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  第６章 農林業の変容 

 

第第第第１１１１節節節節 農家農家農家農家のののの動向動向動向動向 

 

わが国の農業は、事実上、世帯である農業事業体としての農家によって支えられている。

周知の通り農家とは、経営耕地面積が東日本で１０ａ以上、西日本では５ａ以上の農業を

営む世帯及び経営耕地面積がこの規定に達しないか、全くないものでも、農業センサス調

査期日前１年間における農産物総販売額が所定額以上（１９６０年農業センサスでは２万

円以上、６５年センサスでは３万円以上、７０年センサスでは５万円以上、７５年センサ

スでは７万円以上、８０年センサスでは１０万円以上、９０年以降のセンサスでは１５万

円以上）であった世帯と規定されている。 

戦後、わが国では昭和２１～２５年にいたる期間に、都市産業の崩壊、復員軍人、海外

引揚者の帰農、緊急開拓、入植政策等により農家数は著しく増加したが、その後の約１０

年間は余り変化をみなかった。しかし、昭和３０年代の高度経済成長期に入り、雇用機会

の拡大に伴い農家労働力の農外流出が起こり、その結果として農家数の減少が始まり、同

時に農家の兼業化が進行することとなった。 

本節は蒜山地域及び同地域構成４か町村、すなわち川上村、八束村、中和村、湯原町に

おける農家の昭和３５年～平成１２年の間における推移動向を表１～１１により記述した

ものであるが、農業センサスにおけ調査対象農家は昭和３５年～平成７年は総農家、平成

１２年は販売農家となり、専業農家及び兼業農家に関する統計数値については平成７年と

同１２年は厳密には連結しない。なお、比較のため同地域が所在する真庭郡及び岡山県に

おける同資料を付記する。 

 

第第第第１１１１項項項項 総農家数総農家数総農家数総農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の総農家数は、表１で示すように 2,437 戸を数え、平成１

２年には 1,390 戸に減少し、昭和３５年～平成１２年間の減少率は 43.0%となっている。

一方、真庭郡は昭和３５年の 9,366 戸から平成１２年の 5,882 戸へと 37.2%減少し、岡山

県では 172,533 戸から 90,053 戸へと 47.8%減少している。ちなみに全国における総農家数

の減少率は 48.5%となっている
1)

。 

以上の蒜山地域における総農家数の減少率は真庭郡を 5.8 ポイント上回り、反対に岡山

県を 4.8 ポイント、全国を 5.5 ポイント下回っている。なお、上記減少率は昭和年代に蒜

山地域 24.9%、真庭郡 19.6%、岡山県 25.9%、全国 27.7%
1)

、平成年代は蒜山地域 15.3%、

真庭郡 13.7%、岡山県 18.5%、全国 18.6%
1)

となり、いずれの減少率とも昭和年代の方が上

回り、また、両年代とも蒜山地域は真庭郡を上回り、反対に岡山県及び全国を下回ってい

る。 

上記した総農家数の昭和３５年以降平成１２年まで４０年間における減少率の推移過程

を５年刻みでみると、表２で示すように減少率の低下期と上昇期が反復している。その反

復パタ－ンは蒜山地域、真庭郡、岡山県とも概ね類似し、低下期は昭和４０～４５年、同

５０～５５年、同５５～６０年、平成２～７年となり、他の期間は上昇期に相当する。 

以上の低下期と上昇期の反復過程における減少率の最低は昭和４０～４５年の蒜山地域

3.9%、真庭郡 3.4%、岡山県 4.7%となり、最高は昭和６０年～平成２年の蒜山地域 10.3%、

真庭郡 9.5%、岡山県 13.6%となっている。 

次に蒜山地域の総農家数が真庭郡及び岡山県の総農家数に占める比率（対真庭郡比及び

対岡山県比）の推移状況を表１により記述すると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.0%となり、その後は低下基調で推移し、平成１２年に

23.6%となっている。一方、対岡山県比は昭和３５年に 1.41%となり、その後は上昇基調で

推移し、平成１２年に 1.54%となっている。 

以上の対真庭郡比が時系列的に低下し、反対に対岡山県比が上昇する様態は、蒜山地域
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における総農家数の減少率が真庭郡を上回り、反対に岡山県を下回っている反映であり、

昭和３５年を起点として蒜山地域における総農家数の真庭郡に占める地位は後退し、反対

に岡山県に対しては向上している。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５における総農家数は湯原町９１１戸（町村別構成比 37.4% ）、八束

村６８２戸（同 28.0% ）、川上村５７６戸（同 23.6% ）、中和村２６８戸（同 11.0% ）

の順になっている。 

同年以降、各町村の総農家数は概ね類似のパタ－ンで減少し、平成１２年に湯原町５１

６戸（同 37.1% ）、八束村３８０戸（同 27.3% ）、川上村３３６戸（同 24.2% ）、中和

村１５８戸（同 11.4% ）の順になっている。 

以上で記述した総農家数の昭和３５年～平成１２年間の減少率をみると、八束村 44.3% 、

湯原町 43.4% 、川上村 41.7% 、中和村 41.0% の順になっている。 

上記の総農家数の減少率を５年刻みで、その最低及び最高減少率の期間とその水準をみ

ると以下のとおりで、４か町村間に共通性はみられない。 川上村の最低減少率は昭和４

０～４５年 1.9%、最高は平成７～１２年 9.9%、八束村の最低減少率は昭和５０～５５年

3.8%、同４０～４５年 3.9%、最高は平成２～７年 12.4% 、中和村の最低減少率は昭和４０

～４５年 2.4%、最高は同６０年～平成２年 12.9% 、湯原町の最低減少率は昭和５５～６０

年 1.8%、最高は同６０年～平成２年 14.8% となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 専業農家数専業農家数専業農家数専業農家数のののの推移推移推移推移 

既述したように農業センサスは２０００年（平成１２）から専業農家数と兼業農家数の

調査対象農家を販売農家に限定している。ちなみに総農家は販売農家と自給農家を総称し、

販売農家とは商品生産を主たる目的として農業を営む経営耕地面積 30ａ以上または農産

物販売金額５０万円以上（１９９５年の時点）農家であり、この基準外の農家は自給農家

と呼ばれている。周知のように専業農家と兼業農家は、農家が保有する労働力の利用状態

によって分類されたものであり、専業農家とは世帯員に兼業従事者が１人もいない農家で

あり、兼業農家とは世帯員の中に１人以上の兼業者がいる農家である。 

蒜山地域と４か町村における専業農家数及び兼業農家数とその増減の推移は表１、２に

示すとおりである。上述したように専業、兼業別農家数は平成７年までは総農家、同１２

年は販売農家を対象とし、したがって平成１２年は同７年と厳密には時系列的に連結しな

い。そのため平成１２年は付記にとどめる。 

なお、参考までに平成１２年の販売農家数の総農家数に占める比率をみると、川上村

90.1% 、八束村 92.4% 、中和村 91.7% 、湯原町 78.1% 、そして蒜山地域 86.5% 、真庭郡

73.3% 、岡山県 69.7% 、全国 74.9% 
1)

となっている。 

１１１１ 専業農専業農専業農専業農家数家数家数家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における専業農家数は、昭和３５年に８９６戸を数え、その後は急速に減少し、

平成７年に２０４戸となり、その減少率は昭和３５年～平成７年間に 77.2% となっている。

一方、真庭郡および岡山県における専業農家数の減少率はそれぞれ 73.1% 、72.8% を示し、

蒜山地域を 4.1 ポイント、4.4 ポイント下回っている。ちなみに同農家数の減少率の全国

平均は 79.4% となっている
1)

。なお、上記減少率は昭和年代に蒜山地域 70.2% 、真庭郡

69.9% 、岡山県 72.6% 、全国 69.9% 
1)

、平成年代は蒜山地域 8.9%、真庭郡 1.5%、反対に

岡山県は 1.8%増となり、全国は 9.9%
1)

を記録している。 

上記した蒜山地域における専業農家数の減少率を５年刻みでみると、その上昇期と低下

期が反復し、上昇期の最高減少率は昭和４５～５０年 44.1% 、低下期の最低減少率は同５

０～５５年 3.3%となっている。なお、昭和５５～６０年に限り 0.8%の増加率を記録してい

る。 

真庭郡における５年刻み減少率の上昇・低下パタ－ンには蒜山地域とかなりの類似性が

みられ、その最低減少率は平成２～７年 1.5%、最高は昭和３５～４０年 38.5% となり、一

方、蒜山地域と相違するのは昭和５０～５５年と同５５～６０年の２期間における増加で、
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その増加率の最高は同５０～５５年の 10.4% となっている。 

岡山県の場合、上記の５年刻み推移パタ－ンは蒜山地域と多少相違し、昭和４５～５０

年までは近接した高減少率が続き、その最高減少率は同３５～４０年の 48.0% となり、以

上の期間以外における最低減少率は同６０年～平成２年の 2.5%となっている。一方、昭和

５０～５５年、同５５～６０年、平成２～７年の３期間は増加率を記録し、その最高は昭

和５０～５５年 14.2% 、最低は平成２～７年 1.8%となっている。 

次に蒜山地域における専業農家数の真庭郡および岡山県に占める比率（対真庭郡比及び

対岡山県比）を表１でみると、対真庭郡比は昭和３５年に 29.8% となり、その後上昇し、

同４５年に 40.4% とピ－クに達し、その後は漸次低下し、平成７年に 25.2%となっている。

一方、対岡山県比は昭和３５年に 1.45% を示し、対真庭郡比と同様に上昇し、同４５年に

2.52% とピ－クを迎え、その後は低下し、平成７年に 1.21% となっている。 

以上のように、蒜山地域における専業農家数の真庭郡及び岡山県における地位は、既述

した同農家数の増減の推移を反映し、昭和４５年までは向上し、その後は後退している。 

（２）４か町村 

表１で示すように昭和３５年における４か町村の専業農家数は、八束村３５７戸（町村

別構成比 39.8% 、川上村２７７戸（同 30.9% ）、湯原町１８０戸（同 20.1% ）、中和村

８２戸（同 9.2%）の順になっている。 

同年以降、各町村の専業農家数は経年的に減少基調で推移し、平成７年に湯原町７２戸

（同 35.3% ）、川上村６１戸（同 29.9% ）、八束村５７戸（同 27.9% ）、中和村１４戸

（同 6.9%）となり、昭和３５年～平成７年間の減少率は八束村 84.0% 、中和村 82.9% 、

川上村 78.0% 、湯原町 60.0% の順になっている。なお、平成１２年における同シェアは川

上村 33.3% 、湯原町 32.2% 、八束村 22.4% 、中和村 12.1% の順になっている。 

上述した各町村においける専業農家数の増減の推移を５年刻みでみると、表２で示すよ

うにその増減の期間には町村間差異がみられ、その増減率の最高と最低の期間をみると以

下のとおりである。 

減少率の最高と最低は、川上村ではそれぞれ昭和４５～５０年 48.6% 、同５５～６０年

17.5% 、八束村は同３５～４０年 46.2% 、平成２～７年 1.7%、中和村は昭和４０～４５年

63.0% 、同６０年～平成２年 33.3% 、湯原町は同４０～４５年 42.2% 、同３５～４０年

3.9%となっている。 

一方、増加期間は概ね昭和５０年以降にみられ、その期間には町村間差異がある。すな

わち、川上村は昭和５０～５５年 11.5% 、八束村は同５５～６０年 8.2%、中和村は平成２

～７年 40.0% 、昭和５５～６０年 25.0% 、同５０～５５年 9.1%、湯原町は同５５～６０

年 24.2% 、平成２～７年 1.4%となっている。 

２２２２ 専業農家数割合専業農家数割合専業農家数割合専業農家数割合のののの推移推移推移推移 

前述した専業農家数の総農家数（ただし平成１２年は販売農家数）に占める割合の推移

を５年刻みでみると表３に示すとおりである。 

（１） 蒜山地域 

昭和３５年に 36.8% となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同４０年に 26.6% 

と急激に縮小し、同５０年に 13.5% と２０％を切り、その後は１３～１４％台の範囲を上

下し、平成７年に 13.4% と最低になっている。なお、平成１２年に 14.5% を記録している。 

一方、真庭郡および岡山県においては昭和５０年まで縮小し、その後は拡大に転じてい

る。すなわち、真庭郡は昭和３５年に 32.1% となり、同４０年に 20.7% と急激に縮小し、

同４５年に 14.1% と１０％台に急落し、同５０年には 9.3%と最低に達し、その後は１０％

台を上昇し、平成７年に 12.7% となっている。なお、平成１２年に 13.7%を記録している。

岡山県の場合は昭和３５年に 35.8%となり、同４０年に 19.8% と急激に縮小し、同５０年

に 9.3%と１０％台を割り込み、その後は１０％台を上昇し、同６０年に 13.2% 、平成７年

に 16.8% となっている。なお、平成１２年に 19.2% を記録している。ちなみに全国におけ

る上記農家シェアは昭和３５年 34.3% 、平成７年 12.4% 、同１２年 13.7% となっている

1)

。 

上記したように、蒜山地域の専業農家シェアは真庭郡と比べて各時点において上回り、
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その較差は昭和３５年に 4.7 ポイント、同４５年には 8.5 ポイントと最大になり、その後

は経年的に縮小し、平成年代に入ると極僅差となり、同７年には 0.7 ポイントとなってい

る。 

一方、岡山県に比べると昭和６０年まで上回り、その較差は昭和３５年に 1.0 ポイント、

同４５年には 10.0 ポイントと最大に達し、その後は急速な縮小に転じ、同６０年に 1.4 

ポイントとなり、平成２年以降は岡山県の方が上回り、その較差は同２年に 1.2 ポイント、

同７年には 3.4 ポイントとなっている。 

（２） ４か町村 

各町村の専業農家シェアは、表３で示すように昭和３５年に八束村 52.3% 、川上村

48.1% 、中和村 30.6% 、湯原町 19.8% の順になっている。 

同年以降、上記農家シェアは川上村を除く３か町村では概ね蒜山地域と類似のパタ－ン

で推移している。すなわち、昭和５０年まで急速に縮小し、その後は極僅差ながら拡大基

調に転じ、その過程において中和村と湯原町は同５０年、八束村は同５５年に最低となっ

ている。一方、川上村は昭和４０年に急激に縮小し、同４５年には拡大し、同５０年に再

び急激な縮小に転じ、同５５年に幾分拡大した後は経年的に縮小し、平成７年に最低とな

っている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に川上村 16.4% 、八束村 13.7% 、湯原町 13.0% 、

中和村 7.8%の順になっている。なお、平成１２年には川上村 19.1% 、中和村 14.5% 、湯

原町 13.9% 、八束村 11.1% と記録されている。 

上述した各町村における農家シェアの推移過程における町村間の関係をみると以下のよ

うである。 

川上村の農家シェアは八束村とともに昭和３５年には他の２か町村を大幅に上回り、そ

のなかで八束村とは同４０年まで近接し、その後は川上村の方が超大幅に上回りながら縮

小基調で推移している。八束村は昭和５５年に向け縮小する過程で湯原町と中和村に接近

し、とくに湯原町には極僅差で近接しながら両町村を上回っている。中和村は昭和３５年

に湯原町をかなり上回り、同４０年には相互に接近し、同４５年以降は湯原町の方がかな

り上回っている。なお、川上村は昭和６０年以降急速に縮小し、一方、他の３か町村は僅

差ながら拡大基調で推移し、その結果として平成７年には４か町間較差は著しく縮まって

いる。 

次に上記した平成７年における各町村の専業農家シェアの昭和３５年に対する縮小の比

率をみると、中和村 74.5% 、八束村 73.5% 、川上村 65.9% 、湯原町 34.3% の順になって

いる。 

 

第第第第３３３３項項項項 男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数のののの推移推移推移推移 

１９７５年農業センサスは初めて専業農家のうちから「男子生産年齢人口のいる世帯」

を区分している。それは男子生産年齢人口のいる世帯と同年齢人口のいない世帯では農業

経営内容に著しい違いが生じるためである。なお、男子生産年齢とは１６～６４歳をいい、

平成７年からは１５～６４歳に変更している。 

１１１１ 男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における男子生産年齢人口農家数は、表１で示すように専業農家数と同様に時

系列的に減少している。すなわち、昭和５０年に１９５戸を数え、その後は１００戸台を

下降し、平成７年に８５戸となっている。なお、平成１２年は５７戸を記録している。 

以上の農家数の昭和５０年～平成７年間の減少率は表２に示すように 56.4%となってい

る。一方、真庭郡における上記期間の減少率は 56.2% 、岡山県は 40.5% を示し、蒜山地域

は真庭郡を 0.2 ポイント、岡山県を 15.9 ポイント上回り、同地域の減少速度は岡山県と

比べて極めて速い。ちなみに全国の減少率は 46.5% となっている
1)

。 

なお、上記減少率は昭和年代に蒜山地域 13.8% 、真庭郡 6.9%、岡山県 0.6%、全国 13.2% 

1)

、平成年代は蒜山地域 24.1% 、真庭郡 33.6% 、岡山県 30.2% 、全国 37%.2%
1)

となり、

いずれの減少率とも平成年代の方が上回り、また、蒜山地域は昭和年代には真庭郡及び岡



- 203 - 

山県を上回り、反対に平成年代には下回っている。 

上記した男子年齢人口農家数の増減率を５年刻みでみると、蒜山地域は昭和５０～５５

年に 1.5%の増加率を記録し、その後は減少に転じ、その減少率の最高は昭和６０年～平成

２年の 33.3% 、最低は昭和５５～６０年の 15.2%と なっている。 

一方、真庭郡及び岡山県は蒜山地域と同様に昭和５０～５５年にそれぞれ 0.9%、2.0%の

増加となり、他の期間は減少し、その減少率の最高は蒜山地域と異なり真庭郡及び岡山県

とも平成２～７年で、それぞれ 33.6% 、30.2% 、その最低は蒜山地域と同様に昭和５５～

６０年で、それぞれ 7.8%、2.5%となっている。 

次に蒜山地域における男子生産年齢人口農家数の真庭郡および岡山県に占める割合（対

真庭郡比及び対岡山県比）をみると、表１に示すとおりである。 

対真庭郡比は昭和５０年に 43.6%となり、同５５年までは変化なく、その後は低下基調

で推移し、平成２年に 38.0% と最低値を記録し、同７年には昭和５０年の水準に近い 43.4%

に戻っている。なお、平成１２年は 41.2% となっている。 

対岡山県比は対真庭郡比と概ね類似のパタ－ンで推移している。すなわち、昭和５０年

に 2.94% となり、その後は 2.00% 台を下降し、平成２年に 1.98% と最低に達し、同７年

には昭和６０年の水準に近い 2.51% に上昇している。しかし、対真庭郡比のように昭和５

０年の水準に回復していない。なお、平成１２年は 1.86% となっいる。 

以上のように、昭和５０年を起点として、蒜山地域における男子生産年齢人口農家数の

真庭郡及び岡山県に占める地位は平成２年まで経年的に後退し、その後は向上に転じ、真

庭郡に対しては昭和５０年の水準に回復し、岡山県に対してはその水準を下回っている。 

（２） ４か町村 

上記した蒜山地域における男子生産年齢人口農家数の推移動向を町村別にみると表１、

２のとおりである。 

昭和５０年における同農家数は川上村９９戸（町村別構成比 50.8% ）、八束村６０戸（同

30.8% ）、湯原町３４戸（同 17.4% ）、中和村２戸（同 1.0%）の順になっている。 

同年以降、同農家数は中和村を除き経年的に減少し、一方、中和村は昭和５５年に急増

し、ピ－クに達し、その後は急速に減少し、平成２年に昭和５０年の最低水準となり、平

成７年に極僅差ながら増加している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に八束村３６戸（同 42.4% ）、川上村２９戸（同

34.1% ）、湯原町１７戸（同 20.0% ）、中和村３戸（同 3.5%）の順になっている。なお、

平成１２年には八束村２１戸（同 36.8% ）、川上村１９戸（同 33.3% ）、湯原町１２戸（同

21.1%）、中和村５戸（同 8.8% ）の順になっている。 

上述した各町村の同農家数の昭和５０年～平成７年間の増減率をみると、減少率は川上

村 70.7% 、湯原町 50.0% 、八束村 40.0% となり、反対に中和村は 50.0% の増加となって

いる。 

以上の増減率の推移を５年刻みでみると、減少率の最高値と最低値の期間とそれらの水

準には以下のように町村間差異がみられる。川上村は平成２～７年 45.3% 、昭和５５～６

０年 23.8% 、八束村は同６０年～平成２年 29.8% 、昭和５０～５５年 26.7% 、中和村は

同６０年～平成２年 71.4% 、昭和５５～６０年 30.0% 、湯原町は同６０年～平成２年

29.4% 、昭和５５～６０年 12.8% となっている。 

一方、増加率の最高と最低の期間とそれらの水準をみると、中和村は昭和５０～５５年

400.0%、平成２～７年 50.0% 、八束村は平成２～７年 9.1%、昭和５５～６０年 6.8%、川

上村と湯原町はともに昭和５０～５５年に限り増加し、それぞれ 6.1%、14.7% となってい

る。 

２２２２ 男子生産年齢人口農家数割合男子生産年齢人口農家数割合男子生産年齢人口農家数割合男子生産年齢人口農家数割合のののの推移推移推移推移 

上述の男子生産年齢人口農家数の総農家数（平成１２年は販売農家数）に占める割合は、

表３に示すとおりである。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域は昭和５０年に 9.6%を示し、同５５年に 10.3% のピ－クを迎え、その後は急速

に縮小し、平成７年に 5.6%となっている。 



- 204 - 

一方、真庭郡は昭和５０年に 5.5%となり、同５５年は横ばい状態となり、その後は蒜山

地域と同様に縮小し、平成７年に 3.1%となっている。岡山県の場合は、蒜山地域や真庭郡

とは多少異なるパタ－ンで推移し、昭和５０年に 4.7%となり、その後、平成２年まで 5.0%

程度で推移し、その後は縮小し、平成７年に 3.9%となっている。なお、平成１２年には蒜

山地域 4.7%、真庭郡 2.8%、岡山県 4.2%を記録している。ちなみに全国における同農家シ

ェアは昭和３５年 9.0%、平成７年 7.0%、同１２年 6.4%となっている
1)

。 

上記した蒜山地域の同農家シェアを真庭郡及び岡山県と比較すると、昭和５５年まで５

ポイント程度上回り、その較差は経年的に縮小し、平成７年には真庭郡を 2.5 ポイント、

岡山県を 1.7 ポイント上回っている。なお、平成１２年には蒜山地域は真庭郡を 1.3 ポイ

ント上回り、反対に岡山県を 0.1 ポイント下回っている。 

次に上記した平成７年における男子生産年齢人口農家シェアの昭和５０年に対する縮小

の比率をみると、蒜山地域 41.7% 、真庭郡 43.6% 、岡山県 17.0% の順になり、蒜山地域

における同農家シェアの縮小率は真庭郡を 1.9 ポイント下回っている。しかし、反対に岡

山県を 24.7 ポイント上回り、蒜山地域における同農家シェアの縮小の厳しさがうかがえ

る。 

（２） ４か町村 

昭和５０年における男子生産年齢人口農家シェアは、川上村 20.0% 、八束村 10.4% 、湯

原町 4.6%、中和村 0.9%の順になっている。 

同年以降、上記農家シェアの推移パタ－ンには町村間差異がみられる。すなわち、川上

村と湯原町は同農家シェアに大きな較差があるものの、両者は前述の蒜山地域のパタ－ン

と同様に昭和５５年にピ－クを迎え、その後は急速に縮小している。中和村もまた昭和５

５年にピ－クを迎えた後は平成２年に向けて急激に縮小し、その後は再び拡大に転じてい

る。一方、八束村は僅差ながら拡大と縮小を頻繁に繰り返している。 

以上の経過のもとで、平成７年に八束村 8.7%、川上村 7.7%、湯原町 3.1%、中和村 1.7%

の順になっている。なお、平成１２年には川上村 6.3%、八束村 6.0%、中和村 3.4%、湯原

町 3.0%を記録している。 

 

第第第第４４４４項項項項 兼業農家数兼業農家数兼業農家数兼業農家数のののの推移推移推移推移 

周知のように農業センサスは農家の兼業化に関し様々な側面からアプロ－チし、関係資

料を公表しているが、その表示に関する用語の説明とそのねらいを参考までに以下に記述

する。 

兼業農家とは、既述したように世帯員中に兼業従事者が１人以上いる農家である。この

場合の兼業従事者とは、１６歳以上（１９９５年農業センサス以降は１５歳以上）世帯員

のうち、センサス調査期日前１年間に３０日以上の雇われ兼業に従事した者（１９６０年

センサスにはこの規定はない）および年間の販売金額が１９６０年センサスでは１万円以

上、１９６５年センサスでは２万円以上、１９７０年センサスでは３万円以上、１９７５

年センサスでは５万円以上、１９８０年センサスでは７万円以上、１９８５年、９０年セ

ンサスでは１０万円以上、１９９５年センサス以降は１５万円以上ある農業以外の自営業

に従事した者のことである。 

兼業農家はさらに、その家の家計が主として農業所得に依存している第１種兼業農家と、

農業以外の兼業所得に依存している第２種兼業農家に区分される。 

また、兼業化が広範囲に進展する背景のもとで、その実態を明らかにするため１９８０

年農業センサスから、兼業農家世帯主の農業専従状態を基準として、兼業農家のうちから

世帯主農業専従農家を区分している。この場合の農業専従農家とは、センサス調査期日前

１年間に農業に１５０日以上従事した世帯主のいる農家をいう。さらにまた、農家兼業に

は、経済的に安定した兼業種の選択傾向がみられる。そうした雇用兼業農家（雇われ兼業

農家）は恒常的勤務農家（決まった勤務先に事務員、工員などとして勤める世帯主のいる

農家）、出稼ぎ農家（通勤できないため自宅以外の場所に寝泊まりし、臨時的に雇われて

働く世帯主のいる農家）、日雇・臨時雇農家（通勤で臨時的に雇われて働く世帯主のいる

農家）に３区分される。他方、雇用兼業農家以外に自営兼業農家があり、その業種は林業，



- 205 - 

漁業、その他である。 

なお、農業センサスにおける兼業農家調査は、既述のとおり平成７年まで総農家を対象

とし、同１２年は販売農家を対象としている。 

本項では表１、２、３の統計資料により、蒜山地域４か町村における兼業農家の推移動

向について記述し、さらに比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

１１１１．．．．兼業農家数兼業農家数兼業農家数兼業農家数のののの増減増減増減増減 

１１１１－－－－１１１１ 第第第第１１１１種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における第１種兼業農家数は、表１で示すように昭和３５年に９７０戸を数え、

同４０年には 1,037 戸に急増し、その後は減少に転じ、同４５年に９６２戸、同５０年に

は６４５戸に急減し、さらに同５５年には５００戸台に下降し、その後も一貫して減少を

続け、平成２年に３２８戸と３００戸台に下落し、同７年には２８９戸となっている。な

お、平成１２年には１７４戸を記録している。 

上記した農家数の昭和３５年～平成７年間における減少率は 70.2% となっている。一方、

真庭郡および岡山県における同農家数の減少率はそれぞれ 85.1% 、84.5% となり、蒜山地

域と比べて真庭郡は 14.9 ポイント、岡山県は 14.3 ポイント下回っている。 

以上のように、蒜山地域における第１種兼業農家数の減少率は真庭郡および岡山県を大

幅に下回り、同地域の上記農家数の減少速度が緩慢である事情がうかがえる。ちなみに全

国における同農家数の減少率は 75.5% となっている
1)

。 

上記減少率は昭和年代に蒜山地域 53.7%、真庭郡 78.6% 、岡山県 79.0% 、全国 61.9% 
1)

、

平成年代に蒜山地域 11.9% 、真庭郡 7.6%、全国 32.8% 
1)

、反対に岡山県は 27.3% 増とな

り、いずれの減少率とも昭和年代の方が上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における第１種兼業農家数の増減の推移を５年刻みで追跡する

と、表２で示すように大半の期間で減少し、その減少率の最高と最低の期間はそれぞれ昭

和４５～５０年 32.9% 、平成２～７年 11.9% となっている。なお、昭和３５～４０年は

6.9%の増加率を示している。 

一方、真庭郡および岡山県における同農家数の増減の推移をみると、真庭郡は各期間で

減少し、岡山県は蒜山地域と同様に大半の期間が減少となり、その数値は蒜山地域の方が

常に下回っている。以上の減少率の最高と最低を示すと、真庭郡はそれぞれ昭和４５～５

０年 52.8% 、同３５～４０年 4.2%となり、岡山県はそれぞれ昭和４５～５０年 47.2% 、

同４０～４５年 23.2% となっている。なお、岡山県は昭和３５～４０年に 0.6%の増加率を

記録し、蒜山地域の増加率を 6.3 ポイントも下回っている。 

次に上述した蒜山地域における第１種兼業農家数の真庭郡および岡山県に占める割合

（対真庭郡比及び対岡山県比）を表１でみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 22.3%を示し、その後は急激に上昇し、同５０年に 43.9% と

なり、その後は緩やかな上昇に転じ、同６０年に 48.4% とピ－クに達し、その後は緩やか

な下降を続け、平成７年に 44.7% となっている。なお、平成１２年には 53.4% を記録して

いる。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.62%となり、その後は対真庭郡比と多少異なるパタ－ンで

推移している。すなわち、平成２年まで直線的に上昇し、4.50% とピ－クに達した後は急

落し、同７年に 3.11% となっている。なお、平成１２年には 3.91% を記録している。 

以上のように、昭和３５年を起点として、蒜山地域における第１種兼業農家数の真庭郡

及び岡山県に占める割合は時系列的に上昇し、その過程において同６０年あるいは平成２

年に最高に達し、その後下降し、昭和５０年あるいは同５５年の水準に近接している。こ

のようは様態は、蒜山地域における同農家数の減少率が真庭郡及び岡山県を大幅に下回っ

ている帰結である。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における第１種兼業農家数は、表１に示すように湯原町４６１戸（町村別構

成比 47.5% ）、八束村１９１戸（同 19.7% ）、川上村１６９戸（同 17.4% ）、中和村１

４９戸（同 15.4% ）の順になっている。 
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同年以降、川上村と八束村は同４０年に急増し最高に達し、その後は急速な減少基調で

推移し、中和村は同４５年まで緩やかに増加し、同５０年に急激に減少し、その後は緩や

かな減少基調で推移し、これら３か町村は平成７年に最低となっている。一方、湯原町は

一貫して急速に減少し、平成２年に最低となっている。 以上の推移経過のもとで、平成

７年に八束村１０５戸（同 36.3% ）、川上村９５戸（同 32.9% ）、湯原町６３戸（同 21.8% ）、

中和村２６戸（同 9.0%）の順になっている。なお、平成１２年の同農家数は八束村８０戸

（同 46.0% ）、川上村５８戸（同 33.3% ）、湯原町２３戸（同 13.2% ）、中和村１３戸

（同 7.5%）となっている。 

上記した第１種兼業農家数の昭和３５年～平成７年間の減少率は湯原町 86.3% 、中和村

82.6% 、八束村 45.0% 、川上村 43.8%の順になり、以上の減少率水準の高低により４か町

村は湯原町・中和村の８０％台と八束村・川上村の４０％台に２分される。 

上述した４か町村における第１種兼業農家数の昭和３５年～平成７年間の増減の推移を

５年刻みでみると表２で示すとおりである。 

すなわち各町村において増加期が出現し、その期間と増加率の高低をみると、川上村は

昭和３５～４０年 18.3% と同４５～５０年 8.0%、八束村は同３５～４０年 49.7% と同５

０～５５年の 4.5%、湯原町は平成２～７年のみ 18.9%となっている。中和村では幾分頻繁

に出現し、その期間は昭和４５～５０年、同５０～５５年及び同６０年～平成２年を除く

４期間で、その増加率の最高は平成２～７年 8.3%、最低は同３５～４０年 0.7%となってい

る。 

一方、減少期における最高の減少率は川上村では昭和４０～４５年 25.0% 、八束村は同

４５～５０年 26.3% 、中和村は同４５～５０年 66.2% 、湯原町は同６０～平成２年 56.6%

となり、その最低は川上村では昭和６０年～平成２年 5.0%、八束村は昭和４０～４５年

4.2%  、中和村は同５０～５５年 37.7% 、湯原町は同４０～４５年 5.0%となっている。 

以上のように、第１種兼業農家数の昭和３５年～平成７年間における５年刻み増減の出

現期とその水準には町村間差異がみられ、とくに湯原町はほとんど各期間において減少し、

また、中和村と湯原町の減少率は川上村、八束村と比べて高くなっている。 

１１１１－－－－２２２２ 第第第第２２２２種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における第２種兼業農家数は、表１で示すように昭和３５年に５７１戸を数え、

その後は増加基調で推移し、昭和５０年には 1,113 戸と１,000 戸台に乗り、同５５年に

1,137 戸とピ－クに達し、その後は 1,000 戸台を下降し、平成７年に 1,028 戸となってい

る。なお、平成１２年は８５４戸となっている。 

上記の第２種兼業農家数の推移過程を前記の第１種兼業農家数の場合と比較すると、両

者は相反するパタ－ンで推移している。すなわち、第１種兼業農家数はほぼ一貫して減少

し、第２種兼業農家数は昭和５５年まで増加し、その後は平成７年まで極めて緩やかに減

少している。以上の推移パタ－ンのもとで、昭和３５年に第１種兼業農家数の方が３９９

戸上回っているが、同５０年には両者の農家数は逆転し、第２種兼業農家数の方が４６８

戸上回り、その後両者間の較差は概ね時系列的に拡大し、その較差は同６０年に６６４戸、

平成２年には７６１戸となり、同７年には７３９戸となっている。 

上記した第２種兼業農家数の昭和３５年～平成７年間の増加率は 80.0% となっている。

一方、真庭郡における同農家数の増加率は 144.6%、岡山県の場合は 45.6% となっている。

ちなみに全国における同農家数は減少し、その減少率 11.2% となっている
1)

。 

既述したように蒜山地域における第１種兼業農家数は昭和３５年～平成７年間に減少

し、その減少率は蒜山地域が真庭郡および岡山県をそれぞれ 14.9、14.3 ポイント程度下回

っている。これに対し第２種兼業農家数は上記期間に増加し、蒜山地域の増加率は真庭郡

を 64.6 ポイント下回り、反対に岡山県を 34.4 ポイント上回っている。以上のように蒜山

地域における第１種兼業農家数の減少速度は真庭郡及び岡山県に比べて遅く、反対に第２

種兼業農家数の増加速度は真庭郡より著しく遅く、岡山県よりかなり速くなっている。 

上記した第２種兼業農家数は昭和年代に増加し、その増加率は蒜山地域 94.9% 、真庭郡

182.2%、岡山県 93.1% 、全国 53.2% 
1)

となり、反対に平成年代は減少し、その減少率は蒜
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山地域 5.6%、真庭郡 6.8%、岡山県 14.4% 、全国 12.7% 
1)

となっている。 

上記した蒜山地域における同農家数の増減の推移を５年刻みでみると、表２で示すよう

に昭和５５年を境として、前半（昭和３５～５５年）は増加の期間が反復し、後半（同５

５年～平成７年）は減少率の期間が繰り返されている。その前半における増加率の顕著な

上昇は昭和４５～５０年に現れ、その数値は 54.6% を示しており、後半における減少率の

緩やかな下降過程で、最高の減少率は平成２～７年の 5.6%となっている。 

一方、真庭郡は蒜山地域と同様に昭和５５年を境に、岡山県は同５０年を境にして、そ

の前半は増加、後半は減少の期間が反復している。そのような増減過程において、真庭郡

は前半の増加期の中で昭和４０～４５年に最高 47.8% を記録し、後半における減少率の最

高は同６０年～平成２年の 7.0%となっている。岡山県の場合は前半の増加期の中で昭和３

５～４０年に最高 36.3% を示し、後半における減少率の最高は平成２～７年の 14.4% とな

っている。 

次に蒜山地域における第２種兼業農家数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比

及び対岡山県比）を表１でみると以下のようである。 

対真庭郡比及び対岡山県比の推移パタ－ンは、第１種兼業農家数の場合にみられる昭和

５０年までの急激な上昇、その後の横ばい状態と異なり、同４５年まで低下し、その後は

上昇を続けている。 

すなわち、対真庭郡比は昭和３５年に 28.3% を示し、その後低下し、同４５年に 16.8% 

と最低値を記録した後は緩やかな上昇に転じ、同５５年に 19.3% 、平成２年には 20.7% 

と 20.0% 台に乗り、同７年には 20.8% と横ばい状態となっている。なお、平成１２年には

25.2% を記録している。以上の対真庭郡比は、第１種兼業農家数の場合と比較して、昭和

３５年に 6.0 ポイント上回っているが、同４０年には逆転し、同４５年に 14.1 ポイント

下回り、その較差は時系列的に拡大している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.12%となり、その後低下し、同４０年には 0.89% に急落し、

同４５年に 0.81%と最低を記録し、その後は緩やかな上昇に転じ、同５０年に 1.06% 、同

５５～６０年の両時点は共に 1.11% 、平成２年に 1.26% 、同７年には 1.39% と最高に達

している。なお、平成１２年は 1.85% を記録している。以上の対岡山県比は、第１種兼業

農家数の場合と比較して常に下回り、両者間の較差は時系列的に拡大している。 

以上で記述したように、昭和３５年を起点として、蒜山地域における第２種兼業農家数

の真庭郡に占める割合は同４５年まで縮小し、その後は拡大しているが、平成７年には昭

和３５年の水準の７０％程度に後退している。一方、岡山県に占める割合は昭和４５年ま

で縮小し、その後は時系列的に拡大し、平成７年には昭和３５年の時点を僅差ながら上回

っている。このような様態は既述した蒜山地域の同農家数の増加率が真庭郡を大幅に下回

り、岡山県を僅差ながら上回っていることに起因する。 

（２）４か町村 

昭和３５年における第２種兼業農家数は、表１で示すように湯原町２７０戸（町村別構

成比 47.2% ）、八束村１３４戸（同 23.5% ）、川上村１３０戸（同 22.8% ）、中和村３

７戸（同 6.5%）の順になっている。 

同年以降、これら農家数の推移パタ－ンには各町村間に類似性があり、とくに川上村と

八束村は近似し、両村は昭和５０年まで急増し、その後はおおむね減少基調で推移してい

る。中和村は昭和４５年まで緩やかに増加し、その後は急増し、同５５年に最高に達し、

その後は比較的緩やかな減少に転じている。湯原町は昭和４０年に幾分減少し、その後は

急増し、同５５～６０年に最高に達し、その後は急落している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町４１８戸（同 40.7% ）、八束村２５４戸（同

24.7% ）、川上村２１７戸（同 21.1% ）、中和村１３９戸（同 13.5% ）の順になっている。

なお、平成１２年の同農家数は湯原町３２４戸（同 37.9% ）、八束村２３２戸（同 27.2% ）、

川上村１８７戸（同 21.9% ）、中和村１１１戸（同 13.0% ）の順になっている。 

以上で記述した各町村における農家数の昭和３５年～平成７年間の増加率は、中和村

275.7%、八束村 89.6% 、川上村 66.9% 、湯原町 54.8% の順になっている。 

上記した農家数の増減の推移を５年刻みでみると、表２で示すように川上村と八束村は
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昭和５０年まで、中和村と湯原町は同５５年までの各期間は増加し、その後の期間は各町

村とも減少に転じている。 

以上の推移過程において、最高の増加率を示した期間は各町村とも昭和４５～５０年で、

その数値は中和村 157.1%、八束村 52.3% 、湯原町 42.8% 、川上村 39.5% の順になり、そ

の最低は八束村と川上村は同４０～４５年で、それぞれ 18.1% 、1.9%、湯原町と中和村は

同５０～５５年で、それぞれ 9.7%、6.8%となっている。 

一方、減少率の最高は川上村、湯原町、八束村は平成２～７年で、それぞれ 11.3% 、10.1% 、

9.3%、中和村は昭和５５～６０年に 11.0% 、その最低は川上村、湯原町、中和村は同６０

年～平成２年に、それぞれ 4.9%、4.5%、3.2%、八束村は昭和５０～５５年に 2.8%となって

いる。 

２２２２ 兼業農家数割合兼業農家数割合兼業農家数割合兼業農家数割合のののの推移推移推移推移 

 以上で記述した蒜山地域と４か町村における第１種及び第２種兼業農家数の総農家数

（平成１２年は販売農家数）に占める割合の推移について表３により記述する。なお比較

のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

２２２２－－－－１１１１ 第第第第１１１１種兼業農家種兼業農家種兼業農家種兼業農家 

（１）蒜山地域 

蒜山地域における第１種兼業農家数割合は昭和３５年に 39.8% となり、同４０年に最高

に達し、その後は縮小に転じている。すなわち、昭和４０年に 45.9% となり、その後は比

較的急速に縮小し、同５０年に 31.7% と３０％台に下落し、同５５年には 27.2% と３０％

を割込み、その後は２０％台を下降し、平成２年に 20.0% となり、同７年には 19.0% と最

低を記録している。なお、平成１２年には 14.5% と記録されている。ちなみに全国におけ

る上記農家数割合は昭和３５年 33.6% 、平成７年 14.5% 、同１２年 11.2% となっている

1)

。 

一方、真庭郡および岡山県の同農家シェアは蒜山地域と類似の縮小パタ－ンで推移して

いる。 

すなわち、真庭郡は昭和３５年に 46.4% となり、同４０年には 46.8%と横ばい状態にな

り、その後は急速に縮小し、同４５年に 36.1% と３０％台に下落し、同５０年には 18.1% 

と急激に１０％台に落ち、その後は１０％台を下降し、平成７年に 10.1% の最低を記録し

ている。 

岡山県の場合は昭和３５年に 34.7% となり、同４０年には 37.2% に拡大し、同５０年に

は 17.1% と急激に縮小し、１０％台に乗り、同６０年には 9.8%と１０％を割り込み、平成

２年に 6.6%の最低を記録し、同７年には 9.2%となっている。なお、平成１２年には真庭郡

は 7.6%、岡山県は 7.1%を記録している。 

上述した蒜山地域における同農家シェアは、真庭郡と比べて昭和３５年と同４０年に下

回り、その較差はそれぞれ 6.6 ポイント、0.9 ポイントとなり、反対に同４５年以降は上

回り、その較差は同年 8.2 ポイント、同５０年 13.6 ポイント、同６０年 12.3 ポイント、

平成７年 8.9 ポイントとなっている。一方、岡山県に比べると、蒜山地域は全時点におい

て上回り、その較差は昭和３５年 5.1 ポイント、同４０年 8.7 ポイント、同５０年 14.6

ポイント、同６０年 14.8 ポイントと時系列的に拡大し、平成７年は 8.8 ポイントに縮小

している。 

以上のように、蒜山地域の農家シェアは真庭郡に比べると昭和４５年以降、岡山県に比

べると同３５年以降に著しく高くなっている。 

次に上記した平成７年における農家シェアの昭和３５年に対する縮小の比率をみると、

蒜山地域 52.3%、真庭郡 78.2% 、岡山県 73.5%、全国 56.8% 
1)

となり、蒜山地域は真庭郡

を 25.9 ポイント、岡山県を 21.2 ポイント下回っている。 

（２）４か町村 

昭和３５年における各町村の第１種兼業農家割合は、表３で示すように中和村 55.6% 、

湯原町 50.6% 、川上村 29.3% 、八束村 28.0%の順になっている。 

同年以降、川上村と八束村の同農家シェアは昭和４０年に最高に達し、その後は緩やか

な縮小基調で推移し、平成７年に最低となっている。中和村は昭和４５年にピ－クを迎え、
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同５５年に向けて急速に縮小し、その後は緩やかに縮小し、湯原町は同４５年まで緩やか

に縮小し、その後は急速な縮小に転じ、両町村とも平成２年に最低となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に川上村 25.5% 、八束村 25.2% 、中和村 14.5% 、

湯原町 11.4% の順になっている。なお、平成１２年は八束村 22.8% 、川上村 19.1% 、中

和村 9.0%、湯原町 5.7%を記録している。 

上記した平成７年における農家シェアの昭和３５年に対する縮小の比率をみると、湯原

町 77.5% 、中和村 73.9% 、川上村 13.0% 、八束村 10.0% の順になっている。 

以上に記述した４か町村における農家シェアをその水準によって類別すると、川上村・

八束村と中和村・湯原町の２グル－プに分けられ、両グル－プの農家シェアをみると、昭

和３５年は川上村・八束村の２０％台後半、中和村・湯原町の５０％台前半となり、平成

７年は川上村・八束村の２０％前後、中和村・湯原町の１０％以下となっている。 

２２２２－－－－２２２２ 第第第第２２２２種兼業農家種兼業農家種兼業農家種兼業農家 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における第２種兼業農家数割合は、表３で示すように昭和３５年に 23.4%とな

り、同年以降の推移パタ－ンは第１種兼業農家の場合と異なり、時系列的に拡大し、とく

に同５０年にかけて急激に拡大し、その後は緩やかな拡大に転じている。 

すなわち、昭和４５年に 33.1% と３０％台に乗り、同５０年には 54.8%にと拡大し、同

６０年に 60.8% と６０％台に達し、平成７年に 67.6% となっている。なお、平成１２年に

は 71.0% を記録している。ちなみに全国における上記農家シェアは昭和３５年 32.1% 、平

成７年 50.1%、同１２年 50.0% となっている
1)

。 

一方、真庭郡及び岡山県における同農家シェアは蒜山地域と類似の拡大パタ－ンで推移

している。 

すなわち、真庭郡は昭和３５年に 21.5% となり、その後急激に拡大し、同５０年に 72.6% 

と７０％台に達し、その後は７０％台を上昇し、平成７年に 77.2% となっている。なお、

平成１２年には 78.7% を記録している。 

岡山県の場合は昭和３５年に 29.5% となり、その後急激に拡大し、同５０年に 73.6% 

と７０％台に乗り、その後は７０％台を上昇し、平成２年に 78.5% と最高に達し、同７年

には 74.0%に縮小している。なお、平成１２年には 73.7% と記録されている。 

上述した蒜山地域の農家シェアは、真庭郡及び岡山県に比べると、真庭郡における昭和

３５年を除き、全時点において下回っている。すなわち、昭和３５年に真庭郡を 1.9 ポイ

ント上回り、反対に岡山県を 6.1 ポイント下回っている。昭和４０年以降は真庭郡及び岡

山県を下回り、その較差をみると、同年は真庭郡 5.0 ポイント、岡山県 15.5 ポイント、

同５０年は真庭郡 17.8 ポイント、岡山県 18.8 ポイント、平成７年は真庭郡 9.6 ポイント、

岡山県 6.4 ポイントとなっている。なお、平成１２年においても真庭郡を 7.7 ポイント、

岡山県を 2.7 ポイント下回っている。以上のように、蒜山地域における第２種兼業農家シ

ェアは、真庭郡及び岡山県と比べて大幅に低く、一方、真庭郡と岡山県はかなり近接して

いる。 

次に上記した平成７年における農家シェアの昭和３５年に対する拡大の比率をみると、

蒜山地域 188.9%、真庭郡 259.1%、岡山県 150.8%となり、蒜山地域は真庭郡を 70.2 ポイン

ト下回り、反対に岡山県を 38.1 ポイント上回っている。 

（２）４か町村 

昭和３５年における各町村の第２種兼業農家割合は、湯原町 29.6% 、川上村 22.6% 、八

束村 19.7% 、中和村 13.8% の順になっている。 

同年以降、各町村とも昭和５０年まで急速に拡大し、その後は比較的緩やかな拡大基調

に転じているが、同５０年以降において中和村と湯原町は川上村と八束村より大幅に高い

農家シェアで推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に中和村 77.7% 、湯原町 75.6% 、八束村 61.1% 、

川上村 58.1% の順になり、中和村と湯原町の同農家シェアは高水準となっている。なお、

平成１２年における同農家シェアは湯原町 80.4% 、中和村 76.5% 、八束村 66.1、川上村

61.8%の順になっている。 
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次に上記した平成７年における農家シェアの昭和３５年に対する拡大の比率をみると、

中和村 463.0%、八束村 210.1%、川上村 157.1%、湯原町 155.4%の順になり、中和村は突出

している。 

以上で記述した４か町村の同農家シェアは、その水準の高低によって川上村・八束村と

中和村・湯原町の２グル－プに区分される。両グル－プの農家シェアの推移をみると、昭

和３５年に川上村・八束村は２０％台、中和村と湯原町はそれぞれ１０％台前半と２０％

台後半、同５０年は中和村・湯原町は６０～７０％、川上村・八束村は４５～５０％、そ

して平成７年および同１２年には中和村・湯原町は７０％台後半、川上村・八束村は６０

％台前半となっている。 

３３３３ 世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数のののの推移推移推移推移 

１９８０年農業センサスは初めて第１種及び第２種兼業農家のうち世帯主農業専従農家

数について公表している。本項では蒜山地域と４か町村における世帯主農業専従農家数及

び同農家数割合の昭和５５年以降における推移動向について、表１～３に基づき記述する。

また、比較のため真庭郡及び岡山県についても付記する。 

３３３３－－－－１１１１ 第第第第１１１１種兼業世帯主農業専従農家種兼業世帯主農業専従農家種兼業世帯主農業専従農家種兼業世帯主農業専従農家 

３３３３－－－－１１１１－－－－１１１１ 世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における第１種兼業農家のうち世帯主農業専従農家数（以下、第１種世帯主農

業専従農家）は、表１、２で示すように昭和５５年に３８３戸を数え、その後は減少し、

平成７年に２３２戸となり、昭和５５年～平成７年間における減少率は 39.4% となってい

る。 

一方、真庭郡および岡山県におる同農家数もまた減少基調で推移し、昭和５５年～平成

７年間の減少率は真庭郡 31.6% 、岡山県 38.7% となり、蒜山地域における農家数の減少率

を真庭郡は 7.8 ポイント、岡山県は 0.7 ポイント下回っている。ちなみに全国における同

農家数の減少率は 40.4% となっている
1)

。 

なお、上記した農家シェアの減少率を昭和年代と平成年代に分けてみると、昭和年代は

蒜山地域 16.2% 、真庭郡 17.6% 、岡山県 22.4% 、全国 17.2% 
1)

となり、平成年代は蒜山

地域 11.1% 、全国 32.7% 
1)

となり、反対に真庭郡及び岡山県は増加し、その増加率はそれ

ぞれ 4.9%、30.5% となっている。 

上記した蒜山地域における農家シェアの減少率の推移パタ－ンを５年刻みでみると、表

２で示すように減少率の上昇期と低下期の反復となっている。その減少率の最高は昭和６

０年～平成２年の 18.7% 、最低は同２～７年の 11.1% となっている。 

真庭郡および岡山県における同農家シェアの推移パタ－ンは蒜山地域と多少異なり、平

成２～７年は増加期、他の期間は減少期となっている。その増加率は真庭郡 4.9%、岡山県

30.5% となり、蒜山地域における同期間の 11.1% 減少と対照的である。一方、真庭郡と岡

山県における減少期の最高水準は昭和６０年～平成２年に真庭郡 20.8% 、岡山県 39.5% 

となり、上記した蒜山地域の減少率をそれぞれ 2.1 ポイント、20.8 ポイント上回っている。

また、最低の減少期は真庭郡と岡山県はともに昭和５５～６０年で、その数値は真庭郡

17.6% 、岡山県 22.4% となり、この期間の蒜山地域の減少率は 16.2% となっている。 

次に上述した蒜山地域における第１種世帯主農業専従農家数の真庭郡および岡山県の同

農家数に占める割合（対真庭郡比及び対岡山県比）を表１でみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和５５年に 51.2%を示し、その後は極く僅差ながら上昇基調で推移し、

平成２年に 53.5% とピ－クに達し、同７年には 45.3% となっている。なお、平成１２年に

は 53.6% を記録している。一方、対岡山県比は昭和５５年に 3.61% となり、その後は対真

庭郡比よりも上昇速度をあげ、平成２年に 5.25% とピ－クを迎え、同７年には 3.57% とな

っている。なお、平成１２年には 4.15% を記録している。 

以上で記述したように、第１種世帯主農業専従農家数の対真庭郡比と対岡山県比は、昭

和５５年を起点とし、平成２年まで上昇し、同７年には低下している。上記した平成２年

の対真庭郡比及び対岡山県比は昭和５５年の水準と比べて上回り、とくに対岡山県比は顕

著である。しかし、平成７年には対真庭郡比及び対岡山県比は昭和５５年の水準を下回り、
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とくに対真庭郡比の方は大幅に下回っている。前述した平成年代間における対真庭郡比及

び対岡山県比の低下は、この期間における同農家数の蒜山地域における減少、反対に真庭

郡及び岡山県における増加に起因する。 

（２）４か町村 

昭和５５年における４か町村の第１種世帯主農業専業農家数は、八束村１６８戸（町村

別構成比 43.9% ）、川上村１０８戸（同 28.2% ）、湯原町８９戸（同 23.2% ）、中和村

１８戸（同 4.7%）の順になっている。 

同年以降、上記農家数は川上村と八束村ではかなり急激に減少し、中和村と湯原町は増

減を繰り返しながら減少している。その結果、平成７年に八束村８８戸（同 37.9% ）、川

上村７６戸（同 32.8% ）、湯原町４９戸（同 21.1% ）、中和村１９戸（同 8.2%）の順に

なっている。なお、平成１２年には八束村６９戸（同 46.9% ）、川上村４７戸（同 32.0% ）、

湯原町２１戸（同 14.3% ）、中和村１０戸（同 6.8%）を記録している。 

上記した農家数の昭和５５年～平成７年間の減少率は、表２に示すように八束村 47.6% 、

湯原町 44.9% 、川上村 29.6% の順になり、反対に中和村は 5.6%の増加となっている。 

以上の農家数の増減率を５年刻みでみると、町村間に以下のような違いが認められる。 

中和村と湯原町の場合、昭和５５～６０年は中和村は 0.0％、湯原町は 24.7% 減となり、

その後は類似のパタ－ンで推移している。すなわち、昭和６０年～平成２年は減少し、同

２～７年は増加し、以上の期間における減少率は湯原町 44.8% 、中和村 16.7% 、増加率は

それぞれ 32.4% 、26.7% となっている。 

一方、川上村と八束村は各期間において減少し、その減少率は川上村では経年的に上昇

し、昭和５５～６０年 5.6%、同６０年～平成２年 7.8%、同２～７年 19.1% となっている。

八束村は減少率の上昇と下降の期間が繰り返され、その最高は平成２～７年の 23.5% 、最

低は昭和６０年～平成２年の 14.2% となっている。 

３３３３－－－－１１１１－－－－２２２２ 世帯主農業専従農家数割合世帯主農業専従農家数割合世帯主農業専従農家数割合世帯主農業専従農家数割合のののの推移推移推移推移  

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における第１種世帯主農業専従農家数の総農家数（平成１２年は販売農家数）

に占める割合は、表３に示すように昭和５５年は 19.9% となり、その後は縮小を続け、平

成２年に 15.9% となり、同７年には 15.3% と横ばい状態となっている。なお、平成１２年

には 12.2% を記録している。 

一方、真庭郡および岡山県の同農家シェアもまた蒜山地域と同様の縮小パタ－ンで推移

しているが、蒜山地域と異なるのは平成７年に拡大している点である。すなわち、昭和５

５年に真庭郡は 9.5%、岡山県は 7.9%を示し、その後は縮小し、平成２年に真庭郡 7.2%、

岡山県 4.5%となり、その後は拡大に転じ、同７年には真庭郡 8.0%、岡山県 6.5%となって

いる。なお、平成１２年にはそれぞれ 6.4%、5.6%を記録している。ちなみに全国における

上記農家シェアは昭和５５年 14.1% 、平成７年 11.4% 、同１２年 9.0%となっている
1)

。 

以上で記述した蒜山地域における農家シェアは各時点において真庭郡および岡山県を大き

く上回り、その較差は昭和５５年にそれぞれ 10.4 ポイント、12.0 ポイント、平成２年に

は 8.7 ポイント、11.4 ポイント、同７年には 7.3 ポイント、8.8 ポイントとなり、同１

２年には 5.8 ポイント、6.6 ポイントとなっている。 

次に上記した平成７年における農家シェアの昭和５５年に対する縮小の比率をみると、

蒜山地域 23.1% 、真庭郡 15.8% 、岡山県 17.7% 、全国 19.1% 
1)

となり、同地域はかなり

上回っている。 

以上のように、蒜山地域の第１種世帯主農業専従農家シェアは時系列的に縮小し、真庭

郡及び岡山県との較差を狭めている。しかし、蒜山地域の同農家シェアは上記期間中１０

％台を下降し、平成２～７年の両時点において１５％を示し、真庭郡の８％前後、岡山県

の５％前後を大幅に上回り、世帯主農業専従農家は第１種兼業農家における農業経営を支

えている。 

（２） ４か町村 

４か町村における第１種世帯主農業専業農家数割合は、表３に示すように昭和５５年に

八束村 30.4% 、川上村 23.9% 、湯原町 12.6% 、中和村 8.3%の順になっている。 
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同年以降、上記農家シェアの推移パタ－ンには町村間差異が認められる。すなわち、川

上村は平成２年まで横ばい状態で推移し、同７年に縮小している。八束村は時系列的に縮

小し、中和村は平成２年まで横ばい状態となり、同７年には拡大に転じ、湯原町は同２年

まで縮小し、同７年に拡大に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に八束村 21.2% 、川上村 20.4% 、中和村 10.6% 、

湯原町 8.9%の順になっている。なお、平成１２年には八束村 19.7% 、川上村 15.5% 、中

和村 6.9%、湯原町 5.2%を記録している。 

次に上記した平成７年の農家シェアの昭和５５年に対する拡大又は縮小の比率をみる

と、縮小は八束村 30.3% 、湯原町 29.4% 、川上村 14.6% の順になり、拡大は中和村 27.7% 

となっている。 

上述したように、４か町村は第１種世帯主農業専業農家シェアの水準によって、川上村

・八束村の高水準と中和村・湯原町の低水準のグル－プに区分される。すなわち、平成２

年に川上村・八束村２４％程度、中和村・湯原町約７％前後、同７年には川上村・八束村

２１％程度、中和村・湯原町９％前後となっている。なお、平成１２年は川上村・八束村

１５～２０％、中和村・湯原町５～７％となっている。 

３３３３－－－－２２２２ 第第第第２２２２種兼業世帯主農業専従農家種兼業世帯主農業専従農家種兼業世帯主農業専従農家種兼業世帯主農業専従農家 

３３３３－－－－２２２２－－－－１１１１ 世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数世帯主農業専従農家数のののの増減増減増減増減 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における第２種兼業農家のうち世帯主農業専従農家数（以下、第２種世帯主農

業専従農家）の推移パタ－ンは、前述の第１種世帯主農業専従農家数の急激な減少と異な

り、増加から減少に転じている。 

すなわち、表１で示すように昭和５５年に８４戸を記録し、同６０年には１１１戸と最

高に達し、その後は減少し、平成７年に８６戸となっている。なお、平成１２年には 169

戸と記録されている。 

上記した農家数の昭和５５年～平成７年間における増加率は 2.4%を記録し、既述した第

１種世帯主農業専従農家数の減少率と対照的である。ちなみに全国の同農家数の増加率は

1.1%
1)

となっている。 

一方、真庭郡における同農家数は昭和５５年以降平成７年まで減少基調で推移し、この

期間中の減少率は 8.9%となっている。また、岡山県における同農家数は昭和５５年以降一

貫して増加し、平成７年までの増加率は 33.6% となっている。 

以上のように、昭和５５年～平成７年間における蒜山地域の同農家数は僅少ながら 2.4%

の増加であり、反対に真庭郡は 8.9%の減少となり、両者の関係は対照的であり、蒜山地域

における第２種兼業農家の農外兼業化は昭和５５年以降余り進んでない点が浮き彫りとな

っている。一方、岡山県の同農家数の増加率は蒜山地域を 31.2 ポイントも上回り、その増

加速度は蒜山地域をはるかに超えている。 

蒜山地域における同農家数の推移パタ－ンを５年刻みでみると、表２に示されるように

昭和５５～６０年に 32.1% の増加となり、反対に同６０年～平成２年と平成２～７年はそ

れぞれ 10.8% 、13.1% の減少となっている。 

一方、真庭郡の場合は平成２～７年に 2.3%増となり、反対に昭和５５～６０年と同６０

年～平成２年はそれぞれ 0.2%、10.8% の減少となっている。岡山県の場合は全期間におい

て増加し、その最高は昭和５５～６０年の 14.3% 、その最低は同６０年～平成２年の 2.7%

となっている。 

以上のように、同農家数の増減の期間には蒜山地域、真庭郡、岡山県の３者間に共通性

はほとんど認められないが、ただ減少期としての昭和６０年～平成２年は蒜山地域と真庭

郡に共通している。 

次に蒜山地域における第２種世帯主農業専従農家数の真庭郡及び岡山県に占める割合

（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移状況を表１により記述すると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和５５年に 19.2%を示し、その後は上昇し、昭和６０年に 25.5% となり、

この水準は平成２年まで維持され、同７年には 21.7%に低下しているが、この数値は昭和

５５年の水準を２ポイント強上回っている。なお、平成１２年には 25.4% を記録している。 
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上記した対真庭郡比の推移パタ－ンは、第１種世帯主農業専従農家数の場合とおおむね

類似している。しかし、その数値は第２種世帯主農業専従農家数の方が著しく下回り、そ

の較差は昭和５５年 32.0 ポイント、同６０年 26.6 ポイント、平成２年 28.0 ポイント、同

７年 23.6 ポイント、同１２年は 28.0 ポイントとなっている。 一方、対岡山県比は昭和

５５年に 1.55% となり、同６０年に 1.80% とピ－クを迎え、その後は低下し、平成２年に

1.56% となり、同７年には 1.19% まで低下し、この数値は昭和５５年の同水準の７７％に

相当する。なお、平成１２年の対岡山県比は 1.74% を記録している。 

上記した対岡山県比の推移パタ－ンは第１種世帯主農業専従農家数の場合と比べて、平

成２年における低下を除くと類似している。しかし、その数値は第２種世帯主農業専従農

家数の方が著しく低水準で、その較差は昭和５５年 2.06 ポイント、同和６０年 2.11 ポイ

ント、平成２年 3.69 ポイント、同７年 2.38 ポイント、同１２年 2.41 ポイントとなってい

る。 

以上の対真庭郡比及び対岡山県比の推移にみられるように、昭和５５年を起点として、

蒜山地域における第２種世帯主農業専業農家数の真庭郡に占める割合は、同６０年に格段

に拡大し、その水準は平成２年まで維持され、その後はいくぶん縮小しているが、昭和５

５年の水準を上回っている。 

一方、岡山県に占める割合は昭和６０年にいくぶん拡大し、その後は減退し、平成７年

には昭和５５年の水準をかなり下回っている。以上の様態は昭和５５年～平成７年間にお

ける同農家数が蒜山地域は約２％増加し、反対に真庭郡は約９％減少し、岡山県の増加率

は約３４％と高水準となっている帰結と推量される。 

（２） ４か町村 

昭和５５年における第２種世帯主農業専従農家数は、表１で示すように湯原町４７戸（町

村別構成比 56.0% ）、八束村１６戸（同 19.05 ）、川上村１５戸（同 17.9% ）、中和村

６戸（同 7.1%）の順になっている。 

同年以降、各町村における上記農家数は以下のように推移している。 

川上村と八束村の同家数はかなり近接しながら推移し、昭和６０年にピ－クに達し、そ

の後、川上村は増減を繰り返し、八束村はほぼ横ばい状態で推移している。中和村は平成

２年まで僅少ながら増加し、同７年には減少し、湯原町は昭和６０年まで横ばい状態で推

移し、その後は急減している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年における同農家数は湯原町３０戸（同 34.9% ）、川

上村２５戸（同 29.1% ）、八束村２３戸（同 26.7% ）、中和村８戸（同 9.3%）の順にな

っている。なお、平成１２年には湯原町６８戸（同 40.2% ）、八束村４２戸（同 24.8% ）、

川上村４１戸（同 24.2% ）、中和村１８戸（同 10.7% ）と記録されている。 

上記した第２種世帯主農業専従農家数の昭和５５年～平成７年間の増減率を表２でみる

と、増加率は川上村 66.7% 、八束村 43.8% 、中和村 33.3% の順になり、反対に湯原町は

36.2% の減少となっている。 

以上の農家数の増減の推移を５年刻みでみると、各町村とも減少期と増加期が出現して

いる。その減少の出現期は町村によって相違しているが、昭和６０年～平成２年と同２～

７年のいずれか、あるいは両期間に亘っており、昭和６０年～平成２年は川上村、八束村、

湯原町、同２～７年は中和村と湯原町が該当する。一方、増加期は４か町村とも昭和５５

～６０年を共有し、これに川上村は平成２～７年、中和村は昭和６０年～平成２年が追加

される。なお、八束村は平成２～７年に増減率０％となっている。 

上記した増加期と減少期における増減率には著しい町村間差異がみられる。すなわち、

減少率は昭和６０年～平成２年に川上村 22.2% 、八束村 4.2%、湯原町 14.6% 、平成２～

７年に中和村 42.9% 、湯原町 26.8% となっている。一方、増加率は昭和５５～６０年に川

上村 8.0%、八束村 50.0% 、中和村 100.0%、湯原町 2.1%、平成２～７年に川上村 19.0% 、

昭和６０年～平成２年に中和村 16.7%となっている。 

３３３３－－－－２２２２－－－－２２２２ 世帯主農業専従農家数割合世帯主農業専従農家数割合世帯主農業専従農家数割合世帯主農業専従農家数割合のののの推移推移推移推移  

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における第２種世帯主農業専業農家数の総農家数（平成１２年は販売農家数）
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に占める割合は、前述した第１種世帯主農業専従農家数割合の経年的縮小パタ－ンと異な

り、昭和６０年に幾分拡大し、その後は概ね横ばい状態で推移している。 

すなわち、表３で示すように同農家シェアは昭和５５年に 4.4%を示し、同６０年に 6.0%

に拡大し、平成２年に 6.0%、同７年には 5.7%となっている。なお、平成１２年は 14.1% 

と記録されている。ちなみに全国における上記農家シェアは昭和５５年 4.8%、平成７年

6.5%、同１２年 11.1% 
1)

となっている。 

上記した蒜山地域における農家シェアは、前述の第１種世帯主農業専従農家シェアに比

べると、各時点において大幅に下回り、その較差は昭和５５年 15.5 ポイント、平成２年

9.9 ポイント、同７年 9.6 ポイントとなっている。なお、平成１２年は 1.9 ポイント下回

っている。 

一方、真庭郡および岡山県における第２種世帯主農業専業農家シェアは蒜山地域と概ね

類似のパタ－ンで推移している。すなわち、昭和５５年に真庭郡 5.6%、岡山県 4.0%、同６

０年はそれぞれ 5.8%、4.8%、平成２年はともに 5.7%、同７年には真庭郡 6.2%、岡山県 7.2%

となっている。なお、平成１２年には真庭郡 15.5% 、岡山県 15.5% と記録されている。 

次に、平成７年における農家シェアの昭和５５年に対する拡大の比率をみると、蒜山地

域 29.5% 、真庭郡 10.7% 、岡山県 80.0% となり、同地域は岡山県を大幅に下回っている。 

上述した真庭郡における第２種世帯主農業専従農家シェアは、蒜山地域と同様に第１種

世帯主農業専従農家シェアを下回り、その較差は昭和５５年 3.9 ポイント、平成２年 1.5 

ポイント、同７年 1.8 ポイントとなっている。なお、平成１２年には逆に 9.1 ポイント上

回っている。 

一方、岡山県の第２種世帯主農業専従農家シェアは、第１種世帯主農業専業農家シェア

を昭和年代は下回り、その較差は同５５年 3.9 ポイント、同６０年 1.6 ポイントとなり、

反対に平成年代は上回り、その較差は同２年 1.2 ポイント、同７年 0.7 ポイントと、同１

２年に 9.9 ポイントとなっている。 

以上で記述したように、昭和５５年～平成７年の各時点における第２種世帯主農業専業

農家シェアは、蒜山地域では４～６％、真庭郡は６％前後、岡山県は４～７％の範囲にあ

り、その３者間較差は極めて小さく、既述した第１種世帯主農業専業農家シェアの場合と

大きく異なっている。 

（２） ４か町村 

第２種世帯主農業専従農家数の総農家数（平成１２年は販売農家数）に占める割合は表

３に示すとおりである。 

昭和５５年における同農家シェアは湯原町 6.7%、川上村 3.3%、八束村 2.9%、中和村 2.8%

の順になり、湯原町を除く３か村はかなり近接している。 

同年以降、上記の農家シェアは各町村とも昭和６０年に拡大し、その後は全般的に横ば

い状態となり、平成７年に川上村と八束村は拡大し、中和村と湯原町は縮小している。以

上の推移経過のもとで、平成７年に川上村 6.7%、八束村 5.5%、湯原町 5.4%、中和村 4.5%

の順になっている。なお、平成１２年は湯原町 16.9% 、川上村 13.5% 、中和村 12.4% 、

八束村 12.0% を記録している。 

上記した４か町村の農家シェアの概数（小数点以下四捨五入）をみると、昭和５５年は

湯原町７％、他の３か村３％程度、平成２年は川上村と八束村５％前後、中和村と湯原町

７～８％、同７年には川上村と八束村６～７％、中和村と湯原町５％前後となっている。

なお、平成１２年は川上村、八束村、中和村は１２～１３％、湯原町は１７％となってい

る。 

ちなみに先に記述した第１種世帯主農業専従農家シェアは、昭和５５年には川上村と八

束村２５～３０％、中和村と湯原町８～１０％前後、平成２年は川上村と八束村２４％、

中和村と湯原町６～８％、同７年は川上村と八束村２０％前後、湯原町と中和村１０％前

後、同１２年は川上村と八束村１６～２０％、中和村と湯原町６％前後となっている。 

以上で記述したように、各町村の第２種世帯主農業専従農家シェアは、第１種世帯主農

業専従農家シェアに比べて各時点において下回り、その較差はとくに川上村・八束村にお

いて大きく、中和村・湯原町は僅差に過ぎない。このことは川上村及び八束村では第１種
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兼業農家において世帯主が農業へ深く係わっていることを物語っている。 

４４４４ 兼業種類別農家数兼業種類別農家数兼業種類別農家数兼業種類別農家数のののの推移推移推移推移 

既述したように蒜山地域における総農家数は昭和３５年から平成７年まで３５年間に

37.6% 減少、同１２年まで４０年間に 43.0% 減少している。こうした総農家数の減少と並

行して専業農家数は昭和３５年以降３５年間に 56.4% 減少し、その減少率は総農家数の減

少率を上回っている。このことは専業農家の離農や兼業化が加速されていることに起因す

るもので、上記の３５年間に第１種兼業農家数は 70.2% 減少し、反対に第２種兼業農家数

は 80.0% 増加している。 

昭和３０年以降における農家兼業化の背景としては、社会的な生活水準の向上による家

計費の膨脹を経営改善や規模拡大などを通じて農業所得でまかなうことが困難になったこ

と、機械化等省力的技術革新が進み、労働力を排出する余力が大きくなったこと、通勤可

能圏内に農業所得より相対的に有利な就業機会が増加したことなどが挙げられる。 

第１種と第２種兼業農家における兼業の種類は雇用兼業（雇われ兼業）と自営兼業に大

別され、さらに雇用兼業は安定兼業としての恒常的勤務と不安定兼業の非恒常的勤務に分

けられる。恒常的勤務の職種は①事務職員・技術職員・教員など、②役職、③恒常的賃労

働者に細分され、一方、非恒常的勤務は①季節出稼、②日雇・人夫などに２分されている。 

一方、自営兼業の内訳は多岐にわたり、１９６０年センンサスでは①製炭・製薪、②育

林業・木材伐採業・狩猟など、③漁業・水産養殖業、④商店・質屋・旅館など、⑤医師・

寺院・弁護士など、⑥大工・左官・屋根ふき職人、⑦運送業・工場・仲買など、⑧内職・

賃仕事・賃作業などに細分されている。しかし、１９６５年農業センサスでは①林業、②

漁業、③製造業、④その他、１９７０～９５年農業センサスでは①林業、②漁業、③その

他に区分され、２０００年農業センサスでは自営兼業農家として表記されている。 

本項では蒜山地域と４か町村における総兼業農家数（第１種と第２種兼業農家総数、な

お、第１種、第２種兼業別農家数については第４項－１で記述）、総兼業農家のうち雇用

兼業農家数と自営兼業農家数、雇用兼業農家のうち恒常的勤務農家数と出稼ぎ・日雇農家

数の昭和３５年～平成７年間におけ推移状況について表４に基づき記述する。既述のとお

り農業センサスにおける調査対象農家は平成７年までは総農家とし、同１２年は販売農家

であるため同７年とは厳密には連結しない。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について

付記する。 

４４４４－－－－１１１１ 総兼業農家数総兼業農家数総兼業農家数総兼業農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域の和３５年における第１種兼業と第２種兼業の農家総数（以下、総兼業農家数）

は、表４に示すように 1,541 戸となっている。 

同年以降、上記農家数は昭和５０年まで増加し、その後は急速に減少している。すなわ

ち、昭和５０年に 1,758 戸と頂点に達し、同６０年に 1,562 戸、平成２年に 1,417 戸、

同７年には 1,317 戸となっている。なお、平成１２年は 1,028 戸を記録している。 

上記した農家数は昭和３５～５０年間に 14.1% 増加し、反対に同５０年～平成７年間に

は 21.5% 減少し、昭和３５年～平成７年は 14.5%の減少となっている。 

一方、真庭郡及び岡山県における総兼業農家数は昭和４５年まで増加し、その後は減少

し、平成７年に最低となり、同農家数の昭和３５年～平成７年間の減少率は真庭郡 12.3% 、

岡山県 24.7% となっている。以上の減少率を蒜山地域に比べると、真庭郡は 2.2 ポイント

下回り、反対に岡山県は 10.2 ポインイト上回っている。ちなみに全国の同農家数の減少率

は 44.1% となっている
1)

。 

以上のように、蒜山地域の総兼業農家数の減少速度は真庭郡と比べて幾分速く、岡山県

よりは著しく遅くなっている。 

次に蒜山地域の総兼業農家数が真庭郡および岡山県の同農家数に占める割合（対真庭郡

比及び対岡山県比）を表４でみると以下のとおである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 24.2%となり、その後は低下し、同４５年に 22.8% と最低に

なり、その後は 23.0% 台で推移し、平成７年に 23.5% となり、昭和４０年の水準に戻って

いる。なお、平成１２年は 27.7% を記録している。 対岡山県比は昭和３５年に 1.39%を
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示し、その後僅差ながら低下し、同４５年に最低値 1.25% となり、その後は上昇し、平成

７年に 1.57% と最高に達している。なお、平成１２年には 2.03% と記録されている。 

上述のように、蒜山地域における総兼業農家数の昭和３５年～平成７年間に亘る真庭郡

に占めるシェアに大きな変化はなく、一方、岡山県に占める割合は昭和３５～４５年間は

幾分低下し、その後はシェアを伸ばしているが、その様態は既述した同農家数の減少程度

の差異の反映である。 

（２） ４か町村 

４か町村における総兼業農家数は表４に示すように昭和３５年に湯原町７３１戸（町村

別構成比 47.4% ）、八束村３２５戸（同 21.1% ）、川上村２９９戸（同 19.4% ）、中和

村１８６戸（同 12.1% ）の順になっている。 

同年以降、上記農家数の推移パタ－ンには町村間差異がみられる。すなわち、湯原町は

一貫して減少し、中和村は昭和４５年、川上村と八束村は同５０年にピ－クに達し、その

後は減少している。 

上記の推移経過のもとで、平成７年に湯原町４８１戸（同 36.5% ）、八束村３５９戸（同

27.3% ）、川上村３１２戸（同 23.7% ）、中和村１６５戸（同 12.5% ）となっている。な

お、平成１２年には湯原町３４７戸（同 33.8% ）、八束村３１２戸（同 30.4% ）、川上村

２４５戸（同 23.8% ）、中和村１２４戸（同 12.1% ）と記録されている。 

上記した総兼業農家数の昭和３５年～平成７年の増減率をみると、４か町村は増加グル

－プと減少グル－プに区分され、前者の増加率は八束村 10.5% 、川上村 4.3%、後者の減少

率は湯原町 34.2% 、中和村 11.3% となっている。 

４４４４－－－－２２２２ 雇用兼業農家数雇用兼業農家数雇用兼業農家数雇用兼業農家数のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における雇用兼業農家数の昭和３５年以降３５年間の推移パタ－ンは表４で示

すように前述の総兼業農家数の場合に類似している。 

昭和３５年の雇用兼業農家数は８５７戸で、同４０年には 1,318 戸と急増し、その後も

増加を続け、同５０年に 1,758 戸と最高に達した後は急落し、平成２年に 1,279 戸、同７

年には 1,186 戸と最低を記録している。なお、平成１２年には５５９戸を記録している。 

上記した雇用兼業農家数の推移過程において、昭和３５～５０年間は 81.2%の増加、反

対に同５０年～平成７年間は 23.6% の減少となり、昭和３５年～平成７年間には 38.4% 

増加となっている。 

以上の農家数の増減率は総兼業農家数の場合と同様に昭和３５～５０年間は増加し、同

５０年～平成７年間は減少し、その増加率は雇用兼業農家数の方が 67.1 ポイントと大幅に

上回り、同様に昭和５０年～平成７年の減少率は僅差ながら 2.1 ポイント上回っている。

その結果として、既述したように昭和３５年～平成７年間に総兼業農家数は 14.5% 減少し、

反対に雇用兼業農家数は 38.4% 増加となっている。 

一方、真庭郡及び岡山県における雇用兼業農家数の推移パタ－ンは蒜山地域の場合に類

似し、昭和５０年まで増加し、その後は減少に転じている。以上の推移経過のもとで、同

農家数は昭和３５年～平成７年間に真庭郡は 30.4% 増加し、反対に岡山県は 3.3%減少し、

その増加率は蒜山地域を 8.0 ポイント上回っている。ちなみに全国における減少率は 4.3%

となっている
1)

。 

次に蒜山地域における雇用兼業農家数の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比及

び対岡山県比）を表４でみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 23.0%となり、同４５年は 23.4% と横ばい状態で推移し、同

５０年に 24.0% となり、その後は 24.0% 台前半で推移し、平成２年に 25.9% と幾分上昇

し、同７年に 24.3% となり、昭和３５年の水準を多少上回っている。なお、平成１２年に

は 27.6% を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.13%を記録し、その後は対真庭郡比と違って上昇し、同５

０年に 1.39% 、平成２年に 1.52% 、同７年に 1.61% となり、昭和３５年水準を大幅に上

回っている。なお、平成１２年には 2.34% を記録している。 

以上で記述したように、蒜山地域における雇用兼業農家数の真庭郡に占める比率は、昭
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和３５年を起点として、同５０年にいくぶん拡大し、その後は横ばい状態となっている。

一方、岡山県に占める比率は時系列的に一貫して拡大し、蒜山地域の雇用兼業農家数の伸

びは岡山県のそれを大きく上回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村における雇用兼業農家数は、表４で示すように湯原町３３０戸（町村別構成比

38.4% ）、八束村２３９戸（同 27.9% ）、川上村２０１戸（同 23.5% ）、中和村８７戸（同

10.2% ）の順になっている。 

同年以降、各町村の上記農家数の推移パタ－ンはかなり類似している。すなわち、中和

村は昭和４５年にピ－クに達し、その後は減少し、他の３か町村は同５０年に最高に達し、

その後、川上村は減少基調で推移し、八束村と湯原町は一貫して減少を続けている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町４２７戸（同 36.0% ）、八束村３２０戸（同

27.0% ）、川上村２８７戸（同 24.2% ）、中和村１５２戸（同 12.8% ）の順になっている。

なお、平成１２年には湯原町２１６戸（同 38.6% ）、八束村１４７戸（同 26.3% ）、川上

村１１６戸（同 20.8% ）、中和村８０戸（同 15.0% ）と記録されている。 

以上で記述された雇用兼業農家数の昭和３５年～平成７年間の増加率は、中和村 74.7% 、

川上村 42.8% 、八束村 33.9% 、湯原町 29.4% の順になっている。 

４４４４－－－－３３３３ 兼業種類別農家数兼業種類別農家数兼業種類別農家数兼業種類別農家数のののの推移推移推移推移 

雇用兼業農家における兼業の種類は、既述したように恒常的勤務（安定兼業）と出稼ぎ

及び日雇・人夫（不安定兼業）に区分される。本項では総兼業農家（第１種と第２種兼業

農家）における恒常的勤務農家数及び出稼ぎ・日雇農家数の昭和３５年～平成７年間にお

ける推移状況について表４に基づき記述する。 

４４４４－－－－３３３３－－－－１１１１    恒常的勤務農家数恒常的勤務農家数恒常的勤務農家数恒常的勤務農家数のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における恒常的勤務農家数は昭和３５年に４１６戸となっている。 

同年以降、上記農家数は急増し、昭和６０年にピ－クに達し、その後は概ね横ばい状態

で推移している。すなわち、昭和４５年に５８５戸、同５５年に９７２戸、同６０年には

1,060 戸とピ－クを迎え、その後は減少基調で推移し、平成２年に９９５戸、同７年には

1,032 戸となっている。なお、平成１２年には４９８戸と記録されている。 

上記の推移過程において、同農家数は昭和３５～６０年間に 154.8%増加し、同６０年～

平成７年間は 2.6%減少し、昭和３５年～平成７年間は 148.1%の増加となっている。 

一方、真庭郡及び岡山県における恒常的勤務農家数の推移パタ－ンは蒜山地域の場合に

類似し、同農家数は昭和６０年に最高に達し、その後は一貫して減少している。以上の推

移過程において、同農家数は昭和３５～６０年に真庭郡は 154.6%増加、岡山県は 54.2% 

増加、同６０～平成７年に真庭郡は 10.2% 減少、岡山県は 69.5% 減少、昭和３５年～平成

７年間には真庭郡は 128.8%増加、岡山県は 21.4% 増加となっている。ちなみに全国におけ

る同農家数の昭和３５～６０年間の増加率は 169.4% 、同６０年～平成７年間の減少率は

12.9% 、昭和３５年～平成７年間の増加率は 134.7% となっている
1)

。 

以上で記述したように、真庭郡及び岡山県における農家数の昭和３５年～平成７年間の

増加率は蒜山地域を下回り、その較差は真庭郡 19.3 ポイント、岡山県 126.7 ポイントと

なり、蒜山地域における恒常的勤務農家数の増加速度は速く、とくに岡山県レベルとの対

比において顕著である。 

次に蒜山地域における恒常的勤務農家数の真庭郡および岡山県の同農家数に占める割合

（対真庭郡比及び対岡山県比）を表４でみると以下のとおりである。 

対真庭郡は昭和３５年に 21.1% を示し、同４５年には 18.0% に低下し、その後は上昇し、

同６０年に 21.1%となり、平成２年に 17.1% に低下し、同７年には 22.9% に上昇し、昭和

３５年水準を僅差ながら超えている。なお、平成１２年には 26.9% を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 0.72%となり、同４０年に 0.67% まで低下し、その後は上昇

し、同６０年に 1.20% となり、平成２年に 0.98% に低下し、同７年には 1.49% に上昇し、

昭和３５年水準を大幅に上回っている。なお、平成１２年には 2.26% を記録している。 

以上で記述したように、昭和３５年を起点として、蒜山地域における恒常的勤務農家数
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の真庭郡に占める比率は概ね横ばい状態で推移している。一方、岡山県に占める比率は時

系列的に拡大し、蒜山地域における同農家数の伸びは岡山県レベルを大幅に超え、その推

移動向は雇用兼業農家数の場合に類似している。 

（２） ４か町村 

恒常的勤務農家数は、表４に示すように昭和３５年に湯原町１４９戸（町村別構成比

35.8% ）、八束村１４４戸（同 34.6% ）、川上村８９戸（同 21.4% ）、中和村３４戸（同

8.2%）の順になっている。 

同年以降、各町村の上記農家数は蒜山地域の場合と概ね類似のパタ－ンで推移している。

すなわち昭和６０年までかなり急速に増加し、最高に達し、その後は概ね横ばい状態で推

移し、その過程で平成２年には幾分減少している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町３８４戸（同 37.2% ）、川上村と八束村は

ともに２５３戸（同 24.5% ）、中和村１４２戸（同 13.8% ）の順になっている。なお、平

成１２年は湯原町１８６戸（同 37.4% ）、八束村１３４戸（同 26.9% ）、川上村１０７戸

（同 21.5% ）、中和村７１戸（同 14.2% ）を記録している。 

上記した各町村における農家数の昭和３５～６０年間の増加率は中和村 332.4%、湯原町

173.2%、川上村 165.2%、八束村 87.5% 、同６０年～平成７年間の減少率は八束村 6.3%、

湯原町 5.7%、中和村 3.4%、反対に川上村は 7.2%の増加となり、昭和３５年～平成７年間

の増加率は中和村 317.6%、川上村 184.3%、湯原町 157.7%、八束村 75.7% に順になってい

る。 

４４４４－－－－３３３３－－－－２２２２ 出稼出稼出稼出稼ぎぎぎぎ・・・・日雇農家数日雇農家数日雇農家数日雇農家数のののの減少減少減少減少 

（１）蒜山地域 

蒜山地域における出稼ぎ・日雇農家数は、表４で示すように昭和３５年に４４１戸を数

え、同４０年には８４６戸に急増し、同４５年に８７１戸とピ－クを迎え、その後は前述

の恒常的勤務農家数の増加パタ－ンと異なり、急速に減少し、平成２年に２８４戸、同７

年には１５４戸となっている。なお、平成１２年には６１戸と記録されている。 

上記した農家数の増減率の推移をみると、昭和３５～４５年間は 97.5% 増加、同４５年

～平成７年間は 82.3% 減少となり、昭和３５年～平成７年間は 65.1% の減少となっている。 

一方、真庭郡及び岡山県における出稼ぎ・日雇農家数の推移パタ－ンは蒜山地域の場合

に類似しているが、最高戸数に達する時点は真庭郡は昭和４０年、岡山県は同４５年とな

っている。同農家数のピ－ク到達後は減少基調で推移し、平成７年に最低となり、昭和３

５年～平成７年間の減少率は真庭郡 79.4% 、岡山県 79.3% となり、蒜山地域を 14.2～14.3 

ポイント上回っている。ちなみに全国における上記期間の同農家数の減少率は 85.2% とな

っている
1)

。 

上記した蒜山地域における出稼ぎ・日雇農家数の昭和３５年～平成７年間の 65.1% 減少

に対し、先に記述した恒常的勤務農家数は 148.1%増加となり、両者は極めて対照的な推移

動向を示している。ちなみに恒常的勤務農家数と出稼ぎ・日雇農家数の増減期及びその水

準について比較すると、増加期は恒常的勤務農家では昭和３５～６０年の 154.8%、出稼ぎ

・日雇農家は同３５～４５年の 97.5% となり、一方、減少期は恒常的勤務農家では昭和６

０年～平成７年の 2.6%、出稼ぎ・日雇農家は昭和４５年～平成７年の 82.3% となっている。 

以上のように、出稼ぎ・日雇農家数は昭和４５年まで急激に増加し、その後は急速な減

少に転じ、一方、恒常的勤務農家数は同６０年まで超急激に増加し、その後は僅少な減少

に留まっている。 

次に蒜山地域における出稼ぎ・日雇農家数の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡

比及び対岡山県比）の推移をみると表４に示すとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 25.0%となり、その後は急速に上昇し、同６０年に 41.1% と

最高に達し、平成２年には 40.0% と僅差ながら下降し、同７年に 40.9% となっている。な

お、平成１２年には 35.1% を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 2.37%となり、同４０年に 2.19% と下降し、その後横ばい状

態で推移し、同５０年には 2.32% と上昇に転じ、同６０年に 3.58% と 3.00% 台に乗り、

平成７年には 3.87% とピ－クに達している。なお、平成１２年には 3.19% と記録されてい
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る。 

上記した対真庭郡比及び対岡山県比の推移状況が示すように、昭和３５年を起点として、

蒜山地域における出稼ぎ・日雇農家数の真庭郡に占める割合は同４５年以降急速に拡大し

している。一方、岡山県に占める割合は同５０年まで停滞的状態で推移し、同５５年以降

は急速に拡大している。 

（２） ４か町村 

各町村における出稼ぎ・日雇農家数は、表４で示すように昭和３５年に湯原町１８１戸

（町村別構成比 41.0% ）、川上村１１２戸（同 25.4% ）、八束村９５戸（同 21.5% ）、

中和村５３戸（同 12.0% ）の順になっている。 

同年以降、上記農家数は各町村とも昭和４０年に急増し、川上村は同年に最高に達し、

他の３か町村の最高は同４５年となり、その後は川上村、中和村、湯原町では一貫して減

少し、八束村は減少基調で推移し、各町村とも平成７年に最低となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に八束村６７戸（同 43.5% ）、湯原町４３戸（同

27.9% ）、川上村３４戸（同 22.1% ）、中和村１０戸（同 6.5%）の順になっている。なお、

平成１２年には湯原町３０戸（同 49.2% ）、八束村１３戸（同 21.3% ）、川上村と中和村

各９戸（同 14.8% ）と記録されている。 

上記した出稼ぎ・日雇農家数の昭和３５年～平成７年間の減少率は、中和村 81.1% 、湯

原町 76.2% 、川上村 69.6% 、八束村 29.5% の順になっている。 

４４４４－－－－４４４４ 自営兼業農家数自営兼業農家数自営兼業農家数自営兼業農家数のののの推移推移推移推移 

総兼業農家（第１種と第２種兼業農家）は前項で記述したように雇用兼業農家と自営兼

業農家によって構成される。 

本項では自営兼業農家数の昭和３５年以降平成７年まで３５年間における推移状況を蒜

山地域と４か町村について表４により記述する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自営兼業農家数は、昭和３５年に６８４戸となり、同４０年には３４

１戸に急減し、その後も一貫して減少し、同５０年に２０５戸、平成７年には１３１戸と

なり、昭和３５年～平成７年間の減少率は 80.8% となっている。なお、平成１２年は６０

戸を記録している。 

一方、真庭郡及び岡山県における同農家数は、平成２年まで蒜山地域の場合に類似の減

少パタ－ンで推移し、同７年に幾分増加し、昭和３５年～平成７年間における減少率は真

庭郡 73.0% 、岡山県 70.8% となり、蒜山地域をそれぞれ 7.8 ポイント、10.0 ポイント下

回っている。 

次に蒜山地域における自営兼業農家数の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比及

び対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.0%となり、同４０年には極僅差ながら 26.7% に上昇し最

高に達し、同４５年に 19.3% に急落し、同５０年には 23.4% まで回復し、その後は再び低

下し、横ばい状態で推移し、平成７年に 18.5% となり、昭和３５年の水準を大幅に下回っ

ている。なお、平成１２年は 21.2%を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.95%となり、その後急速に低下し、同４５年に 1.11% と最

低を記録し、その後はほとんど横ばい状態で推移し、平成２年に 1.39% に上昇し、同７年

には僅差ながら 1.28% まで低下し、昭和３５年の水準を大幅に下回っている。なお、平成

１２年には 1.61% と記録されている。 

以上で記述したように、昭和３５年を起点として、蒜山地域における自家兼業農家数の

真庭郡及び岡山県に占める割合は、同４５年に最低となり、その後は同３５年の水準以下

で推移し、同農家数の真庭郡及び岡山県に対する地位は時系列的に後退している。 

（２）４か町村 

各町村における自営兼業農家数は、表４で示すように昭和３５年に湯原町４０１戸（町

村別構成比 58.6%）、中和村９９戸（同 14.5%）、川上村９８戸（同 14.3%）、八束村８６

戸（同 12.6%）の順になっている。 

同年以降、上記農家数は各町村とも減少基調で推移し、その過程で川上村と八束村は緩
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やかに推移し、一方、中和村は同４５年、湯原町は同５０年まで急激に減少し、平成７年

には湯原町５４戸（同 41.2%）、八束村３９戸（同 29.8%）、川上村２５戸（19.1%）、中

和村１３戸（9.9%）の順になっている。なお、平成１２年には八束村２６戸（同 43.3%）、

湯原町２０戸（同 33.4%）、川上村９戸（同 15.0%）、中和村５戸（同 8.3%）と記録され

ている。 

上記した自営兼業農家数の昭和３５年～平成７年間における減少率は中和村 86.9%、湯

原町 86.5%、川上村 74.5%、八束村 54.7%の順になっている。 

５５５５ 兼業種類別農家構成兼業種類別農家構成兼業種類別農家構成兼業種類別農家構成のののの推移推移推移推移 

本項では総兼業農家数に占める雇用兼業農家数及び自営兼業農家数の割合（以下、農家

シェア）、そして雇用兼業農家を構成する恒常的勤務農家数と出稼ぎ・日雇農家数の割合

について昭和３５年～平成７年間における推移状況を表５により記述する。なお、平成１

２年は販売農家の第２種兼業農家を対象としており、同７年と厳密に連結しない。 

５５５５－－－－１１１１ 雇用兼業農家数割合雇用兼業農家数割合雇用兼業農家数割合雇用兼業農家数割合のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の雇用兼業農家シェアは 55.6% となっている。 

同年以降、同農家シェアは同４０年に急激に拡大し、79.4% を記録した後は緩慢な拡大

に転じ、同６０年に 90.0% となり、その後は横ばい状態で推移し、平成７年に 90.1% とな

っている。なお、平成１２年は 65.5% を記録している。 

一方、真庭郡及び岡山県における雇用兼業農家シェアは蒜山地域の場合に類似のパタ－

ンで以下のように推移している。 

真庭郡における雇用兼業農家シェアは昭和３５年に 58.7% 、同４０年には 81.9% に急激

に拡大し、その後は緩やかな拡大に転じ、同４５年に 84.1% 、同６０年には 88.3% に拡大

し、最高に達し、平成７年に 87.5% となっている。なお、平成１２年は 59.6% を記録して

いる。以上の真庭郡における農家シェアに対し、蒜山地域は昭和３５年に 3.1 ポイント、

同４０年に 2.5 ポイント下回り、反対に同４５年以降は上回り、その較差は同４５年 2.5 

ポイント、同６０年 1.7 ポイント、平成７年 2.6 ポイントとなっている。 

岡山県における雇用兼業農家シェアは昭和３５年に 68.4% となり、同４０年には 83.8% 

に急激に拡大し、同４５年に 84.8% 、同６０年には 88.1% と最高に達し、平成７年に 87.7% 

となっている。なお、平成１２年には 51.7% と記録されている。以上の岡山県における農

家シェアに対し、蒜山地域は昭和３５年に 12.8 ポイント、同４０年には 4.4 ポイント上

回り、反対に同４５年以降は下回り、その較差は同４５年 1.8 ポイント、同６０年 1.9 

ポイント、平成７年 2.4 ポイントとなっている。 

次に上記した平成７年における農家シェアの昭和３５年に対する拡大の比率をみると、

蒜山地域は 62.1% 、真庭郡は 49.1% 、岡山県 28.2% となり、蒜山地域の拡大率の方が大

幅に上回っている。 

以上で記述したように、蒜山地域の雇用兼業農家シェアは昭和３５年に真庭郡および岡

山県を下回り、その較差は同４０年にかなり縮小され、反対に同４５年以降は僅差ながら

上回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における雇用兼業農家シェアは八束村 73.5% 、川上村 67.2% 、中和村 46.8% 、

湯原町 45.1% の順になっている。 

同年以降、各町村の同農家シェアは蒜山地域の場合と同様に同４０年に急激に拡大し、

とくに中和村の拡大は著しく、湯原町は同４５年まで顕著な拡大を続け、その後は各町村

とも横ばい状態に近いパタ－ンで推移している。その推移過程において、最高シェアの到

達時点をみると、中和村は昭和４５年、湯原町は平成２年、川上村と八束村は同７年とな

っている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に中和村 92.1% 、川上村 92.0% 、八束村 89.1% 、

湯原町 88.8% の順になり、昭和３５年の時点に比べると、町村間較差は僅差となり、９０

％前後に集中している。なお、平成１２年には中和村 72.1% 、湯原町 66.7%、 八束村 63.4% 、

川上村 62.0% と記録されている。 
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次に上記した平成７年における農家シェアの昭和３５年に対する拡大の比率をみると、

湯原町 96.9% 、中和村 96.8% 、川上村 36.9% 、八束村 21.2% の順になり、湯原町と中和

村は９０％台で川上村及び八束村を大幅に上回っている。 

５５５５－－－－２２２２ 自営兼業農家数割合自営兼業農家数割合自営兼業農家数割合自営兼業農家数割合のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域の昭和３５年における自営兼業農家数の総兼業農家数に占める割合は 44.4% と

なっている。 

同年以降、上記農家シェアは雇用兼業農家シェアと正反対のパタ－ンで推移し、同４０

年に急激に縮小、その後は緩やかな縮小パタ－ンに転じ、平成７年に最低となっている。

すなわち、昭和４０年に 20.6% となり、同４５年には 13.4% と 10.0% 台に下降し、平成

２年に 9.7%と１０％を切り、最低となり、同７年に 9.9%となっている。なお、平成１２年

には 7.0%と記録されている。 

一方、真庭郡及び岡山県における同農家シェアは蒜山地域の場合と類似のパタ－ンで以

下のように推移している。 

真庭郡は昭和３５年に 41.3% となり、同４０年には 18.1% に急激に縮小し、その後は１

０％台を下降し、平成２年に 11.2% と最低を記録し、同７年に 12.7% となっている。なお、

平成１２年は 8.3%を記録している。以上の真庭郡における農家シェアに対し、蒜山地域は

昭和３５年と同４０年にそれぞれ 3.1 ポイント、2.5 ポイント上回り、反対に同４５年以

降は下回り、その較差は同４５年に 2.5 ポイント、平成７年は 2.8 ポイントとなっている。 

岡山県は昭和３５年に 31.6% となり、同４０年には 16.2% に急激に縮小し、その後は１

０％台を下降し、平成２年に 10.5% と最低となり、同７年には 12.3% となっている。なお、

平成１２年は 7.1%を記録している。以上の岡山県における農家シェアに対し、蒜山地域は

昭和３５年に 12.8 ポイント、同４０年に 4.4 ポイント上回り、反対に同４５年以降は下

回り、その較差は同年 1.8 ポイント、平成７年 2.4 ポイントとなっている。 

次に上記した平成７年における農家シェアの昭和３５年に対する縮小の比率をみると、

蒜山地域 77.7% 、真庭郡 69.2% 、岡山県 61.1% となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域の自営兼業農家シェアは真庭郡及び岡山県と同様に時

系列的に縮小し、その推移過程において、真庭郡及び岡山県は蒜山地域を昭和４０年まで

３～４ポイント程度上回り、反対に同４５年以降は２ポイント程度下回っている。そして

蒜山地域における同農家シェアの昭和３５年～平成７年間における縮小率はとくに岡山県

をかなり大幅に上回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村の自営兼業農家シェアは、昭和３５年に湯原町 54.9% 、中和村 53.2% 、川上村

32.8% 、八束村 26.5% に順になっている。 

同年以降、上記の農家シェアは同４０年に急激に縮小し、その後は緩やかな縮小基調で

推移している。すなわち、昭和４０年に湯原町 24.7% 、八束村 20.0% 、川上村 18.4% 、

中和村 11.5% と劇的に縮小している。その後、八束村は１０％台を下降し、平成７年に最

低となり、一方、中和村は昭和４５年に急激に縮小し、１０％を大きく割り、その後は僅

差ながら拡大基調に転じ、川上村は同５５年に１０％を割り、その後は概ね横ばい状態と

なり、湯原町は同４５年に１０％台に下落し、同５０年には１０％を切り、平成２年に最

低を記録している。 

上記の推移経過のもとで、平成７年に湯原町 11.2% 、八束村 10.9% 、川上村 8.0%、中

和村 7.9%の順になっている。なお、平成１２年には八束村 11.2% 、湯原町 6.2%、川上村

4.8%、中和村 4.5%の順に記録されている。 

以上で記述した平成７年における農家シェアは昭和３５年の時点と比べて、町村間較差

が縮まり、８～１１％の範囲に収まっている。なお、平成７年における農家シェアの昭和

３５年に対する縮小の比率をみると、中和村 85.2% 、湯原町 79.6% 、川上村 75.6% 、八

束村 58.9%の順になっている。 

５５５５－－－－３３３３ 恒常的勤務農家恒常的勤務農家恒常的勤務農家恒常的勤務農家とととと出稼出稼出稼出稼ぎぎぎぎ及及及及びびびび日雇農家数構成割合日雇農家数構成割合日雇農家数構成割合日雇農家数構成割合のののの推移推移推移推移 

本項では総兼業農家数（第１種と第２種兼業農家総数）に占める恒常的勤務農家数と出
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稼ぎ・日雇農家数の構成割合並びに第１種と第２種兼業農家における雇用兼業農家数に占

める恒常的勤務農家数、出稼ぎ農家数、日雇農家数の構成割合についてそれぞれ表５、表

６に基づき昭和３５年～平成７年間の推移状況を記述する。 

（１） 蒜山地域 

⒜ 総兼業農家における兼業種類別農家構成 

総兼業農家数に占める恒常的勤務農家数割合並びに出稼ぎ・日雇農家数割合の推移状況

を表５に基づき記述する。なお、既述したように平成１２年は販売農家のうち第２種兼業

農家を調査対象としている。 

蒜山地域の昭和３５年における恒常的勤務農家シェアは 27.0% 、出稼ぎ・日雇農家シェ

アは 28.6% で、前者の方が僅差ながら 1.6 ポイント下回っている。 

同年以降、恒常的勤務農家シェアは拡大し、同５０年に 50.1% と５０％台に乗り、平成

７年には 78.4% と最高に達している。一方、出稼ぎ・日雇農家シェアは昭和４０年に 50.9% 

に急激に拡大し、同４５年には 51.8% とピ－クに達し、その後は急速に縮小し、同６０年

に 22.1%と２０％台に下降し、平成７年には 11.7% の最低を記録している。なお、平成１

２年には恒常的勤務農家シェア 58.3% 、出稼ぎ・日雇農家シェア 7.1%と記録されている。 

一方、真庭郡および岡山県における恒常的勤務農家及び出稼ぎ・日雇農家の両農家シェ

アは蒜山地域の場合と概ね類似のパタ－ンで以下のように推移している。 

真庭郡における昭和３５年の恒常的勤務農家シェアは 30.9% 、出稼ぎ・日雇農家シェア

は 27.8% となり、両農家シェアの較差は比較的僅差で恒常的勤務農家の方が 3.1 ポイント

上回っている。同年以降、上記農家シェアはそれぞれ拡大と縮小パタ－ンで推移している。 

すなわち、恒常的農家シェアは概ね一貫して拡大し、その過程で昭和５０年に急激に拡

大し、60.8% となり、同６０年に 75.7% と７０％台に達し、平成７年には 80.7%と最高に

達している。なお、平成１２年には 54.5% と記録されている。一方、出稼ぎ・日雇農家シ

ェアは昭和４０年に 45.7% と劇的に拡大し、最高に達し、その後は急速に縮小し、同５０

年に 27.3% と２０％台に下降し、同５５年に 19.6% と２０％を切り、平成２年には１０％

を切り、同７年に 6.8%と最低となっている。以上のように出稼ぎ・日雇農家シェアは昭和

４５年に恒常的農家シェアを下回り、その較差は経年的に拡大している。なお、平成１２

年における出稼ぎ・日雇い農家シェアは 5.1%と記録されている。 

岡山県の場合は昭和３５年に恒常的勤務農家シェア 51.6% 、出稼ぎ・日雇農家シェア

16.8% となり、恒常的農家シェアは出稼ぎ・日雇農家シェアを 34.8 ポイントと大幅に上回

っている。同年以降、恒常的農家シェアは拡大し、同５０年に 64.3% と６０％台に乗り、

同５５年に 72.1% と７０％台に達し、平成７年には 83.1% とピ－クを迎えている。なお、

平成１２年は 47.6%を記録している。一方、出稼ぎ・日雇農家シェアは昭和４０年に 29.8% 

と急激に拡大し、最高に達し、同４５年は横ばい状態となり、その後は急速に縮小し、同

５５年に 15.2% と２０％を割り込み、同６０年には 8.7%と１０％を切り、平成７年に 4.6%

と最低に達している。なお、平成１２年には 4.1%と記録されている。 

以上で記述した恒常的農家シェアを蒜山地域、真庭郡及び岡山県の間で比較すると、蒜

山地域は各時点において真庭郡および岡山県を下回っている。すなわち、真庭郡との較差

は昭和３５年から同５０年までは 3.9 ～10.7 ポイントの範囲を上昇し、反対に同５５年以

降は 9.8 ～2.3 ポイントの範囲を下降している。一方、岡山県との較差は平成２年までは

25.5～12.7 ポイントの範囲を下降し、同７年には 4.7 ポイントに縮小している。 

上記したように、蒜山地域における恒常的勤務農家シェアは真庭郡及び岡山県を下回り、

真庭郡との較差は昭和５０年までは拡大し、その後は縮小し、平成７年には僅差となって

いる。また、岡山県との較差は時系列的に縮小し、とくに昭和５０年と平成７年の両時点

で急激に縮小している。 

一方、蒜山地域における出稼ぎ・日雇農家シェアは真庭郡および岡山県を各時点におい

て上回っている。すなわち、真庭郡との較差は昭和３５年～平成２年の間に 0.8 ～12.8

ポイントの範囲を上昇し、同７年には 4.9 ポイントに急激に縮小している。岡山県との較

差は昭和３５～４５年の間は 11.8～22.2 ポイントの範囲を上昇し、反対に同５０年～平成

２年間は 15.5～13.5 ポイントの範囲を下降し、同７年には 7.1 ポイインに縮小している。 
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次に上記した平成７年における恒常的勤務農家シェアと出稼ぎ・日雇農家シェアの昭和

３５年に対する拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりである。 

恒常的勤務農家シェアは拡大し、その数値は蒜山地域 190.4%、真庭郡 161.2%、岡山県

61.0% となり、出稼ぎ・日雇農家シェアは縮小し、その数値は蒜山地域59.1% 、真庭郡75.5% 、

岡山県 72.6%となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域の恒常的農家シェアは真庭郡及び岡山県を下回り、そ

の較差は真庭郡とは昭和５０年まで拡大し、その後は縮小し、岡山県とは時系列的に縮小

している。一方、出稼ぎ・日雇農家シェアは真庭郡及び岡山県を上回り、その較差は昭和

４５年まで拡大し、その後は縮小に転じ、とくに平成７年には急激に縮小している。また、

恒常的勤務農家シェアは昭和３５年～平成７年間に拡大し、その拡大率は蒜山地域の方が

上回り、反対に出稼ぎ・日雇農家シェアは上記期間に縮小し、その縮小率は蒜山地域の方

が下回っている。 

⒝ 第１種と第２種兼業農家における兼業種類別農家構成 

第１種並びに第２種兼業農家における雇用兼業農家数（以下、第１種、第２種雇用兼業

農家）に占める恒常的勤務農家シェア、出稼ぎ農家シェア、日雇・臨時雇農家シェアの昭

和３５年～平成７年間における推移状況は表６に示すとおりである。なお、統計調査では

平成７年における上記農家構成は第１種と第２種雇用兼業農家込みである。また、平成１

２年は第２種雇用兼業農家を調査対象としている。 

蒜山地域におる恒常的勤務農家シェアは、昭和３５年に第１種雇用兼業農家では 43.2% 、

第２種雇用兼業農家では 56.9% となっている。同年以降、恒常的勤務農家シェアは第１種

兼業雇用農家では同４０年に急激に縮小し、最低となり、その後は拡大に転じ、同６０年

にはピ－クに達し、平成２年以降は緩やかな縮小に転じている。一方、第２種雇用兼業農

家では第１種雇用兼業農家の場合と類似のパタ－ンで推移しているが、昭和４０年に緩や

かに縮小し、最低となり、その後は拡大に転じ、平成２年に最高に達している。 

上記の推移経過のもとで、恒常的勤務農家シェアは平成２年に第１種雇用兼業農家では

54.1% 、第２種雇用兼業農家では 85.1% となり、平成７年は総雇用兼業農家（第１種・第

２種兼業農家）で 87.2% となっている。なお、平成１２年には 89.1% と記録されている。 

以上で記述したように、恒常的勤務農家シェアは第２種雇用兼業農家の方が全時点にお

いて第１種雇用兼業農家を上回り、その較差は１４～３１ポイントの範囲を経年的に上昇

している。このことは第２種雇用兼業農家において恒常的勤務への傾斜が時系列的に強ま

っていることを示している。 

出稼ぎ農家シェアは、昭和３５年に第１種兼業雇用農家は 1.4%、第２種兼業雇用農家は

0.3%となっている。 

同年以降、出稼ぎ農家シェアは第１種と第２種兼業雇用農家とも上記の恒常的勤務農家

シェアの推移パタ－ンと異なり、縮小基調で推移し、その過程において同４０年に劇的に

拡大し、最高に達し、その後は縮小に転じ、とくに同５０年に急激に縮小し、平成２年に

は第１種兼業雇用農家では 3.7%、第２種兼業雇用農家では 0.6%となり、同７年に第１種と

２種兼業雇用農家込みで 0.5%となっている。なお、平成１２年における出稼ぎ・日雇農家

シェアは 10.9% と記録されている。 

以上で記述したように、出稼ぎ農家シェアは全体的に極めて低い状態であるが、そのな

かで第１種兼業雇用農家が第２種兼業雇用農家を上回り、その較差はとくに昭和４０～４

５年の両時点では１１～１３ポイントと極めて高く、その後は３ポイント程度で推移して

いる。このことは第１種兼業雇用農家において昭和４０年代に出稼ぎへの傾向が強まり、

同５０年以降はその傾向が著しく後退していることを物語っている。 

日雇農家シェアは昭和３５年に第１種雇用兼業農家では 55.4% 、第２種雇用兼業農家で

は 42.8% となっている。 

同年以降、日雇農家シェアは第１種と第２種雇用兼業農家はともに縮小パタ－ンで推移

し、平成２年に第１種雇用兼業農家は 42.2% 、第２種雇用兼業農家は 14.3% となり、同７

年には第１種と第２種雇用兼業農家込みで 12.3% となっている。 

以上のように、日雇農家シェアは全時点において第１種雇用兼業農家の方が第２種雇用
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兼業農家を上回り、その較差は昭和３５～４５年間に１１～１５ポイントの範囲を上昇し、

同４５年以降は１９～２０ポイントの範囲で推移し、平成２年には２８ポイントとなって

いる。以上の事情は第１種雇用兼業農家の方が日雇への依存度が高く、しかし、その依存

度は経年的に後退し、その後退の程度は第２種雇用兼業農家の方が著しいことを示してい

る。 

なお、上記した日雇農家シェアの推移動向は恒常的勤務農家シェアと深く関係している。

すなわち、恒常的勤務農家シェアは第１種及び第２種雇用兼業農家では昭和４０年に縮小

し、その後は拡大に転じ、一方、日雇農家シェアは縮小基調で推移している。 

上記の推移経過のもとで、第１種雇用兼業農家における恒常的勤務農家シェアは、昭和

５０年まで日雇農家シェアを下回り、その較差は１２～２１ポイントの範囲を上下し、反

対に同５５年以降は５～２４ポイントの範囲を上昇し、平成２年には１２ポイント程度に

縮小している。一方、第２種雇用兼業農家における恒常的勤務農家シェアは全時点におい

て日雇農家シェアを大きく上回り、その較差は昭和４５年までは１４～１９ポイント範囲

を上昇し、同５０年以降は３３～７１ポイントの範囲を上昇している。 

以上のように、第１種雇用兼業農家は昭和５０年まで日雇への依存度が高く、同５５年

以降は恒常的勤務への依存を強めている。また、恒常的勤務農家シェアは全時点に亘って

第２種雇用兼業農家の方が高く、日雇農家シェアは全時点において第１種雇用兼業農家の

方が高くなっている。このことは第２種雇用兼業農家が恒常的勤務により農外所得への依

存度を高め、家計費の充足を図っていることを示している。 

以上で記述した蒜山地域の第１種、第２種雇用兼業農家における兼業種類別農家シェア

の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比するため、同農家シェアの概数（小数点以下四捨五

入）を昭和３５年－同４０年－同５０年－同６０年－平成２年の時系列で列記すると以下

のとおりである。なお、0.0%は 0.5%未満を示す。 

蒜山地域 

恒常的勤務農家シェア 

第１種：４３％－２７％－４３％－６１％－５４％ 

第２種：５７％－５１％－６５％－８２％－８５％ 

出稼ぎ農家シェア 

第１種： １％－２８％－ ６％－ ３％－ ４％ 

第２種： 0.0%－１４％－ ３％－ １％－ １％ 

日雇農家シェア 

第１種：５５％－４５％－５１％－３６％－４２％ 

第２種：４３％－３４％－３２％－１７％－１４％ 

真庭郡 

恒常的勤務農家シェア 

第１種：４７％－３５％－４４％－６３％－５９％ 

第２種：６５％－５９％－７５％－８９％－９２％ 

出稼ぎ農家シェア 

第１種： １％－１８％－ ５％－ ２％－ ２％ 

第２種： １％－１３％－ ３％－ １％－ １％ 

日雇農家シェア 

第１種：５２％－４７％－５１％－３５％－３９％ 

第２種：３３％－２８％－２２％－１０％－ ８％ 

岡山県 

恒常的勤務農家シェア 

第１種：５７％－３８％－５４％－７４％－７４％ 

第２種：８４％－６３％－８１％－９２％－９４％ 

出稼ぎ農家シェア 

第１種： ３％－１３％－ ４％－ ２％－ １％ 

第２種： ２％－ ８％－ ２％－ １％－ 0.0% 
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日雇農家シェア 

第１種：４１％－４９％－４２％－２５％－２５％ 

第２種：１５％－２９％－１７％－ ７％－ ６％ 

上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県（以下、３地域）における第１種及び第２種雇用兼

業農家（以下、第１種及び第２種雇用兼業）における兼業種類別農家シェアの推移動向を

取りまとめると以下のとおりである。 

恒常的勤務農家シェアは昭和３５年における第１種雇用兼業では蒜山地域４３％、真庭

郡４７％、岡山県５７％、第２種雇用兼業では蒜山地域で５７％、真庭郡６５％、岡山県

８４％の順に高く、３地域とも第２種雇用兼業の方が上回り、その較差は蒜山地域１４ポ

イント、真庭郡１８ポイント、岡山県２７ポイントの順に大きくなっている。 

同年以降、蒜山地方における恒常的勤務農家シェアは第１種及び第２種雇用兼業ともに

拡大基調で推移し、その過程で蒜山地域における第１種雇用兼業では同４５年に最低とな

り、同６０年に最高を記録し、第２種雇用兼業では同４０年に最低となり、平成２年に最

高となっている。一方、真庭郡及び岡山県の場合も蒜山地域と類似の増加基調で推移し、

その過程で第１種雇用兼業では昭和４０年に最低、同６０年には最高となり、第２種雇用

兼業では同４０年に最低、平成２年に最高を記録している。 

以上の推移経過のもとで平成２年における第１種雇用兼業では蒜山地域５４％、真庭郡

５９％、岡山県７４％、第２種雇用兼業では、蒜山地域８５％、真庭郡９２％、岡山県９

４％の順に高く、３地域ともに第２種雇用兼業の方が上回り、その較差は真庭郡３３ポイ

ント、蒜山地域３１ポイント、岡山県２０ポイントの順に小さくなっている。 

次に日雇農家シェアについてみると、昭和３５年における第１種雇用兼業では蒜山地域

５５％、真庭郡５２％、岡山県４１％、第２種雇用兼業では蒜山地域４３％、真庭郡３３

％、岡山県１５％の順に低く、３地域とも第２種雇用兼業が下回り、その較差は蒜山地域

１２ポイント、真庭郡１９ポイント、岡山県２６ポイントの順に大きくなっている。 

以上の日雇農家シェアは恒常的勤務農家シェアに比べて、第１種雇用兼業の場合は蒜山

地域と真庭郡は上回り、反対に岡山県は下回り、その較差は蒜山地域１２ポイント、真庭

郡５ポイント、岡山県１６ポイントとなっている。一方、第２種雇用兼業の場合は３地域

とも下回り、その較差は蒜山地域１４ポイント、真庭郡３２ポイント、岡山県６９ポイン

トとなっている。 

上記した、日雇農家シェアは昭和３５年以降、第１種及び第２種雇用兼業とも縮小基調

で推移し、その過程で第１種雇用兼業では蒜山地域は同６０年、真庭郡と岡山県は平成２

年に最低となり、第２種雇用兼業では３地域とも同２年に最低となっている。なお、日雇

農家シェアの最高時点は蒜山地域と真庭郡は昭和３５年、岡山県同４０年となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における第１種雇用兼業では蒜山地域４２％、真庭

郡３９％、岡山県２５％、第２種雇用兼業では蒜山地域１４％、真庭郡８％、岡山県６％

の順に低くなり３地域とも第２種雇用兼業の方が下回り、その較差は蒜山地域２８ポイン

ト、真庭郡３１ポイント、岡山県１９ポイントとなっている. 

出稼ぎ農家シェアは昭和３５年における３地域の第１種雇用兼業では１～２％、第２種

雇用兼業では１％未満となっている。しかし、昭和４０年には急激に拡大し、第１種雇用

兼業では蒜山地域２８％、真庭郡１８％、岡山県１３％、第２種雇用兼業では蒜山地域１

４％、真庭郡１３％、岡山県８％の順になり、最高を記録し、その後は急速に縮小し、平

成２に第１種雇用兼業では蒜山地域４％、真庭郡２％、岡山県１％、第２種雇用兼業では

蒜山地域と真庭郡各１％、岡山県１％未満の順になっている。 

以上のように第１種雇用兼業農家の場合、蒜山地域と真庭郡では昭和５０年まで日雇へ

の依存度が高く、その後は恒常的勤務への依存度が強化され、岡山県ではおおむね全時点

において日雇より恒常的勤務への依存度が高く、しかもその依存度は同５０年以降経年的

に強化されている。一方、第２種雇用兼業農家の場合、３地域とも恒常的勤務への依存度

が高く、しかもその依存度は昭和５０年以降時系列的に強化されている。 

（２） ４か町村 

⒜ 総兼業農家における兼業種類別農家構成 
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総兼業農家数（第１種、第２種兼業農家総数）に占める恒常的勤務農家シェアは、表５

で示すように昭和３５年に八束村 44.3% 、川上村 29.8% 、湯原町 20.4% 、中和村 18.3% 

の順になっている。 

同年以降、上記農家シェアは拡大パタ－ンで推移し、その過程において川上村は同４５

年、中和村と湯原町は同５０年に急激に拡大し、その後は緩やかな拡大に転じ、八束村は

一貫して緩やかに拡大し、各町村とも平成７年にピ－クを迎えている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に中和村 86.1% 、川上村 81.1% 、湯原町 79.8% 、

八束村 70.5% の順になっている。なお、平成１２年は第２種兼業農家では中和村 64.0% 、

八束村 57.8% 、川上村 57.2% 、湯原町 57.4% の順になっている。 

一方、出稼ぎ・日雇農家シェアは、昭和３５年に川上村 37.4% 、八束村 29.2% 、中和村

28.5% 、湯原町 24.7% の順になっている。 

同年以降、上記農家シェアは当初拡大し、その後急速な縮小に転じている。すなわち、

４か町村とも昭和４０年に急激に拡大し、川上村と八束村は同年に最高に達し、中和村と

湯原町は同４５年にピ－クを迎え、その後急速に縮小している。以上の推移経過のもとで、

平成７年に八束村 18.6% 、川上村 10.9% 、湯原町 9.0%、中和村 6.0%に順になっている。

なお、平成１２年は第２種兼業農家の場合に湯原町 9.3%、中和村 8.1%、八束村 5.6%、川

上村 4.8%の順になっている。 

⒝ 第１種と第２種兼業農家における兼業種類別農家構成 

恒常的勤務農家シェアは、昭和３５年に第１種雇用兼業農家では八束村 50.6% 、川上村

41.4% 、湯原町 41.0% 、中和村 35.3% 、第２種雇用兼業農家では八束村 79.0% 、中和村

52.6% 、湯原町 50.3% 、川上村 48.2%の順になり、川上村を除く３か町村は第２種雇用兼

業農家の方が大幅に上回っている。 

同年以降、上記農家シェアは第１種雇用兼業農家では川上村は同４０年、他の３か町村

は同４５年に急激に縮小し、その後は拡大に転じ、その推移過程で川上村は同５０年、他

の３か町村は同６０年に急激に拡大し、八束村と湯原町は同６０年、川上村と中和村は平

成２年に最高に達している。 

一方、第２種雇用兼業農家における上記農家シェアは４か町村とも昭和４０年に幾分緩

やかに縮小し、その後は拡大に転じ、その過程において川上村と中和村は同５０年、湯原

町は同６０年に急激に拡大し、平成２年に最高に達し、一方、八束村は一貫して緩やかに

拡大し、昭和６０年にピ－クを迎えている。 

上記の推移経過のもとで、平成２年における恒常的勤務農家シェアは第１種雇用兼業農

家では中和村 69.6% 、川上村 68.2% 、湯原町 45.2% 、八束村 42.7% 、第２種雇用兼業農

家では川上村 92.9% 、中和村 91.3% 、八束村 83.8% 、湯原町 80.9% の順になり、各町村

とも第２種雇用兼業農家の方が大幅に上回っている。平成７年は第１種と第２種雇用兼業

農家込みで中和村 93.4% 、湯原町 90.6% 、川上村 88.2% 、八束村 79.1% の順になってい

る。なお、平成１２年の第２種雇用兼業農家における上記農家シェアは川上村 92.2% 、八

束村 91.2% 、中和村 88.8% 、湯原町 86.1% の順に記録されている。 

出稼ぎ農家シェアは、昭和３５年に第１種雇用兼業農家では中和村 2.9%、八束村 1.9%、

川上村 0.8%、湯原町 0.5%の順になっている。一方、第２種雇用兼業農家では八束村 1.2%

となり、他の３か町村に該当農家は存在しない。 

同年以降、上記農家シェアは第１種雇用兼業農家では各町村とも同４０年に劇的に拡大

し、なかでも中和村は著しく、その後は各町村とも縮小に転じ、その推移過程において同

５０年には急激に縮小し、平成２年に中和村 8.7%、八束村 5.4%、川上村 1.9%の順になり、

湯原町は該当農家不在となっている。平成７年は第１種と第２種雇用兼業農家込みで、八

束村 1.2%、湯原町 0.2%の順になり、他の２か村には該当農家不在となっている。 

一方、第２種雇用兼業農家における出稼ぎ農家シェアは各町村とも昭和４０年に急激に

拡大し、同４５年には幾分縮小し、その後は急激な縮小に転じている。以上の推移経過の

もとで、平成２年に湯原町 1.2%となり、他の３か村は該当農家不在となっている。平成７

年は第１種と第２種雇用兼業農家込みで八束村 1.2%、湯原町 0.2%の順になり、他の２か村

は該当農家不在となっている。なお、平成１２年の第２種雇用兼業農家における出稼ぎ・
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日雇農家シェアは湯原町 13.9% 、中和村 11.2% 、八束村 8.8%、川上村 7.8%の順に記録さ

れている。 

日雇農家シェアは、昭和３５年に第１種雇用兼業農家では中和村 61.8% 、湯原町 58.5% 、

川上村 57.8% 、八束村 47.5% の順になっている。一方、第２種雇用兼業農家では川上村

51.8% 、湯原町 49.7% 、中和村 47.4% 、八束村 19.8%の順になっている。 

同年以降、上記農家シェアは第１種雇用兼業農家では川上村は一貫して縮小し、八束村

は拡大基調、中和村と湯原町は縮小基調で推移し、その過程で中和村は乱高下が激しく、

同４０年に急落し、同４５～５０年には急拡大している。 

一方、第２種雇用兼業農家における日雇農家シェアは各町村とも縮小基調で推移し、そ

の過程で川上村は昭和５０～５５年、中和村は同５５～６０年、湯原町は同６０年に急激

に縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に第１種雇用兼業農家では湯原町 54.8% 、八束村

51.9% 、川上村 29.9% 、中和村 21.7% の順になっている。一方、第２種雇用兼業農家では

湯原町 17.9% 、八束村 16.2% 、中和村 8.7%、川上村 7.1%の順になっている。平成７年は

第１種と第２種雇用兼業農家込みで八束村 19.7% 、川上村 11.8% 、湯原町 9.2%、中和村

6.6%の順になっている。なお、平成１２年の出稼ぎ・日雇農家シェアは既述のように湯原

町 13.9% 、中和村 11.2% 、八束村 8.8%、川上村 7.8%の順に記録されている。 

以上で記述した４か町村における第１種と第２種雇用兼業農家における恒常的勤務農

家、出稼ぎ農家及び日雇農家シェアの推移状況を整理すると以下のとおりである。 

恒常的勤務農家シェアは、第１種と第２種雇用兼業農家において各町村とも昭和４０年

あるいは同４５年に縮小し、その後は拡大パタ－ンで推移し、その拡大過程において第２

種雇用兼業農家の方が常に上回り、なかでも八束村と湯原町は顕著である。このことは各

町村とも第２種雇用兼業農家において恒常的勤務への傾斜を経年的に強め、とくに八束村

と湯原町において著しいことを示している。 

出稼ぎ農家シェアは、第１種及び第２種雇用兼業農家において各町村とも昭和４０年に

超急激に拡大し、その後は中和村を除く３か町村において急激に縮小し、中和村は緩やか

に縮小し、その推移過程において各町村とも第１種雇用兼業農家の方が第２種雇用兼業農

家を上回り、しかも、湯原町を除く３か村では第２種雇用兼業農家において該当農家が不

在となり、その時点は川上村は同５５年、八束村は同６０年、中和村は平成２年となって

いる。なお、出稼ぎ農家シェアは恒常的勤務農家シェアと日雇農家シェアに比べて、中和

村の第１種雇用兼業農家を除き、極めて低くなっている。以上の事情から、各町村とも出

稼ぎへの依存度は第１種雇用兼業農家において高く、その傾向は中和村においてとくに顕

著である。 

日雇い農家シェアは第１種雇用兼業農家では八束村を除く３か町村、第２種雇用兼業農

家では４か町村において縮小パタ－ンで推移し、ただ、八束村は拡大パタ－ンで推移して

いる。 

以上の推移過程において、第１種雇用兼業農家における日雇農家シェアは恒常的勤務農

家シェアを全時点において上回り、その較差は昭和３５年～平成２年の間に川上村は６～

２３ポイント、八束村は２８～３６ポイント、湯原町は９～３７ポイントの範囲を上昇し、

一方、中和村は１３～１４ポイントの範囲を推移している。上記の事情から、各町村とも

第１種雇用兼業農家において恒常的勤務より日雇への依存度が高く、とくに湯原町と八束

村において顕著となっている。 

以上で記述した内容は第１種、第２種雇用兼業農家における兼業種類別農家構成の町村

間比較である。そこで各町村における兼業種類別農家シェアについて、その概数（小数点

以下四捨五入）を昭和３５年－同４０年－同５０年－同６０年－平成２年の時系列で列記

すると以下のとおりである。なお、０％は該当農家不在を示す。 

川上村 

恒常的勤務農家シェア 

第１種：４１％－２２％－６１％－６８％－６８％ 

第２種：４８％－４５％－７２％－８７％－９３％ 
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出稼ぎ農家シェア 

第１種： １％－２４％－ ６％－ ５％－ ２％ 

第２種： ０％－１１％－ ２％－ ０％－ ０％ 

日雇農家シェア 

第１種：５８％－５５％－３４％－２７％－３０％ 

第２種：５２％－４４％－２７％－１３％－ ７％ 

八束村 

恒常的勤務農家シェア 

第１種：５１％－３８％－４５％－５３％－４３％ 

第２種：７９％－６９％－８０％－８６％－８４％ 

出稼ぎ農家シェア 

第１種： ２％－１６％－ ５％－ ２％－ ５％ 

第２種： １％－１２％－ ２％－ ０％－ ０％ 

日雇農家シェア 

第１種：４７％－４６％－５０％－４５％－５２％ 

第２種：２０％－２０％－１９％－１４％－１６％ 

中和村 

恒常的農家シェア 

第１種：３５％－２０％－２６％－６７％－７０％ 

第２種：５３％－４１％－６１％－８４％－９１％ 

出稼ぎ農家シェア 

第１種： ３％－５４％－１９％－ ８％－ ９％ 

第２種： ０％－２６％－ ５％－ ３％－ ０％ 

日雇農家シェア 

第１種：６２％－２６％－５５％－２６％－２２％ 

第２種：４７％－３２％－３４％－１３％－ ９％ 

湯原町 

恒常的勤務農家シェア 

第１種：４１％－２５％－３３％－６２％－４５％ 

第２種：５０％－４７％－５６％－７７％－８１％ 

出稼ぎ農家シェア 

第１種： １％－２７％－ ３％－ １％－ ０％ 

第２種： ０％－１６％－ ４％－ １％－ １％ 

日雇農家シェア 

第１種：５９％－４８％－６３％－３７％－５５％ 

第２種：５０％－３７％－４１％－２２％－１８％ 

上記した各町村における第１種及び第２種雇用兼業農家（以下、第１種及び第２種雇用

兼業）における兼業種類別農家シェアの推移を要約すると以下のとおりである。 

① 川上村 

昭和３５年に第１種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア４１％、日雇農家シェア５８％、

出稼ぎ農家シェア１％、第２種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア４８％、日雇農家シェ

ア５２％、出稼ぎ農家シェア０％となっている。 

同年以降、恒常的勤務農家シェアは両種雇用兼業とも拡大基調で推移し、その過程で第

1 種雇用兼業では同４０年に急激に縮小し、一方、第２種雇用兼業では幾分縮小し、その

後は両種雇用兼業とも拡大パターンで推移している。日雇農家シェアは両種雇用兼業とも

縮小基調で推移し、その過程で第１種雇用兼業では全時点を通して穏やかに縮小し、第２

種雇用兼業では同４５年まで穏やかに縮小し、その後は急激な縮小に転じている。出稼ぎ

農家シェアは両種雇用兼業とも縮小基調で推移し、その過程で同４０年に急激に拡大し、

その後は縮小パターンに転じ、第２種雇用兼業では同５５年以降該当農家不在となってい

る。 
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上記したように第１種雇用兼業では昭和４０年までは日雇への依存度が恒常的勤務を上

回り、その後は恒常的勤務への依存度を高め、しかもその依存度は経年的に強まっている。

一方、第２種雇用兼業では昭和４０年まで恒常的勤務と日雇への依存度はほぼ均衡し、そ

の後は恒常的勤務へ傾斜し、日雇への依存は経年的に大きく後退している。 

②八束村 

昭和３５年に第１種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア５１％、日雇農家シェア４７％、

出稼ぎ農家シェア２％、第２種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア７９％、日雇農家シェ

ア２０％、出稼ぎ農家シェア１％となっている。 

同年以降、恒常的勤務農家シェアは第１種雇用兼業では縮小基調で推移し、その過程で

同４０年に急激に縮小し、一方、第２種雇用兼業では緩やかな拡大基調で推移している。 

日雇農家シェアは第１種雇用兼業では緩やかな拡大基調で推移し、反対に第２種雇用兼

業では緩やかな縮小基調で推移している。出稼ぎ農家シェアは両種雇用兼業とも縮小パタ

ーンで推移し、その過程で同４０年に急激に縮小し、第２種雇用兼業では同６０年以降該

当農家不在となっている。以上の推移過程のもとで平成２年に第１種雇用兼業では恒常的

勤務農家シェア４３％、日雇農家シェア５２％、出稼ぎ農家シェア５％、第２種雇用兼業

では恒常的勤務農家シェア８４％、日雇農家シェア１６％、出稼ぎ農家シェア０％となっ

ている。 

上記したように第１種雇用兼業では昭和３５年は日雇と恒常的勤務への依存度がほぼ均

衡し、同４０年以降は日雇への依存度がやや強まっている。一方、第２種雇用兼業では昭

和４０年まで恒常的勤務と日雇への依存度がほぼ均衡し、その後は恒常的勤務へ傾斜し、

その依存度は同５０年以降強まっている。 

③中和村 

昭和３５年に第１種雇用兼業では、恒常的勤務農家シェア３５％、日雇農家シェア６２

％、出稼ぎ農家シェア３％、第２種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア５３％、日雇農家

シェア４７％、出稼ぎ農家シェア０％となってる。 

同年以降、恒常的勤務農家シェアは両種雇用兼業ともに拡大パターンで推移し、その過

程で同４０年に急激に縮小し、とくに第１種雇用兼業では著しく縮小している。日雇農家

シェアは両種雇用兼業ともに縮小パターンで推移し、その過程で同４０年に急激に縮小し、

とくに第２種雇用兼業では同５５年以降急激に縮小している。出稼ぎ農家シェアは両種雇

用兼業とも縮小基調で推移し、その過程で同４０年に劇的に拡大し、その後縮小に転じ、

とくに第２種雇用兼業では急激に縮小し、平成２年には該当農家不在となっている。以上

の推移過程のもとで平成２年に第１種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア７０％、日雇農

家シェア２２％、出稼ぎ農家シェア９％、第２種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア９１

％、日雇農家シェア９％、出稼ぎ農家シェア０％となっている。 

上記したように第１種雇用兼業では昭和５０年まで恒常的勤務より日雇への依存度が極

めて高く、その後は恒常的勤務への依存度が急速に強まり、日雇への依存は後退している。

一方、第２種雇用兼業では恒常的勤務への依存度が日雇に比べて全時点において上回り、

その依存度は同５０年以降において強まっている。 

④湯原町 

昭和３５年には第１種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア４１％、日雇農家シェア５９

％、出稼ぎ農家シェア１％、第２種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア５０％、日雇農家

シェア５０％、出稼ぎ農家シェア０％となっている。 

同年以降、恒常的勤務農家シェアは両種雇用兼業ともに拡大基調で推移し、その過程で

同４０年に縮小し、とくに第１種雇用兼業では急激に縮小し、その後両種雇用兼業では拡

大パターンで推移している。日雇農家シェアは両種雇用兼業とも縮小基調で推移し、その

過程でとくに同５５年以降急激に縮小している。出稼ぎ農家シェアは両種雇用兼業とも縮

小パターンで推移し、その過程で同４０年に急激に拡大し、その後は急速に縮小し、第１

種雇用兼業では平成２年に該当農家不在となっている。以上の推移過程のもとで平成２年

に第１種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア４５％、日雇農家シェア５５％、出稼ぎ農家

シェア０％、第２種雇用兼業では恒常的勤務農家シェア８１％、日雇農家シェア１８％、
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出稼ぎ農家シェア１％となっている。 

以上のように第１種雇用兼業では昭和５０年まで日雇への依存度が恒常的勤務を著しく

上回り、同５５年には両種雇用兼業への依存度は均衡し、同６０年には恒常的勤務への依

存度が日雇を大幅に上回り、反対に平成２年には日雇の方が上回っている。一方、第２種

雇用兼業では昭和３５年は恒常的勤務と日雇への依存度が均衡し、同４０年以降は恒常的

勤務の方が上回り、その依存度は同５０年以降時系列的に強まっている。 

 

第第第第５５５５項項項項 農業就業状態別農家農業就業状態別農家農業就業状態別農家農業就業状態別農家のののの動向動向動向動向 

これまで第１～４項において、昭和３５年以降における総農家数の減少、専業農家数お

よび同農家における男子生産年齢農家数の減少、さらには第１種、第２種兼業農家におけ

る世帯主農業専従農家数の増減、雇用兼業農家における兼業種類別農家数の増減等につい

て記述した。 

本項では蒜山地域と４か町村における農業就業状態からみた農家、すなわち専従者不在

農家、専従者女子の農家（以下、専従者女子農家）、男子専従者が１人以上いる農家（以

下、専従者男子農家）と同農家のうち６０歳未満男子農家（以下、専従者６０歳未満男子

農家）について、それら農家数の推移状況を表７、同農家数の総農家数（平成１２年は販

売農家数）に占める割合の推移状況を表８に基づいて記述する。なお、比較のため真庭郡

及び岡山県の資料を付記する。 

上記の農業就業状態別農家に関する統計資料は１９７０年農業センサスに初めて記載さ

れ、平成７年までは総農家、同１２年は販売農家を調査対象としている。このため平成７

年と同１２年は厳密には連結しないので、同１２年は表示に留める。また、専従者６０歳

未満男子農家数は１９７５年農業センサスに初めて記載されている。 

１１１１ 農業就業状態別農家数農業就業状態別農家数農業就業状態別農家数農業就業状態別農家数のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における専従者不在農家数は、昭和和４５年に５９８戸を数え、同５０年には

９９５戸に急増し、同５５年に 1,019 戸とピ－クに達し、その後は減少し、平成７年に９

４８戸となっている。なお、平成１２年は６８３戸を記録している。 

専従者女子農家数は、昭和４５年に３６６戸を数え、その後は減少を続け、平成７年に

９５戸となっている。なお、平成１２年には７８戸と記録されている。 

専従者男子農家数は、昭和４５年に 1,208 戸を数え、同５０年には７９２戸と急激に減

少し、その後は比較的緩やかな減少に転じ、平成７年に４７８戸となっている。なお、平

成１２年には４４１戸と記録されている。 

専従者６０歳未満男子農家数は、昭和５０年に６２７戸となり、専従者男子農家数の

79.2% を占め、その後は減少を続け、平成７年に２１２戸となっている。なお、平成１２

年には１６６戸と記録されている。 

以上で記述した就業状態別農家数の昭和４５年～平成７年間における増減率をみると、

増加率は専従者不在農家 58.5% 、減少率は専従者女子農家 74.0% 、専従者男子農家 60.4% 、

専従者６０歳未満男子農家 66.2% となっている。 

一方、真庭郡及び岡山県における就業状態別農家数の昭和４５年～平成７年間における

増減率をみると、専従者不在農家数の増加率は真庭郡 57.3% 、岡山県 1.5%となり、蒜山地

域に比べて前者は 1.2 ポイント、後者は 57.0 ポイント下回っている。専従者女子農家数

の減少率は真庭郡 79.3% 、岡山県 76.9% となり、蒜山地域と比較して前者は 5.3 ポイン

ト、後者は 2.9 ポイント上回っている。専従者男子農家数の減少率は真庭郡 70.3% 、岡山

県 68.2% となり、蒜山地域と比べて前者は 9.9 ポイント、後者は 7.8 ポイント上回って

いる。専従者６０歳未満男子農家数の減少率は真庭郡 49.7% 、岡山県 79.1% となり、蒜山

地域に比べて前者は 17.8 ポイント下回り、後者は 11.6 ポイント上回っている。 

上記した農業就業状態別農家数の増減率を概数（小数点以下四捨五入）でみると、蒜山

地域における専従者不在農家数の増加率は５９％と高く、真庭郡の５７％と大差はないが、

岡山県は２％と極めて低い。専従者男子農家数の減少率は蒜山地域６０％、岡山県６８％、

真庭郡７０％となり、蒜山地域は最低となっている。専従者６０歳未満男子農家数の減少
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率は真庭郡５０％、蒜山地域と岡山県はともに６８％となり、蒜山地域は岡山県レベルな

みである。専従者女子農家数の減少率は蒜山地域７４％、岡山県７７％、真庭郡７９％の

順になっている。 

次に蒜山地域における農業就業状態別農家数が真庭郡および岡山県の同農家数に占める

比率（対真庭郡比および対岡山県比）の推移状況を表７に基づき記述すると以下のとおり

である。 

対真庭郡比の場合、専従者不在農家数は昭和４５年に 19.2% を示し、同５０年には 21.2% 

に上昇し、その後は１９％台で推移し、平成７年に 19.4% となっている。なお、平成１２

年には 24.5% と記録されている。専従者女子農家数は昭和４５年に 22.4% となり、その後

上昇し、同５５年に 25.1% に達した後は概ね横ばい状態が続き、平成７年には 28.1%に急

上昇している。なお、平成１２年には 25.8% と記録されている。専従者男子農家数は昭和

４５年に 31.3% を示し、その後は３０％台を上昇し、平成７年には 41.3% と４０％台に乗

り、ピ－クに達している。なお、平成１２年は 39.5% を記録している。専従者６０歳未満

男子農家数は昭和５０年に 42.3% となり、同６０年に 47.3% とピ－クを迎え、平成２年に

は 38.3% と急落し、同７年には 28.5% とさらに下降している。なお、平成１２年は 59.1% 

を記録している。 

対岡山県比をみると、専従者不在農家数は昭和４５年に 0.78% を記録し、同５０年には

1.04% に急上昇し、その後は同６０年まで概ね横ばい状態となり、平成２年に 1.15% と幾

分上昇し、同７年に 1.22% と最高に達している。なお、平成１２年には 1.62% と記録され

ている。専従者女子農家数は昭和４５年に 1.61% となり、同５０年には 1.53% と多少低下

し、同５５年に 1.73% に上昇し、その後は概ね横ばい状態となり、平成７年には 1.81% 

に急上昇している。なお、平成１２年は 1.82% を記録している。専従者男子農家数は昭和

４５年に 2.20% となり、その後は 2.00% 台を上昇し、平成２年に 2.81% とピ－クに達し、

同７年には 2.73% に低下している。なお、平成１２年は 2.71% を記録している。専従者６

０歳未満男子農家数は昭和５０年に 3.57% となり、その後も上昇を続け、同６０年に 4.21% 

と 4.00% 台に乗り、平成７年には 5.78% と最高に達している。なお、平成１２年は 5.70% 

を記録している。 

次に上述した農業就業状態別農家数の対真庭郡比及び対岡山県比の推移動向を整理する

と以下のとおりである。 

専従者不在農家数の対真庭郡比は横ばい状態で推移し、対岡山県比は平成２年以降に顕

著に上昇している。専従者女子農家数の対真庭郡比は昭和５５年に上昇し、その後は横ば

い状態となり、平成７年に再び上昇しているが、対岡山県比の方は一貫して上昇を続けて

いる。専従者男子農家数の対真庭郡比は緩やかながら一貫して上昇し、対岡山県比は昭和

５５年まで上昇し、同６０年以降は横ばい状態となっている。専従者６０歳未満男子農家

数の対真庭郡比は昭和６０年まで上昇し、その後下降に転じ、平成７年に急落し、対岡山

県比は一貫して上昇を続けている。 

（２） ４か町村 

① 専従者不在農家 

昭和４５年に湯原町２６６戸（町村別構成比 44.5% ）、八束村１４３戸（同 23.9% ）、

川上村１２４戸（同 20.7% ）、中和村６５戸（同 10.9% ）の順になっている。 

同年以降、上記農家数は各町村とも同５０年に急激に増加し、その後の推移パタ－ンに

は町村間差異がみられる。すなわち、湯原町はその後も増加し、昭和６０年に最高に達し、

その後は緩やかに減少し、八束村は同５５年に最高に達し、その後は減少基調で推移し、

川上村は同５０年に最高となり、その後は幾分減少し、横ばい状態で推移し、平成７年に

多少増加し、中和村は昭和５５年に最高に達し、その後は減少している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町３８２戸（同 40.3% ）、八束村２３９戸（同

25.2% ）、川上村１８４戸（同 19.4% ）、中和村１４３戸（同 15.1% ）の順になっている。

なお、平成１２年には湯原町２６２戸（同 38.4% ）、八束村１８１戸（同 26.5% ）、川上

村１３９戸（同 20.3% ）、中和村１０１戸（同 14.8% ）の順に記録されている。 

上記した専従者不在農家数の昭和４５年～平成７年間の増加率は中和村 120.0%、八束村
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67.1% 、川上村 48.4% 、湯原町 43.6% の順になり、中和村の増加率は突出している。 

② 専従者女子農家 

昭和４５年（１９７０）に湯原町１４６戸（町村別構成比 39.9% ）、八束村９６戸（同

26.2% ）、川上村９３戸（同 25.4% ）、中和村３１戸（同 8.5%）の順になっている。 

同年以降、上記の農家数は各町村とも減少パタ－ンで推移し、平成７年に湯原町４５戸

（同 47.3% ）、川上村２４戸（同 25.3% ）、八束村２２戸（同 23.2% ）、中和村４戸（同

4.2%）の順になっている。なお、平成１２年には湯原町２５戸（同 32.1% ）、川上村２２

戸（同 28.2% ）、八束村２１戸（同 26.9% ）、中和村１０戸（同 12.8% ）の順に記録さ

れている。 

上記農家数の昭和４５年～平成７年間における減少率は中和村 87.1% 、八束村 77.1% 、

川上村 74.2% 、湯原町 69.2% の順になっている。 

③ 専従者男子農家 

昭和４５年に湯原町３８０戸（町村別構成比 31.4% ）、八束村３７４戸（同 31.0% ）、

川上村３１０戸（同 25.7% ）、中和村１４４戸（同 11.9% ）の順になっている。 

同年以降、上記農家数は各町村とも同５０年に急減し、その後は緩やかな減少に転じ、

平成７年に川上村１６５戸（同 34.5% ）、八束村１５５戸（同 32.4% ）、湯原町１２６戸

（同 26.4% ）、中和村３２戸（同 6.7%）の順になっている。なお、平成１２年には八束村

１４９戸（同 33.8% ）、川上村１４２戸（同 32.2% ）、湯原町１１６戸（同 26.3% ）、

中和村３４戸（同 7.7%）の順に記録されている。 

上記農家数の昭和４５年～平成７年間における減少率は中和村 77.8% 、湯原町 66.8% 、

八束村 58.6% 、川上村 46.8% の順になっている。 

④ 専従者６０歳未満男子農家数 

昭和５０年に八束村２１２戸（町村別構成比 33.8% ）、川上村１９２戸（同 30.6% ）、

湯原町１７４戸（同 27.8% ）、中和村４９戸（同 7.8%）の順になっている。 

同年以降、上記農家数は各町村とも経年的に減少し、平成７年に八束村９３戸（同

43.9% ）、川上村６２戸（同 29.2% ）、湯原町４０戸（同 18.9% ）、中和村１７戸（同

8.0%）の順になっている。なお、平成１２年には八束村７６戸（同 45.8% ）、川上村５６

戸（同 33.7% ）、湯原町 23 戸（同 13.9% ）、中和村 11 戸（同 6.6%）の順に記録されて

いる。 

上記農家数の昭和５０年～平成７年間における減少率は湯原町 77.0% 、川上村 67.7% 、

中和村 65.3% 、八束村 56.1% の順になっている。 

以上で記述した農業就業状態別農家数の推移状況のまとめとして、昭和４５年～平成７

年間の増減率の概数（小数点以下四捨五入）を列記すると以下のとおりである。 

専従者不在農家数は各町村とも増加し、その増加率は中和村が突出して高く１２０％に

達し、次いで八束村の６７％となり、他の２か町村は４０％台で、川上村は４８％、湯原

町は４４％となっている。専従者女子農家数は各町村とも減少し、その減少率は中和村８

７％、八束村７７％、川上村７４％、湯原町６９％の順になり、中和村は突出している。

専従者男子農家数は各町村とも減少し、その減少率は中和村７８％、湯原町６７％、八束

村５９％、川上村４７％の順になり、中和村は突出してしいる。専従者６０歳未満男子農

家数もまた減少し、その減少率は湯原町７７％、川上村６８％、中和村６５％、八束村５

６％の順になり、湯原町は突出している。 

２２２２ 農業就業状態別農家数割合農業就業状態別農家数割合農業就業状態別農家数割合農業就業状態別農家数割合のののの推移推移推移推移 

上述した農業就業状態別農家数の総農家数（平成１２年は販売農家数）に占める割合（以

下、農家シェア）を表８により記述すると以下のとおりである。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農業就業状態別農家シェアの昭和４５年～平成７年間における推移状

況について以下に記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県についても併記する。 

① 蒜山地域 

昭和４５年における専従者男子農家シェアは 55.6% 、専従者不在農家シェアは 27.5% 、

専従者女子農家シェアは 16.9% の順になっている。なお、専従者６０歳未満男子農家シェ
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アは昭和５０年に 30.9% を占めている。 

同年以降、専従者男子農家シェアは同５０年に 38.9% と急激に縮小し、その後は３０％

台後半から前半へと緩やかに縮小し、平成７年に 31.5% となっている。なお、平成１２年

は 36.7% を記録している。専従者６０歳未満男子農家シェアは昭和６０年まで緩やかに縮

小し、その後は多少加速し、平成７年に 13.9% となっている。なお、平成１２年は 13.8% 

を記録している。専従者不在農家シェアは専従者男子農家とは反対に拡大パタ－ンで推移

し、昭和５０年に 49.0% と急拡大し、その後は５０％台前半から６０％台前半へと緩やか

な拡大に転じ、平成７年に 62.3% となっている。なお、平成１２年には 56.8% と記録され

ている。専従者女子農家シェアは昭和５０年に 12.1% に低下し、その後は１０％以下の範

囲を緩やかに縮小し、平成７年に 6.2%となっている。なお、平成１２年には 6.5%と記録さ

れている。 

次に上述した蒜山地域の平成７年における農家シェアの昭和４５年に対する縮小又は拡

大の比率をみると、その縮小率は専従者女子農家 63.3% 、専従者６０歳未満男子農家

55.0% 、専従者男子農家 43.3% の順になり、反対に拡大率は専従者不在農家 126.5%となっ

ている。 

② 真庭郡 

昭和４５年における専従者男子農家シェアは 44.8% 、専従者不在農家シェアは 36.2% 、

専従者女子農家シェアは 19.0% の順になっている。なお、専従者６０歳未満男子農家シェ

アは昭和５０年に 18.3% を示している。 

同年以降、上記農家シェアの推移パタ－ンは蒜山地域と類似している。ただ、専従者６

０歳未満男子農家シェアの縮小が昭和６０年以降緩やかである点は相違している。以上の

推移経過のもとで、平成７年に専従者不在農家シェア 76.6% 、専従者男子農家シェア

18.1% 、専従者女子農家シェア 5.3%の順になり、専従者６０歳未満男子農家シェアは 11.7% 

を示している。なお、平成１２年には専従者不在農家シェア 66.3% 、専従者男子農家シェ

ア 26.5% 、専従者女子農家シェア 7.2%、専従者６０歳未満男子農家シェア 6.7%と記録さ

れている。 

次に上記した平成７年における農家シェアの昭和４５年に対する拡大又は縮小の比率を

みると、縮小率は専従者女子農家 72.1% 、専従者男子農家 59.6% 、専従者６０歳未満男子

農家 36.1% 順になり、反対に専従者不在農家は 111.6%の拡大となっている。 

以上で記述した真庭郡の平成７年における農家シェアを蒜山地域に比べると、専従者不

在農家は 23.0 ポイント上回り、反対に専従者男子農家は 13.4 ポイント、専従者女子農家

は 0.9 ポイント、専従者６０歳未満男子農家は 2.2 ポイント下回っている。 

③ 岡山県 

昭和４５年における専従者不在農家シェア 49.6% 、専従者男子農家シェア 35.7% 、専従

者女子農家シェア 14.7% の順になっている。なお、昭和５０年の専従者６０歳未満男子農

家シェアは 12.3% を示している。 

同年以降、上記の農家シェアは蒜山地域と類似のパタ－ンで推移し、平成７年に専従者

不在農家シェア 77.3% 、専従者男子農家シェア 17.5% 、専従者女子農家シェア 5.2%の順

になり、専従者６０歳未満男子農家シェアは 3.7%を示している。なお、平成１２年には専

従者不在農家シェア 67.2% 、専従者男子農家シェア 26.0% 、専従者女子農家シェア 6.8%、

専従者６０歳未満男子農家シェア 4.6%と記録されている。 

以上の平成７年における農家シェアの昭和４５年に対する拡大又は縮小の比率をみる

と、その縮小率は専従者６０歳未満男子農家 69.9% 、専従者女子農家%64.4%、専従者男子

農家 51.0% の順になり、反対に専従者不在農家は 55.8% の拡大となっている。 

上記した岡山県の農家シェアは蒜山地域と比べて、専従者不在農家は 15.0 ポイント上回

り、反対に専従者男子農家は 14.0 はポイント、専従者６０歳未満男子農家は 10.2 ポイン

ト、専従者女子農家は 1.0 ポイント下回っている。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における農業就業状態別農家シェアの推移

状況のまとめとして、昭和４５年－同５０年－同６０年－平成７年の時点における同農家

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ある。なお、･･･ 印は
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不詳、括弧内数値は平成７年における農家シェアの昭和４５年（専従者６０歳未満男子農

家は昭和５０年）に対する拡大又は縮小の比率の概数（小数点以下四捨五入）を示す。 

専従者不在農家 

蒜山地域：２８％－４９％－５５％－６２％（拡大率：１２７％） 

真庭郡：３６％－５８％－６９％－７７％（拡大率：１１２％） 

岡山県：５０％－６７％－７３％－７７％（拡大率： ７１％） 

専従者男子農家 

蒜山地域：５６％－３９％－３７％－３２％（縮小率： ４３％） 

真庭郡：４５％－２９％－２３％－１８％（縮小率： １６％） 

岡山県：３６％－２２％－１９％－１８％（縮小率：  ８％） 

専従者女子農家 

蒜山地域：１７％－１２％－ ９％－ ６％（縮小率： ６３％） 

真庭郡：１９％－１４％－ ８％－ ５％（縮小率： ７２％） 

岡山県：１５％－１１％－ ７％－ ５％（縮小率： ６５％） 

専従者６０歳未満男子農家 

蒜山地域： ･･･ －３１％－２６％－１４％（縮小率： ５５％） 

真庭郡： ･･･ －１８％－１３％－１２％（縮小率： １９％） 

岡山県： ･･･ －１２％－ ９％－ ４％（縮小率： １５％） 

上記したように、専従者不在農数家シェアは時系列的に拡大し、平成７年に蒜山地域は

６２％と最低になり、真庭郡及び岡山県を各１５ポイント下回っている。専従者男子農家

シェアは経年的に縮小し、平成７年に蒜山地域は３２％と最高になり、真庭郡及び岡山県

を各１４ポイント上回っている。専従者女子農家シェアもまた経年的に縮小し、平成７年

に蒜山地域は６％となり、真庭郡及び岡山県を各１ポイント上回っている。専従者６０歳

未満男子農家シェアもまた時系列的に縮小し、平成７年に蒜山地域は１４％となり、真庭

郡を２ポイント、岡山県を１０ポイント上回って 

なお、上記農家シェアの昭和４５年～平成７年間における拡大又は縮小率をみると、専

従者不在農家シェアの拡大率は蒜山地域が１２７％の最高となり、真庭郡を１５ポイント、

岡山県を７１ポイント上回っている。専従者男子農家シェアの縮小率は蒜山地域が４３％

と最低になり、真庭郡を１７ポイント、岡山県を８ポイント下回っている。専従者女子農

家シェアの縮小率は蒜山地域が６３％と最低になり、真庭郡を９ポイント、岡山県を２ポ

イント下回っている。専従者６０歳未満男子農家シェアの縮小率は蒜山地域が５５％とな

り、真庭郡を１９ポイント上回り、反対に岡山県を１５ポイント下回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村における総農家数（平成１２年は販売農家数）に占める農業就業状態別農家シ

ェアの推移状況を表８に基づき就業状態別に記述すると以下のとおりである。 

① 専従者不在農家 

昭和４５年に湯原町 33.6% 、中和村 27.1% 、川上村 23.5% 、八束村 23.3% の順になっ

ている。 

同年以降、各町村とも拡大基調で推移しているが、その過程において町村間に多少の違

いがみられる。すなわち、八束村と川上村は昭和５０年に急拡大し、その後八束村は緩や

かに拡大し、川上村は僅差ながら縮小と拡大を繰り返している。中和村と湯原町は昭和５

５年に急激に拡大し、その後中和村は多少縮小した後で拡大に転じ、湯原町は緩やかな拡

大が続いている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に中和村 79.9% 、湯原町 69.1% 、八束村 57.4% 、

川上村 49.3% の順になっている。なお、平成１２年には中和村 69.6% 、湯原町 65.0% 、

八束村 51.5% 、川上村 45.9% と記録されている。 上記した平成７年における専従者不在

農家シェアの昭和４５年に対する拡大の比率は中和村 194.8%、八束村 146.4%、川上村

109.8%、湯原町 105.7%の順になっている。 

② 専従者男子農家 

昭和４５年に八束村 61.0% 、中和村 60.0% 、川上村 58.9% 、湯原町 48.0% の順になっ
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ている。 

同年以降、各町村とも縮小基調で推移し、その過程において町村間差異がみられる。す

なわち、川上村と八束村は昭和５０年に急激に縮小し、その後川上村は多少拡大し、平成

２年以降は再び縮小に転じ、八束村は昭和６０年まで横ばいが続き、その後再び縮小に転

じている。中和村は昭和５５年まで急激に縮小し、その後は僅差ながら縮小と拡大を繰り

返している。湯原町は昭和５５年まで急速に縮小し、その後は緩慢な縮小パタ－ンに転じ

ている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に川上村 44.3% 、八束村 37.3% 、湯原町 22.8% 、

中和村 17.9% の順になっている。なお、平成１２年は川上村 46.9% 、八束村 42.5% 、湯

原町 28.8% 、中和村 23.5% を記録している。 

上記した平成７年における専従者男子農家シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は中

和村 70.2% 、湯原町 52.5% 、八束村 38.9% 、川上村 24.8% の順になっている。 

③ 専従者女子農家 

昭和４５年に湯原町 18.4% 、川上村 17.6% 、八束村 15.7% 、中和村 12.9% の順になっ

ている。 

同年以降、各町村とも縮小パタ－ンで推移し、その過程において湯原町を除く３か村は

昭和５０年に急激に縮小し、その後は緩やかな縮小に転じ、一方、湯原町は終始緩やかに

縮小している。以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町 8.1%、川上村 6.4%、八束村

5.3%、中和村 2.2%の順になっている。なお、平成１２年には川上村 7.2%、中和村 6.9%、

湯原町 6.2%、八束村 6.0%と記録されている。 

上記した平成７年における専従者女子農家シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は中

和村 82.9% 、八束村 66.2% 、川上村 63.6% 、湯原町 56.0% の順になっている。 

④ 専従者６０歳未満男子農家 

昭和５０年に川上村 38.9% 、八束村 36.9% 、湯原町 23.6% 、中和村 21.7% の順になっ

ている。 

同年以降、各町村とも縮小基調で推移しているが、その推移パタ－ンには町村間差異が

多少みられる。すなわち、川上村は昭和５５年に幾分拡大し、その後は急速に縮小し、八

束村は同６０年まで非常に緩やかに縮小し、その後は川上村と同様に加速している。中和

村は昭和５０年に急激に縮小し、その後は幾分拡大し、平成７年に急落している。湯原町

は昭和５５年に急激に縮小し、その後は比較的緩やかな縮小に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に八束村 22.4% 、川上村 16.6% 、中和村 9.5%、湯

原町 7.2%の順になっている。なお、平成１２年は八束村 21.7% 、川上村 18.5% 、中和村

7.6%、湯原町 5.7%を記録している。 

上記した平成７年における専従者６０歳未満男子農家シェアの昭和５０年に対する縮小

の比率をみると、湯原町 69.5% 、川上村 57.3% 、中和村 56.2% 、八束村 39.3% の順にな

っている。 

以上で記述した農業就業状態別農家シェアの推移状況のまとめとして、昭和４５年－同

５０年－同６０年－平成７年の時点で、同農家シェアの概数（小数点以下四捨五入）を列

記すると以下のとおりである。なお、･･･ 印は不詳、括弧内は平成７年における農家シェ

アの昭和４５年（男子６０歳未満農家は昭和５０年）に対する拡大又は縮小の比率の概数

を示す。 

専従者不在農家 

川上村：２４％－４０％－３９％－４９％（拡大率１１０％） 

八束村：２３％－４６％－４９％－５７％（拡大率１４６％） 

中和村：２７％－７２％－７６％－８０％（拡大率１９５％） 

湯原町：３４％－５０％－６２％－６９％（拡大率１０６％） 

専従者男子農家 

川上村：５９％－４９％－５４％－４４％（縮小率 ２５％） 

八束村：６１％－４４％－４５％－３７％（縮小率 ３９％） 

中和村：６０％－２４％－２１％－１８％（縮小率 ７０％） 
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湯原町：４８％－３２％－２６％－２３％（縮小率 ５３％） 

専従者女子農家 

川上村：１８％－１１％－ ８％－ ６％（縮小率 ６４％） 

八束村：１６％－１０％－ ６％－ ５％（縮小率 ６６％） 

中和村：１３％－ ４％－ ３％－ ２％（縮小率 ８３％） 

湯原町：１８％－１７％－１２％－ ８％（縮小率 ５６％） 

専従者６０歳未満男子農家 

川上村： ･･･ －３９％－３７％－１７％（縮小率 ５７％） 

八束村： ･･･ －３７％－３５％－２２％（縮小率 ３９％） 

中和村： ･･･ －２２％－１２％－１０％（縮小率 ５６％） 

湯原町： ･･･ －２４％－１６％－ ７％（縮小率 ７０％） 

以上で列記した各町村における農業就業状態別農家シェアの推移状況をまとめると以下

のとおりである。 

専従者不在農家シェアは湯原町を除く３か村において時系列的に拡大基調で推移し、湯

原町は一貫して拡大を続け、その推移過程において各町村とも昭和５０年に急激に拡大し、

とくに中和村は劇的に拡大している。以上の推移経過のもとで、平成７年における農家シ

ェアは中和村８０％、湯原町６９％、八束村５７％、川上村４９％の順になり、昭和４５

年に対する拡大率は中和村が１９５％と最高で、次いで八束村１４６％、川上村１１０％、

湯原町１０６％と続いている。 

専従者男子農家シェアは湯原町を除く３か村では縮小基調で推移し、湯原町は一貫して

縮小し、その推移過程において、昭和５０年に各町村ともかなり急落し、とくに中和村は

他より急激に縮小している。その後、川上村、八束村、中和村は概ね横ばい状態で推移し、

湯原町は緩やかに縮小している。その結果、平成７年に川上村４４％、八束村３７％、湯

原町２３％、中和村１８％の順になり、昭和４５年に対する縮小率は中和村７０％、湯原

町５３％、八束村３９％、川上村２５％の順になっている。 

専従者女子農家シェアは各町村とも一貫して縮小し、その推移過程において昭和５０年

に湯原町を除く３か村は急激に縮小し、なかでも中和村は劇的に縮小し、湯原町は極めて

僅差の縮小に留まっている。以上の経過のもとで、平成７年に湯原町８％、川上村６％、

八束村５％、中和村２％の順になり、その農家シェアの昭和４５年に対する縮小率は中和

村８３％、八束村６６％、川上村６４％、湯原町５６％の順になっている。 

専従者６０歳未満男子農家シェアは湯原町を除く３か村では縮小基調で推移し、湯原町

は一貫して縮小を続けている。以上の推移過程において、中和村は昭和５５年に急激に縮

小し、その後は概ね横ばい状態で推移し、川上村は同５５年に幾分拡大し、その後はかな

り大幅な縮小となり、八束村は同６０年までは横ばい状態に近く、その後は急激な縮小と

なり、湯原町は急速に縮小している。 

上記の推移経過のもとで、平成７年に八束村２２％、川上村１７％、中和村１０％、湯

原町７％と続き、その農家シェアの昭和５０年に対する縮小率は湯原町７０％、川上村５

７％、中和村５６％、八束村３９％の順になっている。 

以上で記述した専従者男子農家シェアは昭和４５年の時点で各町村とも専従者不在農家

シェアを上回り、とくに川上村、八束村、中和村はかなり大幅に上回っている。しかし、

両者の関係は中和村、湯原町では昭和５０年の時点で逆転し、同年以降は専従者不在農家

シェアが大幅に上回り、とりわけ中和村は顕著である。八束村もまた昭和５０年に僅差な

がら逆転し、両者間の較差は平成２年以降にかなり拡大している。一方、川上村は平成７

年に初めて逆転し、専従者不在農家シェアが幾分上回っている。また、専従者男子農家シ

ェアと専従者６０歳未満男子農家シェアは各町村とも時系列的に縮小し、その縮小率をみ

ると川上村と湯原町は６０歳未満農家シェアの方がかなり大幅に上回り、八束村は僅差な

がら上回り、反対に中和村は下回っている。 

 

第第第第６６６６項項項項 経営耕地面積規模別農家経営耕地面積規模別農家経営耕地面積規模別農家経営耕地面積規模別農家のののの動向動向動向動向 

昭和３６年の農業基本法制定以来わが国農政の基本方向は、零細農地所有と零細経営の
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農業構造を克服し、経営耕地規模の拡大を推進することであった。 

本項では昭和３５年以降、蒜山地域と４か町村における総農家数の減少と兼業化が進む

情勢下における経営耕地面積規模別農家数と同規模別農家数割合の推移状況について、表

９～１１に基づき記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県についても付記する。 

なお、表９～１１に記載の数値は昭和３５～６０年は総農家を対象とし、平成２～１２

年は販売農家を対象としており、昭和６０年と平成２年は厳密には連結しない。そのため

上記の年代ごとに時系列比較を行うこととした。本項において経営耕地面積規模別農家階

層は 0.5ha 未満（例外規程を含む）、0.5～1.0ha 、1.0～1.5ha 、1.5～2.0ha 、2.0～3.0ha 、

3.0ha 以上の６階層に区分している。 

１１１１ 経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数経営耕地面積規模別農家数のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

① 昭和３５～６０年 

蒜山地域における昭和３５年の経営耕地面積規模別農家数は、表９で示すように 0.5ha 

未満階層５２６戸、0.5～1.0ha 階層６３８戸、1.0～1.5ha 階層５０３戸、1.5～2.0ha 階層

２６８戸、2.0～3.0ha 階層１３３戸、3.0ha 以上階層８０戸となっている。 

同年以降における上記階層別農家数の推移状況をみると、0.5ha 未満階層は減少基調で

推移し、その過程において同４５年に最低となり、同５０年に増加し、その後再び減少に

転じている。0.5～1.0ha 階層から 1.5～2.0ha 階層までの各階層は一貫して減少し、2.0～

3.0ha 階層は昭和４５年まで増加し、その後は減少基調で推移し、3.0ha 以上階層は増加

基調で推移し、同６０年に最高に達している。以上の推移経過のもとで、昭和６０年に

0.5ha 未満階層５１３戸、0.5～1.0ha 階層４５５戸、1.0～1.5ha 階層２８８戸、1.5～2.0ha 

階層１５９戸、2.0～3.0ha 階層１７８戸、3.0ha 以上階層２３６戸となっている。 

上記した農家数の昭和３５～６０年間の増減率をみると、その減少率は 0.5ha 未満階層

2.5% 、0.5～1.0ha 階層 28.7% 、1.0～1.5ha 階層 42.7% 、1.5～2.0ha 階層 40.7% となり、

反対に増加率は 2.0～3.0ha 階層 33.8% 、3.0ha 以上階層 195.0%となっている。ちなみに

都府県における増減率をみると、減少率は 0.5～1.0ha 階層 38.0% 、1.0～1.5ha 階層 41.7% 、

1.5～2.0ha 階層 25.7% 、反対に増加率は 0.5ha 未満階層 45.6% 、2.0～3.0ha 階層 16.7% 、

3.0ha 以上階層 212.7%となっている
1)

。 

一方、真庭郡及び岡山県における 0.5ha 未満階層の農家数は蒜山地域と同様に昭和４５

年まで減少し、最低となり、同５０年には増加に転じ、その後において真庭郡は増加を続

け、岡山県は蒜山地域と同様の減少基調で推移している。0.5～1.0ha 階層以上の各階層の

農家数の推移パタ－ンは真庭郡及び岡山県ともに蒜山地域と類似している。 

真庭郡及び岡山県における階層別農家数の昭和３５～６０年間における増減率は以下の

とおりである。 

真庭郡において減少率は 0.5～1.0ha 階層 35.1% 、1.0～1.5ha 階層 57.8% 、1.5～2.0ha 

階層 45.9% 、反対に増加率は 0.5ha 未満階層 16.0% 、2.0～3.0ha 階層 37.6% 、3.0ha 以

上階層 223.8%となっている。一方、岡山県において減少率は 0.5ha 未満階層 8.9%、0.5～

1.0ha 階層 38.8% 、1.0～1.5ha 階層 48.8% 、1.5～2.0ha 階層 22.5% 、反対に増加率は 2.0

～3.0ha 階層 91.6% 、3.0ha 以上階層 658.2%となっている。以上のように、0.5ha 未満階

層農家数は真庭郡では増加し、反対に岡山県は蒜山地域と同様に減少している。 

以上で記述した経営耕地面積規模別階層における農家数の昭和３５～６０年間における

増減率について、蒜山地域、真庭郡及び岡山県の相互間の比較結果を整理するため、増減

率の概数（小数点以下四捨五入）を高水準の順に列記すると以下のとおりである。 

0.5ha 未満階層農家数の減少率は岡山県９％、蒜山地域３％、反対に真庭郡は１６％の

増加となっている。0.5～1.0ha 階層農家数の減少率は岡山県３９％、真庭郡３５％、蒜山

地域２９％、1.0～1.5ha 階層農家数の減少率は真庭郡５８％、岡山県４９％、蒜山地域４

３％、1.5～2.0ha 階層農家数の減少率は真庭郡４６％、蒜山地域４１％岡山県２３％の順

になっている。反対に、2.0～3.0ha 階層農家数の増加率は岡山県９２％、真庭郡３８％、

蒜山地域３４％、3.0ha 以上階層農家数の増加率は岡山県６５８％、真庭郡２２４％、蒜

山地域１９５％の順になっている。 
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上記した経営耕地面積規模別農家数の昭和３５～６０年間における増減率の階層間差異

の様態をみると、蒜山地域において 1.5～2.0ha 階層以下の各階層における減少率は階層が

上がるにつれて高くなり、2.0～3.0ha 階層以上の各階層における増加率もまた階層が上が

るに伴い高くなり、とくに 3.0ha 以上階層では突出している。一方、真庭郡と岡山県の場

合、その減少率は 1.0～1.5ha 階層までは階層が上がるにつれて高くなり、1.5～2.0ha 階層

では低下し、とくに岡山県の場合はその低下の度合いが著しく、その減少率は 0.5～1.0ha 

階層を大幅に下回っている。 

次に蒜山地域における経営耕地面積規模別農家数の真庭郡及び岡山県の同農家数に占め

る比率（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移状況を表９により以下に記述する。 

対真庭郡比は昭和３５年に 0.5ha 未満階層 17.3% 、0.5～1.0ha 階層 16.2% 、1.0～1.5ha 

階層 30.1% 、1.5～2.0ha 階層 58.0% 、2.0～3.0ha 階層 84.7% 、3.0ha 以上階層 100.0%と

なり、階層が上がるにつれて高くなっている。 

同年以降における対真庭郡比の推移状況は、0.5～1.0ha 階層は横ばい状態となり、1.0～

1.5%階層は上昇基調で推移し、反対に 0.5ha 未満階層と 1.5～2.0ha 階層以上は一貫して

低下している。以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5 ha 未満階層 14.5% 、0.5～1.0ha 

階層 17.7% 、1.0～1.5ha 階層 41.0% 、1.5～2.0ha 階層 63.6% 、2.0～3.0ha 階層 82.4% 、

3.0ha 以上階層%91.1 となり、階層が上がるに伴って高くなっている。 

一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.5ha 未満階層 0.82% 、0.5～1.0ha 階層 1.04% 、1.0

～1.5ha 階層 2.17% 、1.5～2.0ha 階層 6.48% 、2.0～3.0ha 階層 14.50%、3.0ha 以上階層

1.41% となり、概ね階層が上がるにつれて高くなっている。 

同年以降における対岡山県比の推移状況をみると、0.5ha 未満階層は同４０年に低下し、

その後 0.5～1.0ha 階層、1.0～1.5ha 階層、3.0ha 以上階層は概ね横ばい状態で推移し、1.5

～2.0ha 階層と 2.0～3.0ha 階層は一貫して低下し、同６０年に 0.5ha 未満階層 0.76% 、0.5

～1.0ha 階層 1.13% 、1.0～1.5ha 階層 2.10% 、1.5 ～2.0ha 階層 3.83% 、2.0～3.0ha 階層

9.56% 、3.0ha 以上階層 1.43% となり、階層が上がるほど高くなっている。 

上記のように、蒜山地域の階層別農家数の真庭郡に占める比率は 0.5～1.0ha 階層に変化

はみられず、0.5ha 未満階層及び 1.5～2.0ha 階層以上の各階層は低下し、反対に 1.0～0.5ha

階層は上昇している。一方、岡山県に占める比率は 0.5ha 未満階層に変化はなく、0.5～1.0ha 

階層と 1.0～1.5ha 階層は上昇し、1.5～2.0ha 階層以上の各階層は真庭郡と同様に低下して

いる。 

以上の推移状況から、蒜山地域における経営耕地面積規模別農家の階層構成には大きな

変化が生じ、それは 1.0～1.5ha 階層における拡大化の程度が真庭郡及び岡山県より進んで

いる点である。 

② 平成２～１２年 

蒜山地域におけ経営耕地面積規模別農家数は、平成２年に 0.5ha 未満階層２３５戸、0.5

～1.0ha 階層３９５戸、1.0～1.5ha 階層２５８戸、1.5～2.0ha 階層１６２戸、2.0～3.0ha 

階層１４７戸、3.0ha 以上階層２４２戸となっている。 

同年以降、1.0～1.5ha 階層を除く各階層別農家数は減少し、その推移過程において 1.0

～1.5ha 階層はとくに同７年に増加し、その後減少に転じている。以上の推移経過のもと

で、平成１２年に 0.5ha 未満階層２０３戸、0.5～1.0ha 階層３６９戸、1.0～1.5ha 階層２

４７戸、1.5～2.0ha 階層１１０戸、2,0～3.0ha 階層１１４戸、3.0ha 以上階層１５９戸と

なっている。 

上記した階層別農家数の平成２～１２年間における減少率は、0.5ha 未満階層 13.6% 、

0.5～1.0ha 階層 6.6%、1.0～1.5ha 階層 4.3%、1.5～2.0ha 階層 32.1% 、2.0～3.0ha 階層 22.4% 、

3.0ha 以上階層 34.3% となっている。ちなみに都府県における階層別農家数の減少率は

0.5ha 未満階層 22.6% 、0.5～1.0ha 階層 22.5% 、1.0～1.5ha 階層 24.5% 、1.5～2.0ha 階

層 24.2% 、2.0～3.0ha 階層 18.3% 、反対に 3.0ha 以上階層は 13.0% の増加となっている

1)

。 

一方、真庭郡及び岡山県における階層別農家数の平成２～１２年間における減少率は以

下のとおりである。 
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真庭郡の場合、0.5ha 未満階層 12.7% 、0.5～1.0ha 階層 19.2% 、1.0～1.5ha 階層 18.0% 、

1.5～2.0ha 階層 29.6% 、2.0～3.0ha 階層 17.1% 、3.0ha 以上階層 32.5% となり、岡山県

では 0.5ha 未満階層 20.5% 、0.5～1.0ha 階層 23.2% 、1.0～1.5ha 階層 26.3% 、1.5～2.0ha 

階層 21.6% 、2.0～3.0ha 階層 13.2% となり、反対に 3.0ha 以上階層は 13.0%増加となっ

ている。 

以上で記述した経営耕地面積規模別階層における農家数の平成２～１２年間における増

減率について蒜山地域、真庭郡及び岡山県の相互間の比較結果を整理するため、その増減

率の概数（小数点以下四捨五入）を列記すると以下のとおりである。 

0.5ha 未満階層農家数の減少率は岡山県２１％、蒜山地域１４％、真庭郡１３％、0.5～

1.0ha 階層農家数の減少率は岡山県２３％、真庭郡１９％、蒜山地域７％、1.0～1.5ha 階

層農数の減少率は岡山県２６％、真庭郡１８％、蒜山地域４％、1.5～2.0ha 階層農家数の

減少率は蒜山地域３２％、真庭郡３０％、岡山県２２％、2.0～3.0ha 階層農家数の減少率

は蒜山地域２２％、真庭郡１７％、岡山県１３％の順になっている。 

一方、3.0ha 以上階層農家数は蒜山地域と真庭郡では減少し、それぞれの減少率は３４

％、３３％の順になり、反対に岡山県は１３％増加となっている。 

次に蒜山地域における経営耕地面積規模別農家数の真庭郡および岡山県の同農家数に占

め比率（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移状況を表９でみると以下のようである。 

対真庭郡比は平成２年に 0.5ha 未満階層 14.5% 、0.5～1.0ha 階層 17.1% 、1.0～1.5ha 

階層 40.3% 、1.5～2.0ha 階層 67.5% 、2.0～3.0ha 階層 78.6% 、3.0ha 以上階層 90.3% と

なり、階層が上がるにつれて高くなっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は横ばい状態で推移し、1.5～2.0ha 階層以上の各階層は低下

し、0.5～1.0ha 階層と 1.0～1.5ha 階層は上昇し、同１２年に 0.5ha 未満階層 14.4% 、0.5

～1.0ha 階層 19.8% 、1.0～1.5ha 階層 47.0% 、1.5～2.0ha 階層 65.1% 、2.0～3.0ha 階層

73.5% 、3.0ha 以上階層 87.8% となっている。以上のように対真庭郡比は階層が上がるほ

ど高くなっている。 

対岡山県比は平成２年に 0.5ha 未満階層 0.90% 、0.5～1.0ha 階層 1.11% 、1.0～1.5ha 

階層 2.15% 、1.5～2.0ha 階層 4.15% 、2.0～3.0ha 階層 7.48% 、3.0ha 以上階層 1.79% と

なり、概ね階層が上がるにつれて高くなっている。 

同年以降、1.0～1.5ha 階層以下の各階層は上昇し、反対に 1.5～2.0ha 階層以上の各階層

は低下し、同１２年に 0.5ha 未満階層 0.98% 、0.5～1.0ha 階層 1.34% 、1.0～1.5ha 階層

2.79% 、1.5～2.0ha 階層 3.59% 、2.0～3.0ha 階層 6.68% 、3.0ha 以上階層 1.92% となり、

概ね階層が上がるに伴い高くなっている。 

上記したように、対真庭郡比及び対岡山県比の時系列的推移パタ－ンは、0.5～1.0ha と

1.0～1.5ha の両階層は上昇し、反対に 1.5～2.0ha 階層以上は低下し、0.5ha 未満階層には

変化はみられない。また、対真庭郡比及び対岡山県比は階層が上がるに伴って高くなって

いる。以上の推移様態から、平成２～１２年間において蒜山地域の経営耕地面積規模別農

家の階層構成に大きな変化が生じ、その１つは 1.0～1.5ha 階層の拡大が真庭郡及び岡山県

より進行している点である。 

（２） ４か町村 

各町村における経営耕地面積規模別農家数の推移状況を表９により記述すると以下のと

おりである。 

① 川上村 

昭和３５年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層１３５戸、0.5～1.0ha 階層１３２

戸、1.0～1.5ha 階層１３７戸、1.5～2.0ha 階層１０８戸、2.0～3.0ha 階層４５戸、3.0ha 

以上階層１９戸を数える。 

同年以降、2.0～3.0ha 階層及び 3.0ha 以上階層は増加し、他の階層は減少し、同６０年

に 0.5ha 未満階層９２戸、0.5～1.0ha 階層８５戸、1.0～1.5ha 階層５２戸、1.5～2.0ha 

階層４３戸、2.0～3.0ha 階層７１戸、3.0ha 以上階層８６戸となっている。 

上記した農家数の昭和３５～６０年間における減少率は 0.5ha 未満階層 31.9% 、0.5～

1.0ha 階層 35.6% 、1.0～1.5ha 階層 62.0% 、1.5～2.0ha 階層 60.2% 、反対に増加率は 2.0
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～3.0ha 階層 57.8% 、3.0ha 以上階層 352.6%となっている。 

平成２年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層３９戸、0.5～1.0ha 階層７９戸、1.0

～1.5ha 階層４１戸、1.5～2.0ha 階層５１戸、2.0～3.0ha 階層５１戸、3.0ha 以上階層８

９戸となっている。 

同年以降、1.0～1.5ha 階層農家数は増加し、他の階層は減少し、同１２年に 0.5ha 未満

階層３１戸、0.5～1.0ha 階層７６戸、1.0～1.5ha 階層６４戸、1.5～2.0ha 階層３８戸、2.0

～3.0ha 階層３７戸、3.0ha 以上階層５７戸となっている。 

上記した農家数の平成２～１２年間における減少率は 0.5ha 未満階層 20.5% 、0.5～1.0ha 

階層 3.8%、1.5～2.0ha 階層 25.5% 、2.0～3.0ha 階層 27.5% 、3.0ha 以上階層 36.0% とな

り、反対に 1.0～1.5ha 階層は 56.1% の増加となっている。 

② 八束村 

昭和３５年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層１２８戸、0.5～1.0ha 階層１５３

戸、1.0～1.5%階層１４５戸、1.5～2.0ha 階層１１４戸、2.0～3.0ha 階層８１戸、3.0ha 以

上階層６１戸となっている。 

同年以降、3.0ha 以上階層は増加し、他の階層は減少し、同６０年に 0.5ha 未満階層９

９戸、0.5～1.0ha 階層７５戸、1.0～1.5ha 階層７５戸、1.5～2.0ha 階層４４戸、2.0～3.0ha

階層７４戸、3.0ha 以上階層１３２戸となっている。 

上記した農家数の昭和３５～６０年間における減少率は 0.5ha 未満階層 22.7% 、0.5～

1.0ha 階層 51.0% 、1.0～1.5ha 階層 48.3% 、1.5～2.0ha 階層 61.4% 、2.0～3.0ha 階層 8.6%

となり、反対に 3.0ha 以上階層は 116.4% の増加となっている。 

平成２年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層５１戸、0.5～1.0ha 階層７８戸、1.0

～1.5ha 階層６８戸、1.5～2.0ha 階層４１戸、2.0～3.0ha 階層６１戸、3.0ha 以上階層１

２８戸となっている。 

同年以降、1.0～1.5ha 階層は増加し、他の階層は減少し、同１２年に 0.5ha 未満階層３

９戸、0.5～1.0ha 階層７４戸、1.0～1.5ha 階層７３戸、1.5～2.0ha 階層３１戸、2.0～3.0ha

階層５１戸、3.0ha 以上階層８３戸となっている。 

上記した農家数の平成２～１２年間における減少率は 0.5ha 未満階層 23.5% 、0.5～1.0ha 

階層 5.1%、1.5～2.0ha 階層 24.4% 、2.0～3.0ha 階層 16.4% 、3.0ha 以上階層 35.2% とな

り、反対に 1.0～1.5ha 階層は 7.4%の増加となっている。 

③ 中和村 

昭和３５年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層７１戸、0.5～1.0ha 階層８５戸、

1.0～1.5ha 階層８９戸、1.5～2.0ha 階層１９戸、2.0～3.0ha 階層３戸、3.0ha 以上階層０

戸となっている。 

同年以降、1.5～2.0ha 階層以上の各階層は増加し、反対に 1.0～1.5ha 階層以下の各階層

は減少している。以上の増減の過程において、0.5ha 未満階層と 0.5～1.0ha 階層は同４０

年に急激に減少し、一方、1.0～1.5ha 階層は増加し、その後は減少に転じ、反対に 1.5～2.0ha 

階層は同４０年、2.0～3.0ha 階層は同５５年に急激に増加している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5ha 未満階層３７戸、0.5～1.0ha 階層４７戸、

1.0ha～1.5ha 階層５４戸、1.5～2.0ha 階層４２戸、2.0～3.0ha 階層１８戸、3.0ha 以上階

層１２戸となっている。 

上記した農家数の昭和３５～６０年間における減少率は 0.5ha 未満階層 47.9% 、0.5～

1.0ha 階層 44.7% 、1.0～1.5ha 階層 39.3% 、反対に増加率は 1.5～2.0ha 階層 121.1%、2.0

～3.0ha 階層 500.0%、3.0ha 以上階層 200.0%となっている。 

平成２年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層１４戸、0.5～1.0ha 階層４１戸、1.0

～1.5ha 階層５６戸、1.5～2.0ha 階層２５戸、2.0～3.0ha 階層２０戸、3.0ha 以上階層１

４戸となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層に変化はみられず、0.5～1.0ha 階層は増加し、他の階層は減

少し、同１２年に 0.5ha 未満階層１４戸、0.5～1.0ha 階層４８戸、1.0～1.5ha 階層４１戸、

1.5～2.0ha 階層２０戸、2.0～3.0ha 階層１２戸、3.0ha 以上階層１０戸となっている。 

上記した農家数の平成２～１２年間における減少率は 1.0～1.5ha 階層 26.8% 、1.5～2.0ha 
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階層 20.0% 、2.0～3.0ha 階層 40.0% 、3.0ha 以上階層 28.6% となり、反対に 0.5～1.0ha

階層は 17.1% の増加となっている。なお、0.5ha 未満階層は 0%を記録している。 

④ 湯原町 

昭和３５年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層１９２戸、0.5～1.0ha 階層２６８

戸、1.0～1.5ha 階層１３２戸、1.5～2.0ha 階層２７戸、2.0～3.0ha 階層４戸、3.0ha 以上

階層は同４５年に初めて５戸と記録されている。 

同年以降、0.5ha 未満階層及び 1.5～2.0ha 階層以上の各階層は増加し、その推移過程に

おいて 1.5～2.0ha 階層は同４０年、2.0～3.0ha 階層は同４５年、3.0ha 以上階層は同５０

年に急増し、その後は減少に転じている。一方、0.5～1.0ha 階層と 1.0～1.5ha 階層は減少

し、その推移過程で両階層は昭和４０年に急激に増加し、その後はかなり急速に減少して

いる。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5ha 未満階層２８５戸、0.5～1.0ha 階層２４

８戸、1.0～1.5ha 階層１０７戸、1.5～2.0ha 階層３０戸、2.0～3.0ha 階層１５戸、3.0ha 

以上階層６戸となっている。 

上記した農家数の昭和３５～６０年間における増加率は 0.5ha 未満階層 48.4% 、1.5～

2.0ha 階層 11.1% 、2.0～2.3ha 階層 275.0%、3.0ha 以上階層 20.0% となり、反対に減少

率は 0.5～1.0ha 階層 7.5%、1.0～1.5ha 階層 18.9% となっている。 

平成２年における規模別農家数は、0.5ha 未満階層１３１戸、0.5～1.0ha 階層１９７戸、

1.0～1.5ha 階層９３戸、1.5～2.0ha 階層４５戸、2.0～3.0ha 階層１５戸、3.0ha 以上階層

１１戸となっている。 

同年以降、上記農家数は全階層において減少し、同１２年に 0.5ha 未満階層１１９戸、

0.5～1.0ha 階層１７１戸、1.0～1.5ha 階層６９戸、1.5～2.0ha 階層２１戸、2.0～3.0ha 階

層１４戸、3.0ha 以上階層９戸となっている。 

上記した農家数の平成２～１２年間における減少率は 0.5ha 未満階層 9.2%、0.5～1.0ha 

階層 13.2% 、1.0～1.5ha 階層 25.8% 、1.5～2.0ha 階層 53.3% 、2.0～3.0ha 階層 6.7%、3.0ha 

以上階層 18.2% となっている。 

以上で記述した経営耕地面積規模別階層における農家数の昭和年３５～６０年間並びに

平成２～１２年間における増減率の町村間比較を整理するため、その概数（小数点以下四

捨五入）を列記すると以下のとおりである。 

昭和年代において、0.5ha 未満階層農家数は湯原町では４８％増加となり、反対に他の

３か町村は減少し、その減少率は中和村４８％、川上村３２％、八束村２３％の順になっ

ている。0.5～1.0ha 階層農家数の減少率は八束村５１％、中和村４５％、川上村３６％、

湯原町８％、1.0～1.5ha 階層農家数の減少率は川上村６２％、八束村４８％、中和村３９

％、湯原町１９％、1.5～2.0ha 階層農家数は八束村と川上村では減少し、その減少率はそ

れぞれ６１％、６０％となり、一方、中和村と湯原町は増加し、その増加率はそれぞれ１

２１％、１１％の順になっている。2.0～3.0ha 階層農家数は中和村、湯原町、川上村では

増加し、その増加率はそれぞれ５００％、２７５％、５８％の順になり、一方、八束村は

９％の減少となっている。3.0ha 以上階層農家は中和村と湯原町では昭和３５～４０年に

該当農家不在となり、同４５年以降は各町村とも経年的に増加し、その増加率は川上村３

５３％ 、中和村２００％、八束村１１６％、湯原町２０％の順になっている。 

平成年代において、0.5ha 未満階層農家数は中和村を除く３か町村で減少し、その減少

率は八束村２４％、川上村２１％、湯原町９％の順になり、中和村は増減なしとなってい

る。0.5～1.0ha 階層農家数は中和村では１７％増加となり、他の３か町村は減少し、その

減少率は湯原町１３％、八束村５％、川上村４％の順になっている。1.0～1.5ha 階層農家

数は川上村と八束村では増加し、その増加率はそれぞれ５６％、７％の順になり、反対に

減少率は中和村２７％、湯原町２６％の順になっている。1.5～2.0ha 階層農家数の減少率

は湯原町５３％、川上村２６％、八束村２４％、中和村２０％の順になっている。2.0～3.0ha 

階層農家数の減少率は中和村４０％、川上村２８％、八束村１６％、湯原町７％、3.0ha 

以上階層農家数の減少率は川上村３６％、八束村３５％、中和村２９％、湯原町１８％の

順になっている。 
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２２２２ 経営耕地面積規模別農家数割合経営耕地面積規模別農家数割合経営耕地面積規模別農家数割合経営耕地面積規模別農家数割合のののの推移推移推移推移 

前項で記述した蒜山地域及び４か町村における総農家数（昭和３５～６０年）並びに販

売農家数（平成２～１２年）の経営耕地規模別農家数割合（以下、農家シェア）と同割合

の特化係数の推移状況について、それぞれ表１０、表１１に基づき以下に記述する。なお、

比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

（１） 蒜山地域 

① 昭和３５～６０年 

蒜山地域の昭和３５年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 24.5% 、0.5～1.0ha 

階層 29.7% 、1.0～1.5ha 階層 23.4% 、1.5～2.0ha 階層 12.5% 、2.0～3.0ha 階層 6.2%、3.0ha

以上階層3.7%となっている。ちなみに都府県の階層別農家シェアは0.5ha 未満階層26.4% 、

0.5～1.0ha 階層 39.5% 、1.0～1.5ha 階層 20.8% 、1.5～2.0ha 階層 8.4%、2.0～3.0ha 階層

4.2%、3.0ha 以上階層 0.7%となっている
1)

。 

同年以降、0.5ha 未満階層は昭和４５年まで縮小し、同５０年から拡大に転じ、同６０

年にピ－クに達している。0.5～1.0ha 、1.0～1.5ha 及び 1.5～2.0ha の各階層は昭和４０年

は横ばい状態となり、その後は縮小パタ－ンに転じ、同６０年に最低となっている。2.0～

3.0ha 階層は同４５年まで拡大し、その後は横ばい状態が続き、同５５年に拡大し、最高

に達し、その後は僅差ながら縮小している。3.0ha 以上階層は昭和４５年に急速に拡大し、

その後も拡大を続け、同６０年にピ－クに達している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層

28.0% 、0.5～1.0ha 階層 24.9% 、1.0～1.5ha 階層 15.8% 、1.5～2.0ha 階層 8.7%、2.0～3.0ha 

階層 9.7%、3.0ha 以上階層 12.9% となっている。ちなみに都府県における階層別農家シェ

アは 0.5ha 未満階層 43.5% 、0.5～1.0ha 階層 27.7% 、1.0～1.5ha 階層 13.7% 、1.5～2.0ha 

階層 7.0%、2.0～3.0ha 階層 5.5%、3.0ha 以上階層 2.6%となっている
1)

。 

上記した昭和６０年における階層別農家シェアの昭和３５年に対する拡大又は縮小の比

率をみると、その拡大率は 0.5ha 未満階層 14.3% 、2.0～3.0ha 階層 56.5% 、3.0ha 以上

階層 248.6%となり、一方、縮小率は 0.5～1.0ha 階層 16.2% 、1.0～1.5ha 階層 32.5% 、1.5

～2.0ha 階層 30.4% となっている。ちなみに都府県における階層別農家シェアの拡大率は

0.5ha 未満階層 45.6% 、2.0～3.0ha 階層 16.7% 、3.0ha 以上階層 212.7%、反対に縮小率

は 0.5～1.0ha 階層 38.0% 、1.0～1.5ha 階層 41.7% 、1.5～2.0ha 階層 25.7%となっている

1)

。 

以上のように、0.5ha 未満階層及び 2.0～3.0ha 階層以上の各階層農家シェアは拡大し、

反対に 0.5～1.0ha 、1.0～1.5ha 及び 1.5～2.0ha の各階層農家シェアは縮小している。 

以上の推移過程において、昭和３５～４５年間は 0.5～1.0ha 階層農家シェアが最も高く、

次いで 0.5ha 未満階層と 1.0～1.5ha 階層が概ね近接して続き、1.5～2.0ha 階層以上の各階

層間ではその階層が上がるに伴って農家シェアは低下し、とくに 2.0～3.0ha 階層以上では

急激に低下している。一方、昭和５０～６０年間は 0.5ha 未満階層農家シェアが最も高く、

0.5～1.0ha 階層以上 1.5～2.0ha 階層までの各階層間ではその階層が上がるにつれて農家シ

ェアは低下し、とくに 1.0～1.5ha 階層は急激に低下し、2.0～3.0ha 階層以上の各階層間で

は階層が上がるにつれて高くなっている。 

上記したように、蒜山地域において昭和３５～６０年間に階層別農家シェアに大きな変

化が生じ、その農家シェアは 0.5ha 未満階層と 2.0～3.0ha 及び 3.0ha 以上の両階層で拡

大し、とくに 3.0ha 以上階層での拡大は顕著である。一方、0.5～1.0ha 階層と 1.5～2.0ha 

階層農家シェアは縮小し、その縮小分は 0.5ha 未満階層と 2.0～3.0ha 階層以上農家シェ

アの拡大に寄与していると推量される。 

真庭郡における昭和３５年の階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 32.5% 、0.5～1.0ha 

階層 42.2% 、1.0～1.5ha 階層 17.8% 、1.5～2.0ha 階層 4.9%、2.0～3.0ha 階層 1.7%、3.0ha 

以上階層 0.9%となっている。 

同年以降、上記階層別農家シェアは概ね蒜山地域の場合と類似のパタ－ンで推移してい

るが、3.0ha 以上階層は異なり、同４５年以降の拡大が極めて緩やかとなり、同６０年に

0.5ha 未満階層 46.9% 、0.5～1.0ha 階層 34.2% 、1.0～1.5ha 階層 9.3%、1.5～2.0ha 階層
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3.3%、2.0～3.0ha 階層 2.9%、3.0ha 以上階層 3.4%となっている。 

上記した昭和６０年における階層別農家シェアの同３５年に対する拡大又は縮小の比率

をみると、表１０に示すように、その拡大率は 0.5ha 未満階層 44.3% 、2.0～3.0ha 階層

70.6% 、3.0ha 以上階層 277.8%の順になり、反対に縮小率は 0.5～1.0ha 階層 19.0% 、1.5

～2.0ha 階層 32.7% 、1.0～1.5ha 階層 47.8% の順になっている。 

岡山県における階層別農家シェアは、昭和３５年に 0.5ha 未満階層 42.7% 、0.5～1.0ha 

階層 38.1% 、1.0～1.5ha 階層 15.5% 、1.5～2.0ha 階層 3.1%、2.0～3.0ha 階層 0.6%、3.0ha 

以上階層 0.0%となっている。 

同年以降、上記階層別農家シェアは概ね蒜山地域の場合と類似のパタ－ンで推移し、同

６０年に 0.5ha 未満階層 52.5% 、0.5～1.0ha 階層 31.4% 、1.0～1.5ha 階層 10.7% 、1.5～

2.0ha 階層 3.3%、2.0～3.0ha 階層 1.5%、3.0ha 以上階層 0.6%となっている。 

上記した昭和６０年における農家シェアの同３５年に対する拡大又は縮小の比率をみる

と、その拡大率は 1.5～2.0ha 階層 6.5%、0.5ha 未満階層 23.0% 、2.0～3.0ha 階層 25.0% 、

3.0ha 以上階層 500.0%の順になり、反対に縮小率は 0.5～1.0ha 階層 17.6% 、1.0～1.5ha 

階層 31.0% の順になっている。 

以上の岡山県における 0.5ha 未満階層、2.0～3.0ha 階層及び 3.0ha 以上階層シェアの

拡大と 0.5～1.0ha 階層及び 1.0～1.5ha 階層シェアの縮小は蒜山地域及び真庭郡と共通し

ているが、1.5～2.0ha 階層の拡大は蒜山地域及び真庭郡における縮小と相反している。 

以上で記述した昭和３５～６０年間の蒜山地域における階層別農家構成の真庭郡及び岡

山県との関係性を表１１で示す特化係数を用いて記述すると以下のとおりである。ちなみ

に特化係数は蒜山地域あるいは真庭郡の階層別農家シェアの岡山県の同農家シェアに対す

る比で示され、蒜山地域あるいは真庭郡の階層別農家シェアが岡山県における当該農家シ

ェアと等しいとき、その特化係数は 1.00 であり、その係数の値が大きくなるほど蒜山地域

あるいは真庭郡はその階層への特化を強めている。 

蒜山地域の昭和３５年における特化係数は、0.5ha 未満階層 0.57、0.5～1.0ha 階層 0.78、

1.0～1.5ha 階層 1.51、1.5～2.0ha 階層 4.03、2.0～3.0ha 階層 10.33、3.0ha 以上階層 377.0

となっている。以上のように、同係数は 0.5～1.0ha 階層以下は 1.00 を下回り、反対に 1.0

～1.5ha 階層以上は 1.00 を上回り、しかも階層が上がるにつれて同係数は高くなっている。 

同年以降、上記の特化係数の推移状況をみると、1.0～1.5ha 階層以下の各階層は概ね横

ばい状態で推移し、時系列的変化はみられない。しかし、1.5～2.0ha 階層以上の各階層の

特化係数は低下基調で推移し、その過程において階層が上がるに伴って同係数は高くなり、

とくに 3.0ha 以上階層は突出している。以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5ha 

未満階層 0.53、0.5～1.0ha 階層 0.79、1.0～1.5ha 階層 1.48、1.5～2.0ha 階層 2.64、2.0～

3.0ha 階層 6.47、3.0ha 以上階層 21.50 となっている。 

以上のように、0.5～1.0ha 階層以下の各階層の特化係数は岡山県レベル（1.00）を下回

り、とくに 0.5ha 未満階層は超大幅に下回り、反対に 1.0～1.5ha 階層以上の各階層は同

レベルを上回り、とくに 1.5～2.0ha 階層以上の各階層は超大幅に上回っている。このこと

は昭和３５年以来、1.5～2.0ha 階層以上の各階層への農家数の動きによるものであり、そ

の動きの速度は岡山県レベルを大幅に超えている。 

一方、真庭郡の昭和３５年における特化係数は、0.5ha 未満階層 0.76、0.5～1.0ha 階層

1.11、1.0～1.5ha 階層 1.15、1.5～2.0ha 階層 1.58、2.0～3.0ha 階層 2.83、3.0ha 以上階

層 900.0 となり、階層が上がるにつれて同係数は高くなり、蒜山地域に比べて１階層低い

0.5～1.0ha 階層から 1.00 を超えている。しかし、真庭郡における 1.0～1.5ha 階層以上の

特化係数は蒜山地域を大幅に下回っている。 

同年以降、上記特化係数の推移状況をみると、0.5ha 未満階層は緩やかに上昇し、他の

各階層は低下基調で推移し、以上の過程において階層が上がるにつれて同係数は緩やかに

高くなり、とくに 3.0ha 以上階層では急激に高くなっている。以上の推移経過のもとで、

昭和６０年に 0.5ha 未満階層 0.89、0.5～1.0ha 階層 1.09、1.0～1.5ha 階層 0.87、1.5～2.0ha 

階層 1.00、2.0～3.0ha 階層 1.93、3.0ha 以上階層 5.67 となっている。 

上記した特化係数は 0.5ha 未満階層では岡山県レベルを下回り、0.5～1.0ha 階層及び
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1.0～1.5ha 階層でおいてようやく同レベルに達し、1.5～2.0ha 階層で上回り、2.0～3.0ha 

階層以上の各階層で大幅に上回っている。しかし、1.0～1.5ha 階層以上の各階層の特化係

数は蒜山地域と比べて超大幅に下回っている。 

以上で記述した真庭郡における階層別農家構成の変化は、0.5～1.0ha 階層以上の各階層

への農家数の動きによるものであり、その動きは 1.5～2.0ha 階層以下では鈍く、2.0～3.0ha 

階層以上で加速している。しかし、その動きは蒜山地域には遠く及ばず、したがって、真

庭郡における規模拡大化の程度は蒜山地域と比べかなり遅れている。 

② 平成２～１２年 

蒜山地域における平成２年の階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 16.3% 、0.5～1.0ha 

階層 27.4% 、1.0～1.5ha 階層 17.9% 、1.5～2.0ha 階層 11.3% 、2.0～3.0ha 階層 10.2% 、

3.0ha 以上階層 16.9% となり、0.5～1.0ha 階層と 1.0～1.5ha 階層が全体の 45.3% を占め

ている。ちなみに都府県における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 24.4% 、0.5～1.0ha 

階層 36.4% 、1.0～1.5ha 階層 17.8% 、1.5～2.0ha 階層 9.3%、2.0～3.0ha 階層 7.7%、3.0ha 

以上階層 4.4%となっている
1)

。 

同年以降、0.5ha 未満階層は同７年に多少縮小し、その後は僅少ながら拡大している。

0.5～1.0ha 階層と 1.0～1.5ha 階層はともに拡大し、反対に 1.5～2.0ha 階層、2.0～3.0ha 

階層及び 3.0ha 以上階層は縮小し、同１２年に 0.5ha 未満階層 16.9% 、0.5～1.0ha 階層

30.7% 、1.0～1.5ha 階層 20.5% 、1.5～2.0ha 階層 9.2%、2.0～3.0ha 階層 9.5%、3.0ha 以

上階層 13.2%となっている。ちなみに都府県における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階

層 24.0% 、0.5～1.0ha 階層 35.8% 、1.0～1.5ha 階層 17.1% 、1.5～2.0ha 階層 8.9%、2.0～

3.0ha 階層 8.0%、3.0ha 以上階層 6.3%となっている
1)

。 

上記した平成１２年における階層別農家シェアの同２年に対する拡大又は縮小の比率を

みると、その拡大率は 0.5ha 未満階層 3.7%、0.5～1.0ha 階層 12.0% 、1.0～1.5ha 階層 14.5% 

となり、反対に縮小率は 1.5～2.0ha 階層 18.6% 、2.0～3.0ha 階層 6.9%、3.0ha 以上階層

21.9% となっている。ちなみに都府県における階層別農家シェアの拡大率は 3.0ha 以上階

層 13.0% 、反対に縮小率は 0.5ha 未満階層 22.6% 、0.5～1.0ha 階層 22.5% 、1.0～1.5ha 

階層 24.5% 、1.5～2.0ha 階層 24.2% 、2.0～3.0ha 階層 18.3% となっている
1)

。 

上記したように、平成２～１２年間における階層別農家シェアの推移は拡大又は縮小の

過程であり、その拡大は 1.0～1.5ha 階層以下の各階層で生じ、その拡大率は階層が上がる

に伴って高くなっているが、それは農家数の減少率が階層が上がるにつれて低下している

反映である。一方、縮小は 1.5～2.0ha 階層以上の各階層でみられ、縮小率は 2.0～3.0ha 

階層が低く、1.5～2.0ha 階層と 3.0ha 以上階層が高くなっているが、それは各階層におけ

る農家数の減少率が 2.0～3.0ha 階層では最も低く、他の２階層はほぼ同水準で高くなって

いることに起因する。 

以上で記述した階層別農家構成の変化は、農家数が 1.0～1.5ha 階層以下の各階層では上

部階層へと動き、1.5～2.0ha 階層以上の各階層では 1.5～2.0ha 階層と 3.0ha 以上階層か

ら 2.0～3.0ha 階層へ動いたと推量される。 

一方、真庭郡における階層別農家シェアは、平成２年に 0.5ha 未満階層 30.7% 、0.5～

1.0ha 階層 43.9% 、1.0～1.5ha 階層 12.2% 、1.5～2.0ha 階層 4.6%、2.0～3.0ha 階層 3.6%、

3.0ha 以上階層 5.0%となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は拡大し、0.5～1.0ha 階層、1.0～1.5ha 階層及び 2.0～3.0ha 

階層は横ばい状態で推移し、1.5～2.0ha 階層は同７年に急激に縮小して、横ばい状態に転

じ、3.0ha 以上階層は一貫して縮小している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年に 0.5ha 未満階層 32.8% 、0.5～1.0ha 階層 43.3% 、

1.0～1.5ha 階層 12.2% 、1.5～2.0ha 階層 3.9%、2.0～3.0ha 階層 3.6%、3.0ha 以上階層 4.2%

となっている。 

以上の平成１２年における階層別農家シェアの同２年に対する拡大又は縮小の比率をみ

ると、表１０で示すように拡大率は 0.5ha 未満階層では 6.8%となり、反対に縮小率は 0.5

～1.0ha 階層 1.4%、1.5～2.0ha 階層 15.2% 、3.0ha 以上階層 16.0% の順になり、1.0～1.5ha 

階層及び 2.0～3.0ha 階層に変化はみられない。 
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岡山県における階層別農家シェアをみると、平成２年に 0.5ha 未満階層 32.3% 、0.5～

1.0ha 階層 44.3% 、1.0～1.5ha 階層 14.9% 、1.5～2.0ha 階層 4.9%、2.0～3.0ha 階層 2.4%、

3.0ha 以上階層 1.2%となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層と 1.5～2.0ha 階層は概ね横ばい状態で推移し、0.5～1.0ha 

階層と 1.0～1.5ha 階層は僅差ながら縮小し、0.5ha 未満階層、2.0～3.0ha 階層及び 3.0ha 

以上階層は拡大し、同１２年には、0.5ha 未満階層 32.9% 、0.5～1.0ha 階層 43.6% 、1.0

～1.5ha 階層 14.2% 、1.5～2.0ha 階層 4.9%、2.0～3.0ha 階層 2.7%、3.0ha 以上階層 1.7%

となっている。 

以上の平成１２年における農家シェアの同２年に対する拡大又は縮小の比率をみると、

表１０で示すように拡大率は 0.5ha 未満階層 1.9%、2.0～3.0ha 階層 12.5% 、3.0ha 以上

階層 41.7% の順になり、反対に縮小率は 0.5～1.0ha 階層 1.6%、1.0～1.5ha 階層 4.7%の順

になり、1.5～2.0ha 階層に変化はみられない。 

上記した岡山県における 0.5ha 未満階層の拡大は蒜山地域、真庭郡と共通しているが、

他の階層ではかなりの相違がみられる。すなわち、0.5～1.0ha 階層は蒜山地域では拡大し、

真庭郡と岡山県は縮小し、1.0～1.5ha 階層は蒜山地域では拡大し、真庭郡は変化なく、岡

山県は縮小し、1.5～2.0ha 階層は蒜山地域と真庭郡では縮小し、岡山県は変化なく、2.0～

3.0ha 階層は蒜山地域では縮小し、真庭郡は変化なく、岡山県は拡大し、3.0ha 以上階層

は蒜山地域と真庭郡では縮小し、岡山県は拡大している。 

次に蒜山地域と真庭郡における経営耕地面積規模別農家数割合の特化係数（岡山県＝

1.00）の平成２～１２年間における推移数状況をみると表１１に示すとおりである。 

蒜山地域の平成２年における特化係数は 0.5ha 未満階層 0.50、0.5～1.0ha 階層 0.62、

1.0～1.5ha 階層 1.20、1.5～2.0ha 階層 2.31、2.0～3.0ha 階層 4.25、3.0ha 以上階層 14.08 

となり、1.0～1.5ha 階層以上の各階層は岡山県レベルを上回り、しかも階層が上がるにつ

れ高くなっている。一方、真庭郡においては 0.5ha 未満階層 0.95、0.5～1.0ha 階層 0.99、

1.0～1.5ha 階層 0.82、1.5～2.0ha 階層 0.94、2.0～3.0ha 階層 1.50、3.0ha 以上階層 4.17

となり、2.0～3.0ha 階層以上の各階層は岡山県レベルを上回っている。 

同年以降、蒜山地域における 0.5ha 未満階層は横ばい状態で推移し、0.5～1.0ha 階層と

1.0～1.5ha 階層は僅少ながら上昇し、1.5～2.0ha 階層以上の各階層は低下し、とくに 3.0ha 

以上階層は急速に低下している。その結果、平成１２年における特化係数は、0.5ha 未満

階層 0.51、0.5～1.0ha 階層 0.70、1.0～1.5ha 階層 1.44、1.5～2.0ha 階層 1.88、2.0～3.0ha 

階層 3.51、3.0ha 以上階層 7.76 となり、階層が上がるにつれて同係数は高くなり、1.0～

1.5ha 階層以上の各階層は岡山県レベルを上回っている。 

一方、真庭郡では 1.5～2.0ha 階層以下の各階層は横ばい状態で推移し、2.0～3.0ha 階層

と 3.0ha 以上階層は下降し、平成１２年に 0.5ha 未満階層 1.00、0.5～1.0ha 階層 0.99、

1.0～1.5ha 階層 0.86、1.5～2.0ha 階層 0.80、2.0～3.0ha 階層 1.33、3.0ha 以上階層 2.47

となり、0.5ha 未満階層、2.0～3.0ha 階層及び 3.0ha 以上階層は岡山県レベルを上回って

いる。 

以上で記述した蒜山地域における特化係数は、昭和３５～６０年及び平成２～１２年の

両年代において、時系列的に低下しているが、そのなかで 1.0～1.5ha 階層以上の各階層は

岡山県レベルを上回り、しかも、その特化係数は階層が上がるにつれて高くなっている。

このことは蒜山地域における経営耕地面積規模別農家構成の時系列的変化において農家数

が 1.0～1.5ha 階層以上の各階層へと動き、その動きが岡山県レベルに比べて急速であるこ

とを示している。 

一方、真庭郡における特化係数が岡山県レベルを上回る階層は、昭和年代は 1.5～2.0ha 

階層以上、平成年代は 2.0～3.0ha 階層以上となっている。しかし、その特化係数は蒜山地

域を大幅に下回り、農家数の上記階層への動きは鈍い状態となっている。 

③ 経営耕地面積規模別農家構成の比較 

以上で記述した経営耕地面積別農家構成の蒜山地域、真庭郡及び岡山県の相互間比較を

整理するため、階層別農家シェアの概数（小数点以下四捨五入）を 0.5ha 未満階層－0.5

～1.0ha 階層－1.0～1.5ha 階層－1.5～2.0ha 階層－2.0～3.0ha 階層－3.0ha 以上階層の順
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に、昭和３５年、同６０年、平成２年、同１２年の時点で以下に列記する。なお、0.0%は

0.5%未満を示す。 

昭和３５年 

蒜山地域：２５％－２８％－２４％－１４％－ ６％－ ３％ 

真庭郡：３３％－４２％－１８％－ ５％－ ２％－ １％ 

岡山県：４３％－３８％－１６％－ ３％－ １％－0.0 ％ 

昭和６０年 

蒜山地域：２８％－２５％－１６％－ ９％－１０％－１３％ 

真庭郡：４７％－３４％－ ９％－ ３％－ ３％－ ３％ 

岡山県：５３％－３１％－１１％－ ３％－ ２％－ １％ 

上記の昭和 35 年における階層別農家シェアに対する同 60 年の拡大率又は縮小(△)率 

蒜山地域：１２％－△１１％－△３４％－△３９％－６７％－２９１％ 

真庭郡：４４％－△１９％－△４８％－△３３％－７１％－２７８％ 

岡山県：２３％－△１８％－△３１％－  ７％－２５％－５００％ 

平成２年 

蒜山地域：１６％－２７％－１８％－１１％－１０％－１７％ 

真庭郡：３１％－４４％－１２％－ ５％－ ４％－ ５％ 

岡山県：３２％－４４％－１５％－ ５％－ ２％－ １％ 

平成１２年 

蒜山地域：１７％－３１％－２１％－ ９％－１０％－１３％ 

真庭郡：３３％－４３％－１２％－ ４％－ ４％－ ４％ 

岡山県：３３％－４４％－１４％－ ５％－ ３％－ ２％ 

上記の平成２年における階層別農家シェアに対する同 12 年の拡大率又は縮小(△)率 

蒜山地域：４％－１２％－１５％－△１９％－△７％－△２２％ 

真庭郡：７％－△１％－ ０％－△１５％－ ０％－△１６％ 

岡山県：２％－△２％－△５％－  ０％－１３％－ ４２％ 

上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における昭和３５年と同６０年の両時点及び平成

２年と同１２年の両時点における階層別農家シェアの推移状況をまとめると以下のとおり

である。 

昭和年代及び平成年代の蒜山地域における階層別農家シェアは、0.5～1.0ha 階層以下の

各階層において真庭郡及び岡山県を大幅に下回り、反対に 1.0～1.5ha 階層以上の各階層に

おいて真庭郡及び岡山県を上回ってる。なお、真庭郡と岡山県における上記各階層の農家

シェアは比較的接近している。 

昭和年代における階層別農家シェアの拡大は、蒜山地域、真庭郡及び岡山県ともに 0.5ha 

未満階層、2.0～3.0ha 階層及び 3.0ha 以上階層にみられ、反対に 0.5～1.0ha 階層及び 1.0

～1.5ha 階層では縮小しているが、1.5～2.0ha 階層は蒜山地域と真庭郡では縮小し、反対

に岡山県は拡大している。 

一方、平成年代における階層別農家シェアの拡大又は縮小の程度は昭和年代と比べて非

常に低い。そして 0.5ha 未満階層の拡大は蒜山地域、真庭郡及び岡山県に共通的に起こり、

他の階層における拡大と縮小には蒜山地域、真庭郡及び岡山県間に共通性は認められない。

蒜山地域における 0.5～1.0ha 階層と 1.0～1.5 階層は拡大し、反対に岡山県及び真庭郡は

縮小し、1.0～1.5ha 階層は真庭郡では無変化となっている。また、蒜山地域における 1.5

～2.0ha 以上の各階層は縮小し、そのなかで 1.5～2.0ha 階層は真庭郡では縮小し、岡山県

は無変化となり、2.0～3.0ha 階層は岡山県では拡大し、真庭郡は無変化となり、3.0ha 以

上階層は真庭郡では縮小し、岡山県は拡大している。 

（２） ４か町村 

（２）－１ 経営耕地面積規模別農家数割合 

各町村における経営耕地面積規模別農家数割合（以下、農家シェア）の昭和３５～６０

年及び平成２～１２年の両年代における推移状況について表１０により記述すると以下の

とおりである。なお、既述したように昭和年代は総農家、平成年代は販売農家を対象とし
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ている。 

① 川上村 

昭和３５年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 23.4% 、0.5～1.0ha 階層 22.9% 、

1.0～1.5ha 階層 23.8% 、1.5～2.0ha 階層 18.8% 、2.0～3.0ha 階層 7.8%、3.0ha 以上階層

3.3%となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は同４０年に 19.9% と最低を記録し、その後は拡大基調に転

じ、同５０年に最高に達し、その後縮小している。0.5～1.0ha 階層は縮小し、同５０年に

最低になり、その後は拡大している。1.0～1.5ha 階層は昭和５０年まで緩やかに縮小し、

同５５年に急落し、最低に達し、その後いくぶん拡大してる。1.5～2.0ha 階層は昭和４０

年に拡大し、最高に達し、その後は縮小基調で推移し、同６０年に最低となっている。2.0

～3.0ha 階層は拡大し、昭和５０年に最高に達し、その後僅差ながら縮小し、横ばい状態

で推移している。3.0ha 以上階層は昭和４０年に最低になり、その後は急速に拡大してい

る。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5ha 未満階層 21.5% 、0.5～1.0ha 階層 19.8% 、

1.0～1.5ha 階層 12.1% 、1.5～2.0ha 階層 10.0% 、2.0～3.0ha 階層 16.6% 、3.0ha 以上階

層 20.0% となっている。 

平成２年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 11.1% 、0.5～1.0ha 階層 22.6% 、

1.0～1.5ha 階層 11.7% 、1.5～2.0ha 階層 14.6% 、2.0～3.0ha 階層 14.6% 、3.0ha 以上階

層 25.4% となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は同７年に僅差ながら縮小し、横ばい状態に転じている。0.5

～1.0ha 階層は平成７年に拡大し、横ばい状態に転じている。1.0～1.5ha 階層は一貫して

拡大し、反対に 1.5～2.0ha 階層以上は縮小を続けている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に 0.5ha 未満階層 10.2% 、0.5～1.0ha 階層 25.1% 、

1.0～1.5ha 階層 21.1% 、1.5～2.0ha 階層 12.6% 、2.0～3.0ha 階層 12.2% 、3.0ha 以上階

層 18.8% となっている。 

上記した昭和年代及び平成年代の各時点における階層シェアの階層間変化の様態を全体

的にみると以下のようである。 

昭和年代における上記の変化の様態は、昭和４５年以前と同５０年以降では著しく相違

している。すなわち、昭和４５年以前の階層別農家シェアは、1.0～1.5ha 階層以下の各階

層間では階層が上がるにつれて高くなり、反対に同５０年以降は階層が上がるに伴い低下

している。一方、1.5～2.0ha 階層以上の各階層間では、その階層別農家シェアは昭和４５

年までは階層が上がるに伴って低下し、反対に同５０年以降は階層が上がるにつれて高く

なっている。 

以上の変化の様態から、昭和年代は同５０年以降において、農家数が 1.0～1.5ha 階層以

下の各階層、とくに 1.0～1.5ha 階層から 1.5～2.0ha 階層以上の各階層、とくに 2.0～3.0ha 

階層と 3.0ha 以上階層に向かって動いていることが推量される。 

一方、平成年代において、0.5～1.0ha 階層と 3.0ha 以上階層を除く他の階層における農

家シェアは低く、しかも相互に近接し、0.5～1.0ha 階層と 3.0ha 以上階層は著しく突出し、

相互にかなり近接している。 

次に昭和６０年及び平成１２年における階層別農家シェアのそれぞれ昭和３５年及び平

成２年に対する拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりである。 

昭和年代において、その拡大率は 2.0～3.0ha 階層 112.8%、3.0ha 以上階層 506.0%の順

になり、反対に縮小率は 0.5ha 未満階層 8.1%、0.5～1.0ha 階層 13.5% 、1.5～2.0ha 階層

46.8% 、1.0～1.5ha 階層 49.1% の順になっている。一方、平成年代において、その拡大率

は 0.5～1.0ha 階層 11.1% 、1.0～1.5ha 階層 80.3% の順になり、縮小率は 0.5ha 未満階層

8.1%、1.5～2.0ha 階層 13.7% 、2.0～3.0ha 階層 16.4% 、3.0ha 以上階層 26.0% の順にな

っている。 

上記したように、昭和と平成の両年代における経営耕地面積規模別農家構成の変化には

違いがみられる。すなわち、昭和年代には 1.5～2.0ha 階層以下の各階層別農家シェアは概

ね時系列的に縮小し、反対に 2.0～3.0ha 階層以上では拡大している。一方、平成年代には
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0.5～1.0ha 階層と 1.0～1.5ha 階層の農家シェアは経年的に拡大し、他の各階層は縮小して

いる。 

以上のような推移過程において、昭和年代には同５０年を境として、農家数は 1.0～1.5ha 

階層以下の各階層、とくに 1.0～1.5ha 階層から 1.5～2.0ha 階層以上の階層、とくに 2.0～

3.0ha 階層と 3.0ha 以上階層に向かって動きを加速している。一方、平成年代における農

家数は同７年までは 0.5～1.0ha 階層と 3.0ha 以上階層にかなり集中し、その状態は同１

２年に崩れ、1.0～1.5ha 階層への動きが活発化し、反対に 0.3ha 以上階層への動きは著し

く後退している。 

② 八束村 

昭和３５年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 18.8% 、0.5～1.0ha 階層 22.4% 、

1.0～1.5ha 階層 21.3% 、1.5～2.0ha 階層 16.7% 、2.0～3.0ha 階層 11.9% 、3.0ha 以上階

層 8.9%となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は概ね横ばい状態で推移し、その過程で同５５年に幾分拡大

し、その後再び横ばい状態に転じ、0.5～1.0ha 階層は一貫して縮小し、1.0～1.5ha 階層は

同４０年まで横ばい状態となり、その後は縮小し、同５５年に最低に達し、その後幾分上

昇している。1.5～2.0ha 階層は昭和４０年に縮小し、その後は同５０年まで概ね横ばい状

態で推移し、その後は急速に縮小している。2.0～3.0ha 階層は昭和４０年に拡大し、その

後縮小し、同５５年には拡大し、同４０年の水準に戻り、その後は再び縮小に転じている。

3.0ha 以上階層は昭和４０年まで横ばい状態となり、その後は急速に拡大している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5ha 未満階層 19.8% 、0.5～1.0ha 階層 15.0% 、

1.0～1.5ha 階層 15.0% 、1.5～2.0ha 階層 8.8%、2.0～3.0ha 階層 14.8% 、3.0ha 以上階層

26.6% となっている。 

平成２年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 11.9% 、0.5～1.0ha 階層 18.3% 、

1.0～1.5ha 階層 15.9% 、1.5～2.0ha 階層 9.6%、2.0～3.0ha 階層 14.3% 、3.0ha 以上階層

30.0% となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は縮小基調で推移し、0.5～1.0ha 階層は一貫して拡大し、1.0

～1.5ha 階層は同７年に急激に拡大し、その後は横ばい状態となり、1.5～2.0ha 階層は概

ね横ばい状態で推移し、2.0～3.0ha 階層は同７年に僅差ながら縮小し、その後は拡大に転

じ、同２年の水準に戻り、3.0ha 以上階層は川上村と同様に一貫して急速に縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に 0.5ha 未満階層 11.1% 、0.5～1.0ha 階層 21.1% 、

1.0～1.5ha 階層 20.8% 、1.5～2.0ha 階層 8.8%、2.0～3.0ha 階層 14.5% 、3.0ha 以上階層

23.7% となっている。 

以上で記述した昭和年代及び平成年代における階層別農家シェアの階層間における変化

の様態を全体的にみると以下のようである。 

昭和年代における変化の様態は、同４０年以前と同４５年以降では大きく異なっている。

すなわち、昭和４０年以前における階層別農家シェアは、1.0～1.5ha 階層以下の各階層間

では階層が上がるにつれて高くなり、反対に 1.5～2.0ha 階層以上の各階層間では階層が上

がるに伴い低下している。一方、昭和４５年以降における階層別農家シェアは、1.0～1.5ha 

階層以下の各階層間では階層が上がるに伴って低下し、反対に 1.5～2.0ha 階層以上の各階

層間では階層が上がるにつれて高くなっている。 

一方、平成年代における階層別農家シェアは、全時点に亘って 1.0～1.5ha 階層以下の各

階層間では階層が上がるにつれて高くなり、その過程において 0.5～1.0ha 階層と 1.0～

1.5ha 階層の農家シェアは接近している。しかし、1.5～2.0ha 階層以上の各階層間におけ

る農家シェアの変化の様態をみると、1.5～2.0ha 階層は 1.0～2.0ha 階層に比べて急激に低

下し、1.5～2.0ha 階層以上の各階層間では階層が上がるに伴って高くなり、とくに 3.0ha 

以上階層では突出している。 

次に昭和６０年及び平成１２年における階層別農家シェアのそれぞれ昭和３５年及び平

成２年に対する拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりである。 

昭和年代において、その拡大率は 0.5ha 未満階層 5.3%、2.0～3.0ha 階層 24.4% 、3.0ha 

以上階層 198.8%の順になり、反対に縮小率は 1.0～1.5ha 階層 29.6% 、0.5～1.0ha 階層
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33.0% 、1.5～2.0ha 階層 47.3% の順になっている。一方、平成年代において、その拡大率

は 2.0～3.0ha 階層 1.4%、0.5～1.0ha 階層 15.3% 、1.0～1.5ha 階層 30.8% 、反対に縮小率

は 0.5ha 未満階層 6.7%、1.5～2.0ha 階層 8.3%、3.0ha 以上階層 21.0% の順になっている。 

上記したように、昭和年代において 0.5ha 未満階層は同５５年に横ばい状態から僅差な

がら拡大に転じている。0.5～1.0ha 階層は一貫して縮小を続け、1.0～1.5ha 階層と 1.5～

2.0ha 階層は縮小基調で推移し、その過程で同５５年に急激に縮小している。2.0～3.0ha 

階層は拡大基調で推移し、3.0ha 以上階層も拡大を続けているが、とくに同４５年以降急

速に拡大している。一方、平成年代には 0.5ha 未満階層と 2.0～3.0ha 階層は同７年に縮

小し、その後は拡大し、0.5～1.0ha 階層と 1.0～1.5ha 階層は一貫して拡大を続け、1.5～2.0ha 

階層と 3.0ha 以上階層は縮小し、とくに 3.0ha 以上階層の縮小は顕著である。 

以上で記述した階層間における階層シェアの変化の様態から、農家数は昭和年代は同４

５年以降、平成年代は時系列的に 1.5～2.0ha 階層から 2.0～3.0ha 階層と 3.0ha 以上階層

に向かって動きを加速化している。 

③ 中和村 

昭和３５年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 26.6% 、0.5～1.0ha 階層 31.9% 、

1.0～1.5ha 階層 33.3% 、1.5～2.0ha 階層 7.1%、2.0～3.0ha 階層 1.1%となり、3.0ha 以上

階層は該当農家不在となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は同４５年にかけて縮小し、最低となり、同５０年に拡大し、

その後は概ね横ばい状態となり、同６０年に僅差ながら拡大している。0.5～1.0ha 階層は

昭和４０年に急激に縮小し、同５０年には急激に拡大し、同５５年に再び縮小し、最低と

なり、その後は幾分拡大している。1.0～1.5ha 階層は昭和４０年に急激に拡大し、最高に

達し、同４５年に急激に縮小し、その後は概ね横ばい状態となり、同６０年に急落し、最

低となっている。1.5～2.0ha 階層は昭和４０年に急激に拡大し、同４５年まで横ばい状態

となり、その後縮小に転じ、、同５５年に最低となり、その後は急激に拡大し、同４０年

の水準に達している。2.0～3.0ha 階層は昭和５５年まで拡大し、ピ－クを迎えた後は縮小

に転じ、同６０年には同５０年の水準に戻っている。3.0ha 以上階層農家は昭和４５年に

初めて出現し、その階層別農家シェアは低水準ながら一貫して拡大している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5ha 未満階層 17.6% 、0.5～1.0ha 階層 22.4% 、

1.0～1.5ha 階層 25.7% 、1.5～2.0ha 階層 20.0% 、2.0～3.0ha 階層 8.6%、3.0ha 以上階層

5.7%となっている。 

平成２年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 8.2%、0.5～1.0ha 階層 24.1% 、

1.0～1.5ha 階層 32.9% 、1.5～2.0ha 階層 14.8% 、2.0～3.0ha 階層 11.8% 、3.0ha 以上階

層 8.2%となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は同７年に幾分拡大し、その後は横ばい状態となっている。

0.5～1.0ha 階層は平成７年まで横ばい状態で推移し、その後は急激に拡大している。1.0～

1.5ha 階層は平成７年に幾分拡大し、最高に達し、その後は急速な縮小に転じている。1.5

～2.0ha 階層は極めて緩やかに縮小し、2.0～3.0ha 階層は平成７年にかなり急激に縮小し、

その後はほぼ横ばい状態で推移し、3.0ha 以上階層は緩やかに縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に 0.5ha 未満階層 9.7%、0.5～1.0ha 階層 33.1% 、

1.0～1.5ha 階層 28.3% 、1.5～2.0ha 階層 13.8% 、2.0～3.0ha 階層 8.3%、3.0ha 以上階層

6.8%となっている。 

以上で記述した昭和年代及び平成年代の各時点における階層別農家シェアの階層間にお

ける変化の様態を全体的にみると以下のとおりである。 

昭和年代における階層別農家シェアの変化の様態をみると、全時点において 1.0～1.5ha 

階層以下の各階層間では階層が上がるに伴って高くなり、反対に 1.5～2.0ha 階層以上の各

階層間では階層が上がるにつれて低下している。以上の変化の様態は既述した川上村の昭

和５０年以降、八束村の同４５年以降の場合と反対の様態となっている。 

一方、平成年代における階層別農家シェアは全時点に亘って、1.0～1.5ha 階層以下の各

階層間では階層が上がるに伴い高くなり、とくに 0.5～1.0ha 階層では急激に高くなってい

る。一方、1.5～2.0ha 階層シェアは 1.0～1.5ha 階層と比べて著しく下回り、その階層以上
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の各階層間では階層が上がるにつれて低下している。 

次に昭和６０年及び平成１２年における各階層シェアのそれぞれ昭和３５年及び平成２

年に対する拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりである。 

昭和年代において、その拡大率は 1.5～2.0ha 階層 181.7% 、3.0ha 以上階層 235.3%、2.0

～3.0ha 階層 681.8%の順になり、反対に縮小率は 1.0～1.5ha 階層 22.8% 、0.5ha 未満階層

33.8%、0.5～1.0ha 階層 29.8% の順になっている。一方、平成年代において、その拡大率

は 0.5ha 未満階層 18.3% 、0.5～1.0ha 階層 37.3% の順になり、反対に縮小率は 1.5～2.0ha 

階層 6.8%、1.0～1.5ha 階層 14.0% 、3.0ha 以上階層 17.1% 、2.0～3.0ha 階層 29.7% の順

になっている。 

上記した階層シェアの階層間における変化の様態から、昭和年代における農家数は同４

５年以降において 1.0～1.5ha 階層から 1.5～2.0ha 階層以上への動きが活発化し、同６０

年には 1.0～1.5ha 階層から 0.5～1.0ha 階層と 1.5～2.0ha 階層への動きに変わり、同時に

2.0～3.0ha 階層から 3.0ha 以上階層への動きも活発化している。一方、平成年代における

農家数は同１２年に 1.0～1.5ha 階層から 0.5～1.0ha 階層への動きが活発化し、他の階層

に大きな変化はみられない。 

④ 湯原町 

昭和３５年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 30.8% 、0.5～1.0ha 階層 43.1%、

1.0～1.5ha 階層 21.2%、1.5～2.0ha 階層 4.3%、2.0～3.0ha 階層 0.6%となり、3.0ha 以上階

層は該当農家不在となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は縮小し、同４５年に最低となり、その後は拡大している。

0.5～1.0ha 階層は昭和４０年にかなり縮小し、その後も縮小を続け、同５５年に最低とな

っている。1.0～1.5ha 階層は一貫して縮小し、1.5～2.0ha 階層は同４０年代に急激に拡大

し、最高に達し、その後は縮小している。2.0～3.0ha 階層は拡大し、昭和４５年に最高に

達し、その後は縮小基調で推移しいる。3.0ha 以上階層は昭和４５年に初めて 0.6%を記録

し、その後は概ね横ばい状態で推移している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に 0.5ha 未満階層 41.2% 、0.5～1.0ha 階層 35.9% 、

1.0～1.5ha 階層 15.5% 、1.5～2.0ha 階層 4.3%、2.0～3.0ha 階層 2.2%、3.0ha 以上階層 0.9%

となっている。 

平成２年における階層別農家シェアは、0.5ha 未満階層 26.6% 、0.5～1.0ha 階層 40.1% 、

1.0～1.5ha 階層 19.0% 、1.5～2.0ha 階層 9.1%、2.0～3.0ha 階層 3.0%、3.0ha 以上階層 2.2%

となっている。 

同年以降、0.5ha 未満階層は同７年に縮小し、最低となり、その後は拡大に転じ、同２

年の水準を超えている。0.5～1.0ha 階層は平成７年に拡大し、その後は横ばい状態となっ

ている。1.0～1.5ha 階層は平成７年に僅差ながら拡大し、その後は比較的急速に縮小して

いる。1.5～2.0ha 階層は平成７年に急速に縮小し、その後は横ばい状態となり、2.0～3.0ha 

と 3.0ha 以上の両階層は概ね横ばい状態で推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に 0.5ha 未満階層 29.5% 、0.5～1.0ha 階層 42.4% 、

1.0～1.5ha 階層 17.2% 、1.5～2.0ha 階層 5.2%、2.0～3.0ha 階層 3.5%、3.0ha 以上階層 2.2%

となっている。 

次に昭和６０年及び平成１２年における各階層別農家シェアのそれぞれ昭和３５年及び

平成２年に対する拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりである。 

昭和年代において、その拡大率は 0.5ha 未満階層 33.8% 、3.0ha 以上階層 50.0%、2.0

～3.0ha 階層 266.7%の順になり、反対に縮小率は 0.5～1.0ha 階層 16.7%、1.0～1.5ha 階層

26.9%の順になり 、1.5～2.0ha 階層には変化は見られない。一方、平成年代において、そ

の拡大率は 0.5～1.0ha 階層 5.7%、0.5ha 未満階層 11.1% 、2.0～3.0ha 階層 16.7% の順に

なり、反対に減少率は 1.0～1.5ha 階層 9.5%、1.5～2.0ha 階層 42.9% の順になっている。

なお、3.0ha 以上階層には変化はみられない。 

上記した昭和年代及び平成年代の各時点における階層別農家シェアの各階層間における

変化の様態を全体的にみると以下のようである。 

昭和年代における階層別農家シェアは、同４５年以前は 0.5～1.0ha 階層以下の各階層間
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では階層が上がるに伴って高くなり、反対に同５０年以降は階層が上がるにつれて低下し

ている。一方、1.0～1.5ha 階層以上の各階層間では階層が上がるに伴って低下し、とくに

1.5～2.0ha 階層は急激に低下している。なお、3.0ha 以上階層シェアは昭和４５年に初め

て記録され、そのシェアは極めて低水準で推移している。 

平成年代における階層別農家シェアは、全時点において 0.5～1.0ha 階層以下の各階層間

では階層が上がるにつれて急激に高くなり、反対に 1.0～1.5ha 階層以上の各階層間では階

層が上がるに伴って低下し、とくに 1.5～2.0ha 階層は急激に低下している。 

上記した階層間における階層別農家シェアの変化の様態から、昭和年代における農家数

の動きは 0.5ha 未満階層と 0.5～1.0ha 階層では概ね全時点に亘って停滞的であるが、同

５０年を境に 1.0～1.5ha 階層から 1.5～2.0ha 階層以上への動きが活発化している。一方、

平成年代における農家数は同７年を境に 0.5～1.0ha 階層へ、さらに同１２年には 0.5ha 未

満階層への動きを活発化し、1.5～2.0ha 階層から 3.0ha 以上階層への動きは微弱である。 

（２）－２ 階層別農家シェアの町村間比較 

前述した各町村における階層別農家シェアの関係性を知るため、表１０（階層別農家数

割合）と表１１（農家数割合の特化係数）により、各階層ごとに町村間比較をすると以下

のとおりである。 

① 0.5ha 未満階層 

昭和３５年における 0.5ha 未満階層シェアは湯原町 30.8%、中和村 26.6%、川上村 23.4%、

八束村 18.8% の順になっている。 

同年以降における階層別農家シェアは、湯原町では同４５年まで縮小し、最低となり、

その後は拡大に転じ、同６０年に最高に達している。川上村は昭和４０年に縮小し、その

後拡大に転じ、同５０年に最高に達し、再び縮小し、横ばい状態となっている。中和村は

昭和４５年まで縮小し、最低となり、その後は緩やかに拡大し、同６０年に最高に達して

いる。八束村は極めて緩やかな拡大基調で推移し、その過程で昭和４５年に最低、同５５

年には最高となっている。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年には湯原町 41.2% 、川上村 21.5% 、八束村 19.8% 、

中和村 17.6% の順になっている。 

上記した昭和６０年における 0.5ha 未満階層シェアの同３５年に対する拡大又は縮小の

比率をみると、その拡大率は湯原町 33.80%、八束村 5.3%、反対に縮小率は中和村 33.8%、

川上村 8.1%の順になっている。 

次に 0.5ha 未満階層シェアの特化係数（岡山県＝1.00）をみると、昭和３５年に湯原町

0.72、中和村 0.62、川上村 0.55、八束村 0.44 の順になっている。同年以降、上記係数は

川上村、八束村、中和村では下降し、同６０年にそれぞれ 0.41、0.38、0.33 となり、反対

に湯原町はほとんど変化なく 0.78 となっている。 

一方、平成２年における 0.5ha 未満階層シェアは、湯原町 26.6% 、八束村 11.9% 、川

上村 11.1% 、中和村 8.2%の順になっている。同年以降における、上記の階層シェアの３時

点に亘る推移パタ－ンをみると、湯原町は僅差ながら縮小し、その後拡大して最高に達し、

八束村は縮小し、その後僅差ながら拡大し、川上村は縮小し、中和村は拡大基調で推移し

ている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における 0.5ha 未満階層シェアは、湯原町 29.5% 、

八束村 11.1% 、川上村 10.2% 、中和村 9.7%の順になっている。 

上記した平成１２年における階層シェアの同２年に対する拡大又は縮小に比率をみる

と、その拡大率は中和村 18.3% 、湯原町 11.1% の順になり、反対に縮小率は川上村 8.1%、

八束村 6.7%の順になっている。 

次に上記した0.5ha 未満階層シェアの特化係数の推移をみると、平成２年に八束村0.37、

川上村 0.34、中和村 0.25 といずれも低く、相互に近接し、反対に湯原町は 0.82 と突出し

ている。同年以降、上記係数は概ね横ばい状態で推移し、平成１２年に八束村 0.34、川上

村 0.31、中和村 0.29 の順になり、岡山県レベルを大幅に下回り、反対に湯原町は 0.90 と

高く、岡山県レベルに近接している。 

② 0.5～1.0ha 階層 
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昭和３５年における0.5～1.0ha 階層シェアは、湯原町43.1%、中和村31.9%、川上村22.9%、

八束村 22.4%の順になっている。 

同年以降にける階層別農家シェアは、湯原町では一貫して後縮小し、中和村は縮小基調

で推移し、その過程で同５５年に最低となり、川上村は縮小基調で推移し、その過程にお

いて同５０年に最低となり、その後拡大し、横ばい状態で推移し、八束村は一貫して縮小

している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に湯原町 35.9% 、中和村 22.4% 、川上村 19.8% 、

八束村 15.0% の順になっている。 

上記した昭和６０年における 0.5～1.0ha 階層シェアの同３５年に対する縮小の比率をみ

ると、八束村 33.0%、中和村 29.8%、湯原町 16.7%、川上村 13.5%の順になっている。 

次に 0.5～1.0ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、昭和３５年に中和村 0.84、川上

村 0.60、八束村 0.59 と続き、後２者はとくに岡山県レベルを大幅に下回り、一方、湯原

町は 1.13 と高く、岡山県レベルを超えている。 

同年以降における上記係数は、川上村は同５０年まで下降し、最低となり、その後は幾

分上昇し、八束村は緩やかな下降基調で推移し、湯原町は同４０年に僅差ながら上昇し、

岡山県レベルに達し、その後は概ね横ばい状態となり、同６０年に幾分上昇し、中和村は

下降基調で推移し、その過程で同４０年にかなり低下している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年には湯原町 1.14、中和村 0.71、川上村 0.63、八

束村 0.48 の順になり、湯原町のみ岡山県レベルを僅差ながら超えている。 

平成２年における 0.5～1.0ha 階層シェアは、湯原町 40.1% 、中和村 24.1% 、川上村 22.6% 、

八束村 18.3% の順になっている。 

同年以降、上記の階層別農家シェアは、湯原町では同７年に幾分拡大し、その後は横ば

い状態となり、中和村は一貫して横ばい状態で推移し、同１２年には急激に拡大し、川上

村と八束村は湯原町と類似のパタ－ンで推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に湯原町 42.4% 、中和村 33.1% 、川上村 25.1% 、

八束村 21.1% の順になっている。 

上記した平成１２年における 0.5～1.0ha 階層シェアの同２年に対する拡大又は縮小の比

率をみると、その拡大率は中和村 37.3% 、八束村 15.3% 、川上村 11.1% 、湯原町 5.7%の

順になっている。 

次に 0.5～1.0ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、平成２年に中和村 0.54、川上

村 0.51、八束村 0.41 の順になり、岡山県レベルを大幅に下回り、反対に湯原町は 0.91 と

高く、岡山県レベルにかなり近接している。 

同年以降における上記の特化係数は、川上村、八束村、湯原町の３か町村では同７年に

上昇し、その後は横ばい状態となり、中和村は一貫して上昇し、同１２年に湯原町 0.97、

中和村 0.76、川上村 0.58、八束村 0.48 の順になり、湯原町は岡山県レベルに限りなく近

接し、他の３か村は同レベルを大幅に下回っている。 

③ 1.0～1.5ha 階層 

昭和３５年における1.0～1.5ha 階層シェアは、中和村33.3%、川上村23.8%、八束村21.3%、

湯原町 21.2%の順になっている。 

同年以降における上記階層別農家シェアは、中和村では同４０年に拡大し、最高に達し、

その後は縮小基調で推移し、同６０年に急落している。川上村は昭和４０年まで横ばい状

態となり、同４５年に縮小し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同５５年に最低と

なっている。湯原町は緩やかな縮小を続け、昭和６０年に最低に達し、八束村も同様に推

移し、同５５年に最低となり、その後僅差ながら拡大に転じている。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に中和村 25.7% 、湯原町 15.5% 、八束村 15.0% 、

川上村 12.1% の順になっている。 

上記した昭和６０年における 1.0～1.5ha 階層シェアの同３５年に対する縮小の比率は川

上村 49.1%、八束村 29.6%、湯原町 26.9%、中和村 22.8%の順になっている。 

次に 1.0～1.5ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、昭和３５年に中和村 2.15、川

上村 1.54、湯原町 1.39、八束村 1.37 の順になり、４か町村とも岡山県レベルを超え、と
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くに中和村は突出している。 

同年以降における上記特化係数は、中和村では上昇基調で推移し、同５５年に最高に達

し、その後下降している。川上村は下降基調で推移し、その過程で昭和５５年に僅差なが

ら 1.00 を切っている。湯原町と八束村は概ね横ばい状態で推移している。以上の推移経過

のもとで、昭和６０年に中和村 2.40、湯原町 1.45、八束村 1.40、川上村 1.13 の順になり、

岡山県レベルを上回り、とくに中和村は突出している。 

平成２年におけ 1.0～1.5ha 階層シェアは中和村 32.9% 、湯原町 19.0% 、八束村 15.9% 、

川上村 11.7% の順になっている。 

同年以降における上記階層シェアは、中和村と湯原町では同７年に拡大し、最高に達し、

その後急速に縮小し、同１２年に最低となっている。八束村と川上村は一貫して拡大を続

けている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に中和村 28.3% 、川上村 21.1% 、八束村 20.8% 、

湯原町 17.2% の順になっている。 

上記し平成１２年における 1.0～1.5ha 階層シェアの同２年に対する拡大又は縮小の比率

をみると、その拡大率は川上村 80.3% 、八束村 30.8% の順になり、反対に縮小率は中和村

14.0% 、湯原町 9.5%の順になっている。 

次に 1.0～1.5ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、平成２年に中和村 2.21、湯原

町 1.28、八束村 1.07、川上村 0.78 の順になり、中和村は突出し、岡山県レベルを大幅に

上回り、川上村は同レベルを下回っている。 

同年以降における上記特化係数は、中和村と湯原町では同７年に上昇し、その後は下降

して最低とり、八束村と川上村は一貫して上昇し、同１２年に中和村 1.99、川上村 1.49、

八束村 1.46、湯原町 1.21 の順になり、各町村とも岡山県レベルを上回っている。 

④ 1.5～2.0ha 階層 

昭和３５年における 1.5～2.0ha 階層シェアは、川上村 18.8%、八束村 16.7%、中和村 7.1%、

湯原町 4.3%の順になっている。 

同年以降、川上村は昭和４０年に急激に拡大し、ピ－クに達し、その後は縮小基調で推

移し、同６０年に最低となっている。中和村は昭和４０年に急激に拡大し、その後は緩や

かに縮小し、同６０年には同４０年の水準に戻っている。八束村は昭和４０年に縮小し、

その後は同５０年まで緩やかに拡大し、その後は縮小に転じ、同６０年には最低となって

いる。湯原町は昭和４０年に急激に拡大し、その後は縮小基調で推移し、同６０年には同

３５年の水準に戻っている。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に中和村 20.0%、川上村 10.0%、八束村 8.8%、湯

原町 4.3%の順になっている。 

上記した昭和６０年における 1.5～2.0ha 階層シェアの同３５年に対する拡大又は縮小の

比率をみると、その拡大率は中和村 181.7% 、反対に縮小率は八束村 47.3%、川上村 46.8%

の順になり、湯原町に変化はない。 

次に 1.5～2.0ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、昭和３５年に川上村 6.06、八束

村 5.39、中和村 2.29、湯原町 1.39 の順になり、岡山県レベルを大幅に上回り、とくに湯

原町を除く３か村は超大幅に上回っている。 

同年以降における上記の特化係数は、川上村と、八束村では下降基調で推移し、中和村

は同４０年に急激に上昇し、その後は下降基調で推移し、湯原町は同４５年まで上昇し、

その後は下降している。以上の推移経過のもとで、昭和６０年に中和村 6.06、川上村 3.03、

八束村 2.67、湯原町 1.30 の順になり、４か町村とも岡山県レベルを上回り、とくに湯原

町を除く３か村は突出している。 

平成２年における 1.5～2.0ha 階層シェアは、中和村 14.8% 、川上村 14.6% 、八束村 9.6%、

湯原町 9.1%の順になっている。 

同年以降、４か町村とも縮小基調で推移し、その過程でとくに中和村は同７年まで横ば

い状態となり、湯原町は同７年以降横ばい状態となり、同１２年に中和村 13.8% 、川上村

12.6% 、八束村 8.8%、湯原町 5.2%の順になっている。 

上記した平成１２年における 1.5～2.0ha 階層シェアの同２年に対する縮小の比率は湯原
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町 42.9% 、川上村 13.7% 、八束村 8.3%、中和村 6.8%の順になっている。 

次に 1.5～2.0ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、平成２年に中和村 3.02、川上

村 2.98、八束村 1.96、湯原町 1.86 の順になり、岡山県レベルを上回り、とくに中和村と

川上村において顕著である。 

同年以降における上記の特化係数は各町村とも下降基調で推移し、同１２年に中和村

2.82、川上村 2.57、八束村 1.80、湯原町 1.06 の順になり、同２年に比べて幾分低くなっ

ているが、岡山県レベルを上回っている。しかし、湯原町は同レベルに近接している。 

⑤ 2.0～3.0ha 階層 

昭和３５年における 2.0～3.0ha 階層シェアは、八束村 11.9% 、川上村 7.8%、中和村 1.1%、

湯原町 0.6%の順になっている。 

同年以降、八束村は同４０年に急激に拡大し、その後は縮小と拡大を繰り返し、同５５

年にピ－クを迎え、その後縮小基調に転じている。川上村は昭和５０年までかなり急速に

拡大し、同年にピ－クとなり、その後は縮小し、横ばい状態となっている。中和村は昭和

５５年まで急速に拡大し、同年にピ－クを迎え、その後縮小に転じている。湯原町は昭和

４５年まで急速に拡大し同年にピ－クに達し、その後緩やかな縮小と拡大を繰り返してい

る。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に川上村 16.6% 、八束村 14.8% 、中和村 8.6%、

湯原町 2.2%の順になっている。 

上記した昭和６０年における 2.0～3.0ha 階層シェアの同３５年に対する拡大の比率は中

和村 681.8%、湯原町 266.7%、川上村 112.8%、八束村 24.4%の順になっている。 

次に 2.0～3.0ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、昭和３５年に八束村 19.83 、

川上村 13.00 、中和村 1.83、湯原町 1.00 の順になり、岡山県レベルを上回っているが、

とくに八束村と川上村は突出している。 

同年以降における上記の特化係数は、八束村と川上村では下降基調、中和村と湯原町は

上昇基調で推移し、昭和６０年に川上村 11.07 、八束村 9.87、中和村 5.73、湯原町 1.47

の順になり、湯原町を除く３か村は岡山県レベルを大幅に上回っている。 

平成２年における 2.0～3.0ha 階層シェアは、川上村 14.6% 、八束村 14.3% 、中和村 11.8% 、

湯原町 3.0%の順になっている。 

同年以降、八束村は同７年に最低となり、その後拡大し、同１２年にピ－クに達してい

る。川上村と中和村は類似の縮小パタ－ンで推移し、平成１２年に最低となっている。湯

原町は平成７年に僅少ながら拡大し、ピ－クに達し、その後は縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に八束村 14.5% 、川上村 12.2% 、中和村 8.3%、

湯原町 3.5%の順になっている。 

上記した平成１２年における 2.0～3.0ha 階層シェアの同２年に対する拡大又は縮小の比

率をみると、その拡大率は湯原町 16.7% 、八束村 1.4%、反対に縮小率は中和村 29.7% 、

川上村 14.1% となっている。 

次に 2.0～3.0ha 階層シェアの特化係数の推移をみると、平成２年に川上村 6.08、八束

村 5.96、中和村 4.92、湯原町 1.25 の順になり、各町村とも岡山県レベルを上回り、とく

に湯原町を除く３か村は大幅に上回っている。 

同年以降における上記の特化係数は、川上村、八束村、中和村の３か村では下降パタ－

ンで推移し、湯原町はほとんど横ばい状態となり、同１２年に八束村 5.37、川上村 4.52、

中和村 3.07、湯原町 1.30 の順になり、湯原町を除く３か村は岡山県レベルを大幅に上回

っている。 

⑥ 3.0ha 以上階層 

昭和３５年における 3.0ha 以上階層シェアは八束村 8.9%、川上村 3.3%の順になり、中

和村と湯原町における該当農家は昭和４５年に初めて記録されている。ちなみに昭和４５

年における同階層シェアは八束村 16.0% 、川上村 5.8%、中和村 1.7%、湯原町 0.6%の順に

なっている。 

同年以降、八束村では同４０年まで横ばい状態となり、その後は拡大に転じ、同６０年

にピ－クに達している。川上村は昭和４０年にいくぶん縮小し、最低となり、その後は八
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束村と同様に拡大に転じている。中和村は昭和４５年以降拡大パタ－ンで推移し、湯原町

は同５０年にピ－クを迎え、その後はほとんど横ばい状態で推移している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に八束村 26.6% 、川上村 20.0% 、中和村 5.7%、

湯原町 0.9%の順になっている。 

上記した昭和６０年における 3.0ha 以上階層シェアの同３５年に対する拡大の比率は、

川上村506.0%、八束村198.9%となり、同４５年～６０年間における拡大率は中和村235.3%、

湯原町 50.0%の順になっている。 

次に 3.0ha 以上階層シェアの特化係数の推移をみると、昭和３５年に八束村 988.88、川

上村 366.70 の順になっている。中和村と湯原町は昭和４５年に初めて記録され、同年に八

束村 80.00 、川上村 29.00 、中和村 8.50、湯原町 3.00 の順になり、岡山県レベルを大幅

に上回り、とくに八束村と川上村は超大幅に上回っている。 

同年以降における上記の特化係数は、八束村では一貫して低下し、その過程で同４０年

に急激に低下し、同５０年以後は極めて緩やかな低下となっている。川上村は昭和４０年

に急激に低下し、最低となり、その後は拡大に転じている。中和村は昭和５０年に急落し、

その後は上昇し、湯原町は一貫して低下している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に八束村 44.33 、川上村 33.33 、中和村 9.50、

湯原町 1.50 の順になり、岡山県レベルを上回り、湯原町を除く３か村は超大幅に上回って

いる。 

平成２年における 3.0ha 以上階層シェアは八束村 30.0% 、川上村 25.4% 、中和村 8.2%、

湯原町 2.2%の順になっている。 

同年以降、八束村、川上村、中和村の３か村は縮小パタ－ンで推移し、湯原町はほとん

ど横ばい状態で推移し、同１２年に八束村 23.7% 、川上村 18.8% 、中和村 6.8%、湯原町

2.2%の順になっている。 

上記した平成１２年における 3.0ha 以上階層シェアの同２年に対する縮小の比率は川上

村 26.0% 、八束村 21.0% 、中和村 17.1% となり、湯原町では変化はみられない。 

次に 3.0ha 以上階層シェアの特化係数の推移をみると、平成２年に八束村 25.00 、川上

村 21.17 、中和村 6.83、湯原町 1.83 の順になっている。 

同年以降における上記の特化係数は４か町村とも下降パタ－ンで推移し、同１２年に八

束村 13.94 、川上村 11.06 、中和村 4.00、湯原町 1.29 の順になり、４か町村とも岡山県

レベルを上回り、とくに八束村と川上村は超大幅に上回り、湯原町は同レベルに近接して

いる。 

以上で記述した各町村間における階層別農家シェアの関係性を整理するため、同農家シ

ェアの概数（小数点以下四捨五入）を昭和３５年と同６０年、平成２年と同１２年の各両

時点において、階層ごとに川上村－八束村－中和村－湯原町の順に列記すると以下のとお

りである。なお、各階層における農家シェアの昭和３５年及び平成２年に対するそれぞれ

昭和６０年及び平成１２年の拡大又は縮小（△）の比率（以下、拡縮率）の概数（小数点

以下四捨五入）を併記する。  

昭和年代 

0.5ha 未満階層 

昭和３５年：２３％－１９％－２７％－３１％ 

同６０年：２２％－２０％－１８％－４１％ 

拡縮率：△８％－ ５％－△３４％－３４％ 

0.5～1.0ha 階層 

昭和３５年：２３％－２２％－３２％－４３％ 

同６０年：２０％－１５％－２２％－３６％ 

拡縮率：△１４％－△３３％－△２７％－４％ 

1.0～1.5ha 階層 

昭和３５年：２４％－２１％－３３％－２１％ 

同６０年：１２％－１５％－２６％－１６％ 

拡縮率：△４９％－△３０％－△２３％－△２７％ 
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1.5～2.0ha 階層 

昭和３５年：１９％－１７％－ ７％－ ４％ 

同６０年：１０％－ ９％－２０％－ ４％ 

拡縮率：△４７％－△４７％－１８２％－０％ 

2.0～3.0ha 階層 

昭和３５年： ８％－１２％－ １％－ １％ 

同６０年：１７％－１５％－ ９％－ ２％ 

拡縮率：１１３％－２４％－６８２％－２６７％ 

3.0ha 以上階層 

昭和３５年： ３％－ ９％－２％－１％ 

同６０年：２０％－２７％－６％－１％ 

拡縮率：５０６％－１９９％－２３５％－５０％ 

注：中和村と湯原町の昭和３５年は同４５年に読み替える。 

平成年代 

0.5ha 未満階層 

平成２年：１１％－１２％－ ８％－２７％ 

同１２年：１０％－１１％－１０％－３０％ 

拡縮率：△８％－△７％－２１％－１１％ 

0.5～1.0ha 階層 

平成２年：２３％－１８％－２４％－４０％ 

同１２年：２５％－２１％－３３％－４２％ 

拡縮率：１１％－１５％－３７％－ ６％ 

1.0～1.5ha 階層 

平成２年：１２％－１６％－３３％－１９％ 

同１２年：２１％－２１％－２８％－１７％ 

拡縮率：８０％－３１％－△１４％－△１０％ 

1.5～2.0ha 階層 

平成２年：１５％－１０％－１５％－ ９％ 

同１２年：１３％－ ９％－１４％－ ５％ 

拡縮率：△１４％－△８％－△７％－△４３％ 

2.0～3.0ha 階層 

平成２年：１５％－１４％－１２％－ ３％ 

同１２年：１２％－１５％－ ８％－ ４％ 

拡縮率：△１４％－１％－△３０％－１７％ 

3.0ha 以上階層 

平成２年：２５％－３０％－ ８％－ ２％ 

同１２年：１９％－２４％－ ７％－ ２％ 

拡縮率：△２６％－△２１％－△１７％－０％ 

以上の各階層シェアにおける町村間差異を全体的にみると、昭和年代において、湯原町

は 0.5ha 未満と 0.5～1.0ha の両階層が突出して高く、反対に 1.5～2.0ha 以上階層は低く

なっている。また、中和村は 1.0～1.5ha 階層が突出し、反対に 2.0～3.0ha 階層と 3.0ha 

以上階層は湯原町と同様に低くなっている。一方、平成年代において、湯原町は昭和年代

と同様に 0.5～1.0ha 以下の階層が突出し、反対に 1.5～2.0ha 階層以上は低くなっている。

また、中和村は昭和年代と同様に 1.0～1.5ha 階層が突出し、3.0ha 以上階層は低くなって

いる。 

 

第第第第２２２２節節節節 農家世帯員農家世帯員農家世帯員農家世帯員のののの動向動向動向動向 

 

前節では蒜山地域及び４か町村における農業の変容を農家の側面から追跡したが、本節

では農家世帯員の視点から見るため、農家人口、生産年齢人口、農業就業人口、農家世帯
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員の就業状態等について表１２～１９の資料に基づいて記述する。同表の統計数値の多く

は昭和３５年～平成７年は総農家、平成１２年は販売農家を対象としており、同７年とは

厳密に連結しない。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

  

第第第第１１１１項項項項 農家人口農家人口農家人口農家人口とととと就業者数就業者数就業者数就業者数のののの減少減少減少減少 

農家人口及び就業者数の昭和３５年～平成１２年間における推移動向は表１２に示すと

おりである。なお、表示の農家人口と生産年齢人口は総農家を対象とし、平成１２年の就

業者数は販売農家を対象としている。 

１１１１ 農家人口農家人口農家人口農家人口のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の農家人口（男女）は 12,379 人を数え、その数は同年以降

一貫して減少し、同４５年に１万人を切り、同６０年には７千人台となり、平成１２年に

は 5,764 人を数え、昭和３５年以降平成１２年まで４０年間の減少率は 53.4% となってい

る。一方、農家人口のうち女子は昭和３５年に 6,283 人を数え、同６０年に 3,991 人と３

千人台に乗り、平成１２年には 2,991 人となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 52.4% 

となっている。ちなみに全国の農業人口（男女）及び女子の上記期間の減少率はともに

61.0%となっている
1)

。 

上記した蒜山地域における農家人口に占める女子の割合は昭和３５年に 50.8% となり、

その後は 51.0% 台を上下し、平成１２年には 51.9% となっている。ちなみに全国の女子割

合は昭和３５年及び平成１２年ともに 51.2% となっている
1)

。 

真庭郡における農家人口（男女）は昭和３５年に 50,072 人となり、その後は一貫して減

少し、平成１２年に 51.0% 減の 24,513 人となっている。また、農家人口のうち女子は昭

和３５年に 25,267 人となり、平成１２年には 50.0% 減の 12,641 人となっている。以上の

農家人口に占める女子の割合は、昭和３５年に 50.5% となり、同４０年以降は 51.0% 台の

横ばい状態となり、平成１２年に 51.6% となっている。 

岡山県の農家人口（男女）は昭和３５年に 900,761 人を数え、その後は減少を続け、平

成１２年には 59.6% 減の 363,630 人となっている。また、農家人口のうち女子は昭和３５

年に 460,248 人を数え、平成１２年には 59.3% 減の 187,448 人となっている。以上の農

家人口に占める女子の割合は、昭和３５年に 51.1% となり、その後は 51.0% 台の横ばい状

態となり、平成１２年に 51.5% となっている。 

次に蒜山地域における農家人口の真庭郡および岡山県の同人口に占める比率（対真庭郡

比及び対岡山県比）は以下のように推移している。 

対真庭郡比は昭和３５年に 24.7%となり、その後は 24.0% 台を極僅差ながら下降し、平

成７年に 23.8% となり、同１２年には 23.5%と最低を記録している。一方、対岡山県比は

昭和３５年に 1.37% となり、その後はほぼ同水準で推移し、同５５年に 1.41% といくぶん

上昇し、平成２年には 1.53% と 1.50% 台に乗り、その後は 1.50% 台を僅差ながら上昇し、

同７年に 1.56% 、同１２年には 1.59% と最高に達してている。 

以上で記述した蒜山地域における農家人口に関する数値を昭和３５年、同６０年、平成

７年、同１２年の時点で真庭郡及び岡山県と対比すると以下のとおりである。 

農家人口（男女）の昭和３５年～平成１２年間における減少率は岡山県 59.6% 、蒜山地

域 53.4% 、真庭郡 51.0% の順になっている。上記人口のうち女子の減少率は岡山県 59.3% 、

蒜山地域 52.4% 、真庭郡 50.0% の順になっている。 

農家人口（男女）に占める女子の割合は昭和３５年に岡山県 51.1% 、蒜山地域 50.8% 、

真庭郡 50.5%となり、同６０年は蒜山地域 51.8% 、岡山県 51.7% 、真庭郡 51.5% 、平成７

年は蒜山地域 51.8% 、岡山県 51.7% 、真庭郡 51.5%、同１２年は蒜山地域 51.9% 、真庭郡

51.6% 、岡山県 51.5% の順になっている。 

蒜山地域における農家人口（男女）の対真庭郡比は昭和３５年 24.7% 、同６０年 23.9% 、

平成７年 23.8% 、同１２年 23.5% となっている。一方、対岡山県比は昭和３５年 1.37%、

同６０年 1.43% 、平成７年 1.56% 、同１２年は 1.59% となっている。 

（２） ４か町村 
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① 川上村 

昭和３５年の農家人口（男女）は 2,953 人となり、その後は一貫して減少し、同５５年

に２千人を僅差ながら切り、平成１２年には 1,436 人となり、昭和３５年以降４０年間の

減少率は 51.4%となっている。 

一方、女子は昭和３５年の 1,504 人から平成１２年の７３６人へと減少し、その減少率

は 51.1% となっている。以上の女子の農家人口に占める割合は昭和３５年に 50.9% となり、

同４０年には 51.4% と僅差ながら拡大し、その後は 51.0% 台前半で推移し、平成１２年に

は 51.3% となっている。 

② 八束村 

昭和３５年の農家人口（男女）は 3,397 人となり、その後は一貫して減少し、同４５年

に３千人を切り、平成７年には２千人を割り込み、同１２年に 1,731 人となり、昭和３５

年以降４０年間の減少率は 49.0% となっている。 

一方、女子は昭和３５年に 1,689 人を数え、平成１２年には 48.1% 減の８７７人となっ

ている。以上の女子の農家人口に占める割合は昭和３５年に 49.7%となり、同４０年に

50.6% と僅差ながら拡大し、その後は概ね 51.0% 台で推移し、その過程で同５０年及び同

５５年はともに 51.9% と最高に達し、平成１２年には 50.7% となっている。 

③ 中和村 

昭和３５年の農家人口（男女）は 1,292 人を数え、その後は一貫して減少し、同５０年

に１千人を切り、同６０年には９００人を割り込み、平成１２年には６０１人となり、昭

和３５年以降４０年間の減少率は 53.5% となっている。 

一方、女子は昭和３５年に６４９人となり、平成１２年には 51.5% 減の３１５人となっ

ている。以上の女子の農家人口に占める割合は昭和３５年に 50.2% となり、同４０年に

51.0% と僅差ながら拡大し、その後は 51.0% 台で推移し、平成１２年には 52.4% と最高に

達している。 

④ 湯原町 

昭和３５年における農家人口（男女）は 4,737 人となり、その以後は一貫して減少し、

同４０年に４千人を切り、同５０年は３千人を割り込み、平成１２年には２千人を僅差な

がら下回り、1,996 人となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 57.9% となっている。 

一方、女子は昭和３５年に 2,441 人を数え、平成１２年には 56.5% 減の 1,063 人となっ

ている。以上の女子の農家人口に占める割合は昭和３５年に 51.5%となり、同４０年に

52.4% と１ポイント程度拡大し、その後は 52.0% 台で推移し、その過程で同５０年及び同

５５年には 51.7% と幾分縮小し、その後は 52.0% 台で推移し、平成１２年には 53.3% と

最高に達している。 

⑤ 町村間比較 

以上で記述した４か町村における農家人口に関する数値を昭和３５年、同６０年、平成

７年、同成１２年の時点で比較的に示すと以下のとおりである。 

農家人口（男女）の昭和３５年～平成１２年間における減少率は、湯原町 57.9% 、中和

村 53.5% 、川上村 51.4% 、八束村 49.0% の順になり、湯原町は突出している。一方、女

子の減少率は湯原町 56.5% 、中和村 51.5% 、川上村 51.1% 、八束村 48.1% の順になって

いる。 

農家人口に占める女子の割合は、昭和３５年に湯原町 51.5% 、川上村 50.9% 、中和村

50.9% 、八束村 49.7% 、同６０年に湯原町 52.5% 、八束村 51.6% 、川上村と中和村各 51.3% 

の順になり、平成１２年には湯原町 53.3% 、中和村 52.4% 、川上村 51.3% 、八束村 50.7% 

の順になっている。 

次に農家人口（男女）の町村別構成割合をみると、昭和３５年は湯原町 38.3% 、八束村

27.4% 、川上村 23.9% 、中和村 10.4% 、同６０年は湯原町 35.8% 、八束村 29.0% 、川上

村 23.7% 、中和村 11.5% 、平成７年は湯原町 35.2% 、八束村 28.9% 、川上村 25.4% 、中

和村 10.5% 、同１２年には湯原町 34.6% 、八束村 30.1% 、川上村 24.9% 、中和村 10.4%

の順になっている。 

以上の平成１２年における町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又は縮小の比率を
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比較すると、拡大率は八束村 9.9%、川上村 4.2%、反対に縮小率は湯原町 9.7%となり、中

和村は無変化となっている。 

一方、女子の農家人口の町村別構成割合は、昭和３５年に湯原町 38.9% 、八束村 26.9% 、

川上村 23.9% 、中和村 10.3% 、同６０年は湯原町 36.3% 、八束村 28.8% 、川上村 23.5% 、

中和村 11.4% 、平成７年は湯原町 35.4% 、八束村 28.6% 、川上村 25.6% 、中和村 10.4% 、

同１２年には湯原町 35.5% 、八束村 29.3% 、川上村 24.6% 、中和村 10.5% の順になって

いる。以上の平成１２年における町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又は縮小の比

率を比較すると、拡大率は八束村 8.9%、川上村 2.9%、中和村 1.9%の順になり、反対に縮

小率は湯原町 7.3%となっている。 

２２２２ 生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口のののの減少減少減少減少 

農業センサスによる生産年齢人口とは、１９９０年までは１６歳以上、１９９５年以降

は１５歳以上と定められている。農家人口のうち生産年齢人口の推移動向は表１２で示す

とおりである。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における生産年齢人口（男女）は昭和３５年に 8,115 人（農家人口に対する比

率 65.6% ）を数え、その後は農家人口と同様に一貫して減少し、同４０年に８千人を切り、

同５０年には７千人を割り込み、平成２年以降は５千人台を下降し、同７年に 5,370 人（同

84.4% ）、同１２年には 5,065 人（同 87.9% ）となり、昭和３５年以降４０年間の減少率

は 37.6% となっている。 

以上の生産年齢人口のうち女子は昭和３５年に 4,183 人（同 66.6% ）を数え、平成７年

に 2,772 人（同 84.1% ）、同１２年には 2,625 人（同 87.8% ）となり、昭和３５年以降

４０年間の減少率は 37.2% となっている。 

上記した生産年齢人口に占め女子の割合は昭和３５年に 51.5% となり、同４０年に僅差

ながら 52.4% に拡大し、その後は概ね 51.0% 台で推移し、その過程で同６０年に 52.5% 

と最高に達し、平成７年は 50.8% と最低になり、同１２年は 51.8% となっている。 

真庭郡における生産年齢人口（男女）は昭和３５年に 33,231 人（農家人口に対する比率

66.4% ）となり、平成７年には 22,630 人（同 84.5% ）に減少し、同１２年に 16,443 人（同

67.1% ）となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 35.9%となっている。 

以上の生産年齢人口のうち女子は昭和３５年に 17,009 人（同 67.3% ）となり、平成７

年に 11,715 人（同 84.9% ）、同１２年には 11,045 人（同 87.4% ）を数え、昭和３５年以

降４０年間の減少率は 35.1% となっている。 

上記した生産年齢人口に占める女子の割合は昭和３５年に51.5% となり、その後は52.0% 

台前半で推移し、平成７年に 51.8% 、同１２年には 51.9% となっている。 

岡山県における生産年齢人口（男女）は昭和３５年に 616,274 人（農家人口に対する比

率 68.4% ）となり、平成７年には 354,483 人（同 86.8% ）に減少し、同１２年に 231,033 

人（同 63.5% ）となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 47.9% となっている。 

以上の生産年齢人口のうち女子は昭和３５年に 320,116 人（同 69.6% ）となり、平成７

年には 184,690 人（同 87.4% ）に減少し、同１２年に 166,724 人（同 88.9% ）を数え、

昭和３５年以降４０年間に 47.9% の減少となっている。 

上記した生産年齢人口に占める女子の割合をみると、昭和３５年に 51.9% となり、その

後は 52.0% 台で推移し、平成７年に 52.1% 、同１２年には 51.9% となっている。 

次に蒜山地域における生産年齢人口の真庭郡及び岡山県の同人口に占める比率（対真庭

郡比及び対岡山県比）をみると以下のようである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 24.5%を示し、同５５年まで 24.0% 台前半で推移し、同６０

年には 23.8% と僅差ながら低下し、その後は横ばい状態で推移し、平成７年に 23.7% と最

低になり、同１２年には 23.8% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.32%となり、同５０年まで 1.30% 台を上昇し、同５５年に

は 1.41% となり、その後は僅差ながら上昇し、平成７年に 1.51% と最高に達し、同１２年

には 1.58% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における生産年齢人口の真庭郡及び岡山県との関係を昭和３５
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年、同６０年、平成７年、同１２年の４時点で整理するため、生産年齢人口に関する数値

を列記すると以下のとおりである。 

農家人口に占める生産年齢人口（男女）の割合は昭和３５年には岡山県 68.4% 、真庭郡

66.4% 、蒜山地域 65.5% 、同６０年は岡山県 81.8% 、真庭郡 80.7% 、蒜山地域 80.4% 、

平成７年は岡山県 86.8% 、真庭郡 84.5% 、蒜山地域 84.4% 、同１２年は蒜山地域 87.9% 、

真庭郡 67.1% 、岡山県 63.5% なっている。一方、女子の場合は昭和３５年には岡山県 69.6% 、

真庭郡 67.3% 、蒜山地域 66.6% 、同６０年は岡山県 82.8% 、真庭郡 81.6% 、蒜山地域 81.4% 、

平成７年は岡山県 87.4% 、真庭郡 84.9% 、蒜山地域 82.8% 、同１２年は真庭郡 90.2% 、

岡山県 88.9% 、蒜山地域 87.8% の順になっている。 

生産年齢人口（男女）の昭和３５年～平成１２年間における減少率は岡山県 47.9% 、蒜

山地域 37.6% 、真庭郡 35.9% の順になっている。一方、女子の場合は岡山県 47.9% 、蒜

山地域 37.2% 、真庭郡 35.1% の順になっている。 

生産年齢人口（男女）に占める女子の割合は昭和３５年には岡山県 51.9% 、蒜山地域

51.5% 、真庭郡 51.5% 、同６０年は蒜山地域 52.5% 、岡山県 52.3% 、真庭郡 52.0% 、平

成７年は岡山県 52.1% 、真庭郡 51.8% 、蒜山地域 50.8% 、同１２年は岡山県と真庭郡各

51.9% 、蒜山地域 51.8% の順になっている。 

蒜山地域における生産年齢人口（男女）の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比

及び対岡山県比）のうち対真庭郡比は昭和３５年に 24.5% 、同６０年 23.8% 、平成７年は

23.7% 、同１２年は 23.8% となっている。一方、対岡山県比は昭和３５年 1.32% 、同６０

年 1.41% 、平成７年 1.51% 、同１２年 1.58% となっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和３５年の生産年齢人口（男女）は 1,948 人（農家人口に対する比率 66.0% ）となり、

その後は一貫して減少し、平成７年に 1,325 人（同 81.9% ）、同１２年には 1,223 人（同

85.2% ）となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 37.2% となっている。 

一方、女子は昭和３５年に 1.001 人（同 66.6% ）となり、その後は減少を続け、平成７

年に６４１人（同 75.9% ）、同１２年は６２２人（同 84.5% ）となり、昭和３５年以降４

０年間の減少率は 37.9% となっている。 

上記した生産年齢人口に占める女子の割合をみると、昭和３５年に 51.4% となり、同４

０年には 52.1% と幾分拡大し、その後は 51.0% 台を上下し、平成７年には 48.4% と急激

に低下し、同１２年に 50.9% となっている。 

② 八束村 

昭和３５年における生産年齢人口（男女）は 2,242 人（農家人口に対する比率 66.0% ）

となり、その後は減少基調で推移し、同４５年に２千人を僅差ながら割り込み、その後は

１千人台を下降し、平成７年に 1,529 人（同 83.1% ）、同１２年には 1,502 人（同 86.8% ）

となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 33.0% となっている。 

一方、女子は昭和３５年に 1,150 人（同 68.1% ）となり、その後は一貫して減少し、平

成７年に７８６人（同 83.4% ）、同１２年には７６４人（同 87.1% ）となり、昭和３５年

以降４０年間の減少率は 33.6% となっている。 

上記した生産年齢人口に占める女子の割合をみると、昭和３５年に 51.3% となり、同４

０年には 52.4% と僅差ながら拡大し、その後は 52.0% 台で推移し、平成２年に 52.4% と

なり、同７年には 51.4% 、同１２年は 50.9% となっている。 

③ 中和村 

昭和３５年の生産年齢人口（男女）は８４８人（農家人口に対する比率 65.6% ）となり、

その後は減少を続け、同４０年に８００人を割り、同６０年には６００人台に下落し、平

成７年に５９１人（同 88.3% ）、同１２年に５５６人（同 92.5% ）となり、昭和３５年以

降４０年間の減少率は 34.4% となっている。 

一方、女子は昭和３５年に４３１人（同 66.4% ）となり、その後は概ね減少し、平成７

年に３０３人（同 88.6% ）、同１２年には２８９人（同 91.7% ）に減少し、昭和３５年以

降４０年間の減少率は 42.0% となっている。 
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上記した生産年齢人口に占める女子の割合をみると、昭和３５年に 50.8% となり、その

後は拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 49.8% と最低になり、平成２年に 53.0% 

と最高に達し、同７年に 51.3% 、同１２年には 52.0% となっている。 

④ 湯原町 

昭和３５年の生産年齢人口（男女）は 3,077 人（農家人口に対する比率 65.0% ）となり、

その後は一貫して減少し、同４０年に３千人を切り、平成２年には２千人を僅差ながら割

り込み、同７年に 1,925 人（同 86.1% ）、同１２年には 1,784 人（同 89.4% ）となり、

昭和３５年以降４０年間の減少率は 42.0% となっている。 

一方、女子は昭和３５年に 1,601 人（同 65.6% ）となり、その後は一貫して減少し、平

成７年に９９９人（同 85.5% ）、同１２年には９５０人（同 89.4% ）となり、昭和３５年

以降４０年間の減少率は 40.7% となっている。 

上記した生産年齢人口に占める女子の割合をみると、昭和３５年に 52.0% となり、その

後は 52.0% 台で推移し、平成７年には 51.9% 、同１２年には 53.3% となっている。 

⑤ 町村間比較 

以上で記述した４か町村における生産年齢人口に関する数値を昭和３５年、同６０年、

平成７年、同１２年の時点で比較的に示すと以下のとおりである。 

生産年齢人口（男女）の農家人口に占める割合は、昭和３５年には川上村と八束村各

66.0% 、中和村 65.6% 、湯原町 65.0% 、同６０年は湯原町 82.2% 、川上村 81.1% 、八束

村 78.5% 、中和村 78.4% 、平成７年は中和村 88.3% 、湯原町 86.1% 、八束村 83.1% 、川

上村 81.9% 、同１２年は中和村 92.5% 、湯原町 89.4% 、八束村 86.8% 、川上村 85.2% の

順になっている。 

一方、女子の生産年齢人口の農家人口に対する比率は、昭和３５年には八束村 68.1% 、

川上村 66.6% 、中和村 66.4% 、湯原町 65.6% 、同６０年は湯原町 82.5% 、川上村 81.9% 、

中和村 80.8% 、八束村 80.0% 、平成７年は中和村 88.6% 、湯原町 85.5% 、八束村 83.4% 、

川上村 75.9% 、同１２年は中和村 91.7% 、湯原町 89.4% 、八束村 87.1% 、川上村 84.5% 

の順になっている。 

生産年齢人口（男女）の昭和３５年～平成１２年間における減少率は湯原町 42.0% 、川

上村 37.2% 、八束村 33.0% 、中和村 34.4% の順になり、湯原町はかなり突出している。

一方、女子の減少率は湯原町 40.7% 、川上村 37.9% 、八束村 33.6% 、中和村 32.9% の順

になっている。 

生産年齢人口に占める女子の割合は、昭和３５年には湯原町 52.0% 、川上村 51.4% 、八

束村 51.3% 、中和村 50.8% 、同６０年は中和村 52.9% 、湯原町 52.7% 、八束村 52.6% 、

川上村 51.8% 、平成７年は湯原町 51.9% 、八束村 51.4% 、中和村 51.3% 、川上村 48.4% 、

同１２年は湯原町 53.3% 、中和村 52.0% 、川上村と八束村 50.9% の順になっている。 

生産年齢人口の町村別構成割合をみると、昭和３５年は湯原町 37.9% 、八束村 27.6% 、

川上村 24.0% 、中和村 10.4% 、同６０年は湯原町 36.7% 、八束村 28.2% 、川上村 23.9% 、

中和村 11.2% 、平成７年は湯原町 35.8% 、八束村 28.5% 、川上村 24.7% 、中和村 11.0% 、

同１２年は湯原町 35.2% 、八束村 29.7% 、川上村 24.1% 、中和村 11.0%の順になっている。 

以上の平成１２年における町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又は縮小の比率を

みると、その拡大率は八束村 7.6%、中和村 5.8%、川上村 0.4%の順になり、反対に湯原町

は 7.1%の縮小となっている。 

一方、女子の町村別構成割合は、昭和３５年に湯原町 38.3% 、八束村 27.5% 、川上村

23.9% 、中和村 10.3% 、同６０年は湯原町 36.9% 、八束村 28.3% 、川上村 23.5% 、中和

村 11.3% 、平成７年は湯原町 36.6% 、八束村 28.8% 、川上村 23.5% 、中和村 11.1% 、同

１２年は湯原町 36.2% 、八束村 29.1% 、川上村 23.7% 、中和村 11.0% の順になっている。 

以上の平成１２年における町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又は縮小の比率を

みると、その拡大率は中和村 7.8%、八束村 5.8%、反対に縮小率は湯原町 5.5%、川上村 0.8%

の順になっている。 

３３３３ 就業者数就業者数就業者数就業者数のののの減少減少減少減少 

蒜山地域と４か町村の農家世帯における就業者数の推移状況について表１２に基づき記



- 262 - 

述する。既述したように表示の就業者数は平成７年までは総農家を対象として、同１２年

は販売農家を対象としている。したがって平成７年と同１２年は厳密には連結しない。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の就業者数（男女）は 6,570 人（生産年齢人口（男女）に

占める割合 81.0% ）となり、その後は一貫して減少し、同５０年に５千人台となり、平成

２年には５千人を僅差ながら割り込み、同７年に 4,513 人（同 84.0% ）となり、昭和３５

年以降平成７年まで３５年間の減少率は 31.3% となっている。なお、平成１２年は 3,828 

人（同 75.6% ）と記録されている。 

上記した就業者数（男女）のうち女子は昭和３５年に 3,087 人（生産年齢人口（女子）

に占める割合 73.8% ）を数え、その後は一貫して減少し、平成７年に 2,210 人（同 79.7% ）

となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は28.4% となっている。なお、平成１２年は1,885 

人（同 71.8% ）を記録している。 

以上の女子が就業者数（男女）に占める割合は昭和３５年に47.0% となり、その後は50.0%

台前半で推移し、平成２年に 49.8%と僅差ながら縮小し、同７年に 49.0% となっている。

なお、平成１２年は 49.2% と記録されている。 

一方、真庭郡における就業者数（男女）は昭和３５年に 25,616 人（生産年齢人口（男女）

に占める割合 77.1% ）、平成７年には 18,972 人（同 83.8% ）となり、昭和３５年以降３

５年間の減少率は 25.9% となっている。なお、平成１２年は 14,126 人（同 85.9% ）と記

録されている。 

上記した就業者数（男女）のうち女子は昭和３５年に 11,485 人（生産年齢人口（女子）

に占める割合 7.5% ）、平成７年には 9,273 人（同 79.2% ）となり、昭和３５年以降３５

年間の減少率は 19.3% となっている。なお、平成１２年は 7,065 人（同 64.0% ）を記録

している。 

以上の女子が就業者数（男女）に占める割合は昭和３５年に 47.0% となり、その後 51.0% 

前後となり、同５５年以降は 49.0% 台で推移し、平成７年に 48.9% と僅差ながら縮小して

いる。なお、平成１２年は 50.0% を記録している。 

岡山県における就業者数（男女）は昭和３５年に 458,970 人（生産年齢人口（男女）に

占める割合 74.5% ）、平成７年には 291,835 人（同 76.1% ）となり、昭和３５年以降３

５年間の減少率は 36.4% となっている。なお、平成１２年は 197,029 人（同 85.3% ）を

記録している。 

以上の就業者数（男女）のうち女子は昭和３５年に 204,408 人（生産年齢人口（女子）

に占める割合 63.9% ）、平成７年には 31.2% 減の 140,577 人（同 76.1% ）となっている。

なお、平成１２年には 95,962 人（同 57.6% ）と記録されている。 

次に蒜山地域における就業者数（男女）の真庭郡及び岡山県に占める比率（対真庭郡比

及び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 25.6%となり、同４０年は横ばい状態で、同４５年に 24.7% 

と僅差ながら下降し、その後は 24.0% 台前半で推移し、平成７年には 23.8% と最低を記録

している。なお、平成１２年は 27.1% を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.43%となり、その後は概ね横ばい状態で推移し、その過程

で同４５年と同５０年に 1.30% 台となり、とくに同４５年は 1.33% と最低を記録し、平成

２年には 1.53% に上昇し、同７年に 1.55% と最高に達している。なお、平成１２年には

1.94% と記録されている。 

以上で記述した蒜山地域における就業者に関する数値を昭和３５年、同６０年、平成７

年、同１２年の時点で真庭郡及び岡山県と対比すると以下のとおりである。 

生産年齢人口（男女）に占める就業者数（男女）の割合は、昭和３５年に蒜山地域 81.0% 、

真庭郡 77.1% 、岡山県 74.5% 、同６０年は蒜山地域 88.8% 、真庭郡 87.0% 、岡山県 84.6% 、

平成７年は蒜山地域 84.0% 、真庭郡 83.8% 、岡山県 82.3% の順になっている。また、平

成１２年は真庭郡 85.9% 、岡山県 85.3%、蒜山地域 75.6% の順になっている。 

一方、女子の場合は昭和３５年には蒜山地域 73.8% 、真庭郡 67.5% 、岡山県 63.9% 、

同６０年は蒜山地域 85.4% 、真庭郡 83.3% 、岡山県、79.3% 、平成７年は蒜山地域 79.7% 、
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真庭郡 79.2% 、岡山県 76.1% 、同１２年は蒜山地域 71.8% 、真庭郡 64.0% 、岡山県 57.6% 

の順になっている。 

就業者数（男女）に占める女子の割合は昭和３５年には蒜山地域と真庭郡各 47.0% 、岡

山県 44.5% 、同６０年は蒜山地域 71.8% 、真庭郡 64.0% 、岡山県 57.6% 、平成７年９９

５）蒜山地域 49.0% 、真庭郡 48.9% 、岡山県 48.1% 、同１２年真庭郡 50.0% 、蒜山地域

49.2% 、岡山県 48.7% の順になっている。 

就業者数（男女）の昭和３５年～平成７年間における減少率は岡山県 36.4% 、蒜山地域

31.3% 、真庭郡 25.9% の順になっている。一方、女子就業者数の減少率は岡山県 31.2% 、

蒜山地域 28.4% 、真庭郡 19.3% の順になっている。 

蒜山地域における就業者数（男女）の対真庭郡比は昭和３５年 25.6% 、同６０年 24.3% 、

平成７年 23.8%となり、以上の推移過程において同４５年以降 24.5% 台の横ばいとなり、

平成７年に幾分下降している。なお、平成１２年は 27.1% と記録されている。一方、対岡

山県比は昭和３５年 1.43% 、同６０年 1.48、平成７年 1.55% となり、以上の推移過程に

おいて昭和６０年まで横ばい状態となり、平成２年以降は上昇している。なお、平成１２

年には 1.94% と記録されている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和３５年の就業者数（男女）は 1,606 人（生産年齢人口（男女）に占める割合 82.4% ）

となり、同４０年は 1,636 人と最高に達し、その後は一貫して減少し、平成７年に 1,159 

人（同 87.5% ）となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 27.8% となっている。なお、

平成１２年の就業者数は９５９人（同 85.3% ）を記録している。 

以上の就業者数のうち女子は昭和３５年に７７２人（生産年齢人口（女子）に占める割

合 77.1% ）となり、同４５年に７９０人と最高に達し、その後は一貫して減少し、平成７

年に５７６人（同 89.9% ）となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 25.4% となってい

る。なお、平成１２年には４６３人（同 74.4% ）を記録している。 

上記した就業者数に占める女子の割合は昭和３５年に 48.1% となり、同４５年に 50.5% 

と上昇し、その後は 49.0% 台で推移し、平成７年に 49.7% となっている。なお、平成１２

年には 48.7%と記録されている。 

② 八束村 

昭和３５年における就業者数（男女）は 1,735 人（生産年齢人口（男女）に占める割合

77.4% ）となり、同４０年に 1,882 人と最高に達し、同４５年はほぼ横ばい状態となり、

同５０年に 1,661 人と減少し、同５５年は横ばい状態となり、同６０年に 1,556 人と減少

した後は一貫して減少し、平成７年に 1,271 人（同 83.1% ）となり、昭和３５年以降３５

年間の減少率は 26.7% となっている。なお、平成１２年の就業者数は 1,192 人（同 84.2% ）

となっている。 

以上の就業者数のうち女子は昭和３５年に７８５人（生産年齢人口（女子）に占める割

合 68.3% ）となり、同４５年に９３１人と最高に達し、同５０年には８３７人と減少し、

その後横ばい状態で推移し、同６０年に７８２人と減少し、その後は一貫して減少し、平

成７年に６０６人（同 77.1% ）となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 22.8% となっ

ている。なお、平成１２年は５８１人（同 76.1% ）となっている。 

 上記した就業者数に占め女子の割合は昭和３５年に 45.2% となり、同４５年に 50.5% 

と上昇し、その後は 50.0% 台前半で推移し、平成２年に 49.4% と僅差ながら低下し、同７

年にはさらに 47.7% に低下している。なお、平成１２年には 48.7% と記録されている。 

③ 中和村 

昭和３５年の就業者数（男女）は７２６人（生産年齢人口（男女）に占める割合 85.6% ）

を数え、同４０年には７９０人と最高に達し、その後は一貫して減少し、平成７年に４７

９人（同 81.1% ）となり、昭和３５年以降３５間の減少率は 34.0% となっている。なお、

平成１２年には４５３人（同 87.5% ）と記録されている。 

以上の就業者数のうち女子は昭和３５年に３４１人（生産年齢人口（女子）に占める割

合 79.1% ）となり、同４５年に３５１人と最高に達し、同５０～５５年は３１５人の横ば



- 264 - 

い状態で推移し、その後は減少に転じ、平成７年に２３９人（同 78.9% ）となり、昭和３

５年以降３５年間の減少率は 29.9%となっている。なお、平成１２年には２２６人（同

78.2% ）と記録されている。 

上記した就業者数に占める女子の割合は昭和３５年に 47.3% となり、同４５年に 49.9% 

と上昇し、同５０年は横ばい状態となり、同５５年に 50.5% となり、その後は 51.0% 台で

推移し、平成７年に 49.9% と僅差ながら低下している。なお、平成１２年は 49.9% を記録

している。 

④ 湯原町 

昭和３５年の就業者数（男女）は 2,503 人（生産年齢人口（男女）に占める割合 81.4% ）

となり、同４０年には 2,543 人と最高に達し、同４５年には 2,282 人と減少し、その後は

比較的緩やかに減少し、平成２年に２千人台を切り、同７年に 1,604 人（同 83.3% ）とな

り、昭和３５年以降３５間の減少率は 35.9% となっている。なお、平成１２年には 1,224 

人（同 85.8% ）と記録されている。 

以上の就業者数のうち女子は昭和３５年に 1,189 人（生産年齢人口（女子）に占める割

合 74.3% ）を数え、その後は一貫して減少し、平成２年に８６１人と１千人を切り、同７

年には７８９人（同 79.0% ）となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 33.6% となって

いる。なお、平成１２年は６１５人（同 64.7% ）を記録している。 

上記した就業者数に占める女子の割合は昭和３５年に 47.5% となり、同４５年に 50.0% 

と上昇し、その後は 50.0% 台を上下し、平成２年に 49.6% 、同７年は 49.2% となってい

る。なお、平成１２年は 50.2% を記録している。 

⑤ 町村間比較 

以上で記述した各町村の就業者数に関する数値の町村間における関係性を昭和３５年、

同６０年、平成７年、同１２年の４時点において記述すると以下のとおりである。 

就業者数（男女）の生産年齢人口に占める割合は、昭和３５年に中和村 85.6% 、川上村

82.4% 、湯原町 81.3% 、八束村 77.4% 、同６０年は川上村 90.1% 、八束村 89.1% 、湯原

町 88.2% 、中和村 87.3% 、平成７年は川上村%87.5 、湯原町 83.3% 、八束村 83.1% 、中

和村 81.0%の順になっている。なお、平成１２年は中和村 87.5% 、湯原町 85.8% 、川上村

85.0% 、八束村 84.2% の順になっている。 

一方、女子の上記割合は、昭和３５年に中和村 79.1% 、川上村 77.1% 、湯原町 74.3% 、

八束村 68.3% 、同６０年は川上村 87.2% 、八束村 85.1% 、中和村 85.0% 、湯原町 84.5% 、

平成７年は川上村 89.9% 、湯原町 79.0% 、中和村 78.9% 、八束村 77.1% の順になってい

る。なお、平成１２年は中和村 78.2% 、八束村 76.1% 、川上村 74.4% 、湯原町 64.7%の順

に記録されている。 

就業者数（男女）の昭和３５年～平成７年間における減少率は湯原町 35.9% 、中和村

34.0% 、川上村 27.8% 、八束村 26.7% の順になっている。一方、女子の減少率は湯原町

33.6% 、中和村 29.9% 、川上村 25.4% 、八束村 22.8%の順になっている。 

上記就業者数に占める女子の割合は、昭和３５年に川上村 48.1% 、湯原町 47.5% 、中和

村 47.3% 、八束村 45.2% 、同６０年は中和村 51.5% 、湯原町 50.5% 、八束村 50.3% 、川

上村 50.2% 、平成７年は中和村 49.9% 、川上村 49.7% 、湯原町 49.2% 、八束村 47.7% の

順になっている。なお、平成１２年は湯原町 50.2% 、中和村 49.9% 、川上村と八束村各

48.7% の順に記録されている。 

就業者数の町村別構成割合をみると、昭和３５年に湯原町 38.1% 、八束村 26.4% 、川上

村 24.4% 、中和村 11.1% 、同６０年は湯原町 36.5% 、八束村 28.3% 、川上村 24.2% 、中

和村 11.0% 、平成７年は湯原町 35.5% 、八束村 28.2% 、川上村 25.7% 、中和村 10.6% の

順になっている。以上の平成７年における町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又は

縮小の比率をみると、拡大率は八束村 6.8%、川上村 5.3%、縮小率は湯原町 6.8%、中和村

4.5%の順になっている。なお、平成１２年における町村別構成割合は湯原町 32.0% 、八束

村 31.1% 、川上村 25.1% 、中和村 11.8% の順に記録されている。 

一方、女子の町村別構成割合は、昭和３５年に湯原町 38.5% 、八束村 25.4% 、川上村

25.0% 、中和村 11.1% 、同６０年は湯原町 36.5% 、八束村 28.2% 、川上村 24.1% 、中和
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村 11.2% 、平成７年は湯原町 35.7% 、八束村 27.4% 、川上村 26.1% 、中和村 10.8% の順

になっている。以上の平成７年における町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又は縮

小の比率をみると、拡大率は八束村 7.9%、川上村 4.4%、縮小率は湯原町 7.3%、中和村 4.4%

の順になっている。なお、平成１２年における町村別構成割合は湯原町 32.6% 、八束村

30.8% 、川上村 24.6% 、中和村 12.0% の順に記録されている。 

 

 第第第第２２２２項項項項 農業就業人口農業就業人口農業就業人口農業就業人口のののの推移推移推移推移 

前項において農家世帯員のうち就業者数の推移について記述したが、本項では就業者の

うち農業就業人口とその年齢構成、そして基幹的農業従事者数の推移について記述する。 

農業就業人口とは生産年齢に達した農家世帯員のうち、農業センサス調査日前１年間自

家農業だけに従事した者及びそれ以外の仕事（兼業）の双方に従事したが、自家農業従事

日数の方が多い者の両者を総称し、基幹的農業従事者とは農業就業人口のうち、ふだん農

業に従事することを主としている人である。 

農業センサスでは昭和３５年以降平成７年までは総農家を対象とし、同１２年には販売

農家を対象としている。そのため平成１２年は同７年と厳密には連結しない。なお、比較

のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

１１１１ 農業就業人口農業就業人口農業就業人口農業就業人口のののの減少減少減少減少 

蒜山地域及び４か町村における農業就業人口の減少の推移状況を表１３、１４の資料に

基づき記述する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農業就業人口（男女）は昭和３５年に 5,280 人を数え、その後は一貫

して減少し、その過程で同４５年に 4,694 人と４千人台に落ち、同５０年には 3,122 人に

急減し、その後は２千人台を下降し、平成７年に 2,139 人となり、昭和３５年以降平成７

年まで３０年間の減少率は 59.5% を示している。なお、平成１２年は 1,862 人を記録して

いる。ちなみに全国における昭和３５年～平成７年間の減少率は 66.3% となっている
1)

。 

上記した農業就業人口（男女）の就業者数に占める割合（以下、農業就業人口率）は昭

和３５年に 80.4% となり、その後は低下し、その過程において同５０年に 53.5%と５０％

台に下降し、平成２年には 47.4% と５０％を切り、同７年は横ばいで状態となっている。

なお、平成１２年は 48.6% を記録している。 

上述した農業就業人口のうち女子は昭和３５年に 2,842 人（農業就業人口率 92.1% ）を

数え、平成７年には 1,170 人（同 52.9% ）となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は

58.8% となっている。なお、平成１２年は 1,013 人（同 53.7% ）を記録している。ちなみ

に全国における昭和３５年～平成７年間の減少率は 66.5% となっている
1)

。 

上記した農業就業人口に占める女子の割合は昭和３５年に 53.8%となり、同４０年には

58.3% に上昇し、その後は 57.0% 台で推移し、同６０年に 60.9% と最高に達し、その後は

５０％台で推移し、平成７年に 54.4% となっている。なお、平成１２年は 54.4%を記録し

ている。ちなみに全国の農業就業人口に占める女子の割合は昭和３５年 58.8% 、平成７年

58.4% 、同１２年 55.8% となっている
1)

。 

先に記述した農業就業人口（男女）及び同人口のうち女子の減少の推移を５年刻みでみ

ると表１４に示すとおりである。 

農業就業人口（男女）の減少率は昭和４５～５０年に 33.5% と最も高く、次いで同６０

年～平成２年の 14.7% と続き、最低は同３５～４０年の 2.2%となり、他の期間は 5.3～9.2%

の範囲となっている。一方、同人口のうち女子の最高減少率は昭和４５～５０年の 32.5% 、

次いで同６０年～平成２年の 21.3% と続き、その最低は昭和５５～６０年の 1.3%となり、

他の期間は 5.3%～11.6%の範囲となっている。なお、昭和３５～４０年は 5.9%増となって

いる。 

次に真庭郡および岡山県における農業就業人口（男女）の推移状況をみると以下のとお

りである。 

真庭郡における昭和３５年の農業就業人口は 20.070 人を数え、その後は一貫して減少

し、平成７年には 7,984 人となリ、昭和３５年以降３５年間の減少率は 60.2% となってい
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る。なお、平成１２年は 6,294 人を記録している。 

上記した農業就業人口（男女）の推移過程における農業就業人口率をみると、昭和３５

年に 78.3% となり、その後下降し、同５０年に 48.7% と５０％を割り込み、その後は４０

％台を下降し、平成７年に 42.1% となっている。なお、平成１２年は 44.6% を記録してい

る。 

以上の農業就業人口（男女）のうち女子は昭和３５年に 10,462 人% （農業就業人口率

91.1% ）を数え、平成７年には 4,756 人（同 51.3% ）となっている。なお、平成１２年は

3,619 人（同 51.2% ）を記録している。 

上記した女子の農業就業人口に占める割合を時系列的にみると、昭和３５年に 52.1% と

なり、同４５年には 60.3% と６０％台に乗り、同６０年には 62.8%と最高に達し、その後

は低下に転じ、平成７年に 59.6% となっている。なお、平成１２年には 57.5% と記録され

ている。 

次に岡山県の場合をみると、昭和３５年の農業就業人口（男女）は 333,633 人を数え、

その後は一貫して減少し、平成７年には 129,513 人となり、昭和３５年以降３５年間の減

少率は 61.2% となっている。なお、平成１２年には 93,415 人と記録されている。 

以上で記述した農業就業人口の推移過程における農業就業人口率の推移をみると、昭和

３５年に 72.7% となり、その後は一貫して低下し、その過程において同５０年に 45.1% 

と５０％台を切り、平成７年には 44.4% となっている。なお、平成１２年には 47.4% と記

録されている。 

上記した農業就業人口のうち女子は昭和３５年に 175,598 人（農業就業人口率 85.9% ）

となり、平成７年には 77,231 人（同 54.9% ）となり、昭和３５年以降３５年間の減少率

は 56.0% となっている。なお、平成１２年は 53,530 人（同 55.8% ）を記録している。 

以上の農業就業人口に占める女子の割合は昭和３５年に52.6% となり、同４０年に61.0% 

と６０％台に乗り、同５０年には 65.8% と最高に達し、その後は６０％台を下降し、平成

７年に 59.6% となっている。なお、平成１２年は 57.3% を記録している。 

先に記述したように、真庭郡及び岡山県における農業就業人口（男女）の昭和３５年～

平成７年間における減少率はそれぞれ 60.2% 、61.2% となり、蒜山地域と比べて真庭郡は

僅差ながら 0.7 ポイント上回り、反対に岡山県は 1.7 ポイント下回っている。一方、女子

の上記期間の減少率は真庭郡 54.5% 、岡山県 56.0% となり、蒜山地域と比べて真庭郡は

4.3 ポイント、岡山県は 2.8 ポイント下回っている。 

以上の真庭郡及び岡山県における農業就業人口（男女）の減少率の推移を５年間隔でみ

ると、その最高値は昭和４５～５０年の真庭郡 31.7% 、岡山県 25.7% 、次いで同４０～４

５年の真庭郡 12.9% 、岡山県 14.6% となり、他の期間は１０％以下で、その最低は真庭郡

では同５５～６０年 4.2%、岡山県は同３５～４０年 5.9%となっている。一方、女子の減少

率の最高値は昭和４５～５０年の真庭郡 30.5% 、岡山県 25.7% となり、次いで真庭郡では

同４０～４５年 11.8% 、岡山県は同５０～５５年と平成２～７年各 13.9% となり、他の期

間は１０％以下で、その最低は真庭郡及び岡山県ともに昭和５５～６０年のそれぞれ

4.0%、7.4%となっている。なお、昭和３５～４０年は増加し、その増加率は真庭郡 8.1%、

岡山県 9.0%となっている。 

次に蒜山地域における農業就業人口（男女）の真庭郡および岡山県に対する比率（対真

庭郡比及び対岡山県比）を表１３でみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.3%となり、その後は上昇基調で推移し、同５５年に 29.3% 

と最高に達し、平成２年に 27.0% に低下し、同７年には 26.8% となっている。なお、平成

１２年は 29.6% を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.58%となり、その後上昇し、同４５年に 1.75% となり、同

年以降は概ね横ばい状態で推移し、平成２年に 1.66%に低下し、同７年は 1.65% となって

いる。なお、平成１２年には 1.99% と記録されている。 

以上で記述した蒜山地域における農業就業人口に関する数値を昭和３５年、同５５年、

平成７年及び同１２年の時点で比較的に列記すると以下のとおりである。 

農業就業人口率（男女）は昭和３５年に蒜山地域 80.4% 、真庭郡 78.3% 、岡山県 72.7% 、
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同５５年は蒜山地域 52.0% 、真庭郡 63.8% 、岡山県 55.9% 、平成７年は蒜山地域 47.4% 、

岡山県 44.4% 、真庭郡 42.1% の順になっている。なお、平成１２年は蒜山地域 48.6% 、

岡山県 47.4% 、真庭郡 44.6% の順になっている。一方、女子の場合は昭和３５年に蒜山地

域 92.1% 、真庭郡 91.1% 、岡山県 85.9% 、同５５年は蒜山地域 59.7% 、岡山県 56.0% 、

真庭郡 53.7% 、平成７年は岡山県 54.9% 、蒜山地域 52.9% 、真庭郡 51.3% の順になって

いる。なお、平成１２年は岡山県 55.8% 、蒜山地域 53.7% 、真庭郡 51.2% の順になって

いる。 

農業就業人口（男女）の昭和３５年～平成７年間における減少率は岡山県 61.2% 、真庭

郡 60.2% 、蒜山地域 59.5% の順になり、女子の場合は蒜山地域 58.8% 、岡山県 56.0% 、

真庭郡 54.5% の順になっている。 

農業就業人口（男女）に占める女子の割合は昭和３５年に蒜山地域 53.8% 、岡山県 52.6% 、

真庭郡 52.1% 、同５５年は岡山県 65.0% 、真庭郡 61.5%、蒜山地域 57.6% 、平成７年は真

庭郡と岡山県各 59.6% 、蒜山地域 54.4% の順になっている。なお、平成１２年は真庭郡

57.5% 、岡山県 57.3% 、蒜山地域 54.4% の順になっている。 

蒜山地域における農業就業人口（男女）の対真庭郡比は昭和３５年 26.3% 、同５５年

29.3% 、平成７年 26.8% となり、全体的には 26.0～28.0%の範囲を乱高下している。なお、

平成１２年は 29.6% を記録している。一方、対岡山県比は昭和３５年 1.58% 、同５５年

1.77% 平成７年 1.65% となり、全体的に 1.60～1.70%の範囲を乱高下している。なお、平

成１２年は 1.99% を記録している。 

（２）４か町村 

① 川上村 

昭和３５年における農業就業人口（男女）は 1,332 人を数え、その後一貫して減少し、

平成７年には 52.0% 減の６４０人となっている。なお、平成１２年は５０４人を記録して

いる。一方、女子は昭和３５年に７１９人を数え、平成７年には 51.2% 減の３５１人とな

っている。なお、平成１２年には２６６人と記録されている。 

上記した農業就業人口（男女）の減少の推移過程を５年刻みでみると、その減少率の最

高は昭和４５～５０年の 25.8% 、次いで同６０年～平成２年の 11.7% と続き、他の期間の

大半は 7.0%以下となり、その最低は昭和３５～４０年の 3.2%となっている。一方、女子の

減少率の最高は昭和４５～５０年の 26.5% 、次いで同６０年～平成２年の 11.8% と続き、

他の期間の大半は 10.0% 以下となり、その最低は昭和５０～５５年の 2.9%となっている。

なお、昭和３５～４０年は 3.2%増となっている。 

上述した農業就業人口のうち女子の占める割合は、昭和３５年に 54.0% となり、同４０

年に 57.6% と最高に達し、その後は 55.0% 台を乱高下し、平成７年に 54.8% となってい

る。なお、平成１２年は 52.8% を記録している。 

次に上記した農業就業人口率の推移をみると、昭和３５年に 82.9% となり、同年以降低

下し、その過程で同５０年に 61.5% となり、その後は 61.0% 前後で推移し、平成７年に

55.2% となっている。なお、平成１２年は 52.6% を記録している。一方、女子の場合は昭

和３５年に 93.1% となり、その後は低下し、同５５年に 69.1% となり、その後は６０％台

を下降し、平成７年に 60.9% となっている。なお、平成１２年は 57.5% を記録している。 

② 八束村 

昭和３５年の農業就業人口（男女）は 1,431 人となり、同４０年は僅差ながら増加し、

その後は一貫して減少し、平成７年には 53.2% 減の６６９人となっている。一方、女子は

昭和３５年に７２０人を数え、平成７年には 51.9%減の３４６人となっている。なお、平

成１２年は３１５人を記録している。 

上記した農業就業人口の減少の推移過程を５年刻みでみると、その減少率の最高は昭和

４５～５０年の 33.3% 、次いで同６０年～平成２年の 13.1% と続き、他の期間は 10.0% 

以下となり、その最低は昭和５０～５５年の 0.9%となっている。なお、昭和３５～４０年

は 3.8%増となっている。一方、女子の最高減少率は昭和４５～５０年の 33.3% 、次いで同

６０年～平成２年の 14.0% と続き、他の期間は 10.0% 以下となり、その最低は昭和５０～

５５年の 3.8%となっている。なお、昭和３５～４０年は 19.6% 増となっている。 
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上述したの農業就業人口のうち女子の占める割合は昭和３５年に 50.3% となり、同４０

年に 58.0% と最高に達し、同４５年には 56.6% に下降し、その後は５０％台を緩やかに低

下し、平成７年に 50.8% となっている。なお、平成１２年は 52.3% を記録している。 

次に上記した農業就業人口率（男女）の推移をみると、昭和３５年に 82.5% となり、同

年以降は低下し、その過程で同５０年に 55.6% と５０％台に下落し、その後は５０％台を

下降し、平成７年に 52.6% となっている。なお、平成１２年は 50.3% を記録している。一

方、女子の場合は昭和３５年に 91.7% となり、その後低下を続け、同５５年に 59.5% と５

０％台に下落し、その後は５０％台を乱高下し、平成７年に 57.1% となっている。なお、

平成１２年は 54.2% を記録している。 

③ 中和村 

昭和３５年の農業就業人口（男女）は６１０人となり、その後は概ね一貫して減少し、

平成７年に 73.0% 減の１６５人となっている。なお、平成１２年には１８６人と記録され

ている。一方、女子は昭和３５年に３２１人を数え、平成７年には 73.2% 減の８６人とな

っている。なお、平成１２年には１０５人と記録されている。 

上記した農業就業人口の減少の推移過程を５年刻みでみると、その減少率の最高は昭和

４５～５０年の 53.6% 、次いで同５０～５５年の 20.2% と続き、他の期間は 11.0% 以下

となり、その最低は同４０～４５年の 0.7%となっている。なお、昭和５５～６０年は 3.5%

増となっている。一方、女子の最高減少率は昭和４５～５０年の 53.9% 、次いで同６０年

～平成２年の 20.2% と続き、他の期間は概ね 10.0% 以下となり、その最低は昭和５５～６

０年の 0.8%となっている。 

上述した農業就業人口のうち女子の占める割合は昭和３５年に 52.6% となり、同４０年

に 56.1%に拡大し、その後は同５０年までは 54.0% 台で推移し、同５５年に 62.2% と最高

に達し、その後は５０％台を下降し、平成７年に 52.1% となっている。なお、平成１２年

は 56.5% を記録している。 

次に上記した農業就業人口率（男女）の推移をみると、昭和３５年に 84.0% となり、そ

の後は低下し、その過程において同４５年までは７０％台前後で推移し、同５０年には

39.7% と５０％を大幅に割り込み、その後は３０％台前半で推移し、平成７年に 34.4% と

なっている。なお、平成１２年は 41.1% を記録している。一方、女子の場合は昭和３５年

に 94.1% となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同５０年に３０％台に急落し、

その後は３０％台を乱高下し、平成７年に36.0% となっている。なお、平成１２年には46.5% 

と記録されている。 

④ 湯原町 

昭和３５年の農業就業人口（男女）は 1,907 人を数え、その後は一貫して減少し、平成

７年には 65.1% 減の６６５人となっている。なお、平成１２年は５７２人を記録している。

一方、女子の場合は昭和３５年に 1,082 人を数え、その後は一貫して減少し、平成７年に

は 64.2% 減の３８７人となっている。なお、平成１２年には３２７人と記録されている。 

上記した農業就業人口の減少の推移過程を５年刻みでみると、その最高は昭和４５～５

０年の 32.6% 、次いで同６０年～平成２年の 19.6% と続き、他の期間の大半は 10.0% 以

下となり、その最低は昭和３５～４０年の 3.4%となっている。一方、女子の減少率の最高

は昭和４５～５０年の 29.4% 、次いで同６０年～平成２年の 21.1% と続き、他の期間は

16.5% 以下となり、その最低は昭和５５～６０年の 6.7%となっている。なお、昭和３５～

４０年は 1.8%増となっている。 

上述した農業就業人口（男女）のうち女子の占める割合は昭和３５年に 56.7%となり、

その後拡大基調で推移し、同５０年に 61.4% と最高に達し、その後は６０％前後で推移し、

平成７年に 58.2% となっている。なお、平成１２年は 57.2% を記録している。 

次に農業就業人口率（男女）の推移状況をみると、昭和３５年に 76.2% となり、その後

は一貫して低下し、その過程で同５０年に 50.6% と５０％台に下落し、その後は４０％台

を下降し、平成７年に 41.5% となっている。なお、平成１２年には 46.7% と記録されてい

る。一方、女子の場合は昭和３５年に 91.0% となり、その後低下し、同５５年に 59.8% 

と５０％台に下落し、平成７年には 49.0%と５０％を切っている。なお、平成１２年は 53.1% 
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を記録している。 

⑤ 町村間比較 

以上で記述した４か町村における農業就業人口に関する数値を和３５年、同５５年、平

成７年、同１２年の時点で比較的に列記すると以下のとおりである。 

農業就業人口率（男女）は昭和３５年に中和村 84.0% 、川上村 82.9% 、八束村 82.5% 、

湯原町 76.2% 、同５５年は川上村 62.1%、八束村 54.6% 、湯原町 49.0% 、中和村 32.2% 、

平成７年は川上村 55.2% 、八束村 52.6% 、湯原町 41.5% 、中和村 34.4% の順になってい

る。なお、平成１２年は川上村 52.6% 、八束村 50.3% 、湯原町 46.7% 、中和村 41.1% の

順になっている。 

一方、女子の場合は昭和３５年に中和村 94.1% 、川上村 93.1% 、八束村 91.7% 、湯原

町 91.0% 、同５５年は川上村 69.1% 、湯原町 59.8% 、八束村 59.5% 、中和村 39.7% 、平

成７年は川上村 60.9% 、八束村 57.1% 、湯原町 49.0% 、中和村 36.0% の順になっている。

なお、平成１２年は川上村 57.5% 、八束村 54.2% 、湯原町 53.1% 、中和村 46.5% の順に

なっている。 

農業就業人口（男女）の昭和３５年～平成７年間における減少率は中和村 73.0% 、湯原

町 65.1% 、八束村 53.2% 、川上村 52.0% の順になっている。一方、女子の場合は中和村

73.2% 、湯原町 64.2% 、八束村 51.9% 、川上村 51.2% の順になっている。 

農業就業人口（男女）に占める女子の割合は昭和３５年に湯原町 56.7% 、川上村 54.0% 、

中和村 52.6% 、八束村 50.3% 、同５５年は中和村 62.2% 、湯原町 61.2% 、川上村 55.4% 、

八束村 55.0% 、平成７年は湯原町 58.2% 、川上村 54.8% 、中和村 52.1% 、八束村 50.8% 

の順になっている。なお、平成１２年は湯原町 57.2% 、中和村 56.5% 、川上村 52.8% 、

八束村 52.3% の順になっている。 

農業就業人口（男女）の町村別構成割合は昭和３５年には湯原町 36.1% 、八束村 27.1% 、

川上村 25.2% 、中和村 11.6% 、同５５年は湯原町 33.2% 、八束村 30.9% 、川上村 29.1% 、

中和村 6.8%、平成７年は八束村 31.3% 、湯原町 31.1% 、川上村 29.9% 、中和村 7.7%の順

になっている。なお、平成１２年の町村別構成割合は八束村 32.2% 、湯原町 30.7% 、川上

村 27.1% 、中和村 10.0% の順になっている。 

一方、女子の場合は昭和３５年に湯原町 38.1% 、川上村と八束村各 25.3% 、中和村 11.3% 、

同５５年は湯原町 35.2% 、八束村 29.5% 、川上村 28.0% 、中和村 7.3%、平成７年は湯原

町 33.0% 、川上村 30.0% 、八束村 29.6% 、中和村 7.4%の順になっている。なお、平成１

２年の町村別構成割合は湯原町 32.2% 、八束村 31.1% 、川上村 26.3% 、中和村 10.4% の

順になっている。 

２２２２ 農業就業人口農業就業人口農業就業人口農業就業人口のののの年齢階層別構成年齢階層別構成年齢階層別構成年齢階層別構成のののの推移推移推移推移 

蒜山地域及び４か町村における農業就業人口の年齢を１６～１９歳、２０～３９歳、４

０～５９歳、６０～６９歳、７０歳以上の５階層に区分し、その階層別構成（以下、階層

別シェア）と同構成の特化係数の推移状況について表１５、１６の資料に基づき記述する。

なお、平成７年以降は１５～１９歳に読み替える。 

農業就業人口の年齢資料は１９７０年農業センサスに初めて記載され、同年の年齢別階

層のなかで６０～６９歳は６０歳以上と区分され、７０歳以上の区分は１９７５年農業セ

ンサス以降となっている。このため６０歳以上階層の昭和４５年以降における時系列的推

移についても記述する。農業センサスは平成７年までは総農家、同１２年は販売農家を対

象としているため、両時点は厳密には連結しない。なお、比較のため真庭郡及び岡山県に

ついて付記する。 

（１） 蒜山地域 

① 男子の年齢階層別構成 

蒜山地域における年齢階層別シェアは昭和４５年に１６～１９歳階層 6.5%、２０～３９

歳階層 25.5% 、４０～５９歳階層 36.6% 、６０歳以上階層 31.4%となっている。 

同年以降、１６～１９歳階層は縮小し、平成２年に 2.4%と最低になり、その後は幾分拡

大し、同７年には昭和５５年の水準（3.5%）に近接している。２０～３９歳階層は一貫し

て縮小し、その過程で昭和５０年には 14.7%に急落し、平成２年にも再び 9.6%に急落し、
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同７年に最低となっている。４０～５９歳階層は昭和５０年に拡大し、40.3% と最高に達

し、その後は比較的緩やかに縮小し、平成２年以降は２０％台を下降している。６０歳以

上階層は一貫して拡大し、その過程で昭和５５年に４０％台、平成２年には６０％台に達

している。６０～６９歳階層と７０歳以上階層は昭和５０年にそれぞれ 21.6% 、18.3% と

なり、同年以降、両階層は一貫して拡大し、その過程で前者は平成２年に３０％台、後者

は平成７年に３０％台に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に１６～１９歳階層 3.7%、２０～３９歳階層 5.5%、

４０～５９歳階層 21.7% 、６０歳以上階層 69.1%となり、６０歳以上階層の内訳は６０～

６９歳階層 35.4% 、７０歳以上階層 33.7% となっている。なお、平成１２年には１６～１

９歳階層 6.2%、２０～３９歳階層 5.8%、４０～５９歳階層 15.8% 、６０歳以上階層 72.2% 、

６０～６９歳階層 28.4% 、７０歳以上階層 43.8% と記録されている。 

上記した平成７年における年齢階層別シェアの昭和４５年に対する縮小又は拡大の比率

（以下、階層シェア縮小率又は拡大率）をみると、４０～５９歳階層以下の各階層は縮小

し、反対に６０歳以上階層は拡大し、その縮小率は１６～１９歳階層 43.1% 、２０～３９

歳階層 78.4% 、４０～５９歳階層 40.7% 、一方、拡大率は６０歳以上階層 120.1%となり、

その内訳は６０～６９歳階層 12.7% 、７０歳以上階級 84.2% （対昭和５０年比）となって

いる。以上のように、いずれの階層シェア縮小率又は拡大率は高く、その中で２０～３９

歳階層の縮小率と７０歳以上階層の拡大率は突出している。 

次に真庭郡における年齢階層別シェアをみると、昭和４５年に１６～１９歳階層 5.7%、

２０～３９歳階層 19.0% 、４０～５９歳階層 36.5% 、６０歳以上階層 38.8% となり、６

０～６９歳階層と７０歳以上は昭和５０年にそれぞれ 27.4% 、23.6% となっている。 

同年以降における各階層シェアの推移パタ－ンは蒜山地域の場合に類似し、平成７年に

１６～１９歳階層 4.5%、２０～３９歳階層 3.3%、４０～５９歳階層 13.6% 、６０歳以上

階層 78.6%となり、６０歳以上階層の内訳は６０～６９階層 37.9% 、７０歳以上階層 40.7% 

となっている。なお、平成１２年には１６～１９歳階層 6.0%、２０～３９歳階層 3.9%、４

０～５９歳階層 10.5% 、６０歳以上階層 79.6% 、６０～６９歳階層 31.3% 、７０歳以上

階層 48.3% と記録されている。 

以上の各階層における階層シェア縮小率又は拡大率をみると、４０～５９歳階層までの

各階層は縮小し、反対に６０歳以上階層は拡大し、その縮小率は１６～１９歳階層 21.2% 、

２０～３９歳階層82.6% 、４０～５９歳階層62.7% 、反対に拡大率は６０歳以上階層102.6%

となり、その内訳は６０～６９歳階層 2.3%、７０歳以上階層 72.5% （対昭和５０年比）と

なっている。 

岡山県における年齢階層別シェアをみると、昭和４５年に１６～１９歳階層 8.8%、２０

～３９歳階層 14.0% 、４０～５９階層 32.3% 、６０歳以上階層 44.9% 、６０～６９歳階

層と７０歳以上階層は昭和５０年にそれぞれ 27.0% 、29.3% となっている。 

同年以降における各階層シェアは蒜山地域の場合と類似のパタ－ンで推移し、平成７年

に１６～１９歳階層 4.7%、２０～３９歳階層 3.2%、４０～５９歳階層 11.1% 、６０歳以

上階層 81.0% となり、６０歳以上階層の内訳は６０～６９歳階層 38.8% 、７０歳以上階層

42.2% となっている。なお、平成１２年には１６～１９歳階層5.9%、２０～３９歳階層4.0%、

４０～５９歳階層 8.5%、６０歳以上階層 81.6% 、６０～６９歳階層 31.3% 、７０歳以上

階層 50.3% と記録されている。 

以上で記述した各階層における階層シェア縮小率又は拡大率をみると、４０～５９歳階

層以下の各階層は縮小し、反対に６０歳以上階層は拡大し、その縮小率は１６～１９歳階

層 46.6% 、２０～３９歳階層 77.1% 、４０～５９歳階層 65.6% 、一方、拡大率は６０歳

以上階層 80.4% となり、その内訳は６０～６９歳階層 13.6% 、７０歳以上階層 44.0% と

なっている。 

② 女子の年齢階層別構成 

蒜山地域における女子の年齢階層別シェアは、昭和４５年に１６～１９歳階層 3.9%、２

０～３９歳階層 29.3% 、４０～５９歳階層 44.0% 、６０歳以上階層 22.8% となっている。

以上の階層シェアを男子の場合に比べると、１６～１９歳階層は 2.6 ポイント、６０歳以
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上階層は 8.6 ポイント下回り、反対に２０～３９歳階層は 3.8 ポイント、４０～５９歳階

層は 7.4 ポイント上回っている。 

同年以降、上記の各階層シェアは男子の場合と概ね類似のパタ－ンで推移している。す

なわち、１６～１９歳階層は縮小し、平成２年に 1.6%と最低を記録し、その後は極僅差な

がら拡大している。２０～３９歳階層は一貫して縮小し、その過程で昭和５０年に 20.7%

に急落し、その後は比較的緩やかな縮小に転じている。４０～５９歳階層は昭和５０年に

僅差ながら拡大し、その後は一貫して縮小している。６０歳以上階層は一貫して拡大し、

その過程で昭和５０年に３０％台、同６０年に４０％台、平成２年に５０％台、同７年に

は６０％台に達している。６０～６９歳階層と７０歳以上階層は昭和５０年にそれぞれ

19.4% 、11.7% となり、同年以降、両階層は一貫して拡大し、その過程で６０～６９歳階

層は平成２年に３０％台に達し、７０歳以上階層は同年に２０％台に達している。 

上記の推移経過のもとで、平成７年に１６～１９歳階層 1.9%、２０～３９歳階層 9.4%、

４０～５９歳階層 22.8% 、６０歳以上階層 65.9%となり、６０歳以上階層の内訳は６０～

６９歳階層 37.0% 、７０歳以上階層 28.9% となっている。以上の階層シェアを男子と比べ

ると、１６～１９歳階層は 1.8 ポイント、６０歳以上階層は 3.2 ポイント、７０歳以上階

層は 4.8 ポイント下回り、反対に２０～３９歳階層は 3.9 ポイント、４０～５９歳階層は

1.1 ポイント、６０～６９歳階層は 1.6 ポイント上回っている。 

なお、平成１２年には１６～１９歳階層 5.0%、２０～３９歳階層 7.0%、４０～５９歳階

層 18.2% 、６０歳以上階層 69.8% 、６０歳以上階層の内訳は６０～６９歳 29.7% 、７０

歳以上階層 40.1% と記録されている。以上の階層シェアは男子と比べ１６～１９歳階層は

1.2 ポイント、７０歳以上階層は 3.7 ポイント下回り、反対に２０～３９歳階層は 1.2 

ポイント、４０～５９歳階層は 2.4 ポイント、６０～６９歳階層は 1.3 ポイント上回って

いる。 

以上で記述した各階層における階層シェア縮小率又は拡大率をみると、４０～５９歳階

層以下の各階層は縮小し、反対に６０歳以上階層は拡大し、その縮小率は１６～１９歳階

層 51.3% 、２０～３９歳階層 67.9% 、４０～５９歳階層 48.2% 、拡大率は６０歳以上階

層 189.0%となり、その内訳は６０～６９歳階級 62.3% 、７０歳以上階級 147.0%（対昭和

５０年比）となっている。 

上記した階層シェア縮小率又は拡大率を男子の場合と比較すると、女子の方が２０～３

９歳階層を除く各階層において上回り、その較差は１６～１９歳階層 8.2 ポイント、４０

～５９歳階層 7.5 ポイント、６０歳以上階層 68.2 ポイント、６０～６９歳階層 49.6 ポイ

ント、７０歳以上階層 62.8 ポイントとなり、反対に２０～３９歳階層は 10.5 ポイント下

回っている。以上のように６０歳以上階層における階層シェア拡大率は男子と比べて概ね

５０～７０ポイントも上回っている。 

次に真庭郡における女子の年齢階層別シェアをみると、昭和４５年に１６～１９歳階層

2.7%、２０～３９歳階層 26.8% 、４０～５９歳階層 43.5% 、６０歳以上階層 27.0% とな

り、６０～６９歳階層及び７０歳以上階層は昭和５０年にそれぞれ 24.2% 、13.3% となっ

ている。以上の階層シェアを男子の場合に比べると、１６～１９歳階層は 3.0 ポイント、

６０歳以上階層は 11.8 ポイント下回り、反対に２０～３９歳階層は 7.8 ポイント、４０

～５９歳階層は 7.0 ポイントと上回っている。 

同年以降、上記の各階層シェアは男子の場合と類似のパタ－ンで推移し、平成７年に１

６～１９歳階層 1.8%、２０～３９歳階層 6.8%、４０～５９歳階層 20.0% 、６０歳以上階

層 71.4%となり、６０歳以上階層の内訳は６０～６９歳階層 38.8% 、７０歳以上階層 32.6% 

となっている。 

以上の階層シェアを男子に比べると、１６～１９歳階層は 2.7 ポイント、６０歳以上階

層は 7.2 ポイント、７０歳以上階層は 8.1 ポイント下回り、反対に２０～３９歳階層は 3.5 

ポイント、４０～５９歳階層は 6.4 ポイント、６０～６９歳階層は 0.9 ポイント上回って

いる。 

なお、平成１２年には１６～１９歳階層 3.2%、２０～３９歳階層 6.2%、４０～５９歳階

層 15.1% 、６０歳以上階層 75.5% 、６０～６９歳階層 35.0% 、７０歳以上階層 40.5% と
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記録されている。これらの階層シェアを男子に比べると、１６～１９歳階層は 2.8 ポイン

ト、６０歳以上階層は 4.1 ポイント、７０歳以上階層は 7.8 ポイント下回り、反対に２０

～３９歳階層は 2.3 ポイント、４０～５９歳階層は 4.6 ポイント、６０～６９歳階層は

3.7 ポイント上回っている。 

上記した各年齢階層における階層シェア縮小率又は拡大率をみると、６０～６９歳階層

以下は縮小し、反対に６０歳以上及び７０歳以上階層は拡大し、その縮小率は１６～１９

歳階層 21.1% 、２０～３９歳階層 82.6% 、４０～５９歳階層 62.7% 、６０～６９歳階層

2.3%となり、その拡大率は６０歳以上階層 164.4%、７０歳以上階層 72.5% （対昭和５０年

比）となっている。 

以上の階層シェア縮小率又は拡大率を男子の場合と比較すると、２０～３９歳階層と４

０～５９歳階層において下回り、その較差はそれぞれ 8.0 ポイント、8.7 ポイントとなり、

反対に１６～１９歳階層は 52.2 ポイント、６０歳以上階層は 61.8 ポイント、６０～６９

歳階層は 46.0 ポイント、７０歳以上階層は 72.6 ポイント上回っている。以上のように、

女子の階層シェア拡大率は男子と比べて概ね５０～６０ポイントも上回り、反対に縮小率

は８ポイント程度下回っている。 

岡山県における女子の年齢階層別シェアをみると、昭和４５年に１６～１９歳階層

4.4%、２０～３９歳階層 25.3% 、４０～５９歳階層 40.6% 、６０歳以上階層 29.7% とな

り、６０～６９歳階層及び７０歳以上階層は昭和５０年にそれぞれ 23.0% 、13.9% となっ

ている。以上の階層別シェアを男子の場合に比べると、１６～１９歳階層は 3.1 ポイント、

６０歳以上階層は 14.4 ポイント、６０～６９歳階層は 2.0 ポイント、７０歳以上階層は

12.4 ポイント下回り、反対に２０～３９歳階層は 11.3 ポイント、４０～５９歳階層は 8.3 

ポイント上回っている。 

同年以降、上記の各階層シェアは男子の場合と類似のパタンで推移し、平成７年に１６

～１９歳階層 1.6%、２０～３９歳階層 7.7%、４０～５９歳階層 24.1% 、６０歳以上階層

66.6%となり、６０歳以上階層の内訳は６０～６９歳階層 36.8% 、７０歳以上階層 29.8% 

となっている。以上の階層シェアを男子の場合に比べると、１６～１９歳階層は 3.1 ポイ

ント、６０歳以上階層は 14.4 ポイント、６０～６９歳階層は 2.6 ポイント、７０歳以上

階層は 12.4 ポイント下回り、反対に２０～３９歳階層は 4.5 ポイント、４０～５９歳階

層は 13.0 ポイント上回っている。 

なお、平成１２年には１６～１９歳階層 2.3%、２０～３９歳階層 6.4%、４０～５９歳階

層 19.0% 、６０歳以上階層 72.3% 、６０～６９歳階層 33.4% 、７０歳以上階層 38.9% と

記録されている。以上の各階層シェアを男子の場合に比較すると、１６～１９歳階層は 3.6 

ポイント、６０歳以上階層は 9.3 ポイント、７０歳以上階層は 11.4 ポイント下回り、反

対に２０～３９歳階層は 2.4 ポイント、４０～５９歳階層は 10.5 ポイント、６０歳以上

階層は 2.1 ポイント、６０～６９歳階層は 2.1 ポイント上回っている。 

上記した各年齢階層における階層シェア縮小率又は拡大率をみると、４０～５９歳階層

以下の各階層は縮小し、反対に６０歳以上の各階層は拡大し、その縮小率は１６～１９歳

階層 63.6% 、２０～３９歳階層 69.6% 、４０～５９歳階層 40.6% となり、拡大率は６０

歳以上階層 124.2%、６０～６９歳階層 23.9% 、７０歳以上階層 114.4%となっている。 

上記した階層シェア縮小率又は拡大率を男子の場合に比べると、２０～３９歳階層と４

０～５９歳階層を除く他の各階層において上回り、その較差は１６～１９歳階層 17.0 ポイ

ント、６０歳以上階層 43.8 ポイント、６０～６９歳階層 10.3 ポイント、７０歳以上階層

70.4 ポイントとなり、反対に２０～３９歳階層は 7.5 ポイント、４０～５９歳階層は 25.0

ポイント下回っている。以上のように、女子の階層シェア拡大率はとくに７０歳以上階層

において突出している。 

③ 蒜山地域の年齢階層別構成の特徴 

③－１ 年齢階層別構成比の特化係数 

以上で記述した蒜山地域における昭和４５年～平成７年間に亘る農業就業人口の年齢階

層別構成の真庭郡及び岡山県との関係を表１６で示す特化係数（以下、階層係数）を用い

て記述すると以下のとおりである。ちなみに表示した階層係数は蒜山地域及び真庭郡の年



- 273 - 

齢階層別構成割合の岡山県の同構成割合に対する比で示され、その階層係数が 1.00 を超え

て大きくなるほど当該年齢階層への特化を強め、その年齢階層の厚いことを意味する。 

１６～１９歳階層係数は、蒜山地域において男子は 0.53～0.78 の範囲を乱高下し、女子

は昭和５０年まで 0.89～0.74 となり、その後は 1.14～1.44 の範囲を乱高下している。一

方、真庭郡における男子は蒜山地域を上回り、0.65～0.96 の範囲を上昇し、女子は昭和５

０年まで 0.61～0.77 と男子に近接し、その後は男子を上回り、概ね 1.10 台で推移し、全

時点において蒜山地域を下回っている。 

２０～３９歳階層係数は、蒜山地域において男子は 1.72～2.60 の範囲を上昇基調で推移

し、その過程で昭和６０年に 2.60 と最高に達し、平成７年には 1.72 と最低となっている。

女子は男子を大幅に下回り、1.05～1.44 の範囲を上昇基調で推移し、その過程で昭和６０

年に 1.44 と最高に達し、最低は同５０年に記録され、平成７年は 1.22 となっている。一

方、真庭郡における男子は蒜山地域を大幅に下回り、昭和５０年以降 1.00 台に乗り、1.24

～1.46 の範囲を上昇し、平成７年に 1.03 と急落している。女子は男子を下回り、昭和４

５年に 1.06 となり、その後は 0.87～0.98 の範囲を乱高下し、平成７年に 0.88 となり、全

時点において蒜山地域を下回っている。 

４０～５９歳階層係数は、蒜山地域において男子は 1.13～1.95 の範囲を上昇し、女子は

男子を大幅に下回り、昭和５５年まで 1.02～1.08 の範囲を乱高下し、その後は概ね 0.95

の水準で横ばい状態となっている。一方、真庭郡における男子は昭和４５年に 1.13 となり、

その後は蒜山地域を下回り、概ね 1.20～1.23 の範囲で推移し、平成７年に 1.23 となって

いる。女子は男子を下回り、昭和５５年まで 1.07～1.00 の範囲を下降し、その後は 0.96～

0.83 の範囲を下降し、全時点において蒜山地域を幾分下回っている。 

６０～６９歳階層係数は、蒜山地域において男子は 0.70～0.91 の範囲、女子は 0.77～1.01 

の範囲を上昇し、男女ともに昭和６０年以降において上昇速度は上がり、平成７年に最高

に達している。一方、真庭郡における男子は 0.86～0.98 の範囲を上昇し、女子は男子を上

回り、0.91～1.07 の範囲を乱高下し、男女ともに蒜山地域を上回っている。 

７０歳以上階級係数は、蒜山地域において男子は 0.62～0.80 の範囲、女子は 0.84～0.97 

の範囲を上昇している。一方、真庭郡における男子は 0.81～0.96 の範囲、女子は 0.96～1.09 

の範囲を上昇し、男女とも蒜山地域を上回っている。 

上記したように、蒜山地域における男子の階層係数が岡山県レベル（1.00）を超える年

齢階層は２０～３９歳階層と４０～５９歳階層の２階層で、両階層の階層係数は時系列的

に上昇し、その過程で２０～３９歳階層の方が大幅に上回り、昭和５５年以降は 2.00 台に

達している。一方、女子の階層係数が岡山県レベルに達する年齢階層は２０～３９歳階層

で、その階層係数は時系列的に上昇基調で推移しているが、全時点に亘って男子を大幅に

下回っている。４０～５９歳階層の階層係数は昭和５５年までは岡山県レベルを極僅差で

上回るに過ぎず、全時点で男子を超大幅に下回ってっている。 

以上のように、蒜山地域における男子農業就業人口の年齢階層は２０～３９歳階層及び

４０～５９歳階層において厚く、とくに前者において突出している。 

一方、真庭郡における男子の階層係数は２０～３９歳階層と４０～５９歳階層で岡山県

レベルを超えているが、蒜山地域と比べると大幅に下回っている。女子の場合は上記両階

層において 1.00 前後となり、蒜山地域を下回っている。しかし、６０～６９歳階層におい

て岡山県レベルを極僅差ながら上回っている。 

③－２ 年齢階層別割合の地域間比較 

蒜山地域における年齢階層別シェアを真庭郡及び岡山県と比較するため、昭和４５年及

び平成７年の両時点における同シェアの概数（小数点以下四捨五入）を１６～１９歳階層

－２０～３９歳階層－４０～５９歳階層－６０～６９歳階層－７０歳以上階層の順に列記

すると以下のとおりである。なお、…印は不詳。 

蒜山地域 

昭和４５年 

男子：７％－２６％－３７％－３１％－… 

女子：４％－２９％－４４％－２３％－… 
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平成７年 

男子：４％－ ６％－２２％－３５％－３４％ 

女子：２％－ ９％－２３％－３７％－２９％ 

真庭郡 

昭和４５年 

男子：６％－１９％－３７％－３９％－… 

女子：３％－２７％－４４％－２７％－… 

平成７年 

男子：５％－ ３％－１４％－３８％－４１％ 

女子：２％－ ７％－２０％－３９％－３３％ 

岡山県 

昭和４５年 

男子：９％－１４％－３２％－４５％－… 

女子：４％－２５％－４１％－３０％－… 

平成７年 

男子：５％－ ３％－１１％－３９％－４２％ 

女子：２％－ ８％－２４％－３７％－３０％ 

注:昭和45 年(1970)の60～69 歳は60 歳以上に読み替える｡したがって70 歳以上は不詳｡ 

以上の記述から、男女に関係なく昭和４５年と平成７年の両時点間において階層シェア

の高齢階層への集積傾向がみられる。蒜山地域における両時点の階層シェアは岡山県に比

べて男女ともに２０～３９歳階層と４０～５９歳階層において高く、反対に６０歳以上階

層は低くなっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４５年における男子の年齢階層別シェアは１６～１９歳階層 6.4%（女子 4.5%  ）、

２０～３９歳階層 24.5% （同 30.0% ）、４０～５９歳階層 39.5% （同 42.6% ）、６０歳

以上階層 29.6% （同 22.9% ）、６０～６９歳階層及び７０歳以上階層は昭和５０年にそれ

ぞれ 23.1% （同 17.7% ）、15.2% （同 11.5% ）となっている。 

同年以降、１６～１９歳階層は男女ともに縮小基調で推移し、その過程で男子は同６０

年に１％台  、女子は平成２年に１％を大幅に切り最低となっている。２０～３９歳階層

は昭和５０年に１０％台に急落し、その後男子は１０％台を乱高下し、平成７年に１０％

を切り、女子は１０％台を下降している。４０～５９歳階層は男女ともに４０％台を上昇

し、昭和５０年に最高に達し、その後は一貫して縮小し、平成７年に最低となっている。

６０～６９歳階層は男子では昭和５５年まで縮小し、最低となり、女子は同５０年まで縮

小し、最低となり、その後は一貫して拡大しに転じ、平成７年に最高に達している。７０

歳以上階層は男女ともに拡大パタ－ンで推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に男子の年齢階層シェアは１６～１９歳階層 2.4%

（女子 2.6%）、２０～３９歳階層 5.5%（同 13.1% ）、４０～５９歳階級層 18.0% （同 22.7% ）、

６０～６９歳階層 38.0% （同 31.3% ）、７０歳以上階層 36.1% （同 30.3% ）となってい

る。なお、平成１２年に男子は１６～１９歳階層 5.9%（同 3.4%）、２０～３９歳階層 4.6%

（同 7.8%）、４０～５９歳階層 16.4% （同 22.6% ）、６０～６９歳階層 24.8% （同 27.1% ）、

７０歳以上階層 48.3% （同 39.1% ）を記録している。 

上記した平成７年における年齢階層シェアの昭和４５年に対する縮小又は拡大の比率を

みると、その縮小率は男子の１６～１９歳階層 62.5% （女子 42.2% ）、２０～３９歳階層

77.6% （同 56.3% ）、４０～５９歳階層 54.4% （同 46.7% ）、反対に拡大率は男子の６

０～６９歳階層 28.4% （同 36.7% ）、７０歳以上階層 137.5%（同 163.5%）となっている。 

③ 八束村 

昭和４５年における男子の年齢階層別シェアは１６～１９歳階層 8.7%（女子 4.8%）、２

０～３９歳階層 28.1% （同 29.3% ）、４０～５９歳階層 34.3% （同 43.5% ）、６０歳以

上階層 28.9% （同 22.4% ）、６０～６９歳階層と７０歳以上階層は昭和５０年にそれぞれ
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19.1% （同 19.7% ）、15.2 %（同 9.3%）となっている。 同年以降、１６～１９歳階層は

男女ともに縮小基調で推移し、その過程で男子は平成２年、女子は同７年に最低となって

いる。２０～３９歳階層は男女ともに昭和５０年に急落した後、同６０年まで横ばい状態

で推移し、その後縮小に転じ、平成７年に最低となっている。４０～５９歳階層は男女と

もに拡大し、男子は昭和５０～５５年、女子は同５０年に最高に達し、その後は一貫して

縮小し、平成７年に最低となっている。６０～６９歳階層は男女ともに昭和５０年に急落

し、その後は拡大に転じ、平成７年に最高に達している。７０歳以上階層は男女ともに一

貫して拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に男子は１６～１９歳階層 6.5%（女子 0.9%）、２０

～３９歳階層 8.1%（同 10.1% ）、４０～５９歳階層 28.5% （同 31.2% ）、６０～６９歳

階層 33.8% （同 37.9% ）、７０歳以上階層 23.1% （同 19.9% ）となっている。なお、平

成１２年には男子は１６～１９歳階層 7.0%（同 5.4%）、２０～３９歳階層 8.1%（同 8.5%）、

４０～５９歳階層 21.0% （同 23.5% ）、６０～６９歳階層 28.4%（同 30.2% ）、７０歳以

上階層 35.5% （同 32.4% ）と記録されている。 

上記した各年齢階層における階層シェア縮小率は男子の１６～１９歳階層 25.3% （女子

81.3% ）、２０～３９歳階層 71.2% （同 65.5% ）、４０～５９歳階層 16.9% （同 28.3% ）、

反対に階層シェア拡大率は６０～６９歳階層 17.0% （同 69.2% ）、７０歳以上階層 52.0% 

（同 114.0%）となっている。 

④ 中和村 

昭和４５年における男子の年齢階層別シェアは１６～１９歳階層 6.5%（女子 3.0%）、２

０～３９歳階層 31.3% （同 31.0% ）、４０～５９歳階層 36.2% （同 44.1% ）、６０歳以

上階層 26.0% （同 21.9% ）、６０～６９歳階層と７０歳以上階層は昭和５０年にそれぞれ

21.8% （同 17.5% ）、19.2% （同 13.9% ）となっている。 

同年以降、１６～１９歳階層は男女とも縮小し、その過程で男子は同６０年、女子は同

５５年に最低となり、その後男子は一貫して拡大し、女子は拡大基調で推移している。２

０～３９歳階層は男女とも昭和５０年に急落し、その後男子は一貫して縮小し、平成７年

に最低となり、女子は昭和６０年まで横ばい状態で推移し、平成２年に再び急落し、同７

年に最低となっている。４０～５９歳階層は男女とも昭和５０年は横ばい状態となり、そ

の後縮小に転じ、平成７年に最低となっている。６０～６９歳階層は男女とも昭和５０年

に縮小し、その後は一貫して拡大している。７０歳以上階層は男子は一貫して拡大し、女

子は昭和５０年まで横ばい状態となり、その後は一貫して拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年における年齢階層別シェアは、男子の１６～１９歳

階層 5.1%（女子 2.3%）、２０～３９歳階層 3.7%（同 3.5%）、４０～５９歳階層 17.7% （同

10.4% ）、６０～６９歳階層 36.7% （同 50.1% ）、７０歳以上階層 36.8% （同 33.7% ）

となっている。なお、平成１２年は男子の１６～１９歳階層 11.1% （同 10.5% ）、２０～

３９歳階層 7.3%（同 6.7%）、４０～５９歳階層 9.8%（同 6.7%）、６０～６９歳階層 27.1% 

（同 26.6% ）、７０歳以上階層 44.7% （同 49.5% ）と記録されている。 

上記した各年齢別階層における階層シェア縮小率は男子の１６～１９歳階層 21.5% （女

子 23.3% ）、２０～３９歳階層 88.2% （同 88.7% ）、４０～５９歳階層 51.1% （同 76.4% ）、

反対に階層シェア拡大率は６０～６９歳階層 41.2% （同 128.8%）、７０歳以上階層 91.7% 

（同 142.4%）となっている。 

⑤ 湯原町 

昭和４５年における男子の年齢階層別シェアは１６～１９歳階層 4.6%（女子 3.0%）、２

０～３９歳階層 21.9% （同 28.4% ）、４０～５９歳階層 36.5% （同 45.5% ）、６０歳以

上階層 37.0% （同 20.8% ）、６０～６９歳階層と７０歳以上階層は同５０年にそれぞれ

22.8% （同 23.0% ）、24.0% （同 13.5% ）となっている。 

同年以降、男女とも１６～１９歳階層は昭和５０年に急落し、その後は一貫して縮小し、

４０～５９歳階層は一貫して縮小し、６０～６９歳階層は同５０年に急落し、その後は拡

大に転じ、７０歳以上階層は一貫して拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に男子は１６～１９歳階層 1.4%（女子 2.3%）、２０
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～３９歳階層 2.8%（同 6.8%）、４０～５９歳階層 18.8% （同 18.1% ）、６０～６９歳階

層 34.2%（同 38.3% ）、７０歳以上階層 42.8% （同 34.5% ）となっている。なお、平成１

２年には男子は１６～１９歳階層 4.1%（同 4.3%）、２０～３９歳階層 3.7%（同 4.9%）、

４０～５９歳階層 11.0% （同 13.2% ）、６０～６９歳階層 32.2% （同 32.4% ）、７０歳

以上階層 49.0% （同 45.2% ）と記録されている。 

上記した各年齢別階層における階層シェア縮小率は男子の１６～１９歳階層 69.6% （女

子 23.3% ）、２０～３９歳階層 87.2% （同 76.1% ）、４０～５９歳階層 48.5% （同 60.2% ）、

６０～６９歳階層7.6%となり、反対に階層シェア拡大率は女子の６０～６９歳階層65.8% 、

男子の７０歳以上階層 78.3% （同 155.6%）となっている。 

⑥ 町村間比較 

⑥－１ 年齢階層別構成の特化係数によ比較 

上記した４か町村における農業就業人口の年齢階層別構成を表１６に示す同構成の特化

係数（以下、階層係数）に基づいて比較的に記述すると以下のとおりである。 

１６～１９歳階層係数は各町村とも乱高下しながら推移し、その過程において男子の階

層係数は全体的に 1.00（岡山県レベル）を下回り、そうしたなかで川上村と八束村は概ね

0.50 以上、反対に中和村と湯原町は概ね 0.50 以下となっている。一方、女子の階層係数

は全体的に男子より高く、しかも八束村は昭和５５年、中和村と湯原町は同６０年以降

1.00 を上回っている。 

２０～３９歳階層係数は各町村とも乱高下しながら推移し、その過程で男女とも 1.00

を上回っているが、男子の方が高く、全体的に川上村と八束村は 2.00 を超え、中和村と湯

原町は 2.00 以下となっているが、中和村の方が幾分高い。一方、女子の場合は 2.00 を超

えることはなく、全般的に 1.50 以下で、概ね八束村、川上村、中和村、湯原町の順に低く

なっている。 

４０～５９歳階層係数は各町村とも男子の場合は 1.00～2.00 の範囲を経年的に上昇し、

その階層係数は全般的に川上村と八束村が高く、中和村と湯原町は僅少ながら低くなって

いる。一方、女子の階層係数は男子を大幅に下回り、しかも経年的上昇の傾向はみられず、

全般的に 1.00 をわずかに超える程度であるが、中和村と湯原町は昭和６０年以降に 1.00

を下回っている。 

６０～６９歳階層係数は各町村とも概ね 1.00 以下の範囲を乱高下しながら推移し、その

過程で女子の階層係数は男子を幾分上回り、しかも、中和村は昭和６０年以降において

1.00 を超え、時系列的に拡大し、湯原町は平成２年以降において 1.00 台に達している。 

７０歳以上階層係数は各町村とも男女に関係なく 1.00 以下の範囲を時系列的に概ね上

昇傾向で推移し、その過程で中和村と湯原町は他の２か村を幾分上回っている。そうした

なかで女子の場合には中和村は平成２年以降において 1.00 を上回り、湯原町は昭和５５年

に 1.00 に達し、その後僅差ながら上昇している。 

上記したように、各町村とも２０～３９歳と４０～５９歳の両階層係数は 1.00 を上回

り、とくに２０～３９歳階層係数は高く、とりわけ男子の場合は川上村と八束村では 2.00

を超えている。４０～５９歳階層係数も男子が女子を上回り、そのなかで男子の階層係数

は川上村と八束村の方が高くなっている。 

一方、１６～１９歳階層、６０～６９歳階層、７０歳以上階層の階層係数は男女とも全

般的に 1.00 を下回っている。しかし例外として、女子の階層係数は１６～１９歳階層にお

て八束村は昭和５５年以降、中和村と湯原町は同６０年以降において 1.00 を上回り、６０

～６９歳階層では中和村は同６０年以降に 1.00 を超え、湯原町は平成２年以降に 1.00 に

達し、７０歳以上階層では中和村は同２年以降に 1.00 を超え、湯原町は昭和５０年以降に

1.00 に達している。 

⑥－２ 年齢階層別構成割合の推移 

先に記述した各町村における年齢階層別シェアの推移概要を把握するため、昭和４５年

及び平成７年の両時点における１６～１９歳階層－２０～３９歳階層－４０～５９歳階層

－６０～６９歳階層－７０歳以上階層の順に、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である。なお、…は印不詳。 
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川上村 

昭和４５年 

男子：６％－２５％－４０％－３０％－… 

女子：５％－３０％－４３％－２３％－… 

平成７年 

男子：２％－ ６％－１８％－３８％－３６％ 

女子：３％－１３％－２３％－３１％－３０％ 

八束村 

昭和４５年 

男子：９％－２８％－３４％－２９％－… 

女子：５％－２９％－４４％－２２％－… 

平成７年 

男子：７％－ ８％－２９％－３４％－２３％ 

女子：１％－１０％－３１％－３８％－２０％ 

中和村 

昭和４５年 

男子：７％－３１％－３６％－２６％－… 

女子：３％－３１％－４４％－２２％－… 

平成７年 

男子：５％－ ４％－１８％－３７％－３７％ 

女子：２％－ ４％－１０％－５０％－３４％ 

湯原町 

昭和４５年 

男子：５％－２２％－３７％－３７％－… 

女子：３％－２８％－４６％－２３％－… 

平成７年 

男子：１％－ ３％－１９％－３４％－４３％ 

女子：２％－ ７％－１８％－３８％－３５％ 

注:昭和45 年の60～69 歳は60 歳以上に読み替える｡したがって70 歳以上は不詳｡ 

以上の記述から、各町村とも男女に関係なく、昭和４５年と平成７年の両時点間におい

て階層シェアの高齢階層への集積傾向がみられる。すなわち、昭和４５年における２０～

３９歳階層は４０～５９歳階層に次ぐ高い水準を占めているが、平成７年には極低水準に

縮小し、同時に４０～５９歳階層も縮小し、６０歳以上階層が極大化している。 

昭和４５年における年齢階層別シェアは、４か町村とも男子の場合は４０～５９歳階層

が高く、次いで６０歳以上階層、２０～３９歳階層と続き、女子の場合は４０～５９歳階

層が高く、次いで２０～３９歳階層、６０歳以上階層の順になっている。 

上記した各階層における男女のシェアは２０～３９歳階層と４０～５９歳階層において

女子シェアの方が高く、町村間較差は男子と比べて比較的小さい。６０歳以上階層では女

子の階層シェアが低く、町村間較差は小さいが、男子の場合は湯原町が突出し、他の３か

町村間較差は比較的小さい。平成７年における４か町村の年齢階層別シェアは、男女とも

６０歳以上階層が高く、次いで４０～５９歳階層と続き、２０～３９歳階層と１６～１９

歳階層は極めて低い。 

上記した６０歳以上階層シェアは男女とも町村間較差は大きく、そのなかで男女とも八

束村は最も低く、最も高い町村は男子では湯原町、女子では中和村が該当し、とくに中和

村は突出している。４０～５９歳階層シェアは男女とも町村間較差が大きく、そのなかで

男女とも八束村は高く、突出しているが、残りの３か町村は男子の場合は相互に近接し、

女子の場合は川上村、湯原町、中和村の順に低くなっている。２０～３９歳階層シェアは

各町村とも非常に低く、そのなかで男子は八束村、女子は川上村が幾分高くなっている。 

３３３３ 基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数のののの減少減少減少減少 

基幹的農業従事者とは、既述したように農業就業人口のうち、ふだんの仕事として主に
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農業に従事している人を指し、１９６０年農業センサスでは「基幹的農業労働力」、１９

６５年農業センサスでは「仕事を主とする農業就業人口」と呼んでいる。 

本項では蒜山地域と４か町村における基幹的農業従事者数の昭和３５年～平成１２年の

間における推移について、表１３、１４の資料に基づいて記述する。なお、平成７年まで

は総農家、その後は販売農家を対象としており、したがって同７年と同１２年は厳密には

連結しない。なお、比較のため真庭郡と岡山県について付記する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における基幹的農業従事者（男女）は昭和３５年に 4,247 人を数え、同４０年

に僅差ながら増加し、その後は一貫して減少し、その過程で同４５年に３千人台、同５０

年に２千人台となり、同５５年以降は１千人台を下降し、平成７年に 1,395 人となり、昭

和３５年以降平成７年まで３５年間の減少率は 67.2% となっている。なお、平成１２年に

は 1,162 人と記録されている。ちなみに全国における昭和３５年～平成７年間の減少率は

65.9% となっている
1)

。 

上記した基幹的農業従事者数の農業就業人口に占める割合（以下、基幹的農業従事者率）

は昭和３５年に 80.4% となり、同４０年には 84.0% と最高に達し、その後は低下し、その

過程で同５５年に 67.1% と７０％を切り、その後は６０％台を下降し、平成７年に 65.2% 

となっている。なお、平成１２年は 62.4% を記録している。 

以上で記述した基幹的農業従事者数のうち女子は、昭和３５年に 2,549 人（女子の基幹

的農業従事者率 89.7% ）を数え、平成７年には６４５人（同 55.1% ）となり、昭和３５年

以降３５年間の減少率は 74.7% となっている。なお、平成１２年には５５９人（同 55.2% ）

と記録されている。ちなみに全国における昭和３５年～平成７年の間の減少率は 66.9% と

なっている
1)

。 

上記した基幹的農業従事者数（男女）に占める女子の割合は、昭和３５年に 60.0% とな

り、その後は縮小パタ－ンで推移し、その過程で同４０年には 54.0% に急落し、その後は

概ね５０％台を下降し、平成２年に４０％台となり、同７年に 46.2% となっている。なお、

平成１２年は 48.1% を記録している。ちなみに全国の基幹的農業従事者数に占める女子の

割合は、昭和３５年に 62.7% 、平成７年に 60.8% 、同１２年には 35.4% となっている
1)

。 

先に記述した基幹的農業従事者数（男女）及び同従事者女子の減少の推移過程を５年刻

みでみると表１４に示すとおりである。 

基幹的農業従事者数（男女）の減少率の最高は昭和４５～５０年の 40.6% 、次いで同６

０年～平成２年の 22.7% と続き、最低は昭和５５～６０年の 4.3%となり、他の期間は 5.0

～14.3%の範囲となり、反対に同３５～４０年は 2.1%増となっている。一方、女子の最高減

少率は昭和４５～５０年の 41.1% 、次いで同６０年～平成２年の 27.7% と続き、最低は昭

和５５～６０年の 1.6%となり、他の期間は 8.1～15.1% の範囲となっている。 

次に真庭郡及び岡山県における基幹的農業従事者数及び同従事者女子の推移をみると以

下のとおりである。 

真庭郡における昭和３５年の基幹的農業従事者数は 16,293 人を数え、その後は一貫して

減少し、平成７年には 75.4% 減の 4,014 人となっている。なお、平成１２年は 3,423 人

を記録している。 

基幹的農業従事者率は昭和３５年に 81.2% となり、同４０年に僅差ながら上昇し、その

後は下降を続け、その過程で同５５年に 55.0% と５０％台に乗り、平成２年に 48.6%と最

低になり、同７年には 50.3% となっている。なお、平成１２年は 54.4% を記録している。 

上記した基幹的農業従事者数のうち女子は、昭和３５年に 9,836 人（女子の基幹的農業

従事者率 94.0% ）を数え、平成７年には 81.1% 減の 1,858 人（同 39.1% ）となっている。

なお、平成１２年には 1,638 人（同 45.3% ）と記録されている。 

以上の基幹的農業従事者数に占める女子の割合は、昭和３５年に 60.4% となり、その後

は低下基調で推移し、その過程で同４０年に 54.4% に急落し、同５５年に 41.9% と最低に

なり、同６０年には 50.9%に急上昇し、その後は４０％台を下降し、平成７年に 46.3% と

なっている。なお、平成１２年は 47.9% を記録している。 

岡山県における基幹的農業従事者数（男女）は昭和３５年に 295,755 人となり、その後
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はおおむね一貫して減少し、同７年には 79.5% 減の 60,734 人となっている。なお、平成

１２年には 47,678 人と記録されている。 

基幹的農業従事者率は昭和３５年に 88.6% となり、その後は一貫して低下し、その過程

で同４０年に 77.6% に急落し、同５０年に 49.4% と５０％を切り、その後は４０％台を下

降し、平成２年に 40.7% と最低に達し、同７年には 46.9% となっている。なお、平成１２

年は 51.0% を記録している。 

上記した基幹的農業従事者数のうち女子は、昭和３５年に 167,984 人（女子の基幹的農

業従事者率 95.7% ）を数え、平成７年には 63.8% 減の 60,734 人（同 78.6% ）となってい

る。なお、平成１２年には 47,678 人（同 89.1% ）と記録されている。 

先に記述したように、真庭郡及び岡山県における基幹的農業従事者数（男女）の昭和３

５年～平成７年間における減少率はそれぞれ 75.4% 、79.5% となり、両者の減少率は蒜山

地域に比べて、真庭郡は 8.2 ポイント、岡山県は 12.3 ポイント上回っている。以上の真

庭郡及び岡山県における減少率の推移過程を５年刻みでみると、その最高減少率を示す期

間は蒜山地域と同様に昭和４５～５０年で、真庭郡 44.0% 、岡山県 43.4%となり、これに

次ぐ期間は同４０～４５年で真庭郡 20.9% 、岡山県 31.3% となり、最低減少率は真庭郡で

は同３５～４０年の 3.9%、岡山県は同５５～６０年の 7.4%となっている。なお、岡山県の

平成２～７年は 5.0%増となっている。 

一方、女子の昭和３５年～平成７年間における基幹的農業従事者の減少率は真庭郡

81.1% 、岡山県 84.4% となり、蒜山地域に比べて真庭郡は 6.4 ポイント, 岡山県は 9.7 

ポイント上回っている。以上の減少率の推移過程を５年刻みでみると、その最高は昭和４

５～５０年の真庭郡 44.8% 、岡山県 42.7% となり、次いで真庭郡は同５０～５５年の

39.0% 、岡山県は同４５～５０年の 31.1% と続き、その最低は平成２～７年の真庭郡 7.4%、

岡山県 3.1%となっている。なお、真庭郡は昭和５５～６０年に 12.9% 増となっている。 

次に蒜山地域における基幹的農業従事者数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡

比及び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.1%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４

５年に 30.0% となり、同６０年には 36.9% と最高に達し、その後は２ポイント程度低下し、

平成７年に 34.8% となっている。なお、平成１２年は 33.9% を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.44%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４

５年に 2.22% と 2.00% 台に乗り、その後は同水準台を上昇し、同６０年に 2.55% と最高

に達し、平成２年は横ばい状態となり、同７年には 2.30%に低下し、昭和５０年の水準に

近接している。 

以上で記述した蒜山地域における基幹的農業従事者に関する数値を昭和３５年、同５５

年、平成７年、同１２年の時点で真庭郡及び岡山県と比較的に列記すると以下のとおりで

ある。 

基幹的農業従事者率（男女）は昭和３５年に岡山県 88.6% 、真庭郡 81.2% 、蒜山地域

80.4% 、同５５年は蒜山地域 67.1% 、真庭郡 55.0% 、岡山県 48.1% 、平成７年は蒜山地

域 65.2% 、真庭郡 50.3% 、岡山県 46.9% の順になっている。なお、平成１２年は蒜山地

域 62.4% 、真庭郡 54.4% 、岡山県 51.0% の順になっている。 

一方、女子の基幹的農業従事者率は昭和３５年に岡山県 95.7% 、真庭郡 94.0% 、蒜山地

域 89.7% 、同５５年は岡山県 74.1% 、蒜山地域 57.9% 、真庭郡 37.5% 、平成７年は岡山

県 78.6% 、蒜山地域 55.1% 、真庭郡 39.1% の順になっている。なお、平成１２年は岡山

県 89.1% 、蒜山地域 55.2% 、真庭郡 45.3% と記録されている。 

基幹的農業従事者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は岡山県 79.5% 、真庭郡

75.4% 、蒜山地域 67.2% の順になっている。一方、女子の場合は岡山県 84.4% 、真庭郡

81.1% 、蒜山地域 74.7% の順になっている。 

基幹的農業従事者数に占める女子の割合は昭和３５年に真庭郡 60.4% 、蒜山地域 60.0% 、

岡山県 56.8% 、同５５年は岡山県 51.5% 、蒜山地域 49.7% 、真庭郡 41.9% 、平成７年は

真庭郡 46.3% 、蒜山地域 46.2% 、岡山県 43.1% の順になっている。なお、平成１２年は

蒜山地域 48.1% 、真庭郡 47.9% 、岡山県 46.6% と記録している。 



- 280 - 

蒜山地域における基幹的農業従事者数の対真庭郡比は昭和３５年 26.1% 、同５５年

35.8% 、平成７年 34.8% 、同１２年 33.9% となり、対岡山県比は昭和３５年に 1.44% 、

同５５年 2.47% 、平成７年 2.30% 、同１２年 2.44% となっている。以上のように対真庭

郡比及び対岡山県比は時系列的に上昇し、昭和６０年に最高に達し、その後下降している。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和３５年の基幹的農業従事者数（男女）は 1,210 人となり、その後は一貫して減少し、

平成７年に 63.1% 減の４４７人となっている。なお、平成１２年には３６３人と記録され

ている。一方、女子は昭和３５年に７０２人を数え、平成７年に 70.1% 減の２１０人とな

っている。なお、平成１２年は１８１人を記録している。 

上記した基幹的農業従事者数減少の推移過程を５年刻みでみると、その減少率の最高は

昭和４５～５０年の 29.8% 、次いで同６０年～平成２年の 13.4% と続き、残りの期間は概

ね１０％以下となり、その最低は昭和５０～５５年の 4.5%となっている。一方、女子の減

少率の最高は昭和４５～５０年の 31.7% 、次いで同３５～４０年の 17.9%と続き、他の期

間は１５％以下となり、その最低は同５５～６０年の 4.9%となっている。 

先に記述した基幹的農業従事者数に占める女子の割合は昭和３５年に 58.0% となり、そ

の後は下降し、同５５年に 48.3%と５０％を割り込み、平成７年には 47.0%となっている。

なお、平成１２年は 49.9% を記録してゐる。 

次に基幹的農業従事者率の推移をみると、昭和３５年に 90.8% となり、その後低下し、

同４５年に 79.6% と８０％を切り、７０％台を下降し、平成７年には 69.8% となっている。

なお、平成１２年は 72.0% を記録している。一方、女子の場合は昭和３５年に 97.6% とな

り、その後低下し、平成７年に 59.8% となっている。なお、平成１２年は 68.1%を記録し

ている。 

② 八束村 

昭和３５年における基幹的農業従事者数（男女）1,320 人となり、その後は一貫して減

少し、平成７年に 63.6% 減の４８０人となっている。なお、平成１２年には３９６人と記

録されている。一方、女子は昭和３５年に７０１人となり、平成７年には 68.0% 減の２２

４人となっている。なお、平成１２年は１８６を記録している。 

上記した基幹的農業従事者数の減少の推移過程を５年刻みでみると、その減少率の最高

は昭和４５～５０年の 39.5% となり、次いで同６０年～平成２年の 15.7% と続き、他の期

間は１０％以下となり、その最低は昭和５５～６０年の 5.1%となっている。一方、女子の

減少率の最高は昭和４５～５０年の 42.6% 、次いで同５０～５５年の 20.4% と続き、他の

期間は７％以下となり、その最低は同５５～６０年の 0.7%となっている。 

先に記述した基幹的農業従事者数のうち女子の占める割合は昭和３５年に 53.1% とな

り、その後は低下基調で推移し、その過程で同５５年に 45.8% と５０％を割り込み、平成

７年に 46.7% となっている。なお、平成１２年は 47.0% を記録している。 

次に基幹的農業従事者率の推移をみると、昭和３５年に 92.2% となり、その後は低下し、

その過程で同５５年に 66.6%と６０％台に乗り、その後は６０％台後半で推移し、平成７

年には 71.7% となっている。なお、平成１２年は 66.0% を記録している。一方、女子の場

合は昭和３５年に 97.4% となり、その後低下を続け、平成７年に 64.7% となっている。な

お、平成１２年は 59.0% を記録している。 

③ 中和村 

昭和３５年の基幹的農業従事者数（男女）は４５１人となり、同４０年に４９３人と最

高に達し、その後は減少基調で推移し、平成７年には 79.6% 減の９２人となっている。な

お、平成１２年には９０人と記録されている。一方、女子は昭和３５年に２９６人となり、

平成７年には 68.5%減の３９人となっている。なお、平成１２年には４２人と記録されて

いる。 

上記した基幹的農業従事者数の減少の推移過程を５年刻みでみると、その減少率の最高

は昭和４５～５０年の 65.3% 、次いで同５０～５５年の 41.8% と続き、他の期間は２２％

以下で、その最低は同４０～４５年の 10.8% となっている。なお、平成２～７年、昭和３
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５～４０年及び同５５～６０年は増加し、その増加率はそれぞれ 24.3% 、9.3%、7.9%とな

っている。一方、女子の場合、その減少率の最高は昭和４５～５０年の 70.6% 、次いで同

５０～５５年の 45.6% と続き、他の期間は２０％以下となり、その最低は同５５～６０年

の 10.8% となっている。なお、平成２～７年は増加し、その増加率は 50.0% となっている。 

先に記述した基幹的農業従事者数のうち女子の占める割合は昭和３５年に 65.6% とな

り、同４０年に 53.3% と５０％台に乗り、同５０年には４０％台となり、同６０年には３

０％台に下降し、平成７年には42.4% と４０％台に乗っている。なお、平成１２年には46.7% 

と記録されている。 

次に基幹的農業従事者率の推移をみると、昭和３５年に 73.9% となり、同４０年には

90.1% と最高に達し、その後は急速に低下し、同５５年に 44.3% と５０％を割り込み、そ

の後は４０％台で推移し、平成７年に 55.8% と上昇している。なお、平成１２年は 48.4% 

を記録している。一方、女子の場合は昭和３５年に 92.5% となり、その後は低下し、平成

７年 45.3% となっている。なお、平成１２年は 40.0% を記録している 

④ 湯原町 

昭和３５年の基幹的農業従事者数（男女）は 1,266 人となり、同４５年には 1,542 人と

最高に達し、その後は一貫して減少し、平成７年には 70.3% 減の３７６人となっている。

なお、平成１２年は３１３人を記録している。一方、女子は昭和３５年に８４９人となり、

平成７年には 79.7% 減の１７２人となっている。なお、平成１２年は１５０人を記録して

いる。 

上記した基幹的農業従事者数の減少の推移過程を５年刻みでみると、その減少率の最高

は昭和４５～５０年の 41.2% 、次いで同６０年～平成２年の 37.7%と続き、他の期間は２

０％以下となり、その最低は昭和５５～６０年の 1.7%となり、反対に同３５～４０年は

21.8%増となっている。一方、女子の減少率の最高は昭和６０年～平成２年の 46.1% 、次

いで昭和４５～５０年の 36.2% と続き、他の期間は１０％以下となり、その最低は同５５

～６０年の 1.4%となっている。 

先に記述した基幹的農業従事者数のうち女子の占める割合は昭和３５年に 67.1% とな

り、同４０年に 54.9% と急落し、その後は５０％台を乱高下し、平成７年には 45.7% と５

０％を切っている。なお、平成１２年は 47.9% を記録している。 

次に基幹的農業従事者率の推移をみると、昭和３５年に 66.4% となり、同４０年に 83.7% 

と最高に達し、その後の低下過程において同５５年に 66.0% と６０％台に乗り、その後は

同水準台で推移し、平成２年に 53.1% と５０％台に下落し、同７年に 56.5% となっている。

なお、平成１２年には 54.7% と記録されている。一方、女子の場合は昭和３５年に 78.5% 

となり、その後低下し、平成７年に 44.5%となっている。なお、平成１２年は 45.9%を記録

している。 

⑤ 町村間比較 

以上で記述した４か町村の基幹的農業従事者数（男女）を昭和３５年、同５５年、平成

７年、同１２の４時点において比較的に列記すると以下のとおりである。 

基幹的農業従事者率は昭和３５年に八束村 92.9% 、川上村 90.8% 、中和村 73.9% 、湯

原町 66.4% 、同５５年は川上村 74.3% 、八束村 66.6% 、湯原町 66.0% 、中和村 44.3% 、

平成７年は八束村 71.7% 、川上村 69.8% 、湯原町 56.5% 、中和村 55.8% の順になってい

る。なお、平成１２年は川上村 72.0% 、八束村 66.0% 、湯原町 54.7% 、中和村 48.4% の

順になっている。 

一方、女子の場合は昭和３５年に川上村 97.6% 、八束村 97.4% 、中和村 92.5% 、湯原

町 78.5% 、同５５年は川上村 64.8% 、湯原町 60.1% 、八束村 55.1% 、中和村 29.6% 、平

成７年は八束村 64.7% 、川上村 59.8% 、中和村 45.3% 、湯原町 44.4% の順になっている。

なお、平成１２年は川上村 68.1% 、八束村 59.0% 、湯原町 45.9% 、中和村 40.0% の順に

なっている。 

基幹的農業従事者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は中和村%79.6 、湯原町

70.3% 、八束村 63.6% 、川上村 63.1%の順になっている。一方、女子の場合は湯原町 79.7、

川上村 70.1% 、中和村 68.5% 、八束村 68.0%の順になっている。 
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基幹的農業従事者数（男女）に占める女子の割合は昭和３５年に湯原町 67.1% 、中和村

65.6% 、川上村 58.0% 、八束村 53.1% 、同５５年は湯原町 56.3% 、川上村 48.3% 、八束

村 45.8% 、中和村 41.6% 、平成７年は川上村 47.0% 、八束村 46.7% 、湯原町 45.7% 、中

和村 42.4% の順になっている。なお、平成１２年は川上村 49.9% 、湯原町 47.9% 、八束

村 47.0% 、中和村 46.7% の順になっている。 

基幹的農業従事者数（男女）の町村別構成割合は昭和３５年に八束村 31.1% 、湯原町

29.8% 、川上村 28.5% 、中和村 10.6% 、同５５年は湯原町 32.6% 、川上村 32.2% 、八束

村 30.7% 、中和村 4.5%、平成７年は八束村 34.4% 、川上村 32.0% 、湯原町 27.0% 、中和

村 6.6%の順になっている。なお、平成１２年は八束村 34.2% 、川上村 31.2% 、湯原町 26.9% 、

中和村 7.7%を記録している。以上の平成７年における町村別構成割合の昭和３５年に対す

る拡大率は川上村 12.3% 、八束村 10.6% の順になり、縮小率は中和村 37.7% 、湯原町 9.4%

の順になっている。 

一方、女子の基幹的農業従事者数の町村別構成割合は昭和３５年に湯原町 33.3% 、川上

村と八束村各 27.5% 、中和村 11.7% 、同５５年は湯原町 36.9% 、川上村 31.3% 、八束村

28.1% 、中和村 3.7%、平成７年は八束村 34.7% 、川上村 32.6% 、湯原町 26.7% 、中和村

6.0%の順になっている。なお、平成１２年は八束村 33.3% 、川上村 32.4% 、湯原町 26.8% 、

中和村 7.5%と記録されている。以上の平成７年における町村別構成割合の昭和３５年に対

する拡大率は八束村 26.2% 、川上村 18.5% の順になり、縮小率は中和村 48.7% 、湯原町

19.8% の順になっている。 

 

第第第第３３３３項項項項 農家世帯員農家世帯員農家世帯員農家世帯員のののの就業状態就業状態就業状態就業状態のののの動向動向動向動向 

本項では第１項で記述した蒜山地域と４か町村の農家世帯における就業者数（男女）の

昭和３５年～平成１２年間に亘る推移状況につて表１７～１９により記述する。 

農業センサスでは１６歳以上（平成７年以降は１５歳以上）の就業者の就業状態を自家

農業従事と農外従事に大別し、自家農業従事は「自家農業のみに従事」、「自家農業主・

兼業従事」、「兼業主・自家農業従事」に細分されている。「自家農業主・兼業従事」と

は自家農業とその他の仕事の両方に従事し、そのうち自家農業を主とするものであり、「兼

業主・自家農業従事」とはその他の仕事を主とするものである。なお、本文では「自家農

業のみに従事」する者を自家農業専従者と呼ぶ。 

ちなみに第１項で記述した就業者とは「自家農業従事者」と「農外従事者」を総称し、

第２項で記述した農業就業人口は「自家農業のみに従事」と「自家農業主・兼業従事」の

両者の総称であり、基幹的農業従事者は「自家農業のみに従事」する者である。 

農業センサスでは上記の統計調査を平成７年までは総農家、同１２年は販売農家を対象

としており、平成７年は同１２年と厳密には連結しない。なお、比較のため真庭郡及び岡

山県について付記する。 

１１１１ 就業状態別世帯員数就業状態別世帯員数就業状態別世帯員数就業状態別世帯員数のののの推移推移推移推移 

１１１１－－－－１１１１ 自家農業従事者数自家農業従事者数自家農業従事者数自家農業従事者数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の自家農業従事者数（男女）は 6,383 人となり、同４０年

に 6,644 人と最高に達し、その後は一貫して減少し、その過程で同５０年に５千人台、平

成２年に４千人台に低下し、平成７年には 4,243 人となり、昭和３５年以降平成７年まで

３５年間における減少率は 33.5% となっている。ちなみに全国の減少率は 48.6% となって

いる
1)

。なお、平成１２年は 3,642 人を記録している。 

一方、真庭郡及び岡山県における自家農業従事者数（男女）の推移状況は以下のとおり

である。 

真庭郡は昭和３５年に 24,611 人となり、同４０年に 25,849 人と最高に達し、その後は

一貫して減少し、平成２年に２万人を僅差ながら割り込み、同７年に 17,351 人と最低とな

り、昭和３５年以降３５年間の減少率は 29.5% となっている。なお、平成１２年には 13,267

人と記録されている。 

岡山県は昭和３５年に 423,797 人となり、同４０年に 424,180 人、同４５年には 453,020 
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人と最高に達し、その後は一貫して減少し、平成２年に３０万人を僅差ながら下回り、同

７年に 25 8,341 人と最低となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 39.1% となってい

る。なお、平成１２年は 179,260 人を記録している。 

次に蒜山地域における自家農業従事者数の真庭郡および岡山県の同従事者数に占める比

率（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 25.9%となり、その後は 24.0～25.0%の範囲を乱高下し、平成

７年に 24.5% となっている。なお、平成１２年は 27.5% を記録している。一方、対岡山県

比は昭和３５年に 1.51% を示し、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４５年に 1.37%

と最低になり、平成７年には 1.64% と最高に達している。なお、平成１２年は 2.03% を記

録している。 

以上で記述した蒜山地域における自家農業従事者数の推移状況について真庭郡及び岡山

県と比較すると以下のとおりである。 

自家農業従事者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は岡山県 39.1% 、蒜山地域

33.5% 、真庭郡 29.5% の順になり、蒜山地域は岡山県を 5.6 ポイント下回り、反対に真庭

郡を 4.0 ポイント上回っている。 

蒜山地域の自家農業従事者数の対真庭郡比は概ね横ばい状態で推移し、一方、対岡山県

比は昭和５０年まで概ね下降し、その後は上昇に転じ、平成２年以降は昭和３５年の水準

を上回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業従事者数（男女）は湯原町 2,416 人、八束村 1,707 人、川

上村 1,545 人、中和村７１５人の順になっている。 

同年以降の推移状況をみると、同４０年に湯原町は 1.3%増の 2,447 人、八束村は 8.0%

増の 1,843 人、川上村は 2.1%増の 1,577 人、中和村は 9.0%増の７７７人と最高に達し、

その後は一貫して減少し、平成７年に湯原町は 1,515 人、八束村は 1,197 人、川上村は

1,086 人、中和村は４４５人の順になっている。なお、平成１２年には湯原町 1,173 人、

八束村 1,117 人、川上村９１７人、中和村４３３人と記録されている。 

上記した自家農業従事者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は中和村 37.8% 、

湯原町 37.3% 、八束村 29.9% 、川上村 29.7% の順になり、中和村と湯原町における減少

率は八束村と川上村を約８ポイント上回っている。 

次に自家農業従事者数の町村別割合をみると、昭和３５年は湯原町 37.9% 、八束村

26.7% 、川上村 24.2% 、中和村 11.2% 、同５５年は湯原町 34.7% 、八束村 29.6% 、川上

村 24.9% 、中和村 10.8% 、平成７年は湯原町 35.7% 、八束村 28.2% 、川上村 25.6% 、中

和村 10.5% の順になっている。なお、平成１２年には湯原町 32.2% 、八束村 30.7% 、川

上村 25.2% 、中和村 11.9% と記録されている。以上の平成７年における自家農業従事者数

の町村別割合の昭和３５年に対する拡大又は縮小の比率をみると、その拡大率は川上村

5.8%、八束村 5.6%の順になり、反対に縮小率は中和村 6.3%、湯原町 5.8%の順になってい

る。 

１１１１－－－－１１１１－－－－２２２２ 自家農業専従者自家農業専従者自家農業専従者自家農業専従者のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自家農業専従者数（男女）は昭和３５年に 4,247 人となり、同４０年

に 2.1%増の 4,338 人と最高に達し、その後は一貫して減少し、その過程で同４５年に３千

人台、同５０年には２千人台に低下し、平成２年に２千人を僅差ながら切り、同７年に

1,693 人と最低になっている。なお、平成１２年には 1,559 人と記録されている。以上の

自家農業専従者の昭和３５年～平成７年間における減少率は 60.1% となっている。ちなみ

に全国の減少率は 65.9% となっている
1)

。 

一方、真庭郡及び岡山県における自家農業専従者数（男女）の推移状況は以下のとおり

である。 

真庭郡は昭和３５年に 16,293 人となり、その後は一貫して減少し、平成２年には７千人

台に低下し、同７年に 6,891 人となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 57.7% となっ

ている。なお、平成１２年は 5,867 人を記録している。 
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岡山県は昭和３５年に 295 ,755 人となり、その後は一貫して減少し、平成２年に１３万

人台に低下し、同７年に 117,974 人と最低になり、昭和３５年以降３５年間の減少率は

60.1% となっている。なお、平成１２年には 87,204 人と記録されている。 

次に蒜山地域における自家農業専従者数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比

及び対岡山県比）の推移をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.1%となり、その後上昇し、同４５年に 28.1% と最高に達

し、その後は低下基調で推移し、その過程で同６０年まで概ね横ばい状態となり、平成２

年に 25.5%に低下し、同７年には 24.6% と最低になっている。なお、平成１２年は 26.6%

を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.44%となり、同４０年に 1.78% と最高に達し、その後は低

下基調で推移し、その過程で同６０年まで概ね 1.50% 前後で推移し、平成２年に 1.45% 

となり、同７年は 1.44% と横ばい状態となり、昭和３５年の水準に戻っている。なお、平

成１２年は 1.79% を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における自家農業専従者数の推移状況について真庭郡及び岡山

県と比較すると以下のようである。 

自家農業専従者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は蒜山地域と岡山県各

60.1% 、真庭郡 57.7% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 2.4 ポイント上回っている。 

自家農業専従者数の対真庭郡比は昭和４５年まで緩やかに上昇し、その後は下降し、平

成２年以降は昭和３５年の水準を下回っている。一方、対岡山県比は昭和４０年に上昇し、

その後は低下し、平成２年以降は昭和３５年の水準に戻っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業専従者数（男女）は八束村 1,320 人、湯原町 1,266 人、川

上村 1,210 人、中和村４５１人の順になっている。 

同年以降、八束村は一貫して減少し、湯原町は同４０年に 21.8% 増加し、最高に達し、

その後は減少基調で推移し、川上村は同４０年に 10.9% 減少し、同４５年には 2.3%増加し、

その後は減少に転じ、中和村は同４０年に 9.3%増加し、その後は一貫して減少パタ－ンで

推移している。 以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町５５５人、川上村５２２人、

八束村４８４人、中和村１３２人となっている。なお、平成１２年は湯原町４９６人、八

束村４７２人、川上村４２９人、中和村１６２人を記録している。 

上記した自家農業専従者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は中和村 70.7% 、

八束村 63.3% 、川上村 56.9% 、湯原町 56.2% の順になり、中和村は八束村を 7.4 ポイン

ト、川上村を 13.8 ポイント、湯原町を 14.5 ポイント上回っている。 

次に自家農業専従者数の町村別割合をみると、昭和３５年は八束村 31.1% 、湯原町

29.8% 、川上村 28.5% 、中和村 10.6% 、同５５年は湯原町 33.6% 、川上村 32.0% 、八束

村 27.8% 、中和村 6.6%、平成７年は湯原町 32.8% 、川上村 30.8% 、八束村 28.6% 、中和

村 7.8%の順になっている。なお、平成１２年は湯原町 31.8% 、八束村 30.3% 、川上村 27.5% 、

中和村 10.4% を記録している。 

以上の平成７年における自家農業従事者数の町村別割合の昭和３５年に対する拡大又は

縮小の比率をみると、その拡大率は湯原町 10.1%、川上村 8.1% の順になり、反対に縮小率

は中和村 26.4% 、八束村 8.0%の順になっている。 

１１１１－－－－１１１１－－－－２２２２ 自家農業主自家農業主自家農業主自家農業主・・・・兼業従事者数兼業従事者数兼業従事者数兼業従事者数のののの増減増減増減増減 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自家農業主・兼業従事者数（男女）は昭和３５年に 1,033 人となり、

同４０年に 3.5%増加、同４５年には 2.3%増の 1,094 人と最高に達し、その後は減少基調

で推移し、その過程で同５０年に１千人を大幅に切り、平成２年に４２０人と最低になり、

同７年に４４６人となっている。なお、平成１２年は３０３人を記録している。以上の自

家農業主・兼業従事者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は 56.8% となっている。

ちなみに全国の減少率は 69.6%となっている
1)

。 

一方、真庭郡及び岡山県における自家農業主・兼業従事者数の推移状況は以下のとおり

である。 
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真庭郡は昭和３５年に 3,877 人となり、同４０年に 5.7%増の 4,097 人と最高に達し、

その後は一貫して減少し、同６０年に 1,128 人と１千人台に下降し、平成７年には 1,093 

人となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 71.8% となっている。なお、平成１２年に

は６９２人と記録されている。 

岡山県は昭和３５年に 37,878 人となり、同４０年には 32.4% 増の 50,149 人と最高に達

し、その後は一貫して減少し、平成２年に 8,727 人と１万人を切り、同７年には 32.2% 

増の 11,539 人となり、昭和３５年以降３５年間の減少率は 69.5% となっている。なお、

平成１２年は 6,211 人を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における自家農業主・兼業従事者数の真庭郡及び岡山県に対す

る比率（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.6%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同６

０年に 41.3% と最高に達し、平成２年には 37.8% に低下し、同７年に 40.8%となっている。

なお、平成１２年には 43.8% と記録されている。 

対岡山県比は昭和３５年に 2.73%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４

０年に 2.13% と最低になり、平成２年に 4.81% と最高に達し、同７年には 3.87% と低下

し、昭和５５年の水準に戻っている。なお、平成１２年は 4.88% を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における自家農業主・兼業従事者数の推移状況を真庭郡及び岡

山県と比較すると以下のとおりである。 

自家農業主・兼業従事者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は真庭郡 71.8% 、

岡山県 69.5% 、蒜山地域 56.8% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 15.0 ポイント、岡山県

を 12.7 ポイント下回っている。 

蒜山地域の自家農業主・兼業従事者数の対真庭郡比は昭和６０年まで上昇し、とくに同

５０年以降は急上昇し、その後は多少低下している。一方、対岡山県比は平成２年まで上

昇し、とくに同５０年以降急上昇し、その後は昭和５５年の水準に近接している。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業主・兼業従事者数（男女）は湯原町６４１人、中和村１５

９人、川上村１２２人、八束村１１１人の順になっている。 

同年以降、湯原町は同４０年に 36.4% 減の４０８人、同４５年に 14.0% 増の４６５人、

同５０年には 39.8% 減の２８０人となり、その後は一貫して減少している。中和村は昭和

４０年に 11.3% 増の１７７人、同４５年には 39.6% 増の２４７人と最高に達し、その後は

一貫して減少を続けている。川上村は昭和４０年に 85.3% 増の２２６人と最高に達し、同

４５年には 57.5% 減の９６人となり、その後は概ね１００人前後で推移している。八束村

は昭和４０年に 132.4%増の２５８人、同４５年には 10.9% 増の２８６人と最高に達し、そ

の後は一貫して減少している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に八束村１８５人、川上村１１８人、湯原町１１０

人、中和村３３人となっている。なお、平成１２年には八束村１２８人、湯原町７６人、

川上村７５人、中和村２４人と記録されている。 

上記した自家農業主・兼業従事者数の昭和３５年～平成７年間における減少率は湯原町

82.8% 、中和村 79.2% 、川上村 3.3%の順にとなり、反対に八束村は 66.7% 増となってい

る。 

次に自家農業主・兼業従事者数の町村別割合をみると、昭和３５年は湯原町 62.1% 、中

和村 15.4% 、川上村 11.8% 、八束村 10.7% 、同５５年は八束村 42.5% 、湯原町 31.6% 、

川上村%18.2 、中和村 7.7%、平成７年は八束村 41.5% 、川上村 26.5% 、湯原町 24.6% 、

中和村 7.4%の順になっている。なお、平成１２年は八束村 42.2% 、湯原町 25.1% 、川上

村 24.8% 、中和村 7.9 を記録している。以上の平成７年における自家農業主・兼業従事者

数の昭和３５年に対する拡大又は縮小の比率をみると、その拡大率は八束村 287.9% 、川

上村 124.6%の順になり、反対に縮小率は湯原町 60.4% 、中和村 51.9%の順になっている。 

１１１１－－－－１１１１－－－－３３３３    兼業主兼業主兼業主兼業主・・・・自家農業従事者数自家農業従事者数自家農業従事者数自家農業従事者数のののの増加増加増加増加  

１） 蒜山地域 

蒜山地域における兼業主・自家農業従事者数（男女）は昭和３５年に 1,103 人となり、
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その後は一貫して増加し、同６０年に 2,492 人と最高に達し、その後は概ね横ばい状態で

推移し、平成７年に 2,104 人となっている。なお、平成１２年は 1,780 人を記録している。 

上記した兼業主・自家農業従事者数の昭和３５年～平成７年間における増加率は 90.8% 

となっている。ちなみに全国の増加率は 125.3%である
1)

。 

一方、真庭郡及び岡山県における兼業主・自家農業従事者数の推移状況は以下のとおり

である。 

真庭郡は昭和３５年に 4,441 人となり、その後は増加を続け、同５５年に 11,683 人と

最高に達し、その後は一貫して減少し、平成７年に 9,367 人となり、昭和３５年以降３５

年間における増加率は 110.9%となっている。なお、平成１２年は 6,708 人を記録している。 

岡山県は昭和３５年に 90,164 人となり、その後は増加し、同５０年に 204,944 人と最

高に達し、その後は一貫して減少し、平成７年に 128,828 人となり、昭和３５年以降３５

年間における増加率は 42.9% となっている。なお、平成１２年には 85,845 人と記録され

ている。 

次に蒜山地域における兼業主・自家農業従事者数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対

真庭郡比及び対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 24.8%となり、その後低下し、同４５年に 17.6% と最低を迎

え、その後は上昇パタ－ンで推移し、平成２年に 23.2% となり、同７年には 22.5% と低下

し、昭和３５年の水準をかなり下回っている。なお、平成１２年は 26.5% を記録している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.22%となり、その後下降し、同４５年に 0.80% と最低にな

り、同５０年には 1.16% に上昇し、その後は一貫して上昇を続け、平成７年に 1.63% と最

高に達している。なお、平成１２年には 2.07% と記録されている。 

以上で記述した蒜山地域における兼業主・自家農業従事者数の推移状況について真庭郡

及び岡山県と比較すると以下のとおりである。 

兼業主・自家農業従事者数の昭和３５年～平成７年間における増加率は真庭郡 110.9%、

蒜山地域 90.8% 、岡山県 42.9% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 20.1 ポイント下回り、

反対に岡山県を 47.9 ポイント上回っている。 

蒜山地域の兼業主・自家農業従事者数の対真庭郡比は昭和４５年まで低下し、その後は

上昇しているが、昭和３５年の水準を下回っている。一方、対岡山県比は昭和４５年まで

低下し、その後は一貫して上昇し、同６０年以降は同３５年の水準を大幅に上回っている。

（２） ４か町村 

昭和３５年における兼業主・自家農業従事者数（男女）は湯原町５０９人、八束村２７

６人、川上村２１３人、中和村１０５人の順になっている。 

同年以降、湯原町は増加基調で推移し、同６０年に９９１人と最高に達し、その後は緩

やかな減少に転じている。八束村は増加基調で推移し、その過程で昭和５５年と平成２年

に６９１人と最高に達している。川上村は一貫して増加し、昭和６０年に４９１人と最高

に達し、その後は緩やかな減少に転じている。中和村は昭和５０年に急増し、同５５年に

３８２人と最高に達し、その後は緩やかな減少に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町８５０人、八束村５２８人、川上村４４６

人、中和村２８０人の順になっている。なお、平成１２年には湯原町６０１人、八束村５

１９人、川上村４１３人、中和村２４７人と記録されている。 

上記した兼業主・自家農業従事者数の昭和３５年～平成７年間における増加率は中和村

166.7%、川上村 109.4%、八束村 91.3% 、湯原町 67.0% の順になり、中和村は川上村を 57.4

ポイント、八束村を 75.4 ポイント、湯原町を 99.7 ポイント上回っている。 

次に兼業主・自家農業従事者数の町村別割合をみると、昭和３５年は湯原町 46.2% 、八

束村 25.0% 、川上村 19.3% 、中和村 9.5%、同５５年は湯原町 36.5% 、八束村 28.1% 、川

上村 19.8% 、中和村 15.6% 、平成７年は湯原町 40.4% 、八束村 25.1% 、川上村 21.2% 、

中和村 13.3% の順になっている。なお、平成１２年は湯原町 33.7% 、八束村 29.2% 、川

上村 23.2% 、中和村 13.9% と記録されている。 

以上の平成７年における兼業主・自家農業従事者数の町村別割合の昭和３５年に対する

拡大又は縮小の比率をみると、その拡大率は中和村 40.0% 、川上村 9.8%、八束村 0.4%の



- 287 - 

順になり、反対に縮小率は湯原町 12.6% となっている。 

１１１１－－－－２２２２ 農外従事者数農外従事者数農外従事者数農外従事者数のののの増減増減増減増減 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の農外従事者数（男女）は１８７人となり、その後増加し、

同４５年に２０７人となり、同５０年には 56.5% 増の３２４人と最高に達し、その後は２

００人台を下降し、平成２年に１９１人となり、同７年には 41.4% 増の２７０人に急増し、

昭和３５年～平成７年間における増加率は 44.4% となっている。ちなみに全国の増加率は

24.5% となっている
1)

。なお、平成１２年には１８６人と記録されている。 

一方、真庭郡及び岡山県における農外従事者数の推移状況は以下のとおである。 

真庭郡は昭和３５年に 1,005 人となり、その後は概ね横ばい状態で推移し、同５０年に

９５０人と最低になり、同５５年には 55.4% 増の 1,476 人に急増し、その後は減少に転じ、

平成２年に 1,330 人となり、同７年には 21.9% 増の 1,621 人と最高に達し、昭和３５年

以降３５年間の増加率は 61.3% となっている。なお、平成１２年には８５９人と記録され

ている。 

岡山県は昭和３５年に 35,173 人となり、同４０年に 10.4% 増の 38,843 人となり、同４

５年には 32.0% 減の 26,400 人となっている。しかし、その後は増加に転じ、昭和５５年

に 29.7% 増の 36,315 人と最高に達し、その後は３０万人台を乱高下し、平成７年には

33,494 人となり、昭和３５年以降３５年間における減少率は 4.8% となっているい。なお、

平成１２年は 17,769 人を記録している。 

次に蒜山地域における農外従事者数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡及び対

岡山県比）の推移をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 18.6%となり、同４０年には 20.5%に急上昇し、同５０年に

34.1% と最高に達し、同５５年には 18.7%に急落し、その後は１０％台を下降し、平成２

年に 14.4% と最低になり、同７年に 16.7% を示している。なお、平成１２年には 21.7% 

と記録されている。 

対岡山県比は昭和３５年と同４０年に 0.53%となり、その後は横ばい状態となり、同４

５年には 0.37%に急落して最低になり、同５０年は 1.16%に急上昇し、最高に達し、同５５

年には 0.76%に急落し、その後は 0.60% 前半で推移し、平成７年に 0.80% となっている。

なお、平成１２年は 1.05% を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における農外従事者数の推移状況について真庭郡及び岡山県と

比較すると以下のとおりである。 

農外従事者数の昭和３５年～平成７年間における増加率は真庭郡61.3% 、蒜山地域44.4% 

の順になり、蒜山地域は真庭郡を 16.9 ポイント下回り、反対に岡山県は 4.8%減となって

いる。 

蒜山地域における農外従事者数の対真庭郡比は昭和５０年まで上昇し、同５５年には急

落し、同３５年の水準に戻り、その後さらに下降している。 

対岡山県比は昭和４０年まで横ばい状態となり、同４５年に急落し、同５０年には急上

昇し、最高に達し、その後は再び急落しているが、同３５年を上回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における農外従事者数（男女）は湯原町８７人、川上村６１人、八束村２８

人、中和村１１人の順になっている。 

同年以降、湯原町は昭和４０年に 10.4% 増の９６人となり、同４５年には 34.4% 増の１

２９人と最高に達し、その後は減少基調で推移し、その過程で同５５年まで１００人台前

半で推移し、同６０年に８８人と１００人を切り、平成２年に６０人と最低に至り、その

後上昇している。川上村は減少を続け、昭和４５年に３６人と最低に至り、同５０年に

125.0%増の８１人と最高に達し、同５５年には 50.6% 減の４０人となり、その後は上昇に

転じている。八束村は昭和４０年に 39.3% 増の３９人となり、同４５年に３３人に低下し、

同５０年には 230.3%増の１０９人と最高に達し、その後は１００人を切り、５０人以上の

範囲で乱高下している。中和村は昭和４５年まで１０人前後で推移し、同５０年には

244.5%増の３１人となり、同５５年に４１人と最高に達し、その後３０人台前半で推移し、
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その過程で平成２年には１９人に急落している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町８９人、八束村７４人、川上村７３人、中

和村３４人の順になっている。なお、平成１２年には八束村７３人、湯原町５１人、川上

村４２人、中和村２０人と記録されている。 

上記した農外従事者数の昭和３５年～平成７年間における増加率は中和村 209.1%、八束

村 164.3%、川上村 19.7% 、湯原町 2.3%の順になり、中和村は八束村を 44.8 ポイント、川

上村を 189.4 ポイント、湯原町を 206.8 ポイント上回っている。 

次に農外従事者数の町村別割合をみると、昭和３５年は湯原町 46.5% 、川上村 32.6% 、

八束村 15.0% 、中和村 5.9%、同５５年は湯原町 44.9% 、八束村 25.7% 、中和村 14.9% 、

川上村 14.5、平成７年は湯原町 33.0% 、八束村 27.4% 、川上村 27.0% 、中和村 12.6% の

順になっている。なお、平成１２年は八束村 39.2% 、湯原町 27.4% 、川上村 22.6% 、中

和村 10.8% の順になっている。 

以上の平成７年における農外従事者数の町村別割合の昭和３５年に対する拡大又は縮小

の比率をみると、その拡大率は中和村 113.6%、八束村 82.7% の順になり、反対に縮小率は

湯原町 29.0% 、川上村 17.2% の順になっている。 

２２２２－－－－１１１１ 就業状態別構成割合就業状態別構成割合就業状態別構成割合就業状態別構成割合のののの推移推移推移推移 

２２２２－－－－１１１１－－－－１１１１ 自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者シェアシェアシェアシェアのののの縮小縮小縮小縮小 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の自家農業従事者シェアは 97.2% となり、同４０年まで横

ばい状態で推移し、その後は縮小基調で推移し、平成７年に 94.0%と最低になっている。

なお、平成１２年には 95.1% と記録されている。ちなみに全国における自家農業従事者シ

ェアは昭和３５年に 90.7% 、平成７年に 86.8% 、平成１２年には 89.8% となっている
1)

。 

上記した平成７年における自家農業従事者シェアの昭和３５年に対する縮小の比率（以

下、シェア縮小率）は 3.3%となっている。なお、全国におけるシェア縮小率は 4.3%である。 

一方、真庭郡における自家農業従事者シェアは昭和３５年に 96.1% となり、同５０年ま

で横ばい状態で推移し、その後は縮小し、平成７年に 91.2% となり、そのシェア縮小率は

5.1%となっている。なお、平成１２年における自家農業従事者シェアは 93.9% と記録され

ている。 

岡山県における自家農業従事者シェアは昭和３５年に 92.3% となり、同４０年に幾分縮

小し、同４５年には 94.5% と最高に達し、その後は縮小基調で推移し、平成７年に 88.5% 

となり、そのシェア縮小率は 4.1%となっている。なお、平成１２年における自家農業従事

者シェアは 91.1% と記録されている。 

以上で記述した蒜山地域における自家農業従事者シェアを昭和３５年、同５５年、平成

７年の時点で真庭郡及び岡山県と比較すると以下のようである。 

昭和３５年には蒜山地域 97.2% 、真庭郡 96.1% 、岡山県 92.3% の順になり、蒜山地域

は真庭郡を 1.1 ポイント、岡山県を 4.9 ポイント上回っている。同年以降、上記従事者シ

ェアは全体的に縮小基調で推移し、同５５年に蒜山地域 95.1% 、真庭郡 93.6% 、岡山県

90.8% 、平成７年には蒜山地域 94.0% 、真庭郡 91.2% 、岡山県 88.5% の順になり、蒜山

地域は真庭郡を 2.8 ポイント、岡山県を 5.5 ポイント上回っている。 

次に上記した自家農業従事者シェアの昭和３５年～平成７年間におけるシェア縮小率は

真庭郡 5.1%、岡山県 4.1%、蒜山地域 3.3%の順になり、蒜山地域は真庭郡を 1.8 ポイント、

岡山県を 0.8 ポイント下回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業従事者シェアは中和村 98.5% 、八束村 98.4% 、湯原町

96.5% 、川上村 96.2% の順になっている。 

同年以降、中和村は同４５年まで、八束村もまた概ね同年まで、湯原町と川上村は同４

０年まで横ばい状態で推移し、その後は川上村を除く３か町村では縮小基調で推移し、川

上村は同４５年に僅差ながら拡大し、その後は縮小基調で推移している。 

以上の推移経過のもとで、昭和５５年に川上村 97.1% 、八束村 95.8% 、湯原町 93.8% 、

中和村 93.4% 、平成７年には湯原町 94.5% 、八束村 94.2% 、川上村 93.7% 、中和村 93.0% 
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の順になり、湯原町は八束村を 0.3 ポイント、川上村を 0.8 ポイント、中和村を 1.5 ポ

イント上回っている。 

次に上記した自家農業従事者シェアの昭和３５年～平成７年間におけるシェア縮小率は

中和村 5.6%、八束村 4.3%、川上村 2.6%、湯原町 2.1%の順になり、中和村は八束村を 1.3 

ポイント、川上村を 3.0 ポイント、湯原町を 3.5 ポイント上回っている。なお、平成１２

年における自家農業従事者シェアは湯原町 95.8% 、川上村と中和村各 95.6% 、八束村 93.8% 

と記録されている。 

２２２２－－－－１１１１－－－－２２２２ 自家農業専従者自家農業専従者自家農業専従者自家農業専従者シェアシェアシェアシェアのののの縮小縮小縮小縮小 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自家農業従事者シェアは昭和３５年に 64.7% となり、その後は縮小基

調で推移し、その過程で同４５年に５０％台に低下、同５０年には 40.9% と５０％台を大

きく割り込み、その後 41.0% 台で推移し、平成２年には３０％台に低下し、同７年に 37.5% 

となっている。なお、平成１２年には 40.7% と記録されている。ちなみに全国における自

家農業専従者シェアは昭和３５年に 74.2% 、平成７年に 49.2% 、同１２年には 51.8% と

なっている
1)

。 

上記した平成７年における自家農業専従者シェアの昭和３５年に対する縮小の比率（以

下、シェア縮小率）は 42.0% 、全国におけるシェア縮小率は 33.7% となっている。 

一方、真庭郡における自家農業専従者シェアは昭和３５年に 63.6% となり、その後は縮

小基調で推移し、その過程で同５０年に 38.1% と３０％台に低下し、その後は 37.0% 前後

で推移し、平成７年に 36.0% となり、そのシェア縮小率は 43.4% となっている。なお、平

成１２年における自家農業専従者シェアは 41.5% と記録されている。 

岡山県における自家農業専従者シェアは昭和３５年に 64.4% となり、その後は縮小基調

で推移し、その過程で同５０年に 39.2% と３０％台に低下し、その後は概ね横ばい状態で

推移し、平成２年に 41.0%と４０％台に乗り、同７年に 40.4%となり、そのシェア縮小率は

37.3% となっている。なお、平成１２年における自家農業専従者シェアは 44.3% と記録さ

れている。 

以上で記述した蒜山地域における自家農業専従者シェアを昭和３５年、同５５年、平成

７年の時点で真庭郡及び岡山県と比較すると以下のようである。 

昭和３５年には蒜山地域 64.6% 、岡山県 64.4% 、真庭郡 63.6% の順になり、蒜山地域

は岡山県を 0.2 ポイント、真庭郡を 1.0 ポイント上回っている。 

同年以降、上記専従者シェアは縮小基調で推移し、同５５年に蒜山地域 41.0% 、岡山県

38.6% 、真庭郡 36.7%、平成７年には岡山県 40.4% 、蒜山地域 37.5% 、真庭郡 36.0% の順

になり、蒜山地域は岡山県を 2.9 ポイント下回り、反対に真庭郡を 1.5 ポイント上回って

いる。 

上記した自家農業専従者シェアの昭和３５年～平成７年の間におけるシェア縮小率は真

庭郡 43.4% 、蒜山地域 42.0% 、岡山県 37.3% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 1.4 ポイ

ント下回り、反対に岡山県を 4.7 ポイント上回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業専従者シェアは八束村 76.1% 、川上村 75.3% 、中和村

62.1% 、湯原町 50.6% の順になり、八束村は川上村を 0.8 ポイント、中和村を 14.0 ポイ

ント、湯原町を 25.5 ポイント上回っている。 

同年以降、各町村の上記専従者シェアは縮小基調で推移し、その過程において八束村は

同４５年に６０％を僅差ながら割り込み、同５５年に４０％を切り、その後は全体的に３

８％前後で推移している。川上村は昭和５０年に５０％台に乗り、平成２年まで概ね５０

％台前半で推移し、同７年に５０％を割り込んでいる。中和村は昭和４５年まで横ばい状

態となり、同５０年に４０％台に低下し、同５５年以降は２０％台を上昇している。湯原

町は昭和４０年に６０％台に急上昇し、同４５年には４０％台に急落し、同５０年以降は

概ね３０％台後半を乱高下している。 

以上の推移経過のもとで、昭和５５年に川上村 53.9% 、湯原町 39.2、八束村 38.8% 、

中和村 24.5% 、平成７年には川上村 45.0% 、八束村 38.1% 、湯原町 34.6% 、中和村 27.6% 
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の順になり、川上村は八束村を 6.9 ポイント、湯原町を 10.4 ポイント、中和村を 17.4 ポ

イント上回っている。 

次に上記した自家農業従事者シェアの昭和３５年～平成７年間におけるシェア縮小率を

みると、中和村 55.6% 、八束村 49.9% 、川上村 40.2% 、湯原町 31.6% の順になり、中和

村は八束村を 5.7 ポイント、川上村を 15.4 ポイント、湯原町を 24.0 ポイント上回ってい

る。なお、平成１２年における自家農業専従者シェアは川上村 44.7% 、湯原町 40.5% 、八

束村 39.6% 、中和村 35.8% の順になっている。 

２２２２－－－－１１１１－－－－３３３３ 自家農業主自家農業主自家農業主自家農業主・・・・兼業従事者兼業従事者兼業従事者兼業従事者シェアシェアシェアシェアのののの縮小縮小縮小縮小 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の自家農業主・兼業従事者シェアは 15.7% となり、その後

横ばい状態となり、同４５年に 17.1% と最高に達し、その後は急速に縮小し、平成２年に

8.4%と最低になり、同７年に 9.9%となっている。なお、平成１２年には 7.9%と記録されて

いる。ちなみに全国における自家農業主・兼業従事者シェアは昭和３５年に 8.2%、平成７

年に 4.8%、同１２年には 5.0%となっている
1)

。 

上記した平成７年における自家農業主・兼業従事者シェアの昭和３５年に対する縮小率

（以下、シェア縮小率）は 36.9%、全国におけるシェア縮小率は 41.5% となっている。 

一方、真庭郡における自家農業主・兼業従事者シェアは昭和３５年に 15.1% となり、そ

の後は縮小基調で推移し、同６０年に 5.0%と最低に達し、同７年には 5.8%となり、そのシ

ェア縮小率は 61.6% となっている。なお、平成１２年における自家農業主・兼業従事者シ

ェアは 4.9%を記録している。 

岡山県における自家農業主・兼業従事者シェアは昭和３５年に 8.3%となり、同４０年に

は 10.8% となり、その後は縮小基調で推移し、同６０年及び平成２年に 2.7%と最低になり、

同７年には 4.0%に上昇し、そのシェア縮小率は 51.8% となっている。なお、平成１２年に

おける自家農業主・兼業従事者シェアは蒜山地域 7.9%、真庭郡 4.9%、岡山県 3.2%の順に

記録されている。 

以上で記述した蒜山地域における自家農業主・兼業従事者シェアを昭和３５年、同５５

年、平成７年の時点で真庭郡及び岡山県と比較すると以下のようである。 

昭和３５年には蒜山地域 15.7% 、真庭郡 15.1% 、岡山県 8.3%の順になり、蒜山地域は

真庭郡を 0.6 ポイント、岡山県を 7.4 ポイント上回っている。同年以降、上記従事者シェ

アは縮小基調で推移し、同５５年に蒜山地域 11.0% 、真庭郡 6.8%、岡山県 4.0%、平成７

年には蒜山地域 9.9%、真庭郡 5.8%、岡山県 4.0%の順になり、蒜山地域は真庭郡を 4.1 ポ

イント、岡山県を 5.9 ポイント上回っている。 

上記した昭和３５年～平成７年間におけるシェア縮小率は真庭郡 61.6% 、岡山県 51.8% 、

蒜山地域 36.9% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 24.7 ポイント、岡山県を 14.9 ポイント

下回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業主・兼業従事者シェアは湯原町 25 .6%、中和村 21.9% 、川

上村 7.6%、八束村 6.4%の順になり、湯原町は中和村を 3.7 ポイント、川上村を 18.0 ポイ

ント、八束村を 19.2 ポイント上回っている。 

同年以降、４か町村の上記従事者シェアは縮小基調で推移し、その過程において湯原町

は昭和４０年に１０％台に急落し、同４５年に 20.4% と上昇し、その後は一貫して縮小し

ている。中和村は昭和４５年に急激に拡大し、35.1% と最高に達し、同５０年には１０％

台に急落し、その後は概ね７％台で推移している。川上村は昭和４０年に 13.8% と最高に

達し、同４５年以降は６～８％の範囲を乱高下している。八束村は昭和４５年に 15.5% と

最高に達し、その後１０％台前半を乱高下しいる。 

以上の推移経過のもとで、昭和５５年に八束村 15.8% 、湯原町 9.8%、川上村 8.2%、中

和村 7.7%、平成７年には八束村 14.6% 、川上村 10.2% 、中和村と湯原町各 6.9%の順にな

り、八束村は川上村を 4.4 ポイント、中和村と湯原町を 7.7 ポイント上回っている。 

上記した平成７年における自家農業主・兼業従事者シェアの昭和３５年に対する拡大又

は縮小の比率をみると、八束村と川上村は拡大し、その拡大率はそれぞれ 128.1%、34.2% 
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となり、八束村は川上村を 93.9 ポイント上回っている。反対に湯原町と中和村は縮小し、

その縮小率はそれぞれ 73.0% 、68.5% となり、湯原町は中和村を 4.5 ポイント上回ってい

る。なお、平成１２年における自家農業主・兼業従事者シェアは八束村 10.7% 、川上村 7.8%、

湯原町 6.2%、中和村 5.3%と記録されている。 

２２２２－－－－１１１１－－－－４４４４ 兼業主兼業主兼業主兼業主・・・・自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者シェアシェアシェアシェアのののの拡大拡大拡大拡大 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自家農業従事者数に占める兼業主・自家農業従事者シェアは昭和３５

年に 16.9% となり、その後は一貫して拡大し、その過程で同４５年に２０％台に乗り、同

５０年以降は４０％台を上昇し、平成２年に 48.8% と最高に達し、同７年に 46.6% となっ

ている。なお、平成１２年には 46.5% と記録されている。ちなみに全国における兼業主・

自家農業従事者シェアは昭和３５年に 17.6% 、平成７年に 46.0% 、同１２年には 43.2% 

となっている
1)

。 

上記した平成７年における兼業主・自家農業従事者数シェアの昭和３５年に対する拡大

の比率（以下、シェア拡大率）は 175.7%、全国のシェア拡大率は 161.4%となっている。 

一方、真庭郡における兼業主・自家農業従事者シェアは昭和３５年に 17.4% となり、その

後は一貫して拡大し、その過程で同４０年に２０％台、同４５年に３０％台、同５０年に

４０％台、同５５年には５０％台に乗り、その後は横ばい状態で推移し、平成７年に 49.4% 

となり、そのシェア拡大率は 173.0%となっている。なお、平成１２年における兼業主・自

家農業従事者シェアは 47.5% を記録している。 

岡山県における兼業主・自家農業従事者シェアは昭和３５年に 19.6% となり、その後は

拡大基調で推移し、その過程で同４０年に２０％台、同４５年に３０％台に乗り、同５０

年には 48.3%と最高に達し、その後は４０％台を下降し、平成７年に 44.1% となり、その

シェア拡大率は 125.0%となっている。なお、平成１２年における兼業主・自家農業従事者

シェアは 43.6% を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における兼業主・自家農業従事者シェアを昭和３５年、同５５

年、平成７年の時点で真庭郡及び岡山県と比較すると以下のようである。 

昭和３５年には岡山県 19.6% 、真庭郡 17.4% 、蒜山地域 16.9% の順になり、蒜山地域

は岡山県を 2.7 ポイント、真庭郡を 0.5 ポイント下回っている。 

同年以降、従事者シェアは拡大基調で推移し、岡山県は同５０年、真庭郡は同６０年、

蒜山地域は平成２年に最高に達し、その推移過程において昭和５５年に真庭郡 50.1% 、岡

山県 48.2% 、蒜山地域 43.1% 、平成７年には真庭郡 49.4% 、蒜山地域 46.6% 、岡山県 44.1% 

の順になり、蒜山地域は真庭郡を 2.8 ポイント下回り、反対に岡山県を 2.5 ポイント上回

っている。 

上記した兼業主・自家農業従事者シェアの昭和３５年～平成７年の間におけるシェア拡

大率は蒜山地域 175.7%、真庭郡 173.0%、岡山県 125.0%の順になり、蒜山地域は真庭郡を

2.7 ポイント、岡山県を 50.7 ポイント上回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における兼業主・自家農業従事者シェアは湯原町 20.3% 、八束村 15.9% 、中

和村 14.5% 、川上村 13.3% の順になり、湯原町は八束村を 4.4 ポイント、中和村を 5.8 

ポイント、川上村を 7.3 ポイント上回っている。 

同年以降、上記従事者シェアは拡大基調で推移し、その過程で平成２年に湯原町は

53.6% 、八束村は 47.2% 、中和村 63.1% と最高に達し、川上村は同７年に最高に達してい

る。 

以上の推移経過のもとで、昭和５５年に中和村 61.2% 、湯原町 44.8% 、八束村 41.2% 、

川上村 35.0% 、平成７年には中和村 58.5% 、湯原町 53.0% 、八束村 41.5% 、川上村 38.5% 

の順になり、中和村は湯原町を 5.5 ポイント、八束村を 17.0 ポイント、川上村を 20.0 ポ

イント上回っている。 

次に上記した兼業主・自家農業従事者シェアの昭和３５年～平成７年間におけるシェア

拡大率は、中和村 303.4%、川上村 189.5%、湯原町 161.1%、八束村 161.0%の順になり、中

和村は川上村を 113.9 ポイント、湯原町を 142.3 ポイント、八束村を 142.4 ポイント上回



- 292 - 

っている。なお、平成１２年における兼業主・自家農業従事者シェアは中和村 54.5% 、湯

原町 49.1% 、八束村 43.5% 、川上村 43.1% と記録されている。 

２２２２－－－－１１１１－－－－５５５５ 農外従事者農外従事者農外従事者農外従事者シェアシェアシェアシェアのののの拡大拡大拡大拡大 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農外従事者シェアは昭和３５年に 2.8%となり、その後は拡大基調で推

移し、その過程で平成７年に 6.0%と最高に達している。なお、平成１２年には 4.9%と記録

されている。ちなみに全国における農外従事者シェアは昭和３５年に 9.3%、平成７年に

13.2% 、同１２年には 10.2% となっている。 以上の平成７年における農外従事者シェア

の昭和３５年に対する拡大の比率（以下、シェア拡大率）は 114.3%、全国のシェア拡大率

は 41.9% となっている。 

一方、真庭郡における農外従事者シェアは昭和３５年に 3.9%となり、その後は拡大基調

で推移し、平成７年に 8.8%と最高に達し、そのシェア拡大率は 125.0%となっている。なお、

平成１２年における農外従事者シェアは 6.1%と記録されている。 

岡山県における農外従事者シェアは昭和３５年に 7.7%となり、その後は拡大基調で推移

し、平成７年に 11.5% と最高に達し、そのシェア拡大率は 49.4% となっている。なお、平

成１２年における農外従者シェアは 8.9%を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における農外従事者シェアを昭和３５年、同５５年、平成７年

の時点で真庭郡及び岡山県と比較すると以下のようである。 

昭和３５年には岡山県 7.7%、真庭郡 3.9%、蒜山地域 2.8%の順になり、蒜山地域は真庭

郡を 1.1 ポイント、岡山県を 4.9 ポイント下回っている。 

同年以降、上記従事者シェアは拡大基調で推移し、昭和５５年に岡山県 9.2%、真庭郡

6.4%、蒜山地域 4.9%、平成７年には岡山県 11.5% 、真庭郡 8.8%、蒜山地域 6.0%の順にな

り、蒜山地域は岡山県を 5.5 ポイント、真庭郡を 2.8 ポイント下回っている。 

上記した農外従事者シェアの昭和３５年～平成７年間における拡大率は真庭郡 125.0%、

蒜山地域 114.3%、岡山県 49.4% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 10.73.7 ポイント下回

り、反対に岡山県を 64.9 ポイント上回っている。 

（２）４か町村 

昭和３５年における農外従事者シェアは川上村 3.8%、湯原町 3.5%、八束村 1.6%、中和

村 1.5%の順になり、川上村は湯原町を 0.3 ポイント、八束村を 2.2 ポイント、中和村を

2.3 ポイント上回っている。 

同年以降、上記の従事者シェアは拡大基調で推移し、その過程で湯原町は同４５年に

5.7%、八束村は同５０年に 6.5%と最高に達し、川上村と中和村は平成７年に最高に達して

いる。以上の推移経過のもとで、昭和５５年に中和村 6.6%、湯原町 6.2%、八束村 4.2%、

川上村 2.9%、平成７年には中和村 7.0%、川上村 6.3%、八束村 5.8%、湯原町 5.5%の順にな

り、中和村は川上村を 0.7 ポイント、八束村を 1.2 ポイント、湯原町を 1.5 ポイント上

回っている。 

上記した農外従事者シェアの昭和３５年～平成７年間における拡大率は中和村 366.7%、

八束村 262.5%、川上村 65.8% 、湯原町 57.1% の順になり、中和村は八束村を 104.2 ポイ

ント、川上村を 300.9 ポイント、湯原町を 309.6 ポイント上回っている。なお、平成１２

年における農外従事者シェアは八束村 6.2%、川上村と中和村各 4.4%、湯原町 4.2%の順に

記録されている。 

２２２２－－－－１１１１－－－－６６６６ 地域地域地域地域とととと町村町村町村町村のののの就業状態別構成就業状態別構成就業状態別構成就業状態別構成 

以上で記述した農家世帯員数の就業状態別構成は各就業状態における時系列的推移を内

容とするものであった。本項では蒜山地域及び及び各町村における就業状態別世帯員構成

をみるため、昭和３５年、同５５年、平成７年、同１２年の各時点においける同構成割合

の概数（小数点以下四捨五入）を自家農業従事者－自家農業専従者－自家農業主・兼業従

事者－兼業主・自家農業従事者－農外従事者の順に列記する。 

（１） 蒜山地域 

昭和３５年 

蒜山地域：９７％－６５％－１６％－１７％－ ３％ 
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真庭郡：９６％－６４％－１５％－１７％－ ４％ 

岡山県：９２％－６４％－ ８％－２０％－ ８％ 

昭和５５年 

蒜山地域：９５％－４１％－１１％－４３％－ ５％ 

真庭郡：９４％－３７％－ ７％－５０％－ ６％ 

岡山県：９１％－３９％－ ４％－４８％－ ９％ 

平成７年 

蒜山地域：９４％－３８％－１０％－４７％－ ６％ 

真庭郡：９１％－３６％－ ６％－４９％－ ９％ 

岡山県：８９％－４０％－ ４％－４４％－１２％ 

平成１２年 

蒜山地域：９５％－４１％－ ８％－４７％－ ５％ 

真庭郡：９４％－４２％－ ５％－４８％－ ６％ 

岡山県：９１％－４４％－ ３％－４４％－ ９％ 

上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における自家農業従事者シェアは、それぞれ昭和３

５年に９７％、９６％、９２％、同５５年に９５％、９４％、９１％、平成７年に９４％、

９１％、８９％を占め、そのシェアは時系列的に縮小する傾向にある。 

そうした推移状況のなかで、昭和３５年における自家農業専従者シェアは上記３地域と

も６５％程度を占め、次いで蒜山地域と真庭郡は兼業主・自家農業従事者シェア各１７％、

自家農業主・兼業従事者シェア１６％程度と続き、一方、岡山県は兼業主・自家農業従事

者シェア２０％、自家農業主・兼業従事者シェア８％と続き、農外従事者シェアは蒜山地

域３％、真庭郡４％、岡山県８％となっている。 

昭和５５年の時点では同３５年の時点に比べて蒜山地域、真庭郡、岡山県とも自家農業

専従者シェアが縮小し、兼業主・自家農業従事者シェアが拡大し、それぞれのシェアは蒜

山地域４１％、４３％、真庭郡３７％、５０％、岡山県３９％、４８％となり、農外従事

者シェアは蒜山地域８５％、真庭郡６％、岡山県９％となっている。 

平成７年の時点では昭和５５年の時点に比べて兼業主・自家農業従事者シェアと自家農

業専従者シェアに大きな変化はなく、それぞれのシェアは蒜山地域は３８％、４７％、真

庭郡は３６％、４９％、岡山県４０％、４４％となり、農外従事者シェアは蒜山地域６％、

真庭郡９％、岡山県１２％となっている。 

平成１２年の時点では兼業主・自家農業従事者と自家農業専従者のシェアはそれぞれ蒜

山地域４７％、４１％、真庭郡４８％、４２％、岡山県４４％、４４％となり、農外従事

者シェアの合計値は蒜山地域５％、真庭郡６％、岡山県９％となっている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年 

川上村：９６％－７５％－ ８％－１３％－４％ 

八束村：９８％－７６％－ ６％－１６％－２％ 

中和村：９９％－６２％－２２％－１５％－２％ 

湯原町：９７％－５１％－２６％－２０％－４％ 

昭和５５年 

川上村：９７％－５４％－ ８％－３５％－３％ 

八束村：９６％－３９％－１６％－４１％－４％ 

中和村：９３％－２５％－ ８％－６１％－７％ 

湯原町：９４％－３９％－１０％－４５％－６％ 

平成７年 

川上村：９４％－４５％－１０％－３９％－６％ 

八束村：９４％－３８％－１５％－４２％－６％ 

中和村：９３％－２８％－ ７％－５９％－７％ 

湯原町：９５％－３５％－ ７％－５３％－６％ 

平成１２年 
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川上村：９６％－４５％－ ８％－４３％－４％ 

八束村：９４％－４０％－１１％－４４％－６％ 

中和村：９６％－３６％－ ５％－５５％－４％ 

湯原町：９６％－４１％－ ６％－４９％－４％ 

上記した川上村、八束村、中和村、湯原町における自家農業従事者シェアは、それぞれ

昭和３５年に９６％、９８％、９９％、９７％、同５５年に９７％、９６％、９３％、９

４％、平成７年に９４％、９４％、９３％、９５％を占め、それら従事者シェアは時系列

的に縮小する傾向にある。 

そうした推移状況下で、昭和３５年には川上村は自家農業専従者シェア７５％、次いで

兼業主・自家農業従事者シェア１３％と続き、八束村は自家農業専従者シェア７６％、次

いで兼業主・自家農業従事者シェア１６％と続き、一方、中和村は自家農業専従者シェア

６２％、次いで自家農業主・兼業従事者シェア２２％と続き、湯原町は自家農業専従者シ

ェア５１％、自家農業主・兼業従事者シェア２６％と続き、農外従事者シェアは川上村４

％、八束村２％、中和村２％、湯原町４％となっている。 

昭和５５年の時点では自家農業専従者シェアは縮小し、反対に兼業主・自家農業従事者

シェアは拡大し、川上村では自家農業専従者シェアが兼業主・自家農業従事者シェアを上

回り、それぞれ５４％、３５％を占めている。反対に他の３か町村は兼業主・自家農業従

事者シェアが自家農業専従者シェアを上回り、それぞれのシェアは八束村４１％、３９％、

中和村６１％、２５％、湯原町４５％、３９％となり、農外従事者は川上村３％、八束村

４％、中和村７％、湯原町６％となっている。 

平成７年の時点では兼業主・自家農業従事者シェア及び自家農業専従者シェアは昭和５

５年の時点と比べて著しい変化はなく、それぞれのシェアは川上村３９％、４５％、八束

村４２％、３８％、中和村５９％、２８％、湯原町５３％、３５％となり、農外従事者シ

ェアは川上村６％、八束村６％、中和村７％、湯原町６％となっている。 

平成１２年には川上村を除く他の３か町村では兼業主・自家農業従事者シェアは自家農

業専従者シェアを上回り、それぞれのシェアは川上村４３％、４５％、八束村４４％、４

０％、中和村５５％、３６％、湯原町４９％、４１％となり、農外従事者シェアは川上村

４％、八束村６％、中和村４％、湯原町４％となっている。 

２２２２－－－－２２２２ 就業状態別構成就業状態別構成就業状態別構成就業状態別構成のののの特化係数特化係数特化係数特化係数のののの推移推移推移推移 

以上で記述した昭和３５年～平成７年間に亘る蒜山地域におけ農家世帯員の就業状態別

構成について岡山県との関係性並びに４か町村間の関係性を表１９で示す特化係数を用い

て就業状態別にみると以下のとおりであり、平成１２年についても付記する。なお、比較

のため真庭郡との関係性にも言及する。ちなみに上記の特化係数は蒜山地域、真庭郡及び

４か町村における就業状態別構成割合の岡山県における当該構成割合に対する比であり、

その係数が 1.00（岡山県レベル）を超えるほど、当該就業状態への特化を強めていること

を意味する。 

２２２２－－－－２２２２－－－－１１１１ 自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者シェアシェアシェアシェア 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自家農業従事者シェアの特化係数（以下、シェア係数）は昭和３５年

に 1.05 となり、その後はほぼ横ばい状態で推移し、平成７年に 1.06 となり、概ね岡山県

レベル（1.00）で推移している。なお、平成１２年は 1.04 を記録している。 

一方、真庭郡の場合は昭和３５年に 1.04 となり、その後は横ばい状態で推移し、平成７

年に 1.03 となり、蒜山地域と近似している。なお、平成１２年は 1.03 を記録している。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業従事者シェア係数は八束村と中和村各 1.07、湯原町 1.05、

川上村 1.04 となり、各町村とも岡山県レベルを極僅差ながら上回っている。同年以降、４

か町村とも概ね 1.05 前後（1.08～1.00 ）で推移し、平成７年に湯原町 1.07、川上村と八

束村各 1.06、中和村 1.05 の順になっている。なお、平成１２年は川上村、中和村、湯原

町各 1.05、八束村 1.03 を記録している。 

 ２２２２－－－－２２２２－－－－２２２２ 自家農業専従者自家農業専従者自家農業専従者自家農業専従者シェアシェアシェアシェア 
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（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自家農業専従者シェア係数は昭和３５年に 1.00 となり、同４０年及び

同４５年は各 1.20 と上昇し、最高に達し、その後は 1.05 前後で推移し、平成２年には 0.95

と 1.00 を僅差ながら割り込み、同７年に 0.93 となっている。以上のように、昭和４０～

４５年は岡山県レベルを幾分上回り、その後は同６０年までは概ね岡山県レベルで推移し、

平成２年以降は同レベルを僅差ながら下回っている。なお、平成１２年には 0.92 と記録さ

れている。 

一方、真庭郡の場合は昭和３５年に 0.99 となり、同４０年には 1.11 に上昇し、最高に

達し、岡山県レベルを多少上回り、その後は概ね岡山県レベルで推移し、同５０年以降は

0.90 台で推移し、平成７年に 0.90 となっている。 

以上で記述したように、真庭郡における同シェア係数は全時点において蒜山地域を僅差

ながら下回り、しかも岡山県レベル並みか幾分上回る時点は昭和４０年と同４５年に過ぎ

ない。なお、平成１２年は 0.94 と記録されている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業専従者シェア係数は八束村1.18、川上村1.17、中和村0.96、

湯原町 0.79 の順になり、八束村と川上村は岡山県レベルを上回っている。 

同年以降、上記シェア係数は４か町村とも上昇し、その過程で川上村と八束村は同４５

年にそれぞれ 1.50、1.27 と最高に達し、中和村と湯原町は同４０年にそれぞれ 1.19、1.15

と最高に達している。その後における上記シェア係数の推移動向には町村間差異が次のよ

うにみられる。 

川上村は概ね 1.30 台で推移し、平成２年に 1.25 と僅差ながら下回り、同７年に 1.11

となっている。八束村は 1.05～1.01 の範囲で推移し、平成２年には 0.89 と下降し、同７

年は 0.94 となっている。中和村は昭和４５年に 1.00 を切り、0.90 となり、その後は概ね

0.60 台で推移し、平成７年に 0.68 となっている。湯原町は昭和５０年に 0.95 と 1.00 を

割り、その後は概ね 0.90 台を乱高下し、平成７年に 0.86 となっている。 

上記したように、自家農業専従者シェア係数は川上村が他の３か町村を大幅に上回り、

次いで八束村、湯原町、中和村の順に低くなっている。そうした状況下で、川上村の同シ

ェア係数は岡山県レベルを全時点に亘って上回り、とくに昭和４５～６０年の各時点にお

いて高く、平成２年以降は昭和３５～４０年の水準に戻っている。八束村は昭和３５～４

５年の各時点で岡山県レベルを上回り、その後は同レベルに近接し、平成２年以降は同レ

ベルを下回っている。中和村は昭和４０年に岡山県レベルを幾分上回り、その後は同レベ

ル以下となり、その較差は経年的に拡大している、湯原町は概ね昭和４０～５５年の各時

点で岡山県レベルを極僅差ながら上回り、その後は同レベルに近接している。以上のよう

に、川上村は全時点を通して自家農業専従への特化がみられる。なお、平成１２年は川上

村 1.01、湯原町 0.91、八束村 0.89、中和村 0.81 を記録している。 

２２２２－－－－２２２２－－－－３３３３ 自家農業主自家農業主自家農業主自家農業主・・・・兼業従事者兼業従事者兼業従事者兼業従事者シェアシェアシェアシェア 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自家農業主・兼業従事者シェア係数は昭和３５年に 1.89 となり、同４

０年に 1.44 と最低になり、同４５年には同３５年の水準に戻り、その後は一貫して上昇し、

同５０年に 2.15 と 2.00 台に達し、同６０年には 3.15 と 3.00 台に乗り、最高に達し、平

成２年は横ばい状態となり、同７年には 2.48 と昭和５０年の水準に戻っている。なお、平

成１２年は 2.47 と記録されている。 

以上のように、蒜山地域における自家農業主・兼業従事者シェア係数は昭和３５年以降

岡山県レベルを大幅に上回り、しかもその較差は時系列的に拡がり、平成２年の時点で幾

分縮小に転じている。 

一方、真庭郡における自家農業主・兼業従事者シェア係数の推移パタ－ンは蒜山地域と

かなり類似している。しかし、その数値は下回り、とくに昭和５０年以降は大幅に下回っ

ている。 

すなわち、昭和３５年に 1.82 となり、その後は低下基調で推移し、同５０年に 1.54 と

なり、同５５年には 1.70 に上昇し、平成２年に 2.00 と最高に達し、同７年には 1.45 に下
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降し、昭和４０年の水準に戻っている。以上の平成７年におけるシェア係数の低下は、後

述する兼業主・自家農業従事者シェア係数の上昇と連動していると推量される。なお、平

成１２年には 1.53 と記録されている。 

上記した蒜山地域における自家農業主・兼業従事者シェア係数は岡山県レベルを大幅に

超え、しかも真庭郡を上回る状況から、蒜山地域における自家農業主・兼業従事への特化

は真庭郡に比べて極めて顕著であり、同従事者層の厚さがうかがえる。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における自家農業主・兼業従事者シェア係数は湯原町 3.08、中和村 2.64、川

上村 0.92、八束村 0.77 の順になり、湯原町と中和村は岡山県レベルを大幅に上回り、残

り２か村は同レベルを下回っている。 

同年以降、湯原町は低下基調で推移し、その過程で同４０年に 1.49 と最低になり、その

後は 2.20～2.70 の範囲を乱高下し、平成７年には 2.00 を割り込み、1.73 となっている。

中和村は昭和４０年に2.07に低下し、同４５年には3.90と最高に達し、その後は概ね2.80

前後で推移し、平成７年には 2.00 を切り、1.73 となっている。川上村は昭和４０年に 1.28

となり、同４５年には 0.67 に急落し、同５０年に 1.37 と 1.00 台に乗り、その後は概ね上

昇し、同５５年には 2.00 台に乗り、その後は 2.00 台を上昇し、平成７年には 2.55 と最高

に達している。八束村は昭和４０年に 1.27 となり、その後は一貫して上昇し、同５０年に

2.00 台、同５５年に 3.00 台、同６０年に 4.00 台に乗り、平成２年に 4.67 と最高に達し、

同７年には 4.00 を割り 3.65 となっている。 

上記したように、４か町村における自家農業主・兼業従事者シェア係数が岡山県レベル

を上回った時点は、中和村及び湯原町では昭和３５年以降全時点、八束村は同４０年以降

の各時点、川上村は同３５年と同４５年を除く各時点となり、そのシェア係数は湯原町と

中和村では概ね 2.00 台を乱高下し、平成７年に 1.00 台に下降し、八束村は昭和５０年以

降において 2.00 台から 4.00 台へと急速に上昇し、平成７年に 3.00 台に下降し、川上村は

昭和５５年以降平成７年まで 2.00 台で推移している。 

以上の町村間におけるシェア係数の推移経過の比較から、自家農業主・兼業従事への特

化の程度は、中和村と湯原町は全時点において極めて高く、川上村もまた昭和５５年以降

において高い。しかし、八束村は昭和５０年から時系列的に特化が強化され、４か町村の

なかで自家農業主・兼業従事者層は最も厚くなっている。なお、平成１２年における自家

農業主・兼業従事者シェア係数は八束村 3.34、川上村 2.43、湯原町 1.94、中和村 1.66 と

記録されている。 

２２２２－－－－２２２２－－－－４４４４ 兼業主兼業主兼業主兼業主・・・・自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者自家農業従事者シェアシェアシェアシェア 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における兼業主・自家農業従事者シェア係数は昭和３５年に 0.86 となり、同年

以降下降し、同４５年に 0.60 と最低を記録し、その後は上昇し、平成２年に 1.04 と 1.00

台に乗り、同７年には 1.06 となっている。 

一方、真庭郡は昭和３５年に 0.84 となり、その後は幾分下降気味で推移し、同５０年に

1.01 と 1.00 台に乗り、その後は上昇し、平成７年に 1.12 となっている。 

以上のように、蒜山地域における兼業主・自家農業従事者記シェア係数は真庭郡を下回

り、しかも岡山県レベルに達する時点は平成２年で真庭郡の昭和５０年と比べて極めて遅

くなっている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における兼業主・自家農業従事者シェア係数は湯原町 1.04、八束村 0.81、中

和村 0.74、川上村 0.68 の順になり、湯原町のみ岡山県レベルに達している。 

同年以降、上記シェア係数は各町村とも上昇基調で推移し、その過程において中和村は

同４０年に 0.48、湯原町、八束村及び川上村は同４５年にそれぞれ 0.65、0.60、0.55 と

最低を迎え、その後、中和村は同５０年に 1.15、湯原町は同６０年に 1.04、八束村は平成

２年に 1.01 と 1.00 台に乗り、その後は上昇を続け、同７年に中和村 1.33、湯原町 1.20、

八束村 0.94 の順になっている。一方、川上村は 1.00 未満の範囲を上昇し、平成７年に 0.87

と最高に達している。 
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以上のように、兼業主・自家農業従事への特化は中和村において昭和５０年以降、湯原

町では平成２年以降にみられ、しかも時系列的に極めて緩やかである。一方、八束村と川

上村ではその特化はみられない。なお、平成１２年における兼業主・自家農業従事者シェ

ア係数は中和村 1.25、湯原町 1.13、八束村 1.00、川上村 0.99 と記録されている。 

２２２２－－－－２２２２－－－－５５５５ 農外従事者農外従事者農外従事者農外従事者シェアシェアシェアシェア 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農外従事者シェア係数は昭和３５年に 0.37 となり、その後横ばい状態

で推移し、同４５年に 0.58、同５０年には急上昇し、0.86 と最高に達し、その後は 0.50

～0.40 台の範囲を推移し、平成７年に 0.52 となっている。以上のように、農外従事者シ

ェア係数は岡山県レベルを大幅に下回っている。なお、平成１２年は 0.55 と記録されてい

る。 

一方、真庭郡の場合は昭和３５年に 0.51 となり、同５５年に 0.70 と最高に達し、その

後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年に 0.74 となり、その数値は蒜山地域を上回ってい

る。なお、平成１２年は 0.69 を記録している。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における農外従事者シェア係数は川上村 0.50、湯原町 0.46、八束村 0.21、

中和村 0.20 の順になり、岡山県レベルを大幅に下回っている。 

同年以降、各町村における上記シェア係数は全体的には上昇基調で推移し、その過程に

おいて湯原町は昭和４５年に 1.04、八束村、川上村及び中和村は同５０年にそれぞれ 1.02、

0.88、0.77 と最高に達し、その後、湯原町と中和村は一貫して下降し、八束村と川上村は

同５５年にそれぞれ 0.46、0.32 に急落し、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年に

は中和村 0.61、川上村 0.55、八束村 0.50、湯原町 0.48 の順になっている。以上のように、

４か町村の農外従事者シェア係数は岡山県レベルを大幅に下回っている。 

 

第第第第３３３３節節節節 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地のののの利用動向利用動向利用動向利用動向 

 

第第第第１１１１項項項項 経営耕地面積経営耕地面積経営耕地面積経営耕地面積のののの減少減少減少減少 

第１節の中で蒜山地域と４か町村における経営面積規模別農家数と同規模別農家構成の

推移状況をみてきたが、本項では経営耕地面積とその増減の推移について、それぞれ表２

０、２１に基づいて記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の経営耕地面積は 2,571ha と記録され、同４０年は横ばい

状態となり、同４５年に 2,721ha となり、その後同６０年までは概ね 2,700ha 台で推移し、

平成２年以降は減少を続け、同１２年に 2,271ha となり、昭和３５年以降平成 12 年まで

の４０年間の減少率は 11.7% となっている。ちなみに全国及び都府県における減少率はそ

れぞれ 27.0% 、35.8% である
1)

。 

以上の４０年間における経営耕地面積の減少の推移過程を５年刻みでみると、４０年間

８期のうち減少は５期間、反対に増加は３期間となり、減少期のうち３期間は昭和６０年

～平成１２年、増加期のうち２期間は昭和５０～６０年に分布している。以上の期間にお

ける増減率をみると、最高減少率は平成７～１２年の 9.7%、一方、最高増加率は昭和４０

～４５年の 8.3%となり、他の期間の増減率は概ね５％以下となっている。 

上記した経営耕地面積の減少過程は地目によって以下のように相違している。 

田面積は昭和３５年に 1,603ha となり、同４５年に 1,683ha とピ－クに達し、その後は

減少基調で推移し、平成１２年に 1,318ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は

17.8% となっている。ちなみに全国及び都府県における減少率はそれぞれ 27.1% 、23.7% 

となっている
1)

。 

畑面積は昭和３５年に 962ha となり、その後は増加と減少を繰り返しながら増加基調で

推移し、同６０年に 1,303ha とピ－クを迎え、その後は急速に減少し、平成１２年に 941ha 

となり、昭和３５年以降４０年間に 2.1%の減少となっている。ちなみに全国及び都府県に

おける減少率はそれぞれ 33.4% 、40.0% である
1)

。 
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樹園地面積は極めて僅少で昭和３５年に 5ha を記録し、同５０年に 12ha まで漸増し、

その後は減少し、同６０年に 5ha となった後、再び増加に転じ、平成７年に 18ha と最高

に達し、同１２年には１2ha となり、昭和３５年以降４０年間に 140.0%の増加となってい

る。ちなみに全国及び都府県における減少率はそれぞれ 17.3% 、17.1% となっている
1)

。 

上記した田と畑面積の４０年間の減少過程を５年刻みで追跡すると次のようである。 

田面積の減少期は昭和４５～６０年の３期間、平成２～１２年の２期間にみられ、その

高水準減少率は昭和４５～５０年と平成７～１２年で、それぞれ 8.5%、7.8%となり、他の

期間は４％以下である。一方、増加期は昭和３５～４５年の２期間と同６０年～平成２年

の期間で、その最高は昭和４０～４５年の 4.9%となり、他の期間は 0.5%未満となっている。 

畑面積の減少期は昭和３５～４０年の１期間と昭和６０年～平成１２年の３期間に分

布、その高水準減少率は平成７～１２年と同２～７年で、それぞれ 11.9% 、10.5% となり、

他の期間は７～８％となっている。一方、増加期は昭和４０～６０年の４期間に集中し、

その最高増加率は昭和４０～４５年の 14.8% 、同５０～５５年の 11.1% となり、他の期間

は６～７％となっている。 

上記した経営耕地面積に占める田面積の比率（水田率）の推移をみると、昭和３５年に

62.3% となり、同４０年に 63.9%とピ－クを迎え、その後は低下基調で推移し、同５０年

に 57.9% と５０％台に下落し、同６０年に 53.1% と最低になり、その後は上向し、平成１

２年に 58.0%となっている。以上の平成１２年における水田率の昭和３５年に対する低下

の比率は 6.9%となっている。ちなみに都府県における水田率は昭和３５年に 61.8% 、平成

１２年に 70.5% なっている
1)

。 

以上で記述した蒜山地域における経営耕地、田、及び畑面積の真庭郡及び岡山県の同面

積に占める割合（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比の場合、経営耕地面積は昭和３５年に 35.9% となり、その後は一貫して上昇

し、平成２年に 48.0% となり、同年以降は 48.0% 台を上昇基調で推移し、同１２年に 48.6% 

となっている。田面積は昭和３５年に32.2% となり、その後は上昇を続け、平成７年に40.0% 

と最高に達し、同１２年は横ばい状態となっている。畑面積は昭和３５年に 45.7% となり、

その後は一貫して上昇し、同４５年に５０％台、同５５年に６０％台、同６０年に７０％

台に乗り、平成７年に 72.8% と最高に達し、同１２年は横ばい状態となっている。樹園地

面積は昭和３５年に 7.1%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同６０年に 4.6%

と最低になり、平成２年には 12.9% と１０％台に乗り、同７年に 15.8% と最高に達し、同

１２年には 14.1% となっている。 

対岡山県比の場合、経営耕地面積は昭和３５年に 2.26% となり、その後は一貫して上昇

し、その過程で同５０年に 3.00% となり、その後は 3.00% 台を上昇し、平成７年に 3.91% 

と最高に達し、同１２年は横ばい状態となっている。田面積は昭和３５年に 1.94% となり、

その後は一貫して上昇し、その過程で同４０年に 2.00% となり、その後は 2.00% 台を上昇

し、平成１２年に 2.78% と最高に達している。畑面積は昭和３５年に 3.96% となり、その

後は急上昇を続け、同６０年に 10.23%と１０％台に乗り、同１２年には 12.05%と最高に達

している。樹園地面積は昭和３５年に 0.13% となり、その後は上昇基調で推移し、その過

程で同４０年に 0.10% と最低になり、その後は概ね 0.10% 台を乱高下し、平成２年には

0.46% に急上昇し、同７年に 0.53% と最高に達し、同１２年には 0.29% に急落している。 

上記した蒜山地域における経営耕地、田、畑及び樹園地面積の対真庭郡比及び対岡山県

比はともに時系列的に上昇基調で推移し、その過程において畑面積は田面積を上回り、そ

の較差は経年的に拡大している。一方、平成１２年における経営耕地面積、田、畑、樹園

地の対真庭郡比及び対岡山県比の昭和３５年に対する上昇の比率をみると、対真庭郡比と

対岡山県比はそれぞれ経営耕地面積で 35.4% 、73.0% 、田面積で 24.2% 、43.3% 、畑面積

で 59.3% 、204.3%、樹園地で 98.6% 、123.1%となり、対岡山県比の方が上回っている。以

上のように蒜山地域における経営耕地面積の真庭郡及び岡山県に占める地位は経年的に向

上し、とくに畑面積は田面積に比べて顕著である。 

次に総農家１戸当たり経営耕地面積の推移状況をみると、昭和３５年に 1.05ha となり、

その後は一貫して増加し、平成７年に 1.65ha、同１２年には 1.89ha となり、昭和３５年
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以降４０年間の増加率は 78.3% となっている。ちなみに全国と都府県における同面積はそ

れぞれ昭和３５年に 0.88ha、0.77ha、平成１２年には 1.24ha、0.95ha となり、両時点間

の増加率は 40.9% 、23.4% となっている
1)

。 

（２） 真庭郡 

昭和３５年における経営耕地面積は 7,166ha となり、同４０年に７千 ha を割り、その

後６千 ha 台を概ね一貫して下降し、同６０年に６千 ha を僅差ながら切り、その後５千 ha

台を下降し、平成１２年に 4,671ha と最低になり、昭和３５年以降４０年間の減少率は

34.8% となっている。 

以上の経営耕地面積のうち田面積は昭和３５年に 4,974ha となり、その後一貫して減少

し、平成１２年には33.8% 減の3,293ha となっている。一方、畑面積は昭和３５年に2,104ha 

となり、その後は減少を続け、平成１２年には 38.5% 減の 1,293ha となっている。また、

樹園地面積は昭和３５年に 86ha となり、その後増加基調で推移し、その過程で同５０年に

161ha と最高に達し、その後は 100ha 台前半を乱高下し、平成１２年には 85ha に減少し、

昭和３５年以降４０年間の減少率は 1.2% となっている。 

上記した経営耕地面積、田面積、畑面積の昭和３５年以降４０年間の減少過程を５年刻

みでみると以下のとおりである。 

経営耕地面積の減少は昭和３５～４０年と同４５年～平成１２年の６期間に分布、その

減少率の最高は昭和５０～５５年の 21.3% となり、他の期間は１０％以下、最低は同５５

～６０年の 3.5%となっている。一方、増加率は昭和４０～４５年の 1.1%となっている。 

田面積の減少は全期間に亘り、その最高は昭和４５～５０年の 12.0% 、最低は同４０～

４５年の 0.7%、他の期間は２～８％となっている。一方、畑面積の減少は昭和５５年～平

成１２年の６期間に集中し、他に昭和３５～４０年と同４５～５０年の２期間に分布し、

その減少率は昭和６０年～平成１２年の３期間が 10.7～11.9%と高く、最低は昭和５５～６

０年の 0.6%、他の期間は７～８％となっている。一方、残りの昭和４０～４５年と同５０

～５５年は増加し、その増加率は３％以下となっている。 

上記した経営耕地面積の推移に伴う水田率の変化をみると、昭和３５年に 69.4% となり、

その後は２～３ポイントの範囲で低下と上昇を繰り返し、平成１２年に 70.5% となってい

る。 

次に総農家１戸当たり経営耕地面積の推移状況をみると、昭和３５年に 0.76ha となり、

その後は同６０年まで概ね横ばい状態で推移し、平成２年に 0.82ha と増加し、最高に達し、

その後は減少に転じ、同１２年に 0.79ha となり、昭和３５年以降４０年間の増加率は 4.0%

となっている。 

（３） 岡山県 

昭和３５年における経営耕地面積は 113,451ha となり、その後は一貫して減少し、その

過程において同４５年までは１０万 ha 台を持続し、同５０年に８万 ha 台、同６０年に７

万 ha 台、平成７年に６万 ha 台となり、同１２年には 48.8% 減の 58,106ha となっている。 

上記した経営耕地面積のうち田面積は昭和３５年に 82.533ha となり、その後は一貫して

減少し、平成１２年には 42.6%減の 47,415ha となっている。一方、畑面積は昭和３５年に

24,263ha となり、その後は一貫して減少し、平成１２年には 67.8% 減の 7,807ha となっ

ている。また、樹園地面積は昭和３５年に 4,655ha となり、その後は減少を続け、平成１

２年には 38.1% 減の 2,883ha となっている。 

以上で記述した経営耕地面積、田面積、畑面積の減少過程を５年刻みでみると、その減

少は全期間に亘り、その最高減少率は昭和４５～５０年に出現し、経営耕地では 13.9% 、

田は 13.3% 、畑は 18.9% となっている。他の期間における減少率をみると、経営耕地では

最低が昭和４０～４５年の 3.5%となり、他の期間は６～９％の範囲である。田の場合は平

成２～１２年の２期間は８～９％と高く、他の期間は５％以下となり、最低は昭和３５～

４０年の 2.7%となっている。畑の場合は各期間とも田に比べて全体的に高く、そのなかで

も昭和６０～平成１２年の３期間は１２～１８％と高く、とくに昭和６０年～平成２年は

18.3% と昭和４５～５０年に近接している。最低は昭和４０～４５年の 7.1%となり、他の

期間も８～１２％の範囲となっている。 
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上記した経営耕地面積の推移に伴う水田率の動向をみると、昭和３５年に 72.7% となり、

その後は上昇基調で推移し、平成１２年に 81.6% とピ－クに達している。 

次に総農家１戸当たり経営耕地面積の推移状況をみると、昭和３５年に 0.66ha となり、

その後は概ね横ばい状態で推移し、その過程で同４５年に 0.67ha と最高を記録し、平成１

２年には 0.65ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 1.5%となっている。 

（３） まとめ 

以上で記述した蒜山地域における経営耕地面積の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し、まとめると次のとおりである。 

⒜ 経営耕地面積及び田、畑、樹園地面積の昭和３５年～平成１２年の間における減少

率をみると、経営耕地面積は岡山県 48.8% 、真庭郡 34.8% 、蒜山地域 11.7% 、田面積は

岡山県%42.6 、真庭郡 33.8% 、蒜山地域 17.8% 、畑面積は岡山県 67.8% 、真庭郡 38.5% 、

蒜山地域 2.2%の順になっている。なお、樹園地面積の減少率は岡山県 38.1% 、真庭郡 1.2%

の順になり、反対に蒜山地域は 140.0%の増加となっている。 

以上のように、蒜山地域における各地目面積の減少率は真庭郡および岡山県より低く、

その較差をみると経営耕地面積では真庭郡を 23.1 ポイント、岡山県を 37.1 ポイント下回

っている。また、田面積では真庭郡を 16.0 ポイント、岡山県を 24.8 ポイント下回り、畑

面積では真庭郡を 36.4 ポイント、岡山県を 65.7 ポイント下回っている。 

上記した蒜山地域における経営耕地、田および畑面積の昭和３５年～平成１２年間の増

減率の推移過程を５年刻みでみると以下のとおりである。 

蒜山地域の経営耕地面積は、昭和４０～４５年、同５０～５５年及び同５５～６０年は

８％以下の増加となり、他の期間は減少し、その減少率はね５％以下であるが、平成７～

１２年は 9.7%と突出している。一方、真庭郡の場合には昭和４０～４５年を除くすべての

期間が減少率を示し、その最高は昭和５０～５５年の 21.3% 、他は１０％以下となり、蒜

山地域を上回っている。岡山県における減少率は各期間に亘り、その最高は昭和４５～５

０年の 13.9% 、他の期間は５～１０％の範囲で、全期間を通じて真庭郡及び蒜山地域を上

回っている。 

蒜山地域の田面積は、昭和４０～４５年における増加率 4.9%を最高とし、同３５～４０

年及び同６０年～平成２年は 0.5%以下と低く、他の５期間は減少し、その中で昭和４５～

５０年と平成７～１２年は８％前後と高い。一方、真庭郡と岡山県の場合は各期間を通し

て減少し、減少率の最高は昭和４５～５０年にそれぞれ 12.0% 、13.3% となり、他の期間

の中で真庭郡は平成２年以降の２期間、岡山県は昭和６０年以降の３期間が８％前後とな

っている。 

蒜山地域の畑面積は、昭和４０年以降の４期間に増加し、その中で同４０～４５年およ

び同５０～５５年はとくに高く、それぞれ 14.8% 、11.1% となっている。反対に昭和３５

～４０年と同６０年以降の３期間は減少し、その水準は後者の３期間において高く８～１

２％の範囲となっている。一方、真庭郡の場合は昭和４０～４５年と同５０～５５年に増

加し、その期間は蒜山地域と重なるが、その水準は３％以下と低い。反対に減少は昭和６

０年以降の３期間にみられ、蒜山地域と重なっているが、その水準は１１％前後で幾分上

回っている。岡山県の場合は各期間とも減少し、その水準は全期間を通じて蒜山地域及び

真庭郡を上回り、とくに昭和６０年～平成２年は真庭郡及び蒜山地域を大幅に上回り、昭

和４５～５０年は真庭郡を大幅に上回り、反対に蒜山地域は増加している。 

⒝ 水田率は昭和３５年に岡山県 72.7% 、真庭郡 69.4% 、蒜山地域 62.3% の順になっ

ている。その後、蒜山地域では時系列的に低下し、真庭郡は概ね横ばい状態で推移し、岡

山県は緩やかに上昇し、平成１２年は岡山県 81.6%、真庭郡 70.5% 、蒜山地域 58.0% の順

になっている。以上のように、経営耕地の利用動向は蒜山地域と真庭郡及び岡山県は異な

り、前者は畑地農業、後２者は水田農業への比重を強めている。 

⒞ 経営耕地、田、畑及び樹園地面積の対真庭郡比及び対岡山県比は時系列的に上昇し

ている。 

対真庭郡比は昭和３５年に経営耕地面積 35.9% 、田面積 32.2% 、畑面積 45.7% 、樹園

地面積 7.1%、平成１２年には経営耕地面積 48.6% 、田面積 40.0% 、畑面積 72.8% 、樹園
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地面積 14.1% となり、平成１２年における対真庭郡比の昭和３５年に対する上昇の比率は

経営耕地面積 35.4% 、田面積 24.2% 、畑面積 59.3% 、樹園地面積 98.6% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に経営耕地面積 2.26% 、田面積 1.94% 、畑面積 3.96% 、樹園

地面積 0.13% 、平成１２年には経営耕地面積 3.91% 、田面積 2.78% 、畑面積 12.05%、樹

園地面積 0.29% となり、平成１２年における対岡山県比の昭和３５年に対する上昇の比率

は経営耕地面積 73.0% 、田面積 43.3% 、畑面積 204.3%。樹園地面積 123.1% となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域における経営耕地面積の対真庭比及び対岡山県比は時

系列的に上昇し、とくに昭和５０年以降に顕著となっている。こうした推移状況のなかで

田面積における上昇の速度は極めて遅く、反対に畑面積の場合は急速に上昇している。 

⒟ 蒜山地域における総農家１戸当たり経営耕地面積は昭和３５年に 1.06ha を記録し、

その後は経年的に増加を続け、平成１２年には 78.3% 増の 1.89ha となっている。一方、

真庭郡における１戸当たり経営耕地面積は昭和３５年に 0.76ha を示し、平成１２年には

4.0%増の 0.79ha となっている。岡山県においては昭和３５年に 0.66ha を記録し、平成１

２年には 1.5%減の 0.65ha となっている。 

上記したように、蒜山地域の総農家１戸当たり経営耕地面積は各時点において真庭郡お

よび岡山県を上回り、その較差は昭和３５年に真庭郡とは 0.30ha、岡山県とは 0.40ha、平

成１２年には真庭郡とは 1.10ha、岡山県とは 1.24ha となり、経年的に拡大している。 

以上で記述した蒜山地域における経営耕地面積は昭和３５年～平成１２年の４０年間に

11.7%減少し、その過程で水田率は当初の 62.3% から 58.0% に低下し、耕地利用は水稲作

から畑作への緩慢な転換のきざしがうかがえる。また、１戸当たり経営耕地面積は当初の

1.06ha から 1.89ha に増加し、その面積は真庭郡と比べて当初の 1.4 倍から 2.4 倍に拡大

し、岡山県との比較では当初の 1.6 倍から 2.9 倍に拡大し、経営耕地面積の規模拡大が進

んでいる。 

（４） ４か町村 

① 経営耕地面積 

昭和３５年における４か町村の経営耕地面積は2,571haとなり、その内訳は八束村920ha

（町村別構成比 35.8% ）、湯原町 728ha （同 28.3% ）、川上村 655ha （同 25.5% ）、中

和村 268ha （同 10.4% ）の順になっている。 

同年以降、八束村は同４０年に減少し、同４５年には急激に増加し、その後は増加基調

で推移し、その過程で同６０年に最高に達し、その後は再び減少に転じ、平成１２年には

昭和３５年の水準に近接している。湯原町は一貫して減少し、平成１２年には最低となっ

ている。川上村は昭和４０年まで横ばい状態となり、その後は増加し、同６０年にピ－ク

を迎えた後は減少に転じ、平成１２年には昭和４５年の時点に近接している。中和村は昭

和４５年まで増加し、同年にピ－クとなり、その後は減少基調で推移し、平成１２年には

最低となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４町村の経営耕地面積は 2,271ha となり、

内訳は八束村 935ha （同 41.2% ）、川上村 735ha （同 32.4% ）、湯原町 395ha （同 17.3% ）、

中和村 206ha （同 9.0%）の順になっている。 

上記した経営耕地面積の昭和３５年～平成１２年間における増減をみると、増加は川上

村 12.2% 、八束村 1.6%の順になり、反対に減少は湯原町 45.7% 、中和村 23.1% の順にな

っている。以上の増減を５年刻みで追跡すると以下のとおりである。 

川上村は昭和３５～６０年の５期間に亘って増加し、増加率の最高は同４５～５０年の

11.4% となっている。反対に昭和６０年～平成１２年の３期間は減少に転じ、減少率の最

高は同７～１２年の 6.0%となっている。 

八束村は昭和３５～４０年に 2.3%の減少となり、同４０～５５年の２期間はそれぞれ

13.5% 、11.8% の増加に転じ、その後同６０年～平成１２年の３期間は減少し、その減少

率は経年的に上昇し、平成７～１２年は 10.4% の最高水準となり、全期間の増加率の伸び

を押さえている。 

中和村は昭和３５～４５年の２期間と同５０～５５年の１期間は７％以下の増加となっ

ている。反対に昭和４５～５０年及び同５５年～平成１２年の４期間は減少し、その減少
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率は昭和４５～５０年に 10.7% と高く、同５５年～平成１２年の４期間は期間の進行とと

もに 3.2%から 10.8% へと上昇している。 

湯原町は昭和４０～４５年に 1.9%の増加となり、他の期間は減少し、その減少率は同４

５～５０年、同５０～５５年および平成７年～１２年に１０％以上となり、その最高は昭

和４５～５０年の 15.0% となっている。 

上記した経営耕地面積の５年刻み増減の推移パタ－ンには町村間差異が多少みられる。

そのなかで昭和４０～４５年の増加は 4 か町村に共通し、その増加率は八束村が１４％と

突出し、他は８％以下となっている。一方、昭和６０年～平成１２年の減少は４か町村に

共通し、その減少率は同２～７年に八束村と中和村は８～９％と高く、同７～１２年は八

束村、中和村、湯原町が１１～１４％と突出している。 

② 田面積 

昭和３５年における４か町村の田面積は 1,603ha となり、その内訳は湯原町 540ha（町

村別構成比 33.7% ）、八束村 442ha （同 27.6% ）、川上村 409ha （同 25.5% ）、中和村

212ha（同 13.2% ）の順になっている。 

同年以降、湯原町は昭和６０年まで一貫して減少し、その後は多少乱高下し、平成１２

年に最低となっている。八束村は昭和４５年にピ－クを迎え、その後は一貫して減少し、

平成１２年に最低となっている。川上村は昭和４５年にピ－クに達し、その後は減少基調

で推移し、平成１２年に最低となっている。中和村は昭和４０年に幾分増加し、ピ－クに

達し、その後は減少基調で推移し推移し、平成１２年に最低となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の田面積は 1,318ha となり、そ

の内訳は八束村 435ha （同 33.0% ）、川上村 375ha （同 28.5% ）、湯原町 322ha （同 24.4% ）、

中和村 186ha （同 14.1% ）の順になっている。 

上記した田面積の昭和３５年～平成１２年間における減少率は湯原町 40.4% 、中和村

12.3% 、川上村 8.3%、八束村 1.6%の順になっている。以上の田面積の減少率を５年刻みで

みると次のとおりである。 

湯原町は昭和６０年～平成２年の 2.1%増加を除く他の７期間で減少し、その減少率の最

高は昭和４５～５０年の 16.7% 、次いで平成７～１２年の 14.6% と続き、他の期間は７％

以下となり、最低は昭和４０～４５年の 1.5%となっている。 

中和村は昭和３５～４０年及び同５０～６０年の３期間で増加し、その最高は同５０～

５５年の 9.1%となり、他の２期間は１％以下となっている。一方、平成２～７年は増減率

０％、他の４期間は減少し、減少率は昭和４５～５０年の 8.4%を最高とし、他の期間は５

％以下となっている。 

川上村は昭和３５～４５年の２期間、同５０～５５年及び同６０年～平成２年の４期間

は１～４％増加し、他の４期間は２～７％の減少となっている。 

八束村は昭和４０～４５年と同５０～５５年の２期間は増加し、増加率は前期間が

20.6% 、後期間は 1.3%となっている。一方、昭和３５～４０年、同４５～５０年及び同５

５年～平成１２年の４期間は減少し、減少率の最高は平成７～１２年の 8.0%となり、他の

期間は５％以下となっている。 

以上で記述した田面積の５年刻みの減少パタ－ンには町村間差異がみられるが、共通点

として昭和４５～５０年と平成７～１２年の２期間は４か町村とも減少している。しかし、

その減少率は湯原町が１５％前後と高く、他の町村は概ね５％以下となっている。 

③ 畑面積 

４か町村における畑面積は昭和３５年に 962ha となり、その内訳は八束村 478ha （町村

別構成比 49.7% ）、川上村 244ha （同 25.4% ）、湯原町 183ha （同 19.1% ）、中和村 56ha

（同 5.8%）の順になっている。 

同年以降、八束村と川上村は同４０年に減少し、その後は増加に転じ、同６０年に最高

に達し、その後は減少し、平成１２年には昭和５０年に時点に接近している。中和村は昭

和４０年まで横ばい状態となり、同４５年に増加し、ピ－クに達し、その後は減少し、平

成１２年に最低となっている。湯原町は昭和４０年に減少し、同４５年に増加し、その後

は減少し、平成１２年に最低となっている。 
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以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の畑面積は 942ha となり、その

内訳は八束村 500ha （同 53.1% ）、川上村 352ha （同 37.4% ）、湯原町 69ha（同 7.3%）、

中和村 21ha（同 2.2%）の順になっている。 

上記した畑面積の昭和３５年～平成１２年間における増減をみると、増加は川上村

44.3% 、八束村 4.6%、減少は中和村 62.5% 、湯原町 62.3% の順になっている。以上の畑

面積の増減の推移を５年刻みでみると以下のようである。 

八束村は昭和３５～４０年と同６０年～平成１２年の４期間において減少し、減少率の

最高は同７～１２年の 11.8% 、次いで同２～７年の 10.6% と続き、他の期間は７～９％と

なっている。一方、昭和４０～６０年の４期間は増加し、増加率の最高は同５０～５５年

の 23.3% 、他の期間は９％以下となり、最低は同４５～５０年の 0.2%となっている。 

川上村と八束村は比較的共通した期間に減少と増加がみられる。その減少の期間は昭和

３５～４０年及び同６０年以降３期間となり、減少率の最高は平成７～１２年の川上村

9.7%、八束村 11.8% 、他の期間は９％以下となり、最低は川上村では昭和３５～４０年の

6.6%、八束村は同６０年～平成２年の 3.4%となっている。一方、増加率の最高は川上村で

は昭和４５～５０年の 38.8% 、次いで同４０～４５年の 21.9% と続き、八束村は同５０～

５５年の 23.3% となり、他の期間は両村とも９％前後となっている。 

湯原町は昭和４０～４５年に 12.6% 増加し、他の７期間は減少し、減少率の最高は昭和

６０年～平成２年の 33.1% 、次いで昭和５０～５５年の 20.4% と続き、他の期間は１３％

以下となり、最低は同５５～６０年の 3.2%となっている。 

中和村は昭和４０～４５年と同５０～５５年の２期間に増加し、増加率はそれぞれ

58.2% 、6.9%となっている。一方、昭和３５～４０年、同４５～５０年及び同５５年～平

成１２年の６期間は減少し、減少率の最高は平成７～１２年の 41.7% 、次いで同２～７年

の 40.0% と続き、他の期間は１７％以下、最低は昭和３５～４０年の 1.8%となっている。 

以上で記述したように、畑面積の５年刻みの推移パタ－ンには町村間に共通性と相違性

の両面がみられる。 

その共通性は昭和３５～４０年及び同６０年～平成１２年の各期間における減少と昭和

４０～４５年の増加である。一方、上記以外の期間においては増加と減少の出現期間に町

村間差異がみられ、減少の期間は湯原町は７期間、中和村は６期間、川上村と八束村は４

期間となっている。また、湯原町は昭和３５～４０年及び同６０年～平成２年における減

少率がそれぞれ１３％、３３％と突出し、一方、中和村は平成２～７年及び同７～１２年

の２期間に４０～４２％と突出している。 

④ 樹園地面積 

４か町村における樹園地面積の最初の記録は昭和３５年に湯原町 5ha 、同４０年に中和

村 3ha 、同４５年に川上村と八束村各 1ha となっている。 

同年以降、湯原町は同５０年に 7ha に増加し、その後は減少が続き、平成２年に 8ha と

最高に達し、その後は再び減少に転じ、同１２年に 3ha となっている。中和村は減少が続

き、昭和５０年と平成２年に 1ha となり、他の時点では記録から消えている。川上村は 1ha 

水準の横ばい状態が続き、平成２年に 5ha となり、平成７年には 8ha とピ－クを迎え、同

１２年に 7ha となっている。八束村は昭和５０年以降 3ha 水準が続き、平成１２年には

1ha となっている。 

以上のように各町村の樹園地面積は僅少であり、しかも経年的変動が大きい。ちなみに

最盛期と見られる平成２年における４か町村 17ha の内訳は湯原町 8ha （町村別構成比

47.1% ）、川上村 5ha （同 29.4% ）、八束村 3ha （同 17.6% ）、中和村 1ha （同 5.9%）

の順になっている。なお平成１２年の樹園地面積 12ha の内訳は川上村 7ha （同 63.6% ）、

湯原町 3ha （同 27.3% ）、八束村 1ha （同 9.1%）の順になり、中和村は該当樹園地なし

となっている。 

⑤ 総農家１戸当たり経営耕地面積 

昭和３５年における総農家１戸当たり経営耕地面積は八束村 1.35ha、川上村 1.14ha、中

和村 1.00ha、湯原町 0.8ha の順になっている。 同年以降、八束村、川上村、中和村は増

加し、湯原町は横ばい状態が続き、同５５年に急減し、平成２年以降増加に転じている。
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以上の推移経過のもとで、平成１２年には八束村 2.66ha、川上村 2.43ha、中和村 1.42ha、

湯原町 0.98ha の順になり、昭和３５年以降４０年間の増加率は川上村 113.2% 、八束村

97.0% 、中和村 42.0%、湯原町 12.5%の順になっている。 

⑥ 水田率 

総農家１戸当たり経営耕地面積の主体をなす田畑面積の内訳を水田率でみると以下のと

おりである。 

昭和３５年における水田率は中和村 79.1% 、湯原町 74.2% 、川上村 62.4% 、八束村 48.0% 

の順になっている。 

同年以降、川上村は同４０年に 65.0%に上昇し最高に達し、同５０年に 51.1% 、同５５

年には 49.1%に低下し、その後は概ねおおむ横ばい状態で推移し、平成１２年には昭和５

０年の水準に戻っている。八束村は昭和４５年に 52.2%に上昇し最高に達し、その後は低

下し、同６０年には 43.4% の最低を記録し、その後再び僅少ながら上昇し、平成１２年に

は昭和５５年に水準に戻っている。中和村は昭和４５年に 69.8%に急落し最低となり、そ

の後は７０％台を上昇し、平成７年に 84.0% となり、さらに上昇を続け、同１２年には最

高に達している。湯原町は上昇基調で推移し、その過程で昭和５０年に 72.3% と最低にな

り、平成２年に 81.2% と８０％台に乗り、同７年には 82.3% と最高に達し、同１２年には

同２年の水準に近接している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に中和村 90.3% 、湯原町 81.5% 、川上村 51.0% 、

八束村 46.5% の順になっている。 

上記した平成１２年における水田率の昭和３５年に対する上昇又は低下の比率をみる

と、その上昇率は中和村 14.2% 、湯原町 9.8%、反対に低下率は川上村 18.3% 、八束村 3.1%

の順になっている。 

⑦ 以上の①～⑥で記述した各町村における経営耕地面積に関する数値を町村間比較の

形で整理すると以下のとおりである。 

⒜ 経営耕地面積の昭和３５年以降４０年間における増減率をみると、その増加はは川

上村 12.2% 、八束村 1.6%、減少は湯原町 45.7% 、中和村 23.1% の順になっている。一方、

田面積の場合は各町村とも減少し、湯原町 40.4% 、中和村 12.3% 、川上村 8.3%、八束村

1.6%の順になっている。畑面積の場合は増加と減少に分かれ、増加は川上村 44.3% 、八束

村 4.6%、減少は中和村 62.5% 、湯原町 62.3% の順になっている。樹園地面積は極めて零

細であるが、湯原町は 40.0% 減少し、川上村と八束村は昭和４５年以降３０年間にそれぞ

れ 600.0%、200.0%増加し、中和村は平成７年以降該当なし。 

⒝ 経営耕地面積、田畑面積の町村別構成割合を昭和３５年と平成１２年の両時点で列

記し、さらに同構成割合の両時点間における拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりで

ある。 

経営耕地面積は昭和３５年に八束村 35.8% 、湯原町 28.3% 、川上村 25.5% 、中和村 10.4% 、

平成１２年には八束村 41.2% 、川上村 32.4% 、湯原町 17.3% 、中和村 9.0%の順になり、

その拡大率は川上村 27.1% 、八束村 15.1% 、縮小率は湯原町 38.9% 、中和村 13.5% の順

になっている。 

田面積は昭和３５年に湯原町 33.7% 、八束村 27.6% 、川上村 25.5% 、中和村 13.2% 、

平成１２年には八束村 33.0% 、川上村 28.5% 、湯原町 24.4% 、中和村 14.1% の順になり、

その拡大率は八束村 19.6% 、川上村 11.8% 、中和村 6.8%の順になり、縮小率は湯原町 27.6% 

となっている。 

畑面積は昭和３５年に八束村 49.7% 、川上村 25.4% 、湯原町 19.1% 、中和村 5.8%、平

成１２年には八束村 53.1% 、川上村 37.4% 、湯原町 7.3%、中和村 2.2%の順になり、その

拡大率は川上村 47.3% 、八束村 6.9%、縮小率は中和村 62.1% 、湯原町 61.8% の順になっ

ている。 

⒞ 水田率を昭和３５年と平成１２年の両時点で列記し、その両時点間における上昇又

は低下の比率を示すと以下のとおりである。 

昭和３５年に中和村 79.1% 、湯原町 74.2% 、川上村 62.4% 、八束村 48.0% 、平成１２

年には中和村 90.3% 、湯原町 81.5% 、川上村 51.0% 、八束村 46.5% の順になり、その上
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昇率は中和村 14.2% 、湯原町 9.8%、低下率は川上村 18.3% 、八束村 3.1%の順になってい

る。 

⒟ 総農家１戸当たり経営耕地面積を昭和３５年と平成１２年の両時点で列記し、同面

積の両時点間における増減率をみると以下のとおりである。 

昭和３５年に八束村 1.35ha、川上村 1.14ha、中和村 1.00ha、湯原町 0.80ha、平成１２

年には八束村 2.66ha、川上村 2.43ha、中和村 1.42ha、湯原町 0.98ha の順になり、その増

加率は川上村 113.2% 、八束村 97.0% 、中和村 42.0%、湯原町 12.5%の順になっている。 

以上で記述したように、４か町村の昭和３５年以降４０年間における経営耕地とその主

体をなす田畑面積の推移動向には、川上村・八束村と中和村・湯原町の両者間に対照的な

相違点がみられる。 

すなわち、川上村・八束村は経営耕地面積が増加し、田面積の減少の程度は低く、畑面

積は増加している。一方、中和村・湯原町は経営耕地面積が減少し、田面積の減少の程度

が高く、畑面積もまた減少している。このような経営土地基盤の推移のもとで、総農家１

戸当たり経営耕地面積規模は川上村と八束村では２ha 規模、中和村は１ha 規模に拡大し、

湯原町は１ha に近接している。一方、水田率において川上村・八束村は低下し、中和村・

湯原町は上昇の相反する傾向が現れている。 

以上の推移経過から、川上村・八束村における畑作、中和村・湯原町における水田作を

基軸とした土地利用方式の展開方向が示唆される。 

 

第第第第２２２２項項項項 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地のののの借入状態借入状態借入状態借入状態 

農業経営規模拡大の手段として経営耕地の所有権移転と貸借があげられる。そのうち貸

借による農地の流動化は農地利用法（昭和５５年制定、平成５年経営基盤強化法に拡充改

正）によって制度化されている。 

本項では蒜山地域と４か町村における昭和４５年～平成１２年間における耕地借入の状

態について表２２の資料により記述し、比較のため真庭郡及び岡山県につて付記する。 

なお、表示した借入農家割合は借入地のある農家数の総農家数に占める割合、借入耕地

面積割合は借入農家の経営耕地面積に占める借入耕地面積の割合、借入水田率は借入耕地

面積に占める水田面積の割合である。 

（１） 蒜山地域 

① 借入耕地面積 

蒜山地域における昭和４５年の借入耕地面積は 118ha となり、同５０年に 271ha に急増

し、同５５年に 400ha 台、同６０年には 500ha 台に乗り、その後は同水準台を上昇し、平

成７年に 595ha となり、同１２年には 626ha と最高に達し、昭和４５年以降３０年間の増

加率は 430.5%となっている。ちなみに全国と都府県における増加率はそれぞれ 71.6% 、

73.3% となっている
1)

。 

一方、真庭郡における借入耕地面積は昭和４５年に 388ha となり、その後一貫して増加

し、平成１２年に 885ha となり、昭和４５年以降３０年間の増加率は 128.1%となっている。

岡山県は昭和４５年に 6,888ha となり、同５５年まで５千 ha 台で推移し、その後は急速

に増加し、平成１２年に 9,443ha となり、昭和４５年以降３０年間に 37.1% 増となってい

る。 

先に記述した蒜山地域における借入耕地面積の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭

郡比及び対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和４５年に 30.4%となり、その後急激に上昇し、同５５年に 70.3% とな

り、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成１２年に 70.7% となっている。一方、対岡山

県比は昭和４５年に 1.71% となり、その後急激に上昇し、同５５年に 8.44% と 8.00% 台

に乗り、同６０年に 8.92% と最高に達し、その後は下降し、平成１２年に 6.63% となって

いる。 

上記した平成１２年における対真庭郡比及び対岡山県比の昭和４５年に対する上昇の比

率をみると、対真庭郡比は 132.6%、対岡山県比は 287.7%となり、対岡山県比の方が大幅に

上回っている。換言すると蒜山地域における経営耕地規模の拡大過程における借地への依
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存の時系列的高まりの程度は真庭郡より岡山県を大幅に上回っている。 

② １戸当たり借入耕地面積 

蒜山地域における１戸当たり借入耕地面積は昭和４５年に 25a となり、その後急増し、

同５５年に 85a、同６０年には 111a となり、その後 100a 台を上昇し、平成１２年に166a 

と最高になり、昭和４５年以降３０年間の増加率は 564.0%となっている。 

一方、真庭郡における同借入耕地面積は昭和４５年に 16a となり、その後一貫して増加

し、その過程で同５５年に 41a に急増し、同６０年には 47a となり、その後の増加は幾分

加速し、平成７年に 61a 、同１２年には 67a となり、昭和４５年以降３０年間の増加率は

318.8%となっている。 

岡山県における同借入耕作面積は昭和４５年に 16a となり、その後は一貫して増加し、

その過程で同５５年には 24a に急増し、平成２年に 30a 台に乗り、同７年に 37a、同１２

年に 41a となり、昭和４５年以降３０年間の増加率は 156.3%となっている。 

上記した蒜山地域の１戸当たり借入耕地面積は真庭郡及び岡山県を全時点で上回り、平

成１２年における同面積の較差は真庭郡と 99a 、岡山県と 125a になっている。また、蒜

山地域における同借入耕地面積の昭和４５年～平成１２年間における増加率は真庭郡を

245.2 ポイント、岡山県を 407.7 ポイント上回っている。 

③ 借入耕地の水田率 

蒜山地域における水田率は昭和５０年に 21.4% となり、その後は上昇基調で推移し、そ

の過程で同６０年に 19.1% に急落し、最低となり、平成２年には 28.1% に急上昇し、同７

年に 33.1% となり、同１２年には 32.8% とほぼ横ばい状態となっている。 

一方、真庭郡における水田率は昭和５０年に 49.2% となり、その後急激に低下し、同６

０年に 36.0% と最低になり、その後は４０％台を上昇し、平成１２年に 49.2% となり、昭

和５０年の水準に戻っている。岡山県における水田率は昭和５０年に 71.7% となり、同６

０年まで横ばい状態で推移し、その後は上昇に転じ、平成２年に77.8% 、同１２年には83.5% 

となっている。 

上記したように、蒜山地域の水田率は時系列的に上昇し、真庭郡は概ね横ばい状態で推

移し、岡山県は昭和６０年まで横ばい状態となり、その後は上昇している。以上の水田率

の推移過程において、蒜山地域の水田率は真庭郡及び岡山県を大幅に下回り、その較差は

昭和５０年に真庭郡 27.8 ポイント、岡山県 50.3 ポイントとなり、その後真庭郡は１６ポ

イント前後、、岡山県は５０ポイント前後で推移し、平成１２年における較差は真庭郡 16.4

ポイント、岡山県 50.7 ポイントとなっている。以上のように蒜山地域における経営耕地の

規模拡大化において畑地の借入れに重心が移っている点は注目される。 

④ 借入農家割合 

蒜山地域における総農家数に占める借入農家数の割合は昭和４５年に 21.7% を示し、同

５０年に 24.3% と急激に拡大し、その後は拡大基調で推移し、平成２年に 28.3% とピ－ク

を迎え、同１２年には 27.1% となっている。 

一方、真庭郡における借入農家割合は昭和４５年に 28.0% となり、その後急速に縮小し、

同５５年に 20.2% と最低を記録し、同年以降は 21.0% 台で推移し、平成７年に 21.5% 、

同１２年には 22.6% と幾分拡大している。岡山県における借入農家割合は昭和４５年に

27.5% となり、同５５年に 16.7% と最低を示し、その後は拡大を続け、平成１２年 25.4% 

となっている。 

上述した蒜山地域における借入農家割合は昭和４５年の時点では真庭郡および岡山県を

それぞれ 6.3 ポイント、5.8 ポイント下回っている。その関係はしかし、昭和５０年に逆

転し、真庭郡を 0.5 ポイント、岡山県を 4.1 ポイント上回り、この較差は昭和５５年に最

大となり、真庭郡および岡山県をそれぞれ 7.6 ポイント、11.1 ポイント上回り、その後は

経年的に緩やかに狭められ、平成１２年には真庭郡を 4.5 ポイント、岡山県を 1.7 ポイン

ト上回っている。 

以上の平成１２年における借入農家割合の昭和４５年に対する拡大又は縮小の比率をみ

ると、蒜山地域は 24.9% 拡大し、反対に真庭郡は 19.3% 、岡山県は 7.6%の縮小となり、

蒜山地域における借入農家割合の拡大は注目すべき点である。 
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⑤ 借入耕地面積割合 

蒜山地域における借入耕地面積割合は昭和４５年に 4.3%となり、同５０年に 10.2%に急

激に拡大し、その後も拡大は続き、平成２年に22.2% と２０％台に乗り、同１２年には27.5% 

と最高に達している。 

一方、真庭郡における借入耕地面積割合は昭和４５年に 5.6%を示し、その後は拡大パタ

－ンで推移し、同５５年には 10.6% と１０％台に達し、その後は１０％台を上昇し、平成

１２年に 18.9% とピ－クを迎えている。岡山県における同面積割合は昭和４５年に 6.7%

となり、その後は緩やかな拡大を続け、平成２年に 10.6% と１０％台に達し、同１２年に

16.3%と最高に達している。 

上記した蒜山地域における借入耕地面積割合は昭和４５年の時点で、真庭郡を 1.3 ポイ

ント、岡山県を 2.4 ポイント下回っている。その関係はしかし、昭和５０年に逆転し、真

庭郡を 2.4 ポイント、岡山県を 4.4 ポイント上回り、この較差は時系列的に拡がり、平成

１２年に真庭郡を 8.6 ポイント、岡山県を 11.2 ポイント上回っている。 

以上のように、蒜山地域における耕地借入面積割合の拡大は昭和５０年以降に加速し、

平成１２年における耕地借入面積割合の昭和４５年に対する拡大の比率は蒜山地域

539.5%、真庭郡 237.5%、岡山県 143.3%の順になり、蒜山地域が突出している点は注目され

る。 

⑥ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における耕地の借入状態に関し、主として昭和４５年と平成１

２年の両時点において真庭郡及び岡山県と対比的に整理すると以下のとおりである。 

⒜ 蒜山地域における借入耕地面積は昭和４５年に 118ha となり、その後一貫して増加

し、平成１２年に 626ha と最高に達し、両時点間における増加率（以下、括弧内は倍数）

は 430.5%（5.3 倍）となっている。一方、真庭郡における増加率は 128.1%（2.2 倍）、岡

山県は 37.1% （1.4 倍）となり、蒜山地域の増加率は真庭郡及び岡山県を大幅に上回り、

とくに岡山県を超大幅に上回っている。 

蒜山地域における借入耕地面積の対真庭郡比及び対岡山県比は昭和４５年にそれぞれ

30.4% 、1.71% となり、同５５年に急速に上昇し、同６０年に 72.6% 、8.92% と最高に達

し、その後は低下し、平成１２年に対真庭郡比は 70.7% 、対岡山県比は 6.63% となってい

る。以上の平成１２年における対真庭郡比及び対岡山県比の昭和４５年に対する上昇の比

率は対岡山県比 287.7%、対真庭郡比 132.6%の順になり、対岡山県比の方が大幅に上回って

いる。 

以上のように、蒜山地域における借入耕地面積の伸びは真庭郡及び岡山県を上回り、と

くに岡山県を大幅に越えている。 

⒝ １戸当たり借入耕地面積は昭和４５年に蒜山地域 0.25ha、真庭郡及び岡山県各

0.16ha となり、その後一貫して増加し、その過程において蒜山地域は急速に、真庭郡と岡

山県は緩やかに増加し、平成１２年に蒜山地域 1.66ha、真庭郡 0.67ha、岡山県 0.41ha の

順になり、昭和４５年以降３０年間の増加率（以下、括弧内は倍数）は蒜山地域 564.0%（6.6 

倍）、真庭郡 318.8%（4.2 倍）、岡山県 156.3%（2.6 倍）の順になっている。 

⒞ 借入耕地の水田率は昭和５０年に蒜山地域 21.4% 、真庭郡 49.2% 、岡山県 71.7%の

順に高くなっている。同年以降、蒜山地域と真庭郡は昭和６０年に最低になり、その後は

上昇に転じ、平成１２年に蒜山地域 32.8% 、真庭郡 49.2% となってい。一方、岡山県は昭

和６０年まで横ばい状態となり、その後は上昇に転じ、平成１２年に 83.5% と最高に達し

ている。以上のように、蒜山地域の水田率は平成２年以降急速に上昇する過程において真

庭郡を１６ポイント程度、岡山県を４９ポイント前後下回り、借入耕地の対象は畑地への

比重が大きい。 

⒟ 借入農家割合は昭和４５年に蒜山地域 21.7% 、岡山県 27.5% 、真庭郡 28.0% の順

に高くなっている。同年以降、蒜山地域は同６０年に 26.8% と急速に拡大し、その後は横

ばい状態で推移し、反対に真庭郡と岡山県は同６０年にそれぞれ 21.1% 、17.7% に縮小し、

その後真庭郡は概ね横ばい状態となり、岡山県は拡大基調で推移し、平成１２年に真庭郡

22.6% 、岡山県 25.4% 、蒜山地域 27.1% の順に高くなっている。 
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上記した平成１２年における借入農家割合の昭和４５年に対する拡大又は縮小の比率

は、蒜山地域において 24.9% 拡大し、反対に真庭郡は 19.3% 、岡山県は 7.6%縮小してい

る。以上の推移過程において、蒜山地域の借入農家割合は昭和６０年以降の各時点に亘っ

て真庭郡及び岡山県を上回り、その較差は同６０年に真庭郡とは６ポイント、岡山県とは

９ポイント、平成１２年には真庭郡とは５ポイント、岡山県と２はポイントとなっている。 

⒠ 借入耕地面積割合は昭和４５年に蒜山地域 4.3%、真庭郡 5.6%、岡山県 6.7%の順に

高くなっている。同年以降、一貫して拡大し、平成１２年に岡山県 16.3% 、真庭郡 18.9% 、

蒜山地域 27.5% の順に高くなっている。 

上記した平成１２年における借入耕地面積割合の昭和４５年に対する拡大の比率は岡山

県 143.3%、真庭郡 237.5%、蒜山地域 539.5%の順に高くなっている。以上の借入耕地面積

割合の拡大過程において、蒜山地域は昭和４５年の時点で真庭郡及び岡山県を下回ってい

る。しかし、昭和５０年以降は反対に上回り、その較差は真庭郡と２～９ポイント、岡山

県と４～１１ポイントの範囲を経年的に上昇している。 

上記の⒜～⒠の側面からみた蒜山地域における耕地借入状態を真庭郡及び岡山県と対比

的に要約すると次のようである。 

昭和４５年以降３０年間における借入耕地面積及び１戸当たり借入耕地面積の増加率は

真庭郡及び岡山県を上回り、借入耕地面積割合及び借入農家割合は同５０年以降において

真庭郡及び岡山県を上回っている。また、借入耕地の水田率は全時点において真庭郡及び

岡山県を下回っている。 

以上のように、蒜山地域における経営耕地面積規模の拡大化には借地が大きく貢献し、

しかも真庭郡及び岡山県と異なり、畑地への依存度が高い。この点は前出の表２０で表示

した蒜山地域は水田率が低く、平成１２年の時点で蒜山地域 58.0% 、真庭郡 70.5% 、岡山

県 81.6% という耕地条件と大型草食家畜飼養を支える耕地利用方式への展開が深く関与し

ていると推量される。しかし、上記した蒜山地域における経営耕地の借入状態には、同地

域を構成する４か町村間に大きな違いがある点を見逃してはならない。 

（２） ４か町村 

① 借入耕地面積 

昭和４５年における４か町村の借入耕地面積 118ha の内訳は、八束村 44ha（町村別構成

比 37.3% ）、湯原町 34ha（同 28.8% ）、川上村 28ha（同 23.7% ）、中和村 12ha（同 10.2% ）

の順になっている。 

同年以降、八束村は同５０年に 91ha と急激に増加し、同５５年には 204ha と 200ha 台

に乗り、その後は 200ha 台を上昇し、平成１２年に最高に達している。湯原町は減少し、

昭和５５年に 28ha と最低になり、その後は増加基調で推移し、その過程で平成７年に 60ha

と最高に達し、同１２年には急落し、同２年の水準に近接している。川上村の推移パタ－

ンは八束村と類似し、昭和５０年に 139ha と急激に増加し、同５５年に 204ha と 200ha 

台に乗り、その後は 200ha 台を上昇し、平成１２年に最高に達している。中和村は昭和５

０年に 9ha に減少し、同５５年には 18ha に急増し、同６０年は横ばい状態となり、平成２

年に 30ha に急増し、同７年には 33ha とピ－クに達し、その後多少減少している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に 626ha に増加した４か町村の借入耕地面積の内

訳は川上村 274ha （同 43.8% ）、八束村 273ha （同 43.6% ）、湯原町 47ha（同 7.5%）、

中和村 32ha（同 5.1%）の順になっている。上記した借入耕地面積の昭和４５年～平成１２

年間における増加率（以下、括弧内は倍数）は川上村 878.6%（9.8 倍）、八束村 520.4%

（6.2 倍）、中和村 166.7%（2.7 倍）、湯原町 38.2% （1.4 倍）の順になっている。  

② １戸当たり借入耕地面積 

昭和４５年における１戸当たり借入耕地面積は八束村 33a 、中和村 29a 、川上村 24a 、

湯原町 19a の順になっている。 

同年以降、川上村と八束村は同５０年にそれぞれ 74a 、68a に急増し、湯原町も 24a に

増加し、反対に中和村は 23a に減少し、その後は各町村とも一貫して増加し、平成１２年

に八束村 226a、川上村 212a、中和村 79a 、湯原町 54a の順になっている。以上の１戸当

たり借入耕地面積の昭和４５年以降３０年間の増加率（以下、括弧内は倍数）は川上村
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783.3%（8.8 倍）、八束村 584.8%（6.8 倍）、湯原町 184.2%（2.8 倍）、中和村 172.4%

（2.7 倍）の順になっている。 

上記したように、昭和４５年の時点で１戸当たり借入耕地面積の町村間較差は僅差とな

っているが、その後３０年間における増加速度の違いにより、その較差は時系列的に拡大

している。その結果、平成１２年の時点において、４か町村は川上村 2.12ha、八束村 2.26ha

の大面積グル－プ（２ha 以上）と湯原町 54a 、中和村 79a の小面積グル－プ（1ha 以下）

に類別される。 

③ 借入耕地の水田率 

借入耕地の水田率は昭和５０年に中和村 77.8% 、湯原町 75.0% 、八束村 15.3% 、川上

村 9.3%の順になっている。 

同年以降、中和村は同５５年に 70.6%に低下し、その後は横ばい状態で推移し、平成２

年に 70.0% となり、同７年には 94.6% と急上昇し、同１２年に最高に達している。湯原町

は昭和５５年に 78.6%に上昇し、同６０年には急落し、70.0% と最低になり、平成２年に

再び上昇し、88.7% と最高に達し、その後は幾分下降している。八束村は低下し、昭和６

０年に 11.0% と最低になり、その後は上昇に転じ、平成７年に 19.6%に急上昇し、同１２

年に最高に達している。川上村は昭和５５年に 21.1%に急上昇し、同６０年には 17.9% に

急落し、その後は上昇に転じ、平成２年に 22.0% となり、同１２年に最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に中和村 96.8% 、湯原町 87.5% 、川上村 29.1% 、

八束村 19.8% の順になっている。 

上記した平成１２年における水田率の昭和５０年に対する上昇の比率は川上村 212.9%、

八束村 29.4% 、中和村 24.4% 、湯原町 16.7% の順になり、川上村は昭和５０年の水田率

が非常に低いため突出している。 

以上で記述した中和村と湯原町における借入耕地の水田率は全時点を通して川上村・八

束村を大幅に上回っているが、それは前出の表２０で表示したように４か町村における経

営耕地の水田率の町村間差異を反映している。 

④ 借入農家割合 

昭和４５年における借入農家割合は川上村 22.4% 、湯原町 22.3% 、八束村 21.9% 、中

和村 17.5% の順になり、中和村を除く３か町村間に大差はみられない。 

同年以降、川上村は同５０年に 38.3% と急激に拡大し、同５５年に 46.8% と最高に達し、

その後は縮小基調で推移し、平成７年に 38.1% と３０％台に下落し、その後横ばい状態で

推移している。湯原町は昭和５０年に 17.9% と急激に縮小し、同６０年に 13.0% と最低を

迎え、平成２年には 23.4% と急激に拡大し、最高に達し、その後は１０％台を下降してい

る。八束村は拡大を続け、とくに昭和５５年に 35.9%に急拡大し、同６０年には 38.7% と

最高に達し、その後は縮小基調で推移している。中和村は昭和６０年まで概ね 17.0% 台で

推移し、その過程で同５５年に 14.7% と最低になり、平成２年には 21.3%に急拡大し、そ

の後は２０％台を上昇し、同１２年には最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に川上村 38.4% 、八束村 31.8% 、中和村 25.3% 、

湯原町 16.9% の順になっている。 

上記した平成１２年における借入農家割合の昭和４５年に対する拡大の比率は川上村

71.4% 、八束村 45.2% 、中和村 44.6% の順になり、川上村は突出し、反対に湯原町は 24.2% 

の縮小となっている。 

以上で記述したように、４か町村は経営耕地拡大のため、昭和４５年の時点で総農家の

１７～２２％の農家が耕地を借入れ、その後、川上村は八束村、中和村に比べて借入農家

割合を高め、平成１２年の時点で川上村は３８％、八束村は３２％、中和村は２５％の農

家が耕地を借入れている。一方、湯原町の借入農家割合は昭和４５年時点より５ポイント

も下げ、１７％に過ぎない。 

⑤ 借入耕地面積割合 

昭和４５年における借入耕地面積割合は湯原町 4.9%、八束村 4.3%、中和村 4.1%、川上

村 3.9%の順になり、町村間に大差はみられない。同年以降、各町村とも概ね一貫して拡大

を続けている。その推移過程において川上村は昭和５０年に 17.5% と急激に拡大し、同５
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５年に２０％台に乗り、平成２年には３０％台に達し、その後は３０％台を上昇し、八束

村は同５５年に 18.0%と急激に拡大し、同６０年に２０％台に乗り、その後は２０％台を

上昇し、中和村は平成２年に 11.8% と１０％台に達し、その後は１０％台を上昇し、湯原

町は昭和６０年まで５％台で推移し、平成２年に１０％台に達し、同７年に 13.1% と最高

に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に川上村 37.2% 、八束村 29.2% 、中和村 15.3% 、

湯原町 11.9% の順になっている。 

上記した平成１２年における借入耕地面積割合の昭和４５年に対する拡大の比率は川上

村 853.8%、八束村 579.1%、中和村 273.2% 、湯原町 142.9%の順になっている。 

以上で記述したように、４か町村における借入耕地面積割合は昭和４５年の時点では近

接しているが、その後における借入耕地面積割合の拡大の速度には町村間差異が顕著にみ

られ、その結果、平成１２年の時点における借入耕地面積割合は川上村は３７％と突出し、

次いで八束村２９％、中和村１５％、湯原町１２％となっている。 

⑥ 各町村の耕地借入状態 

以上で記述した４か町村における経営耕地の借入状態に関する内容は上記の①～⑤の側

面ごとに述べたものである。そこで各町村ごとに経営耕地の借入状態について要約すると

以下のようである。 

 ⒜ 川上村 

借入耕地面積と１戸当たり同面積は昭和４５年にそれぞれ 28ha、24a となり、その後、

一貫して増加し、その過程で同５０年に急増し、平成１２年にはそれぞれ 9.8 倍の 274ha 、

8.8 倍の 212a となっている。以上の借入耕地の水田率は昭和５０年に 9.3%となり、その

後上昇し、平成１２年に 29.1% となっている。 

借入耕地面積割合と同農家割合は昭和４５年にそれぞれ 3.9%、22.4% となり、その後、

前者は一貫して拡大し、その過程において同５０年に急激に拡大し、平成２年にもかなり

急速に拡大し、一方、同農家割合は昭和５５年まで急速に拡大し、最高に達し、その後は

縮小に転じ、平成１２年にそれぞれ 37.2% 、38.4% となっている。 

⒝ 八束村 

借入耕地面積と１戸当たり同面積は昭和４５年にそれぞれ 44ha、33a となり、その後、

前者は増加基調で推移し、後者は一貫して増加し、その過程で両者は同５０年に急激に増

加し、平成１２年にそれぞれ 6.2 倍の 273ha 、6.8 倍の 226a となっている。以上の借入

耕地の水田率は昭和５０年に 15.3% となり、その後低下し、同６０年に最低となり、平成

２年以降は上昇し、同１２年に 19.8% となっている。 

借入耕地面積割合と同農家割合は昭和４５年にそれぞれ 4.3%、21.9% となり、その後、

前者は一貫して拡大基調で推移し、平成１２年に最高に達し、一方、後者は昭和６０年ま

で拡大し、同年に最高に達し、その後は縮小基調で推移し、平成１２年にはそれぞれ 29.2% 、

31.8% となっている。 

⒞ 中和村 

借入耕地面積と１戸当たり同面積は昭和４５年にそれぞれ 12ha、29a となっている。 

同年以降、両者は同５０年に減少し、最低となり、その後前者は増加し、平成７年に最高

に達し、一方、後者は一貫して増加し、同１２年にそれぞれ 2.7 倍の 32ha、2.7 倍の 79a 

となっている。以上の借入耕地の水田率は昭和５０年に 77.8% となり、同５５年に 70.6% 

と低下し、その後は横ばい状態となり、平成７年に 94.6% と急激に上昇し、同１２年には

96.8% となっている。 

借入耕地面積割合と同農家割合は昭和４５年にそれぞれ 4.1%、17.5% となり、その後は

拡大基調で推移し、その過程で前者は同５０年、後者は同６０年に最低となり、両者とも

平成１２年に最高に達し、それぞれ 15.3% 、25.3% となっている。 

⒟ 湯原町 

借入耕地面積と１戸当たり同面積は昭和４５年にそれぞれ 34ha、19a となり、その後、

前者は減少し、同５５年に 28a と最低になり、平成２年に急激に増加し、60a と最高に達

し、一方、後者は一貫して増加し、同７年に 61a と最高に達し、同１２年にはそれぞれ 1.4 
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倍の 47ha、2.8 倍の 54a となっている。以上の借入耕地の水田率は昭和５０年に 75.0% 

となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同６０年に 70.0% と最低になり、平成２

年に 88.7% と最高に達し、同１２年に 87.5% となっている。 

借入耕地面積割合と同農家割合は昭和４５年にそれぞれ 4.9%、22.3% となり、その後、

前者は概ね横ばい状態で推移し、平成２年に急激に拡大し、同７年に最高に達し、一方、

後者は縮小し、昭和６０年に最低となり、平成２年には急激に拡大し、最高に達し、その

後は急速に縮小し、平成１２年にそれぞれ 11.9% 、16.9% となっている。 

以上で記述した４か町村における借入耕地の状態を昭和４５年と平成１２年の時点で比

較的に要約すると以下のとおりで、川上村と八束村、中和村と湯原町のそれぞれの間には

借入農家数や借入面積の規模、借入水田率水準の点でかなりの相似性がみられる。 

昭和４５年に川上村と八束村は総農家数の２２％の農家が経営耕地面積の４％前後の耕

地、１戸当たりでは川上村は２４ａ（水田率９％）、八束村は３３ａ（同１５％）を借地

に依存している。一方、中和村と湯原町はそれぞれ総農家数の１８％、２２％の農家が経

営耕地面積の４～５％の耕地、１戸当たりでは中和村２９ａ（水田率７８％）、湯原町１

９ａ（同７５％）を借地に依存している。 

平成１２年には川上村は総農家数の３８％、八束村は３２％の農家が、川上村は経営耕

地面積の３７％、八束村は２９％の耕地、１戸当たりでは川上村は２１２ａ（水田率２９

％）、八束村は２２６ａ（同２０％）を借地に依存している。一方、中和村と湯原町は総

農家数のそれぞれ２５％、１７％の農家が、中和村は経営耕地面積の１５％、湯原町は１

２％の耕地、１戸当たりでは中和村は７９ａ（水田率９７％）、湯原町は５４ａ（同８８

％）の借地に依存している。  

 

第第第第３３３３項項項項 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地のののの耕作放棄状態耕作放棄状態耕作放棄状態耕作放棄状態 

既述したように蒜山地域における経営耕地面積は昭和３５年に 2,571ha を記録し、その

後は増加基調で推移し、同５５年に 2,773ha 、同６０年には 2,786ha と最高に達し、平成

２年以降は急速に減少し、同１２年には 2,271ha となり、昭和３５年以降平成１２年まで

４０年間の減少率は 11.7% となり、昭和６０年以降１５年間における減少率は 18.5% とな

っている。一方、農家数は昭和３５年以降４０年間に 43.0% 減少し、反対に非農家数は

177.1%増加している。 

上記した経営耕地面積の減少は農家数の減少、非農家数の増加、都市化等に伴う耕地の

他用途への転用、耕作放棄などによるものである。 

本項では表２３に基づき、蒜山地域及び４か町村の昭和５０年～平成１２年間における

経営耕地における耕作放棄状態を耕作放棄地面積、耕作放棄地の水田率、耕作放棄農家数

の側面から記述し、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。なお、表示の耕作放

棄地面積割合とは経営耕地と耕作放棄地の合計面積に占める割合、耕作放棄農家割合とは

総農家数に占める当該農家数の割合である。 

（１） 蒜山地域 

① 耕作放棄地面積 

蒜山地域における昭和５０年の耕作放棄地面積は 46ha となり、その後は増加基調で推移

し、その過程で同６０年に 32ha と最低を記録し、平成２年に 59ha に増加し、同７年には

84ha に急増し、同１２年には 168ha に倍増し、昭和５０年以降平成１２年まで２５年間の

増加率（以下、括弧内は倍数）は 265.2%（3.7 倍）となっている。ちなみに全国と都府県

における増加率はそれぞれ 111.9%、183.3%となっている
1)

。 

一方、真庭郡における耕作放棄地面積は昭和５０年に 180ha となり、その後は増加基調

で推移し、その過程で同６０年に幾分減少し、151ha と最低になり、平成２年に急増し、

200ha 台に乗り、同１２年には 396ha と最高に達し、昭和５０年以降２５年間の増加率は

120.0%（2.2 倍）となっている。 

岡山県における同面積は昭和５０年に 3,970ha となり、その後は増加基調で推移し、そ

の過程で同６０年に 3,590ha と最低を記録し、平成２年に 4,960ha と 5,000ha に近接し、

同１２年には 5,821ha と最高に達し、昭和５０年以降２５年間の増加率は 46.6% （1.5 
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倍）となっている。 

先に記述した蒜山地域における耕作放棄地面積の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真

庭郡比及び対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和５０年に 25.6%となり、同５５年に 30.9%に急上昇し、同６０年には急

落し、21.2% と最低になり、その後は急速な上昇に転じ、平成７年に 33.6% と３０％台に

達し、同１２年には 42.4% と最高に達している。 

対岡山県比は昭和５０年に 1.16%となり、その後の推移パタ－ンは対真庭郡比に類似し

ている。すなわり、昭和５５年に 1.27%に上昇し、同６０年には急落し、0.89% と最低を

記録し、その後は急速な上昇に転じ、平成７年に 1.86% と 2.00% に接近し、同１２年には

2.89% とピ－クに達している。 

以上で記述したように、蒜山地域における耕作放棄地面積の増加速度は真庭郡及び岡山

県と比べて、平成７年以降において加速している。 

② １戸当たり耕作放棄地面積 

蒜山地域における耕作放棄農家１戸当たり面積は昭和５０年に 19a となり、同６０年の

17a を除き、横ばい状態で推移し、平成７年には 25a に急増し、同１２年に 32a となり、

昭和５０年以降２５年間の増加率は 68.4% となっている。 

一方、真庭郡における耕作放棄地面積は昭和５０～５５年の２時点において 15a となり、

同６０年～平成２年の２時点において 17a となり、同７年には 21a に急増し、同１２年に

22a となり、昭和５０年以降２５年間の増加率は 46.7% となっている。 

岡山県における同面積は昭和５０年に 16a となり、同５５～６０年の２時点において

17a 、平成２年に 18a 、同７年には 20a 、同１２年に 19a となり、昭和５０年以降２５

年間の増加率は 18.8% となっている。 

上記した蒜山地域における１戸当たり耕作放棄地面積は、昭和６０年を除く各時点にお

いて真庭郡及び岡山県を下回り、その較差は同５０年に真庭郡とは 4a、岡山県とは 3a、そ

の後は概ね 3～4a 以下となり、平成７年には幾分拡大し、真庭郡とは 4a、岡山県とは 5a、

同１２年には真庭郡とは 10a 、岡山県とは 13a となってる。 

③ 耕作放棄地の水田率 

耕作放棄地の地目別構成を水田率の尺度でみると以下のとおりである。 

蒜山地域における水田率は昭和５５年に 48.0% となり、平成７年に 32.4% 、同１２年に

は 33.9% となり、昭和５５年の時点と比べて 14.1 ポイント下回っている。 

一方、真庭郡にける水田率は昭和５５年に 47.5% となり、平成７年に 44.8% 、同１２年

には 47.6% となり、昭和５５年の時点と比べて 0.1 ポイントの極僅差となっている。岡山

県における水田率は昭和５５年に 35.6% となり、平成７年に 45.0% 、同１２年には 53.2% 

となり、昭和５５年の時点と比べて 17.6 ポイント上昇している。 

以上で記述した蒜山地域における耕作放棄地の水田率は昭和５５年には真庭郡を僅差な

がら 0.5 ポイント、岡山県を 12.4 ポイント上回っている。しかし、平成７年以降は逆に

蒜山地域の方が下回り、その較差は時系列的に拡大し、同年は真庭郡とは 12.4 ポイント、

岡山県とは 12.6 ポイント、平成１２年は真庭郡とは 13.7 ポイント、岡山県とは 19.3 ポイ

ントとなっている。以上のように、蒜山地域における耕作放棄の対象地は畑地への比重が

大きくなっている。 

④ 耕作放棄地面積割合 

蒜山地域における耕作放棄地面積割合は昭和５０年に 1.7%となり、その後は拡大基調で

推移し、その過程で同６０年に 1.1%と最低を記録し、その後は一貫して拡大し、平成７年

に 3.2%、同１２年には 6.9%と急激に拡大し、最高に達し、昭和５０年に比べて 5.2 ポイ

ント拡大し、その拡大比率は 305.9%となっている。 

一方、真庭郡における耕作放棄地面積割合は昭和５０年に 2.8%となり、その後は拡大基

調で推移し、その過程で同６０年に 2.5%と最低になり、その後は一貫して拡大し、平成７

年に 4.6%、同１２年には 7.8%と最高に達し、昭和５０年に比べて 5.0 ポイント拡大し、

その拡大比率は 178.6%となっている。 

岡山県における耕作放棄面積割合は昭和５０年に 4.3%となり、同６０年まで横ばい状態
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となり、平成２年に 6.5%、同７年に 6.8%となり、同１２年には 9.1%と最高に達し、昭和

５０年と比べて 4.8 ポイント拡大し、その拡大比率は 111.6%となっている。 

上記した蒜山地域の耕作放棄地面積割合は全時点において真庭郡及び岡山県を下回り、

その較差は昭和５０年に真庭郡とは 1.1 ポイント、岡山県とは 2.6 ポイント、平成１２年

には真庭郡とは 0.9 ポイント、岡山県とは 2.2 ポイントとなっている。 

⑤ 耕作放棄農家割合 

蒜山地域における耕作放棄農家割合は、昭和５０年に 12.1% となり、その後は拡大基調

で推移し、その過程で同６０年に 10.2% と最低を記録し、平成２年に 18.9% 、同７年には

22.4% と急速に拡大し、同１２年に 37.5% と最高に達し、昭和５０年に比べて 25.4 ポイ

ント拡大し、その拡大比率は 209.9%となっている。 

一方、真庭郡における耕作放棄農家割合は、昭和５０年に 14.6% となり、その後は拡大

基調で推移し、その過程で同６０年に 12.0% と最低になり、平成２年に 19.7%に拡大し、

同１２年には 31.0% と劇的に拡大し、昭和５０年と比べて 16.4 ポイント拡大し、その拡

大比率は 112.3%となっている。 

岡山県における耕作放棄農家割合は、昭和５０年に 17.2% となり、その後は拡大基調で

推移し、その過程で同６０年に 16.4% と最低になり、平成２年に 25.1% 、同７年に 23.8% 、

同１２年には 33.5% と急激に拡大し、昭和５０年に比べて 16.3 ポイント拡大し、その拡

大比率は 94.8% となっている。 

上記した蒜山地域における耕作放棄農家割合は真庭郡を平成２年までの各時点で下回

り、同７年以降は上回り、その較差は昭和５０年に 2.5 ポイント、平成２年に 0.8 ポイン

ト、同７年に 3.8 ポイント、同１２年に 6.5 ポイントとなっている。一方、岡山県を平成

７年までの各時点において下回り、同１２年には上回り、その較差は昭和５０年に 5.1 ポ

イント、平成７年に 1.4 ポイント、同１２年には 4.0 ポイントとなっている。 

以上のように、蒜山地域の耕作放棄農家割合は昭和６０年まで横ばい状態で推移し、そ

の後拡大し、とくに平成７年以降において急激に拡大する過程で、真庭郡を平成２年まで

の各時点で下回り、一方、岡山県を同７年までの各時点において下回り、その後の時点で

は上回り、とくに平成１２年には真庭郡及び岡山県を比較的大幅に上回っている。 

上記した耕作放棄農家割合の推移状況から、蒜山地域における同農家割合の拡大化は真

庭郡及び岡山県に比べて平成７年以後において加速している。 

⑥ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における耕作放棄地の状態に関する数値を昭和５０年と平成１

２年の両時点において真庭郡及び岡山県と対比し、整理すると以下のとおりである。 

⒜ 蒜山地域における耕作放棄地面積は昭和５０年に46ha、平成１２年に168ha となり、

両時点間における増加率（以下、括弧内は倍数）は 265.2%（3.7 倍）となり、一方、真庭

郡の増加率は 120.0%（2.2 倍）、岡山県は 46.6% （1.5 倍）となっている。 

蒜山地域における耕作放棄地面積の対真庭郡比及び対岡山県比は昭和５０年にそれぞれ

25.6% 、1.16% となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で昭和６０年に 21.2% 、0.89% 

と最低になり、平成７年には 33.6% 、1.86%に急上昇し、同１２年には 42.4% 、2.89% と

最高に達している。上記した平成１２年における対真庭郡比及び対岡山県比の昭和５０年

に対する上昇の比率は対岡山県比 149.1%、対真庭郡比 65.6% となり、対岡山県比の方が大

幅に上回っている。 

以上のように、蒜山地域における耕作放棄地面積の伸びは平成２年以降において真庭郡

及び岡山県を上回り、とくに岡山県を大幅に越えている。 

⒝ 耕作放棄農家１戸当たり放棄地面積は昭和５０年に蒜山地域 19a 、岡山県 16a 、真

庭郡 15a の順になり、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年には急増し、蒜山地域

25a 、真庭郡 21a 、岡山県 20a 、同１２年にはそれぞれ 32a 、22a 、19a の順になり、

昭和５０年以降２５年間にの増加率は蒜山地域 68.4% 、真庭郡 46.7% 、岡山県 18.8% の

順になっている。 

以上のように、蒜山地域における農家１戸当たり耕作放棄地面積は平成２年まで真庭郡

及び岡山県と大差なく、同７年以降において真庭郡及び岡山県を上回り、とくに同１２年
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には超大幅に上回り、蒜山地域における耕作放棄の著しい進行がみてとれる。 

⒞ 耕作放棄地の水田率は昭和５５年に岡山県 35.6% 、真庭郡 47.5% 、蒜山地域 48.0% 

の順に高く、蒜山地域は岡山県と比べて耕作放棄の対象地として畑地への比重が幾分大き

い。同年以降、蒜山地域における水田率は平成７年に 32.4%に急落し、同１２年に 33.9% 

となり、真庭郡は同７年に 44.8%に低下し、同１２年には 47.6%と同７年の水準に近接し、

岡山県は一貫して上昇し、同１２年に 53.2%と最高に達している。以上の平成１２年にお

ける同水田率の昭和５０年に対する上昇又は低下の比率をみると、蒜山地域は 29.4% の低

下、反対に真庭郡は 0.2%、岡山県は 49.4% の上昇となっている。 

上記した水田率の推移過程において、蒜山地域は昭和５０年に岡山県及び真庭郡を上回

っているが、反対に平成７年以降は下回り、その較差は平成１２年に岡山県とは１９ポイ

ント、真庭郡とは１３ポイントとなり、蒜山地域の水田率は極めて低く、耕作放棄の対象

が畑地に大きく傾斜している。 

⒟ 耕作放棄農家割合は昭和５０年に蒜山地域 12.1% 、真庭郡 14.6% 、岡山県 17.2%の

順に高くなっている。 

同年以降、上記農家割合は幾分縮小し、同６０年に最低となり、蒜山地域 10.2% 、真庭

郡 12.0% 、岡山県 16.4% の順に高く、その後は拡大基調で推移し、平成１２年には真庭郡

31.0% 、岡山県 33.5% 、蒜山地域 37.5%の順に高くなっている。 

以上の平成１２年におけ耕作放棄農家割合の昭和５０年に対する拡大の比率は岡山県

94.8% 、真庭郡 112.3%、蒜山地域は 209.9%となっている。 

上記した耕作放棄農家割合の推移過程において、蒜山地域は平成２年まで真庭郡を下回

り、同７年までは岡山県を下回り、その較差は概ね真庭郡とは１～３ポイント、岡山県と

は４～６ポイントとなり、その後は蒜山地域の方が上回り、その較差は真庭郡とは４～７

ポイント、岡山県とは４ポイントとなっている。以上のように、蒜山地域における放棄農

家割合は平成７年以降、とくに同１２年に急激に高くなり、真庭郡及び岡山県との較差が

拡がっている。 

⒠ 耕作放棄地面積割合は昭和５０年に蒜山地域 1.7%、真庭郡 2.8%、岡山県 4.3%の順

に高くなっている。同年以降、上記の面積割合は拡大基調で推移し、その過程で平成１２

年に急激に拡大し、蒜山地域 6.9%、真庭郡 7.8%、岡山県 9.1%の順に高くなっている。以

上の平成１２年における耕作放棄地面積割合の昭和５０年に対する拡大の比率は岡山県

111.6%、真庭郡 178.6%、蒜山地域 305.9%の順に高くなっている。以上の耕作放棄地面積割

合の拡大過程において、蒜山地域は真庭郡及び岡山県を下回り、その較差は真庭郡とは１

ポイント前後、岡山県とは３ポイント前後となり、岡山県との較差の方が大きくなってい

る。 

以上で記述したように、昭和５０年～平成１２年の２５年間において、蒜山地域におけ

る耕作放棄地面積及び耕作放棄農家１戸当たり面積の増加率は真庭郡及び岡山県を上回っ

ているが、耕作放棄面積が経営耕地面積に占める割合は真庭郡及び岡山県に比べて低くな

っている。 

蒜山地域における耕作放棄の対象地は真庭郡及び岡山県と比較して畑地への傾斜が強

く、その傾向は平成７年以降において顕著である。また、耕作放棄農家割合は真庭郡及び

岡山県を平成２年までは下回り、その後は逆転し、とくに同１２年に大幅に上回っている。 

（２） ４か町村 

① 耕作放棄地面積 

昭和５０年における耕作放棄地面積は湯原町 27ha（町村別構成比 58.7% ）、八束村と中

和村各 8ha （同 17.4% ）、川上村 3ha （同 6.5%）の順になっている。 

同年以降、湯原町は同５５年まで概ね横ばい状態となり、同６０年～平成２年の２時点

は各 16ha と最低になり、同７年に 19ha と増加に転じ、同１２年には急激に増加し、最高

に達している。八束村は昭和５５年に幾分増加し、同６０年に 6ha と最低を記録し、平成

２年には 20ha に急激に増加し、その後も劇的な増加を続け、同１２年に最高となっている。

中和村は昭和５５年まで横ばい状態となり、同６０年に7ha と最低になり、平成２年に14ha

と倍増し、同７年には幾分減少し、同１２年には再び急増し、最高を記録している。川上
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村は昭和６０年まで概ね横ばい状態で推移し、平成２年に 9ha に急増し、同７年に 22ha

と劇的に増加し、同１２年には倍増している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に八束村 65ha（同 38.7% ）、川上村 42ha（同 25.0% ）、

湯原町 37ha（同 22.0% ）、中和村 24ha（同 14.3% ）の順になり、昭和５０年以降２５年

間の増加率（以下、括弧内は倍数）は川上村 1,300.0%（14.0 倍）、八束村 712.5%（8.1

倍）、中和村 200.0%（3.0 倍）、湯原町 37.0% （1.4 倍）の順になっている。 

上記した平成１２年における耕作放棄面積の町村別構成比の昭和５０年における同構成

比に対する拡大又は縮小の比率をみると、川上村と八束村は拡大し、その比率はそれぞれ

284.6%、122.4%、反対に湯原町と中和村は縮小し、その比率はそれぞれ 62.5% 、17.8% の

順になっている。 

② 耕作放棄農家１戸当たり放棄地面積 

昭和５０年における１戸当たり耕作放棄地面積は八束村 27a 、中和村 22a 、湯原町 18a 、

川上村 10a の順になっている。 

同年以降、八束村は同６０年まで急速に減少し、14a と最低になり、平成２年には 26a 

と急激に増加し、その後も急増し、同１２年に最高を迎えている。中和村は昭和５５年に

幾分増加し、同６０年には激減して、19a と最低になり、平成２年に 23a に急増し、その

後も増加基調で推移し、同１２年に最高に達している。湯原町は昭和６０年まで僅差なが

ら増加して、20a と最高に達し、その後は減少に転じ、平成７年に 17a と最低を記録し、

同１２年は昭和６０年の水準に戻っている。川上村は一貫して増加し、平成２年に 17a と

なり、同７年には 26a に急増し、同１２年に最高となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に八束村 46a、中和村 35a、川上村 33a、湯原町 20a

の順になり、昭和５０年以降２５年間の増加率（以下、括弧内は倍数）は川上村 230.0%（3.3 

倍）、八束村 70.3% （1.7 倍）、中和村 59.1% （1.6 倍）、湯原町 11.1% （1.1 倍）の

順になっている。 

③ 耕作放棄地の水田率 

昭和５５年における耕作放棄地の水田率は湯原町 65.4% 、中和村 37.5% 、川上村と八束

村各 25.0% の順になっている。 

上記の水田率は平成７年に湯原町、中和村、川上村は低下し、それぞれ 60.2% 、20.3% 、

16.5% となり、反対に八束村は 30.5%に上昇し、平成１２年には湯原町 52.1% 、中和村

41.9% 、川上村 27.6% 、八束村 24.6% の順になっている。以上で記述した平成１２年にお

ける水田率の昭和５５年に対する上昇又は低下の比率をみると、中和村と川上村は上昇し、

その比率はそれぞれ 11.7% 、10.4% 、反対に湯原町は 20.3% 、八束村は 1.6%の低下とな

っている。 

上記した推移過程における水田率の変動幅は川上村と八束村は２５～２８％、中和村と

湯原町は４０～６５％となり、川上村と八束村における耕作放棄は畑地への比重が大きい。 

④ 耕作放棄農家割合 

耕作放棄農家割合は昭和５０年に湯原町 20.3% 、中和村 15.9% 、川上村 6.0%、八束村

5.2%の順になっている。 

同年以降、湯原町は平成７年まで概ね横ばい状態で推移し、その過程で同６０年に 11.7% 

と最低を記録し、平成７年に 20.6% となり、同１２年に急拡大し最高に達している。中和

村は拡大基調で推移し、その過程で昭和５５年に 14.2% と最低を記録し、同６０年に 17.6% 

となり、平成２年に 32.8% と劇的に拡大し、同７年に 29.1%に縮小し、同１２年には再び

急激に拡大し最高に達している。川上村は横ばい状態の後、昭和６０年に 5.6%と最低にな

り、平成２年には 13.2%に急拡大し、その後も急激に拡大し、同１２年に最大に達してい

る。 

以上のように、耕作放棄農家割合は全体的に平成２年以降において急速に拡大し、その

結果として同１２年に中和村 43.0% 、川上村 37.5% 、八束村 36.8% 、湯原町 36.2% の順

になっている。上記した平成１２年における耕作放棄農家割合の昭和５０年に対する拡大

の比率は八束村 607.7%、川上村 525.0%、中和村 170.4%、湯原町 78.3%の順になり、川上村

と八束村は突出している。 
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先に記述したように、昭和５０年における耕作放棄農家割合は川上村と八束村は５～６

％、それに対して中和村と湯原町は１６～２０％と高く、その後における同農家割合の拡

大の比率は川上村と八束村の方が高くなっている。その結果、平成１２年の時点では川上

村と八束村は３７％前後で、中和村と湯原町の３６～４３％に近接し、その結果として昭

和５０年の時点における川上村・八束村と中和村・湯原町の両者間の較差は平成１２年に

小さくなっている。 

⑤ 耕作放棄地面積割合 

昭和５０年における耕作放棄地面積割合は湯原町 4.3%、中和村 3.0%、八束村 0.8%、川

上村 0.4%の順になっている。 

同年以降、川上村を除く３か町村は縮小し、同６０年に湯原町 3.1%、中和村 2.5%、八束

村 0.5%と最低を記録し、その後は急速な拡大に転じ、平成７年に中和村 4.5%、湯原町 4.0%、

八束村 3.0%の順になり、同１２年には急激に拡大し、最高に達している。一方、川上村は

昭和６０年まで横ばい状態で推移し、その後は急速な拡大に転じ、平成７年に 2.7%となり、

同１２年には急激に拡大し、最高に達している。 

以上のように、耕作放棄地面積割合は全体的に平成２年以降において急速に拡大し、そ

の結果として同１２年に中和村 10.4% 、湯原町 8.6%、八束村 6.5%、川上村 5.4%の順にな

っている。上記した平成１２年における耕作放棄地面積割合の昭和５０年に対する拡大の

比率をみると、川上村 1,250.0%、八束村 712.5%、中和村 246.7%、湯原町 100.0%の順にな

り、川上村と八束村は突出している。 

先に記述したように、昭和５０年における耕作放棄地面積割合は、川上村と八束村は１

％未満、中和村と湯原町は３～４％となり、平成１２年の時点では川上村と八束村は５～

７％、中和村と湯原町は９～１０％と各町村とも拡大している。しかし、昭和５０年にお

ける川上村・八束村と中和村・湯原町の両者間の較差は平成１２年の時点で狭くなってい

る。それは上記した耕作放棄地面積割合の昭和５０年～平成１２年間における拡大率の著

しい町村間差異に起因する。 

⑥ 各町村における耕作放棄状態 

以上で記述した４か町村における経営耕地における耕作放棄に関する内容は上記の①～

⑤の側面ごとに述べたものである。そこで各町村ごとに経営耕地における耕作放棄の状態

について記述すると以下のとおりである。 

⒜ 川上村 

耕作放棄地面積と１戸当たり同面積は昭和５０年にそれぞれ 3ha 、10a となり、その後、

概ね横ばい状態で推移し、平成２年以降は急増し、同１２年にはそれぞれ 14.0 倍の 42ha、

3.3 倍の 33a となっている。以上の耕作放棄地の水田率は昭和５５年に 25.0% となり、平

成７年に 16.5%に低下し、同１２年には 27.6%に上昇している。 

耕作放棄地面積割合と同農家割合は昭和５０年にそれぞれ 0.4%、6.0%となり、その後は

概ね横ばい状態で推移し、平成２年以降において急速に拡大し、同１２年にそれぞれ 5.4%、

37.5% となっている。 

⒝ 八束村 

耕作放棄地面積と１戸当たり同面積は昭和５０年にそれぞれ 8ha 、27a となり、その後、

前者は同５５年に増加し、同６０年には減少し、最低となり、後者は同６０年まで減少し、

最低となり、平成２年以降において急増し、同１２年にそれぞれ 8.1 倍の 65ha、1.7 倍の

46a となっている。以上の耕作放棄地の水田率は昭和５５年に 25.0% となり、平成７年に

は 30.5%に上昇し、同１２年には 24.6%に急落している。 

耕作放棄地面積割合と同農家割合は昭和５０年にそれぞれ 0.8%、5.2%となり、その後は

縮小し、同６０年に最低となり、平成２年以降は急速に拡大し、同１２年にそれぞれ 6.5%、

36.8% となっている。 

⒞ 中和村 

耕作放棄面積と１戸当たり同面積は昭和５０年にそれぞれ 8ha 、22a となり、その後、

前者は横ばい状態で推移し、同６０年に最低となり、平成２年以降は拡大し、同１２年に

は急激に拡大し、一方、後者は昭和５５年に拡大し、同６０年には縮小し、最低となり、
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その後拡大し、平成１２年には急激に拡大し、それぞれ 3.0 倍の 24ha、1.6 倍の 35a と

なっている。以上の耕作放棄地の水田率は昭和５５年に 37.5% となり、平成７年に 20.3% 

と下降し、同１２年には急上昇し、41.9% となっている。耕作放棄地面積割合と同農家割

合は昭和５０年にそれぞれ 3.0%、15.9% となり、その後、前者は縮小し、同６０年に最低

となり、その後は拡大に転じ、平成１２年に急激に拡大し、一方、後者は昭和５５年に下

降し、最低となり、平成２年以降は急激に拡大し、同１２年にそれぞれ 10.4% 、43.0% と

なっている。 

⒟ 湯原町 

耕作放棄地面積割合と１戸当たり同面積割合は昭和５０年にそれぞれ 27ha、18a となり、

その後、前者は減少し、同６０年～平成２年に急激に減少し、最低となり、その後は増加

に転じ、平成１２年には急激に増加し、一方、後者は概ね横ばい状態で推移し、同１２年

にそれぞれ 1.4 倍の 37ha、1.1 倍の 20a となっている。以上の耕作放棄地の水田率は昭

和５５年に 65.4% となり、その後は低下し、平成１２年に 52.1% となっている。 

耕作放棄地面積割合と同農家割合は昭和５０年にそれぞれ 4.3%、20.3% となり、その後、

縮小し、同６０年に最低となり、平成２年以降は拡大に転じ、とくに同１２年に急激に拡

大し、それぞれ 8.6%、36.2% となっている。 

以上で記述した４か町村における経営耕地における耕作放棄の状態を昭和５０年と平成

１２年の両時点で比較的に要約すると以下のとおりある。 

昭和５０年に川上村と八束村は総農家数の５～６％の農家が経営耕地面積の１％未満の

耕地、１戸当たりでは川上村は１０ａ（水田率２５％）、八束村は２７ａ（同２５％）の

耕作を放棄している。一方、中和村と湯原町はそれぞれ総農家数の１６％、２０％の農家

が経営耕地面積の３～４％、１戸当たりでは中和村は２２ａ（水田率３６％）、湯原町は

１８ａ（同６５％）の耕作を放棄している。 

平成１２年には川上村と八束村は総農家数の３７～３８％の農家が経営耕地面積の５～

６％の耕地、１戸当たりでは川上村は３３ａ（水田率２８％）、八束村は４６ａ（同２５

％）の耕作を放棄している。一方、中和村と八束村はそれぞれ総農家数の４３％、３６％

の農家が経営耕地面積の９～１０％、１戸当たりでは中和村は３５ａ（水田率４２％）、

湯原町は２０ａ（同５２％）の耕作を放棄している。 

以上のように、耕作放棄の状態には川上村と八束村、中和村と湯原町のそれぞれの間に

はかなりの相似性がみられる。 

 

第第第第４４４４項項項項 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地のののの利用状態利用状態利用状態利用状態 

昭和２７年における麦類の国内生産放棄政策、同３５年の農林水産物１２１品目輸入自

由化、同３６年制定の農業基本法に基づく選択的拡大、さらに同４５年からの累積過剰米

処理対策としての米減産政策などにより、蒜山地域と４か町村においても経営耕地の利用

状態に大きな変化が起こっている。その変化の一端を知るため表２４に基づき経営耕地の

うち水田及び畑における利用状態別面積割合の推移について記述し、比較のため真庭郡及

び岡山県について付記する。 

表示した資料は水田面積に占める稲作面積、稲作以外の作目面積及び休閑面積の割合、

畑面積に対する普通畑作（普通畑作物）面積、牧草専用面積及び休閑面積の割合である。

以上の休閑面積とは、災害や労力不足等の理由で１年間作付けしなかったが、数年のうち

に再び耕作する意思のある田畑面積である。なお、表示の資料は昭和３５年～平成７年は

総農家を対象とし、同１２年は販売農家に変更され、平成１２年は同７年と厳密には連結

しない。 

１１１１ 水田水田水田水田のののの利用状態利用状態利用状態利用状態 

（１） 蒜山地域 

① 稲作利用 

蒜山地域における稲作面積割合は昭和３５年に 99.5% となり、その後は縮小基調で推移

し、その過程において同４５年に 98.1% となり、同５０年には 75.5% まで急激に縮小し、

その後は概ね７０％台前半で推移し、その過程で平成２年に 68.1% と最低を記録し、同７
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年には急激に拡大し 75.0% となっている。なお、平成１２年は 60.6% を記録している。 

一方、真庭郡における稲作面積割合は昭和３５年に 99.2% となり、その後は縮小基調で

推移し、その過程において同４５年に 96.8% となり、同５０年には急激に縮小し 85.0% 

となり、同６０年には 78.8% と７０％台に下落し、平成２年に 71.6% と最低を記録し、同

７年には 79.6% となっている。なお、平成１２年には 66.5% と記録されている。 

岡山県の稲作面積割合は昭和３５年に 98.9% となり、その後は縮小基調で推移し、その

過程において同５０年までは９０％台で推移し、同５５年に 85.5% に縮小し、その後も縮

小を続け、平成２年に 77.5% と最低を記録し、同７年には 87.3% と急激に拡大している。

なお、平成１２年は 75.3% を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における稲作面積割合は真庭郡及び岡山県と比べて、昭和３５

～４５年の間の各時点では大差はみられないが、同５０年以降は真庭郡及び岡山県を下回

り、その較差をみるとは同年に真庭郡とは 9.5 ポイント、岡山県とは 17.2 ポイント、平成

２年には真庭郡とは 3.5 をポイント、岡山県とは 9.4 をポイント、同７年には真庭郡とは

4.8 ポイント、岡山県とは 12.9 ポイントとなり、その較差は岡山県の方が大きくなってい

る。 

なお、上記した平成７年における稲作面積割合の昭和３５年に対する縮小の比率をみる

と、蒜山地域 24.6% 、真庭郡 19.8% 、岡山県 11.7% となり、蒜山地域における縮小率は

真庭郡を 4.8 ポイント、岡山県を 12.9 ポイント上回っている。 

以上のように、稲作面積割合は蒜山地域、真庭郡及び岡山県ともに昭和４５年まで９０

％台を下降し、前２者は同５０年、岡山県は同５５年に急激に縮小し、その後３者とも平

成２年に最低となり、同７年に拡大し、蒜山地域は昭和５０年、真庭郡は同６０年、岡山

県は同５５年の水準に接近している。上記の昭和５０年以降の推移過程において、蒜山地

域は７０％台から６０％台、真庭郡は８０％台から７０％台、岡山県は９０％台から８０

％台に下降し、蒜山地域における稲作の後退がとくに顕著である。 

② 他作目利用 

蒜山地域における稲作以外の作目（以下、他作目）面積割合は昭和３５年に 0.1%となり、

その後は拡大基調で推移し、その過程において同４５年に 1.0%となり、同５０年に 10.2% 

と急激に拡大し、同５５年には 20.9% となり、平成２年に 30.1% とピ－クに達し、同７年

には急激に縮小し、22.1% となっている。なお、平成１２年は 31.7% を記録している。 

一方、真庭郡における他作目面積割合は昭和３５年に 0.4%となり、その後は拡大基調で

推移し、その過程において同４５年に 2.2%、同５０年には 7.5%となり、同５５に急激に拡

大して１０％台に乗り 15.0% となり、その後は１０％台を上昇し、平成２年には急激に拡

大し 26.2% とピ－クに達し、同７年には急激に縮小し、17.3% となっている。なお、平成

１２年には 24.8% と記録されている。 

岡山県における他作目面積割合は昭和３５年に 0.9%となり、その後は拡大基調で推移

し、その過程において同４５年まで横ばい状態となり、同５０年に 2.9%と拡大し、同５５

年に 8.4%、同６０年には 11.7% と急激に拡大し、平成２年に 16.7% とピ－クを迎え、同

７年には急激に縮小し 8.4%となっている。なお。平成１２年は 13.6% を記録している。 

上述した蒜山地域における他作目面積割合は真庭郡および岡山県と比べて、昭和３５年

は真庭郡を 0.3 ポイント、岡山県を 0.8 ポイント、同４５年は真庭郡を 1.2 ポイント、

岡山県を 0.0 ポイント下回っている。しかし、昭和５０年以降は蒜山地域が真庭郡及び岡

山県を上回り、その較差は同年に真庭郡とは 2.7 ポイント、岡山県とは 7.3 ポイント、平

成２年に真庭郡とは 3.9 ポイント、岡山県とは 13.4 ポイント、同７年は真庭郡とは 4.8 

ポイント、岡山県とは 13.7 ポイントとなり、その較差は時系列的に大きくなっている。 

以上で記述したように、水田の他作目利用は蒜山地域、真庭郡及び岡山県とも昭和４５

年までは低調であったが、蒜山地域及び真庭郡は同５０年に、岡山県は同５５年に急激に

活発化している。その後における他作目面積割合は拡大パタ－ンで推移し、平成２年に最

高に達し、同７年に急落し、蒜山地域と真庭郡は昭和６０年の水準に近接し、岡山県は同

５５年の水準に戻っている。 

③ 休閑地 
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蒜山地域における休閑地面積割合は昭和３５年に 0.2%となり、その後、同４５年まで１

％以下の範囲内で拡大し、同５０年には急激に拡大し 14.3% と最高に達し、その後は急速

に縮小し、平成２年に 1.8%と最低を記録し、同７年には 2.9%となっている。なお、平成１

２年は 7.7%を記録している。 

一方、真庭郡における休閑地面積割合は昭和３５年に 0.3%となり、その後、同４５年ま

で１％以下の範囲内で拡大し、同５０年には急激に拡大し 7.5%とピ－クを迎え、その後は

急速に縮小し、平成２年に 2.2%と最低になり、同７年には 3.1%と拡大に転じている。なお、

平成１２年には 8.7%と記録されている。 

岡山県における休閑地面積割合は昭和３５年に 0.2%となり、その後、同４５年まで１％

以下の範囲内で拡大し、同５０年に 4.4%と急拡大し、同５５年には 6.1%とピ－クに達し、

その後は縮小基調で推移し、平成７年に 4.3%となっている。なお、平成１２年は 11.1%を

記録している。 

以上で記述した蒜山地域における休閑地面積割合は真庭郡及び岡山県と比べて、昭和４

５年までは大差なく、同５０年以降において較差を生じている。すなわち、蒜山地域は真

庭郡に対し昭和６０年まで上回り、平成２年以降は下回り、岡山県に対し昭和５５年まで

上回り、同６０年以降は下回っている。なお、同面積割合が最高に達する時点は蒜山地域

と真庭郡は昭和５０年、岡山県は同５５年となっている。 

上記した時点における蒜山地域と真庭郡及び岡山県との較差をみると、昭和５０年は真

庭郡とは 6.8 ポイント、岡山県とは 9.9 ポイントと大きく、同５５年は真庭郡とは 1.5

ポイント、岡山県とは 0.3 ポイント、平成７年は真庭郡とは 0.2 ポイント、岡山県とは

1.4 ポイントと小さくなっている。 

以上で記述したように、水田の休閑は蒜山地域、真庭郡及び岡山県とも昭和４５年まで

は低調であるが、同５０年に急激に拡大し、その後は縮小に転じ、概ね５％以下の範囲で

推移し、蒜山地域と真庭郡は近接し、岡山県の方が幾分上回っている。 

④ 水田の利用状態別構成 

以上で記述した蒜山地域における水田の利用状態別構成につて、昭和４５年－同５０年

－同５５年－平成２年－同７年の時系列で、同構成比の概数（小数点以下四捨五入）を真

庭郡及び岡山県と対比的に列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域 

稲作：９８％－７６％－７３％－６８％－７５％ 

他作目： １％－１０％－２１％－３０％－２２％ 

休閑： １％－１４％－ ６％－ ２％－ ３％ 

真庭郡 

稲作：９７％－８５％－８０％－７２％－８０％ 

他作目： ２％－ ８％－１５％－２６％－１７％ 

休閑： １％－ ８％－ ５％－ ２％－ ３％ 

岡山県 

稲作：９８％－９３％－８６％－７８％－８７％ 

他作目： １％－ ３％－ ８％－１７％－ ８％ 

休閑： １％－ ４％－ ６％－ ６％－ ４％ 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における水田の利用状態別構成において、

稲作が首位に立ち、同シェアの時系列的縮小に伴って他作目シェアと休閑シェアが拡大し、

その拡大の伸びは他作目シェアの方が上回り、そのため他作目が２位を占めている。しか

し、昭和５０年の時点に限り、蒜山地域と岡山県では休閑が２位に格上げされ、真庭郡で

は他作目と休閑の両シェアが同水準となりともに２位を占めている。 

（２） ４か町村 

① 稲作利用 

稲作面積割合は昭和３５年に川上村と八束村各 99.8% 、湯原町 99.5% 、中和村 98.7% 

の順になっている。その後、各町村は縮小基調で推移し、その過程において昭和４５年ま

で川上村、八束村及び中和村は概ね横ばい状態となり、湯原町は９０％台を下降し、同５
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０年には各町村とも急激に縮小し、その後も概ね縮小基調で推移し、平成２年に最低とな

り、同７年には拡大に転じ、昭和６０年の水準に接近している。上記した推移過程におけ

る昭和５０年以降について町村別に子細にみると以下のとおりである。 

川上村は昭和５０年に 67.2% となり、その後は６０％台前半を下降し、平成２年に 60.6% 

となり、同７年には 68.4% となっている。なお、平成１２年は 52.2% を記録している。 

八束村は昭和５０年に 74.1% となり、その後は概ね７０％台を下降し、平成２年に

71.4% 、同７年には 78.3% となっている。なお、平成１２年には 65.5% と記録されている。 

中和村は昭和５０年に 73.7% となり、その後は概ね横ばい状態となり、平成２年に

72.5% 、同７年には 75.8% となっている。なお、平成１２年は 65.5% を記録している。 

湯原町は昭和５０年に 86.0% となり、その後は急速に縮小し、平成２年に 69.6% 、同７

年に 77.2% となっている。なお、平成１２年には 61.0%と記録されている。 

上記したように、平成７年の時点において４か町村のなかで川上村の稲作面積割合は

68.4% と最低になり、八束村は 9.9 ポイント、湯原町は 8.8 ポイント、中和村は 7.4 ポ

イント上回っている。 

次に平成７年における稲作面積割合の昭和３５年に対する縮小の比率をみると、川上村

31.5% 、中和村 23.2% 、湯原町 22.4% 、八束村 21.5% の順になり、川上村が突出してい

る。 

上述したように、稲作面積割合は各町村とも昭和４５年まで概ね１００％に近い水準を

維持し、同５０年に急激に縮小し、同年以降における推移パタ－ンには町村間差異がみら

れ、川上村は６０％台を下降し、八束村と中和村は７０％台前半で横ばい状態となり、湯

原町は８０％台から７０％台に縮小し、平成７年の時点では川上村は７０％を幾分切り、

他の３か町村は７０％台後半の範囲で比較的近接している。以上のように、昭和５０年以

降における稲作による水田利用の後退化の程度は川上村において顕著となっている。 

② 他作目利用 

稲作以外の他作目面積割合は昭和３５年に八束村と湯原町各 0.2%、川上村と中和村各

0.0%の順になっている。 

同年以降、各町村はともに拡大パタ－ンで推移し、その過程において同４５年までは概

ね１％未満で推移し、その後、川上村と八束村は同５０年、中和村と湯原町は同５５年に

急激に拡大し、平成２年に最高に達し、同７年には概ね昭和６０年の水準に近接している。

上記した推移過程における昭和５０年以降について町村別に子細にみると以下のとおりで

ある。 

川上村と八束村は昭和５０年にそれぞれ 19.5% 、9.8%、平成２年にそれぞれ 37.7% 、28.0% 

となり、同７年に川上村 30.1% 、八束村 20.1% となっている。一方、中和村と湯原町は昭

和５０年にそれぞれ 1.6%、5.6%、同５５年にそれぞれ 21.7% 、10.0% 、平成２年にそれぞ

れ 25.4% 、27.3% となり、同７年には中和村 18.1% 、湯原町 18.6% となっている。なお、

平成１２年には川上村 44.9% 、八束村 29.2% 、湯原町 27.8% 、中和村 17.3% と記録され

ている。 

上記したように、平成７年の時点で川上村の他作目面積割合は 30.1% となり、八束村を

10.0 ポイント、中和村を 12.0 ポイント、湯原町を 11.5 ポイント上回っている。 

以上で記述したように、稲作以外の他作目による水田利用の状態は、川上村と八束村は

昭和４５年まで極めて低調で、同５０年に活発化し、一方、中和村と湯原町は同５０年ま

で低調で、同５５年に活発化し、その後における他作目面積割合は時系列的に拡大し、平

成２年に最高に達し、同７年の時点で川上村と八束村は昭和５５年の水準、また、中和村

と湯原町は同６０年の水準に接近している。 

上述の昭和５０年以降におけ推移過程において、川上村は３０％台、八束村は２０％台、

中和村は概ね２０％前後、湯原町は概ね１０％台で推移し、平成７年に川上村３０％、八

束村２０％、中和村と湯原町は１８％となっている。 

③ 休閑地 

休閑地面積割合は昭和３５年に中和村 0.8%、湯原町 0.3%、川上村 0.2%、八束村 0.0%の

順になっている。 
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その後、湯原町は昭和４５年まで 2.1%となり、八束村は同４５年 に初めて 0.4%となり、

川上村と中和村は同４０年に休閑利用はみられず、同４５年にそれぞれ 0.2%、0.0%となっ

ている。昭和５０年には各町村とも急激に拡大し、川上村、八束村及び中和村は同年に最

高に達し、湯原町は同５５年にピ－クを迎え、その後は各町村とも急速な縮小に転じ、平

成７年には川上村を除く３か町村は拡大している。上記した推移過程における昭和５０年

以降について町村別に子細にみると以下のとおりである。 

川上村は昭和５０年に 13.3% となり、同５５年に 8.1%、同６０年には 1.8%と更に急落

し、平成７年に 1.5%となっている。なお、平成１２年は 2.9%を記録している。 

八束村は昭和５０年に 16.1% となり、同５５年に 4.9%、同６０年には 0.9%と更に急落

し、平成７年に 1.6%となっている。なお、平成１２年は 5.3%を記録している。 

中和村は昭和５０年に 24.7% となり、同５５年には 4.9%と急激に縮小し、同６０年には

6.7%に拡大し、平成２年には 2.1%に急落し、同７年に 6.1%となっている。なお、平成１２

年は 17.2% を記録している。 

湯原町は昭和５０年に 8.4%となり、同５５年に 9.0%と最高に達し、同６０年には 5.9%

となり、平成２年には 3.1%と更に急落し、同７年に 4.2%となっている。なお、平成１２年

には 11.2% と記録されている。 

上記したように、昭和５０年における休閑地面積割合は中和村が 24.7% と４か町村中最

高になり、八束村を 8.6 ポイント、川上村を 11.4 ポイント、湯原町を 16.3 ポイント上回

っている。平成７年の時点では中和村は 6.1%と最高になり、湯原町を 1.9 ポイント、八束

村を 4.5 ポイント、川上村を 4.6 ポイント上回っている。 

以上のように、水田の休閑は昭和４５年まで湯原町を除く３か村は皆無の状態に等しく、

湯原町は僅かながら実施されている。しかし休閑地面積割合は昭和５０年に劇的に拡大し、

そして同５５年に湯原町を除く３か村は急激に縮小し、とくに八束村は急速な縮小に転じ

ている。一方、湯原町は極めて緩やかに昭和５５年まで拡大し、その後縮小している。以

上の昭和５０年以降の推移経過から、４か町村における水田の休閑的利用は中和村と湯原

町が先行し、次いで川上村、八束村と続いている。 

⑤ 水田の利用状態別構成 

以上で記述した４か町村における水田の利用状態別構成について、昭和４５年－同５０

年－同５５年－平成２年－同７年の時系列で、同構成比の概数（小数点以下四捨五入）を

町村ごとに列記すると以下のとおりである。なお、0.0%は 0.4%以下、０％は該当なしを示

す。 

川上村 

稲作： ９９％－６７％－６２％－６１％－６８％ 

他作目：  １％－２０％－３０％－３８％－３０％ 

休閑：  0.0%－１３％－ ８％－ ２％－ ２％ 

八束村 

稲作： ９９％－７４％－７４％－７１％－７８％ 

他作目：  0.0%－１０％－２２％－２８％－２０％ 

休閑：  0.0%- １６％－ ５％－ １％－ ２％ 

中和村 

稲作：１００％－７４％－７３％－７３％－７６％ 

他作目：  ０％－ ２％－２２％－２５％－１８％ 

休閑：  0.0%－２５％－ ５％－ ２％－ ６％ 

湯原町 

稲作： ９６％－８６％－８１％－７０％－７７％ 

他作目：  ２％－ ６％－１０％－２７％－１９％ 

休閑：  ２％－ ８％－ ９％－ ３％－ ４％ 

各町村における水田の利用状態別構成において、稲作シェアが首位に立ち、同シェアの

時系列的縮小に伴い他作目及び休閑の両シェアの拡大となっている。その拡大過程におい

て他作目は２位、休閑は３位を占めているが、昭和５０年の時点に限り、八束村、中和村、
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湯原町では休閑が２位、他作目が３位と順位の逆転がみられる。 

２２２２ 畑畑畑畑のののの利用状態利用状態利用状態利用状態 

（１） 蒜山地域 

① 普通畑作物による利用 

蒜山地域における普通畑作物による利用面積割合（以下、普通畑作面積）は昭和３５～

４０年は不詳、同４５年に 77.9% となり、その後は縮小基調で推移し、その過程において

同５０年に 64.3% と急激に縮小し、同５５年には 71.9%に拡大し、その後は 72.0% 台で推

移し、平成７年には 62.3% と最低になっている。なお、平成１２年は 62.2% を記録してい

る。 

一方、真庭郡における普通畑作面積割合は昭和４５年に 86.2% となり、その後の推移パ

タ－ンは蒜山地域に類似している。すなわち、昭和５０年に72.5% に急落し、その後は75.0% 

台で推移し、平成７年に 69.5% と最低になっている。なお、平成１２年には 67.3% と記録

されている。 

岡山県における普通畑作面積割合は昭和４５年に 82.2% となり、その推移パタ－ンには

蒜山地域と幾分違いがみられる。すなわち、昭和５０年に 74.9% と急激に縮小し、その後

は拡大基調に転じ、同６０年に 79.6% 、平成２年には 82.6% とピ－クを迎え、同７年に

80.7% となっている。なお、平成１２年は 79.0%を記録している。 

上記したように、昭和４５年における蒜山地域の普通畑作面積割合は 77.9% で、岡山県

及び真庭郡を下回り、その較差はそれぞれ 4.3 ポイント、8.3 ポイントとなっている。ま

た、平成７年の時点において蒜山地域は 62.3% となり、真庭郡及び岡山県を下回り、その

較差はそれぞれ 7.2 ポイント、18.4 ポイントとなっている。 

次に平成７年におけ普通畑作面積割合の昭和４５年に対する縮小の比率をみると、蒜山

地域 20.0% 、真庭郡 19.4% 、岡山県 1.8%の順になり、蒜山地域及び真庭郡における普通

畑作の時系列的後退が目立っている。 

② 牧草専用利用 

蒜山地域における牧草専用面積割合は、昭和４５年に 15.0% となり、その後は拡大基調

で推移し、その過程において同５０年に 22.3% と急激に拡大し、その後は２１～２２％の

範囲で推移し、平成２年に 21.6% となり、同７年には 28.7% とピ－クを迎えている。なお、

平成１２年は 32.0% を記録している。 

一方、真庭郡における牧草専用面積割合は、昭和４５年に 10.9% となり、その後は蒜山

地域と同様に拡大基調で推移し、その過程において同５０年には 15.5%に拡大し、その後

は１７～１８％の範囲で推移し、平成２年に 17.7% となり、同７年には 21.4% とピ－クを

迎えている。なお、平成１２年は 25.7% を記録している。 

岡山県における牧草専用面積割合は、昭和４５年に 3.9%となり、その後は拡大基調で推

移し、その過程において同５０年に 7.1%と急激に拡大し、その後も拡大を続け、同６０年

に 9.1%とピ－クを迎えた後は縮小に転じ、平成２年に 8.7%となり、同７年には蒜山地域や

真庭郡と違って縮小し 7.2%となり、昭和５０年の水準に戻っている。なお、平成１２年は

9.6%を記録している。 

上記したように、昭和４５年における蒜山地域の牧草専用面積割合は 15.0% となり、真

庭郡及び岡山県を上回り、その較差はそれぞれ 4.1 ポイント、11.1 ポイントとなっている。

同年以降、蒜山地域の同面積割合は真庭郡及び岡山県を上回り、その較差は平成２年の各

時点において真庭郡とは５ポイント前後、岡山県とは１３ポイント前後となっている。平

成７年の時点においては蒜山地域は 28.7% となり、真庭郡及び岡山県を上回り、その較差

はそれぞれ 7.3 ポイント、21.5 ポイントとなっている。以上のように、蒜山地域における

牧草専用の畑地利用は真庭郡及び岡山県を上回る速度で進行している。 

次に平成７年における牧草専用面積割合の昭和４５年に対する拡大の比率をみると、真

庭郡 96.3% 、蒜山地域 91.3% 、岡山県 84.6% の順になり、蒜山地域における畑の牧草専

用利用は岡山県と比べてとくに著しく進んでいる。 

上記したように、牧草専用面積割合は蒜山地域、真庭郡及び岡山県はともに拡大基調で

推移し、その過程で昭和５０年に急激に拡大し、岡山県は平成２年、他は同７年に最高に



- 323 - 

達している。以上の推移過程において蒜山地域は昭和５０年以降は２２％前後で推移し、

平成７年に３０％に近接し、真庭郡は１０％台を上昇し、同７年に２０％台前半に達し、

一方、岡山県は昭和５０年以降７～９％の範囲で推移している。 

③ 休閑地 

蒜山地域における休閑地面積割合は、昭和４０年に 8.5%となり、同４５年に 7.1%と幾分

縮小し、同５０年には 13.4% と最高に達し、その後は５～７％の範囲で推移し、その過程

において同６０年には 5.4%と最低を記録し、平成７年に 9.0%となっている。なお、平成１

２年は 5.8%を記録している。 

一方、真庭郡における休閑地面積割合は、昭和４０年に 4.7%となり、その後は拡大し、

同５０年に 12.0% とピ－クを迎え、同５５年には 7.6%に急落し、その後は 6.0%台で推移

し、平成７年に 9.1%となっている。なお、平成１２年は 7.0%を記録している。 

岡山県における休閑地面積割合は、昭和４０年に 8.6%となり、その後は急速に拡大し、

同５０年に 18.0% と最高に達し、その後は急速な縮小に転じ、平成２年に 8.7%となり、同

７年には 12.1% となっている。なお、平成１２年には 11.4% と記録されている。 

上記したように、昭和４０年における蒜山地域の休閑地面積割合 8.5%となり、岡山県を

極僅差ながら 0.1 ポイント下回り、反対に真庭郡を 3.8 ポイント上回っている。同年以降、

蒜山地域は岡山県を全時点で下回り、その較差は昭和６０年までの各時点では概数（小数

点以下四捨五入）で５～８ポイント、平成２年以降は３ポイントとなっている。 

一方、真庭郡を昭和５０年を除く各時点で下回り、その較差は同６０年まで１ポイント

前後、平成２年以降は１ポイント未満となっている。以上の推移経過のもとで、平成７年

に蒜山地域は 9.0%となり、真庭郡を極僅差ながら 0.1 ポイント、岡山県を 3.1 ポイント

上回っている。 

次に平成７年における休閑地面積割合の昭和４０年に対する拡大の比率をみると、真庭

郡 93.6% 、岡山県 40.7% 、蒜山地域 5.9%の順になり、蒜山地域における休閑地面積拡大

の速度は極めて遅い。 

上記したように、休閑地面積割合は蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに昭和５０年に急激

に拡大し、最高に達し、その後は縮小基調で推移し、前２者は昭和６０年、後者は平成２

年に最低となっている。以上の推移過程で、蒜山地域と真庭郡は昭和５０年に１０％台に

乗り、他の時点では１０％未満となり、終始近似した水準で推移し、一方、岡山県は大半

の時点において１０％台で推移している。 

④ 畑の利用状態別構成 

以上で記述した蒜山地域における畑の利用状態別構成について、昭和４５年－同５０年

－同５５年－平成２年－同７年の時系列で、同構成比のは概数（小数点以下四捨五入）を

真庭郡及び岡山県と対比的に列記すると以下のとおりである。なお、畑作は普通畑作物に

よる利用、牧草作は牧草専用利用を意味する。 

蒜山地域 

畑作：７８％－６４％－７２％－７２％－６２％ 

牧草作：１５％－２２％－２２％－２２％－２９％ 

休閑： ７％－１３％－ ６％－ ６％－ ９％ 

真庭郡 

畑作：８６％－７３％－７６％－７６％－７０％ 

牧草作：１１％－１６％－１８％－１８％－２１％ 

休閑： ８％－１２％－ ７％－ ７％－ ９％ 

岡山県 

畑作：８２％－７５％－７８％－８３％－８１％ 

牧草作： ４％－ ７％－ ８％－ ９％－ ７％ 

休閑：１４％－１８％－１４％－ ９％－１２％ 

上記したように、蒜山地域、真庭郡、岡山県における畑の利用状態別構成において普通

畑作物が首位に立ち、次いで蒜山地域と真庭郡では牧草専用、休閑と続き、岡山県では休

閑、牧草専用と続いている。 
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（２） ４か町村 

① 普通畑作物による利用 

普通畑作物による利用面積割合（以下、普通畑作面積）は昭和４５年に中和村 88.5% 、

八束村 83.2% 、川上村 70.9% 、湯原町 69.3%の順になっている。 

上記の面積割合は昭和５０年に急激に縮小し、中和村 69.4% 、八束村 69.1% 、湯原町

60.5% 、川上村 58.8% となっている。しかし昭和５５年には急激に拡大し、中和村 86.8% 、

八束村 78.9% 、湯原町 64.0% 、川上村 61.4% の順になっている。昭和５５年以後、川上

村と湯原町は拡大基調で推移し、平成７年に急落している。一方、八束村と中和村は縮小

を続け、平成７年に急落している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町 67.8% 、八束村 66.8% 、川上村 56.5% 、

中和村 42.3%の順になり、最高割合の湯原町と比べて八束村は 1.0 ポイント、川上村は 11.3

ポイント、中和村は 25.5 ポイント下回っている。なお、平成１２年には湯原町 78.7% 、

中和村 72.4% 、八束村 61.9% 、川上村 58.9% と記録されている。 

次に平成７年における普通畑作面積割合の昭和４５年に対する縮小の比率をみると、中

和村 57.7% 、川上村 43.5% 、八束村 33.2% 、湯原町 32.2% の順になっている。 

上記したように、普通畑作面積割合は各町村とも時系列的に縮小し、その過程において

昭和５０年に急激に縮小し、とくに中和村の縮小程度は顕著であり、畑利用における普通

畑作の劇的な後退化が始まっている。なお、昭和４５年の時点で同面積割合の近似してい

た川上村と湯原町はその後の推移過程で前者の方が著しく縮小し、普通畑作利用は後退し

ている。 

② 牧草専用利用 

牧草専用面積割合は昭和４５年に川上村 26.6% 、湯原町 21.8% 、中和村 9.2%、八束村

7.0%の順になっている。同年以降における各町村の推移パタ－ンには多少の相違がみられ

る。すな、八束村は一貫して拡大し、川上村と湯原町は拡大基調、中和村は縮小基調の下

で以下のように推移している。 

川上村は昭和５５年、湯原町は同５０年にピ－クに達し、それぞれ 36.0% 、29.9% とな

り、その後は縮小に転じ、平成２年に川上村 32.2% 、湯原町 21.0%となり、同７年に再び

拡大している。八束村は緩やかな拡大を続け、平成２年に 16.4% となり、同７年に急激に

拡大している。一方、中和村は昭和５５年に 2.6%と急激に縮小し、その後は 3.0%台で推移

し、平成７年に最低となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に川上村 35.3% 、八束村 26.4% 、湯原町 25.3% 、

中和村 1.1%の順になり、中和村は極めて低水準となり、畑の牧草専用は最も遅れている。

なお、平成１２年には川上村 38.2% 、八束村 31.6% 、湯原町 9.8%、中和村 2.0%と記録さ

れている。 

次に平成７年における牧草専用面積割合の昭和４５年に対す拡大の比率をみると、八束

村 277.1%、川上村 32.7% 、湯原町 16.1% の順になり、反対に中和村は 88.0% の縮小とな

っている。以上の八束村における拡大率の突出は昭和４５年の水準が非常に低く、平成７

年における急激な拡大によるものである。 

上記したように、牧草専用面積割合は昭和４５年以降、中和村を除く他の３か町村では

時系列的に拡大し、その推移過程において川上村は八束村及び湯原町を大幅に上回り、概

ね３０％台前半で推移し、湯原町は２０％台で推移し、八束村は１０％台を上昇し、平成

７年に２０％台に乗っている。一方、中和村は１０％以下の範囲を下降し、昭和５５年以

降は３％程度で推移し、平成７年には１％を割り込んでいる。 

③ 休閑地 

休閑地面積割合は昭和４０年に八束村 10.9% 、湯原町 8.5%、川上村 7.3%、中和村 3.5%

の順になっている。 

昭和４５年には湯原町を除く３か村は縮小し、湯原町は横ばいとなり、同５０年に中和

村は 22.2% 、八束村は 18.6% 、湯原町は 9.6%と拡大し、ピ－クに達し、反対に川上村は

6.7%に縮小している。昭和５５年には各町村とも急激に縮小し、中和村10.6% 、湯原町8.8%、

八束村 7.7%、川上村 2.6%の順になっている。その後、中和村は拡大し、平成２年に昭和５
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０年の水準に近接し、平成７年には劇的な拡大に転じ、湯原町と八束村は縮小基調で推移

し、川上村は昭和６０年まで横ばい状態となり、平成２年に縮小し、同平成７年に拡大し

ている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に中和村 56.6% 、川上村 8.2%、湯原町 6.9%、八束

村 6.8%の順になり、昭和４０年の時点と比べて、中和村は 53.1 ポイント、川上村は 0.9 

ポイント拡大し、反対に八束村は 4.1 ポイント、湯原町は 1.6 ポイント縮小している。な

お、平成１２年には中和村 25.6% 、湯原町 11.5% 、八束村 6.5%、川上村 2.9%と記録され

ている。 

上記したように、休閑地面積割合は各町村とも昭和５０年に急激に拡大し、同５５年に

急落し、その後における推移過程において中和村は他の３か町村を大幅に上回り、平成７

年には劇的な拡大を遂げている。また、他の３か町村が８％以下の範囲で推移するなかで

川上村は平成２年まで２％未満の最低水準で推移している。 

④ 畑の利用状態別構成 

以上で記述した４か町村における畑の利用状態別構成について、昭和４５年－同５０年

－同５５年－平成２年－同７年の時系列で、同構成比の概数（小数点以下四捨五入）を町

村ごとに列記すると以下のとおりである。なお、畑作は普通畑作物による利用、牧草作は

牧草専用利用を意味する。 

川上村 

畑作：７１％－５９％－６１％－６６％－５７％ 

牧草作：２７％－３５％－３６％－３２％－３５％ 

休閑： ３％－ ７％－ ３％－ ２％－ ８％ 

八束村 

畑作：８３％－６９％－７９％－７６％－６７％ 

牧草作： ７％－１２％－１３％－１６％－２６％ 

休閑：１０％－１９％－ ８％－ ７％－ ７％ 

中和村 

畑作：８９％－６９％－８７％－７７％－４２％ 

牧草作： ９％－ ８％－ ３％－ ３％－ １％ 

休閑： ２％－２２％－１１％－２０％－５７％ 

湯原町 

畑作：６９％－６１％－６４％－７２％－６８％ 

牧草作：２２％－３０％－２７％－２１％－２５％ 

休閑： ９％－１０％－ ９％－ ７％－ ７％ 

各町村における畑の利用状態別構成において畑作シェアが全時点に亘って首位に立ち、

同シェアの時系列的縮小に伴って牧草作シェア及び休閑シェアが拡大し、その拡大過程に

おいて２位と３位を占める作目の交代がみられる。すなわち、川上村と湯原町では全時点

において牧草作が２位、休閑は３位を占めている。しかし、八束村では昭和４５～５０年

の２時点で休閑が２位を占め、中和村では休閑が同５０年～平成２年間の３時点で２位、

同７年には首位に上がり、牧草作は３位となっている。 

 

第第第第５５５５項項項項 農作物農作物農作物農作物のののの作付状態作付状態作付状態作付状態 

前項で蒜山地域と４か町村における経営耕地の地目別利用状態について、田では稲作、

その他作目、休閑、畑では普通畑作物、牧草専用、休閑に充当した面積等の視点から記述

したが、本項では経営耕地（田畑）における主要農作物の作付状態について表２５～２７

に基づいて詳述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

１１１１ 作付延作付延作付延作付延べべべべ面積面積面積面積とととと耕地利用率耕地利用率耕地利用率耕地利用率のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農作物の作付延べ面積は、表２５によると昭和３５年に 2,826ha を記

録し、同４０年に 2,085ha に急減し、同４５年には 3,900ha と劇的に増加し最高に達し、

同５０年に 3,245ha と急減し、その後は減少基調に転じ、平成７年に 2,877ha と３千 ha
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を切り、同１２年には 2,198ha となり、昭和３５年以降平成１２年まで４０年間の減少率

は 22.2%となっている。ちなみに全国と都府県における減少率はそれぞれ 44.0% 、53.0% 

となっている
4)

。 

一方、真庭郡における作付け延べ面積は昭和３５年に 9,185ha となり、同４０年に

7,211ha と急減し、同４５年には 10,023ha に急増し、同５０年に 7,945ha と急減し、そ

の後は一貫して減少し、平成１２年に 5,104ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率

は 44.4% となり、蒜山地域を 22.2 ポイント上回っている。 

岡山県における作付け延べ面積は昭和３５年に 165,266ha となり、その後は一貫して減

少し、平成１２年に 62,509ha となり、昭和３５年以降４０年間にの減少率は 62.2% とな

り、蒜山地域を 40.0 ポイント上回っている。 

上記した蒜山地域における農作物作付延べ面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真

庭郡比及び対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 30.8%となり、その後は上昇基調で推移し、平成２～７年の

２時点においてピ－クに達し、その後下降している。すなわち、昭和４０年には 28.9% に

低下し、同４５年に 38.9% と急激に上昇し、その後は４０％台を上昇し、平成２年に 46.2%

と最高に達し、同７年に 46.0% 、同１２年には 43.1% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.71%となり、その後は上昇基調で推移し、平成７年に最高

に達し、同１２年に下降している。すなわち、昭和４５年に 3.13% となり、その後は３％

台を上昇し、平成７年に 3.87% 、同１２年には 3.52% となっている。 

以上のように、蒜山地域における農作物作付延べ面積の真庭郡に占める割合は３０％か

ら４０％台に上昇し、一方、岡山県に占める割合は２％弱から４％近くまで上昇している。 

次に蒜山地域における耕地利用率の推移状況を表２５でみると、昭和３５年に 109.9%と

なり、同４０年に 105.3%、同４５年には 130.8%と急上昇し、最高に達し、その後は低下基

調で推移し、平成７年に 106.6%となり、同１２年には 83.3% と１００％を切っている。ち

なみに全国と都府県における耕地利用率はそれぞれ昭和３５年に 153.1%、160.3%、平成１

２年には 94.5% 、99.2% となっている
4)

。 

一方、真庭郡における耕地利用率は昭和３５年に 128.2%を記録し、同４０年に 105.2%、

同４５年には 131.1%と急上昇して最高に達し、その後は一貫して低下し、平成７年には

104.9%、同１２年には 88.2% となり、蒜山地域を 4.9 ポイント上回っている。 

岡山県における耕地利用率は昭和３５年に 145.7%を示し、その後は一貫して低下し、そ

の過程で同４０年に 122.5%、同６０年に 101.5%となり、平成２年には 97.3% と１００％

を切り、同１２年に 84.7% となっている。 

上記したように、耕地利用率は時系列的に低下パタ－ンで推移し、その過程において蒜

山地域は真庭郡を昭和３５年に 18.3 ポイント下回り、その後も同５０年まで僅差ながら下

回り、反対に同５５年～平成７年までは 0.2～5.4 ポイントの範囲で上回り、反対に同１２

年には 4.9 ポイント下回っている。一方、岡山県を昭和３５年に 35.8 ポイント下回り、

その後は平成７年まで 14.5～22.3 ポイントの範囲で上回り、同１２年には 1.4 ポイント

下回っている。なお、耕地利用率が１００％を切る時点は蒜山地域と真庭郡は平成１２年、

岡山県は同２年となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における農作物作付延べ面積は 2,826ha となり、その町村別内訳は八束村９８

２ha（町村別構成比 34.7% ）、湯原町８７３ha（同 30.9% ）、川上村６９５ha （同 24.6% ）、

中和村２７９ha（同 9.9%）の順になっている。 

同年以降、上記面積は各町村とも昭和４０年に減少し、同４５年には急激に増加し最高

に達し、その後は一貫して減少し、平成１２年に 2,198ha となり、その町村別内訳は八束

村８６８ha（同 39.5% ）、川上村７３５ha（同 33.45 ）、湯原町４０９ha（同 18.6% ）、

中和村１８６ha（同 8.5%）の順になり、昭和３５年以降４０年間における減少率は湯原町

53.2% 、中和村 33.3% 、八束村 11.6% の順になり、反対に川上村は 5.8%の増加となって

いる。 

上記した平成１２年における農作物作付延べ面積の町村別構成比の昭和３５年に対する
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拡大又は縮小の比率をみると、川上村と八束村は拡大し、その比率はそれぞれ 35.8% 、13.8% 

となり、反対に湯原町は 39.8% 、中和村は 14.4% の縮小となっている。 

次に各町村における耕地利用率の推移状況をみると、昭和３５年に湯原町 119.9%、八束

村 106.7%、川上村 106.1%、中和村 104.1%の順になっている。同年以降、上記の耕地利用

率は昭和４５年に上昇し、湯原町 149.0%、川上村 141.9%、中和村 130.4%、八束村 120.9%

の順になり、その後は低下基調で推移している。以上の推移過程において中和村は昭和５

０年に 96.4% と１００％を割り込み、その後急落し、八束村は平成７年、川上村と湯原町

は同１２年に１００％を切っている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に川上村 92.0% 、湯原町 86.5% 、八束村 81.1% 、

中和村 62.8% の順になり、川上村は湯原町を 5.5 ポイント、八束村を 10.9 ポイント、中

和村を 29.2 ポイント上回っている。 

２２２２ 作目別農作物作付面積作目別農作物作付面積作目別農作物作付面積作目別農作物作付面積のののの推移推移推移推移 

２２２２－－－－１１１１ 稲作面積稲作面積稲作面積稲作面積のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における稲作面積は昭和３５年に 1,529ha となり、その後は概ね一貫して減少

し、同５５年に 1,043ha と１千 ha 台に低下し、その後は概ね横ばい状態となり、平成１

２年には 722ha に急落し、昭和３５年以降４０年間の減少率は 52.8% となっている。ちな

みに全国と都府県における減少率はそれぞ 46.9% 、47.9% となっている。 

一方、真庭郡における稲作面積は昭和３５年に 4,729ha となり、その後は蒜山地域と類

似のパタ－ンで推移し、同５５年に 3,051ha となり、その後は横ばい状態で推移し、平成

２年には 2,706ha に減少し、同７年まで横ばい状態に転じ、同１２年には 2,127ha に急減

し、昭和３５年以降４０年間の減少率は 55.0% となり、蒜山地域を 2.2 ポイント上回って

いる。 

岡山県における稲作面積は、昭和３５年に 80.000ha となり、その後は一貫して減少し、

平成２年に 45,000ha となり、同７年まで横ばい状態で推移し、同１２年に 36,700ha と急

落し、昭和３５年以降４０年間の減少率は 54.1% となり、蒜山地域を 1.3 ポイント上回っ

ている。 

次に上記した蒜山地域における稲作面積が真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比

及び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 32.4%となり、その後は上昇基調で推移し、平成７年に最高

に達している。以上の推移過程において昭和４５年には 34.6%に上昇し、同５５年まで横

ばい状態となり、同６０年に 36.1% 、平成２年には 37.1%に上昇し、同７年は横ばい状態

となり、同１２年に 33.9% と下降し、昭和４５年の水準に近接している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.91%となり、その後は上昇基調で推移し、平成７年に最高

に達している。以上の推移過程において昭和５５年まで 1.90% 台を上昇し、同６０年に

2.16% と 2.00% 台に乗り、その後は同水準台を緩やかに上昇し、平成７年に 2.25% となり、

同１２年には 1.97% と下降している。 

以上で記述した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における稲作面積は昭

和３５年以降一貫して減少し、とくに平成１２年には急減し、同３５年以降４０年間の減

少率は蒜山地域５３％弱、岡山県５４％強、真庭郡５５％の順になっている。 

蒜山地域における稲作面積の対真庭郡比は昭和３５年以降３０％台で推移し、その過程

で上昇と横ばいを重ね、平成２年に３７％に達し、同１２年には３４％弱となり、昭和４

５年の水準に近接している。一方、対岡山県比は昭和３５年以降１％台を緩やかに上昇し、

同６０年に２％台に乗り、平成１２年には２％弱となり、昭和５５年の水準に戻っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における４か町村の稲作面積 1,529ha の町村別内訳は、湯原町４９１ha（町

村別構成比 32.1% ）、八束村４５９ha（同 30.0% ）、川上村 384ha （同 25.1% ）、中和

村１９５ha（同 12.8% ）の順になっている。 

同年以降、湯原町は一貫して減少し、八束村は昭和４５年まで横ばい状態で推移し、そ

の後は一貫して減少し、川上村は同４０年に幾分増加し、最高に達し、その後は一貫して
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減少し、中和村は減少基調で推移し、平成１２年には各町村よも急激に減少している。以

上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の稲作面積は７２２ha となり、その

町村別内訳は八束村２７２ha（同 37.7% ）、湯原町１８７ha（同 25.9% ）、川上村１５７

ha（同 21.7% ）、中和村１０６ha（同 14.7% ）の順になっている。 

上記した稲作面積の昭和３５年以降４０年間の減少率は湯原町 61.9% 、川上村 59.1% 、

中和村 45.6% 、八束村 40.7% の順になり、湯原町は川上村を 2.8 ポイント、中和村を 16.3

ポイント、八束村を 21.2 ポイント上回っている。 

次に前述の平成１２年における稲作面積の町村別構成比の昭和３５年に対する拡大又は

縮小の比率をみると、その拡大は八束村 25.7% 、中和村 14.8% 、反対に縮小は湯原町 19.3% 、

川上村は 13.5% とな、八束村の拡大は突出している。 

以上で記述した内容をまとめると、４か町村における稲作面積は時系列的に減少し、と

くに平成１２年には急激に減少し、昭和３５年以降４０年間の減少率は湯原町６２％弱、

川上村５９％強、中和村４６％弱、八束村４１％弱の順になっている。 

稲作面積別町村構成比は昭和３５年に湯原町３２％強、八束村３０％、川上村２５％強、

中和村１３％弱、平成１２年には八束村３８％弱、湯原町２６％弱、川上村２２％弱、、

中和村１５％弱の順になっている。 

２２２２－－－－２２２２ 飼料作面積飼料作面積飼料作面積飼料作面積のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における飼料作物面積（以下、飼料作面積）は昭和３５年に２８３ha となり、

その後急激に増加し、同４５年に 1,537ha を記録し、同５０年には 1,219ha に減少し、そ

の後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年に 1,134ha と１千 ha 台に下落し、同１２年に

９４２ha となり、昭和３５年以降４０年間の増加率は 232.9%となっている。ちなみに全国

並びに都府県における増加率はそれぞれ 101.0%、15.5%となっている
4)

。 

一方、真庭郡における昭和３５年の飼料作面積は４４１ha となり、その後は蒜山地域と

類似のパタ－ンで推移し、同４５年に 2,884ha と最高に達し、同５０年には 2,241ha と急

激に減少し、その後は減少基調で推移し、その推移過程で平成７年に 1,966ha 、同１２年

には 1,554ha となり、昭和３５年以降４０年間の増加率は 252.4%を示し、蒜山地域を 19.5

ポイント上回っている。 

岡山県における飼料作面積は、昭和３５年に 1,905ha となり、その後は急増し、同４５

年に 11,100ha と最高に達し、その後は 10,800ha 程度の横ばい状態に転じ、平成７年に

8,570ha 、同１２年には 6,580ha に急減し、昭和３５年以降４０年間の増加率は 245.4%と

なり、蒜山地域を 12.5 ポイント上回っている。 

次に上記した蒜山地域における飼料作面積の真庭郡及び岡山県に対する割合（対真庭郡

及び対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 64.2%となり、同４５年まで低下し、同年に 53.3% となり、

その後は上昇基調に転じ、その推移過程で同５５年に 52.0% と最低になり、平成７年に

57.7% 、同１２年には 60.6% と上昇し、昭和３５年の水準にかなり接近している。 

対岡山県比は昭和３５年に 14.86%となり、その後、同５５年までの各時点で低下し、同

年に 11.40%と最低を記録し、その後は 11.00%台を上昇し、平成２年に 11.69%、同７年に

13.23%、同１２年には 14.31%となり、昭和３５年の水準に接近している。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における飼料作面積は昭和４

５年に最高に達し、その後は減少基調で推移し、平成１２年に急減し、昭和３５年以降４

０年間の増加率は真庭郡２５２％強、岡山県２４５％強、蒜山地域２３３％弱の順になっ

ている。 

蒜山地域における飼料作面積の対真庭郡比及び対岡は山県比は昭和３５年にそれぞれ６

４％強、１５％弱となり、その後は低下し、平成年代に入ると、対真庭郡比は５７％強か

ら６１％弱、対岡山県比は１２％弱から１４％強に上昇しているが、昭和３５年の水準に

比べると、真庭郡レベルでは及ばず、岡山県レベルではほぼ同水準に回帰している。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における４か町村の飼料作面積２８３ha の町村別内訳は、八束村１３２ha
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（町村別構成比 46.6% ）、川上村９２ha（同 32.5% ）、湯原町４９ha（同 17.3% ）、中

和村１０ha（同 3.5%）の順になっている。 

同年以降、４か町村の上記面積は昭和４５年まで急増し最高に達し、その後は減少基調

に転じ、平成１２年には八束村を除く３か町村は急減し、八束村は増加に転じている。以

上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の飼料作面積は９４２ha となり、そ

の町村別内訳は八束村４００ha（同 42.5% ）、川上村３５７ha（同 37.9% ）、湯原町１３

０ha（同 13.8% ）、中和村５５ha（同 5.8%）の順になっている。 

上記した飼料作面積の昭和３５年以降４０年間の増加率は中和村 450.0%、川上村

288.0%、八束村 203.0%、湯原町 165.3%の順になり、中和村は川上村を 162.0 ポイント、

八束村を 247.0 ポイント、湯原町を 284.7 ポイント上回っている。 

次に前述した平成１２年における飼料作面積の町村別構成比の昭和３５年に対する拡大

又は縮小の比率をみると、その拡大は川上村 81.4% 、反対に縮小は中和村 63.1% 、湯原町

46.0% 、八束村 2.6%の順になっている。 

上記した内容をまとめると、４か町村における飼料作面積は昭和４５年に急激に増加し

最高に達し、その後は減少基調で推移し、昭和３５年以降４０年間の増加率は中和村４５

０％、川上村２８８％、八束村２０３％、湯原町１６５％強の順になっている。また、飼

料作面積の町村別構成比は昭和３５年に八束村４７％弱、川上村３３％弱、湯原町１７％

強、中和村４％弱、そして平成１２年には八束村４３％弱、川上村３８％弱、湯原町１４

％弱、中和村６％弱の順になっている。 

２２２２－－－－３３３３ 野菜作面積野菜作面積野菜作面積野菜作面積のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における野菜作面積は昭和３５年に２４５ha を記録し、同４０年は横ばい状態

となり、同４５年には６０２ha と一気に増加し、その後は極めて緩やかな増加に転じ、同

５５年には再び急増し８５３ha と最高に達し、その後は７００ha 台を下降し、平成７年に

は４５３ha に急落し、同１２年に４１１ha となり、昭和３５年以降４０年間の増加率は

67.8% となっている。ちなみに全国並びに都府県における増加率はそれぞれ 22.2% 、4.9%

となっている
4)

。 

一方、真庭郡における野菜作面積は、昭和３５年に５２１ha となり、その後は蒜山地域

に類似のパタ－ンで推移し、同４０年に４０７ha と減少し、同５５年には 1,195 ha と最

高に達し、その後は１千 ha 台を緩やかに下降し、平成７年に７５２ha、同１２年には７２

１ha となり、昭和３５年以降４０年間の増加率は 38.4% となり、蒜山地域を 29.4 ポイン

ト下回っている。 

岡山県における野菜作面積は、昭和３５年に 7,557ha となり、その後は蒜山地域に類似

のパタ－ンで推移し、同４５年に 11,600ha とピ－クに達し、その後は比較的緩やかに減少

し、平成１２年に 6,210ha となり、昭和３５年以降４０年間の増加率は 17.8% を示し、蒜

山地域を 50.0 ポイント下回っている、 

次に蒜山地域における野菜作面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比及び対

岡山県比）の推移状況をみると以下のようである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 47.0%となり、その後は上昇基調で推移し、同４０年に 59.2% 

と急上昇し、同４５年に 61.6% 、同５５年には７０％台に乗り、71.4% と最高に達し、そ

の後は平成２年まで概ね横ばい状態で推移し、同７年に 60.2% 、同１２年には 57.0%に急

落し、昭和４０年の水準に近接している。 

対岡山県比は昭和３５年に3.24%となり、その後は上昇し、その過程で同４０年に4.60% 、

同４５年に 5.19% 、同５５年に 9.22% 、平成２年には 10.14%と急上昇し、その後は低下

に転じ、同７年に 6.99% 、同１２年には 6.62% となり、昭和５０年の水準に接近している。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における野菜作面積は増加基

調で推移し、その過程で岡山県は昭和４５年、蒜山地域及び真庭郡は同５５年に最高に達

し、その後は減少に転じ、平成７年以降において急落し、昭和３５年以降４０年間の増加

率は蒜山地域６８％弱、真庭郡３８％強の順になり、反対に岡山県は１８％弱の減少とな

っている。 
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蒜山地域における野菜作面積の対真庭郡比の推移過程は昭和５５年までの上昇期、その

後の低下期に２分される。すなわち、昭和３５年に４７％となり、その後急速に上昇し、

同５５年に７１％強と最高に達し、その後は緩やかに低下し、平成７年以降は急落し、同

１２年に５７％となり、昭和４０年の水準に近接している。一方、対岡山県比の推移過程

は平成２年までの上昇期、その後の低下期に２分される。すなわち、昭和３５年に３％強

となり、平成２年に１０％強と最高に達し、その後は急激に低下し、平成１２年に７％弱

となっている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における４か町村の野菜作面積２４５ha の町村別内訳は、八束村１４０ha

（町村別構成比 57.1% ）、川上村４６ha（同 18.8% ）、湯原町４３ha（同 17.6% ）、中

和村１６ha（同 6.5%）の順になっている。 

同年以降、上記面積は時系列的に増加し、中和村と湯原町は昭和４５年、川上村と八束

村は同５５年に最高に達し、その後は減少基調に転じし、平成７年には湯原町を除く３か

村では急落している。以上の推移過程を町村別に子細にみると以下のとおりである。 

八束村は昭和４０年に１３５ha と幾分減少し、同４５年に３１４ha と急激に増加し、同

５０年に３００ha を僅差ながら切り、同５５年には４４４ha に急増し、最高に達し、その

後４００ha 台を下降し、平成７年には２２２ha と急激に減少し、同１２年は横ばい状態と

なっている。 

川上村は昭和４０年に６５ha、同４５年には１５１ha に急増し、同５５年にはさらに３

００ha と倍増し、最高に達し、同６０年には２００ha 台に下落し、平成７年以降は１００

ha 台を下降している。 

湯原町は昭和４０年に２２ha と急激に減少し、最低となり、同４５年には４８ha と倍増

し、最高に達し、その後は減少基調で推移し、同５５年以降は３０ha 台後半を乱高下して

いる。 

中和村は昭和４０年に１９ha と幾分増加し、同４５年には８９ha と劇的に増加し、最高

に達し、その後は概ね一貫して減少し、平成２年に３６ha となり、同７年には９ha と急激

に減少し、その後は横ばい状態となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の野菜作面積は４１１ha とな

り、その町村別内訳は八束村２２２ha（同 54.0% ）、川上村１４０ha（同 34.1% ）、湯原

町３９ha（同 9.5%）、中和村１０ha（同 2.4%）の順になっている。 

上記した野菜作面積の昭和３５年以降４０年間の増減率をみると、増加は川上村

204.3%、八束村 58.6% の順になり、川上村は八束村を 145.7 ポイント上回っている、反対

に減少は中和村 37.5% 、湯原町 9.3%の順になり、中和村は湯原町を 28.2 ポイント上回っ

ている。 

次に上記した平成１２年における野菜作面積の町村別構成比の昭和３５年に対する拡大

又は縮小の比率をみると、拡大は川上村 81.4% 、縮小は中和村 63.1% 、湯原町 46.0% 、

八束村 5.3%の順になっている。 

以上で記述した内容をまとめると、４か町村における野菜作面積の推移経過には町村間

差異がみられ、川上村と八束村は増加基調で推移し、その過程で昭和５５年に最高に達し、

その後は減少し、平成７年以降は急落している。一方、中和村と湯原町は減少基調で推移

し、その過程で昭和４５年に最高に達し、その後は減少している。以上の推移経過のもと

で、昭和３５年以降４０年間の増減率をみると、増加は川上村２０４％強、八束村５９％

弱の順になり、反対に減少は中和村３８％弱、湯原町９％強の順になっている。 

野菜作面積の町村別構成比は昭和３５年に八束村５７％強、川上村１９％弱、湯原町１

８％弱、中和村７％弱の順になり、平成１２年には八束村５４％、川上村３４％強、湯原

町１０％弱、中和村２％強の順になり、川上村の構成比は顕著に拡大し、中和村と湯原町

は著しく縮小している。 

２２２２－－－－４４４４ 豆類作豆類作豆類作豆類作のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における豆類作面積は、昭和３５年に１８５ha となり、同４０年に９０ha と半
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減し、同４５年には１０７ha に増加し、その後は一貫して減少し、平成１２年に２８ha

と最低になり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 84.1% となっている。ちなみに全国並

びに都府県においける減少率はそれぞれ 72.3% 、71.4% となっている
4)

。 

一方、真庭郡における豆類作面積は、昭和３５年に６５７ha となり、同４０年には３９

２ha に急減し、同４５年には４２２ha に増加し、その後は一貫して減少し、平成１２年に

１９３ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 70.6% となり、蒜山地域を 13.5 ポ

イント下回っている。 

岡山県における豆類作面積は、昭和３５年に 7,098ha となり、その後は減少基調で推移

し、平成１２年に 4,030ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 43.2% となり、蒜

山地域を 40.9 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域における豆類作面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比及び対

岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年 28.2% となり、その後下降基調で推移し、その推移過程におい

て同４０年に 23.0% と低下し、同４５年には 28.2% と上昇し、同５０年には 24.4% と急

落し、その後は２０％台を下降し、平成２年には急激に低下し、12.5% と最低になり、そ

の後は上昇基調に転じ、同１２年に 14.5% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 2.61%となり、その後は上昇基調で推移し、昭和５０年に

2.81% と最高に達し、その後は下降し、同６０年に 1.04% 、平成２年には急激に低下し、

0.60% と最低になり、同１２年に 0.69% となっている。 

以上で記述した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における豆類作面積は

時系列的に減少し、その過程において昭和４０年に急激に減少し、その後において蒜山地

域は同６０年、真庭郡は平成７年に再び激減し、岡山県は昭和４５年以降乱高下している。

以上の推移経過のもとで、昭和３５年以降４０年間の減少率は蒜山地域８４％強、真庭郡

７１％弱、岡山県４３％強となっている。 

蒜山地域における豆類作面積の対真庭郡比は昭和３５年に２８％強となり、その後は低

下基調で推移し、その過程で同６０年に２１％弱となり、平成２年以降は１０％台で推移

し、同１２年に１５％弱と上昇している。一方、対岡山県比は昭和３５年に３％弱となり、

その後は低下基調で推移し、同５５年に２％弱、平成２年以降は１％弱となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和３５年の豆類作面積１８５ha の町村別内訳は、八束村６７ha（町

村別構成比 36.2% ）、湯原町６５ha（同 35.1% ）、川上村３７ha（同 20.0% ）、中和村

１６ha（同 8.6%）の順になっている。 

同年以降、上記面積は経年的に減少基調で推移し、その過程を町村別に追跡すると以下

のとおりである。 

八束村は昭和４０年に２６ha と激減し、その後は２０ha 台で推移し、同６０年以後は１

０ha 台で推移し、平成２年に９ha となり、その後は横ばい状態となっている。 

湯原町は昭和４０年に３８ha と急速に減少し、その後は横ばい状態で推移し、同５０年

には２０ha 台に下落し、同６０年以降は１０ha 台で推移し、平成７年に８ha となり、そ

の後は横ばい状態となっている。 

川上村は昭和４０年に１８ha と半減し、同４５年に３０ha に増加し、その後同５５年ま

で２０ha 台で推移し、同６０年には１２ha に減少し、その後は概ね横ばい状態となり、同

１２年には１０ha を切っている。 

中和村は昭和４０年に８ha と半減し、同４５年には３ha に急減し、その後は１０ha 前

後で推移し、平成２年には４ha に激減し、その後は概ね横ばい状態となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の豆類作面積は２８ha となり、

その町村別内訳は八束村９ha（同 32.1% ）、湯原町８ha（同 28.6% ）、川上村７ha（同

25.0% ）、中和村４ha（同 14.3% ）の順になり、昭和３５年以降４０年間の減少率は湯原

町 87.7% 、八束村 86.6% 、川上村 81.1% 、中和村 75.0% の順になり、湯原町は八束村を

1.1 ポイント、川上村を 6.6 ポイント、中和村を 12.7 ポイント上回っている。 

次に上記した平成１２年における豆類作面積の町村別構成比の昭和３５年に対する拡大
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又は縮小の比率をみると、その拡大は中和村 66.3% 、川上村 25.0% の順になり、反対に縮

小は湯原町 18.5% 、八束村 11.3% の順になっている。 

上記した内容をまとめると、４か町村の豆類作面積は減少基調で推移し、昭和３５年以

降４０年間の減少率は中和村７５％、川上村８１％強、八束村８７％弱、湯原町８８％弱

の順になっている。また、豆類作面積の町村別構成比は昭和３５年に八束村３６％強、湯

原町３５％強、川上村２０％、中和村９％弱の順になり、平成１２年には八束村３２％強、

湯原町２９％弱、川上村２５％、中和村１４％強の順になり、中和村と川上村は同構成比

を拡大している。 

２２２２－－－－５５５５ いもいもいもいも類作面積類作面積類作面積類作面積のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域におけるいも類作面積は、昭和３５年に１２６ha となり、同４０年に７５ha

と著しく減少し、その後も一貫して減少し、同５０年に２７ha、同６０年に１６ha、平成

７年に８ha、同１２年には６ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 95.2% となっ

ている。ちなみに全国並びに都府県における減少率はそれぞれ 44.8% 、90.3% となってい

る
4)

。 

一方、真庭郡は昭和３５年に２９６ha、岡山県は 5,831ha となり、その後の推移パタ－

ンは蒜山地域に類似し、平成１２年に真庭郡は１６ha、岡山県は３４１ha と最低を記録し、

昭和３５年以降４０年間の減少率は岡山県 94.2% 、真庭郡 94.6% の順になり、蒜山地域を

それぞれ１ポイント、0.6 ポイント下回っている。 

次に上記した蒜山地域におけるいも類作面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭

郡比及び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 42.5%を示し、同４０年に幾分下降し、同４５年には 42.6% 

となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同５０年には 38.0% と急激に低下し、同

６０年に 26.7% と３０％を割り、平成２年には 30.0% と急上昇し、同７年に 17.0% と急

低下し、同１２年には 37.5% へと急上昇し、昭和５５年とほぼ同水準となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 2.16%となり、同４０年に幾分低下し、同４５年に 2.16% に

上昇し、その後は 1.00% 台を下降し、平成２年に 1.63% 、同７年に 2.05% 、同１２年に

は 1.76%と乱高下し、同１２年の水準は昭和６０年の水準に接近している。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県におけるいも類作面積は一貫

して減少し、昭和３５年以降４０年間の減少率は蒜山地域９５％、真庭郡９５％弱、岡山

県９４％強の順になり、相互に近接している。 

蒜山地域におけるいも類作面積の対真庭郡比は昭和３５年に４３％弱となり、その後は

概ね低下し、その過程で同５０年～平成２年の各時点は３０％台を下降し、同７年には１

７％弱に急落し、最低となり、同１２年には３８％弱に上昇し、昭和５０年の水準に戻っ

ている。一方、対岡山県比は昭和３５年に２％強となり、その後は概ね低下し、その過程

で同５０～平成２年の各時点は１％台を下降し、同７年に２％強と上昇し、同１２年には

２％弱となり、昭和６０年の水準にかなり近接している。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における４か町村のいも類作面積１２６ha の町村別内訳は、八束村５７ha

（町村別構成比 45.2% ）、川上村３２ha（同 25.4% ）、湯原町２６ha（同 20.6% ）、中

和村１１ha（同 8.7%）の順になっている。 

同年以降、上記面積は同４０年に急激に減少し、その後も一貫して減少し、平成１２年

に最低となり、なかでも中和村は統計調査単位未満の面積となっている。以上の推移経過

を町村別にみると以下のとおりである。 

八束村は昭和４０年に３３ha に急減し、同４５年には１５ha と再び急減し、その後は１

０ha 以下の範囲を漸減している。川上村は昭和４０年に１９ha に急減し、同４５年には１

３ha となり、その後は１０ha 以下の範囲を漸減している。湯原町は昭和４０年に１７ha

に急減し、同４５年には１２ha となり、その後は１０ha 以下の範囲の漸減となっている。

中和村は昭和４０年に６ha、同４５年には３ha に急減し、その後横ばい状態に転じ、同５

５年以降は１ha で推移し、平成１２年は調査単未満となっいる。 
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上記した４か町村におけるいも類作面積の昭和３５年以降４０年間の減少率は湯原町

92.3% 、川上村 93.8% 、八束村 96.5% 、中和村 99.9% の順になり、湯原町は川上村を 1.5 

ポイント、八束村を 4.2 ポイント、中和村を 7.7 ポイント下回っている。 

次に平成１２年におけるいも類作面積の町村別構成比の昭和３５年に対する拡大又は縮

小の比率をみると、その拡大は湯原町 61.7% 、川上村 31.1% の順になり、反対に縮小は中

和村 99.9% 、八束村 26.3% の順になっている。 

上記した内容をまとめると、４か町村におけるいも類作面積は一貫して減少し、そのな

かで中和村は平成１２年に調査単位未満となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は湯原

町９２％強、川上村９４％弱、八束村９７％弱、中和村１００％弱の順になっている。ま

た、いも類作面積の町村別構成比は昭和３５年に八束村４５％強、川上村２５％強、湯原

町２１％弱、中和村９％弱の順になり、平成１２年には川上村、八束村、湯原町はともに

３３％強となっている。 

２２２２－－－－６６６６ 工芸農作物作面積工芸農作物作面積工芸農作物作面積工芸農作物作面積のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の工芸農作物作面積は１０３ha となり、同４０年には８５

ha に減少し、同４５年には９２ha に上昇し、その後は１０ha 台半ばで推移し、平成１２

年に１０ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 90.3% となっている。ちなみに全

国並びに都府県における減少率はそれぞれ 55.7% 、66.0% となっている
4)

。 

一方、真庭郡における工芸農作物作面積は、昭和３５年に３２５ha となり、同４０年に

幾分増加し、同４５年には５７８ha に急増し、同５０年以降は２００ha 後半で推移し、平

成７年に幾分減少し、同１２年には１６３ha に激減し、昭和３５年以降４０年間の減少率

はが 49.7% となり、蒜山地域を 40.5 ポイント下回っている。 

岡山県における工芸農作物作面積は、昭和３５年に 8,208ha となり、その後は減少パタ

－ンで推移し、同４５年に 7,560ha となり、同５０年には 3,680ha に急激に減少し、その

後は漸減し、同１２年には７８９ha に激減し、昭和３５年以降４０年間の減少率は 90.4% 

となり、蒜山地域を極僅差ながら 0.1 ポイント上回っている。 

次に蒜山地域における工芸農作物作面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比

及び対岡山県比）の推移過程をみると、前者は平成２年まで、後者は昭和５５年まで低下

し、その後は上昇と低下を繰り返しいる。 

すなわち、対真庭郡比は昭和３５年に 31.7% となり、その後は低下基調で推移し、その

過程で同４０年に 22.8% 、同４５年に 15.9% となり、同５５年以降は５％台で推移し、平

成２年に 5.2%と最低を記録し、同７年に 7.7%、同１２年には 6.1%と平成年代は幾分乱高

下している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.25%を示し、同４０年に幾分低下し、同４５年に 1.22% と

なり、同５０年には 0.43% と急激に低下し、その後は１％以下の範囲を上昇し、平成７年

に 1.45% とピ－クを迎え、同１２年には 1.27% と低下し、昭和３５年の水準に戻っている。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における工芸農作物作面積は

時系列的に減少基調で推移し、昭和３５年以降４０年間の減少率は蒜山地域と岡山県各９

０％強、真庭郡５０％弱の順になっている。また、蒜山地域における工芸農作物作面積の

対真庭郡比は昭和３５年に３２％弱となり、その後は急速に低下し、同４５年に１６％弱、

同５０年には６％弱と急落し、その後は５～６％の範囲で推移している。一方、対岡山県

比は昭和３５年に１％強となり、同４５年まで横ばい状態で推移し、同５０年に１％未満

となり、その後は僅差ながら上昇し、平成７年以降は１％強となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和３５年の工芸農作物作面積１０３ha の町村別内訳は、川上村４０

ha（町村別構成比 38.8% ）、八束村３２ha（同 31.1% ）、湯原町２３ha（同 23.3% ）、

中和村８ha（同 7.8%）の順になっている。 

同年以降、上記面積の推移パタ－ンには町村間差異が以下のようにみられる。 

川上村は急速に減少し、昭和４５年に２０ha となり、同５０年には２ha と劇的に減少し、

その後は横ばい状態となり、同６０年には１ha となり、平成２年には作付け皆無となり、
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平７年以降は調査単位未満となっている。 

八束村は急速に減少し、昭和４０年に２１ha、同４５年には７ha、同５０～５５年の２

時点は１ha となり、その後平成２年まで作付け皆無となり、同７年以降は調査単位未満と

なっている。 

湯原町は昭和４５年まで増加し、同年に３９ha と最高に達し、その後は減少し、その過

程で同４０年に２５ha、同４５年には３９ha と劇的に増加し、最高を記録し、同５０年に

は１０ha と急激に減少し、その後は１０ha 前半で推移し、平成７年に１４ha、同１２年に

１０ha となり、昭和３５年以降４０年間の減少率は 56.5% となっている。 

中和村は昭和４０年まで概ね横ばい状態となり、同４５年に２６ha と劇的に急増し、同

５０年には３ha と急激に減少し、同５５年には調査単位未満、同６０年～平成２年の２時

点は作付け皆無となり、同７年に４ha となり、同１２年は調査単位未満となっている。 

上記した内容をまとめると、各町村における工芸農作物作面積は昭和５０年まで記録さ

れ、その間における作付面積は川上村と八束村では昭和３５年、中和村と湯原町は同４５

年に最高に達し、同５０年は急激に減少している。なお、湯原町は昭和５５年以降におい

ても作付が行われている。 

２２２２－－－－７７７７ 雑穀作面積雑穀作面積雑穀作面積雑穀作面積のののの増減増減増減増減 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における雑穀作面積は、昭和３５年に２５ha となり、その後の推移パタ－ンは

激動タイプとなっている。すなわち、昭和４０年に６ha と激減し、同４５年には１４ha

と激増し、同５０年に３ha、同５５年には１ha に激減し、同６０年は４ha に増加し、平成

２年には調査単位未満、同７年には１ha、同１２年には６６ha と極めて急激に上昇し、昭

和３５年以降４０年間の増加率は 164.0%となっている。ちなみに全国並びに都府県におけ

る減少率はそれぞれ 77.5% 、78.3% となっている
4)

。 

一方、真庭郡における雑穀作面積は、昭和３５年に５３ha となり、その後の推移パタ－

ンは蒜山地域と同様に激動タイプとなり、同４０年には３４ha に減少し、同４５年に３９

ha に増加し、同５０年には９ha と急減し、その後は１０ha 未満の範囲を下降し、平成２

～７年の２時点は３ha、同１２年には７２ha と劇的に急増し、昭和３５年以降４０年間の

増加率は 35.8% となり、蒜山地域を 128.2 ポイント下回っている。ちなみに平成１２年に

おける雑穀類の主なものは蕎麦となっている。 

岡山県における雑穀作面積は、昭和３５年に 1,350ha となり、その後は減少基調で推移

し、同４５年に５４０ha と急減し、同５０年には再び２８６ha と減少し、その後は概ね２

００ha 台を下降し、同６０年に２１３ha となり、平成２年には３０５ha に激増し、同７

年には１２９ha に激減し、同１２年には１９７ha に増加し、昭和３５年以降４０年間の減

少率は 85.8% となっている。 

次に蒜山地域における雑穀作面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比及び対

岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 47.2%を示し、その後は低下し、同４５年に 35.9% 、同５０

年は 33.3% となり、その後は 0.0～57.1% の範囲を乱高下し、平成１２年には 91.7% と急

激に上昇している。 対岡山県比は昭和３５年に 1.85%となり、その後は幾分低下し、同

４５年に 2.59% と急上昇し、同５０年には 1.05%に急落し、その後は 0.00～1.88%の範囲を

乱高下し、平成７年に 0.78% 、同１２年には 33.5% と極めて急激に上昇している。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における雑穀作面積は減少基

調で推移し、昭和３５年以降４０年間の増加率は蒜山地域１６４％、真庭郡３６％弱の順

になり、反対に岡山県は８５％強の減少となっている。また、対真庭郡比は昭和３５年に

４７％強となり、その後３０％台を下降し、同５５年には１１％と急落し、その後は概ね

３０％以上となり、平成１２年には９２％弱と急上昇している。対岡山県比は昭和３５年

に２％弱となり、同４５年には３％弱となり、その後は概ね１％以下となり、平成１２年

には３４％弱と急上昇している。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和３５年の雑穀作面積２５ha の町村別内訳は、八束村１２ha（町村
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別構成比%48.0%）、川上村９ha（同 36.0% ）、湯原町３ha（同 12.0% ）、中和村１ha（同

4.0%）の順になっている。 

同年以降、上記面積は減少基調で推移し、その過程において調査単位未満や作付面積皆

無の時点も以下のようにみられる。 

八束村は昭和４０年に３ha に激減し、同４５年には６ha に急増し、同５０年に２ha と

再び激減し、その後は１ha の横ばい状態で推移し、その過程で同５５年は作付面積皆無、

平成２年は調査単位未満となっている。 

川上村は昭和４０年に３ha に激減し、同４５年には４ha に増加し、同５０～６０年の３

時点では１ha となり、平成２～７年の２時点は調査単位未満、そして平成１２年には劇的

に急増している。 

湯原町は調査単位未満が昭和４０年、同５０～５５年の２時点、平成２～７年の２時点

でみられ、昭和４５年は３ha、同６０年は２ha、平成１２年には劇的に急増している。 

中和村は昭和４５年に１ha となり、同６０年～平成１２年の４時点は調査単位未満、昭

和５０～５５年の２時点は作付面積皆無となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の雑穀（蕎麦）作面積は６６ha

となり、その町村別内訳は川上村４３ha（町村別構成比 65.1% ）、湯原町２２ha（同 33.3% ）、

八束村１ha（同 1.5%）の順になり、中和村は調査単位未満となり、昭和３５年以降４０年

間の増減率をみると、増加は湯原町 633.3%、川上村 377.8%の順になり、反対に減少は中和

村 99.9% 、八束村 96.9% の順になっている。 

次に平成１２年における雑穀作面積の町村別構成比の昭和３５年に対する拡大又は縮小

の比率をみると、拡大は湯原町 177.5%、川上村 80.8% の順になり、縮小は中和村 99.9% 、

八束村 96.9% の順になっている。 

上記した内容をまとめると、雑穀作面積は昭和３５年に八束村１２ha、川上村９ha、湯

原町３ha、中和村１ha の順になり、同４０年以降は激減し、しかも調査単位未満の時点が

中和村と湯原町で頻発し、作付面積皆無が中和村と八束村で僅かな時点でみられ、平成１

２年には川上村４３ha、湯原町２２ha、八束村１ha、中和村調査単位未満となり、昭和３

５年以降４０年間の増加率は湯原町６３３％強、川上村３７８％弱、減少率は中和村１０

０％弱、八束村９２％弱となっている。 

また、雑穀作面積の町村別構成比は昭和３５年に八束村４８％、川上村３６％、湯原町

１２％、中和村４％の順になり、平成１２年には川上村６５％強、湯原町３３％強、八束

村２％弱、中和村０％の順になっている。 

２２２２－－－－８８８８ 果樹作面積果樹作面積果樹作面積果樹作面積のののの増減増減増減増減 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における果樹作面積は、昭和３５～４０年の２時点は調査単位未満となり、同

４５年に３２ha となり、同５０年３５ha、同５５年３２ha、同６０年２９ha と概ね３０ha

前後で推移し、平成２～７年の２時点は４３ha、同１２年は４０ha と幾分減少し、昭和４

５年以降３０年間の増加率は 25.0% となっている。ちなみに全国並びに都府県における増

加率はそれぞれ 13.3% 、14.7% となっている
4)

。 

一方、真庭郡における果樹作面積は、昭和３５年に１５ha となり、その後急増し、同４

５年に１９９ha、同５０年には２０９ha と最高に達し、同６０年には１５５ha に減少し、

その後は１５０ha 前後で推移し、平成１２年に１４０ha となり、昭和３５年以降４０年間

の増加率は 833.3%となっている。 

岡山県における果樹作面積は、昭和３５年に 3,862ha となり、同４５年に 8,510ha と急

激に増加し、ピ－クを迎え、その後は一貫して減少し、平成１２年には 3,730ha となり、

昭和３５年以降４０年間の減少率は 3.4%となっている。 

上記した蒜山地域における果樹作面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡比及

び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和４５年に 16.1%となり、その後は一貫して上昇し、その過程で同５０

年は概ね横ばい状態となり、同５５年には 20.6%に急上昇し、その後は２０％台を上昇、

平成１２年に 28.6% となっている。 
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対岡山県比は昭和４５年に 0.38%となり、その後は緩やかに上昇し、同６０年に 0.53% 

となり、平成２年には 0.84%に急上昇し、同７年に 0.98% 、同１２年には 1.07% と最高に

達している。 

上記した内容をまとめると、昭和４５年～平成１２年間の蒜山地域、真庭郡及び岡山県

における果樹作面積の推移動向には違いがみられ、蒜山地域は２５％増加し、反対に真庭

郡及び岡山県は減少し、その比率はそれぞれ３０％弱、５６％強となっている。また、蒜

山地域における果樹作面積の対真庭郡比は昭和４５年に１６％強となり、その後２０％台

を上昇し、平成１２年に２９％弱となっている。一方、対岡山県比は昭和４５年に 0.4%弱

となり、その後は上昇し、平成１２年に 1.1%弱となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和４５年の果樹作面積３２ha の町村別内訳は、湯原町１９ha（町村

別構成比 59.4% ）、川上村５ha（同 15.6% ）、八束村と中和村各４ha（同 12.5% ）の順

になっている。 

同年以降、上記面積の推移パタ－ンには町村間差異が以下のようにみられる。 

湯原町は減少基調で推移し、昭和５０年に１８ha と僅差ながら減少し、同５５年には１

０ha に急減し、同６０年に９ha と最低になり、平成２～７年の２時点は１２ha に増加し、

同１２年は昭和６０年の水準に戻っている。 

川上村は一貫して増加し、昭和５０年に７ha となり、その後同６０年まで概ね横ばい状

態となり、平成２年には１８ha に急増し、最高に達し、その後は横ばい状態で推移してい

る。 

八束村は緩やかな増加基調で推移し、昭和５０年に６ha となり、平成７年には７ha とい

くぶん増加し、その後も僅差ながら増加している。 

中和村もまた緩やかな増加基調で推移し、昭和５０年に４ha となり、同５５年には９ha

と急増し、最高に達し、その後は減少し、平成１２年には昭和４５年の水準に近接してい

る。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の果樹作面積は４０ha と増加

し、その町村別内訳は川上村１８ha（町村別構成比 45.0% ）、湯原町９ha（同 22.5% ）、

八束村８ha（同 20.0% ）、中和村５ha（同 12.5% ）の順になり、昭和４５年以降３０年間

の増加率は川上村 260.0%、八束村 100.0%、中和村 25.0% の順になり、反対に湯原町は 52.6% 

の減少となっている。 

次に平成１２年における果樹作面積の町村別構成比の昭和４５年に対する拡大又は縮小

の比率をみると、その拡大は川上村 188.5%、八束村 60.0% の順になり、反対に湯原町は

62.1% の縮小となり、中和村に変化はみられない。 

上記した内容をまとめると、４か町村における果樹作は昭和４５年に本格化し、その面

積は湯原町を除く３か村では時系列的に増加し、その過程で平成２年に川上村は急激に増

加し、八束村と中和村は緩やかに増加し、反対に湯原町は減少し、昭和４５年以降３０年

間の増加率は川上村２６０％、八束村１００％、中和村２５％の順になり、反対に湯原町

は５３％弱の減少となっている。 

また、果樹作面積の町村別構成比は昭和４５年に湯原町５９％強、川上村１６％弱、八

束村と中和村各１３％弱の順になり、平成１２年には川上村４５％、湯原町２３％弱、八

束村２０％、中和村１３％弱の順になっている。 

２２２２－－－－９９９９ 麦作面積麦作面積麦作面積麦作面積のののの減少減少減少減少 

蒜山地域における麦作面積は、昭和５０年まで記録され、そのうち同４５年は調査単位

未満となっている。すなわち、昭和３５年における麦作面積は１００ha となり、同４０年

には２６ha に激減し、同５０年は１ha となっている。昭和３５年の麦作面積１００ha の

町村別内訳は、湯原町６８ha（町村別構成比 68.0% ）、川上村１８ha（同 18.0% ）、八束

村９ha（同 9.0%）、中和村５ha（同 5.0%）の順になり、昭和４０年における４か町村面積

２６ha の町村別内訳は、湯原町１９ha（同 73.1% ）、川上村５ha（同 19.2% ）、八束村

２ha（同 7.7%）、中和村調査単位未満の順になっている。昭和４５年における麦作面積は

八束村と中和村は調査単位未満、川上村と湯原町は作付面積皆無となり、同５０年には湯
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原町１ha となっている。 

一方、真庭郡における麦作面積は、昭和３５年に 1,501ha となり、その後は急速に減少

し、同４５年に５７３ha、同５５年に１２８ha、同６０年に４８ha、平成２年には１３ha

と激減し、その後は調査単位未満、そして作付面積皆無と続いている。 

岡山県における麦作面積は昭和３５年に 44,048ha となり、その後は急速に減少し、同４

５年に 9,370ha 、平成２年には 5,640ha 、同１２年には 2,780ha となり、昭和３５年以

降４０年間の減少率は 93.7% となっている。 

上記した蒜山地域における麦作面積の真庭郡及び岡山県に占める割合はそれぞれ昭和３

５年に 6.7%、0.23% 、同４０年に 2.7%、0.00% 、同４５年に 0.7%、0.04% となっている。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域における麦作は雑穀作とともにマイナ－作目であ

り、その作付面積は昭和４０年に急激に減少し、同５５年以降は作付面積皆無となってい

る。また、昭和３５年における麦作面積の対真庭郡比は７％弱、対岡山県比は 0.2%となり、

雑穀作面積の対真庭郡比４７％強、対岡山県比２％弱と比べて著しく低水準となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における麦作面積は昭和３５～４０年間に急激に減少し、なかでも中和村は調

査単位未満となり、その減少率は八束村７８％弱、川上村と湯原町各７２％強の順になっ

ている。なお、湯原町は昭和４５年まで作付面積は記録されている。 

麦作面積の町村別構成比は昭和３５年に湯原町６８％、川上村１８％、八束村９％、中

和村５％、同４０年には湯原町７３％強、川上村１９％強、八束村８％弱の順になってい

る。 

２２２２－－－－１０１０１０１０ そのそのそのその他作目面積他作目面積他作目面積他作目面積のののの増加増加増加増加 

表２５に示した「その他作目」には桑、花卉、花木等が含まれる。なお、同作目面積は

昭和４０年以降同６０年まで統計資料から欠落している。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における「その他作目」面積は、昭和３５年に２３３ha となり、平成２年には

３１ha と記録され、その後は３０ha 台を上昇し、同１２年に３５ha となり、昭和３５年

以降４０年間の減少率は 85.0% となっている。ちなみに全国並びに都府県における減少率

はそれぞれ 44.2% 、46.6% となっている
4)

。 

一方、真庭郡における「その他作目」面積は、昭和３５年に６１０ha、平成２年には６

３ha となり、同７年は概ね横ばい状態となり、同１２年には１１９ha と急増し、昭和３５

年以降４０年間の減少率は 80.5% となり、蒜山地域を 4.5 ポイント下回っている。 

岡山県における「その他作目」面積は、昭和３５年に 4,948ha となり、平成２年には

1,070ha となり、その後漸増し、同１２年に 1,140ha となり、昭和３５年以降４０年間の

減少率は 77.0%となり、蒜山地域を 8.0 ポイント下回っている。 

上記した蒜山地域における「その他作目」面積の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真

庭郡比及び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 38.2%となり、平成２年には 49.2% 、同７年には 51.6%に上

昇し、同１２年には 29.4% と急激に低下している。 

対岡山県比は昭和３５年に 4.71%となり、平成２年には 2.53% 、同７年に 3.11% と上昇

し、同１２年には 3.03% と幾分下降している。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における「その他作目」面積

は昭和３５年と平成年代に記録され、同面積の昭和３５年以降４０年間の減少率は蒜山地

域８５％、真庭郡８１％弱、岡山県７７％の順になっている。対真庭郡比は昭和３５年に

３８％強、平成２年には４９％強となり、同７年に５２％弱と上昇し、その後は急落し２

９％強となっている。対岡山県比は昭和３５年に５％弱、平成２年には３％強となり、そ

の後は３％となっている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における４か町村の「その他作目」面積２３３ha の町村別内訳は、湯原町１

０５ha（町村別構成比 45.1% ）、八束村７４ha（同 31.7% ）、川上村３７ha（同 15.9% ）、

中和村１７ha（同 7.3%）の順になっている。 
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平成２年における４か町村の同面積３１ha の町村別内訳は、川上村１２ha（同 38.7% ）、

八束村１０ha（同 32.3% ）、中和村７ha（同 22.6% ）、湯原町２ha（同 16.4% ）の順に

なっている。 

同年以降、川上村は概ね減少基調、八束村は増加基調、中和村と湯原町は概ね横ばい状

態で推移し、平成１２年における４か町村の面積は３５ha となり、その町村別内訳は八束

村１６ha（同 45.7% ）、川上村１１ha（同 31.4% ）、中和村６ha（同 17.1% ）、湯原町

２ha（同 5.7%）の順になり、昭和３５年以降４０年間の減少率は湯原町 98.1% 、八束村

78.4% 、川上村 70.3% 、中和村 64.7% の順になり、湯原町は八束村を 19.7 ポイント、川

上村を 27.8 ポイント、中和村を 33.4 ポイント上回っている。 

次に上記した平成１２年の「その他作目」面積における町村別構成比の昭和３５年に対

する拡大又は縮小の比率をみると、その拡大は中和村 134.2%、川上村 97.5% 八束村 44.2% 

の順になり、反対に縮小は湯原町 87.4%となっている。 

上記した内容をまとめると、４か町村の「その他作目」面積は昭和３５年と平成年代に

記録され、昭和３５年以降４０年間の減少率は湯原町９８％強、八束村７８％強、川上村

７０％強、中和村６５％弱の順になっている。また、「その他作目」面積の町村別構成比

は昭和３５年に湯原町４５％強、八束村３２％弱、川上村１６％弱、中和村７％強となり、

平成１２年には八束村４６％強、川上村３１％強、中和村１７％強、湯原町６％弱の順に

なっている。 

３３３３ 農作物作付面積農作物作付面積農作物作付面積農作物作付面積のののの作目別構成作目別構成作目別構成作目別構成のののの推移推移推移推移 

蒜山地域と４か町村における各作目作付面積の農作物作付延べ面積に占める割合並びに

同割合の特化係数の推移状況についてそれぞれ表２６、２７に基づき記述する。なお、上

記特化係数とは、岡山県における作目別面積割合を 1.00 とした数値であり、その数値が

1.00 を超える作目は蒜山地域において特化していることを意味する。 前項で記述した蒜

山地域における農作物のなかで作付面積からみた主要作物は稲、野菜、飼料作物であり、

次いでまめ類、果樹、いも類、工芸作物、雑穀と続くが、それら作目の面積は零細である。

そのため本項では稲作、野菜作、飼料作の３大作目の作付面積割合を昭和３５～６０年は

１０年刻み、平成２～１２年は５年刻みの時系列で記述し、比較のため真庭郡及び岡山県

について付記する。 

３３３３－－－－１１１１ 稲作構成割合稲作構成割合稲作構成割合稲作構成割合のののの縮小縮小縮小縮小 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における稲作面積の農作物作付延べ面積に占める割合（以下、稲作シェア）は

昭和３５年に 54.1% となっている。 

同年以降、稲作シェアは縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 37.2% と急激に縮小

し、その後は３０％台前半を乱高下し、平成１２年に 32.8% となり、同シェアの昭和３５

年に対する縮小の比率は 39.4% となっている。ちなみに全国並び都都府県における稲作シ

ェアは昭和３５年にそれぞれ 40.9% 、43.5% 、平成１２年にはそれぞれ 38.8% 、48.3% 

となっている
4)

｡ 

一方、真庭郡における稲作シェアは、昭和３５年に 51.4% となり、同４５年には 41.8% 

と急速に縮小し、その後は概ね４０％前後で推移し、平成１２年に 41.7% となり、同シェ

アの昭和３５年に対する縮小の比率は 18.9% となり、蒜山地域を 20.5 ポイント下回って

いる。 

岡山県における稲作シェアは、昭和３５年に 48.4% となり、同４５年には 55.9% と拡大

し、その後は概ね５０％台を上昇し、平成１２年に 58.7% となり、同シェアの昭和３５年

に対する拡大の比率は 21.3% となり、蒜山地域における縮小と相反している。 

上記した蒜山地域における稲作シェアは昭和３５年に真庭郡及び岡山県を上回り、その

較差はそれぞれ 2.7 ポイント、5.7 ポイントとなっている。しかし、昭和４５年以降は蒜

山地域の方が下回り、真庭郡との較差は同４５年に 4.6 ポイントとなり、その後は 8.0 

ポイント台を上昇し、平成１２年に 8.9 ポイントと最高に達している。一方、岡山県との

較差は昭和４５年に 18.7 ポイントとなり、その後は２０ポイント台を上昇し、平成１２年

に 25.9 ポイントと最高に達している。 
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次に上記した蒜山地域における稲作シェアの特化係数をみると、昭和３５年に 1.12 とな

り、同４５年には 0.67 と急落し、その後は 0.50 台後半で推移し、平成１２年に 0.56 とな

っている。一方、真庭郡の場合は昭和３５年に 1.06 となり、同４５年に 0.75 と低下し、

その後は 0.70 台前半で推移し、平成１２年に 0.71 となっている。以上のように、蒜山地

域の稲作は昭和３５年に幾分特化し、その後は大きく後退している。 

以上で記述した内容をまとめると、蒜山地域における稲作シェアは昭和３５年に５４％

強となり、その後は３０％台を下降し、平成１２年に３３％弱となっている。一方、真庭

郡は昭和３５年に５１％強となり、その後は概ね４０％台で推移し、平成１２年に４２％

弱となっている。岡山県は昭和３５年に４８％強となり、その後は５０％台を上昇し、平

成１２年に５９％弱となっている。以上のように、蒜山地域の稲作シェアは昭和３５年の

時点で真庭郡及び岡山県を上回り、反対に同４５年以降は下回り、その較差は真庭郡とは

８ポイント程度、岡山県とは２４ポイント前後となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における稲作シェアは昭和３５年に中和村 69.9% 、湯原町 56.2% 、川上村

55.3% 、八束村 46.7% の順になり、中和村は湯原町を 13.7 ポイント、川上村を 14.6 ポイ

ント、八束村を 23.2 ポイント上回っている。 

同年以降、上記稲作シェアは縮小基調で推移し、その過程で同４５年に急激に縮小し、

湯原町 46.4% 、中和村 42.9% 、八束村 34.4% 、川上村 32.4% の順になっている。その後、

湯原町は４０％台前半を多少乱高下し、中和村は４０％台前半から５０％台後半に上昇し、

八束村は３０％台前半を乱高下し、川上村は２０％台前半を乱高下している。以上の推移

経過のもとで、平成１２年に中和村 57.0% 、湯原町 45.7% 、八束村 29.2% 、川上村 21.4% 

の順になり、中和村は湯原町を 11.3 ポイント、八束村を 27.8 ポイント、川上村を 35.6

ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における稲作シェアの昭和３５年に対する縮小の比率は川上村

61.3% 、八束村 37.5% 、湯原町 18.7% 、中和村 18.5% の順になり、その縮小幅の程度か

ら４か町村は川上村・八束村と中和村・湯原町の大・小グル－プに類別される。 

以上で記述したように、湯原町の稲作シェアは昭和４５～５５年の２時点で首位に立ち、

残りの４時点（昭和３５年、平成２～１２年）では中和村が首位に立ち、湯原町が２位を

占めている。一方、川上村は昭和４５年以降の各時点において最下位を占め、八束村は全

時点で３位を維持し、４か町村は稲作シェアの水準から中和村・湯原町と川上村・八束村

の高・低水準グル－プに類別される。 

先に記述した平成１２年における稲作シェアの昭和３５年に対する縮小の比率は川上村

61.3% 、八束村 37.5% 、湯原町 18.7% 、中和村 18.5% の順になり、その縮小幅の程度か

ら４か町村は川上村・八束村と湯原町・中和村の大小グル－プに類別される。 

次に上記した４か町村における稲作シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和３５年

に中和村 1.44、湯原町 1.16、川上村 1.14、八束村 0.96 の順になり、同４５年には湯原町

0.83、中和村 0.77、八束村 0.62、川上村 0.58 と急落し、その後中和村は上昇し、反対に

他の３か町は下降し、平成１２年に中和村 0.97、湯原町 0.78、八束村 0.50、川上村 0.36

の順になっている。以上の特化係数の推移状況から、稲作への特化は昭和３５年の時点で

中和村に幾分認められるに過ぎない。しかも、昭和４５年以降における稲作は中和村を除

く３か町村において顕著な後退を続け、一方、中和村は平成年代において岡山県レベルに

近接の兆しがうかがえる。 

上記した内容をまとめると、４か町村における稲作シェアは昭和３５年に中和村７０％

弱、湯原町５６％強、川上村５５％強、八束村４７％弱の順になり、その後は縮小基調で

推移し、その過程で同４５年には急激に縮小し、湯原町は４６％強、中和村は４３％弱、

八束村３４％強、川上村３２％強の順になり、平成１２年には中和村５７％、湯原町４６

％弱、八束村２９％強、川上村２２％弱の順になっている。上記稲作シェアの水準から４

か町村は中和村・湯原町と川上村・八束村の高・低水準グル－プに類別される。 

また、平成１２年における稲作シェアの昭和３５年に対する縮小の比率は川上村６１％

強、八束村３８％弱、湯原町と中和村各１９％弱の順になり、その縮小幅の程度により、
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４か町村は川上村・八束村と湯原町・中和村の大・小グル－プに類別される。 

稲作シェアの特化係数から、４か町村のなかで中和村は昭和３５年の時点に限り稲作に

幾分特化し、昭和４５年以降における稲作は中和村を除く３か町村では著しく後退を続け

ている。 

３３３３－－－－２２２２ 飼料作構成割合飼料作構成割合飼料作構成割合飼料作構成割合のののの拡大拡大拡大拡大 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における飼料作物作付面積の農作物作付延べ面積に占める割合（以下、飼料作

シェア）は昭和３５年に 10.0% となっている。 

同年以降、飼料作シェアは一貫して拡大し、その過程で同４５年に 39.4% と劇的に拡大

し、その後は概ね３９％前後で推移し、平成７年に 39.4% 、同１２年には 42.9% と再び急

拡大し、同シェアの昭和３５年に対する拡大の比率は 329.0%となっている。ちなみに全国

並びに都府県における飼料作シェアは昭和３５年にそれぞれ 62.6% 、4.8%、平成１２年に

それぞれ 22.5% 、11.7% となっている
4)

。 

真庭郡における飼料作シェアは昭和３５年に 4.8%となっている。 

同年以降、飼料作シェアは拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 28.8%と劇的に急

拡大し、その後は３１％前後で推移し、平成１２年に 30.4% となり、同シェアの昭和３５

年に対する拡大の比率は 533.3%となり、蒜山地域を 204.3 ポイント上回っている。 

岡山県における飼料作シェアは昭和３５年に 11.5% となっている。 

同年以降、飼料作シェアは縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 8.9%と縮小し、同

５０年には 11.5% と同３５年の水準に回復し、平成２年に 12.9% と最高に達し、同７年は

11.5% 、同１２年には 10.5% に縮小し、同シェアの昭和３５年に対する縮小の比率は 8.7%

となり、蒜山地域における拡大とは正反対である。 

以上で記述した蒜山地域における飼料作シェアは昭和３５年の時点では真庭郡を 5.2 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。しかし、昭和４５年以降は蒜

山地域が真庭郡及び岡山県を上回り、その較差は同年に真庭郡 10.6 ポイント、岡山県 30.5

ポイントとなり、その後における真庭郡との較差は７ポイント前後で推移し、平成１２年

には 12.5 ポイントと急上昇し、一方、岡山県との較差は２７ポイント前後で推移し、同１

２年には 32.4 ポイントと急上昇している。 

次に上記した蒜山地域における飼料作シェアの特化係数をみると、昭和３５年に 0.87

となり、同４５年には 4.43 と劇的に上昇し、最高に達し、その後は 3.00 台前半で推移し、

平成１２年には 4.09 に急上昇し、昭和４５年の水準に接近している。一方、真庭郡の場合

は昭和３５年に 0.42 となり、同４５年に 3.24 と急激に上昇し、その後は概ね 2.70 前後で

推移し、平成１２年に 2.90 と幾分上昇している。以上のように、蒜山地域及び真庭郡にお

ける飼料作は昭和４５年以降に著しく特化し、その程度は蒜山地域の方が進んでいる。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域における飼料作シェアは昭和３５年に１０％とな

り、同４５年に３９％強と急拡大し、その後は概ね同水準で推移し、平成１２年には４３

％弱と再び拡大している。一方、真庭郡は昭和３５年に５％弱となり、同４５年には２９

％弱に急拡大し、その後は３１％前後で推移し、平成１２年に３０％強となっている、岡

山県は昭和３５年に１２％弱となり、同４５年には９％弱に急落し、その後は１２％程度

で推移し、平成１２年に１１％弱となっている。 

以上のように、蒜山地域の飼料作シェアは昭和３５年の時点では真庭郡を上回り、反対

に岡山県を下回り、同４５年以降は真庭郡及び岡山県を上回り、その較差は真庭郡とは概

ね８ポイント前後、岡山県とは概ね２７ポイントとなり、平成１２年にはそれぞれ１３ポ

イント弱、３２ポイント強となっている。 

また、蒜山地域の飼料作は昭和４５年の時点で顕著に特化し、その特化程度は時系列的

に多少低下し、平成１２年には昭和４５年の水準に回帰する傾向を示している。なお、真

庭郡における飼料作の特化状況は蒜山地域に類似しているが、その程度はかなり下回って

いる。 

（２） ４か町村 

４か町村における飼料作シェアは昭和３５年に八束村 13.4% 、川上村 13.2% 、湯原町
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5.6%、中和村 3.6%の順になり、八束村は川上村を 0.2 ポイント、湯原町を 7.8 ポイント、

中和村を 9.8 ポイント上回っている。 

同年以降、飼料作シェアは拡大基調で推移し、その過程で同４５年に急激に拡大し、川

上村 49.9% 、八束村 37.4% 、湯原町 35.2% 、中和村 24.9% の順になっている。その後、

川上村は概ね４０％台後半で推移し、八束村は３０％台前半で推移し、湯原町は４０％台

前半で推移し、中和村は拡大し、平成２年以降は３０％前後で推移し、同１２年には川上

村 48.6% 、八束村 43.0% 、湯原町 31.8% 、中和村 29.6% の順になり、川上村は八束村を

5.6 ポイント、湯原町を 16.8 ポイント、中和村を 19.0 ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における飼料作シェアの昭和３５年に対する拡大の比率は中和村

722.2%、湯原町 467.9%、川上村 268.2%、八束村 220.9%の順になり、その拡大幅の程度か

ら４か町村は川上村・八束村と中和村・湯原町の大・小グル－プに類別される。 

上記した内容をまとめると、４か町村における飼料作シェアは昭和３５年の時点で八束

村と川上村はほぼ同水準となり、湯原町と中和村をそれぞれ８ポイント程度、１０ポイン

ト程度上回っている。昭和４５年以降における飼料作シェアの町村間序列は川上村が最上

位、中和村が最下位となり、八束村と湯原町の順位は昭和４５年と平成１２年の２時点で

は八束村が上位、反対に昭和５５年及び平成２～７年の３時点では湯原町が上位を占めて

いる。以上の町村間順位のもとで、川上村は昭和４５年に八束村を１３ポイント弱、湯原

町を１５ポイント弱、中和村を２５ポイント上回り、その後における川上村との較差は八

束村１２～１６ポイント、湯原町３～１０ポイント、中和村１５～２０ポイントの範囲と

なり、平成１２年には八束村６ポイント弱、湯原町１７ポイント弱、中和村１９ポイント

となっている。 

次に上記した４か町村における飼料作シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和３５

年に川上村 1.15、八束村 1.17、湯原町 0.49、中和村 0.31 の順になり、同４５年には各町

村とも急上昇し、川上村 5.61、八束村 4.20、湯原町 3.96、中和村 2.80 の順になっている。

その後、上記特化係数は各町村とも低下基調で推移し、平成１２年には川上村 4.63、八束

村 4.10、湯原町 3.03、中和村 2.82 の順になっている。 

以上の特化係数の推移状況から、川上村と八束村おける飼料作は昭和３５年の時点で多

少特化し、その後各町村において特化が急速に進み、その中で川上村では加速され、八束

村は幾分後退し、平成７年以降再び加速し、湯原町と中和村は横ばい状態となっている。 

上記した内容をまとめると、昭和３５年における飼料作シェアは八束村と川上村は１３

％強、湯原町６％弱、中和村４％弱の順になっている。その後は拡大基調で推移し、その

過程で昭和４５年に川上村５０％弱、八束村３７％強、湯原町３５％強、、中和村２５％

弱の順になり、平成１２年には川上村４９％弱、八束村４３％、湯原町３２％弱、中和村

３０％弱の順になっている。また、平成１２年における飼料作シェアの昭和３５年に対す

る拡大の比率は中和村７２２％強、湯原町４６８％弱川上村２６８％強、八束村２２１％

弱の順になっている。 

以上の特化係数の推移状況から、川上村と八束村における飼料作は昭和３５年に幾分特

化し、同４５年の時点では各町村とも急速に特化している。しかしその後、特化の程度は

川上村では一時停滞し、平成７年以降は加速され、八束村も停滞し、同１２年に加速し、

湯原町と中和村は停滞状態となっている。 

３３３３－－－－３３３３ 野菜作構成割合野菜作構成割合野菜作構成割合野菜作構成割合のののの拡大拡大拡大拡大 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における野菜作面積の作付延べ面積に占める割合（以下、野菜作シェア）は昭

和３５年に 8.7%となっている。 

同年以降、野菜作シェアは拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 15.4%、同５５年

には 25.9% と最高に達し、平成２年に 23.9% と縮小し、同７年には 15.7% となり、昭和

４５年とほぼ同水準に回帰し、その後拡大に転じ、平成１２年に 18.7% となり、同シェア

の昭和３５年に対する拡大の比率は 114.9%となっている。ちなみに全国並びに都府県にお

ける野菜作シェアは昭和３５年にそれぞれ 6.2%、6.6%、平成１２年にはそれぞれ 13.6% 、

14.7% となっている
4)

。 
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真庭郡における野菜作シェアは、昭和３５年に 5.7%となり、その後は概ね蒜山地域に類

似のパタ－ンで推移している。すなわち、昭和５５年に 15.6% と最高に達し、平成２年に

は横ばい状態となり、同７年には 12.0%に縮小し、その後拡大に転じ、同１２年に 14.1% 

となり、同シェアの昭和３５年に対する拡大の比率は 147.4%となり、蒜山地域を 32.5 ポ

イント上回っている。 

岡山県における野菜作シェアは、昭和３５年に 4.6%となり、その後の推移パタ－ンは蒜

山地域にかなり類似している。すなわち、昭和４５年に 9.3%と急拡大し、同５５年に 9.8%

となり、その後は 8.0%台後半で推移し、平成１２年に 9.9%と最高に達し、同シェアの昭和

３５年に対する拡大の比率は 115.2%となり、蒜山地域を僅差ながら 0.3 ポイント上回って

いる。 

次に蒜山地域における野菜作シェアの特化係数みると、昭和３５年に 1.89 となり、同４

５年に 1.66 と下降して、最低となり、同５５年には 2.64 に急上昇し、平成２年に 2.69

と最高に達し、同７年には 1.80 と急激に縮小し、同１２年は 1.89 となっている。 

真庭郡の場合は昭和３５年に 1.24 となり、その後は蒜山地域に類似のパタ－ンで推移し

ている。すなわち、昭和４５年に 1.05 に低下して、最低となり、その後は上昇に転じ、平

成２年に 1.74 と最高に達し、同７年に１.38 に急落し、同１２年には 1.42 と幾分上昇し

ている。 

以上のように蒜山地域における野菜作の特化は昭和３５年の時点でかなり進み、同５５

年以降はとくに加速され、平成７年以降は後退し、昭和３５年の時点に回帰している。一

方、真庭郡における野菜作の特化は昭和３５年の段階で幾分認められるが、同５５年の時

点で加速し、平成７年以降は後退し、その特化の程度は蒜山地域を下回っている。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域における野菜作シェアは昭和３５年に９％弱とな

り、その後は拡大基調で推移し、同５５年に２６％弱と最高に達し、平成７年に１６％弱

と縮小し、同１２年には１９％弱と幾分拡大している。 

一方、真庭郡における野菜作シェアは昭和３５年に６％弱となり、その後は拡大基調で

推移し、同５５年に１６％弱と最高に達し、平成７年に１２％と縮小し、同１２年には１

４％強と幾分拡大している。岡山県は昭和３５年に５％弱となり、その後は拡大基調で推

移し、同５５年に１０％弱と最高に達し、平成７年に９％弱と僅差ながら縮小し、同１２

年には１０％弱となっている。 

上記したように、蒜山地域における野菜作シェアは真庭郡及び岡山県を上回り、その較

差は昭和３５年に真庭郡３ポイント、岡山県４ポイント弱となっている。その後の較差は

概ね平成２年まで拡大し、その後は縮小に転じ、その推移過程において最大較差は昭和５

５年の真庭郡１０ポイント強、岡山県１６ポイント強となり、平成１２年には真庭郡５ポ

イント弱、岡山県９ポイント弱となっている。 

蒜山地域における野菜作は昭和３５年の時点でかなり特化は進み、同５５年以降平成２

年に格段に加速され、その後は後退し、昭和３５年の特化水準に回帰している。一方、真

庭郡における野菜作の特化の程度は蒜山地域を下回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村における野菜作シェアは、昭和３５年に八束村 14.3% 、川上村 6.6%、中和村

5.7%、湯原町 4.9%の順になり、八束村は川上村を 7.7 ポイント、中和村を 8.6 ポイント、

湯原町を 9.4 ポイント上回っている。 

同年以降、上記野菜作シェアの推移パタ－ンには町村間差異がみられ、八束村、川上村、

湯原町は拡大基調で推移し、その過程で八束村と川上村は同５５年に最高に達し、平成７

年にはかなり急激に縮小し、その後は横ばい状態となり、湯原町は極めて緩やかに拡大し、

同１２年に最高に達し、一方、中和村は昭和５５年に最高に達し、その後は極めて急激に

縮小し、平成１２年には昭和３５年の水準を僅差ながら下回っている。 

すなわち、八束村は昭和４５年には 23.6%に急拡大し、同５５年に 36.0% と最高に達し、

平成２年には 33.1%に縮小し、その後は２０％台前半で推移し、川上村は昭和４５年に

12.0% 、同５５年には 28.4% と急激に拡大し、最高に達し、平成２年には 25.3%に縮小し、

その後は２０％を僅かに割り込み、湯原町は昭和４５年に 5.5%となり、その後は１０％以
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内の範囲を緩やかに上昇し、中和村は同４５年に 21.3% 、同５５年には 23.7% と最高に達

し、平成２年に 13.1% 、同７年には 3.7%と急激に縮小し、その後多少拡大し、同１２年に

は八束村 23.9% 、川上村 19.0% 、湯原町 9.5%、中和村 5.4%の順になり、八束村は川上村

を 4.9 ポイント、湯原町を 14.4 ポイント、中和村を 18.5 ポイント上回っている。 

上記したように、八束村における野菜作シェアは昭和４５年～平成７年の４時点におい

ても他の３か町村を上回り、その較差は時系列的に川上村とは約１２ポイント弱から４ポ

イント、中和村とは２ポイント強から１９ポイント強に変動し、湯原町とは１６ポイント

強から３１ポイント弱の範囲を乱高下している。 

以上で記述した平成１２年における野菜作シェアの昭和３５年に対する拡大の比率は川

上村 187.9%、湯原町 93.9% 、八束村 67.1% の順になり、反対に中和村は 5.3%の縮小とな

っている。 

次に上記した４か町村における野菜作シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和３５

年に八束村 3.11、川上村 1.43、中和村 1.24、湯原町 1.07 の順になっている。昭和４５年

には八束村と川上村はそれぞれ 2.54、1.29 に低下し、その後は上昇に転じ、川上村は同５

５年に 2.90、八束村は平成２年に 3.72 と最高に達し、同１２年には八束村は 2.41、川上

村は 1.92 となっている。中和村は昭和４５年に 2.29 と上昇し、同５５年に 2.42 と最高に

達し、その後低下に転じ、平成７年に 0.43 と 1.00 を大幅に割り込み、同１２年は 0.55

となっている。湯原町は昭和４５年に 0.59 と急激に下降し、同５５年に 0.55 と最低にな

り、その後は上昇し、平成７年に 0.76、同１２年には 0.96 となっている。 

以上のように、湯原町を除く３か村は昭和３５年の時点で野菜作への特化がみられる。

そのなかで八束村における特化は著しく、同４５年にやや停滞し、その後は平成７年にか

けて大きく加速し、同１２年には昭和４５年の水準に戻っているが、全時点において特化

の程度は突出している。川上村における野菜作への特化の程度は八束村に次いで高く、昭

和５５年～平成７年に一段と進行し、中和村は昭和４５～５５年に特化が進み、平成７年

以降は劇的に後退し、岡山県レベルを大幅に割り込み、湯原町における野菜作への特化は

全時点に亘ってみられない。 

上記した内容をまとめると、昭和３５年における野菜作シェアは八束村１４％強、川上

村７％弱、中和村６％弱、湯原町５％弱の順になっている。同年以降、湯原町を除く３か

村は急速に拡大し、同５５年に八束村３６％、川上村２８％強、中和村２４％弱と最高に

達し、その後は縮小に転じ、とくに中和村は急激に縮小し、一方、湯原町は昭和４５年に

拡大し、その後は緩やかな拡大基調で推移し、平成１２年には八束村２４％弱、川上村１

９％、湯原町１０％弱、中和村５％強の順になっている。 

平成１２年における野菜作シェアの昭和３５年に対する拡大の比率は川上村１８８％

弱、湯原町９４％弱、八束村６７％強となり、反対に中和村は５％強の縮小となっている。 

野菜作シェアの特化係数の推移状況から、湯原町を除く３か村は昭和３５年の時点で野

菜作に特化し、その程度は八束村が突出し、同村における特化は昭和５５年以降平成７年

の３時点において一層進行している。川上村は八束村に次いで特化の程度が高く、昭和５

５年～平成７年の３時点でさらに進行している。中和村は昭和４５～５５年の２時点にお

いて特化が進み、平成７年以降は顕著に後退している。一方、湯原町では野菜作への特化

はみられない。 

３３３３－－－－４４４４ 地域及地域及地域及地域及びびびび町村町村町村町村におけるにおけるにおけるにおける作目別面積構成作目別面積構成作目別面積構成作目別面積構成のののの推移推移推移推移 

農作物作付延べ面積に占める作目別面積構成割合について、これまで各作目ごとに蒜山

地域及び４か町村間比較を試みてきたが、本項ではそれぞれの地域、町村における作目別

面積構成について、同構成割合の概数（小数点以下四捨五入）を稲作－飼料作－野菜作－

まめ作－雑穀作の順に、昭和３５年、同４５年、同５５年、平成１２年の時点で列記する。

なお、0.0%は 0.4%未満、０％は該当なしを示し、比較のため真庭郡及び岡山県について付

記する。 

（１）蒜山地域 

蒜山地域 

昭和３５年：５４％－１０％－ ９％－７％－１％ 
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同４５年：３７％－３９％－１５％－３％－0.0% 

同５５年：３２％－３８％－２６％－３％－0.0% 

平成 ２年：３２％－４０％－２４％－１％－0.0% 

同１２年：３３％－４３％－１９％－１％－３％ 

真庭郡 

昭和３５年：５１％－ ５％－ ６％－７％－１％ 

同４５年：４２％－２９％－１０％－４％－0.0% 

同５５年：４０％－３１％－１６％－５％－0.0% 

平成 ２年：４０％－３３％－１６％－４％－0.0% 

同１２年：４２％－３０％－１４％－４％－１％ 

岡山県 

昭和３５年：４８％－１２％－ ５％－４％－１％ 

同４５年：５６％－ ９％－ ９％－３％－0.0% 

同５５年：５５％－１２％－１０％－５％－0.0% 

平成 ２年：５４％－１３％－ ９％－７％－0.0% 

同１２年：５９％－１１％－１０％－６％－0.0% 

（２）４か町村 

川上村 

昭和３５年：５５％－１３％－ ７％－５％－１％ 

同４５年：３２％－５０％－１２％－２％－0.0% 

同５５年：２２％－４６％－２８％－２％－0.0% 

平成 ２年：２４％－４７％－２５％－１％－0.0% 

同１２年：２１％－４９％－１９％－１％－６％ 

八束村 

昭和３５年：４７％－１３％－１４％－７％－１％ 

同４５年：３４％－３７％－２４％－２％－１％ 

同５５年：３０％－３０％－３６％－２％－０％ 

平成 ２年：２９％－３５％－３３％－１％－0.0% 

同１２年：２９％－４３％－２４％－１％－0.0% 

中和村 

昭和３５年：７０％－ ４％－ ６％－６％－0.0% 

同４５年：４３％－２５％－２１％－３％－0.0% 

同５５年：４３％－２７％－２４％－４％－０％ 

平成 ２年：４９％－３１％－１３％－２％－0.0% 

同１２年：５７％－３０％－ ５％－２％－0.0% 

湯原町 

昭和３５年：５６％－ ６％－ ５％－７％－0.0% 

同４５年：４６％－３５％－ ６％－４％－0.0% 

同５５年：４４％－４３％－ ５％－３％－0.0 

平成 ２年：４４％－４２％－ ７％－２％－0.0% 

同１２年：４６％－３２％－１０％－２％－５％ 

上記した蒜山地域及び４町村の作目別面積構成は次のように要約される。 

蒜山地域における農作物作付延べ面積に占める稲、飼料作物、野菜の３作目合計面積の

割合は昭和３５年に７３％となり、同４５年以降は９０％台前半で推移している。以上の

過程で昭和３５年に稲作は５４％、飼料作１０％、野菜作９％となっている。昭和４５年

には稲作シェアが縮小し、反対に飼料作と野菜作の両シェアは拡大し、同年以降は飼料作

が３９％程度、稲作は３０％台前半、野菜作は２０％以下の範囲で推移し、平成１２年に

飼料作４３％、稲作３３％、野菜作１９％となっている。 

４か町村における稲、飼料、野菜の３作目合計シェアは昭和３５年に中和村７９％、川

上村７５％、八束村７４％、湯原町６７％となり、同４５年以降は川上村と八束村各は９
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５％前後、中和村と湯原町は９０％台前半で推移し、平成７年に八束村９７％、川上村９

６％、中和村と湯原町９３％、同１２年には八束村９６％、川上村８９％、中和村９２％、

湯原町８７％の順になり、川上村と湯原町はともに縮小しているが、その理由は川上村は

稲作、湯原町は飼料作の減退による。 

川上村における作目別面積シェア昭和３５年に稲作５５％、飼料作１３％、野菜作７％

となり、同４５年には飼料作は５０％、野菜作は１２％に拡大し、反対に稲作は３２％と

縮小し、その後、稲作は時系列的に縮小し、とくに同５５年以降の急落は激しく、この時

点から野菜作は平成２年まで稲作を上回っている。一方、飼料作シェアは昭和４５年以降

の全時点で他の２作目を大幅に上回り、平成１２年に飼料作４９％、稲作２１％、野菜作

１９％の順になっている。 

八束村における作目別面積シェアは昭和３５年に稲作４７％、飼料作１３％、野菜作１

４％となり、同４５年には飼料作は３７％、野菜作は２４％に拡大し、反対に稲作は３４

％に縮小している。その後、稲作は縮小し、平成７年には３９％と急激に拡大し、同１２

年に再び縮小し、同２年の低水準に戻り、一方、飼料作は縮小基調で推移し、平成１２年

には急激に拡大し、最高水準に達し、野菜作は昭和５５年に３６％と最高に達し、その後

は急速に縮小し、平成１２年の低水準に回帰し、同１２年における各作目シェアは飼料作

４３％、稲作２９％、野菜作２４％の順になっている。以上の推移経過のもとで、各作目

シェアが首位に立つ時点をみると、稲作は昭和３５年と平成７年、飼料作は昭和４５年、

平成２年及び同１２年、野菜作は昭和５５年となり、作目間の変動が大きい。 

中和村における作目別面積シェアは昭和３５年に稲作７０％、野菜作６％、飼料作４％

となり、同４５年には飼料作は２５％、野菜作は２１％に拡大し、反対に稲作は４３％に

縮小している。その後、稲作は拡大基調で推移し、平成７年以降は急激に拡大し、飼料作

は緩やに拡大し、平成２年に最高に達した後は緩やかに縮小し、野菜作は昭和５５年に最

高に達し、その後は急激に縮小し、平成１２年には昭和３５年の水準に回帰して、同１２

年における各作目シェアは稲作５７％、飼料作３０％、野菜作５％の順になっている。上

記したように、稲作シェアは終始首位を占め、次いで飼料作、野菜作と続き、飼料作と野

菜作の両シェアの較差は平成２年以降著しく拡大している。 

湯原町における作目別面積シェアは昭和３５年に稲作５６％、飼料作６％、野菜作５％

の順になり、同４５年には飼料作は３５％と急激に拡大し、反対に稲作は４６％に縮小し、

野菜作は６％と極僅差ながら拡大している。その後、稲作は４０％台前半で推移し、飼料

作は４０％台を下降し、野菜作は６％前後で推移し、平成１２年には稲作４６％、飼料作

３２％、野菜作１０％の順になっている。上記したように、稲作シェアは終始首位に立ち、

次いで飼料作、野菜作と続き、稲作と飼料作の両シェア間の較差は比較的近接し、野菜作

シェアは極めて低水準となっている。 

 

第第第第４４４４節節節節 家畜飼養家畜飼養家畜飼養家畜飼養のののの変動変動変動変動 

 

蒜山地域と４か町村における昭和３５年以降平成１２年までの４０年間における家畜飼

養の動向について、主として乳用牛及び肉用牛の飼養農家数と飼養頭数の両面から表２８

～３３の資料に基づき、真庭郡及び岡山県と対比し記述する。なお、同表に記載の統計数

値は昭和６０年まで総農家、平成２年以降は販売農家を対象としており、昭和６０年と平

成２年は厳密には連結しない。そのため昭和年代と平成年代に分けて記述する。 

 

第第第第１１１１項項項項 乳用牛飼養乳用牛飼養乳用牛飼養乳用牛飼養のののの展開展開展開展開 

１１１１ 酪農家数酪農家数酪農家数酪農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における乳用牛飼養の歴史は、昭和２９年における外国産ジャ－ジ－種牛の集

団的導入によって始まり、同４０年以降はホルスタイン種牛の飼養もみられ、両品種乳牛

飼養が展開されている。 

蒜山地域における昭和３５年の酪農家数は表２８で示すように６３１戸を数える。同年
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以降、一貫した減少パ－ンで推移し、同４５年に４６８戸、同５０年には２６２戸に急減

し、同５５年以降は１００戸台を下降し、同６０年には１３５戸と最低を記録し、昭和３

５年以降同６０年まで２５年間の減少率は 78.6% となっている。ちなみに全国及び都府県

における減少率はそれぞれ 80.2% 、81.3% となっている
1､2)

。上記した蒜山地域における

減少率を５年刻みでみると、昭和４５～５０年及び同５０～５５年はそれぞれ 44.0% 、

32.8% と突出し、他の期間は２４％前後となっている。 

一方、平成２年における同農家数は１１８戸を数え、その後減少を続け、同７年に９１

戸、同１２年には７４戸となり、平成２年以降同１２年まで１０年間の減少率は 37.3% と

なっている。ちなみに全国及び都府県における減少率はそれぞれ 47.0% 、51.3% となって

いる
1)

。上記した蒜山地域における減少率を５年刻みでみると、その最高は平成２～７年

の 22.9% 、残りの期間は 18.7% となっている。 

真庭郡における昭和３５年の酪農家数は 1,295 戸を数え、同４０年には 1,360 戸に増加

し、最高を記録し、その後は減少パタ－ンで推移し、その過程で同４５年に 1,105 戸、同

５０年には６５２戸と急激に減少し、同６０年に３７９戸となり、昭和３５年以降２５年

間の減少率は 70.7% となり、蒜山地域を 7.9 ポイント下回っている。以上の減少率を５年

刻みでみると、昭和４５～５０年は 41.0% と突出し、次いで同５０～５５年の 27.6% と続

き、他の期間は１９％前後となっている。 

一方、平成２年における同農家数は３０３戸を数え、その後減少し、同７年に２１３戸、

同１２年には１５０戸となり、平成２年以降１０年間の減少率は 50.5% となり、蒜山地域

を 13.2 ポイント上回っている。以上の減少率を５年刻みでみると、平成２～７年は 29.7% 、

残りの期間は極僅差の 29.6% となっている。 

岡山県における酪農家数は昭和３５年に 10,252 戸を数え、その後は一貫して減少し、同

４０年に 8,610 戸、同５０年に 3,650 戸、同５５年に 2,591 戸、同６０年には 2,186 戸

となり、昭和３５年以降２５年間の減少率は 78.7% となり、蒜山地域を極僅差の 0.1 ポイ

ント上回るに過ぎない。以上の減少率を５年刻みでみると、昭和４５～５０年は 44.7% と

突出し、次いで同５０～５５年 29.0% 、同４０～４５年 23.4% と続き、他の期間は１６％

程度となっている。 

一方、平成２年における酪農家数は 1,679 戸を数え、その後は急激に減少し、同７年に

1,159 戸、同１２年には７２８戸となり、平成２年以降１０年間の減少率は 56.6% となり、

蒜山地域を 19.5 ポイント上回っている。以上の減少率を５年刻みでみると３０％台で、と

くに平成７～１２年は 37.2% と突出している。 

次に蒜山地域における酪農家数の真庭郡および岡山県に占める割合（対真庭郡比及び対

岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡は昭和３５年に 48.7% となり、その後は急速に低下し、同５５年には 37.3% 

と４０％を切り、同６０年に 35.6% となっている。一方、平成２年には 38.9% となり、同

７年に 42.7% 、同１２年には 49.3%に上昇している。 

対岡山県比は昭和３５年に 6.15%を示し、同４０年に 7.31% と急上昇し、最高に達し、

その後は緩やかに低下し、同５５年に 6.79% と７％を切り、同６０年に 6.17% となり、同

３５年の水準に戻っている。一方、平成２年に 7.02% 、同７年には 7.85%と緩やかに上昇

し、同１２年には 10.16%と急激に上昇している。 

以上で記述した内容をまとめると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における酪農家数は減

少し、その減少率は昭和年代は岡山県 78.7% 、蒜山地域 78.6% 、真庭郡 70.7% 、平成年

代は岡山県 56.6% 、真庭郡 50.5% 、蒜山地域 37.3% の順になり、昭和年代における減少

率の方が著しく高くなっている。以上の減少率を５年刻みでみると、昭和４５～５０年は

他の期間と比べて突出し、岡山県 44.7% 、蒜山地域 44.0% 、真庭郡 41.0% の順になって

いる。次いで昭和５０～５５年には蒜山地域 32.8% 、岡山県 29.0% 、真庭郡 27.6% の順

になっている。なお、昭和３５～４０年の減少率は岡山県の 16.0% に対し蒜山地域は 0.2%

と極めて低く、反対に真庭郡は 5.0%の増加となっている。 

蒜山地域における酪農家数の対真庭郡比は昭和年代は 48.7～ 35.6% の範囲を急速に低下

し、反対に平成年代は 38.9～49.3%の範囲を急速に上昇している。一方、対岡山県比は昭和
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５０年まで 6.15～7.17%の範囲を上昇し、同５５年以降は 6.79～6.17%の範囲を下降し、平

成年代は 7.02～10.16% の範囲を上昇し、その過程で同７年まで 7.00%台を上昇し、その後

急上昇している。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における酪農家６３１戸の町村別内訳は、八束村２３７戸（町村

別構成比 37.6% ）、川上村１８０戸（同 28.5% ）、湯原町１４８戸（同 23.4% ）、中和

村６６戸（同 10.5% ）の順になっている。 

同年以降、八束村を除く３か町村は一貫した減少パタ－ンで推移し、その過程で川上村

は同４５年に１５５戸となり、同５０年には９４戸と１００戸を切り、湯原町は同５０年

に６３戸と１００戸を切り、中和村は同４５年に２９戸となり、同５０年には６戸と１０

戸を割り、一方、八束村は同４０年に２５４戸と最高に達し、その後は一貫して減少し、

同４５年に１８４戸と急落し、同５０年には９９戸と１００戸を割っている。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年における４か町村の酪農家数は１３５戸に減少し、

その町村別内訳は川上村５５戸（同 40.7% ）、八束村５０戸（同 37.0% ）、湯原町２６戸

（同 19.3% ）、中和村４戸（同 3.0%）の順になっている。 

昭和３５年以降２５年間の減少率は中和村 93.9% 、湯原町 82.4% 、八束村 78.9% 、川

上村 69.4% の順になり、中和村は湯原町を 11.5 ポイント、八束村を 15.0 ポイント、川上

村を 24.5 ポイント上回っている。以上の減少率を５年刻みで追跡すると、各町村とも昭和

４５～５０年間の減少率が最も高く、中和村 79.3% 、八束村 46.1% 、川上村 39.4% 、湯

原町 37.0% の順になり、これに次ぐ期間は八束村と川上村は同５０～５５年で、それぞれ

39.4% 、24.5% となり、中和村は同４０～４５年の 50.8% 、湯原町は同５５～６０年の 36.6% 

となっている。一方、最低の減少率は昭和３５～４０年の川上村 1.1%、湯原町 6.1%、八束

村 7.2%、中和村 10.6% の順になっている。なお、中和村は昭和５５～６０年には変化はみ

られない。 

一方、平成２年における４か町村の酪農家数１１８戸の町村別内訳は、川上村５２戸（同

44.1% ）、八束村４１戸（同 34.8% ）、湯原町２２戸（同 18.6% ）、中和村３戸（同 2.5%）

の順になっている。 

同年以降、中和村を除く３か町村は急速な減少パタ－ンで推移し、一方、中和村は概ね

横ばい状態で推移し、平成１２年における４か町村の酪農家数は７４戸に激減し、その町

村別内訳は川上村３４戸（同 45.9% ）、八束村３１戸（同 41.9% ）、湯原町７戸（同 9.5%）、

中和村２戸（同 2.7%）の順になり、同２年以降１０年間の減少率は湯原町 68.2% 、川上村

34.6% 、中和村 33.3% 、八束村 24.4% の順になり、湯原町は川上村を 33.6 ポイント、中

和村を 34.9 ポイント、八束村を 43.8 ポイント上回っている。 

上記した減少率を５年刻みでみると、その最高は中和村と八束村は平成２～７年の、そ

れぞれ 33.3% 、17.1% となり、湯原町は同７～１２年の 46.2%、川上村は同２～７年の 19.2

～19.1% となっている。なお、中和村の平成７～１２年に変化はみられない。 

以上で記述した昭和６０年及び平成１２年における酪農家数の町村別割合のそれぞれ昭

和３５年及び平成２年に対する拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりである。 

昭和年代において川上村は 42.8% 拡大し、反対に縮小は中和村 71.2% 、湯原町 17.9% 、

八束村 1.6%の順になり、平成年代では拡大は八束村 20.4% 、中和村 8.0%、川上村 4.1%の

順になり、反対に縮小は湯原町 48.9% となっている。 

上記した内容をまとめると、４か町村における酪農家数の昭和年代における減少率は中

和村 93.9% 、湯原町 82.4% 、八束村 78.9% 、川上村 69.4% の順になっている。一方、平

成年代における減少率は湯原町 68.2% 、川上村 34.6% 、中和村 33.3% 、八束村 24.4% の

順になっている。 

酪農家数の町村別構成割合は昭和３５年に八束村 37.6% 、川上村 28.5% 、湯原町 23.5% 、

中和村 10.4% 、同６０年には川上村 40.7% 、八束村 37.0% 、湯原町 19.3% 、中和村 3.0%

の順になっている。一方、平成２年に川上村 44.1% 、八束村 34.8% 、湯原町 18.6% 、中

和村 2.5%、同１２年には川上村 45.9% 、八束村 41.9% 、湯原町 9.5%、中和村 2.7%の順に

なっている。 
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２２２２ 乳用牛飼養頭数乳用牛飼養頭数乳用牛飼養頭数乳用牛飼養頭数のののの増減増減増減増減 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の乳用牛は表 29 に示すように 1,513 頭を数え、その後増

加基調で推移し、その過程で同４５年に2,762 頭と急増し、最高に達し、同５０年には2,317 

頭に急減し、その後は２千頭台を上昇し、同６０年に 2,717 頭となり、昭和３５年以降同

60 年までの２５年間の増加率は 79.6% となっている。ちなみに全国及び都府県における増

加率はそれぞれ 141.7%、89.9% となっている
1､2)

。以上の蒜山地域における増加率を５年

刻みでみると、昭和４５～５０年を除く期間において増加し、そのうち同３５～４５年の

２期間の増加率はそれぞれ 37.5% 、32.7% と突出し、反対に同４５～５０年は 16.2% の減

少となっている。 

一方、平成２年における乳用牛頭数は 3,154 頭を数え、同７年に 3,386 頭と増加し、最

高に達し、同１２年には 3,022 頭に減少し、平成２年以降同１２年までの１０年間の減少

率は 4.2%となっている。ちなみに全国と都府県における減少率はそれぞれ 16.6% 、26.5% 

となっている
1)

。以上の減少率を５年刻みでみると、平成２～１２年の２期間のうち前期

間は 7.4%増加、反対に後期間は 10.8% 減少となっている。 

真庭郡における乳用牛は昭和３５年に 2,739 頭を数え、その後は増加基調で推移し、そ

の過程で同４５年に 7,359 頭と最高に達し、同５０年には 6,234 頭に急減し、その後は６

千頭台を上昇し、同６０年に 6,802 頭となり、昭和３５年以降２５年間の増加率は 148.3%

となり、蒜山地域を 68.7 ポイント上回っている。以上の増加率を５年刻みでみると、昭和

４５～５０年を除く期間において増加し、そのうち同３５～４５年の２期間はそれぞれ

61.4% 、66.5% と突出し、同４５～５０年 15.3% の減少となっている。 

一方、平成２年における乳用牛頭数は 6,802 頭となり、その後は６千頭台から５千頭台

に減少し、同１２年に 5,010 頭となり、平成２年以降１０年間の減少率は 25.4% となり、

蒜山地域を 21.2 ポイント上回っている。以上の減少率を５年刻みでみると、平成７～１２

年は 19.8% と突出し、残りの期間は 7.0%に留まっている。 

岡山県における乳用牛頭数は昭和３５年に 17,426 頭となり、その後は増加基調で推移

し、その過程で同４５年に 38,971 頭と急激に増加し、同５０年に 40,900 頭となり、その

後は４万頭台を上昇し、同６０年に 45,398 頭となり、昭和３５年以降２５年間の増加率は

80.9% となり、蒜山地域を 1.3 ポイント上回っている。以上の増加率を５年刻みでみると、

全期間に亘って増加し、そのうち昭和４０～４５年は 66.4% と突出し、次いで同３５～４

０年の 34.4% と続き、残りの期間は５％前後となっている。 

一方、平成２年における乳用牛頭数は 40,923 頭となり、その後は急速に減少し、同１２

年に 26,097 頭となり、平成２年以降１０年間の減少率は 36.2% となり、蒜山地域を 32.0

ポイント上回っている。以上の減少率を５年刻みでみると、その最高は平成７～１２年の

23.8% 、残りの期間は 16.3% となっている。 

次に蒜山地域における乳用牛頭数の真庭郡および岡山県に占める割合（対真庭郡比及び

対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 55.2%となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同４

０年に 47.0% と急低下し、同５０年に 37.2% と最低を記録し、その後は上昇に転じ、同６

０年に 39.9%となっている。一方、平成２年には 47.0% を示し、その後は急上昇し、同１

２年に 60.3% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 8.68%となり、同４０年に 8.88% と最高に達し、その後は急

速に低下し、同６０年に 5.98% となっている。一方、平成２年には 7.71% となり、その後

は急上昇し、同１２年に 11.57%となっている。 

以上で記述した内容をまとめると、昭和年代における乳用牛頭数は蒜山地域と真庭郡は

増加基調で推移し、その過程で同４５年に最高に達し、同５０年に減少し、その後は再び

増加し、一方、岡山県は一貫して増加し、同３５年以降２５年間の増加率は真庭郡 148.3%、

岡山県 80.9% 、蒜山地域 79.6% の順になっている。以上の増加率を５年刻みでみると、昭

和３５～４０年と同４０～４５年の２期間において突出し、蒜山地域はそれぞれ 37.5% 、

32.7% 、真庭郡はそれぞれ 61.4% 、66.5% 、岡山県はそれぞれ 34.4% 、66.4% となってい
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る。 

平成年代における乳用牛頭数は蒜山地域は減少基調で推移し、その過程で同７年に最高

に達し、一方、真庭郡及び岡山県は一貫して減少し、平成２年以降１０年間の減少率は岡

山県 36.2% 、真庭郡 25.4% 、蒜山地域 4.2%の順になっている。以上の減少率を５年刻み

でみると、その最高は平成７～１２年における岡山県 23.8% 、真庭郡 19.8% 、蒜山地域

10.8% の順になっている。なお、蒜山地域は平成２～７年に増加率 7.4%を記録している。 

蒜山地域における乳用牛頭数の対真庭郡比および対岡山県比は昭和年代は全体的に時系

列的に低下し、反対に平成年代は上昇している。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における乳用牛頭数 1,513 頭の町村別内訳は、八束村５２５頭（町

村別構成比 34.7% ）、川上村４７７頭（同 31.5% ）、湯原町３７７頭（同 24.9% ）、中

和村１３４頭（同 8.9%）の順になっている。 

同年以降における推移パタ－ンには町村間差異がみられる。すなわち、八束村、川上村、

湯原町は増加基調で推移し、その過程において八束村と湯原町は昭和４５年、川上村は同

６０年に最高に達し、一方、中和村は減少基調で推移している。以上の推移経過を子細に

みると以下のようである。 

八束村は昭和４０年に８００頭と急増し、同４５年には９６３頭と最高に達し、同５０

年に７５９頭に急減し、その後は概ね横ばい状態となり、同６０年に再び増加している。 

川上村は昭和４０年に７０９頭、同４５年に 1,196 頭と急激に増加し、同５０年には

1,085 頭に減少し、その後は増加に転じ、同６０年に最高に達している。 

湯原町は緩やかに増加し、昭和４５年に５０５頭と最高に達し、その後は４００頭台を

上昇し、同６０年には減少し、同３５年の水準にかなり接近している。 

中和村は昭和４０年に１３８頭と極僅差ながら増加し、最高に達し、同４５年に９８頭、

同５０年には１７頭と急激に減少し、その後は２０頭台前半で推移している。 

上記の推移経過のもとで、４か町村の昭和６０年における乳用牛頭数は 2,717 頭に増加

し、その町村別内訳は川上村 1,397 頭（同 51.4% ）、八束村８９９頭（同 33.1% ）、湯

原町３９９頭（同 14.7% ）、中和村２２頭（同 0.8%）の順になり、昭和３５年以降２５年

間の増加率は川上村 192.9%、八束村 71.2% 、湯原町 5.8%の順になり、川上村は八束村を

121.7 ポイント、湯原町を 187.1 ポイント上回り、反対に中和村は 83.6% の減少となって

いる。 

以上の増減率を５年刻みでみると以下のとおりである。 

川上村は昭和４５～５０年を除く他の４期間において増加し、その最高増加率は同４０

～４５年の 68.7% 、次いで同３５～４０年の 48.6% となり、両者は突出している。なお、

昭和４５～５０年は 9.3%の減少となっている。 

八束村は昭和４５～５５年の２期間を除く他の３期間で増加し、その増加率の最高は同

３５～４０年の 52.4% 、次いで同５５～６０年の 21.3% となっている。なお、減少率の最

高は昭和４５～５０年の 21.2% となり、突出している。 

湯原町は昭和４５～５０年及び同５５～６０年を除く他の３期間で増加し、その増加率

の最高は昭和４５～５０年の 16.4% 、次いで同３５～４０年の 15.1% となっている。なお、

減少率の最高は昭和５５～６０年の 19.4% となり、突出している。 

中和村は昭和４０～５０年の２期間で減少し、その減少率の最高は同４５～５０年の

82.7% 、次いで同４０～４５年の 29.0% と続いている。なお、増加率の最高は昭和５０～

５５年の 17.6% となり、突出している。 

次に上記した昭和６０年における乳用牛頭数の町村別構成比の同３５年に対する拡大又

は縮小の比率をみると、拡大は川上村 63.2% 、反対に縮小は中和村 91.0% 、湯原町 41.0% 、

八束村 4.6%の順になっている。 

一方、平成２年における４か町村の乳用牛頭は 3,154 頭、その内訳は川上村 1,621 頭（同

51.4% ）、八束村 1,119 頭（同 35.5% ）、湯原町３８８頭（同 12.3% ）、中和村２６頭

（同 0.8%）の順になっている。 

同年以降における推移パ－ンには町村間差異がみられ、八束村は増加し、川上村と中和
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村は減少し、湯原町は減少基調のパタ－ンで推移し、その過程を子細にみると以下のとお

りである。 

八束村は平成７年に 1,374 頭に増加し、その後は１千頭台を上昇、川上村は同７年に

1,490 頭に減少し、その後は１千頭台を下降し、中和村は同７年に１８頭に減少し、その

後はさらに僅差ながら減少し、湯原町は同７年に５０４頭と最高に達し、その後は劇的に

減少している。 

上記の推移経過のもとで、平成１２年には八束村 1,442 頭（町村別構成比 47.4% ）、川

上村 1,338 頭（同 44.0% ）、湯原町２４２頭（同 8.0%）、中和村１７頭（同 0.6%）とな

り、平成２年以降１０年間の減少率は湯原町 37.6% 、中和村 34.6% 、川上村 17.5% の順

になり、湯原町は中和村を 3.0 ポイント、川上村を 20.1 ポイント上回り、反対に八束村

は 28.9%の増加となっている。 

以上の減少率を５年刻みでみると、川上村と中和村は平成年代の２期間に亘って減少し、

その減少率の最高は川上村は平成７～１２年の 10.2% 、中和村は同２～７年の 30.8% とな

っている。一方、湯原町は同７～１２年に 52.0% 減少し、残りの期間は 29.9% の増加とな

っている。八束村は２期間に亘って増加し、その最高は平成２～７年の 22.8% となり、突

出しいる。 

上記した平成１２年における乳用牛頭数の町村別構成比の同２年に対する拡大又は縮小

の比率をみると、拡大は八束村の 33.5% 、反対に縮小は湯原町 35.0% 、中和村 25.0% 、

川上村 14.4% の順になっている。 

以上で記述した内容をまとめると、昭和年代におけ乳用牛頭数は中和村を除く３か町村

において増加基調で推移し、反対に中和村は減少基調で推移し、昭和３５年以降２５年間

の増加率は川上村 192.9%、八束村 71.2% 、湯原町 5.8%の順になり、反対に中和村は 83.6% 

の減少となっている。 

以上の増減率を５年刻みで追跡すると、４か町村における増加が共通する期間は昭和３

５～４０年、反対に減少の共通期間は同４５～５０年となっている。また、増加率の最高

期間は川上村と八束村は昭和３５～４０年、中和村は同５０～５５年、湯原町は同４０～

４５年となっている。 

平成年代における乳用牛頭数は川上村、中和村は一貫して減少し、反対に八束村は一貫

して増加し、湯原町は減少基調で推移し、平成２年以降１０年間の減少率は湯原町 37.6% 、

中和村 34.6% 、川上村 17.5% の順になり、反対に八束村は 28.9% の増加となっている。

以上の増減率を５年刻みでみると、川上村と中和村は平成２～１２年の２期間において減

少し、反対に八束村は増加している。一方、湯原町は前期間に増加し、後期間は減少して

いる。 

乳用牛頭数の町村別構成比は昭和３５年に八束村 34.7% 、川上村 31.5% 、湯原町 24.9% 、

中和村 8.9%、同６０年には川上村 51.4% 、八束村 33.1% 、湯原町 14.7% 、中和村 0.8%の

順になっている。一方、平成２年に川上村 51.4% 、八束村 35.5% 、湯原町 12.3% 、中和

村 0.8%、同１２年には八束村 47.4% 、川上村 44.0% 、湯原町 8.0%、中和村 0.6%の順にな

っている。 

３３３３ 成牛頭数規模別農家数割合成牛頭数規模別農家数割合成牛頭数規模別農家数割合成牛頭数規模別農家数割合のののの推移推移推移推移 

本項では蒜山地域と４か町村における２歳以上雌牛頭数規模別農家数割合の推移状況に

ついて表３０により真庭郡及び岡山県と対比し記述する。なお、同頭数規模は昭和年代は

１～４頭、５～９頭、１０～１４頭、１５～２９頭、３０～４９頭、５０頭以上の６階層、

平成年代は１～９頭、１０～２９頭、３０～４９頭、５０頭以上の４階層に区分し、昭和

年代は総農家、平成年代は販売農家を対象としている。 

（１） 蒜山地域 

① 昭和年代 

蒜山地域における成牛頭数規模別農家数割合（以下、階層シェア）の推移状況は以下の

とおりである。 

１～４頭階層シェアは昭和３５年に 97.8% となり、その後は急速な縮小パタ－ンで推移

し、同４５年に 56.9% と５０％台に下落し、同６０年には 18.2% となっている。 
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５～９頭階層シェアは昭和３５年には 2.2%に過ぎず、その後は拡大基調で推移し、同４

０年に 12.9% 、同４５年には 34.6% と最高に達し、その後は３０％台を緩やかに下降し、

同６０年に 31.1% となっている。 

上記した両階層の合計シェア（９頭以下階層シェア）は昭和３５年に１００％、同４０

～４５年は９０％台を下降し、同５０年に 76.4% と急落し、同６０年には 49.3% と５０％

を僅差ながら割り込んでいる。以上の推移経過から昭和５０年は１０頭以上各階層の拡大

化を加速させる始点となっている。 

１０～１４頭階層シェアは昭和４０年に 0.2%となり、その後は拡大基調で推移し、同４

５年に 8.1%、同５０年には 10.2% と最高に達し、同５５年は 9.0%に縮小し、同６０年は

9.1%となっている。 

１５～２９頭階層シェアは昭和４５年に 0.4%となり、その後は急速な拡大パタ－ンで推

移し、同５０年に 11.0% 、同５５年に 14.4% 、同６０年には 20.4%と急増し、最高に達し

ている。 

３０～４９頭階層シェアは昭和５０年に 2.4%となり、その後は急速な拡大パタ－ンで推

移し、同５５年に 10.8% 、同６０年には 21.2% と急増し、最高に達している。 

上記した内容をまとめると、１～４頭及び５～９頭規模の両階層シェアは昭和３５年に

１００％となり、同４０～４５年に９０％台を下降し、その後は急速に縮小し、同５０年

に 76.4% 、同５５年に 65.8% 、同６０年には 49.3% となり、同４５～５０年は１０頭規

模以上の各階層への拡大化の始点となっている。 

すなわち、１～４頭階層は昭和４５年以降急速に縮小し、一方、５～９頭階層は同４５

年に急激に拡大し、その後は１～４頭階層の縮小部分を吸収し、１０頭以上階層の拡大を

支えながら３０％台のシェアで安定的に推移している。一方、１０～１４頭階層は昭和４

５年に拡大化が始まり、その後は横ばい状態で推移し、１５～２９頭階層は同５０年、３

０～４９頭階層は同５５年を始点に拡大し、同６０年における階層シェアは５～９頭階層

31.1% 、１５～２９頭階層 20.4% 、３０～４９頭階層 21.2% 、１～４頭階層 18.2% 、１

０～１４頭階層 9.1%の順になっている。 

真庭郡における成牛頭数規模別農家階層シェアの推移状況をみると以下のとおりであ

る。 

１～４頭階層シェアは昭和３５年に 88.7% となり、その後は蒜山地域と類似の縮小パタ

－ンで推移し、同６０年に 18.9%となり、蒜山地域を 0.7 ポイント上回っている。 ５～

９頭階層シェアは蒜山地域と同様に拡大パタ－ンで推移し、昭和３５年に 11.3% 、同４５

年には 33.3% と最高に達し、その後は概ね横ばい状態で推移し、同６０年に 31.7% となり、

蒜山地域を 0.6 ポイント上回っている。 

上記した両階層シェア（９頭以下階層シェア）の時系列的縮小パタ－ンとその速度は蒜

山地域に近似し、昭和５０年は１０頭以上各階層への拡大化の始点となっている。 

１０～１４頭階層シェアは蒜山地域と類似の拡大パタ－ンで推移し、昭和４０年に

0.1%、同４５年に 7.6%、同５５年には 12.7% と最高に達し、同６０年には 11.9% と幾分

縮小し、蒜山地域を 2.8 ポイント上回っている。 

１５～２９頭階層シェアは蒜山地域に類似の拡大基調のパタ－ンで推移し、昭和４５年

に 1.0%、同５０年に 13.6% 、同５５年に 17.3% 、同６０年には 24.4% と急激に拡大し、

蒜山地域を 4.0 ポイント上回っている。 

３０～４９頭階層シェアは蒜山地域と同様に拡大パタ－ンで推移しているが、その拡大

速度は遅く、昭和５０年に 1.7%、同５５年に 6.2%、同６０年に 13.1% となり、蒜山地域

を 8.1 ポイント下回っている。 

以上で記述した内容をまとめると、各階層シェアは蒜山地域の場合に類似したパタ－ン

で推移し、１～４頭階層は昭和４５年以降急速に縮小し、反対に５～９頭階層は同４５年

に急激に拡大し、その後は１～４頭階層の縮小部分を吸収し、１０頭以上各階層の拡大を

支えながら安定的に推移している。一方、１０～１４頭階層の拡大化は昭和４５年に始ま

り、同５０年以降は横ばい状態で推移しながら、１５～２９頭階層の拡大を支え、３０～

４９頭階層は同５５年を始点に拡大し、同６０年における階層シェアは５～９頭階層
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31.7% 、１５～２９頭階層 24.4% 、１～４頭階層 18.9% 、３０～４９頭階層 13.1% 、１

０～１４頭階層 11.9% の順になっている。 

岡山県における成牛頭数規模別農家階層シェアの推移状況は以下のとおりである。 

１～４頭階層シェアは蒜山地域と類似の縮小パタ－ンで推移し、その縮小速度は岡山県

の方が昭和５０年以降において速くなっている。同階層シェアは昭和３５年に 99.2% 、同

５０年に 36.5% 、同６０年には 15.3% と縮小し、蒜山地域を 2.9 ポイント下回っている。 

５～９頭階層シェアは蒜山地域に類似の拡大基調パタ－ンで推移し、昭和３５年に

0.7%、同４０年に 9.3%、同４５年には 32.6% と最高に達し、その後は蒜山地域と異なり、

急速に縮小し、同６０年に 22.4% となり、同地域を 8.7 ポイント下回っている。 

上記した両階層の合計シェア（９頭以下階層シェア）の経年的縮小パタ－ンは蒜山地域

に類似しているが、昭和５０年以降における縮小速度が急速である点は相違している。す

なわち、昭和３５年に 99.9% となり、同４５年まで９０％台を下降し、同５０年に 66.7% 、

同５５年に 49.5% 、同６０年には 37.7% となり、同５０年以降において蒜山地域を大幅に

下回っている。以上の推移経過から、昭和５０年は蒜山地域と同様に１０頭以上各階層へ

の拡大の始点となっている。 

１０～１４頭階層シェアは蒜山地域と同様に昭和５０年まで急速に拡大し、その後は同

地域と異なり、同５５年まで拡大した後、概ね横ばい状態となっている。すなわち、昭和

３５～４０年は 0.4%以下、同４５年に 6.0%、同５０年には 14.1% と急激に拡大し、同５

５年に 15.9% と最高に達し、同６０年は 15.5% と停滞している。以上の推移過程において

昭和５０年以降は蒜山地域を比較的大幅に上回り、その較差は同６０年に 6.4 ポイントと

なっている。 

１５～２９頭階層シェアは蒜山地域に類似の拡大パ－ンで推移し、その拡大速度は同地

域を上回り、とくに昭和５５年以降は大幅に上回っている。すなわち、昭和４０年に 0.1%、

同４５年に 2.4%、同５０年には 15.2% と急速に拡大し、同５５年に 23.7% 、同６０年に

は 31.1% と急激に拡大し、各時点において蒜山地域を超大幅に上回り、その較差は同６０

年に 10.7 ポイントとなっている。 

３０～４９頭階層シェアは蒜山地域に類似の拡大パタ－ンで推移している。すなわち、

昭和５０年に 4.0%、同５５年に 10.9% 、同６０年には 15.7% となり、蒜山地域を 5.5 ポ

イント下回っている。 

上記した内容をまとめると、各階層シェアは概ね蒜山地域の場合と類似のパタ－ンで推

移している。すなわち、１～４頭階層は昭和４５年以降に急速に縮小し、一方、５～９頭

階層は同年に急激に拡大し、その後は蒜山地域と異なり、急速に縮小している。１０～１

４頭階層の拡大は昭和４５年に始まり、同５０年に急激に拡大し、その後は停滞状態とな

っている。１５～２９頭階層は昭和５０年に拡大が始まり、その後は急激な拡大に転じて

いるが、それは５～９頭階層の縮小と１０～１４頭階層の拡大の停滞に支えられている。

３０～４９頭階層の拡大は昭和５５年以降加速している。 

以上の各階層シェアの推移経過のもとで、昭和６０年における階層シェアは１５～２９

頭階層 31.1% 、５～９頭階層 22.4% 、３０～４９頭階層 15.7% 、１０～１４頭階層 15.5% 、

１～４頭階層 15.3% の順になっている。 

② 平成年代 

蒜山地域における成牛頭数規模別農家階層シェアの推移状況は以下のとおりである。 

１～９頭階層シェアは縮小パタ－ンで推移し、平成２年に 44.8% 、同７年には 28.1% 

と急激に縮小し、同１２年に 20.8% となっている。 

１０～２９頭階層シェアは概ね横ばい状態で推移し、平成２年に 24.2% 、同１２年には

25.0% となっている。 

３０～４９頭階層シェアは拡大パタ－ンで推移し、その過程で平成２年に 29.3% となり、

同７年には 36.0% と劇的に拡大し、同１２年に 37.5% となっている。 

５０頭以上階層シェアは拡大パ－ンで推移し、平成２年に 1.7%となり、同７年には 12.3% 

と劇的に拡大し、同１２年に 16.7% となっている。 

上記した内容をまとめると、１～９頭及び１０～２９頭規模の両階層シェアは、平成２
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年に 69.0% となり、同７年に 51.7% 、同１２年には 45.8% と急落し、同７年は３０頭規

模以上各階層への拡大化の始点となっている。 

すなわち、１～９頭階層は平成７年以降急速に縮小し、１０～２９頭階層は１～９頭階

層の縮小部分を吸収し、３０頭以上各階層への拡大化を支えながら、２５％前後のシェア

で安定的に推移し、一方、３０～４９頭及び５０頭以上階層の拡大化は平成７年を始点と

して加速され、同１２年における階層シェアは３０～４９頭階層 37.5% 、１０～２９頭階

層 25.0% 、１～９頭階層 20.8% 、５０頭以上階層 16.7% の順になっている。 

真庭郡における成牛頭数規模別農家階層シェアの推移状況をみると、各階層とも蒜山地

域と同様のパタ－ンで以下のように推移している。 

１～９頭階層シェアは縮小パタ－ンで推移し、平成２年に 44.6% となり、同１２年には

22.3% に縮小し、蒜山地域を 1.5 ポイント上回っている。 

１０～２９頭階層シェアは横ばい状態で推移し、平成２年に 36.7% となり、同１２年に

は 35.3% となり、蒜山地域を 10.3 ポイント上回っている。 

３０～４９頭階層シェアは急速な拡大パタ－ンで推移し、平成２年に 17.3% となり、同

７年に 24.4% 、同１２年には 30.9% となり、蒜山地域を 6.6 ポイント下回っている。 

５０頭以上階層シェアは急速な拡大パタ－ンで推移し、平成２年に 1.4%、同７年に 7.8%、

同１２年には 11.5% となり、蒜山地域を 5.2 ポイント下回っている。 

上記した内容をまとめると、各階層シェアの推移パタ－ンは蒜山地域の場合に類似し、

１～９頭階層は縮小し、１０～２９頭階層は概ね横ばい状態で推移し、３０～４９頭階層

及び５０頭以上階層は拡大し、平成１２年における階層シェアは１０～２９頭階層 35.3% 、

３０～４９頭階層 30.9% 、１～９頭階層 22.3% 、５０頭以上階層 11.5% の順になってい

る。 

岡山県における成牛頭数規模別農家階層シェアの推移状況をみると、蒜山地域と概ね近

似のパタ－ンで以下のように推移している。 

１～９頭階層シェアは、急速な縮小パタ－ンで推移し、平成２年に 31.3% 、同７年に

23.0% 、同１２年には 15.1% となり、蒜山地域を 5.7 ポイント下回っている。 

１０～２９頭階層シェアは緩やかな縮小パタ－ンで推移し、平成２年に 48.3% 、同１２

年に 45.1% となり、蒜山地域を 20.1 ポイント上回っている。 

３０～４９頭階層シェアは急速な拡大パタ－ンで推移し、平成２年に 17.5% 、同７年に

22.8% 、同１２年には 27.7% となり、蒜山地域を 9.8 ポイント下回っている。 

５０頭以上階層シェアは拡大パタ－ンで推移し、平成２年に 2.9%、同７年に 6.7%、同１

２年には 12.1% となり、蒜山地域を 4.6 ポイント下回っている。 

上記した内容をまとめると、蒜山地域と同様に１～９頭階層は縮小し、３０～４９頭階

層と５０頭以上階層は拡大し、１０～２９頭階層は蒜山地域と異なり緩やかに縮小し、平

成１２年における階層シェアは１０～２９頭階層 45.1% 、３０～４９頭階層 27.7% 、１～

９頭階層 15.1% 、５０頭階層 12.1% の順になっている。 

以上で記述した昭和年代及び平成年代の蒜山地域における成牛頭数規模別農家構成の特

化状況を知るため表３１の特化係数を用いて以下に記述する。なお、比較のため真庭郡に

ついて付記す。ちなみに上記の特化係数は、蒜山地域における頭数規模別農家階層シェア

の岡山県における同階層シェアに対する比で示され、蒜山地域における階層シェアが岡山

県の当該階層シェアと等しいとき、その特化係数は 1.00 であり、その係数が大きくなるほ

ど蒜山地域はその階層への特化を強めている。 

昭和年代において各階層が特化係数 1.10 以上を記録した時点をみると、蒜山地域におい

て１～４頭階層は昭和５０年以降、５～９頭階層は同３５年以降、１０～１４頭階層は同

４０～４５年、３０～４９頭階層は同６０年となり、１５～２９頭階層には該当時点は認

められない。一方、真庭郡の場合は１～４頭階層は昭和５０年以降、５～９頭階層は同３

５年以降、１０～１４頭階層は同４５年となり、残りの階層には該当時点はみれれない。 

平成年代における特化係数 1.10 以上の時点は、蒜山地域において１～９頭階層と３０～

４９頭階層は同２年以降、５０頭以上階層は同７年以降となり、１０～２９頭階層には該

当時点は認められない。一方、真庭郡の場合も１～９頭階層は平成２年以降、３０～４９
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頭階層は同１２年、５０頭以上階層は同７年となっている。 

（２） ４か町村 

①昭和年代 

１～４頭階層シェアは昭和３５年に八束村 99.0% 、川上村 98.2% 、中和村 96.2% 、湯

原町 96.1% の順になっている。 

同年以降、中和村は縮小基調、他の３か町村は縮小パタ－ンで推移し、同階層シェアが

８０％を切る時点と同シェアをみると、川上村は昭和４０年 77.1% 、八束村は同４５年

66.3% 、湯原町も同４５年 62.4% 、中和村は同５５年 50.0% となり、同６０年における階

層シェアは中和村 75.0% 、湯原町 23.1% 、八束村 18.0% 、川上村 11.5% の順になってい

る。 

５～９頭階層シェアは昭和３５年に湯原町 3.9%、中和村 3.8%、川上村 1.8%、八束村 1.0%

の順になっている。 

同年以降、湯原町と八束村は拡大パタ－ンで推移し、川上村と中和村は拡大基調で推移

し、その過程において川上村は同４５年、中和村は同５５年に最高に達し、同６０年にお

ける階層シェアは湯原町 42.3% 、八束村 42.0% 、中和村 25.0% 、川上村 15.4% の順にな

っている。 

上記した４か町村における１～４頭階層及び５～９頭階層の両シェア（９頭以下階層シ

ェア）が８０％台に下落した時点とシェアをみると、川上村は昭和４５年 84.3% 、八束村

と湯原町は同５０年でそれぞれ 84.2% 、85.7% となり、６０％台に降下した時点は川上村

は同５０年 60.8% 、八束村は同５５年 69.0% 、湯原町は同６０年 65.4% となり、中和村

は全時点に亘り１００％となっている。以上の８０％台に下落した時点は概ね１０～１４

頭階層の拡大化、６０％台に降下した時点は概ね１５～２９頭階層及び３０～４９頭階層

の拡大化の始点となり、各階層シェアの推移状況は以下のとおりである。 

１０～１４頭階層シェアは昭和４０年に川上村のみ 0.5%、同４５年に川上村 15.1% 、八

束村 6.6%、湯原町 2.1%の順になっている。同年以降、川上村と八束村は概ね横ばい状態で

推移し、湯原町は同５０年に 7.9%と最高に達し、その後は急速に縮小し、同６０年におけ

る階層シェアは川上村 15.4% 、八束村 6.0%、湯原町 3.8%の順になっている｡ 

１５～２９頭階層シェアは昭和４５年に川上村と八束村はともに 0.6%、湯原町は該当な

く、その後、３か町村は拡大パタ－ンで推移し、同５０年は川上村 20.7% 、湯原町 6.4%、

八束村 5.3%の順になり、その後も概ね急速に拡大し、同６０年は川上村 26.9% 、湯原町

19.2% 、八束村 16.0% の順になっている。 

３０～４９頭階層シェアは昭和５０年に八束村 4.2%、川上村 2.2%の順になり、その後、

急速な拡大パタ－ンで推移し、同５５年に川上村 15.9%、八束村 8.6%、湯原町 2.8%、同６

０年には川上村 30.8%  、八束村 18.0%、湯原町 11.6%の順になっている。 

次に上記した頭数規模別農家階層シェアの特化係数が 1.10 を超える時点と同係数をみ

ると以下のとおりである。 

１～４頭階層は川上村は昭和５５年に 1.23、八束村は同４５年に 1.12 となり、その後

は 1.00 台を上昇し、同５５年に 1.40 と最高に達し、同６０年には 1.18 と低下し、中和村

は同４０年に 1.11 となり、その後は急上昇し、同５０年に 2.19 と 2.00 台に乗り、同６０

年には 4.90 と劇的に上昇し、湯原町は同５０年に 1.39 となり、その後は 1.00 台を上昇し、

同５５年に 1.54 と最高に達し、同６０年には 1.51 と極僅差ながら下降している。 

５～９頭階層は川上村は昭和３５年に 2.57 となり、その後 2.00 台を下降し、同４５年

に 1.48 に急落し、八束村は同３５年に 1.43 となり、その後同４５年を除き 1.10 台で推移

し、同５５年に 1.39、同６０年には 1.88 に急上昇し、中和村は同３５年に 5.43 となり、

その後 1.00 を下回り、同５５年に 1.92 に急上昇し、同６０年には 1.12 に急落し、湯原町

は同３５年に 5.57 となり、同４０年に 1.27 に急落し、その後は同４５年を除き 1.10 台で

推移し、同５５年に 1.60、同６０年には 1.89 と上昇している。 

１０～１４頭階層は川上村は昭和４０年に 1.25 となり、同４５年に 2.52 と最高に達し、

同５０年に 1.16 に急落し、八束村は同４５年に 1.10 となっている。 

１５～２９頭階層は川上村は昭和５０年に 1.36 となっている。 
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３０～４９頭階層は、川上村は昭和５５年に 1.46 となり、同６０年には 1.96 に上昇し、

八束村は同６０年に 1.15 となっている。 

以上で記述した各階層シェアの推移状況をまとめると以下のとおりである。 

１～４頭階層シェアは昭和３５年以降、中和村を除く３か町村において縮小パタ－ンで

推移し、一方、中和村は縮小基調で推移し、昭和５５年に最低を記録している。 

５～９頭階層シェアは昭和３５年以降、八束村と湯原町は拡大パタ－ンで推移し、一方、

川上村と中和村は拡大基調で推移し、その過程で川上村は同４５年、中和村は同５５年に

最高に達し、その後は急速に縮小している。 

１０～１４頭階層シェアは川上村は昭和４０年、八束村と湯原町は同４５年に初めて記

録され、川上村は同４５年に急激に拡大し、その後は概ね横ばい状態で推移し、八束村は

当初から横ばい状態となり、湯原町は同５０年に拡大し、最高に達している。 

１５～２９頭階層と３０～４９頭階層の合計シェアは拡大パタ－ンで推移している。 

上記した１～４頭階層と５～９頭階層の両シェアは昭和３５年以降縮小し、その過程に

おいて８０％台に下落した時点をみると、川上村は同４５年、八束村と湯原町は同５０年、

６０％台に下降した時点は川上村は同５０年、八束村は同５５年、湯原町は同６０年とな

り、一方、中村村は全時点に亘り１００％となっている。以上の８０％台の時点は概ね１

０～１４頭階層の急速な拡大化、６０％台の時点は概ね１５～２９頭階層と３０～４９頭

階層の急速な拡大化の始点となっている。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年における階層シェアをみると、１～４頭階層は中

和村 75.0% 、湯原町 23.1% 、八束村 18.0% 、川上村 11.5% 、５～９頭階層は湯原町 42.3% 、

八束村 42.0% 、中和村 25.0% 、川上村 15.4% 、１０～１４頭階層は川上村 15.4% 、八束

村 6.0%、湯原町 3.8%、１５～２９頭階層は川上村 26.9% 、湯原町 19.2% 、八束村 16.0% 、

３０～４９頭階層は川上村 30.8% 、八束村 18.0% 、湯原町 11.6% の順になっている。 

次に上記した成牛頭数規模別農家階層シェアの特化係数が 1.10 を超えた時期をみると

以下のとおりである。 

１～４頭階層は、中和村は昭和４０～６０年で、とくに同５０年以降に特化を強め、八

束村は同４５～６０年、湯原町は同５０～６０年、川上は同５５年となっている。 

５～９頭階層は、湯原町は昭和３５～６０年、八束村は同３５～４０年と同５０～６０

年、川上村は同３５～４５年、中和村は同３５年と同５５～６０年となり、そのなかで中

和村と湯原町は同３５年、川上村は同３５～４０年に顕著に特化を強めている。 

１０頭以上の各階層の特化は極めて少なく、１０～１４頭階層は川上村の昭和４０～５

０年、八束村の同４５年、１５～２９頭階層は川上村の同５０年、３０～４９頭階層は川

上村の同５５～６０年、八束村の同６０年となっている。 

② 平成年代 

１～９頭階層シェアは、平成２年に中和村 66.7% 、湯原町 59.1% 、八束村 52.5% 、川

上村 31.4% の順になり、同年以降は急速な縮小パタ－ンで推移し、同１２年には中和村

50.0% 、八束村 26.7% 、湯原町 14.3% 、川上村 12.1% の順になっている。 

１０～２９頭階層シェアは、平成２年に川上村と中和村各 33.3% 、湯原町 22.7% 、八束

村 12.5% の順になっている。同年以降、川上村は縮小基調、他の３か町村は拡大パタ－ン

で推移し、同１２年には中和村 50.0% 、川上村 30.3% 、湯原町 28.6% 、八束村 20.0% の

順になっている。 

３０～４９頭階層シェアは、平成２年に川上村 33.3% 、八束村 32.5% 、湯原町 18.2% 

の順になり、中和村は該当農家不在となっている。同年以降、川上村と湯原町は拡大パタ

－ン、反対に八束村は縮小パタ－ンで推移し、同１２年には湯原町 57.1% 、川上村 48.5% 、

八束村 23.3% の順になり、中和村は該当農家不在となっている。 

５０頭以上階層シェアは、平成２年に八束村 2.5%、川上村 2.0%の順になり、中和村と湯

原町は該当農家不在となっている。同年以降、八束村は急速な拡大パタ－ンで推移し、川

上村は拡大し、その後横ばい状態に転じ、同１２年には八束村 30.0% 、川上村 9.1%の順に

なっている。一方、湯原町は平成７年に 8.3%を記録し、他の時点は該当農家不在、中和村

は全時点で該当農家不在となっている。 
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次に上記した頭数規模別農家階層シェアの特化係数が 1.10 を超えた時点とその係数を

みると以下のとおりである。 

１～９頭階層は、八束村は平成２年に 1.68 となり、その後上昇基調で推移し、同１２年

には 1.77 となり、中和村は同２年に 2.13 となり、その後上昇し、同１２年には 3.31 とな

り、湯原町は同２年に 1.89 となり、同７年に 1.45 となっている。 

１０～２９頭階層は、中和村は平成１２年に 1.11 となっている。 

３０～４９頭階層は、川上村は平成２年に 1.90 となり、その後横ばい状態となり、同１

２年には 1.75 に下降し、八束村は同２年に 1.86 となり、同７年には 1.29 に下降し、湯原

町は同７年に 1.46 となり、同１２年には 2.06 に急上昇している。 

５０頭以上階層は、川上村は平成７年に 1.45 となり、八束村は同７年に 2.63 となり、

同１２年には 2.48 に下降し、湯原町は同７年に 1.23 となっている。 

以上で記述した内容をまとめると、平成２年以降、４か町村とも１～９頭階層は縮小し、

反対に１０～２９頭階層は拡大し、３０～４９頭階層は川上村と湯原町は拡大し、反対に

八束村は縮小し、中和村は該当農家不在となり、５０頭以上階層は川上村は拡大後に横ば

い状態となり、八束村は拡大し、一方、湯原町は同７～１２年、中和村は同２～１２に該

当農家不在となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における階層シェアは、１～９頭階層は中和村

50.0% 、八束村 26.7% 、湯原町 14.3% 、川上村 12.1% 、１０～２９頭階層は中和村 50.0% 、

川上村 30.3% 、湯原町 28.6% 、八束村 20.0% 、３０～４９頭階層は湯原町 57.1% 、川上

村 48.5% 、八束村 23.3% 、５０頭以上階層は八束村 30.0% 、川上村 9.1%の順になってい

る。 

次に上記した頭数規模別農家層の特化係数が 1.10 を超えた時期は以下のとおりである。 

１～９頭階層は、八束村と中和村はともに平成２～１２年で、とくに中和村の特化は顕

著に進み、湯原町は同２～７年となっている。 

１０～２９頭階層は、中和村において平成１２年となっている。 

３０～４９頭階層は、川上村は平成２～１２年、八束村は同２～７年、湯原町は同７～

１２年となり、その特化は川上村は同２～７年、八束村は同２年、湯原町は同１２年に顕

著に強まっている。 

５０頭以上階層は、川上村は平成７年、八束村は同７～１２年となり、その特化は八束

村において著しく強まっている。 

⒞ 各町村における頭数規模別農家構成 

上記した成牛頭数規模別農家構成について町村ごとに、昭和年代は１～４頭階層－５～

９頭階層－１０～１４頭階層－１５～２９頭階層－３０～４９頭階層、そして平成年代は

１～９頭階層－１０～２９頭階層－３０～４９頭階層－５０頭以上階層の順に、同階層シ

ェアの概数（平均点以下四捨五入）を、昭和４０年、同５０年、同６０年、平成２年、同

１２年の各時点で列記すると以下のとおりで、０％は該当農家不在を示す。 

川上村 

昭和４０年： ７７％－２２％－ １％－ ０％－ ０％ 

同５０年： ３０％－３０％－１６％－２１％－ ２％ 

同６０年： １２％－１５％－１５％－２７％－３１％ 

平成 ２年： ３１％－３３％－３３％－ ２％ 

同１２年： １２％－３０％－４９％－ ９％ 

八束村 

昭和４０年： ９０％－１０％－ ０％－ ０％－ ０％ 

同５０年： ４８％－３６％－ ６％－ ５％－ ４％ 

同６０年： １８％－４２％－ ６％－１６％－１８％ 

平成 ２年： ５３％－１３％－３３％－ ３％ 

同１２年： ２７％－２０％－２３％－３０％ 

中和村 

昭和４０年：１００％－ ０％－ ０％－ ０％－ ０％ 
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同５０年： ８０％－２０％－ ０％－ ０％－ ０％ 

同６０年： ７５％－２５％－ ０％－ ０％－ ０％ 

平成 ２年： ６７％－３３％－ ０％－ ０％ 

同１２年： ５０％－５０％－ ０％－ ０％ 

湯原町 

昭和４０年： ８９％－１２％－ ０％－ ０％－ ０％ 

同５０年： ５１％－３５％－ ８％－ ６％－ ０％ 

同６０年： ２３％－４２％－ ４％－１９％－１２％ 

平成 ２年： ５９％－２３％－１８％－ ０％ 

同１２年： １４％－２９％－５７％－ ０％ 

上記した階層シェアの推移状況を町村別にまとめると以下のとおりである。 

川上村は昭和４０年に１～４頭階層７７％、５～９頭階層２２％を占め、その後１～４

頭階層は縮小し、５～９頭階層は３０％と拡大し、その後は縮小し、１５～２９頭階層と

３０～４９頭階層は同５０年にそれぞれ２１％、２％となり、その後は拡大し、とくに３

０～４９頭階層は急激に拡大し、同６０年には３０～４９頭階層３１％、１５～２９頭階

層２７％、５～９頭階層と１０～１４頭階層各１５％、１～４頭階層１２％の順になって

いる。 

一方、平成２年には１～９頭階層３１％、１０～２９頭階層と３０～４９頭階層各３３

％、５０頭以上階層２％となり、その後、１～９頭階層と１０～２９頭階層は縮小し、反

対に３０～４９頭階層と５０頭階層は拡大し、同１２年には３０～４９頭階層４９％、１

０～２９頭階層３０％、１～９頭階層１２％、５０頭以上階層９％の順になっている。 

八束村は昭和４０年に１～４頭階層９０％、５～９頭階層１０％の順になり、その後、

１～４頭階層は縮小し、反対に５～９頭階層は拡大し、１０～１４頭階層、１５～２９頭

階層、３０～４９頭階層は同５０年にそれぞれ６％、５％、４％となり、その後、後２者

の階層は拡大し、同６０年には５～９頭階層４２％、１～４頭階層と３０～４９頭階層各

１８％、１５～２９頭階層１６％、１０～１４頭階層６％の順になっている。 

一方、平成２年に１～９頭階層５３％、３０～４９頭階層３３％、１０～２９頭階層１

３％、５０頭以上階層３％の順になり、その後、１～９頭階層と３０～４９頭階層は縮小

し、反対に１０～２９頭階層と５０頭以上階層は拡大し、とくに５０頭以上階層は急激に

拡大し、同１２年に５０頭以上階層３０％、１～９頭階層２７％、３０～４９頭階層２３

％、１０～２９頭階層２０％の順になっている。 

中和村は昭和４０年に１～４頭階層１００％となり、その後、１～４頭階層は縮小し、

反対に５～９頭階層は拡大し、同６０年には１～４頭階層７５％、５～９頭階層２５％の

順になっている。一方、平成２年には１～９頭階層６７％、１０～２９頭階層３３％の順

になり、同１２年には上記両階層各５０％となっている。 

湯原町は昭和４０年に１～４頭階層８９％、５～９頭階層１２％の順になり、その後、

１～４頭階層は縮小し、反対に５～９頭階層は拡大し、１０～１４頭階層と１５～２９頭

階層は同５０年にそれぞれ８％、６％となり、同６０年には５～９頭階層４２％、１～４

頭階層２３％、１５～２９頭階層１９％、３０～４９頭階層１２％、１０～１４頭階層４

％の順になっている。 

一方、平成２年に１～９頭階層５９％、１０～２９頭階層２３％、３０～４９頭階層１

８％の順になり、その後、１～９頭階層は縮小し、反対に１０～２９頭階層と３０～４９

頭階層は拡大し、とくに後者は著しく拡大し、同１２年には３０～４９頭階層５７％、１

０～２９頭階層２９％、１～９頭階層１４％の順になっている。 

４４４４ 飼養農家飼養農家飼養農家飼養農家１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり頭数頭数頭数頭数のののの増加増加増加増加 

先に記述した蒜山地域と４か町村における乳用牛飼養農家数の減少と飼養頭数の増加に

より、乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は増加し、その推移状況を表３２により真庭郡及び

岡山県と対比し記述する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は 2.4 頭となり、その後
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は時系列的に増加し、同４５年に 5.9 頭、同５０年に 8.8 頭、同５５年に 14.3 頭となり、

同６０年には 20.1 頭と最高に達している。ちなみに全国と都府県における同頭数はそれぞ

れ昭和３５年に 2.0 頭、1.8 頭、同６０年には 24.5、18.7 頭となっている
1､2)

。 

上記した１戸当たり頭数の昭和３５年以降同 60 年までの２５年間における増加率は

737.5%を記録し、同増加率を１０年刻みで追跡すると、同３５～４５年は 145.8%、同５０

～６０年は 128.4%となり、前期間の方が 17.4 ポイント上回っている。ちなみに全国と都

府県における昭和３５以降 25 年間の増加率はそれぞれ 1,125.0 、938.9%となっている
1､

2)

。 

一方、平成２年における１戸当たり頭数は 26.7 頭となり、その後も急増し、同７年に

37.2 頭、同１２年には 40.8 頭となり、平成２年以降１０年間の増加率は 52.8% となって

いる。ちなみに全国並びに都府県における同頭数はそれぞれ平成２年に 31.3 頭、23.6 頭

となり、同１２年は 49.3 頭、35.6 頭と増加し、両時点間における増加率は全国 57.5% 、

都府県 50.8% となっている
1)

。 

真庭郡における乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は、昭和３５年に 2.1 頭を数え、その後

は一貫して増加し、同４５年に 5.8 頭、同５０年に 9.6 頭、同５５年に 13.9 頭、そして

同６０年には 17.9 頭に増加し、昭和３５年以降２５年間の増加率は 752.4%となり、蒜山

地域を 14.9 ポイント上回っている。 

以上の増加率を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年は 176.2%、同５０～６０年は

86.5% となり、前期間の方が 89.7 ポイント上回っている。なお、蒜山地域に比べて前期間

は 30.4 ポイント上回り、後期間は 41.9 ポイント下回っている。 

一方、平成２年における１戸あたり頭数は 22.2 頭となり、その後は増加し、同７年に

29.3 頭、同１２年には 33.4 頭となり、平成２年以降１０年間の増加率は 50.5% を記録し、

蒜山地域を 2.3 ポイント下回っている。 

岡山県における乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は、昭和３５年に 1.7 頭となり、その後

は増加し、同４５年に 5.9 頭、同５５年に 16.5 頭、同６０年には 20.8 頭に急増し、同３

５年以降２５年間の増加率は 1,123.5%となり、蒜山地域を 386.0 ポイント上回っている。 

以上の増加率を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年は 247.1%、同５０～６０年は

85.7% となり、前期間の方が 161.4 ポイント上回っている。なお、蒜山地域に比べると、

前期間は 101.3 ポイント上回り、後期間は 42.7 ポイント下回っている。 

一方、平成２年における１戸当たり頭数は 24.4 頭となり、その後は増加し、同７年に

29.5 頭、同１２年には 35.8 頭と急増し、平成２年以降１０年間の増加率は 46.7% となり、

蒜山地域を 6.1 ポイント下回っている。 

以上で記述した内容をまとめると、蒜山地域における乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は、

昭和３５年に 2.4 頭となり、真庭郡及び岡山県をそれぞれ 0.3 頭、0.7 頭上回っている。

同年以降、経年的に増加し、同６０年に 20.1 頭となり、真庭郡を 2.2 頭上回り、反対に

岡山県を 0.7 頭下回っている。 

上記した同頭数の昭和３５年以降２５年間の増加率は岡山県 1,123.5%、真庭郡 752.4%、

蒜山地域 737.5%の順になり、蒜山地域は岡山県を 386.0 ポイント、真庭郡を 14.9 ポイン

ト下回っている。以上の増加率を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年は蒜山地域

145.8%、真庭郡 176.2%、岡山県 247.1%の順に高く、同５０～６０年は蒜山地域 128.4%、

真庭郡 86.5% 、岡山県 85.7% の順に低くなっている。 

平成２年における同頭数は蒜山地域 26.7 頭、岡山県 24.4 頭、真庭郡 22.2 頭の順になり、

蒜山地域は岡山県を 2.3 頭、真庭郡を 4.5 頭上回っている。同年以降、増加パタ－ンで推

移し、平成１２年に蒜山地域 40.8 頭、岡山県 35.8 頭、真庭郡 33.4 頭の順になり、蒜山地

域は岡山県を 5.0 頭、真庭郡を 7.7 頭上回っている。以上の頭数の平成２年以降１０年間

の増加率は蒜山地域 52.8% 、真庭郡 50.5% 、岡山県 46.7% の順になり、蒜山地域は真庭

郡を 2.3 ポイント、岡山県を 6.1 ポイント上回っている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は川上村 2.7 頭、湯原町 2.5 頭、八

束村 2.2 頭、中和村 2.0 頭の順になり、川上村は湯原町を 0.2 頭、八束村を 0.5 頭、中
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和村を 0.7 頭上回っている。 

同年以降、増加パタ－ンで推移し、同４５年に川上村 7.7 頭、八束村 5.2 頭、湯原町

5.1 頭、中和村頭 3.4 、同５０年に川上村 11.5 頭、八束村 7.7 頭、湯原町 7.2 頭、中和

村 2.8 頭、同６０年には川上村 25.4 頭、八束村 18.0 頭、湯原町 15.3 頭、中和村 5.5 頭

の順になり、川上村は八束村を 7.4 頭、湯原町を 10.1 頭、中和村を 19.9 頭上回っている。 

上記した頭数の昭和３５年以降２５年間の増加率は川上村 840.7%、八束村 718.2%、湯原

町 512.0%、中和村 175.0%の順になり、川上村は八束村を 122.5 ポイント、湯原町を 328.7 

ポイント、中和村を 665.7 ポイント上回っている。 

平成２年における１戸当たり頭数は川上村 31.2 頭、八束村 27.3 頭、湯原町 17.6 頭、中

和村 8.7 頭の順になり、川上村は八束村を 3.9 頭、湯原町を 13.6 頭、中和村を 22.5 頭上

回っている。 

同年以降、川上村と八束村は一貫して増加し、湯原町は増加基調、中和村は減少基調で

推移し、その過程で同７年に八束村 40.4 頭、湯原町 38.8 頭、川上村 35.5 頭、中和村 9.0 

頭、同１２年には八束村 46.5 頭、川上村 39.3 頭、湯原町 34.6 頭、中和村 8.5 頭の順に

なり、八束村は川上村を 7.2 頭、湯原町を 11.9 頭、中和村を 38.0 頭上回っている。 

上記した頭数の平成２年以降１０年間の増加率は湯原町 96.6% 、八束村 70.3% 、川上村

26.0% の順になり、湯原町は八束村を 26.3 ポイント、川上村を 70.6 ポイント上回り、一

方、中和村は 2.3 の減少となっている。 

５５５５ 酪農家率酪農家率酪農家率酪農家率のののの低下低下低下低下 

先に記述したように、酪農処女地蒜山地域における酪農業の黎明は、国家的プロジェク

トによる外国産ジャ－ジ－種牛の集団的導入事業開始の昭和２９年である。本項では上記

集団的導入事業完了が間近い昭和３５年以降における乳用牛飼養農家数の総農家数（平成

２年以降は販売農家数）に占める割合（以下、酪農家率）の推移状況を表３２に基づいて、

真庭郡及び岡山県と対比し付記する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和３５年の酪農家率は 25.9% となり、同４０年に 27.9% と最高に達

し、その後は急速な低下に転じ、同４５年に 21.5% となり、同５０年に 12.9% 、同６０年

には 7.4%と急落している。上記した昭和６０年における酪農家率の同３５年に対する低下

の比率は 71.4% となっている。ちなみに全国並びに都府県における酪農家率はそれぞれ昭

和３５年に 6.8%、6.0%、同６０年には 1.9%、1.5%となっている
1､2)

。 

一方、平成２年における酪農家率は 8.2%となり、その後は低下し、同７年に 7.2%、同１

２年には 6.2%となっている。上記した平成１２年における酪農家率の同２年に対する低下

の比率は 24.4% となり、昭和年代における低下の比率に比べて 47.0 ポイント下回ってい

る。ちなみに全国並びに都府県における酪農家率はそれぞれ平成２年に 2.1%、1.7%、同１

２年には 1.4%、1.0%となっている
2)

。 

次に真庭郡及び岡山県における酪農家率の推移状況をみると以下のとおりである。 

真庭郡における酪農家率は昭和３５年に 13.8% となり、同４０年には 15.3% と最高に達

し、その後は急速な低下パタ－ンで推移し、同４５年に 12.8% 、同５０年には 8.0%に急落

し、同６０年に 5.0%となっている。以上の昭和６０年における酪農家率の同３５年に対す

る低下の比率は 63.8% となり、蒜山地域を 7.6 ポイント下回っている。 

一方、平成２年における酪農家率は 5.8%となり、その後は緩やかな低下パ－ンで推移し、

同７年に 4.5%、同１２年には 3.5%となっている。上記した平成１２年における酪農家率の

同２年に対する低下の比率は 39.7% となり、蒜山地域を 15.3 ポイント上回っている。 

岡山県における酪農家率は昭和３５年に 5.9%となり、その後は急速な低下パタ－ンで推

移し、同４５年に 4.3%、同５０年に 2.6%、同５５年に 1.9%、同６０年には 1.7%となって

いる。上記した昭和６０年における酪農家率の同３５年に対する低下の比率は 71.2% とな

り、蒜山地域を極僅差ながら 0.2 ポイント下回っている。 

一方、平成２年における酪農家率は 2.1%となり、その後は低下パタ－ンで推移し、同７

年に 1.6%、同１２年には 1.2%となり、蒜山地域を 5.0 ポイント下回っている。上記した

平成１２年における酪農家率の同２年に対する低下の比率は 42.9% となり、蒜山地域を
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18.5 ポイント上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における酪農家率の真庭郡及び岡山県との較差の推移状況をみ

ると、昭和年代及び平成年代において真庭郡及び岡山県を以下のように上回っている。 

昭和年代において、その較差は時系列的に縮小し、真庭郡との較差は 12.1 ポイントから

2.4 ポイント、岡山県との較差は 20.0 ポイントから 5.7 ポイントに縮小し、その過程で

昭和４５年以降は急速に縮小している。 

一方、平成年代における較差は同７年に縮小し、同１２年には幾分拡大している。すな

わち、真庭郡との較差は平成２年に 2.4 ポイントとなり、同７年に 1.5 ポイントと縮小し、

同１２年には 2.7 ポイント拡大している。岡山県との較差は平成２年に 6.1 ポイントとな

り、同７年に 4.4 ポイントと縮小し、同１２年には 5.0 ポイントと僅差ながら拡大してい

る。 

以上で記述した内容をまとめると以下のようである。 

昭和３５年における酪農家率は蒜山地域 25.9% 、真庭郡 13.8% 、岡山県 5.9%の順にな

っている。同年以降、岡山県は一貫して低下し、蒜山地域と真庭郡は同４０年に最高に達

し、その後は一貫した低下に転じている。以上の推移過程において、昭和４０年に蒜山地

域 27.9% 、真庭郡 15.3% 、岡山県 5.3%、同６０年には蒜山地域 7.4%、真庭郡 5.0%、岡山

県 1.7%の順になっている。 

以上のように、昭和年代の蒜山地域における酪農家率は真庭郡及び岡山県を上回り、そ

の較差は時系列的に縮小している。すなわち、真庭郡との較差は 12.1 ポイントから 2.4

ポイント、岡山県との較差は 20.0 ポイントから 5.7%に縮小し、その縮小の程度は昭和４

５年以降において加速している。 

平成２年における酪農家率は蒜山地域 8.2%、真庭郡 5.8%、岡山県 2.1%の順になり、そ

の後は時系列的に低下し、同１２年には蒜山地域 6.2%、真庭郡 3.5%、岡山県 1.2%の順に

なっている 

以上のように、平成年代の蒜山地域における酪農家率は真庭郡及び岡山県を上回り、そ

の較差は平成７年に縮小し、同１２年には幾分拡大している。すなわち、真庭郡との較差

は平成２年に 2.4 ポイントとなり、同７年には 1.5 ポイント、同１２年には 2.7 ポイン

トと拡大している。一方、岡山県との較差は平成２年に 6.1 ポイント、同７年に 5.6 ポイ

ン、同１２年には 5.0 ポイントとなっいる。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における酪農家率は八束村 34.6% 、川上村 31.3% 、中和村 24.6% 、

湯原町 16.2% の順になり、八束村は川上村を 3.3 ポイント、中和村を 10.0 ポイント、湯

原町を 18.4 ポイント上回っている。 

同年以降、酪農家率の推移パタ－ンには町村間間差異がみられ、八束村と川上村は同４

０年に最高に達し、一方、中和村と湯原町は同４０年は概ね横ばい状態となり、その後は

各町村とも概ね一貫して低下し、その過程でとくに同５０年に急落している。以上の推移

過程を子細にみると、八束村と川上村はそれぞれ昭和４０年に 39.8% 、33.1% と最高に達

し、同４５年に 30.0% 、29.4% に低下し、同５０年には 17.2% 、19.0% と劇的に低下し、

その後は１０％台を下降し、中和村と湯原町はそれぞれ同４０年は 24.0% 、16.5% と横ば

い状態となり、同４５年には 12.1% 、12.6% 、同５０年には 2.7%、8.5%とさらに急落し、

その後、中和村は２％弱の横ばい状態、湯原町は５％以下の範囲を下降し、同６０年には

川上村 12.8% 、八束村 10.0% 、湯原町 3.8%、中和村 1.9%の順になり、川上村は八束村を

2.8 ポイント、湯原町を 9.0 ポイント、中和村を 10.9 ポイント上回っている。 

上記した昭和６０年における酪農家率の同３５年に対する低下の比率をみると、中和村

92.3% 、湯原町 76.5% 、八束村 71.1% 、川上村 59.1% の順になり、中和村は湯原町を 15.8

ポイント、八束村を 21.2 ポイント、川上村を 33.2 ポイント上回っている。 

一方、平成２年における酪農家率は川上村 14.9% 、八束村 9.6%、湯原町 4.5%、中和村

1.8%の順になり、川上村は八束村を 5.3 ポイント、湯原町を 10.4 ポイント、中和村を 13.1

ポイント上回っている。 

同年以降、酪農家率の推移パタ－ンには町村間差異がみられる。すなわち、川上村と湯
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原町は一貫して低下し、一方、湯原町と中和村は平成７年に最低となり、その後は僅差な

がら上昇し、同１２年における酪農家率は川上村 11.2% 、八束村 8.8%、湯原町 1.7%、中

和村 1.4%の順になり、川上村は八束村を 2.4 ポイント、湯原町を 9.5 ポイント、中和村

を 9.8 ポイント上回っている。 

上記した平成１２年における酪農家率の同２年に対する低下の比率は湯原町 62.2% 、川

上村 24.8% 、中和村 22.2% 、八束村 8.3%の順になり、湯原町は川上村を 37.4 ポイント、

中和村を 40.0 ポイント、八束村を 53.9 ポイント上回っている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のようである。 

昭和３５年における酪農家率は八束村 34.6% 、川上村 31.3% 、中和村 24.6% 、湯原町

16.2% の順になっている。 

同年以降、八束村と川上村は同４０年に最高に達し、その後は一貫した低下に転じ、一

方、中和村と湯原町は時系列的に低下している。以上の推移過程を子細にみると、八束村

と川上村はそれぞれ昭和４０年に 39.8% 、33.1% と最高を記録し、同４５年には 30.0% 、

29.4% と３０％台に踏み止どまり、同５０年には 17.2% 、19.0%に急落し、その後１０％

台を下降し、同５５年以降において八束村は川上村を下回っている、一方、中和村と湯原

町はそれぞれ昭和４０年に 24.0% 、16.5% と概ね横ばい状態となり、同４５年には 12.1% 、

12.6% となり、その後、中和村は１％台を下降し、湯原町は１０％未満の範囲を下降し、

同４５年以降において中和村は湯原町を下回っている。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年における酪農家率は川上村 12.8% 、八束村 10.0% 、

湯原町 3.8%、中和村 1.9%の順になっている。一方、平成２年における酪農家率は川上村

14.9% 、八束村 9.6%、湯原町 4.5%、中和村 1.8%の順になっている、同年以降、川上村と

湯原町は低下を続け、八束村と中和村は平成７年に低下し、最低となり、その後は概ね横

ばい状態となり、同１２年に川上村 11.2% 、八束村 8.8%、湯原町 1.7%、中和村 1.4%の順

になってる。 

 

第第第第２２２２項項項項 肉用牛飼養肉用牛飼養肉用牛飼養肉用牛飼養のののの衰退衰退衰退衰退 

わが国における戦前からの和牛を主体とした肉用牛飼養は、昭和２０年代まで畜力利用

と採肥（糞尿や厩肥）利用を目的とした役畜飼養期を経て、同３０年代初頭から農業機械

化の進展と食肉需要の増大を背景として用畜飼養期に突入し、同４０年代に入ると商品生

産的飼養が展開・確立し、その過程で肉用牛飼養は繁殖（子牛生産）と肥育（肉牛生産）

に分化し、現在に至っている。 

蒜山地域における肉用牛の品種は古くから黒毛和種であり、その飼養経営は繁殖（子牛

生産）経営と肥育（肉牛生産）経営並びに両者の一貫経営に分けられる。 

本項では蒜山地域と４か町村における昭和３５年以降における黒毛和種牛飼養農家数と

飼養頭数、飼養農家１戸当たり頭数、肉用牛飼養農家率、繁殖牛および肥育牛の飼養農家

率などの視点から、表２８、２９、３２、３３に基づき、肉用牛飼養の展開について、真

庭郡及び岡山県と対比しながら記述する。なお、上記の諸表は昭和３５～６０年は総農家、

平成２～１２年は販売農家を対象としたもので、昭和６０年と平成２年は厳密には連結し

ないため、昭和年代と平成年代に仕分けして記述する。 

１１１１ 肉用牛飼養農家数肉用牛飼養農家数肉用牛飼養農家数肉用牛飼養農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肉用牛飼養農家数は、昭和３５年に１,454 戸を数え、その後は一貫し

て減少し、その推移過程で同４５年に９７４戸と１千戸を切り、同５５年には４７８戸と

５００戸を割り、同６０年に３５２戸となり、昭和３５～６０年の２５年間における減少

率は 75.8% となっている。以上の減少率を５年刻みでみると、その最高は昭和４５～５０

年の 35.2% 、最低は同４０～４５年の 6.0%、他の期間は２０％台となっている。 

一方、平成２年における同農家数は２２７戸となり、その後は急速に減少し、同７年に

１４１戸、同１２年には６５戸となり、平成２年以降１０年間の減少率は 71.4% となって

いる。以上の減少率を５年刻みでみると、その最高は平成７～１２年の 53.9% 、残りの期

間も 37.9% と高水準を示している。 
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ちなみに全国並びに都府県における肉用牛飼養農家の昭和年代の減少率はそれぞれ

85.8% 、86.1% 、平成年代の減少率はそれぞれ 50.3% 、50.9% となっている
1､2)

。 

真庭郡における肉用牛飼養農家数は、昭和３５年に 5,728 戸を数え、その後は蒜山地域

と同様の減少パ－ンで推移している。すなわち、昭和４５年に 3,863 戸と４千戸を切り、

同５０年には 2,339 戸と２千戸台に減少し、その後は１千戸台を下降し、同６０年に 1,163 

戸となり、昭和３５年以降２５年間の減少率は 79.7% となり、蒜山地域を 3.9 ポイント上

回っている。以上の減少率を５年刻みでみると、その最高は昭和４５～５０年の 39.5% 、

次いで同５５～６０年の 31.1% 、最低は同４０～４５年の 11.8%となり、残りの期間は２

０％台で推移している。 

一方、平成２年における同農家数は７７４戸となり、その後は蒜山地域と同様の急速な

減少パタ－ンで推移し、同１２年に２２２戸となり、平成２年以降１０年間の減少率は

71.3% で、蒜山地域を極僅差の 0.1 ポイント下回っている。以上の減少率を５年刻みでみ

ると、その最高は平成７～１２年の 48.6% となり、残りの期間も４０％台を保持している。 

岡山県における肉用牛飼養農家数は、昭和３５年に 74,528 戸を数え、その後は蒜山地域

に比べると急速な減少パタ－ンで推移している。すなわち、昭和４５年に 32,040 戸と４万

戸を大幅に割り込み、同５０年には 15,127 戸と１万戸台に減少し、その後は１万戸を切り、

同６０年に 6,555 戸に減少し、昭和３５年以降２５年間の減少率は 91.2% となり、蒜山地

域を 15.4 ポイント上回っている。以上の減少率を５年刻みでみると、その最高は昭和４５

～５０年の 52.8% 、他の期間は３０％台となっている。 

一方、平成２年における同農家数は 4,116 戸となり、その後は蒜山地域と同様の急速は

減少パタ－ンで推移し、同１２年に 1,232 戸となり、平成２年以降１０年間の減少率は

70.1% となり、蒜山地域を 1.3 ポイント下回っている。以上の減少率を５年刻みでみると、

いずれの期間とも４０％台となり、その最高は平成７～１２年の 46.2% となっている。 

次に蒜山地域における肉用牛飼養農家数の真庭郡および岡山県に占める割合（対真庭郡

比及び対岡山県比）の推移をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 25.4%となり、同４０年に 23.7%と幾分低下し、同４５年に

25.2% と同３５年の水準に近接し、その後は急速な上昇パタ－ンで推移し、同６０年に

30.3% と最高に達している。一方、平成２年には 29.3% となり、同７年に 32.6% と急上昇

し、同１２年には低下し、29.3% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に1.95%となり、その後は急速な上昇を続け、同４５年に3.03% 、

同５０年に 4.17% 、同６０年には 5.36% と最高に達している。一方、平成２年には 5.51% 

となり、同７年には 6.16% と最高に達し、同１２年は 5.27% となっている。 

以上で記述した内容をまとめると、蒜山地域における肉用牛飼養農家数は真庭郡及び岡

山県と同様に昭和年代並びに平成年代において急速に減少し、その減少率は昭和年代は蒜

山地域 75.8% 、真庭郡 79.7% 、岡山県 91.2% の順に高くなり、蒜山地域は真庭郡を 3.9 

ポイント、岡山県を 15.4 ポイント下回っている。平成年代における同減少率は岡山県

70.1% 、真庭郡 71.3% 、蒜山地域 71.4% の順に高くなり、蒜山地域は真庭郡を 0.1 ポイ

ント、岡山県を 1.3 ポイント上回っている。 

以上の減少率を５年刻みでみると、昭和年代における最高は同４５～５０年の岡山県

52.8% 、真庭郡 39.5% 、蒜山地域 35.2%、最低は同４０～４５年の蒜山地域 6.0%、真庭郡

11.8% 、岡山県 32.1% となっている。一方、平成年代における減少率の最高は同７～１２

年の蒜山地域 53.9% 、真庭郡 48.6% 、岡山県 46.2% となり、残りの期間は蒜山地域 37.9% 、

真庭郡 44.2% 、岡山県 44.4% となっている。 

蒜山地域における肉用牛飼養農家数の対真庭郡比は昭和３５年に 25.4% 、同４０年には

23.7% と低下し、その後は急速な上昇に転じ、同６０年に 30.3% と最高に達している。平

成２年に 29.3% となり、同７年に 32.6% と最高を記録し、同１２年には 29.3% となって

いる。一方、対岡山県比は昭和年代において 1.95% から 5.36% へと時系列的に上昇し、平

成年代には同７年に 6.16% と最高を記録し、その前後は 5.00% 台となっている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における４か町村の肉用牛飼養農家 1,454 戸の町村別内訳は、湯原町６０４
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戸（町村別構成比 41.5% ）、八束村３９９戸（同 27.4% ）、川上村２９９戸（同 20.6% ）、

中和村１５２戸（同 10.5% ）の順になっている。 

同年以降、中和村を除く他の３か町村は減少パタ－ンで推移し、一方、中和村は減少基

調で推移し、その過程で同４５年に多少増加し、その後は急落している。 

以上の推移経過のもとで、４か町村の昭和６０年における同農家数は３５２戸に減少し、

その町村別内訳は湯原町１８７戸（同 53.1% ）、川上村７８戸（同 22.2% ）、八束村５８

戸（同 16.5% ）、中和村２９戸（同 8.2%）の順になっている。上記した同農家数の昭和３

５年以降２５年間の減少率は八束村 85.5% 、中和村 80.9% 、川上村 73.9% 、湯原町 69.0% 

の順になり、八束村は中和村を 4.6 ポイント、川上村を 11.6 ポイント、湯原町を 16.5 ポ

イント上回っている。 

以上の４か町村における減少率を５年刻みでみると、その最高は昭和４５～５０年の中

和村 56.8% 、八束村 45.8% 、川上村 31.3% 、同５５～６０年の湯原町 27.2% となってい

る。一方、最低は昭和４０～４５年の湯原町 6.3%、八束村 7.4%、川上村 10.8% 、同５５

～６０年の中和村 23.7%ととなっている。なお、他の期間は八束村を除く３か町村は２０％

台、八束村は３０％台となり、中和村は同４０～４５年に 8.3%増となっている。 

一方、平成２年における４か町村の同農家数２２７戸の町村別内訳は、湯原町１２０戸

（町村別構成比 52.9% ）、川上村５３戸（同 23.3% ）、八束村３６戸（同 15.9% ）、中

和村１８戸（同 7.9 ）の順になっている。 

同年以降、急速に減少し、同１２年における４か町村の同農家数は６５戸となり、その

町村別内訳は湯原町３３戸（同 50.8% ）、川上村２２戸（同 33.8% ）、八束村７戸（同

10.8% ）、中和村３戸（同 4.6 ）の順になっている。 

上記した同農家数の平成２年以降１０年間の減少率は中和村 83.3% 、八束村 80.6% 、湯

原町 72.5% 、川上村 58.4% の順になり、中和村は八束村を 2.7 ポイント、湯原町を 10.8

ポイント、川上村を 24.9 ポイント上回っている。 

以上の４か町村における減少率を５年刻みでみると、その最高は平成７～１２年の中和

村 72.7% 、八束村 56.3% 、湯原町 54.8% 、川上村 46.3% となり、同２～７年は八束村 55.6% 、

湯原町 39.2% 、中和村 38.9% 、川上村 22.6% となっている。 

先に記述した昭和６０年及び平成１２年における肉用牛飼養農家数の町村別割合のそれ

ぞれ昭和３５年及び平成２年に対する拡大又は縮小の比率をみると以下のとおりである。 

昭和年代は湯原町と川上村は拡大し、その比率はそれぞれ 28.0% 、7.8%、反対に縮小は

八束村 39.8% 、中和村 21.9% となり、平成年代は川上村は 33.8% 拡大し、反対に縮小は

中和村 41.8% 、八束村 32.0% 、湯原町 4.0%となっている。 

以上で記述した内容をまとめると次のとおりである。 

４か町村における肉用牛飼養農家数は昭和年代及び平成年代において時系列的に減少

し、その減少率は昭和年代は八束村 85.5% 、中和村 80.9% 、川上村 73.9% 、湯原町 69.0% 

の順になり、平成年代は中和村 83.3% 、八束村 80.6% 、湯原町 72.5% 、川上村 58.4% の

順になっている。以上の減少率を５年刻みでみると、その最高は昭和４０～４５年の中和

村 56.8% 、八束村 45.8% 、川上村 31.3% 、同５５～６０年の湯原町 27.2% となっている。

一方、最低は昭和４０～４５年の川上村 10.8% 、八束村 7.4%、湯原町 6.3%、同５５～６

０年の中和村 23.7% となっている。 

４か町村における肉用牛飼養農家数の町村別構成割合は昭和６０年の時点で湯原町

53.1% 、川上村 22.2% 、八束村 16.5% 、中和村 8.2%、平成１２年には湯原町 50.8% 、川

上村 33.8% 、八束村 10.8% 、中和村 4.6%の順になっている。 

２２２２ 肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肉用牛飼養頭数は昭和３５年に 2,162 頭を数え、その後は減少基調で

推移し、その過程で同４５年に増加し、その後は減少し、同５５年以降は横ばい状態とな

っている。すなわち、昭和４０年に 1,508 頭に減少し、同４５年には 2,159 頭に急増し、

同５０年に 1,603 頭に激減し、その後は 1,200 頭台で推移し、同６０年に 1,248 頭となり、

昭和３５年以降２５年間の減少率は 42.3% となっている。以上の減少率を５年刻みでみる
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と、その最高は昭和３５～４０年の 30.2% 、最低は同５０～５５年の 23.6% となり、反対

に同４０～４５年と同５５～６０年はそれぞれ 43.2% 、2.0%の増加を記録し、残りの期間

の減少率は３０％以下となっている。 

一方、平成２年における同頭数は 1,147 頭となり、その後は緩やかに減少し、同１２年

に９８２頭となり、平成２年以降１０年間の減少率は 14.4% となっている。以上の減少率

を５年刻みでみると、平成２～７年に 8.5%となり、残りの期間を 2.1 ポイント上回ってい

る。 

ちなみに全国並びに都府県における肉用飼養頭数の昭和年代における減少率はそれぞれ

4.5%、11.6% 、平成年代にはそれぞれ 4.6%、7.8%となっている
1､2)

。 

真庭郡における肉用牛飼養頭数は昭和３５年に 8,066 頭となり、その後は蒜山地域と同

様の減少基調で推移し、その過程で同４５年に 8,035 頭に急増し、同５０年に 5,634 頭に

急減し、その後は一貫して減少を続け、同６０年に 3,834 頭となり、昭和３５年以降２５

年間の減少率は 52.5% を記録し、蒜山地域に比べて 10.2 ポイント上回っている。以上の

増減を５年刻みでみると、昭和４０～４５年に 36.6% と増加し、他の期間は減少し、その

なかで減少率の最高は昭和４０～４５年の 29.9% 、最低は同５５～６０年の 6.4%となり、

残りの期間の減少率は２０％台となっている。 

一方、平成２年における同頭数は 3,146 頭を数え、その後は比較的緩やかに減少し、同

１２年に 2,097 頭となり、平成２年以降１０年間の減少率は 33.3% となり、蒜山地域を

18.9 ポイント上回っている。以上の減少を５年刻みでみると、22.5～14.0%の範囲を下降し

ている。 

岡山県における肉用牛飼養頭数は昭和３５年に 89,724 頭を数え、その後は蒜山地域と同

様のパタ－ンで推移し、同４０年に 59,294 頭に激減し、同４５年に 66,757 頭に急増し、

その後は減少基調で推移し、その過程で同５５年に 34,152 頭となり、同６０年に 35,225

頭と幾分増加し、昭和３５年以降２５年間の減少率は 60.7% を示し、蒜山地域を 18.4 ポ

イント上回っている。以上の増減を５年刻みでみると、昭和４０～４５年と同５５～６０

年にそれぞれ 12.6% 、3.1%増加し、他の期間は減少し、最高の減少率は昭和４５～５０年

の 36.3% 、最低は同５０～５５年の 19.7% となり、残りの期間の減少率は３０％台となっ

ている。 

一方、平成２年における同頭数は 29,326 頭を数え、その後減少基調で推移し、その過程

で同７年に 23,440 頭、同１２年に 24,479 頭となり、平成２年以降１０年間の減少率は

16.5% となり、蒜山地域を 2.1 ポイント上回っている。以上の増減を５年刻みでみると、

平成２～７年は 20.0% 減少、同７～１２年には 4.4%の増加となっている。 

次に蒜山地域における肉用牛飼養頭数の真庭郡および岡山県占める割合（対真庭郡比及

び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.8%を示し、同４０年に 25.6% と多少低下し、その後は急

速な上昇に転じ、同６０年に 32.6% と最高に達している。平成２年には 36.5% となり、そ

の後は急速に上昇し、同１２年に 48.9% とピ－クを迎えている。 

対岡山県比は昭和３５年に 2.41%を示し、その後上昇パタ－ンで推移し、その過程で同

４５年に 3.23% となり、同５０年には 3.77% と最高に達し、同６０年に 3.54% となって

いる。平成２年には 3.91% となり、同７年に 4.47% と急上昇し、同１２年には 4.01% に

低下している。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

蒜山地域における肉用牛飼養頭数は昭和年代及び平成年代において時系列的に減少基調

で推移し、その減少率は昭和年代 42.3% 、平成年代 14.4% となっている。一方、真庭郡及

び岡山県の場合も蒜山地域に類似のパタ－ンで推移し、その減少率は真庭郡は昭和年代

52.5% 、平成年代 33.3% となり、蒜山地域をそれぞれ 10.2 ポイント、18.9 ポイント上回

っている。岡山県における同減少率は昭和年代 60.7% 、平成年代 16.5% となり、蒜山地域

をそれぞれ 18.4 ポイント、2.1 ポイント上回っている。 

以上の減少率を５年刻みでみると、昭和年代においてその最高は蒜山地域は同３５～４

０年の 30.2% 、真庭郡と岡山県は同４５～５０年のそれぞれ 29.9% 、36.3% となり、最低
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は蒜山地域は同５０～５５年の 23.6% 、真庭郡は同５５～６０年の 6.4%、岡山県は同５０

～５５年の 19.7% となっている。反対に昭和４０～４５年は増加し、その増加率は蒜山地

域 43.2% 、真庭郡 36.6% 、岡山県 12.6% の順になっている。なお、昭和５５～６０年に

蒜山地域は 2.0%、岡山県は 3.1%の増加を記録している。 

一方、平成年代における最高減少率は同２～７年に蒜山地域 8.5%、岡山県 20.1%、真庭

郡 22.5% となり、ただ、岡山県は同７～１２年に 4.4%の増加を記録している。 

蒜山地域における肉用牛頭数の対真庭郡比は昭和３５年に 26.8% となり、同４５年まで

概ね横ばい状態となり、その後は急速に上昇し、同６０年に 32.6%となっている。平成２

年には 36.5%となり、その後は急速に上昇し、同１２年に 48.9% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 2.41%となり、その後は上昇パタ－ンで推移し、同４５年に

3.23% となり、同５０年に 3.77% と最高に達し、その後は 3.50% 台で推移し、同６０年に

3.54% となっている。平成２年には 36.5% となり、同７年に 4.47% と最高に達し、同１２

年には 4.01%に低下している。 

（２） ４か町村 

４か町村における肉用牛飼養頭数は昭和３５年に 2,162 頭となり、その町村別内訳は湯

原町９４４頭（町村別構成比 43.9% ）、八束村５５８頭（同 25.8% ）、川上村４３４頭（同

21.1% ）、中和村２２６頭（同 10.2% ）の順になっている。 

同年以降、減少基調で推移し、その過程で４か町村ともに同４５年に増加し、その後八

束村を除く３か町村は同６０年に再び増加している。以上の推移経過のもとで、昭和６０

年における４か町村の同頭数は 1,248 頭に減少し、その町村別内訳は湯原町６９４頭（同

55.6% ）、川上村２９０頭（同 23.2% ）、八束村１９８頭（同 15.9% ）、中和村６６頭（同

5.3%）の順になり、昭和３５年以降２５年間の減少率は中和村 70.8% 、八束村 64.5% 、川

上村 33.2% 、湯原町 26.5% の順になり、中和村は八束村を 6.3 ポイント、川上村を 37.6

ポイント、湯原町を 44.3 ポイント上回っている。 

上記した減少率を５年刻みでみると、その最高は八束村は和３５～４０年の 41.0% 、川

上村と湯原町は同４５～５０年のそれぞれ 32.0% 、29.9% 、中和村は同５０～５５年の

50.4%となり、一方、その最低は中和村は同３５～４０年の 36.7%、川上村は同５０～５５

年の 17.9% 、八束村と湯原町は同５５～６０年のそれぞれ 13.2%、6.4%となっている。反

対に増加は昭和４０～４５年の中和村 53.8% 、川上村 48.9% 、八束村 43.2% 、湯原町 36.6% 、

次いで同５５～６０年の中和村 11.9% 、川上村 7.4%となっている。 

一方、平成２年における４か町村の肉用牛飼養頭数 1,147 頭の町村別内訳は、湯原町６

２９頭（同 54.9% ）、川上村３５０頭（同 30.5% ）、八束村１２５頭（同 10.9% ）、中

和村４３頭（同 3.7%）の順になっている。 

同年以降、川上村は減少基調で推移し、その過程で同１２年に幾分増加し、他の３か町

村は一貫して減少している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の同頭数９８２頭の町村別内訳

は、湯原町５６５頭（同 57.6% ）、川上村３４３頭（同 34.9% ）、八束村５８頭（同 5.9%）、

中和村１６頭（同 1.6%）の順になり、平成２年以降１０年間の減少率は中和村 62.8% 、八

束村 53.6% 、湯原町 10.2% 、川上村 2.0%の順になり、中和村は八束村を 9.2 ポイント、

湯原町を 52.6 ポイント、川上村を 60.8 ポイント上回っている。 

上記した減少率を５年刻みでみると、その最高は八束村、湯原町、川上村は平成２～７

年のそれぞれ 47.2% 、22.5% 、3.1%、中和村は同７～１２年の 54.3% となり、他の期間は

１０％台の減少に留まっている。しかし、川上村は平成７～１２年に 1.2%の増加を記録し

ている。 

先に記述した昭和６０年及び平成１２年における肉用牛頭数の町村別割合のそれぞれ昭

和３５年及び平成２年に対する拡大又は縮小の比率は以下のとおりである。 

昭和年代は湯原町と川上村はそれぞれ26.7% 、15.4% 拡大し、反対に縮小は中和村48.0% 、

八束村 38.4% の順になり、平成年代は川上村と湯原町はそれぞれ 14.4% 、4.9%拡大し、反

対に縮小は中和村 56.8% 、八束村 45.9% の順になっている。 

以上で記述した内容をまとめると、４か町村の昭和年代及び平成年代における肉用牛頭
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数は時系列的に減少基調で推移し、その減少率は昭和年代は中和村 70.8% 、八束村 64.5% 、

川上村 33.2% 、湯原町 26.5% の順になり、平成年代は中和村 62.8% 、八束村 53.6% 、湯

原町 10.2% 、川上村 2.0%の順になっている。 

４か町村における肉用牛頭数の町村別割合は、昭和３５年に湯原町 43.9% 、八束村

25.8% 、川上村 20.1% 、中和村 10.2% の順になり、同６０年には湯原町 55.6% 、川上村

23.2% 、八束村 15.9% 、中和村 5.3%の順になっている。一方、平成２年には湯原町 54.9% 、

川上村 30.5% 、八束村 10.9% 、中和村 3.7%の順になり、同１２年は湯原町 57.6% 、川上

村 34.9% 、八束村 5.9%、中和村 1.6%の順になっている。 

３３３３ １１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数のののの増加増加増加増加 

先に記述した昭和年代と平成年代における蒜山地域と４か町村の肉用牛飼養農家数の減

少率は肉用牛飼養頭数の減少率を大幅に上回り、その結果として１戸当たり飼養頭数に大

きな変化が起こっている。本項ではその変化の状況について表３２により真庭郡及び岡山

県と対比しながら記述する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農家１戸当たり肉用牛飼養頭数は、昭和３５年に 1.5 頭を示し、同４

０年まで横ばい状態が続き、その後は増加パタ－ンで推移し、その過程で同４５年に 2.2 

頭に急増し、同５５年まで 2.0 頭台を上昇し、同６０年には 3.5 頭に急増し、同３５年以

降２５年間の増加率は 133.3%となっている。ちなみに全国並びに都府県における１戸当た

り頭数はそれぞれ昭和３５年に 1.2 頭、1.2 頭、同６０年には 7.8 頭、7.3 頭となってい

る
1､2)

。 

一方、平成２年における同頭数は 5.1 頭となり、その後は急速に増加し、同７年に 7.4 

頭、同１２年には 15.8 頭と劇的に急増し、平成２年以降１０年間の増加率は 209.8%とな

っている。ちなみに全国並びに都府県における１戸当たり頭数はそれぞれ平成２年に 10.4

頭、9.7 頭、同１２年には 20.0 頭、18.1 頭となっている
1)

。 

真庭郡における１戸当たり肉用牛飼養頭数は昭和３５年に1.4 頭となり、同４０年に1.3 

頭と幾分減少し、その後は蒜山地域と同様の増加パタ－ンで推移し、同４５年に 2.1 頭に

急増し、その後は同５５年まで 2.4 頭となり、同６０年には 3.3 頭と再び急増し、昭和３

５年以降２５年間の増加率は 135.7%となり、蒜山地域を 2.4 ポイント上回っている。 

一方、平成２年における同頭数は 4.1 頭となり、その後は増加パタ－ンで推移し、同７

年に 5.6 頭、同１２年には 9.4 頭に急増し、平成２年以降１０年間の増加率は 129.3%と

なり、蒜山地域を 80.5 ポイント下回っている。 

岡山県における１戸当たり肉用牛飼養頭数は昭和３５年に 1.2 頭となり、その後は増加

パタ－ンで推移し、同４０年は 1.3 頭と僅差ながら増加し、同４５年に 2.1 頭に急増し、

同５０年に 2.8 頭、同５５年に 3.5 頭、同６０年には 5.4 頭に急増し、同３５年以降２５

年間の増加率は 350.0%となり、蒜山地域を 216.7 ポイント上回っている。 

一方、平成２年における同頭数は 7.1 頭となり、その後は増加パタ－ンで推移し、同７

年に 10.2 頭、同１２年には 19.9 頭に急増し、平成２年以降１０年間の増加率は 180.3%と

なり、蒜山地域を 29.5 ポイント下回っている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

蒜山地域における１戸当たり肉用牛飼養頭数は昭和年代及び平成年代に時系列的に増加

し、その増加パタ－ンは真庭郡及び岡山県と共通している。 

昭和３５年における同頭数は蒜山地域 1.5 頭、真庭郡 1.4 頭、岡山県 1.2 頭の順にな

り、同４５年にはそれぞれ 2.2 頭、2.1 頭、2.1 頭と２頭台に乗り、同５５年にはそれぞ

れ 2.6 頭、2.4 頭、3.5 頭に増加し、同６０年には急増し、岡山県 5.4 頭、蒜山地域 3.5 

頭、真庭郡 3.3 頭の順になり、蒜山地域は岡山県を 1.9 頭下回り、真庭郡を 0.2 頭上回

っている。 

一方、平成２年における同頭数は岡山県 7.1 頭、蒜山地域 5.1 頭、真庭郡 4.1 頭の順

になり、同７年にはそれぞれ 10.2 頭、7.4 頭、5.6 頭、同１２年には急増し、岡山県 19.9

頭、蒜山地域 15.1 頭、真庭郡 9.4 頭の順になり、蒜山地域は岡山県を 4.8 頭下回り、真

庭郡を 5.7 頭上回っている。 
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上記した１戸当たり飼養頭数の昭和年代における増加率は岡山県 350.0%、真庭郡

135.7%、蒜山地域 133.3 の順になり、平成年代は蒜山地域 196.1%、岡山県 180.3%、真庭

郡 129.3%の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における１戸当たり肉用牛飼養頭数は昭和３５年に湯原町 1.6 頭、川上村と中

和村各 1.5 頭、八束村 1.4 頭の順になり、湯原町は僅差ながら川上村と中和村を 0.1 頭、

八束村を 0.2 頭上回っている。 

同年以降、各町村は概ね増加パタ－ンで推移し、その過程で同４０年は横ばい状態とな

り、同４５年以降は中和村を除く３か町村は２頭台を上昇し、同６０年に３頭台に達し、

一方、中和村は概ね１頭台を乱高下し、同６０年に２頭台に達している。すなわち、昭和

４５年に川上村 2.4 頭、湯原町 2.3 頭、八束村 2.0 頭、中和村 1.9 頭の順になり、同６

０年には川上村と湯原町各 3.7 頭、八束村 3.4 頭、中和村 2.3 頭の順になり、川上村と

湯原町は八束村を 0.3 頭、中和村を 1.4 頭上回っている。 

上記した頭数の昭和３５年以降２５年間の増加率は川上村 146.7%、八束村 142.9%、湯原

町 131.3%、中和村 53.3% の順になり、川上村は八束村を 3.8 ポイント、湯原町を 15．4 

ポイント、中和村を 93.4 ポイント上回っている。 

一方、平成２年における同頭数は川上村 6.6 頭、湯原町 5.2 頭、八束村 3.5 頭、中和

村 2.4 頭の順になり、川上村は湯原町を 1.4 頭、八束村を 3.1 頭、中和村を 4.2 頭上回

っている。同年以降、増加パタ－ンで推移し、同７年に川上村と湯原町各 8.3 頭、八束村

3.8 頭、中和村 3.2 頭の順になり、同１２年には劇的に急増し、湯原町 17.1 頭、川上村

15.6 頭、八束村 8.3 頭、中和村 5.3 頭の順になり、湯原町は川上村を 1.5 頭、八束村を

8.8 頭、中和村を 11.8 頭上回っている。 

上記した頭数の平成２年以降１０年間の増加率は湯原町 228.8%、八束村 137.1%、川上村

136.4%、中和村 120.8%の順になり、湯原町は八束村を 85.7 ポイント、川上村を 86.4 ポイ

ント、中和村を 131.1 ポイント上回っている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

４か町村における農家１戸当たり肉用牛飼養頭数は昭和年代及び平成年代において増加

パタ－ンで推移している。 

昭和３５年における同頭数は湯原町 1.6 頭、川上村と中和村各 1.5 頭、八束村 1.4 頭の

順になり、同４５年には中和村を除く３か町村は２頭台に達し、同６０年には川上村と湯

原町各 3.7 頭、八束村 3.4 頭、中和村 2.3 頭の順になり、昭和３５年以降２５年間の増加

率は川上村 146.7%、八束村 142.9%、湯原町 131.3%、中和村 53.3% の順になっている。 

平成２年における同頭数は川上村 6.6 頭、湯原町 5.2 頭、八束村 3.5 頭、中和村 2.4 

頭の順になり、同１２年には湯原町 17.1 頭、川上村 15.6 頭、八束村 8.3 頭、中和村 5.3 

頭の順になり、同２年以降１０年間の増加率は湯原町 228.8%、八束村 137.1%、川上村

136.4%、中和村 120.8%の順になっている。  

４４４４ 肉用牛飼養農家率肉用牛飼養農家率肉用牛飼養農家率肉用牛飼養農家率のののの低下低下低下低下 

蒜山地域と４か町村における肉用牛飼養農家数の総農家数（平成７年以降販売農家数）

に対する比率（以下、肉用牛農家率）の推移状況について、表３２により真庭郡及び岡山

県と対比的に記述する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肉用牛農家率は昭和３５年に 59.6% を示し、その後は低下パタ－ンで

推移し、同４０年に 45.8% と４０％台、同５０年には 31.1% と３０％台に乗り、同６０年

には 19.2%に急落している。一方、平成２年における同農家率は 15.8% を記録し、その後

は急速に低下し、同７年に 11.2% 、同１２年には 8.5%に低下している。 

ちなみに全国並びに都府県における肉用牛飼養農家率は昭和３５年にそれれぞれ

33.5% 、34.9% 、同６０年にはともに 6.6%となり
1､2)

、平成２年に全国 7.2%、都府県 7.3%、

同１２年にはともに 4.5%となっている
1)

。 

真庭郡における肉用牛農家率は昭和３５年に 61.1% となり、同年以降、蒜山地域と同様

の低下パタ－ンで推移し、同４０年に 49.2% と４０％台、同５０年には 28.9% と２０％台
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に急落し、その後は２０％台を下降し、同６０年に 15.4% となっている。一方、平成２年

における同農家率は 14.7% となり、その後は急速に低下し、同７年に 9.1%、同１２年には

5.2%となっている。 

岡山県における肉用牛農家率は昭和３５年に 43.2% となり、蒜山地域を 16.4 ポイント

下回っている。同年以降、蒜山地域と同様の低下パタ－ンで推移し、同４０年に 29.2% と

２０％台、同５０年には 10.6% と１０％台に下落し、その後は１０％を切り、同６０年に

5.1%となっている、一方、平成２年における同農家率は 5.1%となり、その後低下し、同７

年に 3.4%、同１２年には 2.0%となっている。 

上記した蒜山地域における肉用牛農家率の真庭郡及び岡山県との較差の推移状況をみる

と以下のようである。 

昭和年代において、蒜山地域は昭和３５年の時点で真庭郡を 1.5 ポイント下回り、その

後も同４５年まで４ポイント未満の範囲で下回り、反対に同５０年以降は上回り、その較

差は 2.2～3.8 ポイントの範囲を上昇している。一方、岡山県を全時点において上回り、そ

の較差は昭和３５～４５年は 16.4～24.9 ポイントの範囲を上昇し、同５０～６０年は 20.5

～14.1 ポイントの範囲を下降している。 

一方、平成年代において、蒜山地域は全時点において真庭郡及び岡山県を上回り、真庭

郡との較差は 1.1～3.3 ポイントの範囲を上昇し、岡山県との較差は 10.7～6.5 ポイントの

範囲を下降している。 

次に蒜山地域における昭和６０年及び平成１２年における肉用牛農家率のそれぞれ昭和

３５年及び平成２年に対する低下の比率をみると、昭和年代は蒜山地域 67.8% 、真庭郡

74.8% 、岡山県 88.2% の順に高くなり、平成年代は蒜山地域 46.2% 、岡山県 60.8% 、真

庭郡 64.6% の順に高くなっている。以上のように、蒜山地域における肉用牛農家率の低下

の程度は真庭郡及び岡山県に比べて小さくなっている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

蒜山地域における肉用牛農家率は昭和及び平成の両年代において、真庭郡及び岡山県と

同様の低下パタ－ンで推移し、その過程において蒜山地域は真庭郡を昭和３５～４５年の

３時点を除く時点において上回り、一方、岡山県を全時点において上回っている。 

上記の推移経過のもとで、昭和３５年における肉用牛農家率は真庭郡 61.1% 、蒜山地域

59.6% 、岡山県 43.2% 、同５０年は蒜山地域 31.1% 、真庭郡 28.9% 、岡山県 10.6% 、同

６０年は蒜山地域 19.2% 、真庭郡 15.4% 、岡山県 5.1%の順になっている。一方、平成２

年における同農家率は蒜山地域 15.8% 、真庭郡 14.7% 、岡山県 5.1%、同１２年は蒜山地

域 8.5%、真庭郡 5.2%、岡山県 2.0%の順になっている。また、同農家率の昭和年代及び平

成年代年における低下の度合いは蒜山地域の方が小さくなっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における肉用牛農家率は昭和３５年に湯原町 66.3% 、八束村 58.2% 、中和村

56.7% 、川上村 51.9% の順になっている。 

同年以降、中和村を除く３か町村の同農家率は一貫して低下し、一方、中和村は低下基

調で推移しているが、町村別に推移経過を子細にみると以下のとおりである。 

湯原町は昭和４０年に 53.3% となり、同４５年まで横ばい状態で推移し、同５０年に

42.7% と４０％台、同５５年には 36.5% と３０％台、その後は２０％台に乗っている。 

八束村は昭和４０年に 40.3% となり、同４５年に 38.8% と３０％台、同５０年に 22.5% 

と２０％台、同５５年に 14.9% と１０％台に乗り、その後同水準台を下降している。 

中和村は昭和４０年に 44.3% となり、同４５年に 49.2%に上昇し、同５０年には 22.6% 

と劇的に低下し、同５５年に 17.4% と１０％台に乗り、その後は同水準台を下降している。 

川上村は昭和４０年に 41.3% と４０％台、同４５年に 37.6% と３０％台、同５０年に

27.5% と２０％台に乗り、その後は２０％台から１０％台に下降している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年には湯原町 27.1% 、川上村 18.2% 、中和村 13.8% 、

八束村 11.6% の順になっている。 

一方、平成２年における同農家率は湯原町 24.4% 、川上村 15.1% 、中和村 10.6% 、八

束村 8.4%の順になっている。 
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同年以降、低下パタ－ンで推移し、同７年に湯原町 17.9% 、川上村 12.9% 、中和村 7.3%、

八束村 4.2%、同１２年には湯原町 8.2%、川上村 7.3%、中和村%2.1、八束村 2.0%の順にな

っている。 

以上で記述したように、湯原町の同農家率は昭和年代及び平成年代において他の３か村

を大幅に上回っている。そこで昭和年代における湯原町と他の３か村との較差をみると、

同３５年は川上村 14.4 ポイント、中和村 9.6 ポイント、八束村 8.1 ポイントの順になり、

その後、川上村は 12.0～15.4 ポイントの範囲を乱高下し、中和村は 9.0～19.1 ポイントの

範囲、そして八束村は 13.0%～21.6 ポイントの範囲を上昇し、同６０年には八束村 15.5 ポ

イント、中和村 13.3 ポイント、川上村 8.9 ポイントの順になっている。 

平成年代における湯原町と他の３か村との較差をみると、同２年は八束村 16.0 ポイン

ト、中和村 13.8 ポイント、川上村 9.3 ポイントの順になり、その後における較差は経年

的に縮小し、同１２年に八束村 6.2 ポイント、中和村 6.1 ポイント、川上村 0.9 ポイン

トの順になっている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

４か町村における肉用牛農家率は昭和年代及び平成年代において経年的に低下してい

る。 

昭和３５年に湯原町 66.3% 、八束村 58.2% 、中和村 56.7% 、川上村 51.9% の順になり、

湯原町は突出している。昭和５０年に湯原町は 42.7% 、他の３か村は２０％台に下落し、

川上村 27.5% 、中和村 22.6% 、八束村 22.5% の順になり、同５５年に湯原町は 36.5% 、

川上村 23.4% 、中和村 17.4% 、八束村 14.9%、同６０年には湯原町 27.1% 、川上村 18.2% 、

中和村 13.8% 、八束村 11.6% の順になっている。 

平成２年における同農家率は湯原町 24.4% 、川上村 15.1% 、中和村 10.6% 、八束村 8.4%

の順になり、湯原町は突出している。平成７年以降急速に縮小し、同１２年には各町村と

も１０％を切り、湯原町 8.2%、川上村 7.3%、中和村 2.1%、八束村 2.0%の順になり、湯原

町と川上村、中和村と八束村は相互に近接している。 

上記したように、湯原町の肉用牛農家率は昭和年代において他の３か村を上回り、川上

村との較差は概ね１４ポイント前後で安定的に推移し、中和村との較差は概ね９～２０ポ

イントの範囲を時系列的に上昇し、とくに同５０～５５年は急激に上昇し、同６０年には

１３ポイントに下降している。八束村との較差は概ね８～２２ポインの範囲を上昇し、と

くに昭和５０～５５年は急激に上昇し、同６０年には１６ポイントに下降している。 

一方、平成年代において湯原町の同農家率は他の３か村を上回り、川上村との較差は９

～１ポイントの範囲、八束村との較差は１６～６ポイントの範囲、中和村との較差は１４

～６ポイントの範囲を下降し、とくに同１２年は急激に低下している。 

次に昭和６０年及び平成１２年における肉用牛農家率のそれぞれ昭和３５年及び平成２

年に対する低下の比率みると、昭和年代は湯原町 59.1% 、川上村 64.9% 、中和村 75.7% 、

八束村 80.1% の順に高くなり、平成年代は川上村 51.7% 、湯原町 66.4% 、八束村 76.2、

中和村 80.2 の順に高くなっている。以上のように、４か町村における同農家率の低下の程

度は昭和及び平成の両年代を通じて湯原町と川上村は他の２か村に比べて小さくなってい

る。 

５５５５ 繁殖牛繁殖牛繁殖牛繁殖牛とととと肥育牛肥育牛肥育牛肥育牛のののの飼養状況飼養状況飼養状況飼養状況 

わが国における肉用牛飼養は肉用種と乳用種の飼養に分けられ、飼養目的別にみると既

述したように子牛生産と肉牛生産に分けられ、一般に前者は繁殖経営、後者は肥育経営と

呼ばれている
3)

｡ 

本項では前述した蒜山地域と４か町村における肉用牛飼養農家を繁殖牛飼養と肥育牛飼

養に分け、それら農家における飼養状況について、繁殖牛及び肥育牛飼養農家数の肉用牛

飼養農家数に対する比率（以下、繁殖牛農家率及び肥育牛農家率）及び同農家１戸当たり

飼養頭数の側面から、表３３に基づいて記述し、比較のため真庭郡及び岡山県について付

記する。なお、同表に記載の数値は昭和年代は総農家、平成年代は販売農家を対象として

いるため、両年代は厳密には連結しない。 

５５５５－－－－１１１１ 繁殖牛繁殖牛繁殖牛繁殖牛のののの飼養状況飼養状況飼養状況飼養状況 
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５５５５－－－－１１１１－－－－１１１１ 繁殖牛農家率繁殖牛農家率繁殖牛農家率繁殖牛農家率のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

 蒜山地域における繁殖牛農家率は昭和４０年に 89.9% となり、その後は上昇基調で推

移し、その過程で同４５年に急上昇し、97.4% と最高に達し、同５０年は横ばい状態とな

り、同５５年には 91.6%に低下し、同６０年に 96.3%となっている。平成２年には 95.2%と

なり、その後緩やかに低下し、同１２年に 93.8% となっている。 

真庭郡における繁殖牛農家率は昭和４０年に 84.5% となり、その後は上昇基調で推移し、

その過程で同５０年に急上昇し、94.7% と最高に達し、同５５年には 87.9%に急落し、同

６０年に 93.6% となっている。平成２年には 94.3% となり、その後は緩やかな上昇基調で

推移し、その過程で同７年に僅差ながら 93.3%に低下し、同１２年には 95.5%に上昇してい

る。 

岡山県における繁殖牛農家率は昭和４０年に 64.4% となり、その後は上昇基調で推移し、

その過程で同５０年に急上昇し、87.1% と最高に達し、同５５年には 80.9%に急落し、同

６０年に 84.8% となっている。平成２年には 87.0% となり、その後は低下し、同１２年に

84.9% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における繁殖牛農家率は昭和年代は真庭郡及び岡山県を上回

り、同４０年における真庭郡との較差は 5.4 ポイント、岡山県とは 25.5 ポイントとなり、

その後の較差は真庭郡とは 2.4～4.4 ポイントの範囲を乱高下し、岡山県とは同４５年に

19.4 ポイント、その後は 10.0～10.7 ポイントの範囲で推移し、同６０年における較差は

真庭郡とは 2.7 ポイント、岡山県とは 11.5 ポイントとなり、全時点を通じて岡山県との

較差の方が顕著に大きくなっている。 

一方、平成年代における蒜山地域の繁殖牛農家率は、平成２年に限り真庭郡を上回り、

岡山県を全時点で上回っている。すなわち、蒜山地域は平成２年に真庭郡を 0.9 ポイント

上回り、その後は逆転し、真庭郡の方が上回り、その較差は 0.4～1.7 ポイントの範囲を経

年的に上昇している。岡山県との較差は平成２年に 8.2 ポイントとなり、同７年に 6.9 

ポイントに低下し、同１２年には 8.9 ポイントと同２年の水準に近接している。上記のよ

うに真庭郡との較差は岡山県と比べて極僅差に過ぎない。 

次に昭和６０年及び平成１２年における繁殖牛農家率のそれぞれ昭和４０年及び平成２

年に対する上昇又は低下の比率をみると、昭和年代は蒜山地域 7.1%、真庭郡 10.8%、岡山

県 31.7% の上昇し、平成年代は蒜山地域 1.5 % 、岡山県 2.1%の低下、反対に真庭郡は 1.3%

の上昇となっている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

昭和４０年における繁殖牛農家率は蒜山地域 89.9% 、真庭郡 84.5% 、岡山県 64.4%の順

になっている。同年以降、上昇と低下の繰り返しパタ－ンで推移し、その過程で蒜山地域

は昭和４５年に急上昇し、97.4% と最高に達し、一方、真庭郡と岡山県は同５０年に急上

昇し、それぞれ 94.7% 、87.1% と最高に達している。その後、蒜山地域は真庭郡を概ね２

～４ポイント、岡山県を１０ポイント程度上回りながら、低下基調で推移し、同６０年に

は蒜山地域 96.3% 、真庭郡 93.6% 、岡山県 84.8% の順になっている。 

平成２年における同農家率は蒜山地域 95.2% 、真庭郡 94.3% 、岡山県 87.0% の順にな

り、同年以降、蒜山地域と岡山県は低下し、反対に真庭郡は上昇し、その過程で蒜山地域

は真庭郡を極僅差で下回り、反対に岡山県を８ポイント前後上回り、平成１２年には真庭

郡 95.5% 、蒜山地域 93.8% 、岡山県 84.9% の順になっている。 

以上で記述し繁殖牛農家率水準並びに同農家率の上昇又は低下の比率の視点から繁殖牛

飼養の動向をみると、蒜山地域は昭和年代の当初、同４５年に繁殖牛飼養への傾斜を強め、

その後は停滞的状態となっている。しかし、平成年代に入ると、その動向に変化の兆しが

見られ、肉用牛飼養における繁殖牛飼養の比重は時系列的に幾分小さくなっている。一方、

真庭郡及び岡山県においても類似の動向が見られるが、蒜山地域における繁殖牛飼養への

比重は岡山県と比べて一段と大きい状況にある。 

（２） ４か町村 

４か町村における繁殖牛農家率は昭和４０年に八束村 93.0% 、川上村 92.8% 、湯原町
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87.5% 、中和村 86.2% の順になり、八束村は川上村を 0.2 ポイント、湯原町を 5.5 ポイ

ント、中和村を 6.8 ポイント上回っている。 

同年以降、各町村とも上昇基調で推移し、その過程において川上村と八束村は同４５年

に急上昇し、それぞれ 99.5% 、97.9% と最高に達し、同５５年に急落し、それぞれ 83.2% 、

86.6% と最低を記録し、その後は９０％台に乗り、一方、湯原町は同４５年に急上昇し、

97.4% と最高に達し、その後は僅差ながら低下し、概ね横ばい状態で推移し、中和村は同

５０年に急上昇し、１００％に達し、その後は９０％台を緩やかに下降している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に川上村 97.4% 、湯原町 96.8% 、中和村 96.6% 、

八束村 93.1% の順になり、川上村は湯原町を 0.6 ポイント、中和村を 0.8 ポイント、八

束村 4.3 をポイント上回っている。 

一方、平成２年における同農家率は中和村 100%、湯原町 97.5% 、川上村 94.3% 、八束

村 88.9% の順になり、中和村は湯原町を 2.5 ポイント、川上村を 5.7 ポイント、八束村を

11.1 ポイント上回っている。 

同年以降、中和村は横ばい状態で、湯原町は低下基調で推移し、川上村は一貫して低下

し、反対に八束村は一貫して上昇し、同１２年に八束村と中和村各 100%、湯原町 93.9% 、

川上村 90.9% の順になり、八束村と中和村は湯原町を 6.1 ポイント、川上村を 9.1 ポイ

ント上回っている。 

次に上記した昭和６０年及び平成１２年における繁殖牛農家率のそれぞれ昭和４０年及

び平成２年に対する上昇又は低下の比率をみると、昭和年代は各町村とも上昇し、その比

率は中和村 12.0% 、湯原町 10.6% 、川上村 5.0%、八束村 0.1%の順になっている。以上の

中和村と湯原町の同比率が他の２か村と比べて高い理由は、昭和４０年の繁殖牛農家率が

とくに低いためである。 

一方、平成年代は湯原町と川上村はそれぞれ 3.7%、3.6%低下し、反対に八束村は 12.5% 

上昇となり、中和村に変化はみられない。以上の湯原町と川上村における低下は同農家率

９０％台の時系列的下降であり、八束村における上昇は同農家率８０％台後半から１００

％への上昇である。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

昭和４０年における繁殖牛農家率は八束村 93.0% 、川上村 92.8% 、湯原町 87.5% 、中

和村 86.2% の順になり、同４５年には各町村とも急上昇し、川上村 99.5% 、八束村 97.9% 、

湯原町 97.4% 、中和村 93.2% の順になり、その後の推移状況には町村間差異がみられ、川

上村と八束村は低下基調で、中和村は上昇基調で、湯原町は概ね横ばい状態で推移し、同

６０年に川上村 97.4% 、湯原町 96.8% 、中和村 96.6% 、八束村 93.1% の順になっている。 

一方、平成２年には中和村 100%、湯原町 97.5% 、川上村 94.3% 、八束村 88.9% の順に

なり、その後、湯原町と川上村は低下し、反対に八束村は上昇し、中和村には変化はみら

れず、同１２年に中和村と八束村各 100%、湯原町 93.9% 、川上村 90.9% の順になってい

る。 

上記した繁殖牛農家率水準並びに同農家率の上昇又は低下の比率の両側面から繁殖牛飼

養の推移動向をみると、昭和年代における４か町村の繁殖牛農家率は全体的には９０％台

後半の範囲を緩やかに乱高下し、肉用牛飼養における繁殖牛飼養の比重は大きく、安定的

地位を確保していると推量される。しかし、平成年代に入ると、繁殖牛飼養への傾斜の程

度に町村間差異が見られ、それは中和村における繁殖牛農家率１００％の持続、八束村の

約８９％から１００％への上昇、一方、川上村と湯原町における９０％台の緩やかな下降

である。 

５５５５－－－－１１１１－－－－２２２２ 繁殖牛繁殖牛繁殖牛繁殖牛のののの１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり頭数頭数頭数頭数 

繁殖牛飼養状況を飼養農家１戸当たり頭数規模の側面から知るため表３３により以下に

記述する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における繁殖牛飼養農家１戸当たり頭数は、昭和４０年に 1.3 頭となり、同年

以降、上記頭数は一貫して増加し、その過程で同４５年に 1.7 頭と幾分急増し、同６０年

には 2.2 頭となり、同４０年以降同 60 年までの２０年間の増加率は 69.2%となっている。
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一方、平成２年には 2.8 頭となり、その後は増加パタ－ンで推移し、同１２年に 5.5 頭と

なり、その増加率は 96.4% となっている。 

真庭郡における同農家１戸当たり頭数は、昭和４０年に 1.2 頭となり、その後は一貫し

て増加し、同４５～５０年は 1.4 頭の横ばい状態となり、同６０年に 2.0 頭となり、蒜山

地域を 0.2 頭下回っている。上記した頭数の昭和４０年以降２０年間の増加率は 66.7% 

となり、蒜山地域を 2.5 ポイント下回っている。一方、平成２年には 2.3 頭となり、その

後は順調に増加し、同１２年に 4.1 頭となり、蒜山地域を 1.4 頭下回っている。上記した

頭数の平成２年以降１０年間の増加率は 78.3%となり、蒜山地域を 18.1 ポイント下回って

いる。 

岡山県における同農家１戸当たり頭数は、昭和４０年に 1.2 頭となり、その後は一貫し

て増加し、同６０年に 2.0 頭となり、蒜山地域を 0.2 頭下回っている。以上の頭数の昭和

４０年以降２０年間の増加率は 66.7% となり、蒜山地域を 2.5 ポイント下回っている。一

方、平成２年には 3.0 頭となり、同７年に 2.8 頭と僅差ながら減少し、同１２年には 4.2 

頭となり、蒜山地域を 1.3 頭下回っている。上記した頭数の平成２年以降１０年間の増加

率は 40.0% となり、蒜山地域を 56.4 ポイント下回っている。 

以上で記述した内容をまとめると、繁殖牛の１戸当たり飼養頭数は昭和４０年に蒜山地

域 1.3 頭、真庭郡と岡山県各 1.2 頭の順になり、その後は増加し、同６０年には蒜山地域

2.2 頭、真庭郡と岡山県各 2.0 頭となり、その増加率は蒜山地域 69.2% 、真庭郡と岡山県

各 66.7% の順になっている。 

平成２年には岡山県 3.0 頭、蒜山地域 2.8 頭、真庭郡 2.3 頭の順になり、その後、蒜

山地域と真庭郡は一貫して増加し、岡山県は同７年に幾分減少し、その後は増加に転じ、

同１２年に蒜山地域 5.5 頭、岡山県 4.2 頭、真庭郡 4.1 頭の順になり、その増加率は蒜

山地域 96.4% 、真庭郡 78.3% 、岡山県 40.0% の順になっている。 

以上で記述した繁殖牛の１戸当たり頭数規模の視点から繁殖牛飼養の動向をみると、昭

和年代は蒜山地域、真庭郡及び岡山県はともに１頭台から２頭台への緩やかな拡大の過程

であり、平成年代には規模拡大化が加速され、蒜山地域は２頭台から５頭台、真庭郡は２

頭台から４頭台、岡山県は３頭台から４頭台へと増加している。 

（２） ４か町村 

４か町村における繁殖牛の１戸当たり頭数は、昭和４０年に湯原町 1.4 頭、川上村 1.3 

頭、八束村と中和村各 1.2 頭の順になっている。 

同年以降、湯原町と八束村は一貫して増加し、川上村は増加基調で推移し、中和村は増

加後に横ばい状態に転じている。すなわち、湯原町は昭和４５年に 1.7 頭、その後緩やか

に増加し、同５５年に 1.9 となり、その後は増加速度を上げている。八束村は昭和４５年

に 1.5 頭、同５０～５５年には 1.6 頭となり、その後は増加速度を上げている。川上村は

昭和４５年に 1.8 頭に急増し、その後幾分減少し、同５５年には同４５年の水準に回帰し、

その後は増加速度を上げている。中和村は昭和４５年に 1.5 頭となり、その後は 1.4 頭の

水準で推移している。 

以上の推移経過のもとで、昭和６０年に川上村 2.4 頭、八束村と湯原町各 2.3 頭、中和

村 1.4 頭の順になり、昭和４０年以降２０年間の増加率は八束村 91.7% 、川上村 84.6% 、

湯原町 64.3% 、中和村 16.7% の順になっている。 

平成２年における同頭数は川上村 3.8 頭、湯原町 2.7 頭、八束村 2.5 頭、中和村 1.4 

頭の順になっている。同年以降、各町村とも増加パタ－ンで推移し、平成１２年に川上村

7.7 頭、中和村と湯原町各 4.7 頭、八束村 2.9 頭の順になり、平成２年以降１０年間の増

加率は中和村 235.7%、川上村 102.6%、湯原町 74.1% 、八束村 16.0% の順になっている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

４か町村における繁殖牛の１戸当たり頭数は、昭和年代は全体的に増加基調、平成年代

は一貫した増加パタ－ンで以下のように推移している。 

昭和４０年に湯原町 1.4 頭、川上村 1.3 頭、八束村と中和村各 1.2 頭、同６０年には

川上村 2.4 頭、八束村と湯原町各 2.3 頭、中和村 1.4 頭となり、その増加率は八束村 91.7% 、

川上村 84.6% 、湯原町 64.2% 、中和村 16.7% の順になっている。 
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平成２年における同頭数は、川上村 3.8 頭、湯原町 2.7 頭、八束村 2.5 頭、中和村 1.4 

頭の順になり、同１２年には川上村 7.7 頭、湯原町と中和村各 4.7 頭、八束村 2.9 頭の

順になり、その増加率は中和村 235.7%、川上村 102.6%、湯原町 74.1% 、八束村 16.0% の

順になっている。 

上記した４か町村における繁殖牛の１戸当たり頭数規模の側面から繁殖牛飼養の動向を

みると、昭和年代は中和村を除く３か町村では１頭台から２頭台への緩やかな拡大の過程

であり、一方、中和村は１頭台に留まっている。一方、平成年代は各町村とも規模拡大の

加速過程と位置づけられる。しかし、規模拡大化の程度には町村間差異がみられ、中和村

は１頭台から４頭台、川上村は３頭台から７頭台、湯原町は２頭台から４頭台へ拡大し、

八束村は２頭台の上昇に留まっている。 

以上のように川上村と湯原町は昭和年代と平成年代を通して頭数規模拡大が進行し、八

束村は平成年代において規模拡大化は停滞し、反対に中和村は平成年代に入り規模拡大が

加速している。  

５５５５－－－－２２２２ 肥育牛肥育牛肥育牛肥育牛のののの飼養状況飼養状況飼養状況飼養状況 

５５５５－－－－２２２２－－－－１１１１ 肥育牛農家率肥育牛農家率肥育牛農家率肥育牛農家率のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肉用牛飼養農家数に占める肥育牛飼養農家数の割合（以下、肥育牛農

家率）は昭和４０年に 11.1% となり、同４５年に 7.0%に急落し、同 50 年に 5.9%と最低を

記録し、同５５年には 26.8% と劇的に急上昇し、同６０年に 7.4%に再び急落している。一

方、平成２年には 9.3%となり、その後は上昇パタ－ンで推移し、同７年に 16.3%に急上昇

し、同１２年には 18.5%と最高に達している。 

真庭郡における同農家率は昭和４０年に 13.8% となり、同５０年に 7.6%に急落し、同５

５年には 32.5% と劇的に急上昇し、同６０年に 11.4%に再び急落している。一方、平成２

年には 8.5%となり、その後は上昇基調で推移し、同７年に 13.6% と最高に達し、同１２年

には 12.1% となっている。 

岡山県における肥育牛農家率は昭和４０年に 23.7% となり、同４５年に 18.3%に急落し、

同 50 年に 13.4%と最低を記録し、同５５年には 32.8% と劇的に急上昇し、同６０年には

19.2%に再び急落している。一方、平成２年には 16.6% となり、その後は上昇基調で推移

し、同７年に 22.1% と最高に達し、同１２年には 21.3% となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域における肥育牛農家率は昭和年代は真庭郡及び岡山県

を下回り、その較差は昭和４０年に真庭郡とは 2.7 ポイント、岡山県とは 12.6 ポイント

となり、その後、同５５年まで真庭郡とは 1.7～5.7 ポイントの範囲を乱高下し、岡山県と

は 12.3～6.0 ポイントの範囲を下降し、同６０年に真庭郡とは 4.0 ポイント、岡山県とは

11.8 ポイントとなり、岡山県との較差の方が大きい。一方、平成年代における蒜山地域の

同農家率は真庭郡を上回り、反対に岡山県を下回り、その較差は真庭郡とは 0.8～6.4 ポイ

ントの範囲を時系列的に上昇し、岡山県とは 7.3～2.8 ポイントの範囲を下降し、その較差

は岡山県の方が大きくなっている。 

次に昭和６０年及び平成１２年における肥育牛農家率のそれぞれ昭和４０年及び平成２

年に対する上昇又は低下の比率をみると、昭和年代は低下し、その比率は蒜山地域 33.3% 、

岡山県 19.0% 、真庭郡 17.4% の順になり、平成年代は上昇し、その比率は蒜山地域 98.9% 、

真庭郡 42.3% 、岡山県 28.3%の順になっている。 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

昭和年代における肥育牛農家率は全体的には低下基調で推移し、その過程で乱高下して

いる。すなわち、昭和４０年に蒜山地域 11.1% 、真庭郡 13.8% 、岡山県 23.7% の順にな

り、同４５年には急落し、それぞれ 7.0%、9.4%、18.3% となり、同５０年には 5.9%、7.6%、

13.4% と最低に達し、同５５年には劇的に上昇し、上記の順に 26.8% 、32.5% 、32.8% と

なり、同６０年には再び急落し、上記の順に 7.4%、11.4% 、19.2% となり、同４５年の水

準に近接している。 

以上の推移過程において、蒜山地域の同農家率は真庭郡及び岡山県を下回り、とりわけ

岡山県との較差は大きい。すなわち、真庭郡との較差は昭和５０年まで概ね２ポイント、
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同５５～６０年は５ポイント前後となっている。一方、岡山県との較差は昭和４０～５５

年の間に概ね１３～６ポイントの範囲を下降し、同６０年には１２ポイントと上昇してい

る。 

また、上記した同農家率の昭和４０～６０年の間における低下の比率は蒜山地域 33.3% 、

岡山県 19.0% 、真庭郡 17.4% の順になっている。 

平成年代における同農家率は全体的に上昇基調で推移し、その過程で同７年に急上昇し

ている。すなわち、平成２年に真庭郡 8.5%、蒜山地域 9.3%、岡山県 16.6% の順に高くな

り、同７年には急上昇し、それぞれ 13.6% 、16.3% 、22.1%、同１２年には上記の順に 12.1% 、

18.5% 、21.3% となっている。以上のように、蒜山地域における同農家率は真庭郡を上回

り、反対に岡山県を下回り、真庭郡との較差は概ね１～６ポイントの範囲を時系列的に上

昇し、岡山県とは概ね７～３ポイントの範囲を下降している。また、上記した同農家率の

平成２～１２年の間における上昇の比率は蒜山地域 98.9% 、真庭郡 42.3% 、岡山県 28.3% 

の順に低くなっている。 

以上で記述した肥育牛農家率水準並びに同農家率の時系列的低下又は上昇の比率の両視

点に立つと、昭和年代における蒜山地域の肥育牛飼養の動向には大きな変化は見られず、

肉用牛飼養における肥育牛飼養の比重は岡山県に比べると著しく小さい。 

しかし、平成年代における蒜山地域の肥育牛飼養の動向には大きな変化が起こっている。

それは肉用牛飼養において肥育牛飼養への傾斜を時系列的に強めている点である。同様の

肥育牛飼養への傾斜化は真庭郡及び岡山県においても見られるがしかし、蒜山地域に比べ

て平成７年以降停滞状態となっている。なお、蒜山地域における肉用牛飼養に対する肥育

牛飼養の比重は岡山県に比べて著しく小さく、真庭郡よりは大きくなっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における肥育牛農家率は昭和４０年に八束村 14.4% 、湯原町 11.1% 、中和村

9.2%、川上村 8.2%の順になり、八束村は湯原町を 3.3 ポイント、中和村を 5.2 ポイント、

川上村を 6.2 ポイント上回っている。 

同年以降、川上村は上昇基調で推移し、反対に他の３か町村は低下基調で推移し、その

過程において川上村は同４５年に 5.1%、中和村と湯原町は同 50 年にそれぞれ 2.0%、5.4%、

八束村は同６０年に 5.2%と最低になり、また、同５５年には八束村 31.7% 、湯原町 29.2% 、

川上村 20.8% 、中和村 15.8% と最高を記録している。上の推移経過のもとで、昭和６０年

に川上村 10.3% 、湯原町 7.0%、中和村 6.9%、八束村 5.2%の順になり、川上村は湯原町を

3.3 ポイント、中和村を 3.4 ポイント、八束村を 5.1 ポイント上回っている。 

一方、平成２年における同農家率は中和村 16.7% 、八束村 11.1% 、湯原町 9.2%、川上

村 5.7%の順になり、中和村は八束村を 5.6 ポイント、湯原町を 7.5 ポイント、川上村を

11.0 ポイント上回っている。 

同年以降、各町村とも上昇基調で推移し、その過程で川上村と湯原町は同７年に急上昇

し、それぞれ 22.0% 、16.4% なり、反対に中和村と八束村は急落し、それぞれ 9.1%、6.3%

となり、同１２年には中和村 33.3% 、八束村 28.6% 、湯原町 18.2% 、川上村 13.6% の順

になり、中和村は八束村を 4.7 ポイント、湯原町を 15.1 ポイント、川上村を 19.7 ポイン

ト上回っている。 

次に上記した昭和６０年及び平成１２年における肥育牛農家率のそれぞれ昭和４０年及

び平成２年に対する上昇又は低下の比率をみると、昭和年代において川上村は 25.6% 上昇

し、反対に八束村は 63.9% 、湯原町は 36.9% 、中和村は 25.0% の低下となっている。一

方、平成年代は各町村とも上昇し、その比率は八束村 157.7%、川上村 138.6%、中和村 99.4% 、

湯原町 97.8% の順になっている｡ 

以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

昭和４０年における肥育牛農家率は八束村 14.4% 、湯原町 11.1% 、中和村 9.2%、川上

村 8.2%の順になり、その後急落し、川上村は同４５年、中和村と湯原町は同５０年に最低

となり、同５５年には各町村とも最高に達し、同６０年に川上村 10.3% 、湯原町 7.0%、中

和村 6.9%、八束村 5.2%の順になっている。上記した昭和６０年における同農家率の同４０

年に対する上昇の比率は川上村 25.6% 、反対に低下は八束村 63.9% 、湯原町 36.9% 、中
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和村 25.0% の順になっている。 

平成２年における同農家率は中和村 16.7% 、八束村 11.1% 、湯原町 9.2%、川上村 5.7%

の順になり、同７年には川上村と湯原町は急上昇し、八束村と中和村は急落し、同１２年

に中和村は 33.3% 、八束村は 28.6% と劇的に上昇し、一方、湯原町は 18.2% 、川上村は

13.6% と緩やかに上昇している。上記した平成１２年における同農家率の同２年に対する

上昇の比率は八束村 157.7%、川上村 138.6%、中和村 99.4% 、湯原町 97.8% の順になって

いる。 

以上で記述した４か町村における肥育牛農家率水準並びに同農家率の時系列的低下又は

上昇の比率の両側面から肥育牛飼養の動向をみると、昭和年代は川上村を除く３か町村に

大きな変化はみられず、一方、川上村は肉用牛飼養における肥育牛飼養への傾斜を多少な

がら強めている。しかし、平成年代に入ると各町村は肥育牛飼養への傾斜を強め、同１２

年に中和村と八束村の肥育牛農家率は３０％前後に高まり、一方、川上村と湯原町は１０

％台に留まっている。 

５５５５－－－－２２２２－－－－２２２２ １１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり肥育牛頭数肥育牛頭数肥育牛頭数肥育牛頭数 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肥育牛飼養農家１戸当たり頭数は表３３で示すように昭和４０年に

2.4 頭となっている。同年以降、増加基調で推移し、同４５年に 1.1 頭と急減し、同５０

年には 2.0 頭の急増し、その後は 2.0 頭台を上昇し、同６０年に 2.9 頭と最高に達し、

同４０年以降２０年間の増加率は 20.8% となっている。 

一方、平成２年における同頭数は 2.9 頭となり、同７年には 12.7 頭と急激に増加し、

同１２年には 13.8 頭となり、平成２年以降１０年間の増加率は 375.9%となっている。 

真庭郡における同頭数は、昭和４０年に 1.1 頭となり、蒜山地域を 1.3 頭下回っている。

同年以降、増加基調で推移し、同４５年に 1.6 頭、同５０年には 3.1 頭に急増し、その後

2.4 頭に減少し、同６０年には 4.3 頭と最高に達し、蒜山地域を 1.4 頭上回っている。上

記した頭数の昭和４０以降 20 年間の増加率は 290.9%となり、蒜山地域を 270.1 ポイント

上回っている。 

一方、平成２年における同頭数は 6.0 頭、同７年に 10.4 頭に急増し、同１２年には 16.0

頭となり、蒜山地域を 2.2 頭上回っている。上記した頭数の平成２年以降１０年間の増加

率は 166.7%となり、蒜山地域を 209.2 ポイント下回っている。 

岡山県における同頭数は昭和４０年に 2.2 頭となり、蒜山地域を 0.2 頭下回っている。

同年以降、増加基調で推移し、同４５年に 2.9 頭、同５０年に 6.3 頭に急増し、同５５年

には 5.6 頭に減少し、同６０年には劇的に増加し、12.6 頭と最高に達し、蒜山地域を 9.7 

頭上回っている。 

一方、平成２年における同頭数は 20.3 頭となり、蒜山地域を 17.4 頭上回っている。 同

年以降、増加パタ－ンで推移し、同７年に 27.1 頭、同１２年には 40.3 頭と急激に増加し、

蒜山地域を 26.5 頭上回っている。上記した頭数の同２年以降 20 年間の増加率は 98.5% と

なり、蒜山地域を 277.4 ポイント下回っている。 

以上で記述した内容をまとめると、昭和４０年における肥育牛飼養農家１戸当たり頭数

は蒜山地域 2.4 頭、岡山県 2.2 頭、真庭郡 1.1 頭の順になっている。同年以降、増加基

調で推移し、同６０年に岡山県 12.6 頭、真庭郡 4.3 頭、蒜山地域 2.9 頭の順になり、同

４０年以降２０年間の増加率は岡山県 472.4%、真庭郡 290.9%、蒜山地域 20.8% の順にな

っている。 

一方、平成２年における同頭数は岡山県 20.3 頭、真庭郡 6.0 頭、蒜山地域 2.9 頭の順

になっている。同年以降、増加パタ－ンで推移し、同１２年には岡山県 40.3 頭、真庭郡

16.0 頭、蒜山地域 13.8 頭の順になり、同２年以降１０年間の増加率は蒜山地域 375.9%、

真庭郡 166.7%、岡山県 98.5% の順になっている。 

上記した肥育牛の１戸当たり頭数規模の側面から肥育牛飼養の動向をみると、昭和年代

は蒜山地域において２頭台を上昇する、極めて緩やかな拡大過程であり、その拡大化は同

６０年に加速している。真庭郡は１頭台から４頭台、岡山県は２頭台から１２頭台への拡

大であり、蒜山地域に比べて規模拡大の程度は上回り、とくに岡山県は大幅に上回ってい
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る。なお、真庭郡及び岡山県における規模の拡大化の始動は昭和５０年で、同６０年には

急激に拡大している。 

一方、平成年代は蒜山地域、真庭郡及び岡山県において頭数規模の劇的な拡大過程であ

り、その過程で同７年に急激に拡大している。すなわち、蒜山地域は概ね３頭から１４頭

へ、真庭郡は６頭から１６頭へ、岡山県は概ね２０頭から４０頭へ拡大し、その過程で平

成７年における頭数は蒜山地域１２頭台、真庭郡１０頭台、岡山県は２７頭台となってい

る。 

上記したように、蒜山地域の肉用牛飼養における肥育牛飼養の傾斜は平成年代において

強まっているが、その比重は岡山県と比べると顕著に小さいものである。 

（２） ４か町村 

４か町村における１戸当たり肥育牛頭数は昭和４０年に川上村と湯原町各 3.0 頭、中和

村 2.9 頭、八束村 1.2 頭の順になっている。同年以降、八束村と湯原町は増加基調で、反

対に川上村と中和村は減少基調で推移し、その過程で各町村は同４５年に 1.1 頭前後に減

少し、その後は１頭台を上昇し、湯原町は同５０年に 2.8 頭、川上村と八束村は同５５年

にそれぞれ 4.0 頭、3.1 頭と急激に増加し、同６０年には湯原町 3.3 頭、川上村 2.6 頭、

中和村 2.5 頭、八束村 2.3 頭となり、同４０年以降２０年間に八束村と湯原町は増加し、

その比率はそれぞれ 91.7% 、10.0% となり、反対に中和村と川上村はそれぞれ 13.8% 、13.3% 

の減少となっている。 

一方、平成２年には湯原町 3.8 頭、八束村 2.8 頭、川上村 1.7 頭、中和村 1.0 頭の順

になっている。同年以降、湯原町と川上村は増加し、平成７年にそれぞれ 21.8 頭、3.4 

頭となり、他の２か村は明らかでない。以上の同頭数の平成２年以降１０年間における増

加率は湯原町 544.7%、川上村 135.3%の順になっている。 

以上で記述した内容をまとめると、昭和４０年における肥育牛の１戸当たり頭数は川上

村と湯原町各 3.0 頭、中和村 2.9 頭、八束村 1.2 頭の順になり、同年以降、八束村と湯

原町は増加基調、川上村と中和村は減少基調で推移し、同６０年に湯原町 3.3 頭、川上村

2.6 頭、中和村 2.5 頭、八束村 2.3 頭の順になっている。 

平成２年における同頭数は湯原町 3.8 頭、八束村頭 2.8 、川上村 1.7 頭、中和村 1.0 

頭の順になり、その後、湯原町と川上村では増加し、とくに湯原町は急激に増加し、同１

２年に湯原町 24.5 頭、川上村 4.0 頭の順になり、他の２か村は統計資料から欠落してい

る。 

上記した肥育牛の１戸当たり頭数規模の視点か肥育牛飼養の動向をみると、昭和年代は

各町村における頭数規模の変動が大きいものの、全体的には極めて緩やかな拡大過程であ

り、その拡大化は同６０年に加速され、湯原町は３頭台、他の３か村は２頭台となってい

る。平成年代は川上村の場合は１頭台から４頭台への緩やかな拡大過程であり、湯原町は

３頭台から２４頭台への劇的な拡大過程であり、とくに同７年以降の拡大化の程度は急激

である。 

以上のように、昭和年代における肉用牛飼養に対する肥育牛飼養の比重は、全体的にみ

ると４か町村間に大差は見れず、平成年代には湯原町における同比重が大きくなっている。 

 

第第第第３３３３項項項項 馬馬馬馬とととと中小家畜飼養中小家畜飼養中小家畜飼養中小家畜飼養のののの衰退衰退衰退衰退 

蒜山地域における馬と中小家畜飼養は、昭和２０年代後半期における有畜農業奨励策の

推進のもとで展開し、同３６年制定の農業基本法に基づく生産の選択的拡大や農業の機械

化などの影響により、前出の表２８、２９、３２で示すように、馬、羊、山羊の飼養は衰

退し、同４５年を最後に統計調査の記録から消えている。豚と鶏は選択的拡大生産の重要

な選択肢であったが、比較有利性などの観点から衰退し、豚飼養は昭和６０年を最後に姿

を消している。一方、鶏は自給採卵用として飼養され、昭和５０年代に入ると急速に衰退

しているが、平成年代に入り湯原町において数戸の農家が商業的採卵養鶏を存続している。 

 

第第第第４４４４項項項項 飼養牛飼養牛飼養牛飼養牛のののの耕地耕地耕地耕地１００１００１００１００hahahaha 当当当当たりたりたりたり頭数頭数頭数頭数 

家畜飼養頭数は個別農家経営における収益性を左右し、負の側面として糞尿公害等によ
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る環境汚染と不可分の関係にあり、一方、地域農業の側面からは有機質資源の耕種農家へ

の分配等による地力の維持・培養と深く係わる。 

以上の視点から、蒜山地域とその４か町村における乳用牛及び肉用牛の耕地１００ha 当

たり頭数の推移状況を表３２に基づき、昭和年代（３５～６０年）は１０年刻み、平成年

代（２～１２年）は５年刻みで以下に記述する。なお、昭和年代は総農家、平成年代は販

売農家を対象としている。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における乳用牛と肉用牛（以下、飼養牛）の耕地１００ha 当たり頭数は、昭和

３５年に１４３頭となり、その後増加基調で推移し、その過程で同４５年に１８１頭と最

高を記録し、同５５年には１３５頭に減少し、以上３時点の平均は１８６頭となっている。

一方、平成２年には１６０頭となり、その後は増加パタ－ンで推移し、その過程で同７年

に１７６頭に急増し、同１２年には１７８頭と微増し、最高を記録し、以上３時点の平均

は２４１頭となっている。 

真庭郡における飼養牛の耕地１００ha 当たり頭数は、昭和３５年に１５１頭となり、そ

の後増加基調で推移し、その過程で同４５年には２０７頭と最高を記録し、同５５年に１

７４頭に減少し、以上３時点の平均は１７７頭となり、蒜山地域を２４頭上回っている。

一方、平成２年には１７６頭となり、その後減少し、同７年に１６８頭，同１２年には１

５２頭に急減し、以上３時点の平均は１６５頭となり、蒜山地域を６頭下回っている。 

上記したように、真庭郡における同頭数は昭和年代は各時点において蒜山地域を上回り、

その較差は時系列的に拡大し、同３５年８頭、同４５年２６頭、同５５年３９頭となり、

その平均は２４頭となっている。一方、平成年代の場合、同２年は真庭郡の方が１６頭上

回り、その後は蒜山地域が上回り、その較差は８～２６頭の範囲を上昇している。 

岡山県における飼養牛の耕地１００ha 当たり頭数は、昭和３５年に９４頭となり、その

後大きな変化はなく、同４５年に１０３頭と最高を記録し、同５５年には９４頭となり、

以上３時点の平均は９７頭となり、蒜山地域を５６頭下回っている。一方、平成２年に９

９頭となり、その後減少し、同７年に９０頭、同１２年には８７頭となり、以上３時点の

平均は９２頭となり、蒜山地域を７９頭下回っている。以上のように岡山県における同頭

数は昭和年代及び平成年代の各時点において蒜山地域を下回り、その較差は昭和年代は４

９～７８頭の範囲を乱高下し、平成年代は６１～９１頭の範囲を上昇している。 

以上で記述した昭和年代３時点、平成年代３時点における蒜山地域の飼養牛の耕地１０

０ha 当たり頭数を真庭郡及び岡山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和３５年に真庭郡１５１頭、蒜山地域１４３頭、岡山県９４頭の順になり、その後、

真庭郡は増加基調、蒜山地域は減少基調、岡山県は大きな変動なく推移し、その過程でい

ずれも同４５年に最高を記録し、その後減少に転じ、同５５年に真庭郡１７４頭、蒜山地

域１３５頭、岡山県９４頭となり、上記３時点の平均は真庭郡１７７頭、蒜山地域１５３

頭、岡山県９７頭の順になっている。 

平成２年には真庭郡１７６頭、蒜山地域１６０頭、岡山県９９頭の順になり、その後、

真庭郡と岡山県は減少し、反対に蒜山地域は増加し、同１２年に蒜山地域１７８頭、真庭

郡１５２頭、岡山県８７頭の順になっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

飼養牛の耕地１００ha 当たり頭数は、昭和３５年に１３９頭となり、その後増加基調で

推移し、その過程で同４５年に２３６頭と最高を記録し、同５５年には１８３頭に急減し、

以上３時点の平均は１８６頭となっている。一方、平成２年には２３８頭となり、その後

減少基調で推移し、その過程で同７年に２５７頭と最高を記録し、同１２年には２２９頭

に減少し、以上３時点の平均は２４１頭となっている。 

② 八束村 

昭和３５年に１１８頭となり、その後減少基調で推移し、その過程で同４５年に１４１

頭と最高を記録し、同５５年には８６頭に急減し、以上３時点の平均は１１５頭となって

いる。一方、平成２年には１１０頭となり、その後増加し、同７年に１３８頭、同１２年
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には１６０頭と最高を記録し、以上３時点の平均は１３６頭となっている。 

③ 中和村 

昭和３５年に１３４頭となり、その後減少し、同４５年に１０９頭となり、同５５年に

は２８頭と劇的に急減し、以上３時点の平均は９０頭となっている。一方、平成２年に２

７頭となり、その後減少し、同７年に２３頭、同１２年には１６頭に急減し、以上３時点

の平均は２２頭となっている。 

④ 湯原町 

昭和３５年に１８２頭となり、その後増加し、同４５年に２１３頭、同５５年には２１

９頭と最高を記録し、以上３時点の平均は２０４頭となっている。一方、平成２年には２

１５頭となり、その後減少基調で推移し、その過程で同７年に２４３頭と最高を記録し、

同１２年には２０４頭に急減し、以上３時点の平均は２２１頭となっている。 

以上で記述した４か町村の昭和年代３時点、平成年代３時点における飼養牛の耕地１０

０ha 当たり頭数を町村間比較すると以下のとおりである。 

昭和３５年の同頭数は湯原町１８２頭、川上村１３９頭、中和村１３４頭、八束村１１

８頭の順になり、その後、湯原町は増加し、川上村は増加基調で推移し、その過程で同４

５年に最高を記録し、中和村は急速に減少し、八束村は減少基調で推移し、その過程で同

４５年に最高を記録し、以上の推移経過のもとで同５５年に湯原町２１９頭、川上村１８

３頭、八束村８６頭、中和村２８頭の順になり、上記した昭和年代３時点の平均は湯原町

２０４頭、川上村１８６頭、八束村１１５頭、中和村９０頭の順になっている。 

平成２年の同頭数は川上村２３８頭、湯原町２１５頭、八束村１１０頭、中和村２７頭

の順になり、その後、川上村と湯原町は減少基調で推移し、その過程で同７年に最高を記

録し、八束村は増加を続け、中和村は減少を続け、同１２年に川上村２２９頭、湯原町２

０４頭、八束村１６０頭、中和村１６頭の順になり、上記した平成年代３時点の平均は川

上村２４１頭、湯原町２２１頭、八束村１３６頭、中和村２２頭の順になっている。 

 

第第第第５５５５節節節節 農業機械化農業機械化農業機械化農業機械化のののの進展進展進展進展 

 

わが国の農業機械化は昭和初期における動力脱穀機や籾すり機などの脱穀・調製過程の

機械化から始まり、これらの機種は昭和３０年頃まで機械化の中心となっていた。昭和３

０年代に入ると耕耘・防除過程の機械化が進行し、同３６年制定の農業基本法に基づく農

業構造改善事業および外部条件による農業労働力の減少と兼業化により大型機械化が促進

され、同４０年代半ば頃から播種・収穫過程の機械化が急速に進行し、動力田植機、結束

型バインダ－、自脱型コンバインが導入された。一方、畑作や酪農でも播種から収穫・調

製までの各種の機械・施設の導入、普及が図られた。そして昭和５０年代には農業生産に

おける大型機械化一貫体系確立の段階に到達し、今日に至っている。 

以上のような背景下で蒜山地域４か町村においても農業機械化の進展がみられ、本節で

は水田農業を主体とする農業機械の普及状況を表３４～３７により真庭郡及び岡山県と対

比し記述する。 

なお、上記諸表に記載の動力耕耘機・農用トラクタ－は、昭和３５年は動力耕耘機（駆

動型と牽引型）、同４０年は駆動型耕耘機と牽引型耕耘機・農用トラクタ－、同４５～５

０年は動力耕耘機（駆動型と牽引型）・乗用トラクタ－、同５５年以降は動力耕耘機・ト

ラクタ－（歩行型と乗用型）に読み替える。また、バインダ－は昭和３５年は稲麦用動力

刈取機に読み替える。動力防除機は噴霧器、散粉機、スピ－ドスプレア－を含む。なお、

平成７年までは総農家、同１２年は販売農家を対象と、両時点は厳密には連結しない。 

第第第第１１１１項項項項 動力耕耘機動力耕耘機動力耕耘機動力耕耘機・・・・農用農用農用農用トラクタトラクタトラクタトラクタ－－－－のののの普及普及普及普及 

１１１１ 普及台数普及台数普及台数普及台数とととと機種別構成比機種別構成比機種別構成比機種別構成比のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

動力耕耘機・農用トラクタ－（以下、耕耘機・トラクタ－）の普及台数は、表３４で示

すように、昭和３５年に２９０台となり、その後は増加基調で推移し、その過程で同４０
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年に 1,178 台（前回年比 306.2%増）に急増し、同４５年に 2,035 台（同 72.8%増）となり、

その後５年刻み増加率は 9.1～12.3%の範囲を上昇し、同５５年には 2,494 台と最高に達し、

その後は緩やかな減少に転じ、その５年刻み減少率は 0.7～4.4%の範囲を上昇し、平成７年

に 2,327 台となり、昭和３５年以降平成７年まで３５年間の増加倍数は 8.0 となっている。

ちなみに全国並びに都府県における増加倍数はそれぞれ 7.8 、7.7 となっている
4)

。なお、

蒜山地域における平成１２年の上記台数は 1,999 台を記録している。 

上記した耕耘機・トラクタ－台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対

岡山県比）の推移状況を表３４でみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 52.4%と最高を記録し、その後の低下過程で同４０年に 36.0% 

と急激に低下し、同６０年には 28.6% と２０％台に降下し、平成２年に 27.5% 、同７年に

は 27.3% と最低を記録している。なお、平成１２年には 30.4% と記録されている｡ 

対岡山県比は昭和３５年に 1.36%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４

０年に 1.78%に急上昇し、同５０年には 1.89% と最高に達し、その後は 1.70% 台で推移し、

平成７年に 1.80% となっている。なお、平成１２年には 3.40 と記録されている。 

次に蒜山地域における耕耘機・トラクタ－の機種別構成割合について表３５により記述

すると次のとおりである。なお、昭和４５～５０年は未公表となっている。 

駆動型耕耘機は昭和３５年には総台数の 83.7% を占め、同４０年には 41.4%に急落し、

同機種牽引型シェアが 58.6%に拡大している。昭和５５年以降、耕耘機・トラク－は歩行

型と乗用型に区分され、同年における乗用型シェアは 43.2% となり、その後は急速な拡大

を続け、平成７年に 72.4% となっている。なお、平成１２年は 68.2% を記録している。 

上述した耕耘機・トラクタ－の農家１００戸当たり台数は、表３６に示すように昭和３

５年に１２台となり、同４０年には５２台と急激に増加し、その後も一貫した増加パタ－

ンで推移し、同５０年に１０９台、平成７年には１５３台と最高に達している。なお、平

成１２年における農家１００戸当たり台数は１６６台と記録されている。ちなみに耕地１

００ha 当たり台数をみると、平成７年には９３台となっている。 

次に耕耘機・トラクタ－台数（個人有＋共有）に占める個人有台数の割合（以下、個人

所有率）の推移状況を表３７でみると、昭和４０年に 97.5% となり、その後は９６％前後

で推移し、平成７年に 97.6% となり、昭和４０年以降３０年間の平均は 96.8±0.9% となっ

ている。 

② 真庭郡 

耕耘機・トラクタ－の普及台数は昭和３５年に５５３台となり、その後は増加基調で推

移し、その過程で同４０年に 3,272 台（前回年比 491.7%増）と急激に増加し、同４５年に

5,528 台（同 68.9% 増）となり、その後５年刻み増加率は 34.1～2.2% の範囲を下降し、

平成２年に 8,842 台と最高に達し、同７年には 8,532 台（同 3.5%減）となり、昭和３５

年以降３５年間の増加倍数は 15.4 となり、蒜山地域を 7.4 ポイント上回っている。 

上記した耕耘機・トラクタ－の機種別構成割合の推移をみると、昭和３５年に駆動型耕

耘機シェアは 68.9% となり、同４０年には 22.2%に急落し、同機種牽引型シェアが 77.8% 

と拡大している。昭和５５年以降、耕耘機・トラクタ－が乗用型と歩行型に区分され、乗

用型シェアは 29.0% となり、その後は拡大昇基調で推移し、その過程で平成２年に 48.9% 

と最高に達し、同７年には 47.9% となっている。なお、平成１２年は 66.3% を記録してい

る。 

以上の機種別シェアは各時点において蒜山地域を下回り、その較差は昭和３５年に 14.8

ポイント、同４０年に 19.2 ポイント、同５５年に 14.2 ポイント、平成２年に 14.7 ポイン

ト、同７年には 24.5 ポイントとなっている。なお、平成１２年における較差は 1.9 ポイ

ントとなっている。 

上述した耕耘機・トラクタ－の農家１００戸当たり台数の推移状況をみると、昭和３５

年に６台となり、その後は一貫した増加パタ－ンで推移し、同４０年に３７台に急増し、

同５５年に１０１台となり、平成７年には１３３台と最高に達している。なお、平成１２

年における農家１００戸当たり台数は１５２台と記録されている。ちなみに耕地１００ha

当たり台数をみると、平成７年には１６５台となっている。 以上の農家１００戸当たり



- 380 - 

台数を蒜山地域と比べると、昭和３５年以降、全時点で下回り、その較差は同３５年に６

台、同４０年に１５台、同５５年に２８台、平成７年に２０台、同１２年には１４台とな

っている。また、平成７年における耕地１００ha 当たり台数は蒜山地域を７２台上回って

いる。 

次に耕耘機・トラクタ－の個人所有率の推移状況をみると、昭和４０年に 93.2% となり、

その後は９５％前後で推移し、平成７年に 96.1% となり、昭和４０年以降３５年間の平均

は 94.8±0.9% となっている。以上の個人所有率は蒜山地域を下回り、その較差は昭和４０

年に 4.3 ポイント、同４５年には 3.5 ポイントとなり、その後は 0.8～1.4 ポイントの範

囲で推移し、平成７年には 1.5 ポイントとなっている。 

③ 岡山県 

耕耘機・トラクタ－の普及台数は昭和３５年に 21,263 台となり、その後は蒜山地域に類

似の増加基調パタ－ンで推移し、その過程で同４０年に 66,060 台（前回年比 210.7%増）

と急激に増加し、同４５年に 111,940 台（同 69.5% 増）となり、その後５年刻み増加率は

12.3～4.8% の範囲を下降し、同６０年に 140,333 台と最高に達し、その後は緩やかな減少

に転じ、その５年刻み減少率は 1.6～6.3%の範囲を上昇し、平成７年には 129,456 台とな

り、昭和３５年以降３５年間の増加倍数は 6.1 となり、蒜山地域を 1.9 ポイント下回って

いる。 

次に上記した耕耘機・トラクタ－の機種別構成割合の推移状況をみると、昭和３５年に

駆動型耕耘機シェアは 69.4% となり、同４０年には 22.4% に急落し、同機種牽引型シェア

が 77.6%に拡大している。昭和５５年以降、耕耘機・トラクタ－は乗用型と歩行型に区分

され、同年における乗用型シェアは 31.4% となり、その後は拡大パタ－ンで推移し、平成

２年に 45.7% 、同７年には 56.1% と拡大し、最高に達している。なお、平成１２年には

64.2% と記録されている。 

以上の機種別構成割合は昭和３５年以降全時点において蒜山地域を下回り、その較差は

同３５年に 14.3 ポイント、同４０年に 19.0 ポイント、同５５年に 11.8 ポイント、平成２

年に 17.9 ポイント、同７年に 16.3 ポイントとなっている。 

上述した耕耘機・トラクタ－の農家１００戸当たり台数の推移状況をみると、昭和３５

年に１２台となり、その後は増加パタ－ンで推移し、その過程で同４０年に４１台に急増

し、同６０年に１１０台と１００台水準に達し、平成７年には１２９台と最高に達してい

る。なお、平成１２年における農家１００戸当たり台数は１４４台と記録されている。ち

なみに耕地１００ha 当たり台数をみると、平成７年には２０１台となっている。 

以上の農家１００戸当たり台数は蒜山地域と比べて、昭和３５年は同水準となり、その

後は全時点において下回り、その較差は同４０年に１１台、同６０年に２５台、平成７年

に２４台、なお、同１２年には２２台となっている。また、平成７年におけ耕地１００ha

当たり台数は蒜山地域を１０８台上回っている。 

次に耕耘機・トラクタ－の個人所有率の推移状況をみると、昭和４０年に 92.7% となり、

その後は概ね９５％台で推移し、平成２年には９６％台に乗り、同７年に 96.3% となり、

昭和４０年以降３５年間の平均は 95.3±1.2% となっている。以上の個人所有率は蒜山地域

を下回り、その較差は昭和４０～５０年間に 4.8～1.5 ポイントの範囲を下降し、同５５年

以降は 0.4～0.1 ポイントの範囲を下降し、平成７年は 1.3 ポイントとなっている。 

④ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における耕耘機・トラクタ－の昭和３５年以降３５年間に亘る

普及状況を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

耕耘機・トラクタ－台数は増加基調で推移し、その過程で蒜山地域は昭和５５年、岡山

県は同６０年、真庭郡は平成２年に最高となり、昭和３５年以降３５年間の増加倍数は真

庭郡 15.4、蒜山地域 8.0 、岡山県 6.1 の順になっている。 

蒜山地域における同機種台数の対真庭郡比は昭和３５年に 52.4% となり、その後は一貫

して低下し、その過程で同４０年に 36.0%に急落し、平成７年に 27.3% となっている。一

方、対岡山県比は昭和３５年に 1.36% となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同

４０年に 1.78%に急上昇し、同５５年には 1.89%と最高に達し、平成７年には 1.80%となっ
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ている。 

農家１００戸当たり台数を昭和３５年－同４０年－同５０年－同６０年－平成７年の時

系列で列記すると次のとおりである。なお、平成１２年の同台数は販売農家対象のため省

略する。 

蒜山地域：１２台－５２台－１０９台－１３５台－１５３台 

真庭郡： ６台－３７台－ ９２台－１１５台－１３３台 

岡山県：１２台－４１台－ ８８台－１１０台－１２９台 

以上のように、耕耘機・トラクタ－の普及は昭和４０年以降に加速し、その普及状況は

概ね蒜山地域の方が進んでいる。 

同機種の個人所有率の３５年間の平均は蒜山地域 96.8±0.9% 、岡山県 95.3±1.2% 、真庭

郡 94.8±0.9 の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における耕耘機・トラクタ－２９０台の町村別内訳は、八束村１

４０戸（町村別構成比 48.3% ）、川上村５９台（同 20.3% ）、湯原町５５台（同 19.0% ）、

中和村３６台（同 12.4% ）の順になっている。 

同年以降、各町村は増加基調で推移し、その過程で同４０年に劇的に急増し、八束村４

２７台（前回年比 205.0%増）、川上村３２０台（同 442.4%増）、湯原町２７５台（同 400.0%

増）、中和村１５６台（同 333.3%増）の順になり、同５５年には八束村７８２台、川上村

７０１台、中和村２９０台と最高に達し、一方、湯原町は同６０年に７４８台と最高に達

し、その後は緩やかな減少に転じ、その５年刻み減少率は八束村は 1.2～5.7%、川上村は

4.9～7.3%、中和村は 0.7～11.5% の範囲を上昇し、湯原町は 3.1%となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年における４か町村の台数は 2,327 台となり、その町

村別内訳は八束村７２９台（町村別構成比 31.3% ）、湯原町７２５台（同 31.1% ）、川上

村６１８台（同 26.6% ）、中和村２５５台（同 11.0% ）の順になり、昭和３５年以降３５

年間の増加倍数は湯原町 13.2、川上村 10.5、中和村 7.1 、八束村 5.2 の順になっている。

なお、平成１２年には八束村６８４台、川上村５５８台、湯原町５５０台、中和村２０７

台と記録されている。 

次に４か町村における耕耘機・トラクタ－台数の機種別構成割合の推移状況をみると、

昭和３５年における駆動型耕耘機シェアは八束村 90.0% 、川上村 79.7% 、湯原町 77.8% 、

中和村 75.0% の順になり、同４０年には八束村 52.2% 、川上村 38.4% 、湯原町 32.4% 、

中和村 434.0% と急激に縮小し、反対に牽引型耕耘機シェアは拡大している。 

昭和５５年以降、耕耘機・トラクタ－は歩行型と乗用型に分けられ、乗用型シェアは八

束村 55.5% 、川上村 47.6% 、中和村 45.5% 、湯原町 24.7% の順になっている。その後、

各町村は拡大パタ－ンで推移し、八束村と川上村は昭和６０年、中和村は平成７年にそれ

ぞれ６０％台に乗り、湯原町は同７年に５０％台に達している。以上の推移経過のもとで、

平成７年には八束村 86.7% 、川上村 78.2% 、中和村 63.5% 、湯原町 56.3% の順になって

いる。なお、平成１２年には八束村 86.1% 、川上村 70.9% 、湯原町 68.2% 、中和村 63.3% 

の順になっている。 

上記した乗用型シェアは八束村が他の３か町村を全時点において上回り、川上村との較

差は５～９ポイントの範囲を乱高下し、中和村とは１０～２４ポイントの範囲を上昇し、

湯原町とは３０～３５ポイントの範囲を上下している。 

上記した４か町村における耕耘機・トラクタ－の農家１００戸当たり台数の推移状況を

みると、昭和３５年に八束村２０台、中和村１３台、川上村１０台、湯原町６台の順にな

っている。 

同年以降、各町村とも増加パ－ンで推移し、昭和４０年に八束村６７台、中和村６３台、

川上村５９台、湯原町３３台と急増し、その後、八束村と中和村は同４５年にそれぞれ１

１７台、１０４台、川上村は同５０年に１２２台、湯原町は同５５年に１０２台と１００

台を超え、４か町村の最高に達した時点は中和村は平成２年、他の３か町村は同７年とな

っている。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に八束村１７５台、川上村１６６台、中和村１４２
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台、湯原町１３１台の順になっている。なお、平成１２年に八束村１９５台、川上村１８

４台、中和村１４３台、湯原町１３６台と記録されている。ちなみに耕地１００ha 当たり

台数をみると、平成７年には湯原町１５８台、中和村１１０台、川上村７９台、八束村７

０台の順になっている。 

次に各町村における耕耘機・トラクタ－の個人所有率の推移状況をみると、昭和４０年

に中和村 98.1% 、八束村 97.9% 、湯原町 97.8% 、川上村 96.3% の順になっている。同年

以降、各町村は概ね９５％以上で推移し、平成７年に中和村と湯原町各 98.1% 、八束村

97.5% 、川上村 96.4% の順になり、昭和４０年以降３０年間の平均は中和村 97.9±1.0% 、

八束村 97.2±0.8% 。湯原町 96.7±1.5% 、川上村 95.8±1.3% の順になっている。 

以上で記述した４か町村における耕耘機・トラクタ－の昭和３５年以降３５年間に亘る

普及状況を要約すると以下のとおりである。 

同機種台数は増加基調で推移し、その過程で湯原町は昭和６０年、他の３か村は同５５

年に最高に達し、昭和３５年以降３５年間の増加倍数は湯原町 13.2、川上村 10.5、中和村

7.1 、八束村 5.2 の順になっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和３５年－同４０年－同５０年－同６０年－平成７年の時

系列で列記すると次のとおりである。なお、平成１２年は販売農家を対象としいるため省

略する。 

川上村：１０台－５９台－１２２台－１５５台－１６６台 

八束村：２０台－６７台－１２２台－１５５台－１７５台 

中和村：１３台－６３台－１１９台－１３７台－１４２台 

湯原町： ６台－３３台－ ８７台－１０８台－１３１台 

以上のように、耕耘機・トラクタ－の普及は昭和４０年に加速され、その普及状況は川

上村と八束村が先行し、湯原町は遅れている。 

上記機種の個人所有率の昭和４０年以降３０年間の平均は中和村 97.9±1.0% 、八束村

97.2±0.8% 、中和村 96.7±1.5% 、湯原町 95.8±1.3% の順になっている。 

２２２２ １５１５１５１５馬力以上馬力以上馬力以上馬力以上トラクラトラクラトラクラトラクラ－－－－のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

昭和４０年の１５馬力以上トラクラ－の普及台数は表３４によると１３台となり、同年

以降、増加パタ－ンで推移し、同４５年に１４８台（前回年比 1,038.4%増）と劇的に急増

し、同５０年には５０２台（同 239.2%増）に急増し、その後５年刻み増加率は 58.4～10.3%

の範囲を下降し、平成７年には 1,406 台と最高に達し、昭和４０年以降３０年間の増加倍

数は 108.1 となっている。ちなみに全国並びに都府県における増加倍数はそれぞれ 43.7、

54.9 となっている
1､2)

。 

上記した蒜山地域におけるトラクタ－台数の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭郡

比及び対岡山県比）の推移状況は以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和４０年に 100%となり、その後は緩やかに低下し、同５５年に 77.9% 

となり、同６０年には 47.1% と急激に低下し、その後は 40.0% 台を下降し、平成７年に

40.1% となっている。なお、平成１２年は 40.5% を記録している。 

対岡山県比は昭和４０年に 1.09%を示し、その後は対真庭郡比の場合と異なり、上昇を

続け、同５５に 4.96% と最高に達し、平成２年には 3.70% と 4.00%を割り込み、その後は

3.00% 台を下降し、平成７年に 3.26% となって。なお、平成１２年は 3.30% を記録してい

る。 

農家１００戸当たりトラクタ－台数を表３６でみると、昭和４０年は 0.6 台となり、そ

の後は増加パタ－ンで推移し、同４５年７台、同５０年に２５台、同６０年に５８台と急

増し、平成７年には９２台とピ－ク達にしている。なお、平成１２年には１１０台と記録

されている。ちなみに耕地１００ha 当たり台数をみると、平成７年には５６台となってい

る。 

トラクタ－の個人所有率をみると、昭和４０年に 76.9% となり、その後上昇基調で推移

し、同４５年に 77.8% と幾分上昇し、同５０年には 91.0% に急激に上昇し、その後は９０
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％台を上昇し、その過程で同５５年に 88.8%に急落し、平成７年には 96.4% と最高に達し、

昭和３５年以降３５年間の平均は 88.5±7.5% となっている。 

② 真庭郡 

１５馬力以上トラクタ－台数は昭和４０年に１３台となり、その後は蒜山地域と同様に

増加パタ－ンで推移し、その過程で同４５年に１５２台（対前回比 1,069.2%増）と劇的に

急増し、同５０年には５６８台（同 273.6%増）に急増し、その後５年刻み増加率は同６０

年までは 79.8～120% の範囲を上昇し、同年以降は 29.7～20.2%の範囲を下降し、平成７年

に 3,502 台と最高に達し、昭和４０年以降３０年間の増加倍数は 269.4 となり、蒜山地域

を 161.2 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 3,263 台と記録されている。 

上記したトラクタ－の農家１００戸当たり台数は昭和４０年に 0.1 台となり、その後は

増加パタ－ンで推移し、その過程で同４５年に２台、同５０年に７台、同５５年に１３台

に急増し、同６０年には３０台と劇的に急増し、平成２年に４３台、同７年には５５台に

増加し、最高に達し、蒜山地域を３７台下回っている。なお、平成１２年には７６台と記

録されている。ちなみに耕地１００ha 当たり台数をみると、平成７年には６８台となって

いる。 

トラクタ－の個人所有率は昭和４０年に 84.2% となり、蒜山地域を 7.3 ポイント上回り、

同４５年に 76.9%に急落し、同５０年には 90.2%に急上昇し、同５５年に 85.8% と再び低

下し、同６０年に 90.2% と９０％台に乗り、平成２年に 93.1% と最高に達し、同７年には

92.2% となり、蒜山地域を 4.2 ポイント下回っている。上記した個人所有率の昭和４０年

以降３０年間の平均は 87.5±5.3% となり、蒜山地域を 1.0 ポイント下回っている。 

③ 岡山県 

１５馬力以上トラクタ－の普及台数は昭和４０年に 1,191 台となり、その後は蒜山地域

と同様に増加パタ－ンで推移し、その過程で同４５年に 8,017 台（前回年比 573.1%増）と

劇的に急増し、同５０年には 19,211 台（同 139.6%増）に急増し、その後５年刻み増加率

は 52.8～25.1%の範囲を乱高下し、平成７年に 43,063 台と最高に達し、昭和４０年以降３

０年間の増加倍数は 36.2 となり、蒜山地域を 72.0 ポイント下回っている。なお、平成１

２年には 40,085 台と記録されている。 

上記したトラクタ－の農家１００戸当たり台数は昭和４０年に１台となり、同４５年に

５台に急増し、その後も増加パタ－ンで推移し、同６０年に１９台、平成２年に３１台に

急増し、同７年には４３台と最高に達し、蒜山地域を４９台下回っている。なお、平成１

２年には６４台と記録されている。ちなみに耕地１００ha 当たり台数をみると、平成７年

には６７台となっている。 

トラクタ－の個人所有率は昭和４０年に 84.2% となり、蒜山地域を 7.3 ポイント上回り、

同４５年に 73.5%に急落し、同５０年に 83.9%に上昇し、その後は上昇基調で推移し、同６

０年に 91.4% と９０％台に乗り、平成２年に 94.1% と最高に達し、同７年には 93.1% と

なり、蒜山地域を 3.3 ポイント下回っている。上記した個人所有率の昭和４０年以降３０

年間の平均は 86.8±6.6% となり、蒜山地域を 1.7 ポイント下回っている。 

④ まとめ 

以上で記述した蒜山地域におけるトラクタ－の昭和４０年以降３０年間に亘る普及状況

を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

トラクタ－台数は一貫して増加し、昭和４０年以降３０年間の増加倍数は真庭郡２６９、

蒜山地域１０８ 、岡山県３６の順になっている。 蒜山地域におけるトラクタ－台数の対

真庭郡比は昭和４０年に 100.0%となり、その後は一貫して低下し、その過程で同６０年に

47.1% と急落し、平成７年には 40.1% となっている。一方、対岡山県比は昭和４０年に 1.09% 

となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同５５年に 4.96%に急上昇し、最高に達

し、平成７年には 3.26% となっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和４０年－同４５年－同５０年－同６０年－平成７年の時

系列で列記すると次のとおりである。 

蒜山地域：0.6 台－７台－２５台－５８台－９２台 

真庭郡：0.1 台－２台－ ７台－３０台－５５台 
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岡山県： １台－５台－１３台－１９台－４３台 

以上のように、１５馬力以上トラクタ－の普及は昭和４５年以降に加速され、その普及

状況は蒜山地域が先行している。 

トラクタ－個人所有率の昭和４０年以降３０年間の平均は蒜山地域 88.5±7.5% 、真庭郡

87.5±5.3% 、岡山県 86.8±6.6% の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村におけるトラクタ－の普及台数は昭和４０年に１３台となり、その町村別内訳

は八束村と中和村各６台（町村別構成比 46.2% ）、川上村１台（同 7.6%）となり、湯原町

は該当トラクタ－不在となっている。 

昭和４５年に八束村９０台（前回年比 1,400%増）、川上村４０台（同 3,900%増）と劇的

に急増し、湯原町は初めて１６台を記録し、一方、中和村は２台（同 66.7% 減）に急落し、

同５０年には八束村２３３台（同 158.9%増）、川上村１６０台（同 300.0%増））、湯原町

６４台（同 300.0%増）、中和村４５台（同 2,150%増）に急増し、その後５年刻み増加率は

八束村は 57.5～9.0% 、川上村は 76.2～9.6% 、中和村は 57.8～15.0%の範囲を下降し、一方、

湯原町は 90.7～17.2%の範囲を乱高下している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に４か町村の台数は 1,406 台となり、その町村別内

訳は八束村５９４台（町村別構成比 42.2% ）、川上村４３４台（同 30.9% ）、湯原町２４

１台（同 21.1% ）、中和村１３７台（同 9.7%）の順になり、昭和４０年以降３０年間の増

加倍数は川上村４３４、八束村９９、中和村２３、湯原町１５（昭和４５年以降）の順に

なっている。 

上記したトラクタ－の農家１００戸当たり台数は昭和４０年に中和村２台、八束村１台、

川上村 0.18 台の順になっている。昭和４５年には八束村１５台、川上村８台と急増し、一

方、中和村は１台に減少し、湯原町は初めて２台を記録し、その後、各町村とも急速な増

加パタ－ンのもとで、同５０年に八束村４１台、川上村３２台、中和村２０台、湯原町９

台の順になり、平成２年に八束村１１５台、川上村１０１台、中和村７４台、湯原町３４

台、同７年には八束村１４３台、川上村１１６台、中和村７７台、湯原町４４台と最高に

達している。なお、平成１２年には八束村１５９台、川上村１３３台、中和村８４台、湯

原町６０台と記録されている。ちなみに耕地１００ha 当たり台数をみると、平成７年には

中和村５９台、八束村５７台、川上村５５台、湯原町５３台の順になっている。 

４か町村におけるトラクタ－の個人所有率は昭和４０年に川上村 100%、中和村 83.3% 、

八束村 66.7% の順になり、湯原町では同トラクタ－の普及はみられない。同年以降、川上

村は低下基調、他の３か町村は上昇基調で以下のように推移している。 

川上村は昭和４５年に 82.4% に低下し、その後８０％台を上昇し、同５５年に 63.9% 

と急激に低下し、同６０年には 92.5%に急上昇し、その後は９０％台を上昇し、平成７年

に 95.2% と最高に達し、昭和４０年以降３０年間の平均は 88.1±11.1%となっている。 

八束村は昭和４５年に 80.4% 、同５０年には 95.1%に上昇し、その後は９０％台で推移

し、平成７年に 97.3% と最高に達し、昭和４０年以降３０年間の平均は 89.2±9.2% となっ

ている。  

中和村は昭和４５年に全台（２台）共有、同５０年に 71.0% 、同５５年には 93.0%に上

昇し、その後９０％台後半で推移し、平成２年に 98.5% と最高に達し、同有７年に 97.1% 

となり、昭和４０年以降３０年間の平均は 77.0±32.7%となっている。なお、昭和４５年を

除く期間の平均は 89.8±9.8% となっている。 

湯原町は昭和４５年に 50.0% となり、同５０年に 95.2% に急上昇し、同５５年には 84.0%

に急落し、平成２年に 92.6% と９０％台に乗り、同７年に 95.9% と最高に達し、昭和４５

年以降２５年間の平均は 84.0±15.8%となっている。 

以上で記述した４か町村におけるトラクタ－の昭和４０年以降３０年間に亘る普及状況

を要約すると以下のとおりである。 

トラクタ－台数は一貫して増加し、昭和４０年～平成７年間の増加倍数は川上村４３４、

八束村９９、中和村２３、湯原町１５の順になっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和４０年－同４５年－同５０年－同６０年－平成７年の時
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系列で列記すると次のとおりである。 

川上村：0.2 台－ ８台－３２台－８０台－１１６台 

八束村： １台－１５台－４１台－９２台－１４３台 

中和村： ２台－ １台－２０台－５１台－ ７７台 

湯原町： ０台－ ２台－ ９台－２１台－ ４４台 

以上のように、トラクタ－の普及は昭和４５年以降に加速され、その普及状況は八束村

が先行し、次いで川上村、中和村と続き、湯原町は著しく遅れている。 

トラクタ－の個人所有率の昭和４０年以降３０年間の平均は八束村 89.2±9.2% 、川上村

88.1±11.0%、湯原町 84.0±15.8%、中和村 77.0±32.70% の順になっている。なお、中和村は

昭和４５年に全台共有となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 稲作用機械稲作用機械稲作用機械稲作用機械のののの普及状況普及状況普及状況普及状況 

蒜山地域と４か町村における稲作用機械・施設として動力田植機、動力防除機（動力噴

霧器、動力散粉機、スピ－ドスプレア－）、バインダ－、自脱型コンバイン及び米麦用乾

燥機の普及状況について、表３４、３６、３７の資料により、真庭郡並びに岡山県と対比

し記述する。なお、昭和４５年に稲麦用動力刈取機が初めて記録され、一方、バインダ－

の記録は同５０年以降となっており、そのため上記諸表に示す同４５年におけるバインダ

－は稲麦用刈取機に読み替える。 

１１１１ 動力田植機動力田植機動力田植機動力田植機のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における動力田植機は後述のバインダ－、自脱型コンバイン、米麦用乾燥機と

ともに農業センサスに初めて記録されたのは昭和４５年である。 

蒜山地域における昭和４５年の動力田植機の普及台数は３６台となり、その後は増加基

調で推移し、その過程で同５０年に６０３台（前回年比 1,575%増）と劇的に急増し、同５

５年には 1,101 台（同 82.6% 増）と最高に達し、その後５年刻み減少率は 4.3～10.8% の

範囲を上昇し、平成７年に８８０台となり、昭和４５年以降２５年間の増加倍数は 24.4

となっている。ちなみに全国並びに都府県における増加倍数はそれぞれ 57.5 、57.3 とな

っている
4)

。なお、蒜山地域の平成１２年における動力田植機は７９９台を記録している。 

上記した蒜山地域における動力田植機台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡

比及び対岡山県比）の推移状況をみると、対真庭郡比は昭和４５年に 75.0% となり、その

後は一貫して低下し、同５０年に 35.8%と急激に低下し、同６０年に 27.4%と３０％を割り

込み、平成７年は 25.6% と最低を記録している。一方、対岡山県比は昭和４５年に 4.67% 

を示し、その後は一貫して低下し、同５０年には 2.70% と急激に低下し、同６０年に 1.67% 

と２％を切り、平成７年は 1.41% と最低を記録している。 

蒜山地域における動力田植機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に２台となり、そ

の後は増加基調で推移し、その過程で同５０年に３０台、同５５年には５７台に激増し、

その後は概ね横ばい状態で推移し、平成２年には６０台と最高に達し、同７年に５８頭と

なっている。なお、平成１２年における農家１００戸当たり台数は６６台と記録されてい

る。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には６２台となっている。 

上記した動力田植機の個人所有率は昭和４５年に 94.4% となり、その後は低下基調で推

移し、その過程で同５０年に 82.3% と急激に低下し、同５５年には 86.6% と幾分上昇し、

その後は 86.0% 台で推移し、平成７年に 85.1% となり、昭和４５年以降２５年間の平均は

86.9±3.7%となっている。 

真庭郡における動力田植機の普及台数は昭和４５年に４８台となり、その後は増加基調

で推移し、その過程で同５０年に 1,683 台（前回年比 3,046%増）と劇的に急増し、同５５

年には 3,397 台（同 101.8%増）となり、その後５年刻み増加率は 13.3～1.6% の範囲を下

降し、平成２年に 3,909 台と最高に達し、同７年には 3,713 台（同 5.0%減）となり、昭

和４５年以降２５年間の増加倍数は 77.4 となり、蒜山地域を 53.0 ポイント上回っている。 

上記した真庭郡内の動力田植機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に 0.6 台とな

り、その後は一貫して増加し、同５０年に２１台、同５５年には４３台に激増し、その後
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は緩やかに増加に転じ、同６０年に５１台、平成２年に５７台、同７年はは５８台と最高

に達し、蒜山地域と同水準となっている。なお、平成１２年には６７台と記録されている。

ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には１０４台となり、蒜山地域を４

２台上回っている。 

以上の動力田植機の個人所有率をみると、昭和４５年に 87.5% となり、蒜山地域を 6.9 

ポイント下回っている。昭和５０年には 71.8%に急落し、その後は上昇パタ－ンで推移し、

同６０年に 85.4% 、平成７年はに 87.6% となり、蒜山地域を 2.1 ポイント上回り、昭和

４５年以降２５年間の平均は 83.2±5.8% となり、蒜山地域を 3.7 ポイント下回っている。 

岡山県における動力田植機の普及台数は昭和４５年に７７０台となり、その後は増加基

調で推移し、その過程で同５０年に 22,290 台（前回年比 2,795%増）と劇的に急増し、同

５５年には 53,904 台（同 141.8%増）と急増し、その後５年刻み増加率は 17.1～3.8% の範

囲を下降し、平成２年に 65,500 台と最高に達し、同７年には 62,445 台（同 4.7%減）とな

り、昭和４５年以降２５年間の増加倍数は 81.1 を示し、蒜山地域を 56.7 上回っている。

なお、平成１２年には 44,461 台と記録されている。 

上記した岡山県における動力田植機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に 0.50 台

となり、その後は真庭郡と同様に一貫して増加し、その過程で同５０年に１６台、同５５

年には４０台に激増し、その後は緩やかな増加となり、同６０年に４９台、平成２年に５

９台となり、同７年には６２台と最高に達し、蒜山地域を４台上回っている。なお、平成

１２年には７１台と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７

年には１２１台となり、蒜山地域を５９台上回っている。 

以上の動力田植機の個人所有率をみると、昭和４５年に 82.6% となり、蒜山地域を 11.8

ポイント下回っている。昭和５０年には 78.1%に急落し、同５５年に 85.8%に上昇し、同６

０年は横ばい状態となり、平成２年に 92.7% と急上昇し、同７年に 92.8% となり、蒜山地

域を 7.7 ポイント上回り、昭和４５年以降２５年間の平均は 86.3±5.2% となり、蒜山地域

を僅差ながら 0.6 ポイント下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における動力田植機の昭和４５年以降２５年間の普及状況を真

庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

動力田植機台数は増加基調で推移し、その過程で昭和４５～５５年に激増し、蒜山地域

は同５５年、真庭郡及び岡山県は平成２年に最高に達し、その後は減少に転じ、昭和４５

年以降２５年間の増加倍数は岡山県８１、真庭郡７７、蒜山地域２４の順になっている。 

蒜山地域における同機種台数の対真庭郡比は昭和４５年に 75.0% となり、その後は低下

し、その過程で同５０年に 35.8%に急落し、平成７年には 25.6% となっている。一方、対

岡山県比は昭和４５年に 4.67% となり、その後は一貫して低下し、その過程で同５０年に

2.70%に急落し、平成７年には 1.41% となっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和４５年－同５０年－同５５年－同６０年－平成７年の時

系列で列記すると次のとおりである。 

蒜山地域： ２台－３０台－５７台－５８台－５８台 

真庭郡：0.6 台－２１台－４３台－５１台－５８台 

岡山県：0.5 台－１６台－４０台－４９台－６２台 

以上のように、動力田植機の普及は昭和５０年以降に加速され、その普及状況は蒜山地

域が先行している。 

同機の個人所有率の昭和４５年以降２５年間の平均は蒜山地域 86.9±3.7% 、岡山県 86.3

±5.2% 、真庭郡 83.2±5.8% の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和４５年における動力田植機３６台の町村別内訳は、八束村２５台（町村

別構成比 69.4% ）、川上村９台（同 25.0% ）、湯原町２台（同 5.6%）の順になり、中和

村は当該機種不在となり、同５０年に初めて記録されている。 

同年以降、各町村とも増加基調で推移し、その過程で昭和５０年に八束村１８８台（前

回年比 652.0%増）、川上村１８７台（同 1,978%増）、湯原町１２７台（同 6,250%増）と

劇的に急増し、同５５年には八束村３０５台（同 62.2% 増）、川上村２７０台（同 44.4% 
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増）、中和村１４９台（同 47.5% 増）と最高に達し、一方、湯原町は同５５年に３７７台

（同 197%増）に急増し、同６０年には４１１台（同 9.0%増）と最高に達し、その後は４か

町村とも概ね緩やかな減少に転じ、その５年刻み減少率は八束村は 4.9～10.0% 、川上村は

10.6～23.7%、中和村は 8.7～17.7% 、湯原町は 1.0～9.0%の範囲を乱高下している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年における４か町村の動力田植機は８８０台となり、

その町村別内訳は湯原町３８４台（町村別構成比 43.6% ）、八束村２４６台（同 28.0% ）、

川上村１４８（同 16.8% ）、中和村年１０２（同 16.8）の順になり、昭和４５年以降２５

年間の増加倍数は湯原町１９２、川上村 16.4、八束村 9.8 、中和村 1.0 の順になってい

る。なお、平成１２年には湯原町２９２台、八束村２２２台、川上村２００台、中和村８

５台と記録されている。 

上記した動力田植機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に八束村４台、川上村２台、

湯原町 0.3 台の順になり、同５０年には川上村３８台、八束村３３台、湯原町１７台と劇

的に急増し、一方、中和村は初めて４５台を記録し、その後、八束村、川上村、中和村は

増加基調で推移し、湯原町は一貫して増加し、その過程で昭和５５年に川上村６０台、中

和村６８台、同６０年に八束村５８台、平成２年に湯原町６９台と増加し、最高に達して

いる。 

以上の推移経過のもとで、平成７年に湯原町６９台、八束村５９台、中和村５７台、川

上村４０台の順になっている。なお、平成１２年には湯原町７２台、川上村６６台、八束

村６３台、中和村５９台と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、

平成７年に湯原町１０２台、中和村５３台、八束村５２台、川上村３９台の順になってい

る。 

４か町村における動力田植機の個人有率をみると、昭和４５年に川上村と湯原町各

100%、八束村 92.0% の順になり、同５０年には湯原町 98.3% 、八束村 84.0% 、川上村 63.6% 

と急落し、中和村は初めて 85.1% と記録されている。その後、湯原町、八束村は低下基調、

川上村と中和村は上昇基調で推移し、平成７年に湯原町 93.0% 、中和村 86.2% 、八束村

82.0% 、川上村 68.9% の順になり、昭和４５年以降２５年間の平均は湯原町 93.9±4.0% 、

中和村 89.7±3.9% 、八束村 85.6±3.5% 、川上村 77.6±11.8%の順になっている。 

以上で記述した４か町村における動力田植機の昭和４５年以降２５年間に亘る普及状況

を要約すると以下のとおりである。 

同機種台数は増加基調で推移し、その過程で川上村、八束村、中和村は昭和４５～５０

年に急激に増加し、いずれも同５５年に最高に達し、一方、湯原町は同４５～５５年に激

増し、同６０年に最高に達し、その後は各町村とも一貫して減少し、同４５年以降２５年

間の増加倍数は湯原町１９２、川上村１６、八束村１０、中和村１（昭和５０年以降）の

順になっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和４５年－同５０年－同５５年－同６０年－平成７年の時

系列で列記すると次のとおりである。 

川上村： ２台－３８台－６０台－５１台－４０台 

八束村： ４台－３３台－５５台－５８％－５９台 

中和村： ０台－４５台－６８台－６５台－５７台 

湯原町：0.3 台－１７台－５３台－５９台－６９台 

以上のように、動力田植機の普及は昭和５０年以降に加速し、その普及状況は全般的に

中和村が進んでいる。 

同機種の個人所有率の昭和４５年以降２５年間の平均は湯原町 93.9±4.0% 、中和村 89.7

±3.9% 、八束村 85.6±3.5% 、川上村 77.6±11.8%の順になっている。 

２２２２ 動力防除機動力防除機動力防除機動力防除機のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における動力防除機の導入は他の機械より早く、その普及台数は昭和３５年に

１８台を記録し、同年以降は増加基調で推移し、その過程で同４０年に１１０台（前回年

比 511.1%増）、同４５年には９０９台（同 726.4 % 増）と劇的に急増し、その５年刻み増

加率は 15.6～8.6% の範囲を下降し、同５５年に 1,141 台と最高に達し、その後は減少基
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調で推移し、同６０年に 1,010 台（同 11.5% 減）、平成２年に 1,042 台（同 3.2%増）、

同７年には 1,037 台（同 0.5%減）となり、昭和３５年以降３５年間の増加倍数は 57.6 と

なっている。ちなみに全国並びに都府県における増加倍数はそれぞれ 4.7 、4.8 となって

いる
4)

。なお、蒜山地域における動力防除機は平成１２年に７２５台を記録している。 

蒜山地域における動力防除機台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対

岡山県比）をみると、対真庭郡比は昭和３５年に 11.5% となり、その後は上昇基調で推移

し、その過程で同４０年に 29.3%に急上昇し、その後は 26.6～22.7%の範囲を乱高下し、平

成７年に 22.0% となっている。一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.23% を示し、その後は

上昇基調で推移し、その過程で同４５年に 1.23% と 1.0%台に達し、その後は概ね 1.00% 

台を上昇し、平成７年に 1.94% となっている。 

蒜山地域における動力防除機の農家１００戸当たり台数は昭和３５年に１台、同４０年

に５台、同４５年には４２台と劇的に急増し、その後も概ね増加パタ－ンで推移し、平成

７年には６８台と最高に達している。なお、平成１２年には６０台と記録されている。ち

なみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には７３台となっている。 

上記した動力防除機の個人所有率は昭和４０年に 54.5% となり、その後は上昇パタ－ン

で推移し、その過程で同４５年に 87.6% と急激に上昇し、同５０年に 93.8% となり、その

後は９０％台を上昇し、同６０年に 97.5% となり、その後は横ばい状態となり、平成７年

に 97.9%と最高に達し、昭和４０年以降３０年間の平均は 89.2±14.5%となっている。 

真庭郡における動力防除機の普及台数は昭和３５年に１５６台となり、その後は増加基

調で推移し、その過程で同４０年に３７５台（前回年比 140.4%増）、同４５年には 3,448 

台と劇的に急増し、同５０年に 4,320 台（同 25.3% 増）となり、その後は 4,000 台を乱

高下し、平成７年に 4,712 台と最高に達し、昭和３５年以降３５年間の増加倍数は 30.2

となり、蒜山地域を 27.4 ポイント下回っている。 

上記した動力防除機の農家１００戸当たり台数をみると、昭和３５年に２台、同４０年

に４台、同４５年には４０台に急増し、その後は５０台を上昇し、平成２年に６０台とな

り、同７年に７４台と最高に達し、蒜山地域を６台上回っている。なお、平成１２年には

６３台と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には３２

台となり、蒜山地域を５９台上回っている。 

以上の動力防除機の個人所有率は昭和４０年は 41.7% となり、蒜山地域を 12.8 ポイン

ト下回り、その後の推移パタ－ンは蒜山地域に類似し、同４５年には 82.6%に急上昇し、

同５０年以降は９０％台を上昇し、平成７年に 95.8% となり、蒜山地域を 2.1 ポイント下

回り、昭和４０年以降３０年間の平均は 84.9±18.2%となり、蒜山地域を 4.3 ポイント下回

っている。 

岡山県における動力防除機の普及台数をみると、昭和３５年に 7,720 台となり、その後

は増加基調で推移し、その過程で同４０年に 14,898 台（前回年比 93.0% 増）、同４５年

には 73,806 台（同比 395.4%増）と急激に増加し、同５０年に 97,891 台（同 32.6% 増）と

最高に達し、その後は緩やかな減少に転じ、その５年刻み減少率は 21.7～1.9% の範囲を下

降し、平成７年に 67,494 台となり、昭和３５年以降３５年間の増加倍数は 8.7 となり、

蒜山地域を 48.9 下回っている。 

上記した動力防除機の農家１００戸当たり台数は、昭和３５年に４台、同４０年に９台、

同４５年には４８台と急激に増加し、同５０年には６９台と最高に達し、その後は減少基

調で推移し、平成２年に６２台、同７年には６７台となり、蒜山地域を１台下回っている。

なお、平成１２年には６５台と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみる

と、平成７年には１３１台となり、蒜山地域を５８台上回っている。 

岡山県における動力防除機の個人所有率は昭和４０年に 78.4% となり、蒜山地域を 23.9

ポイント上回り、その後は蒜山地域に類似のパタ－ンで推移し、同４５年に 91.6%に急上

昇し、同５０年以降は９０％台を上昇し、平成２年に98.1% と最高に達し、同７年には97.7%

に低下し、蒜山地域を僅差ながら 0.2 ポイント下回り、昭和４０年以降３０年間の平均は

93.2±6.4% となり、蒜山地域を 4.0 ポイント上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における動力防除機の昭和３５年以降３５年間の普及状況を真
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庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

同機種台数は増加基調で推移し、その過程で昭和３５～４５年は急激に増加し、岡山県

は同５０年、蒜山地域は同５５年、真庭郡は平成７年に最高に達し、昭和３５年以降３５

年間の増加倍数は蒜山地域５８、真庭郡３０、岡山県９の順になっている。 

蒜山地域における同機種台数の対真庭郡比は昭和３５年に 11.5% となり、同４０年に

29.3%に急上昇し、最高に達し、その後は低下基調で推移し、平成７年に 22.0% となって

いる。一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.23% となり、その後は上昇基調で推移し、平成

７年に 1.94%と最高に達している。 

農家１００戸当たり台数を昭和３５年－同４０年－同４５年－同５５年－平成７年の時

系列で列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域：１台－５台－４２台－５９台－６８台 

真庭郡：２台－４台－４０台－５５台－７４台 

岡山県：４台－９台－４８台－５７台－６７台 

以上のように、動力防除機の普及は昭和４５年以降に加速し、その普及状況は蒜山地域、

真庭郡、岡山県間に大差はみられない。 

同機種の個人所有率の昭和４０年以降３０年間の平均は岡山県 93.2±6.4% 、蒜山地域

89.2±4.5% 、真庭郡 84.9±18.2%の順になっている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年における４か町村の動力防除機１８台の町村別内訳は、川上村１０台（町村

別構成比 55.6% ）、八束村７台（同 38.9% ）、湯原町１台（同 5.5%）の順になり、中和

村に該当事実はみられない。 

同年以降、各町村とも増加基調パタ－ンで推移し、その過程で同４０年に川上村は１１

台（前回年比 1.0%増）となり、八束村は６２台（同 785.7%増）、湯原町は３３台（同 3,200%

増）に激増し、中和村は初めて４台を記録している。昭和４５年には川上村２０３台（同

1,745%増）、八束村３６７台（同 491.9%増）、湯原町１８７台（同 466.6%増）と劇的に急

増し、同５５年には八束村３８９台（同 6.0%増）、湯原町３３７台（同 80.2% 増）、川上

村２６４台（同 30.0% 増）と最高に達し、その後、八束村は一貫して減少し、湯原町と川

上村は減少基調で推移し、平成７年には幾分増加している。一方、中和村は昭和４５年に

１５２台（前回年比 3,700%増）と劇的に急増し、その後は緩やかな減少に転じ、その５年

刻み減少率は 0.7～10.6% の範囲を上昇し、平成２年に１７３台（同 28.1% 増）と増加し、

最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年における４か町村の台数は 1.037 台となり、その町

村別内訳は湯原町３２４台（町村別構成比 31.3% ）、八束村２９９台（同 28.8% ）、川上

村２５７台（同 24.8% ）、中和村１５７台（同 15.1% ）の順になり、昭和３５年以降３５

年間の増加倍数は湯原町 324 、八束村 42.7、中和村 39.3（昭和４０年以降）、川上村 25.7

の順になっている。なお、平成１２年は八束村２３２台、川上村２０６台、湯原町１９５

台、中和村９２台を記録している。 

上記した動力防除機の農家１００戸当たり台数は昭和３５年に川上村２台、八束村１台、

湯原町 0.1 台の順になり、同４０年に八束村１０台、湯原町４台と激増し、中和村は初め

て２台を記録し、川上村は２台に留まり、同４５年には中和村６３台、八束村５９台、川

上村３８台、湯原町２４台と劇的に急増し、その後は増加基調で推移し、その過程で中和

村と八束村は平成２年、川上村と湯原町は同７年に最高に達している。以上の推移経過の

もとで、平成７年に中和村８８台、八束村７２台、川上村６９台、湯原町５９台の順にな

っている。なお、平成１２年に川上村６８台、八束村６６台、中和村６３台、湯原町４８

台と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には中和村８

１台、川上村６７台、八束村６３台、湯原町５９台の順になっている。 

上記した動力防除機の個人所有率は昭和４０年に八束村 77.4% 、川上村 54.5% 、湯原町

18.2% の順になり、中和村には該当事実はなく、共有となっている。昭和４５年に中和村

98.7% 、八束村 94.1% 、川上村 86.7% 、湯原町 66.8% と急激に上昇し、同５０年以降は

概ね９０％台で推移し、平成７年には中和村 100%、八束村 99.0% 、川上村 96.9% 、湯原
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町 96.6% の順になり、昭和４０年以降３０年間の平均は八束村 95.1±7.4% 、川上村 87.9±

14.3%、湯原町 78.8±26.5%の順になっている。なお、中和村は上述したように昭和４０年

の個人所有率は０％のため、85.2±34.8%となり、その変動係数は極めて大きくなっている。

そこで昭和４５年以降２５年間の平均をみると、中和村 99.4±0.7% 、八束村 98.0±1.8% 、

川上村 93.5±4.7% 、湯原町 89.0±10.0%の順になっている。 

以上で記述した４か町村における動力防除機の昭和３５年以降３５年間に亘る普及状況

を要約すると以下のとおりである。 

同機種台数は増加基調で推移し、その過程で川上村は昭和４０～４５年、他の３か町村

は同３５～４５年に激増し、中和村は平成２年に、他の３か町村は昭和５５年に最高に達

し、昭和３５年以降３５年間の増加倍数は湯原町３２４、八束村４３、中和村３９（昭和

４０年以降）、川上村２６の順になっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和３５年－同４０年－同４５年－同５５年－平成７年の時

系列で列記すると次のとおりである。 

川上村： ２台－ ２台－３８台－５８台－６９台 

八束村： １台－１０台－５９台－７０台－７２台 

中和村： ０台－ ２台－６３台－６９台－８８台 

湯原町：0.1 台－ ４台－２４台－４８台－５９台 

以上のように、動力防除機の普及は昭和４５年以降に加速し、その普及状況は湯原町を

除く３か村、とくに八束村と中和村において進行している。 

同機の個人所有率は、中和村の場合昭和４０年は共有のため、昭和４５年以降２５年間

の平均をみると、中和村 99.4±0.7% 八束村 98.0±1.8% 、川上村 93.5±4.7% 、湯原町 89.0

±10.0%の順になっている。 

３３３３ バインダバインダバインダバインダ－－－－のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域におけるバインダ－の普及台数は昭和５０年に初めて９６９台と記録され、そ

の後は増加基調で推移し、その過程で同５５年に 1,237 台（前回年比 27.7% 増）に急増し、

最高に達し、同６０年には 1,168 台（同 5.6%減）に減少し、その後５年刻みの減少率は

4.0%～18.4%の範囲を上昇し、平成７年に９１５台となり、昭和５０年以降２０年間の減少

率は 5.6%となっている。なお、平成１２年は６６２台を記録している。ちなみに全国並び

に都府県におけるバインダ－台数の昭和５０年以降２０年間にの減少率はそれぞれ

23.0% 、21.4% となっている
4)

。 

上記した蒜山地域におけるバインダ－台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡

比及び対岡山県比）の推移状況は以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和４５年に 57.1%となり、その後は低下パタ－ンで推移し、同５０年に

30.6%に急落し、同５５年には 28.8% となり、その後は 26.0% 台で推移し、平成７年に 26.6%

となっている。なお、平成１２年は 32.4% を記録している。 

対岡山県比は昭和４５年に 2.88%となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同５

０年に 2.08% と幾分低下し、その後は２％台を上昇し、平成７年に 2.68% となっている。

なお、平成１２年は 3.91% を記録している。 

上記した蒜山地域におけるバインダ－の農家１００戸当たり台数は昭和５０年に４８台

となり、同５５に６４台に急増し、その後６０台を乱高下し、平成２年に６８台と最高に

達し、同７年には６０台となっている。なお、平成１２年には５５台と記録されている。

ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には６４台となっている。 

蒜山地域におけるバインダ－の個人所有率は昭和５０年に 90.3% と記録され、同５５年

まで横ばい状態となり、同６０年に 97.1%に上昇し、その後は概ね横ばい状態となり、平

成７年に 97.7% と最高に達し、昭和５０年以降２０年間の平均は 94.3±3.5% となっている。 

真庭郡におけるバインダ－の普及台数は昭和５０年に 3,164 台となり、その後は増加基

調で推移し、その過程で同５５年に 4,291 台（前回年比 35.6% 増）と急増し、６０年には

4,431 台と最高に達し、平成２年には 4,246 台（同 4.2%減）に減少し、同７年に 3,443 

台（同 18.9% 減）となり、昭和５０年以降２０年間の増加率は 8.8%となり、蒜山地域にお
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ける減少率 5.6%と対照的である。なお、平成１２年には 2,046 台を記録している。 

上記したバインダ－の農家１００戸当たり台数は昭和５０年３９台となり、その後は蒜

山地域に類似のパタ－ンで増加し、同５５年に５５台に急増し、平成２年には６２台と最

高に達し、同７年に５４台に減少し、蒜山地域を６台下回っている。なお、平成１２年に

４７台を記録している。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には９３台

となり、蒜山地域を２９台上回っている。 

以上のバインダ－の個人所有率は昭和５０年に 85.6% となり、蒜山地域を 4.7 ポイント

下回り、その後は上昇し、同５５年に 88.0% 、同６０年に 92.5% 、平成７年には 95.7% 

と最高に達し、蒜山地域を 2.0 ポイント下回り、同５０年以降２０年間の平均は 91.3±3.9% 

となり、蒜山地域を 3.0 ポイント下回っている。 

岡山県におけるバインダ－の普及台数をみると、昭和５０年に 46,5747 台となり、同５

５年に 57,534 台（前回年比 23.5% 増）に急増し、最高に達し、その後は減少パタ－ンに

転じ、同６０年に 53,799 台（同 6.5%減）、平成２年には 36,359 台（同 32.4% 減）と激減

し、同７年に 34,181 台（同 6.0%減）となり、昭和５０年以降２０年間の減少率は 26.6% 

となり、蒜山地域を 21.0 ポイント上回っている。なお、平成１２年には 16,940 台と記録

されている。 

上記したバインダ－の農家１００戸当たり台数は昭和５０年に３３台となり、同５５年

に４３台と最高に達し、その後横ばい状態で推移し、平成２年に３３台に急減し、同７年

には３４台となり、蒜山地域を２６台下回っている。なお、平成１２年には２７台と記録

されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には６６台となり、蒜

山地域を２台上回っている。 

岡山県におけるバインダ－の個人所有率は昭和５０年に 85.9% となり、蒜山地域を 4.4 

ポイント下回り、その後は一貫して上昇し、同５５年に 91.5% 、平成２年に 96.0% 、同７

年に 96.5% と最高に達し、蒜山地域を 1.2 ポイント下回り、昭和５０年以降２０年間の平

均は 92.9±3.9% となり、蒜山地域を 1.4 ポイント下回っている。 

以上で記述した蒜山地域におけるバインダ－の昭和５０年以降２０年間に亘る推移状況

を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

バインダ－の台数は増加基調で推移し、その過程で蒜山地域、真庭郡及び岡山県は昭和

５５年に急増し、とくに真庭郡は蒜山地域及び岡山県に比べて著しく増加し、後２者は同

５５年に最高に達し、真庭郡は同６０年に最高に達し、その後は減少に転じ、同５０年以

降２０年間に真庭郡は 8.8%増加し、反対に岡山県と蒜山地域は減少し、その減少率はそれ

ぞれ 26.6% 、5.6%となっている。 

蒜山地域におけるバインダ－台数の対真庭郡比は昭和４５年に 57.1% となり、その後は

低下し、その過程で同５０年に 30.6%に急落し、同６０年に 26.4%となり、その後は横ばい

状態で推移し、平成７年に 26.6% となっている。一方、対岡山県比は昭和４５年に 2.88% 

となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同５０年に 2.08% と最低を記録し、平成

２年には 3.08% と最高に達し、同７年は 2.68% となっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和５０年－同５５年－平成２年－同７年の時系列で列記す

ると次のようである。 

蒜山地域：４８台－６４台－６８台－６０台 

真庭郡：３９台－５５台－６２台－５４台 

岡山県：３３台－４３台－３３台－３４台 

以上のように、バインダ－の普及は昭和５５年に加速し、その後は概ね停滞的となるな

かで、蒜山地域における普及状態は良く、反対に岡山県は後進的となっている。 

同機の個人所有率の昭和５０年以降２０年間の平均は蒜山地域 94.3±3.5% 、岡山県 92.9

±3.9% 、真庭郡 91.3±3.9% の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和５０年におけるバインダ－台数９６９台の町村別内訳は、湯原町３４５

台（町村別構成比 35.6% ）、川上村と八束村各２４５台（同 25.3% ）、中和村１３４台（同

13.8% ）の順になっている。 
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同年以降、各町村とも増加基調で推移し、その過程で同５５年に湯原町４７３台（前回

年比 37.1% 増）、八束村３２６台（同 33.1% 増）、川上村２９７台（同 21.2% 増）、中

和村１４１台（同 5.2%増）と最高に達し、その後は減少に転じ、その５年刻み減少率は湯

原町は 0.6～14.9% 、八束村は 9.5～29.5% 、川上村は 6.4～14.0% 、中和村は 11.3～45.6%の

範囲を上昇している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年における４か町村の台数は９１５台となり、その町

村別内訳は湯原町４００台（同 43.8% ）、川上村２３９台（同 26.1% ）、八束村２０８台

（同 22.7% ）、中和村６８台（同 7.4%）の順になっている。以上の台数の昭和５０年以降

２０年間の増減率をみると、その減少率は中和村 49.2% 、八束村 15.1% 、川上村 2.4%の

順になり、反対に湯原町は 15.9% の増加となっている。なお、平成１２年における台数は

湯原町２６５台、川上村１９１台、八束村１６３台、中和村４３台と記録されている。 

上記したバインダ－の農家１００戸当たり台数は昭和５０年に中和村５９台、川上村４

９台、湯原町４７台、八束村４３台となり、同６０年には中和村６０台、平成２年に湯原

町７７台、川上村６９台、八束村６１台に急増し、最高に達し、平成７年には湯原町７２

台、川上村６４台、八束村５０台、中和村３８台の順になっている。なお、平成１２年に

は湯原町６６台、川上村６３台、八束村４６台、中和村３０台と記録されている。ちなみ

に水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には湯原町１０６台、川上村６２台、八束

村４４台、中和村３５台の順になっている。 

４か町村におけるバインダ－の個人所有率は昭和５０年に湯原町 96.1% 、中和村 94.5% 、

八束村 89.1% 、川上村 78.7% の順になっている。同年以降、湯原町は昭和６０年まで低下

し、その後上昇し、中和村は平成２年まで上昇し、八束村と川上村は一貫して上昇し、平

成７年に八束村 98.6% 、湯原町 98.5% 、中和村 95.8% 、川上村 95.4% の順になり、昭和

５０年以降２０年間の平均は中和村 96.8±2.4% 、湯原町 95.7±1.8% 、八束村 94.2±3.6% 、

川上村 87.9±7.9% の順になっている。 

以上で記述した４か町村におけるバインダ－の昭和５０年以降２０年間に亘る普及状況

を要約すると以下のようである。 

同台数は増加基調で推移し、その過程で昭和５５年に急増し、その５年刻み増加率は湯

原町が最も高く、中和村は最低となり、同年に最高に達し、その後減少に転じ、その５年

刻み減少率は中和村と八束村が高くなっている。昭和５０年以降２０年間の同台数の増減

をみると、その増加率は湯原町 15.9% 、反対に減少率は中和村 49.2% 、八束村 15.1% 、

川上村 2.4%の順になっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和５０年－同５５年－平成２年－同７年の時系列で列記す

ると次のようである。 

川上村：４９台－６６台－６９台－６４台 

八束村：４３台－５９台－６１台－５０台 

中和村：５９台－６５台－６０台－３８台 

湯原町：４７台－６７台－７７台－７２台 

以上のように、バインダ－の普及は昭和５５年に加速し、その後は概ね停滞的であるが、

そのなかで湯原町における普及が幾分進んでいる。 

同機の個人所有率の昭和５０年以降２０年間の平均は中和村 96.8±2.4% 、湯原町 95.7±

1.8% 、八束村 94.2±3.6% 、川上村 87.9±7.9%の順になっている。 

４４４４ 自脱型自脱型自脱型自脱型コンバコンバコンバコンバインインインインのののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自脱型コンバインは昭和４５年に初めて４台と記録され、一方、同年

に初めて稲麦用動力刈取機２０９台が記録され、その後は記録から消えている。昭和４５

年における稲麦用動力刈取機台数の真庭郡及び岡山県に対する比率はそれぞれ 57.1% 、

2.88% となっている。 

上記したように、蒜山地域における自脱型コンバインは昭和４５年に４台となり、同和

５０年に７台（前回年比 75.0% 増）に増加し、同５５年には１５７台（同 2,143%増）と劇

的に急増し、その後の５年刻み増加率は 26.1～17.7%の範囲を下降し、平成２年に２３３台
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と最高に達し、同７年には２３１台となり、昭和４５年以降２５年間の増加倍数は 57.8

となっている。ちなみに全国並びに都府県における増加倍数はそれぞれ 3.9 、4.0 となっ

ている
1､4)

｡ なお、蒜山地域における平成１２年のコンバインは２３１台を記録してい

る。 

蒜山地域におけるコンバイン台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対

岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和４５年に 44.4%となり、その後は低下し、同５０年に 31.8% 、同５５

年に 26.6% 、平成２年に 19.4%、同７年には 17.1% となっている。なお、平成１２年は 17.1% 

を記録している。対岡山県比は昭和４５年に 0.36%となり、同５０年に 0.08% と急激に低

下し、同５５年には 0.53%に急上昇し、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年に 0.51% 

となっている。なお、平成１２年には 0.60% と記録されている。 

蒜山地域におけるコンバインの農家１００戸当たり台数は昭和４５年に 0.2 台となり、

同５０年に 0.4 台、同５５年には８台に急増し、その後は緩やかな増加パタ－ンで推移し、

平成２年に１４台、同７年には１５台と最高に達している。なお、平成１２年には１９台

と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には１６台とな

っている。 

上記したコンバインの個人所有率は昭和５０年には 100%となり、その後は低下基調で推

移し、その過程で同６０年に 88.9% と最低を記し、平成２年に 91.8% 、同７年に 94.4% 

となり、昭和５０年以降２０年間の平均は 93.4±3.7% となっている。 

真庭郡におけるコンバインの普及台数は、昭和４５年に９台となり、その後は増加パタ

－ンで推移し、同５０年に２２台（前回年比 144.4%増）、同５５年には５９０台（同 2,582%

増）と劇的に急増し、その後の５年刻み増加率は 51.4～12.0%の範囲で乱高下し、平成７年

に 1,348 台（同 12.0% 増）と最高に達し、昭和４５年以降２５年間の増加倍数は 149.8

となり、蒜山地域を 92.0 ポイント上回っている。なお、平成１２年における台数は 1,354 

台と記録されている。 

上記したコンバインの農家１００戸当たり台数は昭和４５年に 0.1 台となり、その後は

増加し、同５０年に 0.3 台、同５５年には８台に急増し、平成７年に２１台と最高に達し、

蒜山地域を６台上回っている。なお、平成１２年には３１台と記録されている。ちなみに

水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には３８台となり、蒜山地域を２２台上回っ

ている。 

コンバインの個人所有率は昭和４５年に 66.7% となり、その後は上昇し、同５０年に

81.8%に急上昇し、平成２年に 89.0% 、同７年には 92.3% と最高に達し、蒜山地域を 2.1 

ポイント下回り、昭和４５年以降２５年間の平均は 83.5±8.2% となっている。なお、蒜山

地域と同じ昭和５０年以降２０年間の平均は 86.8±3.6% となり、蒜山地域を 6.6 ポイント

下回っている。 

岡山県におけるコンバインの普及台数は、昭和４５年に 1,104 台となり、その後は蒜山

地域と多少異なり、真庭郡と同様に一貫して増加し、同５０年に 9,110 台（対前回年比 725%

増）、同５５年には 29,381 台（同 222.5%増）に急増し、その後５年刻み増加率は 27.3～

7.6% の範囲を下降し、平成７年に 45,562 台と最高に達し、昭和４５年以降２５年間の増

加倍数は 41.3 となり、蒜山地域を 16.5 ポイント下回っている。なお、平成１２年には

38,606 台と記録されている。 

上記したコンバインの農家１００戸当たり台数は昭和４５年に 0.7 台となり、蒜山地域

を 0.5 台上回り、その後は蒜山地域に類似のパタ－ンで増加し、同５０年に６台、同５５

年には２２台、平成２年に３８台と急増し、同７年には４５台と最高に達し、蒜山地域を

３０台上回っている。なお、平成１２年には６２台と記録されている。ちなみに水田１０

０ha 当たり台数をみると、平成７年に８８台となり、蒜山地域を７２台上回っている。 

コンバインの個人所有率は昭和４５年に 71.7% となり、その後は上昇パタ－ンで推移し、

同５０年には 82.0%に急上昇し、蒜山地域を 18.0 ポイント下回り、同６０年に 91.0% 、平

成７年には 94.3% と最高に達し、蒜山地域を極僅差ながら 0.1 ポイント下回り、昭和４５

年以降２５年間の平均は 86.7±7.8% となり、蒜山地域と同じ昭和５０年以降２０年間の平
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均は 89.7±4.3% となり、同地域を 3.7 ポイント下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における自脱型コンバインの昭和４５年以降２５年間に亘る普

及状況を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

同機の台数は蒜山地域では増加基調で推移し、平成２年に最高に達し、一方、真庭郡及

び岡山県は一貫して増加し、同７年に最高に達し、以上の過程において蒜山地域は昭和５

０～５５年に急激に増加し、一方、真庭郡及び岡山県は同４５～５５年に急増し、同４５

年以降２５年間の増加倍数は真庭郡 149.8 、蒜山地域 57.8 、岡山県 41.3 の順になって

いる。 

蒜山地域における同機台数の対真庭郡比は昭和４５年に 44.4% となり、その後は一貫し

て低下し、同５０年に 31.8% 、同５５年に 26.6% 、平成２年には 19.4%に急落し、同７年

に 17.1% となっている。一方、対岡山県比は昭和４５年に 0.36% となり、その後は上昇基

調で推移し、その過程で同５０年に 0.08%に急落し、同５５年には 0.53%に急上昇し、その

後は横ばい状態で推移し、平成７年には 0.51% となっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和４５年－同５０年－同５５年－平成２年－同７年の時系

列で列記すると次のとおりである。 

蒜山地域：0.2 台－0.4 台－ ８台－１４台－１５台 

真庭郡：0.1 台－0.3 台－ ８台－１８台－２１台 

岡山県：0.7 台－ ６台－２２台－３８台－４５台 

以上のように、自脱型コンバインの普及は概ね昭和５５年以降に加速し、そのなかで岡

山県における普及は著しく、蒜山地域は後進的となっている。 

同機種の個人所有率の昭和４５年以降２５年間の平均は蒜山地域 93.4±3.7% 、真庭郡

86.8±3.6% 、岡山県 86.7±7.8% の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村におけ自脱型コンバインは初めて昭和４５年に八束村４台と記録され、一方、

同年に稲麦用動力刈取機が八束村８２台、川上村５２台、中和村４７台、湯原町２８台と

初めて記録され、その後は記録から消えている。 

上記したように、コンバインは昭和４５年に八束村４台と記録され、同５０年には湯原

町６台、八束村１台となり、その普及は２か町村に限定されている。しかし、昭和５５年

には４か町村に広がり１５７台となり、その町村別内訳は湯原町６２台（町村別構成比

39.5% ）、川上村４２台（同 26.8% ）、中和村３８台（同 24.2% ）、八束村１５台（同

9.6%）の順になっている。 

昭和５５年以降、湯原町は一貫して増加し、中和村は平成２年まで増加し、同年に最高

に達し、八束村は昭和６０年に急増し、最高に達し、その後は減少基調に転じ、川上村は

減少基調で推移し、その過程で同６０年に最低となっている。 以上の推移経過のもとで、

平成７年に４か町村の台数は２３１台となり、その町村別内訳は湯原町１１０台（同

47.6% ）、中和村４７台（同 20.4% ）、八束村４１台（同 17.7% ）、川上村３３台（同

14.3% ）の順になり、昭和５５年以降１５年間の増加倍数は八束村 2.7 、湯原町 1.8 、中

和村 1.2 、川上村 0.8 の順になっている。なお、平成１２年には湯原町１１６台、中和村

５０台、八束村３８台、川上村２７台と記録されている。 

上記した４か町村におけるコンバインの農家１００戸当たり台数は昭和４５年に八束村

１台、同５０年に湯原町１台、八束村 0.2 台の順になり、同５５年には中和村１７台、湯

原町と川上村各９台、八束村３台に急増している。昭和５５年以降、中和村と八束村は増

加基調で推移し、前者は平成２年、後者は同７年に最高に達し、湯原町は一貫して増加し、

川上村は概ね横ばい状態で推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年には中和村２６台、湯原町２０台、八束村１０台、

川上村９台の順になっている。なお、平成１２年には中和村３４台、湯原町２９台、八束

村１１台、川上村９台の順になっている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平

成７年には湯原町２９台、中和村２４台、川上村と八束村各９台の順になっている。 

４か町村におけるコンバインの個人所有率は昭和５０年に八束村と湯原町各 100%、、川

上村と中和村は該当なく、同５５年に湯原町 96.8% 、川上村 95.2% 、八束村 86.7% 、中
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和村 81.6% の順になっている。昭和５５年以降、湯原町は概ね低下基調、他の３か村は上

昇基調で推移し、平成７年に川上村 97.0% 、湯原町 96.3% 、中和村 93.6% 、八束村 87.8% 

の順になり、昭和５５年以降１５年間の平均は湯原町 94.7±3.4% 、川上村 92.6±5.1% 、中

和村 90.0±5.4% 、八束村 88.6±2.9% の順になっている。 

以上で記述した４か町村における自脱型コンバインの昭和４５年以降２５年間に亘る普

及状況を要約すると以下のとおりである。 

同機種台数は昭和４５年に八束村、同５０年には八束村と湯原町で記録され、その普及

は偏在しているが、同５５年以降は４か町村で記録されている。 

同台数の推移経過をみると、八束村は増加基調で推移し、その過程で昭和５０年に急減

し、同５０～６０年には急増し、同６０年に最高に達し、湯原町は一貫して増加し、その

過程で同５０～５５年に急激に増加し、川上村は減少基調で推移し、その過程で同６０年

に最低となり、中和村は増加基調で推移し、その過程で平成２年に最高に達し、昭和５５

年以降１５年間の増加倍数は八束村 2.7 、湯原町 1.8 、中和村 1.2 、川上村 0.8 の順に

なっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和４５年－同５０年－同５５年－平成２年－同７年の時系

列で列記すると次のとおりである。 

川上村：０台－ ０台－ ９台－ ９台－ ９台 

八束村：１台－0.2 台－ ３台－ ６台－１０台 

中和村：０台－ ０台－１７台－３３台－２６台 

湯原町：０台－ １台－ ９台－１８台－２０台 

以上のように、自脱型コンバインは概ね平成年代において急速に普及し、そのなかで中

和村は顕著に普及し、次いで湯原町となっている。 

同機の個人所有率の昭和５５年以降１５年間の平均は湯原町 94.7±3.4% 、川上村 92.6±

5.1% 、中和村 90.0±5.4% 、八束村 88.6±2.9%の順になっている。 

５５５５ 米麦用乾燥機米麦用乾燥機米麦用乾燥機米麦用乾燥機のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における米麦用乾燥機（以下、乾燥機）は、昭和４５年に初めて２３６台と記

録され、その後は概ね減少パタ－ンで推移し、同５０年に１８７台（前回年比 20.8% 減）

に急減し、その後５年刻み減少率は 8.0～4.1%の範囲を乱高下し、平成２年に１５３台（同

7.3%減）となり、同７年には１５９台（同 3.9%増）と僅差ながら増加し、昭和４５年以降

２５年間の減少率は 32.6% となっている。ちなみに全国並びに都府県における減少率はそ

れぞれ、8.7%、9.9%となっている
4)

｡ なお、蒜山地域における平成１２年の同台数は１４

７台と記録されている。 

次に蒜山地域における乾燥機台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対

岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和４５年に 10.8%となり、その後は低下し、同５５年に 7.8%と最低を記

録し、その後は上昇に転じ、平成２年に 9.7%、同７年には 13.0% と最高に達している。な

お、平成１２年は 18.7% を記録している。 

対岡山県比は昭和４５年に 0.38%となり、その後は低下し、同５０～５５年にはともに

0.27% と最低を記録し、その後は上昇に転じ、平成２年に 0.34% 、同７年には 0.44% と最

高に達している。なお、平成１２年は 0.58%を記録している。 

蒜山地域における乾燥機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に１１台と最高を記録

し、同５０年に９台となり、その後は同水準で推移し、平成２年に９台、同７年には１０

台となっている。なお、平成１２年には１２台と記録されている。ちなみに水田１００ha

当たり台数をみると、平成７年には１１台となっている。 

上記した乾燥機の個人所有率は昭和４５年に 89.0% となり、同５０年に 97.6% と最高に

達し、同５５年には 91.9% と降下、その後は上昇基調で推移し、平成７年に 95.6% となり、

昭和４５年以降２５年間の平均は 94.0±2.9% となっている。 

真庭郡における乾燥機の普及台数は昭和４５年に 2,179 台となり、同５０年には 2,262 

台（前回年比 3.8%増）に増加し、最高に達し、その後は減少に転じ、同６０年に 2,075 
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台（同 6.3%減）となり、その後５年刻み減少率は 24.3～22.2%の範囲を下降し、平成７年

に 1,222 台となり、昭和４５年以降２５年間の減少率は 43.9% となり、蒜山地域を 11.3

ポイント上回っている。なお、平成１２年は７８６台を記録している。 

上記した乾燥機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に２５台となり、蒜山地域を１

４台上回り、同５０年には２８台に増加し、その後は同水準で推移し、平成２年に２３台、

同７年には１９台に急落し、蒜山地域を９台上回っている。なお、平成１２年には１８台

と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年には３４台とな

り、蒜山地域を２３台上回っている。 

乾燥機の個人所有率は昭和４５年に 78.8% となり、蒜山地域を 10.2 ポイント下回り、

その後は一貫して上昇し、その過程で同５０年には 82.5%に急上昇し、同６０年に 90.5% 、

平成７年には 95.3% となり、蒜山地域を極僅差ながら 0.3 ポイント下回り、昭和４５年以

降２５年間の平均は 87.2±5.8% となり、蒜山地域を 6.8 ポイント下回っている。 

岡山県における乾燥機の普及台数は、昭和４５年に 62,899 台となり、同５０年には

68,489 台（前回年比 8.9%増）に増加し、最高に達し、その後は減少に転じ、その５年刻み

減少率は 7.2～19.1% の範囲を上昇し、とくに同６０年以降は 19.0% 台で推移し、平成２

年に 44,573 台、同７年には 36,048 台となり、昭和４５年以降２５年間の減少率は 42.7% 

となり、蒜山地域を 10.1 ポイント上回っている。なお、平成１２年には 25,181 台と記録

されている。 

上記した乾燥機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に４１台となり、蒜山地域を３

０台上回り、同５０年に４８台と増加し、最高に達し、その後は緩やかに減少し、平成２

年に４０台、同７年には３６台となり、蒜山地域を２６台上回っている。なお、平成１２

年には４０台と記録されている。ちなみに水田１００ha 当たり台数をみると、平成７年に

は７０台となり、蒜山地域を５９台上回っている。 

乾燥機の個人所有率は昭和４５年に 92.4% となり、蒜山地域を 3.4 ポイント上回り、そ

の後は９０％台を上昇し、平成７年に 97.4% となり、蒜山地域を 1.8 ポイント上回り、昭

和４５年以降２５年間の平均は 95.3±1.8% となり、蒜山地域を 1.3 ポイント上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における米麦用乾燥機の昭和４５年以降２５年間に亘る普及状

況を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

乾燥機台数は減少基調で推移し、その過程で蒜山地域は昭和４５年に最高に達し、同５

０年に幾分急落し、平成７年に極僅差ながら増加し、真庭郡と岡山県は同５０年に最高に

達し、その後は一貫して減少し、その過程で同６０年以降は幾分急落し、同４５年以降２

５年間の減少率は真庭郡 43.9% 、岡山県 42.7% 、蒜山地域 32.6% の順になっている。 

蒜山地域における同機種台数の対真庭郡比は昭和４５年に 10.8% となり、同５０年には

8.3%に急落し、その後は上昇基調で推移し、その過程で同５５年に 7.8%と最低を記録し、

平成２年に 9.7%、同７年には 13.0%に急上昇し、最高に達してる。一方、対岡山県比は昭

和４５年に 0.38% となり、同５０年には 0.27%に急落し、最低を記録し、その後は上昇に

転じ、平成２年に 0.34% 、同７年には 0.44% と最高に達している。 

農家１００戸当たり台数を昭和４５年－同５０年－同６０年－平成２年－同７年の時系

列で列記すると次のとおりである。 

蒜山地域：１１台－ ９台－ ９台－ ９台－１０台 

真庭郡：２５台－２８台－２８台－２３台－１９台 

岡山県：４１台－４８台－４３台－４０台－３６台 

以上のように、蒜山地域における米麦用乾燥機の普及状況は岡山県そして真庭郡に及ば

ない。 

同機の個人所有率の昭和４５年以降２５年間の平均は岡山県 95.3±1.8% 、蒜山地域 94.0

±2.9% 、真庭郡 87.2±5.8% の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和４５年の米麦用乾燥機（以下、乾燥機）２３６台の町村別内訳は、

中和村７８台（町村別構成比 33.1% ）、八束村５８台（同 24.6% ）、川上村５６台（同

23.7% ）、湯原町４４台（同 18.6% ）の順になっている。 
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同年以降、中和村は同５０年まで横ばい状態となり、その以後は一貫して減少し、八束

村は減少基調で推移し、その過程で同５０年に急激に減少し、川上村は一貫して減少し、

湯原町は同５０年まで横ばい状態となり、同５５年に急激に減少し、その後は増加パタ－

ンで推移し、平成７年に昭和４５年の水準に回帰している。 

以上の推移経過のもとで、平成７年における４か町村の台数は１５９台となり、その町

村別内訳は中和村５９台（同 37.1% ）、湯原町４４台（同 27.7% ）、八束村３５台（同

22.0% ）、川上村２１台（同 13.2% ）の順になり、昭和４５年以降２５年間の減少率は川

上村 62.5% 、八束村 39.7% 、中和村 24.4% の順になり、湯原町には増減の変化はみられ

ない。なお、平成１２年には中和村５１台、湯原町４６台、八束村３６台、川上村１４台

と記録されている。 

上記した乾燥機の農家１００戸当たり台数は昭和４５年に中和村３３台、川上村１１台、

八束村９台、湯原町６台の順になっている。同年以降、中和村は概ね横ばい状態で推移し、

川上村と八束村は低下基調、湯原町は増加基調で推移し、平成７年には中和村３３台、八

束村と湯原町８台、川上村６台の順になっている。なお、平成１２年には中和村３５台、

湯原町１１台、八束村１０台、川上村５台と記録されている。ちなみに水田１００ha 当た

り台数をみると、平成７年には中和村３０台、湯原町１２台、八束村７台、川上村５台の

順になっている。 

４か町村における乾燥機の個人所有率は昭和４５年に中和村 94.9% 、八束村 87.9% 、湯

原町 86.4% 、川上村 83.9% の順になっている。同年以降、中和村は低下基調、他の３か町

村は上昇基調で推移し、平成７年に湯原町 100%、川上村 95.2% 、八束村 94.3% 、中和村

93.2% の順になり、昭和４５年以降２５年間の平均は湯原町94.6±6.7% 、八束村94.3±4.1% 、

中和村 93.1±1.3% 、川上村 91.4±3.8% の順になっている。 

以上で記述した４か町村における米麦用乾燥機の昭和４５年以降２５年間に亘る普及状

況を要約すると以下のとおりである。 

同機種台数は川上村と中和村は一貫して減少し、その過程で中和村は昭和４５～５０年

に同水準となり、川上村は同４５年に幾分急落し、八束村と湯原町は減少基調で推移し、

その過程で八束村は同４５年に最高に達し、同５０年にかなり急落し、最低となり、その

後は増加基調に転じ、一方、湯原町は同５０年に最高に達し、同５５年に幾分急落し、最

低となり、その後は増加に転じ、平成７年には昭和４５年の水準に回帰している。以上の

台数の昭和４５年以降２５年間の減少率は川上村 62.5% 、八束村 39.7% 、中和村 24.4% 

順になり、湯原町は増減なしとなっている。 

農家１００戸当たり台数を昭和４５年－同５０年－同６０年－平成２年－同７年の時系

列で列記すると以下のとおりである。 

川上村：１１台－ ７台－ ７台－ ４台－ ６台 

八束村： ９台－ ５台－ ６台－ ７台－ ８台 

中和村：３３台－３５台－３２台－３２台－３３台 

湯原町： ６台－ ６台－ ６台－ ７台－ ８台 

以上のように、中和村における農家１００戸当たり米麦用乾燥機台数は全時点において

突出し、他の町村間に大差はみられない。 

同機の個人所有率の昭和４５年以降２５年間の平均は湯原町 94.6±6.7% 、八束村 94.3±

4.1% 、中和村 93.1±1.3% 、川上村 91.4±3.8%の順になっている。 

 

第第第第６６６６節節節節 農業粗生産額農業粗生産額農業粗生産額農業粗生産額のののの推移推移推移推移 

 

わが国における昭和３０年代中頃からの農業生産は、同３６年制定の農業基本法に基づ

く生産の選択的拡大路線に沿って、米作を主体とし、その生産を拡大しながら、需要の強

い野菜、果物、畜産物の生産を伸ばすものであった。そのような政策的背景下における蒜

山地域農業の生産展開過程を農業粗生産額の側面から表３８～４１の資料に基づき真庭郡

及び岡山県と対比し記述する。なお、表４９～４１に示した調査年次は昭和３５～６０年

は１０年刻みとなっているが、本文では５年刻みの時系列で記述することとした。 
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第第第第１１１１項項項項 農業総粗生産額農業総粗生産額農業総粗生産額農業総粗生産額のののの推移推移推移推移 

蒜山地域と４か町村における農業総粗生産額とそれを構成する主な生産部門、すなわち

耕種と畜産両部門の粗生産額および部門別構成割合の推移状況を示すと表３８のとおりで

ある。同表の粗生産額は昭和３５年～平成１２年の４０年間に及ぶもので、農産物価格の

変動等を考慮すると厳密な時系列的比較はきないが、その動向を把握することは可能であ

る。 

１１１１ 農業総粗生産額農業総粗生産額農業総粗生産額農業総粗生産額のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農業総粗生産額は、昭和３５年に６億７千８００万円となり、その後

は増加パタ－ンで推移し、その過程で同５０まで急増し、同６０年には６４億２００万と

最高に達し、その後は減少に転じ、平成１２年に４３億９千万円となっている。以上の粗

生産額の増減率を１０年刻みでみると、その増加率は昭和３５～４５年 195.6%、同４５～

５５年 132.3%、同５５年～平成２年 17.3% となり、反対に同２～１２年は 19.6% の減少

となっている。 

上記した蒜山地域における農業総粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡

比及び対岡山県比）をみると次のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 30.5%となり、その後も上昇を続け、その過程で同４０年に

32.8% に上昇し、その後は 32.0% 台を横ばい状態で推移し、同５５年に 35.0% 、同６０年

には 42.8%に上昇し、その後平成２年まで再び横ばい状態となり、同７年に 43.3% 、同１

２年には 48.5% と最高に達している。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.53%となり、同６０年まで上昇し、その後は低下している。

すなわち、昭和４５年に 2.03% となり、その後は 2.00% 台を上昇し、同６０年に 3.23% 

と最高に達し、平成２年に 3.03% 、同１２年には 3.22% となっている。 

真庭郡における農業総粗生産額は、昭和３５年に２２億２千３００万円となり、その後

は増加パタ－ンで推移し、その過程で同５０年まで急増し、同６０年に１４９億５千５０

０万円と最高に達し、その後は緩やかに減少し、平成１２年に９１億３千万円となってい

る。以上の粗生産額の増減率を１０年刻みでみると、その増加率は昭和３５～４５年

181.0%、同４５～５５年 112.8%、同５５年～平成２年 1.6%となり、反対に同２～１２年は

30.2% の減少となっている。 

岡山県における農業総粗生産額をみると、昭和３５年に４４２億６００万円となり、そ

の後は増加パタ－ンで推移し、その過程で同５０年まで急増し、同６０年に１千９７８億

３千８００万円と最高に達し、その後は減少に転じ、その過程で平成１２年には激減し、

１千３６２億円となっている。以上の粗生産額の増減率を１０年刻みでみると、その増加

率は昭和３５～４５年 123.1%、同４５～５５年 90.0% 、同５５年～平成２年 4.0%となり、

反対に同２～１２年は 24.3% の減少となっている。 

上記した蒜山地域における粗生産額の１０年刻みの増加率は真庭郡及び岡山県を上回

り、その較差はそれぞれ昭和３５～４５年に 14.6 ポイント、72.5 ポイント、同４５～５

５年に 20.0 ポイント、42.3 ポイント、同５５年～平成２年に 15.7 ポイント、13.3 ポイン

トとなり、一方、平成２～１２年の減少率は蒜山地域が真庭郡を 10.6 ポイント、岡山県を

4.7 ポイント下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における農業総粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同粗生産額は増加パタ－ンで推移し、昭和６０年

に最高に達し、その後は減少パタ－ンに転じ、以上の過程で同５０年まで急速に増加し、

平成７年以降はとくに急減している。その増減率（以下、△減少率）の概数（小数点以下

四捨五入）を１０年刻みで列記すると、昭和３５～４５年に蒜山地域１９６％、真庭郡１

８１％、岡山県１２３％、同４５～５５年に蒜山地域１３２％、真庭郡１１３％、岡山県

９０％、同５５年～平成２年に蒜山地域１７％、岡山県４％、真庭郡２％、同２～１２年

に真庭郡△３０％、岡山県△２４％、蒜山地域△２０％の順になっている。 
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蒜山地域における農業総粗生産額の対真庭郡比は全期間を通して時系列的に上昇し、一

方、対岡山県比は昭和年代は一貫して上昇し、平成年代は上昇基調となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和３５年の農業総粗生産額６億７千８００万円の町村別内訳は、八

束村２億３千８００万円（町村別構成比 35.1% ）、川上村１億９千３００万円（同 28.5% ）、

湯原町１億８千２００万円（同 26.8% ）、中和村６千５００万円（同 9.6%）の順になって

いる。 

同年以降、中和村を除く３か町村は増加基調で推移し、その過程で同５０年まで急激に

増加し、同６０年に最高に達し、その後は減少に転じ、川上村を除く２か町村はとくに平

成１２年に急減している。一方、中和村は他の３か町村と同様に平成７年まで増加基調で

推移し、同１２年には急激に増加し、最高に達している。 

以上の推移経過のもとで、４か町村の平成１２年における農業総粗生産額は４３億９千

万円となり、その町村別内訳は八束村１６億９千万円（同 38.5% ）、川上村１５億円（同

34.2% ）、中和村６億６千万円（同 15.0% ）、湯原町５億４千万円（同 12.3% ）の順にな

っている。 

上記した４か町村における粗生産額の増減率を１０年刻みでみると、その増加率は昭和

３５～４５年に中和村 223.1%、川上村 217.1%、八束村 209.2%、湯原町 145.1%、同４５～

５５年に川上村 178.4%、八束村 140.8%、湯原町 98.4% 、中和村 40.0% 、同５５年～平成

２年に川上村 26.2% 、八束村 14.6% 、中和村 8.8%、湯原町 8.5%の順になっている。一方、

平成２～１２年は中和村は 106.3%の増加となり、反対にに湯原町は 43.8% 、川上村は

30.2% 、八束村は 16.7% の減少となっている。 

次に平成１２年における農業総粗生産額の町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又

は縮小の比率をみると、その拡大は中和村 56.3% 、川上村 20.0% 、八束村 9.7%の順にな

り、反対に縮小は湯原町 54.1%となっている。 

以上で記述した４か町村における農業総粗生産額の推移状況を要約すると以下のとおり

である。 

４か町村における同粗生産額は増加基調で推移し、その過程で昭和５０年まで概ね急増

し、中和村を除く３か町村は同６０年に最高に達し、その後の減少過程で川上村と湯原町

はとくに平成１２年に急減している。一方、中和村もまた増加基調で推移し、平成１２年

に急激に増加し、最高に達している。 

以上の増減の推移を１０年刻み増減率（△減少率）の概数（小数点以下四捨五入）でみ

ると、昭和３５～４５年に中和村２２３％、川上村２１７％、八束村２０９％、湯原町１

４５％、同４５～５５年に川上村１７８％、八束村１４１％、湯原町９８％、中和村４０

％、同５５年～平成２年に川上村２６％、八束村１５％、中和村９％、湯原町９％、同２

～１２年には中和村１０６％、反対に湯原町△４４％、川上村△３０％、八束村△１７％

の順になっている。 

４か町村における昭和３５年の同粗生産額６億７千８００万円の町村別シェアの概数

（小数点以下四捨五入）は八束村３５％、川上村２９％、湯原町２７％、中和村１０％の

順になり、平成１２年における４３億９千万円の町村別シェアは八束村３９％、川上村３

４％、中和村１５％、湯原町１２％の順になっている。 

２２２２ 農業生産部門別粗生産額農業生産部門別粗生産額農業生産部門別粗生産額農業生産部門別粗生産額のののの増加増加増加増加 

２２２２－－－－１１１１ 耕種部門粗生産額耕種部門粗生産額耕種部門粗生産額耕種部門粗生産額 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における耕種部門粗生産額は昭和３５年に５億２千８００万円となり、その後

増加基調で推移し、その過程で同５０～５５年を除く期間で急増し、同６０年に４３億６

千４００万円と最高に達し、その後の減少過程で平成２～７年を除く期間はとくに急減し、

同１２年に２１億６千万円となっている。上記した粗生産額の増減率を１０年刻みでみる

と、その増加率は昭和３５～４５年 157.5%、同４５～５５年 111.3%、同５５年～平成２年

15.9% 、反対に平成２～１２年は 35.1% の減少となっている。 

上記した蒜山地域における耕種部門粗生産額の真庭郡及び岡山県に占める割合（対真庭
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郡比及び対岡山県比）をみると以下のとおりでる。 

対真庭郡比は昭和３５年に 31.1%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４

５年に 42.4% となり、その後は４０％台を上昇し、同６０年に 52.7% と最高に達し、平成

２年に 49.7% 、同７年には 44.2%に急落し、同１２年は 44.1% と横ばい状態にある。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.48%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４

５年に 2.02% となり、その後は２％台を上昇し、同６０年に 3.32% と最高に達し、平成２

年に 2.81% 、同７年に 2.22%に急落し、同１２年には 2.32% となっている。 

真庭郡における耕種部門粗生産額の推移状況をみると、昭和３５年に１６億９千７００

万円となり、その後は蒜山地域に類似の増加基調で推移し、その過程で同５０～５５年を

除く期間において急増し、同６０年に８２億８千３００万円と最高に達し、その後の減少

過程で平成２～７年を除く期間に急減し、同１２年に４９億円となっている。上記した粗

生産額の増減率を１０年刻みでみると、その増加率は昭和３５～４５年 89.0% 、同４５～

５５年 95.3% 、同５５年～平成２年 7.1%となり、反対に同２～１２年は 27.0% の減少と

なっている。 

岡山県における耕種部門粗生産額は昭和３５年に３５６億９千７００万円となり、その

後は蒜山地域に類似の増加基調で推移し、その過程で同５０～６０年を除く期間に急増し、

同６０年に１千３１２億９千６００万円と最高を記録し、その後の減少過程で平成７年以

降は急減し、同１２年に９３１億円となっている。上記した粗生産額の増減率を１０年刻

みでみると、その増加率は昭和３５～４５年 88.2% 、同４５～５５年 76.9% となり、反対

に同５５年～平成２年は 0.1%、同２～１０年は 21.6% の減少となっている。 

先に記述した蒜山地域における耕種部門粗生産額の１０年刻みの増減率は、真庭郡及び

岡山県を各期間において上回り、その較差は昭和３５～４５年に真庭郡とは 68.5 ポイン

ト、岡山県とは 69.3 ポイント、同様に同４５～５５年に 16.0 ポイント、34.4 ポイント、

同５５年～平成２年に 8.8 ポイント、16.0 ポイント、同２～１２年に 8.1 ポイント、13.5

ポイントとなり、岡山県との較差の方が大きくなっている。 

以上で記述した蒜山地域における耕種部門粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡、岡山県の同粗生産額は増加基調で推移し、その過程で蒜山地域と真

庭郡は昭和５０～５５年を除く期間、一方、岡山県は同５０～６０年を除く期間に急増し、

同６０年に最高を記録し、その後の減少過程で蒜山地域と真庭郡は平成２～７年を除く期

間に急減し、岡山県は同７～１２年に顕著に減少している。 

以上の増減率（以下、△減少率）の概数（小数点以下四捨五入）を１０年刻みでみると、

昭和３５～４５年に蒜山地域１５８％、真庭郡８９％、岡山県８８％、同４５～５５年に

蒜山地域１１１％、真庭郡９５％、岡山県７７％、、同５５年～平成２年に蒜山地域１６

％、真庭郡７％、岡山県△0.1 ％、同２～１２年に蒜山地域△３５％、真庭郡△２７％、

岡山県△２２％の順になり、いずれの期間においても蒜山地域は真庭郡及び岡山県を上回

り、その較差は真庭郡より岡山県の方が大きくなっている。 

蒜山地域における同粗生産額の対真庭郡比及び対岡山県比はともに昭和年代には時系列

的に上昇し、反対に平成年代には下降している。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和３５年の耕種部門粗生産額５億２千８００万円の町村別内訳は、

八束村１億９千３００万円（町村別構成比 36.6% ）、川上村１億４千８００万円（同 28.0% ）、

湯原町１億３千６００万円（同 25.7% ）、中和村５千１００万円（同 9.7%）の順になって

いる。 

同年以降、各町村とも増加基調で推移し、その過程で川上村は同４０～４５年と同５０

～５５年を除く期間、八束村は同５０～５５年を除く期間に急増し、一方、中和村と湯原

町は同４０～４５年を除く期間に急増し、同５０～５５年には減少し、同６０年には各町

村とも最高に達している。その後の減少過程における減少率は川上村では時系列的に上昇

し、反対に八束村では下降し、一方、中和村と湯原町は平成２～７年を除く期間に急減し

ている。以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の同粗生産額は２１億６
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千万円となり、その町村別内訳は八束村９億５千万円（同 44.0% ）、川上村６億７千万円

（同 31.0% ）、湯原町３億５千万円（同 16.2% ）、中和村１億９千万円（同 8.8%）の順

になっている。 

上記した４か町村の粗生産額の増減率を１０年刻みでみると、その増加率は昭和３５～

４５年に八束村 185.5%、中和村 172.5%、川上村 144.6%、湯原町 97.1% 、同４５～５５年

に川上村 139.5%、八束村 136.8%、中和村 93.5% 、湯原町 61.6% 、同５５年～平成２年に

川上村 28.0% 、湯原町 13.2% 、八束村 10.3% 、中和村 7.8%の順になり、反対に同２～１

２年は川上村 39.6% 、中和村 34.5% 、八束村 34.0% 、湯原町 28.6% の減少となっている。 

次に平成１２年における耕種部門粗生産額の町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大

又は縮小の比率をみると、その拡大は八束村 20.2% 、川上村 10.7% 、反対に縮小は湯原町

37.05 、中和村 9.3%の順になっている。 

以上で記述した４か町村における耕種部門粗生産額の推移状況を要約すると以下のとお

りである。 

４か町村の同粗生産額は増加基調で推移し、昭和６０年に最高に達し、同年以降は減少

に転じ、その増加過程において川上村は同４０～４５年と同５０～５５年、八束村は同５

０～５５年を除く期間においては激増し、中和村と湯原町は同４０～４５年は緩やかに増

加し、同５０～５５年は減少している。一方、減少過程において減少率は川上村は時系列

的に上昇し、反対に八束村は下降し、中和村と湯原町は平成２～７年を除く期間に急減し

ている。以上の増減率（以下、△減少率）を１０年刻みでみると、その概数（小数点以下

四捨五入）は昭和３５～４５年に八束村１８６％、中和村１７３％、川上村１４５％、湯

原町９７％、同４５～５５年に川上村１４０％、八束村１３７％、中和村９４％、湯原町

６２％、同５５年～平成２年に川上村２８％、湯原町１３％、八束村１０％ 、中和村８

％、同２～１２年に川上村△４０％、中和村△３５％、八束村△３４％、湯原町△２９％

の順になっている。 

４か町村における昭和３５年の同粗生産額５億２千８００万円の町村別シェアの概数

（小数点以下四捨五入）は八束村３７％、川上村２８％、湯原町２６％、中和村１０％の

順になり、平成１２年における２１億６千万円の町村別シェアは八束村４４％、川上村３

１％、湯原町１６％、中和村９％の順になっている。 

２２２２－－－－２２２２ 畜産部門粗生産額畜産部門粗生産額畜産部門粗生産額畜産部門粗生産額 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における畜産部門粗生産額は昭和３５年に１億４千７００万円となり、その後

は増加基調で推移し、その過程で平成２年に２１億３千万円と最高に達し、その後は緩や

かな減少に転じ、同１２年に２２億３千万円となっている。 

以上の増減を１０年刻みでみると、その増加率は昭和３５～４５年 338.1%、同４５～５

５年 176.6%、同５５年～平成２年 19.6% 、同２～１２年 4.7%となっている。なお、上記

した昭和３５～４５年の増加率は、その前半期に比べて後半期が著しく高く、同５５年～

平成２年の増加率は後半期の方が顕著に低くなっている。 

上記した蒜山地域における粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び

対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 29.6%となり、その後急落し、同４５年に 21.3% と最低にな

り、その後は一貫して上昇し、同６０年に 30.9% と３０％台、平成７年に 42.2% と４０％

台に達し、同１２年には 53.1% とピ－クを迎えている。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.89%となり、その後は概ね一貫して上昇し、同４５年に

2.08% と２％台、同６０年には 3.08% と３％台、平成７年には 4.13% と４％台に乗り、同

１２年は 5.19% と最高に達している。 

真庭郡における畜産部門粗生産額の推移状況をみると、昭和３５年に４億９千７００万

円となり、その後は増加基調で推移し、その過程で同５５年に７０億１千万円と最高に達

し、その後は減少し、平成１２年に３９億円となっている。以上の増減の過程における増

減率を１０年刻みでみると、増加率は昭和３５～４５年 506.6%、同４５～５５年 132.5%

となり、反対に減少率は同５５年～平成２年 10.0% 、同２～１２年 38.2% となっている。 
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岡山県における畜産部門粗生産額は、昭和３５年に７７億９千２００万円となり、その

後は増加基調で推移し、その過程で同５５年に６８０億８００万円と最高に達し、その後

は減少し、平成１２年に４３０億円となっている。以上の増加と減少の過程における増減

率を１０年刻みでみると、増加率は昭和３５～４５年 296.7%、同４５～５５年 120.0%とな

り、反対に減少率は同５５年～平成２年 10.6% 、同２～１２年 29.3% となっている。 

先に記述した蒜山地域における畜産部門粗生産額の１０年刻みの増減率を真庭郡及び岡

山県と比較すると、昭和３５～４５年の増加率は真庭郡を 168.5 ポイント下回り、反対に

岡山県を 41.4 ポイント上回り、同４５～５５年における増加率は真庭郡を 44.1 ポイント、

岡山県を 56.6 ポイント上回っている。一方、昭和５５年～平成２年と同２～１２年は蒜山

地域は増加し、反対に真庭郡及び岡山県は減少している。 

以上で記述した蒜山地域における畜産部門粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し要約すると以下のとおりある。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同粗生産額は増加基調で推移し、真庭郡と岡山県

は昭和５５年、蒜山地域は平成１２年に最高に達している。その増減過程における増減率

（以下、△減少率）の概数（小数点以下四捨五入）を１０年刻みでみると、昭和３５～４

５年に真庭郡５０７％、蒜山地域３３８％、岡山県２９７％、同４５～５５年に蒜山地域

１７７％、真庭郡１３３％、岡山県１２０％と増加し、一方、同５５年～平成２年と同２

～１２年には３者間に違いがみられ、それぞれの期間に蒜山地域は２０％、５％の増加し、

反対に真庭郡は△１０％、△３８％、岡山県は△１１％、２９％の減少となっている。 

蒜山地域における畜産部門粗生産額の対真庭郡比は昭和４５年まで低下し、その後は上

昇に転じ、平成年代は急上昇し、一方、対岡山県比は昭和年代及び平成年代を通じて上昇

し、とくに平成年代において急上昇している。 

（２） ４か町村 

４か町村における昭和３５年の畜産部門粗生産額１億４千７００万円の町村別内訳は、

湯原町４千５００万円（町村別構成比 30.7% ）、川上村と八束村各４千４００万円（同

29.9% ）、中和村１千４００万円（同 9.5%）の順になっている。 

同年以降、各町村とも増加基調で推移し、湯原町と川上村は平成２年に最高に達し、そ

の後は減少に転じ、とくに湯原町は急速に減少している。一方、八束村と中和村は平成１

２年に最高に達し、とくに中和村はこの期間に急激に増加している。 

上記の増減過程における増減率（以下、△減少率）を１０年刻みでみると、昭和３５～

４５年に川上村 468.2%、八束村 320.5%、湯原町 296.5%、中和村 121.4%、同４５～５５年

に川上村 234.8%、湯原町 153.9%、八束村 152.4%、中和村△19.4% 、同５５年～平成２年

に八束村 26.3% 、川上村 24.3% 、中和村 20.0% 、湯原町 4.0%、同２～１２年には中和村

1,466.7%、八束村 25.4% の増加、反対に湯原町△59.6% 、川上村△20.2% の順になってい

る。 

上記した推移経過のもとで、４か町村の平成１２年における畜産部門粗生産額２２億３

千万円の町村別内訳は川上村８億３千万円（同 37.2% ）、八束村７億４千万円（同 33.2% ）、

中和村４億７千万年（同 21.1% ）、湯原町１億９千万円（同 8.5%）の順になっている。 

次に平成１２年における畜産部門粗生産額町村別構成比の昭和３５年に対する拡大又は

縮小の比率をみると、その拡大は中和村 122.1%、川上村 24.4% 、八束村 11.0% 、反対に

縮小は湯原町 72.3% の順になっている。 

以上で記述した４か町村における畜産部門粗生産額の推移状況を要約すると以下のとお

りである。 

同粗生産額は各町村とも増加基調で推移し、その過程において川上村と湯原町は平成２

年に最高に達し、その後は減少に転じ、とくに湯原町は急速に減少し、八束村と中和村は

同１２年に最高に達している。以上の増減過程における増減率を１０年刻みでみると、そ

の概数（小数点以下四捨五入）は昭和３５～４５年に川上村４６８％、八束村３２１％、

湯原町２９６％、中和村１２１％、同４５～５５年に川上村２３４％、湯原町１５４％、

八束村１５２％、中和村△１９％、同５５年～平成２年に八束村２６％、川上村２４％、

中和村２０％、湯原町４％、同２～１２年に中和村 1,467%、八束村２５％、湯原町△６０
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％、川上村△２０％の順になっている。 

４か町村の昭和３５年における同粗生産額１億４千７００万円の町村別シェアを概数

（小数点以下四捨五入）でみると、湯原町３１％、川上村と八束村各３０％、中和村１０

％となり、平成１２年における同粗生産額１７億７千万円の町村別シェアは川上村３７％、

八束村３３％、中和村２１％、湯原町９％の順になっている。 

３３３３ 農業総粗生産額農業総粗生産額農業総粗生産額農業総粗生産額のののの部門別構成比部門別構成比部門別構成比部門別構成比のののの推移推移推移推移 

前項で記述した農業総粗生産総額は耕種、畜産及びその他（加工農産物等）の３部門粗

生産額の総和である。その３部門の中で「その他部門」（主に加工農産物）の粗生産額は

極めて僅少であるため、耕種と畜産の両部門の構成割合の推移状況を表３８に基づき記述

する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における耕種部門シェアは昭和３５年に 77.9% となり、その後は縮小基調で推

移し、その過程で同４５年に67.9% となり、その後は６０％台を乱高下し、平成７年に58.8% 

と５０％台に下落し、同１２年には 49.2% と最低を記録している。一方、畜産部門シェア

は昭和３５年に 21.7% となり、その後は拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 32.1% 

となり、その後は３０％台を乱高下し、平成７年に 41.2% と４０％台に乗り、同１２年に

は 50.8% と最高に達している。 

真庭郡における耕種部門シェアの推移をみると、昭和３５年に 76.3% となり、その後は

縮小基調で推移し、同４０年に 66.4% 、同４５年には 51.3%に急落し、その後は５０％台

を乱高下し、平成７年に 57.5% と最高に達し、同１２年には 53.7% となっているが、その

過程で昭和５５年に 47.1% と最低を記録している。一方、畜産部門シェアは昭和３５年に

22.4% となり、その後は拡大基調で推移し、その過程で同４０年に 33.1% 、同４５年に 48.3% 

と急速に拡大し、その後は同５５年に 52.7% と最高を記録した時点を除き、４０％台を乱

高下し、平成１２年に 42.7% となっている。 

岡山県における耕種部門シェアは昭和３５年に 80.8% となり、その後は縮小基調で推移

し、その過程で同４０年に 76.7% 、同４５年に 68.1% と急速に縮小し、その後は６０％台

を乱高下し、平成７年に 72.5%に急拡大し、同１２年には 68.4%に急落し、昭和４５年の水

準に回帰している。一方、畜産部門シェアは昭和３５年に 17.6% となり、その後は拡大基

調で推移し、その過程で同４０年に 22.7% 、同４５年に 31.3%と急激に拡大し、その後は

３０％台を乱高下し、平成７年に 27.4%に急落し、同１２年には 31.5% となり、昭和４５

年の水準に回帰している。 

以上で記述した蒜山地域における耕種部門シェアは真庭郡と比べると、昭和年代は上回

り、平成年代は同１２年を除いて上回っている。その較差は昭和年代において同３５年は

1.7 ポイントの僅差であるが、残りの時点では 10.3～16.6 ポイント（平均 13.8 ポイント）

の範囲を乱高下し、平成年代に入るとその較差は縮小し、同２年に 9.4 ポイント、同７年

に 1.3 ポイントとなり、反対に同１２年には 4.5 ポイント下回っている。 一方、岡山県

と比べると昭和年代は蒜山地域と上下関係を 0.1～2.8 ポイントの範囲で交代し、平成年代

に入ると蒜山地域の方が下回り、その較差は同２年に 5.0 ポイント、同７年～１２年には

13.7～19.2 ポインの範囲を上昇している。 

蒜山地域における畜産部門シェアは、真庭郡と比べて昭和年代は下回り、その較差は 9.8

～16.2 ポイント（平均 13.4 ポイント）の範囲を乱高下し、平成年代は２年と７年はそれぞ

れ 8.8 ポイント、1.1 ポイント下回り、反対に１２年には 8.1 ポイント上回っている。一

方、岡山県と比べると昭和年代は５０年と６０年を除く各時点と平成年代は全時点におい

て上回り、その較差は昭和年代は 0.2～4.1 ポイント（平均 1.6 ポイント）の範囲を乱高

下し、平成年代は 5.2～19.3 の範囲を上昇している。 

以上で記述した蒜山地域における農業総粗生産額に占める耕種と畜産両部門の構成割合

の推移状況のまとめとして、昭和３５年－同４５年－同５５年－平成２年－同７年－同１

２年の時系列で、同構成割合の概数（小数点以下四捨五入）を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。 

耕種部門 
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蒜山地域：７８％－６８％－６２％－６１％－５９％－４９％ 

真庭郡：７６％－５１％－４７％－５２％－５８％－５４％ 

岡山県：８１％－６８％－６３％－６６％－７３％－６８％ 

畜産部門 

蒜山地域：２２％－３２％－３８％－３９％－４１％－５１％ 

真庭郡：２２％－４８％－５３％－４８％－４２％－４３％ 

岡山県：１８％－３１％－３６％－３４％－２７％－３２％ 

上記した耕種部門シェアは昭和３５年に岡山県８１％、蒜山地域７８％、真庭郡７６％

の順になっている。同年以降、同シェアは縮小基調で推移し、その過程で同４５年に蒜山

地域と岡山県は６８％、真庭郡は５１％に縮小し、その後、前２者は概ね６０％台を乱高

下し、後者は概ね５０％台を乱高下し、平成２年に岡山県６６％、蒜山地域は６１％、真

庭郡５２％の順になり、同７年に岡山県は７３％に急拡大し、蒜山地域は５９％と６０％

を割り、真庭郡は５８％に拡大し、同１２年には岡山県６８％、真庭郡５４％、蒜山地域

４９％の順になっている。以上のように耕種部門シェアは昭和３５年を起点として縮小基

調で推移し、平成２年を境にして、蒜山地域では縮小化が加速され、反対に真庭郡では拡

大化傾向がみられ、岡山県では大きな変化は起こっていない。 

一方、畜産部門シェアは耕種部門シェアの裏返しである。昭和３５年に蒜山地域と真庭

郡各２２％、岡山県１８％の順になっている。同年以降、拡大基調で推移し、その過程で

同４５年に真庭郡４８％、蒜山地域３２％、岡山県３１％と拡大し、その後、蒜山地域と

岡山県は３０％台を乱高下し、真庭郡は概ね４０％台を乱高下し、平成２年に真庭郡４８

％、蒜山地域３９％、岡山県３４％の順になり、同７年に真庭郡は４２％に縮小し、蒜山

地域は４１％に拡大し、岡山県は２７％に急落し、同１２年には蒜山地域５１％、真庭郡

４３％、岡山県３２％の順になっている。以上のように畜産部門シェアは昭和３５年以来、

拡大基調で推移し、平成年代に入ると、蒜山地域では拡大化が加速され、一方、真庭郡で

は縮小化傾向の兆しがあり、岡山県に変化はみられない。 

（２） ４か町村 

４か町村における耕種部門シェアは昭和３５年に八束村 81.5% 、中和村 78.5% 、川上村

76.7% 、湯原町 74.7% の順になっている。 

同年以降、中和村を除く３か町村は縮小基調で推移し、その過程で同５５年に八束村

73.6% 、川上村 50.9% 、湯原町 48.9% に縮小し、同６０年には八束村 77.4% 、川上村 59.1% 、

湯原町 54.9% と急激に拡大し、その後は再び縮小に転じている。一方、中和村は拡大基調

で推移し、その過程で昭和５０年に 93.0%に拡大し、その後は９０％台前半を乱高下し、

平成１２年には 28.8% と劇的に縮小している。以上の推移経過のもとで、平成１２年にお

ける同シェアは、湯原町 64.8% 、八束村 56.2% 、川上村 44.7% 、中和村 28.8% の順にな

っている。上記した平成１２年における耕種部門シェアの昭和３５年に対する縮小又は拡

大の比率をみると、その縮小は中和村 63.3% 、川上村 41.7% 、八束村 31.1% 、湯原町 13.3% 

の順になっている。 

一方、４か町村における畜産部門シェアは昭和３５年に湯原町 24.7% 、川上村 22.8% 、

中和村 21.5% 、八束村 18.5% の順になっている。 

同年以降、４か町村は拡大基調で推移し、その過程で同５５年に湯原町 51.1% 、川上村

49.1% 、八束村 26.4% に拡大し、同６０年には湯原町 45.1% 、川上村 40.9% 、八束村 22.6% 

と急激に縮小し、その後、川上村と八束村は拡大に転じ、湯原町は縮小基調に転じている。

一方、中和村は縮小基調で推移し、その過程で同４０年に 15.0% と急速に縮小し、同５０

年には 7.0%に急落し、その後は１０％未満を乱高下し、平成１２年には劇的に拡大してい

る。以上の推移経過のもとで、平成１２年に中和村 71.2% 、川上村 55.3% 、八束村 43.8% 、

湯原町 35.2%の順になっている。 

上記した平成１２年における畜産部門シェアの昭和３５年に対する拡大の比率をみる

と、中和村 231.2%、川上村 142.6%、八束村 136.8%、湯原町 42.5% の順になっている。 

以上で記述した４か町村における農業総粗生産額に占める耕種と畜産の部門シェアの推

移状況のまとめとして、同シェアの概数（小数点以下四捨五入）を昭和３５年－同４５年
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－同５５年－平成２年－同７年－同１２年の時系列で列記すると以下のとおりである。 

耕種部門 

川上村：７７％－５９％－５１％－５２％－４８％－４５％ 

八束村：８２％－７５％－７４％－７１％－６３％－５６％ 

中和村：７９％－８５％－９２％－９１％－９３％－２９％ 

湯原町：７５％－６０％－４９％－５１％－６１％－６５％ 

畜産部門 

川上村：２３％－４１％－４９％－４８％－５２％－５５％ 

八束村：１８％－２５％－２６％－２９％－３７％－４４％ 

中和村：２１％－１５％－ ９％－ ９％－ ７％－７１％ 

湯原町：２５％－４０％－５１％－４９％－３９％－３５％ 

上記した耕種部門シェアは昭和３５年に八束村８２％、中和村７９％、川上村７７％、

湯原町７５％の順になっている。同年以降、４か町村は縮小基調で推移し、その過程で同

４５年に八束村７５％、湯原町６０％、川上村５９％に縮小し、反対に中和村は８５％に

拡大してる。その後、八束村は７０％台、川上村は５０％台、中和村は９０％台を乱高下

し、一方、湯原町は６０％台から５０％台へ下降し、平成２年に中和村９１％、八束村７

１％、川上村５２％、湯原町５１％の順になり、同７年に八束村６３％、川上村４８％に

縮小し、反対に中和村９３％、湯原町６１％に拡大し、同１２年には湯原町６５％、八束

村５６％、川上村４５％、中和村２９％の順になっている。以上のように耕種部門シェア

は川上村、八束村、湯原町の３か町村では平成２年を分岐点として川上村と八束村は縮小

化、反対に湯原町は拡大化を加速させ、一方、中和村は同７年まで大きな変化はなく、同

１２年には激しく縮小している。 

一方、畜産部門シェアは昭和３５年に湯原町２５％、川上村２３％、中和村２１％、八

束村１８％の順になっている。同年以降、中和村を除く３か町村は拡大基調、一方、中和

村は縮小基調で推移し、その過程で同４５年に川上村４１％、湯原町４０％、八束村２５

％に拡大し、中和村は１５％に縮小している。その後、川上村と湯原町は４０％台、八束

村は２０％台を乱高下し、中和村は１０％を割り、平成２年に湯原町４９％、川上村４８

％、八束村２９％、中和村９％となり、同７年には川上村５２％、八束村３７％に拡大し、

反対に湯原町３９％、中和村７％に縮小し、同１２年には中和村７１％、川上村５５％、

八束村４４％、湯原町３５％の順になっている。以上のように畜産部門シェアは川上村と

八束村では平成７年以降において拡大化が加速され、中和村は同１２年に劇的に拡大し、

一方、湯原町は同７年以降において縮小化が加速されている。 

 

第第第第２２２２項項項項 作目別粗生産額作目別粗生産額作目別粗生産額作目別粗生産額のののの推移推移推移推移 

前項で記述した蒜山地域及び４か町村における農業総粗生産額の作目別粗生産額及び同

粗生産額の作目別構成比並びに同構成比の特化係数の推移状況について表３９～４１の資

料に基づき、真庭郡並びに岡山県と対比し記述する。 

１１１１ 米作目米作目米作目米作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における米（稲）作目の粗生産額は、昭和３５年に３億６千５００万円となり、

その後は増加基調で推移し、その過程で同４５年に７億７千４００万円となり、同５０年

には１５億８千７００万円（前回年比 105.0%増）と劇的に急増し、同５５年に１１億１千

２００万円（同 29.9%減）に急減し、同６０年には１８億６千４００万円（同 67.6% 増）

に再び急増し、最高に達し、その後は減少基調に転じ、平成７年に１５億８千万円となり、

同１２年には９億９千万円（同 37.3% 減）となっている。以上の粗生産額の増減率（△減

少率）を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年 112.1%、同４５～５５年 43.7% 、同５５

年～平成２年 29.5% 、同２～１２年△31.3% となっている。 

上記した蒜山地域における米作目粗生産額の真庭郡および岡山県の同粗生産額に占める

比率（対真庭郡比及び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 32.2%となり、その後は上昇し、同４５年に 40.9% とピ－ク
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に達し、同５０年から３０％台を下降し、同６０年には 40.0% となり、その後は横ばい状

態で推移し、同１２年には 37.5%に急激に低下し、昭和５０年の水準に戻っている。 

対岡山県比は昭和３５年に 1.82%となり、同４０年には 2.08%に上昇し、その後は概ね

2.00% 台を上昇し、平成２年に 2.73% と最高に達し、その後は 2.00% 台を下降し、同１２

年に 2.29% となっている。 

真庭郡における米作目粗生産額の推移状況をみると、昭和３５年に１１億３千５００万

円となり、その後は蒜山地域と同様の増加基調パタ－ンで推移し、同４０年に１５億３千

８００万円（前回年比 35 .5%増）、同４５年に１８億９千４００万円（同 23.1% 増）とな

り、同５０年に４２億２千４００万円（同 123.0%増）に激増し、同５５年には３１億７千

９００万円（同 24.7% 減）に減少し、同６０年に４６億６千４００万円（同 46.7% 増）と

再び急増し、最高に達し、その後は減少基調に転じ、平成２年に３５億４千万円（同 24.1%

減）、同７年に３９億３千万円（同 11.0% 増）に増加し、同１２年には２６億４千万円（同

32.8% 減）に激減している。以上の粗生産額の増減率（△減少率）を１０年刻みでみると、

昭和３５～４５年 66.9% 、同４５～５５年 67.8% 、同５５年～平成２年 11.4% 、同２～

１０年△25.4% となっている。 

岡山県における米作目粗生産額は、昭和３５年に２００億３千９００万円となり、その

後は蒜山地域に類似の増加基調で推移し、同４０年に２８４億２千７００万円（前回年比

41.9% 増）、同４５年に３５９億９千２００万円（同 26.6% 増）、同５０年には７７３億

１千７００万円（同 114.8%増）と急激に増加し、最高に達し、その後は減少基調に転じ、

その過程で同５５年に６１１億３千４００万円（同 20.9% 減）に減少し、同６０年には７

３７億２００万円（同 20.9% 増）に再び急増し、平成２年には５２８億１千万円（同 28.3% 

減）に急減し、同７年に６６７億円（同 26.3% 増）に増加し、同１２年には４３３億円（同

35.1% 減）に再び激減している。以上の粗生産額の増減率（△減少率）を１０年刻みでみ

ると、昭和３５～４５年 79.6% 、同４５～５５年 69.9% 、同５５年～平成２年△13.6% 、

同２～１２年△18.0% となってる。 

以上で記述した蒜山地域における米作目粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域の米作目粗生産額は昭和３５年に３億６千５００万円となり、その後増加基調

で推移し、昭和６０年に１８億６千４００万円と最高に達し、その後は減少基調に転じ、

平成１２年に９億９千万円となっている。一方、真庭郡と岡山県も増加基調で推移し、最

高に達する時点は真庭郡は昭和６０年、岡山県は同５０年となっている。 

上記した蒜山地域の粗生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 32.2% となり、その後は概ね

３０％台後半で推移し、同６０年に 40.0%に上昇し、その後は横ばい状態となり、平成２

年に 40.7% と僅差ながら上昇し、最高に達し、同１２年に 37.5%に急落している。一方、

対岡山県比は昭和３５年に 1.82% となり、その後は 2.00% 台を上昇し、平成２年に 2.73% 

と最高を迎え、同１２年には 2.29%となっている。 

以上で記述した粗生産額の増減率（△減少率）を１０年刻みでみると、その概数（小数

点以下四捨五入）は昭和３５～４５年に蒜山地域１１２％、岡山県８０％、真庭６７％、

同４５～５５年に岡山県７０％、真庭郡６８％、蒜山地域４４％、同５５年～平成２年に

蒜山地域３０％、真庭郡１１％、岡山県△１４％、同２～１２年には蒜山地域△３１％、

真庭郡△２５％、岡山県△１８％の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における米作目粗生産額３億６千５００万円の町村別内訳は、八

束村１億１千６００万円（町村別構成比 31.8% ）、湯原町１億７００万円（同 29.3% ）、

川上村１億１００万円（同 27.75 ）、中和村４千１００万円（同 11.2% ）の順になってい

る。 

上記の粗生産額は４か町村とも昭和年代は増加基調で推移し、その過程で同５０年まで

一貫して増加し、同５５年に急減し、同６０年には急激に増加し、最高に達し、一方、平

成年代は減少基調で推移し、同２年に急減し、同７年には増加し、その後は急速に減少し、

以上の経過のもとで各町村の粗生産額は以下のように推移している。 
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川上村は昭和４０年に１億７千２００万円（前回年比 70.3% 増）に急増し、その後５年

刻み増加率は 31.4～82.7%の範囲を上昇し、同５０年に４億１千３００万円と急増し、同５

５年には２億５千２００万円（同 39.0% 減）と急減し、同６０年に４億７千１００万円（同

86.9% 増）に再び急増し、最高に達し、その後は減少基調に転じ、その過程で平成２年に

３億８千万円（同 19.3% 減）に減少し、同７年には４億円（同 5.3%増）に増加し、その後

は 45.0% 減となっている。 

八束村は昭和４０年に１億９千７００万円（同 69.8% 増）、同４５年に２億５千１００

万円（同 27.4% 増）、同５０年に５億６千６００万円（同 125.5%増）に急増し、同５５年

に４億３千７００万円（同 22.8% 減）に減少し、同６０年に７億５００万円（同 61.2% 

増）に激増し、その後は減少基調転じ、その過程で平成２年に５億５千万円（同 22.0% 減）

に急減し、同７年に６億２千万円（同 12.7% 増）に増加し、その後は 40.3% 減となってい

る。 

中和村は昭和４０年に７千２００万円（同 75.6% 増）、同４５年に９千９万円（同 37.5% 

増）、同５０年には２億５００万円（同 107.0%増）と急激に増加し、同５５年に１億１千

７００万円（同 42.9% 減）に減少し、同６０年に２億５千万円（同 113.7%増）に再び激増

し、最高に達し、その後は減少基調に転じ、平成２年に１億９千万円（同 24.0% 減）に減

少し、同７年には２億２千万円（同 15.8% 増）に増加し、その後は 31.8% 減となっている。 

湯原町は昭和４０年に１億５千１００万円（同 41.4% 増）、同４５年に１億９千８００

万円（同 31.1% 増）、同５０年には４億３００万円（同 103.5%増）に激増し、同５５年に

３億６００万円（同 24.1% 減）に減少し、同６０年には４億３千８００万円（同 43.1% 

増）に再び増加し、最高に達し、その後は減少基調に転じ、その過程で平成２年に３億２

千万円（同 26.9% 減）に減少し、同７年には３億４千万円（同 6.3%増）に増加し、その後

は 26.5% 減となっている。 

以上の推移経過のもとで、４か町村の平成１２年における同粗生産額は９億９千万円と

なり、その町村別内訳は八束村３億７千万円（町村別構成比 37.4% ）、湯原町２億５千万

円（同 25.2% ）、川上村２億２千万円（同 22.2% ）、中和村１億５千万円（同 15.2% ）

の順になっている。 

上記した４か町村における粗生産額の増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡す

ると、昭和３５～４５年中和村 141.5%、川上村 123.8%、八束村 116.4%、湯原町 85.0% 、

同４５～５５年に八束村 74.1% 、湯原町 54.5% 、中和村 18.2% 、川上村 11.5% 、同５５

年～平成２年に中和村 62.4% 、川上村 50.8% 、八束村 25.9% 、湯原町 4.6%、同２～１２

年には川上村△42.1% 、八束村△32.7% 、湯原町△21.9% 、中和村△21.1% の順になって

いる。 

次に平成１２年における米作目粗生産額町村別割合の昭和３５年に対する拡大又は縮小

の比率をみると、その拡大は中和村 35.7% 、八束村 17.6% 、反対に縮小は川上村 19.9% 、

湯原町 14.0% の順になっている。 

以上で記述した４か町村における米作目粗生産額の推移状況を要約すると次のとおりで

ある。 

各町村とも昭和年代は増加基調で推移し、その過程で同５０年まで一貫して増加し、そ

の後は増加基調に転じ、同５５年に減少し、同６０年には急増して最高に達し、一方、平

成年代は減少基調で推移し、その過程で同２年に急減し、同７年には増加し、同１２年に

再び減少している。 

以上の推移過程における同粗生産額の１０年刻み増減率（△減少率）をみると、その概

数（小数点以下四捨五入）は昭和３５～４５年に中和村１４２％、川上村１２４％、八束

村１１６％、湯原町８５％、同４５～５５年に八束村７４％、湯原町５５％、中和村１８

％、川上村１２％、同５５年～平成２年に中和村６２％、川上村５１％、八束村２６％、

湯原町５％、同２～１２年には川上村△４２％、八束村△３３％、湯原町△２２％、中和

村△２１％の順になっている。 

上記した４か町村の粗生産額の町村別構成比の概数（小数点以下四捨五入）をみると、

昭和３５年における３億６千５００万円の内訳は八束村３２％、湯原町２９％、川上村２
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８％、中和村１１％、同６０年における１８億６千４００万円の内訳は八束村３８％、川

上村２５％、湯原町２４％、中和村１３％、平成１２年における９億９千万円の内訳はは

八束村３７％、湯原町２５％、川上村２２％、中和村１５％の順になっている。 

２２２２ 野菜作目野菜作目野菜作目野菜作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における野菜作目粗生産額は昭和３５年に９千８００万円となり、同年以降は

増加基調で推移し、その過程で同４０年に２億４千２００万円（前回年比 146.9%増）と劇

的に急増し、その後は５年刻み増加率を下降しながら増加し、同５５年に１６億２千７０

０万円（同 78.2% 増）と１０億円台に乗り、同６０年には２３億８千８００万円（同 46.8% 

増）と最高に達し、平成年代には減少に転じ、同２年に１７億１千万円（同 28.4% 減）に

急減し、同７年には９億６千万円（同 48.9% 減）に激減し、同１２年には９億１千万円（同

5.2%減）となり、昭和５０年の水準に回帰している。以上の粗生産額の増減率（△減少率）

を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年 390.3%、同４５～５５年 238.3%、同５５年～平

成２年 5.1%、同２～１２年△46.8%となっている。 

蒜山地域における野菜粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対岡

山県比）の推移状況をみると次のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 56.0%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４

５年に 65.4% 、同５５年に 72.6% 、同６０年に 80.5%とそれぞれ６０％台、７０％台、８

０％台に達し、平成２年には 80.5% と横ばい状態となり、その後は７０％台、６０％台へ

と下降し、同１２年には 63.2% となり、昭和４５年の水準を下回っている。 

対岡山県比は昭和３５年に 4.10%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同５

０年に 4.62% 、同５５年には 6.56% と 6.00% 台に乗り、同６０年に 9.41% と最高に達し、

平成年代は低下に転じ、同２年に 6.03% 、同７年に 4.14%に急落し、同１２年には 4.76% 

となり、昭和４５年の水準を僅差で上回っている。 

次に真庭郡における野菜粗生産額の推移状況をみると、昭和３５年に１億７千５００万

円となり、その後は蒜山地域と同様のパタ－ンで推移し、同４０年に４億３千万円（前回

年比 145.7%増）と劇的に急増し、その後は５年毎の増加率を下降しながら増加し、同６０

年に２９億６千５００万円（同 32.2% 増）と最高に達し、平成年代に入ると減少に転じ、

同２年に２４億１千万円（同 18.7% 減）、同７年に１５億２千万円（同 36.9% 減）、同１

２年には１４億２千万円（同 6.6%減）となり、昭和５０年の水準に回帰している。以上の

粗生産額の増減率（△減少率）の推移状況を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５年

320.6%、同４５～５５年 204.6%、同５５年～平成２年 7.5%、同２～１２年△41.1% となり、

蒜山地域と比べると昭和５５年～平成２年を除く期間において下回っている。 

岡山県における野菜粗生産額は、昭和３５年に２３億９千９００万円となり、その後は

蒜山地域に類似のパタ－ンで推移し、その過程で同４０年に６０億９千１００万円（前回

年比 153.9%増）と劇的に急増し、その後５年刻み増加率は下降し、同６０年に２５３億６

千４００万円（同 2.2%増）、平成２年には２８３億５千万円（同 11.8%増）と最高に達し、

同７年に２３２億円（同 18.2% 減）、同１２年に１９１億円（同 17.75 減）と減少し、昭

和５０年の水準を僅差ながら下回っている。以上の粗生産額の増減率（△減少率）を１０

年刻みでみると、昭和３５～４５年 335.0%、同４５～５５年 137.7%、同５５年～平成２年

14.3% 、同２～１０年△32.6% となり、蒜山地域と比べて昭和５５年～平成２年を除く期

間は下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における野菜作目粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し要約すると次のとおりである。 

蒜山地域の野菜粗生産額は昭和３５年に９千８００万円となり、その後は増加基調で推

移し、同６０年に２３億８千８００万円と最高に達し、その後は急減し、平成１２年に９

億１千万円となっている。一方、真庭郡及び岡山県も増加基調で推移し、前者は昭和６０

年、後者は平成２年に最高に達し、その後は急減している。 

上記した蒜山地域における粗生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 56.0% となり、その後

は上昇基調で推移し、同６０年に 80.5% と最高に達し、平成２年は横ばい状態となり、そ
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の後は急落し、同１２年に 63.2% となり、昭和４５年の水準にかなり接近している。一方、

対岡山県比は昭和３５年に 4.10% となり、その後は上昇基調で推移し、同６０年に 9.41% 

と最高に達し、その後は急落に転じ、平成２年に 6.03% 、同１２年には 4.76% となり、昭

和５５年の水準にかなり接近している。 

次に野菜作粗生産額の増減率（△減少率）を１０年刻みでみると、その概数（小数点以

下四捨五入）は昭和３５～４５年に蒜山地域３９１％、岡山県３３５％、真庭郡３２１％、

同４５～５５年に蒜山地域２３８％、真庭郡２０５％、岡山県％１３８％、同５５年～平

成２年に岡山県１４％、真庭郡８％、蒜山地域５％、同２～１２年には蒜山地域△４７％、

真庭郡△４１％、岡山県△３３％の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における野菜作目粗生産額９千８００万円の町村別内訳は、八束

村５千８００万円（町村別構成比 59.2% ）、川上村２千４００万円（同 24.5% ）、湯原町

１千２００万円（同 12.2% ）、中和村４００万円（同 4.1%）の順になっている。 

同年以降、４か町村は増加基調で推移し、中和村は昭和５５年、八束村と川上村は同６

０年、湯原町は平成２年に最高に達し、その後は減少に転じ、以上の経過のもとで各町村

の粗生産額は次のように推移している。 

中和村は昭和４０年に２千万円（前回年比 600.0%増）、同４５年には６千６００万円（同

230.0%増）に急増し、その後５年刻み増加率は 18.2～73.1%の範囲を上昇し、同５５年に１

億３千５００万円と最高に達し、その後は一貫して減少し、５年刻み減少率は 22.2～66.7%

の範囲を上昇し、平成７年に２千万円となり、その後は横ばい状態となっている。 

八束村は昭和４０年に１億２千万円（同 106.9%増）、同４５年に２億８千６００万円（同

138.3%増）に急増し、その後５年刻み増加率は 53.2～74.6%の範囲を乱高下し、同６０年に

１２億９千８００万円（同 53.2% 増）と最高に達し、その後は減少基調に転じ、その過程

で５年刻み減少率は 36.8～43.9%の範囲を上昇し、平成７年に４億６千万円に減少し、その

後は 2.2%増となっている。 

川上村は昭和４０年に８千４００万円（同 250.0%増）、同４５年に１億４００万円（同

23.8% 増）、同５０年には２億９千３００万円（同 181.7%増）に急増し、その後５年刻み

増加率は 93.2～57.8%の範囲を下降し、同６０年に８億９千３００万円と最高に達し、その

後は一貫して減少し、平成２年に６億９千万円（同 22.7%減）、同７年に３億９千万円（同

43.5% 減）となり、その後は 12.8% 減となっている。 

湯原町は昭和４０年に１千８００万円（同 121.2%増）、同４５年に２千５００万円（同

38.9% 増）、同５０年には５千７００万円（同 128.0%増）に増加し、その後５年刻み増加

率は 16.5～52.2%の範囲を乱高下し、平成２年に１億４千万円（同 52.2%増）と最高に達し、

同７年には９千万円（同 35.7% 減）に急激に減少し、その後は 11.1% 減となっている。 

以上の推移経過のもとで、４か町村の平成１２年における粗生産額は９億１千万円とな

り、その町村別内訳は八束村４億７千万円（町村別構成比 51.6% ）、川上村３億４千万円

（同 37.4% ）、湯原町８千万円（同 8.8%）、中和村２千万円（同 2.2%）の順になってい

る。 

上記した粗生産額の増減率（△減少率）を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５年

に中和村 1,550.% 、八束村 393.1%、川上村 333.3%、湯原町 108.3%、同４５～５５年に川

上村 444.2%、湯原町 216.0%、八束村 196.2%、中和村 104.5%、同５５年～平成２年に湯原

町 77.2% 、川上村 21.9% 、中和村△55.6% 、八束村△3.2%、同２～１２年には中和村△66.6% 、

川上村△50.7% 、湯原町△42.9% 、八束村△42.7%の順になっている。 

次に上記した４か町村の平成１２年における同粗生産額の町村別構成比の昭和３５年に

対する拡大と縮小の比率をみると、その拡大は川上村 52.7% 、反対に縮小は中和村 46.3% 、

湯原町 27.9% 、八束村 12.8% の順になっている。 

以上で記述した４か町村における野菜粗生産額の推移状況を要約すると次のとおりであ

る。 

各町村とも増加基調で推移し、その過程における増減率（△減少率）を１０年刻みでみ

ると、その概数（小数点以下四捨五入）は昭和３５～４５年に中和村 1,550 ％、八束村３
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９３％、川上村３３３％、湯原町１０８％、同４５～５５年に川上村４４４％、湯原町２

１６％、八束村１９６％、中和村１０５％、同５５年～平成２年に湯原町７７％、川上村

２２％、中和村△５６％、八束村△３％、同２～１２年には中和村△６７％、川上村△５

１％、湯原町と八束村各△４３％の順になっている。 

上記した４か町村における同粗生産額の町村別構成比を概数（小数点以下四捨五入）で

みると、昭和３５年の９千８００万円は八束村５９％、川上村２５％、湯原町１２％、中

和村４％、平成１２年の９億１千万円は八束村５２％、川上村３７％、湯原町９％、中和

村２％となっている。 

３３３３ 乳用牛作目乳用牛作目乳用牛作目乳用牛作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における乳用牛作目粗生産額は昭和３５年に８千１００万円となり、その後は

増加基調で推移し、その過程で同４０年に１億８千１００万円（前回年比 123.5%増）、同

４５年に４億１千万円（同 126.5%増）、同５０年に８億７千５００万円（同 113.4%増）、

その後５年刻み増加率は 60.2～1.2% の範囲を下降し、平成７年に１７億５千万円と最高に

達し、同１２年には１５億９千万円（同 9.1%減）に減少している。以上の増減率（△減少

率）を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年 406.2%、同４５～５５年 242.0%、同５５年

～平成２年 23.4% 、同２～１２年△8.1%となっている。 

以上で記述した蒜山地域における同粗生産額の真庭郡及び岡山県占める割合（対真庭郡

比及び対岡山県比）の推移状況をみると次のとおとりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 43.5%となり、同４０年に 38.3%に急落し、同４５年に 35.5% 

と最低なり、その後は上昇パタ－ンで推移し、同６０年に 40.9% 、平成７年に 52.4% 、同

１２年には 57.8% と最高に達している。 

対岡山県比は昭和３５年に 5.33%となり、その後は低下し、同４５年に 4.93% と最低に

なり、その後は上昇に転じ、同５０年に 5.16% 、同６０年に 6.40% 、平成２年に 7.52% 、

同７年に 9.72% 、同１２年には 10.8% と最高を記録している。 

真庭郡における乳用牛粗生産額の推移をみると、昭和３５年に１億８千６００万円とな

り、その後は増加基調で推移し、同４０年に４億７千３００万円（前回年比 154.3%増）、

同４５年に１１億５千６００万円（同 144.4%増）、同５０年に２４億１千７００万円（同

109.1%増）と急増し、その後５年刻み増加率は 55.1～9.2% の範囲を下降し、蒜山地域より

１０年早く、同６０年に４０億９千４００万円と最高に達し、その後は一貫して減少し、

５年刻み減少率は 5.2～17.7% の範囲を上昇し、平成１２年に２７億５千万円となっている。

以上の増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５年に 521.5%、

同４５～５５年に 224.3%、同５５年～平成２年に 3.5%、同２～１２年に△29.1% となって

いる。 

岡山県における乳用牛粗生産額は、昭和３５年に１５億２千万円となり、その後は真庭

郡と同様のパタ－ンで推移し、同４０年に３６億１千１００万円（前回年比 137.6%増）、

同４５年に８３億４００万円（同 130.0%増）、同５０年に１６９億６千７００万円（同

104.3%増）と急増し、その後５年刻み増加率は 48.7～3.6% の範囲を下降し、同６０年に２

６１億３千２００万円と最高に達し、その後５年刻み減少率は 11.9～21.8%の範囲を乱高下

し、平成１２年には１４７億円（同 18.3% 減）となっている。以上の増減率（△減少率）

の推移を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年に 446.3%、同４５～５５年に 203.8%、同

５５年～平成２年に△8.8%、同２～１２年に△36.1% なっている。 

以上で記述した蒜山地域における乳用牛粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し要約すると次のとおりである。 

蒜山地域における乳用牛作目粗生産額は昭和３５年に８千１００万円となり、その後は

増加基調で推移し、平成７年に１７億５千万円と最高に達し、その後は急減し、同１２年

には１５億９千万円となっている。一方、真庭郡及び岡山県も増加基調で推移し、昭和６

０年に最高に達し、その後は急減している。 

以上の蒜山地域における粗生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 43.5% となり、その後は

急落し、同４５年に 35.5% と最低を記録し、その後は上昇パタ－ンに転じ、同６０年に
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40.9% 、平成１２年には 57.8% と最高に達している。一方、対岡山県比は昭和３５年に 5.33% 

となり、その後急落し、同４５年には 4.93%と最低になり、その後は一貫して上昇し、同

６０年に 6.40% となり、平成年代に入ると急速に上昇し、平成２年に 7.52% 、同１２年に

は 10.8% と最高に達している。 

上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における粗生産額の増減率（△減少率）の推移を

１０年刻みの概数（小数点以下四捨五入）でみると、昭和３５～４５年に真庭郡５２２％、

岡山県４４６％、蒜山地域４０６％、同４５～５５年に蒜山地域２４２％、真庭郡２２４

％、岡山県２０４％、同５５年～平成２年に蒜山地域２３％、真庭郡４％、岡山県△３６

％、同２～１２年に岡山県△３６％、真庭郡△２９％、蒜山地域△８％の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における乳用牛作目粗生産額８千１００万円の町村別内訳は、川

上村２千９００万円（町村別構成比 35.8% ）、八束村２千８００万円（同 34.6% ）、湯原

町１千６００万円（同 19.7% ）、中和村８００万円（同 9.9%）の順になっている。 

同年以降、川上村、湯原町、中和村は増加基調で推移し、中和村は同４５年に最高に達

し、その後は緩やかな減少に転じ、湯原町及び川上村はそれぞれ同６０年、平成２年に最

高に達し、その後は急速に減少し、八束村は一貫して増加し、同１２年に最高を記録し、

以上の経過のもとで各町村における粗生産額は以下のように推移している。 

中和村は昭和４０年に１千１００万円（前回年比 37.5% 増）、同４５年には１千２００

万円（同 9.1%増）に増加し、最高に達し、同５０年には７００万円（同 41.7% 減）に急減

し、同５５年に１千万円（同 42.9% 増）と再び急増し、その後は横ばい状態となり、同１

２年は秘密保護上未公表となっている。 

湯原町は昭和４０年に３千９００万円（同 143.8%増）、同４５年に６千９００万円（同

76.9% 増）、同５０年に１億３千９００万円（同 101.4%増）と急増し、その後５年刻み増

加率は 41.0～14.8%の範囲を下降し、同６０年に２億２千５００万円と最高に達し、その後

５年刻み減少率は 6.7～14.3% の範囲を上昇し、平成７年に１億８千万円となり、その後は

33.3% の減少となっている。 

川上村は昭和４０年に６千９００万円（同 137.9%増）、同４５年に１億９千８００万円

（同 187.0%増）、同５０年に４億３千６００万円（同 120.2%増）と激増し、その後５年刻

み増加率は 78.7～6.6% の範囲を下降し、平成２年に９億５千万円と最高に達し、同７年に

は９億２千万円（同 4.2%減）に減少し、その後は 15.4% の減少となっている。 

八束村は昭和４０年に６千２００万円（同 121.4%増）、同４５年に１億３千１００万円

（同 111.3%増）、同５０年に２億９千３００万円（同 123.7%増）と激増し、その後５年刻

み増加率は 42.3～16.1%の範囲を下降し、平成７年に６億５０００万円となり、その後は

7.7%の増加し、最高に達している。 

上記した増減率（△減少率）を１０年刻みでみると、昭和３５～４５年に川上村 582.8%、

中和村 500.0%、八束村 367.9%、湯原町 331.3%、同４５～５５年に川上村 293.4%、八束村

218.3%、湯原町 184.1%、中和村△16.7% 、同５５年～平成２年に八束村 34.3% 、川上村

21.9% 、湯原町 7.1%、中和村 0%、同２～１２年に八束村 25.0% 、湯原町△42.9% 、川上

村△18.9% 、中和村 0%（平成２～７年）の順になっている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における４か町村の粗生産額は１５億９千万円と

なり、その町村別内訳は川上村７億７千万円（町村別構成比 48.4% ）、八束村７億円（同

44.0% ）、湯原町１億２千万円（同 7.6%）の順になり、中和村は秘密保護規定により未公

表となっている。ちなみに平成７年における１７億５千万円の町村別内訳は、川上村９億

１千万円（同 52.0% ）、八束村６億５千万円（同 37.1% ）、湯原町１億８千万円（同 10.3% ）、

中和村１千万円（同 0.6%）の順になっている。 

次に平成１２年における同粗生産額町村別構成比の昭和３５年対する拡大又は縮小の比

率をみると、その拡大は川上村 35.2% 、八束村 27.2% 、反対に縮小は湯原町 61.4% の順

になり、中和村は未公表となっいる。ちなみに昭和３５年～平成７年における拡大は川上

村 45.3% 、八束村 7.2%、反対に縮小は中和村 93.9% 、湯原町 47.7%の順になっている。 

以上で記述した４か町村における乳用牛作目粗生産額の推移状況を要約すると次のとお
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りである。 

川上村、中和村、湯原町は増加基調で推移し、中和村は昭和４５年、湯原町は同６０年、

川上村は平成２年に最高に達し、その後、湯原町と川上村は急速に減少し、中和村は幾分

減少して横ばい状態に転じ、一方、八束村は一貫して増加し、平成１２年に最高に達して

いる。以上の増減過程における増減率（△減少率）を１０年刻みでみると、その概数（小

数点以下四捨五入）は昭和３５～４５年に川上村５８３％、中和村５００％、八束村３６

８％、湯原町３３１％、同４５～５５年に川上村２９３％、八束村２１８％、湯原町１８

４％、中和村△１７％、同５５年～平成２年に八束村３４％、川上村２２％、湯原町７％、

中和村±０％、同２～１２年に八束村２５％、湯原町△４３％、川上村△１９％の順にな

り、中和村は平成１２年末公表のため不評となっている。 

上記した４か町村における粗生産額の町村別構成比を概数（小数点以下四捨五入）でみ

ると、昭和３５年の８千１００万円は川上村３６％、八束村３５％、湯原町２０％、中和

村１０％、平成７年の１７億５千万円は川上村５２％、八束村３７％、湯原町１０％、中

和村１％、同１２年の１５億９千万円は川上村４８％、八束村４４％、湯原町８％の順に

なり、中和村は未公表となっている。 

４４４４ 工芸農作物作目工芸農作物作目工芸農作物作目工芸農作物作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における工芸農作物作目粗生産額は、昭和３５年に４千４００万円となり、同

４０年に８千７００万円（前回年比 97.7% 増）に急増し、最高に達し、その後は急速な減

少に転じ、同４５年に６千１００万円（同 29.9% 減）、同５０年に２千５００万円（同 59.0% 

減）、同５５年には１千７００万円（同 32.0% 減）と急減し、同６０年には１千８００万

円となり、平成年代には劇的に急減し、同７年に１千万円となり、同２年と同１２年には

記録から消えている。 

真庭郡における工芸農作物作目粗生産額の推移をみると、昭和３５年に１億７千万円と

なり、同４０年に３億２千２００万円（前回年比 89.4% 増）と劇的に急増し、同４５年に

は３億５００万円（同 5.3%減）に減少し、その後増加に転じ、５年刻み増加率は 8.2～1.2%

の範囲を下降し、同６０年に３億４千９００万円と最高に達し、その後は減少基調に転じ、

その過程で平成２年に１億６千万円（同 54.2% 減）に激減し、同７年には２億円（同 25.0% 

増）と増加し、同１２年には１億３００万円（同 35.0% 減）に再び減少している。 

岡山県における工芸農作物作目粗生産額は、昭和３５年に４７億４千万円となり、同４

０年に９５億７千８００万円（前回年比 102.1%増）と劇的に急増し、同４５年に９２億８

千１００万円（同 3.1%減）に減少し、その後は増加に転じ、５年刻み増加率は 8.6～3.2%

の範囲を下降し、同５５年に１０３億９千７００万円と最高に達し、その後は一貫した減

少に転じ、同６０年に８９億９００万円（同 14.3% 減）、平成２年に４７億９千万円（同

46.2% 減）、同７年に３６億円（同 24.8% 減）、同１２年には１９億円（同 47.2% 減）と

なっている。 

上記した増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５年に岡

山県 95.8% 、真庭郡 79.4% 、蒜山地域 38.6% 、同４５～５５年に真庭郡 13.1% 、岡山県

12.0% 、蒜山地域△72.1% 、同５５年～平成２年に蒜山地域△97.2% 、岡山県△53.9% 、

真庭郡△53.6% 、同２～１２年には岡山県△60.3% 、真庭郡△18.8% の順になっている。 

上記した蒜山地域における工芸農作物作目粗生産額の真庭郡及び対岡山県に対する比率

（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移状況は次のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 25.9%となり、同４０年に 27.0% と最高に達し、その後は一

貫して低下し、その過程で同４５年に 20.0% 、同５０年には 7.8%と急激に下降し、同５５

年に 4.9%と最低を記録し、その後は概ね横ばい状態となり、平成７年に 5.0%となり、同２

年と同１２年は該当作目不在となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 0.92%となり、同４０年は横ばい状態となり、その後は急速

に低下し、同５５年に 0.19% と最低を記録し、同６０年に 0.70%に上昇したものの、平成

７年には 0.29% となり、同２年と同１２年は該当なしとなっている。 

以上で記述した工芸農作物作目粗生産額の推移状況の内容を要約すると次のとおりであ
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る。 

蒜山地域における工芸農作物作目粗生産額は昭和３５年に４千４００万円となり、同４

０年に８千７００万円と最高に達し、その後は急速に減少し、同６０年に１千８００万円

となり、平成年代は同７年に１千万円となり、同７年と同１２年には記録から消えている。

一方、真庭郡と岡山県における同粗生産額は増加基調で推移し、前者は昭和６０年、後者

は同５５年に最高に達し、その後は急速に減少している。 

上記した蒜山地域における粗生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 25.9% となり、同４０

年に 27.0% と最高に達し、その後は急速に下降し、同５５年に 4.9%と最低を記録し、その

後は概ね横ばい状態となり、その過程で平成２年と同１２年は該当作目不在となってる。

一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.92% となり、その後は急速に低下し、同５５年に 0.19% 

と最低を記録し、横ばい状態となり、平成７年には 0.29% と幾分上昇している。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における工芸農作物作目粗生産額４千４００万円の町村別内訳

は、川上村１千７００万円（町村別構成比 38.6% ）、八束村１千３００万円（同 29.5% ）、

湯原町１千万円（同 22.7% ）、中和村４００万円（同 9.1%）の順になっている。 

同年以降、各町村とも減少基調で推移し、同４０年に川上村は３千１００万円（前回年

比 82.4% 増）、湯原町は２千５００万円（同 150.0% 増）、八束村は２千万円（同 53.8%

増）、中和村は１千１００万円（同 175.0%増）と最高に達し、その後減少に転じ、その過

程で同４０～４５年と同４５～５０年に劇的に急減している。その両期間における減少率

はそれぞれ川上村は 32.3% 、57.1% 、湯原町は 8.0%、47.8% 、八束村は 65.0% 、71.4% 、

中和村は 9.0%、80.0% となっている。 

以上の推移経過のもとで、昭和４５年に湯原町２千３００万円（町村別構成比 37.7% ）、

川上村２千１００万円（同 34.4% ）、中和村１千万円（同 16.4% ）、八束村７００万円（同

11.5% ）、同５０年に湯原町１千２００万円（同 48.0% ）、川上村９００万円（同 36.0% ）、

八束村と中和村各２００万円（同 8.0%）、同６０年には湯原町１千２００万円（同 66.7% ）、

川上村４００万円（同 22.2% ）、八束村と中和村各１００万円（同 5.6%）の順になってい

る。平成年代に入ると中和村は同７年に１千万円、湯原町は同２～７年に各１００万円未

満となっている。 

上記したように、４か町村における工芸農作物作目粗生産額は昭和年代において記録さ

れ、同４０年に最高に達し、その後は急激に減少し、一方、平成年代において湯原町は同

２～７年、中和村は同７年に記録されている。 

５５５５ 肉用牛作目肉用牛作目肉用牛作目肉用牛作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肉用牛作目粗生産額は昭和３５年に３千９００万円となり、その後は

増加基調で推移し、その過程で同４０年に７千４００万円（前回年比 89.7% 増）、同４５

年に１億６千１００万円（同 117.6%増）に激増し、その後５年刻み増加率は 47.2～42.2%

の範囲を下降し、同５５年に３億３千７００万円に増加し、同６０年には３億３千６００

万円（同 0.3%減）とほぼ横ばい状態となり、平成２年には３億８千万円（同 100.0%増）に

急増し、最高に達し、その後５年刻み減少率は 57.9～31.3%の範囲を下降し、同１２年には

１億１千万円となっている。 

以上の推移過程における増減率（△減少率）を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４

５年に 312.8%、同４５～５５年に 109.3%、同５５年～平成２年に 13.4% 、同２～１２年

に△71.1% となっている。 

上記した蒜山地域における粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び

対岡山県比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 26.4%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同５

０年まで 20.0% 台後半を乱高下し、同５５年に 30.1% 、同６０年には 40.1% と急激に上

昇して最高に達し、平成２年には 35.5%に急落し、その後は 34.0% 台で推移し、同１２年

に 34.4% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 2.10%となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４
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０年に 3.60% に急上昇し、その後は 3.00% 台を上昇し、同５５年に 3.99% 、平成２年に

は 4.32% と最高に達し、同７年に 2.42% 、同１２年には 1.86% と急落し、昭和３５年の

水準を下回っている。 

真庭郡における肉用牛粗生産額の推移状況をみると、昭和３５年に１億４千８００万円

となり、その後は増加基調で推移し、その過程で同４０年に２億８千３００万円（前回年

比 91.2% 増）、同４５年に５億４千７００万円（同 93.3% 増）、同５０年に９億３千５０

０万円（同 70.9% 増）と急増を続け、同５５年には１１億２千１００万円（同 19.9% 増）

と最高に達し、その後は減少基調に転じ、その過程で同６０年に８億３千７００万円（同

25.3% 減）に減少し、平成２年には１０億７千万円（同 27.8% 増）に急増し、その後は減

少に転じ、同７年に４億６千万円（同 57.9% 減）、同１２年に３億２千万円（同 30.4% 

減）となっている。以上の増減率の推移状況を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５

年に 269.6%、同４５～５５年に 104.9%、同５５年～平成２年に△4.5%、同２～７年には△

70.1% となっている。 

岡山県における肉用牛粗生産額は、昭和３５年に１８億５千７００万円となり、その後

は増加基調で推移し、その過程で同４０年に２０億５千３００万円（前回年比 10.5% 増）、

同４５年に４３億３千９００万円（同 111.3%増）、同５０年に８１億５千９００万円（同

88.0% 増）に急増し、その後は８０億円台前半を乱高下、同６０年に８０億３千９００万

円（同 4.9%減）となり、平成２年には８７億９千万円（同 9.3%増）と最高に達し、その後

は急激な減少に転じ、同７年に６６億円（同 24.9% 減）、同１２年には５９億円（同 10.6% 

減）となっている。以上の増減率（△減少率）の推移を１０年刻みでみると、昭和３５～

４５年に 133.7%、同４５～５５年に 94.7% 、同５５年～平成２年に 4.0%、同２～１２年

に△32.9% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における肉用牛作目粗生産額の推移状況を要約すると次のとお

りである。 

蒜山地域における同粗生産額は昭和３５年に３千９００万円となり、その後は増加基調

で推移し、平成２年に３億８千万円と最高を記録し、その後は急減し、平成１２年に１億

１千万円となっている。一方、真庭郡及び岡山県はともに増加基調で推移し、前者は昭和

５５年、後者は平成２年に最高に達し、その後は減少に転じ、とくに平成２年以降は急激

に減少している。 

以上の増減過程における増減率（以下、△減少率）を１０年刻みで追跡すると、その概

数（小数点以下四捨五入）は昭和３５～４５年に蒜山地域３１３％、真庭郡２７０％、岡

山県１３４％、同４５～５５年に蒜山地域１０９％、真庭郡１０５％、岡山県９５％、同

５５年～平成２年に蒜山地域１３％、岡山県４％、真庭郡△５％、同２～１２年に蒜山地

域△７１％、真庭郡△７０％、岡山県△３３％の順になっている。 

上記した蒜山地域における肉用牛作目粗生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 26.4%とな

り、その後は上昇基調で推移し、その過程で同５０年まで概ね横ばい状態となり、同５５

年に 30.1% 、同６０年には 40.1% と最高に達し、平成２年に 35.5%に急落し、その後は概

ね横ばい状態で推移し、同１２年には 34.4% となっている。一方、対岡山県比は昭和３５

年に 2.10% となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同４０年に 3.60%に急上昇し、

その後は同５５年までは概ね横ばい状態となり、同６０年に 4.18%に急上昇し、平成２年

に 4.32% と最高を記録し、同７年には 2.42% 、同１２年には 1.86% と最低を記録してい

る。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における肉用牛粗生産額３千９００万円の町村別内訳は、湯原町

１千７００万円（町村別構成比 43.6% ）、八束村１千万円（同 25.6% ）、川上村８００万

円（同 20.5% ）、中和村４００万円（同 10.3% ）の順になっている。 

同年以降、４か町村とも増加基調で推移し、その経過のもとで湯原町は昭和５０年に１

億３千５００万円と１億円台に乗り、同５５年に２億２千２００万円に急増し、平成２年

に２億５千万円と最高に達し、同７年には９千万円に急落し、同１２年は秘密保護上未公

表となっている。八束村は昭和５０年に４千７００万円と最高に達し、同５５年は横ばい
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状態となり、その後４千～２千万円の範囲を乱高下している。川上村は昭和４５年に３千

７００万円に急増し、その後一貫して増加し、平成２年に９千万円と最高に達しし、その

後急落している。中和村は昭和４５年に１千７００万円に急増して最高に達し、その後は

１千５００万円～１千万円の範囲を緩やかに減少している。 

上記した増減過程における増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡すると、昭和

３５～４５年に川上村 362.5%、中和村 325.0%、湯原町 323.5%、八束村 250.0%、同４５～

５５年に湯原町 208.3%、川上村 43.2% 、八束村 34.3% 、中和村△11.8% 、同５５年～平

成２年に川上村 69.8% 、湯原町 12.6% 、八束村△36.2% 、中和村△33.3% 、同２～１２年

に八束村 33.3% 、湯原町△64.0% （但し平成２～７年）、川上村△33.3% 、中和村±0%の

順になっている。 

以上の推移経過のもとで、４か町村の平成１２年における粗生産額は１億１千万円とな

り、その町村別内訳は川上村６千万円（町村別構成比 54.5% ）、八束村４千万円（同 36.4% ）、

中和村１千万円（同 9.1%）の順になり、湯原町は秘密保護規定により未公表となっている。

ちなみに平成７年における１億６千万円の町村別内訳は、湯原町９千万円（同 56.4% ）、

川上村４千万円（同 25.0% ）、八束村２千万円（同 12.3% ）、中和村１千万円（同 6.3%）

の順になっている。 

上記した平成１２年における粗生産額の町村別構成割合の昭和３５年に対する拡大又は

縮小の比率をみると、その拡大は川上村 165.9%、八束村 42.2% 、湯原町 29.4% （昭和３

５年～平成７年）の順になり、反対に縮小は中和村 11.7% となっている。 

以上で記述した４か町村における肉用牛作目粗生産額の推移状況を要約すると次のとお

りである。 

各町村とも増加基調で推移し、その過程で中和村は昭和４５年、八束村は同５０～５５

年、川上村と湯原町は平成２年に最高に達し、以上の時点以降において、中和村と湯原町

は一貫して減少し、川上村と八束村は減少基調で推移している。 

上記の推移過程における増減率（△減少率）を１０年刻みでみると、その概数（小数点

以下四捨五入）は昭和３５～４５年に川上村３６３％、中和村３２５％、湯原町３２４％、

八束村２５０％、同４５～５５年に湯原町２０８％、川上村４３％、八束村３４％、中和

村△１２％、同５５年～平成２年に川上村７０％、湯原町１３％、八束村△３６％、中和

村△３３％、同２～１２年に八束村３３％、湯原町△６４％（平成２～７年）、川上村△

３３％、中和村０％の順になっている。 

上記した４か町村の粗生産額の町村別構成比を概数（小数点以下四捨五入）でみると、

昭和３５年の３千９００万円は湯原町４４％、八束村２６％、川上村２１％、中和村１０

％の順になり、平成１２年の１億１千万円は川上村５５％、八束村３６％、中和村９％の

順になり、湯原町は未公表となっている。 

６６６６ 鶏作目鶏作目鶏作目鶏作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における鶏作目（主に採卵養鶏）粗生産額は昭和３５年に２千万円となり、同

４０年に２千８００万円（前回年比 40.0% 増）、同４５年には６千７００万円（同 139.35

増）と激増し、最高に達し、同５０年には１千８００万円（同 73.1% 減）と劇的に減少し、

その後５年刻み減少率は 72.2～22.6%の範囲を下降し、同６０年に２千４００万円となり、

平成２年には２００万円（同 91.7% 減）、同７年に１００万円（同 100.0%減）となり、同

１２年には１００万円未満となっている。 

一方、真庭郡における鶏作目（採卵とブロイラ－）粗生産額の推移をみると、昭和３５

年に１億４千１００万円となり、同４０年に３億９千２００万円（前回年比 178.0%増）、

同４５年には１２億９００万円（同 208.4%増）と激増し、その後５年刻み増加率は 23.6～

23.8%で推移し、同５５年には１８億５千万円と最高に達し、その後は減少に転じ、５年刻

み減少率は 22.9～11.6%の範囲を下降し、平成２年に１２億６千万円となり、その後５年刻

み減少率は 43.9～49.3%の範囲を上昇し、同７年には７億１千万円、同１２年には３億６千

万円に減少している。 

岡山県におけ鶏作目（採卵とブロイラ－）粗生産額は、昭和３５年に４０億２千７００
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万円となり、同４０年に８６億５千３００万円（前回年比 114.9%増）に激増し、その後５

年刻み増加率は 75.7～16.9%の範囲を下降し、同５５年に２６９億８千９００万円と最高に

達し、その後５年刻み減少率は 2.0～22.6% の範囲を上昇し、平成２年に２５７億３千万円

（同 2.7%減）、同７年には１９９億円（同 22.7% 減）となり、同１２年には２０７億円（同

4.0%増）と僅差ながら増加している。 

以上で記述した増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５

年に真庭郡 757.4%、岡山県 277.5%、蒜山地域 235.0%、同４５～５５年に岡山県 77.6% 、

真庭郡 53.0% 、蒜山地域△53.7% 、同５５年～平成２年に蒜山地域△93.5% 、真庭郡△

31.9% 、岡山県△4.7%、同２～１２年に真庭郡△71.4% 、岡山県△19.%の順になっている。 

上記した蒜山地域における同粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及

び対岡山県比）の推移状況をみると次のとおりある。 

対真庭郡比は昭和３５年に 14.2%となり、その後は急速に低下し、その過程で同４０年

に 7.1%、同５０年には 1.2%と急下降し、その後は横ばい状態で推移し、平成７年に 1.4%

となり、同１２年には記録から消えている。 

対岡山県比は昭和３５年に 0.50%となり、その後は急速に低下し、同５５年に 0.11% と

なり、同６０年には 0.09% 、平成２年に 0.01% と下降し、同７年は 0.00% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における鶏作目粗生産額の推移内容を真庭郡及び岡山県と対比

し要約すると次のとおりである。 

蒜山地域における同粗生産額は昭和３５年に２千万円となり、その後は急増し、同４５

年に６千７００万円と最高に達し、その後は急速な減少に転じ、とくに平成年代は顕著に

減少し、同２年に２００万円、同７年に１００万円となり、同１２年には１００万円未満

となっている。 

以上の蒜山地域における粗生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 14.2% となり、その後は

急速に低下し、同４０年に 7.1%  、同５０年には 1.2%と最低になり、その後は横ばい状態

推移し、平成７年に 1.4%となっている。一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.50% となり、

その後は急速に低下し、同５５年に 0.11% となり、平成２年には 0.01% 、同７年は 0.00% 

となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における鶏作目粗生産額２千万円の町村別内訳は、湯原町１千万

円（町村別構成比 50.0% ）、川上村５００万円（同 25.0% ）、八束村４００万円（同 20.0% ）、

中和村１００万円（同 5.0%）の順になっている。 

同年以降、各町村とも同４５年に急激に増加し、その後の推移には町村間差異がみられ

る。すなわち湯原町は減少パターンで推移し、その過程で平成２年以降は激減し、同１２

年は秘密保持のため未公表（Ｘ）となっている。他の３か村は昭和５５年以降記録から消

え、それは川上村と八束村では平成１２年まで続き、一方、中和村は平成２年から再び記

録され、平成１２年は未公表となっている。 

以上の推移経過のもとで、湯原町は昭和４０年に１千８００万円（前回年比 80.0%増）、

同４５年には３千５００万円（同 94.4% 増）と最高に達し、その後は減少基調に転じ、そ

の過程で同５０年に１千８００万円（同 48.6% 減）、同５５年に３千１００万円（同 72.2% 

増）、同６０年に２千４００万円（同 22.6% 減）と増減が激しく、平成２年は２００万円

（同 91.7% 減）に激減し、同７年には１００万円となっている。 

川上村は昭和４０年に７００万円（同40.0% 増）、同４５年には１千５００万円（同114.3%

増）と急増し、八束村は同４０年に３００万円（同 25.0% 減）に減少し、同４５年には１

千５００万円（同 400.0%増）に急増し、中和村は同４０年に１００万円未満となり、同４

５年には２００万円に急増し、平成２～７年は１００万円未満となっている。 

上記した４か町村の昭和４５年における粗生産額６千７００万円の町村別構成割合は湯

原町 52.2% 、川上村と八束村各 22.4% 、中和村 3.0%の順になっている。 

７７７７ 雑穀等作目雑穀等作目雑穀等作目雑穀等作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における雑穀・豆類・いも類（以下、雑穀等）作目粗生産額は、昭和３５年に
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１千４００万円となり、その後は減少基調で推移し、同５５年に最高に達し、その後減少

に転じ、平成年代は劇的に急減している。すなわち昭和４０年に２千２００万円（前回年

比 57.1% 増）に増加し、同４５年には２千万円（同 9.1%減）に減少し、その後増加に転じ、

５年刻み増加率は 50.0～43.3%の範囲を下降し、同５５年には４千３００万円と最高に達

し、同６０年に２千３００万円（同 46.5% 減）に急減し、平成２年には４００万円（同 82.6% 

減）と激減し、同１２年に２００万円となっている。 

真庭郡における雑穀等作目粗生産額をみると、昭和３５年に５千８００万円となり、そ

の後は蒜山地域に類似のパタ－ンで推移し、同４０年に８千４００万円（前回年比 40.8% 

増）に急増し、同４５年には７千４００万円（同 11.9% 減）に減少し、その後５年刻み増

加率は 68.9～41.6%の範囲を下降し、同５５年に１億７千７００万円と最高に達し、同６０

年に１億１千３００万円（同 36.2% 減）に急減し、平成２年には２千６００万円（同 77.0% 

減）に激減し、同７年に１千６００万円（同 38.5% 減）に減少し、同１２年には２千１０

０万円（同 31.3% 増）の増加となっている。 

岡山県における雑穀作目粗生産額は、昭和３５年に１４億８千３００万円となり、その

後は蒜山地域と異なる増加基調で推移し、同４０年に１７億４千３００万円（前回年比

17.5% 増）に増加し、同４５年には１５億１千１００万円（同 13.3% 減）に減少し、その

後５年刻み増加率は 33.9～33.2%の範囲を下降し、同５５年に２９億１千７００万円、同６

０年に２４億７千５００万円（同 15.2% 減）と急減し、その後５年刻み増加率は 46.3～16.0%

の範囲を下降し、平成７年に４２億円と最高に達し、同１２年には４１億円（同 2.4%減）

に減少している 

上記した増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５年に蒜

山地域 42.9% 、真庭郡 27.6% 、岡山県 1.9%、同４５～５５年に真庭郡 139.2%、蒜山地域

115.0%、岡山県 93.1% 、同５５年～平成２年に岡山県 24.1% 、蒜山地域△90.7% 、真庭郡

△85.3% 、同２～１２年に岡山県 13.3% 、蒜山地域△50.0% 、真庭郡△19.2% の順になっ

ている。 

以上で記述した蒜山地域における雑穀等作目粗生産額の推移内容を真庭郡及び岡山県と

対比し要約すると次のとおりである。 

蒜山地域における同粗生産額は昭和３５年に１千４００万円となり、同５５年まで増加

基調で推移し、同年に４千３００万円と最高に達し、同６０年には２千３００万円に急減

し、平成年代には４００万円から２００万円に減少している。一方、真庭郡は昭和５５年

まで、岡山県は平成７年まで増加基調で推移し、それぞれの時点で最高に達し、その後は

減少に転じている。 

以上の増減過程における１０年刻み増減率（△減少率）の概数（小数点以下四捨五入）

は、昭和３５～４５年に蒜山地域４３％、真庭郡２８％、岡山県２％、同４５～５５年に

真庭郡１３９％、蒜山地域１１５％、岡山県９３％、同５５年～平成２年に岡山県２４％、

蒜山地域△９１％、真庭郡△８５％、同２～１２年に岡山県１３％、蒜山地域△５０％、

真庭郡△１９％の順になっている。 

蒜山地域における同生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 24.1% となり、その後は上昇し、

同４５年に 27.0% と最高に達し、その後は急速に低下し、平成７年に 18.8% 、同１２年に

は 9.5%と最低を記録している。一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.94% となり、その後は

上昇し、同５５年に 1.47% と最高に達し、その後は急速に低下し、同６０年に 0.93% 、平

成年代には更に急落し、同１２年に 0.81 %となっている。 

（２） ４か町村 

昭和３５年の４か町村における雑穀等粗生産額１千４００万円の内訳は八束村５００万

円（町村別構成比 35.7%）、川上村４００万円(同 28.6%）、湯原町３００万円(同 21.4%）、

中和村２００万円(同 14.3%）となっている。 

同年以降、各町村とも増加基調で推移し、同５５年に最高を記録し、同６０年には急激

に減少し、その後は緩やかな減少に転じ、その推移の概要は以下のとおりである。 

八束村は昭和４０年に８００万円に急増し、同４５年に６００万円に減少した後は増加

に転じ、同５５年に１千５００万円となり、同６０年には８００万円に減少し、さらに平
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成２年に２００万円、同７年に１００万円に減少し、同１２年には１００万円未満となっ

ている。 

川上村は昭和４０年に７００万円に急増し、同４５年には６００万円に減少し、その後

は増加に転じ、同５５年に１千２００万円となり、同６０年には６００万円に急減し、平

成２年には１００万円未満、同７年以降は１００万円となっている。 

湯原町は昭和４０年に４００万円に微増し、その後は急増パターンで推移し、同４５年

に６００万円、同５０年に９００万円、同５５年には１千２００万円となり、その後は急

減に転じ、同６０年に６００万円、平成２年に２００万円、同７～１２年には１００万円

になっている。 

中和村は昭和４０年に３００万円と微増し、その後は２００～３００万円の範囲で推移

し、同５５年に４００万円となり、平成年代は１００万円未満となっている。 

上記したように最高に達した昭和５５年における４か町村の雑穀等粗生産額４千３００

万円の町村別構成比は八束村 34.9%、川上村と湯原町各 27.9%、中和村 9.3%の順になって

いる。 

８８８８ 果樹作目果樹作目果樹作目果樹作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における果樹（果実）作目粗生産額は、昭和３５年に４００万円となり、同４

０年に５００万円（前回年比 25.0%増）、同４５年には８００万円（同 60.0% 増）に増加

し、その後５年刻み増加率は 80.0～38.9%の範囲を下降し、同５５年には２千万円に激増し、

最高に達し、その後５年刻み減少率は 65.0～71.4%の範囲を上昇し、平成２～７年に各２０

０万円に激減し、同１２年には３００万円（同 100.0%増）となっている。 

一方、真庭郡における果樹作目粗生産額をみると、昭和３５年に１千万円となり、その

後蒜山地域に類似のパタ－ンで推移している。すなわち、昭和４０年に３千６００万円（前

回年比 260.0%増）、４５年に５千５００万円（同 52.8% 増）に増加し、その後５年刻み増

加率は 14.5～17.5%の範囲を上昇し、同５５年に７千４００万円となり、最高に達し、その

後５年刻み減少率は 36.5～80.9%の範囲を上昇し、平成２年には９００万円に激減し、その

後５年刻み増加率は 33.3～66.7%の範囲を上昇し、同１２年に２千万円となっている。 

岡山県における果樹作目粗生産額は、昭和３５年に２６億５千１００万円となり、その

後は蒜山地域に比較的類似の増加パタ－ンで推移している。すなわち、昭和４０年に４２

億８千５００万円（前回年比 61.6% 増）に急増し、その後５年刻み増加率は 66.0～74.0%

の範囲を上昇し、同５０年には１２３億７千６００万円に激増し、その後５年刻み増加率

は 0.2～10.9% の範囲を上昇し、同６０年に１３７億４千９００万円となり、平成２年には

２０３億円（同 47.6% 増）に激増し、最高に達し、その後５年刻み減少率は 10.3～7.1% 

の範囲を下降し、同１２年に１６９億円となっている。 

以上の増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５年に真庭

郡 450.0%、岡山県 168.4%、蒜山地域 100.0%、同４５～５５年に蒜山地域 150.0%、岡山県

74.3% 、真庭郡 34.5% 、同５５年～平成２年に真庭郡 87.8% 、岡山県 63.7% 、蒜山地域

△91.7% 、同２～１２年に真庭郡 122.2%、蒜山地域 50.0%、岡山県△16.7% の順になって

いる。 

上記した蒜山地域における果樹作目粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭

郡比及び対岡山県比）の推移状況は次のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５年に 40.0%となり、翌４０年には 13.9%に急落し、その後は概ね１

５～２０％台前半で推移し、平成１２年に 15.0%となっている。一方、対岡山県比は昭和

３５年に 0.15%となり、その後は概ね横ばい状態で推移し、同６０年には 0.05%に急落し、

平成年代に入ると更に低下し、同２～７年は 0.01%、同１２年は 0.02%を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における果樹作目粗生産額の推移内容を真庭郡及び岡山県と対

比し要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における同粗生産額は昭和３５年に４００万円となり、その後は増加し、同５

５年に２千万円と最高に達し、その後は激減し、平成１２年には３００万円となっている。

一方、真庭郡及び岡山県も増加基調で推移し、真庭郡は昭和５５年、岡山県は平成２年に
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最高に達し、その後は急速に減少している。 

以上の粗生産額の増減過程における増減率（△減少率）を１０年刻みで追跡すると、そ

の概数（小数点以下四捨五入）は昭和３５～４５年に真庭郡４５０％、岡山県１５９％、

蒜山地域１００％、同４５～５５年に蒜山地域１５０％、岡山県７９％、真庭郡３５％、

同５５年～平成２年に岡山県６５％、蒜山地域△９０％、真庭郡△８８％、同２～１２年

に真庭郡１２２％、蒜山地域５０％、岡山県△１７％の順になっている。 

上記した蒜山地域における果樹粗生産額の対真庭郡比は昭和３５年に 40.0%と高く、そ

の後は急落し、平成１２年には15.0% となっている。一方、対岡山県比は昭和３５年に0.15% 

となり、その後は低下を続け、平成１２年には 0.02%となっている。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における果樹粗生産額は湯原町３００万円、八束村１００万円、

他の２か町村は１００万円未満の順になり、同年以降における推移状況は以下のとおりで

る。 

湯原町は昭和５５年まで急増パターンで推移し、その過程で同４５年に６００万円、同

５５年には１千２００万円と最高に達し、同６０年に３００万円に急減し、その後も減少

し、平成７年以降は１００万円となっている。 

八束村は昭和４５年まで横ばい状態で推移し、その後増加に転じ、、同５５年には３０

０万円と最高に達し、同６０年には１００万円に急落し、平成２年以降は１００万円未満

となっている。 

川上村は、昭和４５年に初めて１００万円を記録し、その後は増加パターンで推移し、

同５５年に３００万円と最高に達し、その後は２００万円以下で推移し、その過程で平成

２年に１００面炎未満、同１２年には２００万円に増加している。 

中和村は昭和５０年に初めて１００万円を記録し、同５５年に２００万円と最高に達し、

同６０年には１００万円に急減し、その後は１００万円未満となっている。 

９９９９ 花卉作目花卉作目花卉作目花卉作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における花卉作目粗生産額は、昭和５０年に初めて３千４００万円と記録され、

その後５年刻み増加率は 5.9～33.3% の範囲を上昇し、同６０年に４千８００万円となり、

平成２年には１億３千万円（前回年比 343.8%増）と劇的に急増し、その後５年刻み増加率

は 15.4～13.3%の範囲を下降し、同１２年に１億７千万円となっている。 

真庭郡の花卉作目粗生産額をみると、昭和４５年に初めて１千６００万円と記録され、

その後は概ね一貫して増加し、その過程で同５０年に６千８００万円（同 325.0%増）に急

増し、その後は６千万円台で推移し、平成２年には２億円（同 233.3%増）と劇的に増加し、

その後５年刻み増加率は 10.0～9.1% の範囲を下降し、同１２年に２億４千万円となってい

る。 

岡山県における花卉作目粗生産額は、昭和３５年に２千４００万円となり、その後は増

加基調で推移し、その過程で同４０年に３億４００万円（前回年比 1,166.6%増）と劇的に

急増し、その後５年刻み増加率は 118.8～276.9%の範囲を上昇し、同５０年に２５億７００

万円に急増し、その後減少に転じ、その後５年刻み減少率は 6.0～28.4% の範囲を上昇し、

同６０年に１６億８千７００万円に急減し、平成２年には４３億７千万円（同 159.0%増）

と劇的に急増し、同７年に４０億円（同 8.5%減）に減少し、同１２年には４４億４千万円

（同 10.0% 増）と最高を記録している。 

上記した蒜山地域における花卉作目粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭

郡比及び対岡山県比）の推移状況をみると、対真庭郡比は昭和５０年に 50.0% となり、そ

の後上昇し、同６０年に 80.0% と最高に達し、平成２年には 65.0%に急落し、その後は緩

やかに上昇し、同１２年に 70.8% となっている。一方、対岡山県比は昭和５０年に 1.36% 

となり、その後は一貫して上昇し、同６０年に 2.84% 、平成７年には 3.75% と 3.00% 台

に乗り、同１２年に 3.86% と最高に達している。 

以上で記述した蒜山地域における花卉作目粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し要約すると次のとおりである。 
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蒜山地域における同粗生産額は初めて昭和５０年に３千４００万円と記録され、その後

一貫して増加し、同６０年に４千８００万円、平成２年には１億３千万円と飛躍的に増加

し、同１２年に１億７千万円と最高に達している。一方、真庭郡における同粗生産額は昭

和４５年に初めて記録され、その後は概ね一貫して増加し、同５０年と平成２年に急激に

増加し、同１２年に最高に達し、岡山県の場合は昭和３５年以降概ね一貫して増加し、真

庭郡と類似のパタ－ンで推移している。 

上記した蒜山地域の粗生産額の対真庭郡比は昭和５０年に 50.0% となり、同６０年には

80.0% と最高に達し、その後は低下基調で推移し、平成１２年に 70.8% となっている。一

方、対岡山県比は昭和５０年に 1.36% となり、その後は急速に上昇し、平成１２年に 3.86% 

と最高に達している。 

（２） ４か町村 

４か町村の花卉作目粗生産額は、昭和４５年に川上村が１００万円未満と記録され、他

の３か町村には該当なく、同５０年に八束村２千６００万円、川上村８００万円、中和村

と湯原町各１００万円未満の順になり、その後における各町村の粗生産額の推移状況は以

下のとおりである。 

八束村は昭和５５年に２００万円（前回年比 92.3% 減）に激減し、その後は増加に転じ、

同６０年に５００万円（同 150.0%増）となり、平成２年には６千万円と激増し、その後５

年刻み増加率は 16.7～28.6%の範囲を上昇し、平成１２年には９千万円（同 28.6% 増）と

なっている。 

川上村は昭和５５年に２千５００万円（同 212.5%増）に急増し、その後は増加基調で推

移し、その過程で同６０年に１千６００万円（同 36.0% 減）に激減し、平成２年には３千

万円（同 87.5% 増）に激増し、その後５年刻み増加率は 100.0～16.7% の範囲を下降し、

同１２年に７千万円となっている。 

湯原町は昭和５５年に２００万円、同６０年は１００万円未満となり、平成年代には記

録から消えている。 

中和村は昭和５５年に７００万円となり、同６０年には２千７００万円（同 285.7%増）、

平成２年に４千万円（同 48.2% 増）と急増し、その後は減少（同 50.0% 減）に転じ、同７

年に２千万円、同１２年には１千万円となっている。 

１０１０１０１０ 豚作目豚作目豚作目豚作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における豚作目粗生産額は、昭和３５年に１００万円となり、同４０年に７０

０万円（前回年比 600.0%増）に急増し、同４５年には６００万円（同 14.3% 減）に減少し、

同５０年には１千１００万円（同 83.3% 増）に激増し、最高に達し、その後横ばい状態と

なり、同６０年には５００万円（同 54.5% 減）に急減し、平成年代には記録から消えてい

る。 

真庭郡における豚作目粗生産額をみると、昭和３５年に１千万円となり、同４０年には

１億６００万円（前回年比 960.0%増）に急増し、同４５年には１億２００万円（同 3.8%

減）に減少し、同５０年に３億５００万円（同 199.0%増）に激増して最高に達し、同５５

年には２億９千万円（同 4.9%減）に減少し、その後５年刻み減少率は 17.2～83.3%の範囲

を概ね上昇し、同１２年には１千万円となっている。 

岡山県における豚作目同粗生産額は、昭和３５年に２億４千８００万円となり、同４０

年には１３億８千４００万円（前回年比 458.0%増）に急増し、その後５年刻み増加率は

113.6～149.1%の範囲を上昇し、同５０年に７３億６千３００万円と最高に達し、同５５年

には７０億８千万円（同 3.8%減）に減少し、その後５年刻み減少率は 43.4～19.0%の範囲

を下降し、平成１２年に１７億円となっている。 

以上の増減率（△減少率）の推移を１０年刻みで追跡すると、昭和３５～４５年に岡山

県 1,091.0%、真庭郡 920.0%、蒜山地域 500.0%、同４５～５５年に真庭郡 184.3%、岡山県

139.5%、蒜山地域 83.3% 、同５５年～平成２年に真庭郡△65.5% 、岡山県△56.9% 、同２

～１２年に真庭郡△90.0% 、岡山県△44.2% の順になり、蒜山地域は平成２年以降記録か

ら消えている。 
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上記した蒜山地域における豚作目粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡

比及び対岡山県比）の推移状況をみると、対真庭郡比は昭和３５年に 10.0% となり、その

後は低下し、同６０年に 2.1%となっている。一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.40% とな

り、その後は下降し、同６０年に 0.09% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における豚作目粗生産額の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し要約すると次のとおりである。 

蒜山地域における同粗生産額は昭和３５年に１００万円となり、その後は急激に増加し、

同５０～５５年に各１千１００万円と最高に達し、同６０年には５００万円に急減し、平

成年代に記録から消えている。一方、真庭郡及び岡山県は蒜山地域に類似のパタ－ンで推

移し、昭和５０年に最高に達し、その後は急速に減少している。 

上記した蒜山地域における粗生産額の対真庭郡及び対岡山県比は昭和３５年にそれぞれ

10.0% 、0.40%となり、その後は低下し、同６０年にはそれぞれ 2.1%、0.09% となってい

る。 

（２） ４か町村 

４か町村の昭和３５年における豚作目粗生産額１００万円は湯原町に帰属し、他の３か

村は記録から消え、その後における各町村の推移状況は次のとおりである。 

湯原町は昭和４０年に３００万円に急増し、同４５年に２００万円、同５０年に１００

万円未満、そして同５５年には３００万円に再び急増し、その後は記録から消えている。 

八束村は昭和４０年に初めて３００万円を記録し、同４５～５０年には４００万円に急

増し、同５５年に３００万円となり、その後は記録から消えている。 

中和村は昭和４０年に初めて１００万円を記録し、同４５～５０年には１００万円未満

となり、その後は記録から消えている。 

川上村は昭和４５年に初めて１００万円未満を記録し、同５０年に７００万円に急増し、

同５５～６０年には５００万円となり、その後は記録から消えている。 

 

第第第第３３３３項項項項 作目別粗生産額構成作目別粗生産額構成作目別粗生産額構成作目別粗生産額構成のののの推移推移推移推移 

前項で記述した蒜山地域と４か町村における作目別粗生産額の農業総粗生産額に占める

割合（以下、作目シェア）とその特化係数の昭和３５年～平成１２年間における推移状況

について表４０、４１の資料に基づき記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県につ

いて付記する。 

１１１１ 作目別粗生産額割合作目別粗生産額割合作目別粗生産額割合作目別粗生産額割合のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

① 米作目 

蒜山地域における米作目シェアは、昭和３５年に 53.9% となり、その後は縮小基調で推

移し、その過程で同５０年に 42.2% となり、同５５年には 23.9%と急激に縮小し、最低を

記録し、同６０年には 29.1%に拡大し、その後は２０％台を下降し、その過程で平成７年

に 33.7%に拡大し、同１２年には 22.6% と急速に縮小している。 

真庭郡における米作目シェアをみると、昭和３５年に 51.1% となり、その後は縮小基調

で推移し、その過程で同５０年に 36.6% となり、同５５年には 23.9% と急激に縮小し、最

低になり、同６０年には 31.2%に拡大し、その後は２０％台後半で推移し、平成１２年に

31.7%に拡大している。 

岡山県における米作目シェアは、昭和３５年に 45.3% となり、その後縮小基調で推移し、

その過程で同６０年に 37.3%に縮小し、平成２年には 29.4% と急激に縮小し、最低となり、

同７年に 39.1%に拡大し、同１２年には 31.8% と縮小している。 

② 野菜作目 

蒜山地域における野菜作目シェアは、昭和３５年に 14.5% となり、その後拡大基調で推

移し、その過程で同６０年まで一貫して拡大し、同年に 37.3% と最高に達し、平成２年に

31.2% 、同７年に 20.5%に急落し、同１２年に 20.7%となっている。 

真庭郡における野菜作目シェアをみると、昭和３５年に 7.9%となり、その後拡大基調で

推移し、その過程で同６０年まで一貫して拡大し、同年に 19.8% と最高に達し、平成２年
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に 18.4% 、同７年に 14.1% と急落し、同１２年には 17.0%に拡大している。 

岡山県における野菜作目シェアは、昭和３５年に 5.4%となり、その後拡大基調で推移し、

その過程で平成２年まで概ね一貫して拡大し、同年に 15.8% と最高に達し、同７年に 13.6%

に縮小し、同１２年には 14.0% となっている。 

③ 乳用牛作目 

蒜山地域における乳用牛作目シェアは、昭和３５年に 12.0% となり、その後同５５年ま

で一貫して拡大し、その過程で同４５年に 20.5% 、同５５年に 30.1% となり、同６０年に

は 26.1%に急落し、その後は再び拡大パタ－ンに転じ、平成２年に 31.7% となり、同７年

に 37.5%のピークに達し、同１２年には 36.2%に縮小している。 

真庭郡における乳用牛作目シェアをみると、昭和３５年に 8.4%となり、その後同５５年

まで一貫して拡大し、その過程で同４０年に 12.5% 、同５０年に 21.0% 、同５５年に 28.2% 

となり、同６０年には 27.4% と僅差ながら縮小し、その後は再び拡大に転じ、平成２年に

29.7% 、同１２年には 33.0% と最高に達している。 

岡山県における乳用牛作目シェアは、昭和３５年に 3.4%となり、その後同５５年まで一

貫して拡大し、その過程で同４５年に 8.4%、同５５年にに 13.5% と最高に達し、同６０年

に 13.2% と僅差ながら縮小し、平成２年に 12.8% 、同１２年には 10.8%となっている。 

④ 工芸農作物作目 

蒜山地域における工芸農作物作目シェアは、昭和３５年に 6.5%となり、同４０年に 7.0%

と最高に達し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 3.1%  、同５０年に 0.7%

と急激に縮小し、平成２年に 0.0%と最低を記録し、同７年には 0.2%と僅差ながら拡大し、

同１２年に記録から消えている。 

真庭郡における工芸農作物作目シェアをみると、昭和３５年に 7.6%となり、同４０年に

8.5%と最高に達し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 4.9%、同５０年に

2.8%と急激に縮小し、平成２年に 1.2%  と最低を記録し、同７年に 1.8%に拡大し、同１２

年に 1.6%となっている。 

岡山県におる工芸農作物作目シェアは、昭和３５年に 10.7% となり、同４０年に 13.8% 

と最高に達し、その後は一貫して縮小し、その過程で同４５年に 9.4%、同５０年に 5.5%

と急激に縮小し、その後横ばい状態となり、同６０年に 4.5%、平成２年に 2.7%、同７年に

2.1%、同１２年には 1.4%に縮小している。 

⑤ 肉用牛作目 

蒜山地域における肉用牛作目シェアは、昭和３５年に 5.8%となり、その後横ばい状態と

なり、同４５年に急拡大し、8.0%と最高に達し、その後は縮小基調に転じ、平成２年まで

5.2～7.2%の範囲を乱高下し、同７年に 3.5%、同１２年は 2.5%と最低を記録している。 

真庭郡における肉用牛作目シェアをみると、昭和３５年に 6.7%となり、同４０年に 7.5%、

同４５年には 8.8%に拡大し、最高に達し、その後は縮小基調に転じ、その過程で平成２年

まで 8.1～8.4%の範囲で推移するなかで昭和６０年に 5.6%と急落し、同７年に 4.3%、同１

２年は 3.8%と最低を記録している。 

岡山県における肉用牛作目シェアは、昭和３５年に 4.2%となり、同４０年に 3.0%に縮小

し、最低となり、同４５年に 4.4%に拡大し、その後は 4.0%台前半で推移するなかで、平成

２年に 4.9%と最高に達し、同７年に 3.9%と急落し、同１２年に 4.3%となっている。 

⑥ 鶏作目 

蒜山地域における鶏作目（採卵）シェアは、昭和３５年に 2.9%となり、その後は縮小基

調で推移し、その過程で同４０年に 2.3%、同４５年には 3.3%に急拡大し、最高に達し、同

５０年に 0.5%と急激に縮小し、その後は 0.7～0.0%の範囲を下降し、平成２年以降 0.0%と

なっている。 

真庭郡における鶏作目（採卵とブロイラ－）シェアをみると、昭和３５年に 6.3%となり、

同４０年に 10.3% 、同４５年には 19.4% と急拡大し、最高に達し、その後は急速な縮小パ

タ－ンに転じ、同５０年と同５５年にそれぞれ 13.0% 、13.9% 、同６０年と平成２年にそ

れぞれ 9.5%、9.6%、同７年に 6.6%、同１２年には 4.3%に縮小し、最低を記録している。 

岡山県における鶏作目（採卵とブロイラ－）シェアは、昭和３５年に 9.1%となり、同４
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０年に 12.4% 、同４５年には 15.4% に拡大し、最高に達し、その後は縮小基調に転じ、そ

の過程で同５０年に 12.6% となり、その後平成２年まで 13.4～14.4%の範囲を乱高下し、

同７年に 11.7% と急落し、同１２年には 15.2%に拡大し、昭和４５年の水準に回帰してい

る。 

⑦ 雑穀等作目 

蒜山地域における雑穀等作目（雑穀・豆類・いも類）シェアは、昭和３５年に 2.1%とな

り、その後は縮小基調で推移し、同４０年に 1.8%、同４５年に 1.0%となり、同５０年以降

は 0.9～0.1%の範囲を低下し、その過程で平成２年以降は 0.1%となっている。 

真庭郡における雑穀等作目シェアをみると、昭和３５年に 2.6%となり、その後は縮小基

調で推移し、同４０年に 2.2%と僅差ながら縮小し、その後、同６０年までは 0.7～1.3%の

範囲を乱高下し、その過程で同年に 0.7%と最低を記録し、平成２年に 2.0%に拡大し、同７

年に 1.5%、同１２年には 2.5%となり、昭和３５年の水準に回帰している。 

岡山県における雑穀等作目シェアは、昭和３５年に 3.4%となり、その後は縮小基調で推

移し、同４０年に 2.5%に縮小し、その後、同６０年までは 1.2～1.6%の範囲を乱高下し、

その過程で同５０年と同６０年に 1.2%と最低を記録し、平成２年以降は 2.0～3.0%の範囲

を上昇している。 

⑧ 果樹作目 

蒜山地域における果樹作目シェアは、昭和３５年に 0.6%となり、その後縮小パターンで

推移し、平成２年に 0.0%となり、その後は 0.0～0.1%の範囲を上昇している。 

真庭郡における果樹作目シェアをみると、昭和３５年に 0.4%となり、その後は拡大基調

で推移し、その過程で同４０～４５年に各 0.9%となり、その後は 0.6～0.3%の範囲を乱高

下し、同６０年に 0.3 と最低を記録し、平成年代は 0.7～2.4%の範囲を上昇し、同１２年

に最高に達している。 

岡山県における果樹作目シェアは、昭和３５年に 6.0%となり、その後は拡大基調で推移

し、その過程で同４０年に 6.2%、同４５年に 7.2%となり、その後は同６０年まで 6.6～6.9%

の範囲で推移し、平成２年に 11.3%に急拡大し、同７年に 10.7% 、同１２年には 12.4% と

最高に達している。 

⑨ 豚作目 

蒜山地域における豚作目シェアは、昭和３５年に 0.1%となり、同４０年に 0.6%と最高に

達し、その後は 0.3～0.1%の範囲を下降し、同６０年には同３５年の水準に回帰し、平成２

年以降は記録から消えている。 

真庭郡における豚作目シェアをみると、昭和３５年に 0.4%となり、同４０年に 2.8%と急

激に拡大し、最高に達し、その後は 1.6～2.6%の範囲を乱高下し、同６０年に 1.6%、平成

年代は 0.7～0.1%の範囲を下降し、同１２年に最低を記録している。 

岡山県における豚作目シェアは、昭和３５年に 0.6%となり、その後拡大基調で推移し、

その過程で同４０年に 2.0%、同４５年に 3.0%、同５０年に 4.0%と最高に達し、その後は

縮小に転じ、同６０年に 2.7%、平成２年には 1.7%となり、同７年以降は 1.2%となってい

る。 

⑩ 花卉作目 

蒜山地域における花卉作目シェアは、昭和５０年に初めて 0.9%を記録し、その後拡大基

調で推移し、その過程で同６０年まで 0.8～0.7%の範囲を下降し、平成年代に入ると急激に

拡大し、同２年に 2.4%、同７年に 3.2%、同１２年には 3.9%と最高に達している。 

真庭郡における花卉作目シェアをみると、昭和４５年に初めて 0.3%を記録し、その後は

拡大基調で推移し、その過程で同６０年まで 0.6～0.4%の範囲を下降し、平成年代には 1.5

～2.9%の範囲を上昇し、同１２年に最高を記録している。 

岡山県における花卉作目シェアは、昭和３５年に 0.1%となり、その後は拡大基調で推移

し、その過程で同４５年に 0.7%、同５０年には 1.4%と拡大し、その後は縮小し、同６０年

に 0.9%となり、平成年代には急激に拡大し、同２～７年は 2.4～2.3%、同１２年には 3.2%

と最高を記録している。 

⑪ 蒜山地域における作目構成 
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以上の①～⑩では作目別にその構成割合の時系列的推移について記述したが、本項では

蒜山地域、真庭郡、岡山県ごとに、その作目構成の全体像をみることとし、概ね１５年刻

みの昭和３５年、同５０年、平成２年、同１２年の４時点において、作目シェア上位５作

目のシェアの概数（少数点以下四捨五入）を蒜山地域の場合は米－野菜－乳用牛－肉用牛

－工芸農作物、真庭郡では米－野菜－乳用牛－鶏－肉用牛、岡山県ではは米－野菜－乳用

牛－鶏－果実の順に以下に列記する。なお、0.0%は 0.5%未満を示す。 

蒜山地域：米－野菜－乳牛－肉牛－工芸農作物 

昭和３５年：５４％－１５％－１２％－ ６％－ ７％ 

同５０年：４２％－２４％－２３％－ ６％－ １％ 

平成 ２年：２６％－３１％－３２％－ ７％－ 0.0% 

同１２年：２５％－２３％－４１％－ ３％－ 0.0% 

真庭郡：米－野菜－乳牛－鶏－肉牛 

昭和３５年：５１％－ ８％－ ８％－ ６％－ ７％ 

同５０年：３７％－１２％－２１％－１３％－ ８％ 

平成 ２年：２７％－１８％－３０％－１０％－ ８％ 

同１２年：３２％－１７％－３３％－ ４％－ ４％ 

岡山県：米－野菜－乳牛－鶏－果樹、 

但し昭和３５年（１９６０）は米－野菜－鶏－果樹－工芸農作物に読み替える。 

昭和３５年：４５％－ ５％－ ９％－ ６％－１１％ 

同５０年：４２％－１１％－ ９％－１３％－ ７％ 

平成 ２年：２９％－１６％－１３％－１４％－１１％ 

同１２年：３２％－１４％－１１％－１５％－１３％ 

上記した蒜山地域における作目構成の主体は４時点に亘って米、野菜、乳用牛、肉用牛、

工芸農作物の５作目で構成され、それら作目の合計シェアは昭和３５年９４％、同５０年

９６％、平成２年９６％、同１２年９２％となり、そのうち米、野菜、乳用牛の３作目合

計シェアは上記時点の順に８１％、８９％、８９％、８９％となっている。しかし、これ

ら３作目のシェアには時系列的変化がみられ、米作目シェアは縮小し、反対に野菜と乳用

牛の両作目シェアは拡大し、その拡大過程で両シェアは昭和５０年にほぼ均衡し、同１２

年には乳用牛作目シェアの方が著しく突出し、一方、野菜作目シェアは縮小し、米作目シ

ェアを幾分下回っている。 

真庭郡における作目構成の主体は４時点に亘って米、野菜、乳用牛、肉用牛、鶏の５作

目からなり、それら作目の合計シェアは昭和３５年８０％、同５０年９１％、平成２年９

３％、同１２年９０％となり、そのうち米、野菜、乳用牛の３作目の合計シェアは上記時

点の順に６７％、７０％、７５％、８２％となっている。しかし、これら３作目のシェア

には蒜山地域に類似した経年的変化がみられ、米作目シェアは縮小し、平成１２年には再

び拡大し、一方、野菜と乳用牛の両シェアは拡大し、同１２年に前者シェアの拡大は止ま

り、同年には米と乳用牛の両シェアは近接している。 

岡山県における作目構成の主軸は４時点に亘って米作目となり、そのシェアは昭和３５

年４５％、同５０年４２％、平成２年２９％、同１２年３２％となり、残りシェアの相当

部分は昭和３５年を除く３時点において乳用牛、野菜、鶏、果樹の４作目に帰属し、それ

らシェアは米作目の時系列的縮小に合わせて拡大している。以上の５作目の合計シェアは

昭和５０年８２％、平成２年８３％、同１２年８５％となり、蒜山地域における５作目合

計シェア９０％台を大幅に下回り、その較差分は肉用牛と工芸農作物の両シェアによって

満たされている。なお、昭和３５年は他の３時点でみられる乳用牛に代わって工芸農作物

作目が１１％の高いシェアを占め、５作目合計シェアは７６％となり、残余部分の大半は

乳用牛、肉用牛、雑穀等となっている。 

（２） ４か町村 

① 米作目 

昭和３５年における米作目シェアは中和村 63.1% 、湯原町 58.8% 、川上村 52.3% 、八

束村 48.7% の順になっている。 
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同年以降、中和村は拡大基調、他の３か町村は縮小基調で次のように推移している。 

中和村は昭和５５年まで縮小基調で推移し、その過程で同年に 39.8% となり、同６０年

には 61.3%と急激に拡大し、その後は拡大基調に転じ、平成２年に 59.4% と僅差ながら縮

小し、同７年には 75.9% と急激に拡大し、最高シェアとなり、同１２年には 22.7%に急落

し最低となっている。 

湯原町は平成２年まで縮小基調で推移し、同年に 33.4% と最低を記録し、同７年には

46.3%に拡大し、その後は横ばい状態になっている。 

川上村は昭和５５年まで一貫して縮小し、同年に 14.8% と最低になり、同６０年には

19.9%に拡大し、その後は再び縮小基調で推移し、平成１２年には昭和５５年の水準に回帰

している。 

八束村は平成１２年まで縮小基調で推移し、その過程で同５５年に 24.7% と縮小し、そ

の後２０％台を上昇し、平成７年には 33.8%に急拡大し、同１２年には昭和５５年の水準

に近接してる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に湯原町 46.3% 、中和村 22.7% 、八束村 22.0% 、

川上村 14.7% の順になっている。 

上記した平成１２年における米作目シェアの昭和３５年に対する縮小又は拡大の比率を

みると、その縮小は川上村 71.9% 、中和村 64.0%、八束村 54.8% 、湯原町 21.3% の順にな

っている。 

② 野菜作目 

昭和３５年における野菜作目シェアは八束村 24.4% 、川上村 12.4% 、湯原町 6.6%、中

和村 6.2%の順になっている。 

同年以降、各町村とも拡大基調で以下のように推移している。 

八束村は昭和５５年に 47.7% と４０％台に乗り、同６０年に 49.9% と最高に達し、平成

２年に 40.3% となり、同７年には 25.1% と急激に縮小し、その後は２０％台を上昇してい

る。 

川上村は昭和５５年に 33.2% と３０％台に乗り、同６０年に 37.7% と最高に達し、平成

２年に 32.2% となり、同７年には 21.5% と急激に縮小し、その後僅差ながら拡大している。 

湯原町は昭和６０年に 9.0%となり、平成２年に 14.6% と最高に達し、同７年には 12.2% 

に縮小し、その後は同２年の水準に回帰している。 

中和村は昭和４０年に 15.7% となり、同４５年には 31.4% と急激に拡大し、同５０年に

24.9%に縮小し、同５５年には 46.0% と再び劇的に急増し、その後縮小に転じ、同６０年

に 25.7% 、平成２年に 18.8% 、同７年に 6.9%と急激に縮小し、その後もさらに縮小して

いる。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に八束村 27.8% 、川上村 22.7% 、湯原町 14.8% 、

中和村 3.0% の順になっている。 

上記した平成１２年における野菜作目シェアの昭和３５年に対する拡大の比率は湯原町

124.2%、川上村 83.1% 、八束村 13.9% の順になり、反対に中和村は 51.6%の縮小となって

いる。 

③ 乳用牛作目 

昭和３５年における乳用牛作目シェアは川上村 15.0% 、中和村 12.3% 、八束村 11.8% 、

湯原町 8.8%の順になっている。 

同年以降、中和村は縮小基調で、他の３か町村は拡大基調で以下のように推移している。 

中和村は昭和４０年に 8.7%、同５０年には 2.2%と急激に縮小し、その後は概ね３％前後

で推移し、平成７年に 3.4%となり、同１２年は秘密保護のため未公表（Ｘ）となっている。 

川上村は昭和４０年に 17.9% 、同４５年には 32.4% と急激に拡大し、３０％台に達し、

同５０年には 45.7% と４０％台に乗り、その後は多少乱高下し、平成７年に 50.0% と５０

％台に達し、その後は僅差ながら拡大している。 

八束村は昭和４５年に 17.8% となり、同５０年に 20.4% と２０％台に達し、その後は２

０％台を概ね上昇し、平成２年に 27.7% となり、同７年に 35.5% と３０％台に乗り、その

後は４０％台に拡大している、 
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湯原町は昭和４０年に 13.0% と１０％台に乗り、同５５年に 22.1% と２０％台に達し、

その後は概ね横ばい状態となり、平成７年に 24.4% と最高を記録し、その後は昭和５５年

の水準に回帰している。 

以上の推移過程のもとで、平成１２年に川上村 51.3% 、八束村 41.4% 、湯原町 22.2% 、

中和村 3.4%（平成７年）の順になっている。 

上記した平成１２年における乳用牛作目シェアの昭和３５年に対する拡大又は縮小の比

率をみると、その拡大は八束村 250.9%、川上村 242.0%、湯原町 152.3%の順になり、反対

に中和村は 72.4% の縮小となっている。 

④ 肉用牛作目 

昭和３５年における肉用牛作目シェアは湯原町 9.3%、中和村 6.2%、八束村 4.2%、川上

村 4.1%の順になっている。 

同年以降、各町村とも縮小基調で以下のように推移している。 

湯原町は昭和４０年に 10.7% と１０％台に乗り、その後は１０％台を上昇し、同５５年

に 24.9% と２０％台に達し、平成２年に 26.0% と最高に達し、同７年には 12.2%に急激に

縮小し、同１２年は未公表（Ｘ）となっている。 

中和村は昭和４５年に 8.1%と最高に達し、同５０年に 4.8%と急激に縮小し、その後は３

％以下で推移している。 

八束村は昭和４５年に 4.8%と最高に達し、その後は一貫して縮小し、平成７年に 1.1%

と最低を記録し、その後は拡大に転じている。 

川上村は昭和４５年に 6.0%と最高に達し、その後は八束村同様のパタ－ンで推移し、平

成７年に 2.2%と最低を記録し、その後は拡大に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年に川上村 4.0%、八束村 2.4%、中和村 1.5%の順に

なり、湯原町はＸ（秘密保護上秘匿）となっている。 

上記した平成１２年における肉用牛作目シェアの昭和３５年に対する縮小の比率をみる

と、中和村 75.8%、八束村 42.9%、川上村 2.4%の順になり、反対に湯原町は昭和３５年～

平成７年間に 31.2%の拡大となっている。 

⑤ 工芸農作物作目 

昭和３５年における工芸農作物作目シェアは川上村 8.8%、中和村 6.2%、八束村と湯原町

各 5.5%の順になっている。 

同年以降、川上村と八束村は縮小パタ－ン、一方、中和村と湯原町は昭和４０年に最高

に達し、その後は川上村及び八束村と同様の縮小パタ－ンで以下のように推移している。 

川上村は昭和４０年に 8.0%と僅差ながら縮小し、同４５年には 3.4%と急激に縮小し、そ

の後は１％未満の範囲を下降し、同６０年に 0.2%と最低になり、平成年代には記録から消

えている。 

八束村は昭和４０年に 4.6%と幾分縮小し、同４５年には 1.0%と急激に縮小し、その後は

0.1%から 0.0%の範囲を下降し、平成年代には記録から消えている。 

中和村は昭和４０年に 8.7%と最高に達し、同４５年に 4.8%と急激に縮小し、その後は

0.6～0.2%の範囲を下降し、平成年代に入ると同２年及び同１２年に記録から消え、同７年

に 3.4%となっている。 

湯原町は昭和４０年に 8.4%と最高に達し、同４５年に 5.2%と急激に縮小し、その後は

1.0%台を下降し、平成年代に入ると同２、７年は 0.0%となり、同１２年には記録から消え

ている。 

⑥ 雑穀等作目 

昭和３５年における雑穀等作目シェアは中和村 3.1%、川上村と八束村各 2.1%、湯原町

1.6%の順になっている。 

同年以降、各町村は縮小基調のもとで以下のように推移している。 

中和村は昭和４０年に 2.4%に縮小し、その後は 1.0%台を乱高下し、同６０年に 0.7%と

1.0%台を割り、平成年代は 0.0%で推移している。 

川上村と八束村は昭和４０年に 1.6%に縮小し、その後は両村とも類似のパタ－ンで１％

未満の範囲を乱高下し、平成年代に入ると川上村は 0.0～0.1%の範囲を上昇し、反対に八束
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村は 0.1～0.0%の範囲を下降している。 

湯原町は昭和４０年に 2.0%と最高に達し、その後は 1.0%台を乱高下し、その過程で同６

０年は 0.6%と 1.0%を割り、平成年代は概ね 0.2%で推移している。 

⑦ 鶏作目 

昭和３５年における鶏作目シェアは湯原町 5.5%、川上村 2.6%、八束村 1.7%、中和村 1.5%

の順になっている。 

同年以降、湯原町、川上村、中和村は縮小基調、反対に八束村は拡大基調で以下のよう

に推移している。 

湯原町は昭和４５年に 7.8%に拡大し、最高に達し、同５０年には 2.3%と急激に縮小し、

その後は２％以下で推移し、平成２年には 0.2%に急激に縮小し、同７年に 0.1%、同１２年

はＸとなっている。 

川上村は昭和４０年に 1.8%に縮小し、同４５年には 2.5%に拡大し、同３５年の水準に近

接し、その後は記録から消えている。 

八束村は川上村と同様のパタ－ンで推移し、昭和４０年に 0.7%に縮小し、同４５年に

2.0%に拡大し、その後は記録から消えている。 

中和村は川上村と同様のパタ－ンで推移し、昭和４０年に 0.0%に縮小し、同４５年に

1.0%に拡大し、同５０年に 0.0%となり、その後同６０年まで記録から消え、平成年代に入

ると 0.0%となり、同１２年はＸとなっている。 

⑧ 豚作目 

湯原町は昭和３５年に 0.5%、八束村と中和村は同４０年に初めてそれぞれ 0.7%、0.8%

となり、川上村は同４５年に初めて 0.0%を記録している。 

上記の時点以降、各町村は概ね 0.5～0.0%の範囲を乱高下し、中和村は同５０年に 0.0%、

湯原町と八束村は同５５年にそれぞれ 0.3%、0.2%となり、その後は記録から消えている。 

⑨ 果樹作目 

昭和３５年における果樹作目シェアは湯原町 1.6%、八束村 0.4%、他の２か町村は各 0.0%

と記録されている。 

同年以降、各町村は縮小基調で推移し、そのなかで八束村は昭和５５年に 0.2%を記録し、

中和村は同５５年に 0.7%、同６０年に 0.2%を記録し、その後は 0.0%で推移している。一

方、川上村は昭和４５年に 0.2%となり、その後横ばい状態で推移し、同６０年に 0.1%、平

成２年には 0.0%に縮小し、その後は僅差ながら拡大し、0.1%で推移している。湯原町は昭

和５５年に 1.4%、その後 0.3～0.1%の範囲を乱高下し、平成１２年に 0.2%となっている。 

⑩ 花卉作目 

４か町村のうち川上村は昭和４５年に初めて 0.0%と記録され、他の３か町村は同５０年

に初めて記録され、八束村 1.8%、中和村と湯原町各 0.0%の順になっている。 

同年以降、４か町村は拡大基調で以下のように推移している。 

川上村は昭和５０年に 0.7%、同５５年に 1.5%と拡大し、同６０年には 0.7%に縮小し、

平成年代は 1.4～4.7%の範囲を上昇し、同１２年に最高に達している。 

八束村は昭和５５～６０年に 0.1～0.2%の縮小となり、平成年代は拡大に転じ、3.0～5.4%

の範囲を上昇し、同１２年に最高に達している。  

中和村は昭和５５年に 2.4%、同６０年に 6.6%、平成２年には 12.4% と劇的に急拡大し、

その後は 6.9～1.5%の範囲を下降している。 

湯原町は昭和５５年に 0.2%と拡大し、同６０年に 0.0%となり、その後は記録から消えて

いる。 

⑪ ４か町村における作目構成 

以上①～⑩では作目ごとに同シェアの推移状況の町村間比較を試みたが、本項では各町

村における作目構成の全体像にふれるため、作目構成割合上位５作目シェアの概数（小数

点以下四捨五入）を昭和３５年、同５０年、平成２年、同１２年の４時点で、川上村と八

束村は米－野菜－乳用牛－肉用牛－工芸農作物、中和村は米－野菜－肉用牛－乳用牛－花

卉、湯原町は米－野菜－乳用牛－肉用牛－鶏の順に以下に列記する。なお、0.0%は 0.5%未

満、Ｘ％は秘密保持のため未公表、０％は記録なしを示す。 
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川上村：米－野菜－乳用牛－肉用牛－工芸作物 

昭和３５年：５２％－１２％－１５％－ ４％－ ９％ 

同５０年：３４％－２４％－３６％－ ４％－ １％ 

平成 ２年：１８％－３２％－４４％－ ４％－ ０％ 

同１２年：１５％－２３％－５１％－ ４％－ ０％ 

八束村：米－野菜－乳用牛－肉用牛－工芸作物 

昭和３５年：４９％－２４％－１２％－ ４％－ ６％ 

同５０年： ９％－３４％－２０％－ ３％－ １％ 

平成 ２年：２７％－４０％－２８％－ ２％－ ０％ 

同１２年：２２％－２８％－４１％－ ２％－ ０％ 

中和村：米－野菜－肉用牛－乳用牛－花卉 

昭和３５年：６３％－ ６％－ ６％－１２％－ ０％ 

同５０年：６６％－２５％－ ５％－ ２％－0.0 ％ 

平成 ２年：５９％－１９％－ ３％－ ３％－１２％ 

同１２年：２３％－ ３％－ ２％－ Ｘ％－ ２％ 

湯原町：米－野菜－乳用牛－肉用牛－鶏 

昭和３５年：５９％－ ７％－ ９％－ ９％－ ６％ 

同５０年：５１％－ ７％－１８％－ ７％－ ２％ 

平成２ 年：３３％－１５％－２２％－２６％－0.0％ 

同１２年：４６％－１５％－２２％－ Ｘ％－ Ｘ％ 

以上で列記した各町村における粗生産額の作目別シェアからみた作目構成の全体像は以

下のとおりである。 

⒜ 川上村 

上記した４時点における作目構成の主軸は米、野菜、乳用牛の３作目（以下、主軸３作

目）であり、それを肉用牛と工芸農作物の２作目が補完的に支えている。すなわち、５作

目の合計シェアは昭和３５年９２％、同５０年９９％、平成２年９８％、同１２年９３％

となり、そのうち主軸３作目の合計シェアは上記の時点順に７９％、９４％、９４％、８

９％となっている。以上の昭和３５年における主軸３作目シェアは７９％と低く、それを

工芸農作物と肉用牛の補完作目が支え、それぞれのシェアは９％、４％となっている。 

昭和３５年における作目別シェアは米作目５２％、乳用牛作目１５％、野菜作目１２％、

工芸農作物作目９％、肉用牛作目４％の順になり、米作目が突出している。しかしその後、

主軸３作目と工芸農作物作目シェアに時系列的変化が起こり、米作目は縮小し、反対に乳

用牛作目が拡大し、野菜作目は拡大後縮小に転じ、工芸農作目は縮小後に記録から消え、

肉用牛作目に変化はみられない。 

上記した４時点における各作目シェアの推移過程において、昭和５０年に乳用牛作目は

米作目を上回り、平成２年には野菜作目が米作目を上回り、主軸３作目のシェアの順序は

昭和３５年の時点と大きく変わり、平成１２年における作目構成は乳用牛作目５１％、野

菜作目２３％、米作目１５％、肉用牛作目４％となっている。 

⒝ 八束村 

上記した４時点における作目構成の主体は川上村と同様に米、野菜、乳用牛の主軸３作

目であり、それを肉用牛と工芸農作物の２作目が補完的に支えている。すなわち、以上の

５作目の合計シェアは昭和３５年９５％、同５０年９７％、平成２年９７％、同１２年９

４％となり、そのうち主軸３作目の合計シェアは上記の時点順に８５％、９３％、９５％、

９２％となっている。以上の昭和３５年における主軸３作目シェアは８５％と比較的低く、

それを肉用牛と工芸農作物の両作目が支え、それぞれのシェアは６％、４％となっている。 

昭和３５年における作目構成をみると、米作目４９％、野菜作目２４％、乳用牛作目１

２％、工芸農作物作目６％、肉用牛作目４％の順になり、米作目がかなり突出している。

しかしその後、各作目シェアに時系列的変化が起こり、米作目は急速に縮小し、野菜作目

は急速な拡大後縮小に転じ、乳用牛作目は緩やかに拡大し、肉用牛作目は緩やかに縮小し、

工芸農作物は急激な縮小後記録から消えている。 
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上記した４時点における各作目シェアの推移過程において、平成２年に野菜作目は米と

乳用牛の両作目を上回り、同１２年に乳用牛作目が突出し、主軸３作目の首位に立ち、同

１２年おける作目構成は乳用牛作目４１％、野菜作目２８％、米作目２２％、肉用牛作目

２％となっている。 

⒞ 中和村 

上記した昭和３５年を除く３時点における作目構成は米、野菜、肉用牛、乳用牛、花卉

の５作目によって構成され、一方、同３５年は花卉に代わって工芸作物が加わり、これら

作目シェアの順位における時点間変動は激しく、その中で米作は４時点を通して突出し、

これに次ぐ２位の作目は同３５年に乳用牛、同５０年以降は野菜作となり、３位作目は同

３５年に野菜と肉用牛（両作目シェアは同水準）、同５０年は肉用牛、平成２年は花卉、

同１２年は肉用牛と花卉（両作目シェアは同水準）となっている。なお、平成１２年は乳

用牛と鶏の両作目が秘密保護上未公表（Ｘ）のため、以上の順位は正当といえない。 

以上５作目の合計シェアは昭和３５年８７％、同５０年９８％、平成２年１００％、同

１２年９５％となり、そのうち米、野菜、肉用牛の３作目合計シェアは上記の時点順に７

５％ 、９６％、８３％、９０％となり、昭和３５年は７５％と低く、それを乳用牛と工

芸農作物が支え、それぞれのシェアは１２％、６％となり、工芸農作物作目シェアは野菜

と肉用牛の両作目と同水準となっている。また、平成２年における上記３作目合計シェア

は８５％と比較的低く、それを花卉作目が支え、そのシェアは１２％となっている。 

昭和３５年における作目構成は米作目６３％、次いで乳用牛作目１２％、野菜、肉用牛、

工芸農作物の各作目６％の順になっている。同年以降、４時点の推移過程において米作目

は拡大基調で推移し、野菜作目は拡大後縮小に転じ、乳用牛作目は急激に縮小し、工芸農

作物と花卉の両作目は一時的に拡大し、肉用牛作目には変化はみられず、平成１２年にお

ける作目構成は米作目７５％、野菜作目１０％、肉用牛と花卉の両作目各５％の順になっ

ている。上記した４時点において米作目シェアは顕著に突出し、２位以下の４作目構成は

少量多品目生産となっている。 

⒟ 湯原町 

上記した４時点の作目構成における米、野菜、乳用牛の主軸３作目のシェアの時系列的

変化は激しく、そのなかで米作目シェアは４時点に亘って首位を占め、これに次ぐ２位作

目は昭和３５年には乳用牛と肉用牛の両作目（ともに同水準）、同５０年は乳用牛作目、

平成２年は肉用牛作目、同１２年は乳用牛作目、３位作目は昭和５０年は肉用牛作目、平

成２年は乳用牛作目、同１２年は野菜作目と変わっている。 

以上の４作目に鶏作目を加えた５作目の合計シェアは昭和３５年９０％、同５０年９４

％、平成２年９５％、同１２年９０％となり、そのうち米、野菜、乳用牛の３作目合計シ

ェアは上記の時点順に７５％、７６％、７０％、８３％となり、５作目合計シェアとの較

差は４時点に亘って大きく、それを肉用牛と鶏の両作目が補完的に支えている。 昭和３

５年における作目構成は米作目５９％、乳用牛と肉用牛作目各９％、野菜作目７％、鶏作

目６％の順になっている。その後、米作目は縮小基調で推移し、野菜と乳用牛の両作目は

拡大後横ばい状態となり、肉用牛作目は拡大後急激に縮小し、鶏作目は急激に縮小し、平

成１２年における作目構成は米作目４６％、乳用牛作目２２％、野菜作目１５％、肉用牛

作目Ｘ、鶏作目Ｘの順になっている。上記した４時点における作目構成は米作がかなり突

出し、補完的作目は少量多品目生産の構成となっている。 

２２２２ 作目別粗生産額割合作目別粗生産額割合作目別粗生産額割合作目別粗生産額割合のののの特化係数特化係数特化係数特化係数のののの推移推移推移推移 

上記した蒜山地域及び４か町村における作目別粗生産額の農業総粗生産額に占める割合

の特化係数を用いて各作目の特化状況をみると表４１のとおりであり、同係数の 1.10 以上

を記録した５年刻みの時点を中心に記述し、比較のため真庭郡の場合について付記する。 

表示した特化係数は、蒜山地域及び４か町村における作目別粗生産額割合の岡山県にお

ける同粗生産額割合に対する比で示され、ある作目の特化係数が 1.00 を超え、大きくなる

ほど、その作目への特化が強まっていることを意味する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における米作目の特化係数は概ね時系列的に低下し、昭和３５～４０年の２時
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点はそれぞれ 1.19、1.16 を示し、同４５～５０年はそれぞれ 1.06、1.00 となり、平成年

代は 0.89～0.71 の範囲を下降している。一方、真庭郡の場合は昭和３５年に 1.13 となり、

同４０年以降は 0.99～0.73 の範囲を乱高下し、平成１２年に 1.00 となっている。以上の

真庭郡における同係数は蒜山地域を大半の時点において下回っている。 

蒜山地域における野菜作目の特化係数は昭和３５年～平成１２年の９時点において

1.10 以上を記録し、そのなかで昭和年代は 2.26～2.91 の範囲を乱高下し、その過程で昭

和４０年に限り 3.61 と突出し、平成年代は昭和年代に比べて低く、1.97～1.48 の範囲を

乱高下している。一方、真庭郡の場合は平成７年を除く８時点において 1.10 を上回り、1.11

～1.46 の範囲を乱高下し、その過程で昭和６０年に 2.91 と突出している。なお、平成７

年は 1.04 を記録している。上記した真庭郡における同係数は蒜山地域を全時点において大

幅に下回っている。 

蒜山地域における乳用牛作目の特化係数は野菜作目と同様に９時点において 1.10 以上

を記録し、昭和３５～５５年は 3.53～2.23 の範囲を下降し、同６０年～平成１２年は 1.98

～3.35 の範囲を上昇している。一方、真庭郡も蒜山地域の場合と同様に全時点において 1.10

以上となり、昭和年代は 2.47～2.08 の範囲を下降し、平成年代は 2.32～3.06 の範囲を上

昇している。上記した真庭郡における同係数は蒜山地域を昭和６０年を除く時点において

下回っている。 

蒜山地域における肉用牛作目の特化係数は昭和３５年～平成２年の７時点において

1.10 以上となり、1.27～1.97 の範囲を乱高下し、そのなかで昭和４０～４５年の２時点は

それぞれ 1.97、1.82 と幾分突出し、同６０年は 1.27 と最低を記録して、平成７～１２年

の２時点は 0.90～0.58 の範囲を下降している。一方、真庭郡は昭和３５年～平成７年の８

時点において 1.10 以上となり、とくに昭和４０～４５年の２時点はそれぞれ 2.50、2.00

と突出し、他の６時点は 1.10～1.67 の範囲を乱高下し、その過程で平成７年は 1.10 と最

低を記録し、同１２年は 0.88 となっている。上記した真庭郡における同係数は蒜山地域を

全時点において上回っている。 

蒜山地域における花卉作目の特化係数は平成７～１２年の２時点において 1.10 以上を

記録し、それぞれ 1.33、1.21 となっている。なお、昭和５０年～平成２年の４時点は 0.64

～1.00 の範囲を概ね上昇している。一方、真庭郡は昭和４５年以降７時点において 1.00

以下となり、0.38～0.90 の範囲を上昇しているが、蒜山地域と比べて各時点においてかな

り大幅に下回っている。 

蒜山地域における雑穀等作目の特化係数は全時点において 1.00 以下となり、昭和３５～

６０年の６時点は 0.72～ 0.33 の範囲、また、平成２～１２年の３時点は 0.05～0.03 の範

囲を推移しいる。一方、真庭郡の場合は平成２年に 1.00 となり、他の８時点は 0.58～0.92 

の範囲を乱高下し、その最高は昭和５０年、最低は同６０年に記録されている。上記した

真庭郡の同係数は蒜山地域を上回り、とくに昭和６０年以降は大幅に上回っている。 

蒜山地域における工芸農作物作目の特化係数は全時点において 1.00 を下回り、昭和３５

～４５年の３時点は 0.61～0.33 の範囲を下降し、同５０年以降は 0.13～0.00 の範囲を急

速に下降している。一方、真庭郡におけ同係数は平成１２年に 1.14 となり、昭和３５～平

成２年の７時点は 0.72～0.44 の範囲を下降し、同７年に 0.86 となっている。上記した真

庭郡の同係数は蒜山地域を大幅に上回っている。 

蒜山地域におけ鶏作目の特化係数は全時点において 1.00 を大幅に下回り、昭和３５～４

５年の３時点は 0.32～0.21 の範囲、同５０年以降は 0.04～0.00 の範囲を下降している。一

方、真庭郡における同係数は昭和４５～５０年の２時点はそれぞれ 1.26、1.03 となり、他

の７時点は 0.97～0.28 の範囲を乱高下し、その最高は昭和５５年、最低は平成１２年に記

録されている。上記した真庭郡の同係数は蒜山地域を大幅に上回っている。 

蒜山地域における豚作目の特化係数は 1.00 を大幅に下回り、昭和３５～４５年の３時点

は 0.17～0.30 の範囲を上下し、同５０～６０年の３時点は 0.08～0.04 の範囲を下降し、そ

の後は記録から消えている。一方、真庭郡における同係数は昭和４０年に 1.40 を記録し、

その後、平成７年までの７時点は 0.67～0.41 の範囲を下降基調で推移し、同１２年には

0.08 と急落している。 
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以上で記述した蒜山地域における各作目の特化係数 1.10 以上を記録した時点を列記す

ると次のとおりである。 

米作目は昭和３５～４０年の２時点で、同係数は 1.19～1.16 となっている。 

野菜作目は全時点に及び、その係数は昭和３５～６０年の６時点は 2.26～2.91 の範囲と

なり、そのなかで同４０年は 3.61 と突出している。平成年代は 1.97～1.48 の範囲を下降

している。 

乳用牛作目は昭和６０年に 1.98 となり、他の８時点は 2.23～3.54 の範囲を乱高下し、

そのなかで 3.00 以上は昭和３５年と平成７～１２年の３時点となっている。 

肉用牛作目は昭和３５年～平成２年の７時点で 1.27～1.97 の範囲を乱高下し、そのなか

で昭和４０～４５年の２時点はそれぞれ 1.97、1.82 で 2.00 に接近し、残りの５時点はが

概ね 1.50 前後となり、同６０年に 1.27 と最低を記録している。 

花卉作目の特化係数は平成７～１２年の２時点において 1.00 以上となり、それぞれ

1.33、1.21 を記録している。 

雑穀等、工芸農作物、鶏、豚の各作目は 1.00 の特化係数を下回っている。 

（２） ４か町村 

⒜ 米作目 

川上村は昭和３５～４５年の３時点で 1.00 以上となり、同３５年は 1.15 を記録し、同

５０年以降６時点は概ね 0.80～0.46 の範囲を下降し、平成１２年には 0.46 となっている。 

八束村は昭和３５～４０年の２時点で 1.00 以上となり、同４０年に 1.11 を記録し、同

４５年以降７時点は 0.93～0.69 の範囲を乱高下し、平成１２年は 0.69 となっている。 

中和村は平成 12 年を除く全時点において 1.10 以上となり、そのなかで昭和年代は 1.22

～1.64 の範囲を乱高下し、平成２年に 2.02、同７年には 1.94 に下降し、同１２年は 0.71

なっている。 

湯原町は昭和５５年を除く８時点で 1.14～1.45 の範囲を乱高下し、平成１２年は 1.45

となっている。なお、昭和５５年は 1.06 を記録している。 

⒝ 野菜作目 

川上村は全時点で 1.10 以上となっている。すなわち、昭和年代は同４５年を除く６時点

において 2.22～2.95 の範囲を乱高下し、同６０年は 2.95 と最高を記録し、平成２年に 2.03

となり、同７年以降は 2.00 を割り、昭和４５年とともに 1.58～1.62 の範囲となっている。 

八束村は全時点で 1.10 以上となっている。すなわち、昭和年代６時点は 3.00 以上とな

り、そのなかで同３５年は 4.51 を記録し、残りの５時点は 3.13～3.90 の範囲を乱高下し、

その最低は同５０年、最高は同６０年となっている。平成年代は 1.85～2.55 の範囲を乱高

下し、その最低は同７年、最高は同２年となっている。 

中和村は昭和３５年～平成２年の７時点で 1.10 以上を記録し、同７～１２年の２時点は

1.00 を大幅に下回っている。上記の７時点は 1.15～3.48 の範囲を乱高下し、その過程で

昭和３５年に 1.15 となり、その後は上昇し、同４５年に 2.96 と 2.00 台に乗り、同５５年

に 3.00 台に達し、3.48 と最高を記録し、同６０年に 2.01、平成２年には 1.18 と下降して

いる。 

湯原町における 1.10 以上の時点は昭和３５年のみで 1.22 を記録し、他の時点は 1.00

以下となり、そのなかで昭和４０～６０年の５時点は 0.53～0.70 の範囲を乱高下し、平成

年代は 0.89～1.06 の範囲を乱高下している。 

⒞ 乳用牛作目 

川上村は全時点において 1.10 を大幅に上回っている。すなわち、昭和３５年に 4.41 と

なり、４か町村で最高水準を示し、同４０年に 3.44 まで低下し、その後は 3.00 台を乱高

下し、同６０年に 2.86 と 2.00 台に下降し、最低を記録し、平成２年に 3.45、同７年に 4.72

と上昇し、同１２年には 4.75 と最高を記録し、４か町村中で最高水準となっている。 

八束村もまた全時点で 1.10 を大幅に上回っている。すなわち、昭和３５年に 3.47 とな

り、同４０年に 2.77 と 2.00 台に低下し、その後は同５０年まで 2.00 台を下降し、同５５

年に 1.74 と 2.00 を切り、同６０年に 1.59 と最低を記録している。平成年代に入ると川上

村と同様に上昇し、平成２年に 2.16 となり、同７年には 3.35 と急上昇し、同１２年に 3.83
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と最高を記録している。 

中和村は昭和３５～４０年の２時点で 1.10 以上となり、同３５年は 3.61 と八束村を幾

分上回り、同４０年には 1.67 と急激に低下している。昭和４５年以降は 0.68～0.19 の範

囲を乱高下している。 

湯原町は全時点で1.10以上となっている。すなわち、昭和３５～４０年はそれぞれ2.59、

2.50 と高く、同４５年に 1.85 と急落し、その後は概ね 1.00 台を下降し、平成２年に 1.71

となり、同７年に 2.30 に上昇し、同１２年には 2.06 となっている。 

⒟） 肉用牛作目 

川上村は昭和４５年に 1.36 となり、残りの８時点は 1.00 未満で推移し、その過程で同

３５～４０年は 0.98、平成１２年は 0.93 となり、1.00 に近接している。しかし、昭和５

０年～平成７年の５時点は概ね 0.73～0.86 の範囲を乱高下している。 

八束村は昭和３５～４５年の３時点において 1.00 以上となり、そのなかで同４０年のみ

1.10 を上回って 1.47 と最高を記録し、同５０年以降は 0.73～0.28 の範囲を下降し、平成

１２年に 0.56 となっている。 

中和村は昭和３５～５５年の５時点において 1.00 以上を記録し、そのなかで昭和５０年

を除く各時点は 1.13～1.84 の範囲を乱高下し、同６０年～平成１２年は 0.63～0.34 の範

囲を乱高下している。 

湯原町は平成 12 年を除く時点において 1.10 以上を記録している。すなわち、昭和３５

年に 2.21、同４０年には 3.57 と急上昇し、その後は 3.00 台で推移し、同５５年に 5.53

と急上昇し、最高に達し、平成２年まで 5.00 台の前半で推移し、同７年に 3.13 に急落し、

同１２年にはＸとなっている。 

⒠ 花卉作目 

川上村は昭和５５年と平成７～１２年の３時点において 1.10 以上となり、1.15～1.47 

の範囲を上昇し、他の３時点は 0.50～0.78 の範囲を乱高下している。 

八束村は昭和５０年と平成年代の３時点において 1.10 以上となり、1.29～1.69 の範囲

を上昇し、残りの昭和５５～６０の２時点はそれぞれ 0.08、0.22 となっている。 

中和村は昭和５５年～平成１２年の５時点において 1.10 以上を記録し、昭和５５年に

1.85 となり、同６０年に 7.33 と急激に上昇して最高を記録し、その後は 5.17～0.47 の範

囲を下降している。 

湯原町は昭和５０年～平成２年間の４時点において記録されているが 1.00 を大幅に下

回っている。 

⒡ 工芸農作物作目 

４か町村とも 1.00 を大幅に下回り、しかもの時系列的に低下ている。 

⒢ 雑穀等目作目 

中和村は昭和５０年に 1.08 を記録し、残りの時点及び他の３か町村は 1.00 を大幅に下

回り、しかも時系列的に低下している。 

⒣ 鶏と豚の両作目 

４か町村とも 1.00 を大幅に下回り、しかも時系列的に低下している。 

以上で記述した各作目の特化状況を町村別にまとめると以下のようである。 

川上村の特化作目は全時点を通じて乳用牛と野菜であり、特化の程度は乳用牛作目の方

が高く、しかも平成年代において強まり、反対に野菜作目は弱まっている。 

八束村の特化作目もまた野菜と乳用牛であるが、両作目の特化の程度を川上村に比べる

と、野菜の方は高く、反対に乳用牛は低くなっている。しかし、両村とも乳用牛と野菜の

特化度が顕著に高い点は注目される。 

中和村の米作目は平成１２年を除く全時点を通じて特化し、その中で平成２～７年に特

化が強まっている。花卉作目は昭和５５年～平成１２年に特化作目となり、とくに昭和６

０年～平成２年に特化が強まっている。肉用牛作目は昭和３５～４５年、同５５年に特化

している。 

湯原町は全時点を通じて肉用牛、米、乳用牛の３作目が特化し、とくに肉用牛作目は昭

和４０年～平成７年に特化が顕著に強まっている。 
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第第第第７７７７節節節節 生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得のののの推移推移推移推移 

 

蒜山地域及び４か町村における農業の生産性を生産農業所得の側面から表４２の資料に

基づき真庭郡並びに岡山県と対比し記述すると以下のとおりである。同表の資料は昭和４

５年以降平成１２年まで３０年間の推移を５年刻みで掲載したものである。しかし、同期

間中の諸物価の変動等のため厳密な時系列比較はできないが、その動向を知ることは可能

と考えられる。 

生産農業所得とは、農業総産出額から物的経費（減価償却費及び間接税を含む）を控除

し、経常補助金等を加算して求めたもので、最終的に農業生産に係わる各生産要素（土地、

労働、資本）に帰属すべき所得であり、農業の純生産額のことである。なお、農業総産出

額は農業生産活動による最終生産物の品目ごとの生産量に、品目ごとの農家庭先価格を乗

じた額を合計して求めたものである。 

本節では、農業生産所得の分析指標としての農家１戸当たり、耕地１０ａ当たり及び農

業専従者１人当たり生産農業所得の推移状況について記述する。 

 

第第第第１１１１項項項項 農家農家農家農家１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和４５年の農家１戸当たり生産農業所得は４６万８千円となり、同

５０年には１０８万７千円（前回年比 132.3%増）と劇的に急増し、その後５年刻み増加率

は 16.9～9.7% の範囲を下降し、同６０年に１３９万４千円と最高に達し、その後は減少基

調に転じ、その過程で平成２年に１２４万２千円（同 10.9% 減）となり、同７年は１２８

万４千円（同 3.4%増）と幾分増加し、同１２年には１０５万５千円（同 17.8% 減）となっ

ている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における１戸当た農業生産所得は昭和４５年

にそれぞれ４９万６千円、３３万３千円、３０万３千円、平成１２年にはそれぞれ１５２

万１千円、６７万６千円、７０万９千円となっている
4)

。 

真庭郡における農家１戸当たり生産農業所得の推移パタ－ンは蒜山地域にかなり類似し

ている。昭和４５年に３４万４千円となり、同５０年には８０万２千円（同 133.1%増）に

急増し、さらに同５５年に８７万５千円（同 21.2% 増）増）に増加し、同６０年には僅差

ながら８７万９千円（同 0.5%増）に増加して最高に達し、平成２年は８７万８千円（同 0.1%

減）と概ね横ばい状態となり、同７年に８４万９千円（同 3.3%減）に減少し、同１２年に

は６４万６千円（同 23.9% 減）に激減している。 

岡山県における同所得の推移状況は蒜山地域と異なり、以下のように平成７年まで増加

基調で推移し、同年に最高に達し、その後は急落している。 

昭和４５年に２９万３千円となり、同５０年に６４万千円（同 120.8%増）に急増し、そ

の後減少に転じ、５年刻み減少率は 16.8～7.2% の範囲を下降し、同６０年に４９万９千円

となり、その後は再び増加に転じ、５年刻み増加率は 6.6～34.4% の範囲を上昇し、平成７

年に７１万５千円と最高に達し、同１２年には４７万７千円（対前回比 33.3% 減）に急減

している。 

以上の農家１戸当たり生産農業所得に関する内容を要約すると次のとおりである。 

昭和４５年における同所得は蒜山地域４６万８千円、真庭郡３４万４千円、岡山県２９

万３千円の順になっている。同年以降、蒜山地域と真庭郡における同所得は増加基調で推

移し、その過程で同５０年に劇的に急増し、その後も一貫して増加し、同６０年に最高に

達し、平成年代に入ると減少に転じ、一方、岡山県の場合は平成７年まで増加基調で推移

し、同年に最高に達し、同１２年には蒜山地域及び真庭郡と同様に急減し、同１２年にお

ける同所得は蒜山地域１０５万５千円、真庭郡６４万６千円、岡山県４７万７千円の順に

なっている。 

上記の蒜山地域における同所得の真庭郡および岡山県との関係性を時系列的に明示する

ため、岡山県における同所得を 1.00 とした指数を昭和４５年－同５０年－同５５年－同６

０年－平成２年－同７年－同１２年の順に列記すると以下のとおりである。 
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蒜山地域：1.60－1.68－2.36－2.79－2.33－1.80－2.21 

真庭郡：1.17－1.24－1.63－1.76－1.65－1.19－1.35 

以上のように、蒜山地域における農家１戸当たり生産農業所得は、全時点において真庭

郡及び岡山県を上回っている。また、蒜山地域の指数は岡山県レベル（指数＝1.00）を全

時点に亘って超え、とくに昭和５５年～平成２年及び同１２年には 2.00 を超えている。一

方、真庭郡の場合には 2.00 を超える時点はみられない。 

（２） ４か町村 

４か町村における農家１戸当たり生産農業所得は、昭和４５年に八束村６１万８千円、

川上村５４万６千円、中和村４６万３千円、湯原町２４万４千円の順になっている。 

同年以降、各町村とも同５０年に劇的に急増し、中和村は同５０年、湯原町は同５５年、

川上村と八束村はともに同６０年に最高に達し、その後の減少過程において川上村は一貫

して減少し、他の３か町村は増減を繰り返している。すなわち、昭和５０年に八束村１５

２万１千円（前回年比 146.1%増）、川上村１４２万７千円（同 161.4%増）、中和村８５万

４千円（同 84.4% 増）、湯原町５４万７千円（同 124.2%増）と激増し、その後の推移状況

は下記のとおりである。 

八束村は５年刻み増加率を 12.8% から 23.9% に上昇し、同６０年に２１２万６千円と最

高に達し、その後減少基調で推移し、その過程で平成２年に１７２万４千円（同 18.9% 比

減）に急減し、同７年には増加に転じ、１８７万３千円（同 8.6 増）となり、同１２年に

は１４６万３千円（同 21.9% 減）に激減している。 

川上村は５年刻み増加率を 40.8% から 9.8%に下降し、同６０年に２２０万５千円と最高

に達し、その後５年刻み減少率は 0.5～19.3%の範囲を上昇し、平成１２年に１５６万３千

円となっている。 

中和村は５年刻み減少率を 5.5%から 6.2%に上昇し、昭和６０年に７５万７千円、平成２

年には５４万１千円（同 28.5% 減）と激減し、その後は増加に転じ、５年刻み増加率は 46.6

～2.1% の範囲を上昇し、同１２年に８１万円となっている。 

湯原町は昭和５５年に５５万３千円（同 1.1%増）に増加し、最高に達し、その後は減少

基調で推移し、その過程で同６０年には４８万９千円（同 11.6% 減）に激減し、その後５

年刻み増加率は 3.9～5.3%の範囲を上昇し、平成２年に５０万８千円に増加し、同１２年に

は３８万４千円（（同 28.2% 減）と劇的に急減している。 

以上で記述した４か町村の農家１戸当たり生産農業所得に関する内容を要約すると次の

とおりである。 

昭和４５年における同所得は八束村６１万８千円、川上村５４万６千円、中和村４６万

３千円、湯原町２４万４千円の順になっている。同年以降、各町村の同所得は増加基調で

推移し、その過程で同５０年に劇的に急増し、中和村は同年、湯原町は同５５年、川上村

と八束村は同６０年に最高に達し、その後における減少基調の過程において、とくに中和

村は同６０年に急減し、平成７年には急増し、他の３か町村は同１２年に急減し、同１２

年に川上村１５６万３千円、八束村１４６万３千円、中和村８１万円、湯原町３８万４千

円の順になっている。 

上記した４か町村の同所得の町村間における関係性を時系列的に明示するため、岡山県

における同所得を 1.00 とした指数を川上村－八束村－中和村－湯原町の順に列記すると

以下のとおりである。 

昭和４５年：1.86－2.10－1.58－0.83 

同５０年：2.21－2.36－1.32－0.85 

同５５年：3.73－3.18－1.50－1.02 

同６０年：4.41－4.26－1.51－0.97 

平成 ２年：3.93－3.24－1.01－0.95 

同 ７年：2.70－2.61－1.10－0.75 

同１２年：3.64－3.40－1.88－0.81 

上記した同所得は全時点を通して川上村と八束村が中和村と湯原町を大幅に上回り、そ

のなかで川上村は昭和５５年以降において八束村を上回り、中和村は全時点において湯原
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町を上回っている。一方、岡山県レベル（指数＝1.00）と比較し同レベルを下回る町村と

その時点は湯原町の昭和５５年を除く時点となっている。なお、川上村と八束村の指数は

かなり近接し、極めて高く、中和村は全時点に亘り岡山県レベルを超えるものの、その指

数は極めて低く、湯原町は大半の時点で岡山県レベル以下となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 耕地耕地耕地耕地１０１０１０１０ａａａａ当当当当たりたりたりたり生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における昭和４５年の耕地１０ａ当たり生産農業所得は昭和４５年に３万２千

円となり、同５０年に７万５千円（前回年比 134.3%増）、同５５年には８万２千円（同 9.3%

増）に急増し、同６０年には８万３千円（同 1.2%増）と最高に達し、平成年代は減少に転

じ、その過程で同２年に６万９千円（同 16.9% 減）に急減し、その後５年刻み減少率は 2.9

～23.9% の範囲を上昇し、同１２年には５万１千円に減少している。ちなみに全国、山陰

地域、山陽地域における同所得は昭和４５年にそれぞれ４万７千円、４万５千円、４万６

千円、平成１２年にはそれぞれ９万５千円、７万３千円、８万２千円となっている
4)

。 

真庭郡における耕地１０ａ当たり生産農業所得の推移経過は蒜山地域にかなり類似して

いるが、その最高額は昭和５５年にみられ、蒜山地域より５年早く、また平成７年に幾分

増加している点は相違し、以下のように推移している。 

昭和４５年に蒜山地域と同額の３万２千円となり、同５０年には８万円（前回年比

150.0%増）に急増し、同５５年に８万２千円（同 2.5%増）とピ－クに達し、蒜山地域と同

額となり、平成２年には６万３千円（同 14.9% 減）に減少し、同７年に６万６千円（（同

4.8%増）と僅差ながら増加し、同１２年には４万５千円（同 31.8% 減）に激減している。 

岡山県における農家１戸当たり生産農業所得は昭和４５年に３万９千円となり、同５０

年には９万１千円（同 130.8%増）に激増し、蒜山地域より１０年早く最高に達し、その後

５年刻み減少率は 14.3～5.6% の範囲を下降し、平成２年に６万８千円に減少し、同７年に

８万９千円（同 30.0% 増）と劇的に急増し、同１２年には５万８千円（同 34.8% 減）に激

減している。 

以上で記述した耕地１０ａ当たり生産農業所得に関する内容を要約すると次のとおりで

ある。 

昭和４５年における同所得は蒜山地域と真庭郡各３万２千円、岡山県３万９千円の順に

なっている。同年以降、３者とも増加基調で推移し、その過程で昭和５０年に劇的に急増

し、岡山県は同５０年、真庭郡は同５５年、蒜山地域は同６０年に最高に達し、その後、

岡山県と真庭郡は減少基調で推移し、蒜山地域は一貫して減少し、その過程でとくに岡山

県は平成７年に急激に増加し、同１２年には真庭郡及び蒜山地域と同様に急激に減少し、

同１２年に岡山県５万８千円、蒜山地域５万１千円、真庭郡４万５千円の順になっている。 

上記した蒜山地域における同所得の真庭郡及び岡山県との関係性を時系列的に明示する

ため、岡山県における同所得を 1.00 とした指数を昭和４５年－同５０年－同５５年－同６

０年－平成２年－同７－同１２年の順に列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域：0.82－0.82－1.05－1.15－1.01－0.75－0.88 

真庭郡：0.82－0.88－1.05－1.03－0.93－0.74－0.78 

以上のように、蒜山地域の同所得は真庭郡に比べて昭和５０年に下回り、同５５年に同

額となり、他の時点では上回っている。一方、岡山県レベル（指数＝1.00）に照らすと、

昭和４５～５０年、平成７～１２年の各時点で下回り、真庭郡の場合も同様である。 

（２） ４か町村 

昭和４５年における耕地１０ａ当たり生産農業所得は八束村と中和村各３万４千円、川

上村３万２千円、湯原町２万９千円の順になり、その後は増加基調で推移し、その過程で

同５０年に激増し、中和村と湯原町は同５０年に最高に達し、その後は減少基調に転じ、

川上村と八束村は同６０年に最高に達し、その後は減少に転じている。 

以上の推移経過のもとで、中和村は昭和５０年に６万１千円（前回年比 79.4% 増）に急

増し、最高に達し、その後５年刻みの減少率は 8.2～7.1%  の範囲を下降し、同６０年に５

万２千円となり、平成２年には３万３千円（同 36.5% 減）に激減し、同７年に４万７千円
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（同 42.4% 増）と再び急増し、同１２年には４万３千円（同 8.5%減）となっている。 

湯原町は昭和５０年に６万７千円（同 131.0%増）に激増し、最高に達し、同５５年は横

ばい状態となり、その後５年刻み減少率は 10.4～3.3% の範囲を下降し、平成２年に５万８

千円に減少し、同７年に６万円（同 3.3%増）と僅差ながら増加し、同１２年には４万２千

円（同 30.0% 減）に激減している。 

川上村は昭和５０年に８万９千円（同 178.1%増）に激増し、その後５年刻み増加率は 27.0

～4.4% の範囲を下降し、同６０年に１１万８千円と最高に達し、その後５年刻み減少率は

8.5～17.6% の範囲を上昇し、同７年に８万９千円となり、同１２年には６万６千円（同

25 .8%減）に激減している。 

八束村は昭和５０年に８万４千円（同 147.1%増）に激増し、その後５年刻み増加率は 8.3

～13.2% の範囲を上昇し、同６０年に１０万３千円と最高に達し、その後５年刻み減少率

は 25.2～7.8% の範囲を下降し、平成７年に８万９千円となり、同１２年には５万２千円（同

26.8% 減）に激減している。 

以上で記述した耕地１０ａ当たり生産農業所得に関する内容を要約すると次のとおりで

ある。 

昭和４５年に八束村と中和村各３万４千円、川上村３万２千円、湯原町２万９千円の順

になっている。同年以降、各町村は増加基調で推移し、その過程で昭和５０年に劇的に急

増し、中和村と湯原町は同５０年、川上村と八束村は同６０年に最高に達し、その後、中

和村と湯原町は減少基調で推移し、その過程でとくに中和村は平成２年に激減し、同７年

に激増し、湯原町は同１２年に激増し、一方、川上村と八束村は一貫して減少し、とくに

八束村は平成２年、そして同村と川上村は同１２年に激減し、平成１２年における同所得

は川上村６万６千円、八束村５万２千円、中和村４万２千円、湯原町４万３千円の順にな

っている。 

上記した同所得の４か町村間における関係性を時系列的に明示するため、岡山県におけ

る同所得を 1.00 とした指数を川上村－八束村－中和村－湯原町の順に列記すると以下の

とおりである。 

昭和４５年：0.82－0.87－0.87－0.74 

同５０年：0.97－0.92－0.67－0.73 

同５５年：1.44－1.16－0.71－0.85 

同６０年：1.63－1.43－0.72－0.83 

平成 ２年：1.71－1.22－0.52－0.92 

同 ７年：1.00－0.79－0.52－0.67 

同１２年：1.14－0.90－0.74－0.72 

上記したように、耕地１０ａ当たり生産農業所得は昭和４５年以外の時点において、川

上村と八束村は中和村と湯原町を上回り、とくに同５５年以降において、その較差は拡大

している。以上の較差状況のなかで川上村は昭和４５年を除く時点で八束村を上回り、湯

原町は同４５年と平成１２年以外の時点で中和村を上回っている。一方、岡山県レベル（指

数＝1.00）に比べて同レベルを上回る町村とその時点をみると、川上村は昭和５５年～平

成２年及び同１２年、八束村は昭和５５年～平成２年となり、反対に中和村と湯原町は大

幅に下回っている。なお、川上村の指数は八束村を上回り、同様に湯原町は中和村を上回

っている。 

 

第第第第３３３３項項項項 農業専従者農業専従者農業専従者農業専従者１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域においける農業専従者１人当たり生産農業所得は昭和４５年に２６万３千円と

なり、同５０年に１０４万４千円（前回年比 297.0%）と劇的に急増し、同５５年に９５万

３千円（同 8.7%減）に減少し、その後は１００万円前後の増減を繰り返し、平成７年に１

１５万８千円（同 17.7% 増）と最高に達し、同１２年には９６万３千円（同 16.8% 減）と

なっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同所得は昭和４５年にそれぞれ

３０万５千円、２３万４千円、２１万５千円、平成１２年にはそれぞれ１００万１千円、
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４９万５千円、５１万８千円となっている
4)

。 

真庭郡と岡山県の場合も蒜山地域とかなり類似のパタ－ンで以下のように推移してい

る。 

真庭郡は昭和４５年に２２万１千円となり、同５０年に８６万７千円（同 292.3%）に激

増し、同５５年には７６万円（同 12.3% 減）に減少し、その後は概ね横ばい状態で推移し、

平成７年に９５万３千円（同 25.1% 増）と最高に達し、同１２年には７１万６千円（同 24.9% 

減）となっている。 

岡山県は昭和４５年に２７万円となり、同５０年には９６万４千円（同 257.0%増）に激

増し、同５５年に９０万７千円（同 5.9 減）に減少し、その後増加基調で推移し、平成７

年に１３５万１千円（同 33.4% 増）と最高に達し、同１２年には８９万５千円（同 33.8% 

減）となっている。 

以上で記述した農業専従者１人当たり生産農業所得に関する内容を要約すると次のよう

である。 

昭和４５年に岡山県２７万円、蒜山地域２６万３千円、真庭郡２２万１千円の順になっ

ている。同年以降、３者は増加基調で推移し、その過程で昭和５０年に劇的に急増し、平

成７年に最高に達し、同１２年には激減し、蒜山地域９６万３千円、岡山県８９万５千円、

真庭郡７１万６千円の順になっている。 

上述した蒜山地域における農業専従者１人当たり生産農業所得の真庭郡及び岡山県との

関係性を時系列的に明示するため、岡山県の同所得を 1.00 とした指数を昭和４５年－同５

０年－同５５年－同６０年－平成２年－同７年－同１２年の順に列記すると以下のとおり

である。 

蒜山地域：0.97－1.08－1.05－1.24－0.97－0.86－1.08 

真庭郡：0.82－0.90－0.84－0.92－0.75－0.71－0.80 

以上のように、蒜山地域の同所得は全時点において真庭郡を上回り、岡山県レベル（指

数＝1.00））と対比すると昭和４５年、平成２年、同７年を除く時点で上回り、真庭郡の

場合は全時点において同レベルを下回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村における農業専従者１人当たり生産農業所得は昭和４５年に八束村３３万９千

円、川上村３０万２千円、中和村２５万２千円、湯原町１６万円の順になっている。 

同年以降、各町村とも増加基調で推移し、その過程で中和村は同５０年、川上村は平成

２年、八束村と湯原町は同７年に最高に達し、その後は減少に転じ、以下のように推移し

ている。 

中和村は昭和５０年に１２６万１千円（前回年比 400.4%増）と劇的に急増し、最高に達

し、同５５年には９４万１千円（同 25.4% 減）に減少し、その後横ばい状態で推移し、平

成２年に６４万３千円（同 32.5% 減）に激減し、同７年に１１０万１千円（同 71.2% 増）

と再び激増し、同１２年には９８万５千円（同 10.5% 減）となっている。 

川上村は昭和５０年に１０５万２千円（同 248.3%増）と劇的に急増し、その後５年刻み

増加率は 15.1～8.2% の範囲を下降し、平成２年に１４５万６千円と最高に達し、その後５

年刻み減少率は 3.7～12.1% の範囲を上昇し、同１２年に１２３万２千円となっている。 

八束村は昭和５０年に１２９万円（同 280.5%増）と劇的に急増し、同５５年には１１７

万２千円（同 9.3%減）に減少し、その後増減を重ね、平成７年に１５３万６千円（同 17.0% 

増））と最高に達し、同１２年には１１５万６千円（同 24.7%減）となっている。 

湯原町は昭和５０年に５７万１千円（同 256.9%増）と劇的に急増し、その後５年刻み減

少率は 14.5～7.6% の範囲を下降し、同６０年に４５万１千円となり、その後５年刻み増加

率は 16.4～12.8%の範囲を下降し、平成７年に５９万２千円と最高に達し、同１２年には４

７万９千円（同 19.1%減）となっている。 

以上で記述した農業専従者１人当たり所得に関する内容を要約すると次のとおりであ

る。 

昭和４５年に八束村３３万９千円、川上村３０万２千円、中和村２５万２千円、湯原町

１６万円の順になっている。同年以降、各町村は増加基調で推移し、その過程で同５０年
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に劇的に急増し、その中で中和村は同５０年に最高に達し、その後増減を反復し、川上村

は平成２年、八束村と湯原町は同７年に最高に達し、同１２年に川上村１２３万２千円、

八束村１１５万６千円、中和村９８万５千円、湯原町４７万９千円の順になっている。 

上記した４か町村の農業専従者１人当たり生産農業所得の町村間における関係性を時系

列的に明示するため、岡山県における同所得を 1.00 とした指数を川上村－八束村－中和村

－湯原町の順に列記すると以下のとおりである。 

昭和４５年：1.11－1.25－0.93－0.59 

同５０年：1.09－1.33－1.30－0.59 

同５５年：1.33－1.28－1.03－0.53 

同６０年：1.58－1.74－1.11－0.52 

平成 ２年：1.43－1.29－0.63－0.51 

同 ７年：1.03－1.13－0.81－0.43 

同１２年：1.38－1.29－1.10－0.54 

以上のように、農業専従者１人当たり生産農業所得は、川上村と八束村が中和村及び湯

原町を上回り、そのなかで八束村は昭和５５年、平成２年及び同１２年を除く時点で川上

村を上回り、中和村は全時点で湯原町を上回っている。一方、岡山県レベルに比べて、川

上村と八束村は全時点で同レベルを超え、中和村は昭和４５年及び平成２～７年以外の時

点で同レベルを超え、湯原町は全時点で同レベルを大幅に下回っている。 

 

第第第第８８８８節節節節 農産物販売金額規模別農家構成農産物販売金額規模別農家構成農産物販売金額規模別農家構成農産物販売金額規模別農家構成のののの推移推移推移推移  

 

先に第６、７節において蒜山地域及び４か町村における農業生産の展開過程を農業粗生

産額及び生産農業所得の側面から述べてきたが、本節では農産物販売金額の視点から表４

３－１、４３－２の資料に基づき記述する。 

本表は昭和３５年～平成１２年における農産物販売金額規模別農家数割合（以下、農家

階層シェア）を農業センサス資料により作成したものである。 

農業センサスにおける農産物販売金額別規模区分には、農業生産量の増大と農産物価格

の変動等により統計調査年次間に変化がみられ、とくに１００万円以下と５００万円以上

の細区分において著しい。また、センサス対象農家は昭和３５～６０年は総農家、平成２

～１２年は販売農家となり、昭和６０年と平成２年は厳密には連結しない。 

以上の事情等を考慮し、本表では記載の時点を昭和３５年、同５５年、平成２年、同１

２年の４時点とし、農産物販売金額規模は１０万円未満、１０～５０万円、５０～１００

万円、１００～２００万円、２００～３００万円、３００～５００万円、５００～１００

０万円、１０００～２０００万円、２０００～３０００万円、３０００～５０００万円の

１０区分としているが、平成２年及び同１２年は１０万円未満を１５万円、１０～５０万

円を１５～５０万円に読み替える。なお、農業センサスにおける上記の規模区分の最上位

は昭和４０年までは１００～２００万円、同５５年までは１０００～２０００万円、その

後は３０００～５０００万円となっており、平成７年は５０００万円以上が追加されてい

る。 

本項では蒜山地域における上記農家階層シェアの様態について真庭郡及び岡山県と対比

し、また４か町村における町村間の比較を行っているが、その際農家階層シェアの特化係

数を使っている。その特化係数とは、岡山県の農産物販売金額別農家数構成に照らして蒜

山地域あるいは町村における同構成の特徴を明らかにする指標で、岡山県の同構成割合を

1.00 とした比で示され、その数値が 1.00 を超え、大きくなるほど地域あるいは町村はそ

の農家階層への特化を強めていることを意味する。  

 

第第第第１１１１項項項項 農産物販売金額規模別農家階層農産物販売金額規模別農家階層農産物販売金額規模別農家階層農産物販売金額規模別農家階層シェアシェアシェアシェアのののの推移推移推移推移 

蒜山地域における昭和３５年、同５５年、平成２年、同１２年の４時点の農家階層シェ

アの様態は以下のとおりである。 

① 昭和３５年 
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蒜山地域における農家階層シェアは、１０万円未満階層 39.6% 、１０～５０万円階層

57.7% 、５０～１００万円階層 2.6%、１００～２００万円階層 0.1%  となり、また、５０

万円未満階層は 97.3% 、１００万円未満階層は 99.9% となっている。ちなみに全国、山陰

地域、山陽地域における５０万円未満階層と１００万円未満階層の両シェアは、以上の地

域順に５０万円未満階層は 96.1% 、98.5% 、98.6% 、１００万円未満階層は 99.7% 、99.9% 、

99.9% となっている
1)

。 

真庭郡における農家階層シェアは、１０万円未満階層 58.4% 、１０～５０万円階層

40.6% 、５０～１００万円階層 1.0%、１００～２００万円階層 0.0%となり、また、５０万

円未満階層 99.0% 、１００万円未満階層 100%となっている。以上の農家階層シェアを蒜山

地域と比べると、１０万円未満階層は 18.8 ポイント上回り、反対に１０～５０万円階層

17.1 ポイント、５０～１００万円階層 1.6 ポイント、１００～２００万円階層 0.1 ポイ

ント下回っている。また、５０万円未満階層と１００万円未満階層は上回り、その較差は

それぞれ 1.7 ポイント、0.1 ポイントとなっている。 

岡山県における農家階層シェアは、１０万円未満階層 52.2% 、１０～５０万円階層

45.6% 、５０～１００万円階層 2.1%、１００～２００万円階層 0.1%となり、また、５０万

円未満階層 97.8% 、１００万円未満階層 99.9% となっている。以上の農家階層シェアを蒜

山地域と比べると、１０万円未満階層は 12.6 ポイント上回り、反対に５０～１００万円階

層と１００～２００万円階層は下回り、その較差はそれぞれは 0.6 ポイントとなり、１０

０～２００万円階層は同水準となっている、また、５０万円未満階層と１００万円未満階

層は上回り、その較差はそれぞれ 0.5 ポイント、０ポイントとなっている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における農家階層シェアの特化係数をみると、１０万円未満階

層は蒜山地域 0.76、真庭郡 1.12 となり、以上の地域順に１０～５０万円階層は 1.27、0.89、

５０～１００万円階層 1.23、0.48、１００～２００万円階層 1.00、0.00 となっている。 

② 昭和４０～５５年 

昭和４０年以降、同５５年に至る間における１０万円未満、１０～５０万円、５０～１

００万円、１００～２００万円の４階層シェアの動向について簡単に触れると以下のよう

である。 

１０万円未満階層は蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに昭和４０年に急激に縮小し、その

後は概ね横ばい状態となっている。１０～５０万円階層は蒜山地域では緩やかに縮小し、

昭和５５年に急落し、一方、真庭郡と岡山県は緩やかに拡大し、同５５年には急上昇して

いる。５０～１００万円階層は蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに昭和４０年に急激に拡大

し、その後緩やかな拡大を続け、同５０年に急落し、同５５年には多少拡大している。１

００～２００万円階層は拡大パタ－ンで推移し、その過程で昭和４５年に急激に拡大し、

その後、蒜山地域は縮小し、横ばい状態となり、一方、真庭郡と岡山県は拡大を続けてい

る。そして２００万円以上の各階層シェアは昭和４５年に初めて記録されている。 

③ 昭和５５年 

蒜山地域における農家階層シェアは１０万円未満階層5.1%、１０～５０万円階層24.3% 、

５０～１００万円階層 17.0% 、１００～２００万円階層 18.7% 、２００～５００万円階層

19.5% 、５００～１０００万円階層 10.3% 、１０００～２０００万円階層 5.1%となり、ま

た、５０万円未満階層 29.4% 、１００万円未満階層 46.4% 、１０００万円以上階層は 5.1%

となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における農家階層シェアは、以上の地

域順に５０万円未満階層は 39.0% 、41.3% 、54.3% 、１００万円未満階層は 57.3% 、63.9% 、

75.2% 、１００～２００万円階層は 19.9% 、20.2% 、16.0% 、２００～５００万円階層は

16.2% 、11.6% 、6.6%、５００～１０００万円階層は 4.8%、3.1%、1.4%、１０００万円以

上階層は 1.8%、1.1%、0.8%となっている
1)

。 

真庭郡における農家階層シェアは１０万円未満階層 13.2% 、１０～５０万円階層 36.8% 、

５０～１００万円階層 18.8% 、１００～２００万円階層 14.5% 、２００～５００万円階層

9.8%、５００～１０００万円階層 4.2%、１０００～２０００万円階層 2.7%となり、また、

５０万円未満階層 50.0% 、１００万円未満階層 68.8% 、１０００万円以上階層 2.7%とな

っている。 
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上記した真庭郡における農家階層シェアを蒜山地域と比べると、１０万円未満、１０～

５０万円、５０～１００万円の各階層はそれぞれ 8.1 ポイント、12.5 ポイント、1.8 ポイ

ント上回り、反対に１００～２００万円、２００～５００万円、５００～１０００万円、

１０００～２０００万円の階層はそれぞれ 4.2 ポイント、9.7 ポイント、6.1 ポイント、

2.4 ポイント下回っている。また、５０万円未満と１００万円未満の両階層はそれぞれ 20.6

ポイント、22.4 ポイント上回リ、反対に１０００万円以上階層は 2.4 ポイント下回ってい

る。 

岡山県における農家階層シェアは１０万円未満階層 15.5% 、１０～５０万円階層 39.0% 、

５０～１００万円階層 19.8% 、１００～２００万円階層 14.6% 、２００～５００万円階層

8.0%、５００～１０００万円階層 2.0%、１０００～２０００万円階層 1.1%となり、また、

５０万円未満階層 54.5% 、１００万円未満階層 74.3% 、１０００万円以上階層 1.1%とな

っている。 

上記の岡山県における農家階層シェアを蒜山地域と比べると、１０万円未満、１０～５

０万円、５０～１００万円の各階層はそれぞれ 10.4 ポイント、14.7 ポイント、2.8 ポイ

ント上回り、反対に１００～２００万円、２００～５００万円、５００～１０００万円の

各階層はそれぞれ 4.1 ポイント、11.5 ポイント、8.3 ポイント、4.0 ポイント下回ってい

る。また、５０万円未満と１００万円未満の両階層はそれぞれ 25.1 ポイント、27.9 ポイ

ント上回り、反対に１０００万円以上階層は 4.0 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における農家階層シェアの特化係数をみると、１０万円未満階

層は蒜山地域 0.33、真庭郡 0.85 となり、以上の地域順に１０～５０万円階層は 0.62、0.94、

５０～１００万円階層は 0.86、0.95、１００～２００万円階層は 1.28、0.99、２００～５

００万円階層は 2.44、1.23、５００～１０００万円階層は 5.15、2.10、１０００～２００

０万円階層は 4.63、2.45 となっている。 

④ 平成２年 

蒜山地域における農家階層シェアは、１５万円未満階層 5.5%、１５～５０万円階層

21.0% 、５０～１００万円階層 20.3% 、１００～２００万円階層 18.1% 、２００～５００

万円階層 13.7% 、５００～１０００万円階層 11.6% 、１０００～２０００万円階層 5.9%、

２０００～３０００万円階層 2.5%、３０００～５０００万円階層 1.4%となり、また、５０

万円未満階層 26.5% 、１００万円未満階層 46.8% 、１０００万円以上階層 9.8%となって

いる。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における農家階層シェアは、以上の地域順に５

０万円未満階層は 31.4% 、36.8% 、47.4% 、１００万円未満階層は 51.4% 、61.0% 、72.3% 、

１００～２００万円階層は 19.9% 、20.2% 、16.4% 、２００～５００万円階層は 16.8% 、

12.5% 、7.5%、５００～１０００万円階層は 7.1%、4.0%、2.2%、１０００万円以上階層は

4.8%、2.3%、1.5%となっている
1)

。 

真庭郡における農家階層シェアは、１５万円未満階層 13.3% 、１５～５０万円階層

36.4% 、５０～１００万円階層 20.1% 、１００～２００万円階層 13.3% 、２００～５００

万円階層 8.0%、５００～１０００万円階層 4.5%、１０００～２０００万円階層 2.7%、２

０００～３０００万円階層 1.1%、３０００～５０００万円階層 0.6%となり、また、５０万

円未満階層 49.7% 、１００万円未満階層 69.8% 、１０００万円以上階層 4.4%となってい

る。 

上記した真庭郡における各農家階層シェアを蒜山地域と比較すると、１５万円未満階層

及び１５～５０万円階層は上回り、その較差はそれぞれ 7.8 ポイント、25.4 ポイントとな

り、反対に５０～１００万円、１００～２００万円、２００～５００万円、５００～１０

００万円、１０００～２０００万円、２０００～３０００万円、３０００～５０００万円

の各階層は下回り、その較差はそれぞれ 0.2 ポイント、4.8 ポイント、5.7 ポイント、7.1 

ポイント、3.2 ポイント、1.4 ポイント、0.8 ポイントとなっている。また、５０万円未

満と１００万円未満の両階層は真庭郡の方が上回り、その較差はそれぞれ 23.4 ポイント、

2.3 ポイントとなり、反対に１０００万円以上階層は 4.6 ポイント下回っている。 

岡山県における農家階層シェアは、１５万円未満階層 13.6% 、１５～５０万円階層

36.7% 、５０～１００万円階層 22.8% 、１００～２００万円階層 13.9% 、２００～５００
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万円階層 8.2%、５００～１０００万円階層 2.7%、１０００～２０００万円階層 1.4%、２

０００～３０００万円階層 0.4%、３０００～５０００万円階層 0.3%となり、また、５０万

円未満階層 50.3% 、１００万円未満階層 73.1% 、１０００万円以上階層 2.1%となってい

る。 

上記した岡山県における農家階層シェアは蒜山地域に比べて１５万円未満、１５～５０

万円、５０～１００万円の各階層は上回り、その較差はそれぞれ 8.1 ポイント、25.7 ポイ

ント、2.5 ポイントとなり、反対に１００～２００万円、２００～５００万円、５００～

１０００万円、１０００～２０００万円、２０００～３０００万円、３０００～５０００

万円の各階層は下回り、その較差はそれぞれ 4.2 ポイント、5.5 ポイント、8.9 ポイント、

4.5 ポイント、2.1 ポイント、1.1 ポイントとなっている。また、５０万円未満と１００

万円未満の両階層は岡山県の方が上回り、その較差はそれぞれ 23.8 ポイント、26.3 ポイ

ントとなり、反対に１０００万円以上階層は 2.1 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における農家階層シェアの特化係数をみると、１５万円未満階

層は蒜山地域 0.40、真庭郡 0.98 となり、以上の地域順に１５～５０万円階層は 0.57、0.99、

５０～１００万円階層は 0.89、0.88、１００～２００万円階層は 1.30、0.96、２００～５

００万円階層は 1.67、0.98、５００～１０００万円階層は 4.30、1.67、１０００～２００

０万円階層は 4.21、1.93、２０００～３０００万円階層は 6.25、2.75、３０００～５００

０万円階層は 4.67、2.00 となっている。 

⑤ 平成１２年 

蒜山地域における農家階層シェアは、１５万円未満階層 9.7%、１５～５０万円階層

26.5% 、５０～１００万円階層 24.3% 、１００～２００万円階層 13.8% 、２００～５００

万円階層 10.7% 、５００～１０００万円階層 6.9%、１０００～２０００万円階層 4.1%、

２０００～３０００万円階層 1.9%、３０００～５０００万円階層 2.1%となり、また、５０

万円未満階層 36.2% 、１００万円未満階層 60.5% 、１０００万円以上階層 8.1%となって

いる。 

ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における農家階層シェアは、以上の地域順に５０万

円未満階層は 38.9% 、49.1% 、54.3% 、１００万円未満階層は 55.3% 、72.5% 、77.8% 、

１００～２００万円階層は 15.5% 、12.0% 、11.0% 、２００～５００万円階層は 15.0% 、

9.2%、7.0%、５００～１０００万円階層は 7.4%、3.8%、2.4%、１０００万円以上階層は 6.9%、

2.6%、1.8%となっている
1)

。 

真庭郡における農家階層シェアは１５万円未満階層 19.0% 、１５～５０万円階層 39.5% 、

５０～１００万円階層 20.2% 、１００～２００万円階層 9.1%、２００～５００万円階層

5.8%、５００～１０００万円階層 2.9%、１０００～２０００万円階層 1.7%、２０００～３

０００万円階層 1.0%、３０００～５０００万円階層 0.8%となり、また、５０万円未満階層

58.5% 、１００万円未満階層 78.7% 、１０００万円以上階層 3.5%となっている。 

上記した真庭郡における農家階層シェアは蒜山地域と比べて、１５万円未満と１５～５

０万円の両階層は上回り、その較差はそれぞれ 9.3 ポイント、13.0 ポイントとなり、反対

に５０～１００万円、１００～２００万円、２００～５００万円、５００～１０００万円、

１０００～２０００万円、２０００～３０００万円、３０００～５０００万円の各階層は

下回り、その較差はそれぞれ 4.1 ポイント、4.7 ポイント、4.9 ポイント、4.0 ポイント、

2.4 ポイント、0.9 ポイント、0.3 ポイントとなっている。また、５０万円未満と１００

万円未満の両階層は上回り、その較差はそれぞれ 22.3 ポイント、18.2 ポイントとなり、

反対に１０００万円以上階層は 4.6 ポイント下回っている。 

岡山県における農家階層シェアは１５万円未満階層 17.4% 、１５～５０万円階層 38.6% 、

５０～１００万円階層 21.5% 、１００～２００万円階層 10.3% 、２００～５００万円階層

7.4%、５００～１０００万円階層 2.6%、１０００～２０００万円階層 1.3%、２０００～３

０００万円階層 0.5%、３０００～５０００万円階層 0.4%となり、また５０万円未満階層

56.0% 、１００万円未満階層 77.5% 、１００～５００万円階層 17.7% 、１０００万円以上

階層 2.2%となっている。 

以上の岡山県における農家階層シェアは蒜山地域に比べて、１５万円未満階層と１５～
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５０万円階層は上回り、その較差はそれぞれ 7.8 ポイント、12.1 ポイントなり、反対に５

０～１００万円、１００～２００万円、２００～５００万円、５００～１０００万円、１

０００～２０００万円、２０００～３０００万円、３０００～５０００万円の各階層は下

回り、その較差はそれぞれ 2.8 ポイント、3.5 ポイント、2.7 ポイント、4.3 ポイント、

2.8 ポイント、1.4 ポイント、1.8 ポイントとなっている。また、５０万円未満と１００

万円未満の両階層は上回り、その較差はそれぞれ 19.9 ポイント、17.1 ポイントとなり、

反対に１０００万円以上階層は 6.0 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における農家階層シェアの特化係数をみると、１５万円未満階

層は蒜山地域 0.56、真庭郡 1.09 となり、以上の地域順に１５～５０万円階層は 0.69、1.02、

５０～１００万円階層は 1.13、0.94、１００～２００万円階層は 1.34、0.88、２００～５

００万円階層は 1.36、0.78、５００～１０００万円階層は 2.65、1.12、１０００～２００

０万円階層は 3.15、1.31、２０００～３０００万円階層は 3.80、2.00、３０００～５００

０万円階層は 7.00、2.67 となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 農産物販売金額規模別農家農産物販売金額規模別農家農産物販売金額規模別農家農産物販売金額規模別農家階層階層階層階層シェアシェアシェアシェアのののの地域間比較地域間比較地域間比較地域間比較 

本項では上記した昭和３５年、同５５年、平成２、同１２年の４時点における農産物販

売金額規模別農家階層シェアの様態に関し真庭郡及び岡山県との比較を行うため、先ず蒜

山地域、真庭郡、岡山県における農家階層シェアを１０万円（平成２年と同１２年は１５

万円）未満階層－１０～５０万円（平成２年と同１２年は１５～５０万円）階層－５０万

円未満階層－１００万円未満階層－１００～５００万円階層－５００～１０００万円階

層、１０００万円以上階層の順に、同階層シェアの概数（少数点以下四捨五入）を以下に

列記する。なお、記載した 0.0%は 0.5%未満、０％は該当農家不在を示し、また、四捨五入

のため内訳と計が一致しない場合もある。 

昭和３５年 

蒜山地域：４０％－５８％－９７％－１００％－ 0.0%－ ０％－ ０％ 

真庭郡：５８％－４１％－９９％－１００％－ 0.0%－ ０％－ ０％ 

岡山県：５２％－４６％－９８％－１００％－ 0.0%－ ０％－ ０％ 

昭和５５年 

蒜山地域： ５％－２４％－２９％－ ４６％－３８％－１０％－ ５％ 

真庭郡：１３％－３７％－５０％－ ６９％－２４％－ ４％－ ３％ 

岡山県：１６％－３９％－５５％－ ７４％－２３％－ ２％－ １％ 

平成 ２年 

蒜山地域： ６％－２１％－２７％－ ４７％－４３％－１２％－１０％ 

真庭郡：１３％－３６％－５０％－ ７０％－２６％－ ５％－ ４％ 

岡山県：１４％－３７％－５０％－ ７３％－２５％－ ３％－ ２％ 

平成１２年 

蒜山地域：１０％－２７％－３６％－ ６１％－２４％－ ７％－ ８％ 

真庭郡：１９％－４０％－５９％－ ７９％－１５％－ ３％－ ４％ 

岡山県：１８％－３９％－５６％－ ７８％－１８％－ ３％－ ２％ 

以上で列記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における農家階層シェアの関係性は以下のよ

うである。 

① 昭和３５年 

１０万円未満階層シェアは真庭郡５８％、岡山県５２％、蒜山地域４０％の順になり、

真庭郡は幾分は突出し、蒜山地域は極めて低水準となっている。１０～５０万円階層シェ

アは蒜山地域５８％、岡山県４６％、真庭郡４１％の順になり、３地域の関係は１０万円

未満階層の場合を逆転し、一方、５０万円未満階層は真庭郡９９％、岡山県９８％、蒜山

地域９７％となり、相互に近接している。 

以上の両農家階層シェアの残余部分（両階層シェア合計１００％に未達成部分）は５０

～１００万円階層と１００～２００万円階層に配分され、５０～１００万円階層シェアは

蒜山地域３％、岡山県２％、真庭郡１％、１００～２００万円階層は蒜山地域、岡山県、
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真庭郡各 0.0%となっている。 

次に上記した蒜山地域及び真庭郡における農家階層シェアの特化係数 1.00 以上の農家

階層と同係数をみると、蒜山地域は１０～５０万円階層 1.27、５０～１００万円階層 1.23、

１００～２００万円階層 1.00 となっている。一方、真庭郡は１０万円未満階層 1.12 とな

っている。以上の特化係数の数値から、蒜山地域は１０～５０万円と５０～１００万円の

両階層への特化を幾分強め、真庭郡における１０万円未満階層への特化は微弱である。 

換言すると蒜山地域における１０万円未満階層シェアは岡山県の平均レベルを割り込

み、１００～２００万円階層シェアは同レベルに達し、一方、真庭郡では５０～１００万

円階層シェアが同レベルを切っている。 

② 昭和５５年 

１０万円未満階層シェアは岡山県１６％、真庭郡１３％、蒜山地域５％、１０～５０万

円階層シェアは岡山県３９％、真庭郡３７％、蒜山地域２４％の順になり、したがって５

０万円未満階層シェアは岡山県５５％、真庭郡５０％、蒜山地域２９％となっている。５

０～１００万円階層シェアは岡山県２０％、真庭郡１９％、蒜山地域１７％の順になり、

その結果として１００万円未満階層シェアは岡山県７４％、真庭郡６９％、蒜山地域４６

％の順になっている。 

上記した蒜山地域の階層シェアは各階層において最低水準となり、一方、岡山県はとく

に１０万円未満階層と１０～５０万円階層及び５０万円未満階層において突出し、真庭郡

は同県に比較的近接し、蒜山地域と岡山県及び真庭郡の較差は５０～１００万円階層を除

く各階層において極めて大きい。このことは蒜山地域における農産物販売農家の分布集中

域が１００万円以上階層へ移動していることを物語っている。以上の農家階層シェアにみ

られる蒜山地域、真庭郡及び岡山県における上下の関係性は平成２年、同１２年に引き継

がれている。 

以上で記述した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未

達成部分）は蒜山地域５４％、真庭郡３１％、岡山県２６％となり、それらは１００万円

以上の各階層に次の配分率（残余シェアに占める１００万円以上各階層シェアの割合）に

よって分配されている。 

１００～５００万円階層への配分率は蒜山地域７２％、真庭郡７８％、岡山県８８％、

５００～１０００万円階層への配分率は以上の地域順に１９％、１３％、８％、同様に１

０００万円以上階層へは１０％、９％、４％となっている。以上のように１００～５００

万円階層への配分率は岡山県が突出し、蒜山地域と真庭郡は大幅に下回り、とくに蒜山地

域は最低となり、一方、５００～１０００万円階層及び１０００万円以上階層への配分率

は蒜山地域が最高となり、次いで真庭郡、岡山県と続いている。 

以上のように各階層への配分率は農家階層規模の拡大に伴って低下し、そのなかで蒜山

地域は真庭郡及び岡山県に比べて１００～５００万円階層では最低となり、５００～１０

００万円階層と１０００万円以上階層では最高となっている。このことは前述したように

蒜山地域における販売農家の分布集中域が１００～５００万円階層から同階層以上の各階

層へと移動していることを意味する。 

上記した１００万円以上の各階層への配分率のもとで、１００～５００万円階層シェア

は蒜山地域３８％、真庭郡２４％、岡山県２３％の順になり、以上の地域順に５００～１

０００万円階層シェアは１０％、４％、２％、１０００万円以上階層シェアは５％、３％、

１％の順になっている。以上のように蒜山地域は各階層で真庭郡及び岡山県を大幅に上回

り、そのなかで真庭郡と岡山県は比較的近接している。 

以上で記述した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未

達成部分）の１００万円以上の３階層すなわち１００～５００万円階層、５００～１００

０万円階層及び１０００万円以上階層への配分率と同３階層シェアにみられる蒜山地域、

真庭郡、岡山県の３者間における上下の関係性は平成２年、同１２年に引き継がれている。

この関係性は１００万円未満階層シェアの最も低い蒜山地域が１００万円以上の各階層シ

ェアを伸ばしたことに由来する。 

次に上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における１００～５００万円階層、５００～
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１０００万円階層、１０００万円以上階層における細区分階層シェアの様態を知るため、

以上の各階層シェアに占める細区分階層シェアの比率を示すと以下のとおりである。 

１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円階層、２００～３００万円

階層及び３００～５００万円階層シェアの比率は、以上の階層順に蒜山地域は４９％、２

４％、２７，真庭郡は６０％、２１％、２０％、岡山県は６５％、２１％、１５％となり、

蒜山地域は真庭郡及び岡山県に比べて１００～２００万円階層の比率は著しく低く、反対

に２００～３００万円階層と３００～５００万円階層の比率は高く、しかも３００～５０

０万円階層において一層高くなっている。以上の比率からみると、真庭郡及び岡山県にお

ける販売農家は１００～２００万円階層への分布集中度が高く、反対に蒜山地域は２００

～３００万円階層、さらに３００～５００万円階層への分布集中度が高く、とくに後者階

層において著しい。 

５００～１０００万円階層シェアに占める５００～７００万円階層シェアの比率は蒜山

地域５５％、真庭郡５３％、岡山県６１％となり、岡山県が最も高く、蒜山地域と真庭郡

は近接し、したがって７００～１０００万円階層への分布集中度は岡山県の方が高くなっ

ている。 

１０００万円以上階層シェアに占める１０００～２０００万円階層シェアの比率は蒜山

地域、真庭郡、岡山県ともに１００％となっている。 

上記した１００～２００万円階層、２００～３００万円階層、３００～５００万円階層

の比率にみられる蒜山地域、真庭郡及び岡山県の３者間における上下の関係性は平成２年、

同１２年に引き継がれている。 

次に上記した蒜山地域と真庭郡における農家階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層と

同数値をみると、蒜山地域は１００～２００万円階層 1.28、２００～５００万円階層 2.44、

５００～１０００万円階層 5.15、１０００～２０００万円階層 4.64 となり、一方、真庭

郡は２００～５００万円階層 1.23、５００～１０００万円階層 2.10、１０００～２０００

万円階層 2.45 となり、蒜山地域及び真庭郡ともに階層規模の拡大とともに上昇している

が、その数値は蒜山地域の方が大幅に上回っている。 

以上の特化係数の数値から、蒜山地域は１００～２００万円階層以上の各階層への特化

を強め、真庭郡は２００～５００万円階層以上の各階層への特化を強め、ともに階層規模

の拡大に伴って著しく強化されている。換言すれば蒜山地域における１００万円未満の各

階層シェアは岡山県の平均レベルを下回り、真庭郡は１００～２００万円階層以下の各階

層シェアが同レベルを割り込んでいる。 

③ 平成２年 

１０万円未満階層シェアは岡山県１４％、真庭郡１３％、蒜山地域６％、１０～５０万

円階層シェアは岡山県３７％、真庭郡３６％、蒜山地域２１％となり、したがって５０万

円未満階層シェアは岡山県と真庭郡各５０％、蒜山地域２７％となっている。また、５０

～１００万円階層シェアは岡山県２３％、真庭郡と蒜山地域各２０％となり、その結果と

して１００万円未満階層シェアは岡山県７３％、真庭郡７０％、蒜山地域４７％の順にな

っている。 

上記したように、蒜山地域における階層シェアは５０～１００万円階層を除く階層にお

いて、昭和５５年の場合と同様に岡山県及び真庭郡を大幅に下回り、そのなかで岡山県は

突出し、真庭郡は著しく近接し、５０万円未満階層では同水準となっている。 

以上で記述した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未

達成部分）は蒜山地域５３％、真庭郡３０％、岡山県２７％となり、それらのシェアは１

００万円以上の各階層に次の配分率で分配される。 

１００～５００万円階層への配分率は蒜山地域６０％、真庭郡７０％、岡山県８２％、

そして以上の地域順に５００～１０００万円階層へは２２％、１５％、１０％、１０００

万円以上階層へは１９％、１５％、８％となっている。以上のように１００～５００万円

階層への配分率は岡山県が最高となり、次いで真庭郡、蒜山地域と概ね１０ポイントずつ

下回っている。しかし、５００～１０００万円階層と１０００万円以上階層への配分率は

蒜山地域が最高、岡山県は最低となっている。この配分状況は昭和５５年の時点と同様で、
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蒜山地域における販売農家の分布集中域が１００～５００万円階層から上位の階層へと移

動していることを意味する。 

上記した１００万円以上の各階層への配分率のもとで、１００～５００万円階層シェア

は蒜山地域３２％、真庭郡２１％、岡山県２２％の順になり、以上の地域順に５００～１

０００万円階層は１２％、５％、３％、１０００万円以上階層は１０％、４％、２％とな

っている。以上のように蒜山地域は各階層で真庭郡及び岡山県を大幅に上回り、そのなか

で真庭郡と岡山県は１００～５００万円階層では極めて近接し、他の階層でも接近してい

る。 

次に１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円、２００～３００万円、

３００～５００万円の階層シェアの比率をみると、以上の階層順に蒜山地域は５７％、２

４％、１９％、真庭郡は６２％、２１％、１７％、岡山県は６３％、２０％、１７％とな

り、蒜山地域における比率は真庭郡及び岡山県に比べて１００～２００万円階層は僅差な

がら最も低く、反対に他の２階層では高くなっている。以上の比率からみると、蒜山地域

における販売農家は真庭郡及び岡山県に比べると２００～３００万円階層と３００～５０

０万円階層への分布集中度が高くなっている。 

５００～１０００万円階層シェアに占める５００～７００万円階層シェアの比率は蒜山

地域と岡山県各５９％、真庭郡５８％となり、相互に近接している。 

１０００万円以上階層シェアに占める１０００～２０００万円階層の比率は蒜山地域６

０％、真庭郡６１％、岡山県６６％となり、以上の地域順に２０００～３０００万円階層

は２６％、２５％、１９％、３０００～５０００万円階層は１４％、１４％、１５％とな

り、蒜山地域における比率は１０００～２０００万円階層と２０００～３０００万円階層

では真庭郡と極めて近接し、そのなかで岡山県に比べて１０００～２０００万円階層は下

回り、反対に２０００～３０００万円階層は大幅に上回っている。しかし、３０００～５

０００万円階層では３者は極めて近接している。以上の比率からみると、蒜山地域と真庭

郡における販売農家の１０００万円以上の階層への分布集中度は岡山県と比べて１０００

～２０００万円階層より２０００～３０００万円階層において高くなっている。 

次に上記した蒜山地域及び真庭郡における農家階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層

と同数値をみると、蒜山地域は１００～２００万円階層 1.30、２００～５００万円階層

1.67、５００～１０００万円階層 4.30、１０００～２０００万円階層 4.21、２０００～３

０００万円階層 6.25、３０００～５０００万円階層 4.67 となり、一方、真庭郡は５００

～１０００万円階層 1.67、１０００～２０００万円階層 1.93、２０００～３０００万円階

層 2.75、３０００～５０００万円階層 2.00 となり、蒜山地域の同係数は真庭郡における

該当階層を大幅に上回っている。 

以上の特化係数の数値から、蒜山地域は１００～２００万円階層以上の各階層への特化

を強め、階層規模の拡大につれて著しく強化されている。一方、真庭郡は５００～１００

０万円階層以上の各階層への特化を強めているが、その程度は蒜山地域を大幅に下回って

いる。換言すれば蒜山地域における１００万円未満の各階層シェアは岡山県の平均レベル

を割り込み、一方、真庭郡は２００～５００万円階層以下の各階層が同レベルを下回って

いる。 

④ 平成１２年 

１０万円未満階層シェアは真庭郡１９％、岡山県１７％、蒜山地域１０％、１０～５０

万円階層シェアは真庭郡４０％、岡山県３９％、蒜山地域２７％の順になり、したがって

５０万円未満階層シェアは真庭郡５９％、岡山県５６％、蒜山地域３６％となっている。

また、５０～１００万円階層シェアは蒜山地域２４％、岡山県２２％、真庭郡２０％とな

り、その結果として１００万円未満階層シェアは真庭郡７９％、岡山県７８％、蒜山地域

６０％の順になっている。以上の蒜山地域における階層シェアは５０～１００万円階層を

除く各階層において、平成２年の場合と同様に岡山県及び真庭郡を大幅に下回り、そのな

かで岡山県と真庭郡は近接している。なお、上記の各階層シェアは平成２年の時点と比べ

て高くなっている。 

以上で記述した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未
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達成部分）は蒜山地域４０％、真庭郡２１％、岡山県２２％となり、それらのシェアは１

００万円以上の各階層に次の配分率で分配されている。 

１００～５００万円階層への配分率は蒜山地域６２％、真庭郡７０％、岡山県７９％、

そして以上の地域順に５００～１０００万円階層へは１７％、１４％、１１％、１０００

万円以上階層へは２１％、１６％、１０％となっている。以上のように１００～５００万

円階層への配分率は岡山県が最高となり、次いで真庭郡、蒜山地域と概ね１０ポイント前

後ずつ下回っている。しかし、５００～１０００万円階層と１０００万円以上階層への配

分率は蒜山地域が最高となり、岡山県は最低となっている。このような配分率の蒜山地域、

真庭郡、岡山県における上下関係は平成２年の時点と類似している。 

上記した１００万円以上の各階層への配分率のもとで、１００～５００万円階層シェア

は蒜山地域２５％、真庭郡１５％、岡山県１８％となり、以上の地域順に５００～１００

０万円階層は７％、３％、３％、１０００万円以上階層は１０％、４％、２％となってい

る。 

次に１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円階層、２００～３００

万円階層、３００～５００万円階層シェアの比率をみると、以上の階層順に蒜山地域は５

６％、２３％、２１％、真庭郡は６１％、２５％、１５％、岡山県は５８％、２４％、１

８％となり、蒜山地域における比率は岡山県に比べて１００～２００万円階層は幾分下回

り、２００～３００万円階層は近似し、３００～５００万円階層はかなり上回っている。

以上の比率からみると、蒜山地域における販売農家は岡山県に比べて１００～２００万円

及び２００～３００万円階層への分布集中度は低く、反対に３００～５００万円階層への

分布集中度はかなり高くなっている。 

５００～１０００万円階層シェアに占める５００～７００万円階層の比率は蒜山地域６

１％、真庭郡及び岡山県各５５％となり、蒜山地域は岡山県及び真庭郡をかなり上回って

いるい。一方、７００～１０００万円階層シェアは蒜山地域３９％、他の２地域は４５％

となり、蒜山地域は岡山県及び真庭郡を下回っている。以上の比率からみると、蒜山地域

における販売農家の５００～７００万円階層への分布集中度は岡山県に比べて高く、反対

に７００～１０００万円階層への分布集中度は低くなっている。 

１０００万円以上階層シェアに占める１０００～２０００万円階層、２０００～３００

０万円階層、３０００～５０００万円階層の比率は、以上の階層順に蒜山地域は５１％、

２４％、２６％、真庭郡は４９％、２７％、２４％、岡山県は６１％、２２％、１７％と

なり、蒜山地域は岡山県と比べて１０００～２０００万円階層は下回り、反対に２０００

～３０００万円階層と３０００～５０００万円階層で上回り、とくに３０００～５０００

万円階層では著しく上回っている。以上の比率からみると、蒜山地域における販売農家の

各階層への分布集中度は岡山県に比べて１０００～２０００万円階層より上位の規模階層

において高くなっている。 

次に上記した蒜山地域及び真庭郡における農家階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層

と同数値をみると、蒜山地域は５０～１００万階層 1.13、１００～２００万円階層 1.34、

２００～５００万円階層 1.36、５００～１０００万円階層 2.65、１０００～２０００万円

階層 3.15、２０００～３０００万円階層 3.80、３０００～５０００万円階層 5.25 となり、

一方、真庭郡は５００～１０００万円階層 1.12、１０００～２０００万円階層 1.31、２０

００～３０００万円階層 2.00、３０００～５０００万円階層 2.00 となり、蒜山地域に比

べると該当階層において大幅に上回っている。 

以上の特化係数の数値から、蒜山地域は１００～２００万円階層以上の階層への特化を

強め、とくに５００～１０００万円以上の階層において著しく強化されている。一方、真

庭郡は１０００～２０００万円階層以上の各階層への特化を強めている。換言すれば蒜山

地域における農家階層シェアは１５万円未満階層と１５～５０万円階層が岡山県の平均レ

ベルを下回り、一方、真庭郡は１５万円未満階層、１５～５０万円階層、１００～２００

万円階層及び２００～５００万円階層が同レベルを下回っている。 
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川上村、八束村、中和村、湯原町における農家階層シェアの様態を昭和３５年、同５５

年、平成２年、同１２年の４時点でみると以下のとおりである。 

① 昭和３５年 

川上村における農家階層シェアは、１０万円未満階層 28.2% 、１０～５０万円階層

66.2% 、５０～１００万円階層 5.2%、１００～２００万円階層 0.4%となり、また、５０万

円未満階層 94.4% 、１００万円未満階層 99.6% となっている。 

八束村における農家階層シェアは、１０万円未満階層 30.6% 、１０～５０万円階層

65.6% 、５０～１００万円階層 3.8%となり、また、５０万円未満階層 96.2% 、１００万円

未満階層 100%となり、１００～２００万円階層は該当農家不在となっている。 

中和村における農家階層シェアは、１０万円未満階層 43.6% 、１０～５０万円階層

56.4% 、また、５０万円未満階層 100%となり、５０～１００万円階層及び１００～２００

万円階層は該当農家不在となっている。 

湯原町における農家階層シェアは、１０万円未満 54.5% 、１０～５０万円階層 44.9% 、

５０～１００万円階層 0.6%となり、また、５０万円未満階層 99.4% 、１００万円未満階層

100%となり、１００～２００万円階層は該当農家不在となっている。 

次に上記した４か町村における農家階層シェアの特化係数を農家階層別にみると以下の

とおりである。既述したように各町村における農家階層シェアの特化係数（岡山県＝1.00）

の値が 1.00 を超え、大きくなるほど、その町村は当該階層への特化を強めていることにな

る。 

１０万円未満階層は湯原町 1.04、中和村 0.83、八束村 0.56、川上村 0.54、１０～５０

万円階層は川上村 1.45、八束村 1.44、中和村 1.24、湯原町 0.98、５０～１００万円階層

は川上村 2.48、八束村 1.81、湯原町 0.29 の順になり、１００～２００万円階層は川上村

4.00 となっている。 

② 昭和４０～５５年 

上記した農家階層シェアの昭和４０年以降、同５５年に至る間における１０万円未満、

１０～５０万円、５０～１００万円、１００～２００万円の４階層シェアの推移動向につ

いて少し触れると以下のようである。 

１０万円未満階層は４か町村ともに縮小し、その過程で昭和４０年、同４５年に急激に

縮小し、その後大きな変化はみられない。１０～５０万円階層は縮小し、その過程で川上

村と八束村は昭和４０年、同５５年に急激に縮小し、一方、中和村と湯原町は同４０年に

急激に拡大し、その後、中和村は同４５年、同５５年に急激に縮小し、湯原町は横ばい状

態となっている。５０～１００万円階層は４か町村ともに昭和４０年に急激に拡大し、そ

の後、川上村と八束村は同４５年に縮小に転じ、同５０年には急激に縮小し、その後は横

ばい状態となり、一方、中和村と湯原町は拡大を続け、同５０年には急激に縮小し、その

後中和村は横ばい状態となり、湯原町は同５５年に拡大に転じている。１００～２００万

円階層は４か町村ともに昭和４５年に急激に拡大し、同５０年に川上村と八束村は縮小に

転じ、同５５年に最低となり、中和村は同５０年に急激に縮小し、同５５年に拡大に転じ、

湯原町は同４５年以降拡大を続け、同５５年に最高に達している。 

③ 昭和５５年 

川上村における農家階層シェアは、１０万円未満階層 5.1%、１０～５０万円階層 15.6% 、

５０～１００万円階層 11.5% 、１００～２００万円階層 13.6% 、２００～５００万円階層

29.9% （うち２００～３００万円階層 12.3% ）、５００～１０００万円階層 15.8% （うち

５００～７００万円階層 9.2%）、１０００～２０００万円階層 8.5%となり、また５０万円

未満階層 20.7% 、１００万円未満階層 32.2% 、１０００万円以上階層 8.5%となっている。 

八束村における農家階層シェアは、１０万円未満階層 3.3%、１０～５０万円階層 19.0% 、

５０～１００万円階層 11.9% 、１００～２００万円階層 16.9% 、２００～５００万円階層

22.7% （うち２００～３００万円階層 10.0% ）、５００～１０００万円階層 17.4% （うち

５００～７００万円階層 9.0%）、１０００～２０００万円階層 8.8%となり、また、５０万

円未満階層 22.3% 、１００万円未満階層 34.2% 、１０００万円以上階層 8.8%となってい

る。 
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中和村における農家階層シェアは、１０万円未満階層 2.7%、１０～５０万円階層 13.8% 、

５０～１００万円階層 30.3% 、１００～２００万円階層 31.9% 、２００～５００万円階層

15.3% （うち２００～３００万円階層 7.1%）、５００～１０００万円階層 5.5%（うち５０

０～７００万円階層 4.4%）、１０００～２０００万円階層 0.5%となり、また、５０万円未

満階層 16.5% 、１００万円未満階層 46.8% 、１０００万円以上階層 0.5%となっている。 

湯原町における農家階層シェアは、１０万円未満階層 7.6%、１０～５０万円階層 38.6% 、

５０～１００万円階層 21.0% 、１００～２００万円階層 19.4% 、２００～５００万円階層

10.7% （うち２００～３００万円階層 7.2%）、５００～１０００万円階層 1.6%（うち５０

０～７００万円階層 0.7%）、１０００～２０００万円階層 1.1%となり、また、５０万円未

満階層 46.2% 、１００万円未満階層 67.2% 、１０００万円以上階層 1.1%となっている。 

次に上記した４か町村における農家階層シェアの特化係数を農家階層別にみると以下の

ようである。 

１０万円未満階層は湯原町 0.49、川上村 0.33、八束村 0.21、中和村 0.17、１０～５０

万円階層は湯原町 0.99、八束村 0.49、川上村 0.40、中和村 0.35、５０～１００万円階層

は中和村 1.53、湯原町 1.06、八束村 0.60、川上村 0.58、１００～２００万円階層は中和

村 2.18、湯原町 1.33、八束村 1.16、川上村 0.93、２００～５００万円階層は川上村 3.74、

八束村 2.83、中和村 1.91、湯原町 1.34、５００～１０００万円階層は八束村 8.70、川上

村 7.90、中和村 2.75、湯原町 0.80、１０００～２０００万円階層は八束村 8.00、川上村

7.73、中和村 2.20、湯原町 1.00 の順になっている。 

④ 平成２年 

川上村における農家階層シェアは、１５万円未満階層 2.6%、１５～５０万円階層 12.9% 、

５０～１００万円階層 16.7% 、１００～２００万円階層 14.5% 、２００～５００万円階層

15.8% （うち２００～３００万円階層 11.3% ）、５００～１０００万円階層 21.2% （うち

５００～７００万円階層 10.9% ）、１０００～２０００万円階層 9.3%、２０００～３００

０万円階層 5.4%、３０００～５０００万円階層 1.6%となり、また、５０万円未満階層

15.5% 、１００万円未満階層 32.2% 、１０００万円以上階層 16.3% となっている。 

八束村における農家階層シェアは、１５万円未満階層 0.5%、１５～５０万円階層 12.6% 、

５０～１００万円階層 18.2% 、１００～２００万円階層 20.1% 、２００～５００万円階層

15.2% （うち２００～３００万円階層 6.4%）、５００～１０００万円階層 16.7% （うち５

００～７００万円階層 10.3% ）、１０００～２０００万円階層 9.8%、２０００～３０００

万円階層 3.8%、３０００～５０００万円階層 3.1%となり、また、５０万円未満階層 13.1% 、

１００万円未満階層 31.3% 、１０００万円以上階層 16.7% となっている。 

中和村における農家階層シェアは、１５万円未満階層 0.6%、１５～５０万円階層 13.8% 、

５０～１００万円階層 34.7% 、１００～２００万円階層 25.7% 、２００～５００万円階層

18.0% （うち２００～３００万円階層 9.6%）、５００～１０００万円階層 6.6%（うち５０

０～７００万円階層 5.4%）、１０００～２０００万円階層 0.6%、２０００～３０００万円

階層と３０００～５０００万円階層は該当農家不在となり、また、５０万円未満階層

14.4% 、１００万円未満階層 49.1% 、１０００万円以上階層 0.6%となっている。 

湯原町における農家階層シェアは、１５万円未満階層 13.9% 、１５～５０万円階層

36.9% 、５０～１００万円階層 19.4% 、１００～２００万円階層 15.9% 、２００～５００

万円階層 9.3%（うち２００～３００万円階層 5.4%）、５００～１０００万円階層 2.2%（う

ち５００～７００万円階層 1.5%）、１０００～２０００万円階層 2.0%、２０００～３００

０万円階層 0.2%、３０００～５０００万円階層 0.2%となり、また、５０万円未満階層

50.8% 、１００万円未満階層 70.2% 、１０００万円以上階層 2.4%となっている。 

次に上記した４か町村における農家階層シェアの特化係数を農家階層別にみると次のと

おりである。 

１５万円未満階層は湯原町 1.02、川上村 0.19、八束村と中和村各 0.04 となり、１５～

５０万円階層は湯原町 1.01、中和村 0.38、川上村 0.35、八束村 0.34 となり、５０～１０

０万円階層は中和村 1.52、湯原町 0.85、八束村 0.80、川上村 0.73 となり、１００～２０

０万円階層は中和村 1.85、八束村 1.45、湯原町 1.14、川上村 1.04 となり、２００～５０
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０万円階層は中和村 2.20、川上村 1.93、八束村 12.85 、湯原町 1.13 となり、５００～１

０００万円階層は川上村 7.85、八束村 6.19、中和村 2.44、湯原町 0.81 となり、１０００

～２０００万円階層は八束村 7.00、川上村 6.64、湯原町 1.43、中和村 0.43 となり、２０

００～３０００万円階層は川上村 13.50 、八束村 9.50、湯原町 0.50 となり、３０００～

５０００万円階層は八束村 10.33 、川上村 5.33、湯原町 0.67 となっている。 

⑤ 平成１２年 

川上村における農家階層シェアは、１５万円未満階層 3.1%、１５～５０万円階層 19.0% 、

５０～１００万円階層 23.8% 、１００～２００万円階層 13.8% 、２００～５００万円階層

15.9% （うち２００～３００万円階層 8.3%）、５００～１０００万円階層 10.7% （うち５

００～７００万円階層 6.9%）、１０００～２０００万円階層 5.8%、２０００～３０００万

円階層 4.1%、３０００～５０００万円階層 3.8%となり、また５０万円未満階層 22.1% 、

１００万円未満階層 45.9% 、１０００万円以上階層 13.7% となっている。 

八束村における農家階層シェアは１５万円未満階層 4.7%、１５～５０万円階層 17.7% 、

５０～１００万円階層 27.6% 、１００～２００万円階層 15.3% 、２００～５００万円階層

12.1% （うち２００～３００万円階層 7.1%）、５００～１０００万円階層 10.9% （うち５

００～７００万円階層 6.8%）、１０００～２０００万円階層 7.0%、２０００～３０００万

円階層 1.5%、３０００～５０００万円階層 3.2%となり、また、５０万円未満階層 22.4% 、

１００万円未満階層 50.0% 、１０００万円以上階層 11.7% となっている。 

中和村における農家階層シェアは、１５万円未満階層 4.9%、１５～５０万円階層 18.0% 、

５０～１００万円階層 32.1% 、１００～２００万円階層 29.5% 、２００～５００万円階層

13.9% （うち２００～３００万円階層 5.7%）、５００～１０００万円階層 1.6%（うち５０

０～７００万円階層 1.6%）となり、１０００～２０００万円階層、２０００～３０００万

円階層、３０００～５０００万円階層は該当農家不在となり、また、５０万円未満階層

22.9% 、１００万円未満階層 55.0% となり、１０００万円以上階層は該当農家不在となっ

ている。 

湯原町における農家階層シェアは、１５万円未満階層 22.1% 、１５～５０万円階層

44.5% 、５０～１００万円階層 18.3% 、１００～２００万円階層 6.7%、２００～５００万

円階層 3.9%（うち２００～３００万円階層 1.8%）、５００～１０００万円階層 1.8%（う

ち５００～７００万円階層 0.3%）、１０００～２０００万円階層 1.2%、２０００～３００

０万円階層 1.2%、３０００～５０００万円階層 0.3%となり、また、５０万円未満階層

66.6% 、１００万円未満未満階層 84.9% 、１０００万円以上階層 2.7%となっている。 

次に上記した４か町村における農家階層シェアの特化係数を農家階層別にみると以下の

とおりである。 

１５万円未満階層は湯原町 1.27、中和村 0.28、八束村 0.27、川上村 0.18、１５～５０

万円階層は湯原町 1.15、川上村 0.49、中和村 0.47、八束村 0.46、５０～１００万円階層

は中和村 1.49、八束村 1.28、川上村 1.11、湯原町 0.85、１００～２００万円階層は中和

村 2.86、八束村 1.49、川上村 1.34、湯原町 0.65、２００～５００万円階層は川上村 2.15、

中和村 1.88、八束村 1.64、湯原町 0.53、５００～１０００万円階層は八束村 4.19、川上

村 4.12、湯原町 0.69、中和村 0.62、１０００～２０００万円階層は八束村 5.38、川上村

4.46、湯原町 0.92、２０００～３０００万円階層は川上村 8.20、八束村 3.00、湯原町 2.40、

３０００～５０００万円階層は川上村 9.50、八束村 8.00、湯原町 0.75 の順になっている。 

 

第第第第４４４４項項項項 農産物販売金額規模別農家階層農産物販売金額規模別農家階層農産物販売金額規模別農家階層農産物販売金額規模別農家階層シェアシェアシェアシェアのののの町村間比較町村間比較町村間比較町村間比較 

本項では上記した昭和３５年、同５５年、平成２年、同１２年の各時点における農産物

販売金額規模別農家階層シェアの様態について４か町村間比較を行うが、その記述に先立

ち各町村における農家階層シェアを１０万円（平成２年、同１２年は１５万円）未満階層

－１０～５０万円（平成２年、同１２年は１５～５０万円）階層－５０万円未満階層－５

０～１００万円階層－１００万円未満階層－１００～５００万円階層－５００～１０００

万円階層－１０００万円以上階層の順に同農家階層シェアの概数（小数点以下四捨五入）

を各時点ごとに列記すると以下のとおりである。なお、０％は該当農家不在を示し、同一
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概数を列記する場合は実数の順位とする。また、四捨五入のため内訳と計が一致しない場

合もある。 

昭和３５年 

川上村：２８％－６６％－ ９４％－ ５％－１００％－ 0.4%－ ０％－ ０％ 

八束村：３１％－６６％－ ９６％－ ４％－１００％－ ０％－ ０％－ ０％ 

中和村：４４％－５６％－１００％－ ０％－１００％－ ０％－ ０％－ ０％ 

湯原町：５５％－４５％－ ９９％－ １％－１００％－ ０％－ ０％－ ０％ 

昭和５５年 

川上村： ５％－１６％－ ２１％－１２％－ ３２％－４４％－１６％－ ９％ 

八束村： ３％－ ９％－ ２２％－１２％－ ３４％－４０％－１７％－ ９％ 

中和村： ３％－１４％－ １７％－３０％－ ４７％－４７％－ ６％－ １％ 

湯原町： ８％－３９％－ ４６％－２１％－ ６７％－３０％－ ２％－ １％ 

平成 ２年 

川上村： ３％－１３％－ １６％－１７％－ ３２％－３０％－２１％－１６％ 

八束村： １％－１３％－ １３％－１８％－ ３１％－３５％－１７％－１７％ 

中和村： １％－１４％－ １４％－３５％－ ４９％－４４％－ ７％－ １％ 

湯原町：１４％－３７％－ ５１％－１９％－ ７０％－２５％－ ２％－ ２％ 

平成１２年 

川上村： ３％－１９％－ ２２％－２４％－ ４６％－３０％－１１％－１４％ 

八束村： ５％－１８％－ ２２％－２８％－ ５０％－２７％－１１％－１２％ 

中和村： ５％－１８％－ ２３％－３２％－ ５５％－４３％－ ２％－ ０％ 

湯原町：２２％－４５％－ ６７％－１８％－ ８５％－１１％－ ２％－ ３％ 

① 昭和３５年 

１０万円未満階層シェアは川上村２８％、八束村３１％、中和村４４％、湯原町５５％、

１０～５０万円階層シェアは川上村と八束村各６６％、中和村５６％、湯原町４５％の順

になり、したがって５０万円未満階層シェアは中和村１００％、湯原町９９％、八束村９

６％、川上村９４％の順になっている。 

上記のように１０万円未満階層シェアの最低は川上村となり、次いで八束村が近接し、

一方、湯原町は最高となっている。しかし、１０～５０万円階層シェアの最高は川上村と

八束村、一方、湯原町は最低となり、また、湯原町を除く３か村の１０～５０万円階層シ

ェアは１０万円未満階層シェアを上回り、とくに川上村と八束村は大幅に上回り、反対に

湯原町は大幅に下回り、その結果として４か町村における５０万円未満階層シェアは９４

～１００％となっている。 

以上の５０万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未達成部分）

は、中和村を除く３か町村では５０～１００万円階層に配分され、さらに川上村では極僅

少ながら１００～２００万円階層に配分され、その結果として５０～１００万円階層シェ

アは川上村５％、八束村４％、湯原町１％、５０～１００万円階層シェアは川上村 0.4%と

なっている。一方、中和村は該当農家不在となっている。 

上記した４か町村における農家階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層と同数値をみる

と、川上村は１０～５０万円階層 1.45、５０～１００万円階層 2.48、１００～２００万円

階層 4.00、八束村は１０～５０万円階層 1.44、５０～１００万円階層 1.81、中和村は１

０～５０万円階層 1.24、湯原町は１０万円未満階層 1.04 となっている。 

以上のように川上村は１０万円未満階層を除く各階層への特化を強め、とくに５０～１

００万円と１００～２００万円階層への特化は著しく、八束村は１０～５０万円階層及び

５０～１００万円階層への特化を強め、中和村は１０～５０万円階層への特化を幾分強め

ている。換言すれば川上村、八束村、中和村における農家階層シェアは１０万円未満階層

のみ岡山県の平均レベル以下となり、反対に湯原町は１０万円未満階層のみ岡山県レベル

に達している。 

② 昭和５５年 

１０万円未満階層シェアは湯原町８％、川上村５％、八束村と中和村各３％、１０～５
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０万円階層シェアは湯原町３９％、八束村１９％、川上村１６％、中和村１４％の順にな

り、したがって５０万円未満階層シェアは湯原町４６％、八束村２２％、川上村２１％、

中和村１７％の順になっている。５０～１００万円階層シェアは中和村３０％、次いで湯

原町２１％、川上村と八束村各１２％と続き、１００万円未満階層シェアは湯原町６７％、

中和村４７％、八束村３４％、川上村３２％の順になっている。 

上記した５０万円未満階層シェアは湯原町が突出し、一方、川上村、八束村、中和村は

比較的近接し、５０～１００万円階層シェアは中和村が突出し、次いで湯原町が続き、川

上村と八束村は同水準となり、大幅に下回っている。その結果として１００万円未満階層

シェアは湯原町が突出し、次いで中和村が続き、川上村と八束村は近接しながら低水準と

なっているが、湯原町における１００万円未満階層シェアの突出は５０万円未満階層シェ

アの高水準に支えられたものである。以上で記述した１００万円未満の各階層シェアにみ

られた４か町村間における上下の関係性は平成２年、同１２年に引き継がれている。 

以上で記述した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未

達成部分）は川上村６８％、八束村６６％、中和村５３％、湯原町３３％となり、そのシ

ェアは１００万円以上の各階層に下記の配分率によって分配されている。 

１００～５００万円階層への配分率（小数点以下四捨五入）は川上村６４％、八束村６

１％、中和村８７％、湯原町９１％、そして以上の町村順に５００～１０００万円階層へ

は２３％、２６％、１１％、６％、また、１０００万円以上階層へは１３％、１４％、２

％、３％となっている。以上のように１００～５００万円階層への配分率は中和村及び湯

原町が川上村及び八束村を大幅に下回り、反対に５００～１０００万円階層への配分率は

川上村及び八束村の方が大幅に上回っている。以上の各階層への配分率にみられる町村間

における上下の関係性は平成２年、同１２年に引き継がれている。 

上記した１００万円以上の各階層への配分率のもとで、１００～５００万円階層シェア

は中和村４７％、川上村４４％、八束村４０％、湯原町３０％、５００～１０００万円階

層シェアは八束村１７％、川上村１６％、中和村６％、湯原町２％、１０００万円以上階

層シェアは川上村と八束村各９％、中和村と湯原町各１％の順になっている。 

以上のように１００～５００万円階層シェアは川上村、八束村及び中和村が湯原町を大

幅に上回り、そのなかで中和村は最も高く、湯原町は顕著に低く、川上村と八束村は比較

的近接している。５００～１０００万円階層シェアは川上村及び八束村はともに近接して、

中和村及び湯原町を大幅に上回り、湯原町は著しく低くなっている。１０００万円以上階

層シェアは川上村と八束村は同水準、湯原町と中和村は同水準となり、前者の２か村が大

幅に上回っている。 

上記した１００万円以上の３階層シェアにみられる４か町村間の上下の関係性は平成２

年、同１２年に概ね引き継がれている。その関係性は１００万円未満階層シェアの最も低

い川上村及び八束村が１００万円以上の各階層シェアを伸ばしたことに由来している。ま

た、湯原町における各階層シェアの著しく低い理由は１００万円未満階層シェアの顕著な

高水準に起因する。 

次に以上で記述した１００～５００万円階層、５００～１０００万円階層、１０００万

円以上階層シェアに占めるそれぞれの細区分階層シェアの細分比率をみると以下のとおで

ある。 

１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円階層、２００～３００万円

階層及び３００～５００階層シェアの細分比率は、以上の階層順に川上村は３１％、２８

％、４１％、八束村は４３％、２５％、３２％、中和村は６７％、１５％、１８％、湯原

町は６４％、２４％、１２％となり、４か町村の中で川上村及び八束村における１００～

２００万円階層の細分比率は非常に低く、とくに川上村は著しく低く、反対に２００～３

００万円階層及び３００～５００万円階層の細分比率は高く、とくに川上村は著しく高く

なっている。 

以上の比率からみると、中和村と湯原町における販売農家は１００～２００万円階層へ

の分布集中度が高く、反対に川上村と八束村は２００～３００万円階層、さらに３００～

５００万円階層への分布集中度が一段と高くなっている。 
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５００～１０００万円階層シェアに占める５００～７００万円階層シェアの細分比率は

川上村５８％、八束村５２％、中和村８０％、湯原町４４％となり、中和村は突出し、湯

原町は著しく低く、川上村と八束村は近接している。以上の比率からみると、中和村にお

ける販売農家は５００～７００万円階層への分布集中度が極めて高く、一方、湯原町、八

束村、川上村は７００～１０００万円階層への分布集中度が高く、とくに湯原町は顕著に

高くなっている。 

１０００万円以上階層に占める１０００～２０００万円階層シェアの細分比率は各町村

とも１００％となり、２０００～３０００万円階層及び３０００～５０００万円階層への

分布はみられない。上記した１００～２００万円階層、３００～５００万円階層及び５０

０～７００万円階層の比率にみられる町村間における上下の関係性は平成２年、同１２年

に概ね引き継がれている。一方、２００～３００万円階層における上記の関係性は平成２

年に崩れ、同１２年に復元している。 

以上で記述した４か町村における各階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層と同数値を

階層別にみると、５０～１００万円階層は中和村 1.53、湯原町 1.06、１００～２００万円

階層は中和村 2.18、湯原町 1.33、八束村 1.16 の順になり、２００～５００万円階層は川

上村 3.74、八束村 2.83、中和村 1.91、湯原町 1.34、５００～１０００万円階層は八束村

8.70、川上村 7.90、中和村 2.75、１０００～２０００万円階層は八束村 8.00、川上村 7.73

の順になっている。 

以上のように川上村及び八束村は２００～５００万円階層、５００～１０００万円階層、

１０００～２０００万円階層、中和村は５０～１００万円階層、１００～２００万円階層、

２００～５００万円階層、５００～１０００万円階層、湯原町は１００～２００万円階層、

２００～５００万円階層への特化を強め、そのなかで川上村と八束村における特化は著し

い。換言すると各町村における１００万円未満の各階層シェアは岡山県の平均レベル以下

となり、例外として中和村では５０～１００万円階層が同レベルを上回っている。一方、

各町村とも１００万円以上の各階層は岡山県レベルを上回り、例外として川上村の１００

～２００万円階層、中和村の１０００～２０００万円階層、湯原町の５００～１０００万

円階層は同レベルを下回っている。 

③ 平成２年 

１５万円未満階層シェアは湯原町１４％、川上村３％、八束村と中和村各１％、１５～

５０万円階層シェアは湯原町３７％、中和村１４％、川上村と八束村各１３％、５０～１

００万円階層シェアは中和村３５％、湯原町１９％、八束村１８％、川上村１７％となり、

したがって１００万円未満階層シェアは湯原町７０％、中和村４９％、川上村３２％、八

束村３１％の順になっている。 

以上の各階層シェアは昭和５５年の時点に比べて１５万円未満階層と１５～５０万円階

層は湯原町を除く３か村では低く、反対に湯原町は高く、５０～１００万円階層は湯原町

を除く３か村で高くし、湯原町は幾分低く、その結果として１００万円未満階層シェアは

各町村とも同５５年の時点とほとんど変わっていない。 

上記した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未達成部

分）は八束村６９％、川上村６８％、中和村５１％、湯原町３０％となり、各町村とも昭

和５５年の時点と比べて大差はみられない。以上のシェアは１００万円以上の各階層に配

分され、その配分率は以下のとおりである。 

１００～５００万円階層への配分率は川上村４５％、八束村５１％、中和村８６％、湯

原町８６％、そして以上の町村順に５００～１０００万円階層へは３１％、２５％、１４

％、７％、１０００万円以上階層へは川上村２４％、八束村７５％、湯原町２％となり、

中和村は該当農家不在となっている。以上の配分率は昭和５５年の時点と比べて、４か町

村ともに１００～５００万円階層は低く、５００～１０００万円階層は概ね高く、１００

０万円以上階層は中和村を除く３か町村で高くなっている。 

以上の１００万円以上階層への配分率のもとで、１００～５００万円階層シェアは中和

村４４％、八束村３５％、川上村３０％、湯原町２５％の順になり、５００～１０００万

円階層シェアは川上村２１％、八束村１７％、中和村７％、湯原町２％、そして１０００
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万円以上階層シェアは八束村１７％、川上村１６％、湯原町２％、中和村１％の順になっ

ている。以上の各階層シェアを昭和５５年の時点と比較すると、１００～５００万円階層

は４か町村ともに低く、５００～１０００万円階層は川上村では高く、他の３か町村に変

化はみられず、１０００万円以上階層は中和村を除く３か町村において高くなっている。 

次に上述した１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円階層、２００

～３００万円階層及び３００～５００万円階層シェアの細分比率をみると、上記の階層順

に川上村は４８％、３７％、１５％、八束村は５７％、１８％、２５％、中和村は５９％、

２２％、１９％、湯原町は６３％、２２％、１５％となっている。 

以上のように各町村における各階層の細分比率は１００～２００万円階層が概ね５０％

以上となり、次いで２００～３００万円階層、３００～５００万円階層の順に概ね下降し

ている。以上の比率からみると、各町村における販売農家の１００～２００万円階層への

分布集中度は湯原町が最も高く、次いで中和村と八束村と続き、川上村は極めて低くなっ

ている。しかし、川上村は他の３か町村に比べて２００～３００万円階層への分布集中度

が高くなっている。また、八束村は他の３か町村に比べて３００～５００階層への集中度

が最も低くなっている。 

５００～１０００万円階層シェアに占める５００～７００万円階層シェアの細分比率を

みると、川上村５２％、八束村６１％、中和村８２％、湯原町７０％となっている。以上

の比率からみると、中和村は５００～７００階層への分布集中度が著しく高くなり、１０

００万円以上階層の該当農家は不在となっている。 

１０００万円以上階層シェアに占め１０００～２０００万円階層、２０００～３０００

万円階層及び３０００～５０００万円階層シェアの細分比率をみると、以上の階層順に川

上村は５７％、３３％、１０％、八束村は５９％、２３％、１９％、湯原町は８２％、９

％、９％となっている。以上の比率からみると、３か町村とも１０００～２０００階層へ

の分布集中度は高く、とくに湯原町は突出している。２０００～３０００万円階層への分

布集中度は川上村が最も高く、湯原町は極めて低くなっている。３０００～５０００万円

階層への分布集中度は３か町村ともに極めて低く、そのなかで八束村は幾分突出している。 

次に上記した各階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層と同数値をみると、川上村と八束

村はそれぞれ１００～２００万円階層 1.04、1.45、２００～５００万円階層 1.93、1.85、

５００～１０００万円 7.85、6.19、１０００～２０００万円階層 6.64、7.00、２０００～

３０００万円階層 13.50 、9.50、３０００～５０００万円階層 5.33、10.33 となり、中和

村は５０～１００万円階層 1.52、１００～２００万円階層 1.85、２００～５００万円階層

2.20、５００～７００万円階層 3.38、７００～１０００万円階層 1.04 となり、湯原町は

１００～２００万円階層 1.14、２００～５００万円階層 1.13 となっている。 

上記したように川上村と八束村は２００～５００万円階層以上の各階層、中和村は５０

～１００万円階層、１００～２００万円階層、２００～７００万円階層、湯原町は１００

０～２０００万円階層への特化を強め、とりわけ川上村と八束村は５００～１０００万円

階層以上の各階層、中和村は２００万円以上７００万円までの各階層において特化を一段

と強化している。換言すると川上村と八束村は５０～１００万円階層以下の各階層シェア

は岡山県の平均レベルを割り込み、中和村は１５～５０万円階層以下と１０００～２００

０万円階層において同レベルを下回り、湯原町は５０～１００万円階層、５００～１００

０万円階層、２０００万円以上の各階層において同レベルを下回っている。 

④ 平成１２年 

１５万円未満階層シェアは湯原町２２％、八束村と中和村各５％、川上村３％、１０～

５０万円階層シェアは湯原町４５％、川上村１９％、八束村と中和村各１８％、５０～１

００万円階層シェアは中和村３２％、八束村２８％、川上村２４％、湯原町１８％の順に

なり、したがって１００万円未満階層シェアは湯原町８５％、中和村５５％、八束村５０

％、川上村４６％の順になっている。以上の各階層シェアは平成２年の時点と比べて、１

５万円未満階層及び１５～５０万円階層は各町村ともに高く、５０～１００万円階層は川

上村及び八束村が高く、反対に中和村及び湯原町はともに僅差ながら低く、その結果とし

て１００万円未満階層シェアは各町村ともに高くなっている。 
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上記した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層合計シェア１００％に未達成部

分）は川上村５４％、八束村５０％、中和村４５％、湯原町１５％の順になり、各町村と

もに平成２年の時点に比べて大幅に低くなっている。以上の階層シェアは平成２年と同様

に１００万円以上の各階層に配分され、その配分率をみると次のとおりである。 

１００～５００万円階層への配分率は川上村５５％、八束村５４％、中和村９６％、湯

原町６９％、そして以上の町村順に５００～１０００万円階層へは２０％、２２％、４％、

１３％、１０００万円以上階層へは２６％、２４％、０％、１９％となっている。以上の

配分率を平成２年の時点と比較すると、湯原町を除く３か村において１００～５００万円

階層は高く、反対に５００～１０００万円階層は低く、１０００万円以上階層に変化はみ

られない。一方、湯原町では１００～５００万円階層は低く、反対に５００～１０００万

円階層と１０００万円以上階層は高くなっている。 

以上の１００万円以上各階層への配分率のもとで、１００～５００万円階層シェアは中

和村４３％、川上村３０％、八束村２７％、湯原町１１％、５００～１０００万円階層シ

ェアは川上村と八束村各１１％、中和村と湯原町各２％、そして１０００万円以上階層シ

ェアは川上村１４％、八束村１２％、湯原町３％の順になり、中和村は該当農家不在とな

っている。 

上記の各階層シェアを平成２年の時点と比較すると、１００～５００万円階層は川上村

では変化なく、中和村は極僅差ながら低く、八束村と湯原町は著しく低く、とりわけ湯原

町において顕著となり、５００～１０００万円階層は湯原町では変化なく、他の３か村は

顕著に低く、１０００万円以上階層は川上村と八束村は低く、反対に湯原町は極僅差なが

ら高くなっている。 

次に上述した１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円階層、２００

～３００万円階層及び３００～５００万円階層シェアの細分比率をみると、以上の階層順

に川上村は４７％、２８％、２５％、八束村は５６％、２６％、１８％、中和村は６８％、

１３％、１９％、湯原町は６４％、１７％、１９％となっている。 以上のように各階層

の比率は４か町村ともに１００～２００万円階層は平成２年の時点と同様に概ね５０％以

上となり、次いで川上村と八束村は２００～３００万円階層、３００～５００万円階層の

順に下降し、一方、中和村と湯原町は２００～３００万円階層が急落し、３００～５００

万円階層は幾分上昇している。 

上記した細分比率からみると、販売農家の１００～２００万円階層への分布集中度は中

和村及び湯原町が最も高く、川上村は著しく低く、その代わり川上村は２００～３００万

円階層と３００～５００万円階層への分布集中度を高め、湯原町は２００～３００万円階

層への分布集中度を高めている。なお、中和村と湯原町における２００～３００万円階層

への分布集中度は川上村及び八束村に比べて著しく低下しているが、３００～５００万円

階層への分布集中度は八束村並みとなっている。 

５００～１０００万円階層シェアに占める５００～７００万円階層シェアの細分比率

は、中和村１００％、川上村６５％、八束村６２％、湯原町６０％となっている。以上の

比率からみると、販売農家の５００～７００万円階層への分布集中度は中和村が突出し、

他の３か町村はかなり低く、その代わり７００～１０００万円階層へ分布集中度を高めて

いる。 

１０００万円以上階層シェアに占める１０００～２０００階層、２０００～３０００万

円階層及び３０００～５０００万円階層シェアの細分比率は、以上の階層順に川上村は４

３％、３０％、２８％、八束村は６０％、１３％、２８％、湯原町は４４％、４４％、１

１％となり、中和村は該当農家不在となっている。以上の比率からみると、販売農家の１

０００～２０００万円階層への分布集中度は八束村が最も高く、２０００～３０００万円

階層への分布集中度は湯原町が高く、３０００～５０００万円階層への分布集中度は川上

村と八束村が同水準で高くなっている。 

次に上記した各階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層と同数値をみると、川上村及び八

束村はそれぞれ５０～１００万円階層 1.11、1.28、１００～２００万円階層 1.34、1.49、

２００～５００万円階層 2.15、1.64、５００～１０００万円階層 4.12、4.19、１０００～
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２０００万円階層 4.46、5.38、２０００～３０００万円階層 8.20、3.00、３０００～５０

００万円階層 9.50、8.00 となっている。中和村は５０～１００万円階層 1.49、１００～

２００万円階層 2.86、２００～５００万円階層 1.88 となっている。湯原町は１０万円未

満階層 1.27、１０～５０万円階層 1.15、２０００～３０００万円階層 2.40、３０００～

５０００万円階層 0.75 となっている。 

以上のように川上村と八束村は１００～２００万円階層以上の各階層、中和村は５０～

１００万円階層、１００～２００万円階層及び２００～５００万円階層、湯原町は２００

０～３０００万円階層への特化を強め、とりわけ川上村と八束村は５００～１０００万円

階層以上の各階層において一段と強化されている。換言すれば川上村、八束村及び中和村

における５０～１００万円階層以下の各階層シェアは岡山県の平均レベルを下回り、反対

に１００～２００万円階層以上の各階層シェアは上回り、ただ、中和村は５００～１００

０万円階層で下回っている。一方、湯原町は５０～１００万円階層以下の各階層と２００

０～３０００万円及び３０００～５０００万円の両階層シェアが岡山県レベルを上回って

いる。 

 

第第第第５５５５項項項項 まとめまとめまとめまとめ 

先に１～４項で記述した蒜山地域及び４か町村の販売農家における農産物販売金額規模

別農家階層シェアに関する内容をまとめると以下のとおりである。なお、階層シェアは概

数（小数点以下四捨五入）で示し、そのため内訳と計が一致しない場合もある。 

（１） 蒜山地域 

① 昭和３５年 

５０万円未満階層シェアは蒜山地域９７％、真庭郡９９％、岡山県９８％、５０～１０

０万円未満階層シェアはそれぞれ３％、１％、２％となり、１００万円未満階層シェアは

いずれも１００％となっている。なお、１００～２００万円階層シェアは蒜山地域と岡山

県各 0.1%、真庭郡 0.0%となっている。上記した５０万円未満階層シェアのうち１０万円未

満階層は蒜山地域４０％、真庭郡５８％、岡山県５２％、そして１０～５０万円階層はそ

れぞれ５８％、４１％、４６％となり、両階層シェアは４０～６０％の範囲にあり、後述

する昭和５５年以降の３時点と比べるとかなり近接している。 

以上で記述した蒜山地域における農家階層シェアの特化係数 1.00 以上の階層、つまり岡

山県の平均階層シェアを上回る階層は１０～５０万円と５０～１００万円の両階層とな

り、一方、真庭郡は１０万円未満階層に過ぎない。したがって蒜山地域における販売農家

（戸数１９５０戸）の６１％は岡山県レベルを大幅に超え、そのうち５８％は真庭郡と異

なり、上位階層の１０～５０万円階層に分布している。 

昭和４０年以降、１０万円未満と１０～５０万円の両階層シェアは時系列的に縮小し、

その過程で前者は同４０年と同４５年に急激に縮小し、その後は概ね横ばい状態となり、

一方、後者は緩やかに縮小し、同５５年には急激に縮小し、同３５年の時点における両階

層シェアの比較的近接した関係は大きく崩れている。一方、１００～２００万円階層シェ

アは拡大パタ－ンで推移し、２００万円以上の各階層への展開は昭和４５年に始まってい

る。 

② 昭和５５年～平成１２年  

昭和５５年における５０万円未満階層シェアは蒜山地域２９％、真庭郡５０％、岡山県

５５％、５０～１００万円階層シェアはそれぞれ１７％、１９％、２０％となり、したが

って１００万円未満階層シェアは蒜山地域４７％、真庭郡６９％、岡山県７４％となって

いる。なお、５０万円未満階層シェアのうち１０万未満階層は蒜山地域５％、真庭郡１３

％、岡山県１６％、一方、１０～５０万円階層はそれぞれ２４％、３７％、３９％となっ

ている。 

上記した１０万円未満、１０～５０万円、５０万円未満、５０～１００万円、そして１

００万円未満の各階層シェアにみられる蒜山地域、真庭郡、岡山県の３者間における上下

の関係性は平成２年、同１２年に引き継がれている。しかし、各農家階層シェア水準は平

成２年には大きな変化はなく、同１２年には幾分上昇している。 
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以上で記述した１００万円未満階層シェアの残余部分（同シェア１００％に未達成部分）

は蒜山地域５３％、真庭郡３１％、岡山県２６％となり、そのシェアは次の配分率で１０

０万円以上の各階層に分配されている。 

すなわち１００～５００万円階層への配分率は蒜山地域７２％、真庭郡７８％、岡山県

８８％、そして以上の地域順に５００～１０００万円階層へは１９％、１３％、８％、１

０００万円以上階層へは１０％、９％、４％となっている。 

以上のように蒜山地域における配分率は１００～５００万円階層において真庭郡及び岡

山県を下回り、とくに岡山県を大幅に下回り、反対に５００～１０００万円階層と１００

０万円以上階層において上回っている。このような配分率の様態は、蒜山地域における販

売農家の集中分布域が岡山県に比べて１００～５００万円階層から５００～１０００万円

階層、さらに１０００万円以上階層へ移動していることを示唆している。 

上記した３階層への配分率のもとで、昭和５５年におけ１００～５００万円階層シェア

は蒜山地域３８％、真庭郡２４％、岡山県２３％、そして以上の地域順に５００～１００

０万円階層シェアは１０％、４％、２％、１０００万円以上階層シェアは５％、３％、１

％の順になり、蒜山地域における階層シェアは各階層において真庭郡及び岡山県を上回り、

真庭郡と岡山県は近接している。 

以上で記述した昭和５５年における１００～５００万円、５００～１０００万円、１０

００万円以上の３階層への配分率にみられる蒜山地域、真庭郡、岡山県の３者間における

上下の関係性は平成２年、同１２年に引き継がれている。しかし、その配分率水準には時

系列的変化がみられ、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における１００～５００万円階層への

配分率は平成２年に幾分低下し、その後は概ね横ばい状態となり、５００～１０００万円

階層への配分率は平成２年に幾分上昇し、その後は低下し、概ね昭和５５年の水準となり、

１０００万円以上階層への配分率は時系列的に上昇し、平成１２年における１００～５０

０万円階層への配分率は蒜山地域％６２、真庭郡７０％、岡山県７９％、そして以上の地

域順に５００～１０００万円階層へは１７％、１４％、１１％、１０００万円以上階層へ

は２１％、１６％、１０％となっている。 

以上の配分率のもとで、平成１２年における１００～５００万円階層シェアは蒜山地域

２５％、真庭郡１５％、岡山県１８％、そして以上の地域順に５００～１０００万円階層

シェアは７％、３％、３％、１０００万円以上階層シェアは８％、４％、２％となり、蒜

山地域における各階層シェアは真庭郡及び岡山県を大幅に上回り、真庭郡と岡山県は全体

的に近接している。 

次に１００～５００万円階層、５００～１０００万円階層、１０００万円以上階層シェ

アに占めるそれぞれの細区分階層シェアの比率をみると以下のとおりである。 

昭和５５年における１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円階層、

２００～３００万円階層、３００～５００万円階層シェアの細分比率は、以上の階層順に

蒜山地域は４９％、２４％、２７％、真庭郡は６０％、２１％、２０％、岡山県は６５％、

２１％、１５％となっいる。以上の比率のもとで、昭和５５年における１００～２００万

円、２００～３００万円、３００～５００万円の各階層シェアは、以上の階層順に蒜山地

域は１９％、９％、１０％、真庭郡は１５％、５％、５％、岡山県は１５％、５％、３％

となっている。以上のように蒜山地域における各階層の細分比率は真庭郡及び岡山県に比

べて１００～２００万円階層は著しく低く、反対に２００～３００万円階層と３００～５

００万円階層は高く、とくに後者は非常に高く、一方、真庭郡と岡山県は概ね近接してい

る。以上の各階層シェアの比率にみられる蒜山地域、真庭郡、岡山県の３者間における上

下関係は平成２年に引き継がれ、また同１２年には２００～３００万円階層を除き引き継

がれている。 

上記した細分比率の推移経過のもとで、平成１２年における１００～２００万円階層、

２００～３００万円階層、３００～５００万円階層シェアの比率は、以上の階層順に蒜山

地域は５６％、２３％、２１％、真庭郡は６１％、２５％、１５％、岡山県は５８％、２

４％、１８％となっている。このような比率の様態は、蒜山地域における販売農家の集中

分布域が真庭郡及び岡山県と比べて１００～２００万円階層から２００～３００万円階
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層、さらに３００～５００万円階層へ移動していることを示唆している。 

以上の細分比率のもとで、平成１２年における１００～２００万円、２００～３００万

円、３００～５００万円の各階層シェアは、上記の階層順に蒜山地域は１４％、６％、５

％、真庭郡は９％、４％、２％、岡山県は１０％、４％、３％となっている。 

昭和５５年における５００～１０００万円階層シェアに占める５００～７００万円階層

シェアの細分比率は蒜山地域５５％、真庭郡５３％、岡山県６１％となり、岡山県は突出

し、蒜山地域は最低となり、一方、７００～１０００万円階層シェアの比率は蒜山地域が

４５％と最高、岡山県は３９％と最低になっている。以上の細分比率のもとで、５００～

７００万円と７００～１０００万円の両階層シェアは、以上の階層順に蒜山地域は６％、

５％、真庭郡は各２％、岡山県は各１％となっている。 

上記した２階層にみられる細分比率の蒜山地域、真庭郡、岡山県の３者間における上下

の関係性は平成２年以降崩れている。すなわち平成２年における５００～７００万円階層

の比率は蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに５８～５９％、７００～１０００万円階層は４

１～４２％とほぼ同水準となり、一方、同１２年における５００～７００万円階層は蒜山

地域６１％、真庭郡と岡山県各５５％、７００～１０００万円階層は蒜山地域３９％、真

庭郡と岡山県各４５％となり、昭和５５年の時点における３者間の上下関係は逆転してい

る。 

以上のような比率の様態は、蒜山地域における販売農家の集中分布域が岡山県と比べて

昭和５５年の時点では５００～７００万円階層から７００～１０００万円階層へ移動し、

平成１２年の時点では岡山県の方が７００～１０００万円階層へ移動していることを示唆

している。 

上記した細分比率のもとで、平成１２年における５００～７００万円と７００～１００

０万円の両階層シェアは、以上の階層順に蒜山地域は４％、３％、真庭郡は２％、１％、

岡山県は各１％となっている。 

昭和５５年における１０００万円以上階層シェアに占める１０００～２０００万円階層

シェアの細分比率は蒜山地域、真庭郡、岡山県各１００％となり、２０００～３０００万

円階層以上の階層シェアは昭和６０年に初めて記録されている。 

平成２年における１０００～２０００万円階層、２０００～３０００万円階層、３００

０～５０００万円階層シェアの細分比率は、以上の階層順に蒜山地域６０％、２６％、１

４％、真庭郡は６１％、２５％、１４％、岡山県は６６％、１９％、１５％となっている。

以上のように蒜山地域は岡山県と比べて１０００～２０００万円階層は下回り、反対に２

０００～３０００万円階層は上回り、３０００～５０００万円階層は近似し、一方、真庭

郡とは３階層において近似している。 

平成２年における１０００～２０００万円階層の細分比率にみられる蒜山地域、真庭郡、

岡山県の３者間における上下の関係性は平成１２年に引き継がれているが、その比率水準

は低下している。しかし、２０００～３０００万円階層と３０００～５０００万円階層に

おける関係性は平成１２年には崩れている。 

以上の細分比率の推移経過のもとで、平成１２年における１０００～２０００万円階層、

２０００～３０００万円階層、３０００～５０００万円階層の比率は、以上の階層順に蒜

山地域は５１％、２４％、２６％、真庭郡は４９％、２７％、２４％、岡山県は６１％、

２２％、１７％となり、蒜山地域は岡山県に比べて１０００～２０００万円階層は下回り、

反対に２０００～３０００万円階層は上回り、とくに後者において顕著である。 

上記した比率の様態は、蒜山地域における販売農家の集中分布域が岡山県に比べると１

０００～２０００万円階層から２０００～３０００万円階層、さらに３０００～５０００

万円階層へ移動していることを示唆している。 

以上で記述した細分比率のもとで、平成１２年における１０００～２０００万円階層、

２０００～３０００万円階層、３０００～５０００万円階層は、以上の階層順に蒜山地域

は４％、２％、２％、真庭郡は２％、１％、１％、岡山県は１％、１％、0.0%となってい

る。 

次に上述した蒜山地域および真庭郡における農家階層シェアの特化係数の数値から、各
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時点における農家階層への特化状況をみると以下のとおりである。 

昭和３５年の時点で蒜山地域における各階層への特化は１０～５０万円および５０～１

００万円の両階層において強まり、一方、真庭郡は１０万円未満階層において幾分強まっ

ているに過ぎない。 

なお、蒜山地域における販売農家１９５０戸のうち販売金額が岡山県の平均レベルを超

える農家は１０～５０万円規模に５８％、５０～１００万円規模に３％分布し、一方、真

庭郡における販売農家８５４９戸のうち５８％は１０万円未満階層において岡山県の平均

レベルを超え、他の階層では同レベル以下となっている。 

昭和５５年の時点で、蒜山地域における各階層への特化は１００～２００万円、２００

～５００万円、５００～１０００万円、１０００～２０００万円の各階層において強まり、

とくに２００～５００万円階層以上の階層において上位階層に向かって特化は一段と強化

されている。一方、真庭郡は２００～５００万円、５００～１０００万円、１０００～２

０００万円の各階層への特化を強めているが、その程度は蒜山地域を大幅に下回っている。 

なお、換言すれば蒜山地域における販売農家１６５１戸のうち販売金額が岡山県の平均

レベルを超える農家は１００～２００万円規模に１９％、２００～５００万円規模に２０

％、５００～１０００万円規模に１０％、１０００～２０００万円規模に５％分布し、一

方、真庭郡の場合は販売農家６４０９戸のうち２００～５００万円規模に１０％、５００

～１０００万円規模に４％、１０００～２０００万円規模に３％分布している。 

平成２年の時点で、蒜山地域における各階層への特化は１００～２００万円階層以上の

各階層、とくに５００～７００万円階層以上各階層において一段と強化されている。一方、

真庭郡は５００～１０００万円階層以上の各階層において強まり、とくに２０００～３０

００万円階層以上の階層で強化されているが、その程度は蒜山地域を大幅に下回っている。 

なお、蒜山地域における販売農家１３８０戸のうち販売金額が岡山県の平均レベルを上

回る農家は１００～２００万円階層に１８％、２００～５００万円階層に１４％、５００

～１０００万円階層に１２％、１０００～２０００万円階層に６％、２０００万円以上階

層に４％分布し、一方、真庭郡における販売農家４９６７戸のうち５％は５００～１００

０万円階層、３％は１０００～２０００万円階層、２％は２０００万円以上階層に分布し

ている。 

平成１２年の時点で、蒜山地域における各階層への特化は同２年と同じ各階層において

強まっている。一方、真庭郡の場合は５００～７００万円階層以上の各階層において特化

されているが、その程度は蒜山地域を大幅に下回っている。 

なお、蒜山地域における販売農家１０９５戸のうち販売金額が岡山県の平均レベルを超

える農家は１００～２００万円階層に１４％、２００～５００万円階層に１１％、５００

～１０００万円階層に７％、１０００～２０００万円階層に４％、２０００万円以上階層

に４％分布し、一方、真庭郡における販売農家３９６７戸のうち３％は５００～１０００

万円階層、１０００～２０００万円と２０００万円以上の両階層に各２％分布している。 

（２） ４か町村 

① 昭和３５年 

５０万円未満階層シェアは中和村１００％、湯原町９９％、八束村９６％、川上村９４

％となり、残余部分（同階層シェア１００％に未達成部分）は５０～１００万円階層に分

配され、川上村５％、八束村４％、湯原町１％となり、さらに川上村は１００～２００万

円階層 0.4%となっている。 

昭和３５年以降同５５年に至る過程で４か町村における１０万円未満階層シェアは同４

０～４５年の間に急激に縮小し、その後横ばい状態となっている。１０～５０万円階層シ

ェアは縮小し、その過程で川上村と八束村は同４０年と同５５年に急激に縮小し、中和村

と湯原町は同４０年に急激に拡大し、その後、中和村は同４５年と同５５年に急激に縮小

し、湯原町は横ばい状態となっている。５０～１００万円階層シェアは昭和４０年に急激

に拡大し、その後、川上村と八束村は同４５年に拡大に転じ、同５０年に急激に縮小し、

横ばい状態に転じ、一方、中和村と湯原町は拡大を続け、同５０年に急激に縮小し、その

後中和村は横ばい状態となり、湯原町は同５５年に拡大に転じている。１００～２００万
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円階層シェアは４か町村とも拡大パタ－ンで推移し、２００万円以上の各階層への展開は

昭和４５年に始まっている。 

② 昭和５５年～平成１２年 

昭和５５年における５０万円未満階層シェアは湯原町４６％、八束村２２％、川上村２

１％、中和村１７％、５０～１００万円階層シェアは中和村３０％、湯原町２１％、川上

村と八束村各１２％となり、したがって１００万円未満階層シェアは湯原町６７％、中和

村４７％、八束村３４％、川上村３２％の順になっている。なお、５０万円未満階層シェ

アのうち１０万円未満階層シェアは湯原町８％、川上村５％、八束村と中和村各３％、１

０～５０万円階層シェアは湯原町３９％、八束村１９％、川上村１６％、中和村１４％と

なっている。 

以上の１００万円未満の各階層シェアにみられる４か町村間おける上下の関係性は平成

２年、同１２年に引き継がれている。 

上記した１００万円未満階層シェアの残余部分（同階層シェア１００％に未達成部分）

は川上村６８％、八束村６６％、中和村５３％、湯原町３３％となり、そのシェアは１０

０万円以上の各階層へ次の配分率で分配されている。 

１００～５００万円階層への配分率は川上村６４％、八束村６１％、中和村８７％、湯

原町９１％、そして以上の町村順に５００～１０００万円階層へは２３％、２６％、１１

％、６％、１０００万円以上階層へは１３％、１４％、２％、３％となっている。上記し

た３階層への配分率のもとで、昭和５５年における１００～５００万円階層シェアは中和

村４７％、川上村４４％、八束村４０％、湯原町３０％、５００～１０００万円階層シェ

アは八束村１７％、川上村１６％、中和村６％、湯原町２％、１０００万円階層シェアは

川上村と八束村各９％、中和村と湯原町各１％の順になっている。 

以上で記述した昭和５５年の３階層への配分率にみられる４か町村間における上下の関

係性は平成２年、同１２年に引き継がれているが、その配分率水準には時系列的変化がみ

られる。すなわち１００～５００万円階層への配分率は川上村、八束村ともに平成２年に

低下し、その後は上昇し、中和村は同２年には横ばい状態となり、その後上昇し、湯原町

は低下を続け、５００～１０００万円階層への配分率は川上村、中和村ともに平成２年に

上昇し、八束村は低下し、湯原町は上昇を続け、１０００万円以上階層への配分率は中和

村を除く３か町村は上昇し、中和村は該当農家不在となっている。 

以上の推移経過のもとで平成１２年における１００～５００万円階層への配分率は中和

村９６％、湯原町６９％、川上村５５％、八束村５４％の順になり、そして上記の町村順

に５００～１０００万円階層へ４％、１３％、２０％、２２％、１０００万円以上階層へ

は０％、１９％、２６％、２４％となっている。 

上記の配分率のもとで、平成１２年における１００～５００万円階層シェアは中和村４

３％、川上村３０％、八束村２７％、湯原町１１％、５００～１０００万円階層シェアは

川上村と八束村各１１％、中和村と湯原町各２％、１０００万円以上階層シェアは川上村

１４％、八束村１２％、湯原町３％、中和村０％の順になっている。 

次に以上で記述した１００～５００万円階層シェアに占める１００～２００万円、２０

０～３００万円、３００～５００万円の各階層シェアの細分比率、５００～１０００万円

階層シェアに占める５００～７００万円階層シェアの細分比率、１０００万円以上階層シ

ェアに占める１０００～２０００万円、２０００～３０００万円、３０００～５０００万

円の各階層シェアの細分比率を各時点でみると以下のとおりである。 

昭和５５年の時点で、１００～２００万円階層、２００～３００万円階層、３００～５

００万円階層シェアの比率は、以上の階層順に川上村は３１％、２８％、４１％、八束村

は４３％、２５％、３２％、中和村は６７％、１５％、１８％、湯原町は６４％、２４％、

１２％となり、５００～７００万円階層シェアの比率は中和村８０％、川上村５８％、八

束村５２％、湯原町４４％となり、１０００～２０００万円階層シェアの比率は４か町村

ともに１００％となっている。 

上記した１００～２００万円階層、３００～５００万円階層及び５００～７００万円階

層シェアの細分比率にみられる４か町村間における上下の関係性は平成２年、同１２年に
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引き継がれている。しかし、２００～３００万円階層における上記の関係性は平成２年に

崩れ、同１２年には復元している。一方、２０００～３０００万円階層と３０００～５０

００万円階層は中和村を除く３か町村において昭和６０年以降に展開し、それら３階層シ

ェアにおける上記の関係性は時系列的に変化している。 

以上の推移経過のもとで、平成１２年における１００～２００万円階層、２００～３０

０万円階層、３００～５００万円階層の細分比率は、以上の階層順に川上村は４７％、２

８％、２５％、八束村は５６％、２６％、１８％、中和村は６８％、１３％、１９％、湯

原町は６４％、１７％、１９％となり、５００～７００万円階層の比率は川上村６５％、

八束村６２％、中和村１００％、湯原町６０％となっている。また、１０００～２０００

万円階層、２０００～３０００万円階層、３０００～５０００万円階層の細分比率は、以

上の階層順に川上村は４３％、３０％、２８％、八束村は６０％、１３％、２８％、中和

村は各０％、湯原町は４４％、４４％、１１％となっている。 

上記した階層シェアの細分比率は販売農家における各階層への分布集中度の町村間比較

の指標となり、１００～５００万円階層の場合、中和村と湯原町は１００～２００万円階

層への分布集中度が高く、川上村と八束村は２００～３００万円階層、さらに３００～５

００万円階層への分布集中度が高くなっている。５００～１０００万円階層の場合、中和

村は５００～７００万円階層へ集中し、他の３か町村は７００～１０００万円階層への分

布集中度が高くなっている。１０００万円以上階層の場合、八束村は１０００～２０００

万円階層への分布集中度が高く、川上村と湯原町は２０００～３０００万円階層、さらに

３０００～５０００万円階層への分布集中度を高めている。 

以上で記述した各階層シェアの比率のもとで、平成１２年における各階層シェアは以下

のとおりである。 

１００～５００万円階層のうち１００～２００万円、２００～３００万円、３００～５

００万円の階層シェアは、以上の階層順に川上村は１４％、８％、８％、八束村は１５％、

７％、５％、中和村は３０％、６％、８％、湯原町は７％、２％、２％となっている。５

００～１０００万円階層のうち５００～７００万円、７００～１０００万円の階層シェア

は、以上の階層順に川上村は７％、４％、八束村は７％、４％、中和村は２％、０％、湯

原町は 0.0 ％、２％となっている。１０００万円以上階層のうち１０００～２０００万円、

２０００～３０００万円、３０００～５０００万円の階層シェアは、以上の階層順に川上

村は６％、４％、４％、八束村は７％、２％、３％、中和村は０％、０％、０％、湯原町

は１％、１％、0.0 ％となっている。 

次に４か町村における農家階層シェアの特化係数の数値から、各時点における農家階層

への特化状況をみると以下のとおりである。 

昭和３５年の時点で、川上村と八束村は１０～５０万円及び５０～１００万円階層へ特

化し、とくに後者への特化が著しい。中和村は１０～５０万円階層へ特化している。 

なお、川上村における販売農家４７９戸のうち販売金額が岡山県の平均レベルを超える

農家は１０～５０万円階層に６６％、５０～１００万円階層に５％分布し、同様に八束村

における５７８戸の６６％は１０～５０万円階層、４％は５０～１００万円階層、中和村

における６５７戸の５６％は１０～５０万円階層に分布している。 

昭和５５年の時点で、川上村は２００～３００万円階層以上１０００～２０００万円階

層までの各階層、八束村は１００～２００万円階層以上１０００～２０００万円階層まで

の各階層への特化を強め、両村とも階層が上がるにつれて強化されている。中和村は５０

～１００万円階層以上１０００～２０００万円階層までの各階層への特化を強め、その特

化の程度は川上村を大幅に下回っている。湯原町は１００～２００万円階層、２００～３

００万円階層、７００～１０００万円階層への特化を幾分強めている。 

なお、川上村における販売農家３９１戸のうち販売金額が岡山県の平均レベルを上回る

農家は２００～５００万円階層に３０％、５００～１０００万円階層に１６％、１０００

～２０００万円階層に９％分布している。同様に八束村における販売農家５１１戸のうち

１７％は１００～２００万円階層、２３％は２００～５００万円階層、１７％は５００～

１０００万円階層、９％は１０００～２０００万円階層に分布している。中和村における
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販売農家１８２戸のうち３０％は５０～１００万円階層、３２％は１００～２００万円階

層、１０％は２００～５００万円階層、５％は５００～１０００万円階層、１％は１００

０～２０００万円階層に分布している。湯原町における販売農家５６７戸のうち２１％は

５０～１００万円階層、１９％は１００～２００万円階層、６％は２００～５００万円階

層、１％は７００～１０００万円階層に分布している。 

平成２年の時点で、川上村は２００～３００万円階層以上３０００～５０００階層まで

の各階層、八束村は１００～２００万円階層以上３０００～５０００万円階層までの各階

層への特化を強め、とくに両村は５００～７００万円階層以上の階層において上位階層ほ

ど強化されている。中和村は５０～１００万円階層以上５００～７００万円階層までの各

階層への特化を強めているが、その特化の程度は５００～７００万円階層において川上村、

八束村を下回っている。湯原町は１００～２００万円階層、２００～３００万円階層、１

０００～２０００万円階層への特化を強めているが、その特化の程度は４か町村のなかで

最低となっている。 

なお、川上村における販売農家３４１戸のうち販売金額が岡山県の平均レベルを超える

農家は２００～５００万円階層に１６％、５００～１０００万円階層に２１％、１０００

万円以上階層に１６％、そのうち１０００～２０００万円階層に９％分布している。同様

に八束村における販売農家４１９戸の２０％は１００～２００万円階層、１５％は２００

～５００万円階層、１６％は５００～１０００万円階層、１７％は１０００万円以上階層、

そのうち１０％は１０００～２０００万円階層に分布している。中和村における販売農家

１６７戸の３５％は５０～１００万円階層、２６％は１００～２００万円階層、１８％は

３００～５００万円階層、６％は５００～１０００万円階層、そのうち５％は５００～７

００万円階層に分布している。湯原町における販売農家４５３戸の１６％は１００～２０

０万円階層、１０％は２００～５００万円階層、２％は１０００～２０００万円階層に分

布している。 

平成１２年の時点で、川上村と八束村は５０～１００万円階層以上３０００～５０００

万円階層までの各階層への特化を強め、そのなかで両村は３００～５００万円階層以上の

各階層において一段と強化している。中和村は５０～１００万円階層以上５００～７００

万円階層までの各階層、そして湯原町は７００～１０００万円階層と２０００～３０００

万円階層への特化を幾分強めている。 

なお、川上村における販売農家２９０戸のうち販売金額が岡山県の平均レベルを上回る

農家は５０～１００万円階層に２４％、１００～５００万円階層には３０％、そのうち１

００～２００万円階層に１４％、５００～１０００万円階層には１１％、そのうち５００

～７００万円階層に７％、１０００万円以上階層には１４％、そのうち１０００～２００

０万円階層に６％分布している。 

八束村における販売農家３４３戸のうち岡山県の平均レベルを超える農家は５０～１０

０万円階層に２８％、１００～５００万円階層には２７％、そのうち１５％は１００～２

００万円階層、５００～１０００万円階層には１１％、そのうち７％が５００～７００万

円階層、１０００万円以上階層には１２％、そのうち７％は１０００～２０００万円階層

に分布している。 

中和村における販売農家１２３戸のうち岡山県の平均レベルを超える農家は５０～１０

０万円階層に２％、１００～５００万円階層には４４％、そのうち３０％は１００～２０

０万円階層、５００～７００万円階層には２％分布している。 

湯原町における販売農家３３９戸の２％は７００～１０００万円階層、１％は２０００

～３０００万円階層に分布している。 

上記したように昭和５５年以降、４か町村における販売農家の販売金額は岡山県の平均

レベルと比べて１００万円以上階層において上回り、一方、１００万円未満階層において

下回っている。しかし例外として昭和５５年に川上村は１００～２００万円階層で下回り、

中和村と八束村は５０～１００万円階層で上回り、平成２年に中和村は５０～１００万円

階層で上回り、同１２年に川上村、八束村、中和村は５０～１００万円階層、湯原町は５

０万円未満階層で上回り、１００万円以上階層では７００～５００万円階層と２０００～
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３０００万円階層を除き下回っている。 

 

第第第第９９９９節節節節 農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額１１１１位位位位のののの作目別農家構成作目別農家構成作目別農家構成作目別農家構成のののの推移推移推移推移 

 

前節で蒜山地域及び４か町村における農産物販売金額規模別農家構成について記述した

が、本節では農産物販売金額の中で１位を占める作目の視点から農家構成について、表４

４、４５に基づき真庭郡及び岡山県と対比して記述する。 

表４４に記載の農産物販売金額１位の作目は、前出の表３９に示した米、雑穀・まめ類

・いも類（以下、雑穀等）、野菜、果樹、工芸農作物、乳用牛、肉用牛、豚、鶏のほかに、

施設園芸（ハウス栽培、ガラス栽培、礫耕栽培及び石垣栽培等）及びその他の作物（芝、

種苗、栽培きのこ等）が追加され、花卉は除かれている。なお、同表の数値は農産物販売

農家数に対する農産物販売金額１位の作目別農家数構成比（以下、作目農家シェア）であ

る。また、表４５で示す農産物販売金額１位の作目別農家数構成比の特化係数は、蒜山地

域と４か町村及び真庭郡における作目シェアの岡山県における当該作目農家シェアに対す

る比で示され、その係数が 1.00 の場合は岡山県における当該作目シェアと等しく、その係

数の値が大きくなるほど、その作目への特化を強めていることを示す。 

 

第第第第１１１１項項項項 農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額１１１１位位位位のののの作目別農家数構成作目別農家数構成作目別農家数構成作目別農家数構成のののの推移推移推移推移 

１１１１ 米作目米作目米作目米作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における米作目農家シェアは、昭和４０年に 69.9% となり、同４５年は 72.3% 

に拡大し、同５０年には 63.0%に急激に縮小し、その後６０％台前半を乱高下し、その過

程で同５５年に 60.8% と最低を記録し、平成７年には 72.8%に拡大し、昭和４５年の水準

を僅差ながら上回り、最高に達し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの

拡大率は 4.1%となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは、

昭和４０年にそれぞれ 57.8% 、67.3% 、62.4% 、平成７年にはそれぞれ 64.9% 、74.7% 、

79.5% となっている
1)

。 

真庭郡における米作目農家シェアは、昭和４０年に 64.8% となり、その後拡大基調で推

移し、その過程で同５０年に 63.7% と最低を記録し、その後は概ね６０％台を上昇し、平

成２年に 69.8% となり、同７年には 77.1%に急激に拡大し、最高に達し、昭和４０年～平

成７年間における同農家目シェアの拡大率は 19.0%となっている。 

岡山県における米作目農家シェアは、昭和４０年に 59.6% となり、同４５年には 67.3% 

に急激に拡大し、その後も一貫して拡大し、同５０年以降は７０％台を上昇し、平成７年

に 78.7% となり、最高に達し、昭和４０年～平成７年間における同農家シェアの拡大率は

32.0% となっている。 

上述した真庭郡及び岡山県における米作目農家シェアは、蒜山地域に比べて昭和４５年

までは下回り、反対に同５０年以降は上回っている。すなわち、昭和４０～４５年は真庭

郡は 5.1～6.3 ポイント、岡山県は 10.3～5.0 ポイントの範囲で下回り、同５０年以降は真

庭郡は 0.7～5.1 ポイント、岡山県は 5.9～12.6 ポイントの範囲で上回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における米作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点をみる

と、前者では昭和４０～４５年の間に 1.17～1.07 の範囲を時系列的に下降し、後者では同

４０年に 1.09 となっている。 

以上で記述し蒜山地域における米作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域と真庭郡における同作目農家シェアは拡大基調で推移し、その過程で前者は昭

和５５年、後者は同５０年に最低を記録し、両者ともに平成７年に最高に達している。一

方、岡山県は昭和４０年に最低を記録し、その後一貫して拡大を続けている。 

昭和４０年以降全時点における米作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 60.8～

72.8%、真庭郡は 63.7～77.1%の範囲を乱高下し、岡山県は 59.6～78.7%の範囲を上昇し、昭

和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は岡山県 32.0% 、真庭郡 19.0% 、
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蒜山地域 4.1%の順になっている。 

上記した蒜山地域における米作目農家シェアの特化係数が 1.00 以上の時点と数値は昭

和４０年に 1.17、同４５年に 1.07 となり、真庭郡の場合は同４０年に 1.09 となっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年に 70.4% となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 73.2% 

と拡大し、最高に達し、同５０年には 48.6% と急激に縮小し、その後は４０％台を乱高下

し、その過程で同５５年に 43.8% と最低を記録し、平成７年には 59.4% と急激に拡大し、

昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 15.6% となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に 67.4% となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 69.9% 

と拡大し、最高に達し、同５０年には 58.8%に縮小し、その後は５０％台を乱高下し、そ

の過程で同５５年に 55.4% と最低を記録し、平成７年には 65.4%に急激に拡大し、昭和４

０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 3.0%となっている。 

③ 中和村 

昭和４０年に 92.4% となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 75.4% 

と急激に縮小し、その後は概ね横ばい状態となり、同６０年には 87.4%に急激に拡大し、

最高に達し、平成２年には 80.8%に縮小し、同７年に 87.4% と再び拡大し、昭和４０年～

平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 5.4%となっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年に 64.1% となり、その後は一貫して拡大し、同４５年には 72.7%に急激に拡

大し、その後は７０％台を上昇し、平成７年に 84.6% と再び急激に拡大し、最高に達し、

昭和４０年～平成７年間における同農家シェアの拡大率は 32.0% となっている。 

次に４か町村における米作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点をみると、中和村は

全時点を通して 1.55～1.06 の範囲を幾分乱高下し、湯原町は昭和５０年以外の時点で 1.08

～1.01 の範囲を乱高下し、川上村と八束村は同４０～４５年の２時点においてそれぞれ

1.18～1.09 、1.13～1.04 の範囲を下降している。 

以上で記述した４か町村における米作目農家シェアの推移状況をまとめると以下のよう

である。 

米作目農家シェアの推移パタ－ンには町村間差異がみられ、湯原町を除く３か町村は縮

小基調で推移し、その過程で川上村と八束村は昭和４５年に拡大し、最高に達し、同５０

年には急激に縮小し、その後平成２年まで概ね横ばい状態となり、その過程で昭和５５年

に最低を記録し、平成７年には拡大に転じている。中和村は昭和４０年に最高となり、同

４５年に急激に縮小し、その後は同５５年まで概ね横ばい状態となり、その過程で同４５

年に最低を記録し、同６０年に拡大に転じ、その後は概ね横ばい状態で推移している。一

方、湯原町は昭和４０年に最低を記録し、その後は一貫して拡大し、平成７年に最高に達

している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、川上村は 73.2%～43.8% 、

八束村は 69.9～55.4% 、中和村は 92.4～75.4%の範囲を乱高下し、湯原町は 64.1～84.6%の範

囲を上昇し、同４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は川上村 15.6% 、

中和村 5.4%、八束村 3.0%の順になり、一方、湯原町は 32.0% の拡大となっている。 

４か町村における米作目農家シェアの特化係数の数値から、川上村と八束村は昭和４０

年、中和村は同４０～４５年に同作目へ幾分特化している。 

２２２２ 野菜作目野菜作目野菜作目野菜作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における野菜作目農家シェアは、昭和４０年に 7.6%と最低を記録し、その後拡

大基調で推移し、その過程で同４５年に 11.6% 、同５５年には 22.5%に拡大し、最高に達

し、その後縮小基調に転じ、平成２年に 20.1%に拡大し、同７年には 11.9%と劇的に縮小し、

昭和４５年の水準に回帰し、同４０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は

56.7% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和４
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０年にそれぞれ 5.1%、3.5%、4.3%、平成７年にはそれぞれ 7.0%、5.4%、4.0%、となってい

る
1)

。 

真庭郡における野菜作目農家シェアは、昭和４０年に 2.9%と最低を記録し、その後拡大

基調で推移し、その過程で同５５年に 7.6%と最高に達し、同６０年に 6.5%に縮小し、平成

２年には 7.6%と再び最高を記録し、同７年には 5.6%に縮小し、昭和５０年の水準に近接し、

昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 93.1% となり、蒜山地域を

36.4 ポイント上回っている。 

岡山県における野菜作目農家シェアは、昭和４０年に 2.6%と最低を記録し、その後は拡

大基調で推移し、その過程で同５０年に 4.1%  、同５５年には 4.6%と最高に達し、その後

は４％台前半で推移し、平成７年に 4.0%となり、昭和５０年の水準に近接し、同４０年～

平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 53.8% となり、蒜山地域を 2.9 ポイント

下回っている。 

上述した蒜山地域における野菜作目農家シェアは昭和４０年以降全時点を通して真庭郡

および岡山県を著しく上回り、その較差をみると真庭郡は 4.7～14.9 ポイント、岡山県は

5.0～15 .7 ポイントの範囲を乱高下し、１０ポイント以上の較差はともに昭和５０年～平

成２年の各時点となっている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における野菜作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点をみ

ると、蒜山地域は全時点を通して 2.92～4.89 の範囲を乱高下し、とくに 4.00 台は昭和５

０年～平成２年の間となり、一方、真庭郡は 1.11～1.73 の範囲を乱高下している。 

以上で記述した蒜山地域における野菜作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と

対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡、岡山県における野菜作目農家シェアは昭和４０年に最低を記録し、

その後拡大基調で推移し、その過程で３者とも同５５年に最高に達し、その後蒜山地域は

比較的急速に、真庭郡は緩やかに縮小し、一方、岡山県は概ね横ばい状態で推移している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアをみると、蒜山地域は 7.6～22.5% 、真庭

郡は 2.9～7.6%、岡山県は 2.2～4.6%の範囲を乱高下し、昭和４０年～平成７年における同

作目農家シェアの拡大率は真庭郡 93.1% 、蒜山地域 56.7% 、岡山県 53.8% の順になって

いる。 

蒜山地域における野菜作目農家シェアの特化係数は全時点に亘り 2.92～4.89 と高く、と

りわけ昭和５０年～平成２年間は 4.00 台となり、同作目への特化を著しく強めている。一

方、真庭郡の場合は全時点において 1.11～1.73 となり、同作目への特化を多少強めている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年に 7.8%と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に

8.0%、同５０年に 29.1% と飛躍的に拡大し、同５５年には 35.8% とさらに拡大し、最高に

達し、その後は縮小に転じ、３０％台を下降し、平成２年に 31.5% 、同７年には 17.7% 

に劇的に縮小し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 123.1%  

となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に 18.3% と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に

23.0% と２０％台に乗り、同５５年には 36.3% と３０％台に達し、最高となり、その後は

３０％台前半で推移し、平成７年には 24.2%に急速に縮小し、昭和４０年～平成７年間に

おける同作目農家シェアの拡大率は 32.2% となっている。 

③ 中和村 

昭和４０年に 1.8%となり、その後は縮小基調で推移し、その過程で同４５年には 22.1% 

に劇的に拡大し、最高に達し、その後は急速な縮小に転じ、同５５年まで概ね２０％前後

で推移し、同６０年には 7.5%に急激に縮小し、平成２年に 9.6%と幾分拡大し、同７年には

0.7%と再び急激に縮小し、最低を記録し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シ

ェアの縮小率は 61.1% となっている。 

④ 湯原町 
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昭和４０年に 0.3%となり、その後は概ね１％前後で推移し、その過程で同５０年に 1.4%

と最高に達し、その後は同６０年における急落を除き概ね１％台で推移し、平成７年には

0.2%に縮小し、最低を記録し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小

率は 33.3%となっている。 

次に４か町村における野菜作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点をみると、川上村

は全時点を通して 2.66～7.78 の範囲を幾分乱高下し、とくに昭和５０年～平成２年は 7.00

台となっている。八束村は全時点において 6.05～8.09 の範囲を多少乱高下し、その過程で

平成２年に最高、同７年に最低を記録し、他の時点は 7.00 台を概ね時系列的に上昇してい

る。中和村は昭和４０年及び平成７年を除く時点において 7.36～1.79 の範囲を概ね時系列

的に下降し、その過程で同４５年に最高となり、同６０年に最低となり、同４５～５５年

は 4.00 以上を記録している。一方、湯原町は全時点において 0.34 以下となっている。 

以上で記述した４か町村における野菜作目農家シェアの推移状況を要約すると以下のと

おりである。 

川上村と八束村における同作目農家シェアは昭和４０年に最低を記録し、その後拡大基

調で推移し、同５５年に最高に達し、その後は縮小に転じ、平成７年に急激に縮小してい

る。一方、中和村と湯原町は縮小基調で推移し、その過程で中和村は昭和４５年、湯原町

は同５０年に最高に達し、その後両町村は縮小に転じ、平成７年に急激に縮小し、最低を

記録している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、川上村は 7.8～35.8% 、

八束村は 18.3～36.3%、中和村は 0.7～22.1% 、湯原町 0.2～1.4%の範囲を乱高下し、昭和４

０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は川上村 123.1%、八束村 32.2% の順

になり、一方、中和村と湯原町は縮小し、それぞれ 61.1% 、33.3% の順になっている。 

野菜作目農家シェアの特化係数は川上村と八束村は全時点において岡山県レベル 1.00

を超大幅に上回り、同作目への特化が著しく、中和村もまた昭和４５年～平成２年にかな

り大幅に上回り、同作目への特化を強めている。 

３３３３ 乳用牛作目乳用牛作目乳用牛作目乳用牛作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における乳用牛（酪農）作目農家シェアは、昭和４０年に 10.8% と最高を記録

し、その後は概ね一貫して縮小し、平成７年に 6.0%と最低を記録し、昭和４０年～平成７

年間における同作目農家シェアの縮小率は 44.4% となっている。ちなみに全国、山陰地域、

山陽地域における同作目農家シェアは昭和４０年にそれぞれ 2.4%、1.8%、1.7%、平成７年

にはそれぞれ 1.6%、1.0%、1.0%となっている
1)

。 

真庭郡における乳用牛作目農家シェアは、昭和４０年に 8.3%となり、同４５年に 8.6%

と極僅差ながら拡大し、最高を記録し、その後は概ね一貫して縮小し、平成７年に 4.4%と

最低を記録し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 47.0% とな

っている。 

岡山県における乳用牛作目農家シェアは、昭和４０年に 2.4%となり、同４５年に 2.7%

と僅差ながら拡大し、最高を記録し、その後は概ね一貫して縮小し、平成７年に 1.6%と最

低を記録し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 33.3% となっ

ている。 

上述した蒜山地域の乳用牛作目農家シェアは全時点において真庭郡及び岡山県を上回

り、その較差をみると真庭郡は 0.4～2.5 ポイント、その大半は１ポイント前後となり、岡

山県は 4.2～8.4 ポイント、その大半は４ポイント前後となっている。 

次に蒜山地域と真庭郡における乳用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点をみ

ると、蒜山地域は昭和４０年に 4.50 と最高を記録し、その後は 3.87～3.21 の範囲を多少

乱高下し、その過程で同６０年に最低を記録してている。一方、真庭郡は昭和４０年に 3.46

と最高を記録し、同４５年には 3.19 に低落し、その後は 2.96～2.60 の範囲を多少乱高下、

その過程で平成２年に最低を記録している。 

以上で記述した蒜山地域における乳用牛作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県

と対比し、要約すると以下のとおりである。 
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蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同作目農家シェアは縮小基調で推移し、その過程

で蒜山地域は昭和４０年、真庭郡と岡山県は同４５年に最高を記録し、その最低は３者と

も平成７年となっている。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 10.8～6.0、

真庭郡は 8.6～4.4%、岡山県は 2.7～1.6%の範囲を概ね時系列的に下降し、昭和４０年～平

成７年における同作目シェアの縮小率は真庭郡 47.0% 、蒜山地域 44.4% 、岡山県 33.3% 

の順になっている。 

蒜山地域における乳用牛作目農家シェアの特化係数は全時点において岡山県レベル

1.00 を大幅に上回り、同作目への特化は著しく強まっている。一方、真庭郡も同様に同作

目への特化は強まっているが、蒜山地域には及ばない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年に 14.2% となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年には 16.8%

に拡大し、最高に達し、その後は１０％台前半を乱高下し、平成７年に 11.6% と最低を記

録し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 18.3% となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に 9.9%と最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同４５年に

は 5.3%に急激に縮小し、最低に達し、その後は概ね６％前後で推移し、平成７年に 6.5%

となり、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 34.3% となってい

る。 

③ 中和村 

昭和４０～４５年に 0.9%と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同５０

年に 1.1%に拡大し、その後は１％台を上昇し、平成２年に 1.8%と最高に達し、同７年には

1.3%と僅差ながら縮小し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は

44.4% となっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年に 12.6% と最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同４５年

に 9.3%、同６０年には 3.5%に急激に縮小し、平成２年には 4.0%と僅差ながら拡大し、同

７年には 2.7%に縮小し、最低に達し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェア

の縮小率は 78.6% となっている。 

上記した４か町村における乳用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点をみると、

川上村は全時点を通して 5.92～7.25 の範囲を時系列的に上昇し、その過程で昭和４５年～

平成２年は 6.00 台を乱高下している。八束村は全時点に亘り 1.96～4.13 の範囲を乱高下

し、その最高は昭和４０年、最低は同４５年となり、他の時点は概ね 3.00 台となっている。

湯原町は全時点を通して 5.25～1.69 の範囲を概ね時系列的に下降し、その過程で 2.00 以

下は昭和６０年以降となっている。中和村は全時点を通して 0.33～0.90 の範囲となり、概

ね時系列的に上昇している。 

以上で記述した４か町村における乳用牛作目農家シェアの推移状況を要約すると以下の

とおりである。 

川上村、八束村、湯原町における同作目農家シェアは縮小基調で推移し、その過程で八

束村と湯原町は昭和４０年、川上村は同４５年に最高に達し、最低は八束村は平成２年、

川上村と湯原町は同７年となっている。一方、中和村は拡大基調で推移し、その過程で昭

和４０～４５年に最低を記録し、平成２年に最高に達している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、川上村は 16.8～11.6%、

八束村は 5.3～9.9%、中和村は 0.9～1.8%、湯原町は 12.6～2.7% となり、昭和４０年～平成

７年間における同作目農家シェアの縮小率は湯原町 78.6% 、八束村 34.3% 、川上村 18.3% 

の順になり、一方、中和村は 44.4% の拡大となっている。 

乳用牛作目農家シェアの特化係数は、全時点において中和村を除く３か町村において岡

山県レベル 1.00 を大幅に上回り、湯原町、八束村、川上村の順に同作目への特化をより強

めている。 
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４４４４ 肉用牛作目肉用牛作目肉用牛作目肉用牛作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肉用牛作目農家シェアは、昭和５５年に初めて記録され、同年に 4.7%

と最高に達し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同６０年に 2.6%に急激に縮小し、

平成２年には 4.6%に急速に拡大し、同７年に 2.1%と再び縮小し、最低となり、昭和５５年

～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 55.3% となっている。ちなみに全国、

山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和５５年にそれぞれ 2.3%、4.0%、1.5%、平

成７年にはそれぞれ 2.3%、2.5%、0.9%、となっている
1)

。 

真庭郡における肉用牛作目農家シェアは、昭和５５年に初めて記録され、同年に 6.9%と

最高に達し、その後縮小基調で推移し、その過程で同６０年に 3.5%に急激に縮小し、平成

２年に 6.9%と急速に拡大し、同７年には 3.0%と再び縮小し、最低となり、昭和５５年～平

成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 56.5% となっている。 

岡山県における肉用牛作目農家シェアは、昭和５５年に初めて 2.0%を記録し、その後は

縮小基調で推移し、その過程で同６０年に 1.3%に縮小し、平成２年に 2.1%に拡大し、最高

に達し、同７年には 1.0%と再び縮小し、最低となり、昭和５５年～平成７年間における同

作目農家シェアの縮小率は 50.0% となっている。 

上述した蒜山地域における肉用牛作目農家シェアは真庭郡を下回り、その較差は 2.3～

0.9 ポイントの範囲となり、２ポイント台は昭和５５年及び平成２年となっている。一方、

岡山県を上回り、その較差は 2.7～1.1 ポイントの範囲となり、２ポイント台は昭和５５年

及び平成２年となっている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における肉用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点を

みると、蒜山地域は全時点において 2.35～2.00 、真庭郡は 3.45～2.69 の範囲を乱高下し、

その最高は両者とも昭和５５年、最低は同４５年となっている。 

以上で記述した蒜山地域における肉用牛作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県

と対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡、岡山県における同作目農家シェアはともに縮小基調で推移し、その

過程で蒜山地域は昭和５５年、真庭郡は同５５年と平成２年、岡山県は同２年に最高を記

録し、反対に最低は蒜山地域、真庭郡、岡山県とも平成７年となっている。 

昭和５５年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域 4.7～2.1%、真

庭郡 3.0～6.9%、岡山県 1.0～2.1%となり、昭和５５年～平成７年間における同作目農家シ

ェアの縮小率は真庭郡 56.5% 、蒜山地域 55.3% 、岡山県 50.0% の順になっている。 

蒜山地域及び真庭郡における肉用牛作目農家シェアの特化係数は岡山県レベル 1.00 を

大幅に上回り、同作目への特化を強めているが、その程度は真庭郡の方が多少上回ってい

る。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和５５年に 2.3%となり、その後は縮小基調で推移し、その過程で同６０年に 1.1%と最

低になり、平成２年には 3.2%と最高に達し、同７年に 1.9%に縮小し、昭和５５年～平成７

年間における同作目農家シェアの縮小率は 17.4% となっている。 

② 八束村 

昭和５５年に 0.4%となり、その後は拡大基調で推移し、その過程で同６０年に 0.2%と最

低になり、平成２年に 0.7%に拡大し、同７年には 0.8%と最高に達し、昭和５５年～平成７

年間における同作目農家シェアの拡大率は 100.0%となっている。 

③ 中和村 

昭和５５年に 1.1%となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同６０年に 0.6%と最低

に達し、平成２年に 2.4%に急激に拡大し、最高を記録し、同７年には 0.7%に劇的に縮小し、

昭和５５年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 36.4% となっている。 

④ 湯原町 

昭和５５年に 11.6% と最高に達し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同６０年に

6.3%に縮小し、平成２年に 10.0%に拡大し、同７年には 3.9%に急激に縮小し、最低に達し、



- 468 - 

昭和５５年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 66.4% となっている。 

次に４か町村における肉用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値をみる

と、川上村は昭和６０年を除く３時点において 1.15～1.90 の範囲を時系列的に上昇し、中

和村は平成２年に 1.14 となり、湯原町は全時点において 5.80～3.90 の範囲を下降してい

る。 

以上で記述した４か町村における肉用牛作目農家シェアの推移状況を要約すると以下の

とおりである。 

各町村とも同作目農家シェアは昭和５５年に初めて記録され、八束村を除く３か町村で

は縮小基調で推移し、その過程で川上村と中和村は同６０年に最低となり、平成２年に最

高に達し、湯原町は同７年に最低となり、昭和５５年に最高を記録し、一方、八束村は拡

大基調で推移し、その過程で最低は昭和６０年、最高は平成７年となっている。 

上記した昭和５５年以降全時点における肉用牛作目農家シェアの数値ををみると、川上

村は 1.1～3.2%、八束村は 0.2～0.8%、中和村は 0.6～1.1%、湯原町は 3.9～11.6% の範囲を乱

高下し、同作目農家シェアの昭和５５年～平成７年間における縮小率は湯原町 66.4% 、中

和村 36.4% 、川上村 17.4% の順になり、反対に八束村は 100.0%の拡大となっている。 

４か町村における肉用牛作目農家シェアの特化係数の数値から、湯原町は全時点に亘っ

て同作目への特化を著しく強め、川上村は平成２年以降においてかなり強めている。 

５５５５ 工芸農作物作目工芸農作物作目工芸農作物作目工芸農作物作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における工芸農作物作目農家シェアは、昭和４０年に 6.2%と最高を記録し、そ

の後は一貫して縮小し、その過程で同４５年には 2.3%に急激に縮小し、同５０年に 1.1%

となり、その後は１％未満の範囲を下降し、平成７年に 0.1%と最低に達し、昭和４０年～

平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 98.4% となっている。ちなみに全国、山

陰地域、山陽地域における工芸農作物作目農家シェアは昭和４０年にそれぞれ 8.5%、7.3%、

11.3% 、平成７年にはそれぞれ 4.2%、1.7%、1.0%、となっている
1)

。 

真庭郡における工芸農作物作目農家シェアは、昭和４０年に 11.7% と最高を記録し、そ

の後は一貫して縮小し、その過程で同４５年に 7.0%に急落し、平成７年には 1.9%と最低に

達し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 83.8% となっている。 

岡山県における工芸農作物作目農家シェアは、昭和４０年に 17.2% と最高を記録し、そ

の後は一貫して縮小し、その過程で同４５年に 11.8% 、同５０年には 5.5%に急激に縮小し、

平成７年には 1.8%と最低を記録し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの

縮小率は 89.5% となっている。 

上述した蒜山地域における同作目農家シェアは全時点において真庭郡及び岡山県を下回

り、その較差をみると真庭郡は 5.5～1.8 ポイント、岡山県は 11.0～1.7 ポイントの範囲を

概ね時系列的に下降し、その過程で真庭郡とは昭和５０年まで 5.5～4.0 ポイントと大きく

開き、その後は 3.3～1.8 ポイント、岡山県とは同４５年まで 11.0～9.5 ポイントと大きく

開き、その後は 4.4～1.7 ポイントとなっている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における工芸農作物作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時

点と数値をみると、蒜山地域は全時点において 0.36～0.06 の範囲を下降し、真庭郡は昭和

６０年と平成７年にそれぞれ 1.05、1.06 となっている。 

以上で記述した蒜山地域における工芸農作物作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡

山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における同作目農家シェアは真庭郡及び岡山県とともに昭和４０年に最高を記

録し、その後は一貫して縮小し、その過程で蒜山地域と真庭郡は同４５年、岡山県は同４

５～５０年にとくに急激に縮小し、平成７年に最低を記録している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 6.2～0.1%、

真庭郡は 11.7～1.9% 、岡山県は 17.2～1.8% の範囲を乱高下し、昭和４０年～平成７年間

における同作目農家シェアの縮小率は蒜山地域 98.4% 、岡山県 89.5% 、真庭郡 83.8% の

順になっている。 

蒜山地域の工芸農作物作目農家シェアの特化係数は全時点において岡山県レベル 1.00
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を超大幅に下回り、同作目への特化はみられない。一方、真庭郡の場合も大半の時点で下

回り、昭和６０年以降の時点で 1.00 水準を極僅差ながら上下し、同作目への特化はみられ

ない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年に 6.0%と最高を記録し、同４５年には 1.2%に急激に縮小し、同５０年に 1.0%

となり、その後は該当農家不在の状態が続き、昭和４０～５０年間における同作目農家シ

ェアの縮小率は 83.3% となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に 2.4%と最高を記録し、その後急激に縮小し、同４５年に 0.3%となり、その

後は該当農家不在の状態が続き、昭和４０～４５年間における同作目農家シェアの縮小率

は 87.5% となっている。 

③ 中和村 

昭和４０年に 4.5%と最高を記録し、その後は急激に縮小し、同４５年に 0.4%となり、そ

の後は該当農家不在の状態が続き、昭和４０～４５年間における同作目農家シェアの縮小

率は 91.1% となっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年に 10.0% と最高を記録し、その後は一貫して縮小し、同４５年に 5.5%に急激

に縮小し、平成２年に 0.9%と１％を割り、同７年には 0.5%と最低に達し、昭和４０年～平

成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 95.0% となっている。 

上記した４か町村における工芸農作物作目農家シェアの特化係数は 1.00 を超大幅に下

回り、そのなかで湯原町の同係数は他の３か村より幾分大きくなっている。 

以上で記述した４か町村における工芸農作物作目農家シェアの推移状況を要約すると以

下のようである。 

４か町村における同作目農家シェアは昭和４０年に最高を記録し、その後は一貫して縮

小し、その過程で同４５年には急激に縮小し、八束村と中和村は同５０年以降、川上村は

同５５年以降該当農家不在となっている。一方、湯原町は昭和５０年にも急激に縮小し、

平成７年に最低となっている。 

昭和４０年以降、上記期間における同作目農家シェアの数値をみると、川上村 6.0～1.0%、

八束村 2.4～0.3%、中和村 4.5～0.4%、湯原町 10.0～0.5% となり、その期間中における同農

家シェアの縮小率は湯原町 95.0% 、中和村 91.1% 、八束村 87.5% 、川上村 83.3% の順に

なっている。 

４か町村における工芸農作物作目農家シェアの特化係数は岡山県レベル 1.00 を超大幅

に下回り、同作目への特化はみられない。 

６６６６ 施設園芸作目施設園芸作目施設園芸作目施設園芸作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における施設園芸作目農家シェアは、昭和４５年に初めて 0.0%を記録し、同５

０年も 0.0%となり、その後は拡大を続け、その過程で同５５年に 1.5%、同６０年には 2.5%

となり、その後２％台を上昇し、平成７年には 4.3%に急激に拡大し、最高に達し、昭和５

５年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 186.7%となっている。ちなみに全

国、山陰地域、山陽地域における同作目農家シェアは昭和４０年にそれぞれ 0.6%、0.0%、

0.5%、平成７年には 4.1%、2.0%、2.1%となっている
1)

。 

真庭郡における施設園芸作目農家シェアは、昭和４５年に初めて 0.2%を記録し、最低と

なり、その後は一貫して拡大し、同６０に 1.1%と１％台に達し、その後１％台前半を上昇

し、平成７年に 2.1%と最高に達し、昭和４５年～平成７年間における同作目農家シェアの

拡大率は 950.0%となっている。 

岡山県における施設園芸作目農家シェアは、昭和４０年に 1.1%と最低を記録し、その後

拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 1.6%、同５５年に 3.2%、平成２には 4.0%に拡

大し、最高を記録し、同７年には 1.9%に急激に縮小し、昭和４０年～平成７年間における

同作目農家シェアの拡大率は 72.7% となっている。 
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上述した蒜山地域における同作目農家シェアは昭和５５年以降真庭郡を上回り、その較

差は 0.8～2.2 ポイントの範囲を時系列的に上昇している。一方、岡山県を下回り、その較

差は 0.8～2.4 ポイントの範囲を乱高下し、そのなかで２ポイント台は平成７年となってい

る。 

次に蒜山地域及び真庭郡における施設園芸作目農家シェアの特化係数 1.00 を超える時

点と数値をみると、平成７年にそれぞれ 2.26、1.11 となっている。 

以上で記述した蒜山地域における施設園芸作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山

県と対比し、要約すると以下のようである。 

蒜山地域及び真庭郡における同作目農家シェアの初めての記録は昭和４５年、一方、岡

山県は同４０年となり、いずも最低を記録している。その後、蒜山地域と真庭郡は一貫し

て拡大し、平成７年に最高に達し、一方、岡山県は拡大基調で推移し、その過程で平成２

年に最高に達し、同７年には急激に縮小し、昭和５５年の水準に近接している。 

上記期間中における同作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域 1.5～4.3%、真庭郡 0.2

～2.1%、岡山県 1.1～1.9%となり、その期間中における同作目農家シェアの拡大率は真庭郡

950.0%、蒜山地域 186.7%、岡山県 72.7% の順になっている。 

蒜山地域と真庭郡における施設園芸作目農家シェアの特化係数は平成７年に岡山県レベ

ル 1.00 を上回り、とくに蒜山地域は大幅に上回り、同作目への特化を強めている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和５５年に初めて 2.0%を記録し、その後拡大基調で推移し、同６０年に 3.2%に拡大し、

平成２年には 2.9%に縮小し、同７年に 5.7%と再び拡大し、最高に達し、昭和５５年～平成

７年間における同作目農家シェアの拡大率は 185.0%となっている。 

② 八束村 

昭和６０年に初めて 0.2%を記録し、その後一貫して拡大し、平成２年に 0.5%、同７年に

は 2.1%に急激に拡大し、最高に達し、昭和６０年～平成７年間における同作目農家シェア

の拡大率は 950.0%となっている。 

③ 中和村 

昭和５５年に初めて 0.5%を記録し、その後は拡大基調で推移し、その過程で同６０年に

1.7%、平成２年には 2.4%に急速に拡大し、最高に達し、同７年に 1.3%に縮小し、昭和５５

年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 160.0%となっている。 

④ 湯原町 

昭和４５年に初めて 0.1%と記録され、その後は一貫して拡大し、その過程で同５０年は

横ばい状態となり、同５５年に 2.6%、平成７年には 6.5%に拡大し、最高に達し、昭和４５

年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 6,400%となっている。 

次に４か町村における施設園芸作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値をみ

ると、川上村と八束村は平成７年にそれぞれ 3.00、1.11、湯原町は昭和６０年～平成７年

に 1.36～3.42 となり、その最高は同７年、他の時点は 1.00 台となっている。 

以上で記述した４か町村における施設園芸作目農家シェアの推移状況を要約すると以下

のとおりである。 

同作目農家シェアの初めての記録は湯原町は昭和４５年、川上村と中和村は同５５年、

八束村は同６０年となり、その後中和村を除く３か町村は一貫して拡大し、一方、中和村

は拡大基調で推移し、平成２年に最高に達し、同７年には昭和６０年の水準に近接してい

る。 

上記の期間における同作目農家シェアの数値をみると、川上村 2.0～5.7%、八束村 0.2～

2.1%、中和村 0.5～2.4%、湯原町 0.1～6.5%となり、その期間中の同農家シェアの拡大率は

湯原町 6,400%、八束村 950%、川上村 185%、中和村 160%の順になっている。 

以上の同農家シェアの特化係数の数値から、同作目への特化の程度は川上村と湯原町に

おいて平成７年にかなり強まっている。 

７７７７ 雑穀等作目雑穀等作目雑穀等作目雑穀等作目 

（１） 蒜山地域 
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蒜山地域における雑穀等（雑穀、豆、いも類）作目農家シェアは、昭和４０年に 0.1%と

最低を記録し、その後は拡大基調で推移し、その過程で同６０年に 0.7%と最高に達し、平

成２～７年は 0.1%に縮小し、昭和４０年の水準に回帰している。ちなみに全国、山陰地域、

山陽地域における雑穀等作目シェアは昭和４０年にそれぞれ 6.6%、2.1%、3.2%、平成７年

にはそれぞれ 1.8%、0.3%、0.7%、となっている
1)

。 

真庭郡における雑穀等作目農家シェアは、昭和４０年に 1.3%となり、その後は縮小基調

で推移し、その過程で同４５年に 0.8%に縮小し、同５０年には 2.1%に拡大し、その後は概

ね横ばい状態で推移し、同６０年に 2.3%と最高に達し、平成２年に 0.7%に急激に縮小し、

同７年には 0.5%と最低を記録し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮

小率は 54.5% となっている。 

岡山県における雑穀等作目農家シェアは、昭和４０年に 2.2%となり、その後は縮小基調

で推移し、その過程で同４５年に 1.3%に急落し、その後拡大に転じ、同６０年に 3.2%と最

高に達し、平成２年には 1.2%に急激に縮小し、同７年に 1.0%と最低を記録し、昭和４０年

～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 54.5% となっている。 

上述した蒜山地域における同作目農家シェアは真庭郡及び岡山県を下回り、その較差を

みると真庭郡は 0.4～1.7 ポイントの範囲を乱高下し、一方、岡山県は 0.9～2.5 ポイント

の範囲を乱高下している。 

次に蒜山地域及び真庭郡における雑穀等作目シェアの特化係数 1.00 以上の時点をみる

と、蒜山地域は全時点において超大幅に下回り、真庭郡は昭和５０年に 1.11 となり、他の

時点における同係数は大半の時点で大幅に下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における雑穀等作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県

と対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡、岡山県における同作目農家シェアは拡大基調で推移し、その過程で

昭和６０年に最高に達し、その後急激に縮小し、平成７年に最低を記録し、蒜山地域は昭

和４０年の水準に回帰している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 0.1～0.7%、真庭

郡は 2.3～0.5%、岡山県は 3.2～1.0%の範囲を乱高下し、同４０年～平成７年間における同

作目農家シェアの縮小率は真庭郡 61.5% 、岡山県 54.5% 、蒜山地域±0% の順になっている。 

蒜山地域及び真庭郡における雑穀等作目農家シェアの特化係数の数値から、同作目への

特化はみられない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４５年に初めて 0.4%と記録され、同５０～５５年には 0.5%に拡大し、その後該当農

家は不在となっている。 

② 八束村と中和村 

八束村は昭和６０年に初めて 0.4%と記録され、その後該当農家は不在となっている。ま

た、中和村は昭和５０年に初めて 0.5%と記録され、その後該当農家は不在となっている。 

③ 湯原町 

昭和４０年に 0.4%となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５～５５年に 0.7%

となり、同６０年には 1.6%に急速に拡大し、最高に達し、その後は急激な縮小に転じ、平

成２年に 0.4%、同７年には 0.2%と最低を記録し、同作目農家シェアの昭和４０年～平成７

年間における縮小率は 50.0% となっている。 

次に４か町村における雑穀等作目農家シェアの特化係数をみると、上記のすべての時点

において岡山県レベル 1.00 を大幅に下回っている。 

以上で記述した４か町村における雑穀等作目農家シェアの推移状況を要約すると、湯原

町は昭和４０年以降の時点において 0.2～1.6%の範囲を縮小基調で推移し、その最高は同６

０年、最低は平成７年となっている。川上村は昭和４５～５５年に 0.4～0.5%、中和村は同

５０年に 0.5%、八束村は同６０年に 0.4%と記録されている。 

４か町村における雑穀等作目農家シェアの特化係数の数値から、各町村とも同作目への

特化はみられない。 
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８８８８ そのそのそのその他他他他のののの作物作目作物作目作物作目作物作目 

（１） 蒜山地域 

その他の作物（芝、種苗、栽培きのこ等）作目シェアは昭和４０年に 0.3%と最低を記録

し、その後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 0.5%、同５０年には 2.0%に急激に拡

大し、その後横ばい状態となり、同６０年に 3.1%に拡大し、最高に達し、その後縮小に転

じ、平成２年に 1.9%になり、同７年には 2.3%に拡大し、昭和５５年の水準に近接し、同作

目農家シェアの昭和４０年～平成７年間における拡大率は 666.7%となっている。ちなみに

全国、山陰地域、山陽地域における同作目農家シェアは昭和４０年にそれぞれ 1.1%、0.8%、

0.7%、平成７年にはそれぞれ 1.2%、2.4%、0.7%、となっている
1)

。 

真庭郡におけるその他の作物作目農家シェアは昭和４０年に 0.6%と最低を記録し、その

後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 1.1%、同５０年には 3.2%に急激に拡大し、同

５５年に 4.4%となり、同６０年には 5.3%と最高に達し、その後は緩やかに縮小し、平成７

年に 3.6%となり、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 500.0%

となっている。 

岡山県におけるその他の作物作目農家シェアは昭和４０年に 0.8%と最低を記録し、その

後緩やかな拡大基調で推移し、同５５年に 2.1%、同６０年には 2.3%に拡大し、最高に達し、

平成２年に 1.8%に縮小し、同７年には 2.3%  と再び拡大し、昭和６０年の水準に回帰し、

最高に達し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの拡大率は 187.5%となっ

ている。 

上述した蒜山地域における同作目農家シェアは真庭郡を全時点に亘って下回り、その較

差は 0.3～2.7 ポイントの範囲を時系列的に上昇し、その過程で昭和５５年以降は概ね２ポ

イント台となっている。一方、岡山県を昭和４０～４５年には 0.5 ポイント下回り、反対

に同５０年以降は上回り、その較差は 0～0.8 ポイントの範囲を乱高下し、平成７年には０

ポイントを記録している。 

次に蒜山地域及び真庭郡におけるその他の作物作目農家シェアの特化係数 1.00 を上回

る時点と数値をみると、蒜山地域は昭和５０年～平成２年の各時点で 1.06～1.76 の範囲を

乱高下し、真庭郡は昭和４５年～平成７年の各時点で 1.10～2.56 の範囲を乱高下している。  

以上で記述したその他の作物作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、

要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同作目農家シェアは昭和４０年に最低を記録し、

その後拡大基調で推移し、その過程で同６０年に最高に達している。その後、蒜山地域と

岡山県は平成２年に縮小し、同７年には拡大に転じ、岡山県は昭和６０年の水準に回帰し、

蒜山地域は同水準を幾分下回っている。一方、真庭郡は一貫して縮小し、平成７年には昭

和５０年の水準に近接している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 0.3～3.1%、

真庭郡は 0.6～5.3%、岡山県は 0.8～2.3%の範囲を乱高下し、同作目農家シェアの昭和４０

年～平成７年間における拡大率は蒜山地域 666.7%、真庭郡 500.0%、岡山県 187.5%の順に

なっている。 

蒜山地域及び真庭郡における同作目農家シェアの特化係数の数値から同作目への特化の

状況をみると、蒜山地域は昭和５５～６０年に特化を幾分強め、真庭郡は同５０年以降に

特化を強め、その程度は真庭郡の方が幾分上回っている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０～４５年に 0.2%と最低を記録し、その後は概ね一貫して拡大し、その過程で同

５０年に 2.2%、同６０年に 3.0%、平成７年には 3.1%と最高に達し、同作目農家シェアの

昭和４０年～平成７年間における拡大率は 1,450%となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に 0.2%となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同５０年に 2.2%に急激

に拡大し、最高を記録し、同５５年には 1.4%に縮小し、その後は１％台を下降し、平成７

年に 1.0%となり、同作目農家シェアの昭和４０年～平成７年間における拡大率は 400.0%
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となっている。 

③ 中和村 

昭和４０年に 0.0%と最低を記録し、その後拡大基調に転じ、その過程で同５０年に 0.5%

に拡大し、同５５年には 0.0%に縮小し、同６０年に 1.1%と再び拡大し、平成２年に 2.4%、

同７年には 7.2%に急激に拡大し、最高に達し、昭和４０年～平成７年間における同作目農

家シェアの拡大率は 1,700%となっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年に 0.6%と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に

1.3%に拡大し、同６０年には急激に拡大し、5.6%と最高に達し、平成２年に 1.5%に劇的に

縮小し、同７年には 1.0%となり、同作目農家シェアの昭和４０年～平成７年間における拡

大率は 66.7% となっている。 

次に４か町村におけるその他の作物作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値

をみると、川上村は昭和５０年及び同６０年～平成７年に 1.29～1.61 の範囲を多少乱高下

し、八束村は昭和５０年に 1.29、中和村は平成２～７年に 1.33～3.13 の範囲を時系列的

に上昇し、湯原町は昭和４５～６０年に 1.30～2.43 の範囲を上昇している。 

以上で記述した４か町村におけるその他の作物作目農家シェアの推移状況を要約すると

以下のとおりである。 

各町村とも同作目農家シェアは昭和４０年に最低を記録し、その後は概ね拡大基調で推

移し、その過程で八束村は同５０年、湯原町は同６０年に最高に達し、その後は急激に縮

小し、一方、川上村と中和村は平成７年に最高に達している。 

昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの数値をみると、川上村は 0.2～

3.1%、中和村は 0.0～7.2%の範囲を概ね時系列的に上昇し、一方、八束村は 0.0～2.2%の範

囲を乱高下し、湯原町は 0.6～5.6%の範囲を乱高下し、その過程で昭和５０～６０年は２％

以上となっている。以上の同作目農家シェアの昭和４０年～平成７年間における拡大率は

川上村 1,450%、八束村 400.0%、湯原町 66.7%の順になり、中和村は昭和４５年以降 1,700%

となっている。 

４か町村における同作目農家シェアの特化係数の数値から同作目への特化の程度をみる

と、湯原町は昭和５５～６０年、川上村は平成２年にかなり強めており、中和村は同７年

にかなり著しく強めている。 

９９９９ 果樹作目果樹作目果樹作目果樹作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における果樹（果実）作目農家シェアは、昭和４５年に初めて 0.1%を記録し、

同５０年に 0.0%に急落し、その後は該当農家不在となり、平成７年に再び 0.3%となってい

る。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域におけ同作目農家シェアは昭和４５年にそれぞれ

9.4%、7.1%、6.4%、平成７年にはそれぞれ 9.2%、8.7%、8.1%となっている
1)

。 

真庭郡における果樹作目農家シェアは、昭和４０年に 0.2%と最低を記録し、同４５年以

降は概ね 0.3%の横ばい状態で推移し、平成２年に該当農家不在となり、同７年には再び

1.7%と記録されている。 

岡山県における果樹作目農家シェアは、昭和４０年に 5.2%となり、その後は概ね横ばい

状態で推移し、平成７年には 7.3%に拡大している。 

上記した蒜山地域における同作目農家シェアは昭和４５～５０年及平成７年にそれれぞ

れ、0.1%、0.0%、0.3%と記録され、真庭郡及び岡山県を下回り、その較差をみると真庭郡

は 0.2～1.4 ポイント、岡山県は 4.4～7.0 ポイントの範囲を時系列的に上昇している。 

蒜山地域及び真庭郡における同農家シェアの特化係数の数値から同作目への特化は見ら

れない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４５年に初めて 0.2%を記録し、その後は該当農家不在が続き、平成７年には 0.9%

に拡大している。 

② 八束村 
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昭和４５年に初めて 0.3%を記録し、同５０年に 0.2%となり、その後は横ばい状態が続き、

その過程で同６０年と平成２年は該当農家不在となっている。 

③ 中和村と湯原町 

中和村は全時点に亘って該当農家不在となり、湯原町は平成７年に初めて 0.2%を記録し

いる。 

上記した川上村、八束村及び湯原町における果実作目農家シェアの特化係数は 0.10 未満

となっている。 

１０１０１０１０ 豚作目豚作目豚作目豚作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における豚（養豚）作目農家シェアは、昭和４０年に 0.5%と最高を記録し、そ

の後は縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 0.4%、同５０年に 0.0%、同５０年には該

当農家不在となり、同５５～６０年に 0.2%と記録され、その後は再び該当農家不在となり、

昭和４０～６０年間における同作目農家シェアの縮小率は 60.0% となっている。ちなみに

全国、山陰地域、山陽地域における同作目農家シェアは昭和４０年にそれぞれ 2.3%、2.4%、

0.6%、同６０年にはそれぞれ 0.9%、0.7%、0.2%、となっている
1)

。 

真庭郡における豚作目農家シェアは、昭和４０年に 1.0%となり、同４５年に 1.6%と最高

に達し、その後は一貫して縮小し、同６０年に 0.8%、平成７年には 0.2%となり、昭和４０

年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 80.0% となっている。 

岡山県における豚作目農家シェアは、昭和４０～４５年に 0.5%と最高を記録し、その後

は一貫して縮小し、同６０年に 0.3%、平成７年には 0.1%となり、昭和４０年～平成７年間

における同作目農家シェアの縮小率は 80.0% となっている。 

上記した蒜山地域における同作目農家シェアは昭和４０～６０年の間に記録され、概ね

0.5～0.2%の範囲を時系列的に下降し、一方、真庭郡は上記期間に 1.0～1.6%の範囲を乱高下、

岡山県は 0.5～0.3%の範囲を時系列的に下降している。 

蒜山地域及び真庭郡における豚作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値をみ

ると、蒜山地域は昭和４０年に 1.00、真庭郡は同４０年～平成７年の間に、2.00～3.25 

の範囲を乱高下している。 

以上で記述した蒜山地域における豚作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における同作目農家シェアは昭和４０～６０年、真庭郡と岡山県は同４０年～

平成７年の間に記録され、蒜山地域と真庭郡は縮小基調、岡山県は縮小パタ－ンで推移し

ている。 

上記期間中の同作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 0.5～0.0%の範囲を多少乱高

下し、その最高は昭和４０年、最低は同５０年となり、同６０年には 0.2%となっている。

真庭郡は 1.6～0.2%  の範囲を乱高下し、その最高は昭和４５年、最低は平成７年となって

いる。一方、岡山県は 0.5～0.1%の範囲を時系列的に下降している。 

上記した同作目農家シェアの特化係数の数値から、豚作目への特化は真庭郡において全

時点において強め、とくに昭和４５～５５年に強化されている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和６０年に初めて 0.3%と記録され、その後は当該農家不在となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に 0.3%と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に

0.8%と最高に達し、同５０年に 0.2%に縮小し、同５５年には 0.4%に拡大し、その後は該当

農家不在となっている。 

③ 中和村 

昭和４５年に初めて 0.4%を記録し、その後は該当農家不在となっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年に 1.1%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に

0.1%に急落し、同５０年には該当農家不在となり、同５５年に 0.4%と記録され、その後再
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び該当農家不在となっている。 

上記した４か町村における豚作目農家シェアの推移状況を要約すると以下のとおりであ

る。 

八束村における同作目農家シェアは昭和４０～５５年に 0.2～0.8%の範囲を乱高下し、湯

原町は同４０～５５年に 0.4～1.0%の範囲を乱高下し、中和村は同４５年に 0.4%、川上村

は同６０年に 0.3%を記録し、以上の時点以外は該当農家不在となっている。 

４か町村における同作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点とその数値をみると、川

上村は昭和６０年に 1.00、八束村は同４５年に 1.60、同５５年に 1.00、湯原町は同４０

年に 2.20、同５５年に 1.00 となり、豚作目への特化を八束村は同４５年、湯原町は同４

０年に強めている。 

１１１１１１１１ 鶏作目鶏作目鶏作目鶏作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における鶏（養鶏）作目農家シェアは、昭和４０年に 1.0%と最高を記録し、そ

の後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 0.5%、同５０年に 0.1%、同５５年に 0.0%、

同６０年には 0.1%となり、その後は横ばい状態で推移し、平成７年に 0.1%となり、昭和４

０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 90.0% となっている。ちなみに全

国、山陰地域、山陽地域における同作目農家シェアは昭和４０年にそれぞれ 1.7%、1.6%、

2.6%、平成７年にはそれぞれ 0.3%、0.2%、0.2%となっている
1)

。 

真庭郡における鶏作目農家シェアは、昭和４０年に 4.8%となり、その後縮小基調で推移

し、その過程で同４５年に 6.2%、同５０年に 8.5%に拡大し、最高を記録し、同５５年には

0.0%に急激に縮小し、その後横ばい状態で推移し、昭和４０年～平成７年間における同作

目農家シェアの縮小率は 99.9% となっている。 

岡山県における鶏作目農家シェアは、昭和４０年に 3.0%と最高を記録し、その後一貫し

て縮小し、その過程で同５０年に 1.2%  、同５５年に 0.7%に縮小し、平成７年に 0.2%と

最低に達し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は 93.3% となっ

ている。 

上述した蒜山地域における鶏作目農家シェアは真庭郡と比べて昭和４０～５０年は下回

り、その較差は 3.8～8.4 ポイントの範囲を時系列的に上昇し、反対に同６０年以降は 0.1 

ポイント上回っている。一方、岡山県を全時点において下回り、その較差は 0.2～2.0 ポイ

ントの範囲を乱高下している。 

次に蒜山地域及び真庭郡における同作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値

をみると、蒜山地域には該当時点がなく、真庭郡は昭和４０～５０年に 1.60～7.08 の範囲

を時系列的に上昇している。 

以上で記述した蒜山地域における鶏作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における同作目農家シェアは昭和４０年に最高を記録し、その後縮小基調で推

移し、その過程で同５５年に最低となり、同６０年に僅差ながら拡大し、その後横ばい状

態で推移している。真庭郡は縮小基調で推移し、その過程で昭和５０年に最高に達し、同

５５年に劇的に縮小し、最低に達し、その後横ばい状態で推移している。一方、岡山県は

昭和４０年に最高を記録し、その後一貫して縮小している。 

昭和４０年以降全時点に亘る同作目農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 1.0～0.1%

の範囲を概ね時系列的に下降し、真庭郡は 8.5～0.0%の範囲を乱高下し、とくに同４０～５

０年に 4.8～8.5%の範囲を上昇し、その後は 0.0%となり、一方、岡山県は 3.0～0.2%の範囲

を時系列的に下降し、昭和４０年～平成７年間における同作目農家シェアの縮小率は真庭

郡 99.9% 、岡山県 93.3% 、蒜山地域 90.0% の順になっている。 

上記した蒜山地域と真庭郡における同農家シェアの特化係数の数値から、鶏作目への特

化は蒜山地域ではみられず、真庭郡は昭和４０～５０年に著しく強化され、その後は劇的

に後退している。 

（２） ４か町村 

① 川上村 
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昭和４０年に 0.4%となり、その後該当農家不在となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に 0.5%と最高を記録し、その後縮小し、同４５～５０は 0.2%  となり、同５

５年以降該当農家不在となっている。 

③ 中和村 

平成２年に初めて 0.6%を記録し、同７年に 0.7%に拡大し、その後該当農家不在となって

いる。 

④ 湯原町 

昭和４０年に 2.1%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その過程で同５０年に

0.1%と最低に達し、同５５年に 0.2%となり、その後横ばい状態で推移ししている。 

上記した４か町村における鶏作目農家シェアの推移状況を要約すると以下のとおりであ

る。 

川上村は昭和４０年、八束村は昭和４０～５０年、中和村は平成２～７年、湯原町は昭

和４０年～平成７年に記録され、その数値は川上村は 0.4%、八束村は 0.5～0.2%の範囲を

時系列的に下降し、中和村は 0.6～0.7%の範囲を上昇し、湯原町は 2.1～0.2%の範囲を下降

している。 

以上の同作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値をみると、中和村は平成２～

７年にそれぞれ 1.50、3.50 となり、湯原町は同７年に 1.00 となり、鶏作目への特化は中

和村において平成７年に著しく強まっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 蒜山地域及蒜山地域及蒜山地域及蒜山地域及びびびび各町村各町村各町村各町村におけるにおけるにおけるにおける農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額１１１１位位位位のののの作目別農家構成作目別農家構成作目別農家構成作目別農家構成のののの推移推移推移推移 

前項において蒜山地域と４か町村における農産物販売金額１位の作目別農家数の販売農

家数に占める割合の推移状況について、各作目ごとに蒜山地域と真庭郡及び岡山県、そし

て４か町村における相互間比較を行った。 

本項では蒜山地域、真庭郡、岡山県及び各町村ごとに農産物販売金額１位の作目別農家

数構成比（以下、作目農家シェア）の推移状況をみるため、昭和４０年、同４５年、同５

５年、平成２年、同７年の各時点において、作目農家シェアの概数（小数点以下四捨五入）

を序列１～５位作目（シェアの大きさの順に５作目）について以下に列記しする。なお、

0.0%は 0.5%未満を示し、同一シェアの作目の列記の場合は実数の順位とした。 

（１） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

昭和４０年：米７０％－乳用牛１１％－野菜８％－工芸農作物６％－鶏４％ 

同４５年：米７２％－野菜１２％－乳用牛９％－工芸農作物２％－鶏１％ 

同５５年：米６１％－野菜２３％－乳用牛７％－肉用牛５％－その他の作物２％ 

平成 ２年：米６４％－野菜２０％－乳用牛７％－肉用牛５％－施設園芸３％ 

同 ７年：米７３％－野菜１２％－乳用牛６％－施設園芸４％－肉用牛２％ 

② 真庭郡 

昭和４０年：米６５％－工芸農作物１２％－乳用牛８％－鶏５％－野菜３％ 

同４５年：米６６％－乳用牛９％－工芸農作物７％－鶏６％－野菜４％ 

同５５年：米６６％－野菜８％－肉用牛７％－乳用牛６％－その他の作物４％ 

平成 ２年：米７０％－野菜８％－肉用牛７％－乳用牛５％－その他の作物５％ 

同 ７年：米７７％－野菜６％－乳用牛４％－その他の作物４％－肉用牛３％ 

③ 岡山県 

昭和４０年：米６０％－工芸農作物１７％－果樹５％－鶏、野菜各３％－乳用牛２％ 

同４５年：米６７％－工芸農作物１２％－果樹５％－野菜３％－乳用牛３％ 

同５５年：米７２％－果樹５％－野菜５％－工芸農作物４％－雑穀等、乳用牛各２ 

       ％ 

平成 ２年：米７６％－果樹５％－野菜４％－施設園芸４％－工芸農作物３％ 

同 ７年：米７９％－果樹７％－野菜４％－その他の作物２％－施設園芸２％ 

上記した作目別農家シェアに基づく販売農家構成の概要は以下のとおりである。 
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① 蒜山地域 

昭和４０年におけ作目農家シェアの中で米は７０％と首位に立ち、次いで乳用牛１１％

と続き、以上の１～２位作目農家合計シェアは８１％、これに３位の野菜８％を加えた１

～３位作目農家合計シェアは８８％となり、残余シェア（同農家合計シェア１００％に未

達成部分）の大半は４位の工芸農作物６％、５位の鶏４％となっている。 

上記の米作目農家シェアは昭和４５年に７２％に拡大し、最高に達し、同５０年には６

３％に急激に縮小し、同５５年に６１％と最低に達し、その後は再び拡大に転じ、平成７

年に７０％台に乗り、７２％となり、昭和４５年の水準に回帰している。以上の米作目農

家シェアの推移経過のもとで、２位と３位作目は昭和４５年の時点で相互に交替し、２位

は野菜、３位は乳用牛となり、一方、４位作目は鶏、肉用牛、施設園芸と時系列的に推移

し、５位作目には工芸農作物、その他の作物、肉用牛、施設園芸が適宜参入している。 

米作目農家シェアが僅差ながら拡大した昭和４５年における作目別農家シェアは米７２

％、次いで野菜１２％、乳用牛９％と続き、以上の１～３位作目農家合計シェアは９３％

（四捨五入のため計と内訳が一致しない場合がある、以下同じ）となり、残余シェアの大

半は４位作目の工芸農作物２％、５位作目の鶏１％となっている。米作目農家シェアが最

低となった昭和５５年における作目別農家シェアは米６１％、野菜は２３％、乳用牛７％

と続き、以上の１～３位作目農家合計シェアは９０％となり、残余シェアの大半は４位作

目肉用牛５％、５位作目その他の作物２％となっている。 

上記の野菜作目農家シェアは昭和５５年に急激に拡大し、最高に達し、その後は縮小に

転じ、平成７年には劇的に縮小し、一方、乳用牛作目農家シェアは昭和５５年に多少縮小

し、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成７年に極僅差ながら縮小し、一方、４～５位

作目農家シェアには大きな変化はみられず、平成７年に極僅差ながら縮小している。以上

の推移経過のもとで、平成７年における作目別農家シェアは米７３％、野菜１２％、乳用

牛６％と続き、以上の１～３位作目農家合計シェアは９０％となり、残余シェアの大半は

４位作目施設園芸４％、５位作目肉用牛とその他の作物各２％となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域における販売金額１位の作目別農家構成において、米

作目農家シェアは昭和４０年～平成７年の全時点に亘って６１～７３％の範囲で首位を占

め、その最低は昭和５５年となっている。２、３位作目は昭和４０年にそれぞれ乳用牛、

野菜、同４５年以降は野菜、乳用牛となり、以上の１～３位作目農家合計シェアは８８～

９３％の範囲を乱高下し、その過程で同５５年以降は９０％となり、米作目農家シェアの

時系列的な縮小と拡大に対し野菜作目農家シェアが主に対応している。上記した１～３位

作目農家合計シェアの残余部分７～１０％の大半は同４、５位の作目によって補足され、

その４位作目は工芸農作物、鶏、肉用牛、施設園芸、５位作目は鶏、工芸農物、施設園芸、

その他の作物の中から選ばれている。 

② 真庭郡 

真庭郡における販売金額１位の作目別農家構成を蒜山地域と比較すると、米作目農家シ

ェアが全時点に亘って首位を占め、野菜作目農家シェアは蒜山地域より１０年遅れの昭和

５５年以降において２位となる点は共通している。しかし、昭和５０年以前の２位作目が

工芸農作物、乳用牛、鶏と時系列的に推移する点、３位作目として乳用牛と肉用牛が時系

列的に交替している点は相違している。 

以上の１～３位作目農家合計シェアは８０～８５％の範囲を乱高下し、蒜山地域に比べ

て５～１０ポイント下回っているが、それは主に２位作目農家シェアが下回っていること

に起因する。上記した残余の作目農家シェアの大半は４位、５位作目によって補充されて

いるが、その作目は蒜山地域と幾分異なり、鶏、野菜、乳用牛、工芸農作物、肉用牛、施

設園芸から選択されている。すなわち４位作目は昭和４０～４５年は鶏、同５０年は野菜、

同５５年と平成２年は乳用牛、同７年はその他の作物となっている。一方、５位作目は昭

和４０～４５年は野菜、同５０～５５年と平成２年は工芸農作物、昭和６０年は肉用牛と

なっている。 

③ 岡山県 

岡山県における販売金額１位の作目農家構成を蒜山地域と比較すると、全時点に亘って
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米作が首位を占める点は共通しているが、２位以下の作目には大きな違いがみられる。す

なわち、２位作目は昭和４０～５０年は工芸農作物、同５５年～平成７年は果樹となり、

３位作目は昭和４０～５０年は果樹、同５５年～平成７年は野菜となり、以上の１～３位

作目農家合計シェアは８２～９０％の範囲を乱高下し、蒜山地域を３～６ポイント下回っ

ている。その残余の作目農家シェアの大半は４、５位作目によって補完され、４位作目は

昭和４０～５０年は野菜、同５５～６０年は工芸農作物、平成２～７年は施設園芸となり、

５位作目は昭和４０～４５年は乳用牛、同５０年と同６０年は施設園芸、同５５年は雑穀

等、平成２～７年は工芸農作物となっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年：米７０％－乳用牛１４％－野菜８％－工芸農作物６％－鶏 0.0% 

同４５年：米７３％－乳用牛１７％－野菜８％－工芸農作物１％－雑穀等 0.0% 

同５５年：米４４％－野菜３６％－乳用牛１４％－肉用牛２％－施設園芸、その他

の作物各２％ 

平成 ２年：米４７％－野菜３２％－乳用牛１３％－肉用牛３％－施設園芸、その他

の作物各３％ 

同 ７年：米５９％－野菜１７％－乳用牛１２％－施設園芸６％－その他の作物３

％ 

② 八束村 

昭和４０年：米６７％－野菜１８％－乳用牛１０％－工芸農作物２％－鶏１％ 

同４５年：米７０％－野菜２３％－乳用牛５％－豚１％－工芸農作物 0.0% 

同５５年：米５５％－野菜３７％－乳用牛６％－その他の作物１％－肉用牛、豚各

0.0%  

平成 ２年：米５６％－野菜３６％－乳用牛６％－その他の作物１％－肉用牛１％ 

同 ７年：米６５％－野菜２４％－乳用牛７％－施設園芸２％－その他の作物１％ 

③ 中和村 

昭和４０年：米９２％－工芸農作物５％－野菜２％－乳用牛１％－その他の畜産 0.0% 

同４５年：米７５％－野菜２２％－乳用牛１％－豚、工芸農作物、その他の畜産各

0.0% 

同５５年：米７５％－野菜２１％－乳用牛２％－肉用 牛１％－施設園芸１％ 

平成 ２年：米８１％－野菜１０％－施設園芸、肉用牛、その他の作物各２％－乳用

牛２％ 

同 ７年：米８７％－その他の作物７％－乳用牛、施設設園芸各１％－肉用牛、鶏、

野菜、雑穀等各１％ 

④ 湯原町 

昭和４０年：米６４％－乳用牛１３％－工芸農作物１０％－その他の畜産９％－鶏２

％ 

同４５年：米７３％－乳用牛９％－その他の畜産８％－工芸農作物６％－鶏、その

他の作物各１％ 

同５５年：米７３％－肉用牛１２％－乳用牛５％－その他の作物４％－施設園芸３

％ 

平成 ２年：米７７％－肉用牛１０％－施設園芸５％－乳用牛４％－その他の作物２

％ 

同 ７年：米８５％－施設園芸７％－肉用牛４％－乳用牛３％－その他の作物１％ 

① 川上村 

昭和４０年における作目別農家シェアは米が７０％と首位を占め、次いで乳用牛１４％

と続き、以上の１～２位作目農家シェアは８５％（四捨五入のため計と内訳は一致しない

場合がある、以下同じ）となり、これに３位の野菜８％を加えると９２％となり、その残

余の作目農家シェア（以下、残余シェア）の大半は４位作目工芸農作物６％、５位作目鶏

0.4%となっている。 
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上記の米作目農家シェアは昭和４５年に７３％に拡大し、最高に達し、その後は急速に

縮小し、同５５年に４４％と最低を記録し、その後は４０％台を上昇し、平成７年に急激

に拡大し、５９％となっている。一方、２位作目は昭和４０～４５年に乳用牛となり、そ

の農家シェアは経年的に拡大し、同５０年以降は野菜と交替し、その農家シェアは拡大基

調で推移し、同５５年に最高に達し、その後縮小に転じ、その過程で平成７年に急激に縮

小し、３位作目は昭和４０～４５年に野菜となり、その農家シェアは経年的に概ね横ばい

状態で推移し、同５０年以降は乳用牛と交替し、その農家シェアは拡大基調で推移し、そ

の過程で同５５年に最高に達し、その後は縮小し、横ばい状態で推移し、以上の１～３位

作目農家シェアは昭和４５年～平成７年間に８９～９８％の範囲を乱高下し、その最低は

平成７年、最高は昭和４５年と記録されている。以上の残余シェアの大半は４位作目とし

て工芸農作物、その他の作物、肉用牛、施設園芸、５位作目として鶏、雑穀等、工芸農作

物、その他の作物の中から選ばれ、補充されている。 

以上の推移経過のもとで、米作目農家シェアが最高を記録した昭和４５年における作目

別農家シェアは米が７３％と首位に立ち、次いで乳用牛１７％と続き、以上の１～２位作

目農家シェアは９０％、これに３位作目野菜８％を加えた１～３位作目農家シェアは９８

％となり、残余の作目農家シェアは４位作目工芸農作物１％、５位作目雑穀等 0.4%  とな

っている。 

米作目農家シェアが最低を示し、それと連動して野菜作目シェアは急激に拡大し、最高

に達した昭和５５年における作目別農家シェアは米が４４％と首位を占め、次いで野菜３

６％と続き、以上の１～２位作目農家シェアは８０％、これに３位作目乳用牛１４％を加

えた１～３位作目農家シェアは９３％となり、残余シェアは４位作目肉用牛、施設園芸、

その他の作物各２％、５位作目雑穀等１％となっている。 

米作目農家シェアが拡大に転じ、野菜作目農家シェアが急激に縮小した平成７年におけ

る作目別農家シェアは米が５９％と首位を占め、次いで野菜１７％と続き、以上の１～２

位作目農家シェアは７７％、これに３位作目乳用牛１２％を加えた１～３位作目農家シェ

アは８９％となり、その残余シェアは４位作目施設園芸６％、５位作目その他の作物５％

となっている。 

以上で記述した内容を要約すると、昭和４０年～平成７年の全時点に亘り米作目が首位

（農家シェア４４～７３％）を占め、２位と３位作目は昭和４０～４５年にそれぞれ乳用

牛（同１４～１７％）、野菜（同８％）、同５０年以降はそれぞれ野菜（同１７～３６％）、

乳用牛（同１２～１６％）となり、以上の１～３位作目農家シェアは８９～９８％の範囲

を乱高下し、その最低は平成７年、最高は昭和４５年となっている。以上の残余シェアの

大半は４作目として工芸農作物、その他の作物、肉用牛、施設園芸、５位作目として鶏、

雑穀等、工芸農作物、その他の作物から選ばれ、補充されている。 

② 八束村 

昭和４０年における作目別農家シェアは米が６７％と首位を占め、次いで野菜１８％と

続き、以上１～２位作目農家シェアは８６％（四捨五入のため計と内訳は一致しない場合

がある、以下同じ）となり、これに３位作目乳用牛１０％を加えると９６％、その残余シ

ェアの大半は４位作目工芸農作物２％、５位作目鶏１％となっている。 

上記の米作目農家シェアは昭和４５年に７０％に拡大し、最高に達し、その後は急速に

縮小し、同５５年に５５％と最低に達し、同６０年には拡大し、同５５年の水準に回帰し、

平成７年には６５％に急激に拡大し、昭和４０年の水準にかなり接近している。一方、２

位作目は全期間を通して野菜となり、その農家シェアは昭和５５年まで拡大し、最高に達

し、その後縮小に転じ、その過程で平成７年に劇的に縮小し、３位作目は全期間に亘って

乳用牛となり、その農家シェアは昭和４５年に劇的に縮小し、その後は概ね横ばい状態で

推移し、以上の１～３位作目農家シェアは昭和４５年～平成７年間に９５～９８％の範囲

を乱高下し、その最低は昭和５０年、最高は昭和４５年となっている。上記の残余シェア

の大半は４位作目として工芸農作物、豚、その他の作物、施設園芸、５位作目として鶏、

工芸農作物、雑穀等、その他の作物の中から選ばれ、補充されてている。 

以上の推移経過のもとで、米作目農家シェアが最高に達した昭和４５年における作目別



- 480 - 

農家シェアは米が７０％と首位を占め、次いで野菜２３％と続き、以上の１～２位作目農

家シェアは９３％、これに３位作目乳用牛５％を加えた１～３位作目農家シェアは９８％

となり、その残余シェアの大半は４位作目豚１％、５位作目工芸農作物 0.3%となっている。 

米作目農家シェアが最低となった昭和５５年における作目別農家シェアは米が５５％と

首位を占め、次いで野菜３６％と続き、以上の１～２位作目農家シェアは９２％、これに

３位作目乳用牛６％を加えた１～３位作目農家シェアは９８％となり、残余シェアは４位

作目その他の作物１％、肉用牛、豚各 0.4%となっている。 

上述した米作目農家シェアは昭和６０年に幾分拡大し、その後縮小に転じ、同５５年の

水準に近接し、それに連動して野菜作目農家シェアが幾分拡大した平成７年における作目

別農家シェアは米が５６％と首位を占め、次いで野菜３６％と続き、以上の１～２作目農

家シェアは９１％、これに３位作目乳用牛６％を加えた１～３位作目農家シェアは９７％

となり、その残余シェアの大半は４位作目その他の作物、肉用牛各１％となっている。 

米作目農家シェアが昭和４０年の水準に接近した平成７年における作目別農家シェアは

米が６５％と首位に就き、次いで野菜２４％と続き、以上の１～２位作目農家シェアは９

０％、これに３位作目乳用牛７％を加えた１～３位作目農家シェアは９６％となり、その

残余シェアは４位作目施設園芸２％、５位作目その他の作物、肉用牛各１％となっている。 

以上で記述した内容を要約すると、米作目農家シェアは昭和４０年～平成７年の全時点を

通じて首位（農家シェア５５～７０％）を占め、２位と３位作目は全時点に亘ってそれぞ

れ野菜（同１８～３６％）、乳用牛（同５～１０％）となり、以上の１～３作目農家シェ

アは９５～９８％の範囲を乱高下している。その残余シェアは４位作目として工芸農作物、

豚、その他の作物、施設園芸、５位作目として鶏、工芸農作物、雑穀等から選ばれ、補充

されいている。 

③ 中和村 

昭和４０年における作目別農家シェアは米が９２％と首位を占め、次いで工芸農作物５

％と続き、以上の１～２位作目農家シェアは９７％となり、その残余シェアは３位作目野

菜２％、４位作目乳用牛１％、５位作目その他の畜産 0.04% の順になっている（四捨五入

のため計と内訳は一致しない場合がある、以下同じ）。 

上記の米作目農家シェアは昭和４５年に７５％に劇的に縮小し、最低を記録し、その後

概ね横ばい状態で推移し、その過程で同５５年に再び７５％となり、同６０年に８７％に

急激に拡大し、平成２年には８１％に縮小し、同７年に８７％となっている。一方、２位

作目は昭和４５年～平成２年は野菜、同７年はその他の作物となり、３位作目は昭和４５

～５５年は乳用牛、同６０年は乳用牛、施設園芸、平成２年は施設園芸、肉用牛、その他

の作物、平成７年は乳用牛、施設園芸、肉用牛、鶏、雑穀等、野菜となり、以上の１～３

位作目農家シェアは昭和４５年～平成７年間に９０～９８％の範囲を乱高下し、その最低

は平成７年、最高は昭和４５年となっている。上記の残余シェアの大半は４位、５位作目

によって補充され、その４位作目として昭和４５年は豚、工芸農作物、その他の畜産、同

５０年はその他の作物、同５５年は肉用牛、施設園芸、同６０年はその他の作物、平成２

年は乳用牛、同７年は肉用牛、鶏、野菜、雑穀等となり、５位作目は該当作目不在となっ

ている。 

以上の推移経過のもとで、米作目農家シェアが最低を示した昭和４５年における作目別

農家シェアは米が７５％と首位を占め、次いで野菜２２％と続き、以上の１～２位作目農

家シェアは９８％、３位作目乳用牛１％を加えた１～３位作目農家シェアは９８％となり、

その残余シェアの大半は４位作目として豚、工芸農作物、その他の作物、その他の家畜各

0.4%となっている。 

一方、米作目農家シェアが昭和４５年と同じく最低となった同５５年における作目別農

家シェアは米が７５％と首位を占め、次いで野菜２１％と続き、以上の１～２位作目農家

シェアは９７％、その残余シェアは３位作目乳用牛２％、４位作目肉用牛、施設園芸各１

％となっている。 

上記の２位作目野菜は、昭和６０年における米作目農家シェアの急激な拡大と連動して、

その農家シェアを急激に縮小し、平成７年にはその他の作物と交替している。一方、３～
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４位は昭和４０年以来零細な農家シェアの多種類作目となっている。 

以上のような経緯をふまえ平成７年における作目別農家シェアをみると、米は８７％と

首位にたち、次いで２位作目その他の作物７％と続き、以上の１～２位作目農家シェアは

９５％、その残余シェアは３位作目乳用牛、施設園芸各１％、４位作目肉用牛、鶏、野菜、

雑穀等各１％となっている。 

上記した内容を要約すると、昭和４０年～平成７年の全時点を通して米作目が首位（農

家シェア７５～９２％）を占め、２位作目は昭和４０年に工芸農作物（同５％）、同４５

年～平成２年は野菜（同１０～２１％）、同７年はその他の作物（同７％）となり、以上

の１～２位作目農家シェアは９０～９８％の範囲を乱高下し、その残余シェアは３位、４

位作目で補充され、３位作目は野菜、乳用牛、施設園芸、肉用牛、その他の作物、４位作

目は乳用牛、豚、肉用牛、施設園芸、雑穀等、鶏、野菜、その他の作物の中から選ばれて

いる。 

④ 湯原町 

昭和４０年における作目別農家シェアは米が６４％と首位を占め、次いで乳用牛１３％

と続き、以上の１～２位作目農家シェアは７７％、これに３位作目工芸農作物１０％を加

えた１～３位作目農家シェアは８７％となり、その残余シェアの大半は４位作目その他の

畜産９％、５位作目鶏２％となっている。 

上記の米作目農家シェアは昭和４５年に７３％に急激に拡大し、その後は７０％台を上

昇し、平成７年に８５％と最高に達し、一方、２位作目は昭和４０～５０年に乳用牛とな

り、その農家シェアは経年的に縮小し、同５５年～平成２年には肉用牛と交替し、その農

家シェアは縮小基調で推移し、同７年に施設園芸と交替し、３位作目は昭和４０年に工芸

農作物、同４５年にその他の畜産、同５０～５５年に乳用牛となり、その農家シェアば経

年的に縮小し、同６０年～平成７年にはその他の作物、施設園芸、肉用牛と時系列的に推

移し、以上の１～３位作目農家シェアは昭和４５年～平成７年間に８８～９５％の範囲を

乱高下し、その最低は昭和６０年、最高は平成７年となっている。上記の残余シェアの大

半は４位、５位作目によって補充され、その４位作目として昭和４５～５０年は工芸農作

物、同５５年はその他の作物、同６０年は施設園芸、平成２～７年は乳用牛となり、５位

作目として昭和４５年は鶏、その他の作物、同５０年はその他の作物、同５５年は施設園

芸、同６０年は乳用牛、平成２～７年にはその他の作物となっている。 

上記した各作目農家シェアの推移経過のもとで、米作目農家シェアが急劇に拡大した昭

和４５年における作目別農家シェアは米が７３％と首位を占め、次いで乳用牛９％と続き、

以上の１～２位作目農家シェアは８２％（四捨五入のため計と内訳が一致しない場合があ

る、以下同じ）、これに３位作目その他の畜産８％を加えた１～３位作目農家シェアは９

０％となり、その残余シェアの大半は４位作目工芸農作物６％、５位作目鶏、その他の作

物各１％となっている。 

また、米作目農家シェアが昭和４５年と同一水準を示した同５５年における作目別農家

シェアは米が７３％と首位を占め、次いで肉用牛１２％と続き、以上の１～２作目農家シ

ェアは８４％、これに３位作目乳用牛５％を加えるた１～３位作目農家シェアは８９％と

なり、その残余の作目農家シェアの大半は４位作目その他の作物４％、５位作目施設園芸

３％となっている。 

米作目農家シェアが最高を示した平成７年における作目別農家シェアは米８５％、施設

園芸７％、肉用牛４％、乳用牛３％、その他の作物１％の順になり、以上のうち１～２位

作目農家シェアは９１％、１～３位作目農家シェアは９５％となり、その残余シェアは４

位作目乳用牛３％、５位作目その他の作物１％となっている。 

以上で記述した内容を要約すると、米作目農家シェアは昭和４０年～平成７年の全時点

を通じて６４～８５％の範囲で首位を占め、２位作目として昭和４０～５０年は乳用牛（同

９～１３％）、同５５年～平成２年は肉用牛（同６～１２％）、同７年は施設園芸７％と

なっている。３位作目は２位作目と比べてその種類が多く、時系列的変化に富んでいる。

すなわち昭和４０年は工芸農作物１０％、同４５年はその他の畜産８％、同５０～５５年

は乳用牛（同５～８％）、同６０年はその他の作物６％、平成２年は施設園芸５％、同７
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年は肉用牛４％となっている。以上の１～３位作目農家シェアは８７～９５％の範囲を乱

高下し、その残余シェアの大半は４～５位作目によって補充され、４位作目はその他の畜

産、工芸農作物、その他の作物、施設園芸、乳用牛、５位作目は鶏、その他の作物、施設

園芸、乳用牛、雑穀等、工芸農作物の中から選ばれている。 

 

第第第第１０１０１０１０節節節節 農業経営組織農業経営組織農業経営組織農業経営組織のののの変容変容変容変容 

 

第第第第１１１１項項項項 農業経営組織別農家数割合農業経営組織別農家数割合農業経営組織別農家数割合農業経営組織別農家数割合のののの推移推移推移推移 

昭和３６年制定の農業基本法に基づく農業経営の近代化とは収益増大の目標に即した作

目部門の結合であるともいえる。農業センサスでは、その作目結合体（組織体）から産出

される農産物の販売金額１位の作目部門の金額規模により農業経営組織を単一経営、準単

一複合経営、複合経営に類別しているが、その金額規模には以下のような時系列変化がみ

られる。 

１９６５年農業センサスでは単一経営農家とは農産物販売金額１位の作目部門の金額が

総販売金額の６割以上を占める農家、準単一複合経営農家とは農産物販売金額１位の作目

部門の金額が総販売金額の３割以上６割未満で、２位の作目部門の割合が３割未満である

農家とされているが、年間の総販売額が１０万円未満の農家は除外される。複合経営農家

とは農産物販売金額１位、２位の作目部門とも総販売金額の３割以上６割未満の農家であ

るが、年間の総販売金額１０万円未満農家は除外される。 

１９７０年と１９７５年の農業センサスでは単一経営農家基準は１９６５年に同じであ

るが、複合経営農家は単一経営農家以外の農家、すなわち農産物販売金額１位の作目部門

の金額が総販売金額の６割を占める部門のない農家とされている。１９８０年以降の農業

センサスでは上記の販売金額規模に修正が加えられ、単一経営農家、準単一複合経営農家、

複合経営農家とは、農産物販売収入１位の作目部門の金額が総販売金額のそれぞれ８割以

上、６割以上８割未満、６割未満を占める農家とされている。 

本項では蒜山地域と４か町村における経営組織別農家数の販売農家総数に占める割合

（以下、農家シェア）の推移を表４６、４７の資料に基づき真庭郡及び岡山県と対比し記

述する。表４７に掲示の特化係数は、蒜山地域と４か町村における経営組織別農家シェア

の岡山県における同シェアに対する比で示され、蒜山地域及び４か町村における特化係数

が 1.00 を上回り、大きくなりほど、蒜山地域及び４か町村はその経営組織への特化を強め

ていることを表す。 

なお、表示した資料は昭和４０～６０年は総農家、平成２～１２年は販売農家を対象と

しおり、昭和６０年と平成２年は厳密には連結しないため、本文で昭和年代と平成年代に

分けて記述する。 

１１１１ 単一経営農家単一経営農家単一経営農家単一経営農家 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における単一経営農家（以下、単一農家）シェアは、昭和４０年に 80.8% とな

り、その後は縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 83.4% となり、同５０年に 91.0%

に急激に拡大し、最高に達し、同５５年には 61.1%に急激に縮小し、最低となり、同６０

年には 64.5% と多少拡大し、同６０年における単一農家シェアの同４０年に対する縮小の

比率は 20.2% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における単一農家シェア

は昭和４５年にそれぞれ 87.5% 、91.0% 、92.9% 、同６０年にはそれぞれ 70.7% 、74.2% 、

81.6% となっている
1)

。 

一方、平成２年には 68.7% となり、その後一貫して拡大し、同７年には 74.5%に急激に

拡大し、同１２年は 75.6% と僅差ながら拡大し、最高を記録し、同２～１２年間における

同農家シェアの拡大率は 10.0% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域におけ

る単一農家シェアは平成２年にそれぞれ 70.4%、71.1% 、80.8% 、同１２年にはそれぞれ

77.4% 、79.4% 、83.9% となっている
1)

。 

真庭郡における単一農家シェアは、昭和４０年に 81.8% となり、その後は蒜山地域に類

似の縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 83.8% 、同５０年に 90.3%に急激に拡大し、
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最高に達し、同５５年には 63.1%に急激に縮小し、最低を記録し、同６０年には再び拡大

し 71.7% となり、同４０～６０年間における同農家シェアの縮小率は 12.3% となり、蒜山

地域を 7.9 ポイント下回っている。 

一方、平成２年には 69.9% となり、その後は概ね拡大パタ－ンで推移し、同７年に 77.6% 

と最高に達し、同１２年には 77.0% となり、平成２～１２年間における同農家シェアの拡

大率は 10.2% となり、蒜山地域を 0.2 ポイント上回っている。 

岡山県における単一農家シェアは、昭和４０年に 82.8% となり、その後は蒜山地域に類

似の縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 89.1% 、同５０年には 94.6%に拡大し、最

高を記録し、その後は急激な縮小に転じ、同５５年に 72.9% と最低に達し、同６０年には

77.1% と幾分拡大し、同４０～６０年間における同農家シェアの縮小率は 6.9%となり、蒜

山地域を 13.3 ポイント下回っている。 

一方、平成２年には 76.0% となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同７年に 82.5% 

に急激に拡大し、最高に達し、同１２年には 80.7%に縮小し、同２～１２年間における同

農家シェアの拡大率は 6.2%となり、蒜山地域を 3.8 ポイント下回っている。 

先に記述した蒜山地域におえる単一農家シェアは、真庭郡に比べて昭和年代のうち昭和

５０年を除く時点及び平成年代の全時点において下回り、また、岡山県に比べて昭和年代

と平成年代の全時点において下回っている。その較差は真庭郡の場合は昭和年代は 0.4～

7.2 ポイントの範囲、その大半は２ポイント以下、平成年代は 1.2～3.1 ポイントの範囲を

乱高下し、一方、岡山県の場合は昭和年代は 2.0～12.6 ポイントの範囲、その大半は５ポ

イント以下、平成年代は 5.1～8.0 ポイントの範囲を乱高下している。 

次に蒜山地域及び真庭郡における単一農家シェアの特化係数の数値をみると、昭和年代

はそれぞれ 0.98～0.84 、0.99～0.86 の範囲を時系列的に下降し、平成年代はそれぞれ 0.90

～0.94 、0.92～0.95 の範囲を経年的に上昇し、いずれの場合においても両者の数値はかな

り近接するなかで岡山県レベルを下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における単一農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡、岡山県における同農家シェアは昭和年代は縮小基調で推移し、その

過程で同５０年に最高に達し、同５５年には急激に縮小し、最低を記録している。一方、

平成年代には蒜山地域は拡大パタ－ン、真庭郡と岡山県は拡大基調で推移し、その過程で

最低はいずれも同２年となり、同７年に急激に拡大し、最高は蒜山地域は同１２年、真庭

郡と岡山県は同７年となっている。 

昭和年代における同農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 91.0～61.1%  、真庭郡は

90.3～63.1%、岡山県は 94.6～72.9%の範囲を乱高下し、一方、平成年代は蒜山地域は 68.7～

75.6%の範囲を時系列的に上昇し、真庭郡は 69.9～77.6%、岡山県は 76.0～82.5%の範囲を幾

分乱高下している。上記した昭和年代における同農家シェアの縮小率は蒜山地域 20.2% 、

真庭郡 12.3% 、岡山県 6.9%の順になり、平成年代における同農家シェアの拡大率は真庭郡

12.2% 、蒜山地域 10.0% 、岡山県 6.2%の順になっている。 

蒜山地域と真庭郡における同農家シェアの特化係数は昭和年代と平成年代において

0.90 台を推移し、単一経営への特化はみられない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における単一農家シェアは 73.5% となり、その後は縮小基調で推移し、その

過程で同５０年に劇的に拡大し、90.2% と最高に達し、同５５年には劇的に縮小し、57.3% 

と最低を記録し、同６０年に 59.6% となり、同４０～６０年間における同農家シェアの縮

小率は 18.9% となっている。 

一方、平成２年には 64.5% となり、その後は縮小基調で推移し、同７年に僅差ながら拡

大し、65.1% と最高に達し、同１２年には僅差ながら縮小し、63.8%と最低を記録し、同２

～１２年間における同農家シェアの縮小率は 1.1%となっている。 

次に単一経営農家シェアの特化係数の数値をみると、昭和年代は 0.95～0.77 の範囲を乱

高下し、その過程で最高は同５０年となり、同５５年以降は 0.70 台で推移し、同６０年に
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最低となっている。一方、平成年代は 0.85～0.79 の範囲を時系列的に下降している。以上

のように農家シェアの特化係数は昭和年代と平成年代において岡山県レベルを下回り、単

一経営への特化はみられない。 

② 八束村 

昭和４０年における単一経営農家シェアは 80.5% となり、その後は縮小基調で推移し、

その過程で同５０年に 88.8% と最高に達し、同５５年には 63.6%に急激に縮小し、同６０

年に 61.6% と最低を記録し、同４０～６０年間における同農家シェアの縮小率は 23.5% 

となっている。 

一方、平成２年には 67.1% と最低を記録し、その後は拡大し、同７年に 70.8% となり、

同１２年には74.6% と最高に達し、同２～１２年間における同農家シェアの拡大率は11.2% 

となっている。 

次に単一経営農家シェアの特化係数の数値をみると、昭和年代は 0.97～0.80 の範囲を概

ね経年的に下降し、同５５年以後は 0.80 台となっている。一方、平成年代は 0.86～0.92 

の範囲を乱高下し、その最高は同１２年となっている。以上のように農家シェアの特化係

数は岡山県レベルを幾分下回り、単一経営への特化はみられない。 

③ 中和村 

昭和４０年における単一経営農家シェアは 90.2% となり、その後は縮小基調で推移し、

その過程で同５０年に急激に拡大し、100%と最高に達し、同５５年には劇的に縮小し、68.1% 

と最低を記録し、同６０年には 74.9%に拡大し、同４０～６０年間における同農家シェア

の縮小率は 17.0% となっている。 

一方、平成２年には 73.7% と最低を記録し、その後は拡大基調で推移し、その過程で同

７年に急激に拡大し、87.4% と最高に達し、同１２年には 83.7%に縮小し、同２～１２年

間における同農家シェアの拡大率は 13.6% となっている。 

次に単一経営農家シェアの特化係数の数値をみると、昭和年代は 1.09～0.93 の範囲を概

ね時系列的に下降し、同５５年以後は 0.90 台となっている。一方、平成年代は 0.97～1.06 

の範囲を概ね上昇し、その過程で同７年に 1.00 台に乗り、最高となっている。以上のよう

に農家シェアの特化係数は昭和４０～５０年と平成７～１２年に岡山県レベルを極僅差な

がら上回っているが、単一経営への特化はあまり進んでいない。 

④ 湯原町 

昭和４０年における単一経営農家シェアは 83.8% となり、その後は縮小基調で推移し、

その過程で同５０年に急激に拡大し、90.4% と最高に達し、同５５年には劇的に縮小し、

59.1% と最低を記録し、同６０年には 66.9%に拡大し、同４０～６０年間における同農家

シェアの縮小率は 20.2% となっている。 

一方、平成２年には 71.5% と最低を記録し、その後は拡大し、同７年に 80.6%に急激に

拡大し、同１２年に 83.8%と最高に達し、同２～１２年間における同農家シェアの拡大率

は 17.2% となっている。 

次にた単一経営農家シェアの特化係数の数値をみると、昭和年代は 1.01～0.81 の範囲を

概ね時系列的に下降し、その過程で同４５年以降は 1.00 を割り、同５５年以後は 0.80 台

となっている。一方、平成年代は 0.94～1.04 の範囲を上昇し、同１２年に 1.00 台に達し

ている。以上のように農家シェアの特化係数は昭和４０年及び平成１２年にようやく岡山

県レベルに達し、単一経営への特化は進んでいない。 

以上で記述した４か町村における単一経営農家シェアの推移状況を要約すると以下のと

おりである。 

各町村における同農家シェアは昭和年代は縮小基調で推移し、その過程で同５０年に急

激に拡大し、最高に達し、同５５年には劇的に縮小し、八束村を除く３か町村は最低を記

録し、同６０年には幾分拡大しているが、八束村は同６０年に最低を記録している。一方、

平成年代は川上村は縮小基調で推移し、その過程で同７年に最高に達し、同１２年に最低

となり、八束村と湯原町は平成２年に最低となり、その後は一貫して拡大し、同１２年に

最高に達し、中和村は同２年に最低となり、その後は拡大基調で推移し、同７年に最高に

達している。 
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昭和年代における同農家シェアの数値をみると、川上村は 90.2～57.3%、八束村は 88.8～

61.6%、中和村は 100.0～68.1% 、湯原町は 90.4～59.1%の範囲を乱高下、一方、平成年代は

川上村は 65.1～63.8%、中和村は 73.7～87.4%の範囲を乱高下し、八束村は 67.1～74.6%、湯

原町は 71.5～83.8%の範囲を時系列的に上昇している。 

上記した昭和年代における単一経営農家シェアの縮小率は八束村 23.5% 、湯原町 20.2% 、

川上村 18.9% 、中和村 17.0% の順になり、一方、平成年代における農家シェアの拡大率は

湯原町 17.2% 、中和村 13.6% 、八束村 11.2% の順になり、反対に川上村は 1.1%の縮小と

なっている。 

４か町村における単一経営農家シェアの特化係数は、中和村では昭和４０～４５年と平

成７～１２年に岡山県レベルを僅差で上回り、一方、湯原町は昭和４０年と平成１２年に

僅差で上回り、その数値から同経営への特化は進んでいない。 

２２２２ 準単一複合経営農家準単一複合経営農家準単一複合経営農家準単一複合経営農家 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における準単一複合経営農家シェアは、昭和４０年に 2.8%となり、同４５～５

０年は該当農家不詳、同５５年に 29.6% 、同６０年は 29.2%とほぼ横ばい状態となり、同

４０～６０年間における同農家シェアの拡大率は 942.9%となっている。ちなみに全国、山

陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和５５年にそれぞれ 22.7% 、22.6% 、16.9% 、

同６０年にはそれぞれ 21.6% 、19.9% 、14.8% となり、同４０年は該当事実なし、同４５

～５０年は不詳となっている
1)

。 

一方、平成２年には 26.4% と最高を記録し、その後は縮小パタ－ンで推移し、同７年に

21.0%に縮小し、同１２年には 19.7% と最低を記録し、同２～１２年間における同農家シ

ェアの縮小率は 25.4% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家

シェアは平成２年にそれぞれ 22.6% 、22.0% 、15.7% 、同１２年にはそれぞれ 17.7% 、16.2% 、

13.1% となっている。

１）

 

真庭郡における準単一複合経営農家シェアは、昭和４０年に 2.4%となり、同４５～５０

年は該当農家不詳、同５５年に 24.6% 、同６０年には 21.7%に縮小し、同４０～６０年間

における同農家シェアの拡大率は804.2%となり、蒜山地域を138.7 ポイント下回っている。 

一方、平成２年には 24.4% となり、その後は縮小パタ－ンで推移し、その過程で同７年

に 18.1%に急激に縮小し、最低を記録し、同１２年には 18.5% となり、同２～１２年間に

おける同農家シェアの縮小率は 24.2% となり、蒜山地域を 1.2 ポイント下回っている。 

岡山県における準単一複合経営農家シェアは、昭和４０年に 2.2%となり、同４５～５０

年は該当農家不詳、同５５年に 20.8% 、同６０年には 18.3%に縮小し、同４０～６０年間

における同農家シェアの拡大率は731.8%となり、蒜山地域を211.1 ポイント下回っている。 

一方、平成２年には19.5% となり、その後は縮小基調で推移し、その過程で同７年に14.7% 

と最低を記録し、同１２年には 16.1%に拡大し、同２～１２年間における同農家シェアの

縮小率は 17.4% となり、蒜山地域を 8.0 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における準単一複合経営農家シェアの特化係数の推移状況をみ

ると、昭和年代において蒜山地域は 1.27～1.60 、真庭郡は 1.09～1.19 の範囲を経年的に

上昇し、一方、平成年代において蒜山地域は 1.43～1.22 の範囲を乱高下し、真庭郡は 1.25

～1.15 の範囲を下降している。以上の特化係数の数値から、昭和、平成両年代において準

単一複合経営への特化は蒜山地域の方が強まっている。 

以上で記述した蒜山地域における準単一複合経営農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡

山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同農家シェアは昭和年代において拡大基調で推移

し、その過程で同５５年に最高に達し、その後、蒜山地域は横ばい状態となり、真庭郡と

岡山県は幾分縮小している。一方、平成年代においては蒜山地域は縮小パタ－ン、真庭郡

と岡山県は縮小基調で推移し、その過程で同７年にかなり急激に縮小し、真庭郡と岡山県

は同年に最低を記録している。 

昭和年代における同農家シェアの数値をみると、同４０年は蒜山地域 2.8%、真庭郡 2.4%、

岡山県 2.2%  と極めて低く、同５５～６０年の間はそれぞれ 29.6～29.2%、24.6～21.7%、
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20.8～18.3%  の範囲を下降している。一方、平成年代において蒜山地域は 26.4～19.7%の範

囲を下降し、真庭郡は 24.4～18.1%、岡山県は 19.5～14.7%の範囲を乱高下している。 

上記した昭和年代における同農家シェアの拡大率は蒜山地域 942.9%、真庭郡 804.2%、岡

山県 731.8%の順になり、平成年代における同農家シェアの縮小率は蒜山地域 25.4% 、真庭

郡 24.2% 、岡山県 17.4% の順になっている。 

蒜山地域と真庭郡における同農家シェアの特化係数は昭和、平成両年代において岡山県

レベルを超えているが、蒜山地域の方が上回っており、準単一複合経営への特化は蒜山地

域の方が強まっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における準単一複合経営農家シェアは 1.9%となり、同４５～５０年は該当農

家不詳、同５５年に 32.5% となり、同６０年には 33.4% と最高に達し、同４０～６０年間

における同農家シェアの拡大率は 1,658%となっている。 

一方、平成２年には 29.3% と最高を記録し、その後は概ね縮小基調で推移し、その過程

で同７年に 28.9% と僅差ながら縮小し、最低を記録し、同１２年には 29.0% と概ね横ばい

状態となり、同２～１２年間における同農家シェアの縮小率は 1.0%となっている。 

次に準単一複合経営農家シェアの特化係数の推移状況ををみると、昭和４０年に 0.86

となり、同５５～６０年は 1.56～1.83 の範囲を上昇し、平成２年に 1.50 となり、その後

は 1.97～1.80 の範囲を下降している。以上の特化係数の数値から、準単一複合経営への特

化は昭和５５年以降平成１２年にかけて強まっている。 

② 八束村 

昭和４０年における準単一複合経営農家シェアは 2.4 %となり、同４５～５０年は該当

農家不詳、同５５年に 28.4%となり、同６０年には 31.7%と最高に達し、同４０～６０年間

における同農家シェアの拡大率は 1,221%となっている。 

一方、平成２年には 29.3% と最高を記録し、その後は縮小パタ－ンで推移し、同７年に

24.0% とかなり縮小し、同１２年に 22.2% と最低に達し、同２～１２年間における同農家

シェアの縮小率は 24.2% となっている。 

次に準単一複合経営農家シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和４０年に 1.09 とな

り、同５５～６０年には 1.37～1.73 の範囲を上昇し、平成年代は 1.38～1.63 の範囲を乱

高下している。以上の特化係数の数値から、準単一複合経営への特化は昭和５５年～平成

１２年に強まっている。 

③ 中和村 

昭和４０年における準単一複合経営農家は不在、同４５～５０年は該当農家不詳、同５

５年に 28.6%となり、その後縮小し、同６０年に 22.2% と最低に達している。 

一方、平成２年には 22.7% と最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同

７年に 10.0%に急激に縮小し、最低に達し、同１２年には 13.9% と幾分拡大し、同２～１

２年間における同農家シェアの縮小率は 38.8% となっている。 

次に準単一複合経営農家シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和５５～６０年に

1,38～1.21 の範囲を下降し、平成２年には 1.16 となり、その後は 0.68～0.86 の範囲を上

昇している。以上の特化係数の数値から、準単一複合経営への特化は昭和５５～６０年に

強まっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年における準単一複合経営農家シェアは 5.3%となり、同４５～５０年は該当農

家不詳、同５５年に 29.3% 、同６０年には 26.6%に縮小し、同４０～６０年間における同

農家シェアの拡大率は 401.9%となっている。 

一方、平成２年には 22.8% と最高を記録し、その後は縮小パタ－ンで推移し、その過程

で同７年に 16.2%に急激に縮小し、同１２年には 11.5% と最低に達し、同２～１２年間に

おける同農家シェアの縮小率は 49.6% となっている。 

次に準単一複合経営農家シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和４０年に 2.41 とな

り、同５５～６０年に 1.41～1.45 の範囲に低下し、平成２年には 1.17 となり、その後は
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1.10～0.71 の範囲を下降している。以上の特化係数の数値から、準単一複合経営への特化

は昭和４０年に顕著に強まり、同５５年～平成７年の間にはかなり後退している。 

以上で記述した４か町村における準単一複合経営農家シェアの推移状況を要約すると以

下のとおりである。 

各町村の昭和４５～５０年における同経営農家は不詳となり、同４０年及び同５５～６

０年における同農家シェアの推移状況をみると、各町村とも同４０年は極めて低い水準と

なり、川上村と八束村は同６０年に最高に達し、一方、中和村と湯原町は同５５年に最高

を記録している。一方、平成年代には各町村とも同２年に最高を記録し、その後は縮小パ

タ－ンで推移し、その過程で同７年には急激に縮小している。 

上記した同農家シェアの数値をみると、昭和４０年は湯原町 5.3%、八束村 2.4%、川上村

1.9%の順になり、中和村は該当農家不在となっている。昭和５５～６０年間において川上

村は 32.5～33.4%、八束村は 28.4～31.7%の範囲を上昇し、反対に中和村は 28.6～22.2%、湯

原町は 29.3～26.6%の範囲を下降している。一方、平成年代において、川上村は 29.3～28.9%、

中和村は 22.7～10.0%の範囲を乱高下し、反対に八束村は 29.3～22.2%、湯原町は 22.8～11.5%

の範囲を下降している。 

上記した昭和年代における同農家シェアの拡大率は中和村 2,270%、川上村 1,658%、八束

村 1,221%、湯原町 402%の順になり、平成年代における同農家シェアの縮小率は湯原町

49.6% 、中和村 38.8% 、八束村 24.2% 、川上村 1.0%の順になっている。 

４か町村における準単一複合経営農家シェアの特化係数の数値から、同経営への特化は

川上村と八束村は昭和５５年～平成１２年、中和村は昭和５５年、湯原町は同４０年及び

同５５～６０年にかなり強まっている。 

３３３３ 複合経営農家複合経営農家複合経営農家複合経営農家 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における複合経営農家シェアは、昭和４０年に 16.4% となり、その後縮小基調

で推移し、その過程で同４５年に 16.6% と最高を記録し、同５０年には 9.0%に急激に縮小

し、同６０年に 6.3%と最低に達し、同４０～６０年間における同農家シェアの縮小率は

61.6% となっている。 

一方、平成２年には 4.9%と最高を記録し、その後は緩やかな縮小基調に転じ、その過程

で同７年に 4.5%と最低に達し、同１２年には 4.7%となり、同２～１２年間における同農家

シェアの縮小率は 4.1%となっている。 

真庭郡における複合経営農家シェアは、昭和４０年に 15.8% となり、その後縮小基調で

推移し、その過程で同４５年に 16.2% と最高に達し、同５０年には 9.7%に急激に縮小し、

同５５年に 12.3%に拡大し、同６０年には再び縮小し、6.6%と最低に達して、同４０～６

０年間における同農家シェアの縮小率は 58.2% となっている。 

一方、平成２年には 5.7%と最高を記録し、その後は縮小基調となり、その過程で同７年

には 4.3%に急落して最低に達し、同１２年に 4.5%となり、同２～１２年間における同農家

シェアの縮小率は 21.0% となっている。 

岡山県における複合経営農家シェアは、昭和４０年に 15.0% と最高を記録し、その後は

縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 10.9% 、同５０年には 5.4%に急激に縮小し、同

５５年に 6.3%に拡大し、同６０年には再び縮小し、4.6%と最低を記録し、同４０～６０年

間における同農家シェアの縮小率は 69.3% となっている。 

一方、平成２年には 4.5%と最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、その過程で同７

年に 2.8%に急激に縮小して最低に達し、同１２年に 3.2%となり、同２～１２年間における

同農家シェアの縮小率は 28.9% となっている。 

次に蒜山地域と真庭郡における複合経営農家シェアの特化係数の推移状況をみると、蒜

山地域において昭和４０年に 1.09 と最低を記録し、同４５年には 1,52 に急激に上昇し、

同５０～６０年には 1.67～1.37 の範囲を下降している。一方、平成２年には 1.09 と最低

を記録し、同７年に 1.61 に急激に上昇し、同１２年に幾分下降し、1.47 となっている。 

真庭郡における同係数は昭和４０年に 1.05 と最低を記録し、同４５年には 1.49 に急激

に上昇し、その後も上昇を続け、同５５～６０年には 1.95～1.43 の範囲を下降している。
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一方、平成２年には 1.27 と最低を記録し、同７～１２年には 1.54～1.41 の範囲を下降し

ている。 

上記した特化係数の数値から、複合経営への特化は蒜山地域では昭和４５～６０年及び

平成７～１２年に強まり、一方、真庭郡の場合は昭和４５～６０年及び平成年代において

強まり、その特化の程度は蒜山地域と真庭郡に大差はみられない。 

以上で記述した蒜山地域における複合経営農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と

対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同農家シェアは昭和年代は縮小基調で推移し、そ

の過程で蒜山地域と真庭郡は同４５年に最高に達し、同５０年に急激に縮小し、その後蒜

山地域は一貫して縮小し、真庭郡は同５５年に拡大し、その後再び縮小し、岡山県は同４

０年に最高を記録し、その後は乱高下し、蒜山地域、真庭郡及び岡山県はともに同６０年

に最低となっている。 

一方、平成年代においても蒜山地域、真庭郡及び岡山県はともに縮小基調で推移し、そ

の過程で同２年に最高を記録し、同７年に最低となり、同１２年に幾分拡大している。 

昭和年代における複合経営農家シェアの数値をみると、蒜山地域は 16.6～6.3% 、真庭郡

は 16.2～6.6% 、岡山県は 15.0～4.6% の範囲を多少乱高下し、同４０～６０年間における

同農家シェアの縮小率は岡山県 69.3% 、蒜山地域 61.6% 、真庭郡 58.2% の順になってい

る。 

一方、平成年代の場合、蒜山地域は 4.9～4.5%、真庭郡は 5.7～4.3%、岡山県は 4.5～2.8%

の範囲を緩やかに乱高下し、同２～１２年間における同農家シェアの縮小率は岡山県

28.9% 、真庭郡 21.0% 、蒜山地域 4.1%の順になっている。 

蒜山地域及び真庭郡における複合経営農家シェアの特化係数の数値から、複合経営への

特化は昭和年代には同４５年以降、平成年代には同７年以降において強まっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における複合経営農家シェアは 24.6% と最高を記録し、その後は縮小基調で

推移し、その過程で同４５年に 20.4% 、同５０年には 9.8%に劇的に縮小し、同５５年に

10.2% と僅差ながら拡大し、同６０年に 7.0%と最低に達し、同４０～６０年間における同

農家シェアの縮小率は 71.5% となっている。 

一方、平成２年には 6.2%となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同７年に 6.0%

と最低に達し、同１２年には 7.2%と最高を記録し、同２～１２年間における同農家シェア

の拡大率は 16.1% となっている。 

上記した複合経営農家シェアの特化係数は昭和４０年に1.64となり、同４５年には1.87

と最高に達し、その後は 1.81～1.52 の範囲を下降している。一方、平成２年には 1.38 と

なり、その後は 2.14～2.25 の範囲を上昇している。以上の特化係数の数値から、複合経営

への特化は全時点において強まり、とくに平成７～１２年は著しく強化された。 

② 八束村 

昭和４０年における複合経営農家シェアは 17.1% となり、その後縮小基調で推移し、そ

の過程で同４５年に 18.6% と最高に達し、同５０年には 11.2%に急激に縮小し、その後は

8.0～6.7%の範囲を下降し、同６０年に最低を記録し、同４０～６０年間における同農家シ

ェアの縮小率は 60.8% となっている。 

一方、平成２年には 3.6%となり、その後は縮小基調で推移し、その過程で同７年に 5.2%

と最高を記録し、同１２年には 3.2%と最低に達し、同２～１２年間における同農家シェア

の縮小率は 11.1% となっている。 

上記した複合経営農家シェアの特化係数は昭和４０年に 1.14 と最低を記録し、その後急

激に拡大し、同４５年に 1.71、同５０年には 2.07 と最高に達し、同５５年に 1.27 に急激

に下降し、同６０年には 1.46 と幾分上昇している。一方、平成２年には 0.80 と最低を記

録し、同７年に 1.86 に急激に上昇し、最高に達し、同１２年に 1.00 に下降している。以

上の特化係数の数値から、複合経営への特化は昭和４５～５０年、同６０年、平成７年に

かなり強まっている。 
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③ 中和村 

昭和４０年における複合経営農家シェアは 9.8%と最高を記録し、その後は下降し、その

過程で同４５年に 9.4%、同５０年には該当農家不在となり、同５５～６０年に 3.3～2.9%

の範囲を下降し、同４０～６０年間における同農家シェアの縮小率は 70.4% となっている。 

一方、平成２年には 3.6%と最高を記録し、その後は 2.6～2.4%の範囲を下降し、同１２

年に最低となり、同２～１２年間における同農家シェアの縮小率は 33.3% となっている。 

上記した複合経営農家シェアの特化係数は昭和４０年に0.65となり、同４５年には0.86

と最高に達し、その後は急速に下降し、同５５年に 0.52 と最低を記録し、同６０年には

0.63 と同４０年の水準に近接している。一方、平成２年には 0.80 となり、同７年に 0.93

と最高に達し、同１２年に 0.75 となっている。以上の特化係数の数値から、昭和、平成の

両年代において複合経営への特化はみられない。     

④ 湯原町 

昭和４０年における複合経営農家シェアは 10.9% となり、その後縮小基調で推移し、そ

の過程で同４５年に 14.5%に拡大し、最高に達し、同５０年には 9.6%に縮小し、同５５～

６０年に 11.6～6.5% の範囲を下降し、同４０～６０年間における同農家シェアの縮小率は

40.4% となっている。 

一方、平成２年には 5.7%と最高を記録し、同７年に 3.2%と最低になり、同１２年には

4.7%に上昇し、同２～１２年間における同農家シェアの縮小率は 17.5% となっている。 

上記した複合経営農家シェアの特化係数は昭和４０年に 0.73 と最低を記録し、同４５～

５５年に 1.33～1.84 の範囲を上昇し、同６０年には 1.41 に下降している。一方、平成２

年には 1.27 となり、同７～１２年には 1.14～1.47 の範囲を上昇している。以上の特化係

数の数値から、複合経営への特化は昭和５０～５５年と平成１２年においてかなり強まっ

ている。 

以上で記述した４か町村における複合経営農家シェアの推移状況を要約すると以下のと

おりである。 

各町村における同農家シェアは昭和年代は縮小基調で推移し、その過程で川上村と中和

村は同４０年、八束村と湯原町は同４５年に最高を記録し、同５０年には急激に縮小し、

その後は多少乱高下し、同６０年に最低となっている。一方、平成年代において川上村を

除く３か町村は縮小基調で推移し、その過程で中和村と湯原町は同２年に最高となり、同

７年に最低を記録し、八束村は同７年に最高に達し、同１２年に最低となっている。一方、

川上村は拡大基調で推移し、その過程で平成７年に最低、同１２年に最高を記録している。 

昭和年代における複合経営農家シェアの数値をみると、川上村は 24.6～7.0% 、八束村は

18.6～6.7% 、中和村は 9.8～2.9%、湯原町は 14.5～6.5% の範囲を乱高下し、一方、平成年

代において川上村は 6.0～7.2%、八束村は 5.2～3.2%、湯原町は 5.7～3.2%の範囲を乱高下し、

中和村は 3.6～2.4%の範囲を下降している。上記した農家シェアの昭和年代における縮小率

は川上村 71.5% 、中和村 70.4% 、八束村 60.8% 、湯原町 40.4% の順になり、平成年代に

おける縮小率は中和村 33.3% 、湯原町 17.5% 、八束村 11.1% の順になり、反対に川上村

は 16.1% の拡大となっている。 

４か町村における複合経営農家シェアの特化係数の数値から、同経営への特化状況をみ

ると、川上村は昭和、平成の両年代を通して、八束村は昭和４５～５０年、同６０年及び

平成７年の各時点、湯原町は昭和５０～６０年及び平成１２年の各時点でかなり強まって

いる。 

４４４４ まとめまとめまとめまとめ 

以上の１～３で記述した農産物販売金額１位の作目部門金額規模により類別された経営

組織別農家数割合の推移状況のまとめとして、蒜山地域と各町村、そして比較のため真庭

郡、岡山県における経営組織別農家構成の全体像を把握するため、経営組織別農家数割合

（以下、農家シェア）の概数（小数点以下四捨五入）を単一経営－準単一複合経営－複合

経営の順に昭和４０年、同５５年、同６０年、平成２年、同１２年の時点で列記すると以

下のとおりである。なお、０％は該当農家不在を示し、小数点以下四捨五入のため計と内

訳の一致しない場合がある。 
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（１） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

昭和４０年：８１％－ ３％－１６％ 

同５５年：６１％－３０％－ ９％ 

同６０年：６５％－２９％－ ６％ 

平成 ２年：６９％－２６％－ ５％ 

同１２年：７６％－２０％－ ５％ 

② 真庭郡 

昭和４０年：８２％－ ２％－１６％ 

同５５年：６３％－２５％－１２％ 

同６０年：７２％－２２％－ ７％ 

平成 ２年：７０％－２４％－ ６％ 

同１２年：７７％－１９％－ ５％ 

③ 岡山県 

昭和４０年：８３％－ ２％－１５％ 

同５５年：７３％－２１％－ ６％ 

同６０年：７７％－１８％－ ５％ 

平成０２年：７６％－２０％－ ５％ 

同１２年：８１％－１６％－ ３％ 

① 蒜山地域 

上記した蒜山地域における経営組織別農家シェアは以下のように推移している。 

昭和４０年の時点では単一経営農家が８１％と圧倒的に高く、次いで複合経営農家１６

％と続き、準単一複合経営農家は２％に過ぎない。しかし、昭和５５年には単一経営農家

は６１％に後退し、反対に準単一複合経営農家は３０％に急激に伸び、複合経営農家は９

％に後退している。 

昭和６０年には単一経営農家は幾分拡大し、その拡大部分の大半は複合経営農家の縮小

によるものであり、単一経営農家６５％、準単一複合経営農家２９％、複合経営農家６％

の順になっている。 

一方、平成２年には単一経営農家６９％、準単一複合経営農家２６％、複合経営農家５

％の順になり、同１２年には単一経営農家がかなり拡大し、その拡大部分だけ準単一複合

経営農家が縮小し、単一経営農家７６％、準単一複合経営農家２０％、複合経営農家５％

の順になっている。 

上記したように、蒜山地域における経営組織別農家構成は、昭和年代及び平成年代を通

して、単一経営農家が突出し、首位を占め、準単一複合経営農家は昭和５５年以降２位に

就き、同年以降における両経営農家シェアは９０％以上となっている。 

② 真庭郡 

真庭郡における経営組織別農家シェアは以下のように推移している。 

昭和４０年に単一経営農家８２％、複合経営農家１６％、準単一複合経営農家２％の順

になり、その構成は蒜山地域とほとんで変わらない。昭和５５年には単一経営農家と複合

経営農家が大幅に縮小し、反対に準単一複合農家は拡大し、単一経営農家６３％、準単一

複合経営農家２５％、複合経営農家１２％の順になり、蒜山地域に比べて準単一複合経営

農家は縮小し、複合経営農家は拡大している。 

昭和６０年には単一経営農家は拡大し、反対に準単一複合経営農家は小幅に、そして複

合経営農家は大幅に縮小し、単一経営農家７２％、準単一複合経営農家２２％、複合経営

農家７％の順になり、蒜山地域に比べた較差は単一経営農家は大きく、準単一複合経営農

家は小さく、複合経営農家には大差はみられない。 

一方、平成年代における経営組織別農家構成には蒜山地域と大きな相違はみられい。 

平成２年に単一経営農家７０％、準単一複合経営農家２４％、複合経営農家６％の順に

なり、同１２年には単一経営農家は拡大し、準単一複合経営農家と複合経営農家は大幅に

縮小し、単一経営農家７７％、準単一複合経営農家１９％、複合経営農家５％の順になっ
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ている。 

③ 岡山県 

岡山県における経営組織別農家シェアは以下のように推移している。 

昭和４０年に単一経営農家８３％、複合経営農家１５％、準単一複合経営農家２％の順

になり、蒜山地域や真庭郡に比べて大差はない。昭和５５年には単一経営農家と複合経営

農家は縮小し、とくに後者は大幅に縮小し、一方、準単一複合経営農家は大幅に拡大し、

単一経営農家７３％、準単一複合経営農家２１％、複合経営農家６％の順になり、蒜山地

域と真庭郡に比べた較差は、単一経営農家は著しく大きく、反対に準単一複合経営農家と

複合経営農家は小さくなっている。 

昭和６０年には単一経営農家は拡大し、準単一複合経営農家と複合経営農家は縮小し、

とくに後者は大幅に縮小し、単一経営農家７７％，準単一複合経営農家１８％、複合経営

農家５％の順になり、蒜山地域に比べてその較差は単一経営農家は著しく大きく、反対に

準単一複合経営農家は著しく小さく、複合経営農家は近接している。 

一方、平成年代における経営組織別農家構成は蒜山地域に比べると、その較差は全般的

に単一経営農家は大きく、準単一経営農家は小さく、複合経営農家に大差はみられない。 

すなわち、平成２年に単一経営農家７６％、準単一複合経営農家２０％、複合経営農家

５％の順になり、同１２年には単一経営農家は拡大し、他の経営農家は縮小し、単一経営

農家８１％、準単一複合経営農家１６％、複合経営農家３％の順になっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年：７４％－ ２％－２５％ 

同５５年：５７％－３３％－１０％ 

同６０年：６０％－３３％－ ７％ 

平成 ２年：６５％－２９％－ ６％ 

同１２年：６４％－２９％－ ７％ 

② 八束村 

昭和４０年：８１％－ ２％－１７％ 

同５５年：６４％－２８％－ ８％ 

同６０年：６２％－３２％－ ７％ 

平成 ２年：６７％－２９％－ ４％ 

同１２年：７５％－２２％－ ３％ 

③ 中和村 

昭和４０年：９０％－ ０％－１０％ 

同５５年：６８％－２９％－ ３％ 

同６０年：７５％－２２％－ ３％ 

平成 ２年：７４％－２３％－ ４％ 

同１２年：８４％－１４％－ ２％ 

④ 湯原町 

昭和４０年：８４％－ ５％－１１％ 

同５５年：５９％－２９％－１２％ 

同６０年：６７％－２７％－ ７％ 

平成 ２年：７２％－２３％－ ６％ 

同１２年：８４％－１２％－ ５％ 

上記した各町村における経営組織別農家シェアの推移状況は以下のとおりである。 

① 川上村 

昭和４０年に単一経営農家７４％、複合農家２５％、準単一複合経営農家２％の順にな

り、同５５年には単一経営農家と複合経営農家は縮小し、とくに後者の方が大幅に縮小し、

反対に準単一複合農家は拡大し、単一経営農家５７％、準単一複合経営農家３３％、複合

経営農家１０％の順になっている。 

昭和６０年には単一経営農家は拡大し、複合経営農家は縮小し、単一経営農家６０％、
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準単一複合経営農家３３％、複合経営農家７％の構成となっている。 

一方、平成２年には単一経営農家６５％、準単一複合経営農家２９％、複合経営農家６

％の順になり、同１２年における農家構成には大きな変化はなく、単一経営農家６４％、

準単一複合経営農家２９％、複合経営農家７％の構成となっている。 

② 八束村 

昭和４０年に単一経営農家８１％、複合経営農家１７％、準単一複合経営農家２％の順

になり、同５５年には単一経営農家と複合経営農家は縮小し、反対に準単一複合経営農家

は拡大し、単一経営農家６４％ 、準単一複合経営農家２８％、複合経営農家８％の順に

なっている。 

昭和６０年には単一経営農家と複合経営農家は縮小し、反対に準単一複合経営農家は拡

大し、単一経営農家６２％、準単一複合農家３２％、複合経営農家７％の構成となってい

る。 

一方、平成２年には単一経営農家６７％、準単一複合経営農家２９％、複合経営農家４

％の順になり、同１２年には単一経営農家は拡大し、反対に準単一複合農家は縮小し、複

合経営農家には大きな変化はなく、単一経営農家７５％、準単一複合経営農家２２％、複

合経営農家３％の構成となっている。 

③ 中和村 

昭和４０年に単一経営農家９０％、複合経営農家１０％、準単一複合経営農家不在とな

り、同５５年には単一経営農家と複合経営農家は縮小し、反対に準単一複合経営農家は拡

大し、単一経営農家６８％、準単一複合経営農家２９％、複合経営農家３％の順になって

いる 

昭和６０年には単一経営農家は拡大し、反対に準単一複合経営農家は縮小し、複合経営

農家に変化はなく、単一経営農家７５％、準単一複合経営農家２２％、複合経営農家３％

の構成となっている。 

一方、平成２年には単一経営農家７４％、準単一複合経営農家２４％、複合経営農家４

％の順になり、同１２年には単一経営農家は拡大し、反対に準単一複合経営農家と複合経

営農家は縮小し、単一経営農家８４％、準単一複合経営農家１４％、複合経営農家２％の

順になっている。 

③ 湯原町 

昭和４０年に単一経営農家８４％、準単一複合経営農家５％、複合経営農家１１％の順

になり、同５５年には単一経営農家は縮小し、反対に準単一複合経営農家と複合経営農家

は拡大し、単一経営農家５９％、準単一複合経営農家２９％、複合経営農家１２％の順に

なっている。 

昭和６０年には単一経営農家は拡大し、反対に準単一複合経営農家と複合経営農家は縮

小し、単一経営農家６７％、準単一複合経営農家２７％、複合経営農家７％の順になって

いる。 

一方、平成２年には単一経営農家ェ７２％、準単一複合経営農家２３％、複合経営農家

６％の順になり、同１２年には単一経営農家は拡大し、反対に準単一複合経営農家と複合

経営農家は縮小し、単一経営農家８４％、準単一複合経営農家１２％、複合経営農家５％

の構成となっている。 

上記したように、各町村の昭和年代３時点および平成年代２時点における経営組織別農

家シェアをみると、単一経営農家は突出して首位を占め、準単一複合経営農家は昭和５５

年以降の各時点において複合経営農家と交替して２位に上がり、複合農家は３位に下降し

ている。 

以上のような経営組織別農家シェアの推移経過のもとで、４か町村における同農家シェ

アの関係性をみると以下のようである。 

川上村の単一経営農家シェアは昭和年代および平成年代を通じて、他の３か町村を下回

り、反対に準単一複合経営農家と複合経営農家の両シェアは大半の時点で上回っている。 

八束村の各農家シェアは昭和５５年以降の各時点において中和村および湯原町よりも川

上村に近似している。 
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中和村は昭和４０年の時点で単一経営農家シェアが９０％と著しく突出し、準単一複合

経営農家は不在となり、単一経営農家シェアは昭和年代と平成年代において他の３か町村

を上回り、反対に準単一農家と複合農家の両シェアは昭和年代において下回っている。 

湯原町の単一経営農家と準単一複合経営農家の両シェアは平成年代には中和村に近接あ

るいは同一水準になっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 単一経営農家単一経営農家単一経営農家単一経営農家におけるにおけるにおけるにおける作目別農家数割合作目別農家数割合作目別農家数割合作目別農家数割合のののの推移推移推移推移 

前項で記述したように、経営組織別農家数割合の中で単一経営農家シェアは準単一複合

経営農家および複合経営農家の合計シェアを大幅に上回っている。そこで本項では蒜山地

域及び４か町村における単一経営農家数に占める作目別農家数割合とその特化係数の推移

状況について、それぞれ表４８、４９の資料に基づき真庭郡及び岡山県と対比し記述する。 

上記の特化係数は、蒜山地域及び４か町村における作目別農家数割合の岡山県における

同農家数割合に対する比で示され、既述したように蒜山地域及び４か町村の同農家数割合

が岡山県における同農家数割合と等しいとき、その係数は 1.00 となり、その係数の値が大

きくなるほど、当該作目への特化を強めていることを示す。 

なお、同表の資料は昭和４０～６０年は総農家、平成２～１２年は販売農家を対象とし

たもので、昭和 60 年と平成２年は厳密には連結しないため本文では昭和年代と平成年代に

分けて記述する。また、昭和年代は１０年刻みで表示されているが、本文では５年刻みで

記述される。 

１１１１ 作目別農家数割合作目別農家数割合作目別農家数割合作目別農家数割合のののの推移推移推移推移 

１１１１－－－－１１１１ 米作目米作目米作目米作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における米（稲）作目農家数割合（以下、米作目農家シェア）は、昭和４０年

に 72.6% となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 74.4% となり、同５０

年には 64.3%に急激に縮小し、最低を記録し、同６０年に 77.4% と最高に達し、同６０年

の米作目農家シェアの同４０年に対する拡大の比率は 6.6%となっている。ちなみに全国、

山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和４５年にそれぞれ 64.8% 、74.1% 、70.6% 

（昭和４０年不詳）、同６０年にはそれぞれ 67.6% 、78.6% 、76.8% なっている
1)

。 

一方、平成２年には 76.7% と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同７

年に 82.9% と最高に達し、同１２年には 78.9%に縮小し、同２年以降１０年間における同

農家シェアの拡大率は 2.9%となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同

農家シェアは平成２年にそれぞれ 69.5% 、79.5% 、83.1%、同１２年にはそれぞれ 70.1% 、

82.4% 、83.9% となっている。 

真庭郡における米作目農家シェアは、昭和４０年に 69.1% となり、その後拡大基調で推

移し、その過程で同４５年に 68.7% 、同５０年には 65.7%に縮小し、最低を記録し、同６

０年には 77.7%に拡大し、最高に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡

大率は 12.4%となっている。一方、平成２年には 80.8% と最低を記録し、その後拡大基調

で推移し、その過程で同７年に 85.8% と最高に達し、同１２年には 85.2% とほぼ横ばい状

態となり、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 5.4%となっている。 

岡山県における米作目農家シェアは、昭和４０年に 62.8% と最低を記録し、その後は概

ね拡大し、同５０年に 73.7% と７０％台に乗り、同５５年に 79.5%と最高に達し、同６０

年は横ばい状態ととなり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 26.4% 

となっている。一方、平成２年には 83.6% と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、そ

の過程で同７年に 85.0% と幾分拡大し、最高に達し、同１２年には 83.9%に縮小し、同２

年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 0.3%となっている。 

先に記述した蒜山地域における米作目農家シェアは、昭和４０～４５年に真庭郡と岡山

県を上回り、真庭郡との較差は 3.5～5.7 ポイントの範囲を時系列的に上昇し、岡山県との

較差は 9.8～4.7 ポイントの範囲を下降している。反対に昭和５０～６０年には真庭郡及び

岡山県を下回り、真庭郡との較差は 1.4～0.3 ポイントの範囲を乱高下、その過程で同６０

年に最低となり、岡山県との較差は 9.4～2.0 ポイントの範囲を下降している。 
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一方、平成年代において蒜山地域は真庭郡及び岡山県を下回り、真庭郡及び岡山県との

較差はそれぞれ 2.9～6.3 ポイント、2.1～6.9 ポイントの範囲を乱高下している。 

次に蒜山地域及び真庭郡における米作目農家シェアの特化係数の推移状況をみると、蒜

山地域は昭和４０～４５年に 1.16～1.07 の範囲を下降し、同５０～６０年には 0.87～0.97 

の範囲を上昇し、平成２～１２年は 0.92～0.98 の範囲を上下している。 

一方、真庭郡の場合は昭和４０年に 1.10 となり、同５０～６０年は 0.89～0.97 の範囲

を乱高下し、平成２年に 0.97 となり、同７～１２年は 1.01～1.02 となっている。 

以上で記述した蒜山地域における米作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代における蒜山地域と真庭郡の同農家シェアは拡大基調で推移し、その過程で昭

和５０年に縮小し、最低を記録し、その後拡大に転じ、同６０年に最高に達し、岡山県の

場合は同４０年に最低となり、その後一貫して拡大し、同５５年に最高に達し、その後は

横ばい状態となっている。一方、平成年代において蒜山地域、真庭郡及び岡山県は拡大基

調で推移し、その過程で同２年に最低となり、同７年には最高に達している。 

上記した米作目農家シェアの数値をみると、昭和年代に蒜山地域は 64.3～77.4%、真庭郡

は 65.7～77.7%の範囲を乱高下し、岡山県は 62.8～79.4%の範囲を上昇し、同４０年以降２

０年間における同農家シェアの拡大率は岡山県 26.4% 、真庭郡 12.4% 、蒜山地域 6.6%の

順になっている。一方、平成年代に蒜山地域は 76.7～82.9%、真庭郡は 80.8～85.8%、岡山

県は 83.6～85.0%の範囲を乱高下し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は

真庭郡 5.4%、蒜山地域 2.9%、岡山県 0.3%の順になっている。以上の蒜山地域における同

農家シェアは昭和４０～４５年の時点で真庭郡及び岡山県を上回り、反対に同５０～６０

年及び平成２～１２年には下回っている。 

上述した蒜山地域及び真庭郡における米作目農家シェアの特化係数の数値から、米作目

への特化はほとんどみられない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における米作目農家シェアは 71.8% となり、その後縮小基調で推移し、その

過程で同４５年に 77.2% と最高に達し、同５０年には急激に縮小し、50.7% と最低を記録

し、その後拡大に転じ、同６０年に 62.4% となり、同４０年以降２０年間における同農家

シェアの縮小率は 13.1% となっている。 

一方、平成２年には59.1% となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同７年には68.6%

に急激に拡大し、最高に達し、その後急落し、同１２年に 58.9% となり、同２年以降１０

年間における同農家シェアの縮小率は 0.3%となっている。 

上記した米作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和４０～４５年で、それぞれ

1.14、1.11 となっている。 

② 八束村 

昭和４０年における米作目農家シェアは 69.6% となり、その後は拡大基調で推移し、そ

の過程で同４５年に急激に拡大し、71.9% と最高に達し、同５０年には 59.2% と最低にな

り、その後拡大に転じ、同６０年に 70.1% となり、同４０年以降２０年間における農家シ

ェアの拡大率は 0.7%となっている。 

一方、平成２年には 68.3% と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同７

年に 76.1% と最高に達し、同１２年には 73.0%に縮小し、同２年以降１０年間における同

農家シェアの拡大率は 6.9%となっている。 

上記した米作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和４０～４５年で、それぞれ

1.11、1.03 となっている。 

③ 中和村 

昭和４０年における米作目農家シェアは 96.6% となり、その後拡大基調で推移し、その

過程で同４５年に急激に縮小し、75.1% と最低を記録し、その後は急速に拡大し、同６０

年に 97.7% と最高に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 1.1%

となっている。 



- 495 - 

一方、平成２年には 94.3% と最低を記録し、その後一貫して拡大し、同１２年には 97.1% 

と最高に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 3.0%となっている。 

上記した米作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和年代は全時点に亘り、その

数値は同４０年に 1.53 と最高を記録し、同４５年に 1.08 と急落し、その後は 1.06～1.23 

の範囲を上昇している。一方、平成年代おける同係数も全時点に亘って 1.00 以上となり、

その数値は 1.11～1.16 の範囲になっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年における米作目農家シェアは 65.4% と最低を記録し、その後は急速に拡大し、

同５５年に 84.5% となり、同６０年には 84.7 と最高に達し、同４０年以降２０年間にお

ける同農家シェアの拡大率は 29.5% となっている。 

一方、平成２年には 89.2% と最低を記録し、その後は拡大基調で推移し、その過程で同

７年に 92.9% と最高に達し、同１２年には 90.5%に縮小し、同２年以降１０年間における

同農家シェアの拡大率は 1.5%となっている。 

上記した米作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は、昭和年代では同５０年を除く

各時点に亘り、その数値は 1.04～1.07 の範囲を乱高下し、同５０年は 0.99 と 1.00 に近接

し、一方、平成年代は全時点に及び、その数値は 1.07～1.09 の範囲を乱高下している。 

以上で記述した４か町村における米作目農家シェアの推移状況を要約すると以下の通り

である。 

昭和年代における同農家シェアは川上村では縮小基調で推移し、その過程で最高は同４

５年、最低は同５０年となっている。八束村と中和村は拡大基調で推移し、その過程にお

いて最高と最低は八束村ではそれぞれ同４５年、同５０年、中和村はそれぞれ同６０年、

同４５年となっている。湯原町は昭和４０年に最低となり、その後は一貫して拡大してい

る。 

一方、平成年代において、川上村は縮小基調で推移し、その過程で最高は同７年、最低

は同１２年となり、八束村と湯原町は拡大基調で推移し、その過程で同２年に最低、同７

年に最高となり、中和村は一貫して拡大している。 

上記した米作目農家シェアの数値をみると、昭和年代に川上村は 77.2～52.2%、八束村は

71.9～59.2%、中和村は 97.7～75.1%の範囲を乱高下し、湯原町は 65.4～84.7%の範囲を上昇

している。一方、平成年代において川上村は 68.6～58.9%、八束村は 76.1～68.3%、湯原町

は 89.2～92.9%の範囲を乱高下し、中和村は 94.3～97.1%の範囲を上昇している。以上の４

か町村における農家シェアは両年代を通して中和村が最も高く、次いで湯原町、八束村、

川上村と続いている。 

上述した農家シェアの特化係数の数値から、４か町村の中で米作目部門への特化は中和

村において昭和４０年に強まっているに過ぎない。 

１１１１－－－－２２２２ 野菜作目野菜作目野菜作目野菜作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における野菜作目農家数割合（以下、野菜作目農家シェア）は、昭和４０年に

8.1%となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 11.8% 、同５０年には 17.3% 

に急激に拡大し、同５５年に 17.7% と最高に達し、同６０年には 11.6%に縮小し、同４０

年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 43.2% となっている。ちなみに全国、山

陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和４５年にそれぞれ 4.8%、3.5%、3.8%（昭和

４０年不詳）となり、同６０年にはそれぞれ 5.3%、4.7%、4.0%となっている
1)

。 

一方、平成２年には 14.0% となり、その後は縮小し、同７～１２年には 7.7%となり、同

２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 46.4% となっている。ちなみに全国、

山陰地域、山陽地域における同農家シェアは平成２年にそれぞれ 5.0%、4.2%、2.8%、同１

２年にはそれぞれ 5.2%、3.9%、2.7%となっている
1)

。 

真庭郡における野菜作目農家シェアは、昭和４０年に 2.9%と最低を記録し、その後拡大

基調で推移し、その過程で同５０年には 5.3%に急激に拡大し、同５５年に 5.6%と最高に達

し、同６０年には 3.7%に縮小し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は

27.6% となっている。 
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一方、平成２年には 4.5%となり、その後は縮小し、同７～１２年には 2.8%と最低を記録

し、同２年以降１０年間の同農家シェアの縮小率は 37.8% となっている。 

岡山県における野菜作目農家シェアは、昭和４０年に 1.9%と最低を記録し、その後拡大

基調で推移し、その過程で同５０年に 3.7%と最高に達し、同５５～６０年には 3.2%に縮小

し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 68.4% となっている。 

一方、平成２年には 3.1%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その過程で同７年

に 2.7%と最低に達し、同１２年には 3.0%に拡大し、同２年以降１０年間における同農家シ

ェアの縮小率は 3.2%となっている。 

上述した蒜山地域における野菜作目農家シェアは昭和年代及び平成年代を通して真庭郡

と岡山県を上回り、昭和年代における真庭郡との較差は 5.2～12.1 ポイント、また、岡山

県との較差は 6.2～14.5 ポイントの範囲を概ね時系列的に上昇している。一方、平成年代

において真庭郡との較差は 9.5～4.7 ポイント、岡山県との較差は 10.9～4.5 ポイントの範

囲を下降している。 

次に蒜山地域及び真庭郡における野菜作目農家シェアの特化係数の推移状況をみると、

蒜山地域は昭和４０年に 4.26 となり、同４５～５５年に 4.19～5.53 の範囲を上昇し、同

６０年には 3.63 に下降し、平成２年には 4.52 となり、その後は 2.78～2.50 の範囲を下降

している。 

一方、真庭郡の場合は昭和４０年に 1.53 となり、同４５～５５年には 1.41～1.75 の範

囲を上昇し、同６０年に 1.16 に下降し、平成２～７年には 1.45～1.04 の範囲を下降し、

同１２年に 0.93 と 1.00 を割っている。 

以上で記述した蒜山地域における野菜作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と

対比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代における蒜山地域、真庭郡及び岡山県の同農家シェアは同４０年に最低を記録

し、その後拡大基調で推移し、岡山県は同５０年に最高に達し、その後は縮小し、横ばい

状態に転じ、蒜山地域と真庭郡は同５５年に最高に達し、その後急激に縮小している。一

方、平成年代において蒜山地域、真庭郡及び岡山県は同２年に最高に達し、その後蒜山地

域と真庭郡は縮小し、横ばい状態に転じ、岡山県は同７年に最低となり、その後拡大して

いる。 

上記した野菜作目農家シェアの数値をみると、昭和年代に蒜山地域は 8.1～17.7% 、真庭

郡は 2.9～5.6%、岡山県は 1.9～3.7%の範囲を乱高下し、同４０年以降２０年間における同

農家シェアの拡大率は岡山県 68.4% 、蒜山地域 43.2% 、真庭郡 27.6% の順になっている。

一方、平成年代において蒜山地域は 14.0～7.5% 、真庭郡は 4.5～2.8%の範囲を下降し、岡

山県は 3.1～2.7%の範囲を乱高下し、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は

蒜山地域 46.4% 、岡山県 43.2% 、真庭郡 37.8% の順になっている。以上の蒜山地域にお

ける同農家シェアは昭和及び平成両年代を通して真庭郡と岡山県を大幅に上回り、一方、

真庭郡は岡山県を幾分上回っている。 

上述した蒜山地域における野菜作目農家シェアの特化係数の数値から、野菜作部門への

特化は蒜山地域において昭和及び平成両年代の全時点を通して著しく強化され、一方、真

庭郡においても特化はみられるものの、その程度は蒜山地域に比べると著しく低い状況で

ある。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における野菜作目農家シェアは 7.8%となり、その後拡大基調で推移し、その

過程で同４５年に 7.5%と最低を記録し、同５０年には 27.4%に急激に拡大し、同５５年に

32.1% と最高に達し、同６０年には 21.3%に縮小し、同４０年以降２０年間における同農

家シェアの拡大率は 173.1%となっている。 

一方、平成２年には 22.7% と最高を記録し、同７年には 11.1%に急激に縮小し、最低と

なり、同１２年に 11.4% となり、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は

49.8% となっている。 

上記した野菜作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値は、昭和年代には全時点
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に亘り、その数値は 2.78～10.0 の範囲を乱高下し、その最低は同４５年、最高は同５５年

となっている。一方、平成年代においても全時点に及び、その数値は 7.32～3.80 の範囲を

下降している。 

② 八束村 

昭和４０年における野菜作目農家シェアは 19.0% と最低を記録し、その後拡大基調で推

移し、その過程で同５５年に 28.3% と最高に達し、同６０年には 24.3%に縮小し、同４０

年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 27.9%となっている。 

一方、平成２年には 25.6% と最高を記録し、同７年に 16.9%に急激に縮小し、同１２年

は 16.0%と最低を記録し、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 37.5% と

なっている。 

上記した野菜作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値は、昭和年代の全時点に

及び、その数値は 10.0～7.54 の範囲を乱高下し、その最高は同４０年、最低は同５０年と

なっている。一方、平成年代は 8.26～5.33 の範囲を下降している。 

③ 中和村 

昭和４０年における野菜作目農家シェアは 1.1%となり、その後縮小基調で推移し、その

過程で同４５年には 22.5%に急激に拡大して最高に達し、その後は急速な縮小に転じ、同

５０年に 19.0% 、同５５年に 9.7%、同６０年には 0.8%と最低に達し、同４０年以降２０

年間における農家シェアの縮小率は 27.2% となっている。一方、平成２年には 4.9%となり、

その後は該当農家不在となっている。 

上記した野菜作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点と数値をみると、昭和年代は同

４５～５５年の各時点となり、その数値は 8.33～3.03 の範囲を下降し、また、平成年代は

同２年となり、その数値は 1.58 となっている。 

④ 湯原町 

昭和４５年に野菜作目農家シェアが初めて 0.7%と記録され、その後縮小基調で推移し、

その過程で同５０年に 1.1%と最高に達し、同５５年には 0.6%に縮小し、その後は該当農家

不在となり、同４５～５５年における同農家シェアの縮小率は 14.3% となっている。 

一方、平成２年には 1.5%と最高を記録し、同７年に 0.3%に縮小し、同１２年には該当農

家不在となり、同２～７年における同農家シェアの縮小率は 80.0% となっている。 

上記した野菜作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は見られず、その数値は 0.50

以下となっている。 

以上で記述した４か町村における野菜作目農家シェアの推移状況を要約すると以下のと

おりである。 

昭和年代における同農家シェアは川上村と八束村では拡大基調で推移し、その過程で八

束村は同４０年、川上村は同４５年に最低を記録し、その最高は両村とも同５５年となっ

ている。なお、川上村は同５０年に急激に拡大し、八束村は全時点を通して比較的緩やか

に拡大している。中和村は縮小基調で推移し、その過程で昭和４５年に急激に拡大し、最

高に達し、その後は急激に縮小し、同６０年に最低を記録している。湯原町は昭和４５～

５５年に縮小基調で推移し、同５０年に最高に達し、同５５年に最低を記録している。 

一方、平成年代において川上村、八束村及び湯原町は縮小基調で推移し、その過程で同

２年に最高を記録し、同７年には急激に縮小し、その後川上村と八束村は概ね横ばい状態

となり、湯原町は同１２年に該当農家不在となり、中和村は同７年以降該当農家不在とな

っている。 

上記した野菜作目農家シェアの数値をみると、昭和年代において川上村は 7.5～32.1% 、

八束村は 19.0～28.3%、中和村は 0.8～22.5% 、また、湯原町は同４５～５５年に 0.6～1.1%

の範囲を乱高下している。一方、平成年代には川上村は 22.7～11.1%、八束村は 25.6～16.0%

の範囲を乱高下し、湯原町は同２～７年に 1.5～0.3%の範囲を下降し、中和村は同２年に

4.9%となっている。以上の農家シェアは八束村と川上村が他の２か町村を上回り、八束村

は川上村に比べて昭和５５年を除く昭和年代と平成年代の全時点で上回っている。 

上記した野菜作目農家シェアの特化係数の数値から、野菜作目への特化は八束村と川上

村は昭和と平成の両年代において強化され、中和村は昭和４５～５５年にかなり強化され
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ている。 

１１１１－－－－３３３３ 乳用牛作目乳用牛作目乳用牛作目乳用牛作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における乳用牛（酪農）作目農家数割合（以下、乳用牛作目農家シェア）は、

昭和４０年に 12.3% と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年には

8.0%に急激に縮小し、同５０年に 8.7%となり、その後は一貫して縮小し、同６０年に 4.9%

と最低に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は 60.2% となってい

る。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和４５年にそれぞれ

2.3%、1.7%、1.6%（昭和４０年不詳）、同６０年にはそれぞれ 1.7%、0.9%、1.0%となって

いる
1)

。 

一方、平成２年には 5.7%となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同７年に 5.3%

と最低を記録し、同１２年には幾分拡大し、6.5%と最高に達し、同２年以降１０年間にお

ける同農家シェアの拡大率は 14.0% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域に

おける同農家シェアは平成２年にそれぞれ 1.9%、1.0%、1.1%、同１２年にはそれぞれ 1.5%、

0.8%、0.8%となっている
1)

。 

真庭郡における乳用牛作目農家シェアは、昭和４０年に 11.9% と最高を記録し、その後

一貫して縮小し、同４５年に 8.6%、同６０年に 4.8%となり、同４０年以降２０年間におけ

る同農家シェアの縮小率は 59.7% となっている。一方、平成２年には 5.2%と最高を記録し、

その後一貫して縮小し、同１２年に 3.8%となり、同２年以降１０年間における同農家シェ

アの縮小率は 26.9% となっている。 

岡山県における乳用牛作目農家シェアは、昭和４０年に 3.3%と最高を記録し、その後一

貫して縮小し、同６０年に 1.7%となり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮

小率は 48.5% となっている。一方、平成２年には 1.9%と最高を記録し、その後一貫して縮

小し、同１２年に 1.2%となり、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 36.8% 

となっている。 

上述した蒜山地域における乳用牛作目農家シェアは昭和年代において真庭郡に近接し、

その上下関係は 0.1～1.7 ポイントの範囲で時系列的に交替し、一方、岡山県を大幅に上回

り、その較差は 9.0～3.2 ポイントの範囲を下降している。平成年代において蒜山地域は真

庭郡及び岡山県を上回り、真庭郡との較差は 0.5～2.7 ポイント、岡山県との較差は 3.8～

5.3 ポイントの範囲を上昇している。 

次に蒜山地域及び真庭郡における乳用牛作目農家シェアの特化係数の推移状況をみる

と、蒜山地域において昭和年代は 3.78～2.88 の範囲を乱高下し、その過程で同４０～５０

年は 3.78～3.08 の範囲を乱高下し、同５５～６０年には 2.84～2.88 の範囲を上昇し、平

成年代は 3.00～5.41 の範囲を時系列的に上昇している。一方、真庭郡の場合は昭和年代に

おいて 3.61～2.82 の範囲を下降し、同６０年に 2.00 台に達し、平成年代には 2.73～3.17 

の範囲を上昇し、同１２年に 3.00 台に達している。 

以上で記述した蒜山地域における乳用牛作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県

と対比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代において蒜山地域は 12.3～4.9% 、真庭郡は 11.9～4.8% 、岡山県は 3.3～1.7%の

範囲を下降している。一方、平成年代において蒜山地域は拡大基調で推移し、5.3～6.5%の

範囲を乱高下し、真庭郡と岡山県は縮小し、それぞれ 5.2～3.8%、1.9～1.2%の範囲を下降し

ている。 

上記した蒜山地域及び真庭郡における乳用牛作目農家シェアの特化係数の数値から、昭

和年代及び平成年代の全時点を通して乳用牛作目への特化を著しく強めており、その程度

に両者間差異は認められない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における乳用牛作目農家シェアは 14.0% となり、その後縮小基調で推移し、

その過程で同５０年に 15.7% と最高に達し、その後一貫して縮小し、同５５年に 12.9% 、

同６０年には 12.2% と最低を記録し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小
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率は 12.9%となっている。一方、平成２年には 14.1% となり、その後は拡大基調で推移し、

同７年に 12.6%に縮小し、最低を記録し、同１２年には 14.6%と最高に達し、同２年以降１

０年間における同農家シェアの拡大率は 3.5%となっている。 

上記した乳用牛目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和年代及び平成年代の全

時点に亘り、その数値は昭和年代において 4.24～7.18 、平成年代には 7.42～12.17 の範囲

を時系列的に上昇している。 

② 八束村 

昭和４０年における乳用牛作目農家シェアは 9.7%と最高を記録し、その後縮小基調で推

移し、その過程で同４５年に 4.2%、同５０年には 7.4%に急激に拡大し、同５５年に 3.4%

と再び縮小して最低に達し、同６０年に 4.2%となり、同４０年以降２０年間における同農

家シェアの縮小率は 56.7% となっている。一方、平成２年には 5.0%と最低を記録し、その

後は一貫して拡大し、同１２年に 8.2%と最高に達し、同２年以降１０年間における同農家

シェアの拡大率は 64.0% となっている。 

上記した乳用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和年代及び平成年代の

全時点に及び、その数値は昭和年代は 1.61～3.22 の範囲を乱高下し、平成年代は 2.63～6.83 

の範囲を上昇している。 

③ 中和村 

昭和４０年における乳用牛作目農家シェアは 1.1%と最高を記録し、その後は概ね横ばい

基調で推移し、その過程で同４５年に 0.9%と最低に達し、同５０年に 1.1%となり、同４０

年の水準に回帰し、同５５年以降は該当農家不在となっている。一方、平成年代は同１２

年に初めて 1.0%となっている。上記した乳用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時

点はみられず、昭和４０～５０年は 0.33～0.48 の範囲を上昇し、平成１２年には 0.83 と

なっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年における乳用牛作目農家シェアは 18.8% と最高を記録し、その後は縮小基調

で推移し、その過程で同４５年に 9.8%に急激に縮小し、その後は一貫して縮小し、同６０

年に 2.7%と最低に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は 85.6% 

となっている。一方、平成２年には 2.8%と最高を記録し、その後は一貫して縮小し、同１

２年に 1.8%となり、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 35.7%となって

いる。 

以上で記述した乳用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和年代及び平成

年代の全時点に及び、その数値は昭和年代は 5.70～1.59 の範囲を下降し、その過程で 1.00

台に下降した時点は同６０年となり、平成年代は 1.47～1.79 の範囲を乱高下している。 

以上で記述した４か町村における乳用牛作目農家シェアの推移状況を要約すると以下の

とおりである。 

昭和年代における同農家シェアは川上村と八束村は縮小基調で推移し、その過程で八束

村は同４０年、川上村は同５０年に最高を記録し、最低はそれぞれ同５５年、同６０年と

なり、湯原町は一貫して縮小し、中和村は同４０～５０年を概ね横ばい状態で推移し、同

５５年以降は該当農家不在となっている。一方、平成年代において川上村は拡大基調で推

移し、その過程で同７年に最低、同１２年に最高を記録し、八束村は一貫して拡大し、反

対に湯原町は一貫して縮小し、中和村は同２～７年に該当農家不在となっている。 

上記した乳用牛作目農家シェアの数値をみると、昭和年代において川上村は 15.7～

12.2%、八束村は 9.7～3.4%、中和村は 0.9～1.1%の範囲を乱高下し、湯原町は 18.8～2.7% 

の範囲を下降している。以上の川上村における農家シェアは昭和年代において同４０年を

除く時点と平成年代の全時点において他の３か町村を大幅に上回り、次いで湯原町は昭和

４５～５５年の時点で川上村に続き、同６０年及び平成年代の全時点において八束村に続

き、中和村は終始最低となっている。 

上記した乳用牛作目農家シェアの特化係数の数値から、乳用牛部門への特化は中和村を

除く３か町村において昭和年代及び平成年代に亘って強まり、その程度は川上村が最も強

化され、湯原町は昭和４０～５５年に川上村に次いで強化され、同６０年及び平成年代に
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は後退し、八束村を大きく下回っている。 

１１１１－－－－４４４４ 肉用牛作目肉用牛作目肉用牛作目肉用牛作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における肉用牛部門の農家数割合（以下、肉用牛作目農家シェア）は、昭和５

５年に初めて 1.8%と記録され、同６０年には 1.2%に縮小し、同５５年以降５年間における

同農家シェアの縮小率は 33.3% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域におけ

る同農家シェアは昭和５５年にそれぞれ 1.1%、1.6%、0.6%、同６０年にはそれぞれ 1.1%、

1.4%、0.5%となっている
1)

。 

一方、平成２年には 1.4%となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同７年に 1.2%

と僅差ながら縮小し、最低を記録し、同１２年には 1.6%と最高に達し、同２年以降１０年

間における同農家シェアの拡大率は 14.3% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽

地域における同農家シェアは平成２年にそれぞれ 1.8%、2.2%、0.7%、同１２年にはそれぞ

れ 1.7%、1.2%、0.5%、となっている
1)

。 

真庭郡における肉用牛作目農家シェアは、昭和５５年に初めて 2.3%と記録され、同６０

年には 1.5%に劇的に縮小し、同５５～６０年間における同農家シェアの縮小率は 34.8%と

なっている。一方、平成２年には 2.4%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その過

程で同７年に 1.1%に急激に縮小して最低となり、同１２年には 1.4%と極僅差ながら拡大

し、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 41.7%となっている。 

岡山県における肉用牛作目農家シェアは、昭和５５年に初めて 0.8%を記録し、同６０年

に0.6%に縮小し、同５５～６０年間における同農家シェアの縮小率は25.0% となっている。

一方、平成２年には 0.9%と最高を記録し、同７年に 0.5%に縮小し、その後横ばい状態とな

り、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 44.4% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における肉用牛作目農家シェアは真庭郡と比べて昭和５５年に

大幅に下回り、同６０年及び平成年代の各時点では近接し、一方、岡山県を全時点におい

て大幅に上回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における肉用牛作目農家シェアの特化係数の推移状況をみる

と、蒜山地域では昭和５５～６０年に 2.25～2.00 の範囲を経年的に下降し、反対に平成年

代には 1.56～3.20 の範囲を上昇し、その過程で同７年に 2.00 台に乗っている。一方、真

庭郡では昭和５５～６０年に 2.88～2.50 の範囲を下降し、平成年代は 2.20～2.80 の範囲

を乱高下している。 

以上で記述した蒜山地域における肉用牛作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県

と対比し、要約すると以下のようである。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同農家シェアは昭和５５年に初めて記録され、同

年に最高を記録し、その後縮小し、一方、平成年代において蒜山地域は拡大基調で推移し、

その過程で同７年に最低、同１２年には最高を記録し、真庭郡と岡山県は同２年に最高を

記録し、その後は一貫して縮小している。 

上記した肉用牛作目農家シェアの数値をみると、昭和５５～６０年に蒜山地域は 1.8～

1.2%、真庭郡は 2.3～1.5%、岡山県は 0.8～0.6%の範囲を下降し、同５５年以降５年間にお

ける同農家シェアの縮小率は真庭郡 96.3% 、蒜山地域 33.3% 、岡山県 25.0% の順になっ

ている。一方、平成年代において蒜山地域は 1.2～1.6%の範囲を乱高下し、真庭郡と岡山県

はそれぞれ 2.4～1.4%、0.9～0.5%の範囲を下降し、同２年以降１０年間における同農家シェ

アは蒜山地域において 14.3% 拡大し、反対に岡山県は 44.4% 、真庭郡は 41.7% の縮小と

なっている。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、肉用牛部門への特化は蒜山地域及び真庭

郡ともに昭和５５～６０年及び平成年代の全時点において著しく強まっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和５５年における肉用牛作目農家シェアは 1.3%と最高を記録し、同６０年には 0.9%

に縮小、同５５～６０年間における同農家シェアの縮小率は 30.8%となっている。一方、

平成２年には 1.4%と最低を記録し、その後拡大基調で推移し、その過程で同７年に 2.4%
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と最高に達し、同１２年には 2.2%に縮小し、同２年以降１０年間における同農家シェアの

拡大率は 57.1% となっている。 

上記した肉用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和５５～６０年及び平

成年代の全時点となり、その数値は前者の期間は 1.63～1.50 の範囲を下降し、後者の期間

は 1.56～4.80 の範囲を乱高下し、4.00 台は平成７年以降となっている。 

② 八束村 

昭和５５～６０年と平成２年に肉用牛作目農家は不在となり、同７年に初めて 0.4%と記

録され、同１２年も同一水準となり、以上の数値の特化係数は 0.80～0.90 となっている。 

③ 中和村 

昭和５５～６０年及び平成年代に肉用牛作目農家は不在となっている。 

④ 湯原町 

昭和５５年における肉用牛作目農家シェアは 4.5%と最高を記録し、同６０年には 2.7%

に急激に縮小し、同５５年以降５年間における同農家シェアの縮小率は 40.0% となってい

る。一方、平成２年には 3.1%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その過程で同７

年に 1.5%と最低に達し、同１２年には 2.8%に急激に拡大し、同２年以降１０年間における

同農家シェアの縮小率は 9.7%となっている。 

上記した肉用牛作目農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は、昭和５５～６０年及び平

成年代の各時点に及び、その数値は前者の期間では 5.63～4.50 の範囲を下降し、後者の期

間は 3.00～5.60 の範囲を乱高下し、その過程で 3.00 台は平成２～７年となっている。 

以上で記述した４か町村における肉用牛作目農家シェアの推移状況を要約すると以下の

とおりである。 

川上村と湯原町における同農家シェアは昭和５５～６０年に縮小し、平成年代において

川上村は拡大基調で推移し、その過程で同２年に最低、同７年に最高を記録し、反対に湯

原町は縮小基調で推移し、その過程で最高は同２年、最低は同７年となっている。八束村

は平成７年に初めて記録され、同１２年には横ばい状態となり、中和村は全時点において

該当農家不在となっている。 

上記した肉用牛作目農家シェアの数値は、昭和５５～６０年に川上村は 1.3～0.9%、湯原

町は 4.5～2.7%の範囲を下降し、平成年代において川上村は 1.4～2.4%、湯原町は 1.5～3.1%

の範囲を乱高下し、八束村は 0.4%の横ばい状態になっている。 

以上の同農家シェアの特化係数の数値から、肉用牛作目への特化は湯原町において昭和

５５年～平成１２年の時点で強化され、川上村は昭和５５年～平成２年に幾分強まり、同

７～１２年には湯原町と同様に強化されている。 

１１１１－－－－５５５５ そのそのそのその他他他他のののの作物作物作物作物作目作目作目作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域におけるその他の作物（芝、種苗、栽培きのこ等）作目の農家数割合（以下、

その他作物作目農家シェア）は、昭和４０年に 0.2%と最低を記録し、その後拡大基調で推

移し、その過程で同４５年に 0.5%、同５０年には 2.0%に急激に拡大し、同５５年に 1.6%

に急落し、同６０年に再び拡大し、2.6%と最高に達し、同４０年以降２０年間における同

農家シェアの拡大率は 1,200%となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における

同農家シェアは昭和４５年にそれぞれ 1.3%、1.1%、0.8%（昭和４０年不詳）、同６０年に

はそれぞれ 2.4%、2.2%、1.4%となっている
1)

。 

一方、平成２年には 0.9%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、同７年に 0.4%と最

低になり、同１２年に 0.5%となり、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は

44.4% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは平成２

年にそれぞれ 2.2%、2.2%、1.1%、同１２年にはそれぞれ 0.9%、1.4%、0.3%となっている

1)

。 

真庭郡におけるその他作物作目農家シェアは、昭和４０年に 0.6%と最低を記録し、その

後拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 1.0%、同５０年には 3.5%に急速に拡大し、同

５５年に 2.9%と幾分縮小し、同６０年には 3.7%と再び拡大し、最高に達し、同４０年以降

２０年間における同農家シェアの拡大率は 516.7%となっている。一方、平成２年には 4.2%
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と最高を記録し、その後一貫して急速に縮小し、同７年に 2.0%となり、同１２年には 1.2%

と最低に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 71.4% となっている。 

岡山県におけるその他作物作目農家シェアは、昭和４０年に 0.5%と最低を記録し、その

後一貫して緩やかに拡大し、同４５年に 1.0%となり、その後は 1.0%台を上昇し、同６０年

に 1.7%と最高に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 240.0%とな

っている。一方、平成２年には 1.2%と最高を記録し、その後一貫して縮小し、その過程で

同７年に 0.6%に急激に縮小し、同１２年には 0.4%と最低になり、同２年以降１０年間にお

ける同農家シェアの縮小率 66.7% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における農家シェアは真庭郡を昭和年代及び平成年代の各時点

において下回り、その較差は昭和年代は 0.4～1.5 ポイントの範囲を経年的に概ね上昇し、

その過程で 1.0 ポイント台は同５０年以降となり、平成年代は 3.3～0.7 ポイントの範囲

を下降している。一方、岡山県と比較すると、その農家シェアは概ね 0.5 ポイント以下の

範囲で近接し、その上下関係は時点によって変化している。 

次に蒜山地域及び真庭郡におけるその他の作物作目農家シェアの特化係数の推移状況を

みると、蒜山地域は昭和４０～４５年に 0.40～0.50 の範囲を下降し、同５０～６０年は

1.00～1.53 の範囲を乱高下し、その過程で同５５年に最低となり、最高は同６０年となっ

ている。一方、平成年代は 0.67～1.25 の範囲を乱高下し、その過程で同１２年に 1.25 と

1.00 台に達している。 

一方、真庭郡の場合は昭和４０～４５年に 1.20～1.00 の範囲を下降し、同５０～６０年

は 1.82～2.19 の範囲を乱高下し、その過程で 1.00 台は同５５年となっている。 

以上で記述した蒜山地域におけるその他作物作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡

山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代における蒜山地域、真庭郡及び岡山県の同農家シェアは昭和４０年に最低を記

録し、その後蒜山地域と真庭郡は拡大基調で推移し、その過程で同５０年にはとくに急激

に拡大し、その後縮小と拡大を繰り返し、同１２年に最高に達し、岡山県は一貫して拡大

を続けている。一方、平成年代において、蒜山地域、真庭郡及び岡山県の同農家シェアは

同２年に最高を記録し、その後は縮小に転じ、とくに同７年には急激に縮小している。 

上記したその他の作物作目農家シェアの数値は、昭和年代に蒜山地域は 0.2～2.6%、真庭

郡は 0.6～3.7%の範囲を多少乱高下し、岡山県は 0.5～1.7%の範囲を時系列的に上昇し、同

４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は蒜山地域 1,200%、真庭郡 516.7%、岡

山県 240.0%の順になっている。一方、平成年代において蒜山地域は 0.9～0.4%、真庭郡は

4.2～1.2%、岡山県は 1.2～0.4%の範囲を下降し、同２年以降１０年間における同農家シェア

の縮小率は真庭郡 71.4% 、岡山県 66.7% 、蒜山地域 44.4% の順になっている。 

上述したその他の作物作目農家シェアの特化係数の数値から、同作目への特化は蒜山地

域では昭和６０年に幾分強まっており、真庭郡では同５０～６０年及び平成年代の全時点

において著しく強まっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

その他の作物作目シェアは昭和４５年に初めて 0.3%を記録し、その後拡大基調で推移

し、その過程で同５０年に 1.9%に急激に拡大し、最高に達し、同５５年には 0.4%に急落し、

同６０年に 1.4%と再び拡大し、同４５～６０年間における同農家シェアの拡大率は 366.7%

となっている。一方、平成２年には 2.3%と最高を記録し、同７年に 0.5%に急激に縮小し、

同１２年は該当作目農家不在となり、同２年以降５年間における同農家シェアの縮小率は

78.2% となっている。 

上記した同農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和５０年及び平成２年の２時点

に過ぎず、その数値はそれぞれ 1.19、2.56 となっている。 

② 八束村 

昭和５０年にその他の作物作目農家シェアは初めて 2.5%を記録し、その後一貫して縮小

し、同６０年に 0.7%となり、同５０～６０年間における同農家シェアの縮小率は 72.0% 

となっている。一方、平成２年には 0.7%と最低を記録し、その後極僅差ながら拡大基調で
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推移し、同１２年に 0.8%と最高に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大

率は 14.3% となっている。 

上記した農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和５０～５５年となり、その数値は

1.56～1.13 の範囲を経年的に下降し、一方、平成年代は同７～１２年となり、その数値は

1.17～2.00 の範囲を上昇している。 

③ 中和村 

昭和４５年にその他の作物作目農家シェアは初めて 0.5%を記録し、同５０年は横ばい状

態となり、同５５～６０年及び平成年代は該当農家不在となっている。 

以上の同農家シェアの特化係数は 0.50～0.32 の範囲を経年的に下降しいる。 

④ 湯原町 

昭和４０年にその他の作物作目農家シェアは 0.8%と記録され、その後一貫して急速に拡

大し、その過程で同４５年 1.2%、同５５年 2.7%、同６０年には 5.6%に拡大して最高に達

し、同４０年～６０年間における同農家シェアの拡大率は 600.0%となっている。一方、平

成２年には 0.6%と最低を記録し、その後僅差ながら拡大し、同１２年には 0.7%となり、同

２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 16.7% となっている。 

上記した農家シェアの特化係数 1.00 以上の時点は昭和年代は各時点に及び、その数値は

1.20～3.29 の範囲を乱高下し、その過程で同５５年まで 1.00 台で推移し、同６０年に最

高となり、平成年代は同７～１２年となり、その数値は 1.00～1.75 の範囲を上昇している。 

以上で記述した４か町村におけるその他の作物作目農家シェアの推移状況を要約すると

以下のとおりである。 

同農家シェアが初めて記録された時点は町村によって相違し、湯原町は昭和４０年、川

上村と中和村は同４５年、八束村は同５０年となり、該当農家不在の時点もまた町村によ

って異なり、中和村は同５５年以降、川上村は平成１２年となっている。 

昭和年代において、川上村は同４５～６０年間に拡大基調で推移し、その過程で最低は

同４５年、最高は同５０年となり、八束村は同５０～６０年間に一貫して縮小し、中和村

は同４５～５０年間に横ばい状態となり、湯原町は同４０～６０年間に一貫して拡大して

いる。一方、平成年代において、川上村は同２～７年間に縮小し、八束村と湯原町は同２

～１２年間に一貫してごく緩やかに拡大している。 

上記したその他の作物作目農家シェアの数値をみると、昭和年代において川上村 0.3～

1.9%、八束村 2.5～0.7%、中和村 0.5～0.5%、湯原町 0.8～5.6%となり、平成年代には川上村

2.3～0.5%、八束村 0.7～0.8%、湯原町 0.6～0.7%となっている。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、その他の作物作目への特化は川上村は平

成２年、八束村は昭和５０年と平成１２年、湯原町は昭和４０年、同５０～６０年及び平

成１２年に強まっている。 

１１１１－－－－６６６６ 工芸農作物作目工芸農作物作目工芸農作物作目工芸農作物作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における工芸農作物作目の農家数割合（以下、工芸農作物作目農家シェア）は、

昭和４０年に 5.1%と最高を記録し、その後一貫して縮小し、その過程で同４５年はに 1.4%

に急激に縮小し、同６０年に 0.6%と最低になり、同４０年以降２０年間における同農家シ

ェアの縮小率は 88.2% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家

シェアは昭４５年にそれぞれ 6.4%、5.1%、6.6%（昭和４０年不詳）となり、同６０年には

それぞれ 2.9%、1.5%2.6%、となっている
1)

。 

一方、平成２年には 0.2%と最高を記録し、同７年に 0.1%に縮小し、同１２年には該当農

家不在となり、同２～７年間における同農家シェアの縮小率は 50.0% となっている。ちな

みに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは平成２年にそれぞれ 4.2%、1.5%、

1.0%、同７年にそれぞれ 3.4%、1.1%、0.7%、同１２年にはそれぞれ 3.3%、0.9%、0.5%とな

っている
1)

。 

真庭郡における工芸農作物作目農家シェアは、昭和４０年に 10.6% と最高を記録し、そ

の後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 5.7%に急激に縮小し、同５５年に 2.8%と最

低に達し、同６０年には 3.5%と幾分拡大し、同４０年以降２０年間における同農家シェア
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の縮小率は 67.0% となっている。一方、平成２年には 2.0%と最高を記録し、その後一貫し

て縮小し、同１２年に 0.9%となり、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は

50.0% となっている。 

岡山県における工芸農作物作目農家シェアは、昭和４０年に 21.0% と最高を記録し、そ

の後一貫して縮小し、その過程で同４５年に 10.8% 、同５０年には 5.2%に急激に縮小し、

同６０年に 2.7%と最低に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は

87.1% となっている。一方、平成２年には 1.8%と最高を記録し、その後一貫して縮小し、

同１２年には 0.9%と最低に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は

50.0% となっている。 

上述した蒜山地域における工芸農作物作目農家シェアは昭和４０～６０年と平成２～７

年の各時点において真庭郡及び岡山県を大幅に下回り、真庭郡との較差は昭和４０～６０

年に 5.5～1.9 ポイント、平成２～７年には 1.8～0.9 ポイントの範囲を下降している。一

方、岡山県との較差は昭和４０～６０年に 1.8～0.9 ポイント、平成２～７年には 1.6～0.9 

ポイントの範囲を下降している。 

次に蒜山地域と真庭郡におけるその他の作物作目農家シェアの特化係数の推移状況をみ

ると、蒜山地域は昭和４０～６０年に 0.19～0.25 の範囲を乱高下し、平成２～７年には

0.11～0.08 の範囲を下降している。一方、真庭郡の場合は昭和４０～５０年に 0.50～0.94 、

同５５～６０年には 1.00～1.30 の範囲を上昇し、反対に平成２～１２年には 1.11～1.00 

の範囲を下降している。 

以上で記述した蒜山地域における工芸農作物作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡

山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域と岡山県における同農家シェアは昭和年代及び平成年代において縮小パタ－ン

で推移し、その過程で蒜山地域は平成１２年に該当農家不在となっている。真庭郡は昭和

年代は縮小基調で推移し、その過程で最高は同４０年、最低は同５５年となり、一方、平

成年代は縮小パタ－ンで推移している。 

上記した工芸農作物作目農家シェアの数値をみると、昭和年代に蒜山地域は 5.1～0.6%、

岡山県は 21.0～2.7% の範囲を時系列的下降し、真庭郡は 10.6～2.8% の範囲を概ね下降し、

その最低は同５５年となり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は蒜山

地域 88.2% 、岡山県 87.1% 、真庭郡 67.0% の順になっている。 

一方、平成年代において蒜山地域は 0.2～0.1%、真庭郡は 2.0～0.9%、岡山県は 1.8～0.9%

の範囲を下降し、平成２年以降１０年間（但し蒜山地域は５年間）における農家シェアの

縮小率はいずれも 50.0% となっている。 

上述した農家シェアの特化係数の数値から、工芸農作物作目への特化は真庭郡において

昭和６０年に幾分強まっているに過ぎない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における工芸農作物作目農家シェアは 5.5%と最高を記録し、その後は縮小基

調で推移し、その過程で同４５年に 0.5%に急激に縮小し、最低となり、同５０年に 0.8%

と極僅差ながら拡大し、同５５～６０年は該当農家不在となり、同４０年以降１０年間に

おける同農家シェアの縮小率は 85.5% となっている。一方、平成年代は該当農家不在とな

っている。 

以上で記述した同農家シェアの特化係数は 0.26 以下となっている。 

② 八束村 

昭和４０年における工芸農作物作目農家シェアは 1.5%と最高を記録し、同４５年には

0.2%に急激に縮小し、同５０～６０年は該当農家不在なり、同４０年以降５年間における

縮小率は 86.7% となっている。一方、平成年代には該当農家不在となっている。 

以上で記述した工芸農作物作目農家シェアの特化係数は 0.07 以下となっている。 

③ 中和村 

昭和４０年における工芸農物作目農家シェアは 1.1%となり、一方、その特化係数は 0.05

となり、同４５年以降平成１２年まで該当農家不在となている。 
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④ 湯原町 

昭和４０年における工芸農作物作目農家シェアは 10.2% と最高を記録し、その後は一貫

して縮小し、その過程で同４５年に 3.6%に急激に縮小し、同６０年には 1.6%となり、同４

０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は 84.3% となっている。一方、平成２年

には 0.6%と最高を記録し、同７年に 0.3%となり、同１２年には該当農家不在となり、同２

年以降５年間における同農家シェアの縮小率は 50.0% となっている。 

上記した工芸農作物作目農家シェアの特化係数は昭和年代は 0.75～0.44 の範囲を乱高下

し、その最高は同５５年となり、一方、平成２～７年間は 0.33～0.23 の範囲を下降してい

る。 

以上で記述した４か町村における工芸農作物作目シェアの推移状況を要約すると以下の

とおりである。 

４か町村では昭和年代及び平成年代において該当農家不在時点がみられ、その時点は中

和村は昭和４５年以降、八束村は同５０年以降、川上村は同和５５年以降、湯原町は平成

１２年となっている。 

上記以外の期間における工芸農作物作目農家シェアの推移パタ－ンをみると、川上村は

昭和４０～５０年に縮小基調で推移し、その最高は同４０年、最低は同４５年となり、八

束村は同４０～４５年に縮小し、中和村は同４０年のみ記録され、湯原町は同４０～６０

年及び平成２～７年の間に一貫して縮小している。 

上記した昭和年代における工芸農作物作目農家シェアの数値は川上村 5.5～0.5%、八束村

1.5～0.2%、中和村 1.1%、湯原町 10.2～1.6% の範囲となり、一方、平成年代は湯原町 0.6～

0.3%となっている。 

上記した４か町村における農家シェアの特化係数の数値から、工芸農作物作目への特化

はみられない。 

１１１１－－－－７７７７ 施設園芸作目施設園芸作目施設園芸作目施設園芸作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における施設園芸作目の農家数割合（以下、施設園芸作目農家シェア）は、昭

和４０年に 0.1%と最低を記録し、その後一貫して拡大し、その過程で同５０年まで横ばい

状態で推移し、同６０年に 0.9%と最高に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェ

アの拡大率は 800.0%となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シ

ェアは昭和４５年にそれぞれ 0.8%、0.2%、0.7%（昭和４０年不詳）、同６０年にはそれぞ

れ 1.8%、1.6%、1.1%となっている
1)

。 

一方、平成２年には 0.5%と最低を記録し、その後拡大し、同７年に 0.6%、同１２年には

1.4%に急激に拡大し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 180.0%となっ

ている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは平成２年にそれぞれ

3.0%、2.4%、1.5%、同１２年にはそれぞれ 3.1%、1.0%、0.8% となっている
1)

。 

真庭郡における施設園芸作目農家シェアは、昭和４０年に 0.0%と最低を記録し、その後

拡大基調で推移し、同５０年に 0.3%となり、同５５年には 0.2%と極僅差ながら縮小し、同

６０年には 0.5%に拡大し、同４０年以降２０年間における拡大率は 499.9%となっている。

一方、平成２年に 0.5%となり、同７年に 0.4%と極僅差ながら縮小し、同１２年には拡大し、

同２年の水準に回帰している。 

岡山県における施設園芸作目農家シェアは、昭和４０年に 1.4%となり、その後拡大基調

で推移し、その過程で同５０年に 2.4%に急激に拡大し、最高に達し、同５５年には 1.6%

に急落し、同６０年に 1.8%となり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率

は 28.6% となっている。一方、平成２年には 2.3%と最高を記録し、その後縮小基調で推移

し、その過程で同７年に 0.7%に急激に縮小し、最低に達し、同１２年には 0.9%と僅差なが

ら拡大し、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 60.9% となっている。 

上述した蒜山地域における施設園芸作目農家シェアは真庭郡に比べて、昭和年代及び平

成年代において 0.5 ポイント程度の極僅差の上下関係を繰り返し、一方、岡山県を昭和年

代と平成２～７年には下回り、その較差は昭和５０年の２ポイント程度を除き１ポイント

程度となり、反対に平成１２年には 0.5 ポイント上回っている。 



- 506 - 

次に蒜山地域及び真庭郡における施設園芸作目農家農家シェアの特化係数の推移状況を

みると、蒜山地域は昭和年代は 0.07～0.50 の範囲を時系列的に上昇し、その過程で同５０

年までは 0.10 未満となっている。また、平成年代は 0.22～2.80 の範囲を上昇し、その過

程で同２～７年は 0.22～0.86 の範囲を上昇している。 

一方、真庭郡の場合、昭和年代は 0.00～0.56 の範囲を上昇し、その過程で同５５年まで

0.14 以下となっている。一方、平成年代は 0.22～0.57 の範囲を上昇し、その過程で同１

２年に 0.50 台に達している。 

以上で記述した蒜山地域における施設園芸作目の農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡

山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代における同農家シェアは、蒜山地域では一貫して拡大し、真庭郡も概ね拡大を

続け、一方、岡山県は拡大基調で推移し、その過程で同５０年に急激に拡大して最高に達

し、その後急落している。一方、平成年代において蒜山地域は一貫して拡大し、真庭郡は

概ね横ばい状態で推移し、岡山県は概ね縮小し、その過程で同７年に急激に縮小している。 

上記した施設園芸作目農家シェアの数値をみると、昭和年代において蒜山地域は 0.1～

0.9%、真庭郡は 0.0～0.5%の範囲を経年的に上昇し、反対に岡山県は 1.4～2.4 の範囲を乱

高下している。 

上述した蒜山地域と真庭郡におけ同農家シェアの特化係数の数値から、施設園芸作目へ

の特化はみられない。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年における施設園芸作目農家シェアは 0.3%と最低を記録し、同４５～５０年に

は該当農家不在となり、同５５年に 0.4%となり、同６０年には 1.8%に急激に拡大し、最高

に達し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 500.0%となっている。一

方、平成２年には 0.5%と最低を記録し、その後拡大し、同１２年に 1.1%となり、同２年以

降１０年間における同農家シェアの拡大率は 120.0%となっている。 

上記した施設園芸作目農家シェアの特化係数は、昭和４０年と同５５年にそれぞれ

0.21、0.25 となり、同６０年に上昇し、1.00 となり、平成２年は 0.22 となり、その後は

急上昇し、1.00 台に達し、同７～１２年に 1.43～1.22 の範囲を下降している。 

②  八束村 

平成１２年に施設園芸農家シェアは初めて 1.2%と記録され、その農家シェアの特化係数

は 1.33 となっている。 

③ 中和村 

昭和５５年に施設園芸農家シェアは初めて 0.8%と記録され、同６０年には 1.5%に拡大

し、両時点間における同農家シェアの拡大率は 87.5% となっている。以上の農家シェアの

特化係数は 0.50～0.67 の範囲を上昇している。一方、平成年代は該当農家不在となってい

る。 

④ 湯原町 

昭和４５年に施設園芸作目農家シェアは初めて 0.2%を記録し、その後拡大パタ－ンで推

移し、同６０年に 0.8%となり、同４５年以降１５年間における同農家シェアの拡大率は

300.0%となっている。一方、平成２年には 1.2%と最低を記録し、その後拡大パタ－ンで推

移し、その過程で同７年は横ばい状態となり、同１２年には 2.5%に急激に拡大し、同２年

以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 108.3%となっている。 

上記した施設園芸作目農家シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和４５～６０年は

0.08～0.44 の範囲を乱高下し、一方、平成２年には 0.52 となり、同７～１２年は 1.71～2.78 

の範囲を上昇している。 

以上で記述した４か町村における施設園芸作目農家シェアの推移状況を要約すると以下

のとおりである。 

４か町村では昭和年代及び平成年代において該当農家不在の時点がみられ、その時点は

川上村は昭和４５～５０年、八束村は昭和年代と平成２～７年、中和村は昭和４０～５０

年及び平成年代、湯原町は昭和４０年となっている。 
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上記以外の時点における施設園芸作目農家シェアの推移状況をみると、昭和年代におい

て川上村は同４０年及び同５５～６０年、中和村は同５５～６０年、湯原町は同４５～６

０年に一貫して拡大し、一方、平成年代において川上村と湯原町は一貫して拡大し、八束

村は同１２年に初めて記録されている。 

上記した昭和年代における施設園芸農家シェアの数値は川上村 0.3～1.8%、中和村 0.8～

1.5%、湯原町 0.2～0.8%の範囲となり、一方、平成年代は川上村は 0.5～1.1%、湯原町 1.2～

2.5%の範囲となり、八束村は 1.2%となっている。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、施設園芸作目へ特化は川上村と湯原町は

平成７～１２年、八束村は同１２年に強まり、とくに湯原町は同１２年に一段と強まって

いる。 

１１１１－－－－８８８８ 雑穀等作目雑穀等作目雑穀等作目雑穀等作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における雑穀等作目の農家数割合（以下、雑穀等作目農家シェア）は、昭和４

５年に初めて 0.4%を記録し、その後拡大基調で推移し、同６０年に 0.8%と最高に達し、同

４５年以降１５年間における同農家シェアの拡大率は 100.0%となっている。ちなみに全

国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和４５年にそれぞれ 3.3%、0.6%、1.4%、

同６０年にはそれぞれ 2.9%、1.5%、2.6%となっている
1)

。 

一方、平成２年には 0.2%と最低を記録し、同７年は横ばい状態となり、同１２年には 1.4%

に急激に拡大し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 600.0%となってい

る。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは平成２年にそれぞれ 1.5%、

0.6%、0.8%、となり、同１２年にはそれぞれ 1.3%、0.3%、0.6%となっている
1)

。 

真庭郡における雑穀等作目農家シェアは、昭和４５年に初めて 0.9%を記録し、その後一

貫して拡大し、その過程で同５０年に 2.1%に急激に拡大し、同６０年には 2.7%と最高に達

し、同４５年以降１５年間における同農家シェアの拡大率は 200.0%となっている。一方、

平成２年には 0.7%となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同７年に 0.4%に急落し、

同１２年には 1.0%に拡大して最高に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡

大率は 42.9% となっている。 

岡山県における雑穀等作目農家シェアは、昭和４０年に 0.7%を記録し、その後一貫して

拡大し、同４５年に 1.2%、同５５年に 2.4%、同６０年には 3.3%に拡大して最高に達し、

同４０年以降２０年間における同農家シェアの拡大率は 371.4%となっている。一方、平成

２年には 1.0%と最高を記録し、同７年に 0.7%に縮小し、同１２年には再び 1.0%となり、

同２年以降１０年間における同農家シェアには変化はみられない。 

上記した蒜山地域における雑穀等作目農家シェアは、昭和年代において真庭郡及び岡山

県を下回り、真庭郡との較差は 0.5～2.0 ポイントの範囲を時系列的に上昇し、岡山県との

較差は 0.8～2.5 ポイントの範囲を上昇している。一方、平成年代においては、同２～７年

は真庭郡及び岡山県を下回り、真庭郡との較差は 0.5～0.2 ポイント、岡山県との較差は

0.8～0.5 ポイントの範囲を下降、反対に同１２年には上回り、真庭郡及び岡山県との較差

は 0.4 ポイントとなっている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における雑穀等作目農家シェアの特化係数の推移状況をみる

と、蒜山地域は昭和４５～６０年に 0.17～0.33 の範囲を乱高下し、一方、平成２～７年に

0.43～0.60 の範囲を上昇し、同１２年には 1.40 に急激に上昇している。 

真庭郡の場合は昭和４５～６０年に 0.75～1.16 の範囲を乱高下し、その過程で 1.00 台

は同５０～５５年となっている。一方、平成年代は 0.70～1.00 の範囲を上昇し、同１２年

に 1.00 に達している。 

以上で記述した蒜山地域における雑穀等作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県

と対比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代における同農家シェアは蒜山地域と真庭郡では同４５年に初めて記録され、最

低となり、岡山県は同４０年に最低と記録され、その後は共に拡大し、同６０年に最高に

達している。一方、平成年代において蒜山地域は同２年に最低と記録され、その後横ばい

状態となり、同１２年に急激に拡大して最高に達し、真庭郡は拡大基調で推移し、その過
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程で同７年に最低、同１２年には最高に達し、岡山県は概ね横ばい基調で推移し、同７年

に幾分縮小し、最低となっている。 

上記した雑穀等作目農家シェアの数値をみると、昭和年代において蒜山地域は 0.4～

0.8%、真庭郡は 0.9～2.7%、岡山県は 0.7～3.3%の範囲となり、一方、平成年代において蒜

山地域は 0.2～1.4%、真庭郡は 0.4～1.0%、岡山県は 0.7～1.0%の範囲となっている。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、雑穀等作目への特化は蒜山地域では平成

１２年に強まり、真庭郡は昭和５０年にその傾向が幾分認めらる。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４５年に雑穀等作目農家シェアは初めて 0.5%を記録し、同５０年は横ばい状態とな

り、同６０年には 0.4%と極僅差ながら縮小し、同４５年以降１５年間における同農家シェ

アの縮小率は 20.0%となっている。一方、平成年代は同１２年に初めて 4.3%を記録し、著

しく突出している。 

以上の農家シェアの特化係数は昭和４５～６０年は 0.42～0.17 の範囲を経年的に下降

し、平成１２年には 4.30 と高水準を示している。 

② 八束村 

昭和６０年に雑穀等作目農家シェアは初めて 0.7%と記録され、その特化係数は 0.21 と

なっている。一方、平成年代は該当農家不在となっている。 

③ 中和村 

昭和５０年に雑穀等作目農家シェアは初めて 0.5%を記録し、同５５～６０年は該当農家

不在となっている。一方、平成年代は同７年に初めて 0.8%と記録され、同１２年は該当農

家不在となっている。以上の同農家シェアの特化係数はそれぞれ 0.28、1.14 となっている。 

④ 湯原町 

昭和４５年に雑穀等作目農家シェアは初めて 0.9%と記録され、その後拡大基調で推移

し、その過程で同５０年に 0.8%と最低を記録し、同５５年に 0.9%となり、同６０年には急

激に拡大して 1.6%と最高に達し、同４５年以降１５年間における同農家シェアの拡大率は

77.8% となっている。一方、平成２年には 0.6%となり、同７年に 0.3%に半減し、同１２年

には 1.4%に急激に拡大し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 133.3%

となっている。 

上記した農家シェアの特化係数は昭和４５～６０年に 0.75～0.38 の範囲を乱高下し、そ

の最高は同４５年、最低は同５５年となっている。一方、平成２年には 0.60 となり、同７

年に 0.43 に低下し、同１２年には 1.40 に上昇している。 

以上で記述した４か町村における雑穀等作目農家シェアの推移状況を要約すると以下の

とおりである。 

４か町村において昭和年代及び平成年代に同農家シェアが記録された時点をみると、川

上村は昭和４５～５５年及び平成１２年、八束村は昭和６０年、中和村は同５０年及び平

成７年、湯原町は昭和４５～６０年及び平成２～１２年の各時点となっている。 

以上の時点における雑穀等作目農家シェアの推移状況をみると、川上村は昭和４５～５

５年間に横ばい状態から幾分縮小に転じ、平成１２年には著しく突出している。湯原町は

昭和４５～６０年間に拡大パタ－ンで推移し、その過程で同５５年までは概ね横ばい状態

となり、同６０年に急激に拡大し、一方、平成年代も拡大パタ－ンで推移し、その過程で

同２～７年は横ばい状態となり、同１２年に急激に拡大している。 

上記した雑穀等作目農家シェアの数値は、昭和年代において川上村は 0.5～0.4%、八束村

は 0.7%、中和村は 0.5%、湯原町は 0.8～1.6%の範囲となり、一方、平成年代において川上

村は 4.3%、中和村は 0.8%、湯原町は 0.6～1.4%の範囲となっている。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、雑穀等作目への特化は川上村と湯原町で

は平成１２年に強まり、とくに湯原町では強化され、中和村では同７年に特化の兆しがみ

られる。 

１１１１－－－－９９９９ 果樹作目果樹作目果樹作目果樹作目 

（１） 蒜山地域 
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蒜山地域における果樹作目の農家数割合（以下、果樹作目農家シェア）は、昭和４５年

に初めて 0.2%と最高を記録され、その後極僅差ながら縮小し、同５５年まで 0.1%となり、

同４５年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 50.0% となっている。ちなみに全

国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和４５年にそれぞれ 7.2%、5.8%、9.5%、

同５５年にそれぞれ 9.1%、8.0%、11.3% 、同６０年にはそれぞれ 9.1%、5.2%、10.3% とな

っている
1)

。 

一方、平成２年には 0.1%と最低を記録し、その後一貫して拡大し、同１２年には 0.5%

と最高に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 400.0%となってい

る。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは平成２年にそれぞれ 8.3%、

5.5%、7.1%、同１２年にはそれぞれ 9.6%、6.9%、8.1%となっている
1)

。 

真庭郡における果樹作目農家シェアは、昭和４０年に 0.1%と最低を記録し、同４５年に

0.4%、同５０年には 4.0%に急激に拡大して最高となり、その後縮小し、同５５年には 0.2%

に極めて急激に縮小し、同６０年には 0.4%と同４５年の水準に回帰し、同４０年以降２０

年間における同農家シェアの拡大率は 300.0%となっている。 

一方、平成２年には 0.3%と最低を記録し、その後一貫して拡大し、同１２年には 1.3%

と最高に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 333.3%となってい

る。 

岡山県における果樹作目農家シェアは、昭和４０年に 4.3%となり、その後縮小基調で推

移し、その過程で同５０年に 5.0%と最高に達し、その後は縮小に転じ、同４０年以降２０

年間における同農家シェアの縮小率は 2.3%となっている。 

一方、平成２年には 3.3%と最低を記録し、その後一貫して拡大し、同１２年に 6.8%と最

高に達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 1.6.1%となっている。 

上述した蒜山地域における果樹作目農家シェアは昭和年代において真庭郡及び岡山県を

下回り、その真庭郡との較差は 0.1～3.9 ポイントの範囲を乱高下し、その最高は同５０年

となり、他の時点は 0.4 ポイント以下となっている。また、岡山県との較差は 4.2～4.9 

ポイントの範囲で、その最高は同５０年となり、他の時点は 4.2 ポイントとなっている。

一方、平成年代においても真庭郡及び岡山県を下回り、その真庭郡との較差は 0.2～0.8 

ポイント、岡山県との較差は 3.2～6.3 ポイントの範囲を上昇している。 

次に蒜山地域及び真庭郡における果樹作目農家シェアの特化係数の推移状況をみると、

昭和年代において蒜山地域は 0.05～0.02 の範囲を下降し、真庭郡は 0.02～0.08 の範囲を

乱高下し、一方、平成年代において蒜山地域は 0.03～0.07 、真庭郡は 0.09～0.19 の範囲

を上昇している。 

以上で記述した蒜山地域における果樹作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と

対比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代において、蒜山地域における同農家シェアの記録は、真庭郡及び岡山県におけ

る全時点と異なり、同４５～５５年の各時点に限り、その時点間に縮小している。しかし、

真庭郡は拡大基調で推移し、その過程で同５０年に最高に達し、反対に岡山県は幾分縮小

基調で推移し、その過程で同５０年に最高に達している。一方、平成年代において蒜山地

域、真庭郡及び岡山県はともに一貫して拡大している。 

以上で記述した果樹作目農家シェアの数値は、昭和年代は蒜山地域は 0.2～1.1%、真庭郡

は 0.1～4.0%、岡山県は 5.0～4.2%の範囲となり、一方、平成年代には蒜山地域は 0.1～0.5%、

真庭郡は 0.3～1.3%、岡山県は 3.3～6.8%の範囲となっている。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、果樹作目への特化は蒜山地域及び真庭郡

においてみられる。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４５年に果樹作目農家シェアは初めて 0.3%と記録され、その後該当農家不在とな

り、一方、平成年代においては同７年に初めて 1.4%を記録し、同１２年に 2.2%と最高に達

し、同７～１２年間における同農家シェアの拡大率は 57.1% となっている。 

上記した同農家シェアの特化係数は昭和４５年は 0.07、平成７～１２年は 0.25～0.32 
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の範囲を上昇している。 

② 八束村 

昭和４５年に果樹作目農家シェアは初めて 0.4%を記録し、その後同５５年まで縮小基調

で推移し、その過程で同５０年に 2.3%に劇的に拡大して最高に達し、同５５年には 0.3%

と急激に縮小し、同４５年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 25.0% となって

いる。一方、平成年代には同２年に 0.4%を記録し、その後該当農家は不在となっている。 

上記した農家シェアの特化係数は昭和４５～５５年に 0.07～0.46 の範囲を乱高下し、そ

の最高は同５０年となり、他の２時点は 0.10 未満となっている。 

③ 中和村と湯原町 

昭和年代及び平成年代において果樹作目農家は不在となっている。 

以上で記述した４か町村における果樹作目農家シェアの推移状況を要約すると以下のと

おりである。 

昭和年代及び平成年代において該当農家不在の時点は、昭和年代に川上村は同４０年及

び同５０～６０年、八束村は同４０年及び同６０年、中和村と湯原町は全時点に及び、一

方、平成年代には川上村は同２年、八束村は同７～１２年、中和村と湯原町は全時点に亘

っている。 

上記した時点以外における果樹作目農家シェアの数値は、昭和年代において川上村は同

４５年に 0.3%、八束村は同４５～５５年に 2.3～0.3%の範囲を縮小基調で推移し、その最

高は同５０年となり、一方、平成年代において川上村は同７～１２年に 1.4～2.2%の範囲を

上昇し、八束村は同２年に 0.4%となっている。 

上述した川上村と八束村における同農家シェアの特化係数の数値から、果樹作目への特

化はみられない。 

１１１１－－－－１０１０１０１０ 豚作目豚作目豚作目豚作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における豚（養豚）作目の農家数割合（以下、豚作目農家シェア）は、昭和４

０年に 0.2%となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 0.4%に拡大して最高

に達し、その後は 0.1%に縮小し、最低となり、同５５年は横ばい状態となり、同６０年に

は該当農家不在となり、同４０年以降１５年間における同農家シェアの縮小率は 50.0% と

なっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和４５年にそ

れぞれ 1.6%、1.7%、0.5%（昭和４０年不詳）、同５５年にそれぞれ 1.1%、1.0%、0.3% 、

同６０年にはそれぞれ 0.7%、0.6%、0.2%となっている
1)

。 

一方、平成年代には該当農家は不在となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域

における同農家シェアは平成２年にそれぞれ 0.6%、0.3%、0.1%、同１２年にはそれぞれ

0.3%、0.1%、0.1%  となっている
1)

。 

真庭郡における豚作目農家シェアは、昭和４０年に 0.4%と最低を記録し、その後拡大基

調で推移し、その過程で同４５年に 1.5%と最高に達し、その後一貫した縮小に転じ、同５

０年 1.3%、同５５年 0.8%、同６０年 0.6%となり、同４０年以降２０年間における同農家

シェアの拡大率は 50.0% となっている。一方、平成２年には 0.3%と最高を記録し、同７年

に 0.1%と最低となり、同１２年は横ばい状態となり、同２年以降１０年間における同農家

シェアの縮小率は 66.7% となっている。 

岡山県における豚作目農家シェアは、昭和４０年に 0.4%となり、その後縮小基調で推移

し、その過程で同４５年に 0.5%と最高に達し、その後は緩やかに縮小し、同６０年に 0.2%

と最低を記録し、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は 50.0% となって

いる。一方、平成２年には 0.1%と最高を記録し、その後縮小し、その過程で同７年は横ば

い状態となり、同１２年には 0.04% と最低に達し、同２年以降１０年間における同農家シ

ェアの縮小率は 96.0% となっている。 

上記した蒜山地域における豚作目同農家シェアは昭和年代において真庭郡及び岡山県を

下回り、真庭郡との較差は 0.2～1.2 ポイントの範囲を乱高下し、その過程で同５０年に最

高となり、他の時点は 0.9 ポイント以下となり、岡山県との較差は 0.1～0.3 ポイントの

範囲を乱高下している。一方、平成年代には蒜山地域において該当農家は不在となってい
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る。 

次に蒜山地域と真庭郡における豚作目農家シェアの特化係数の推移状況をみると、昭和

年代において蒜山地域は 0.25～0.80 の範囲を乱高下し、真庭郡は 1.00～3.25 の範囲を乱高

下し、その過程で同４０年に最低、同５０年に最高となり、同５５～６０年には 2.67～3.00 

の範囲を上昇している。一方、平成年代において真庭郡は 3.00～1.00 の範囲を乱高下し、

その過程で最高は同２年、最低は同７年となっている。 

以上で記述した蒜山地域における豚作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代において蒜山地域の同農家シェアは同４０～５５年に縮小基調で推移し、その

過程で同４５年に最高、最低は同５０～５５年となり、同６０年には該当農家不在となっ

ている。真庭郡は全時点を通じて拡大基調で推移し、反対に岡山県は縮小基調で推移し、

その過程で真庭郡は同５５年、岡山県は同４５年に最高となり、最低は真庭郡は同４０年、

岡山県は同６０年となっている。一方、平成年代において蒜山地域は該当農家不在となり、

真庭郡と岡山県は縮小パタ－ンで推移している。 

上記した豚作目農家シェアの数値は昭和年代において蒜山地域は 0.4～0.1%、真庭郡は

0.4～1.5%、岡山県は 0.5～0.2%の範囲となり、平成年代は真庭郡 0.3～0.1%、岡山県 0.1～0.04% 

の範囲となっている。 

蒜山地域及び真庭郡における同農家シェアの特化係数の数値から、養豚部門への特化は

蒜山地域ではみられず、真庭郡は昭和４５～６０年及び平成２年と同１２年の各時点にお

いて著しく強化されている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和年代及び平成年代を通じて豚作目農家は不在となっている。 

② 八束村 

昭和４５年に豚作目農家シェアは初めて 0.8%と記録され、その後縮小基調で推移し、そ

の過程で同５０年に 0.2%と最低に達し、同５５年に 0.3%と極僅差ながら拡大し、同６０年

は該当農家不在となり、同４５年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 62.5% と

なっている。一方、平成年代は該当農家不在となっている。 

上記した農家シェアの特化係数は昭和４５～５５年に 1.60～0.50 の範囲となり、その最

高は同４５年、最低は同５０年となっている。 

③ 中和村 

昭和４５年に豚作目農家シェアは初めて 0.5%を記録し、同５０～６０年及び平成年代は

該当農家不在となり、上記した同農家シェアの特化係数は 1.00 となっている。 

④ 湯原町 

昭和４０年に豚作目農家シェアは 0.8%となり、同４５年には 0.2%に縮小し、同４０年以

降５年間における縮小率は 75.0% となっている。なお、昭和５０～６０年及び平成年代は

該当農家不在となっている。 

上記した農家シェアの特化係数は昭和４０～４５年に 2.00～0.40 の範囲を下降してい

る。 

以上で記述した４か町村における豚作目農家シェアの推移状況を要約すると以下のとお

りである。 

昭和年代及び平成年代に同農家シェアが記録された時点は、八束村は昭和４５～５５年、

中和村は同４５年、湯原町は同４０～４５年となっている。 

以上の時点における豚作目農家シェアの数値をみると、八束村は 0.8～0.2%の範囲を縮小

基調で推移し、その過程で同４５年に最高、同５０年に最低となり、中和村は 0.5%となり、

湯原町は 0.8～0.2%の範囲を下降している。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、養豚部門への特化は、八束村は昭和４５

年、湯原町は同４０年に強まっている。 

１１１１－－－－１１１１１１１１ 鶏作目鶏作目鶏作目鶏作目 

（１） 蒜山地域 
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蒜山地域における鶏（養鶏）作目の農家数割合（以下、鶏作目農家シェア）は、昭和４

０年に 0.7%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その過程で同４５年に 0.4%、同５

０～６０年には 0.1%と最低になり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率

は 85.7% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域における同農家シェアは昭和

４５年にそれぞれ 1.4%、1.0%、1.9%（昭和４０年不詳）、同６０年にはそれぞれ 0.5%、0.4%、

0.4%となっている
1)

。 

一方、平成２年には 0.2%と最高を記録し、同７年は横ばい状態となり、同１２年には 0.1%

に縮小し、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 50.0% となっている。ち

なみに全国、山陰地域、山陽地域におけ同農家シェアは平成２年にそれぞれ 0.4%、0.4%、

0.3%、同１２年にはそれぞれ 0.3%、0.2%、0.2%となっている
1)

。 

真庭郡における鶏作目農家シェアは、昭和４０年に 2.8%と最高を記録し、その後一貫し

て縮小し、その過程で同４５年に 2.4%、同５０年には 0.9%に急激に縮小し、同６０年に

0.6%となり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は 78.6% となっている。

一方、平成２年には 0.3%と最高を記録し、同７年は横ばい状態となり、同１２年に 0.2%

となり、同２年以降１０年間における同農家シェアの縮小率は 33.3%となっている。 

岡山県における鶏作目農家シェアは、昭和４０年に 3.2%と最高を記録し、その後一貫し

て縮小し、その過程で同４５年に 2.1%、同５０年に 0.8%に急激に縮小し、同６０年に 0.6%

となり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は 81.3% となっている。一

方、平成２年には 0.4%と最高を記録し、同７～１２年には 0.2%となり、同２年以降１０年

間における同農家シェアの縮小率は 50.0% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における鶏作目農家シェアは昭和年代おいて真庭郡及び岡山県

を下回り、真庭郡との較差は 2.1～0.5 ポイントの範囲を下降し、岡山県との較差は 2.5～

0.5 ポイントの範囲を下降している。一方、平成年代においても真庭郡及び岡山県を下回

り、真庭郡との較差は全時点に亘り 0.1 ポイント、岡山県との較差は 0～0.2 ポイントの範

囲となっている。 

次に蒜山地域と真庭郡における鶏作目農家シェアの特化係数の推移状況をみると、蒜山

地域は昭和年代は 0.08～0.22 の範囲を乱高下し、平成年代は 0.50～1.00 の範囲を推移し、

その最高は同７年、他の２時点は 0.50 となっている。一方、真庭郡は昭和４０年に 0.88

となり、同４５～６０年には 1.00～1.25 の範囲を乱高下し、その最低は同６０年、最高は

同５０年となっている。平成２年には 0.75 となり、同７～１２年には 1.50～1.00 の範囲

を下降している。 

以上で記述した蒜山地域における鶏作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡山県と対

比し、要約すると以下のとおりである。 

昭和年代において、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同農家シェアは一貫して縮小

し、一方、平成年代においても縮小パタ－ンで推移している。 

以上の鶏作目農家シェアの数値をみると、昭和年代に蒜山地域は 0.7～0.1%、真庭郡は

2.8～0.6%、岡山県は 3.2～0.6%の範囲を下降し、一方、平成年代には蒜山地域は 0.2～0.1%、

真庭郡は 0.3～0.2%、岡山県は 0.4～0.2%の範囲を下降している。 

上述した蒜山地域と真庭郡における鶏作目農家シェアの特化係数の数値から、養鶏作目

への特化は蒜山地域では昭和年代及び平成年代を通じて認められないが、真庭郡は昭和５

０年と平成７年に幾分強まっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年に鶏作目農家シェアは 0.3%となり、同４５～６０年及び平成２～１２年には

該当農家不在となっている。上記した同農家シェアの特化係数は 0.09 となっている。 

② 八束村 

昭和５０年に鶏作目農家シェアは初めて 0.2%を記録し、その特化係数は 0.17 を示し、

同５５年以降及び平成年代には該当農家不在となっている。 

③ 中和村 

昭和年代には鶏作目農家は不在となり、一方、平成年代において同２～７年に各 0.8%を
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記録し、同１２年には該当農家不在となっている。上記した農家シェアの特化係数はそれ

ぞれ 2.00、4.00 を示している。 

④ 湯原町 

昭和４０年に鶏作目農家シェアは 2.1%と最高を記録し、その後縮小基調で推移し、その

過程で同４５年に 1.2%、同５０年には 0.1%に急激に縮小し、同５５～６０年には 0.3%と

なり、同４０年以降２０年間における同農家シェアの縮小率は 85.7% となっている。一方、

平成２年には 0.3%と最低を記録し、その後横ばい状態となり、同１２年には 0.4%と最高に

達し、同２年以降１０年間における同農家シェアの拡大率は 33.3% となっている。 

上記した鶏作目農家シェアの特化係数は昭和年代において同５０年はとくに 0.08 と小

さく、他の各時点は 0.66～0.38 の範囲を概ね下降している。一方、平成年代は 0.75～2.00 

の範囲を上昇し、その過程で同７年に 1.50 と 1.00 台に達している。 

以上で記述した４か町村における鶏作目農家シェアの推移状況を要約すると以下のとお

りである。 

昭和年代において川上村は同４０年、八束村は同５０年に初めて記録され、その後該当

農家不在となり、中和村は全時点で該当農家不在となり、湯原町は同４０年に最高を記録

し、その後縮小基調で推移し、その過程で同５０年に最低となっている。一方、平成年代

において川上村と八束村は該当農家不在となり、中和村は同２～７年に横ばい状態となり、

その後該当農家不在となり、湯原町は平成２年に最低を記録し、その後横ばい状態となり、

同１２年に拡大に転じている。 

上記した鶏作目農家シェアの数値は昭和年代において川上村は 0.3%、八束村は 0.2%、湯

原町は 2.1～0.1%の範囲を多少乱高下し、平成年代には中和村は 0.8%の横ばい、湯原町は

0.3～0.4%の範囲を上昇している。 

上述した鶏作目農家シェアの特化係数の数値から、養鶏作目への特化は中和村は平成２

～７年に強化され、湯原町は同７～１２年に強まっている。 

１１１１－－－－１２１２１２１２ 花卉花卉花卉花卉・・・・花木作目花木作目花木作目花木作目 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における花卉・花木作目の農家数割合（以下、花卉・花木作目農家シェア）は、

平成７年に初めて 1.1%と記録され、同１２年には 1.6%に拡大し、同７年以降５年間におけ

る農家シェアの拡大率は 45.5% となっている。ちなみに全国、山陰地域、山陽地域におけ

る同農家シェアは平成７年にそれぞれ 2.1%、0.7%、1.2%、同１２年にはそれぞれ 2.3%、0.9%、

1.3%となっている
1)

。 

真庭郡における花卉・花木作目農家シェアは、平成７年に初めて 0.9%と記録され、同１

２年には 1.4%に拡大し、同７年以降５年間における同農家シェアの拡大率は 55.6% となっ

ている。 

岡山県における花卉．花木作目農家シェアは、平成７年に初めて 1.1%と記録され、同１

２年には僅差ながら 1.2%に拡大し、同７年以降５年間における同農家シェアの拡大率は

9.1%となっている。 

上記した蒜山地域における花卉・花木作目農家シェアは平成７～１２年に真庭郡を 0.2 

ポイントの差で上回り、一方、岡山県に比べると同７年は同一水準となり、同１２年は 0.4 

ポイント上回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における花卉・花木作目農家シェアの特化係数の推移状況をみ

ると、蒜山地域は 1.00～1.33 、真庭郡は 0.82～1.17 の範囲を上昇している。 

以上で記述した蒜山地域における花卉．花木作目農家シェアの推移状況を真庭郡及び岡

山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

平成７～１２年における同農家シェアは蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに拡大し、その

数値はそれぞれ 1.1～1.6%、0.9～1.4%、1.1～1.2%の範囲を上昇し、同農家シェアの５年間に

おける拡大率は真庭郡 55.6% 、蒜山地域 45.5% 、岡山県 9.1%の順になっている。 

上記した同農家シェアの特化係数の数値から、花卉．花木作目への特化は蒜山地域は平

成１２年に幾分強まり、真庭郡は同１２年にその傾向がみられる。 

（２） ４か町村 
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① 川上村 

平成７年に花卉・花木作目農家シェアは 2.4%となり、同１２年には 5.4%に急激に拡大し、

以上の５年間における拡大率は 125.0%となり、農家シェアの特化係数は 2.18～4.50 の範

囲を上昇している。 

② 八束村 

平成１２年に花卉・花木作目農家シェアは初めて 0.4%と記録され、その特化係数は 0.33

となっている。 

③ 中和村 

平成７年に花卉・花木作目農家シェアは初めて 3.8%と記録され、同１２年には 1.9%に急

激に縮小し、以上の５年間における縮小率は 50.0% となり、農家シェアの特化係数は 3.45

～1.58 の範囲を下降している。 

④湯原町 

平成７～１２年における花卉・花木作目農家は不在となっている。 

以上記述した４か町村における花卉・花木作目農家シェアの推移状況を要約すると以下

のとおりである。 

平成７～１２年における同農家シェアは川上村では拡大し、反対に中和村は縮小し、八

束村は同１２年に初めて記録され、湯原町は該当農家不在となっている。 

上記した花卉・花木作目農家シェアは川上村は 2.4～5.4%、中和村は 3.8～1.9%の範囲と

なり、八束村は 0.4%となっている。 

上述した同農家シェアの特化係数の数値から、花卉・花木作目への特化は川上村は平成

７年以降著しく強まり、反対に中和村はその強化が後退している。 

２２２２ 蒜山地域及蒜山地域及蒜山地域及蒜山地域及びびびび各町村各町村各町村各町村におけるにおけるにおけるにおける作目別農家数割合作目別農家数割合作目別農家数割合作目別農家数割合のののの推移推移推移推移 

前出の第２項－１では単一経営農家における農産物販売金額１位の作目別農家数割合の

推移状況について各作目ごとに、蒜山地域と真庭郡及び岡山県、そして４か町村における

相互間比較を行った。 

本項では表４８に基づき蒜山地域、真庭郡及び岡山県、そして町村ごとに、単一経営農

家における農産物販売金額１位の作目別農家数割合（以下、作目農家シェア）の時系列的

推移状況を全体的に把握するため、昭和４０年、同４５年、同５５年、平成２年、同７年、

同１２年の６時点における作目農家シェア序列１～５位の作目とその農家シェアの概数

（小数点以下四捨五入）を以下に列記する。なお、0.0%は 0.5%未満を示し、同一水準シェ

アの作目はその実数の順位に列記する。 

以上の作目別農家数割合の推移状況については、第９節第２項で述べた全農家（単一経

営農家、準単一複合経営農家及び複合経営農家の総体）における農産物販売金額１位の作

目別農家数割合（表４４）と比較し記述する。なお、全農家を対象とした時系列的推移で

は、平成１２年の資料は未公表のため欠落している。そのため単一経営農家を対象とする

本項の記述では、平成１２年における作目別農家数割合は付記にとどめる。 

（１） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

昭和４０年：米７３％－乳用牛１２％－野菜８％－工芸農作物５％－鶏１％ 

同４５年：米７４％－野菜１１％－乳用牛８％－工芸 農作物１％－その他の作物

１％ 

同５５年：米７２％－野菜１８％－乳用牛５％－肉用牛２％－その他の作物２％ 

平成 ２年：米７７％－野菜１４％－乳用牛６％－肉用牛、その他の作物１％ 

同 ７年：米８３％－野菜８％－乳用牛５％－肉用牛１％－花卉・花木１％ 

同１２年：米７９％－野菜８％－乳用牛７％－肉用牛、花卉・花木各２％－施設園

芸、雑穀等各１％ 

② 真庭郡 

昭和４０年：米６９％－乳用牛１２％－工芸農作物１１％－野菜３％－鶏３％ 

同４５年：米６９％－乳用牛９％－工芸農作物６％－野菜４％－鶏２％ 

同５５年：米７５％－乳用牛６％－野菜６％－その他の作物３％－工芸農作物３％ 
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平成 ２年：米８１％－乳用牛５％－野菜５％－その他の作物４％－肉用牛２％ 

同 ７年：米８６％－乳用牛４％－野菜３％－その他の作物２％－工芸農作物１％ 

同１２年：米８５％－乳用牛４％－野菜３％－肉用牛 花卉・花木各１％－果樹１

％ 

③ 岡山県 

昭和４０年：米６３％－工芸農作物２１％－果樹４％－乳用牛３％－鶏３％ 

同４５年：米７０％－工芸農作物１１％－果樹４％－乳用牛３％－鶏２％ 

同５５年：米８０％－果樹４％－野菜３％－工芸農作物３％－雑穀等２％ 

平成 ２年：米８４％－果樹３％－野菜３％－施設園芸２％－乳用牛２％ 

同 ７年：米８５％－果樹６％－野菜３％－乳用牛１％－工芸農作物１％ 

同１２年：米８４％－果実７％－野菜３％－乳用牛、花卉・花木各１％－雑穀等１

％ 

以上で列記した作目別農家シェアの推移状況の概要は以下のとおりである。 

① 蒜山地域 

昭和４０年～平成７年における作目農家シェアの首位を占める作目は、単一経営農家及

び全農家ともに米であり、その作目農家シェアには農家間（単一経営農家と総農家）差異

がみられ、前者は６４～８３％、後者は６１～７３％の範囲を乱高下し、その過程で前者

は昭和５０年、後者は同５５年に最低となり、その後拡大に転じ、両農家は平成７年に最

高に達している。 

上記したように米作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回り、その較差は１

～１３ポイントの範囲を乱高下し、その推移過程で昭和４０～５０年に３～１ポイントの

範囲を下降し、同５５年には１１ポイントに急激に上昇し、同６０年に１２ポイント、平

成２年には１３ポイントと最高に達し、同７年には１０ポイントに下降している。以上の

昭和５５年以降における較差の増大は同作目農家シェアの急激な拡大に起因すると考えら

れる。 

２位作目は単一経営農家と全農家ともに昭和４０年に乳用牛となり、その作目農家シェ

アは単一経営農家１２％、全農家１１％となり、その較差は僅差に過ぎない。 

しかし、昭和４５年以降、乳用牛作目は野菜作目と交替し、野菜作目農家シェアは単一

経営農家は８～１８％、全農家は１２～２３％の範囲を乱高下し、その過程で最低の時点

は全農家は昭和４５年、一方、単一経営農家は平成７年、最高の時点は両農家ともに昭和

５５年となっている。以上のように野菜作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点を通

して下回り、その較差は昭和４５～５０年には２～１ポイント未満の範囲を下降し、同５

５年以降は５～７ポイントに増大している。その増大は単一経営農家における野菜作目農

家シェアの縮小によるものであり、それはまた同５５年以降における米作目農家シェアの

急速な拡大と深く係わっている。 

３位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０年は野菜となり、同４５年以降は乳

用牛と交替している。昭和４０年における野菜作目農家シェアは両農家ともに８％となり、

同４５年以降における乳用牛作目農家シェアは単一経営農家では９～５％、全農家は９～

６％の範囲を下降し、その過程で前者は同５５年以降、後者は同６０年以降横ばい状態と

なっている。以上のように乳用牛農家シェアは単一経営農家の方が全時点において下回り、

その較差は概ね１ポイントとなっている。 

以上で記述した１～３位作目農家シェアの昭和４０年～平成７年における推移状況をみ

ると、単一経営農家は９０～９６％の範囲を乱高下し、その過程で昭和５０年に９０％と

最低を記録し、同５５年以降は９５～９６％の範囲を推移し、平成７年に最高に達してい

る。一方、全農家は８８～９３％の範囲を推移し、その過程で昭和４０～４５年に８８～

９３％の範囲を上昇し、同５０年以降は概ね９０％の横ばい状態となっている。 

上記したように１～３位作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回り、その較

差は１ポイント未満～６ポイントの範囲を推移し、その過程で昭和４５～５０年には５～

１ポイント未満の範囲を下降し、同５５年以降は４～６ポイントの範囲を乱高下し、同６

０年に最低となり、平成２年に最高に達している。以上の較差が昭和４０～５０年に縮小
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し、同５５年以降に急激に増大した主因は単一経営農家と全農家における米作目農家シェ

アの縮小と拡大の速度の違いによる。 

上述の１～３位作目農家シェアの１００％に未達成部分（以下、残余部分）の大半は４、

５位作目によって補充され、それらの作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０～５

０年は工芸農作物、鶏、その他の作物、その他の畜産、同５５年以降は肉用牛、その他の

作物、施設園芸、花卉・花木の中から選ばれている。しかし、両農家で同一作目が選ばれ

る例は少なく、その共通作目として５位作目は昭和４０年に工芸農作物、同５５年と平成

２年に肉用牛、５位作目は昭和４０年の鶏に過ぎない。以上の４、５位作目農家シェアは

全時点を通して単一経営農家の方が下回り、その較差は４位作目は０～４ポイント、５位

作目は１～３ポイントとなっている。 

以上で記述した単一経営農家における作目農家シェアに関する全農家との対比内容を要

約すると以下のとおりである。 

単一経営農家と全農家の作目農家シェアにおいて米は全時点に亘り首位を占め、その作

目農家シェアは単一経営農家では６４～８３％、全農家は６１～７２％の範囲を乱高下し、

その過程で前者は昭和５０年、後者は同５５年に最低となり、その後拡大に転じ、両農家

とも平成７年に最大に達している。以上のように米作目農家シェアは単一経営農家の方が

全時点で上回り、その較差は昭和５５年以降において増大し、それは米作目農家シェアの

同年以降における拡大と関係している。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０年は乳用牛、同４５年以降は野菜と

なっている。乳用牛作目農家シェアは単一経営農家１２％、全農家１１％と近接している。

しかし野菜作目シェアは単一経営農家では８～１８％、全農家は１２～２３％の範囲を乱

高下し、単一経営農家の方が全時点において下回り、その較差は昭和５５年以降に増大し

ている。 

３位作目は単一経営農家、全農家ともに昭和４０年は野菜、同４５年以降は乳用牛とな

っている。以上の野菜作目農家シェアは両農家とも８％となり、乳用牛作目農家シェアは

単一経営農家は５～９％、全農家は６～９％の範囲を下降し、両農家とも近接している。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家では９０～９６％、全農家は８８～９

３％の範囲を乱高下し、単一経営農家の方が全時点において上回り、その較差は昭和５５

年以降に増大している。以上の１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目

によって補充され、それら作目は両農家とも昭和４０～５０年に工芸農作物、鶏、その他

の作物、同５５年以降は肉用牛、その他の作物、施設園芸の中から選択されているが、両

農家が同一作目となる場合は極めて少ない。なお、４、５位作目農家シェアは単一経営農

家の方が全時点において下回っている。 

② 真庭郡 

昭和４０年～平成７年における単一経営農家及び全農家の作目農家シェアにおいて米は

首位を占め、その作目農家シェアは単一経営農家は６６～８６％、全農家は６４～７７％

の範囲を概ね上昇基調で推移し、その過程で両農家とも昭和５０年に最低を記録し、平成

７年には最高に達している。 

上記したように米作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点に亘って上回り、その較

差は昭和４０～５０年に４～２ポイントの範囲を下降し、同５５年以降は７～１１ポイン

トの範囲を上昇し、その最低は同６０年、最高は平成２年となっている。 

２位作目は単一経営農家は全時点を通して乳用牛となり、全農家は昭和４０～５０年の

間は時系列的に工芸農作物、乳用牛、鶏と推移し、同５５年以降は野菜と交替している。 

上記した単一経営農家における乳用牛作目農家シェアは１２～４％の範囲を下降し、一

方、全農家は昭和４０～５０年に１２～９％の範囲を下降し、同５５年以降は８～６％の

範囲を概ね下降している。以上のように２位作目農家シェアは単一経営農家の方が昭和４

０～４５年を除く各時点において下回り、その較差は同４０～４５年は０ポイント、同５

０年以降は２ポイントとなっている。 

３位作目は単一経営農家は昭和４０～４５年に工芸農作物となり、同５０年以降は野菜

と交替しているが、同６０年に限りその他の作物（野菜と同一シェア）が加わっている。
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一方、全農家は時系列的に乳用牛、工芸農作物、乳用牛、肉用牛、その他の作物、肉用牛、

乳用牛の順に推移し、単一経営農家と比べて作目の変化は著しく、多様である。以上の単

一経営農家における作目農家シェアを全農家に比べると、昭和４０年は２ポイント上回り、

反対に同４５年以降は下回り、その較差は１～２ポイントの範囲となっている。 

以上で記述した１～３位作目農家シェアは昭和４０年に単一経営農家９２％、全農家８

５％となり、その後はともに縮小し、同５０年にそれぞれ７８％、７９％と近接し、同５

５年以降、単一経営農家は９０～９３％、全農家は８０～８７％の範囲を概ね上昇してい

る。以上のように単一経営農家の作目農家シェアは全時点において全農家を上回り、その

較差は昭和４０～５０年に７～１ポイントの範囲を下降し、同５５年以降は１１～５ポイ

ントの範囲を下降している。 

上記した１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目で補充されている。

すなわち単一経営農家は４位作目として野菜、その他の作物、５位作目として鶏、果樹、

工芸農作物、肉用牛、一方、全農家は４位作目として鶏、野菜、乳牛、その他の作物、５

位作目として野菜、工芸農作物、その他の作物、肉用牛を選択している。しかし、両農家

で同一作目を共有することは皆無に等しく、ただ、平成７年にその他の作物が共有されて

いるに過ぎない。以上の４、５位作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点に亘って下

回り、その較差は概ね１～２ポイントとなっている。 

以上で記述した単一経営農家における作目別農家数構成比に関する全農家との対比内容

を要約すると以下のとおりである。 

単一経営農家及び全農家における作目別農家シェアの首位は全時点を通して米が占め、

その作目農家シェアは前者は６６～８６％、後者は６４～７７％の範囲を概ね上昇基調で

推移し、前者の方が全時点に亘って上回り、その較差は昭和５５年以降に増大している。 

２位作目は単一経営農家では全時点に亘って乳用牛となり、一方、全農家は昭和４０～

５０年間に時系列的に工芸農作物、乳用牛、鶏の順で推移し、同５５年以降は野菜となり、

前者の作目農家シェアは１２～４％、後者は１２～６％の範囲を下降基調で推移し、その

過程で前者の方が同５０年以降下回り、その較差は同５５年以降に増大している。 

３位作目は単一経営農家では昭和４０～４５年に工芸農作物、同５０年以降は野菜とな

り、ただ、同６０年にその他の作物（野菜と同一シェア）が加わっている。一方、全農家

の作目は時系列的に乳用牛、工芸農作物、乳用牛、肉用牛、その他の作物、肉用牛、乳用

牛の順に推移している。上記した単一経営農家の作目農家シェアは１１～３％、全農家は

８～４％の範囲を下降し、前者の方が昭和４０年以外の時点で僅差ながら下回っている。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家では９３～７８％、全農家は８７～７

９％の範囲を乱高下しているが、前者の方が全時点で上回っている。 

以上の１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目に依って補充され、単

一経営農家及び全農家とも４位作目として鶏、野菜、工芸農作物、乳用牛、その他の作物、

５位作目として野菜、鶏、工芸農作物、果樹、その他の作物、雑穀等、肉用牛が選ばれて

いる。しかし、両農家が同一作目を共有する事例は皆無に等しく、平成７年における４位

作目のその他の作物の１例に過ぎない。 

以上の４位作目農家シェアは単一経営農家は５～２％、全農家は６～４％の範囲を乱高

下し、一方、５位作目農家シェアは前者は４～１％、後者は５～３％の範囲を乱高下し、

４、５位作目とも前者の方が下回っている。 

③ 岡山県 

昭和４０年～平成７年における単一経営農家と全農家の作目別農家シェアにおいて米は

首位を占め、その作目農家シェアは単一経営農家では６３～８５％、全農家は６０～７９

％の範囲を上昇基調で推移し、その過程で前者は昭和５５年以降急速な上昇に転じ、一方、

後者は停滞している。以上のように米作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回

り、その較差は昭和４０～５０年に３～２ポイントの範囲を下降し、同５５年以降は８～

６ポイントの範囲を概ね下降している。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０～５０年は工芸農作物、同５５年以

降は果樹となり、それら作目農家シェアの推移状況みると、工芸農作物は単一経営農家で
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は２１～５％、全農家は１７～６％の範囲を下降し、果樹は単一経営農家は４～６％の範

囲を概ね上昇し、全農家は５～７％の範囲を推移し、その過程で平成２年まで横ばい状態

となり、同７年に最高に達している。以上の各作目農家シェアは単一経営農家の方が全時

点で下回り、その較差は昭和４０～５０年は４～１ポイント未満の範囲を下降し、同５５

年以降は１～２ポイントの範囲を上昇している。 

３位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０～５０年は果樹となり、同５５年以

降は野菜となっているが、同６０年に限り雑穀と交替している。以上の作目農家シェアの

推移状況をみると、果樹は単一経営農家は４～５％、全農家は５％の横ばい状態となって

いる。一方、野菜は単一経営農家は３％、全農家は４％の横ばい状態で推移している。以

上のように両作目の農家シェアは単一経営農家の方が全時点で下回り、その較差は両作目

とも１ポイント以下の僅差となっている。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家では８４～９３％の範囲を上昇基調で

推移し、その過程で昭和４０～５０年は８８～８４％、同５５年以降は８７～９３％とな

っている。一方、全農家は８２～９０％の範囲を上昇基調で推移し、その過程で昭和４０

～６０年に８２～８３％となり、平成２年以降は８５～９０％の範囲を急激に上昇してい

る。以上のように１～３位作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回り、その較

差は昭和４０～５０年に６～１ポイントの範囲を下降し、同５５年以降は５～３％の範囲

を下降している。 

上記した１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４～５位の作目で補充されてい

る。すなわち４位作目として単一経営農家は乳用牛、野菜、工芸農作物、施設園芸、一方、

全農家は鶏、野菜、工芸農作物、施設園芸、その他の作物を選択している。また、５位作

目として単一経営農家は鶏、施設園芸、雑穀等、工芸農作物、乳用牛、一方、全農家は野

菜、乳用牛、施設園芸、雑穀等、工芸農作物を選択している。しかし、４、５位作目にお

いて両農家が同一作目を共有する事例は少なく、４位作目では昭和５０年の野菜、同５５

年の工芸農作物、平成２年の施設園芸、５位作目では昭和５０年の施設園芸、同５５年の

雑穀等に過ぎない。 

以上で記述した単一経営農家における作目農家シェアに関する総農家との対比内容を要

約すると以下のとおりである。 

単一経営農家及び全農家は全時点に亘って米作目農家シェアが首位を占め、そのシェア

は前者は６３～８５％、後者は６０～７９％の範囲にあり、昭和５５年以降急激に上昇し

ている。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０～５０年に工芸農作物、同５５年以

降は果樹となり、工芸農作物の作目農家シェアは単一経営農家では２１～５％、全農家は

１７～６％の範囲を下降し、果樹作目農家シェアは前者では４～６％の範囲を上昇し、一

方、全農家は５～７％の範囲を推移し、その過程で平成２年まで横ばい状態となり、同７

年に最高に達している。 

３位作目は単一経営農家及び全農家ともに同４０～５０年に果樹、同５５年以降は野菜

となり、それらの作目農家シェアは果樹では両農家とも４～５％、野菜は前者は３％、後

者は４％の横ばい状態で推移している。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家では８４～９３％、全農家は８２～９

０％の範囲を上昇基調で推移し、前者の方が全時点で上回り、両農家における作目農家シ

ェアの残余部分の大半は４、５位作目によって補充されている。それらの作目は鶏、乳用

牛、野菜、工芸農作物、雑穀等、施設園芸の中から選択されているが、両農家が同一作目

を共有する事例は少ない。以上の４位作目農家シェアは単一経営農家では４～１％、総農

家は４～２％、５位作目農家シェアは両農家とも３～２％の範囲を乱高下している。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４０年：米７２％－乳用牛１４％－野菜８％－工芸農作物６％－施設園芸、鶏各

0.0% 

同４５年：米７７％－乳用牛１４％－野菜８％－雑穀等、工芸農作物各１％－果樹
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0.0% 

同５５年：米５２％－野菜３２％－乳用牛１３％－肉用牛１％－雑穀等、施設園芸、

その他の作物各 0.0% 

平成 ２年：米５９％－野菜２３％－乳用牛１４％－その他の作物２％－肉用牛１％ 

同 ７年：米６９％－乳用牛１３％－野菜１１％－肉用牛、花卉・花各２％－果樹

１％ 

同１２年：米５９％－乳用牛１５％－野菜１１％－花卉・花木５％－肉用牛、果樹

各２％ 

② 八束村 

昭和４０年：米７０％－野菜１９％－乳用牛１０％－工芸農作物２％－その他の畜産

１％ 

同４５年：米７２％－野菜２２％－乳用牛４％－豚１％－工芸農作物 0.0% 

同５５年：米６６％－野菜２８％－乳用牛３％－その他の作物２％－果樹、豚各

0.0% 

平成 ２年：米６８％－野菜２６％－乳用牛５％－その他の作物１％－果樹 0.0% 

同 ７年：米７６％－野菜１７％－乳用牛６％－その他の作物１％－果樹 0.0% 

同１２年：米７３％－野菜１６％－乳用牛８％－施設園芸１％－その他の作物１％ 

③ 中和村 

昭和４０年：米９７％－野菜、工芸農作物、乳用牛各１％ 

同４５年：米７５％－野菜２３％－乳用牛１％－その他の作物、豚各１％ 

同５５年：米９０％－野菜１０％－施設園芸１％ 

平成 ２年：米９４％－野菜５％－鶏１％ 

同 ７年：米９５％－花卉・花木４％－雑穀等、鶏各１％ 

同１２年：米９７％－花卉・花木２％－乳用牛１％ 

④ 湯原町 

昭和４０年：米６６％－乳用牛１９％－工芸農作物１０％－鶏２％－その他の畜産２

％ 

同４５年：米７４％－乳用牛１０％－工芸農作物４％－鶏、その他の作物各１％－

雑穀等、野菜各１％ 

同５５年：米８５％－肉用牛５％－乳用牛４％－その他の作物３％－工芸農作物２

％ 

平成 ２年：米８９％－肉用牛３％－乳用牛３％－野菜２％－施設園芸１％ 

同 ７年：米９３％－乳用牛３％－肉用牛２％－施設園芸１％－その他の作物１％ 

同１２年：米９１％－肉用牛３％－施設園芸３％－乳用牛２％－雑穀等１％ 

以上で列記した４か町村における作目別農家シェアの推移状況の概要は以下のとおりで

ある。 

① 川上村 

昭和４０年～平成７年において単一経営農家及び全農家における作目農家シェアは米が

首位を占め、その作目農家シェアは単一経営農家では７７～５１％、全農家は７３～４４

％の範囲を低下基調で推移し、その過程で最高は両農家ともに昭和４５年、最低は前者が

同５０年、後者は同５５年となり、その後は両農家とも上昇に転じている。以上のように

米作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回り、その較差は昭和４０～５０年に

４～２ポイントの範囲を下降し、同５５年以降は８～１２ポイントの範囲を概ね上昇して

いる。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４５年まで乳用牛、その後は野菜となり、

平成７年には前者は再び乳用牛となり、後者に変化みられない。以上の作目農家シェアは

昭和４０～４５年に単一経営農家は１４％、全農家は１４～１７％の範囲を推移し、同５

０年以降単一経営農家は３２～１３％、全農家は３６～１７％の範囲を低下基調で推移し、

その過程で両農家ともに最高は同５５年、最低は平成７年となっている。以上のように同

作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点において下回り、その較差は昭和４０～５５
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年に１ポイント未満～４ポイントの範囲を上昇基調で推移し、同６０年以降は１１～５ポ

イントの範囲を一貫して下降している。 

３位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４５年まで野菜、その後は乳用牛と交代

し、平成７年には前者は乳用牛と交替し、後者に変化はみられない。以上の作目農家シェ

アは単一経営農家と全農家は昭和４０～４５年に８％となり、同５０年以降、前者は１６

～１１％、後者は１６～１２％の範囲を低下基調で推移している。以上のように単一経営

農家と全農家の同作目農家シェアは近似しているが、昭和５５年までは前者の方が０～１

ポイント下回り、反対に同６０年～平成２年は１ポイント未満～２ポイント上回り、同７

年には再び１ポイント下回っている。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家では昭和４０年に９４％、その後は９

９～９２％の範囲を低下基調で推移し、平成７年に最低となり、一方、全農家は昭和４０

年に９２％、その後は９８～８９％の範囲を一貫して低下している。以上のように１～３

位作目農家シェアは単一経営農家の方が上回り、その較差は昭和４０～５０年に１～１ポ

イント未満の範囲を下降し、同５５年以降は５～３ポイントの範囲を下降している。 

上記した１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目で補充されている。

すなわち４位作目として単一経営農家は工芸農作物、雑穀等、その他の畜産、肉用牛、施

設園芸、その他の作物、花卉・花木、一方、全農家は工芸農作物、その他の畜産、肉用牛、

施設園芸を選択している。また、５位作目として単一経営農家は施設園芸、鶏、果樹、そ

の他の作物、肉用牛、一方、全農家はその他の作物、雑穀等、その他の畜産を選択してい

る。以上の４、５位作目において両農家に共通した作目が選ばれる事例は少なく、共通作

目として４位作目では昭和４０年の工芸農作物、同５０年のその他の畜産、同５５年の肉

用牛、同６０年の施設園芸となり、一方、５位作目では両農家に共有され作目はみられな

い。 

以上の４位作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で下回り、その較差は１～１ポ

イント未満の範囲であるが、平成７年には３ポイントと増大している。一方、５位作目農

家シェアもまた単一経営農家の方が下回り、その較差は１ポイント未満～２ポイントの範

囲を上昇している。 

以上で記述した単一経営農家における作目農家シェアに関する全農家との対比内容を要

約すると以下のとおりである。 

単一経営農家及び全農家における作目別農家シェアは全時点において米が首位を占め、

前者は７７～５１％、後者は７３～４４％の範囲を低下し基調で推移し、前者の方が全時

点を通して上回り、その較差は昭和５５年以降に増大している。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４５年まで乳用牛、その後は野菜と交代

し、平成７年に前者は乳用牛と再び交代している。一方、３位作目は単一経営農家及び全

農家ともに昭和４５年まで野菜、その後は乳用牛と交代し、平成７年に前者は野菜と再び

交代している。 

上記した２位作目農家シェアは単一経営農家では３２～１３％、全農家は３６～１４％

の範囲を低下基調で推移し、前者の方が全時点において下回り、その較差は昭和６０年以

降にに増大している。一方、３位作目農家シェアは単一経営農家及び全農家ともに１６～

８％の範囲を乱高下し、両農家間の較差は１ポイント未満の僅差となっている。 

以上の１～３位作目農家シェアは単一経営農家では９９～９２％、全農家は９８～８９

％の範囲を乱高下し、前者の方が全時点に亘って上回り、その較差は昭和５５年以降に増

大している。 

上記した１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目で補充され、４位作

目は工芸農作物、雑穀等、その他の畜産、肉用牛、施設園芸、その他の作物、花卉・花木、

一方、５位作目はその他の作物、施設園芸、雑穀等、果樹、肉用牛の中から選択されてい

る。しかし、同一作目が単一経営農家と総農家で共有される時点は４位作目において昭和

４０年及び同５０～６０年の４時点に過ぎず、一方、５位作目では全時点において共有さ

れる作目はみられない。 

以上の４位作目農家シェアは単一経営農家及び全農家ともに６～１％の範囲を乱高下し
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ているが、前者の方が全時点で下回り、その較差は平成７年に増大している。一方、５位

作目は単一経営農家では２～１ポイント未満、全農家は３～１ポイント未満の範囲を乱高

下し、前者の方が全時点で下回り、その較差は昭和５０年以降に増大している。 

② 八束村 

昭和４０年～平成７年における単一経営農家と全農家の作目農家シェアは米が首位を占

め、その作目農家シェアは単一経営農家では５９～７６％の範囲を概ね上昇基調で推移し、

その過程で昭和５０年に最低となり、平成７年に最高に達し、一方、全農家は５５～７０

％の範囲を乱高下し、その最高は昭和４５年、最低は同５５年となり、平成７年に昭和４

０年の水準に近接している。以上のように米作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点

で上回り、その較差は昭和４０～５０年に２～１ポイント未満の範囲を下降し、同５５年

以降は１０～１３ポイントの範囲を概ね上昇している。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに野菜となり、その作目農家シェアは前者では

２８～１７％、後者は３６～１８％の範囲を乱高下し、その過程で両農家は昭和５５年に

最高となり、最低は前者が同４５年、後者は平成７年となっている。以上のように野菜作

目農家シェアは単一経営農家の方が全時点を通して上回り、その較差は昭和４０～５０年

に１ポイント未満～１ポイントの範囲を上昇し、同５５年以降は８～１０ポイントの範囲

を概ね上昇している。 

３位作目は単一経営農家及び全農家ともに全時点において乳用牛となり、その作目農家

シェアは前者では１０～３％、後者は１０～５％の範囲を乱高下し、その最高は両農家と

もに昭和４０年、最低は前者が同５５年、後者は同４５年となっている。以上の乳用牛作

目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で下回り、その較差は１ポイント未満～３ポイ

ントの範囲を乱高下し、その過程で昭和５５年～平成２年には３～１ポイントの範囲を下

降している。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家が９９～９５％、全農家は９８～９５

％の範囲を乱高下し、その最高は前者が平成７年、後者は昭和４５年、最低は両農家とも

に同５０年となっている。以上の作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回り、

その較差は昭和４０年及び平成７年に３ポイントとなり、他の時点は１ポイント未満とな

っている。 

以上の１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目で補充されている。そ

の４位作目として単一経営農家は工芸農作物、豚、その他の作物、雑穀等、一方、全農家

は工芸農作物、豚、その他の畜産、その他の作物、施設園芸を選択し、また、５位作目と

して単一経営農家はその他の畜産、果樹、豚、肉用牛、一方、全農家は鶏、果樹、豚、鶏、

肉用牛、雑穀等、その他の作物を選択している。以上の作目選択において両農家が共有す

る作目は、４位作目では昭和４０年の工芸農作物、同４５年の豚、同５０年のその他の畜

産及びその他の作物（同一シェア）、同６０年と平成２年のその他の作物となり、一方、

５位作目では共有される作目は見当たらない。 

上記した４位作目農家シェアは単一経営農家では３～１％、全農家は２～１％の範囲を

乱高下し、前者の方が大半の時点で下回り、その較差は１～１ポイント以下となっている。

一方、５位作目農家シェアは単一経営農家では２～１％、全農家は１％以下の範囲を乱高

下し、前者の方が昭和５０年を除く時点で下回り、その較差は１～１ポイント未満となっ

ている。 

以上で記述した単一経営農家における作目農家シェアに関する総農家との対比内容を要

約すると以下のとおりである。 

単一経営農家及び全農家は全時点において米が首位を占め、前者は７６～５９％、後者

は７０～５５％の範囲を乱高下し、前者の方が全時点に亘って上回り、その較差は昭和５

５年以降に増大している。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに全時点に亘って野菜となり、その作目農家シ

ェアは前者は２８～１７％、後者は３６～１８％の範囲を乱高下し、前者の方が全時点を

通して上回り、その較差は昭和５５年以降に増大している。 

３位作目は単一経営農家及び全農家ともに全時点において乳用牛となり、その作目農家
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シェアは前者は１０～３％、後者は１０～５％の範囲を乱高下し、前者の方が全時点を通

して上回り、その較差は昭和５５年以降に増大している。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家は９９～９５％、全農家は９８～９５

％の範囲を乱高下し、前者の方が大半の時点で僅差なが上回っている。 

以上の１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目で補充され、両農家と

も４位作目は工芸農作物、豚、その他の畜産、その他の作物、雑穀等、施設園芸、５位作

目は鶏、その他の畜産、果樹、肉用牛、施設園芸、その他の作物の中から選択され、両農

家が同一作目を共有する時点は４位作目の場合全期間７時点のうち５時点に及んでいる

が、５位作目では該当時点はみられない。 

以上の４位作目農家シェアは単一経営農家では３～１％、全農家は２～１％の範囲を乱

高下し、前者の方が大半の時点で下回り、一方、５位作目農家シェアは単一経営農家は２

～１％未満、全農家は１～１％未満の範囲を乱高下し、前者の方が昭和５０年を除く時点

で下回っている。 

③ 中和村 

昭和４０年～平成７年における単一経営農家及び全農家の作目別農家シェアは米が首位

を占め、その作目農家シェアは前者では９８～７５％、後者は９２～７５％の範囲を乱高

下し、その過程で前者は昭和４５年に最低となり、同６０年には最高に達し、一方、後者

は同４０年に最高となり、同４５年と同５５年に最低となっている。 

以上のように米作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回り、その較差は昭和

４０～５０年に４～０ポイントの範囲を下降し、同５５年以降は１４～７ポイントの範囲

を多少乱高下している。 

２位作目は単一経営農家では昭和４０年に野菜、工芸農作物、乳用牛となり、同４５～

５５年は野菜、同６０年以降は時系列的に施設園芸、花卉・花木、花卉・花木の順に推移

している。一方、全農家は昭和４０年に工芸農作物となり、同４５年～平成２年に野菜と

交代し、同７年にはその他の作物となっている。 

以上の２位作目農家シェアは単一経営農家では２３～１％、一方、全農家は２２～５％

の範囲を乱高下し、その過程で両農家ともに最高は同４５年、最低は同４０年となってい

る。その推移状況を子細にみると、単一経営農家は昭和４０年に１％となり、同４５年に

は２３％に急激に上昇し、その後は１９～２％の範囲を低下基調で推移し、その過程で同

６０年に２％となり、その後は４～３％となっている。一方、全農家は昭和４０年に５％、

同４５年には２２％に急激に上昇し、その後は概ね横ばい状態となり、同６０年以降は８

％前後で推移している。以上のように同作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で下

回り、その較差は昭和４０～５０年に３～０ポイントの範囲を下降し、同５５年～平成７

年には１２～３ポイントの範囲を下降している。 

３位作目は単一経営農家は昭和４０年に該当作目不在となり、同４５～５０年に乳用牛

となり、その後は時系列的に施設園芸、野菜、雑穀等と鶏、施設園芸の順に推移している。

一方、全農家は昭和４０～６０年に乳用牛となり、その過程で同５０年にその他の畜産、

同６０年に施設園芸が加わり、平成２年は施設園芸、肉用牛及びその他の作物、同７年は

施設園芸と乳用牛になっている。 

以上の３位作目農家シェア（複数作目の場合は合計シェア）は単一経営農家では２～１

％、全農家は７～１％の範囲を乱高下し、前者の方が全時点で下回り、その較差は６～０

ポイントの範囲であるが、その大半は２～１ポイントとなっている。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家では１００～９８％の範囲を乱高下

し、その過程で昭和４５～５０年は９９～９８％、他の時点は１００％となっている。一

方、全農家は９９～９６％の範囲を推移し、その過程で最高は昭和４５年、最低は平成７

年となっている。 

以上で記述した１～３位作目農家シェアの残余部分は４、５位作目で補充されている。

しかし、単一経営農家では４位作目は昭和４５～５０年を除く時点、５位作目は全時点に

おいて該当作目不在となり、一方、全農家では５位作目に限り昭和４０～５０年に該当作

目不在となっているが、それは３位あるいは４位作目として補充されているためである。 
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４位作目として単一経営農家はその他の作物、豚、雑穀等、一方、全農家は乳用牛、そ

の他の作物、豚、雑穀等、肉用牛、野菜を選択し、両農家に共通した作目は昭和５０年の

雑穀等とその他の作物のみとなっている。以上の作目農家シェアは単一経営農家は１％の

横ばい状態で推移し、一方、全農家は２～１％未満の範囲を乱高下している。 

５位作目は全農家のみに該当し、昭和４５～５０年を除く時点において時系列的にその

他の畜産、施設園芸、肉用牛、鶏、野菜・肉用牛・雑穀等の順に推移し、各作目農家シェ

アは１％となっている。 

以上で記述した単一経営農家における作目農家シェアに関する全農家との対比内容を要

約すると以下のとおりである。 

単一経営農家及び全農家は全時点において米が首位を占め、前者は９８～７５％、後者

は９２～７５％の範囲を乱高下しているが、前者の方が上回り、その較差は昭和５５年以

降に増大している。 

２位作目は単一経営農家は昭和４０年に野菜、工芸農作物、乳用牛、同４５～５５年に

野菜、同６０年に施設野菜、平成２～７年には花卉・花木となっている。一方、全農家は

昭和４０年に工芸農作物、同４５年～平成２年に野菜、同７年にはその他の作物となり、

両農家が共有する作目は昭和４５～５５年の野菜に過ぎない。以上の作目農家シェアは単

一経営農家が２３～３％、全農家は２２～５％の範囲を乱高下しているが、単一経営農家

の方が全時点に亘って上回り、その較差は昭和５５年以降に拡大している。 

３位作目は単一経営農家は昭和４０年に該当作目不在となり、同４５～５０年に乳用牛

となり、その後は時系列的に施設園芸、野菜、雑穀等と鶏、施設園芸の順に推移している。

一方、全農家は昭和４０～６０年に乳用牛となり、ただ、同５０年にその他の畜産、同６

０年には施設園芸が加わり、平成２年は施設園芸、肉用牛及びその他の作物、同７年は施

設園芸と乳用牛となっている。以上の作目農家シェアは単一経営農家は２～１％、全農家

は７～１％の範囲を乱高下し、前者の方が全時点で下回っている。 

上記した１～３作目農家シェアは単一経営農家は１００～９８％、全農家は９９～９７

％の範囲を乱高下し、前者の方が昭和６０年以降において上回っている。以上の１～３位

作目農家シェアの残余部分は４、５位作目で補充される。しかし、単一経営農家では４位

作目は昭和４５～５０年以外の時点で該当作目不在となり、５位作目は全時点で該当作目

不在となっている。一方、全農家では５位作目に限り昭和４０年、同５５～６０年平成２

年以外の時点で該当作目不在となっている。 

４位作目はその他の作物、豚、雑穀等、乳用牛、肉用牛、野菜の中から選ばれ、単一経

営農家と全農家で共有される作目は昭和５０年の雑穀等とその他の作物に過ぎない。一方、

５位作目は時系列的にその他の畜産、施設園芸、肉用牛、鶏の順に推移している。以上の

作目農家シェアは４位作目では単一経営農家１％、全農家２～１％となり、５位作目農家

シェアは１％となっている。 

④ 湯原町  

昭和４０年～平成７年における単一経営農家及び全農家の作目別農家シェアは米が首位

を占め、前者は９３～６５％、後者は８５～６４％の範囲を乱高下し、その過程で両農家

ともに最高は平成７年、最低は昭和４０年となっている。 

 以上のように同作目農家シェアは単一経営農家の方が全時点で上回り、その較差は昭

和４０～５０年に１～２ポイント、同５５年以降は１３～８ポイントの範囲を乱高下して

いる。 

２位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０～４５年は乳用牛、同５０年はその

他の畜産、同５５年と平成２年は肉用牛となり、昭和６０年には単一経営農家はその他の

作物、全農家は肉用牛、平成７年には前者が乳用牛、後者は施設園芸となっている。以上

の２位作目農家シェアは単一経営農家では１９～３％の範囲を概ね下降し、一方、全農家

では１４～６％の範囲を下降基調で推移し、その過程で最高は昭和５０年、最低は平成７

年となっている。以上のように同作目農家シェアは単一経営農家の方が上回り、その較差

は昭和４０～５０年に８～１ポイントの範囲を下降し、その過程で最低は同４５～５０年

となり、同５５年以降は７～４ポイントの範囲を下降している。 
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３位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０年は工芸農作物、同５０～５５年は

乳用牛、平成７年は肉用牛となっている。しかし、上記以外の時点における作目には両農

家間に差異がみられ、昭和４５年は単一経営農家は工芸農作物、全農家はその他の畜産、

同６０年は前者はその他の作物、後者は肉用牛と乳用牛、平成２年は前者は乳用牛、後者

は施設園芸となっている。以上の３位作目農家シェアは単一経営農家は１０～２％、全農

家は１０～４％の範囲を下降し、その過程で両農家の作目農家シェアは昭和４０年は近似

し、同４５年以降は単一経営農家の方が下回り、その較差は４～１ポイント未満の範囲を

乱高下している。 

上記した１～３位作目農家シェアは単一経営農家では９７～８８％、全農家は９５～８

６％の範囲を乱高下し、前者の方が昭和４５年を除く時点で上回り、その較差は８～１ポ

イント未満の範囲を乱高下している。 

以上の１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目によって補充されてい

る。 

４位作目として単一経営農家は鶏、その他の作物、工芸農作物、野菜、施設園芸、一方

全農家はその他の畜産、工芸農作物、その他の作物、施設園芸、乳用牛を選択し、両農家

で共有される作目は昭和５０年の工芸農作物、同５５年のその他の作物に過ぎない。以上

の作目農家シェアは単一経営農家は３～１％、全農家は９～３％の範囲を乱高下し、前者

の方が全時点で下回っている、 

５位作目として単一経営農家は該当作目不在の昭和６０年を除く他の時点においてその

他の畜産、雑穀等、その他の作物、工芸農作物、施設園芸、一方、全農家は全時点に亘っ

て鶏、その他の作物、施設園芸、乳用牛を選択し、両農家で共有される作目は昭和５０年

及び平成７年のその他の作物となっている。以上の作目農家シェアは前者は２～１％、後

者は４～２％の範囲を乱高下し、前者の方が全時点で下回っている。 

以上で記述した単一経営農家における作目農家シェアに関する全農家との対比内容を要

約すると以下のとおりである。 

単一経営農家及び全農家は全時点を通して米が首位を占め、その作目農家シェアは前者

では６５～９３％、後者は６４～８５％となり、前者の方が全時点において上回り、その

較差は昭和５５年以降に増大している。 

２位作目は単一経営農家と全農家ともに昭和４０～４５年は乳用牛、同５０年はその他

の畜産、同５５年と平成２年は肉用牛となっている。しかし、昭和６０年は単一経営農家

はその他の作物、全農家は肉用牛、平成７年は前者は乳用牛、後者は施設園芸となってい

る。以上の作目農家シェアは単一経営農家は１９～３％、全農家は１４～７％の範囲を下

降基調で推移し、前者は昭和４０～４５年を除く時点において後者を下回っている。 

３位作目は単一経営農家及び全農家ともに昭和４０年は工芸農作物、同５０～５５年は

乳用牛、平成７年は肉用牛となり、上記以外の時点における作目は両農家間に違いがあり、

昭和４５年は単一経営農家は工芸農作物、全農家はその他の畜産、同６０年は前者は乳用

牛、肉用牛、後者はその他の作物、平成２年は前者は乳用牛、後者は施設園芸となってい

る。以上の作目農家シェアは単一経営農家は１０～２％、全農家は１０～４％の範囲を下

降しているが、前者は昭和４０年を除く時点において上回り、その較差は同６０年以降に

増大している。 

以上で記述した１～３位作目農家シェアは単一経営農家は９７～８８％、全農家は９５

～８７％の範囲を乱高下しているが、前者は全時点において後者を上回り、その較差は昭

和５５年以降増大している。 

上記の１～３位作目農家シェアの残余部分の大半は４、５位作目によって補充されてい

る。 

４位作目はその他の作物、工芸農作物、野菜、施設園芸、乳用牛の中から選択され、単

一経営農家と全農家が共有する作目は昭和５０年の工芸農作物に過ぎない。以上の作目農

家シェアは単一経営農家は３～１％、全農家は７～３％の範囲を乱高下し、前者の方が終

始下回っている。 

５位作目は昭和６０年に該当作目不在となり、同年以外の時点においてその他の作物、
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雑穀等、その他の畜産、工芸農作物、施設園芸、鶏の中から選択され、単一経営農家と全

農家が共有する作目は昭和５０年と平成７年のその他の作物に過ぎない。以上の作目農家

シェアは単一経営農家は２～１％、全農家は４～２％の範囲を乱高下し、前者の方が全時

点を通して下回っている。 

 

第第第第１１１１１１１１節節節節 林業経営林業経営林業経営林業経営のののの展開過程展開過程展開過程展開過程 

 

蒜山地域及び４か町村における林業経営の展開過程は農業センサスによってかなり把握

できる。 

本節では昭和３５年以降平成１２年まで１０年ごとに公表されている農業センサス（林

業編）に基づき表５０～５８に記載した林家数、保有山林面積、林家の主業、林業従事世

帯員数、林産物販売林家数の側面から、蒜山地域と４か町村における林業経営の展開の軌

跡を真庭郡及び岡山県と対比しながらたどる。なお、センサス対象林家は昭和３５年～平

成２年は保有山林面積１０ａ以上、同１２年は１ｈａ以上の林家となり、したがって平成

１２年は同２年と厳密には連結しないため、同１２年の関係数値は付記にとどめる。なお、

記述に先立ち２、３の用語について触れておく。 

林家とは世帯である林業事業体をいい、農家林家と非農家林家を含む。そのうち農家林

家とは農家である世帯をいい、保有山林面積が１０ａ以上の林家及び１０ａ以下の農家で

も１年間における農産物販売金額が一定額以上あった世帯をいう。ただし、平成１２年に

は１ha 以上に変更されいている。非農家林家とは農家以外の世帯をいい、保有山林面積は

農家林家の場合と同じである。保有山林とは世帯が単独で経営できる山林のことをいい、

所有山林から貸付林を除いたものに借入林を加えたものをいう。林家の主業とは世帯の生

計の主なよりどころとなっている仕事のことで、２つ以上の異なった仕事がある場合は、

所得の最も多いものを主業とする。林業従事世帯員数とは過去１年間に自分のうちの林業

やよそに雇われて林業の作業に従事した世帯員の数をいう。なお、農家林家の場合は山林

を保有しない農家であっても林業に従事した世帯員があればここに含め、非農家林家は１

ｈａ以上の山林を保有する林家の世帯員で林業に従事した人を計上する。林産物販売林家

とは保有山林から生産された林産物（用材、ほだ木用原木、特用林産物）を販売した林家

をいう。 

  

第第第第１１１１項項項項 林家数及林家数及林家数及林家数及びびびび農家林家数農家林家数農家林家数農家林家数のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

① 林家数と農家林家数の増減 

蒜山地域における昭和３５年の林家数は 1,812 戸となり、その後減少基調で推移し、そ

の過程で同５５年に 1,672 戸と最低を記録し、平成２年に 1,698 戸となり、昭和３５年以

降３０年間における減少率は 6.2%となっている。なお、平成１２年における林家数は 1,047 

戸と記録されている。 

一方、農家林家数は昭和３５年に 1,699 戸を数え、その後減少を続け、平成２年に 1,327 

戸となり、昭和３５年～平成２年の３０年間における減少率は 21.9% となっている。 

上記した農家林家数の減少率は林家数減少率の 6.2%と比べて 15.7 ポイント上回ってい

る。１０年間ごとの減少率の推移をみると、農家林家数の減少率は林家の場合に比べて昭

和３５～４５年期に 2.0 ポイント、同４５～５５年期に 1.4 ポイントと幾分上回っている。

しかし、同５５年～平成２年期に林家は 1.6%増加し、反対に農家林家数は 10.8% 減少し、

この期の著しい減少が林家の全期間に亘る減少率を大幅に上回る誘因となっている。 真

庭郡における林家数をみると、昭和３５年に 6,121 戸となり、その後は増加基調で推移し、

その過程で同５５年に 7,446 戸と最高に達し、平成２年に 7,312 戸となり、昭和３５年以

降３０年間における増加率は 19.5% となり、蒜山地域における 6.2%減少と正反対の推移経

過を示している。なお、平成１２年における林家数は 4,303 戸となっている。 

一方、農家林家数は昭和３５年に 5,848 戸となり、その後増加基調で推移し、その過程

で同４５年に 6,815 戸と最高に達し、その後は減少に転じ、平成２年に 5,851 戸となり、
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昭和３５年以降３０年間における増加率は 0.1%となり、林家数の増加率 19.5%に比べて

19.4 ポイントと大幅に下回っている。以上の真庭郡における農家林家数の３０年間におけ

る 0.1%  増加に対し、蒜山地域の場合は 21.9% の減少となり、両地域における推移経過は

正反対となっている。 

岡山県における林家数は、昭和３５年に 93,412 戸となり、その後減少を続け、平成２年

に 83,779 戸となり、昭和３５年以降３０年間における減少率は 10.3% となっている。以

上の減少率は蒜山地域に比べて 4.1 ポイント上回り、この較差の発生は概ね昭和５５年～

平成２年期における蒜山地域の 1.6%増と岡山県の 3.0%減に起因する。 

一方、農家林家数は昭和３５年に 90,047 戸となり、その後は減少が続き、平成２年に

61,826 戸となり、昭和３５年以降３０年間における減少率は 31.3% となっている。以上の

減少率は蒜山地域に比べて 9.4 ポイント上回り、この較差の発生は昭和４５～５５年期及

び同５５年～平成２年期における減少率の較差に起因し、蒜山地域は前期に 4.5 ポイント、

後期に 6.5 ポイント上回っている。 

② 林家数に対する農家林家数比率の推移 

蒜山地域における林家数に対する農家林家数比率（以下、林家数対農家林家数シェア）

は昭和３５年に 93.8% となり、その後は縮小し、平成２年に 78.2% となっている。なお、

平成１２年には 79.4% と記録されている。以上の平成２年における林家数対農家林家数シ

ェアの昭和３５年に対する縮小の比率は 16.7% となっている。 

真庭郡における林家数対農家林家数シェアは昭和３５年に 95.5% となり、その後は縮小

し、平成２年に 72.4% となり、昭和３５年の時点に比べて 24.2% の縮小となっている。な

お、平成１２年は 79.1% を記録している。以上の林家数対農家林家数シェアは蒜山地域に

比べて、昭和３５年の時点で 1.7 ポイント上回り、反対に同５５年以降は下回り、その較

差は平成２年の時点で 5.8 ポイントに増大している。また、上記した平成２年における同

シェアの昭和３５年に対する縮小率は真庭郡の方が 7.5 ポイント上回っている。 

岡山県における林家数対農家林家数シェアは昭和３５年に 96.4% となり、その後は縮小

し、平成２年に 73.8% となり、昭和３５年の時点に比べて 23.4% の縮小となっている。な

お、平成１２年には 71.9% と記録されている。以上の林家数対農家林家数シェアは蒜山地

域に比べて、昭和３５年に 2.6 ポイント上回り、反対に同５５年以降は下回り、その較差

は平成２年に幾分増大し、4.4 ポイントとなっている。また、上記した平成２年における

同シェアの昭和３５年対する縮小率は岡山県の方が 6.7 ポイント上回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における林家数対農家林家数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）

により岡山県との同シェアの上下関係を整理すると以下のとおりである。 

蒜山地域における特化係数は昭和３５～４５年は 0.97～0.98 となり、同５５年は 1.03、

平成２年は 1.06 となり、同１２年には 1.10 となっている。一方、真庭郡における特化係

数は昭和３５～４５年は 0.99～0.91 、同５５年は 1.02 となり、平成２年は 0.98、同１２

年には 1.10 となっている。 

以上のように蒜山地域における林家数対農家林家数シェアは昭和３５～４５年は岡山県

の平均レベルを僅差ながら割り込み、その後平成２年までは岡山県レベルを、僅差ながら

上回っている。一方、真庭郡の場合は平成２年までの各時点において岡山県の平均レベル

を極僅差ながら下回っている。 

③ 総農家数に対する農家林家数比率の推移 

蒜山地域における総農家数に対する農家林家数比率（以下、総農家数対農家林家数シェ

ア）は昭和３５年に 69.7% となり、その後拡大パタ－ンで推移し、平成２年に 80.9% とな

っている。なお、平成１２年には 59.8% と記録されている。以上の平成２年における同シ

ェアの昭和３５年に対する拡大の比率は 16.1% となっている。 

真庭郡における総農家数対農家林家数シェアは昭和３５年に 62.4% となり、その後拡大

を続け、平成２年に 85.8% となっている。なお、平成１２年は 57.9%を記録している。上

記した平成２年における同シェアの昭和３５年に対する拡大率は 37.5% となっている。 

以上の総農家数対農家林家数シェアは蒜山地域に比べて、昭和３５年の時点で 7.3 ポイ

ント下回り、反対に同４５年以降は上回り、平成２年における較差は 4.9 ポイントとなっ
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ている。また、上記した平成２年における同シェアの昭和３５年に対する拡大率は 21.4

ポイント上回っている。 

岡山県における総農家数対農家林家数シェアは昭和３５年に 52.2% となり、その後は緩

やかな拡大パタ－ンで推移し、平成２年に56.0% となっている。なお、平成１２年には29.8% 

と記録されている。上記した平成２年における同シェアの昭和３５年に対する拡大率は

7.3%となっている。 

上記した総農家数対農家林家数シェアは蒜山地域に比べて、昭和３５年の 17.5 ポイント

下回り、その較差は時系列的に増大し、平成２年に 24.9 ポイントとなっている。また、上

記した平成２年における同シェアの昭和３５年の同シェアに対する拡大率は 8.8 ポイント

下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における総農家数対農家林家数シェアの特化係数（岡山県＝

1.00）を使って同シェアの岡山県との上下関係を整理すると以下のとおりある。 

蒜山地域における特化係数は昭和３５年に 1.34 となり、その後は極めて緩やかに上昇

し、平成２年に 1.40 台に乗り、1.44 となり、同１２年には 2.79 と記録されている。一方、

真庭郡の場合は昭和３５年に 1.29 となり、蒜山地域を幾分下回っているが、同４５年に

1.43 と上昇し、蒜山地域を上回り、その後も上昇を続け、平成２年に 1.53 となり、同１

２年には 1.94 と記録されている。以上のように蒜山地域における総農家数対農家林家数シ

ェアは昭和３５年以降、各時点において岡山県の平均レベルをかなり上回り、一方、真庭

郡は蒜山地域以上に上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における林家数の推移に関する内容を真庭郡及び岡山県と対比

し、要約すると以下のとおりある。 

蒜山地域における林家数は昭和３５年に 1,812 戸となり、その後は減少基調で推移し、

平成２年に 1,698 戸となり、昭和３５年以降３０年間の減少率は 6.2%となっている。なお、

平成１２年には 1,047 戸となっている。 

真庭郡における林家数は増加基調で推移し、岡山県の場合は一貫して減少し、昭和３５

年～平成２年間に真庭郡は 19.5% 増、岡山県は 10.3% 減となっている。 

上記した蒜山地域における林家数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対

岡山県比）をみると、対真庭郡比は昭和３５年に 29.6% となり、同４５年に 23.9%と低下

し、その後は概ね横ばい状態となり、平成２年に 23.2% となり、同１２年には 24.3% と記

録されている。一方、対岡山県比は昭和３５年に 1.93% となり、その後は横ばい状態で推

移し、平成２年に 2.02% と僅差ながら上昇し、同１２年は 2.80% を記録している。 

蒜山地域における農家林家数は昭和３５年に 1,699 戸となり、その後一貫して減少し、

平成２年に 1,327 戸となり、昭和３５年以降３０年間の減少率は 21.9% となっている。な

お、平成１２年には８３１戸と記録されている。 

真庭郡における農家林家数は昭和４５年に急増し、その後は縮小に転じ、岡山県の場合

は一貫して減少し、昭和３５年以降３０年間に真庭郡は 0.1%増加、一方、岡山県は 31.3% 

減少となっている。 

上記した蒜山地域における農家林家数の対真庭郡比は昭和３５年に 29.1% となり、同４

５年に 23.9%に急落した後は概ね横ばい状態で推移し、平成２年に 22.7% 、同１２年は

24.4% を記録している。一方、対岡山県比は昭和３５年に 1.89% となり、その後は緩やか

に上昇し、平成２年に 2.14% となり、同１２年は 3.10% を記録している。 

蒜山地域における林家数に占める農家林家数割合（以下、林家数対農家林家数シェア）

は昭和３５年に 93.8% となり、その後は一貫して縮小し、平成２年に 78.2% となり、昭和

３５年以降３０年間における同シェアの縮小率は 16.6% となっている。なお、平成１２年

における同シェアは 79.4% と記録されている。 

一方、真庭郡及び岡山県における林家数対農家林家数シェアは昭和３５年にそれぞれ

95.5% 、96.4% となり、その後は縮小基調で推移し、平成２年にはそれぞれ 72.4% 、73.8% 

となっている。なお、平成１２年における同シェアは真庭郡 79.1% 、岡山県 71.9% と記録

されている。 

蒜山地域及び真庭郡における林家数対農家林家数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）に
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より岡山県における同シェアとの上下関係をみると、蒜山地域は昭和３５～４５年間は岡

山県の平均レベルを極僅差ながら割り込み、その後は同レベルを極僅差なが上回っている。 

上記した真庭郡及び岡山県の平成２年における同シェアの昭和３５年に対する縮小率は

それぞれ 24.2% 、23.4% となり、蒜山地域に比べてそれぞれ 7.5 ポイント、6.8 ポイント

上回っている。 

蒜山地域における総農家数に占める農家林家数割合（以下、総農家数対農家林家数シェ

ア）は昭和３５年に 69.7% となり、その後は一貫して拡大し、平成２年に 80.9%となり、

昭和３５年以降３０年間における同シェアの拡大率は 16.1% となっている。なお、平成１

２年における同シェアは 59.8% を記録している。 

一方、真庭郡及び岡山県における総農家数対農家林家数シェアは昭和３５年にそれぞれ

62.4% 、52.2% となり、その後、拡大パタ－ンで推移し、平成２年にそれぞれ 85.8% 、56.0% 

となっている。なお、平成１２年における同シェアは真庭郡 57.9% 、岡山県 29.8% と記録

されている。 

蒜山地域及び真庭郡における総農家数対農家林家数シェアの特化係数から、蒜山地域は

全時点において岡山県の平均レベルをかなり上回り、一方、真庭郡は蒜山地域以上に上回

っている。 

上記した真庭郡及び岡山県の平成２年における同シェアの昭和３５年に対する拡大率は

それぞれ 37.5% 、7.3%となり、蒜山地域に比べて真庭郡は 21.4 ポイント上回り、岡山県

は 8.8 ポイント下回っている。 

以上で記述しように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における総農家数対農家林家数シェア

は、昭和３５年以降時系列的に拡大している。しかし、先に記述した林家数対農家林家数

シェアは時系列に縮小している。以上の林家数のうち非農家林家数割合が拡大し、一方、

農家林家数割合が縮小するなかで、総農家数に占める農家林家数割合が拡大する様態は極

めて興味深い動向である。 

（２） ４か町村 

① 林家数と農家林家数の増減 

４か町村における林家数は、昭和３５年に湯原町９３１戸（町村別構成割合 51.4% ）、

川上村３２７戸（同 18.0% ）、八束村２９６戸（同 16.3% ）、中和村２５８戸（同 14.2% ）

の順になっている。 

同年以降、湯原町は減少基調で推移し、その過程で同５５年に７６６戸と最低になり、

その後僅差ながら増加し、川上村は増加基調で推移し、その過程で同５５年に３４２戸と

最高に達し、その後幾分減少し、八束村は一貫して増加し、中和村は一貫して減少してい

る。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町７７３戸（同 45.5% ）、八束村３８２戸（同

22.5% ）、川上村３３６戸（同 19.8% ）、中和村２０７戸（同 12.2% ）の順になっている。

なお、平成１２年には湯原町５７０戸（同 54.4% ）、川上村１８３戸（同 17.5% ）、中和

村１４９戸（同 14.2% ）、八束村１４５戸（同 13.8% ）の順になっている。 

上記した林家数の昭和３５年～平成２年間における増減率をみると、八束村と川上村は

それぞれ 29.1% 、2.8%の増加、反対に中和村と湯原町はそれぞれ 19.8% 、17.0% の減少と

なっている。 

一方、４か町村における農家林家数は、昭和３５年に湯原町８３１戸（同 49.8% ）、川

上村３２６戸（同 19.2% ）、八束村２９３戸（同 17.2% ）、中和村２４９戸（同 14.7% ）

の順になっている。 

同年以降、湯原町は一貫して減少し、川上村は減少基調で推移し、その過程で同４５年

に３３１戸と最高に達し、その後かなり急速に減少し、八束村は増加基調で推移し、その

過程で同５５年に３１３戸と最高に達し、その後緩やかに減少し、中和村は一貫して減少

している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町５６０戸（同 42.1% ）、八束村３０５戸（同

23.0% ）、川上村２９０戸（同 21.9% ）、中和村１７２戸（同 13.0% ）の順になっている。

なお、平成１２年には湯原町４３３戸（同 52.1% ）、川上村１５２戸（同 18.3% ）、中和
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村１２９戸（同 15.5% ）、八束村１１７戸（同 14.1% ）の順になっている。 

上記した農家林家数の昭和３５年～平成２年間における増減率をみると、八束村は 4.1%

の増加、反対に湯原町 32.6% 、中和村 30.9% 、川上村 11.0% の減少となっている。 

② 林家数に占める農家林家数割合の推移 

４か町村における林家数に占める農家林家数割合（以下、林家数対農家林家数シェア）

は、昭和３５年に川上村 99.7% 、八束村 99.0% 、中和村 96.5% 、湯原町 89.3% の順にな

っている。 

同年以降、上記の同シェアは湯原町を除く３か村では一貫して縮小し、湯原町は縮小基

調で推移し、その過程で同５５年に幾分拡大し、その後急落している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における同シェアは川上村 86.3% 、中和村 83.1% 、

八束村 79.8% 、湯原町 72.4% の順になっている。なお、平成１２年には中和村 86.6% 、

川上村 83.1% 、八束村 80.7% 、湯原町 76.0% の順になっている。 

上記した平成２年における林家数対農家林家数シェアの昭和３５年に対する縮小の比率

は八束村 19.4% 、湯原町 18.9% 、中和村 13.9% 、川上村 13.4% の順になっている。 

次に４か町村における林家数対農家林家数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）により、

同シェアの４か町村間における上下関係を整理すると以下のとおりである。 

４か町村における特化係数は昭和３５年に川上村と八束村各 1.03、中和村 1.00、湯原町

0.93 となり、その後、平成２年までの間に川上村は 1.06～1.17 、八束村は 1.01～1.08 、

中和村は 1.04～1.13 、湯原町は 0.91～0.98 の範囲を上昇し、湯原町を除く３か村は岡山県

の平均レベルを僅差ながら上回り、そのなかで３か村間における較差は極めて小さく、林

家数対農家林家数シェアにおける上下関係は概ねみられない。しかし、湯原町の同シェア

は岡山県の平均レベルを極僅差ながら下回っている。なお、平成１２年における特化係数

は中和村 1.20、八束村 1.12、湯原町 1.06、川上村 1.05 の順になっている。 

③ 総農家数に占める農家林家数割合の推移 

４か町村における総農家数に占める農家林家数割合（以下、総農家数対農家林家数シェ

アは、昭和３５年に中和村 92.9% 、湯原町 91.2% 、川上村 56.6% 、八束村 43.0% の順に

なっている。同年以降、中和村は拡大基調で推移し、その過程で同４５年に 98.8% と最高

に達し、その後急落し、湯原町は概ね拡大を続け、川上村と八束村は一貫して拡大してい

る。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町 95.1% 、中和村 94.0% 、川上村 73.6% 、

八束村 64.2% の順にっている。なお、平成１２年には湯原町 83.9% 、中和村 81.6% 、川

上村 45.2% 、八束村 30.8% の順になっている。 上記した平成２年における総農家数対農

家林家数シェアの昭和３５年に対す拡大の比率は八束村 49.3% 、川上村 30.0% 、湯原町

4.3%、中和村 1.2%の順になっている。 

次に４か町村における総農家数対農家林家数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）により、

同シェアの４か町村における上下関係を整理すると以下のとおりである。 

４か町村における特化係数は昭和３５年に中和村 1.78、湯原町 1.75、川上村 1.08、八

束村 0.82 の順になっている。その後、中和村と湯原町は極僅差ながら低下し、川上村と八

束村は緩やかに上昇し、その過程で八束村は昭和５５年に 1.02 と初めて 1.00 台に達し、

平成２年に湯原町 1.70、中和村 1.68、川上村 1.31、八束村 1.15 の順になっている。 

以上のように八束村を除く３か町村の特化係数は昭和３５年以降、岡山県の平均レベル

を上回り、とくに中和村と湯原町は大幅に上回り、しかも、両町村間の係数は近似し、一

方、川上村における特化係数は岡山県の平均レベルを上回っているものの中和村や湯原町

に及ばず、八束村は同５５年以降に岡山県の平均レベルを超えているが、川上村を下回っ

ている。 

上記した４か町村における総農家数対農家林家数シェアの特化係数の数値から、八束村

における昭和３５～４５年を除く時点、そして他の３か町村における全時点に亘り、同シ

ェアは岡山県の平均レベルを上回り、そのなかでとくに中和村と湯原町は大幅に上回り、

両町村間に上下関係はほとんでみられない。一方、川上村と八束村における同シェアは大

幅に下回り、とくに八束村は最低となっている。なお、平成１２年における同シェアの特
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化係数は湯原町 2.82、中和村 2.74、川上村 1.51、八束村 1.03 の順になっている。 

以上で記述した４か町村における林家数の推移に関する内容を要約すると以下のとおり

である。 

４か町村における林家数は昭和３５年に湯原町９３１戸、川上村３２７戸、八束村２９

６戸、中和村２５８戸の順になり、その後、湯原町は減少基調、中和村は減少パタ－ンで

推移し、反対に川上村は増加基調、八束村は増加パタ－ンで推移し、平成２年に湯原町７

７３戸、八束村３８２戸、川上村３３６戸、中和村２０７戸となり、昭和３５年以降３０

年間における増減率は中和村 19.8% 、湯原町 17.0% の減少、反対に八束村 29.1% 、川上

村 2.8%の増加となっている。 

４か町村における農家林家数は昭和３５年に湯原町８３１戸、川上村３２６戸、八束村

２９３戸、中和村２４９戸の順になり、その後、湯原町と中和村は一貫して減少し、反対

に八束村は増加基調、川上村は減少基調で推移し、平成２年に湯原町５６０戸、八束村３

０５戸、川上村２９０戸、中和村１７２戸となり、昭和３５年以降３０年間における増減

率は、湯原町 32.6% 、中和村 30.9% 、川上村 11.0% の減少、反対に八束村は 4.1%の増加

となっている。 

４か町村における林家数に占める農家林家数割合（以下、林家数対農家林家数シェア）

は、川上村 99.7% 、八束村 99.0% 、中和村 96.5% 、湯原町 89.3% の順になり、その後、

各町村とも縮小し、平成２年に川上村 86.3% 、中和村 83.1% 、八束村 79.8% 、湯原町 72.4% 

の順になっている。なお、平成１２年には中和村 86.6% 、川上村 83.1% 、八束村 80.7% 、

湯原町 76.0% の順になっている。上記した平成２年における林家数対農家林家数シェアの

昭和３５年に対する縮小の比率は、八束村 19.4% 、湯原町 18.9% 、中和村 13.9% 、川上

村 13.4% の順になっている。 

４か町村における林家数対農家林家数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）の数値から、

湯原町を除く３か村におけ林家数対農家林家数シェアは岡山県の平均レベルを僅差ながら

上回り、そのなかで同シェアの３か村間較差は僅差に過ぎない。一方、湯原町の同シェア

は岡山県レベルを極僅差ながら割り込み、４か町村のなかで最低となっている。 

４か町村における総農家数に占める農家林家数割合（以下、総農家数対農家林家数シェ

ア）は、昭和３５年に中和村 92.9% 、湯原町 91.2% 、川上村 56.6% 、八束村 43.0% の順

になり、その後、中和村と湯原町は拡大基調、川上村と八束村は一貫して拡大し、平成２

年に湯原町 95.1% 、中和村 94.0% 、川上村 73.6% 、八束村 64.2% の順になっている。な

お、平成１２年における同シェアは湯原町 83.9% 、中和村 81.6% 、川上村 45.2% 、八束

村 30.8% の順になっている。以上の平成２年における総農家数対農家林家数シェアの昭和

３５年に対する拡大率は八束村 49.3% 、川上村 30.0% 、湯原町 4.3%、中和村 1.2%の順に

なっている。 

４か町村における総農家数対農家林家数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）の数値から、

八束村を除く３か町村における同シェアは昭和３５年以降全時点において岡山県の平均レ

ベルを上回り、とくにに中和村と湯原町は大幅に上回り、そのなかで両町村の同シェアは

近似している。川上村における同シェアは中和村と湯原町を大幅に下回るなかで、時系列

的に上昇している。一方、八束村における同シェアは昭和５５年に初めて岡山県の平均レ

ベルを極僅差ながら上回り、４か町村のなかで最低となっている。 

上述したように総農家数対農家林家数シェアは全時点を通して中和村と湯原町が著しく

高く、しかも９０％台で近似しており、一方、川上村と八束村は大幅に下回り、概ね前者

は７０％台以下、後者は６０％台以下となっている。 

上記した総農家数対農家林家数シェアの推移状況のなかで、川上村と八束村は中和村及

び湯原町に比べて、時系列的により急速に拡大している。林家数対農家林家数シェアは各

町村とも比較的近似の速度で時系列的に縮小している。 

４か町村における林家数のうち非農家林家数割合が拡大し、農家林家数割合が縮小する

様態の中で、川上村と八束村における総農家数対農家林家数シェアの顕著な時系列的拡大

は注目に値する。 
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第第第第２２２２項項項項 保有山林面積保有山林面積保有山林面積保有山林面積のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における保有山林面積は、昭和３５年に 5,358ha となり、その後増加基調で推

移し、その過程で同４５年に 6,969ha と最高に達し、その後は緩やかな減少に転じ、平成

２年に 6,344ha となり、昭和３５年以降３０年間における増加率は 18.4% となっている。

なお、平成１２年における同面積は 6,650ha と記録されている。 

上記した保有山林面積の林家１戸当たり面積は、昭和３５年に 3.0ha となり、同４５年

に 4.0ha と最高に達し、その後緩やかに減少し、平成２年に 3.7ha となっている。なお、

平成１２年には 6.4ha と記録されている。 

真庭郡における保有山林面積は、昭和３５年に 17,673ha となり、その後増加基調で推移

し、その過程で同５５年に 24,592ha と最高に達し、その後僅差ながら減少し、平成２年に

24,385ha となり、昭和３５年以降３０年間における増加率は 38.0% となっている。なお、

平成１２年の同面積は 23,114ha と記録されている。 

以上の真庭郡における増加率は蒜山地域に比べて 19.6 ポイント上回っている。それは昭

和４５～５５年と同５５年～平成２年の両期における増減率の較差によるもので、蒜山地

域は前期に 6.9%、後期に 2.2%の減少となり、一方、真庭郡は前期に 8.8%の増加、後期に

0.8%の減少となっている。 

上記した保有山林面積の林家１戸当たり面積は、昭和３５年に 2.9ha となり、蒜山地域

に比べて 0.1ha 下回っている。同面積はその後幾分増加し、昭和５５年～平成２年に 3.3ha 

と最高に達し、蒜山地域に比べて 0.4ha 下回っている。なお、平成１２年には 5.4ha と記

録されている。 

岡山県にける保有山林面積は、昭和３５年に 166,656ha となり、その後は一貫して増加

し、平成２年に 194,597ha となり、昭和３５年以降３０年間における増加率は 16.8% とな

り、蒜山地域に比べて 1.6 ポイント下回っている。その主因は昭和３５～４５年期におけ

る増加率の較差によるもので、その増加率は蒜山地域 30.1% 、岡山県 10.2% となっている。

ちなみに真庭郡の場合は 27.9% となっている。なお、平成１２年おける同面積は 164,337ha 

と記録されている。 

以上の保有山林面積の林家１戸当たり面積は、昭和３５年に 1.8ha となり、蒜山地域に

比べて 1.2ha 下回っている。昭和４５年に 2.0ha に増加し、その後僅差ながら増加し、平

成２年に 2.3ha となり、蒜山地域を 1.4ha 下回っている。なお、平成１２年には 4.4ha と

記録されている。 

先に記述した蒜山地域における保有山林面積の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、

対真庭郡比及び対岡山県比）ついてみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３５～４５年に 30.3～30.8%、同５５年～平成２年に 26.4～26.0%とな

っている。なお、平成１２年は 28.8% を記録している。一方、対岡山県比は昭和３５年に

3.21% となり、同４５年～平成２年は 3.80～3.26%の範囲を下降している。なお、平成１２

年には 4.05% と記録されている。 

上記した保有山林面積のうち農家林家の同面積は平成２年に初めて公表され、同年にお

ける保有山林面積に占める農家林家の同面積割合は蒜山地域 84.7% 、真庭郡 85.2% 、岡山

県 78.3% となっている。なお、平成１２年には蒜山地域 83.2% 、真庭郡 78.8% 、岡山県

72.5% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における保有山林面積の推移について真庭郡及び岡山県と対比

し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における保有山林面積は、昭和３５年に 5,358ha となり、その後増加基調で推

移し、平成２年に 6,344ha となり、昭和３５年以降３０年間における増加率は 18.4% とな

っている。なお、平成１２年には 6,650ha と記録されている。一方、真庭郡及び岡山県に

おける保有山林面積もまた、昭和３５年～平成２年間に増加基調で推移し、その増加率は

真庭郡 38.0% 、岡山県 16.8% となり、蒜山地域と比べて真庭郡は 19.6% ポイント上回り、

反対に岡山県は 1.6 ポイント下回っている。 

上記した蒜山地域における保有山林面積の対真庭郡比と対岡山県比はそれぞれ昭和３５
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年に 30.3% 、3.21% 、平成２年に 26.0% 、3.26% 、同１２に 28.8% 、4.05% となってい

る。 

保有山林面積に占める農家林家の同面積割合は、平成２年に蒜山地域 84.7% 、真庭郡

85.2% 、岡山県 78.3% となり、同１２年にはそれぞれ 83.2% 、78.8% 、72.5% と記録され

ている。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における林家１戸当たり保有山林面積は昭和３５年にそれ

ぞれ 3.0ha 、2.9ha 、1.8ha 、同様に平成２年には 3.7ha 、3.3ha 、2.3ha となり、蒜山

地域の方が各時点において上回っている。なお、平成１２年には蒜山地域 6.4ha 、真庭郡

5.4ha 、岡山県 4.4ha と記録されている。 

（２） ４か町村 

４か町村における保有山林面積は、昭和３５年に湯原町 3,294ha （町村別構成比 61.5% ）、

川上村９２０ha（同 17.2% ）、中和村６８８ha（同 12.8% ）、八束村４５６ha（同 8.5%）

の順になっている。 

上記の面積は同年以降、川上村を除く３か町村は増加基調で推移し、その過程で中和村

と湯原町は同４５年にそれぞれ 1,046ha 、4,514ha 、また、八束村は同５５年に７７９ha

と最高に達し、その後は中和村と湯原町は急落し、八束村は緩やかに減少している。一方、

川上村は一貫して減少を続けている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町 3,979ha （同 62.7% ）、川上村８１１ha

（同 12.8% ）、中和村７９８ha（同 12.6% ）、八束村７５６ha（同 11.9% ）の順になり、

昭和３５年以降３０年間における増加率は八束村 65.8% 、湯原町 20.8% 、中和村 16.0% 

の順になり、反対に川上村は 11.8% の減少となっている。 

上記した八束村の突出した増加率は昭和４５～５５年の高い増加率、一方、中和村と湯

原町におけるかなり高い減少率によるものである。すなわち昭和３５～４５年期の増加率

は中和村 84.9%、湯原町 37.1%、八束村 18.2% の順に低下しているが、同４５～５５年期

に八束村は 44.5%と増加し、反対に中和村と湯原町はそれぞれ 17.4% 、11.0% の減少とな

っている。なお、平成１２年における保有山林面積は湯原町 3,529ha （同 53.0% ）、中和

村 1,641ha （同 24.7% ）、川上村８３０ha（同 12.5% ）、八束村６５０ha（同 9.8%）と

記録されている。 

４か町村における保有山林面積に占める農家林家の同面積が占める割合は、平成２年に

中和村 88.8% 、川上村 88.7% 、湯原町 84.7% 、八束村 76.2% の順になっている。なお、

平成１２年には中和村 95.6% 、湯原町 82.5% 、八束村 78.0% 、川上村 65.5% と記録され

ている。 

４か町村における林家１戸当たり保有山林面積は、昭和３５年に湯原町 3.5ha 、川上村

2.8ha 、中和村 2.7ha 、八束村 1.5ha の順になっている。同年以降、川上村を除く３か町

村は増加基調で推移し、その過程で中和村は同４５年に 4.3ha 、八束村と湯原町は昭和５

５年にそれぞれ 2.2ha 、5.2ha と最高に達し、一方、川上村は一貫して減少パタ－ンで推

移している。 

上記の推移経過のもとで、平成２年に湯原町 5.1ha 、中和村 3.9ha 、川上村 2.4ha 、

八束村 2.0ha の順になっている。なお、平成１２年には中和村 11.0ha、湯原町 6.2ha 、

川上村と八束村各 4.5ha と記録されている。 

以上で記述した４か町村における保有山林面積の推移に関する内容を要約すると以下の

とおりである。 

４か町村における保有山林面積は昭和３５年に湯原町 3,294ha 、川上村９２０ha、中和

村６８８ha、八束村４５６ha の順になり、その後、川上村を除く３か町村は増加基調で推

移し、一方、川上村は一貫して減少し、平成２年に湯原町 3,979ha 、川上村８１１ha、中

和村７９８ha、八束村７５６ha の順になり、昭和３５年以降３０年間における増加率は八

束村 65.8%、湯原町 20.8% 、中和村 16.0% の順になり、反対に川上村は 11.8% の減少とな

っている。なお、平成１２年には湯原町 3,529ha 、中和村 1,641ha 、川上村８３０ha、八

束村６５０ha と記録されている。 

４か町村における保有山林面積に占める農家林家の同面積割合は平成２年に中和村
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88.8% 、川上村 88.7% 、湯原町 84.7% 、八束村 76.2% の順になっている。なお、平成１

２年には中和村 95.6% 、湯原町 82.5% 、八束村 78.0% 、川上村 65.5% と記録されている。 

４か町村における林家１戸当たり保有山林面積は、昭和３５年に湯原町 3.5ha 、川上村

2.8ha 、中和村 2.7ha 、八束村 1.5ha の順になり、その後川上村を除く３か町村は増加基

調で推移し、一方、川上村は一貫して減少し、平成２年には湯原町 5.1ha 、中和村 3.9ha 、

川上村 2.4ha 、八束村 2.0ha の順にっている。なお、平成１２年には中和村 11.0ha、湯

原町 6.2ha 、川上村と八束村各 4.5ha と記録されている。 

 

第第第第３３３３項項項項 保有山林面積規模別林家保有山林面積規模別林家保有山林面積規模別林家保有山林面積規模別林家数割合数割合数割合数割合のののの推移推移推移推移 

前項で記述した蒜山地域と４か町村における保有山林面積の規模別林家数割合及び同割

合の特化係数の推移状況について表５１、表５２に基づき、真庭郡及び岡山県と対比し記

述する。なお、表示した資料は昭和３５年～平成２年は保有山林面積１０ａ以上の林家、

平成１２年は１ha 以上の林家を対象としたものである。したがって平成２年と同１２年は

厳密には連結しないため、同１２年は付記にとどめる。 

本項における保有山林面積規模別林家階層は、１ha 未満、１～５ha、５～１０ha、１０

～２０ha、２０～５０ha、５０～１００ha、１００ha 以上の７階層に区分し、平成１２年

は１ha 未満階層は不詳となっている。 

（１） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

昭和３５年における保有山林面積規模別林家数割合（以下、階層シェア）は１ha 未満階

層 30.3% 、１～５ha 階層 55.4% 、５～１０ha 階層 9.4%、１０～２０ha 階層 3.6%、２０

～５０ha 階層 1.0%、５０～１００ha 階層 0.2%、１００ha 以上階層 0.1%となっている。 

同年以降、１ha 未満階層は縮小し、同４５年に 25.2% と最低を記録し、その後は拡大に

転じ、平成２年に最高に達している。１～５ha 階層は一貫して縮小し、５～１０ha と１０

～２０ha の両階層は拡大基調で推移し、その過程で前者は昭和４５年、後者は同５５年に

それぞれ 16.0% 、7.3%と最高に達している。２０～５０ha と５０～１００ha の両階層は

極僅差ながら一貫して拡大し、１００ha 以上階層は横ばい状態で推移し、平成２年に縮小

に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に１ha 未満階層 31.5% 、１～５ha 階層 44.5% 、５

～１０ha 階層 14.4% 、１０～２０ha 階層 6.8%、２０～５０ha 階層 2.4%、５０～１００ha

階層 0.4%、１００ha 以上階層 0.0%となっている。なお、平成１２年には１～５ha 階層

66.2% 、５～１０ha 階層 19.8% 、１０～２０ha 階層 10.1% 、２０～５０ha 階層 3.1%、５

０～１００ha 階層 0.6%、１００ha 以上階層 0.2%と記録されている。 

上記した階層シェアのうち５ha 未満階層の推移状況をみると、昭和３５年に 85.7%とな

り、同４５年には 74.7%に急激に縮小し、その後は 75.2～76.0%の範囲を推移している。一

方、１０ha 未満階層は昭和３５年に 95.1% となり、同４５年に 90.7%に縮小し、その後は

90.1～90.4%の範囲となっている。 

なお、５ha 未満階層シェアのうち１ha 未満階層は先に記述したように昭和３５年に

30.3% となり、同４５年に 25.2%に急激に縮小し、その後は 29.2～31.5%の範囲を時系列的

に上昇し、１～５ha 階層は同３５年に 55.4% となり、同４５年には 49.5%に急激に縮小し、

その後は 46.0～44.5%の範囲を下降している。 

上記した５ha 未満階層シェアと１０ha 未満階層シェアの較差は５～１０ha 階層シェア

に相当し、その階層シェアは先に記述したように昭和３５年に 9.4%となり、同４５年には

16.0% と急激に拡大し、その後は 14.9～14.4%の範囲を推移している。 

以上で記述したように昭和３５年の時点で林家の 85.7% は５ha 未満階層に分布し、その

内訳は１～５ha 階層 55.4% 、１ha 未満階層 30.3% となり、一方、５～１０ha 階層は 9.4%

となっている。昭和４５年には林家の 74.7% は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５

ha 階層 49.5% 、１ha 未満階層 25.2% となり、一方、５～１０ha 階層は 16.0% となってい

る。昭和５５年には林家の 75.2% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層

46.0% 、１ha 未満階層 29.2% となり、一方、５～１０ha 階層 14.9% となっている。平成
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２年の時点では林家の 76.0% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層 44.5% 、

１ha 未満階層 31.5%となり、一方、５～１０ha 階層 14.4% となっている。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で５ha 未満階層林家

は５～１０ha 階層への移動を開始し、同５５年以降は１～５ha 階層林家の１ha 未満階層

への移動がみられる。 

② 真庭郡 

昭和３５年における保有山林面積規模別林家数割合（以下、階層シェア）は、１ha 未満

階層 39.9% 、１～５ha 階層 45.6% 、５～１０ha 階層 9.5%、１０～２０ha 階層 3.6%、２

０～５０ha 階層 1.1%、５０～１００ha 階層 0.2%、１００ha 以上階層 0.1%となっている。 

同年以降、１ha 未満階層は僅差ながら縮小し、１～５ha 階層は同４５年に極僅差ながら

縮小し、その後は横ばい状態となり、反対に５～１０ha と１０～２０ha の両階層は同４５

年に拡大し、その後は概ね横ばい状態となり、２０～５０ha と５０～１００ha の両階層は

極僅差ながら拡大を続け、１００ha 以上階層は横ばい状態で推移している。 

上記の推移経過のもとで、平成２年に１ha 未満階層 37.1% 、１～５ha 階層 43.6% 、５

～１０ha 階層 11.5% 、１０～２０ha 階層 5.7%、２０～５０ha 階層 1.7%、５０～１００ha

階層 0.2%、１００ha 以上階層 0.1%となっている。なお、平成１２年には１～５ha 階層

68.8% 、５～１０ha 階層 18.1% 、１０～２０ha 階層 9.7%、２０～５０ha 階層 2.8%、５０

～１００ha 階層 0.4%、１００ha 以上階層 0.1%と記録されている。 

以上の階層シェアのうち５ha 未満階層は昭和３５年に 85.5% となり、同４５年に 81.8% 

に縮小し、その後は 80.9～80.7%の範囲を推移している。一方、１０ha 未満階層は昭和３

５年に 95.0% となり、同４５年に 93.1%に縮小し、その後は 92.5～92.2%の範囲を推移して

いる。 

なお、５ha 未満階層シェアのうち１ha 未満階層は先に記述したように昭和３５年に

39.9% となり、同４５年に 38.2% と僅差ながら縮小し、その後は 36.9～37.1%の範囲を時

系列的に上昇し、一方、１～５ha 階層は同３５年に 45.6% となり、同４５年に 43.6% と

僅差ながら縮小し、その後は 44.0～43.6%の範囲を推移している。 

上記した５ha 未満階層シェアと１０ha 未満階層シェアの較差は５～１０ha 階層シェア

に相当し、その階層シェアは先に記述したように昭和３５年に 9.5%となり、同４５年には

11.3% と幾分急激に拡大し、その後は 11.6～11.5%の範囲を推移している。 

以上で記述したように昭和３５年の時点で、林家の 85.5% は５ha 未満階層に分布し、そ

の内訳は１～５ha 階層 45.6% 、１ha 未満階層 39.9% となり、一方、５～１０ha 階層は 9.5%

となっている。昭和４５年には林家の 81.8% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５

ha 階層 43.6% 、１ha 未満階層 38.2% となり、一方、５～１０hg 階層は 11.3% となってい

る。昭和５５年以降における林家の階層別分布状態は同４５年の時点と大きく変わってい

ない。 

上記した林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で５ha 未満階層林家は５

～１０ha 階層への移動の兆しがあるが、その後における新たな展開はみられない。 

③ 岡山県 

昭和３５年における保有山林面積規模別林家数割合（以下、階層シェア）は、１ha 未満

階層 59.8% 、１～５ha 階層 32.6% 、５～１０ha 階層 4.9%、１０～２０ha 階層 1.9%、２

０～５０ha 階層 0.7%、５０～１００ha 階層 0.1%、１００ha 以上階層 0.0%となっている。 

同年以降、１ha 未満階層シェアは同４５年に比較的急速に縮小し、その後は極めて緩や

かに縮小し、反対に１～５ha 階層は同年に幾分急速に拡大し、その後は概ね横ばい状態と

なり、５～１０ha、１０～２０ha、２０～５０ha の３階層は同年に幾分急激に拡大し、そ

の後は極めて緩やかに拡大し、５０～１００ha 以上階層は概ね横ばい状態で推移してい

る。 

上記の推移経過のもとで、平成２年に１ha 未満階層 53.2% 、１～５ha 階層 35.5% 、５

～１０ha 階層 6.8%、１０～２０ha 階層 3.1%、２０～５０ha 階層 1.2%、５０～１００ha

階層 0.2%、１００ha 以上階層 0.0%となっている。なお、平成１２年には１～５ha 階層

76.8% 、５～１０ha 階層 14.1% 、１０～２０ha 階層 6.4%、２０～５０ha 階層 2.3%、５０
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～１００ha 階層 0.3%、１００ha 以上階層 0.1%と記録されている。 

以上の階層シェアのうち５ha 未満階層は昭和３５年に 92.4% となり、同４５年に 90.2% 

に縮小し、その後は極僅差ながら縮小し、平成２年には 88.7% となっている。一方、１０

ha 未満階層は昭和３５年に 97.3% となり、同４５年に 96.2% と僅差ながら縮小し、その

後は 95.7～95.5%の範囲となっている。 

なお、５ha 未満階層シェアのうち１ha 未満階層は先に記述したように昭和３５年に

59.8% となり、同４５年に 55.4% とかなり急激に縮小し、その後は 53.6～53.2%の範囲と

なり、一方、１～５ha 階層は同３５年に 32.6% となり、同４５年には 34.8%に拡大し、そ

の後は 35.5% の横ばい状態となっている。 

上記した５ha 未満階層シェアと１０ha 未満階層シェアの較差は５～１０ha 階層シェア

に相当し、その階層シェアは昭和３５年に 4.9%となり、同４５年には 6.0%に拡大し、その

後は 6.6～6.8%の範囲を推移している。 

以上で記述したように昭和３５年の時点で林家の 92.4% は５ha 未満階層に分布し、その

内訳は１ha 未満階層 59.8% 、１～５ha 階層 32.6% 、一方、５～１０ha 階層 4.9%となって

いる。昭和４５年には林家の 90.2% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層

55.4% 、１～５ha 階層 34.8% となり、一方、５～１０ha 階層 6.0%となっている。昭和５

５年以降における林家の階層別分布状態は同４５年の時点と大きく変わっていない。 

上記した林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１ha 未満階層林家は１

～５ha 階層への移動を始めている。 

④ まとめ 

以上で記述した蒜山地域における保有山林面積規模別林家数割合の推移に関する内容の

まとめとして、昭和３５年、同４５年、同５５年、平成２年の４時点における階層シェア

の概数（小数点以下四捨五入）を１ha 未満階層－１～５ha 階層－５～１０ha 階層－１０

～２０ha 階層－５ha 未満階層－１０ha 未満階層の順に列記し、林家の階層別分布状況の

概要を真庭郡及び岡山県と対比して、記述すると以下のとおりである。なお、階層シェア

は四捨五入のため内訳と計が一致しない場合もある。 

⒜ 蒜山地域 

昭和３５年：３０％－５５％－ ９％－４％－８６％－９５％ 

同４５年：２５％－５０％－１６％－７％－７５％－９１％ 

同５５年：２９％－４６％－１５％－７％－７５％－９０％ 

平成 ２年：３２％－４５％－１４％－７％－７６％－９０％ 

⒝ 真庭郡 

昭和３５年：４０％－４６％－１０％－４％－８６％－９５％ 

同４５年：３８％－４４％－１１％－５％－８２％－９３％ 

同５５年：３７％－４４％－１２％－５％－８１％－９３％ 

平成 ２年：３７％－４４％－１２％－６％－８１％－９２％ 

⒞ 岡山県 

昭和３５年：６０％－３３％－ ５％－２％－９２％－９７％ 

同４５年：５５％－３５％－ ６％－３％－９０％－９６％ 

同５５年：５４％－３６％－ ７％－３％－８９％－９６％ 

平成 ２年：５３％－３６％－ ７％－３％－８９％－９６％ 

以上で列記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県の林家における保有山林面積規模別階層シ

ェアの４時点間推移状況の概要は以下のとおりである。 

⒜ 蒜山地域 

林家１戸当たり保有山林面積は昭和３５年に 3.0ha となり、同４５年に 4.0ha に増加し、

その後は幾分減少し、平成２年に 3.7ha となり、時点間に大きな変化はみられない。しか

し、林家の同面積規模別階層構成には以下のように大きな変化が生じている。 

昭和３５年の時点において林家の８６％は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha

階層５５％、１ha 未満階層３０％となり、一方、５～１０ha 階層に９％分布ている。昭和

４５年には林家の７５％が５ha 未満階層に分布、その内訳は１～５ha 階層５０％、１ha
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未満階層２５％、一方、５～１０ha 階層に１６％分布している。昭和５５年には林家の７

５％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４６％、１ha 未満階層２９％、

一方、５～１０ha 階層に１５％分布している。平成２年の時点では林家の７６％が５ha

未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４５％、１ha 未満階層３２％となり、一方、

５～１０ha 階層に１４％分布している。 

上記した林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で５ha 未満階層林家は５

～１０ha 階層へ移動し、つまり階層分化の動きを起こし、同５５年以降は１～５ha 階層林

家の１ha 未満階層への移動がみられる。 

次に蒜山地域における保有山林面積規模別林家数割合の特化係数（岡山県＝1.00）を表

５２でみると、４時点において１ha未満階層は0.51～0.59の範囲を概ね時系列的に上昇し、

１～５ha 階層は 1.70～1.25 の範囲を下降し、５～１０ha 階層は昭和３５年に 1.92 となり、

他の３時点では 2.17～2.11 の範囲を乱高下し、１０～２０ha 階層は同３５年に 1.89 とな

り、他の３時点では 2.56～2.19 の範囲を下降し、２０～５０ha 階層は同３５年に 1.43 と

なり、他の３時点では 1.91～2.22 の範囲を乱高下している。以上の各階層における特化係

数の数値から、１～５ha 階層以上の各階層への特化を強め、特に５～１０ha 階層以上の階

層において著しい。 

⒝ 真庭郡 

林家１戸当たり保有山林面積は昭和３５年に 2.9ha となり、その後僅差ながら増加し、

同４５年に 3.1ha 、平成２年に 3.3ha となり、４時点間における変化は大きくない。しか

し林家の同面積規模別階層構成には以下のように大きな変化が生じている。なお、１戸当

たり保有山林面積は蒜山地域に比べて下回るものの僅差である。 

昭和３５年の時点で林家の８６％は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４

６％、１ha 未満階層４０％となり、一方、５～１０ha 階層に１０％分布している。昭和４

５年の時点では林家の８２％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４４％、

１ha 未満階層３８％となり、一方、５～１０ha 階層に１１％分布している。昭和５５年に

は林家の８１％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４４％、１ha 未満階

層３７％となり、一方、５～１０ha 階層に１２％分布している。平成２年の時点では林家

の８１％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４４％、１ha 未満階層３７

％となり、一方、５～１０ha 階層に１２％分布している。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で５ha 未満階層林家

は５～１０ha 階層への移動の兆しを示しているが、その後における展開は殆どみられな

い。 

次に真庭郡における保有山林面積別林家数割合の特化係数（岡山県＝1.00）をみると４

時点において１ha 未満階層は 0.67～0.70 の範囲を時系列的に上昇し、１～５ha 階層は

1.40～1.23、５～１０ha 階層は 1.93～1.69、１０～２０ha 階層は 1.93～1.89 の範囲を下

降し、２０～５０ha 階層は昭和３５年に 1.57 となり、その後 1.66～1.41 の範囲を下降し

ている。以上の各階層シェアの特化係数の数値から、１～５ha 階層以上の各階層への特化

を強め、その程度は５～１０ha 階層以上の各階層において高まっている。 

⒞ 岡山県 

林家１戸当たり保有山林面積は昭和３５年に 1.80ha となり、同４５年に 2.0ha と幾分

増加し、その後は 2.0ha 台を上昇し、平成２年に 2.3ha となり、４時点間に大差はみられ

ない。なお、1 戸当たり保有山林面積は蒜山地域に比べて大幅に下回っている。 

昭和３５年の時点で林家の９２％は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層６

０％、１～５ha 階層３３％となり、一方、５～１０ha 階層に５％分布している。昭和４５

年には林家の９０％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層５５％、１～５ha

階層３５％ となり、一方、５～１０ha 階層に６％分布しいる。昭和５５年には林家の８

９％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層５４％、１～５ha 階層３６％と

なり、一方、５～１０ha 階層に７％分布している。平成２年における林家の階層別分布状

態は昭和５５年の時点と類似している。 

上記した林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１ha 未満階層林家は１
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～５ha 階層への移動を始めている。 

(d) 地域間比較 

上述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における保有山林面積規模別林家階層シェアの推

移を３地域間比較でまとめると以下のとおりである。 

林家１戸当たり保有山林面積は昭和３５年に蒜山地域 3.0 ha、真庭郡 2.9 ha、岡山県

1.8ha の順になり、同年以降、蒜山地域は増加基調、真庭郡と岡山県は緩やかな増加パタ

ーンで推移し、その過程で蒜山地域は同４０年、真庭郡は同５５年と平成２年、岡山県は

同２年に最高に達し、平成２年に蒜山地域 3.7ha、真庭郡 3.3ha、岡山県 2.3ha の順になっ

ている。 

次に林家の保湯山林面積規模別階層シェアの推移を１ha 未満階層、５ha 未満階層、５～

１０ha 階層、１０ha 未満階層についてみると次のようである。 

１ha 未満階層シェアは昭和３５年に岡山県６０％、真庭郡４０％、蒜山地域３０％の順

になり、同年以降、蒜山地域は一貫して拡大し、反対に真庭郡と岡山県は縮小パターンで

推移し、平成２年に岡山県５３％、真庭郡３７％、蒜山地域３２％の順になっている。 

５ha 未満階層シェアは昭和３５年に岡山県９２％、真庭郡と蒜山地域各８６％の順にな

り、同年以降、蒜山地域は縮小基調、真庭郡と岡山県は縮小パターンで推移し、その過程

でとくに蒜山地域は同４５年に急激に縮小し、平成２年に岡山県８９％、真庭郡８１％、

蒜山地域７６％の順になっている。 

５～１０ha 階層シェアは昭和３５年に真庭郡１０％、蒜山地域９％、岡山県５％の順に

なり、同年以降、蒜山地域と真庭郡は拡大基調、岡山県は一貫して拡大し、平成２年に蒜

山地域１４％、真庭郡１２％、岡山県７％の順になっている。 

１０ha 未満階層シェアは昭和３５年に岡山県９７％、蒜山地域と真庭郡各９５％の順に

なり、同年以降、３地域ともに縮小パターンで推移し、平成２年に岡山県９６％、真庭郡

９２％、蒜山地域９０％の順になっている。 

上記した蒜山地域と真庭郡における階層シェアの特化係数の数値によると、１ha 未満階

層への特化はみられず、１～５ha 階層以上の各階層へ特化し、その程度は５～１０ha 階層

以上の各階層において著しく、しかも蒜山地域は真庭郡に比べて時系列的に高くなってい

る。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和３５年における保有山林面積規模別林家数割合（以下、階層シェア）は、１ha 未満

階層 44.3% 、１～５ha 階層 45.9% 、５～１０ha 階層 4.9%、１０～２０ha 階層 3.4%、２

０～５０ha 階層 0.9%、５０～１００ha 階層 0.3%、１００ha 以上階層 0.3%となっている。 

同年以降、１ha 未満階層は一貫して拡大し、反対に１～５ha 階層は縮小し、５～１０ha

階層は一貫して拡大し、１０～２０ha 階層は縮小基調で推移し、２０～５０ha 階層は拡大

基調で推移し、５０～１００ha と１００ha 以上の両階層は該当農家不在の時点を除き昭和

３５年の時点と同一水準となっている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における階層シェアは１ha 未満階層 49.1% 、１～５

ha 階層 39.9% 、５～１０ha 階層 8.0%、１０～２０ha 階層 1.2%、２０～５０ha 階層 1.5%、

１００ha 以上階層 0.3%となり、５０～１００ha 階層は該当農家不在となっている。なお、

平成１２年における階層シェアは１～５ha 階層 80.4% 、５～１０ha 階層 10.9% 、１０～

２０ha 階層 5.5%、２０～５０ha 階層 2.1%、５０～１００ha 階層 1.1%、１００ha 以上階

層該当農家不在と記録されている。 

上記した階層シェアのうち５ha 未満階層と１０ha 未満階層の両シェアの推移状況をみ

ると、５ha 未満階層は昭和３５年に 90.2% となり、同４５年には 89.5% と極僅差ながら

縮小し、その後は概ね横ばい状態で推移し、平成２年に 89.0% となっている。一方、１０

ha 未満階層シェアは昭和３５年に 95.1% となり、その後は緩やかな拡大基調で推移し、平

成２年に 97.0% と最高に達してている。 

なお、先に記述した５ha 未満階層シェアのうち１ha 未満階層は、昭和３５年に 44.3% 

となり、その後は拡大し、平成２年に 49.1% と最高に達し、一方、１～５ha 階層は昭和３
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５年に 45.9% となり、その後は縮小し、平成２年に 39.9% と最低に達し、その推移過程に

おいて昭和４５年の時点で１～５ha 階層は１ha 未満階層を下回り、両階層シェア間の較差

は時系列的に拡大している。 

上記した５ha 未満階層シェアと１０ha 未満階層シェアの較差部分は５～１０ha 階層シ

ェアに相当し、その階層シェアは先に記述したように昭和３５年に 4.9%となり、同４５年

に 6.9%と拡大し、その後は 6.4～8.0%の範囲を時系列的に上昇している。 

以上で記述したように昭和３５年の時点で林家の 90.2% は５ha 未満階層に分布し、その

内訳は１～５ha 階層 45.9% 、１ha 未満階層 44.3% となり、一方、５～１０ha 階層に 4.9%

分布している。昭和４５年の時点では林家の 89.5% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は

１ha 未満階層 45.2% 、１～５ha 階層 44.3% となり、林家の両階層への分布率は同３５年

の時点と比べて逆転し、しかも１ha 未満階層への分布率は時系列的に上昇し、反対に１～

５ha 階層への分布率は低下している。一方、林家の 6.9%は５～１０ha 階層に分布し、そ

の分布率は時系列的に上昇している。以上の推移経過のもとで、平成２年には林家の 89.0% 

が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層 49.1% 、１～５ha 階層 39.9% となり、

一方、５～１０ha 階層に 8.0%分布している。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１～５ha 階層林家

は１ha 未満階層への移動、つまり階層分化を始動し、同時に５～１０ha 階層への移動の兆

がみられ、とくに平成２年の時点で幾分加速化している。 

② 八束村 

昭和３５年にける保有山林面積規模別林家数割合（以下、階層シェア）は、１ha 未満階

層 50.7% 、１～５ha 階層 45.2% 、５～１０ha 階層 3.4%、１０～２０ha 階層 0.7%となり、

他の階層は該当農家不在となっている。 

同年以降、１ha 未満階層は昭和４５年に急激に縮小し、最低となり、その後は急速に拡

大し、平成２年に最高に達している。一方、１～５ha 階層は昭和４５年に拡大し、最高に

達し、その後は急激に縮小し、平成２年に最低となっている。５～１０ha 階層は昭和４５

年に拡大し、その後は横ばい状態となり、平成２年に幾分縮小し、１０～２０ha 階層は拡

大を続けている。２０～５０ha 階層は昭和４５年、５０～１００ha 階層は同５５年に始め

て記録され、その後は拡大パタ－ンで推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における階層シェアは、１ha 未満階層 51.8% 、１～

５ha 階層 39.1% 、５～１０ha 階層 4.9%、１０～２０ha 階層 2.1%、２０～５０ha 階層 1.3%、

５０～１００ha 階層 0.8%となっている。なお、平成１２年には１～５ha 階層 75.9% 、５

～１０ha 階層 16.6% 、１０～２０ha 階層 4.1%、２０～５０ha 階層 2.8%、５０～１００ha

階層 0.6%と記録されている。 

上記した階層シェアのうち５ha 未満階層と１０ha 未満階層の両シェアの推移状況をみ

ると、５ha 未満階層は昭和３５年に 95.9% となり、同４５年には 92.4%に縮小し、その後

は 90.5～90.9%の範囲を推移している。一方、１０ha 未満階層は昭和３５年に 99.3%となり、

その後は 98.7～95.8％の範囲を下降している。 

なお、先に記述した５ha 未満階層シェアのうち１ha 未満階層は昭和３５年に 50.7%とな

り、同４５年には 44.4% とかなり急激に縮小し、その後は 49.4～51.8%の範囲を時系列的

に上昇し、平成２年に最高に達している。一方、１～５ha 階層は昭和３５年に 45.2%とな

り、同４５年に 48.0%と拡大し、同５５年に 41.1%と急激に縮小し、さらに平成２年には

39.1%となり、その推移過程で同５５年に１ha 未満階層は１～５ha 階層を上回っている。 

上記した５ha 未満階層シェアと１０ha 未満階層シェアの較差部分は５～１０ha 階層シ

ェアに相当し、その階層シェアは先に記述したように昭和３５年に 3.4%となり、同４５年

に 6.3%に拡大し、その後は 6.6～4.9%の範囲を推移している。 

以上で記述したように昭和３５年の時点で林家の 95.9% は５ha 未満階層に分布し、その

内訳は１ha 未満階層 50.7% 、１～５ha 階層 45.2% となり、一方、５～１０ha 階層に 3.4%

分布しいる。昭和４５年には林家の 92.4%が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha

階層 48.0% 、１ha 未満階層 44.4% となり、一方、５～１０ha 階層に 6.3%分布している。

昭和５５年には林家の 90.5% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層 49.4% 、
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１～５ha 階層 41.1% となり、一方、５～１０ha 階層に 6.6%分布している。平成２年には

林家の 90.9% は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層 51.8% 、１～５ha 階層

39.1% となり、一方、５～１０ha 階層に 4.9%分布している。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１ha 未満階層林家

の１～５ha 階層への移動がみられ、同５５年には１～５ha 階層林家の１ha 未満階層への

移動がみられる。 

③ 中和村 

昭和３５年における保有山林面積規模別林家数割合（以下、階層シェア）は、１ha 未満

階層 8.9%、１～５ha 階層 82.2% 、５～１０ha 階層 8.1%、１０～２０ha 階層 0.8%となっ

ている。 

同年以降、１ha 未満階層は昭和４５年にかなり縮小し、最低となり、その後は急激に拡

大し、同５５年に最高に達し、その後は概ね横ばい状態となっている。１～５ha 階層は一

貫して縮小し、その過程で昭和４５年に急激に縮小している。５～１０ha と１０～２０ha

の両階層は拡大パタ－ンで推移し、その過程で昭和４５年に急激に拡大し、最高に達し、

その後前者は幾分縮小し、後者は概ね横ばい状態で推移している。そして昭和５５年に２

０～５０ha 階層が初めて記録されている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における階層シェアは１ha 未満階層 16.9% 、１～５

ha 階層 51.2% 、５～１０ha 階層 26.1% 、１０～２０ha 階層 5.8%、２０～５０ha 階層該

当農家不在となっている。なお、平成１２年には１～５ha 階層 60.4% 、５～１０ha 階層

29.5% 、１０～２０ha 階層 8.7%、２０～５０ha 階層 0.7%と記録されている。 

上記した階層のうち５ha 未満階層と１０ha 未満階層の両シェアの推移状況をみると、５

ha 未満階層は昭和３５年に 91.1% となり、同４５年に 65.7%に劇的に縮小し、同５５年に

は 69.2% と幾分拡大し、その後は概ね横ばい状態となり、一方、１０ha 未満階層は同３５

年に 99.2% となり、同４５年に 93.8% とかなり急激に縮小し、その後は概ね横ばい状態で

推移している。 

なお、先に記述したように５ha未満階層シェアのうち１ha未満階層は昭和３５年に8.9%

となり、同４５年に 6.6%に縮小し、同５５年には 17.8%に急激に拡大し、その後は僅差な

がら縮小している。一方、１～５ha階層は昭和３５年に82.2%と突出し、同４５年には59.1%

に急激に縮小し、同５５年以降は 51.0%台で推移してる。 

上記した５ha 未満階層シェアと１０ha 未満階層シェアの較差部分は５～１０ha 階層シ

ェアに相当し、その階層シェアは先に記述したように昭和３５年に 8.1%となり、同４５年

には 28.1%に劇的に拡大し、最高に達し、同５５年に 24.3%に縮小し、平成２年には 26.1%

と再び拡大している。 

以上の５～１０ha 階層シェアは、１ha 未満階層シェアに比べて昭和３５年の時点では近

似しているが、同４５年以降は大幅に上回っている。一方、１ha 未満階層は昭和５５年に

急激に拡大し、その後横ばい状態で推移し、５～１０ha 階層との較差は時系列的に縮小し

ている。 

以上で記述したように昭和３５年の時点で林家の 91.1% は５ha 未満階層に分布し、その

内訳は１～５ha 階層 82.2% 、１ha 未満階層 8.9%となり、一方、５～１０ha 階層に 8.1%、

１０～２０ha 階層に 0.8%分布している。昭和４５年には林家の 65.7% が５ha 未満階層に

分布し、その内訳は１～５ha 階層 59.1% 、１ha 未満階層 6.6%となり、一方、５～１０ha

階層に 28.1% 、１０～２０ha 階層に 6.2%分布している。昭和５５年には林家の 69.2% が

５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層 51.4% 、１ha 未満階層 17.8% となり、

一方、５～１０ha 階層に 24.3% 、１０～２０ha 階層に 6.1%分布している。平成２年の時

点では林家の 68.1% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層 51.2% 、１ha 未

満階層 16.9% となり、一方、５～１０ha 階層に 26.1% 、１０～２０ha 階層に 5.8%分布し、

昭和５５年の時点における階層別分布状態に類似している。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１～５ha 階層林家

は５～１０ha 階層への移動を始め、そして同５５年には５～１０ha 階層と１ha 未満階層

への階層分化がみられる。 
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④ 湯原町 

昭和３５年における保有山林面積規模別林家数割合（以下、階層シェア）は、１ha 未満

階層 24.8% 、１～５ha 階層 54.6% 、５～１０ha 階層 13.2% 、１０～２０ha 階層 5.5%、

２０～５０ha 階層 1.7%、５０～１００ha 階層 0.2%となっている。 

同年以降、１ha 未満階層と１～５ha 階層は昭和４５年に急激に縮小し、反対に５～１０

ha 階層、１０～２０ha 階層及び５０～１００ha 階層は同４５年に劇的に拡大し、その後

は概ね横ばい状態で推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における階層シェアは１ha 未満階層 17.6% 、１～５

ha 階層 47.3% 、５～１０ha 階層 18.8% 、１０～２０ha 階層 11.9% 、２０～５０ha 階層

4.0%、５０～１００ha 階層 0.4%となっている。なお、平成１２年には１～５ha 階層 60.8% 、

５～１０ha 階層 20.9% 、１０～２０ha 階層 13.5% 、２０～５０ha 階層 4.2%、５０～１０

０ha 階層 0.5%と記録されている。 

上記した階層シェアのうち５ha 未満階層と１０ha 未満階層の推移状況をみると、５ha

未満階層は昭和３５年に 79.4% となり、同４５年には 65.5%に急激に縮小し、同５５年以

降は 63.6～64.9%の範囲を時系列的に上昇し、一方、１０ha 未満階層は同３５年に 92.6% 

となり、同４５年には 85.0% と急激に縮小し、その後は 83.6～83.7%の範囲を推移してい

る。 

なお、先に記述したように５ha 階層未満シェアのうち１ha 未満階層は昭和３５年に

24.8% となり、同４５年に 16.2%に急激に縮小し、同５５年に 14.6% と最低を記録し、平

成２年には 17.6%となっている。一方、１～５ha 階層は昭和３５年に 54.6% となり、同４

５年には 49.3%に急激に縮小し、その後は 49.3～47.3%の範囲を時系列的に下降している。 

上記した５ha 未満階層シェアと１０ha 未満階層シェアの較差部分は５～１０ha 階層シ

ェアに相当し、その階層シェアは先に記述したように昭和３５年に 13.2% となり、同４５

年には 19.5%に急激に拡大し、同５５年に 20.0% と最高に達し、平成２年には 18.8% とな

っている。 

以上の５～１０ha 階層は１ha 未満階層に比べて昭和３５年の時点では超大幅に下回っ

ているが、同４５年には逆転し、１ha 未満階層の方が幾分下回り、その較差は同５５年の

時点で拡大し、平成２年に縮小している。 

以上で記述したように昭和３５年の時点で林家の 79.4% は５ha 未満階層に分布し、その

内訳は１～５ha 階層 54.6% 、１ha 未満階層 24.8% 、一方、５～１０ha 階層に 13.2% 、１

０～２０ha 階層に 5.5%分布している。昭和４５年には林家の 65.5% が５ha 未満階層に分

布し、その内訳は１～５ha 階層 49.3% 、１ha 未満階層 16.2% となり、一方、５～１０ha

階層に 19.5% 、１０～２０ha 階層に 11.3% 分布している。昭和５５年には林家の 63.6% 

が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層 49.0% 、１ha 未満階層 14.6% となり、

一方、５～１０ha 階層に 20.0% 、１０～２０ha 階層に 12.7% 分布している。平成２年の

時点では林家の 64.9% が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層 47.3% 、１ha

未満階層 17.6% となり、一方、５～１０ha 階層に 18.8% 、１０～２０ha 階層に 11.9%分

布し、その階層別分布状態は昭和５５年の時点と大きく変わっていない。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で５ha 未満階層林家

の５～１０ha 階層、さらに１０～２０ha 階層への階層分化の動きがみられる。 

⑤ まとめ 

以上で記述した４か町村における保有山林面積規模別林家数割合の推移状況に関するま

とめとして、昭和３５年、同４５年、同５５年、平成２年の４時点における階層シェアの

概数（小数点以下四捨五入）を１ha 未満階層－１～５ha 階層－５～１０ha 階層－１０～

２０ha 階層－５ha 未満階層－１０ha 未満階層の順に列記すると以下のとおりである。な

お、階層シェアは四捨五入のため内訳と計が一致しない場合もある。 

⒜ 川上村 

昭和３５年：４４％－４６％－ ５％－ ３％－９０％－９５％ 

同４５年：４５％－４４％－ ７％－ ２％－９０％－９６％ 

同５５年：４８％－４１％－ ６％－ ２％－８９％－９６％ 



- 541 - 

平成 ２年：４９％－４０％－ ８％－ １％－８９％－９７％ 

⒝ 八束村 

昭和３５年：５１％－４５％－ ３％－ １％－９６％－９９％ 

同４５年：４４％－４８％－ ６％－ １％－９２％－９９％ 

同５５年：４９％－４１％－ ７％－ １％－９１％－９７％ 

平成 ２年：５２％－３９％－ ５％－ ２％－９１％－９６％ 

⒞ 中和村 

昭和３５年： ９％－８２％－ ８％－ １％－９１％－９９％ 

同４５年： ７％－５９％－２８％－ ６％－６６％－９４％ 

同５５年：１８％－５１％－２４％－ ６％－６９％－９４％ 

平成 ２年：１７％－５１％－２６％－ ６％－６８％－９４％ 

⒟ 湯原町 

昭和３５年：２５％－５５％－１３％－ ６％－７９％－９３％ 

同４５年：１６％－４９％－２０％－１１％－６６％－８５％ 

同５５年：１５％－４９％－２０％－１３％－６４％－８４％ 

平成 ２年：１８％－４７％－１９％－１２％－６５％－８４％ 

以上で記述した４か町村における林家の保有山林面積規模別階層シェアの４時点間推移

状況の概要は以下のとおりである。 

⒜ 川上村 

林家１戸当たり保有山林面積は、昭和３５年に 2.8ha となり、その後減少し、その過程

で同４５年に 2.6ha 、その後は 2.4ha となり、４時点間に大きな変化はみられない。しか

し、林家の同面積規模別農家構成に以下のように大きな変化が生じている。 

昭和３５年の時点で、林家の９０％は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層

４６％、１ha 未満階層４４％となり、一方、５～１０ha 階層に５％分布している。昭和４

５年には林家の９０％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層４５％、１～５

ha 階層４４％となり、一方、５～１０ha 階層に７％に分布している。昭和５５年には林家

の８９％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層４８％、１～５ha 階層４１

％となり、一方、５～１０ha 階層に６％分布している。平成２年には林家の８９％が５ha

未満階層に分布し、その階層別分布状態は昭和５５年の時点における階層別分布状態と大

きく変わっていない。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１～５ha 階層林家

は１ha 未満階層への移動を開始し、同時に５～１０ha 階層への移動の兆しみられ、その動

きはとくに平成２年の時点で加速化している。 

次に保有山林面積規模別林家数割合の特化係数を階層別に示すと、４時点において１ha

未満階層は 0.74～0.92 の範囲を時系列的に上昇し、１～５ha 階層は 1.41～1.12 の範囲を

下降し、５～１０ha 階層は昭和５５年に 0.97 となり、他の３時点において 1.00～1.18 の

範囲を上昇し、１０～２０ha 階層は同３５年に 1.79 となり、他の３時点は 0.77～0.39 の

範囲を乱高下し、２０～５０ha 階層は同３５年に 1.29 となり、他の３時点は 2.00～1.25

の範囲を下降している。また、５ha 未満階層は昭和３５～４５年は 0.98～0.99 、他の２

時点は 1.00 となり、１０ha 未満階層は同３５年に 0.98 となり、他の３時点は 1.00～1.02 

の範囲となっている。 

以上の階層シェアの特化係数の数値から、１～５ha 階層は全４時点、５～１０ha 階層は

昭和４５年と平成２年の２時点、１０～２０ha 階層は昭和３５年の１時点、２０～５０ha

階層は全４時点において当該階層への特化を強めている。 

⒝ 八束村 

林家１戸当たり保有山林面積は、昭和３５年に 1.5ha となり、その後増加し、その過程

で同５５年に 2.2ha と最高に達し、平成２年には 2.0ha となっている。以上のように１戸

当たり面積は緩やかな増加傾向を示しているが、保有山林面積規模別農家構成に以下のよ

うな変化が生じている。 

昭和３５年における階層シェアは、１ha 未満階層５１％、１～５ha 階層４５％、５～１
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０ha 階層３％、１０～２０ha 階層１％となっている。 

同年以降、１ha 未満階層は昭和４５年に縮小し、その後拡大に転じ、１～５ha 階層は昭

和３５年の時点で、林家の９６％は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層５１

％、１～５ha 階層４５％となり、一方、５～１０ha 階層に３％分布している。昭和４５年

には林家の９２％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４８％、１ha 未満

階層４４％となり、一方、５～１０ha 階層に６％分布している。昭和５５年には林家の９

１％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層４９％、１～５ha 階層４１％と

なり、一方、５～１０ha 階層に７％分布している。平成２年の時点では林家の９１％が５

ha 未満階層に分布し、その内訳は１ha 未満階層５２％と、１～５ha 階層３９％となり、

一方、５～１０ha 階層に５％分布している。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１ha 未満階層林家

は１～５ha 階層への移動がみられるが、同５５年の時点では１～５ha 階層林家の１ha 未

満階層への逆移動がみられる。 

次に保有山林面積規模別林家数割合の特化係数を階層別に示すと、４時点において１ha

未満階層は 0.80～0.97 の範囲を時系列的に上昇し、１～５ha 階層は 1.39～1.10 の範囲を

下降し、５～１０ha 階層は昭和３５年と平成２年にそれぞれ 0.69、0.72 となり、他の２

時点では 1.05～1.00 の範囲を下降し、１０～２０ha 階層は昭和３５～５５年間の３時点

に 0.37 となり、その後は 0.68 に上昇し、２０～５０ha 階層は同４５年に 0.33 となり、

その後は 1.36～1.08 の範囲を下降している。また、５ha 未満階層は 1.04～1.02 の範囲を

推移し、１０ha 未満階層は昭和３５年に 0.98 となり、他の３時点は 1.00～1.02 の範囲を

推移している。 

上記した階層シェアの特化係数の数値から、１～５ha 階層は全４時点、５～１０ha 階層

は昭和４５年の時点、２０～５０ha 階層は同５５年の時点に当該階層への特化を強めてい

る。 

⒞ 中和村 

林家１戸当たり保有山林面積は、昭和３５年に 2.7ha となり、同４５年には 4.3ha に急

増し、その後は 4.0～3.9ha の範囲を推移している。以上のように林家１戸当たり面積は昭

和４５年に急増し、一方、保有山林面積規模別農家構成には以下のようは変化が生じてい

る。 

昭和３５年の時点で林家の９１％は５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層８

２％、１ha 未満階層９％となり、一方、５～１０ha 階層に８％、１０～２０ha 階層に１

％分布している。昭和４５年には林家の６６％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～

５ha 階層５９％、１ha 未満階層７％となり、一方、５～１０ha 階層に２８％、１０～２

０ha 階層に６％分布している。昭和５５年には林家の６９％が５ha 未満階層に分布し、そ

の内訳は１～５ha 階層５１％、１ha 未満階層１８％となり、一方、５～１０ha 階層に２

４％、１０～２０ha 階層に６％分布している。平成２年の時点では林家の６８％が５ha

未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層５１％、１ha 未満階層１７％となり、一方、

５～１０ha 階層に２６％、１０～２０ha 階層に６％分布し、その階層別分布状態は昭和５

５年の時点とほとんど変わっていない。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で１～５ha 階層林家

の５～１０ha 階層への移動がみられ、同５５年には５～１０ha と１ha 未満の両階層への

階層分化が始まっている。 

次に保有山林面積規模別林家数割合の特化係数を階層別にみると、１ha 未満階層は４時

点において 0.12～0.33 の範囲を時系列的に下降し、１～５ha 階層は昭和３５年に 2.52 と

なり、その後は 1.70～1.44 の範囲を下降し、５～１０ha 階層は同３５年に 1.65 となり、

その後は 4.68～3.68 の範囲を下降し、１０～２０ha 階層は同３５年に 0.42 となり、その

後は 2.30～1.87 の範囲を下降し、２０～５０ha 階層は同５５年に 0.36 となっている。ま

た、５ha 未満階層は昭和３５～４５年は 0.90～0.99 、同５５年以降は 1.00 となり、１０

ha 未満階層は同３５年に 0.98、その後は 1.00～1.02 の範囲となっている。 

以上の特化係数の推移状況から、１～５ha 階層と５～１０ha 階層は全時点において、１
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０～２０ha 階層は昭和４５年以降の３時点において当該階層への特化を強めている。 

⒟ 湯原町 

林家の１戸当たり保有山林面積は、昭和３５年に 3.5ha となり、同４５年に 5.1ha と急

増し、その後は 5.2～5.1ha の範囲を推移している。以上のように１戸当たり面積は昭和４

５年に急増し、保有山林面積規模別階層構成には以下のような時系列的変化がみられる。 

昭和３５年の時点で、林家の７９％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層

５５％、１ha 未満階層２５％となり、一方、５～１０ha 階層に１３％、１０～２０ha 階

層に６％分布している。昭和４５年には林家の６９％は５ha 未満階層に分布し、その内訳

は１～５ha 階層４９％、１ha 未満階層１６％となり、一方、５～１０ha 階層に２０％、

１０～２０ha 階層に１１％分布している。昭和５５年には林家の６４％が５hah 未満階層

に分布し、その内訳は１～５ha 階層４９％、１ha 未満階層１５％となり、一方、５～１０

ha 階層に２０％、１０～２０ha 階層に１３％分布している。平成２年の時点では林家の６

５％が５ha 未満階層に分布し、その内訳は１～５ha 階層４７％、１ha 未満階層１８％と

なり、一方、５～１０ha 階層に１９％、１０～２０ha 階層に１２％分布している。 

以上のような林家の階層別分布の推移状況から、昭和４５年の時点で５ha 未満階層林家

は５～１０ha 階層、さらに１０～２０ha 階層への移動がみられる。 

次に保有山林面積規模別林家数構成の特化係数の推移状況をみると、４時点において１

ha 未満階層は 0.41～0.27 の範囲を乱高下し、１～５ha 階層は 1.67～1.33 の範囲を時系列

的に下降し、５～１０ha 階層は昭和３５年に 2.67 となり、その後は 3.25～2.76 の範囲を

下降し、１０～２０ha 階層は同３５年に 2.89 となり、その後は 4.23～3.83 の範囲を下降

し、２０～５０ha 階層は同３５年に 2.43 となり、その後は 3.67～2.81 の範囲を乱高下し、

５０～１００ha 階層は同３５年に 2.00 となり、その後は 6.00～2.00 の範囲を乱高下して

いる。なお、５ha 未満階層は 0.86～0.73 、１０ha 未満階層は 0.95～0.87 の範囲を下降し

ている。以上の特化係数の推移状況から、１～５ha 階層以上の各階層への特化を強め、そ

の程度はとくに５～１０ha 階層以上の各階層において著しい。 

(e) 町村間比較 

上記した４か町村における保有山林面積規模別林家階層シェアを町村間比較でまとめる

と以下のとおりである。 

林家１戸当たり保有山林面積は昭和３５年に湯原町 3.5ha、川上村 2.8ha、中和村 2.7ha、

八束村 1.5ha の順になり、同年以降、湯原町、八束村、中和村は増加基調で推移し、その

過程で湯原町と八束村は同５５年、中和村は同４５年にそれぞれ 5.2ha、2.2ha、4.3ha と

最高に達し、一方、川上村は緩やかに縮小し、平成２年には湯原町 5.1ha、中和村 3.9ha、

川上村 2.4ha、八束村 2.0ha の順になっている。 

次に林家の保有山林面積規模別階層シェアの推移を１ha 未満階層、５ha 未満階層、５～

１０ha 階層、１０ha 未満階層についてみると次のようである。 

１ha 未満階層シェアは昭和３５年に八束村５１％、川上村４４％、湯原町２５％、中和

村９％の順になり、同年以降、湯原町は縮小基調、反対に川上村と八束村は緩やかな拡大

基調、中和村は急激な拡大基調で推移し、平成２年に八束村５２％、川上村４９％、湯原

町１８％、中和村１７％の順になっている。 

５ha 未満階層シェアは昭和３５年に八束村９６％、中和村９１％、川上村９０％、湯原

町７９％の順になり、同年以降、各町村は縮小し、その過程でとくに中和村と湯原町は同

４５年６０％台に急激に縮小し、平成２年に八束村９１％、川上村８９％、中和村６８％、

湯原町６５％の順になっている。 

５～１０ha 階層シェアは昭和３５年に湯原町１３％、中和村８％、川上村５％、八束村

３％の順になり、同年以降、各町村は拡大基調で推移し、平成２年に中和村２６％、湯原

町１９％、川上村８％、八束村５％の順になっている。 

１０ha 未満階層シェアは昭和３５年に八束村と中和村各９９％、川上村９５％、湯原町

９３％の順になり、同年以降、川上村は極めて緩やかに拡大し、他の３か町村は縮小し、

平成２年に川上村９７％、八束村９６％、中和村９６％、湯原町８４％の順になっている。 

上記した４か町村における階層シェアの特化係数の数値に基づき各階層への特化状況を
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みると以下のようである。 

４か町村における１ha 未満階層への特化は各時点においてみられない。しかし、各町村

とも１～５ha へ特化し、その程度は中和村において顕著に高く、これに湯原町が続き、一

方、川上村と八束村は相対的に低い。 

５～１０ha 階層への特化は、湯原町と中和村において著しく、とくに中和村では昭和４

５年以降に顕著となり、一方、川上村と八束村では特化はみられない。５～１０ha 階層へ

の特化は中和村と湯原町において各年次を通して顕著にみられ、一方、川上村と八束村で

はみられない。１０～２０ha 階層への特化は湯原町と中和村でみられ、その中で湯原町は

各時点において顕著にみられ、中和村は昭和４５年以降においてみられるが、その程度は

湯原町をかなり下回り、一方、川上村と八束村において特化はみられない。 

 

第第第第４４４４項項項項 農家林家農家林家農家林家農家林家におけるにおけるにおけるにおける主業主業主業主業のののの動向動向動向動向 

林家の主業とは世帯の生計の主なよりどころとなっている仕事のことで、２つ以上の異

なった仕事がある場合は、所得の最も多いものを主業としている。農業センサス（林業編）

ではその主業を自営業と非自営業に区分し、前者は林業、農業、その他に細分され、後者

は恒常的勤務、出稼ぎ、日雇・臨時雇に細分される。 

本項では蒜山地域及び４か町村における農家林家の主業別世帯数とその世帯数割合につ

いて表５３、５４に基づき真庭郡及び岡山県と対比し記述する。なお、既述したように農

業センサスでは昭和４５年～平成２年は保有山林面積１０a 以上の農家林家、平成１２年

は保有山林面積３ha 以上の林家（農家林家と非農家林家）を実査対象としており、平成２

年と同１２年は直接連結しないため同１２年は付記に留める。 

１１１１ 主業別世帯数主業別世帯数主業別世帯数主業別世帯数のののの変動変動変動変動 

１１１１－－－－１１１１ 自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自営業世帯数は、昭和４５年に 1,219 戸を数え、その後一貫して減少

し、同５５年には 41.5% 減の７１３戸、平成２年には 25.5% 減の５３１戸となり、昭和４

５年以降２０年間における減少率は 56.4% となっている。なお、平成１２年には２６０戸

を記録している。 

上記した自営業世帯数の真庭郡及び岡山県における同世帯数に対する比率（対真庭郡比

及び対岡山県比）をみると、対真庭郡比は昭和４５年に 28.8% となり、その後は上昇基調

で推移し、その過程で同５５年に 32.6%と最高に達し、平成２年に 30.4% となっている。

なお、平成１２年には 28.8% を記録している。一方、対岡山県比は昭和３５年に 2.45% 

となり、その後は一貫して低下し、平成２年に 2.75% となっている。なお、平成１２年は

4.13% を記録している。 

真庭郡における自営業世帯数は、昭和４５年に 4,237 戸となり、その後一貫して減少し、

同５５年には 48.3% 減の 2,190 戸、平成２年には 20.4% 減の 1,744 戸となり、昭和４５

年以降２０年間における減少率は 58.8% となっている。なお、平成１２年は９０２戸を記

録している。 

岡山県における自営業世帯数は、昭和４５年に 49,752 戸となり、その後一貫して減少し、

同５５年に 46.5% 減の 26,632 戸、平成２年には 27.5% 減の 19,303 戸とななり、昭和４５

年以降２０年間における減少率は 61.2% となっている。なお、平成１２年には 6,284 戸と

記録されている。 

以上で記述した蒜山地域における昭和４５年以降２０年間に亘る自営業世帯数の推移動

向を真庭郡及び岡山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における自営業世帯数は昭和４５年に 1,219 戸となり、その後一貫して減少し、

平成２年に５３１戸となり、昭和４５年以降２０年間における減少率は 56.4% となってい

る。一方、真庭郡及び岡山県の場合も同様に減少し、その減少率はそれぞれ 58.8% 、61.2% 

となり、蒜山地域に比べて真庭郡は 2.4 ポイント、岡山県は 4.8 ポイント上回っている。

なお、蒜山地域における自営業世帯数の対真庭郡比及び対岡山県比は昭和４５年にそれぞ

れ 28.8% 、2.45% となり、前者は上昇基調で推移し、後者は一貫して上昇し、平成２年に
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それぞれ 30.4% 、2.75% となっている。 

（２） ４か町村 

農家林家における自営業世帯数は昭和４５年に湯原町５０３戸（町村別構成比 41.3% ）、

川上村２８４戸（同 23.3% ）、八束村２４８戸（同 20.3% ）、中和村１８４戸（同 15.1% ）

の順になっている。 

同年以降、各町村における自営業世帯数は一貫して減少し、平成２年に川上村１７７戸

（同 33.3% ）、八束村１６４戸（同 30.9% ）、湯原町１４９戸（同 28.1% ）、中和村４

１戸（同 7.7%）の順になっている。なお、平成１２年には湯原町１７４戸（同 66.9% ）、

川上村３８戸（同 14.6% ）、中和村３３戸（同 12.7% ）、八束村１５戸（同 5.8%）と記

録されている。 

上記した自営業世帯数の昭和４５年以降２０年間における減少率は、中和村 77.7% 、湯

原町 70.4% 、川上村 37.7% 、八束村 33.9% の順になり、中和村は湯原町を 7.3 ポイント、

川上村を 40.0 ポイント、八束村を 43.8 ポイント上回っている。 

以上のように昭和４５年以降２０年間における減少率は中和村と湯原町は７０％台、川

上村と八束村は３０％台となり、その較差は極めて大きい。そこで１０年刻みの減少率を

みると、昭和４５～５５年期は中和村 69.0% 、湯原町 49.5% 、川上村 26.8% 、八束村 20.6% 、

同５５年～平成２年期は湯原町 41.3、中和村 28.1% 、八束村 17.2% 、川上村 13.2% の順

になり、湯原町及び中和村の減少率は川上村と八束村を両期に亘って大幅に上回り、その

なかで中和村は湯原町に比べて前期の方が顕著に高く、湯原町は両期において高くなって

いる。 

以上で記述した４か町村における自営業世帯数の推移動向を要約すると次のようであ

る。 

昭和４５年における４か町村の自営業世帯数 1,219 戸の町村別構成割合は湯原町

41.3% 、川上村 23.3% 、八束村 20.3% 、中和村 15.1% の順になり、その後、４か町村の

同世帯数は減少し、平成２年に５３１戸となり、その町村別構成割合は川上村 33.3% 、八

束村 30.9% 、湯原町 28.1% 、中和村 7.7%の順になっている。 以上の自営業世帯数の２

０年間における減少率は中和村 77.7% 、湯原町 70.4% 、川上村 37.7% 、八束村 33.9% の

順になっている。 

１１１１－－－－２２２２ 非自営業世帯数非自営業世帯数非自営業世帯数非自営業世帯数のののの増加増加増加増加 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における非自営業世帯数は、昭和４５年に３９０戸となり、その後は一貫して

増加し、同５５年に 98.7% 増の７７５戸、平成２年には 42.7% 増の７９６戸となり、昭和

４５年以降２０年間における増加率は 104.1%となっている。なお、平成１２年には３１９

戸を記録している。 

上記した非自営業世帯数の真庭郡及び岡山県におけう同世帯数に対する比率（対真庭郡

比及び対岡山県比）をみると、対真庭郡比は昭和４５年に 15.1% となり、その後上昇し、

平成２年に 19.4% となっている。なお、平成１２年には 27.0% と記録されている。一方、

対岡山県比は昭和４５年に 1.11% となり、その後一貫して上昇し、平成２年に 1.87% とな

っている。なお、平成１２年には 4.29% と記録されている。 

真庭郡における非自営業世帯数は、昭和４５年 2.578 戸となり、その後は一貫して増加

し、同５５年に 69.6% 増の 4,373 戸、平成２年には 33.8% 増の 5,851 戸となり、昭和４

５年以降２０年間における増加率は 127.0%となっている。なお、平成１２年には 2,039 

戸と記録されている。 

岡山県における非自営業世帯数は、昭和４５年に 35,226 戸となり、その後は一貫して増

加し、同５５年に 36.6% 増の 48,122 戸、平成２年には 28.5% 増の 61,826 戸となり、昭

和４５年以降２０年間における増加率が75.5% となっている。なお、平成１２年には13,727

戸と記録されている。 

以上で記述した蒜山地域における昭和４５年以降２０年間の亘る非自営業世帯数の推移

を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における非自営業世帯数は昭和４５年に３９０戸となり、その後は一貫して増
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加し、平成２年に７９６戸となり、昭和４５年以降２０年間における増加率は 104.1%とな

っている。一方、真庭郡及び岡山県の場合も同様に増加し、その増加率はそれぞれ 127.0%、

75.5% となり、蒜山地域に比べると真庭郡は 22.9% ポイント上回り、反対に岡山県は 28.6% 

ポイント下回っている。 

蒜山地域における非自営業世帯数の対真庭郡及び対岡山県比は昭和４５年にそれぞれ

15.1% 、1.11% となり、その後は上昇し、平成２年にはそれぞれ 19.4% 、1.87% となって

いる。 

（２） ４か町村 

農家林家における非自営業世帯数は、昭和４５年に湯原町２４９戸（町村別構成比

63.8%）、中和村５３戸（同 13.6%）、川上村４７戸（同 12.1%）、八束村４１戸（同 10.5% ）

の順になっている。 

同年以降、各町村における上記世帯数は中和村を除く３か町村は一貫して増加し、一方、

中和村は増加基調で推移し、その過程で同５５年に最高に達し、平成２年に湯原町４１１

戸（同 51.6% ）、八束村１４１戸（同 17.7% ）、中和村１３１戸（同 16.5% ）、川上村

１１３戸（同 14.2% ）の順になっている。なお、平成１２年には湯原町２０２戸（同 63.3% ）、

中和村４６戸（同 14.4% ）、八束村３６戸（同 11.3% ）、川上村３５戸（同 11.0% ）と

記録されている。 

上記した非自営業世帯数の昭和４５年以降２０年間における増加率は八束村 243.9%、中

和村 147.2%、川上村 140.4%、湯原町 65.0%の順になり、八束村は中和村を 96.7 ポイント、

川上村を 103.5 ポイント、湯原町を 178.9 ポイント上回っている。以上の増加率を１０年

刻みでみると、各町村とも昭和４５～５５年期における増加率は同５５年～平成２年期に

比べて高く、八束村 180.5%、中和村 177.4%、川上村 127.7%、湯原町 63.8%の順になってい

る。一方、昭和５５年～平成２年期における増加率は八束村 22.6% 、川上村 5.6%、湯原町

1.2%の順になり、反対に中和村は 10.9% の減少となっている。 

以上で記述した４か町村における非自営業世帯数の推移動向を要約すると以下のとおり

である。 

昭和４５年における４か町村の非自営業世帯数３９０戸の町村別構成割合は湯原町

63.8% 、中和村 13.6% 、川上村 12.1% 、八束村 10.5% の順になり、その後中和村を除く

３か町村は一貫して増加し、一方、中和村は増加基調で推移し、その過程で同５５年に最

高に達し、平成２年における４か町村の同世帯数は７９６戸となり、その町村別構成割合

は湯原町 51.6% 、八束村 17.7% 、中和村 16.5% 、川上村 11.0% の順になっている。 

上記した非自営業世帯数の昭和４５年以降２０年間における増加率は八束村 243.9%、中

和村 147.2%、川上村 140.4%、湯原町 65.0% の順になっている。 

２２２２ 主業別農家林家数割合主業別農家林家数割合主業別農家林家数割合主業別農家林家数割合のののの推移推移推移推移 

前項で記述したように農家林家における自営業世帯数は時系列的に減少し、反対に非自

営業世帯数は激増する推移動向のなかで、農家林家数に占める自営業世帯数割合、自営業

世帯数に占める林業、農業、その他の世帯数割合、非自営業世帯数に占める恒常的勤務、

出稼ぎ、日雇・臨時雇世帯数割合及びその特化係数（岡山県＝1.00）の推移動向について

記述すると以下のとおりである。 

２２２２－－－－１１１１ 自営業世帯数割合自営業世帯数割合自営業世帯数割合自営業世帯数割合のののの縮小縮小縮小縮小 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における農家林家数に占める自営業世帯数割合（以下、自営業世帯シェア）は

昭和４５年に 75.8% となり、その後一貫して縮小し、その過程で同５５年に 47.9%に急激

に縮小し、平成２年には 40.0% となっている。なお、平成１２年には 44.9% と記録されて

いる。以上の平成２年における自営業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は

47.2% となっている。 

真庭郡における自営業世帯シェアは昭和４５年に 62.2% となり、その後の推移パタ－ン

は蒜山地域に類似し、同５５年に 33.3% と急激に縮小し、平成２年に 29.8% となっている。

なお、平成１２年には 44.2% と記録されている。以上の自営業シェアは蒜山地域に比べて

各時点において下回り、その較差は昭和４５年 13.6 ポイント、同５５年 14.6 ポイント、
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平成２年 10.2 ポイントとなっている。 

上記した真庭郡の平成２年における自営業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率

は 52.1% となり、蒜山地域を 4.9 ポイント上回っている。 

岡山県における自営業世帯シェアは昭和４５年に 58.5% となり、その後の推移パタ－ン

は蒜山地域に類似し、同５５年に 35.6%に急激に縮小し、平成２年には 31.2%となっている。

なお、平成１２年には 45.8% を記録している。以上の自営業世帯シェアは蒜山地域に比べ

て下回り、その較差は昭和４５年 17.3 ポイント、同５５年 12.3 ポイント、平成２年 8.8 

ポイントとなり、その較差は昭和４５年に真庭郡を上回り、その後は下回っている。 

上記した岡山県の平成２年における自営業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率

は 46.7% となり、蒜山地域を 0.5 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における農家林家数に占める自営業世帯シェアの特化係数の推

移状況をみると以下のようである。 

蒜山地域は昭和４５年に 1.30 となり、同５５年に 1.35、平成２年には 1.28 と幾分下降

して、以上の３時点において岡山県レベルを上回っている。 

一方、真庭郡の場合は昭和４５年に 1.06 となり、岡山県レベルに達し、同５５年以降は

0.93～0.96 となり、岡山県レベルを僅差ながら下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における農家林家数に占める自営業世帯シェアの昭和４５年以

降２０年間に亘る推移動向を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりでる。 

蒜山地域、真庭郡、岡山県は昭和４５年にそぞれ 75.8% 、62.2% 、58.5% となり、その

後は一貫して縮小し、平成２年にはそれぞれ 40.0% 、29.8% 、31.2% となっている。上記

した平成２年における自営業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は真庭郡

52.1% 、蒜山地域 47.2% 、岡山県 46.7% の順になっている。 

上記した蒜山地域及び真庭郡における自営業世帯シェアの特化係数の数値から、蒜山地

域では昭和４５年以降３時点において自営業世帯への特化を強め、反対に真庭郡では特化

を認められない。 

（２） ４か町村 

４か町村における農家林家数に占める自営業世帯数割合（以下、自営業世帯シェア）は、

昭和４５年に川上村と八束村各 85.8% 、中和村 77.6% 、湯原町 66.9% の順になり、川上

村と八束村は中和村を 8.2 ポイント、湯原町を 18.9 ポイント上回っている。 

同年以降、各町村とも一貫して縮小し、その過程で同５５年に急激に縮小し、平成２年

に川上村 61.0% 、八束村 53.8% 、湯原町 26.6% 、中和村 23.8% の順になり、川上村は八

束村を 7.2 ポイント、湯原町を 34.4 ポイント、中和村を 37.2 ポイント上回っている。な

お、平成１２年には湯原町 52.4% 、川上村 52.1% 、中和村 41.8% 、八束村 29.4% と記録

されている。 

上記した４か町村の平成２年における自営業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比

率は、中和村 69.3% 、湯原町 60.2% 、八束村 37.3% 、川上村 28.9% の順になり、中和村

は湯原町を 9.1 ポイント、八束村を 32.0 ポイント、川上村を 40.4 ポイント上回っている。 

次に４か町村における自営業世帯シェアの特化係数の昭和４５年以降２０年に及ぶ期間

の経年的推移状況をみると以下のとおりである。 

４か町村における上記の特化係数は、昭和４５年に川上村と八束村各 1.47、中和村 1.33、

湯原町 1.14 の順になっている。 

同年以降、川上村は一貫して上昇し、八束村は上昇基調で推移し、その過程で同５５年 

に最高に達し、その後僅差ながら低下し、中和村と湯原町は一貫して下降し、その過程で

それぞれ同５５年、平成２年に 1.00 を割り込んでいる。以上の推移経過のもとで、平成２

年に川上村 1.96、八束村 1.72、湯原町 0.85、中和村 0.76 の順になっている。なお、平成

１２年には川上村と湯原町各 1.14、中和村 0.91、八束村 0.64 と記録されている。 

以上の自営業世帯シェアの特化係数は、川上村と八束村では昭和４５年～平成２年の４

時点において岡山県レベルを上回り、一方、中和村と湯原町は昭和４５年の時点において

に上回り、そのなかで湯原町の方が幾分低くなり、同５０年には岡山県レベルにようやく

達している。 
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以上で記述した４か町村における農家林家数に占める自営業世帯シェアの昭和４５年以

降２０年間に亘る推移状況を要約すると以下のとおりである。 

４か町村における自営業世帯シェアは、昭和４５年に川上村と八束村各 85.8% 、中和村

77.6% 、湯原町 66.9% の順になり、同年以降、上記自営業シェアは縮小し、平成２年に川

上村 61.0% 、八束村 53.8% 、湯原町 26.6% 、中和村 23.8% の順になっている。以上の平

成２年における自営業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は、中和村 69.3% 、湯

原町 60.2% 、八束村 37.3% 、川上村 28.9% の順になっている。 

上記した４か町村における自営業世帯シェアの特化係数の数値から、川上村及び八束村

は全時点、中和村と湯原町は昭和４５年に自営業世帯への特化を強めている。 

２２２２－－－－２２２２ 非自営業世帯数割合非自営業世帯数割合非自営業世帯数割合非自営業世帯数割合のののの拡大拡大拡大拡大 

非自営業世帯数は農家林家数から自営業世帯数を控除した数値であるから、農家林世帯

数に占める非自営業世帯数割合は自営業世帯数割合の１００％に未達成の部分に相当す

る。したがって昭和４５年以降以降２０年間における非自営業世帯数割合の推移動向は、

自営業世帯数割合の縮小パタ－ンと異なり、拡大パタ－ンで推移している。 

３３３３ 自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数のののの業種別割合業種別割合業種別割合業種別割合のののの動向動向動向動向 

農業センサスでは自営業世帯は林業、農業、その他の世帯に区分されており、本項では

自営業世帯数に占める林業世帯数割合及び農業世帯数割合の動向について記述し、その他

の世帯数割合は表示（表５３）にとどめる。なお、平成１２年における自営業世帯は林業

世帯とその他の世帯に区分され、農業世帯は不詳となっている。 

３３３３－－－－１１１１ 林業世帯数割合林業世帯数割合林業世帯数割合林業世帯数割合のののの縮小縮小縮小縮小 

自営業の林業とは、自分が経営している山林か、他人の山から立木を買ったかを問わず、

その世帯が収入を得る目的で計画的に営む育林、伐出、製薪炭、特用林産物の採取等を行

うものをいい、狩猟も便宜上ここに含まれている。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自営業世帯数に占める林業世帯数割合（以下、林業世帯シェア）は、

昭和４５年に 4.9%となり、その後縮小基調で推移し、その過程で同５５年に 0.7 と急激に

縮小し、平成２年には 1.1%と僅差ながら拡大している。なお、平成１２年には 6.2%と記録

されている。 

上記した平成２年における林業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 77.6% と

なっている。 

真庭郡における林業世帯シェアは、昭和４５年に 9.6%となり、その後は一貫して縮小し、

その過程で同５５年に 3.4%に急激に縮小し、平成２年には 2.5%となっている。以上の林業

世帯シェアは蒜山地域に比べて各時点において上回り、その較差は昭和４５年に 4.7 ポイ

ントとなり、その後 2.7～1.4 ポイントの範囲を時系列的に下降している。なお、平成１２

年には 10.4% と記録されている。 

上記した平成２年における林業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 74.0% と

なり、蒜山地域を 3.6 ポイント下回っている。 

岡山県における林業世帯シェアは、昭和４５年に 3.1%となり、その後は縮小基調で推移

し、その過程で同５５年に 1.2%に急激に縮小し、平成２年に 1.3%と極僅差ながら拡大して

いる。以上の林業世帯シェアは蒜山地域に比べて昭和４５年に 1.8 ポイント上回り、反対

に同５５年以降は上回り、その較差は 0.5～0.2 ポイントの範囲を下降している。なお、平

成１２年には 5.4%と記録されている。 

上記した平成２年における林業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 58.1% と

なり、蒜山地域を 19.5 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における林業世帯シェアの特化係数の推移状況をみると以下の

とおりである。 

蒜山地域における特化係数は昭和４５年に 1.58 となり、その後は低下基調で推移し、そ

の過程で同５５年に 0.58 に急落し、最低に達し、平成２年には 0.85 に急激に上昇してい

る。 

一方、真庭郡の場合は昭和４５年に 3.10 となり、その後は 2.83～1.92 の範囲を下降し
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ている。なお、平成１２年には蒜山地域は 1.15、真庭郡は 1.93 と記録され、蒜山地域に

おける同係数は全時点において真庭郡を下回っている。 

以上のように、蒜山地域は昭和４５年に岡山県レベルを上回り、一方、真庭郡は全時点

において岡山県レベルを上回り、とくに昭和４５～５５年には大幅に上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における自営業世帯数に占める林業世帯シェアの昭和４５年以

降２０年間の亘る推移動向を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県の林業世帯シェアは、昭和４５年にそれぞれ 4.9%、9.6%、

3.1%となり、その後は蒜山地域と岡山県は縮小基調で推移し、真庭郡は一貫して縮小し、

平成２年に蒜山地域 1.1%、真庭郡 2.5%、岡山県 1.3%となっている。 

上記した平成２年における林業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率蒜山地域

77.6% 、真庭郡 74.0% 、岡山県 19.5% の順になっている。 

蒜山地域及び真庭郡における林業世帯シェアの特化係数の数値から、蒜山地域は昭和４

５年、真庭郡は全時点で林業世帯への特化を強めている。 

（２） ４か町村 

４か町村における自営業世帯数に占める林業世帯シェアは川上村を除く３か町村におい

て記録されている。 

八束村における林業世帯シェアは、昭和４５年に 0.4%、同５５年は該当世帯不在となり、

平成２年には 0.6%となっている。なお、平成１２年は該当世帯不在となっている。以上の

平成２年における林業世帯シェアの昭和４５年に対する拡大の比率は 50.0% となってい

る。 

中和村における林業世帯シェアは、昭和４５年～平成２年には記録されず、平成１２年

に初めて 6.1%と記録されている。 

湯原町における林業世帯シェアは、昭和４５年に 11.7% となり、その後縮小基調で推移

し、その過程で同５５年に 1.9%に急激に縮小し、最低となり、平成２年には 3.4%に拡大し

ている。なお、平成１２年には 8.0%と記録されている。以上の平成２年における林業世帯

シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 70.9% となっている。 

次に八束村、中和村、湯原町における林業世帯シェアの特化係数の推移をみると以下の

ようである。 

八束村における特化係数は昭和４５年に 0.13 となり、平成２年には 0.46 に上昇してい

る。 

中和村における特化係数は平成１２年に 1.13 と記録されている。 

湯原町における特化係数は昭和４５年に 3.78 となり、その後下降基調で推移し、その過

程で同５５年に 1.58 と最低になり、平成２年には 2.62 に上昇している。なお、平成１２

年には 1.48 と記録されている。 

上記した特化係数の数値から、八束村における林業世帯シェアは昭和４５年及び平成２

年の両時点において岡山県レベルを大幅に下回っている。 

湯原町における林業世帯シェアは全時点において岡山県レベルを大幅に上回り、とくに

昭和４５年と平成２年に超大幅に上回っている。 

以上で記述した４か町村における自営業世帯数に占める林業世帯シェアの昭和４５年以

降２０年間に亘る推移動向を要約すると以下のとおりである。 

林業世帯シェアは川上村と中和村にを除く２か町村で記録されている。しかし、八束村

は昭和５５年と平成１２年における記録が欠けている。 

八束村における林業世帯シェアは昭和４５年及び平成２年にそれぞれ 0.4%、0.6%とな

り、両時点における拡大の比率は 50.0%となっている。 

湯原町における林業世帯シェアは昭和４５年に 11.7%となり、その後縮小基調で推移し、

その過程で同５５年に 1.9%に急激に縮小し、最低に達し、平成２年には 3.4%に拡大し、同

年における林業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 70.9%となっている。 

上記した林業世帯シェアの特化係数の数値から、湯原町における林業世帯シェアは全時

点において岡山県の平均レベルを大幅に上回り、同世帯への特化を強め、とくに昭和４５

年と平成２年において著しい。 
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３３３３－－－－２２２２ 農業世帯数割合農業世帯数割合農業世帯数割合農業世帯数割合のののの縮小縮小縮小縮小 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における自営業世帯数に占める農業世帯数割合（以下、農業世帯シェア）は、

昭和４５年に89.1% となり、その後は縮小パタ－ンで推移し、その過程で同５５年に85.1%、

平成２年に 84.0%に縮小している。以上の平成２年における農業世帯シェアの昭和４５年

に対する縮小の比率は 5.7%となっている。 

真庭郡における農業世帯シェアは、昭和４５年に 81.1% となり、その後縮小基調で推移

し、その過程で同５５年に 74.9% と比較的急激に縮小し、最低となり、平成２年に 75.9% 

と僅差ながら拡大し、以上の農業世帯シェアは蒜山地域を下回り、その較差は昭和４５年

に 8.0 ポイントとなり、その後は 10.2～8.1 ポイントの範囲を経年的に下降している。 

上記した平成２年における農業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 6.4%と

なり、蒜山地域を 0.7 ポイント上回っている。 

岡山県における農業世帯シェアは、昭和４５年に 84.2% となり、その後は縮小パターン

で推移し、その過程で同５５年に急激に 77.2%に縮小し、平成２年には 77.0% とほぼ横ば

い状態になっている。以上の農業世帯シェアは蒜山地域を下回り、そに較差は昭和４５年

に 4.9 ポイントとなり、その後は 7.9～7.0 の範囲を下降している。 

上記した平成２年における農業世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 8.6%と

なり、蒜山地域を 2.9 ポイント上回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における農業世帯シェアの特化係数（岡山県＝1.00）の推移状

況をみると以下のとおりである。 

蒜山地域における特化係数は昭和４５年に 1.06 となり、その後は多少上昇基調で推移

し、その過程で同５５年に 1.10、平成２年には 1.09 となっている。一方、真庭郡の場合

は昭和４５年に 0.96 となり、その後僅差ながら上昇し、平成２年に 0.99 となっている。 

上記の特化係数の数値から、蒜山地域における農業世帯シェアは全時点において岡山県

レベルを僅差ながら上回り、真庭郡の場合は僅差ながた下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における自営業世帯数に占める農業世帯シェアの昭和４５年以

降２０年間に亘る推移動向を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域、真庭郡、岡山県における農業世帯シェアは、昭和４５年にそれぞれ 89.1% 、

81.1% 、84.2% となり、その後は縮小パタ－ンで推移し、その過程で同５５年に比較的急

激に縮小し、その後は概ね横ばい状態となり、平成２年に蒜山地域 84.0% 、真庭郡 75.9% 、

岡山県 77.0% となっている。以上の平成２年における農業世帯シェアの昭和４５年に対す

るに縮小の比率は岡山県 8.6%、真庭郡 6.4%、蒜山地域 5.7%の順になっている。 

上記した蒜山地域及び真庭郡における農業世帯シェアの特化係数の数値から、蒜山地域

における農家世帯への特化は昭和５５年に多少うかがわせる。 

（２） ４か町村 

４か町村における自営業世帯数に占める農業世帯数割合（以下、農業世帯シェア）は、

昭和４５年に川上村 95.8% 、中和村 95.1% 、八束村 89.5% 、湯原町 82.9% の順になり、

川上村は中和村を 0.7 ポイント、八束村を 6.3 ポイント、湯原町を 12.9 ポイント上回っ

ている。 

同年以降、川上村は同５５年に横ばい状態となり、その後は急激に縮小し、湯原町もま

た同５５年に横ばい状態となり、その後は極僅差ながら縮小し、八束村と中和村は同５５

年に急激に縮小し、その後は概ね横ばい状態になっている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における農業世帯シェアは川上村 92.1% 、湯原町

81.2% 、八束村 79.9% 、中和村 75.6% の順になり、川上村は湯原町を 10.9 ポイント、八

束村を 12.2 ポイント、中和村を 16.5 ポイント上回っている。 

以上で記述した平成２年における農家世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は中

和村 20.5% 、八束村 10.7% 、川上村 3.9%、湯原町 2.1%の順になり、中和村は八束村を 9.8 

ポイント、川上村を 16.6 ポイント、湯原町を 18.4 ポイント上回っている。 

次に４か町村における農業世帯シェアの特化係数の推移状況をみると以下のとおりであ

る。 
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昭和４５年における特化係数は川上村 1.14、中和村 1.13、八束村 1.06、湯原町 0.98 と

なり、その後、川上村は 1.23～1.19 、八束村は 1.05～1.04 、湯原町は 1.07～1.05 の範囲

を時系列的に下降し、中和村は 0.98 の横ばい状態となっている。 

上記した特化係数の数値から、川上村と八束村における農業世帯シェアは全時点におい

て岡山県レベルを上回り、そのなかで川上村は大幅に上回っている。一方、中和村は昭和

４５年、湯原町は同４５年を除く２時点において岡山県レベルを多少上回っている。 

以上で記述した４か町村における自営業世帯数に占める農業世帯シェアの昭和４５年以

降２０年間における推移状況を要約すると以下のとおりである。 

昭和４５年における農業世帯シェアは川上村 95.8% 、中和村 95.1% 、八束村 89.5% 、

湯原町 82.9% の順になり、その後縮小し、平成２年に川上村 92.1% 、湯原町 81.2% 、八

束村 79.9% 、中和村 75.6% の順になっている。 

上記した４か町村における農業世帯シェアの特化係数の数値から、川上村は全時点にお

いて、中和村は昭和４５年の時点で農業世帯への特化がみられる。 

４４４４ 非自営業世帯数非自営業世帯数非自営業世帯数非自営業世帯数のののの業種別割合業種別割合業種別割合業種別割合のののの推移推移推移推移 

農業センサスでは非自営業世帯は恒常的勤務、日雇・臨時雇、出稼ぎに区分されている。

恒常的勤務とは、一定の勤め先に恒常的に勤務したことをいう。日雇・臨時雇とは、継続

的に雇うという契約がなく、日雇・臨時雇として雇われたものをいう。出稼ぎとは自宅以

外の場所に寝泊まりし、臨時的に雇われて働いたものをいい、期間は原則的に３０日以上

１年未満となっている。本項では出稼ぎ世帯数は極めて少ないため表示（表５３）にとど

める。 

４４４４－－－－１１１１ 恒常的勤務世帯数割合恒常的勤務世帯数割合恒常的勤務世帯数割合恒常的勤務世帯数割合のののの拡大拡大拡大拡大 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における非自営業世帯数に占める恒常的勤務世帯数割合（以下、恒常的勤務世

帯シェア）は、昭和４５年に 54.6% となり、その後拡大パターンで推移し、その過程で同

５５年に 72.1%に顕著に拡大し、平成２年に 85.8% となっている。なお、平成１２年には

91.2% と記録されている。以上の平成２年における恒常的勤務世帯シェアの昭和４５年に

対する拡大の比率は 57.1% となっている。 

真庭郡における恒常的勤務世帯シェアは、昭和４５年に 65.7%となり、その後拡大パタ

ーンで推移し、平成２年に 92.4% となっている。以上の世帯シェアは蒜山地域を上回り、

その較差は昭和４５年に 11.1 ポイントとなり、その後は 9.6～6.6 ポインの範囲を時系列

的に下降している。なお、平成１２年には 93.7% と記録されている。 

上記した平成２年における恒常的勤務世帯シェアの昭和４５年に対する拡大の比率は

40.6% となり、蒜山地域に比べて 16.5 ポイント下回っている。 

岡山県における恒常的勤務世帯シェアは、昭和４５年に 74.1%となり、その後蒜山地域

と同じ拡大パターンで推移し、同５５年には 84.5%、平成２年に 93.5%となっている。以上

の世帯シェアは蒜山地域を上回り、その較差は昭和４５年に 19.5 ポイントとなり、その後

は 12.4～7.7 ポイントの範囲を下降している。なお、平成１２年には 94.6% と記録されて

いる。 

上記した平成２年における恒常的勤務世帯シェアの昭和４５年に対する拡大の比率は

26.2% となり、蒜山地域を 30.9 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡におけるる恒常的勤務世帯シェアの特化係数の推移状況をみる

と以下のとおりである。 

蒜山地域における特化係数は昭和４５年に 0.74 となり、その後上昇し、平成２年に 0.92

となっている。なお、平成１２年には 0.96 と記録されている。一方、真庭郡にける特化係

数は昭和４５年に 0.89 となり、その後は 0.97～0.99 の範囲を上昇している。なお、平成

１２年には 0.99 と記録されている。 

以上の特化係数は、蒜山地域の方が下回り、その較差は 0.15～0.03 ポイントの範囲を下

降している。 

以上で記述した蒜山地域における恒常的勤務世帯シェアの昭和４５年以降２０年間に亘

る推移を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると次のとおりである。 
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昭和４５年における恒常的勤務世帯シェアは岡山県 74.1% 、真庭郡 65.7% 、蒜山地域

54.6% となり、その後は一貫して拡大し、平成２年には岡山県 93.5% 、真庭郡 92.4% 、蒜

山地域 85.8% の順になっている。以上の平成２年における恒常的勤務世帯シェアの昭和４

５年に対する拡大率は、蒜山地域 57.1% 、真庭郡 40.6% 、岡山県 26.2% の順になってい

る。 

上記した蒜山地域及び真庭郡における恒常的勤務世帯シェアの特化係数の数値から、蒜

山地域及び真庭郡における同世帯シェアは全時点において岡山県の平均レベルを下回り、

恒常的勤務への特化はみられない。 

（２）４か町村 

４か町村における恒常的勤務世帯シェアは、昭和４５年に八束村 85.4% 、川上村 68.1% 、

湯原町 49.4% 、中和村 43.4% の順になり、八束村は川上村を 17.3 ポイント、湯原町を 36.0

ポイント、中和村を 42.0 ポイント上回っている。 

同年以降、各町村とも拡大しているが、その推移パタ－ンには違いがみられる。中和村

は昭和５５年に極めて急激に拡大し、その後も急激に、湯原町は同５５年及び平成２年に

かなり急激に拡大し、川上村は昭和５５年にかなり急激に拡大し、八束村は一貫して極め

て緩やかに拡大している。以上の推移経過のもとで、平成２年に川上村 93.8% 、中和村

90.8% 、八束村 87.2% 、湯原町 81.6% の順になり、川上村は中和村を 3.0 ポイント、八束

村を 6.6 ポイント、湯原町を 12.2 ポイント上回り、各町村間の較差は昭和４５年の時点

に比べて小さくなっている。なお、平成１２年には中和村 100%、川上村 97.1% 、八束村

91.7% 、湯原町 88.1% と記録されている。 

上記した平成２年における恒常的勤務世帯シェアの昭和４５年に対する拡大の比率は、

中和村 109.2%、湯原町 65.2% 、川上村 37.7% 、八束村 2.1%の順になり、中和村は湯原町

を 44.0 ポイント、川上村を 71.5 ポイント、八束村を 107.1 ポイント上回っている。 

次に４か町村における恒常的勤務世帯シェアの特化係数（岡山県＝1.00）の推移状況を

みると以下のとおりである。 

昭和４５年に八束村 1.15、川上村 0.92、湯原町 0.67、中和村 0.59 の順になり、その後、

八束村は 1.03～0.93 の範囲を経年的に下降し、反対に川上村は 1.01～1.09 、中和村は 0.90

～0.97 、湯原町は 0.75～0.87 の範囲を上昇している。なお、平成１２年には中和村 1.06、

川上村 1.03、八束村 0.97、湯原町 0.93 と記録されている。 

上記した恒常的勤務世帯シェアの特化係数が岡山県レベルを上回った時点は、川上村は

昭和５５年以降、八束村は同４５～５５年、中和村は平成１２年となっている。 

以上で記述した４か町村における非自営業世帯数に占める恒常的勤務世帯シェアの昭和

４５年以降２０年間に亘る推移状況を要約すると以下のとおりである。 

昭和４５年における恒常的勤務世帯シェアは八束村 85.4% 、川上村 68.1% 、湯原町

49.4% 、中和村 43.4% の順になり、その後、中和村と湯原町は急激に拡大し、川上村もか

なり急激に拡大し、八束村は極めて緩やかに拡大し、平成２年に川上村 93.8% 、中和村

90.8% 、八束村 87.2% 、湯原町 81.6% の順になっている。以上の平成２年における恒常的

勤務世帯シェアの昭和４５年に対する拡大の比率は、中和村 109.2%、湯原町 65.2% 、川上

村 37.7% 、八束村 2.1 の順になっている。 

上記した４か町村における恒常的勤務世帯シェアの特化係数の数値から、同世帯への特

化は八束村における昭和４５年にみられるにすぎない。 

４４４４－－－－２２２２ 日雇日雇日雇日雇・・・・臨時雇世帯数割合臨時雇世帯数割合臨時雇世帯数割合臨時雇世帯数割合のののの縮小縮小縮小縮小 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における非自営業世帯数に占める日雇・臨時雇世帯数割合（以下、日雇世帯シ

ェア）は、昭和４５年に 36.2% となり、その後急激に縮小し、同５５年に 26.1% 、平成２

年に 13.6% となっている。なお、平成１２年には 8.8%と記録されている。以上の平成２年

における日雇世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 62.4% となっている。 

真庭郡における日雇世帯シェアは、昭和４５年に 27.3% となり、その後は極めて急激に

縮小し、同５５年に 17.1% 、平成２年に 7.1%となっている。以上の世帯シェアは蒜山地域

を下回り、その較差は昭和４５年に 9.0 ポイントとなり、その後は 11.0～6.5 ポイントの
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範囲を経年的に下降している。なお、平成１２年には 6.1%と記録されている。 

上記した平成２年における日雇世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 73.9% と

なり、蒜山地域を 11.5 ポイント上回っている。 

岡山県における日雇世帯シェアは、昭和４５年に 21.4% となり、その後は極めて急激に

縮小し、同５５年に 14.5% 、平成２年に 6.0%となっている。以上の世帯シェアは蒜山地域

を下回り、その較差は昭和４５年に 14.8 ポイントとなり、その後は 11.6～7.6 ポイントの

範囲を下降している。 

上記した平成２年における日雇世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は 72.0% と

なり、蒜山地域を 9.6 ポイント上回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における日雇シェアの特化係数の推移状況をみると以下のとお

りである。 

蒜山地域における特化係数は昭和４５年に1.69となり、その後上昇し、同５５年に1.80、

平成２年に 2.27 となっている。なお、平成１２年には 1.69 と記録されている。一方、真

庭郡の場合は昭和４５年に 1.27 となり、その後低下し、同５５年～平成２年に 1.18 とな

っている。なお、平成１２年には 1.17 と記録されている。 

以上の特化係数は、蒜山地域及び真庭郡ともに全時点において岡山県レベルを上回り、

とくに蒜山地域の方が大幅に上回っている。なお、先に記述した蒜山地域及び真庭郡にお

ける恒常的勤務世帯シェアの特化係数が岡山県レベルを僅差ながら下回っているのと対照

的である。 

以上で記述した蒜山地域における非自営業世帯数に占める日雇世帯シェアの昭和４５年

以降２０年間に亘る推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりであ

る。 

昭和４５における日雇世帯シェアは蒜山地域 36.2% 、真庭郡 27.3% 、岡山県 21.4% の

順になっている。同年以降、蒜山地域、真庭郡、岡山県における同世帯シェアは、多少の

違いがあるものの極めて急激に縮小し、平成２年にはそれぞれ 13.6% 、7.1%、6.0%の順に

なっている。 

上記した平成２年における日雇世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は真庭郡

73.9% 、岡山県 72.0% 、蒜山地域 62.4% の順になっている。 

蒜山地域及び真庭郡における日雇世帯シェアの特化係数の数値から、日雇世帯への特化

がみられ、とくに蒜山地域において著しい。 

（２） ４か町村 

４か町村における日雇世帯シェアは、昭和４５年に湯原町 41.0% 、中和村 39.6% 、川上

村 25.5% 、八束村 14.6% の順になり、湯原町は中和村を 1.4 ポイント、川上村を 15.5 ポ

イント、八束村を 26.4 ポイント上回っている。 

同年以降、各町村は多少異なる縮小パタ－ンで推移している。すなわち川上村と中和村

は昭和５５年及び平成２年の両時点で極めて急激に縮小し、八束村と湯原町は昭和５５年

に多少控え目に縮小し、その後八束村は僅少ながら拡大に転じ、反対に湯原町は極めて急

激な縮小に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町 17.3% 、八束村 12.8% 、中和村 9.2%、川

上村 6.2%の順になり、湯原町は八束村を 4.5 ポイント、中和村を 8.1 ポイント、川上村

を 11.1 ポイント上回っている。なお、平成１２年には湯原町 11.9% 、八束村 8.3%、川上

村 2.9%の順になり、中和村は該当世帯不在となっている。 

上記した平成２年における日雇世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は中和村

76.8% 、川上村 75.7% 、湯原町 57.8% 、八束村 12.3% の順になり、中和村は川上村を 1.1 

ポイント、湯原町を 19.0 ポイント、八束村を 64.5 ポイント上回っている。 

次に４か町村における日雇世帯シェアの特化係数の推移状況をみると以下のとおりであ

る。 

昭和４５年に湯原町 1.92、中和村 1.85、川上村 1.19、八束村 0.68 の順になっている。

同年以降、湯原町は 2.41～2.88 、中和村は 1.41～1.53 、八束村は 0.84～2.13 の範囲を時

系列的に上昇し、川上村は 1.03 の横ばい状態となっている。なお、平成１２年には湯原町



- 554 - 

2.29、八束村 1.60、川上村 0.56 と記録され、中和村は該当世帯不在となっている。 

以上の特化係数が岡山県レベルを上回った時点は、川上村、中和村、湯原町は全時点、

八束村は平成２年となり、そのなかで湯原町と中和村は大幅に上回り、とくに湯原町は超

大幅に上回っている。 

以上で記述した４か町村における日雇世帯シェアの昭和４５年以降２０年間における推

移状況を要約すると以下のとおりである。 

昭和４５年における日雇世帯シェアは湯原町、中和村、川上村、八束村の順になり、そ

の後各町村とも縮小し、平成２年には湯原町 17.3% 、八束村 12.8% 、中和村 9.2%、川上

村 6.2%の順になっている。 

上記した平成２年における日雇世帯シェアの昭和４５年に対する縮小の比率は中和村

76.8% 、川上村 75.7% 、湯原町 57.8% 、八束村 12.3% の順になっている。 

日雇世帯シェアの特化係数の数値から、同世帯の特化は湯原町において著しく、次いで

中和村となり、八束村は平成２年において著しい。 

 

第第第第５５５５項項項項 農家林家世帯員農家林家世帯員農家林家世帯員農家林家世帯員のののの林業従事状況林業従事状況林業従事状況林業従事状況 

蒜山地域及び４か町村における農家林家世帯員の林業従事状況の一端を知るため、表５

５、５６に基づき林業従事世帯員数と林業従事日数別世帯員数割合について記述する。 

林業作業とは植林、下刈り、間伐、除伐・間伐、用材等を販売するために行う伐採等で

ある。農家林家世帯員は自営林業のほかに他者に雇われて林業に従事しており、上記の表

では両林業従事の総世帯員数と自営林業従事世帯員数を掲示している。世帯員の林業従事

日数は年間１～２９日、３０～５９日、６０～１４９日、１５０日以上の４区分となって

いるが、昭和４５年における自営林業従事世帯員については未公表となっている。 

表記した昭和４５年～平成２年は保有山林面積１０ａ以上の農家林家である。しかし、

２０００年（平成１２年）農業センサスでは保有山林面積３ha 以上の林家（非農家林家を

含む）の世帯員のみを対象としおり、平成２年と同１２年は厳密には連結しないため本文

では付記に留める。 

１１１１ 林業従事総世帯員数林業従事総世帯員数林業従事総世帯員数林業従事総世帯員数のののの減少減少減少減少 

農家林家における林業従事総世帯員数及び同世帯員数のうち自営林業従事世帯員数の昭

和４５年以降２０年間における推移状況を真庭郡及び岡山県と対比的に記述する。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における林業従事総世帯員数は、昭和４５年に 1,557 人となり、その後急激に

減少し、平成２年に５０１人となり、同４５年以降２０年間における減少率は 67.8% とな

っている。なお、平成１２年には３３７人と記録されている。一方、自営林業従事世帯員

数は、昭和４５年に 1,260 人となり、その後急激に減少し、平成２年に４１５人となり、

昭和４５年以降２０年間に 67.1% の減少となっている。なお、平成１２年には３２１人と

記録されている。 

上記した林業従事総世帯員数に占める自営業従事世帯員数割合は、昭和４５年に 80.9% 

となり、その後拡大基調で推移し、その過程で同５５年に 83.6% と最高に達し、平成２年

に 82.8% となっている。なお、平成１２年には 95.3% と記録されている。 

次に林業従事総世帯員の農家林家１００戸当たり人員をみると、昭和４５年に８８人と

なり、同５５年に 19.3% 減の７１人、平成２年に 46.5% 減の３８人となり、同４５年以降

２０年間の減少率は 56.8% となっている。なお、平成１２年には３２人と記録されている。 

真庭郡における林業従事総世帯員数は、昭和４５年に 8,150 人となり、その後急激に減

少し、平成２年に 2,947 人となり、同４５年以降２０年間の減少率は 63.8% となり、蒜山

地域を 4.0 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 1,571 人を記録している。 

一方、自営林業従事世帯数は、昭和４５年に 7,106 人となり、その後は急激に減少し、

平成２年に 2,650 人となり、昭和４５年以降２０年間の減少率は 62.7% となり、蒜山地域

を 4.4 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 1,483 人を記録している。 

上記した林業従事総世帯員数に占める自営林業世帯員数割合は、昭和４５年に 87.2% と

なり、その後緩やかに拡大し、平成２年に 89.9% となっている。以上の自営林業世帯員数
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割合は蒜山地域を上回り、その較差は昭和４５年に 6.3 ポイントとなり、その後は 6.2～

7.1 ポイントの範囲を経年的に上昇している。なお、平成１２年には 94.4% と記録されて

いる。 

次に林業従事総世帯員の農家林家１００戸当たり人員をみると、昭和４５年に１２０人

となり、同５５年に 27.5% 減の８７人、平成２年に 42.5% 減の５０人となり、昭和４５年

以降２０年間における減少率は 58.3% となり、蒜山地域を 1.5 ポイント上回っている。な

お、平成１２年には２９人と記録されている。 

岡山県における林業従事総世帯員数は、昭和４５年に 55,477 人となり、その後急激に減

少し、平成２年に 20,119 人となり、昭和４５年以降２０年間の減少率は 63.7% となり、

蒜山地域を 4.1 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 8,895 人と記録されている。 

一方、自営林業従事世帯員数は、昭和４５年に 49,876 人となり、その後急激に縮小し、

平成２年に 18,649 人となり、昭和４５年以降２０年間の減少率は 62.6% となり、蒜山地

域を 4.5 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 8,473 人と記録されている。 

上記した林業従事総世帯員数に占める自営林業世帯員数割合は、昭和４５年に 89.9% と

なり、その後は緩やかに拡大し、平成２年に 92.7% となっている。以上の自営林業世帯員

数割合は蒜山地域を上回り、その較差は昭和４５年に 9.0 ポイントとなり、その後 7.0～

9.9 ポイントの範囲を経年的に上昇している。 

次に林業従事総世帯員の農家林家１００戸当たり人員をみると、昭和４５年に６５人と

なり、同５５年に 30.8% 減の４５人、平成２年には 26.6% 減の３３人となり、昭和４５年

以降２０年間の減少率は 49.2% となり、蒜山地域を 7.6 ポイント下回っている。なお、平

成１２年には２４人と記録されている。 

以上の蒜山地域及び真庭郡における林業従事総世帯員の農家林家１００戸当たり人員の

推移を、岡山県における同人員を 1.00 とした指数をみると、蒜山地域は昭和４５年に 1.35

となり、その後 1.58～1.15 の範囲を経年的に下降し、一方、真庭郡は同４５年に 1.85 と

なり、その後 1.93～1.52 の範囲を下降し、その指数は蒜山地域を上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における林業従事総世帯員数並びに自営林業従事世帯員数の昭

和４５年以降２０年間に亘る推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとお

りである。 

蒜山地域における林業従事総世帯員数は昭和４５年に 1,557 人となり、その後急激に減

少し、平成２年に５０１人に減少している。以上の総世帯員数の真庭郡及び岡山県に対す

る比率（対真庭郡比及び対岡山県比）は昭和４５年にそれぞれ 19.1% 、2.81% となり、そ

の後両比率とも下降基調で推移し、平成２年にそれぞれ 17.0% 、2.49%となっている。 

上記した林業従事総世帯員数の昭和４５年以降２０年間における減少率は蒜山地域

67.8% 、真庭郡 63.8% 、岡山県 63.7% の順になっている。 

蒜山地域における自営林業世帯員数は昭和４５年に 1,260 人となり、その後急激に減少

し、平成２年に４１５人となっている。以上の世帯員数の対真庭郡比及び対岡山県比は昭

和４５年にそれぞれ 17.7% 、2.53%となり、その後下降基調で推移し、平成２年にそれぞ

れ 15.7% 、2.23%となっている。以上の自営林業世帯員数の昭和４５年以降２０年間にお

ける減少率は蒜山地域 67.1% 、真庭郡 62.7% 、岡山県 62.6%の順になっている。 

上記した林業従事総世帯員数に占める自営林業従事世帯員数割合は、昭和４５年に岡山

県 89.9% 、真庭郡 87.2% 、蒜山地域 80.9% の順になり、その後蒜山地域は上昇基調で推

移し、真庭郡と岡山県は一貫して上昇し、平成２年に岡山県 92.7% 、真庭郡 89.9% 、蒜山

地域 82.8% の順になっている。 

上記した林業従事総世帯員の農家林家１００戸当た人員は、昭和４５年に真庭郡１２０

人、蒜山地域８８人、岡山県６５人となり、その後急速に減少し、平成２年に真庭郡５０

人、蒜山地３８人、岡山県３３人の順になっている。 

（２） ４か町村 

４か町村における林業従事総世帯員数は、昭和４５年に湯原町 1,027 人（町村別構成比

59.9% ）、川上村２０９人（同 13.4% ）、中和村１８３人（同 8.9%）、八束村１３８人（同

8.9 ）の順になっている。 
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同年以降、各町村では急激に減少し、とくに湯原町と中和村は同４５～５５年と同５５

年～平成２年の両期、川上村と八束村は後期に顕著に減少し、同２年に湯原町２９２人（同

58.2% ）、川上村８７人（同 17.4% ）、八束村６６人（同 13.2）、中和村５６人（同 11.2% ）

の順になっている。なお、平成１２年には湯原町１９９人（同 59.1% ）、中和村８２人（同

24.3% ）、川上村３５人（同 10.4% ）、八束村２１人（同 6.2%）の順になっている。 

上記した林業従事総世帯員数の昭和４５年以降２０年間の減少率は、湯原町 71.6% 、中

和村 69.4% 、川上村 58.4% 、八束村 52.2% の順になり、湯原町は中和村を 2.2 ポイント、

川上村を 13.2 ポイント、八束村を 19.4 ポイント上回っている。 

一方、自営林業従事世帯数は、昭和４５年に湯原町８６２人（同 68.4% ）、川上村１７

２人（同 13.7% ）、八束村１１６人（同 9.2%）、中和村１１０人（同 8.7%）の順になっ

ている。同年以降、各町村における自営林業従事世帯員数は上記の林業従事総世帯員数の

場合と類似の減少パタ－ンで推移し、平成２年に湯原町２４０人（同 57.8% ）、川上村７

７人（同 18.6% ）、八束村５３人（同 12.8% ）、中和村４５人（同 10.8% ）の順になっ

ている。なお、平成１２年には湯原町１８４人（同 57.3% ）、中和村８１人（同 25.2% ）、

川上村３５人（同 11.0% ）、八束村２１人（同 6.5%）と記録されている。 

上記した自営林業従事世帯員数の昭和４５年以降２０年間の減少率は、湯原町 72.2% 、

中和村 59.1% 、川上村 55.2% 、八束村 54.3%の順になり、湯原町は中和村を 13.1 ポイン

ト、川上村を 17.0 ポイント、八束村を 17.9 ポイント上回っている。 

上記した林業従事総世帯員数に占める自営業従事世帯員数割合は、昭和４５年に八束村

84.1% 、湯原町 83.9% 、川上村 82.3% 、中和村 60.1% の順になり、八束村は湯原町を 0.2 

ポイント、川上村を 1.8 ポイント、中和村を 24.0 ポイント上回っている。 

同年以降、八束村と湯原町は縮小基調で推移し、その過程で同５５年に最高に達し、そ

の後八束村は急激に縮小し、湯原町は緩やかに縮小し、一方、川上村と中和村は一貫して

拡大し、その過程で中和村は平成２年に急激に拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に川上村 88.5% 、湯原町 82.2% 、中和村 80.4% 、

八束村 80.3% の順になり、川上村は湯原町を 6.3 ポイント、中和村を 8.1 ポイント、八束

村を 8.2 ポイント上回っている。なお、平成１２年には川上村と八束村各 100%、中和村

98.8% 、湯原町 92.5% と記録されている。 

次に林業従事世帯員の農家林家１００戸当たり人員をみると、昭和４５年に湯原町１１

７人、中和村７５人、川上村６３人、八束村４５人の順になっている。 

同年以降、各町村は一貫して減少し、その過程で昭和５５年～平成２年に著しく急激に

減少し、一方、昭和４５～５５年は川上村と八束村は緩やかに減少し、中和村と湯原町は

多少急激に減少している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町５２人、中和村３３人、川上村３０人、八

束村２２人の順になり、昭和４５年以降２０年間の減少率は中和村 56.0% 、湯原町 55.6% 、

川上村 52.4% 、八束村 51.1% の順になり、中和村は湯原町を 0.4 ポイント、川上村を 3.6 

ポイント、八束村を 4.9 ポイント上回っている。なお、平成１２年には中和村５５人、湯

原町３５人、川上村１９人、八束村１４人と記録されている。 

上記した４か町村における農家林家１００戸当たり林業従事総世帯員数の推移を、岡山

県における同世帯員数を1.00とした指数でみると、昭和４５年に湯原町1.80、中和村1.25、

川上村 0.97、八束村 0.69 の順になり、その後平成２年までの間に湯原町は 2.11～1.92 、

中和村は 1.27～1.00 、川上村は 1.31～0.91 、八束村は 0.91～0.67 の範囲を経年的に下降

している。以上の指数の数値から、湯原町と中和村は岡山県の平均レベルを上回り、とく

に湯原町は大幅に上回っている。一方、川上村は昭和５５年を除く時点、八束村は全時点

において岡山県レベルを下回り、とくに八束村は大幅に下回っている。 

以上で記述した４か町村における林業従事総世帯員数及び自営林業世帯員数の昭和４５

年以降２０年間に亘る推移状況を要約すると以下のとおりである。 

林業従事総世帯員数は昭和４５年に湯原町 1,027 人（町村別構成比 59.9% ）、川上村２

０９人（同 13.4% ）、中和村１８３人（同 11.8% ）、八束村１３８人（同 8.9%）の順に

なり、その後は時系列的に減少し、平成２年に湯原町２９２人（同 58.2% ）、川上村８７
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人（同 17.4% ）、八束村６６人（同 13.2% ）、中和村５６人（同 11.2% ）の順になり、

上記期間の減少率は湯原町 71.6% 、中和村 69.4% 、川上村 58.4% 、八束村 52.2% の順に

なっている。 

自営林業従事世帯員数は昭和４５年に湯原町８６２人（同 68.4% ）、川上村１７２人（同

13.7% ）、八束村１１６人（同 9.2%）、中和村１１０人（同 8.7%）の順になり、その後は

一貫して減少し、平成２年に湯原町２４０人（同 57.8% ）、川上村７７人（同 18.6% ）、

八束村５３人（同 12.8% ）、中和村４５人（同 10.8% ）の順になり、上記期間における減

少率は湯原町 72.2% 、中和村 59.1% 、川上村 55.2% 、八束村 54.3% の順になっている。 

林業従事総世帯員数に占める自営林業従事世帯員割合は昭和４５年に八束村 84.1% 、湯

原町 83.9% 、川上村 82.3% 、中和村 60.1% の順になり、その後八束村と湯原町は縮小基

調で推移し、一方、川上村と中和村は一貫して拡大し、平成２年に川上村 88.5% 、湯原町

82.2% 、中和村 80.4% 、八束村 80.3% の順になっている。以上の自営林業従事世帯員割合

は八束村を除く３か町村において岡山県レベルを下回り、一方、八束村は昭和５５年を除

く時点で岡山県レベルを下回っている。なお、中和村は他の３か町村と比べて大幅に下回

っている。 

農家林家１００戸当たり林業従事総世帯員は昭和４５年に湯原町１１７人、中和村７５

人、川上村は６３人、八束村４５人の順になり、同年以降、各町村は一貫して減少し、平

成２年に湯原町５２人、中和村３３人、川上村３０人、八束村２２人の順になり、上記期

間中の減少率は中和村 56.0% 、湯原町 55.6% 、川上村 52.4% 、八束村 51.1% の順になっ

ている。 

上記した各町村における農家林家１００戸当たり林業従事総世帯員数を岡山県の平均レ

ベルと比べると、湯原町と中和村は上回り、とくに湯原町は大幅に上回り、反対に川上村

は昭和５５年以外の時点、八束村は全時点におて下回り、とくに八束村は大幅に下回って

いる。 

２２２２ 林業従事日数別総世帯員数割合林業従事日数別総世帯員数割合林業従事日数別総世帯員数割合林業従事日数別総世帯員数割合のののの推移推移推移推移 

上記した蒜山地域及び４か町村における農家林家総世帯員数の林業従事日数別構成割合

について、昭和４５年以降２０年間に亘る推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し記述する。

なお、林業従事総世帯員のうち自営林業従事世帯員の場合は昭和４５年の資料を欠くため

表記に留める。 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における林業従事総世帯員数の林業作業従事日数別割合（以下、作業日数シェ

ア）は、昭和４５年に１～２９日区 4.8%、３０～５９日区 10.8% 、６０～１４９日区 18.6% 、

１５０日以上区 65.8% となっている。 

同年以降、１～２９日区と３０～５９日区の両作業日数シェアは拡大し、６０～１４９

日区と１５０日以上区の両作業日数シェアは縮小している。すなわち１～２９日区は昭和

５５年に 66.2% と極めて急激に拡大し、その後はほぼ横ばい状態となり、３０～５９日区

は同５５年に 15.1%に拡大し、その後は幾分縮小し、６０～１４９日区は同５５年に 8.5%

に急激に縮小し、その後も僅差ながら縮小し、１５０日以上区は同５５年に 10.2% と極め

て急激に縮小し、その後は幾分拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における作業日数シェアは、１～２９日区 66.9% 、

３０～５９日区 13.6% 、６０～１４９日区 7.2%、１５０日以上区 12.3% となっている。

なお、平成１２年には１～２９日区 62.6% 、３０～５９日区 27.6% 、６０～１４９日区

4.5%、１５０日以上区 5.3%と記録されている。 

真庭郡における林業従事総世帯員数の林業作業従事日数別割合（以下、作業日数シェア）

は、昭和４５年に１～２９日区 4.0%、３０～５９日区 8.7%、６０～１４９日区 17.3% 、

１５０日以上区 70.0% となっている。以上の作業日数シェアは蒜山地域に比べると、１５

０日以上区を除く各作業日数区において下回り、その較差は１～２９日区 0.8 ポイント、

３０～５９日区 2.1 ポイント、６０～１４９日区 1.3 ポイントとなり、反対に、１５０日

以上区は 4.2 ポイント上回っている。 

同年以降、各作業日数シェアは蒜山地域に類似のパタ－ンで推移している。すなわち１
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～２９日区は昭和５５年に 73.8% と極めて急激に拡大し、その後は極僅差ながら拡大し、

３０～５９日区は同５５年に 13.0% とかなり急激に拡大し、その後は極僅差ながら縮小し、

６０～１４９日区は同５５年に 7.3%に急激に縮小し、その後は極僅差ながら縮小し、１５

０日以上区は同５５年に 5.9%に極めて急激に縮小し、その後は概ね横ばい状態となってい

る。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における作業日数シェアは１～２９日区 74.8% 、３

０～５９日区 12.6% 、６０～１４９日区 6.5%、１５０日以上区 6.1%となっている。以上

の作業日数シェアは蒜山地域に比べて１～２９日区は 7.9 ポイント上回り、反対に他の作

業日数区は下回り、その較差は３０～５９日区 1.0 ポイント、６０～１４９日区 0.7 ポイ

ント、１５０日以上区 6.2 ポイントとなっている。なお、平成１２年には１～２９日区

61.4% 、３０～５９日区 24.3% 、６０～１４９日区 9.5%、１５０日以上区 4.8%と記録さ

れている。 

岡山県における林業従事総世帯員数の林業作業従事日数別割合（以下、作業日数シェア）

は、昭和４５年に１～２９日区 3.0%、３０～５９日区 5.7%、６０～１４９日区 12.3% 、

１５０日以上区 79.0% となっている。以上の作業日数シェアを蒜山地域に比べると、１５

０日以上区を除く各作業日数区において下回り、その較差は１～２９日区 1.8 ポイント、

３０～５９日区 5.1 ポイント、６０～１４９日区 6.3 ポイントとなり、反対に１５０日以

上区は 13.2 ポイント上回っている。 

同年以降、各作業日数シェアは蒜山地域に類似のパ－ンで推移している。すなわち１～

２９日区は同５５年に 78.4% と極めて急激に拡大し、その後は横ばい状態となり、３０～

５９日区は同５５年に 11.3%に急激に拡大し、６０～１４９日区は同５５年に 5.1%に急激

に縮小し、その後は横ばい状態となり、１５０日以上区は同５５年に 5.2%と極めて急激に

縮小し、その後は僅差ながら縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における作業日数シェアは１～２９日区 78.7% 、３

０～５９日区 11.7% 、６０～１４９日区 4.9%、１５０日以上区 4.7%となっている。以上

の作業日数シェアは蒜山地域に比べて１～２９日区を除く各作業日数区において下回り、

その較差は３０～５９日区 1.9 ポイント、６０～１４９日区 2.3 ポイント、１５０日以上

区 7.6 ポイントとなり、反対に、１～２９日区は 11.8 ポイント上回っている。なお、平

成１２年には１～２９日区 69.8% 、３０～５９日区 20.0% 、６０～１４９日区 6.5%、１

５０日以上区 3.7%と記録されている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における林業従事総世帯員の林業作業従事日数別割合の特化係

数（岡山県＝1.00）の昭和４５年～平成２年間３時点における推移状況は以下のとおりで

ある。 

蒜山地域における特化係数は、１～２９日区は昭和４５年に 1.60 となり、その後は 0.84

～0.85 の範囲を推移し、３０～５９日区は 1.89～1.16 の範囲を時系列的に下降し、６０～

１４９日区は同４５年に 1.51 となり、その後は 1.67～1.47 の範囲を下降し、１５０日以

上区は同４５年に 0.83 となり、その後は 1.96～2.61 の範囲を上昇している。なお、平成

１２年には１～２９日区 0.90、３０～５９日区 1.38、６０～１４９日区 0.69、１５０日

以上区 1.43 と記録される。 

一方、真庭郡における特化係数は、１～２９日区は昭和４５年に 1.33 となり、その後は

0.94～0.95 の範囲を推移し、３０～５９日区は同４５年に 1.52 となり、その後は 1.15～0.63 

の範囲を時系列的に下降し、６０～１４９日区は同４５年に 1.41 となり、その後は 1.43

～1.33 の範囲を下降し、１５０日以上区は同４５年に 0.89 となり、その後は 1.13～1.30 

の範囲を上昇している。 

以上の特化係数の数値から、蒜山地域における１～２９日区は昭和４５年の１時点、３

０～５９日区と６０～１４９日区は全時点、１５０日以上区は同４５年を除く２時点にお

いて岡山県の平均シェアを上回っている。一方、真庭郡の場合も蒜山地域と同様の時点で

岡山県レベルを超えているが、蒜山地域に比べると幾分下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における林業従事総世帯員数の林業作業日数シェアの昭和４５

年以降２０年間における推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、要約すると以下のとおり



- 559 - 

である。 

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における作業日数シェアの推移パタ－ンには類似性がみら

れる。すなわち昭和４５年における作業日数シェアは１～２９日区が最低となり、作業日

数の伸びとともに同シェアは拡大し、とくに１５０日以上区は急激に拡大し、最高に達し

ている。昭和５５年には１～２９日区が劇的に拡大し、最高に達し、同４５年の時点にお

ける１５０日以上区とほぼ同水準となり、他の作業日数区は作業日数の伸びに伴って縮小

基調で推移している。平成２年における各作業日数シェアは昭和５５年の時点に類似して

いる。 

上記した３時点における作業日数シェアの概数（小数点以下四捨五入）を列記すると次

のとおりである。 

昭和４５年における１～２９日区は蒜山地域５％、真庭郡４％、岡山県３％、３０～５

９日区は蒜山地域１１％、真庭郡９％、岡山県６％、６０～１４９日区は蒜山地域１９％、

真庭郡１７％、岡山県１２％、１５０日以上区は蒜山地域６６％、真庭郡７０％、岡山県

７９％の順になっている。 

昭和５５年における１～２９日区は蒜山地域６６％、真庭郡７４％、岡山県７８％、３

０～５９日区は蒜山地域１５％、真庭郡１３％、岡山県１１％、６０～１４９日区は蒜山

地域９％、真庭郡７％、岡山県５％、１５０日以上区は蒜山地域１０％、真庭郡６％、岡

山県５％の順になっている。 

平成２年における１～２９日区は蒜山地域６７％、真庭郡７５％、岡山県７９％、３０

～５９日区は蒜山地域１４％、真庭郡１３％、岡山県１２％、６０～１４９日区は蒜山地

域７％、真庭郡７％、岡山県５％、１５０日以上区は蒜山地域１２％、真庭郡６％、岡山

県５％の順になっている。 

蒜山地域における作業日数シェアの特化係数が 1.00 を下回る時点と同係数は、昭和４５

年に１５０日以上区 0.83、同５５年に１～２９日区 0.84 及び平成２年に 0.85 となり、他

の作業日数区は各時点において 1.16～2.61 の範囲となり、とくに１５０日以上区は昭和５

５年に 1.96、平成２年に 2.61 と突出している。 

上記したように昭和４５年の時点において、１５０日以上シェアは他の作業日数シェア

を低く抑え、過激に突出しているが、その特化係数は他の作業日数区の場合と異なり、1.00

を下回っている。このような事態は蒜山地域における林業従事世帯員が１５０日以上の長

期間林業就業機会に恵まれていることを意味するが、しかし、その程度は岡山県の平均レ

ベルを下回っている。 

一方、昭和５５年の時点では１～２９日シェアは他の作業日数シェアを抑え、過激に突

出しているが、その特化係数は他の作業日数区の場合と異なり、1.00 を下回り、このよう

な状態は平成２年に引き継がれている。以上のような事態の発生は、昭和５５年が１５０

日以上の長期間林業就業機会の劇的な後退と１～２９日の短期間林業就業機会の顕著な拡

大への転換の時点であること意味する。 

上記したように、昭和５５年における作業日数シェアの特化係数は、１～２９日区は

1.00 を下回り、反対に他の作業日数区は 1.00 を上回り、とくに１５０日以上区は大幅に

上回っている。したがって林業就業機会の短期間化の程度は岡山県の平均レベルを下回り、

その分だけ他の作業日数シェアを押し上げている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

林業従事総世帯員数の林業作業従事日数別割合（以下、作業日数シェア）は、昭和４５

年に１～２９日区 10.5% 、３０～５９日区 3.3%、６０～１４９日区 4.3%、１５０日以上

区 81.9% となっている。 

同年以降、１～２９日シェアは一貫して拡大し、その過程で同５５年に極めて急激に拡

大し、その後は緩やかな拡大に転じ、３０～５９日シェアは拡大基調で推移し、その過程

で同５５年にかなり急激に拡大し、最高に達し、その後は多少縮小し、６０～１４９日シ

ェアは縮小基調で推移し、その過程で同５５年に多少拡大し、最高に達し、その後急激に

縮小し、１５０日以上シェアは縮小基調で推移し、その過程で同５５年に極めて急激に縮
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小し、その後は幾分拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における作業日数シェアは、１～２９日区 80.5% 、

３０～５９日区 5.7%、６０～１４９日区 1.1%、１５０日以上区 12.7% となっている。な

お、平成１２年には１～２９日区 68.9% 、３０～５９日区 28.3% 、６０～１４９日区該当

世帯員不在、１５０日以上区 2.8%と記録されている。 

上記した作業日数シェアの特化係数の昭和４５年～平成２年間３時点における推移状況

をみると、１～２９日区は昭和４５年に 3.50 となり、その後は 0.97～1.02 の範囲を時系

列的に上昇し、３０～５９日区は同４５年に 0.58 となり、その後は 0.68～0.49 の範囲を

下降し、６０～１４９日区は同４５年に 0.35 となり、その後は 1.08～0.22 の範囲を下降

し、１５０日以上区は同４５年に 1.03 となり、その後は 2.12～2.70 の範囲を上昇してい

る。 

以上のように作業日数シェアの特化係数が岡山県の平均レベルを上回る時点は、１～２

９日区は昭和４５年、６０～１４９日区は同５５年、１５０日以上区は同５５年～平成２

年の２時点となっている。なお、平成１２年における特化係数は１～２９日区 0.98、３０

～５９日区 1.40、６０～１４９日区該当世帯員不在、１５０日以上区 0.76 と記録されて

いる。 

② 八束村 

昭和４５年における作業日数シェアは、１～２９日区 1.4%、３０～５９日区 2.9%、６０

～１４９日区 13.1% 、１５０日以上区 82.6%となっている。 

同年以降、１～２９日区は拡大基調で推移し、その過程で同５５年に極めて急激に拡大

し、最高に達し、その後は幾分縮小し、３０～５９日シェアは縮小基調で推移し、その過

程で同５５年に急激に拡大し、最高に達し、その後は極めて急激に縮小し、最低となり、

６０～１４９日区は縮小基調で推移し、その過程で同５５年にかなり急激に縮小し、最低

となり、その後は幾分急激に拡大し、１５０日以上区は縮小基調で推移し、その過程で同

５５年に極めて急激に縮小し、その後は幾分急激な拡大に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における作業日数シェアは、１～２９日区 77.3% 、

３０～５９日区 1.5%、６０～１４９日区 10.6% 、１５０日以上区 10.6% となっている。

なお、平成１２年には１～２９日区 66.7% 、３０～５９日区 28.6% 、６０～１４９日区該

当世帯員不在、１５０日以上区 4.7%と記録されいる。 

上記した作業日数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）の昭和４５年～平成２年間３時点

の推移状況をみると、１～２９日区は昭和４５年に 0.47 となり、その後 1.03～0.98 の範

囲を経年的に下降し、３０～５９日区は同４５年の 0.51 となり、その後は 1.04～0.13 の

範囲を下降し、６０～１４９日区は同４５年に 1.06 となり、その後は 0.60～2.16 の範囲

を上昇し、１５０日以上区は同４５年に 1.05 となり、その後は 0.90～2.26 の範囲を上昇

している。 

以上のように作業日数の特化係数が岡山県の平均レベルを上回る時点は、６０～１４９

日区と１５０日以上区の昭和４５年及び平成２年となっている。なお、平成１２年におけ

る特化係数は１～２９日区 0.96、３０～５９日区 1.43、６０～１４９日区該当世帯員不在、

１５０日以上区 1.27 と記録されている。 

③ 中和村 

昭和４５年における作業日数シェアは、１～２９日区 3.3%、３０～５９日区 10.9% 、６

０～１４９日区 24.0% 、１５０日以上区 61.8%となっている。 

同年以降、１～２９日区は一貫して急激に拡大し、その過程で同５５年に極めて急激に

拡大し、３０～５９日区は縮小基調で推移し、その過程で同５５年に幾分急激に拡大し、

最高に達し、その後は急激な縮小に転じ、最低となり、６０～１４９日区は一貫して急激

に縮小し、１５０日以上区は一貫して急激に縮小し、その過程で同５５年に極めて急激に

縮小している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における作業日数シェアは、１～２９日区 78.6% 、

３０～５９日区 5.4%、６０～１４９日区 5.4%、１５０日以上区 10.6% となっている。な

お、平成１２年には１～２９日区 67.1% 、３０～５９日区 29.3% 、６０～１４９日区 2.4%、
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１５０日以上区 1.2%と記録されている。 

上記した作業日数の特化係数（岡山県＝1.00）の昭和４５年～平成２年間３時点の推移

状況をみると、１～２９日区は昭和４５年に 1.10 となり、その後は 0.73～1.00 の範囲を

経年的に上昇し、３０～５９日区は同４５年に 1.91 となり、その後は 1.22～0.46 の範囲

を下降し、６０～１４９日区は同４５年に 1.95 となり、その後は 2.71～1.10 の範囲を下

降し、１５０日以上区は同４５年に 0.78 となり、その後は 2.98～2.25 の範囲を下降して

いる。 

以上のように作業日数シェアの特化係数が岡山県の平均レベルを上回る時点は、１～２

９日区の昭和４５年、３０～５０日区の同４５年及び同５５年、６０～１４９日区の全時

点、１５０日以上区の昭和５５年及び平成２年となっている。なお、平成１２年における

特化係数は１～２９日区 0.96、３０～５９日区 1.47、６０～１４５日区 0.37、１５０日

以上区 0.32 と記録されている。 

④ 湯原町 

昭和４５年における作業日数シェアは、１～２９日区 4.4%、３０～５９日区 13.3% 、６

０～１４９日区 21.3% 、１５０日以上区 61.0%となっている。 

同年以降、１～２９日区は拡大基調で推移し、その過程で同５５年に極めて急激に拡大

し、その後は幾分縮小し、３０～５９日区は一貫して拡大し、その過程で同５５年に幾分

急激に拡大し、６０～１４９日区は一貫して縮小し、その過程で同５５年にかなり急激に

縮小し、その後は多少縮小し、１５０日以上区は縮小基調で推移し、その過程で同５５年

に極めて急激に縮小し、最低となり、その後は幾分拡大している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年における作業日数シェアは、１～２９日区 58.2% 、

３０～５９日区 20.2% 、６０～１４９日区 8.6%、１５０日以上区 13.0% となっている。

なお、平成１２年には１～２９日区 59.3% 、３０～５９日区 26.6% 、６０～１４９日区

6.6%、１５０日以上区 7.5%と記録されている。 

上記した作業日数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）の昭和４５年～平成２年間３時点

における推移状況をみると、１～２９日区は昭和４５年に1.47となり、その後は0.79～0.74 

の範囲を時系列的に下降し、３０～５９日区は同４５年 2.33 となり、その後は 1.61～1.01 

の範囲を下降し、６０～１４９日区は同４５年に 1.73 となり、その後は 1.86～1.32 の範

囲を下降し、１５０日以上区は同４５年に 0.77 となり、その後は 1.92～3.51 の範囲を上

昇している。 

以上のように作業日数の特化係数が岡山県の平均レベルを上回る時点は、中和村の場合

と同様である。なお、平成１２年における特化係数は、１～２９日区 0.85、３０～５９日

区 1.33、６０～１４９日区 1.02、１５０日以上区 2.03 と記録されている。 

⑤ まとめ 

以上で記述した４か町村における林業従事総世帯員数の林業作業日数シェアの昭和４５

年以降２０年間における推移状況のまとめとして、同作業日数シェアの町村間比較結果を

以下に記述する。 

４か町村における作業日数シェアの推移パタ－ンには以下のような相違性と類似性がみ

られる。 １～２９日区は川上村と中和村は一貫して拡大し、八束村と湯原町は拡大基調

で推移し、その過程で各町村とも昭和５５年に過激に拡大している。３０～５９日区は川

上村と八束村は拡大基調で推移し、その過程で昭和５５年に過激に拡大し、湯原町は一環

して拡大し、中和村は縮小基調で推移し、その過程で同５５年に幾分拡大している。６０

～１４９日区は川上村と八束村は縮小基調で推移し、その過程で川上村は昭和５５年に幾

分拡大し、最高に達し、八束村は同５５年に急激に縮小し、最低となり、その後幾分拡大

し、一方、中和村と湯原町は一環して縮小している。１５０日以上区は川上村、八束村、

湯原町は縮小基調で推移し、その過程で昭和５５年に急激に縮小し、その後幾分拡大し、

一方、中和村は一貫して縮小し、その過程で同５５年に急激に縮小している。 

上記した各作業日数シェアの概数（小数点以下四捨五入）を３時点で列記すると次のと

おりである。なお、概数が同一の場合は実数の順に列記する。 

昭和４５年の時点では１～２９日区は川上村１１％、湯原町４％、中和村３％、八束村
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１％、３０～５９日区は湯原町１３％、中和村１１％、川上村３％、八束村３％、６０～

１４９日区は中和村２４％、湯原町２１％、八束村１３％、川上村４％、１５０日以上区

は八束村８３％、川上村８２％、中和村６２％、湯原町６１％の順になっている。 

昭和５５年の時点では１～２９日区は八束村８０％、川上村７６％、湯原町６２％、中

和村５７％、３０～５９日区は湯原町１８％、中和村１４％、八束村１２％、川上村８％、

６０～１４９日区は中和村１４％、湯原町１０％、川上村６％、八束村３％、１５０日以

上区は中和村１６％、川上村１１％、湯原町１０％、八束村５％の順になっている。 

平成２年の時点では１～２９日区は川上村８１％、中和村７９％、八束村７７％、湯原

町５８％、３０～５９日区は湯原町２０％、川上村６％、中和村５％、八束村２％、６０

～１４９日区は八束村１１％、湯原町９％、中和村５％、川上村１％、１５０日以上区は

湯原町１３％、川上村１３％、八束村と中和村各１１％の順になっている。 

上記したように４か町村における作業日数シェアは、昭和４５年の時点で各町村とも１

５０日以上区は他の各作業日数区を低く抑え、顕著に突出し、そのなかで中和村と湯原町

は川上村及び八束村に比べてかなり低くなっている。しかし、中和村及び湯原町は６０～

１４９日区と３０～５９日区において川上村及び八束村を大幅に上回っている。 

以上の３時点における各作業日数シェアの様態は昭和５５年の時点で大きく転換してい

る。すなわち４か町村における各作業日数シェアのうち１～２９日区は劇的に拡大し、そ

のなかで中和村と湯原町は川上村及び八束村と比べてかなり低くなっている。しかし、中

和村と湯原町は３０～５９日区及び６０～１４９区において川上村と八束村を上回り、１

５０日以上区においても概ね上回っている。 

上記した昭和５５年の時点における４か町村における１～２９日区シェアの高水準は平

成２年に引き継がれているが、そのなかで中和村の同シェア水準は川上村及び八束村に近

接している。しかし、湯原町の同シェア水準は低く抑えられ、その分だけ３０～５９日シ

ェア水準は他の３か村と比べて顕著に高くなっている。 

４か町村における各作業日数シェアの特化係数（岡山県＝1.00）は、昭和４５年の時点

で１５０日以上区は川上村及び八束村は岡山県レベル達し、反対に中和村及び湯原町は比

較的大幅に下回り、一方、１～２９日区は八束村を除く３か町村において岡山県レベルを

上回っている。３０～５９日区は中和村及び湯原町において上回り、６０～１４９日区は

川上村を除３か町村において大幅に上回っている。 

昭和５５年の時点では１～２９日区は八束村を除く３か町村において岡山県レベルを下

回り、八束村は同レベルに達している。１５０日以上区は八束村を除く３か町村において

岡山県レベルを大幅に上回り、八束村は下回っている。３０～５９日区と６０～１４９日

区は中和村と湯原町が岡山県レベルを大幅に上回り、他の２か村は概ね下回っている。 

平成２年の時点では１～２９日区は八束村及び湯原町が岡山県レベルを下回り、とくに

湯原町は大幅に下回り、川上村と中和村は同平均レベルに達している。１５０日以上区は

各町村とも岡山県レベルを大幅に上回っている。６０～１４９日区は川上村を除く３か町

村において同レベルを大幅に上回り、３０～５９日区は湯原町除く３か村において同レベ

ルを大幅に下回り、湯原町は同レベル達している。 

上記した昭和４５年以降２０年間における林業従事総世帯員数の林業作業日数シェアと

同シェアの特化係数の数値から、昭和４５年の時点において、各町村とも１５０日以上の

長期間林業就業機会に恵まれ、とくに川上村及び八束村は他の２か町村に比べて著しく恵

まれているが、その就業機会は岡山県の平均レベル程度に過ぎず、一方、中和村及び湯原

町は同平均レベルを下回っている。 

昭和５５年の時点において、各町村における１５０日以上の長期間林業就業機会は急激

に縮小し、１～２９日の短期間林業就業機会が顕著に拡大している。その拡大の程度は川

上村及び八束村の方が顕著であるが、その程度は岡山県レベル並みであり、一方、中和村

及び湯原町は同レベルを大幅に下回り、その分だけ３０～５９日と６０～１４５日の中期

間就業機会が拡大している。 

平成２年の時点において、１～２９日の短期間就業機会は川上村と八束村は昭和５５年

の時点と大差なく、中和村は拡大し、川上村及び八束村に近接している。しかし、湯原町
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はかなり縮小し、その分だけ３０～５９日の中期間就業機会が拡大し、その拡大の程度は

岡山県レベルを大幅に上回っている。 

以上で記述したように４か町村における農家林家世帯員の林業就業状態は昭和５５年を

境に１５０日以上の長期間就業から１～２９日の短期間就業へと大きく後退し、とくに川

上村と八束村において著しい。 

 

第第第第６６６６項項項項 林産物販売林家林産物販売林家林産物販売林家林産物販売林家のののの動向動向動向動向 

蒜山地域及び４か町村の林家における林産物の販売状況を表５７、５８に基づき販売林

家数及び林産物の種類別販売林家数割合の側面から真庭郡及び岡山県と対比し記述する。 

農業センサス（林業編）における調査対象林家は、昭和４５年は保有山林 1ha 以上の林

家（農家林家と非農家林家）、昭和５５年～平成２年は保有山林１０a 以上の農家林家と

１ha 以上の非農家林家を含む林家、平成１２年は保有山林３ha 以上の林家となっている。

したがって上表の平成１２年の数値は同２年のそれと厳密に連結しないため、本文中では

付記に留める。なお、林産物とは保有山林から生産された製材用丸太・パルプ用材・合板

用材・土木用材・農用材等に使用される用材、椎茸・なめこ等のほだ木用原木、林野特産

物をいい、買山からの素材、栽培きのこ類、林業苗木などを除く。林野特産物とは薪炭原

木、竹材、樹実、樹皮、葉、樹根、たけのこ、天然きのこ等をいう。 

１１１１ 林産物販売農家数林産物販売農家数林産物販売農家数林産物販売農家数のののの減少減少減少減少 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における林産物販売林家数は、昭和４５年に２４１戸となり、同５５年に 61.0% 

減の９４戸、平成２年には 21.3% 減の７４戸となり、昭和４５年以降２０年間の減少率は

69.3% となっている。なお、平成１２年には５０戸と記録されている。 

真庭郡における同販売林家数は、昭和４５年に 1,183 戸となり、同５５年に 54.8% 減の

５３５戸、平成２年には 15.9% 増の６２０戸となり、昭和４５年以降２０年間の減少率は

47.6% となり、蒜山地域を 21.7 ポイント下回っている。なお、平成１２年には２８１戸と

記録されている。 

岡山県における同販売林家数は、昭和４５年に 6,338 戸となり、同５５年に 41.4% 減の

3,717 戸、平成２年には 13.1% 減の 3,231 戸となり、昭和４５年以降２０年間の減少率は

49.0% となり、蒜山地域を 20.3 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 1,094 戸

と記録されている。 

上記した蒜山地域における林産物販売林家数（実戸数）の真庭郡及び岡山県に対する比

率（対真庭郡比及び対岡山県比）の推移状況をみると、対真庭郡比は昭和４５年に 20.4% 

となり、その後低下パターンで推移し、同５５年に 17.6% 、平成２年には 11.9% となって

いる。なお、平成１２年には 17.8% となっている。 

一方、対岡山県比は昭和４５年に 3.80% となり、その後は一貫して低下し、同５５年に

2.52% 、平成２年には 2.29% となっている。なお、平成１２年には 4.57% と記録されてい

る。 

次に蒜山地域、真庭郡及び岡山県における林家数に占める林産物販売林家数割合（以下、

販売林家シェア）の昭和４５年以降における推移状況をみると以下のとおりである。 

蒜山地域における販売林家シェアは、昭和４５年に 13.7% となり、その後一貫して縮小

し、その過程で同５５年に 5.9%に急激に縮小し、平成２年に 4.9%となっている。なお、平

成１２年には 8.7%と記録されている。 

真庭郡における販売林家シェアは、昭和４５年に 16.1% となり、蒜山地域を 2.4 ポイン

ト上回っている。同年以降、縮小基調で推移し、その過程で同５５年に 7.7%に急激に縮小

し、最低となり、平成２年には 9.5%に拡大し、蒜山地域を 4.6 ポイント上回っている。な

お、平成１２年には 12.9% と記録されている。 

岡山県における販売林家シェアは、昭和４５年に 7.0%となり、蒜山地域を 6.7 ポイント

下回っている。同年以降、一貫して縮小し、その過程で同５５年に 4.8%に急激に縮小し、

平成２年に 4.7%となり、蒜山地域を 0.2 ポイント下回っている。なお、平成１２年には

7.2%と記録されている。 
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以上で記述した蒜山地域、真庭郡、岡山県における販売林家シェアの３者間関係を、販

売林家シェアの特化係数を使って、昭和４５年～平成２年間における３時点においてみる

と以下のとおりである。 

蒜山地域における特化係数は、昭和４５年に 1.96 となり、その後は 1.23～1.04 の範囲

を時系列的に下降し、一方、真庭郡の場合は同４５年に 2.30 となり、その後は 1.60～2.02 

の範囲を上昇し、蒜山地域を大幅に上回っている。以上のように蒜山地域における特化係

数は平成２年を除く２時点、真庭郡は３時点において岡山県レベルを上回り、とくに真庭

郡は大幅に上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における林産物販売林家数の昭和４５年以降２０年間における

推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

蒜山地域における林産物販売林家数は昭和４５年に２４１戸となり、その後急速に減少

し、平成２年に７４戸となっている。以上の蒜山地域における販売林家数の対真庭郡比は

昭和４５年に 23.9% となり、その後低下基調で推移し、その過程で同５５年に最低となり、

平成２年には 23.2% と上昇している。一方、対岡山県比は昭和４５年に 1.94% となり、そ

の後は一貫して上昇し、平成２年に 2.21% となっている。 

上記した林産物販売林家数の昭和４５年以降２０年間の減少率は、蒜山地域 69.3% 、岡

山県 49.0% 、真庭郡 47.6% の順になっている。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における林家数に占める林産物販売林家シ

ェアは、昭和４５年に真庭郡 16.1% 、蒜山地域 13.7% 、岡山県 7.0%の順になり、同年以

降、真庭郡は縮小基調で推移し、蒜山地域と岡山県は一貫して減少し、その過程で３地域

とも同５５年に急激に縮小し、平成２年に真庭郡 9.5%、蒜山地域 4.9%、岡山県 4.7%の順

になっている。 

上記した蒜山地域及び真庭郡における林産物販売農家シェアは、特化係数の数値からみ

ると、蒜山地域は平成２年を除く２時点、真庭郡は３時点において岡山県レベルを上回り、

とくに真庭郡は大幅に上回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村における林産物販売林家数は、昭和４５年に湯原町１６５戸（町村別構成比

68.5% ）、川上村４１戸（同 17.0% ）、八束村２３戸（同 9.5%）、中和村１２戸（同 5.0%）

の順になっている。同年以降、湯原町を除く３か村は一貫して減少し、一方、湯原町は減

少基調で推移し、その過程で同５５年に減少し、最低となり、その後幾分増加している。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町６５戸（同 87.7% ）、川上村５戸（同 6.8%）、

八束村３戸（同 4.1%）、中和村１戸（同 1.4%）となっている。なお、平成１２年には湯原

町４３戸（同 86.0% ）、川上村４戸（同 8.0%）、中和村２戸（同 4.0%）、八束村１戸（同

2.0 ）と記録されている。 

上記した販売林家数の昭和４５年以降２０年間の減少率は、中和村 91.7% 、川上村

87.8% 、八束村 87.0% 、湯原町 60.6% の順になり、中和村は川上村を 3.9 ポイント、八

束村を 4.7 ポイント、湯原町を 31.1 ポイント上回っている。 

上記の減少率を１０年刻みでみると、昭和４５～５５年期は湯原町 64.8% 、川上村

61.0% 、八束村 43.5% 、中和村 41.7% の順になり、同５５年～平成２年期は中和村 85.7% 、

八束村 76.9% 、川上村 68.8%の順になり、反対に湯原町は 12.1% の増加となっている。以

上のように湯原町を除く３か村は前期及び後期に急激に減少し、なかでも中和村の後期に

おける劇的な急減、そして湯原町の前期における急激な減少と後期における増加は注目に

値する。 

次に４か町村における林家数に占める林産物販売林家シェアの昭和４５年以降における

推移状況をみると以下のとおりである。 

昭和４５年に湯原町 18.8% 、川上村 12.3% 、八束村 7.6%、中和村 5.0%の順になり、湯

原町は川上村を 6.5 ポイント、八束村を 11.2 ポイント、中和村を 13.8 ポイント上回って

いる。 

同年以降、湯原町を除く３か村は一貫して急激に縮小し、一方、湯原町は縮小基調で推

移し、その過程で昭和５５年に各町村とも急激に縮小し、その後多少拡大に転じ、平成２
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年に湯原町 9.4%、川上村 1.7%、八束村 0.9%、中和村 0.5%の順になっている。なお、平成

１２年には湯原町 12.4% 、川上村 5.1%、中和村 2.1%、八束村 1.8%と記録されている。 

次に４か町村における販売林家シェアの特化係数を昭和４５年～平成２年間の３時点で

みると、昭和４５年に湯原町は 2.69、川上村は 1.75、八束村は 1.09、中和村は 0.71 とな

り、同年以降、湯原町は 1.67～2.00 、川上村は 1.02～0.36 、八束村は 0.81～0.19 、中和

村は 0.69～0.11 の範囲を時系列的に下降している。 

以上のように湯原町における販売林家シェアは３時点において岡山県レベルを大幅に上

回り、とくに昭和４５年と平成２年には顕著に上回り、川上村と八束村は昭和４５年に上

回り、とくに川上村の方が大幅に上回っている。なお、平成１２年には湯原町 1.72、川上

村 0.71、中和村 0.29、八束村 0.25 と記録されている。 

以上で記述した４か町村における林産物販売林家数の昭和４５年以降２０年間に亘る推

移状況を要約すると以下のとおりある。 

４か町村における林産物販売林家数は、昭和４５年に湯原町１６５戸（町村別構成比

68.5% ）、川上村４１戸（同 17.0% ）、八束村２３戸（同 9.5%）、中和村１２戸（同 5.0%）

の順になっている。同年以降、湯原町を除く３か村は一貫して減少し、一方、湯原町は減

少基調で推移し、その過程で同５５年に減少し、その後増加に転じている。 

以上の推移経過のもとで、平成２年に湯原町６５戸（同 87.7% ）、川上村５戸（同 6.8%）、

八束村３戸（同 4.1%）、中和村１戸（同 1.4%）の順になり、昭和４５年以降２０年間の減

少率は中和村 91.7% 、川上村 87.3% 、八束村 87.0% 、湯原町 60.6% の順になっている。 

４か町村における林家数に占める林産物販売林家シェアは、昭和４５年に湯原町 18.8% 、

川上村 12.3% 、八束村 7.6%、中和村 5.0%の順になり、同年以降、湯原町を除く３か村は

急激に縮小し、一方、湯原町は同５５年に急激に縮小し、その後幾分増加に転じ、平成２

年に湯原町 9.4%、川上村 1.7%、八束村 0.9%、中和村 0.5%の順になっている。 

上記した販売林家シェアの特化係数の数値から湯原町は３時点において岡山県レベルを

著しく上回り、川上村と八束村は昭和４５年の１時点で同レベルを上回り、とくに川上村

は大幅に上回っている。 

２２２２ 林産物種類別販売林家数割合林産物種類別販売林家数割合林産物種類別販売林家数割合林産物種類別販売林家数割合のののの推移推移推移推移 

前項で記述した蒜山地域及び４か町村における林産物販売林家数の減少と同販売林家シ

ェアの縮小経過のもとでの林産物の販売状況をみるため、林産物の種類別販売林家数（延

戸数）割合（以下、林産物販売林家シェア）について真庭郡及び岡山県と対比的に記述す

る。 

２２２２－－－－１１１１ 用材販売林家用材販売林家用材販売林家用材販売林家 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における用材販売林家シェアは、昭和４５年に 51.8% となっている。同年以降、

拡大基調で推移し、その過程で同５５年に 77.9% と急激に拡大し、平成２年には 73.8% 

に縮小している。なお、平成１２年には 90.4% と記録されている。 

真庭郡における用材販売林家シェアは、昭和４５年に 53.3% となっている。同年以降、

一貫して拡大し、その過程で同５５年に 84.0% と急激に拡大し、平成２年には 90.6% と最

高に達している。 

以上の販売林家シェアは蒜山地域を３時点で上回り、その較差は昭和４５年に 1.5 ポイ

ントとなり、その後は 6.1～16.8 ポイントの範囲を経年的に上昇している。なお、平成１

２年には 95.2% と記録されいる。 

岡山県にける用材販売林家シェアは、昭和４５年に 35.3% となっている。同年以降、一

貫して拡大し、その過程で同５５年には 60.3%に急激に拡大し、平成２年には 63.6% と最

高に達している。 

以上の販売林家シェアは蒜山地域を３時点において下回り、その較差は昭和４５年に

16.5 ポイントとなり、その後は 17.6～10.2 ポイントの範囲を下降している。なお、平成

１２年には 84.6% と記録されている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における用材販売林家シェアの特化係数の昭和４５年以降３時

点における推移状況をみると以下のようである。 
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蒜山地域における特化係数は、昭和４５に 1.47 となり、その後は 1.29～1.16 の範囲を

経年的に下降している。なお、平成１２年には 1.07 と記録されている。一方、真庭郡にお

ける特化係数は、昭和４５年に 1.51 となり、その後は 1.39～1.42 の範囲を上昇している。

なお、平成１２年には 1.13 と記録されている。 

以上の特化係数の数値から、蒜山地域及び真庭郡における用材販売林家シェアは３時点

において岡山県レベルを上回り、そのなかで真庭郡の方が大幅に上回っている。 

以上で記述した蒜山地域における用材販売林家シェアの昭和４５年～平成２年間におけ

る推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、要約すると以下のとおりである。 

用材販売林家シェアは昭和４５年に真庭郡 53.3% 、蒜山地域 51.8% 、岡山県 35.3%の順

になり、同年以降、真庭郡と岡山県は一貫して拡大し、蒜山地域は拡大基調で推移し、そ

の過程で各町村とも同５５年に急激に拡大し、平成２年には真庭郡 90.6% 、蒜山地域

73.8% 、岡山県 63.6% の順になっている。上記したように蒜山地域における販売農家シェ

アは３時点において真庭郡を下回り、その較差は 1.5～16.8 ポインの範囲を時系列的に上

昇し、反対に、岡山県を上回り、その較差は 16.8～10.2 ポイントの範囲を下降している。 

蒜山地域及び真庭郡における用材販売林家シェアの特化係数の数値から、両者の販売林

家シェアは３時点において岡山県レベルを上回り、とくに真庭郡は大幅に上回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村における用材販売林家シェアは昭和４５年に湯原町 62.1% 、川上村 44.0% 、八

束村 34.6% の順になり、湯原町は川上村を 18.1 ポイント、八束村を 27.5 ポイント上回り、

中和村は該当林家不在となっている。 

同年以降、湯原町と川上村は拡大基調で推移し、反対に八束村は縮小基調で推移し、そ

の過程で３か町村とも同５５年に急激に拡大し、その後湯原町は僅差ながら縮小し、川上

村と八束村は顕著な縮小に転じ、平成２年に湯原町 78.6% 、川上村 50.0% 、八束村 33.3% 

の順になり、湯原町は川上村を 28.6 ポイント、八束村を 45.3 ポイント上回り、中和村は

該当林家不在となっている。なお、中和村は昭和５５年に初めて 57.1% を示し、他の３か

町村は川上村 88.2% 、湯原町 79.3% 、八束村 69.2% の順になっている。一方、平成１２

年には八束村 100% 、湯原町 91.1% 、中和村 50.0% と記録され、川上村は該当林家不在と

なっている。 

次に４か町村における用材販売林家シェアの特化係数の昭和４５年以降３時点における

推移状況をみると以下のとおりである。 

昭和４５年に湯原町 1.76、川上村 1.25、八束村 0.98、中和村は該当林家不在となり、

その後湯原町は 1.32～1.24 、川上村は 1.46～0.79 、八束村は 1.15～0.52 の範囲を経年的

に下降し、中和村は同５５年に 0.95 となっている。なお、平成１２年には八束村 1.18、

湯原町 1.08、中和村 0.59 と記録され、川上村は該当林家不在となっている。 

上記のように湯原町における用材販売林家シェアは３時点、川上村は平成２年を除く２

時点、八束村は昭和５５年の１時点において岡山県のシェアを上回り、そのなかで湯原町

と川上村は大幅に上回っている。 

以上で記述した４か町村における用材販売林家シェアの昭和４５年以降２０年間３時点

の推移状況を要約すると次のとおりである。 

昭和４５年に湯原町 62.1% 、川上村 44.0% 、八束村 34.6% の順になり、同年以降、湯

原町と川上村は拡大基調、八束村は縮小基調で推移し、その過程で３か町村は同５５年に

急激に拡大し、最高に達し、その後湯原町は極僅差ながら縮小し、他の２か村は急激に縮

小し、平成２年に湯原町 78.6% 、川上村 50.0% 、八束村 33.3% の順になり、一方、中和

村は昭和５５年に 57.1% となり、他の時点は該当林家不在となっている。 

４か町村における用材販売林家シェアは、その特化係数の数値から、湯原町は全３時点、

川上村は昭和４５～５５年の２時点、八束村は同５５年の１時点において岡山県レベルを

上回り、とくに湯原町と川上村は大幅に上回っている。以上のように湯原町における用材

販売林家シェアが高い水準を持続している点は注目される。 

２２２２－－－－２２２２ ほだほだほだほだ木販売林家木販売林家木販売林家木販売林家 

（１） 蒜山地域 
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蒜山地域におけるほだ木販売林家シェアは、昭和４５年に 5.6%となり、その後拡大し、

その過程で同５５年に 20.0%に急激に拡大し、平成２年には 22.5%となっている。なお、平

成１２年には 7.7%と記録されている。 

真庭郡におけるほだ木販売林家シェアは、昭和４５年に 5.2%となり、その後拡大基調で

推移し、その過程で同５５年に 11.0%に急激に拡大し、最高に達し、平成２年には 7.4%と

なっている。なお、平成１２年には 2.7%と記録されている。 

岡山県におけるほだ木販売林家シェアは、昭和４５年に 5.6%となり、その後拡大基調で

推移し、その過程で同５５年に 10.7%に急激に拡大し、最高に達し、平成２年には 8.0%と

なっている。なお、平成１２年には 3.3%と記録されている。 

以上のように蒜山地域におけるほだ木販売林家シェアは真庭郡及び岡山県を上回り、真

庭郡との較差は 0.4～15.1 ポイント、岡山県との較差は 0～14.5 ポイントの範囲を時系列的

に上昇している。 

次に蒜山地域及び真庭郡におけるほだ木販売林家シェアの特化係数の昭和４５年以降３

時点の推移状況をみると以下のとおりである。 

蒜山地域における特化係数は昭和４５年に 1.00 となり、その後 1.87～2.81 の範囲を経

年的に上昇している。なお、平成１２年には 2.33 と記録されている。 

一方、真庭郡の場合は昭和４５年に 0.93 となり、その後 1.03～0.93 の範囲を下降し、

蒜山地域に比べると同５５年以降において大幅に下回っている。なお、平成１２年には

0.82 と記録されている。 

以上の特化係数の数値から、蒜山地域におけるほだ木販売林家シェアは昭和４５年を除

く２時点において岡山県レベルを大幅に上回っている。一方、真庭郡の場合は昭和５５年

に同レベルに達し、他の時点では幾分下回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村におけるほだ木販売林家シェアは、昭和４５年に八束村と中和村各 7.7%、川上

村 6.0%、湯原町 3.9%の順になり、八束・中和両村は川上村を 1.7 ポイント、湯原町を 3.8 

ポイント上回っている。 

同年以降、各町村とも拡大パタ－ンで推移し、その過程で同５５年に急激に拡大し、と

くに八束村と湯原町は著しく拡大し、その後も八束村と中和村は他の２か町村に比べて急

激に拡大し、平成２年に中和村 100%、八束村 66.7% 、湯原町 20.0% 、川上村 16 .7%の順

になり、中和村は八束村を 33.3 ポイント、湯原町を 80.0 ポイント、川上村を 83.3 ポイン

ト上回っている。なお、平成１２年には中和村 50.0% 、湯原町 6.7%と記録され、川上村と

八束村は該当林家不在となっている。 

次に４か町村におけるほだ木販売林家シェアの特化係数の昭和４５年以降３時点におけ

る推移状況をみると以下のとおりである。 

昭和４５年に八束村と中和村各 1.38、川上村 1.07、湯原町 0.70 の順になり、その後八

束村は 2.88～8.33 、中和村は 4.01～12.50、川上村は 1.10～2.09 、湯原町は 1.61～2.50 の

範囲を時系列的に上昇している。なお、平成１２年には中和村 15.15 、湯原町 2.03 と記

録され、川上村と八束村は該当林家不在となっている。 

上記のように４か町村におけるほだ木販売林家シェアは、湯原町における昭和４５年の

１時点を除く各時点で岡山県レベルを上回り、そのなかで川上村における平成 2 年及び他

の３か町村における平成年代２時点は同レベルを大幅に上回っている。 

以上で記述した４か町村におけるほだ木販売林家シェアの昭和４５年以降３時点に亘る

推移状況を要約すると以下のとおりである。 

昭和４５年に八束・中和両村は各 7.7%、川上村 6.0%、湯原町 3.9%の順になり、その後

各町村とも急激な拡大パ－ンで推移し、平成２年に中和村 100%、八束村 66.7% 、湯原町

20.0% 、川上村 16.7% の順になっている。 

上記した４か町村におけるほだ木販売林家シェアは、八束村、中和村及び川上村は全３

時点、湯原町は昭和５５年～平成２年の２時点において岡山県レベルを上回り、そのなか

で八束村、中和村、湯原町は大幅に上回り、川上村は平成２年の１時点で大幅に上回って

いる。 
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３３３３ 林野特産物販売林家林野特産物販売林家林野特産物販売林家林野特産物販売林家のののの動向動向動向動向 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域における林野特産物販売林家シェアは、昭和４５年に 42.6% となり、その後縮

小基調で推移し、その過程で同５５年に 2.1%と急激に縮小し、最低となり、その後多少拡

大し、平成２年に 3.7%となっている。なお、平成１２年には 1.9%と記録されている。 

真庭郡における林野特産物販売林家シェアは、昭和４５年に 41.5% となり、その後一貫

して縮小し、その過程で同５５年に 5.0%に劇的に縮小し、平成２年に 2.0%となっている。

なお、平成１２年には 2.1%と記録されている。 

岡山県における林野特産物販売林家シェアは、昭和４５年に 59.1% となり、その後縮小

パタ－ンで推移し、その過程で同５５年に 28.9% と急激に縮小し、その後は概ね横ばい状

態となり、平成２年に 28.4% となっている。なお、平成１２年には 12.1% と記録されてい

る。 

以上で記述したように蒜山地域における林野特産物販売林家シェアは、昭和４５年と平

成２年に真庭郡をそれぞれ 1.1 ポイント、1.7 ポイント上回り、反対に岡山県をそれぞれ

16.5 ポイント、24.7 ポイント下回り、昭和５５年には真庭郡及び岡山県をそれぞれ 2.9 

ポイント、26.8 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域及び真庭郡における林野特産物販売林家シェアの特化係数の昭和４５年～

平成２年間３時点における推移状況をみると以下のとおりである。 

蒜山地域における特化係数は昭和４５年に 0.72 となり、その後 0.07～0.13 の範囲を経

年的に上昇している。一方、真庭郡の場合は昭和４５年に 0.70 となり、その後 0.17～0.07 

の範囲を下降している。なお、平成１２年には蒜山地域 0.16、真庭郡 0.17 と記録されて

いる。 

以上の特化係数の数値から、蒜山地域及び真庭郡における林野特産物販売林家シェアは

岡山県レベルを大幅に下回っている。 

以上で記述した蒜山地域における林野特産物販売林家シェアの昭和４５年以降２０年間

における推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し要約すると以下のとおりである。 

昭和４５年における同販売林家シェアは岡山県 59.1% 、蒜山地域 42.9% 、真庭郡 41.5% 

の順になり、その後蒜山地域は縮小基調、真庭郡と岡山県は一貫して縮小し、その過程で

同５５年に急激に縮小し、その後蒜山地域は幾分拡大し、真庭郡は縮小し、岡山県は横ば

い状態となり、平成２年に岡山県 28.4% 、蒜山地域 3.7%、真庭郡 2.0%の順になっている。

蒜山地域及び真庭郡における林野特産物販売林家シェアの特化係数の数値から、両者の販

売林家シェアは岡山県レベルを大幅に下回っている。 

（２） ４か町村 

４か町村における林野特産物販売林家シェアは、昭和４５年に中和村 92.3% 、八束村

57.7% 、川上村 50.0% 、湯原町 34.0% の順になり、中和村は八束村を 34.6 ポイント、川

上村を 42.3 ポイント、湯原町を 58.3 ポイント上回っている。 

同年以降、湯原町は一貫して推移し、その過程で同５５年に 3.4%に劇的に縮小し、平成

２年に 1.4%となり、一方、中和村と八束村は昭和５０年以降該当林家不在となり、川上村

は同５５年に該当林家不在となり、平成２年には 33.3% となり、湯原町を 31.9 ポイント

上回っている。なお、平成１２年には湯原町 2.2%と記録されている。 

上記した林野特産物販売林家シェアの特化係数は、昭和４５年に中和村 1.56、八束村

0.98、川上村 0.85、湯原町 0.58 の順になり、その後湯原町は 0.12～0.05 の範囲を経年的

に下降し、川上村は平成２年に 1.17 となっている。なお、平成１２年には湯原町 0.18 と

記録されている。 

以上の特化係数の数値から、４か町村における林野特産物販売林家シェアは、中和村は

昭和４５年、川上村は平成２年の時点で岡山県レベルを上回っている。 

以上のように昭和４５年の時点では４か町村に林野特産物販売林家が存在し、その販売

林家シェアは中和村 92.3% 、八束村 57.7% 、川上村 50.0% 、湯原町 34.0%の順になり、湯

原町を除く３か村は５０％以上のシェアを占めている。しかし、昭和５５年以降、該当林

家不在が生じるなかで、湯原町は 3.4%、その後は 1.4%と極めて零細シェアを維持している。 
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４４４４ まとめまとめまとめまとめ 

これまで記述した蒜山地域及び４か町村における林産物種類別販売林家構成の推移状況

のまとめとして、昭和４５年、同５５年、平成２年の３時点における同販売林家シェアの

概数（小数点以下四捨五入）を用材販売林家－ほだ木販売林家－林野特産物販売林家の順

に列記すると以下のとおりである。なお、同シェアの０％は該当林家不在を示し、同シェ

アは四捨五入のため内訳と計は一致しない場合もある。括弧内は林産物販売延べ林家数を

示す。 

（１） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

昭和４５年：５２％－ ６％－４３％（２４２戸） 

同５５年：７８％－２０％－ ２％（ ９５戸） 

平成 ２年：７４％－２３％－ ４％（ ８０戸） 

② 真庭郡 

昭和４５年：５３％－ ５％－４２％（1,385 戸） 

同５５年：８４％－１１％－ ５％（５７１戸） 

平成 ２年：９１％－ ７％－ ２％（６３６戸） 

③ 岡山県 

昭和４５年：３５％－ ６％－５９％（10,403 戸） 

同５５年：６０％－１１％－２９％（3,918 戸） 

平成 ２年：６４％－ ８％－２８％（3,361 戸） 

上記した蒜山地域における販売林家構成は昭和４５年の時点では用材主・林野特産物従

の関係となり、同５５年～平成２年には林野特産物は用材とほだ木に移り、用材主・ほだ

木従の関係に変わっている。 

真庭郡の場合は蒜山地域に類似しているが、ただ、昭和５５年の時点における林野特産

物から用材への移行度合いは蒜山地域を上回り、平成２年にはさらに用材に集中し、用材

主・ほだ木従の関係となっている。 

岡山県の場合は蒜山地域及び真庭郡と異なり、昭和４５年には林野特産物主・用材従の

関係となり、同５５年～平成２年の２時点では林野特産物は用材へ大きく移り、用材主・

林野特産物従の関係となっている。 

（２） ４か町村 

① 川上村 

昭和４５年：４４％－  ６％－５０％（ ５０戸） 

同５５年：８８％－ １２％－ ０％（ １７戸） 

平成 ２年：５０％－ １７％－３３％（  ６戸） 

② 八束村 

昭和４５年：３５％－  ８％－５８％（ ２６戸） 

同５５年：６９％－ ３１％－ ０％（ １３戸） 

平成 ２年：３３％－ ６７％－ ０％（  ３戸） 

③ 中和村 

昭和４５年： ０％－  ８％－９２％（ １３戸） 

同５５年：５７％－ ４３％－ ０％（  ７戸） 

平成 ２年： ０％－１００％－ ０％（  １戸） 

④ 湯原町 

昭和４５年：６２％－  ４％－３４％（１５３戸） 

同５５年：７９％－ １７％－ ３％（ ５８戸） 

平成 ２年：７９％－ ２０％－ １％（ ７０戸） 

上記した川上村における販売林家構成は、昭和４５年の時点で林野特産物と用材を主体

とした関係、同５５年には林野特産物が主に用材に移り、用材主・ほだ木従の関係となり、

平成２年には用材が主に林野特産物に移り、用材主・林野特産物従の関係に変わっている。 

八束村は昭和４５年に林野特産物主、用材従の関係、同５５年には林野特産物は概ね用
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材とほだ木に２分され、用材主・ほだ木従の関係、平成２年には用材の概ね半分が林野特

産物に移り、林野特産物主・用材従の関係になっている。 

中和村は昭和４５年に用材を欠き、ほぼ林野特産物主体となり、同５５年には林野特産

物はすべて用材とほだ木に移り、用材主・ほだ木従の関係となり、平成２年には用材はす

べてほだ木に移り、ほだ木単一構成になっている。 

湯原町は昭和４５年に用材主・林野特産物従の関係、同５５年には林野特産物は大半が

用材とほだ木に移り、用材主・ほだ木従の関係になり、この関係はほとんどそっくり平成

２年に引き継がれている。 
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