別集落数割合 

（１） ４か町村 

① 集落として管理する集落シェア 

平成２年は川上村 92.9% （該当集落数２６／水路がある集落数２８）、中和村 92.3% 

（同１２／１３）、湯原町 89.5% （同３４／３８）、八束村 76.9% （同２０／２６）の順

となり、川上村は中和村を僅差ながら 0.6 ポイント、湯原町を 3.4 ポイント、八束村を

16.0 ポイント上回っている。 

平成１２年には川上村 96.3% （同２６／２７）、八束村 92.0% （同２３／２５）、中和

村 61.5% （同８／１３）、湯原町 59.5% （同２２／３７）の順となり、川上村は八束村を

4.3 ポイント、中和村を 34.8 ポイント、湯原町を 36.8 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において八束村と川上村はそれぞれ 19.7% 、3.7%拡大し、

反対に湯原町と中和村はそれぞれ 33.5% 、33.4% 縮小している。 

② 全戸出役により管理する集落シェア 

水路を集落で管理する集落のうち全戸の出役義務を課している集落シェアは、平成２年

は川上村 53.6% （該当集落数１５／水路がある集落数２８）、八束村 42.3% （同１１／２

６）、中和村 30.8% （同４／１３）、湯原町 15.8% （同６／３８）の順となり、川上村は

八束村を 11.3 ポイント、中和村を 22.8 ポイント、湯原町を 37.8 ポイント上回っている。 

平成１２年には川上村 88.9% （同２４／２７）、八束村 76.0% （同１９／２５）、湯原

町 24.3% （同９／３７）、中和村 23.1% （同３／１３）の順となり、川上村は八束村を

12.9 ポイント、湯原町を 64.6 ポイント、中和村を 65.8 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において八束村は 79.7% 、川上村は 65.9% 、湯原町は

53.8% 拡大し、反対に中和村は 25.0% の縮小となっている。 

③ 農家のみ出役により管理する集落シェア 

平成２年は湯原町 73.7% （該当集落数２８／水路がある集落数３８）、中和村 61.5% 

（同８／１３）、川上村 39.3% （同１１／２８）、八束村 34.6% （同９／２６）の順とな

り、湯原町は中和村を 12.2 ポイント、川上村を 34.4 ポイント、八束村を 39.1 ポイント上

回っている。 

平成１２年には中和村 38.5% （同５／１３）、湯原町 35.1% （同１３／３７）、八束村

16.0% （同４／２５）、川上村 7.4%（同２／２７）の順となり、中和村は湯原町を 3.4 
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ポイント、八束村を 22.5 ポイント、川上村を 31.1 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は川上村 81.2% 、八束村

53.8% 、湯原町 52.4% 、中和村 37.4% の順となり、川上村と中和村との較差は極めて大き

い。 

④ まとめ 

上記した水路管理の作業組織別集落シェアのまとめとして、平成２年と同１２年におけ

る町村ごとの同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「集落として管理する集落」

－「集落の全戸出役により管理する集落」－「集落の農家のみ出役により管理する集落」

の順に列記すると以下のようである。 

川上村 

平成２年：９３％－５４％－３９％ 

同１２年：９６％－８９％－ ７％ 

八束村 

平成２年：７７％－４２％－３５％ 

同１２年：９２％－７６％－１６％ 

中和村 

平成２年：９２％－３１％－６２％ 

同１２年：６２％－２３％－３９％ 

湯原町 

平成２年：９０％－１６％－７４％ 

同１２年：６０％－２４％－３５％ 

注:管理作業の組織別構成割合は実数で算出したため全戸出役と農家のみ出役の合計が100%とならない場合がある｡ 

以上の集落構成が示すように、集落内水路を集落として管理する集落シェアは町村間の

開きが大きい。同集落シェアは平成２年の時点で八束村以外の３か町村は９０％を僅かに

超え、水路管理における集落共同体の機能は発揮されているが、八束村は７７％と低く、

その機能は他の３か町村と比べて、いくぶん後退している。しかし、その後の１０年間に

おける推移過程において、同集落シェアは川上村と八束村では拡大し、他の２か町村は縮

小し、川上村は９６％、八束村は９２％の高水準となり、中和村は６２％、湯原町は６０

％となっている。 

上記した集落シェアは先に記述した農道を管理する集落シェアと比べて、全般的に両時

点において高く、とりわけ中和村と湯原町は高くなっている。しかし、平成１２年の時点

で中和村と湯原町における水路管理における集落共同体の機能がかなり後退している点は

注目される。 

水路を集落として管理する集落のうち全戸出役で管理する集落シェアは、平成２年の時

点では川上村５４％、八束村は４２％と高く、中和村は３１％、湯原町は１６％と低水準

となっている。しかし、同集落シェアは平成１２年には中和村を除き拡大し、川上村８９

％、八束村７６％、中和村２３％、湯原町２４％となり、４か町村は高水準グル－プと低

水準グル－プに２分されている。 

水路管理を農家のみの出役管理の集落シェアは、平成２年の時点で川上村は３９％、八

束村は３５％、一方、湯原町は７４％、中和村は６２％となっている。しかし、同集落シ

ェアは平成１２年に各町村とも著しく縮小し、川上村７％、八束村１６％、一方、中和村

３９％、湯原町３５％となり、全戸出役の場合と同様に、４か町村は高水準と低水準の２

グル－プに区分されるが、その高・低の順位は両時点間で逆転している。 

以上で記述したように、平成２～１２年の間に集落の水路管理機能は川上村と八束村で

は向上し、特に八束村は顕著に向上しているが、反対に中和村と湯原町では後退が著しい。

そうした状況のなかで、川上村と八束村は全戸出役に頼る部分が大きく、反対に中和村と

湯原町は農家のみ出役に頼る部分が大きい。 

（２） 蒜山地域 

① 集落として管理する集落シェア 

平成２年は蒜山地域 87.6% （集落数９２／水路がある集落数１０５）、真庭郡 80.6% 
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（同３００／３７２）、岡山県 82.2% （同 3,670 ／4,463 ）となり、蒜山地域は岡山県を

5.4 ポイント、真庭郡を 7.0 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 77.5% （同７９／１０２）、真庭郡 82.6% （同３０８／３７３）、

岡山県 86.6% （同 3,828 ／4,418 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 5.1 ポイント、岡山県

を 9.1 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 78.2% となっている
7)

。 

上記の集落シェアは両時点間において蒜山地域は 11.5% 縮小し、反対に真庭郡は 2.5%、

岡山県は 5.4%の拡大している。 

② 全戸出役により管理する集落シェア 

水路を集落として管理する集落のうち、全戸出役により管理する集落シェアは、平成２

年に蒜山地域 34.3% （該当集落数３６／水路がある集落数１０５）、真庭郡 38.4% （同１

４３／３７２）、岡山県 49.2% （同 2,197 ／4,463 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 4.1 

ポイント、岡山県を 14.9 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 31.2% となってい

る
7)

。 

平成１２年には蒜山地域 53.9% （同５５／１０２）、真庭郡 41.0% （同１５３／３７３）、

岡山県 57.4% （同 2,537 ／4,418 ）となり、蒜山地域は岡山県を 3.5 ポイント下回り、

反対に真庭郡を 12.9 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアは両時点間において拡大し、その拡大率は蒜山地域 57.1% 、岡山県

16.7% 、真庭郡 6.8%の順となっている。 

③ 農家のみ出役により管理する集落シェア 

平成２年に蒜山地域 53.3% （該当集落数５６／水路がある集落数１０５）、真庭郡 42.2% 

（同１５７／３７２）、岡山県 31.5% （同 1,408 ／4,463 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

11.1 ポイント、岡山県を 21.8 ポイント上回っている。 平成１２年には蒜山地域 23.5% 

（同２４／１０２）、真庭郡 41.6% （同１５５／３７３）、岡山県 28.9%（同 1,278 ／4,418 ）

となり、蒜山地域は岡山県を 5.4 ポイント、真庭郡を 18.1 ポイント下回っている。ちな

みに全国平均は 46.6% となっている
7)

。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は蒜山地域 55.9% 、岡山県

8.3%、真庭郡 1.4%の順となっている。 

④ まとめ 

以上の蒜山地域における水路管理作業組織別集落シェアに関する記述内容のまとめとし

て、平成２年と同１２年の両時点における同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を

「水路を集落として管理する集落」－「集落の全戸の出役により管理する集落」－「集落

の農家のみ出役により管理する集落」の順で、真庭郡及び岡山県と対比して列記すると以

下のとおりである。 

蒜山地域 

平成２年：８８％－３４％－５３％ 

同１２年：７８％－５４％－２４％ 

真庭郡 

平成２年：８１％－３８％－４２％ 

同１２年：８３％－４１％－４２％ 

岡山県 

平成２年：８２％－４９％－３２％ 

同１２年：８７％－５７％－２９％ 

注:管理作業の組織別構成割合は実数で算出し､全戸出役と農家のみ出役の合計が100%とならない場合がある｡ 

以上の蒜山地域、真庭郡、岡山県における作業組織別集落シェアが示すように、水路を

集落として管理する集落は両時点において概ね８０％台を占め、そのなかで平成２年の時

点では蒜山地域が８８％と最高となり、同１２年には岡山県が８７％と最高を占め、蒜山

地域は７８％と僅差ながら８０％を割り切っている。しかし、水路管理に対する集落共同

体の機能はかなり発揮されている。 

上記した平成１２年における水路管理集落のうち全戸出役による管理集落シェアは、同

２年の水準を上回り、反対に農家のみ出役による管理集落シェアは下回っているが、ただ
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真庭郡の場合には同水準となっている。 

以上のように平成１２年には集落内全戸出役作業組織の機能が活発化している。 

３３３３ 生活施設管理生活施設管理生活施設管理生活施設管理のののの作業組織別集落割合作業組織別集落割合作業組織別集落割合作業組織別集落割合 

農業センサスでは既述のように集落共有の生活関連施設（以下、生活施設）に関する統

計資料は平成１２年に初めて登場している。 

本項では表１３により４か町村とその総体である蒜山地域について記述する。 

（１） ４か町村 

① 集落として管理する集落シェア 

平成１２年に八束村 100%（該当集落数２５／生活施設がある集落数２５）、中和村 92.3% 

（同１２／１３）、川上村 88.5% （同２３／２６）、湯原町 45.9% （同１７／３７）の順

となり、八束村は中和村を 7.7 ポイント、川上村を 11.5 ポイント、湯原町を 54.1 ポイン

ト上回っている。同集落シェアにおける八束村と湯原町の較差は極めて大きい。 

② 全戸出役により管理する集落シェア 

生活施設を集落として管理する集落のうち全戸の出役義務を課している集落シェアは、

平成１２年に八束村 100%（該当集落数２５／生活施設がある集落数２５）、中和村 92.3% 

（同１２／１３）、川上村 88.5% （同２３／２６）湯原町 43.2% （同１６／３７）の順と

なり、八束村は中和村を 7.7 ポイント、川上村を 11.5 ポイント、湯原町を 56.8 ポイント

上回っている。同集落シェアの八束村と湯原町の較差が極めて大きい。 

③ 農家のみ出役により管理する集落シェア 

平成１２年の農家のみ出役による集落は川上村、八束村、中和村には該当がなく、湯原

町のみ１集落が該当する。 

④ まとめ 

平成１２年において集落共有の生活関連施設の管理を集落として行う集落は八束村では

全集落に及び、残り３か町村の集落シェアは湯原町を除き９０％前後となっている。一方、

湯原町は５０％を僅差ながら割り込んでいる。 

全戸出役による生活施設の管理は４か町村に及んでいるが、農家のみ出役は湯原町の１

集落に過ぎない。 

（２） 蒜山地域 

① 集落として管理する集落シェア 

平成１２年における集落共有の生活施設を集落として管理する集落シェアは、蒜山地域

76.2% （該当集落数７７／生活施設がある集落数１０１）、真庭郡 90.3% （同３３４／３

７０）、岡山県 93.8% （同 3,986 ／4,248 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 14.1 ポイント、

岡山県を 17.6 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 88.5%となっている
7)

。 

② 全戸出役により管理する集落シェア 

生活施設を集落として管理する集落のうち全戸出役の共同作業によって実施する集落シ

ェアは、平成１２年に蒜山地域 75.2% （該当集落数７６／生活施設がある集落数１０１）、

真庭郡 87.0% （同３２２／３７０）、岡山県 90.3%（同 3,834 ／4,248 ）となり、蒜山地

域は真庭郡を 11.8 ポイント、岡山県を 15.1 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は

84.8% となっている
7)

。 

③ 農家のみ出役により管理する集落シェア 

平成１２年における農家のみ出役による生活施設管理の集落シェアは、蒜山地域 1.0%

（該当集落数１／生活施設がある集落数１０１）、真庭郡 3.2%（同１２／３７０）、岡山

県 3.5%（同１５２／4,248 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.2 ポイント、岡山県を 2.5 

ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 1.8%となっている
7)

。 

④ まとめ 

上記の蒜山地域における生活関連施設管理の作業組織別集落シェアに関する内容のまと

めとして、平成１２年の時点における同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「集

落として管理する集落」－「集落の全戸出役により管理する集落」－「集落の農家のみ出

役により管理する集落」の順で、真庭郡及び岡山県と対比し列記すると以下のとおりであ

る。 
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蒜山地域：７６％－７５％－１％ 

真庭郡：９０％－８７％－３％ 

岡山県：９４％－９０％－４％ 

以上のように、集落共有の生活関連施設を集落として管理する集落シェアは、蒜山地域

は８０％を割り込み７６％、一方、真庭郡と岡山県は９０％台に乗り、それぞれ９０％、

９４％となり、蒜山地域を大幅に上回っている。こうした状況から蒜山地域における集落

共同体の管理機能はかなり後退している。なお、生活関連施設の管理を集落で行う場合、

農家のみ出役の集落割合は極めて低く、全戸出役への依存が高く、なかでも蒜山地域は大

半の集落が全戸出役となっている。 

 

第第第第４４４４節節節節 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの農業生産農業生産農業生産農業生産へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ 

  

農業集落の農業生産への取り組みについて、農産物のブランド化と転作推進の両側面か

ら、４か町村とその総体である蒜山地域における状況を表１４,１５,１６に基づき記述す

る。 

 

第第第第１１１１項項項項 農産物農産物農産物農産物ををををブランドブランドブランドブランド化化化化しているしているしているしている農業集落農業集落農業集落農業集落のののの現状現状現状現状 

農業集落において農産物をブランド化している農業集落数に関する農業センサス調査は

平成１２年に初めて開始されている。その状況は表１４で示すとおりである。 

統計調査ではブランド化している農畜産物として「米」、「麦・雑穀・いも・豆類」、

「工芸作物」、「野菜類」、「果樹類」、「畜産物」、「山菜」、「きのこ類」、「その

他」の１０品目を挙げている。 

各品目の集落数割合（以下、集落シェア）には著しい地域間較差が認められ、石川によ

る過去の資料では全国レベルで５～７％範囲の品目は「野菜類」、「米」、「果樹類」、

1.5%前後の品目は「麦・雑穀・いも・豆類」、「工芸作物」、「畜産物」となっている
4)

。

一方、岡山県レベルでは平成１２年の時点で５％前後の品目は「野菜類」、「麦・雑穀・

いも・豆類」、「果樹類」であり、その他の品目は１％以下となっている
7)

。 

（１） ４か町村 

① ブランド化農畜産物がある集落シェア 

農畜産物をブランド化している集落シェアは、川上村 77.8% （該当集落数２１／総農業

集落数２７）、八束村 72.0% （同１８／２５）、湯原町 18.9%（同７／３７）、中和村 15.4% 

（同２／１３）の順となり、川上村は八束村を 5.8 ポイント、湯原町を 58.9 ポイント、

中和村を 62.4 ポイント上回っている。 

上記した集落シェアの水準により４か町村は高・低両水準グル－プに分けられ、前者は

７０％台の川上村と八束村、後者は２０％台の湯原町と中和村である。 

② 米をブランド化している集落シェア 

中和村 7.7%（該当集落数１／総農業集落数１３）となり、他の３か町村は該当集落不在

となっている。 

③ 野菜類をブランド化している集落シェア 

川上村 51.9% （該当集落数１４／総農業集落数２７）、八束村 28.0% （同７／２５）、

湯原町 8.1%（同３／３７）の順となり、川上村は八束村を 23.9 ポイント、湯原町を 43.8

ポイント上回り、川上村は突出して高い。なお、中和村は該当集落不在となっている。 

④ 畜産物をブランド化している集落シェア 

八束村 36.0% （該当集落数９／総農業集落数２５）、川上村 25.9% （同７／２７）、湯

原町 8.1%（同３／３７）の順となり、八束村は川上村を 10.1 ポイント、湯原町を 27.9 ポ

イント上回り、中和村には該当集落は存在しない。 

⑤ きのこ類をブランド化している集落シェア 八束村 8.0%（該当集落数２／総農業集

落数２５）、湯原町 2.7%（同１／３７）の順で、八束村は湯原町を 5.3 ポイント上回り、

川上村と中和村に該当集落は存在しない。 

⑥ 山菜をブランド化している集落シェア 
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中和村 7.7%（該当集落数１／総農業集落数３７）となり、他の町村は不在となっている。 

⑦ まとめ 

上記した農畜産物をブランド化している集落シェアのまとめとして、集落シェアの概数

（小数点以下四捨五入）を「米」－「野菜類」－「畜産物」－「きのこ類」－「山菜」の

順で町村ごとに列記すると以下のとおりで、０％は該当集落不在を示す。 

川上村：７８％－０％－５２％－２６％－０％－０％ 

八束村：７２％－０％－２８％－３６％－８％－０％ 

中和村：１５％－８％－ ０％－ ０％－０％－８％ 

湯原町：１９％－０％－ ８％－ ８％－３％－０％ 

上記の農畜産物をブランド化している集落シェアをみると、川上村と八束村は突出して

高く、７０％以上であり、中和村と湯原町は２０％以下と著しく低くなっている。 

ブランド化している農畜産物のなかで、その集落シェアが３０％前後以上の品目は、川

上村と八束村における野菜類と畜産物のみである。 

（２） 蒜山地域 

① ブランド化農畜産物がある集落シェア 

農畜産物をブランド化している集落シェアは、蒜山地域 47.1% （該当集落数４８／総農

家集落数１０２）、真庭郡 51.2% （同１９２／３７５）、岡山県 21.1% （同９５２／4,503 ）

となり、蒜山地域は真庭郡を 4.1 ポイント下回り、反対に岡山県を 26.0 ポイント上回っ

ている。ちなみに全国平均は 23.1% 、山陽地方は 14.6% 、山陰地方は 17.3%となっている

5)

。 

② 米をブランド化している集落シェア 

蒜山地域 1.0%（該当集落数１／総農家集落数１０２）、真庭郡 24.3% （同９１／３７５）、

岡山県 4.4%（同１９８／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を 3.4 ポイント、真庭郡を

23.3 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 5.5%、山陽地方は 2.4%、山陰地方は 2.7%

となってる
5)

。 

③ 野菜類をブランド化している集落シェア 

蒜山地域 23.5% （該当集落数２４／総農業集落数１０２）、真庭郡 8.8%（同３３／３７

５）、岡山県 4.8%（同２１８／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 14.7 ポイント、岡

山県を 18.7 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 7.5%、山陽地方は 2.4%、山陰地

方は 2.7%となっている
5)

。 

④ 畜産物をブランド化している集落シェア 

蒜山地域 18.6% （該当集落数１９／総農業集落数１０２）、真庭郡 5.9%（同２２／３７

５）、岡山県 0.8%（同３４／4､503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 12.7 ポイント、岡山

県を 17.8 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 1.3%、山陽地方と山陰地方はとも

に 0.3%となっている
5)

。 

⑤ きのこ類をブランド化している集落シェア 蒜山地域 2.9%（該当集落数３／総農業

集落数１０２）、真庭郡 1.3%（同５／３７５）、岡山県 0.6%（同２９／4,503 ）となり、

蒜山地域は真庭郡を 1.6 ポイント、岡山県を 2.3 ポイント上回っている。ちなみに全国平

均は 0.1%となっている
7)

。 

⑥ 山菜をブランド化している集落シェア 

蒜山地域 1.0%（該当集落数１／総農業集落数１０２）、真庭郡 0.3%（同１／３７５）、

岡山県 0.0%（同１／4,503 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 0.7 ポイント、岡山県は 1.0 

ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 0.1%となっている
7)

。 

⑦ まとめ 

以上で記述した平成１２年の時点で蒜山地域においてブランド化している農畜産物別集

落シェアに関する内容のまとめとして、同集落シェアの概数（少数点以下四捨五入）を「ブ

ランド化している集落」－「米」－「野菜類」－「畜産物」－「きのこ類」－「山菜」の

順に、真庭郡及び岡山県と対比して列記すると以下のとおりで、０％は１％未満の集落シ

ェアを示する。 

蒜山地域：４７％－ １％－２４％－１９％－３％－１％ 
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真庭郡：５１％－２４％－ ９％－ ６％－１％－０％ 

岡山県：２１％－ ４％－ ５％－ １％－１％－０％ 

全国：２３％－ ６％－ ８％－ １％－０％－０％ 

以上のように、農畜産物をブランド化している集落シェアは、真庭郡が５０％を僅少な

がら超えて最上位にあり、蒜山地域は５０％に近接し、最下位の岡山県は２１％となり、

全国平均２３％を僅差ながら下回っている。 

蒜山地域においてブランド化している農畜産物のなかで集落シェアが上位を占めるてい

るのは野菜類と畜産物で、真庭郡および岡山県の水準を超大幅に上回っている。また、き

のこ類は極めて低いものの、真庭郡や岡山県あるいは全国水準と比べると著しく高い。 

 

第第第第２２２２項項項項 集団転作集団転作集団転作集団転作へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況 

先に記述したように水田転作の推進は農業集落における寄合の重要な議題となってい

る。 

本項では平成２年と同１２年の両時点で農業集落における水田の集団転作への取り組み

状況について、①集団転作に取り組んだ農業集落数割合（以下、集落シェア）、②その取

り組みの契機、③集団転作の実施形態（土地利用方式）の側面から、表１５、１６により

４か町村とその総体である蒜山地域について記述する。 

（１） ４か町村 

① 集団転作を実施した集落シェア 

平成２年は湯原町 26.3% （該当集落数１０／総農業集落数３８）、川上村 17.9% （同５

／２８）、中和村 15.4% （同２／１３）、八束村 7.7%（同２／２６）の順となり、湯原町

は川上村を 8.4 ポイント、中和村を 10.9 ポイント、八束村を 18.6 ポイント上回っている。 

平成１２年には八束村、中和村、湯原町には該当集落は存在せず、川上村の集落シェア

は 18.5% （同５／２７）を示し、その集落数は同２年と変わっていない。 

以上のように、平成１２年において集団転作を取りやめた集落が３か町村でみられるが、

それは平成６年の転作率緩和の影響によると思われる。 

② 集団転作取り組みの契機別集落シェア 

農業集落の集団転作への取り組みの契機は、主に「町村からの働きかけ」「農協からの

働きかけ」「集落の自主的な取り組み」である。 

平成２年における集団転作取り組みの契機別集落数割合（集落シェア）は以下のとおり

でる。 

「町村からの働きかけ」の集落シェアは、八束村 100%（該当集落数２／集団転作実施集

落数２）、川上村 60.0% （同２／５）、湯原町 60.0% （同６／１０）の順となり、八束村

は川上村と湯原町をともに 40.0 ポイント上回っている。なお、中和村に該当集落は存在し

ない。 

「農協からの働きかけ」の集落シェアは、湯原町 20.0% （同２／１０）となり、残り３

か村に該当集落はみられない。 

「集落の自主的取り組み」の集落シェアは、中和村 100%（同２／２）、川上村 40.0% 

（同２／５）、湯原町 20.0% （同２／１０）の順となり、中和村は川上村を 60.0 ポイン

ト、湯原町を 80.0 ポイントと大きく上回っている。 

平成１２年に集団転作に取り組んだ町村は川上村だけで、その契機は「町村からの働き

かけ」となっている。 

③ 集団転作の実施形態別集落シェア 

集団転作の実施形態（土地利用方式）には固定団地と田畑輪換およびブロックロ－テ－

ションがある。前者は転作田を一定場所に定め、固定的に利用する形態であり、後者の田

畑輪換はあらかじめ輪換耕区を定め、そのなかを区分し、それぞれ輪換田、またわ輪換畑

とし、交互に輪換する形態であり、ブロックロ－テ－ションは地域内の水田を数ブロック

に区分し、そのブロックごとに集団的に転作し、数年間で地域内のすべてのブロックを循

環する形態である。 

平成２年における集団転作の実施形態は、川上村、八束村、中和村の３か村は実施集落
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のすべてが固定団地形態を採用し、湯原町では実施集落の９０％（該当集落数９／転作実

施集落数１０）が採用し、残り１集落は「ブロックロ－テ－ション」を採用している。 

平成１２年における集団転作実施町村は川上村だけで、実施集落の５集落すべてが固定

団地形態を採用している。 

④ まとめ 

以上で記述した平成１２年の時点における集落の集団転作への取り組み状況について要

約すると以下のとおりである。 

集団転作を実施した集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年－同１２年の

時系列で町村ごとに記すると、川上村は１８％－１９％、八束村は８％－０％、中和村は

１５％－０％、湯原町は２６％－０％となり、川上村は概ね横ばい状態で推移し、他の３

町村は該当集落不在（０％）となっている。 

集団転作実施の契機別集落シェア概数を「町村の働きかけ」－「農協の働きかけ」－「集

落の自主的取り組み」の順に列記すると以下のとおりで、０％は該当集落不在を示す。な

お、平成１２年は川上村のみとなっている。 

川上村 

平成２年： ６０％－ ０％－ ４０％ 

同１２年：１００％－ ０％－  ０％  

八束村 

平成２年：１００％－ ０％－  ０％ 

中和村 

平成２年：  ０％－ ０％－１００％ 

湯原町 

平成２年： ６０％－２０％－ ２０％ 

以上のように、集団転作実施の契機は町村間に差異がみられ、中和村を除く他の３か町

村は全般的に「町村の働きかけ」が強く、中和村では実施集落がすべて「集落の自主的取

り組み」となっている。 

集団転作の実施形態は、平成２年の時点において湯原町を除く残りの３か村では実施集

落のすべてが固定団地形態であり、湯原町では固定団地形態が９０％、ブロックロ－テ－

ション形態が１０％となっている。また、平成１２年には川上村だけが集団転作を行い、

固定団地形態を採用している。 

（２） 蒜山地域 

① 集団転作を実施した集落シェア 

平成２年は蒜山地域 18.1% （該当集落数１９／総農業集落数１０５）、真庭郡 18.1%（同

６９／３８１）、岡山県 11.4% （同５３０／4,652 ）となり、蒜山地域は真庭郡と同水準

であり、岡山県を 6.7 ポイント上回っている。 

平成１２年には蒜山地域 4.9%（同５／１０２）、真庭郡 2.9%（同１１／３７５）、岡山

県 3.4%（同１５４／4,503 ）となり、蒜山地域は岡山県を 1.5 ポイント、真庭郡を 2.0 

ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 11.9% となっている
7)

。 

上記した集落シェアは両時点間において縮小し、その縮小率は真庭郡 84.0% 、蒜山地域

72.9% 、岡山県 72.8% の順となっている。 

② 集団転作取り組みの契機別集落シェア 

平成２年に集団転作を実施した集落の契機別集落シェアは以下のとおりである。 

「町村の働きかけ」の集落シェアは、蒜山地域 57.9% （該当集落数１１／集団転作実施

集落数１９）、真庭郡 40.6% （同２８／６９）、岡山県 41.3% （同２１９／５３０）とな

り、蒜山地域は岡山県を 16.6 ポイント、真庭郡を 17.3 ポイント上回っている。 

「農協の働きかけ」の集落シェアは、蒜山地域 10.5% （同２／１９）、真庭郡 14.5% 

（同１０／６９）、岡山県 20.2% （同１０７／５３０）となり、蒜山地域は真庭郡を 4.0 

ポイント、岡山県を 9.7 ポイント下回っている。 

「集落の自主的取り組み」の集落シェアは、蒜山地域 31.6% （同６／１９）、真庭郡 43.5% 

（同３０／６９）、岡山県 37.4% （同１９８／５３０）となり、蒜山地域は岡山県を 5.8 
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ポイント、真庭郡を 11.9 ポイント下回っている。 

一方、平成１２年における同集落シェアは以下のとおりである。 

「町村の働きかけ」の集落シェアは、蒜山地域 100%（同５／５）、真庭郡 45.5% （同５

／１１）、岡山県 37.7% （同５８／１５４）となり、蒜山地域は真庭郡を 54.5 ポイント、

岡山県を 62.3 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 45.9% となっている
7)

。 

「農協の働きかけ」の集落シェアは、蒜山地域に該当集落は存在せず、真庭郡 9.0%（同

１／１１）、岡山県 34.4% （同５３／１５４）となっている。ちなみに全国平均は 29.2% 

となっている
7)

。 

「集落の自主的取り組み」の集落シェアは、蒜山地域に該当集落はなく、真庭郡 45.5% 

（同５／１１）、岡山県 26.0% （同４０／１５４）となっている。ちなみに全国平均は 23.0% 

となっている
7)

。 

③ 集団転作の実施形態別集落シェア 

平成２年における集団転作実施形態は以下のとおりである。 

固定団地形態の集落シェアは、蒜山地域 94.7%（該当集落数１８／集団転作実施集落数

１９）、真庭郡 62.3% （同４３／６９）、岡山県 63.6% （同３３７／５３０）となり、蒜

山地域は岡山県を 31.1 ポイント、真庭郡を 32.4 ポイント上回っている。 

田畑輪換・ブロックロ－テ－ション形態の集落シェアは、蒜山地域 5.3%（同１／１９）、

真庭郡 37.7% （同２６／６９）、岡山県 36.4% （同１９３／５３０）となり、蒜山地域は

岡山県を 31.1 ポイント、真庭郡を 32.4 ポイント下回っている。 

一方、平成１２年における集団転作実施形態は次のとおりである。 

固定団地形態の集落シェアは、蒜山地域 100%（同５／５）、真庭郡 90.9% （同１０／１

１）、岡山県 59.1% （同９１／１５４）となり、蒜山地域は真庭郡を 9.1 ポイント、岡山

県を 40.9 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 39.6% となっている
7)

。 

田畑輪換・ブロックロ－テ－ション形態の集落シェアは、蒜山地域には該当がなく、真

庭郡 9.1%（同１／１１）、岡山県 40.9% （同６３／１５４）となっている。ちなみに全国

平均は 60.4% （田畑輪換：8.2%、ブロックロ－テ－ション：52.2% ）となっている
7)

。④ 

まとめ 

以上で記述した平成２年と同１２年の両時点での集落における集団転作への取り組み状

況をまとめると以下のとおりである。 

⑴ 集団転作実施集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成２年→同１２年の時

系列で記すと、蒜山地域は１８％→５％、真庭郡は１８％－３％、岡山県は１１％→３％

となり、同集落シェアは蒜山地域と真庭郡が岡山県を上回っている。なお、平成１２年に

おける同集落シェアは著しく縮小しているが、その理由は平成６年の転作率緩和の影響と

思われる。 

⑵ 集団転作実施の契機別集落シェアの概数を「町村の働きかけ」－「農協の働きかけ」

－「集落の自主的取り組み」の順で示すと次のとおりで、０％は該当集落の存在しないこ

とを示する。 

蒜山地域 

平成２年： ５８％－１１％－３２％ 

同１２年：１００％－ ０％－ ０％ 

真庭郡 

平成２年： ４１％－１５％－４４％ 

同１２年： ４６％－ ９％－４６％ 

岡山県 

平成２年： ４１％－２０％－３７％ 

同１２年： ３８％－３４％－２６％ 

全国 

同１２年： ４６％－２９％－２３％ 

以上のように、集団転作実施の契機をみると、蒜山地域は平成２年の時点では「町村の

働きかけ」が５８％、次いで「集落の自主的取り組み」３１％と続き、平成１２年は「町
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村の働きかけ」が１００％となっている。 

一方、真庭郡は両時点において、岡山県は平成２年の時点で、「町村の働きかけ」と「集

落の自主的取り組み」が共に４０％程度となっている。そして岡山県は平成１２年の時点

で「町村の働きかけ」と「集落の自主的取り組み」が後退し、特に後者の取り組みは２６

％と著しく後退し、「農協の働きかけ」が浮上し、「町村の働きかけ」にかなり近接して

いる。 

⑶ 集団転作の実施形態別集落割合の概数（小数点以下四捨五入）を平成２年－同１２

年の時系列で記すと以下のとおりである。なお、「輪換・Ｂ」は「田畑輪換・ブロックロ

－テ－ション」、０％は該当集落なしの表示である。 

蒜山地域 

固定団地形態：９５％－１００％ 

輪換・Ｂ形態： ５％－  ０％ 

真庭郡 

固定団地形態：６２％－ ９１％ 

輪換・Ｂ形態：３８％－  ９％ 

岡山県 

固定団地形態：６４％－ ５９％ 

輪換・Ｂ形態：３６％－ ４１％ 

全国 

固定団地形態：５２％－ ４０％ 

輪換・Ｂ形態：４８％－ ６０％ 

以上のように、集団転作の実施形態別集落シェアをみると、固定団地形態の方が高く、

特に蒜山地域では圧倒的に高くなっている。 

 

第第第第５５５５節節節節 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化へのへのへのへの対応対応対応対応 

 

第第第第１１１１項項項項 地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化のためののためののためののための組織化組織化組織化組織化とととと活動活動活動活動 

平成１２年の時点において、農業集落内における地域活性化のための組織の結成とその

主な活動の現状を４か町村とその総体としての蒜山地域について表１７により記述すると

以下のとおりである。 

１１１１ 組織組織組織組織のののの結成状況結成状況結成状況結成状況 

地域活性化のための組織として「青年層中心の組織」、「女性中心の組織」、「高齢者

中心の組織」、「複数の世代が混在する組織」が結成されている。 

（１） ４か町村 

青年層中心の組織が全集落に及ぶ町村は川上村（該当集落数２７／総農業集落数２７）、

中和村（同１３／１３）、湯原町（同３７／３７）であり、八束村では該当集落が 96.0% 

（同２４／２５）を占めている。 

女性中心の組織がある集落シェアは、川上村は全集落（同２７／同２７）、八束村は 88.0% 

（同２２／２５）、湯原町は 75.7% （同２８／３７）、中和村は 15.3% （同２／１３）を

占め、川上村は八束村を 12.0 ポイント、湯原町を 24.3 ポイント、中和村を 84.7 ポイント

上回っている。 

高齢者中心の組織が全集落に及ぶ町村は川上村（同２７／同２７）、中和村（同１３／

１３）、湯原町（同３７／３７）であり、八束村は該当集落が 84.0% （同２１／２５）を

占めている。 

複数の世代が混在する組織のある集落シェアは、中和村 38.5% （同５／同１３）、湯原

町 18.9% （同７／３７）、八束村 4.0%（同１／２５）の順となり、中和村は湯原町を 19.6

ポイント、八束村を 34.5 ポイント上回り、川上村に該当集落は存在しない。 

上記した組織別集落シェアのまとめとして、各町村ごとに組織別集落シェアの概数（小

数点以下四捨五入）を「青年層中心の組織」－「女性中心の組織」－「高齢者中心の組織」

－「複数の世代が混在する組織」の順に示すと以下のとおりで、０％は該当集落不在を示
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す。 

川上村：１００％－１００％－１００％－ ０％ 

八束村： ９６％－ ８８％－ ８４％－ ４％ 

中和村：１００％－ １５％－１００％－３９％ 

湯原町：１００％－ ７６％－１００％－１９％ 

以上のように、組織の集落シェアには町村間差異がみられるが、全体的に複数の世代が

混在する組織の集落シェアは低く、青年層中心の組織と高齢者中心の組織の集落シェアは

高い。そうした組織結成の状況のなかで、特に川上村は複数の世代が混在する組織を欠く

ものの、他の組織は全集落で結成され、また、中和村と湯原町では全集落で青年層中心の

組織と高齢者中心の組織が結成されている。八束村では複数の世代が混在する組織を除く

他の組織が川上村の集落割合をいくぶん下回るものの、川上村と同様に各組織は均衡よく

結成されている。 

（２） 蒜山地域 

青年層中心の組織がある集落シェアは、蒜山地域 99.0% （該当集落数１０１／総農業集

落数１０２）、真庭郡 91.7% （同３４２／３７３）、岡山県 40.6% （同 1,483 ／3,654 ）

となり、蒜山地域は真庭郡を 7.3 ポイント、岡山県を 58.4 ポイント上回っている。ちな

みに全国平均は 31.8% である
3)

。 

女性中心の組織がある集落シェア、蒜山地域 77.5% （同７９／１０２）、真庭郡 70.0% 

（同２６１／３７３）、岡山県 66.3% （同 2,424 ／3,654 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

7.5 ポイント、岡山県を 11.2 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 55.8% となっ

ている
3)

。 

高齢者中心の組織がある集落シェアは、蒜山地域 96.1% （同９８／１０２）、真庭郡 95.4% 

（同３５６／３７３）、岡山県 79.3% （同 2,897 ／3,654 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

僅差ながら0.7 ポイント、岡山県を16.8ポイント上回っている。ちなみに全国平均は66.2% 

である
7)

。 

複数の世代が混在する組織がある集落シェアは、蒜山地域 12.7% （同１３／１０２）、

真庭郡 27.3% （同１０２／３７３）、岡山県 29.4% （同 1,073 ／3,654 ）となり、蒜山

地域は真庭郡を 14.6 ポイント、岡山県を 16.7 ポイント下回っている。ちなみに全国平均

は 33.9% である
3)

。 

以上で記述した地域活性化のために結成された４つの組織の集落シェアのまとめとし

て、同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「青年層中心の組織」－「女性中心の

組織」－「高齢者中心の組織」－「複数の世代の混在する組織」の順で列記すると次のと

おりである。 

蒜山地域：９９％－７８％－９６％－１３％ 

真庭郡：９２％－７０％－９５％－２７％ 

岡山県：４１％－６６％－７９％－２９％ 

全国：３２％－５６％－６６％－３４％ 

以上のように、組織別集落構成は全体的に蒜山地域と真庭郡はかなり類似し、青年層中

心の組織と高齢者中心の組織の集落シェアが高く、岡山県を相当に引き離している。また、

岡山県は全国レベルにおける集落構成とかなり接近している。 

２２２２ 組織組織組織組織のののの活動内容活動内容活動内容活動内容 

農業集落内で結成された各組織の活動内容について、４か町村とその総体としての蒜山

地域における状況を表１７により記述すると以下のとおりである。なお、その主な活動内

容は「農産物の生産」、「農産加工品の生産」、「農産物の直販」、「イベントの企画・

開催」、「ボランティアの活動」である。 

（１） ４か町村 

① 農産物の生産は、湯原町において高齢者中心の組織と複数世代の混在した組織が取

り組んでおり、その集落シェアは前者が 2.7%（該当集落数１／組織がある実集落数３７）、

後者は 14.3% （同１／７）となっている。 

② 農産加工品の生産は、川上村と八束村において女性中心の組織が取り組んでいる。
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その集落シェアは川上村 25.9% （同７／２７）、八束村 9.1%（同２／２２）の順となり、

川上村は八束村を 16.8 ポイント上回っている。 

③ 農産物の直販は、湯原町において青年層中心の組織、高齢者中心の組織および複数

の世代が混在する組織が取り組んでいる。それら組織の集落シェアは、青年層中心組織

2.7%（同１／３７）、高齢者中心組織 2.7%（同１／３７）、複数の世代混在組織 14.3% 

（同１／７）となっているが、いずれも該当集落数は１集落である。 

④ イベントの企画・開催は、各町村においてみられ、各組織を結成した集落シェアは

以下のとおりである。 

青年層中心の組織の集落シェアは、湯原町 48.6% （同１８／３７）、八束村 45.8% （同

１１／２４）、中和村 30.8% （同４／１３）、川上村 22.2% （同６／２７）の順となり、

湯原町は八束村を 2.8 ポイント、中和村を 17.8 ポイント、川上村を 26.4 ポイント上回っ

ている。 

女性中心の組織の集落シェアは、湯原町 75.0%（同２１／２８）、川上村 59.3% （同１

６／２７）、八束村 59.1% （同１３／２２）、中和村 50.0%（同１／２）の順となり、湯

原町は川上村を 15.7 ポイント、八束村を 15.9 ポイント、中和村を 25.0 ポイント上回って

いる。 

高齢者中心の組織の集落シェアは、湯原町 89.2% （同３３／３７）、川上村 7.4%（同２

／２７）、八束村 4.8%（同１／２１）の順となり、湯原町は川上村を 81.8 ポイント、八

束村を 84.4 ポイント上回っている。なお、中和村に該当集落は存在しない。 

複数の世代が混在する組織が全集落で結成されているのは、八束村（同１／１）と中和

村（同５／５）で、湯原町は 85.7% （同６／７）の集落が結成し、川上村では未結成とな

っている。 

⑤ ボランティア活動に取り組む組織の集落シェアは以下のようである。 

青年層中心の組織は、中和村 100%（同１３／１３）、川上村 88.9% （同２４／２７）、

八束村 79.7% （同１９／２４）、湯原町 21.6% （同８／３７）の順となり、中和村は川上

村を 11.1 ポイント、八束村を 20.8 ポイント、湯原町を 78.4 ポイント上回っている。 

女性中心の組織は、八束村 72.7% （同１６／２２）、川上村 66.7% （同１８／２７）、

湯原町 53.6% （同１５／２８）の順となり、八束村は川上村を 6.0 ポイント、湯原町を

19.1 ポイント上回っている。なお、中和村に該当集落は存在しない。 

高齢者中心の組織は、中和村では全集落（同１３／１３）で結成され、他の町村の同集

落シェアは八束村 90.5% （同１９／２１）、川上村 85.2% （同２３／２７）、湯原町 75.7% 

（同２８／３７）の順となり、中和村は八束村を 9.5 ポイント、川上村を 14.8 ポイント、

湯原町を 24.3 ポイント上回っている。 

複数の世代が混在する組織は、中和村では全集落（同５／５）で結成され、湯原町は 57.1% 

（同４／７）の集落で結成され、川上村と八束村は未結成である。 

⑥ まとめ 

以上で記述した地域活性化のために結成された４つの組織の活動分野別集落シェアに関

するまとめとして、同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「青年層中心の組織」

－「女性中心の組織」－「高齢者中心の組織」－「複数の世代の混在する組織」の順に、

町村ごとに列記すると以下のようである。なお、上記組織のすべてが未結成の町村は記載

せず、また、記載された町村において０％は該当組織未結成を示す。 

農産物の生産 

湯原町：  ０％－ ０％－  ３％－ １４％ 

農産加工品の生産 

川上村：  ０％－２６％－  ０％－  ０％ 

八束村：  ０％－ ９％－  ０％－  ０％ 

農産物の直販 

湯原町：  ３％－ ０％－  ３％－ １４％ 

イベントの企画・開催 

川上村： ２２％－５９％－  ７％－  ０％ 
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八束村： ４６％－５９％－  ５％－１００％ 

中和村： ３１％－５０％－  ０％－１００％ 

湯原町： ４９％－７５％－ ８９％－ ８６％ 

ボランティア活動 

川上村： ８９％－６７％－ ８５％－  ０％ 

八束村： ７９％－７３％－ ９１％－  ０％ 

中和村：１００％－ ０％－１００％－１００％ 

湯原町： ２２％－５４％－ ７６％－ ５７％ 

上記した各町村における集落内組織の活動分野別集落シェアから次の点が特に指摘され

る。 

４か町村における農産物の生産および農産物の直販の組織活動が鈍いなかで、湯原町で

は特に複数の世代が混在する組織が取り組んでいる。 

農産加工品の生産には川上村と八束村の女性中心の組織が取り組み、特に川上村で活発

である。 

イベントの企画・開催とボランティア活動には各町村の組織が活発に取り組んでいる。

そうしたなかで全体的にイベントの企画・開催には各町村とも女性中心の組織、そして八

束村と中和村では特に複数の世代が混在する組織の取り組みが活発である。 

（２） 蒜山地域 

① 農産物の生産に取り組む組織は、蒜山地域と真庭郡では青年層中心の組織と女性中

心の組織を除く組織であり、それらの組織を結成した集落シェアは以下のようである。 

高齢者者中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 1.0%（該当集落数１／組織がある実集落

数９８）、真庭郡 0.8%（同３／３５６）、岡山県 2.5%  （同７３／2,897 ）の順となり、

蒜山地域は真庭郡を僅差ながら 0.2 ポイント上回り、反対に岡山県を 1.5 ポイント下回っ

ている。ちなみに全国平均は 1.8%となっている
3)

。 

複数の世代が混在する組織の集落シェアは、蒜山地域 7.7%（同１／１３）、真庭郡 2.0%

（同２／１０２）、岡山県 8.9%（同９６／1,073 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 5.7 ポイ

ント上回り、反対に岡山県を 1.2 ポイント下回っている。また、岡山県における青年層中

心の組織の集落シェアは 1.8%（同２６／1,483 ）、女性中心の組織の集落シェアは 1.6%

（同３８／2,424 ）となっている。ちなみに青年層中心の組織の集落シェアの全国平均は

5.8%、同様に女性中心の組織は 3.5%となっている
3)

。 

② 農産加工品の生産に取り組む組織を結成した集落シェアは下記のとおりである。 

蒜山地域では女性中心の組織のみで、その集落シェアは 11.4% （同９／７９）、真庭郡

は 6.5%（同１７／２６１）、岡山県は 9.3%（同２２６／2,424 ）となり、蒜山地域は岡山

県を 2.1 ポイント、真庭郡を 4.9 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 10.9% と

なっている
3)

。 

青年層中心の組織は蒜山地域では未結成であるが、真庭郡では 0.3%（同１／３４２）、

岡山県では 0.8%（同１２／1,483 ）となり、全国平均は 0.7%となっている
3)

。 

高齢者中心の組織は岡山県のみで、その集落シェアは 0.9%（同２６／2,897 ）であり、

全国平均は 0.8%となっている
3)

。 

複数の世代が混在する組織の集落シェアは、真庭郡 2.0%（同２／１０２）、岡山県 6.1%

（同６５／11,073））となり、全国平均は 4.1%となっている
3)

 

③ 農産物の直販に取り組む組織を結成した集落シェアは以下のとおりである。 

青年層中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 1.0%（同１／１０１）、真庭郡 0.6%（同２

／３４２）、岡山県 1.3%（同１９／1,483 ）となり、蒜山地域は真庭郡を僅差ながら 0.4 

ポイント上回り、反対に岡山県を僅差はがら 0.3 ポイント下回っている。ちなみに全国平

均は 3.8%となっている
3)

。 

高齢者中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 1.0%（同１／９８）、真庭郡 0.6%（同２／

３５６）、岡山県 2.0%（同５８／2,897 ）となり、蒜山地域は真庭郡を僅差ながら 0.4 

ポイント上回り、反対に岡山県を 1.0 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 1.6%

となっている
3)

。 
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複数の世代が混在する組織の集落シェアは、蒜山地域 7.7%（同１／１３）、真庭郡 18.6% 

（同１９／１０２）、岡山県 14.4% （同１５５／1,073 ）となり、蒜山地域は岡山県を 6.7 

ポイント、真庭郡を 10.9 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 11.1% となってい

る
3)

。 

女性中心の組織は蒜山地域では未結成である。しかし、真庭郡の集落シェアは 1.9%（同

５／２６１）、岡山県は 4.4%（同１０７／2,242 ）となっている。ちなみに全国平均は 9.7%

となっている
3)

。 

④ イベントの企画・開催に取り組む組織を結成した集落シェアは下記のとおりである。 

青年層中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 38.6% （同３９／１０１）、真庭郡 55.0% 

（同１８８／３４２）、岡山県 52.9% （同７８４／1,483 ）となり、蒜山地域は岡山県を

14.3 ポイント、真庭郡を 16.4 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 59.6% となっ

ている
3)

。 

女性中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 64.6% （同５１／７９）、真庭郡 47.9% （同

１２５／２６１）、岡山県 35.9% （同８７１／2,424 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 16.7

ポイント、岡山県を 28.7 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 33.8% となってい

る
3)

。 

高齢者中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 36.7% （同３６／９８）、真庭郡 22.8% 

（同８１／３５６）、岡山県 20.0% （同５７８／2,897 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 13.9

ポイント、岡山県を 16.7 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 18.7% となってい

る
3)

。 

複数の世代が混在する組織の集落シェアは、蒜山地域 92.3% （同１２／１３）、真庭郡

79.4% （同８１／１０２）、岡山県 63.1% （同６７７／1,073 ）となり、蒜山地域は真庭

郡を 12.9 ポイント、岡山県を 29.2 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 56.7% と

なっている
3)

。 

⑤ ボランティア活動に取り組む組織を結成した集落シェアは以下のとおりである。 

青年層中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 63.4% （同６４／１０１）、真庭郡 74.3% 

（同２５４／５４２）、岡山県 77.1% （同 1,144 ／1,483 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

10.9 ポイント、岡山県を 13.7 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 39.7% となっ

ている
3)

。 

女性中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 62.0% （同４９／７９）、真庭郡 50.2% （同

１３１／２６１）、岡山県 76.2% （同 1,848 ／2,424 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 11.8

ポイント上回り、反対に岡山県を 14.2 ポイント下回っている。ちなみに全国平均は 57.2% 

となっている
3)

。 

高齢者中心の組織の集落シェアは、蒜山地域 84.7% （同８３／９８）、真庭郡 81.5% 

（同２９０／３５６）、岡山県 79.4% （同 2,299 ／2,897 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

3.2 ポイント、岡山県を 5.3 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 70.0% となって

いる
3)

。 

複数の世代が混在する組織の集落シェアは、蒜山地域 69.2% （同９／１３）、真庭郡 71.6% 

（同７３／１０２）、岡山県 52.6% （同５６４／1,073 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.4 

ポイント下回り、反対に岡山県を 16.6 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 34.3% 

となっている
3)

。 

⑥ まとめ 

上記した地域活性化のために結成された集落内組織の活動分野別集落シェアのまとめと

して、同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「青年層中心の組織」－「女性中心

の組織」－「高齢者中心の組織」－「複数の世代が混在する組織」の順に、真庭郡及び岡

山県と対比して列記すると次のとおりで、0.0%は集落割合 0.5%未満、０％は該当組織の未

結成を示す。 

農産物の生産 

蒜山地域： ０％－ ０％－ １％－ ８％ 

真庭郡： ０％－ ０％－ １％－ ２％ 
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岡山県： ２％－ ２％－ ３％－ ９％ 

全国： ６％－ ４％－ ２％－１０％ 

農産加工品の生産 

蒜山地域： ０％－１１％－ ０％－ ０％ 

真庭郡： 0.0%－ ７％－ ０％－ ２％ 

岡山県： １％－ ９％－ １％－ ６％ 

 全国： １％－１１％－ １％－ ４％ 

農産物の直販 

蒜山地域： １％－ ０％－ １％－ ８％ 

真庭郡： １％－ ２％－ １％－１９％ 

岡山県： １％－ ４％－ ２％－１４％ 

 全国： ４％－１０％－ ２％－１１％ 

イベントの企画・開催 

蒜山地域：３９％－６５％－３７％－９２％ 

真庭郡：５５％－４８％－２３％－７９％ 

岡山県：５３％－３６％－２０％－６３％ 

 全国：６０％－３４％－１９％－５７％ 

ボランティア活動 

蒜山地域：６３％－６２％－８５％－６９％ 

真庭郡：７４％－５０％－８２％－７２％ 

岡山県：７７％－７６％－７９％－５３％ 

 全国：４０％－５７％－７０％－４３％ 

上記した集落内組織の活動分野別集落シェアから、蒜山地域、真庭郡及び岡山県におけ

る組織の活動状況は以下のように要約される。 

蒜山地域における農産物の生産、農産加工品の生産及び農産物の直販の分野における組

織の取り組みは極めて低調であるが、その状況のなかで複数の世代が混在する組織は農産

物の生産と農産物の直販に積極的に取り組み、また、農産加工品の生産には女性中心の組

織の活動が活発である。 

岡山県における農産物の生産と農産加工品の生産の取り組みは、すべての組織にわたり、

一方、蒜山地域および真庭郡においてはその組織は限られている。また、真庭郡と岡山県

における農産物の直販はすべての組織に及び、しかもその組織の集落割合は蒜山地域と比

べてかなり高い。 

蒜山地域においてイベントの企画・開催とボランティア活動にはすべての組織が取り組

んでいるが、そうしたなかで前者では複数の世代が混在する組織、そして後者では高齢者

中心の組織が活発に取り組んでいる。そして、同地域のこれらの活動分野への取り組み状

況は全体的に真庭郡および岡山県の場合と類似するが、その集落シェアは蒜山地域の方が

高い。 

 

第第第第２２２２項項項項 都市住民都市住民都市住民都市住民とのとのとのとの交流交流交流交流 

上述したように、農業集落内において地域活性化のための組織が結成され、農畜産物の

生産とその直販、イベントの企画・開催、ボランティア活動などに取り組んでいるが、そ

うした活動は都市住民との交流事業と重なる部分が多いと考えられる。 

農業集落における都市住民との交流事業の内容は大きく「農林漁業の体験等を介した交

流」、「産地直送を介した交流」、「農山漁村留学受入れ」、「伝統芸能・工芸を介した

交流」、「祭り等のイベントを介した交流」に分かれる。 

本項では平成１２年の時点での４か町村とその総体である蒜山地域における都市住民と

の交流事情について表１８により記述する。 

（１） ４か町村 

① 農林漁業の体験等を介した交流 

中和村には該当がなく、他の３か町村では全集落が取り組んでいる。そうした集落のう
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ち、特に集落の事業として取り組んでいる集落シェアは、湯原町 10.8% （実施集落数４／

総農業集落数３７）、八束村 4.0%（同１／２５）、川上村 3.7%（同１／２７）の順となり、

湯原町は八束村を 6.8 ポイント、川上村を 7.1 ポイント上回っている。 

一方、集落として取り組まない集落シェアは、川上村 96.3% （不実施集落数２６／総農

業集落数２７）、八束村 96.0% （同２４／２５）、湯原町 89.2% （同３３／３７）の順と

なり、川上村は八束村を僅差ながら 0.3 ポイント、湯原町を 7.1 ポイント上回っている。

以上のように、農林漁業の体験を介した交流事業は、集落の事業としての取り組みが非常

に低調で、ある。 

② 産地直送を介した交流 

４か町村の全集落において行われているが、集落自体の事業として取り組んでいる集落

シェアは、川上村 85.2% （実施集落数２３／総農業集落数２７）、湯原町 48.6% （同１８

／３７）、八束村 48.0%（同１２／２５）、中和村 23.1% （同３／１３）の順となり、川

上村は湯原町を 36.5 ポイント、八束村を 37.1 ポイント、中和村を 62.0 ポイント上回って

いる。 

一方、集落として取り組まない集落シェアは、中和村 76.9% （不実施集落数１０／総農

業集落数１３）、八束村 52.0% （同１３／２５）、湯原町 51.4% （同１９／３７）、川上

村 14.8% （同４／２７）の順となり、中和村は八束村を 24.9 ポイント、湯原町を 25.5 ポ

イント、川上村を 62.1 ポイントも上回っている。 

③ 農山漁村留学受入れを介した交流 

４か町村の全集落とも取り組んでいない。 

④ 伝統芸能・工芸を介した交流 

中和村を除く３か町村の全集落で取り組んでいる。そうした集落のうち、集落自体の事

業として取り組んでいる集落シェアは、八束村 56.0% （実施集落数１４／総農業集落数２

５）、川上村 22.2%（同６／２７）、湯原町 19.0% （同７／３７）の順となり、八束村は

川上村を 33.8 ポイント、湯原町を 37.0 ポイント上回っている。 

一方、集落の事業として取り組まない集落シェアは、湯原町 81.0% （不実施集落数３０

／総農業集落数３７）、川上村 77.8% （同２１／２７）、八束村 44.0% （同１１／２５）

の順となり、湯原町は川上村を 3.2 ポイント、八束村を 37.0 ポイントも上回っている。 

⑤ 祭り等のイベントを介した交流 

４か町村の全集落で取り組んでおり、そうした集落のうち、集落自体の事業として取り

組んでいる集落シェアは、中和村 46.2% （実施集落数同６／総農業集落数１３）、湯原町

43.0% （同１６／３７）、川上村 37.0% （同１０／２７）、八束村 28.0% （同７／２５）

の順となり、中和村は湯原町を 3.0 ポイント、川上村を 9.2 ポイント、八束村を 18.2 ポ

イントも上回っている。 

一方、集落の事業として取り組まない集落シェアは、八束村 72.0% （不実施集落数１８

／総農業集落数２５）、川上村 63.0% （同１７／２７）、湯原町 56.8% （２１／３７）、

中和村 53.8% （同７／１３）の順となり、八束村は川上村を 9.0 ポイント、湯原町を 15.2

ポイント、中和村を 18.2 ポイント上回っている。 

⑥ まとめ 

以上で記述した平成１２年の時点において４か町村の農業集落が都市住民との交流事業

で果たしている状況のまとめとして、各種交流事業を実施している集落数割合及び集落事

業として取り組んでいる集落シェアを「農林漁業の体験」－「産地直送」－「農山漁村留

学」－「伝統芸能・工芸」－「祭り等のイベント」の順に、同シェアの概数（小数点以下

四捨五入）で列記すると以下のとおりで、０％は該当集落不在を示す。 

交流事業を実施している集落 

川上村：１００％－１００％－０％－１００％－１００％ 

八束村：１００％－１００％－０％－１００％－１００％ 

中和村：  ０％－１００％－０％－  ０％－１００％ 

湯原村：１００％－１００％－０％－１００％－１００％ 

上記事業を集落事業として取り組む集落 
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川上村：  ４％－ ８５％－０％－ ２２％－ ３７％ 

八束村：  ４％－ ４８％－０％－ ５６％－ ２８％ 

中和村：  ０％－ ２３％－０％－  ０％－ ４６％ 

湯原町： １１％－ ４９％－０％－ １９％－ ４３％ 

以上のように、４か町村の全集落が共通して取り組む交流事業は産地直送と祭り等のイ

ベントであり、さらに川上村、八束村、湯原町は農林業の体験と伝統芸能・工芸に全集落

が取り組み、中和村は該当集落不在となっている。 

これら交流事業に取り組む集落のなかで、集落自体の事業として取り組む集落シェアは

事業内容によって相違し、また同一事業内容でも町村間差異が認められる。農林業の体験

に取り組む集落シェアは１０％以下であり、産地直送、伝統芸能・工芸、祭り等のイベン

トは概ね２０～５０％の範囲となっている。 

以上の状況から、交流事業を実施している集落のうち農林漁業の体験等を介した交流事

業では９０％以上、産地直送、祭り・運動会等のイベントの企画・開催を介した交流事業

では５０～８０％の集落が、集落の枠組みを超えた何らかの組織によって活動していると

考えれる。 

（２）蒜山地域 

① 農林漁業の体験を介した交流 

この事業実施集落シェアは、蒜山地域 87.3% （実施集落数８９／総農業集落数１０２）、

真庭郡 61.1% （同２２８／３７３）、岡山県 75.3% （同 2,751/3,654 ）となり、蒜山地

域は岡山県を 12.0 ポイント、真庭郡を 26.2 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は

54.5% である
7)

。 

上記の実施集落のなかで、集落自体の事業として取り組んでいる集落シェア、蒜山地域

5.9%（取組集落数６／総農業集落数１０２）、真庭郡 3.2%（同１２／３７３）、岡山県 1.6%

（同６０／3,654 ）となっている。ちなみに全国平均は 2.1%である
7)

。 一方、集落とし

て事業に取り組まない集落シェアは、蒜山地域 81.4% （不取組集落数８３／総農業集落数

１０２）、真庭郡 57.9% （同２１６／３７３）、岡山県 73.6% （同 2,691 ／3,654 ）と

なり、蒜山地域は岡山県を 7.8 ポイント、真庭郡を 23.5 ポイントも上回っている。ちな

みに全国平均は 52.4% とである
7)

。 

② 産地直送を介した交流 

この事業は蒜山地域１０２集落、真庭郡３７３集落のすべてにおいて実施され、岡山県

では 93.5% の集落（実施集落数 3,418 ／総農業集落数 3,654 ）が実施している。ちなみ

に全国平均は 61.5% である
7)

。 

そうした集落のなかで、集落自体の事業として取り組んでいる集落シェア、蒜山地域

54.9% （取組集落数は５６／総農業集落数１０２）、真庭郡 35.7% （同１３３／３７３）、

岡山県 6.0%（同２１９/3,654）となり、蒜山地域は真庭郡を 19.2 ポイント、岡山県を 48.9

ポイントも上回っている。ちなみに全国平均は 4.4%である
7)

。 

一方、集落の事業として取り組まない集落シェアは、蒜山地域 45.1% （不取組集落数４

６／総農業集落数１０２）、真庭郡 64.3% （同２４０／３７３）、岡山県 87.5% （同 3,199 

／3,654 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 19.2 ポイント、岡山県を 42.4 ポイントも上回っ

ている。ちなみに全国平均は 57.1% である
7)

。 

③ 農林漁村留学受入れを介した交流 

本事業は蒜山地域と真庭郡には該当集落はなく、岡山県では 27.0% （実施集落数９８６

／総農業集落数 3,654 ）の集落で実施されている。ちなみに全国平均は 15.2% である
7)

。 

そうした集落のなかで、集落自体の事業として取り組んでいる集落シェアは 0.4%（取組

集落数１５／3,654 ）で、その全国平均は 0.4%である
7)

。 一方、集落の事業として取り

組まない集落シェアは 26.6% （同９７１／3,654 ）で、その全国平均は 14.7% である
7)

。 

④ 伝統芸能・工芸を介した交流 

本事業を実施している集落シェアは、蒜山地域 87.3% （実施集落数８９／総農業集落数

１０２）、真庭郡 89.2% （同３３３／３７３）、岡山県 75.1% （同 2,746 ／3,654 ）と

なり、蒜山地域は真庭郡を 1.9 ポイント下回り、反対に岡山県を 12.2 ポイント上回って
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いる。ちなみに全国平均は 42.9%である
7)

。 

そうした集落のなかで、集落自体の事業として取り組んでいる集落シェアは、蒜山地域

26.5% （取組集落数２７／総農業集落数１０２）、真庭郡 10.5% （同３９／３７３）、岡

山県 3.1%（同１１４／3,654 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 16.0 ポイント、岡山県を 23.4

ポイントも上回っている。ちなみに全国平均は 3.3%である
7)

。 

一方、集落の事業として取り組まない集落シェアは、蒜山地域 60.8% （不取組集落数６

２／総農業集落数１０２）、真庭郡 78.8% （同２９４／３７３）、岡山県 72.0% （同 2,632 

／3,654 ）となり、蒜山地域は岡山県を 11.2 ポイント、真庭郡を 18.0 ポイント下回って

いる。ちなみに全国平均は 39.6% である
7)

。 

⑤ 祭り等のイベントを介した交流 

この事業は蒜山地域１０２集落、真庭郡３７３集落のすべてで実施され、岡山県は総集

落数の 95.8% に当たる 3,500 集落で実施されている。ちなみに全国平均は 77.8% である

7)

。 

そうした集落のなかで、集落自体の事業として取り組んでいる集落の割合は、蒜山地域

38.2% （取組集落数２９／総農業集落数１０２）、真庭郡 38.3%（同１４３／３７３）、

岡山県 10.2% （同３７２／3,654 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.0 ポイント下回り、反

対に岡山県を 28.0 ポイント上回っている。ちなみに全国平均は 11.1% である
7)

。 一方、

集落の事業として取り組まない集落シェアは、蒜山地域 61.8% （不取組集落数６３／総農

業集落数１０２）、真庭郡 61.7% （同２３０／３７３）、岡山県 89.8% （同 3,281 ／3,654 ）

となり、蒜山地域は真庭郡を 0.1 ポイント上回り、反対に岡山県を 28.0 ポイント下回っ

ている。ちなみに全国平均は 66.7% である
7)

。 

⑥ まとめ 

以上で記述した平成１２年における都市住民との交流事業の状況のまとめとして、各種

交流事業の実施集落数割合及び集落自体の事業として取り組んでいる集落シェアを「農林

漁業の体験」－「産地直送」－「農山漁村留学」－「伝統芸能・工芸」－「祭り等のイベ

ント」の順に、同集落シェアの概数（小数点以下四捨五入）で列記すると以下のとおりで、

0.0%は 0.5%未満、０％は該当集落不在を示す。 

交流事業を実施している集落 

蒜山地域：８７％－１００％－ ０％－８７％－１００％ 

真庭郡：６１％－１００％－ ０％－８９％－１００％ 

岡山県：７５％－ ９４％－２７％－７５％－ ９６％ 

 全国：５５％－ ６２％－１５％－４３％－ ７８％ 

上記事業を集落の事業として取り組む集落 

蒜山地域： ６％－ ５５％－ ０％－２７％－ ３８％ 

真庭郡： ３％－  ６％－ 0.0%－ ３％－ １０％ 

岡山県： ２％－ ４９％－ ０％－ ３％－ １６％ 

 全国： ２％－  ４％－ ０％－ ３％－ １１％ 

以上の記述から、平成１２年の時点において蒜山地域の農業集落が都市住民との交流事

業に取り組んでいる状況は以下のように要約される。 

蒜山地域の全集落で産地直送と祭り等のイベント事業を実施し、農林漁業の体験と伝統

芸能・工芸事業に取り組んでいる集落は９０％近くを占め、農林漁村留学事業に取り組む

集落は皆無の状況である。一方、真庭郡と岡山県の場合も農山漁村留学を除くと類似の実

施状況であるが、蒜山地域における集落シェアをかなり下回る事業として、真庭郡におけ

る農林漁業の体験、岡山県における農林漁業の体験と伝統芸能・工芸等が挙げれる。一方、

岡山県では農林漁村留学への取り組みがみられる。 

上記した交流事業のうち、蒜山地域において集落自体として取り組んでいる集落シェア

は事業内容によって相違し、農林漁業体験は極めて低く１０％を大きく切り、産地直送は

最も高く５０％台半ば、伝統芸能・工芸と祭り等のイベントは３０～４０％程度弱となっ

ていが、これら事業の集落シェアは真庭郡及び岡山県を上回っている。 
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