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第７章 商業の進展 

岡山県における商業の進展に関する概要は『岡山県商業統計調査結果表』によって知る

ことができる。同資料は昭和２７年から２年ごと、同５１年以後は３年ごとに公表されて

いる。その内容は主に産業分類別商店数、従業者数、商品販売額、手数料その他のサ－ビ

ス料収入額、商品手持額等である。 

本章では表１～９に基づき昭和３３年から平成６年まで６年ごと、その後は平成１１年

と同１４年の各時点における産業分類別商店数、従業者数、商品販売額の側面から、４か

町村とその総体である蒜山地域における商業活動進展の軌跡を辿り、同時に比較のため岡

山県及び真庭郡について付記する。 

 

第第第第１１１１節節節節 商店数商店数商店数商店数のののの推移推移推移推移 

 

第第第第１１１１項項項項 総商店数総商店数総商店数総商店数 

（１） ４か町村 

昭和３３年における総商店数（卸売業と小売業商店数）は、湯原町１１７店、川上村及

び八束村各２８店、中和村１９店となり、その町村別構成割合は湯原町 60.9% 、川上村と

八束村各 14.6% 、中和村 9.9%の順になっている。 

同年以降における総商店数の推移過程は、増加基調と減少基調の２ステ－ジに分かれ、

その転換の時期、つまり総商店数が最高に達した時点は八束村を除く３か町村が同５１年、

八束村は同４５年となっている。昭和３３年以降、概ね６年ごとの総商店数の増加率ある

いは減少率の出現時期には下記のような共通性がみられる。 

４か町村における総商店数の増加率が揃って出現する時期は昭和３９～４５年期であ

り、その増加率は八束村が 250.0%と突出し、次いで中和村 16.7%、湯原町 12.0%、川上村

3.4%と続いている。一方、減少率が４か町村揃って出現するのは昭和５１～５７年期で、

その減少率は湯原町がとくに高く 35.9% となり、次いで中和村 26.1%、川上村 15.8%、八

束村 14.7%と続いている。 

総商店数が最高に達した時点とその商店数をみると、昭和４５年の八束村９８店、同５

１年の川上村３８店、中和村２３店、湯原町１４２店となっている。なお、八束村におけ

る昭和５１年の商店数は９５店となっている。 

上記した大半の町村の総商店数がピ－クに達した昭和５１年における商店数は湯原町１

４２店（町村別構成比 47.7% ）、八束村９５店（同 31.9% ）、川上村３８店（同 12.7% ）、

中和村店２３（同 7.7%）の順になっている。 

上記した総商店数の最高店数到達時点以降における減少基調の推移過程で最低商店数を

示した時点と商店数は平成年代に集中し、川上村は同６年の２６店、八束村は同１１年の

４２店、中和村と湯原町は同１４年のそれぞれ１２店、７０店となっている。 

平成１４年における４か町村の総商店数は、湯原町７０店（同 44.9% ）、八束村４４店

（同 28.2% ）、川上村３０店（同 19.2% ）、中和村１２店（同 7.7%）の順になっている。 

上記の平成１４年における町村別構成比を昭和３３年の時点に比べると、八束村と川上

村は拡大し、反対に湯原町と中和村は縮小し、その拡大率は八束村 93.2% 、川上村 31.5% 、

縮小率は湯原町 26.3% 、中和村 22.2%の順になっている。 

以上で記述した各町村における総商店数の昭和３３年～平成１４年間の増減をみると、

八束村と川上村は増加し、その増加率はそれぞれ 57.1% 、7.1%、反対に湯原町と中和村は

減少し、その減少率はそれぞれ 40.1% 、36.8%となっている。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における総商店数は、昭和３３年に１９２店を数え、同３９年は横ばい状態と

なり、同４５年に 280 店に急増し、同５１年には２９８店とピ－クに達し、その後は減少

に転じ、平成１４年に１５６店となっている。 

上記した商店数の昭和５１年までの増加過程とその後の減少過程における概ね６年刻み

の増減率をみると、増加率の最高は昭和３９～４５年期の 45.8% 、反対に減少率の最高は
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同５１～５７年期の 25.8% となっている。以上の経過のもとで、昭和３３年～平成１４年

間における減少率は 18.8% となっている。 

一方、真庭郡における総商店数は、昭和３３年に 1,225 店を数え、同３９年に 3.2%の減

少となり、その後増加し、蒜山地域の場合と同様に同５１年に 1,399 店とピ－クを迎えて

いる。昭和５１年以後は減少に転じ、その減少速度は蒜山地域と比べて平成６年まで緩や

かであり、その後は多少速まっている。以上の推移経過のもとで、平成１４年における総

商店数は８７２店を数え、昭和３３年～平成１４年間の減少率は 28.8% となり、蒜山地域

を１０ポイント上回っている。 

岡山県における総商店数は、昭和３３年に 20,174 店を数え、同３９年には蒜山地域や真

庭郡と異なり急増し、その後は増加基調で推移し、その過程でピ－クに達した時点は蒜山

地域や真庭郡と同じ同５１年で 34,029 店となり、同年以降は減少に転じ、平成１４年に

26,243 店となっている。以上の総商店数の昭和３３年～平成１４年間における増加率は

30.1%となり、蒜山地域の 18.8% 減少と対照的である。 

上記した蒜山地域における総商店数の推移状況を真庭郡及び岡山県と比較すると、蒜山

地域と岡山県は昭和５１年まで一貫して増加し、一方、真庭郡は増加基調で推移し、同年

以降３地域ともに減少基調で推移している。 

以上の増減の推移を概ね６年刻みでみると、昭和３３～５１年の増加期間において、同

３３～３９年期の増加率は岡山県 49.2%、蒜山地域 0%の順になり、岡山県は突出し、反対

に真庭郡は 3.2%減となっている。しかし、その後３地域は昭和３９～４５年と同４５～５

１年の両年期において増加し、そのうち前年期には蒜山地域は 45.8%と突出し、真庭郡及

び岡山県をそれぞれ 33.4 ポイント、33.2 ポイント上回り、後年期において蒜山地域は 6.4%

となり、真庭郡を 1.4 ポイント上回り、反対に岡山県を 9.0 ポイント下回っている。 

一方、昭和５１年～平成１４年の減少期間において、その最大の減少率は蒜山地域及び

岡山県において昭和５１～５７年期に出現し、蒜山地域における減少率 25.8%は岡山県を

12.7 ポイント上回り、真庭郡における最大減少率は同５７～６３年期の 10.5%である。な

お、同郡の昭和５１～５７年期の減少率は 10.1%を示し、上記年期に近接している。他方

最小減少率は３地域とも平成６～１１年期に出現し、蒜山地域の 4.1%は真庭郡を 1.7 ポイ

ント下回り、反対に岡山県を 1.7 ポイント上回っている。 

上記した総商店数の昭和３３年～平成１４年間の増減率をみると、蒜山地域及び真庭郡

はそれぞれ 18.8%、28.8%減少し、反対に岡山県は 30.1%の増加となっている。以上の期間

を昭和３３～５１年の増加期間と同５１年～平成１４年の減少期間に区分すると、前期間

の増加率は岡山県 68.7%、蒜山地域 55.2%、真庭郡 14.2%、後期間の減少率は蒜山地域 47.7%、

真庭郡 37.7%、岡山県 22.9%の順になっている。 

次に蒜山地域の総商店数の真庭郡及び岡山県の総商店数に占める割合（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３３年に 15.7%となり、その後、上昇基調で推移し、その過程で同４

５年に 21.0%に急上昇し、同５１年には僅差ながら 21.3% とピ－クに達し、その後は低下

基調で推移し、平成１４年に 17.9% となり、昭和３３年の時点と比べて 2.2 ポイント上回

っている。対岡山県比は昭和３３年に 0.95% となり、同３９年に 0.63% まで急落し、その

後も低下基調で推移し、平成６年に 0.60% を割り込み、同１４年に 0.59% となっている。 

以上のように総商店数の視点に立つと、岡山県における蒜山地域の商業的地位は経年的

に減退し、反対に真庭郡における地位は僅差ながら上昇している。 

 

第第第第２２２２項項項項 １１１１商店当商店当商店当商店当たりたりたりたり支持人口支持人口支持人口支持人口 

（１） ４か町村 

昭和３３年における１商店当たり人口（支持人口）は、八束村１５３人、川上村１２３

人、中和村８０人、湯原町６３人の順になり、町村間較差は大きい。 

同年以降、上記人口の推移パタ－ンをみると、同５１年まで減少し、その後は増加に転

じ、中和村と八束村は平成１１年まで増加し、その後は減少している。一方、川上村と湯

原町は平成６年まで増加し、同１１年に減少し、その後、川上村は増加し、湯原町は横ば
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い状態となっている。 以上の推移経過のもとで、１商店当たり支持人口が最低に達した

昭和５１年における同人口は、川上村６７人、中和村４６人、八束村及び湯原町３４人の

順になっている。また、平成６年の時点では川上村１０２人、中和村６２人、八束村５９

人、湯原町５７人の順になり、川上村は突出して多く、１００人を僅少ながら超え、他の

３か町村は相互に近接し、６０人前後となっている。そして、平成１４年における同人口

は、川上村８１人、八束村６８人、中和村６７人、湯原町４９人の順になっている。以上

の１商店当たり支持人口の町村間順位をみると、川上村は常に最上位にあり、反対に湯原

町は大半の年次で最下位を占めている。 

以上で記述したように、４か町村における１商店当たり支持人口の推移過程は、昭和５

１年を境に前半は減少ステ－ジ、後半は概ね増加ステ－ジに分かれているが、昭和３３年

～平成１４年間における同人口の減少率は八束村 55.6% 、川上村 34.1% 、湯原町 22.2% 、

中和村 16.3% の順になり、八束村は川上村を 21.5 ポイント、湯原町を 33.4 ポイント、中

和村を 39.3 ポイント上回っている。 

次に１商店当たり支持人口の特化係数（岡山県＝1.00）を使って町村間比較を行うと以

下のとおりである。 

昭和３３年は各町村とも 1.00 を著しく上回り、八束村 4.14、川上村 3.32、中和村 2.16、

湯原町 1.70 の順になっている。同年以降、各町村の同係数は低下し、同４５年に湯原町と

八束村は 1.00 を割り込み、それぞれ 0.88、0.82 となり、川上村と中和村はそれぞれ 1.98、

1.16 と 1.00 を上回っている。昭和５１年における湯原町と八束村の同係数はさらに下降

し、ともに 0.74 となっている。一方、川上村と中和村の同係数は下降するものの、川上村

は 1.46、中和村は 1.00 となり、1.00 水準を維持している。その後、各町村の同係数は上

昇基調で推移し、ピ－クに達した時期と同係数は町村によって相違し、湯原町は昭和５７

年の 0.91、川上村は平成６年の 1.57、八束村と中和村は平成１１年のそれぞれ 1.10、1.21

となっている。以上同係数がピ－クに達した後は、各町村とも下降し、平成１４年には川

上村 1.09、八束村 0.92、中和村 0.91、湯原町 0.66 の順になっている。 

上述したように、４か町村の同係数はともに昭和３９年までは岡山県レベルを超えてい

るが、その後の動向は町村によって相違している。すなわち、川上村は下降基調で推移し

ているが岡山県レベルを上回り、湯原町は岡山県レベルを僅差で上下し、一方、八束村は

上昇基調で推移するものの、平成１１年に初めて僅差ながら岡山県レベルを超え、湯原町

は岡山県レベルをかなり下回る状況のもとで下降し、とくに平成１１年以降は急激に下降

している。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における１商店当たり支持人口は、昭和３３年に８６人となり、その後は減少

基調で推移し、その過程で同５１年に３９人と最低を記録し、後は増加に転じ、平成６年

に６５人とピ－クを迎え、その後は横ばい状態で推移し、同１４年に６２人となっている。 

以上の推移過程のもとで、同人口の昭和３３年～平成１４年間における減少率は 27.9% 

を示している。 

一方、真庭郡における１商店当たり支持人口は、昭和３３年に６０人となり、蒜山地域

を２６人下回っている。その後における同人口の推移過程は蒜山地域に類似し、減少ステ

－ジに増加ステ－ジが後続している。その減少ステ－ジにおける真庭郡の同人口は蒜山地

域より緩やかに推移し、昭和５１年に３８人と最低になった後、増加ステ－ジに転換し、

平成１４年に５７人のピ－クを迎え、蒜山地域を５人下回っている。上記のピ－ク到達年

次は蒜山地域の平成６年より著しく遅れている。 

上記した真庭郡における支持人口の昭和３３年～平成１４年間における減少率は 5.0%

となり、蒜山地域を 22.9 ポイント下回っている。 

岡山県における１商店当たり支持人口は、昭和３３年に３７人となり、蒜山地域を４９

人下回っている。同人口は昭和３９年に５５人に急増し、その後は減少に転じ、同５１年

に４６人と最低を記録した後、急速な増加に転じ、平成１４年に７２人のピ－クを迎え、

蒜山地域を１２人上回っている。上記の最低人口を記録した昭和５１年は蒜山地域および

真庭郡と同じ時点となっている。 
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上記した岡山県における１商店当たり支持人口の昭和３３年～平成１４年間における増

加率は 100.0%となり、蒜山地域の 27.9% 減少とは正反対である。 

次に１商店当たり支持人口の特化係数を用いて，蒜山地域の同人口を岡山県と比較する

と以下のとおりである。 

昭和３３年における蒜山地域の特化係数は 2.32 と突出して高く、その後急速に下降し、

その過程で同４５年に岡山県レベルとなり、同５１年には 1.00 を割り込み、0.85 となり、

その後は上昇し、平成６年に再び岡山県レベルに達し、その後は急速に下降し、同１４年

に 0.84 となっている。以上のように蒜山地域の１商店当たり支持人口は、昭和５１年以降、

岡山県レベルを僅差ながら下回り、平成１４年にその較差を幾分広げている。 

一方、真庭郡の場合、同係数の推移パタ－ンは蒜山地域に類似しているが、蒜山地域を

終始下回っている。すなわち、その較差は昭和３３年に 0.70 ポイント、同４５年に 0.06

ポイント、平成６年に 0.18 ポイント、同１４年に 0.07 ポイントとなっている。 

 

第第第第２２２２節節節節 従業者数従業者数従業者数従業者数のののの推推推推移移移移 

 

第第第第１１１１項項項項 従業事者数従業事者数従業事者数従業事者数 

（１） ４か町村 

昭和３３年における従業者数は湯原町２３２人（町村別構成比 59.5% ）、八束村６９人

（同 17.7% ）、川上村５４人（同 13.8% ）、中和村３５人（同 9.0%）の順になり、湯原

町の町村別構成比は八束村を 41.8 ポイント、川上村を 45.7 ポイント、中和村を 50.5 ポイ

ント上回っている。 

同年以降、従業者数の推移過程には町村間差異がみられる。すなわち川上村と八束村は

増加基調で推移し、その過程で八束村は昭和５１年、川上村は平成１１年にピークを迎え、

その後八束村は緩やかな減少基調に転じ、川上村は急激に減少している。一方、中和村と

湯原町は減少基調で推移し、その過程で湯原町は昭和５１年、中和村は同６３年に最高を

記録し、その後両町村は緩やかな減少基調で推移している。 

以上の推移経過のもとで、平成１４年における従業者数は川上村２２２人（町村別構成

比 37.2%）、八束村１８０人（同 30.2%）、湯原町１６３人（同 27.4%）、中和村３１人（同

5.2%）の順になり、平成１４年における従業者数の町村別構成比の昭和３３年に対する拡

大又は縮小の比率は、川上村と八束村はそれぞれ 169.6%、70.6%拡大し、反対に中和村と

湯原町はそれぞれ 42.2%、53.9%縮小している。 

上記した４か町村における従業者数の昭和３３年～平成１４年間の増減率は、川上村

311.1%、八束村 160.9%、中和村△11.4%、湯原町△29.8%となっている。 

以上の各町村における従業者数の増減を概ね６年ごとにみると、その増減率の出現時期

には共通点がみられる。 

４か町村における増加率がそろって出現する時期は昭和３９～４５年期と同４５～５１

年期であり、そのうち前年期は八束村 333.3%、川上村 65.3%、中和村 40.7%、湯原町 14.7%

の順になり、八束村は突出して高く、一方、後年期は川上村 67.9%、湯原町 19.0%、八束村

9.9%、中和村 5.3%の順になり、川上村は突出し、しかもその数値は前年期に近似し高水準

であり、八束村と中和村は両年期間における落差が極めて大きい。なお、昭和５７～６３

年期は八束村を除く３か町村において増加し、その増加率は湯原町 29.9%、川上村 26.3%、

中和村 10.3%の順になり、反対に八束村は 14.8%の減少となっている。 

一方、減少率は昭和５１～５７年期に出現し、湯原町 40.0%、川上村 27.2%、八束村 14.3%、

中和村 2.5%の順になり、湯原町は突出している。なお、昭和３３～３９年期には湯原町を

除く３か町村におきて減少し、中和村 22.9%、川上村 9.3%、八束村 8.7%の順になり、反対

に湯原町は 2.6%の増加となっている。また、昭和６３年～平成６年期は八束村を除く３か

町村で減少し、中和村 23.3%、湯原町 23.0%、川上村 18.4%、の順になり、反対に八束村は

0.9%の増加となっている。 

以上のように４か町村における昭和３３年～平成１４年間の従業者数及びその町村別構

成比の推移パターンは川上・八束両村の増加・拡大型と中和・湯原両町村の減少・縮小型
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に類型化される。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における従業者数は、昭和３３年に３９０人を数え、同３９年まではほぼ横ば

い状態で推移し、その後は増加し、同５１年に８０１人とピ－クに達した後は減少基調に

転じ、平成１１年に６７４人となり、同１４年には５９６人に減少している。 

一方、真庭郡における従業者数は、昭和３３年に 3,015 人となり、その後の推移経過は

蒜山地域と極めて類似し、同５１年に 4,491 人とピ－クを迎え、その後は減少基調で推移

し、平成１１年に 4,088 人となり、同１４年には 4,051 人と僅差ながら減少している。 

岡山県における従業者数は、昭和３３年に 38,524 人となり、同３９年には 2.8 倍に急

増し、その後は蒜山地域と異なり増加基調で推移し、平成１１年に 182,454 人とピ－クに

達し、同１４年には 171,028 人に減少している。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における従業者数の昭和３３年以降概ね６

年刻みの増減率をみると、３地域に共通した増加率出現期は同３９～４５年期、同４５～

５１年期及び平成６～１１年期、反対に減少率出現期は昭和５１～５７年期と平成１１～

１４年期となっている。全期間を通して増加率の最高は蒜山地域と真庭郡は昭和３９～４

５年期のそれぞれ 76.4% 、32.5% 、岡山県は同３３～３９年期の 174.6%、反対に減少率の

最高は蒜山地域及び真庭郡は同５１～５７年期のそれぞれ 26.3% 、9.0%、岡山県は平成１

１～１４年期の 6.3%となっている。 

以上の従業者数の推移経過のもとで、昭和３３年～平成１４年間における増加率は、蒜

山地域 52.8% 、真庭郡 34.4% 、岡山県 344.0%となり、蒜山地域は真庭郡を 18.4 ポイント

上回り、反対に岡山県を 291.2 ポイント下回っている。 

次に蒜山地域における従業者数の真庭郡および岡山県の従事者数に占める割合（対真庭

郡比および対岡山県比）をみると以下のようである。 

対真庭郡比は昭和３３年に 12.9%を示し、その後は上昇し、同５１年に 17.8% とピ－ク

に達し、その後は 14.0～16.5%の範囲を乱高下し、平成１１年に 16.5% 、同１４年には 14.7% 

となっている。 

対岡山県比は昭和３３年に 1.01%を示し、その後は急激に低下し、同３９年に 0.36% と

なり、その後は対真庭郡比の場合に類似して上昇し、同５１年に 0.51% とピ－クを迎えた

後は低下基調で推移し、平成６年に 0.33% と最低となり、同１１年に 0.37% 、同１４年に

は 0.35% となっている。 

以上のように、蒜山地域の従業者数の対真庭郡比は経年的に僅少ながら上昇し、一方、

対岡山県比は昭和３９年に急激に低下した後は概ね横ばい状態で推移している。 

 

第第第第２２２２項項項項 １１１１商店当商店当商店当商店当たりたりたりたり従業者数従業者数従業者数従業者数 

（１） ４か町村 

４か町村における１商店当たり従業者数は、昭和３３年に八束村 2.5 人、湯原町 2.0 

人、川上村 1.9 人、中和村 1.8 人の順になっている。 

同年以降、上記の従業者数は増加基調で推移し、その過程においてピ－クに達する時期

には町村間差異があり、湯原町は同６３年、八束村は平成６年、川上村と中和村は同１１

年となっている。なお、川上村と中和村は平成１１年に急激に増加し、同１４年には急落

し、他の２か町村における同１１年の従業者数は同６年の時点と比べて大きな変化はなく、

しかもその後は横ばい状態となっている。 

平成１４年における４か町村の１商店当たり従業者数は、川上村 7.4 人、八束村 4.1 

人、中和村 2.6 人、湯原町 2.3 人の順になり、昭和３３年の時点と比べて、各町村とも増

加し、その増加率は川上村 289.5%、八束村 64.0% 、中和村 44.4% 、湯原町 15.0% の順に

なり、川上村の増加率は顕著である。 

以上で記述した４か町村の１商店当たり従業者数の特化係数を用いて岡山県レベルと比

較すると以下のとおりである。 

昭和３３年に八束村 1.31、湯原町 1.05、川上村 1.00、中和村 0.95 の順になり、中和村

は岡山県レベルを僅差ながら下回っている。同係数は昭和３９年に急激に下降し、八束村
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0.66、湯原町 0.57、川上村 0.49、中和村 0.43 の順になり、岡山県レベルを著しく下回っ

ている。その後、同係数は全体的に小幅な上昇と下降を繰り返しながら下降基調で推移す

るなかで、川上村は平成１１年に 1.32 に急上昇し、岡山県レベルを大きく上回り、その後

は幾分下降している。 

以上の推移過程を経て、平成１４年における同係数は川上村 1.14、八束村 0.63、中和村

0.40、湯原町 0.35 の順になり、川上村のみが岡山県レベルを超えている。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における１商店当たり従業者数は、昭和３３年 2.0 人を数え、その後増加基調

で推移し、その過程で同３９年は横ばい状態となり、同４５年に 2.4 人に増加し、その後

は緩やかに増加し、同６３年に 3.2 人、平成１１年に 4.1 人とピ－クを迎え、同１４年に

3.8 人となり、昭和３３年～平成１４年間における増加率は 90.0%となっている。 

一方、真庭郡における１商店当たり従業者数は、昭和３３年に 2.5 人となり、その後の

推移過程は蒜山地域に類似しているが、大きく異なる点はピ－クの時期が幾分遅く、平成

１４に 4.6 人と最高に達し、昭和３３年～平成１４年間の増加率は 84.0%となり、蒜山地

域に比べて 6.0 ポイント下回っている。なお、真庭郡における同従業数は蒜山地域を終始

上回り、その較差は昭和３３年に 0.5 人、平成１１年に 0.4 人、同１４年に 0.8 人とな

り、その全期間中の平均較差は 0.6 人（0.4～0.8 人）となっている。 

岡山県における１商店当たり従業者数は、昭和３３年に 1.9 人となり、その後の推移パ

タ－ンは、昭和３９年に 1.8 倍の 3.5 人に急増した点を除けば蒜山地域や真庭郡に類似し

ているが、その増加程度は幾分速く、同従業者数がピ－クに達した時点は真庭郡と同じ平

成１４年となり、6.5 人を数え、昭和３３年～平成１４年間における増加率は 242.1%とな

り、蒜山地域を 152.1 ポイント上回っている。なお、岡山県における同従業者数は、蒜山

地域に比べて昭和３３年に 0.1 人下回っているが、その後は終始上回り、その較差は昭和

６３年までは 1.5 人前後、平成年代に入ると 2.0 人以上となり、同１４年には 2.7 人上

回っている。 

次に蒜山地域における１商店当たり従業者数の特化係数の推移状況をみると、昭和３３

年に 1.05 となり、同３９年に 0.57 に急落し、その後は極めて小幅な上昇基調で推移し、

平成１１年に 0.63、同１４年に 0.58 となっている。一方、真庭郡の場合は昭和３３年に

1.31 を示し、その後の推移パタ－ンは蒜山地域に類似し、同３９年に 0.71 と急落し、、

平成１１年に 0.70 となり、その後のパタ－ンはは蒜山地域と異なり、下降することなく同

１４年に 0.71 となっている。 

 

第第第第３３３３節節節節 年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額のののの推移推移推移推移 

 

第第第第１１１１項項項項 年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額 

（１） ４か町村 

第１節で記述した商店における年間商品販売額は、昭和３３年に湯原町１億３千９００

万円（町村別構成比 53.3% ）、八束村７千万円（同 26.8% ）、川上村３千５００万円（同

13.4% ）、中和村１千７００万円（同 6.5%）の順になっている。 

昭和３３年以降、同販売額は増加し、同３９年には各町村とも概ね２倍に増加し、その

後の増加速度には町村間差異が顕著に現れ、また、同販売額がピ－クを迎える時点にも違

いがみられる。すなわち、その時点と販売額は、八束村は昭和５７年の３５億８千万円、

中和村は同６３年の４億９千１００万円、湯原町は平成６年の２９億５千４００万円、川

上村は同１１年の５５億６千４００万円となっている。以上のピ－ク時点以降における販

売額の推移パタ－ンには町村間差異がみられ、川上村と湯原町は急激な減少、そして八束

村は平成６年まで横ばい状態となり、その後急落し、中和村は小幅な減少基調で推移して

いる。 

以上の推移経過のもとで、平成１４年に八束村は２８億４千２００万円（同 37.7% ）、

川上村２５億７千万円（同 34.1% ）、湯原町１８億２千２００万円（同 24.2% ）、中和村

３億５００万円（同 4.0%）順になっている。 
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上記した年間商品販売額の昭和３３年～平成１４年間における増加倍数は、川上村

73.4、八束村 40.6、中和村 17.9、湯原町 13.1 の順になり、川上・八束両村は中和・湯原

両町村に比べて大きく、特に川上村において顕著である。一方、平成１４年における同販

売額の町村構成比を昭和３３年の時点で比較すると、川上村と八束村は拡大し、その比率

はそれぞれ 154.5%、40.7%、反対に湯原町と中和村は縮小し、その比率はそれぞれ 54.6%、

38.5%の順になっている。 

上記したように、昭和３３年以降、各町村における年間商品販売額が経年的に増大する

過程で、その町村間較差は拡大し、またその町村別構成比にも大きな変化が起こっている。

同販売額の町村間較差には商店数の多少が深く係わり、一方、その町村別構成の変化には

同販売額の増減率の推移が関与していると考えれるので、その経年的増減率の推移を概ね

６年刻みでみると以下のとおりである。 

全体的に年間商品販売額の増加率の高水準は昭和５０年代までみられ、その後の増加率

は低下し、平成６年以降は減少に転じている。そうした流れのなかで、１５０％以上の高

い増加率を示した時期とその水準を列挙すると、昭和年代は同３９～４５年の八束村

401.3%と川上村 154.6%、同４５～５１年の川上村 766.3%、中和村 347.4%、八束村 192.1%、

湯原町 178.8%となっている。 

一方、平成年代に入り、全般的に減少率が出現するなかで、１０％以上の減少率の出現

期とその水準は昭和６３年～平成６年の中和村 19.6% 、同６～１１年の湯原町 21.9% 、八

束村 12.4% 、そして同１１～１４年の川上村 53.8% 、中和村 25.2% 、湯原町 21.0% 、八

束村 9.7%となっている。なお、川上村は平成６～１１年に増加率 147.3%を記録している。 

以上のように、４か町村が揃って昭和４５～５１年に高い増加率を示し、反対に平成１

１～１４年に高い減少率を記録している点はとくに注目される。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における年間商品販売額は、昭和３３年２億６千１００万円となり、同３９年

には５億３千５００万円に倍増し、その後は急速な増加を続け、同６３年に８７億９千３

００万円となり、その後における増加速度は幾分鈍り、平成６年に９１億９千４００万円

となり、その後は再び急増に転じ、同１１年に１１４億２千７００万円とピ－クに達した

後は急落し、同１４年に７５億３千９００万円となっている。 

上記した年間商品販売額の昭和３３年以降、概ね６年ごとの増加率をみると、同５１年

までは１００％を超え、とくに昭和４５～５１年期は 250.2%、次いで同３９～４５年期は

202.8%の高水準となっている。しかし、昭和５０年以降における増加率は３０％以下とな

り、その最低は同６３年～平成６年期の 4.6%であり、反対に同１１～１４年期には 34.0%

の減少となっている。 

一方、真庭郡におけるの年間商品販売額は、昭和３３年に２９億４千５００万円、同３

９年には 1.6 倍の４８億３００万円となり、その後の増加パタ－ンは蒜山地域にかなり類

似し、同５７年に７１７億３千６００万円、同６３年には７０９億３千３００万円となり、

その後は急増し、蒜山地域より早く平成６年に８９４億４千６１０万円とピ－クを迎え、

その後は急落し、同１４年に７０２億８千９００万円となっている。 

上記した販売額の昭和３３以降、概ね６年ごとの増加率をみると、蒜山地域と同様に昭

和５１年までは高く、同３３～３９年期の 63.1% を除けば２００％前後を示し、同５１～

５７年期には 68.0%に低下し、その後は減少率の出現期が多発し、平成６年以降は１０％

前後の減少となり、同１１～１４年期は 10.0％となっている。 

岡山県における年間商品販売額は、昭和３３年に２６５億７千万円となり、同３９年に

は約１３倍の３３８億５千１００万円となり、その後は増加速度をさらに伸ばし、真庭郡

の場合と同様に平成６年に６兆７千２５８億３千万円とピ－クを迎え、その後は急落に転

じ、同１４年に５兆５千１８９億４千万円となっている。 

上記した販売額の昭和３３年以降、概ね６年ごとの増加率をみる、同５１～５７年期ま

で高く、とくに同３９～４５年期は 209.6%と突出し、その後は急落し、同５７年以降にお

ける増加率は３０％を大きく切り、平成６年以降は減少に転じ、同１１～１４年期の減少

率は 13.8% となり、蒜山地域を 20.2 ポイント下回り、真庭郡を 3.8 ポイント上回ってい
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る。 

以上で記述した年間商品販売額の昭和３３年～平成１４年間における増加倍数をみる

と、岡山県 207.7 、蒜山地域 28.9、真庭郡 23.9 の順になり、蒜山地域は岡山県を 178.8 

ポイント下回り、反対に真庭郡を 5.0 ポイント上回っている。 

次に蒜山地域における年間商品販売額の真庭郡および岡山県に占める割合（対真庭郡比

および対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

対真庭郡比は昭和３３年に 8.9%となり、その後は上昇し、同５１年に 13.3% となり、そ

の後は下降基調で推移し、その過程で平成１１年に 14.6% と最高に達し、同１４年には

10.7% に低落している。 

一方、対岡山県比は昭和３３年に 0.98% となり、同３９年には 0.16%に急落し、その後

は概ね横ばい状態で推移し、その過程で同５１～５７年間に 0.21～0.25%の範囲を上昇し、

その後は 0.10 台で推移し、平成１１年に 0.18% 、同１４年には 0.14% となっている。 

以上で記述した蒜山地域における商業活動を年間商品販売額の対真庭郡比及び対岡山県

比の視点からみれば、真庭郡レベルでは停滞的に推移し、岡山県レベルでは後退的に推移

している。 

 

第第第第２２２２項項項項 １１１１商店商店商店商店当当当当たりたりたりたり年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額 

（１） ４か町村 

１商店当たり年間商品販売額は、昭和３３年に八束村２５０万円（町村別構成比 42.4% ）、

川上村１３０万円（同 22.0% ）、湯原町１２０万円（同 20.3% ）、中和村９０万円（同

15.3% ）の順になっている。 

同年以降、各町村の同販売額は増加基調で推移し、その過程で同４５年に八束村７９０

万円、川上村５４０万円、湯原町４８０万円、中和村２７０万円の順になり、同３３年の

時点と比べて３～４倍の増加となっている。昭和５１年以降、同販売額の増加は加速し、

そのピ－ク到達時点には町村間差異がみら、中和村は同６３年の２千７３０万円、湯原町

は平成６年の３千９４０万円、川上村と八束村は同１１年のそれぞれ１億５千４６０万円、

７千５００万円となっている。このピ－ク到達以後における同販売額の低下速度には町村

間差異があり、川上村と湯原町は急速に、八束村は比較的急速に、中和村は極めて緩やか

に低下している。 

以上の推移経過のもとで、平成１４年に川上村８千５７０万円（同 42.5% ）、八束村６

千４６０万円（同 32.0% ）、湯原町２千６００万円（同 12.9% ）、中和村２千５４０万円

（同 12.6% ）の順になっている。 

上記した１商店当たり年間商品販売額の昭和３３年～平成１４年間における増加倍数

は、川上村 65.9、中和村 28.2、八束村 25.8、湯原町 21.7 の順になり、川上村は中和村を

37.7 ポイント、八束村を 40.1 ポイント、湯原町を 44.2 ポイント上回っている。 

先に記述した平成１４年における同販売額の町村別構成比は昭和３３年の時点に対して

川上村は 93.2% 拡大し、反対に他の３か町は縮小し、その縮小率は湯原町 36.4% 、八束村

24.5% 、中和村 17.6% の順になっている。 

次に４か町村における１商店当たり年間商品販売額の特化係数を使って４か町村におけ

る同販売額の町村間比較を試みると以下のようである。 

昭和３３年に八束村は 1.92 と突出して岡山県レベルを上回り、川上村は 1.00 と岡山県

レベルであるが、湯原町は 0.92 で僅差ながら岡山県レベルを下回り、中和村は 0.69 と著

しく下回っている。 

同年以降、同係数は急激に下降し、各町村とも同４５年には 0.50 水準を大きく下回り、

八束村 0.26、川上村 0.17、湯原町 0.16、中和村 0.09 の順になっている。しかし、昭和４

５年以降、同係数は僅かながら上昇基調で推移し、その係数がピ－クに達した時期は、八

束村、湯原町、中和村はともに同６３年で、それぞれ 0.35、0.18、0.17 の順になっている。

一方、川上村のピ－ク到達時期は平成１１年で、0.70 を記録し、上記の３か町村に比べる

と著しく高い。同係数のピ－ク到達後、八束村、湯原町、中和村の３か町村は極めて小幅

な下降基調で推移し、川上村は急速に下降し、平成１４年に川上村 0.41、八束村 0.31、中
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和村と湯原町はともに 0.12 の順になり、その水準は昭和５１年の時点にかなり近似してい

る。 

上記したように、４か町村における１商店当たり年間商品販売額は岡山県レベルに照ら

して、昭和３３年の時点では八束村は同レベルをかなり上回り、川上村は同レベルに達し、

湯原町は同レベルに近接し、反対に中和村は大幅に下回っている。しかし、昭和３９年以

降各町村とも同レベルを大幅に下回り、そのなかで同４５年には超大幅に下回り、その後

の推移過程で同レベルとの町村較差が顕著に起こり、それは全体的に川上村・八束村は小

さく、中和村・湯原町は大きくなっている。 

（２） 蒜山地域 

蒜山地域における１商店当たり年間商品販売額は、昭和３３年に１４０万円となってい

る。 

同年以降増加基調で推移し、その過程で同３９年に２８０万円に倍増し、同４５年には

再び倍増して５８０万円となり、その後はさらに急激に増加し、平成１１年に７千１０万

円のピ－クに達し、同１４年には激減して４千８３０万円となっている。 

一方、真庭郡における１商店当たり年間商品販売額は、昭和３３年に２４０万円となり、

同３９年には 1.7 倍に増加し、同４５年には 4.5 倍の１千８０万円となり、蒜山地域を５

００万円上回り、その後は蒜山地域と同様に急激に増加し、同地域より早く平成６年に８

千９９０万円とピ－クを迎え、蒜山地域を３千５８０万円上回り、その後は減少し、同１

４年に８千６０万円となり、蒜山地域を３千２３０万円上回っている。 上述した真庭郡

の同販売額は終始蒜山地域を大幅に上回っているが、その理由は表４で示すように郡内の

勝山町、落合町及び久世町、とくに落合町と久世町における販売額の高水準による。 

岡山県における１商店当たり年間商品販売額は、昭和３３年に１３０万円となり、同３

９年には 8.6 倍に急増し、同４５年にはさらに 23.8 倍の３千９０万円となり、その後も

急増を続け、同５７年に１億３千３６０万円となり、蒜山地域を１億４０万円上回り、そ

の後の増加速度は鈍り、平成６年に２億２千５５０万円とピ－クに達した後は緩やかな低

下に転じ、同１４年に２億１千３０万円となり、蒜山地域を１億６千２００万円、真庭郡

を１億２千９７０万円上回っている。 

以上で記述した１商店当たり年間商品販売額の昭和３３年～平成１４年間における増加

倍数は、岡山県 161.8 、蒜山地域 34.5、真庭郡 33.6 の順になり、蒜山地域は岡山県を 127.3 

ポイント下回り、反対に真庭郡を 0.9 ポイント上回っている。 

次に蒜山地域における１商店当たり年間販売額を同販売額の特化係数を使って岡山県レ

ベル及び真庭郡と比較すると以下のとおりである。 

昭和３３年 1.08 となり、同３９年には 0.25 に急激に下降し、その後は概ね 0.25 前後で

推移し、平成１１年に 0.31 と幾分上昇し、同１４年に 0.23 となり、昭和３９年の時点に

近接している。 

一方、真庭郡における同係数は昭和３３年に 1.85 を示し、蒜山地域を 0.77 上回ってい

るが、同３９年には急激に下降して 0.37 となり、その後における同係数は概ね 0.40 台で

推移し、平成１１年と同１４年にはともに 0.38 となり、蒜山地域を終始上回り、その較差

は 0.14～0.21 の範囲を乱高下している。 

上記した蒜山地域の商業活動を１商店当たり販売額の特化係数の視点からみると、昭和

３３年の時点では岡山県レベルであるが、同３９年に急激に後退し、その状況は今日まで

継続され、同地域の商業的地位は極めて低く、真庭郡レベルにおいても低位にとどまって

いる。 

 

第第第第４４４４節節節節 産業中分類産業中分類産業中分類産業中分類にににに基基基基づくづくづくづく小売業商店小売業商店小売業商店小売業商店のののの業種別構成業種別構成業種別構成業種別構成のののの推移推移推移推移 

 

商業活動を担う商店は卸売業と小売業に分かれ、そのうち小売業商店数の総商店数に占

める割合は、表５に示すように経年的に低下する傾向が見られる。すなわち、蒜山地域の

小売業商店数割合は昭和３３年の１００％から平成１４年には９４％程度に低下してい

る。 
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本節では小売業商店を対象にして、昭和３３年から平成１４年まで１２年間隔（平成年

代は８年間隔）の５時点における同商店数の業種別割合の推移状況について表６、７に基

づき記述し、比較のため岡山県及び真庭郡について付記する。 

 

第第第第１１１１項項項項 小売業小売業小売業小売業のののの産業中分類産業中分類産業中分類産業中分類にににに基基基基づくづくづくづく業種業種業種業種 

商業の産業中分類に基づく小売業商店の業種は、①各種商品小売業、②織物・衣服・身

の回り品小売業、③飲食料品小売業、④自動車・自転車小売業、⑤家具・建具・什器小売

業、⑥その他の小売業に区分されている。これら６業種は、さらに下記のように細分類（「」

括弧内に示す）されているが、町村レベルにおける統計資料では公表されてない。ここで

は６業種の内容を知るために細分類別業種を記載することとした。 

①各種商品小売業：「百貨店」、「その他の各種商品小売業」（衣、食、住にわたる各

種商品の小売業で、百貨店とその他の各種商品小売業は各分野別商品の売上比率と従業者

数によって区分される）。 

②織物・衣服・身の回り品小売業：「呉服・服地・寝具」、「洋服（婦人、子供を除く）」、

「婦人・子供服」、「くつ履物」、「その他の織物・衣服・身の回り品」。 

③飲食料品小売業：「各種食料品」、「酒・調味料」、「食肉」、「鮮魚」、「乾物」、

「野菜・果実」、「菓子・パン」、「米穀類」、「その他の飲食料品」。 

④自動車・自転車小売業：「自動車」、「自転車」、「荷車（昭和４５年まで）」。 

⑤家具・建具・什器小売業：「家具・建具・畳」、「金物・巻物（農器具を除く）」、

「陶磁器・ガラス器」、「家庭用機械器具」、「その他の什器」。 

⑥その他の小売業：「医薬品・化粧品」、「農耕用品」、「燃料」、「書籍・文房具」、

「スポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器」、「写真機・写真材料」、「時計、眼鏡、光学

機械」、「骨董品、その他の中古品（他に分類されないもの）」、「他に分類されない小

売業、すなわち、たばこ・喫煙具、花・植木、建築材料、貴金属製品、他に分類されない

その他）」。 

 

第第第第２２２２項項項項 業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合のののの推移推移推移推移 

４か町村、そして総体としての蒜山地域および真庭郡と岡山県における小売業商店数の

業種別構成割合を昭和３３年、同４５年、同５７年、平成６年、同１４年の５時点に亘っ

て示すと表６のとおりである。 

（１） ４か町村 

① 各種商品小売業 

４か町村における各種商品小売業は、昭和３３年の時点では存在せず、その後、同４５

年に中和村、同５７年に湯原町、平成１４年に八束村でいずれも１商店を数えるに過ぎな

い。以上の商店数の構成割合（以下、商店シェア）は、中和村 5.3%（該当商店数１店／小

売業商店総数１９店）、湯原町 1.1%（同１／９０）、八束村 2.4%（同１／４２）となって

いる。 

② 織物・衣服・身の回り品小売業 

昭和３３年における織物・衣服・身の回り品小売業商店のシェアは、八束村 15.4%（該

当商店数４店／小売業商店総数２６店）、湯原町 14.3% （同１５／１０５）、川上村 7.7%

（同２／２６）、中和村 5.6%（同１／１８）の順になり、八束村は湯原町を 1.1 ポイント、

川上村を 7.7 ポイント、中和村を 9.8 ポイント上回っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、八束村 14.5% （同１１／７６）、川上村 12.5% 

（同３／２４）、湯原町 6.1%（同６／９９）、中和村 5.3%（同１／１９）の順になり、八

束村は川上村を 2.0 ポイント、湯原町を 8.4 ポイント、中和村を 9.2 ポイント上回って

いる。 

昭和５７年における同商店の存在は川上村では認められず、その状況は平成１４年まで

続いている。他の町村における同商店シェアは、八束村 9.7%（同７／７２）、中和村 5.9%

（同１／１７）、湯原町 5.6%（同５／９０）の順になり、八束村は中和村を 3.8 ポイント、

湯原町を 4.1 ポイント上回っている。 
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平成６年における同商店シェアは、八束村 13.5% （同７／５２）、湯原町 7.1%（同５／

７０）、中和村 6.7%（同１／１５）の順になり、八束村は湯原町を 6.4 ポイント、中和村

を 6.8 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、八束村 11.9% （同５／４２）、湯原町 9.0%（同６

／６７）、中和村 8.3%（同１／１２）の順になり、八束村は湯原町を 2.9 ポイント、中和

村を 3.6 ポイント上回っている。 

以上で記述した織物・衣服・身の回り品小売業商店シェアの推移経過を町村別にみるた

め、同シェアの概数（小数点以下四捨五入）を昭和３５年－同４５年－同５７年－平成６

年－同１４年の時系列（以下、５時点時系列）で列記すると以下のとおりであり、０％は

同該商店の不在を示す。 

川上村： ８％－１３％－ ０％－ ０％－ ０％ 

八束村：１５％－１５％－１０％－１４％－１２％ 

中和村： ６％－ ５％－ ６％－ ７％－ ８％ 

湯原町：１４％－ ６％－ ６％－ ７％－ ９％ 

川上村の同商店シェアは昭和３３年から同４５年の両時点間で拡大し、その間の拡大率

は 62.3% を示し、同５７年以降３時点において同商店は存在しない。 

八束村の同商店シェアは昭和４５年まで横ばい状態となり、その後は縮小基調で推移し、

その縮小率は 22.7% となっている。 

中和村の同商店シェアは、他の町村と異なり、僅差ながら拡大を続け、その拡大率は

50.9% となっている。 

湯原町の同商店シェアは昭和４５年にほぼ半分に縮小し、その後は僅差ながら拡大に転

じているが、全体的にみると縮小基調で推移し、その縮小率は 37.1% となり、前記八束村

の縮小率を 14.4 ポイント上回っている。 

上記した商店シェアの昭和３３年～平成１４年間の５時点における町村間順位の変動を

みると、八束村は５時点を通して首位に立ち、中和村は昭和３３～４５年間の２時点にお

いて４位、同５７年に２位、平成年代の２時点で３位となり、湯原町は昭和４５～５７年

間の２時点で３位、残り３時点で２位となり、川上村は同３３～４５年間の２時点で３位

から２位に上昇し、その後の時点で同商店は存在しない。 

各町村における商店シェアの特化係数を用いて、岡山県レベルと時系列的に比較すると

以下のようである。 

川上村は昭和３３年に 0.57 を示し、同４５年には 0.90 に上昇し、その後の時点で同商

店は存在しない。八束村は昭和３３年に 1.15 を示し、その後は下降し、その推移過程で同

４５年に 1.04、同５７年に 0.72 となった後は上昇に転じ、平成６年に 0.99 となり、同１

４年に 0.94 となっている。中和村は昭和３３年に 0.41 を示し、４か町村中の最低で、そ

の後においても 0.40 前後で推移し、平成１４年に 0.66 に上昇しているが、他の町村と比

べて最下位となっている。湯原町は昭和３３年に 1.07 を示し、八束村に次いで高く、その

後は八束村と違って急激に下降し、同４５年に 0.44、同５７年に 0.41 と最低を迎えた後

は上昇に転じ、平成１４年には 0.71 となり、八束村に次いで高くなっている。 

以上のように、昭和３３年以降における織物・衣服・身の回り品小売業商店シェアの特

化係数には町村間差異が著しく、同係数が岡山県レベルを超える時点は、昭和３３年の八

束村と湯原町、同４５年の八束村となっているが、平成年代に八束村は岡山県レベルに近

接している。 

③ 飲食料品小売業 

昭和３３年における飲食料品小売業商店シェアは、川上村 88.5% （該当商店数２３店／

小売業商店総数２６店）、中和村 66.7% （同１２／１８）、八束村 65.4% （同１７／２６）、

湯原町 54.3% （同５７／１０５）の順になり、川上村は中和村を 21.8 ポイント、八束村

を 23.1 ポイント、湯原町を 34.2 ポイント上回っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、川上村 75.0% （同１８／２４）、中和村 63.2% 

（同１２／１９）、八束村 52.6% （同４０／７６）、湯原町 49.5% （同４９／９９）の順

になり、川上村は中和村を 11.8 ポイント、八束村を 22.4 ポイント、湯原町を 25.5 ポイン



- 582 - 

ト上回っている。 

昭和５７年における同商店シェアは、中和村 64.7% （同１１／１７）、川上村 58.6% 

（同１７／２９）、湯原町 48.9% （４４／９０）、八束村 37.5% （同２７／７２）の順に

なり、中和村は川上村を 6.1 ポイント、湯原町を 15.8 ポイント、八束村を 27.2 ポイント

上回っている。 

平成６年における同商店シェアは、川上村 60.9% （同１４／２３）、中和村 60.0% （同

９／１５）、湯原町 44.3% （同３１／７０）、八束村 30.8% （同１６／５２）の順になり、

川上村は中和村を僅差ながら 0.9 ポイント、湯原町を 16.6 ポイント、八束村を 30.1 ポイ

ント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、中和村 58.3% （同７／１２）、川上村 56.0%（同

１４／２５）、湯原町 46.3% （同３１／６７）、八束村 28.6% （同１２／４２）の順にな

り、中和村は川上村を 2.3 ポイント、湯原町を 12.0 ポイント、八束村を 29.7 ポイント上

回っている。 

以上で記述した飲食料品小売業商店シェアの推移経過を町村別にみるため、同シェアの

概数（小数点以下四捨五入）を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

川上村：８９％－７５％－５９％－６１％－５６％ 

八束村：６５％－５３％－３８％－３１％－２９％ 

中和村：６７％－６３％－６５％－６０％－５８％ 

湯原町：５４％－５０％－４９％－４４％－４６％ 

川上村の同商店シェアは全体的に縮小基調で推移し、昭和３３に最も高く、同５７年に

急速に縮小し、平成６年には幾分拡大し、その後は縮小に転じ、同１４年に至る期間の縮

小率は 36.7%となっている。 

八束村の同商店シェアは縮小パタ－ンで推移し、昭和３３年に最も高く、その後は縮小

を続け、平成１４年までの期間の縮小率は 56.3% となり、４か町村中最高となっている。 

中和村の同商店シェアは八束村と同様に縮小パタ－ンで推移し、昭和３３年に最も高く、

その後は縮小し、平成１４年に至る間の縮小率は 12.6% となり、４か町村中最低となって

いる。 

湯原町の同商店シェアは縮小→拡大→縮小パタ－ンで推移し、昭和３３年に最も高く、

平成６年に最低となり、その後は拡大に転じ、同１４年に再び縮小し、以上の期間中に縮

小率は 14.7% を示し、中和村に次いで低い水準となっている。 

上記した４か町村における同商店シェアの５時点間における町村間順位の推移をみる

と、川上村は昭和３３～４５年間の２時点と平成６年の時点で首位に立ち、残りの２時点

で２位を占めている。八束村は昭和５７年～平成１４年間の３時点で最下位にあり、残り

２時点は３位となっている。中和村は昭和５７年と平成１４年の２時点で首位に立ち、残

り３時点で２位を占めている。湯原町は昭和５７年～平成１４年間の３時点で３位となり、

残り２時点において４位を占めている。 

次に４か町村におけ同商店シェアの特化係数を使って、岡山県レベルと時系列的に比較

すると以下のとおりである。 

昭和３３年に川上村 1.68、中和村 1.27、八束村 1.24、湯原町 1.03 の順になり、同年以

降、川上村は概ね横ばい状態で推移し、八束村は時系列的に低下し、そのなかで同５７年

に 0.93 と岡山県レベルを割り込み、その後も低下し、反対に中和村と湯原町は上昇パター

ンで推移し、平成１４年に中和村 1.71、川上村 1.64、湯原町 1.36、八束村 0.84 の順にな

っている。 

以上のように４か町村における飲食料品小売業商店シェアは、川上村と中和村は全５時

点、湯原町は昭和５７年以降の３時点、八束村は同３３～４５年の２時点において岡山県

レベルをかなり上回っている・ 

④ 自動車・自転車小売業 

昭和３３年における自動車・自転車・荷車（荷車は昭和４５年まで）小売業商店のシェ

アは、中和村 11.1% （該当商店数２店／小売業商店総数１８店）、湯原町 4.8%（同５／１

０５）、川上村と八束村各 3.8%（同１／２６）の順になり、中和村は湯原町を 6.3 ポイン
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ト、川上村と八束村を 7.3 ポイント上回っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、八束村 5.3%（同４／７６）、川上村 4.2%（同１／

２４）、湯原町 3.0%（同３／９９）と続き、八束村は川上村を 1.1 ポイント、湯原町を

2.3 ポイント上回っている。一方、中和村は平成６年まで当該商店は不在となっている。 

昭和５７年における同商店シェアは、八束村 8.3%（同６／７２）、川上村 3.4%（同１／

２９）、湯原町 2.2%（同２／９０）の順になり、八束村は川上村を 4.9 ポイント、湯原町

を 6.1 ポイント上回っている。 

平成６年における同商店シェアは、八束村 7.7%（同４／５２）、湯原町 5.7%（同４／７

０）、川上村 4.3%（同１／２３）の順になり、八束村は湯原町を 2.0 ポイント、川上村を

4.3 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、中和村 8.3%（同１／１２）、湯原町 4.5%（同３／

６７）、川上村 4.0%（同１／２５）、八束村 2.4%（同１／４２）の順になり、中和村は湯

原町を 3.8 ポイント、川上村を 4.3 ポイント、八束村を 5.9 ポイント上回っている。 

以上で記述した自動車・自転車小売業商店シェアの推移過程を町村別にみるため、同シ

ェアの概数を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

川上村： ４％－４％－３％－４％－４％ 

八束村： ４％－５％－８％－８％－２％ 

中和村：１１％－０％－０％－０％－８％ 

湯原町： ５％－３％－２％－６％－５％ 

川上村の同商店シェアは極めて小幅な拡大と縮小を繰り返しながら推移し、平成１４年

に至る期間の拡大率は 5.3%となっている。 

八束村の同商店シェアは拡大期に縮小期が後続するパタ－ンで推移し、昭和３３年の同

商店シェアは、同５７年に２倍強の拡大となり、その後は縮小に転じ、とくに平成１４年

の縮小は激しく、最低値を記録し、同１４年に至る期間の縮小率は 36.8% を示し、３か町

村中最低となっている。 

中和村の同商店シェアは昭和３３年と平成１４年の２時点のみの記録となり、平成１４

年に至る期間の縮小率は 25.2% となっている。 

湯原町の同商店シェアは縮小基調のパタ－ンで推移し、昭和５７年まで縮小し、平成６

年には急激に拡大し、その後は再び縮小に転じ、同１４年に至る期間の縮小率は 6.3%とな

り、３か町村中最低を記録している。 

４か町村における商店シェアの５時点間における町村間順位の推移をみると、川上村は

昭和４５～５７年間の２時点で２位、残り３時点で３位を占めている。八束村は昭和４５

年～平成６年間の３時点で首位に立ち、残り２時点は３位、４位となっている。中和村は

昭和３３年と平成１４年の２時点で首位に立っている。湯原町は昭和３３年の１時点と平

成６～１４年間の２時点で２位を占め、残り２時点は３位となっている。 

次に４か町村における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると以下のとおりである。 

昭和３３年に中和村 2.46、湯原町 1.07、川上村と八束村各 0.84 の順になり、同年以降

川上村は一貫して低下し、他の３か町村は低下基調で推移している。すなわち、八束村は

昭和４５年～平成６年間の３時点において 1.02～1.36 の範囲を乱高下し、その後急激に低

下し、湯原町は昭和４５年～平成１４年間の４時点において 0.36～0.80 の範囲を乱高下

し、中和村は昭和４５年～平成６年間の３時点は該当商店不在となっている。以上の推移

経過のもとで平成１４年に中和村 1.01、湯原町 0.55、川上村 0.49、八束村 0.29 の順にな

っている。 

以上のように４か町村における自転車・自動車小売業商店シェアは昭和３３年の中和村

と湯原町、同５７年及び平成６年の八束村において岡山県レベルを上回り、そのなかで中

和村は大幅に上回っている。 

⑤ 家具・建具・什器小売業 

昭和３３年における家具・建具・什器小売業商店シェアは、湯原町 5.7%（該当商店数６

店／小売業商店総数１０５店）のみで、残りの３か村に該当商店は存在しない。 
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昭和４５年には川上村では同商店不在となり、他の３か町村における同商店シェアは、

湯原町 13.1% （同１３／９９）、八束村 10.5% （同８／７６）、中和村 5.3%（同１／１

９）の順になり、湯原町は八束村を 2.6 ポイント、中和村を 7.8 ポイント上回っている。 

昭和５７年における同商店シェアは、八束村 12.5% （同９／７２）、川上村 10.3%（同

３／２９）、湯原町 8.9%（同８／９０）、中和村 5.9%（同１／１７）の順になり、八束村

は川上村を 2.2 ポイント、湯原町を 3.6 ポイント、中和村を 6.6 ポイント上回っている。 

平成６年における同商店シェアは、八束村 7.7%（同４／５２）、中和村 6.7%（同１／１

５）、川上村 4.3%（同１／２３）、湯原町 4.3%（同３／７０）の順になり、八束村は中和

村を 1.0 ポイント、川上村及び湯原町を 3.4 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、川上村 12.0% （同３／２５）、中和村 8.3%（同１

／１２）、湯原町 6.0%（同４／６４）、八束村 4.8%（同２／４２）の順になり、川上村は

中和村を 3.7 ポイント、湯原町を 6.0 ポイント、八束村を 7.2 ポイント上回っている。 

以上で記述した家具・建具・什器小売業商店シェアの推移経過を町村別にみるため、同

シェアの概数を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

川上村：０％－ ０％－１０％－４％－１２％ 

八束村：０％－１１％－１３％－８％－ ５％ 

中和村：０％－ ５％－ ６％－７％－ ８％ 

湯原町：６％－１３％－ ９％－４％－ ６％ 

川上村における同商店は昭和５７年、平成６年、同１４年の３時点で存在し、その商店

シェアは、平成６年に顕著に縮小し、同１４年には著しく拡大し、昭和５７年～平成１４

年間の拡大率は 16.5%となっている。 

八束村の同商店シェアは昭和４５年から記録され、同５７年に拡大し、その後は縮小に

転じ、平成１４年に急下降して最低値となり、昭和４５年～平成１４年間における縮小率

は 54.3%となっている。 

中和村の同商店シェアは昭和４５年に４か町村の中で最低を示し、その後は拡大を続け、

平成１４年には川上村に次いで高く、昭和４５年～平成１４年間における拡大率は 59.6% 

で、八束村を除く３か町村中最高となっている。 

湯原町の同商店シェアは昭和３３年から記録され、同４５年に著しく拡大し、ピ－クに

達した後は縮小に転じ、平成６年には川上村とともに最低値となり、その後は拡大に転じ、

昭和３３年～平成１４年間の拡大率は 5.5%となっている。 

４か町村における同商店シェアの５時点間の推移過程における町村間順位の変動をみる

と、川上村は平成１４年に首位に立ち、それ以前の昭和５７年に２位、平成６年には３位

に後退している。八束村は昭和５７年と平成６年の２時点で首位に立ち、その前後の時点

はそれぞれ２位、４位となっている。中和村は平成６～１４年間の２時点において２位と

なり、他の２時点はそれぞれ３位、４位に後退している。湯原町は昭和４５年には首位に

立ち、同５７年以降３時点において３位となっている。 

次に４か町村における同商店シェアの特化係数を使って、岡山県レベルと時系列的に比

較すると以下のようである。 

昭和 33 年の湯原町 0.74 となり、他の３か村は当該商店不在となり、同４５年には湯原

町 1.42、八束村 1.14、中和村 0.56 の順になり、川上村は当該商店不在となっている。 

同年以降、湯原町は低下基調で推移し、その過程で同５７年に 0.78 と 1.00 台を割り、

平成６年には 0.41 と最低を記録し、その後幾分上昇し、八束村は一貫して低下し、同６年

に 0.73 と 1.00 台を切り、その後も急落し、一方、中和村は 1.00 水準以下の範囲を上昇パ

ターンで推移している。一方、川上村は昭和５７年に初めて 0.90 を記録し、その後上昇基

調で推移し、その過程で平成６年に 0.41 と最低に達し、同１４年には急激に上昇し、1.00

台に達している。以上の推移過程のもとで平成１４年に川上村 1.13、中和村 0.78、湯原町

0.57、八束村 0.45 の順になっている。 

上記したように岡山県レベルを上回る時点は、湯原町の昭和４５年及び川上村の平成１

４年の各１時点、八束村の昭和４５～５７年間の２時点となっている。 

⑥ その他の小売業 
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昭和３３年における、その他の小売業の存在は川上村では認められない（該当商店数０

店／小売業商店総数２６店）。一方、他の３か町村における同商店シェアは、湯原町 20.9%

（同２２／１０５）、中和村 16.7% （同３／１８）、八束村 15.4% （同４／２６）の順に

なり、湯原町は中和村を 4.2 ポイント、八束村を 5.5 ポイント上回っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、湯原町 28.3% （同２８／９９）、中和村 21.1% 

（同４／１９）、八束村 17.1% （同１３／７６）、川上村 8.3%（同２／２４）の順になり、

湯原町は中和村を 7.2 ポイント、八束村を 11.2 ポイント、川上村を 20.0 ポイント上回っ

ている。 

昭和５７年における同商店シェアは、湯原町 33.3% （同３０／９０）、八束村 32.0% 

（同２３／７２）、川上村 27.6% （同８／２９）、中和村 23.5% （同４／１７）の順にな

り、湯原町は八束村を 1.4 ポイント、川上村を 5.7 ポイント、中和村を 9.8 ポイント上

回っている。 

平成６年における同商店シェアは、八束村 40.4% （同２１／５２）、湯原町 38.6% （同

２７／７０）、川上村 30.4% （同７／２３）、中和村 26.7% （同４／１５）の順になり、

八束村は湯原町を 1.8 ポイント、川上村を 10.0 ポイント、中和村を 13.7 ポイント上回っ

ている。 

平成１４年における同商店シェアは、八束村 50.0% （同２１／４２）、湯原町 34.3% 

（同２３／６７）、川上村 28.0% （同７／２５）、中和村 16.7% （同２／１２）の順にな

り、八束村は湯原町を 15.7 ポイント、川上村を 22.0 ポイント、中和村を 33.3 ポイント上

回っている。 

以上で記述した、その他の小売業商店シェアの推移過程を町村別にみるため、同シェア

の概数を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

川上村： ０％－ ８％－２８％－３０％－２８％ 

八束村：１５％－１７％－３２％－４０％－５０％ 

中和村：１７％－２１％－２４％－２７％－１７％ 

湯原町：２１％－２８％－３３％－３９％－３６％ 

川上村の同商店シェアは昭和４５年に初めて記録され、同年以降平成６年まで拡大を続

け、その後は縮小に転じ、昭和４５年～平成１４年間の拡大率は 237.3%で、４か町村中最

高となっている。 

八束村の同商店シェアは拡大パタ－ンで推移し、昭和３３年～平成１４年間の拡大率は

224.6%となり、川上村に次いで高い。 

中和村の同商店シェアは昭和３３年以降、拡大を続け、平成６年にピ－クに達し、その

後は急激に縮小し、昭和３３年の水準に戻っている。 

湯原町の同商店シェアは川上村と同じパタ－ンで推移し、平成６年まで拡大を続け、そ

の後は縮小し、昭和３３年～平成１４年間の拡大率は 64.1% となっている。 

上記した４か町村における同商店シェアの５時点間の推移過程における町村間順位の変

動をみると、湯原町は昭和３３～５７年間の３時点において首位に立ち、他の２時点で２

位を占め、中和村は昭和３３～４５年間の２時点において２位となり、他の３時点では４

位に後退し、八束村は平成６～１４年間の２時点において首位に立ち、昭和５７年に２位

となり、他の２時点は３位に後退し、川上村は昭和５７年～平成１４年間の３時点で３位

を占め、昭和４５年の時点では４位に後退している。 

４か町村における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較する

と以下のとおりである。。 

昭和３３年に湯原町 0.96、中和村 0.77、八束村 0.71 と続き、川上村は当該商店不在と

なっている。同年以降、中和村は低下基調で推移し、その過程で同４５年に 0.86 と最高を

記録し、その後は急落し、反対に八束村は一貫して上昇し、その過程で同５７年に 1.10

と初めて 1.00 台に乗り、その後は同水準台を上昇し、平成１４年に最高となっている。湯

原町と川上村は上昇基調で推移し、その過程で湯原町は同４５年に 1.16 と初めて 1.00 台

に達し、平成６年に 1.20 と最高を記録し、その後急落し、一方、川上村は昭和４５年に初

めて 0.74 を記録し、同５７年に 0.96 と最高に達し、その後緩やかに低下している。以上
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の推移経過のもとで平成１４年に八束村 1.46、湯原町 1.01、川上村 0.82、中和村 0.49 の

順になっている。 

上記したように岡山県レベルを上回る時点は、八束村は昭和５７年～平成１４年間の３

時点、湯原町は昭和４５年～平成６年間の３時点となっている。 

（２） 蒜山地域 

① 各種商品小売業 

蒜山地域における各種商品小売業は昭和３３年に該当商店不在となり、真庭郡および岡

山県においても同様である。 

昭和４５年における同商店シェアは、蒜山地域 0.5%（該当商店数１店／小売業商店総数

２１８店）、真庭郡 0.1%（同１／1,055 ）、岡山県 0.2%（同４８／24,091）となり、蒜山

地域は岡山県を 0.3 ポイント、真庭郡を 0.4 ポイントと僅差ながら上回っている。 

昭和５７年における同商店シェアは、蒜山地域 0.5%（同１／２０８）、真庭郡 0.4%（同

４／1,075 ）、岡山県 0.2%（同６８／28,330）となり、蒜山地域は真庭郡を 0.1 ポイント、

岡山県を 0.3 ポイント上回っている。 

平成６年における同商店の存在は蒜山地域では認められない。しかし、真庭郡および岡

山県の同商店シェアは、それぞれ 0.4%（同４／８９４）、岡山県 0.4%（同９８／24,033）

となっている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 0.7%（同１／１４６）、真庭郡 0.6%（同

５／７８２）、岡山県 0.4%（同８８／21,099）となり、蒜山地域は真庭郡を 0.1 ポイント、

岡山県を 0.3 ポイント上回っている。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡、岡山県における各種商品小売業商店シェアの経年的

推移動向を知るため、同シェアの概数（小数点以下四捨五入）を昭和３３年－同４５年－

同５７年－平成６年－同１４年の５時点時系列（以下、５時点時系列）で示すと以下のと

おりである。なお概数０％は同商店の不在、また 0.0%は商店シェア 0.4%以下を示す。 

蒜山地域：０％－１％－１％－０％－１％ 

真庭郡：０％－0.0%－0.0%－0.0%－１％ 

岡山県：０％－0.0%－0.0%－0.0%－0.0% 

蒜山地域における同商店は昭和３３年と平成６年の両時点には不在となり、他の３時点

は１％の横ばい状態で推移し、一方、真庭郡と岡山県の場合は昭和３３年を除く４時点に

おいて 0.4%以下のシェアが続き、ただ、真庭郡は平成１４年に蒜山地域と同水準となって

いる。 

以上の推移過程において同商店シェアは昭和４５年～平成１４年間に拡大し、その拡大

率は真庭郡 500.0%、岡山県 100.0%、蒜山地域 40.0% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 460.0

ポイント、岡山県を 60.0 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同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系

列的に比較すると以下のとおりである。 

蒜山地域における同係数は昭和４５～５７年間の２時点においてそれぞれ 2.50、平成１

４年には 1.75 に低下し、一方、真庭郡は昭和４５年に 0.50 となり、同５７年に 2.00 に上

昇し、平成年代の２時点では 1.00～1.50 の範囲を下降している。 

以上のように蒜山地域の同商店シェアは昭和４５年～５７年間の２時点と平成１４年の

１時点において岡山県レベルをかなり大幅に上回り、一方、真庭郡は昭和５７年と平成１

４年の２時点においてかなり大幅に上回っている。 

② 織物・衣服・身の回り品小売業 

昭和３３年における織物・衣服・身の回り品小売業商店シェアは、蒜山地域 12.6%（該

当商店数２２店／小売業商店数１７５店）、真庭郡 14.6% （同１４９／1,023 ）、岡山県

13.4%（同 2,547 ／19,063）となり、蒜山地域は岡山県を 0.8 ポイント、真庭郡を 2.0 ポ

イント下回っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、蒜山地域 9.6%（同２１／２１８）、真庭郡 12.7% 

（同１３４／1,055 ）、岡山県 13.9% （同 3,338 ／24,091）となり、蒜山地域は真庭郡を

3.1 ポイント、岡山県を 4.3 ポイント上回っている。 
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昭和５７年における同商店シェアは、蒜山地域 6.3%（同１３／２０８）、真庭郡 10.5% 

（同１１３／1,075 ）、岡山県 13.4% （同 3,799 ／28,330）となり、蒜山地域は真庭郡を

4.2 ポイント、岡山県を 7.1 ポイント下回っている。 

平成６年における同商店シェアは、蒜山地域 8.1%（同１３／１６０）、真庭郡 11.0%（同

９８／８９４）、岡山県 13.6% （同 3,276 ／24,033）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.9 

ポイント、岡山県を 5.5 ポイント下回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 8.2%（同１２／１４６）、真庭郡 9.0%

（同７０／７８２）、岡山県 12.6% （同 2,654／21,099）となり、蒜山地域は真庭郡を 0.8 

ポイント、岡山県を 4.4 ポイント下回っている。 

上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における同商店シェアの経年的推移動向を知るため、

同シェアの概数を５時点時系列で列記すると以下のようである。 

蒜山地域：１３％－１０％－ ６％－ ８％－ ８％ 

真庭郡：１５％－１３％－１１％－１１％－ ９％ 

岡山県：１３％－１４％－１４％－１４％－１３％ 

蒜山地域及び真庭郡における同商店シェアは縮小基調で推移し、その過程で昭和５７年

に最低となり、その後において蒜山地域は多少拡大し、横ばい状態となり、真庭郡は横ば

い状態の後、幾分縮小している。一方、岡山県は概ね横ばい状態で推移している。 

以上のように蒜山地域における同商店シェアは昭和３３年に岡山県レベルにかなり近接

し、その後は大幅に下回っている。一方、真庭郡は昭和３３年の１時点に限り同レベルを

上回っている。 

上述の推移経過のもとで、同商店シェアは昭和３３年～平成１４年間に縮小し、その縮

小率は真庭郡 38.4% 、蒜山地域 34.9% 、岡山県 6.0%の順になり、蒜山地域は真庭郡を 3.5

ポイント下回り、岡山県を 28.9 ポイント上回っている。 

次に蒜山地域における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると以下のとおりである。 

同係数は昭和３３年に蒜山地域 0.94、真庭郡 1.09 となり、同年以降蒜山地域及び真庭

郡は低下基調で推移し、その過程で蒜山地域は同４５年に 0.69 に急落し、同５７年に 0.47

と最低を記録し、その後は幾分上昇し、一方、真庭郡は同４５年に 0.91、同５７年には 0.78

に低落し、その後は概ね横ばい状態となり、平成１４年に蒜山地域 0.65、真庭郡 0.71 と

なっている。 

以上のように蒜山地域における同商店シェアは全５時点において岡山県レベルを下回

り、一方、真庭郡は昭和３３年の１時点において岡山県レベルを僅差ながら上回っている。 

③ 飲食料品小売業 

昭和３３年における飲食料品小売業商店シェアは、蒜山地域 62.3% （該当商店数１０９

店／小売業商店数１７５店）、真庭郡 51.2%（同５２４／1,023 ）、岡山県 52.7% （同 10,039

／19,063）となり、蒜山地域は岡山県を 9.6 ポイント、真庭郡を 11.1 ポイント上回って

いる。 

昭和４５年における同商店シェアは、蒜山地域 54.6% （同１１９／２１８）、真庭郡 49.3% 

（同５２０／1,055 ）、岡山県 47.0% （同 11,333／24,091）となり、蒜山地域は真庭郡を

5.3 ポイント、岡山県を 7.6 ポイント上回っている。 

昭和５７年における同商店シェアは、蒜山地域 47.6% （同９９／２０８）、真庭郡 41.2% 

（同４４３／1,075 ）、岡山県 39.7% （同 11,255/28,330 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

6.4 ポイント、岡山県を 7.9 ポイント上回っている。 

平成６年における同商店シェアは、蒜山地域 43.8% （同７０／１６０）、真庭郡 36.2% 

（同３２４／８９４）、岡山県 35.9% （同 8,621 ／24,033）となり、蒜山地域は真庭郡を

7.6 ポイント、岡山県を 7.9 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 43.8% （同６４／１４６）、真庭郡 35.5% 

（同２７８／７８２）、岡山県 34.1% （同 7,205 ／21,099）となり、蒜山地域は真庭郡を

8.3 ポイント、岡山県を 9.7 ポイント上回っている。 

上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における同商店シェアの経年的推移動向を知るため、



- 588 - 

同シェアの概数を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域：６２％－５５％－４８％－４４％－４４％ 

真庭郡：５１％－４９％－４１％－３６％－３６％ 

岡山県：５３％－４７％－４０％－３６％－３６％ 

蒜山地域におけ同商店シェアは平成６年まで縮小を続け、最低となり、その後は横ばい

状態となっている。真庭郡と岡山県の場合も縮小を続け、その最低は平成６～１４年とな

っている。以上のような同商店シェアの縮小パタ－ンのもとで、昭和３３年～平成１４年

間の縮小率は岡山県 35.3% 、真庭郡 30.7% 、蒜山地域 29.7% の順になり、蒜山地域は真

庭郡を 1.0 ポイント、岡山県を 5.6 ポイント下回っている。 

上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同商店シェアの５時点における３者間順

位の変動をみると、蒜山地域は５時点において首位に立ち、一方、岡山県は昭和３３年の

時点で２位を占め、他の４時点では３位に後退している。 

次に蒜山地域における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると以下のようである。 

蒜山地域は昭和３３年に 1.18 を示し、その後は 1.10 台を僅差で上下しながら同５７年

まで推移し、その後は 1.20 台を上昇し、平成１４年に 1.28 となっている。一方、真庭郡

における同係数は昭和３３年に 0.97 を示し、その後は 1.00 台となり、蒜山地域を 0.11～

0.21 の範囲で下回りながら推移し、平成１４年に 1.04 となっている。 

以上のように蒜山地域における同商店シェアが岡山県レベルを上回る時点は全５時点に

及び、その程度は経年的に僅かながら拡大している。一方、真庭郡の場合は昭和３３年を

除く各時点において岡山県レベルをかろうじて上回っているに過ぎない。 

④ 自動車・自転車小売業 

昭和３３年における自動車・自転車小売業商店シェアは、蒜山地域 5.1%（該当商店数９

店／小売業商店総数１７５店）、真庭郡 5.3%（同５４／1,023 ）、岡山県 4.5%（同８６３

／19,063）となり、蒜山地域は僅差ながら真庭郡を 0.2 ポイント下回り、反対に岡山県を

0.6 ポイントと上回っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、蒜山地域 3.7%（同８／２１８）、真庭郡 5.6%（同

５９／1,055 ）、岡山県 5.3%（同 1,266 ／24,091）となり、蒜山地域は岡山県を 1.6 ポ

イント、真庭郡を 1.9 ポイント下回っている。 

昭和５７年における同商店シェアは、蒜山地域 4.3%（同９／２０８）、真庭郡 6.8%（同

７３／1,075 ）、岡山県 6.1%（同 1,720 ／28,330) となり、蒜山地域は岡山県を 1.8 ポ

イント、真庭郡を 2.5 ポイント下回っている。 

平成６年における同商店シェアは、蒜山地域 5.6%（同９／１６０）、真庭郡 7.3%（同６

５／８９４）、岡山県 7.1%（同 1,718 ／24,033）となり、蒜山地域は岡山県を 1.5 ポイ

ント、真庭郡を 1.7 ポイント下回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 4.1%（同６／１４６）、真庭郡 7.7%（同

６０／７８２）、岡山県 8.2%（同 1,724 ／21,099）となり、蒜山地域は真庭郡を 3.6 ポ

イント、岡山県を 4.1 ポイント下回っている。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡、岡山県における同商店シェアの経年的推移経過をみ

るため同シェアの概数を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域：５％－４％－４％－６％－４％ 

真庭郡：５％－６％－７％－７％－８％ 

岡山県：５％－５％－６％－７％－８％ 

蒜山地域における同商店シェアは縮小基調で推移し、その過程で昭和４５年に最低とな

り、平成６年に最高に達し、同１４年には昭和５７年の水準に回帰している。一方、真庭

郡と岡山県は一貫して僅差ながら拡大し、平成１４年に最高に達している。以上のような

同商店シェアの推移パターンのもとで、昭和３３年～平成１４年間に蒜山地域は 19.6%縮

小し、反対に岡山県と真庭郡はそれぞれ 82.2%、45.3%拡大している。 

上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における同商店シェアの３者間順位の変動をみると、

蒜山地域は昭和３３年の時点で２位を占め、その後の４時点において３位に後退している。
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一方、真庭郡は同３３年～平成６年間の４時点で首位に立ち、同１４年には２位に後退し

ている。岡山県は昭和３３年に３位となり、その後の３時点では２位を維持し、平成１４

年に首位に立っている。 

次に蒜山地域における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると以下のようである。 

蒜山地域おける同係数は、昭和３３年に 1.13 を示し、同４５年に 0.71 に下降し、その

後は 0.70 台を上昇し、平成６年に 0.79 となり、同１４年には 0.50 に急下降している。一

方、真庭郡の場合は昭和３３年に 1.18 を記録し、その後は 1.03～1.11 の範囲を乱高下し、

平成１４年に 1.00 を僅かに切って 0.94 となっている。以上のように、岡山県レベルを超

える時点は、蒜山地域は昭和３３年、真庭郡は昭和３３年～５７年間の３時点である。 

⑤ 家具・建具・什器小売業 

昭和３３年における家具・建具・什器小売業商店シェアは、蒜山地域 3.4%（該当商店数

６店／小売業商店総数１７５店）、真庭郡 9.8%（同１００／1,023 ）、岡山県 7.7%（同

1,470／19,063）となり、蒜山地域は岡山県を 4.3 ポイント、真庭郡を 6.4 ポイント下回

っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、蒜山地域 10.1% （同２２／２１８）、真庭郡 10.8% 

（同１１４／1,055 ）、岡山県 9.2%（同 2,214 ／24,091）となり、蒜山地域は僅差ながら

真庭郡を 0.7 ポイント下回り、反対に岡山県を 0.9 ポイント上回っている。 

昭和５７年における同商店シェアは、蒜山地域 10.1% （同２１／２０８）、真庭郡 12.9% 

（同１３９／1,075 ）、岡山県 11.3% （3,202 ／28,330）となり、蒜山地域は岡山県を 1.2

ポイント、真庭郡を 2.8 ポイント下回っている。 

平成６年における同商店シェアは、蒜山地域 5.6%（同９／１６０）、真庭郡 12.4% （同

１１１／８９４）、岡山県 10.6% （同 2,552 ／24,033）となり、蒜山地域は岡山県を 5.0 

ポイント、真庭郡を 6.8 ポイント下回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 6.8%（同１０／１４６）、真庭郡 11.3% 

（同８８／７８２）、岡山県 10.6% （同 2,234 ／21,009）となり、蒜山地域は岡山県を

3.8 ポイント、真庭郡を 4.5 ポイント下回っている。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡、岡山県における同商店シェアの経年的推移動向をみ

るため同シェア概数を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域： ３％－１０％－１０％－ ６％－ ７％ 

真庭郡：１０％－１１％－１３％－１２％－１１％ 

岡山県： ８％－ ９％－１１％－１１％－１１％ 

蒜山地域における同商店シェアは真庭郡及び岡山県と同様に拡大基調で推移し、その過

程で昭和４５年に著しく拡大し、その後は同５７年まで横ばい状態が続き、平成年代に入

ると縮小に転じている。一方、真庭郡の場合は緩やかに拡大し、昭和５７年にピ－クに達

した後は緩やかな縮小に転じている。岡山県の場合は昭和５７年まで拡大し、その後は横

ばい状態となっている。 

以上のような同商店シェアの推移パターンのもとで、昭和３３年～平成１４年間の拡大

率は蒜山地域 100.0%、岡山県 37.7% 、真庭郡 15.3% の順になり、蒜山地域は岡山県を 62.3

ポイント、真庭郡を 84.7 ポイント上回っている。 

上述した商店シェアの拡大過程における蒜山地域、真庭郡、岡山県の３者間順位の変動

みると、蒜山地域は昭和４５年に２位を占め、他の４時点では３位となっている。一方、

真庭郡は５時点のすべてにおいて首位に立ち、岡山県は昭和４５年の時点で３位を占め、

他の４時点において２位に上がっている。 

次に蒜山地域における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると以下のようである。 

蒜山地域における同係数は、昭和３３年に 0.44 を示し、同４５年に 1.10 と著しく上昇

した後は下降し、平成６年に 0.53 を記録し、その後は幾分上昇し、同１４年に 0.64 とな

っている。一方、真庭郡における同係数は、昭和３３年に 1.27 を示し、蒜山地域を上回り、

その後は1.10台を僅差で上下しながら推移し、平成１４年に1.07となり、蒜山地域を0.43
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上回っている。 

上述したように商店シェアが岡山県レベルを超える時点は、蒜山地域は昭和４５年の１

時点に限られ、真庭郡は５時点の全てに亘っている。 

⑥ その他の小売業 

昭和３３年における、その他の小売業商店シェアは、蒜山地域 16.6% （該当商店数２９

店／小売業商店総数１７５店）、真庭郡 19.2% （同１９６／1,023 ）、岡山県 21.7% （同

4,144 ／19,063）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.6 ポイント、岡山県を 5.1 ポイント下回

っている。 

昭和４５年における同商店シェアは、蒜山地域 21.6% （同４７／２１８）、真庭郡 21.5% 

（同２２７／1,055 ）、岡山県 24.5% （同 5,892 ／24,091）となり、蒜山地域は真庭郡を

僅差ながら 0.1 ポイント上回り、反対に岡山県を 2.9 ポイント下回っている。 

昭和５７年における同商店シェアは、蒜山地域 31.3% （同６５／２０８）、真庭郡 28.2% 

（同３０３／1,075 ）、岡山県 28.8% （同 8,152 ／28,330）となり、蒜山地域は岡山県を

2.5 ポイント、真庭郡を 3.1 ポイント上回っている。 

平成６年における同商店シェアは、蒜山地域 36.9% （同５９／１６０）、真庭郡 32.7% 

（同２９２／８９４）、岡山県 32.3% （同 7,768 ／24,033）となり、蒜山地域は真庭郡を

4.2 ポイント、岡山県を 4.6 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 36.3% （同５３／１４６）、真庭郡 35.9% 

（同２８１／７８２）、岡山県 34.1% （同 7,194 ／21,099）となり、蒜山地域は真庭郡を

僅差ながら 0.4 ポイント、岡山県を 2.2 ポイント上回っている。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡、岡山県における同商店シェアの経年的推移動向をみ

るため、同シェアの概数を５時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

蒜山地域：１７％－２２％－３１％－３７％－３６％ 

真庭郡：１９％－２２％－２８％－３３％－３６％ 

岡山県：２２％－２５％－２９％－３２％－３４％ 

以上のように蒜山地域における同商店シェアは平成６年まで拡大を続け、その後は概ね

横ばい状態となっている。一方、真庭郡と岡山県の場合は平成１４年まで拡大を続けてい

る。以上の拡大パタ－ンによる推移のもとで、同商店シェアの昭和３３年～平成１４年間

における拡大率は蒜山地域 118.7%、真庭郡 88.0% 、岡山県 57.1% の順になり、蒜山地域

は真庭郡を 30.7 ポイント、岡山県を 61.6 ポイント上回っている。 

上述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における同商店シェアの５時点間における３者間

順位の変動をみると、蒜山地域は昭和３３年に３位、同４５年に２位、その後の３時点に

おいて首位に立っている。一方、真庭郡は昭和３３年に２位、同４５～５７年間の２時点

では３位に後退し、その後は２位となり、岡山県は、昭和３３～４５年間の２時点で首位

に立ち、同５７年には２位、平成年代に入るとは３位に後退している。 

次に蒜山地域における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると以下のとおりである。 

蒜山地域における同係数は昭和３３年に 0.76 を記録し、その後は上昇し、同５７年に初

めて 1.00 を超えて 1.08 となり、平成６年に 1.14 とピ－クに達し、同１４年に 1.06 とな

っている。一方、真庭郡の場合は昭和３３年に 0.88 を記録し、その後は上昇を続け、平成

６年に初めて 1.01 と 1.00 台に達し、同１４年に 1.05 とピ－クに達している。 

以上にように蒜山地域における同商店シェアが岡山県レベルを僅差ながら上回る時点

は、蒜山地域では昭和５７年以降３時点、真庭郡は平成年代の２時点となり、その程度は

蒜山地域の方が幾分上回っている。 

 

第第第第３３３３項項項項 町村別町村別町村別町村別、、、、地域別地域別地域別地域別にににに見見見見たたたた業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合のののの推移推移推移推移 

前項では商業の産業中分類に基づく６種類の業種ごとに、小売業商店数に占める当該業

種小売業商店数の割合（以下、商店シェア）について昭和３３年～平成１４年に亘る推移

状況を概ね１２年刻み（以下、５時点）で追跡した。 

本項では町村ごとに６業種商店シェアの推移状況をみるため、その商店シェアの概数（小
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数点以下四捨五入）を５時点に亘り、「各種商品小売業」－「織物・衣服・身の回り品小

売業」－「飲食料品小売業」－「自動車・自転車小売業」－「家具・建具・什器小売業」

－「その他の小売業」の順に以下に列記する。記載した商店シェアの概数 0.0%は 0.4%以下

０％は当該小売業商店の不在を示す。なお、４か町村の総体としての蒜山地域のほかに比

較するため真庭郡及び岡山県について記述する。 

（１） ４か町村 

① 川上村 

昭和３３年：０％－ ８％－８９％－４％－ ０％－ ０％ 

同４５年：０％－１３％－７５％－４％－ ０％－ ８％ 

同５７年：０％－ ０％－５９％－３％－１０％－２８％ 

平成 ６年：０％－ ０％－６１％－４％－ ４％－３０％ 

同１４年：０％－ ０％－５６％－４％－１２％－２８％ 

以上のように、飲食料品小売業は５時点に亘って高いシェアを占め、その水準は昭和３

３年の８９％から経年的に縮小し、平成１４年に５６％となっている。一方、自動車、自

転車小売業は極めて低い水準ながら５時点を通して概ね４％のシェアで推移している。 

上記したように飲食料品小売業商店シェアが経年的に縮小する過程において、昭和４５

年までの２時点では織物、衣服、身の回り品小売業商店シェアが８％から１３％に拡大し、

その他の小売業商店シェアは同４５年に８％、その後の３時点に２８％程度に拡大してい

る。また、昭和５７年以降において家具・建具・什器小売業商店シェアは平成６年の低下

を除き１０％程度で推移している。 

② 八束村 

昭和３３年：０％－１５％－６５％－４％－ ０％－１５％ 

同４５年：０％－１５％－５３％－５％－１１％－１７％ 

同５７年：０％－１０％－３８％－８％－１３％－３２％ 

平成  ６年：０％－１４％－３１％－８％－ ８％－４０％ 

同１４年：２％－１２％－２９％－２％－ ５％－５０％ 

以上のように、飲食料品小売業商店シェアは５時点間において６５％から２９％に縮小

し、一方、その他の小売業商店シェアは１５％から５０％に拡大し、両者の小売業は５時

点において主要な地位を占めている。 

上記の業種に次ぐのは織物・衣服・身の回り品小売業と自動車・自転車小売業で、それ

らの商店シェアは５時点において前者は１０～１５％、後者は２～８％の範囲で変動して

いる。なお、家具・建具・什器小売業商店は昭和４５年以降において 12%前後から 5%に縮

小している。 

③ 中和村 

昭和３３年：０％－６％－６７％－１１％－０％－１７％ 

同４５年：５％－５％－６３％－ ０％－５％－２１％ 

同５７年：０％－６％－６５％－ ０％－６％－２４％ 

平成  ６年：０％－７％－６０％－ ０％－７％－２７％ 

同１４年：０％－８％－５８％－ ８％－８％－１７％ 

以上のように、飲食料品小売業商店シェアは５時点間において６７％から５８％に縮小

しながら首位を占めている。これに次ぐ業種はその他の小売業で、同商店シェアは平成６

年までの４時点間において１７％から２７％に拡大し、同１４年にはは１７％に縮小して

いる。織物・衣服・身の回り品小売業は５時点に亘り５～８％を占め、家具・建具・什器

小売業は昭和４５年以降４時点において５～８％のシェアを占めている。 

④ 湯原町 

昭和３３年：０％－１４％－５４％－５％－ ６％－２１％ 

同４５年：０％－ ６％－５０％－３％－１３％－２８％ 

同５７年：１％－ ６％－４９％－２％－ ９％－３３％ 

平成  ６年：０％－ ７％－４４％－６％－ ４％－３９％ 

同１４年：０％－ ９％－４６％－５％－ ６％－３６％  
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上記のように、飲食料品小売業シェアは５時点間に５４％から４６％に縮小し、その過

程で平成６年に４４％と最低を示している。一方、その他の小売業商店シェアは５時点間

に２１％から３６％に拡大し、その過程で平成６に３９％と最高を記録している。 

以上の主要２業種に次ぐのは織物・衣服・身の回り品小売業、家具・建具・什器小売業、

自動車・自転車小売業であり、これらの５時点における商店シェアは、以上の順に６～１

４％、６～１３％、２～６％の範囲を乱高下している。 

上記した４か町村における業種別商店シェアの５時点間における推移動向をまとめると

以下のとおりである。 

４か町村における飲食料品小売業は５時点に亘って首位を占め、その商店シェアは経年

的に縮小し、川上村は８９～５６％、八束村は６５～２９％、中和村は６７～５８％、湯

原町は５４～４６％の範囲を下降している。 

飲食料品小売業に次ぐ業種は、その他の小売業であり、その商店シェアは経年的に拡大

し、川上村は０～２８％、八束村は１５～５０％、中和村は概ね１７～２７％、湯原町は

概ね２１～３９％の範囲を上昇している。 

以上の両業種商店合計シェアの５時点の平均は川上村８９％、中和村８４％、湯原町８

０％、八束村７４％の順になり、その残余のシェアを補充する業種には町村間及び時点間

に差異が見られ、川上村は当初は織物・衣服・身の回り品小売業、後半は家具・建具・什

器小売業に変わり、他の３か町村は全時点を通して概ね織物等と家具等の２業種となって

いる。 

（２） 蒜山地域 

① 蒜山地域 

昭和３３年：０％－１３％－６２％－５％－ ３％－１７％ 

同４５年：１％－１０％－５５％－４％－１０％－２２％ 

同５７年：１％－ ６％－４８％－４％－１０％－３１％ 

平成 ６年：０％－ ８％－４４％－６％－ ６％－３７％ 

同１４年：１％－ ８％－４４％－４％－ ７％－３６％ 

以上のように５時点に亘って主要な小売業は飲食料品で、その商店シェアは６２～４４

％の範囲を経年的に縮小している。一方、その他の小売業商店シェアは１７～３７％の範

囲を経年的に拡大し、その２業種は主要な小売業となっている。 

上記の両業種に次ぐものは織物・服地・身の回り品、家具・建具・什器および自動車・

自転車の３種の小売業で、これらの商店シェアは５時点に亘って以上の順に６～１３％、

３～１０％、４～６％の範囲を占め、いずれも５時点間の変動が大きくい。また、各種商

品小売業商店は昭和３３年と平成６年の両時点では存在せず、他の３時点における商店シ

ェアは１％となっている。 

② 真庭郡 

昭和３３年：０％－１５％－５１％－５％－１０％－１９％ 

同４５年：0.0%－１３％－４９％－６％－１１％－２２％ 

同５７年：0.0%－１１％－４１％－７％ １３％－２８％ 

平成 ６年：0.0%－１１％－３６％－７％－１２％－３３％ 

同１４年：１％－ ９％－３６％－８％－１１％－３６％ 

以上のように５時点に亘って主要な小売業は飲食料品で、その商店シェアは５１～３６

％の範囲を経年的に縮小している。一方、その他の小売業商店シェアは５時点において１

９～３６％の範囲を経年的に拡大し、両業種は主要小売業となっている。 

上記の両業種小売業に次ぐものは、蒜山地域の場合と同様に、織物・服地・身の回り品、

家具・建具・什器、そして自動車・自転車の３種小売業で、これらの商店シェアは５時点

に亘って、上記の順に９～１５％、１０～１３％、５～８％の範囲を概ね乱高下している。 

③ 岡山県 

昭和３３年：０％－１３％－５３％－５％－ ８％－２２％ 

同４５年：0.0%－１４％－４７％－５％－ ９％－２５％ 

同５７年：0.0%－１４％－４０％－６％－１１％－２９％ 
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平成 ６年：0.0%－１４％－３６％－７％－１１％－３２％ 

同１４年：0.0%－１３％－３４％－８％－１１％－３４％ 

以上のように５時点に亘って主要な業種は飲食料品小売業で、その商店シェアは５３～

３４％の範囲を経年的に縮小している。反対にその他の小売業の商店シェアは２２～３４

％の範囲を経年的に拡大し、平成１４年には飲食料品小売業と同水準の３４％となってい

る。これら２業種に次ぐ業種は織物・衣服・身の回り品小売業で、その商店シェアは５時

点を通して１３～１４％の範囲を変動している。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡および岡山県における業種別商店シェアの５時点間に

おける推移動向をまとめると以下のようである。 

⑴ 蒜山地域における飲食料品小売業は５時点に亘って首位に立ち、その商店シェアは

経年的に６２％から４４％に縮小している。一方、真庭郡および岡山県の場合も蒜山地域

に類似の推移動向を示し、岡山県は５３％から３４％、真庭郡は５１％から３６％に縮小

している。 

⑵ 蒜山地域における上記の飲食料品小売業に次ぐ第２位の業種は、その他の小売業で

あり、その商店シェアは５時点間において経年的に１７％から３７％に拡大している。一

方、真庭郡および岡山県の場合も蒜山地域に類似のパタ－ンで推移し、岡山県は２２％か

ら３４％、真庭郡は１９％から３６％に拡大している。 

⑶ 蒜山地域における第３位の業種は織物・衣服・身の回り品小売業で、その商店シェ

アは５時点間において経年的に概ね１３％から８％に縮小している。一方、真庭郡の場合

は織物・衣服・身の回り品小売業と家具・建具・什器小売業の２業種の商店シェアは比較

的近接し、５時点間において前者は経年的に１５％から９％に縮小し、後者は拡大基調の

もとで１０％から１３％の範囲で変動している。岡山県でも織物・衣服・身の回り品と家

具・建具・什器の商店シェアは比較的近接し、５時点間において前者は１３～１４％の範

囲で推移し、後者は８～１１％の範囲を上昇している。 

 

第第第第５５５５節節節節 産業細分類産業細分類産業細分類産業細分類にににに基基基基づくづくづくづく小売業商店小売業商店小売業商店小売業商店のののの業種別構成業種別構成業種別構成業種別構成のののの推移推移推移推移 

 

前節で記述したように小売業の中分類における「その他の小売業」の商店シェアは、飲

食料品小売業商店シェアに次いで高い。 

上記した、その他の小売業の細分類別構成に関する町村レベルにおける統計資料は平成

６年に初めて公表されている。 

産業細分類に基づく小売業の業種は前節第１項で記述しているが、それらは①医薬品・

化粧品小売業、②農耕用品小売業、③燃料小売業、④書籍・文房具小売業、⑤スポ－ツ用

品・玩具・娯楽用品・楽器小売業、⑥写真機・写真材料小売業、⑦時計・眼鏡・光学機械

小売業、⑧中古品小売業、⑨他に分類されない小売業の９業種となっている。 

本節では平成６年と同１４年の両時点における、その他の小売業商店数の業種別構成割

合について表８、９に基づき記述する。 

 

第第第第１１１１項項項項 業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合業種別小売業商店数割合のののの推移推移推移推移 

（１） ４か町村 

① 医薬品・化粧品小売業 

平成６年における医薬品・化粧品小売業商店シェアは、川上村 14.3% （該当商店数１店

／小売業商店総数７店）、湯原町 11.1% （同３／２７）、八束村 4.8%（同１／２１）の順

になり、川上村は湯原町を 3.2 ポイント、八束村を 9.5 ポイント上回っている。なお、中

和村は当該商店不在となっている。 

平成１４年の同商店シェアは、川上村 14.3% （同１／７）、湯原町 8.7%（同２／２３）、

八束村 4.8%（同１／２１）の順になり、川上村は湯原町を 5.6 ポイント、八束村を 9.5 

ポイント上回っている。なお、中和村に同商店は存在しない。 

上述した４か町村における商店シェアの平成年代２時点間における推移動向をみるた

め、同シェアの概数（小数点以下四捨五入）を平成６年－同１４年の２時点時系列で列記
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すると次のとおりである。なお、０％は同商店不在を示す。 

川上村：１４％－１４％、八束村：５％－５％、中和村：０％－０％ 

湯原町：１１％－９％ 

以上のように同商店シェアの２時点間における推移状況は、川上村と八束村では変化な

く、湯原町は 21.6% の縮小を示し、中和村に同商店は存在しない。このようは商店シェア

の推移経過のもとで、川上村は両時点で首位に立ち、次いで湯原町、八束村と続いている。 

次に４か町村における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると、３か町村とも両時点において県レベルを大幅に下回り、川上村は 0.83～0.73、八

束村は 0.28～0.25、湯原町は 0.64～0.45 の範囲を下降している。 

② 農耕用品小売業 

平成６年における農耕用品小売業商店シェアは、川上村 28.6% （該当商店数２店／小売

業商店総数７店）、八束村 23.8% （同５／２１）、湯原町 3.7%（同１／２７）の順になり、

川上村は八束村を 4.6 ポイント、湯原町を 24.9 ポイント上回っている。なお、中和村に

該当商店は存在しない。 

平成１４年における同商店シェアは、八束村 14.3% （同３／２１）、湯原町 4.3%（同１

／２３）の順になり、八束村は湯原町を 10.0 ポイント上回っている。なお、中和村と川上

村に同商店は存在しない。 

上述した４か町村における商店シェアの２時点間における推移動向をみるため、同商店

シェアの概数を２時点時系列で一覧すると以下のとおりである。 

川上村：２９％－０％、八束村：２４％－１４％、中和村：０％－０％ 

湯原町：４％－４％。 

以上のように同商店シェアの２時点間における推移状況は、八束村は縮小し、その縮小

率は 39.9% となり、反対に湯原町は 16.2% の拡大となっている。このような商店シェアの

推移経過のもとで、平成６年に川上村は首位に立ち、次いで八束村、湯原町と続き、同１

４年には首位に八束村が立ち、次いで湯原町と続いている。 

次に４か町村における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると、川上村は平成４年の１時点、八束村は両時点において同レベルを大幅に上回り、

一方、湯原町は下回り、川上村は 4.54～0、八束村は 3.78～2.65 の範囲を下降し、湯原町

は 0.59～0.80 の範囲を上昇している。 

③ 燃料小売業 

平成６年における燃料小売業商店シェアは、中和村 75.0% （該当商店数３店／小売業商

店総数４店）、八束村 23.8% （同５／２１）、湯原町 14.8% （同４／２７／）、川上村

14.3%（同１／７）の順になり、中和村は八束村を 51.2 ポイント、湯原町を 60.2 ポイント、

川上村を 60.7 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、中和村 100%（同２／２）、八束村 19.0% （同４／

２１）、湯原町 17.4% （同４／２３）、川上村 14.3% （同１／７）の順になり、中和村は

八束村を 81.0 ポイント、湯原町を 82.6 ポイント、川上村を 85.7 ポイント上回っている。 

上述した燃料小売業商店シェアの両時点間における推移動向を知るため、同商店シェア

の概数を２時点時系列で一覧すると以下のとおりである。 

川上村：１４％－１４％、八束村：２４％－１９％、中和村：７５％－１００％ 

湯原町：１５％－１７％。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、川上村では変化がみられず、

八束村は 20.2% の縮小となり、反対に中和村は 33.3% 、湯原町は 17.6% の拡大となって

いる。このような商店シェアの推移経過のもとで、平成６年に八束村は首位に立ち、次い

で湯原町、川上村、中和村と続き、同１４年には首位に中和村が立ち、次いで八束村、湯

原町、川上村と続いている。 

次に４か町村における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると、中和村と八束村は両時点において同レベルを上回り、特に中和村は著しく上回り、

前者は 4.51～6.06 の範囲を上昇し、後者は 1.43～1.15 の範囲を下降している。一方、川

上村は両時点において同レベルを下回り、湯原町は平成６年の時点において同レベルを下
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回り、前者は 0.86～0.87、後者は 0.89～1.05 の範囲を上昇している。 

④ 書籍・文房具小売業 

書籍・文房具小売業商店は両時点において八束村と湯原町にのみ存在している。 

平成６年における同商店シェアは、八束村 19.0% （該当商店数４店／小売業商店総数２

１店）、湯原町 11.1%（同３／２７）の順になり、八束村は湯原町を 7.9 ポイント上回っ

ている。 

平成１４年における同商店シェアは、八束村 19.0% （同４／２１）、湯原町 17.4% （同

４／２３）の順になり、八束村は湯原町を 1.6 ポイント上回っている。 

上記した書籍・文房具小売業商店シェアの両時点間における推移動向を知るため、同商

店シェアの概数を２時点時系列で一覧すると以下のとおりである。 

川上村：０％－０％、八束村：１９％－１９％、中和村：０％－０％ 

湯原町：１１％－１７％。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、八束村では変化は起こらず、

湯原町は 56.8%の拡大となっている。このような商店シェアの推移経過のもとで、八束村

は平成両時点において首位に立っている。 

次に４か町村における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると、八束村は両時点、湯原町は平成１４年の時点で同レベルを上回り、前者は 1.36～

1.51、湯原町は 0.79～1.38 の範囲を上昇している。 

⑤ スポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業 

平成６年におけるスポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業商店シェアは、川上村 14.3% 

（該当商店数１店／小売業商店総数７店）、八束村 9.5%（同２／２１）、湯原町 3.7%（同

１／２７）の順になり、川上村は八束村を 4.8 ポイント、湯原町を 10.6 ポイント上回っ

ている。なお、中和村に同商店は存在しない。 

平成１４年における同商店は八束村のみに存在し、そのシェアは 14.3% （同３／２１）

となっている。 

上述した商店シェアの両時点間における推移動向を知るため、同商店シェアの概数を２

時点時系列で列記すると以下のとおりである。 

川上村：１４％－０％、八束村：１０％－１４％、中和村：０％－０％ 

湯原町：４％－０％ 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、八束村は拡大し、その拡大

率は 50.5% となっている。このようは推移経過のもとで平成６年に川上村は首位に立ち、

次いで八束村、湯原町と続いている。 

次に４か町村における同の商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比

較すると、川上村と八束村は平成６年の時点で同レベルを上回り、湯原町は同６年に下回

り、川上村は 1.59～0、八束村は 1.06～0.51、湯原町は 0.41～0 の範囲を下降している。 

⑥ 写真機・写真材料小売業 

平成６年における写真機・写真材料小売業商店は４か町村に存在せず、同１４年には湯

原町のみに存在し、その商店シェアは 4.3%（該当商店数１店／小売業商店総数２３店）と

なり、その特化係数は 2.39 と高い。 

⑦ 時計・眼鏡・光学機械小売業 

時計・眼鏡・工学機械小売業商店は平成６年に八束村と湯原町に存在し、そのシェアは

八束村 4.8%（該当商店数１店／小売業商店総数２１店）、湯原町 3.7%（同１／２７）の順

になり、その特化係数はそれぞれ 1.20、0.93 となっている。 

⑧ 中古品小売業 

中古品小売業商店は両時点において４か町村には存在しない。 

⑨ 他に分類されない小売業 

平成６年における、他に分類されない小売業商店シェアは、湯原町 51.9%（該当商店数

１４店／小売業商店数２７店）、川上村 28.6% （同２／７）、中和村 25.0% （同１／４）、

八束村 14.3% （同３／２１）の順になり、湯原町は川上村を 23.3 ポイント、中和村を 26.9

ポイント、八束村を 37.6 ポイント上回っている。 
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平成１４年における同商店シェアは、川上村 71.4% （同５／７）、湯原町 47.8% （同１

１／２３）、八束村 28.6% （同６／２１）の順になり、川上村は湯原町を 23.6 ポイント、

八束村を 42.8 ポイント上回っている。なお、中和村に同商店は存在しない。 

上述した、他に分類されない小売業商店シェアの両時点間における推移動向をみるため、

同商店シェアの概数を２時点時系列で一覧すると以下のとおりである。 

川上村：２９％－７１％、八束村：１４％－２９％、中和村：２５％－０％ 

湯原町：５２％－４８％ 

以上のように同商店シェアは両時点間において川上村と八束村は拡大し、その拡大率は

それぞれ 149.7%、100.0%となり、反対に湯原町は 7.9%の縮小となっている。そのような推

移経過のもとで同商店シェアの町村間順位をみると、両時点において湯原町が首位に立ち、

次いで川上村が続き、平成６年の時点では中和村３位、八束村４位の順になり、同１４年

には八束村が３位に上がり、中和村に同商店は存在しない。 

次に４か町村における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列的に比較

すると、湯原町は両時点、川上村は平成１４年の時点で同レベルを上回り、前者は 1.81～

1.52 の範囲を下降し、後者は 1.00～2.27 の範囲を上昇している。一方、八束村は両時点、

中和村は平成６年の時点で同レベルを下回り、前者は 0.50～0.91 の範囲を上昇し、後者は

0.87～0 の範囲を下降している。 

以上のように岡山県レベル 1.00 を超える時点と町村は、両時点において川上村及び湯原

町となっている。 

（２） 蒜山地域 

上記した４か町村の総体として蒜山地域における小売業の産業細分類に基づく業種別構

成について、平成６年と同１４年の両時点に亘って、真庭郡及び岡山県と対比し、記述す

ると以下のとおりである。 

① 医薬品・化粧品小売業 

平成６年における医薬品・化粧品小売業商店シェアは、蒜山地域 8.5%（該当商店数５店

／小売業商店総数５９店）、真庭郡 12.0% （同３５／２９２）、岡山県 17.2% （同 1,339 

／7,768 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 3.5 ポイント、岡山県を 8.7 ポイント下回ってい

る。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 7.5%（同４／５３）、真庭郡 13.9%（同

３９／２８１）、岡山県 19.5% （同 1,400 ／7,194 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 6.4 

ポイント、岡山県を 12.0 ポイント下回っている。 

上述した医薬品・化粧品小売業商店シェアの両時点間における推移動向をみるため、同

商店シェアの概数を平成６年－同１４年の２時点時系列で列記すると、蒜山地域：９％－

８％、真庭郡：１２％－１４％、岡山県：１７％－２０％となっている。 

以上のように同商店シェアの両時点間推移状況は、蒜山地域において縮小し、その縮小

率は 11.8% となり、反対に岡山県と真庭郡では拡大し、その拡大率はそれぞれ 15.8%、13.4%

となっている。そのような推移パタ－ンのもとで、同商店シェアの３者間順位をみると、

岡山県は両時点において首位に立ち、蒜山地域は３位にとどまっている。 

次に蒜山地域と真庭郡における同商店シェアの特化係数を岡山県レベルと時系列的に比

較すると、蒜山地域は平成６年に 0.49 を示し、その後は下降し、同１４年に 0.38 となっ

ている。一方、真庭郡は両時点において 1.00 を切り、0.70 台で推移し、蒜山地域をかな

り上回っている。 

② 農耕用品小売業 

平成６年における農耕用品小売業商店シェアは、蒜山地域 13.6% （該当商店数８店／小

売業商店総数５９店）、真庭郡 9.2%（同２７／２９２）、岡山県 6.3%（同４９０／7,768 ）

となり、蒜山地域は真庭郡を 4.4 ポイント、岡山県を 7.3 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 7.5%（同４／５３）、真庭郡 8.9%（同２

５／２８１）、岡山県 5.4%（同 389/7,194 ）となり、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 2.1 ポイント上回っている。 

上述した農耕用品小売業商店シェアの両時点間における推移動向を知るため、同商店シ
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ェアの概数を２時点時系列で列記すると、蒜山地域：１４％－８％、真庭郡：９％－９％、

岡山県：６％－５％となっている。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、蒜山地域、真庭郡、岡山県

ともに縮小し、その縮小率は蒜山地域 44.9% 、岡山県 14.3% 、真庭郡 3.3%の順になり、

蒜山地域は岡山県を 30.6 ポイント、真庭郡を 41.6 ポイント上回っている。そのような縮

小経過のもとで同商店シェアの蒜山地域、真庭郡及び岡山県の３者間順位をみると、蒜山

地域は平成６年に首位に立ち、同１４年に２位となり、一方、岡山県は平成年代２時点に

おいて３位を占めている。 

次に蒜山地域と真庭郡における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列

的に比較すると、蒜山地域は平成６年に 2.16 と著しく高く、同１４年には下降して 1.39

となっている。一方、真庭郡は両時点間において 1.46 から 1.65 へと上昇している。以上

のように、蒜山地域と真庭郡の同係数は両時点において岡山県レベルをかなり超えている。 

③ 燃料小売業 

平成６年における燃料小売業商店シェアは、蒜山地域 22.0% （該当商店数１３店／小売

業商店数５９店）、真庭郡 19.2% （同５６／２９２）、岡山県 16.6% （同 1,291 ／7,768 ）

となり、蒜山地域は真庭郡を 2.8 ポイント、岡山県を 5.4 ポイント上回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 20.8% （同１１／５３）、真庭郡 18.9% 

（同５３／２８１）、岡山県 16.5% （同 1,190 ／7,194 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

1.9 ポイント、岡山県を 4.3 ポイント上回っている。 

上述した燃料小売業商店シェアの両時点間における推移動向をみるため、同商店シェア

の概数を２時点時系列で列記すると、蒜山地域：２２％－２１％、真庭郡：１９％－１９

％、岡山県：１７－１７％となっている。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、蒜山地域と真庭郡は縮小し、

その縮小率はそれぞれ 5.9%、1.6%を示し、反対に岡山県は 2.5%の拡大となっている。その

ような推移パタ－ンのもとで蒜山地域、真庭郡及び岡山県の３者間順位の推移をみると、

蒜山地域は両時において首位に立ち、岡山県は３位に留まっている。 

次に同商店シェアの特化係数を使ってを岡山県レベルと時系列的に比較すると、蒜山地

域は両時点において 1.00 を上回り、経時的に 1.33 から 1.25 に幾分下降している。一方、

真庭郡の場合もまた両時点において 1.00 を超え、それぞれ 1.16、1.15 となっている。以

上のように蒜山地域と真庭郡の同係数は両時点において岡山県レベルを超え、その水準は

蒜山地域の方が幾分上回っている。 

④ 書籍・文房具小売業 

平成６年における書籍・文房具小売業商店シェアは、蒜山地域 11.9% （該当商店数７店

／小売業商店総数５９店）、真庭郡 13.0% （同３８／２９２）、岡山県 14.0% （同 1,087 

／7,768 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.1 ポイント、岡山県を 2.1 ポイント下回ってい

る。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 15.1% （同８／５３）、真庭郡 13.2% 

（同３７／２８１）、岡山県 12.6% （同９０５／7,194 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.9 

ポイント、岡山県を 2.5 ポイント上回っている。 

上述の書籍・文房具小売業商店シェアの両時点間における推移動向を知るため、同商店

シェアの概数を２時点時系列で列記すると、蒜山地域：１２％－１５％、真庭郡：１３％

－１３％、岡山県：１４％－１３％となっている。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、蒜山地域と真庭郡は拡大し、

その拡大率はそれぞれ 26.9% 、1.5%となり、反対に岡山県は 10.0% の縮小となっている。

そのような推移経過のもとで同商店シェアの蒜山地域、真庭郡及び岡山県の３者間順位の

推移をみると、蒜山地域は平成６年に３位となり、同１４年には首位となっている。一方、

岡山県の場合は蒜山地域と逆の順位となり、平成６年に首位となり、その後は３位に後退

している。 

次に蒜山地域と真庭郡における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列

的に比較すると、蒜山地域は平成６年に 0.85 を示し、同１４年には上昇して 1.20 となっ
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ている。一方、真庭郡の場合は両時点間で 0.93 から 1.05 に上昇している。以上のように

蒜山地域と真庭郡が岡山県レベルを超える時点はともに平成１４年となっている。 

⑤ ポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業 

平成６年におけるスポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業商店シェアは、蒜山地域

6.8%（該当業商店数４店／小売業商店総数５９店）、真庭郡 7.5%（同２２／２９２）、岡

山県 9.0%（同７００／7,768 ）となり、蒜山地域は真庭郡を僅差ながら 0.7 ポイント、岡

山県を 2.2 ポイント下回っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 5.7%（同３／５３）、真庭郡 6.0%（同１

７／２８１）、岡山県 8.5%（同６０９／7,194 ）となり、蒜山地域は真庭郡を僅差ながら

0.3 ポイント、岡山県を 2.8 ポイント下回っている。  

上記したスポ－ツ用品・玩具・娯楽品用品・楽器小売業商店シェアの両時点間における

推移動向をみるため、同商店シェアの概数を２時点時系列で列記すると、蒜山地域：７％

－６％、真庭郡：８％－６％、岡山県：９％－９％となっている。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、真庭郡、蒜山地域、岡山県

ともに縮小し、その縮小率はそれぞれ 20.0% 、16.2% 、5.6%の順になり、蒜山地域は真庭

郡を 9.8 ポイント下回り、反対に岡山県を 10.6 ポイント上回っている。そのような推移

経過のもとで同商店シェアの蒜山地域、真庭郡及び岡山県の３者間順位の推移をみると、

蒜山地域は両時点において３位を占め、一方、岡山県は首位に立っている。 

次に蒜山地域と真庭郡における同商店シェアの特化係数を岡山県レベルと時系列的に比

較すると、蒜山地域は平成６年に 0.76 を示し、その後幾分下降し、同１４年に 0.67 とな

り、一方、真庭郡の同係数は蒜山地域を上回るものの 1.00 を切り、0.83 から 0.71 に下降

している。 

⑥ 写真機・写真材料小売業 

平成６年に蒜山地域には写真機・写真材料小売業商店は存在しない。一方、真庭郡にお

ける同商店シェアは 1.4%（該当商店数４店／小売業商店総数２９２店）、岡山県は 2.8%

（同２１６／7,768 ）となっている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 1.9%（同１／５３）、真庭郡 0.4%（同１

／２８１）、岡山県 1.8%（同１３１／7,194 ）となり、蒜山地域は岡山県を僅差ながら 0.1 

ポイント、真庭郡を 1.5 ポイント上回っている。 

上述した写真機・写真材料小売業商店シェアの両時点間における推移動向を知るため、

同商店シェアの概数を２時点時系列で列記すると、蒜山地域：０％－２％、真庭郡：１％

－0.0%、岡山県：３％－２％となっている。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、真庭郡および岡山県はとも

縮小し、その縮小率はそれぞれ 71.4% 、35.7% となり、蒜山地域は平成６年には当該商店

不在となり同１４年に記録されている。 

次に蒜山地域と真庭郡における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列

的に比較すると、蒜山地域は平成１４年に 1.06、真庭郡は両時点においてそれぞれ 0.50、

0.22 となり、岡山県レベルを大幅に下回っている。 

⑦ 時計・眼鏡・光学機械小売業 

平成６年における時計・眼鏡・光学機械小売業商店シェアは、蒜山地域 3.4%( 該当商店

数２店／小売業商店数５９店）、真庭郡 4.1%（同１２／２９２）、岡山県 4.0%（同３０７

／7,768 ）となり、蒜山地域は僅差ながら岡山県を 0.6 ポイント、真庭郡を 0.7 ポイント

下回っている。  

平成１４年に同商店は蒜山地域には存在せず、一方、真庭郡の商店シェアは 3.6%（同１

０／２８１）、岡山県は 4.4%（同３１３／7,194 ）となっている。 

上記した時計・眼鏡・光学機械小売業商店シェアの両時点間における推移動向をみるた

め、同商店シェアの概数を２時点時系列で列記すると、蒜山地域：３％－０％、真庭郡：

４％－４％、岡山県：４％－４％となっている。 

以上のように同商店シェアの両時点間における推移状況は、真庭郡は 12.2% 縮小し、反

対に岡山県では 10.0% 拡大し、一方、蒜山地域における同商店は平成１４年に存在しない。 
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次に蒜山地域と真庭郡における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列

的に比較するみると、蒜山地域は平成６年に 0.85 となり、岡山県レベルをかなり下回り、

一方、真庭郡は両時点においてそれぞれ 1.03、0.81 となっている。 

⑧ 中古品小売業 

蒜山地域における中古品小売業商店は両時点において存在しない。しかし、真庭郡と岡

山県の場合は平成６年に存在し、その商店シェアは真庭郡 0.7%（該当商店数２店／小売業

商店総数２９２店）、岡山県 1.5%（同１１６／7,768 ）となっている。 

⑨ 他に分類されない小売業 

平成６年における他に分類されない小売業商店シェアは、蒜山地域 33.9% （該当商店数

２０店／小売業商店総数５９店）、真庭郡 32.9% （同９６／２９２）、岡山県 28.6% （同

2,224 ／7,768 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.0 ポイント、岡山県を 5.3 ポイント上回

っている。 

平成１４年における同商店シェアは、蒜山地域 41.5% （同２２／５３）、真庭郡 35.2% 

（同９９／２８１）、岡山県 31.4% （同 2,257 ／7,194 ）となり、蒜山地域は真庭郡を

6.3 ポイント、岡山県を 10.1 ポイント上回っている。 

上記した他に分類されない小売業商店シェアの両時点間における推移動向を知るため、

同商店シェアの概数を２時点時系列で列記すると、蒜山地域：３４％－４２％、真庭郡：

３３％－３５％、岡山県：２９％－３１％となっている。 

以上のように同商店シェアはの両時点間における推移状況は、蒜山地域、真庭郡、岡山

県ともに拡大し、その拡大率は蒜山地域 22.4% 、岡山県 9.8%、真庭郡 7.0%の順になり、

蒜山地域は岡山県を 12.6 ポイント、真庭郡を 15.4 ポイント上回っている。そのような推

移パタ－ンのもとで、同商店シェアの蒜山地域、真庭郡及び岡山県の３者間順位の推移を

みると、蒜山地域は両時点において首位に立ち、岡山県は３位にとどまっている。 

次に蒜山地域と真庭郡における同商店シェアの特化係数を使って岡山県レベルと時系列

的に比較すると、蒜山地域は平成６年に 1.19、同１４年には 1.32 に上昇し、一方、真庭

郡の場合は 1.15～1.12 の範囲で推移し、両時点間にほとんど変化は認められない。 

以上のように蒜山地域及び真庭郡の同係数は両時点において岡山県レベルをは超えてい

るが、真庭郡は蒜山地域を幾分下回っている。 

 

第第第第２２２２項項項項 町村別町村別町村別町村別、、、、地域別地域別地域別地域別にににに見見見見たたたた小売業商店数割合小売業商店数割合小売業商店数割合小売業商店数割合のののの推移推移推移推移 

前項では産業細分類に基づく９種類の業種ごとに小売業商店数割合の平成年６年と同１

４年の２時点間における推移状況について記述した。本項では各町村別及び蒜山地域、真

庭郡、岡山県の３地域別に上記小売業商店シェアの推移状況をみるため、平成年代２時点

における同商店シェアの概数（小数点以下四捨五入）を「医薬品・化粧品小売業」－「農

耕用品小売業」－「燃料小売業」－「書籍・文房具小売業」－「スポ－ツ用品・玩具・娯

楽品・楽器小売業」－「写真機・写真材料小売業」－「時計・眼鏡・光学機械小売業」－

「中古品小売業」－「他に分類されない小売業」の順に以下に列記する。なお、概数０％

は該当商店の不在、0.0%は商店シェア 0.5%未満を示す。 

（１） 川上村 

平成 ６年：１４％－２９％－１４％－０％－１４％－０％－０％－０％－２９％ 

同１４年：１４％－ ０％－１４％－０％－ ０％－０％－０％－０％－７２％ 

以上のように平成６年における主要な業種は、農耕用品小売業と他に分類されない小売

業で、それらの商店シェアは共に２９％を占めている。しかし、平成１４年には前者は脱

落し、後者の商店シェアは７２％に拡大している。 

上記の２業種に次ぐのは医薬品・化粧品小売業と燃料小売業で共に１４％と低い商店シ

ェアながら２時点に亘っている。また、スポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業は平

成６年に１４％を占めているが、同１４年には脱落している。 

（２） 八束村 

平成 ６年：５％－２４％－２４％－１９％－１０％－０％－５％－０％－１４％ 

同１４年：５％－１４％－１９％－１９％－１４％－０％－０％－０％－２９％ 
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以上のように平成６年における主要な業種は、農耕用品小売業と燃料小売業で、その商

店シェアは共に２４％を占めている。しかし、平成１４年における両業種の商店シェアは

前時点より縮小し、前者は１４％、後者は１９％となっている。一方、他に分類されない

小売業は平成６年に１４％と低い商店シェアを占めているが、同１４年には２９％に拡大

し、首位に立っている。 

上記以外に両時点に亘る業種は、書籍・文房具小売業、スポ－ツ用品・玩具・娯楽用品

・楽器小売業、医薬品・化粧品小売業の３業種で、それらの平成６年－同１４年の両時点

における商店シェアは上記業種の順にそれぞれ１９％－１９％、１０％－４％、５％－５

％となっている。なお、時計・眼鏡・光学機械小売業は平成６年限りで、商店シェアは５

％となっている。 

（３） 中和村 

平成 ６年：０％－０％－ ７５％－０％－０％－０％－０％－０％－２５％ 

同１４年：０％－０％－１００％－０％－０％－０％－０％－０％－ ０％ 

以上のように両時点に亘って主要な業種は燃料小売業で、それぞれの時点における商店

シェアは７５％、１００％となっている。平成６年の時点において同業種に次ぐのは他に

分類されない小売業で、その商店シェアは２５％を占めている。 

（４） 湯原町 

平成 ６年：１１％－４％－１５％－１１％－４％－０％－４％－０％－５２％ 

同１４年： ９％－４％－１７％－１７％－０％－４％－０％－０％－４８％ 

以上のように両時点において主要な業種は、他に分類されない小売業で、それぞれの時

点における商店シェアは５２％、４８％となり、これに次ぐ業種とその商店シェアをみる

と、両時点に亘って燃料小売業のそれぞれ１５％、１７％、書籍・文房具小売業の１１％、

１７％、医薬品・化粧品小売業の１１％、９％、農耕用品小売業の４％、４％となってい

る。 

なお、平成６年限りの業種として、スポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業、時計

・眼鏡・光学機械小売業、そして同１４年限りのものとして写真機・写真材料小売業があ

り、それらの商店シェアはすべて４％となっている。 

以上で記述した４か町村における小売業商店の産業細分類に基づく業種別構成の平成６

～１４年の両時点（以下、前時点と後時点）間における推移動向をまとめると以下のよう

である。 

川上村において前時点に首位に立つ業種は、他に分類されない小売業（以下、その他）

と農耕用品小売業（以下、農耕用品）各２９％、次いで医薬品・化粧品小売業（以下、医

薬品等）、燃料小売業（以下、燃料）及びスポーツ用品・玩具・娯楽品・楽器小売業（以

下、スポーツ用品等）各１４％と続いている。一方、後時点で首位の業種はその他７２％、

次いで医薬品等と燃料各１４％と続いている。 

八束村において前時点に首位に立つ業種は農耕用品と燃料各２４％、次いで書籍・文房

具小売業（以下、書籍等）１９％、その他１４％、スポーツ用品等１０％と続いている。

一方、後時点において首位の業種はその他２９％、次いで燃料及び書籍各１９％、農耕用

品１４％と続いている。 

中和村において前時点に首位を占める業種は燃料で７５％、次いでその他２５％と続き、

一方、後時点では燃料１００％となり、他の町村に比べて業種は非常に単純である。 

湯原町において前時点に首位を占める業種はその他５２％、続いて燃料１５％、書籍等

と医薬品等各１１％と続いている。一方、後時点において首位に立つ業種はその他４８％、

次いで燃料及び書籍等各１７％、医薬品等９％と続いている。 

（５） 蒜山地域 

平成 ６年：９％－１４％－２２％－１２％－７％－０％－３％－０％－３４％ 

同１４年：８％－ ８％－２１％－１５％－６％－２％－０％－０％－４２％ 

以上のように蒜山地域における平成６年と同１４年の両時点に亘って主要な小売業は、

他に分類されない小売業で、その商店シェアはそれぞれの時点で３４％、４２％を占め、

経年的に拡大しいる。 
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以上の業種に次いで高い商店シェアで両時点に亘って占める業種は燃料小売業で、その

シェアはそれぞれの時点において２２％、２１％となっている。 

上記２業種の他に両時点に亘り存在する小売業とその両時点における商店シェアは、農

耕用品小売業の１４％、８％、書籍・文房具小売業の１２％、１５％、医薬品・化粧品小

売業の９％、８％、スポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業の７％、６％となってい

る。 

なお、両時点の一方の時点に存在する業種は平成６年における時計・眼鏡・光学機械小

売業、同１４年における写真機・写真材料小売業で、それらの商店シェアはそれぞれ３％、

２％となっている。 

（６） 真庭郡 

平成 ６年：１２％－９％－１９％－１３％－８％－１％－４％－１％－３３％ 

同１４年：１４％－９％－１９％－１３％－６％－0.0%－４％－０％－３５％ 

以上のように両時点に亘り主要な小売業は、他に分類されない小売業で、その商店シェ

アは平成６年に３３％、同１４年に３５％となり、両時点間の較差は蒜山地域の場合ほど

大きくない。 

上記の小売業に次いで高い商店シェアを両時点で占めるのは燃料小売業で、その商店シ

ェアは両時点とも１９％となっている。 

上記以外に両時点に亘る業種とそれらの両時点における商店シェアは、医薬品・化粧品

小売業の１２％、１４％、書籍・文房具小売業の１３％、１３％、農耕用品小売業の９％、

９％、スポ－ツ用品・玩具・娯楽用品・楽器小売業の８％、６％、時計・眼鏡・光学機械

小売業の４％、４％、写真機・写真材料小売業の１％、0.0%となっている。なお、平成６

年限りの業種として中古品小売業があり、その商店シェアは１％を占めている。 

（７） 岡山県 

平成 ６年：１７％－６％－１７％－１４％－９％－３％－４％－２％－２９％ 

同１４年：２０％－５％－１７％－１３％－９％－２％－４％－０％－３１％ 

以上のように両時点に亘り主要な業種は、他に分類されない小売業で、その商店シェア

は平成６年に２９％、同１４年に３１％となり、両時点間において多少ながら拡大してい

る。 

以上の業種に次ぐ小売業は医薬品・化粧品小売業で、その商店シェアは平成６年に１７

％、同１４年に２０％となっている。 

上記した２種の小売業商店に次ぐ業種とその両時点における商店シェアをみると、燃料

小売業の１７％、１７％、書籍・文房具小売業の１４％、１３％、スポ－ツ用品・玩具・

娯楽用品・楽器小売業の９％、９％、農耕用品小売業の６％、５％、時計・眼鏡・光学機

械小売業の４％、４％、写真機・真材料小売業の３％、２％、の順になっている。なお、

平成６年限りの中古品小売業の商店シェアは２％となっている。 

以上で記述した蒜山地域、真庭郡および岡山県における小売業商店の産業細分類に基づ

く業種別構成の平成６年と同１４年の両時点間における推移動向をまとめると以下のよう

である。 

① 蒜山地域における首位を占める業種は、他に分類されない小売業で、その商店シェ

アは２時点間において３４％から４２％に拡大している。一方、真庭郡および岡山県の場

合も同業種で、その商店シェアは前者真庭郡では３３％から３５％、岡山県は２９％から

３１％に拡大している。 

② 蒜山地域における上記の業種に次ぐ第２の業種は燃料小売業で、その商店シェアは

両時点間において２２％から２１％に推移している。一方、真庭郡の場合も燃料小売業が

第２位を占め、その商店シェアは両時点とも１９％を占めている。しかし、岡山県の場合

は医薬品・化粧品小売業となり、その商店シェアは両時点間を１７％かから２０％に拡大

していりる。 

③ 蒜山地域における第３の業種は両時点間に差異があり、前時点は農耕用品小売業、

後時点は書籍・文房具小売業となり、それぞれの商店シェアは１４％、１５％となってい

る。一方、真庭郡の場合は前時点において書籍・文房具小売業、後時点は医薬品・化粧品
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小売業となり、それぞれの商店シェアは１３％、１４％を占めている。岡山県の場合は前

時点において書籍・文房具小売業、後時点は燃料小売業となり、それぞれの商店シェアは

１４％、１７％を占めている。 

④ 以上で記述した第１～３業種の合計商店シェアは、蒜山地域では経年的に７０％か

ら７８％に拡大し、同様に真庭郡は６５％から６８％、岡山県は６０％から６８％に拡大

している。 

 


