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第８章 工業の発展 

岡山県における工業発展の概要は『岡山県工業統計調査報告書』によって知ることがで

きる。同統計資料は昭和２６年から毎年公表され、その内容は産業細分類別事業所数、従

業者数、および製造品出荷額等である。 

本章の記述内容は、表１～３の資料に基づき、昭和３５年から平成１２年まで５年刻み

９時点における事業所数、従業者数、製造品出荷額、そして事業所の産業分類別構成の側

面から、蒜山地域４か町村における工業発展の軌跡を辿り、同時に岡山県および真庭郡に

おける蒜山地域工業の位置づけを行うものである。 

上記の統計調査報告書では、町村により、あるいは同一町村でも調査年次によって従事

者数と製造品出荷額に秘匿（Ｘ表示）がみられる。それは当該事業所が１か所または２か

所の場合、これをそのまま公表すると個々の事業所の秘密が漏れるおそれがあるので秘匿

したもの、また、事業所が３か所以上であっても他との関連により秘匿の必要がある場合

とされている。そのような秘匿がある場合は統計数値の厳密な時系列的比較はできない。

しかし、統計調査対象町村の広がりが郡そして県レベルと大きくなるほど、統計数値に対

する秘匿の影響は薄められる。本項ではそうした事情を考慮しながら記述することとして

いる。 

 

第第第第１１１１節節節節 事業所数事業所数事業所数事業所数のののの推移推移推移推移 

 

（１） ４か町村 

昭和３５年における４か町村の事業所数は、湯原町１３事業所（町村別構成比 54.2% ）、

八束村５事業所（同 20.8% ）、川上村３事業所（同 12.5% ）、中和村３事業所（同 12.5%）

となっている。 

同年以降、同事業所数は八束村を除く他の３か町村では同４０年に減少し、八束村は横

ばい状態となり、その後は各町村とも増加基調で推移し、そのピ－ク到達時点と事業所数

をみると、同６０年に八束村２１事業所、湯原町２２事業所、平成２年に中和村４事業所、

同７年に川上村９事業所となっている。 

上記した推移過程のもとで、平成１２年における事業所数は、湯原町１４事業所（同

35.9% ）、八束村１３事業所（同 33.3% ）、川上村９事業所（同 23.1% ）、中和村３事業

所（同 7.7%）となっている。これら事業所数の町村別構成割合を昭和３５年の時点と比べ

ると、川上村と八束村は拡大し、反対に中和村と湯原町は縮小し、その拡大率は川上村

84.8% 、八束村 60.1% 、縮小率は中和村 38.4% 、湯原町 33.8%の順になっている。 

上記した各町村における事業所数の昭和３５年～平成１２年間における増減率をみる

と、川上村、八束村、湯原町は増加し、その増加率はそれぞれ 200.0%、160.0%、7.7%の順

になり、中和村は０％を示している。 

（２） 蒜山地域 

上記した４か町村の総体としての蒜山地域における事業所数は、昭和３５年に２４事業

所となっている。同年以降、事業所数は増加基調で推移し、その過程で同４０年に１６事

業所に急落し、その後は横ばい状態となり、同５０年に３６事業所に急増し、同６０年に

は５０事業所とピ－クに達し、その後、平成７年まで横ばい状態となり、同１２年に３９

事業所に急落し、昭和３５年～平成１２年間の増加率は 62.5% となっている。 

一方、真庭郡における事業所数は、昭和３５年に２０８事業所となり、同４０年に１７

９事業所に減少し、その後は増加基調に転じ、同６０年に３１８事業所とピ－クに達し、

その後は増減を繰り返し、平成７年に２９４事業所、同１２年には２６７事業所に減少し、

昭和３５年～平成１２年間の増加率は 28.4% となり、蒜山地域を 34.1 ポイント下回って

いる。 

岡山県における事業所数は、昭和３５年に 10,899 事業所となり、その後は増加し、同４

５年に 13,594 事業所とピ－クを迎え、その後は緩やかな減少を続け、平成７年に 10,009

事業所、同１２年には 8,641 事業所と最低を記録し、昭和３５年～平成１２年間の減少率
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は 20.7% となり、上記した蒜山地域及び真庭郡における増加とは対照的である。 

蒜山地域における事業所数の真庭郡及び岡山県における事業所数に対する比率（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３５年に 11.5%を示し、その後は急速に下降し、同４５年に 7.5%と最

低を記録し、その後は上昇に転じ、同５０年に 12.2% となり、平成２年に 20.1% とピ－ク

を迎えた後は急速に下降し、同１２年に 14.6% となっている。 

対岡山県比は昭和３５年に 0.22%を示し、その後は真庭郡の場合と同様に急速に下降し、

同４５年に 0.11% と最低を記録し、その後は上昇に転じ、平成７年に 0.49% とピ－クを迎

え、同１２年には 0.45% と幾分下降している。 

以上の事業所数の側面から、蒜山地域工業の真庭郡及び岡山県工業に占める地位は、昭

和４０年代に後退し、その後は回復・向上し、そのなかで真庭郡レベルにおいては平成２

年前後期の向上が目覚ましく、一方、岡山県レベルにおいては昭和６０年以降において著

しく向上している。 

 

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移推移推移推移 

 

第第第第１１１１項項項項 従業者数従業者数従業者数従業者数 

（１） ４か町村 

工業従業者数は秘密保護上未公表の町村があり、そのため厳密な時系列的推移過程を辿

ることはできないが、その点を踏まえなが従事者数の推移動向をみると以下のようである。 

昭和３５年における４か町村の従業者数は、八束村１０４人（町村別構成比 55.9% ）、

湯原町６７人（同 36.1% ）、川上村９人（同 4.8%）、中和村６人（同 3.2%）の順になっ

ている。 

同年以降、同従業者数は増加基調で推移し、その過程におけるピ－ク到達時点と従業者

数をみると、同５０年に湯原町１４４人、同５５年に八束村３５６人、中和村１２７人、

平成７年に川上村１１０人となっている。以上の従業者数はその後減少し、平成１２年に

八束村２３４人、湯原町１０４人、川上村９４人の順になり、一方、中和村はＸ人、同７

年は７０人となっている。 

上記した平成１２年における中和村の同従業者数を同７年と変わらず７０人と仮定する

と、同１２年における従事者数の町村別構成は八束村 46.6% 、湯原町 20.8% 、川上村 18.7% 、

中和村 13.9% の順になっている。この町村別構成割合を昭和３５年の時点と比較すると、

八束村と湯原町は縮小し、その縮小率はそれぞれ 16.6% 、42.4% となり、反対に川上村と

中和村は拡大し、その拡大率はそれぞれ 290.0%、334.4%となっている。 

また、上記の仮定のもとで各町村の従業者数は昭和３５年～平成１２年の間に増加し、

その増加率は中和村 1,066.7%、川上村 944.4%、八束村 125.0%、湯原町 55.2% の順になっ

ている。 

（２） 蒜山地域 

昭和３５年における工業従業者は１８６人となっている。同年以降、増加基調で推移し、

その過程で同４５年に１６６人と最低を記録し、その後は急増に転じ、同５５年に６６０

人とピ－クに達し、その後は減少し、平成７年に５９４人となり、同１２年に中和村の未

公表数を７０人と仮定すると５０２人となり、昭和３５年～平成１２年間における増加率

は 132.3%を示している。 

一方、真庭郡における同従業者数は、昭和３５年に 1,885 人となり、その後増加基調で

推移し、その過程で同６０年に 6,326 人とピ－クを迎え、平成１２年には 4,712 人に減少

し、昭和３５年～平成１２年間における増加率は 150.0%となり、蒜山地域を 17.7 ポイン

ト上回っている。 

岡山県における同従業者数は、昭和３５年に 147,484 人を数え、その後は増加基調で推

移し、その過程で同４５年にピ－クを迎えて 227,833 人を記録し、その後は減少基調に転

じ、平成１２年に 171,800 人となり、昭和３５年～平成１２年間における増加率は 16.5% 

となり、蒜山地域を 115.8 ポイント、真庭郡を 133.5 ポイント下回っている。 
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次に蒜山地域における同従業者数の対真庭郡比及び対岡山県比の推移動向をみると以下

のようである。ただ、既述したように統計調査資料に秘匿がかなり目立ち、４か町村の資

料が揃っている時点、すなわち昭和３５年、同５５年、平成７年の３時点について示すこ

ととする。 

対真庭郡比は昭和３５年に 9.9%、同５５年に 10.6% 、平成７年に 10.8% を示し、全般

的にほとんど変化はみられない。一方、対岡山県比は上記の時点順に 0.13% 、0.32% 、0.30% 

となり、昭和５５年に上昇し、その後は横ばい状態となっている。 

以上のように従業者数からみると、蒜山地域工業は全体的にみて昭和５０年代後半期以

降において向上していると推量される。 

 

第第第第２２２２項項項項 １１１１事業所当事業所当事業所当事業所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 

１事業所当たり工業従業者数の推移動向についても既述したように従業者数の統計調査

資料に秘匿部分があって時系列的な繋がりに欠けている点を考慮しなければならない。 

昭和３５年における同従事者数は、八束村は 20.8 人と突出し、次いで湯原町 5.2 人、

川上村 3.0 人、中和村 2.0 人の順になっている。 

同年以降における同従業者数の推移経過は次のようである。 

川上村は昭和５０年までＸ（秘匿）人となり、同５５年に 15.2 人を記録し、同６０年に

16.0 人となり、平成２年に 26.0 人に急激に増加し、同７年に 12.2 人に激減し、同１２年

には 10.4 人となっている。 

八束村は減少基調で推移し、その過程で同４５年に 13.2 人最低を記録し、その後急増し

て同５０年に 20.2 人、同５５年に 20.9 人と最高に達し、その後は減少し、同６０年に 15.9

人、平成２年はＸ人、同７年は 15.8 人となり、同１２年には 18.0 人に増加している。 

中和村は昭和５０年までＸ人となり、同５５年に 42.3 人を記録し、その後Ｘ人が続き、

平成７年に 23.3 人となり、同１２年は再びＸ人となっている。 

湯原町は４か町村中で唯一同従業者数の時系列的連結がみられ、緩やかな増加基調で推

移し、その過程で昭和４５年に 12.4 人とピ－クに達し、その後は減少基調に転じ、同６０

年以降は 6.0 人台を上昇し、同１２年に 7.4 人となっている。 

上記のように各町村における同従業者数の推移パタ－ンは一様でないが、全体的に昭和

５５年までは増加し、その後は減少傾向となっている。以上の推移経過のもとで４か町村

における同従業者数の統計資料が揃う昭和５５年および平成７年における従事者数をみる

と、昭和５５年は中和村 42.3 人、八束村 20.9 人、川上村 15.2 人、湯原町 10.1 人、また、

平成７年は中和村 23.3 人、八束村 15.8 人、川上村 12.2 人、湯原町 6.8 人の順になり、

両時点において中和村は突出している。 

以上の４か町村における１事業所当たり工業従業者数の昭和３５～平成１２年間におけ

る増減率をみると、川上村と湯原町はそれぞれ 246.7%、42.3% の増加、反対に八束村は 13.5

の減少となり、一方、中和村は昭和３５年～平成７年間に 1,065.0%の増加となっている。 

（２） 蒜山地域 

昭和３５年における１事業所当たり同従業者数は、蒜山地域 7.8 人、真庭郡 9.1 人、岡

山県 13.5 人となり、蒜山地域は真庭郡を 1.3 人、岡山県を 5.7 人下回っている。 

同年以降、同従業者数の推移状況は統計資料に秘匿もあって正確を期し難いが、全体的

には増加基調で推移し、その過程で同従事者数がピ－クを迎える時点は、蒜山地域は昭和

５５年、真庭郡は平成２年、岡山県は平成７年となっている。 

以上の各時点における同従業者数をみると、昭和５５年に真庭郡 22.1 人、蒜山地域は

18.9 人、岡山県 17.0 人、平成２年に真庭郡 24.9 人、岡山県 18.3 人、蒜山地域Ｘ人（八

束村と中和村を除く２か町村平均 4.3 人）となり、同７年に岡山県 19.9 人、真庭郡 18.8

人、蒜山地域 12.1 人、平成１２年には岡山県 19.9 人、蒜山地域Ｘ人（中和村を除く３か

町村平均 11.1 人）、真庭郡 17.6 人となっている。 

上記した１事業所当たり工業従業者数の昭和３５年～平成１２年間における増加率は真

庭郡 93.4% 、岡山県 47.4%、一方、蒜山地域における昭和３５年～平成７年間の増加率は
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55.1% となり、ちなみに真庭郡は 106.6%、岡山県は 47.4% の増加となっている。以上のよ

うに同従業者数の増加率は真庭郡は１００％前後と最も高く、反対に岡山県は最も低く４

０％台後半、蒜山地域は５０％台前半となっている。 

 

第第第第３３３３節節節節 年間製造品出荷額年間製造品出荷額年間製造品出荷額年間製造品出荷額のののの推移推移推移推移 

 

統計調査資料では工業生産総額は、製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額から構

成され、それらの構成割合は上記の順に昭和３５年は 96.1% 、3.8%、0.1%、平成１２年は

96.8% 、3.1%、0.1%となり、製造品出荷額が大半を占めている。 

以上の事情から、本節では製造品出荷額を工業生産の主要指標として用いることとした。

なお、既述した従業者数の場合と同様に統計資料に秘密保護上未公表（Ｘ表示）の部分が

あるので厳密な時系列的比較はできない。 

 

第第第第１１１１項項項項 年間製造品出荷額年間製造品出荷額年間製造品出荷額年間製造品出荷額 

（１） ４か町村 

 昭和３５年における年間製造品出荷額は、湯原町６千６００万円（町村別構成比

50.4% ）、八束村６千３００万円（同 48.1% ）、川上村２００万円（同 1.5%）、中和村０

万円未満（統計調査では１００万円未満の表示）となっている。 

同年以降、同出荷額は増加パタ－ンで推移し、そのピ－ク到達時点と出荷額をみると、

同５５年に中和村６億３千４００万円、平成７年に川上村９億１千４００万円、同１２年

に八束村３８億６千５００万円、湯原町１４億４００万円となっている。一方、中和村の

場合は昭和６０年、平成２年、同１２年の２時点はＸ万円、同７年は２億１千万円となっ

ている。 

昭和４０年以降において、４か町村の同出荷額が統計資料として揃う同５５年および平

成７年の２時点における同出荷額をみると以下のとおりである。 昭和５５年は八束村２

５億６千１００万円（町村別構成割合 69.0% ）、中和村６億３千４００万円（同 17.1% ）、

湯原町３億９千７００万円（同 10.7% ）、川上村１億２千万円（同 3.2 ）の順になってい

る。 

平成７年は八束村３７億３千万円（同 62.6% ）、湯原町１１億６００万円（同 18.6% ）、

川上村９億１千４００万円（同 15.3% ）、中和村２億１千万円（同 3.5%）の順になってい

る。 

なお、中和村がＸ万円を記録する平成１２年には八束村３８億６千５００万円（同

65.5% ）、湯原町１４億４００万円（同 23.8% ）、川上村６億２千８００万円（同 10.7% ）、

中和村（同Ｘ% ）の順になっている。 

以上で記述した年間製造品出荷額の昭和３５年～平成１２年間における増加倍数は川上

村 314.0 、八束村 61.3、湯原町 21.3、中和村Ｘの順になっている。一方、中和村におけ

る昭和３５年～平成７年間の増加倍数は 212.1 となり、ちなみに他の３か町村の増加倍数

は川上村 457.0 、八束村 59.2、湯原町 16.8 となっている。 

（２） 蒜山地域 

昭和３５年における蒜山地域の年間製造品出荷額は１億３千１００万円、真庭郡は１６

億５千２００万円、岡山県は２３２億１千８００万円となっている。 

同年以降、同出荷額は増加パタ－ンで推移し、その最高出荷額への到達時点と同出荷額

をみると、平成２年に岡山県６兆９千２１０億６千万円、平成７年に蒜山地域５９億９千

６００万円、真庭郡１千９８億円となっている。ちなみに平成７年における岡山県は６兆

３千９０９億３千万円となっている。 平成１２年における同出荷額は蒜山地域５８億９

千７００万円（中和村を除く３か町村分）、真庭郡９９５億４千６００万円、岡山県６兆

４千４５億４千万円となっている。 

以上で記述した年間製造品出荷額の昭和３５年～平成１２年間における増加倍数は、岡

山県 275.8 、真庭郡 60.3、蒜山地域 45.0 の順になり、岡山県は飛躍的に伸び、一方、蒜

山地域の伸びは極めて小さく、真庭郡を 15.3 ポイント下回っている。 
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次に蒜山地域における年間製造品出荷額の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 7.9%を示し、その後における推移動向は統計資料の秘匿もあ

って明確ではないが、４か町村の資料が揃う同５５年には 5.3%に下降し、その後は 5.0%

台を上昇し、平成７年に 5.4%とななり、中和村の資料が欠落する同１２年には 5.9%と極僅

差ながら上昇している。一方、対岡山県比は昭和３５年に 0.06% となり、その後における

推移動向は対真庭郡の場合と同様で、同５５年には 0.06% 、平成７年には 0.09% と幾分上

昇し、同１２年も 0.09% となっている。 

以上のように年間製造品出荷額の視点からみると、蒜山地域における工業生産力の真庭

郡および岡山県に占める地位に大きな変化はみられない。 

 

第第第第２２２２項項項項 １１１１事業所当事業所当事業所当事業所当たりたりたりたり製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額 

（１） ４か町村 

昭和３５年における１事業所当たり年間製造品出荷額は、八束村１千２６０万円、湯原

町５１０万円、川上村７０万円、中和村１０万円未満（調査単位１０万円未満）の順にな

り、八束村の同出荷額を 1.00 とした３町村の指数は、湯原町 0.40、川上村 0.06、中和村

0.01 となっている。 

同年降における同出荷額の推移パタ－ンは、前項で記述したように統計資料に秘匿があ

るため時系列的に繋がらないが、全体的に増加パタ－ンで推移している。 

同出荷額のピ－クに達する時点は前項における１事業所の年間製造品出荷額の場合と同

じで、その時点と同出荷額をみると、昭和５５年に中和村２億１千１３０万円、平成７年

に川上村１億１６０万円、同１２年に八束村２億９千７３０万円、湯原町１億３０万円と

なっている。 

昭和４０年以降、４か町村の同出荷額が記録的に揃う時点は昭和５５年と平成７年の２

時点となっている。 

昭和５５年における同出荷額は中和村２億１千１３０万円、八束村１億５千６０万円、

湯原町３千９７０万円、川上村２千４００万円の順になり、中和村の同出荷額を 1.00 とし

た３か町村の指数は、八束村 0.71、湯原町 0.19、川上村 0.11 となっている。 

平成７年における同出荷額は、八束村２億７２０万円、川上村１億１６０万円、中和村

７千万円、湯原町５千８２０万円の順になり、八束村の同出荷額を 1.00 とした３か町村の

指数は川上村 0.49、中和村 0.34、湯原町 0.28 となっている。なお、この時点の同出荷額

を昭和５５年の時点と比べると、川上村、八束村、湯原町は増加し、その増加率はそれぞ

れ 323.3%、37.6% 、46.6% となり、反対に中和村は 66.8% の減少となっている。 

平成１２年における同出荷額は八束村２億９千７３０万円、湯原町１億３０万円、川上

村６千９８０万円、中和村Ｘ万円の順になり、八束村の同出荷額を 1.00 とした３か町村の

指数は湯原町 0.34、川上村 0.23、中和村Ｘとなっている。なお、上記の出荷額を平成７年

の時点と比べると、八束村と湯原町は増加し、その増加率はそれぞれ 43.5% 、72.3% とな

り、反対に川上村は 31.3% の減少となっている。 

以上で記述した１事業所当たり年間製造品出荷額の昭和３５年～平成１２年間における

増加倍数は川上村 99.7、八束村 23.6、湯原町 19.7、中和村Ｘの順になっている。なお、

４か町村の統計資料が揃っている平成７年まで３５年間の増加倍数は中和村 700.0 、川上

村 145.1 、八束村 16.4、湯原町 11.4 の順になっている。 

（２） 蒜山地域 

昭和３３年における１事業所当たり製造品出荷額は、蒜山地域５５０万円、真庭郡７９

０万円、岡山県２千１３０万円となり、蒜山地域の出荷額に対する増加倍数をみると、真

庭郡は 1.4 、岡山県は 3.9 となっている。 

同年以降、同出荷額は調査時点の進行とともに増加し、その最高出荷額に達する時点と

同出荷額をみると、平成７年に真庭郡３億７千３４０万円、同１２年に蒜山地域１億５千

１２０万円、岡山県７億４千１２０万円となっている。ちなみに真庭郡における平成１２

年の同出荷額は３億７千２８０万円となり、同７年の時点と比べると６０万円の僅差で下
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回っている。以上の平成１２年における蒜山地域における同出荷額に対する真庭郡及び岡

山県の増加倍数はそれぞれ 2.5 、4.9 となっている。 

上述した推移過程において、蒜山地域４か町村における同出荷額の統計調査資料が出揃

う昭和５５年と平成７年における出荷額は次のとおりである。 

昭和５５年は蒜山地域１億６１０万円、真庭郡２億４千７２０万円、岡山県４億７千９

０万円の順になり、蒜山地域の同出荷額に対する真庭郡および岡山県の増加倍数はそれぞ

れ 2.3 、4.4 となっている。 

平成７年は蒜山地域１億２千１６０万円、真庭郡３億７千３４０万円、岡山県６億９千

２５０万円の順になり、蒜山地域の同出荷額に対する真庭郡および岡山県の倍数はそれぞ

れ 3.1 、5.7 となっている。 

以上で記述した１事業所当たり年間製造品出荷額の昭和３５～平成１２年間における増

加倍数は、真庭郡 47.2、岡山県 37.8、蒜山地域 27.5 の順になっている。なお、蒜山４か

町村の統計資料が揃っている平成７年まで３０年間の増加倍数は真庭郡 47.3、岡山県

32.5、蒜山地域 22.1 の順になっている。 

蒜山地域の昭和３５年以降における工業生産力水準の真庭郡および岡山県における位置

づけは、１事業所当たり年間製造品出荷額の側面から行うことができるが、その場合に上

述した同出荷額の増加倍数は評価指標となると考えれる。その指標によると蒜山地域の工

業生産力水準は真庭郡レベルの２分の１以下、岡山県レベルの４～５分の１程度と推量さ

れる。 

 

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事業所事業所事業所事業所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 

 

第第第第１１１１項項項項 事業所事業所事業所事業所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 

工業の産業中分類に基づく事業所の業種は次の２２種類の製造業に区分される。 

(1)食料品製造業、(2)飲料・たばこ・飼料製造業、(3)繊維工業、(4)衣服・その他の繊

維製品製造業、(5)木材・木製品製造業、(6)家具・装備品製造業、(7)パルプ・紙・紙加工

品製造業、(8)出版・印刷・同関連産業、(9)化学工業、(10)石油製品・石炭製品製造業、

(11)プラスチック製品製造業、(12)ゴム製品製造業、(13)なめし革・同製品・毛皮製造業、

(14)窯業・土石製品製造業、(15)鉄鋼業、(16)非鉄金属製造業、(17)金属製品製造業、(18)

一般機械器具製造業、(19)電気機械器具製造業、(20)輸送用機械器具製造業、(21)精密機

械器具製造業、(22)その他の製造業。以上の産業中分類はさらに細分類されているが、町

村レベルの統計資料は産業中分類にとどまっている。 

蒜山地域４か町村における事業所の主要な業種は上記２２業種のうち、(1)～(5)、(8) 、

(12)～(14) 、(19)～(20) の１０業種となっている。なお、(1)～(2) は昭和５５年までは食

料品製造業として公表され、その後、(2) は中分類業種として分離されているが、本節で

は食料品・飲料等製造業として取り扱っている。それは蒜山地域４か町村では(2) の業種

は皆無に近いためである。 

 

第第第第２２２２項項項項 業種別事業所数割合業種別事業所数割合業種別事業所数割合業種別事業所数割合のののの推移推移推移推移 

蒜山地域４か町村における工業事業所数の業種別割合（以下、事業所シェア）の昭和３

５年以降平成１２年まで１０年刻み５時点間における推移状況は以下のとおりである。な

お、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

（１） ４か町村 

① 食料品・飲料等製造業 

昭和３５年における食料品・飲料等製造事業所シェアは、八束村 60.0% （該当事業所数

３か所／事業所総数５か所）、湯原町 53.8%（同７／１３）の順になり、八束村は湯原町

を 6.2 ポイント上回っている。なお、川上村と中和村に同事業所は存在しない。 

昭和４５年における同事業所シェアは、川上村 100%（同２／２）、八束村 50.0%（同３

／６）、湯原町 42.8% （同３／７）の順になり、川上村は八束村を 1.3 ポイント、湯原町

を 57.2 ポイント上回っている。なお、中和村に同事業所は存在しない。 
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昭和５５年における同事業所シェアは、八束村 41.2% （同７／１７）、湯原町 20.0% 

（同２／１０）の順になり、八束村は湯原町を 21.2 ポイント上回っている。なお、川上村

と中和村に同事業所はみられない。 

平成２年における同事業所シェアは、八束村 50.0% （同９／１８）、湯原町 16.7%（同

２／１２）の順になり、八束村は湯原町を 33.3 ポイント上回っている。なお、川上村と中

和村に同事業所は存在しない。 

平成１２年における同事業所シェアは、川上村 55.6% （同５／９）、八束村 54.5% （同

６／１１）、湯原町 16.7% （同１／６）の順になり、川上村は八束村を 1.1 ポイント、湯

原町を 38.9 ポイント上回っている。なお、中和村に同事業所は存在しなし。 

以上で記述した４か町村における食料品・飲料等製造事業所シェアの概数（小数点以下

四捨五入）を昭和３５年－同４５年－同５５年－平成２年－同１２年の５時点時系列で列

記すると以下のとおりで、概数０％は同事業所不在を示す。 

川上村： ０％－１００％－ ０％－ ０％－５６％ 

八束村：６０％－ ５０％－４１％－５０％－５５％ 

中和村： ０％－  ０％－ ０％－ ０％－ ０％ 

湯原町：５４％－ ４３％－２０％－１７％－１７％ 

川上村は３時点において同事業所の存在は認められず、残りの２時点では昭和４５年に

１００％、平成１２年に５６％となっている。 

八束村は昭和３５年に６０％と５時点中最高を示し、その後縮小し、同５５年に４１％

と最低を記録した後は拡大に転じ、平成１２年に５５％となっている。 

中和村は５時点に亘り同事業所は存在しない。 

湯原町は昭和３５年に５４％となり、その後は縮小が続き、同５５年に急落して２０％

となり、平成２年以降２時点は１７％の横ばい状態となっている。 

上記した各町村における事業所シェアの特化係数（岡山県＝1.00）をみると、川上村と

八束村は該当時点の全てにおいて 3.00 を超えており、湯原町の場合は昭和３５年および同

４５年の両時点において 3.00 前後を示し、他の３時点では 1.50 前後となっている。以上

のように事業所シェアは岡山県レベルを大きく上回っている。 

② 繊維工業 

繊維工業は前述の食料品・飲料等製造業と比べると、その普及は極めて低く、川上村は

昭和５５年と平成２年、湯原町は昭和４５年と同５５年に認め、同事業所シェアは以下の

とおりである。 

昭和４５年は湯原町 14.3% （該当事業所数１か所／事業所総数３か所）となっている。 

昭和５５年は川上村 80.0% （同４／５）、湯原町 10.0（同１／１０）の順になっている。 

平成２年は川上村 66.7% （同２／３）となっている。 

以上で記述した川上村と湯原町における繊維工業事業所シェアの概数を５時点時系列で

示すと以下のとおりである。 

川上村：０％－ ０％－８０％－６７％－０％ 

湯原町：０％－１４％－１０％－ ０％－０％ 

川上村は昭和５５年と平成２年の２時点においてそれぞれ８０％、６７％となり、その

前後３時点は０％となっている。湯原町は昭和４５年と同５５年の両時点においてそれぞ

れ１４％、１０％となり、他の３時点は０％となっている。 

上記した繊維工業事業所シェアの特化係数をみると、川上村は該当両時点においてそれ

ぞれ 6.30、8.78 と高く、岡山県レベルを著しく超えている。一方、湯原町は該当両時点に

おいてそれぞれ 1.06、0.79 を示している。 

③ 衣服・その他の繊維製品製造業 

衣服・その他の繊維製品製造業の発達は昭和３５年の時点では各町村において認められ

ない。 

昭和４５年における同事業所シェアは、湯原町 14.3% （該当事業所数１か所／事業所総

数７か所）となっている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、中和村 66.7% （同２／３）、湯原町 40.0%（同



- 610 - 

４／１０）、川上村 20.0% （同１／５）、八束村 11.8% （同２／１７）の順になり、中和

村は湯原町を 26.7 ポイント、川上村を 46.7 ポイント、八束村を 55.0 ポイント上回ってい

る。 

平成２年における同事業所シェアは、川上村と中和村各 33.3% （同１／３）、湯原町 25.0% 

（同３／１２）、八束村 16.7% （同３／１８）の順になり、川上村と中和村は湯原町を 8.3 

ポイント、八束村を 16.6 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、中和村 50.0% （同１／２）、川上村 33.3%（同

３／９）、八束村 9.1 （同１／１１）の順になり、中和村は川上村を 16.7 ポイント、八

束村を 40.9 ポイント上回っている。なお、湯原町に同事業所は存在しない。 

以上で記述した衣服・その他の繊維製品製造事業所シェアの概数を５時点時系列で記す

と以下のとおりである。 

川上村：０％－ ０％－２０％－３３％－３３％ 

八束村：０％－ ０％－１２％－１７％－ ９％ 

中和村：０％－ ０％－６７％－３３％－５０％ 

湯原町：０％－１４％－４０％－２５％－ ０％ 

川上村、八束村、中和村は昭和３５年と同４５年の２時点において０％を示し、湯原町

は同３５年と平成１２年の２時点において０％となっている。 

川上村は昭和５５年に２０％となり、その後は拡大し、平成年代両時点は３３％となっ

ている。 

八束村は昭和５５年に１２％となり、平成２年に１７％とピ－クに達し、同１２年には

縮小し９％となっている。 

中和村は昭和５５年に６７％となり、その後は縮小し 平成２年に３３％と最低を示し、

同１２年には５０％に拡大している。 

湯原町は昭和４５年に１４％となり、同５５年には４０％とピ－クを迎え、その後は縮

小に転じ、平成２年に２５％となっている。 

上記した事業所シェアの特化係数をみると、川上村は該当３時点において 1.09～1.95 、

中和村は該当３時点において 1.51～3.63 、湯原町は該当３時点のうち２時点において 2.13

～2.17 の範囲を示し、いずれも岡山県レベルを上回っている。しかし、八束村は該当３時

点において 0.53～0.76 となり、岡山県レベルを下回っている。 

④ 木材・木製品製造業 

４か町村における木材・木製品製造事業所の存在は、昭和３５年の時点では全町村で認

められるが、その後において減少化現象が起こっている。すなわち同事業所の存在する時

点は、川上村は昭和３５年と平成１２年の２時点、八束村は昭和３５～５５年間の３時点、

中和村は昭和３５年の１時点、湯原町は昭和３５～４５年間の２時点となっている。 

昭和３５年における同事業所シェアは、中和村 100.0%（該当事業所数３か所／事業所総

数３か所）、湯原町 38.5% （同５／１３）、川上村 33.3% （同１／３）、八束村 20.0% 

（同１／５）の順になり、中和村は湯原町を 61.5 ポイント、川上村を 66.7 ポイント、八

束村を 80.0 ポイント上回っている。 

昭和４５年における同事業所は八束村と湯原町の２か町村に存在し、そのシェアは八束

村 16.7% （同１／６）、湯原町 14.3（同１／７）の順になり、前者は後者を 2.4 ポイン

ト上回っている。 

昭和５５年における同事業所は八束村にだけ存在し、そのシェアは 11.8% （同２／１７）

となっている。 

平成２年における同事業所は４か町村に存在しない。 

平成１２年における同事業所は川上村にだけ存在し、そのシェアは 11.1% （同１／９）

となっている。 

上述した木材・木製品製造事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下とおりであ

る。 

川上村： ３３％－ ０％－ ０％－０％－１１％ 

八束村： ２０％－１７％－１２％－０％－ ０％ 
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中和村：１００％－ ０％－ ０％－０％－ ０％ 

湯原町： ３９％－１４％－ ０％－０％－ ０％ 

以上のように、各町村とも昭和３５年の時点における事業所シェアは高く、とくに中和

村は１００％と突出している。 

川上村は昭和３５年に３３％となり、同４５年以降平成２年までの３時点は０％が続き、

同１２年に１１％となっている。 

八束村は昭和３５年に２０％を示し、その後は縮小し、同５５年に１２％となり、平成

年代両時点は０％となっている。 

中和村は昭和３５年に１００％となり、その後は０％が続いている。 

湯原町は昭和３５年に３９％となり、その後縮小し、同４５年に１４％となった後は０

％が続いている。 

上記した事業所シェアの特化係数をみると、各町村とも岡山県レベルを大幅に超え、川

上村は該当２時点において 3.08～4.69 、八束村は該当３時点において 2.60～3.48 、中和

村は該当１時点において 14.08 、湯原町は該当２時点において 2.98～5.45 となっている。 

⑤ 出版・印刷・同関連産業 

４か町村における出版・印刷・同関連産業の発達は極めて未熟であり、同事業所の存在

は湯原町においては昭和年代３時点に集中し、その事業所シェアは以下のとおりである。 

昭和３５年に 7.7%（該当事業所数１か所／事業所総数１３か所）、同４５年 14.3%（同

１／７）、同５５年 10.0% （同１／１０）となっている。 

以上で記述した湯原町における出版・印刷・同関連産業事業所シェアの概数を５時点時

系列で示すと、８％－１４％－１０％－０％－０％となっている。 

以上のように昭和３５年に８％となり、その後拡大し、同４５年に１４％となり、同５

５年には１０％に縮小し、平成年代両時点は０％となっている。 

上記した湯原町における同事業所シェアの特化係数は該当３時点において 2.56～4.93 

の範囲にあり、岡山県レベルを大きく超えている。 

⑥ なめし革・同製品・毛皮製造業 

川上村と中和村では、なめし皮・同製品・毛皮製造業の発達はみられない。一方、八束

村及び湯原町における同事業所の存在は昭和５５年以降となっている。 

昭和５５年における同事業所は八束村に存在するのみで、そのシェアは 5.9%（該当事業

所数１か所／事業所総数１７か所）となっている。 

平成２年と同１２年における同事業所は湯原町にのみ存在し、そのシェアはそれぞれ

8.3%（同１／１２）、16.7% （同１／６）となっいる。 

上記した事業所シェアの特化係数をみると、八束村は昭和５５年に 9.83、湯原町は平成

２年と同１２年はそれぞれ 16.60 、55.66 となり、いずれも岡山県レベルを大幅に超えて

いる。 

上記のなめし革・同製品・毛皮製造業事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下

のとおりである。 

八束村：０％－０％－６％－０％－ ０％ 

湯原町：０％－０％－０％－８％－１７％ 

八束村は昭和５５年に６％を示し、他の４時点は０％となり、湯原町は平成年代両時点

間において８％から１７％に拡大し、他の時点は０％となっている。 

以上で記述した事業所シェアの特化係数をみると、八束村は昭和５５年に 9.83、湯原町

は平成年代両時点においてそれぞれ 16.60 、55.66 となり、岡山県レベルを顕著に超えて

いる。                                     

⑦ ゴム製品製造業 

４か町村におけるゴム製品製造業の発達は、既述の繊維工業および出版・印刷・同関連

産業、そして後述する電気機械器具製造業および輸送用機械器具製造業とともに極めて遅

れている。すなわち、川上村ではゴム製品製造事業所の存在はみられず、他の３か町村に

おける存在は平成年代に入ってからである。 

平成２年におけるゴム製品製造事業所シェアは、中和村 33.3% （該当事業所数１か所／
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事業所総数３か所）、八束村 11.1% （同２／１８）の順になり、中和村は八束村を 22.2

ポイント上回っている。なお、同事業所は川上村と湯原町に存在しない。 

平成１２年における同事業所シェアは、中和村 50.0% （同１／２）、湯原町 16.7%（同

１／６）の順になり、中和村は湯原町を 33.3 ポイント上回っている。なお、川上村と八束

村に同事業所は存在しない。 

以上で記述した川上村を除く３か町村におけるゴム製品製造事業所シェアの概数を５時

点時系列で示すと以下のとおりである。 

八束村：０％－０％－０％－１１％－ ０％ 

中和村：０％－０％－０％－３３％－５０％ 

湯原町：０％－０％－０％－ ０％－１７％ 

上述したように、八束村は平成２年に１１％、湯原町は同１２年に１７％を記録し、中

和村は平成年代両時点間においてで３３％から５０％に拡大している。 

上記した事業所シェアの特化係数をみると、八束村の該当１時点は 5.84、中和村の該当

２時点はそれぞれ 17.53 、27.78 、湯原町の該当１時点は 9.28 を示し、岡山県レベルを

大きく上回っている。 

⑧ 窯業・土石製品製造業 

昭和３５年における窯業・土石製品製造事業所シェアは、川上村 66.7% （該当事業所数

２か所／事業所総数３か所）、八束村 20.0%（同１／５）の順になり、川上村は八束村を

46.7 ポイント上回っている。なお、中和村と湯原町は同事業所不在となっている。 

昭和４５年における同事業所は八束村に存在するのみで、そのシェアは 33.3% （同２／

６）となっている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、中和村 33.3% （同１／３）、湯原町 20.0%（同

２／１０）、八束村 5.9%（同１／１７）の順になり、中和村は湯原町を 13.3 ポイント、

八束村を 27.4 ポイント上回っている。なお、川上村に同事業所は存在しない。 

平成２年における同事業所シェアは、湯原町 16.7% （同２／１２）、八束村 5.6%（同１

／１８）の順になり、湯原町は八束村を 11.1 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、湯原町 33.3% （同２／６）、八束村 9.1%（同１

／１１）の順になり、湯原町は八束村を 24.2 ポイント上回っている。なお、川上村と中和

村に同事業所は存在しない。 

以上で記述した窯業・土石製品製造事業所シェアの概数を５時点時系列で列記すると以

下のとおりである。 

川上村：６７％－ ０％－ ０％－ ０％－ ０％ 

八束村：２０％－３３％－ ６％－ ６％－ ９％ 

中和村： ０％－ ０％－３３％－ ０％－ ０％ 

湯原町： ０％－ ０％－２０％－１７％－３３％  

川上村は昭和３５年に６７％となり、その後の４時点は０％となっている。 

八束村は昭和３５年に２０％となり、同４５年に３３％とピ－クを迎え、その後は著し

く縮小てし６％となり、平成１２年に９％に拡大している。 

中和村は昭和５５年に３３％を記録し、他の４時点は０％となっている。 

湯原町は昭和４５年までの２時点は０％となり、同５５年に２０％となり、平成２年に

１７％と最低を記録し、同１２年には３３％と著しく拡大している。 

上記した事業所シェアの特化係数をみると、川上村の該当１時点は 14.50 、八束村の昭

和年代３時点は 1.00～7.24 、そして平成年代両時点は 0.84～0.85 、中和村の該当１時点

は 5.64、湯原町の３時点は 2.49～4.44 の範囲となり、大半の時点において岡山県レベル

を超えている。． 

⑨ 電気機械器具製造業 

電気機械器具製造事業所は各か町村とも昭和３５年及び同４５年の２時点において存在

しない。 

昭和５５年における同事業所は八束村に存在するのみで、そのシェアは 5.9%（該当事業

所数１か所／事業所総数１７か所）となっている。 
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平成２年における同事業所シェアは、中和村 33.3%（同１／３）、湯原町 16.7% （同２

／１２）、八束村 5.6%（同１／１８）の順になり、中和村は湯原町を 16.6 ポイント、八

束村を 27.7 ポイント上回っている。なお、川上村に同事業所は存在しない。 

平成１２年における同事業所シェアは、湯原町 16.7%（同１／６）、八束村 9.1%（同１

／１１）の順になり、湯原町は八束村を 7.6 ポイント上回っている。なお、川上村と中和

村に同事業所は存在しない。 

以上で記述した電磁機械器具製造事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下のと

おりである。 

川上村：６７％－０％－０％－ ０％－ ０％ 

八束村： ０％－０％－６％－ ６％－ ９％ 

中和村： ０％－０％－０％－３３％－ ０％ 

湯原町： ０％－０％－０％－１７％－１７％ 

川上村は昭和３５年の時点において６７％と突出し、他の４時点は０％となっている。 

八束村は昭和５５年に６％となり、その後横ばい状態となり、平成１２年に９％とピ－

クに達している。 

中和村は平成２年の時点に３３％、他の４時点には０％となっている。 

湯原町は平成年代両時点において１７％を示し、他の３時点は０％となっている。 

以上で記述した事業所シェアの特化係数をみると、八束村は該当２時点においてそれぞ

れ 2.95、1.02、中和村は該当１時点で 6.05、湯原町は該当２時点においてそれぞれ 3.04、

2.83 となり、大半の時点で岡山県レベルを大幅に上回っている。 

⑩ 輸送用機械器具製造業 

輸送用機械器具製造業は八束村のみで発達し、その事業所シェアは、昭和５５年に 5.9%

（該当事業所数１か所／事業所総数１７か所）、平成２年に 11.1% に（同２／１８）、同

１２年に 9.1%（同１／１１）となっている。 

上記した輸送用機械器具製造事業所シェアの概数を５時点時系列で列記すると、０％－

０％－６％－１１％－９％となっている。 

八束村は昭和３５年以降２時点において０％を示し、同５５年に６％となり、平成２年

に１１％とピ－クを迎え、同１２年には９％となっている。 

上記した事業所シェアの特化係数をみると、昭和５５年に 1.59、平成２年に 2.85、同１

２年に 1.78 となってる。 

（２） 蒜山地域 

上述した４か町村の総体である蒜山地域における工業事業所数の業種別構成割合（以下、

事業所シェア）の昭和３５年以降１０年刻み５時点間における推移状況を真庭郡及び岡山

県と対比し、業種別に記述すると以下のとおりである。 

① 食料品・飲料等製造業 

昭和３５年における食料品・飲料等製造事業所シェアは、蒜山地域 41.7% （該当事業所

数１０か所／事業所総数２４か所）、真庭郡 40.4% （同８４／２０８）、岡山県 19.0% 

（同 2,073 ／10,899）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.3 ポイント、岡山県を 22.7 ポイン

ト上回っている。 

昭和４５年における同事業所シェアは、蒜山地域 53.3% （同８／１５）、真庭郡 27.9% 

（同５６／２０１）、岡山県 13.8% （同 1,873 ／13,594）となり、蒜山地域は真庭郡を

25.4 ポイント、岡山県を 39.5 ポイント上回っている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 25.7% （同９／３５）、真庭郡 27.0% 

（同７６／２８１）、岡山県 12.7% （1,552／12,202）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.3 

ポイント、岡山県を 13.0 ポイント上回っている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 30.6% （同１１／３６）、真庭郡 18.9% 

（同４６／２４４）、岡山県 11.9% （同８５０/7,125）となり、蒜山地域は真庭郡を 11.7

ポイント、岡山県を 18.7 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 42.9% （同１２／２８）、真庭郡 19.6% 

（同３６／１８４）、岡山県 12.1% （同６５６／5,435 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 23.3
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ポイント、岡山県を 30.8 ポイント上回っている。 

上記した事業所シェアの５時点間における推移過程をみると、蒜山地域は昭和４５年に

ピ－クを迎えた後縮小に転じ、同５５年に最低を記録し、その後は拡大に向かい、平成１

２年には昭和３５年の水準を僅かながら上回り、その拡大率は 2.9%となっている。一方、

真庭郡と岡山県の場合は縮小過程を推移し、その縮小率はそれぞれ 51.5% 、36.3% となっ

ている。 

以上で記述した食料品・飲料等製造業事業所シェアの概数（少数点以下四捨五入）を昭

和３５年－同４５年－同５５年－平成２年－同１２年の５時点時系列で示すと以下のとお

りである。なお、概数０％は該当事業所不在、0.0%は 0.5%未満を示す。 

蒜山地域：４２％－５３％－２６％－３１％－４３％ 

真庭郡：４０％－２８％－２７％－１９％－２０％ 

岡山県：１９％－１４％－１３％－１２％－１２％ 

蒜山地域における同事業所シェアは、昭和３５年に４２％を示し、同４５年に５３％と

ピ－クを迎え、同５５年に２６％と最低を記録した後は拡大に向かい、平成１２年に４３

％となり、拡大－縮小－拡大パタ－ンで推移している。 

真庭郡と岡山県の場合は縮小－横ばいパタ－ンで推移している。すなわち、真庭郡は昭

和３５年に４０％となり、その後は縮小し、同４５年以降２時点は２８～２７％、平成年

代両時点は１９～２０％とほぼ横ばい状態になっている。 

岡山県は昭和３５年に１９％となり、その後の縮小過程において同４５年以降２時点は

１４～１３％、平成年代両時点は１２％の横ばい状態となっている。 

上記した事業所シェアの昭和３５年～平成１２年間における推移過程において、同シェ

アは蒜山地域においては 2.9%拡大し、反対に真庭郡と岡山県の場合は縮小し、その縮小率

はそぞれ 51.5% 、36.3% となっている。 

次に蒜山地域における事業所シェアの特化係数（岡山県＝1.00）をみると、５時点にお

いて 2.02～3.86 の範囲で推移し、一方、真庭郡の場合は 1.59～2.13 の範囲で推移し、岡

山県レベルを超えているが、蒜山地域を下回っている。 

② 繊維工業 

昭和３５年における繊維工業事業所は蒜山地域に存在しない。一方、真庭郡における同

事業所シェアは 1.0%（該当事業所数２か所／事業所総数２０８か所）、岡山県の場合は

10.9%（同 1,186 ／10,899）となっている。 

昭和４５年における同事業所シェアは、蒜山地域 6.7%（同１／１５）、真庭郡 6.0%（同

１２／２０１）、岡山県 13.5% （同 1,840 ／13,594）となり、蒜山地域は真庭郡を僅差な

がら 0.7 ポイント上回り、反対に岡山県を 6.8 ポイント下回っている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 14.3% （同５／３５）、真庭郡 7.1%

（同２０／２８１）、岡山県 12.7% （同 1,551／12,202）となり、蒜山地域は岡山県を 1.6 

ポイント、真庭郡を 7.2 ポイント上回っている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 5.6%（同２／３６）、真庭郡 7.4%（同１

８／２４４）、岡山県 7.6%（同５４１／7,125 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.8 ポイン

ト、岡山県を 2.0 ポイント下回っている。 

平成１２年における同事業所は蒜山地域および真庭郡には存在しない。一方、岡山県に

おける同シェアは 4.5%（同２４２／5,435 ）となっている。 

以上で記述した繊維工業事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下のとおりであ

る。 

蒜山地域： ０％－ ７％－１４％－６％－０％ 

真庭郡： １％－ ６％－ ７％－７％－０％ 

岡山県：１１％－１４％－１３％－８％－５％ 

蒜山地域における同事業所シェアは昭和３５年に０％、同４５年に７％となり、その後

拡大し、同５５年に１４％とピ－クを迎え、平成２年には６％となり、同１２年は０％を

記録し、該当３時点において拡大－縮小パタ－ンを展開している。 

真庭郡の場合は昭和３５年に１％を占め、同５５年に７％とピ－クに達し、平成２年に
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は横ばい状態となり、同１２年には０％となり、該当４時点において拡大－横ばいパタ－

ンで推移している。 

岡山県の場合は昭和３５年に１１％となり、同４５年に１４％とピ－クを迎え、同５５

年に１３％とほぼ横ばい状態となり、その後は縮小に転じ、平成１２年に５％を記録し、

該当５時点間において拡大－横ばい－縮小の推移パタ－ンを展開している。 

上記した蒜山地域における事業所シェアの特化係数をみると、昭和４５年と平成２年の

両時点はそれぞれ 0.50、0.74 を示し、岡山県レベルを下回っているが、昭和５５年の時点

では 1.13 となり、岡山県レベルを僅差ながら超えている。一方、真庭郡の場合は該当４時

点において 0.09～0.97 の範囲で推移し、その係数は時点の進行とともに上昇している。 

③ 衣服・その他の繊維製品製造業 

昭和３５年における衣服・その他の繊維製品製造業は蒜山地域および真庭郡に存在しな

い。一方、岡山県における同事業所シェアは 12.7% （該当事業所数 1,384 か所／事業所総

数 10,899 か所）となっている。 

昭和４５における同事業所シェアは、蒜山地域 6.7%（同１／１５）、真庭郡 9.0%（同１

８／２０１）、岡山県 19.7% （同 2,679 ／13,594）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.3 ポ

イント、岡山県を 13.0 ポイント下回っている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 25.7% （同９／３５）、真庭郡 17.4% 

（同４９／２８１）、岡山県 18.4% （同 2,250 ／12,202）となり、蒜山地域は岡山県を

7.3 ポイント、真庭郡を 8.3 ポイント上回っている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 22.2% （同８／３６）、真庭郡 21.3% 

（同５２／２４４）、岡山県 22.1% （同 1,578／7,125 ）となり、蒜山地域は岡山県を 0.1 

ポイント、真庭郡を 0.9 ポイントと僅差ながら上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 17.9% （同５／２８）、真庭郡 17.4% 

（同３２／１８４）、岡山県 17.1% （同９２９／5,435 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 0.5 

ポイント、岡山県を 0.8 ポイントと僅差ながら上回っている。 

上述した衣服・その他の繊維製品製造事業所シェアの概数を５時点時系列で記すると以

下のとおりである。 

蒜山地域： ０％－ ７％－２６％－２２％－１８％ 

真庭郡： ０％－ ９％－１７％－２１％－１７％ 

岡山県：１３％－２０％－１８％－２２％－１７％ 

以上のように蒜山地域および真庭郡における同事業所シェアは昭和３５年に０％、同４

５年に前者は７％、後者は９％を示している。その後、蒜山地域は昭和５５年に２６％と

ピ－クを迎え、その後における縮小過程において平成年代両時点間に２２％から１８％に

縮小している。一方、真庭郡の場合は平成２年に２１％とピ－クに達し、同１２年に１７

％に縮小している。 

岡山県の場合は昭和３５年に１３％となり、その後は拡大基調で推移し、平成２年に２

２％とピ－クに達し、同１２年に１７％に縮小している。 

上記のように蒜山地域、真庭郡、岡山県における同事業所シェアは、ピ－クを迎える時

点は３者間に違いがあるものの、その推移過程は共通して拡大－縮小パタ－ンとなってい

る。そのような推移過程のもとで、蒜山地域と真庭郡は昭和４５年～平成１２年の４時点

間、岡山県は昭和３５年～平成１２年の５時点間において、同事業所シェアは全体的に拡

大し、その拡大率は蒜山地域 167.2%、真庭郡 93.3% 、岡山県 34.6% の順になっている。 

上述の蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、昭和４５年の時点を除く

他の３時点において 1.00 を上回り、その範囲は 1.00～1.40 となり、同４５年は 0.34 とな

っている。一方、真庭郡の場合は平成１２年に 1.00 を僅差ながら上回り、他の時点では

1.00 を下回り、その範囲は 0.46～0.96 となっている。 

④ 木材・木製品製造業 

昭和３５年における材木・木製品製造事業所シェアは、蒜山地域 41.7% （該当事業所数

１０か所／事業所総数２４か所）、真庭郡 36.5% （同７６／２０８）、岡山県 7.1%（同７

７２／10,899）となり、蒜山地域は真庭郡を 5.2 ポイント、岡山県を 34.6 ポイント上回
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っている。 

昭和４５年における同事業所シェアは、蒜山地域 13.3% （同２／１５）、真庭郡 29.9% 

（同６０／２０１）、岡山県 4.8%（同６５５／13,594）となり、蒜山地域は真庭郡を 16.6

ポイント下回り、反対に岡山県を 8.5 ポイント上回っている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 5.7%（同２／３５）、真庭郡 16.7% 

（同４７／２８１）、岡山県 4.5%（同５４６／12,202）となり、蒜山地域は真庭郡を 11.0

ポイント下回り、反対に岡山県を 1.2 ポイント上回っている。 

平成２年における同事業所は蒜山地域には存在しない。一方、真庭郡における同事業所

シェアは 13.5% （同３３／２４４）、岡山県 4.0%（同２８４／7,125 ）となっている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 3.6%（同１／２８）、真庭郡 19.0% 

（同３５／１８４）、岡山県 3.4%（同１８４／5,435 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 15.4

ポイント下回り、反対に岡山県を僅差ながら 0.2 ポイント上回っている。 

上述した木材・木製品製造事業所シェアの概数を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：４２％－１３％－ ６％－ ０％－ ４％ 

真庭郡：３７％－３０％－１７％－１４％－１９％ 

岡山県： ７％－ ５％－ ５％－ ４％－ ３％ 

以上のように蒜山地域における同事業所シェアは昭和３５年に４２％と高水準を示し、

その後の縮小過程において同４５年に１３％と著しく縮小し、さらに平成２年には０％と

なり、同１２年には４％となっている。 

真庭郡の場合は昭和３５年に３７％となり、その後の縮小基調の過程において、同４５

年は緩やかな縮小で３０％となり、同５５年以降２時点間において１７％から１４％と最

低水準に縮小し、平成１２年には１９％と幾分拡大している。 

岡山県の場合は昭和３５年に７％となり、その後は緩やかに縮小し、平成１２年に３％

と最低水準を記録している。 

上記したように蒜山地域、真庭郡、岡山県における同事業所シェアは縮小パタ－ンで推

移し、５時点間における縮小率は、蒜山地域 91.4% 、岡山県 52.1% 、真庭郡 47.9% の順

になり、蒜山地域は著しく高くなっている。 

上述の蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、昭和３５年に 5.87 とな

り、その後は低下し、平成１２年に 1.06 を示している。一方、真庭郡の場合は非常に高く、

しかも５時点間変動が大きく 3.38～6.23 の範囲となっている。 

⑤ 出版・印刷・同関連産業 

昭和３５年における出版・印刷・同関連産業事業所シェアは、蒜山地域 4.2%（該当事業

所数１か所／事業所総数２４か所）、真庭郡 2.9%（同６／２０８）、岡山県 2.0%（同２２

３／10,899）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.3 ポイント、岡山県を 2.2 ポイント上回って

いる。 

昭和４５年における同事業所シェアは、蒜山地域 6.7%（同１／１５）、真庭郡 3.5%（同

７／２０１）、岡山県 2.9%（同３９０／13,594）となり、蒜山地域は真庭郡を 3.2 ポイン

ト、岡山県を 3.8 ポイント上回っている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 2.9%（同１／３５）、真庭郡 4.6%（同

１３／２８１）、岡山県 3.9%（同４７０／12,202）となり、蒜山地域は岡山県を 1.0 ポイ

ント、真庭郡を 1.7 ポイント上回っている。 

平成２年における同事業所は蒜山地域に存在せず、他方、真庭郡における同事業所シェ

アは 2.5%（同６／２４４）、岡山県は 4.1%（同２９２／7,125 ）となっている。 

平成１２年における同事業所は蒜山地域には存在しない。真庭郡における同事業所シェ

アは 2.2%（同４／１８４）、岡山県は 4.9%（同２６５／5,435 ）となっている。 

上記した蒜山地域における事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下のとおりで

ある。 

蒜山地域：４％－７％－３％－０％－０％ 

真庭郡：３％－４％－５％－３％－２％ 
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岡山県：２％－３％－４％－４％－５％ 

蒜山地域における同事業所シェアは昭和３５年に４％となり、同４５年に７％とピ－ク

に達し、その後は縮小に転じ、同５５年に３％となり、平成年代両時点には０％となって

いる。 

真庭郡の場合は昭和３５年に３％となり、その後は蒜山地域と同様に拡大し、同５５年

に５％とピ－クに達し、平成年代両時点間において３％から２％に縮小している。 岡山

県の場合は昭和３５年に２％となり、その後は僅差ながら拡大し、平成１２年に５％と最

高水準を示している。 

上記した蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、昭和３５～４５年間の

２時点でそれぞれ 2.10、2.31 となり、岡山県レベルを超えているが、同５５年には 0.74

となっている。一方、真庭郡の場合は昭和年代の３時点間において 1.45 から 1.18 に下降

し、蒜山地域のレベルを下回るものの岡山県レベルを超えている。しかし、平成年代間の

２時点間において 0.61 から 0.49 に下降している。 

⑥ なめし革・同製品・毛皮製造業 

なめし革・同製品・毛皮製造事業所は昭和３５年、同４５年の両時点において蒜山地域

および真庭郡には存在しない。一方、岡山県におる同事業所シェアは昭和３５年に 0.3%（該

当事業所数３２か所／事業所総数 10,899 か所）、同４５年には 0.5%（同６４／13,594）

となっている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 2.9%（同１／３５）、真庭郡 0.7%（同

２／２８１）、岡山県 0.6%（同６９／12,202）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.2 ポイント、

岡山県を 2.3 ポイント上回っている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 2.8%（同１／３６）、真庭郡 1.6%（同４

／２４４）、岡山県 0.5%（同３９／7,125 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 1.2 ポイント、

岡山県を 2.3 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 3.6%（同１／２８）、真庭郡 1.1%（同

２／１８４）、岡山県 0.3%（同１８／5,435 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.5 ポイント、

岡山県を 3.3 ポイント上回っている。 

上述した、なめし革・同製品・毛皮製造事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以

下のとおりである。 

蒜山地域：０％－０％－３％－３％－４％ 

真庭郡：０％－０％－１％－２％－１％ 

岡山県：0.0%－１％－１％－１％－0.0%  

以上のように蒜山地域における同事業所シェアは昭和３５～４５年間の２時点は０％、

同５５年には３％となり、平成年代の両時点間において３％から僅差ながら４％に拡大し

ている。 

真庭郡の場合は昭和３５年、同４５年の両時点において蒜山地域と同様に０％を示し、

同５５年に１％となり、平成年代両時点においては２％から僅差ながら１％に縮小してい

る。 

岡山県の場合は昭和３５年と平成１２年の両時点において１％を大きく割込み、他の３

時点は１％となっている。 

上記した蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、該当３時点において

4.83～12.00 の範囲を上昇し、平成１２年に最高となっている。一方、真庭郡における同係

数は該当３時点において 1.16～3.67 の範囲を上昇している。 

⑦ ゴム製品製造業 

ゴム製品製造事業所の存在は、蒜山地域では平成年代の両時点、真庭郡では昭和４５年

以降４時点、岡山県では同３５年以降５時点において認められる。 

昭和３５年における岡山県の同事業所シェアは 0.4%（該当事業所数３８か所／事業所総

数 10,899 か所）となっている。 

昭和４５年における同事業所シェアは、真庭郡 0.5%（同１／２０１）、岡山県 0.8%（同

１０５／13,594）となっている。 
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昭和５５年における同事業所シェアは、真庭郡 1.8%（同５／２８１）、岡山県 1.0%（同

１１７／12,202）となっている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 8.3%（同３／３６）、真庭郡 2.0%（同５

／２４４）、岡山県 1.9%（同１３４／7,125 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 6.3 ポイント、

岡山県を 6.4 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 7.1%（同２／２８）、真庭郡 2.2%（同

４／１８４）、岡山県 1.8%（同９８／5,435 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 4.9 ポイント、

岡山県を 5.3 ポイント上回っている。 

上述したゴム製品製造事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下のとおりであ

る。 

蒜山地域：０％－０％－０％－８％－７％ 

真庭郡：０％－１％－２％－２％－２％ 

岡山県：0.0%－１％－１％－２％－２％ 

蒜山地域におけるゴム製造事業の発達は昭和年代３時点においてみられないが、平成２

年に同事業所シェアは８％となり、後述の真庭郡および岡山県の２％をかなり上回り、同

１２年の時点は７％とほぼ横ばい状態となっている。 

真庭郡における同事業は昭和４５年に認められ、その事業所シェアは１％を占め、その

後は２％と横ばい状態となっている。 

岡山県における同事業の発達は昭和３５年の時点でみられるものの同事業所シェアは１

％を割り込み、同４５年に１％となり、平成年代両時点には僅差ながら２％に拡大してい

る。 

蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、平成年代両時点においてそれぞ

れ 4.37、3.94 となり、岡山県レベルを大きく上回っている。一方、真庭郡の場合は昭和４

５年の時点で 0.63 と 1.00 を下回っているが、他の３時点はそれぞれ 1.80、1.05、1.22

と岡山県レベルを超えている。 

⑧ 窯業・土石 製品製造業 

昭和３５年における窯業・土石製品製造事業所シェアは、蒜山地域 12.4% （該当事業所

数３か所／事業所総数２４か所）、真庭郡 5.8%（同１２／２０８）、岡山県 4.6%（同５０

１／10,899）となり、蒜山地域は真庭郡を 6.6 ポイント、岡山県を 7.8 ポイント上回って

いる。 

昭和４５年における同事業所シェアは、蒜山地域 13.3% （同２／１５）、真庭郡 6.0%

（同１２／２０１）、岡山県 4.6%（同６２６／13,594）となり、蒜山地域は真庭郡を 7.3 

ポイント、岡山県を 8.7 ポイント上回っている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 11.4% （同４／３５）、真庭郡 4.6%

（同１３／２８１）、岡山県 5.9%（同７１９／12,202）となり、蒜山地域は岡山県を 5.5 

ポイント、真庭郡を 6.8 ポイント上回っている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 8.3%（同３／３６）、真庭郡 4.5%（同１

１／２４４）、岡山県 6.7%（同４７９／7,125 ）となり、蒜山地域は岡山県を 1.6 ポイン

ト、真庭郡を 3.8 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 10.7% （同３／２８）、真庭郡 6.0%

（同１１／１８４）、岡山県 7.5%（同４０９／5,435 ）となり、蒜山地域は岡山県を 3.2 

ポイント、真庭郡を 4.7 ポイント上回っている。 

上記した窯業・土石製品製造事業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下のとおり

である。 

蒜山地域：１２％－１３％－１１％－８％－１１％ 

真庭郡： ６％－ ６％－ ５％－５％－ ６％ 

岡山県： ５％－ ５％－ ６％－７％－ ８％ 

蒜山地域における事業所シェアは昭和３５年に１２％を示し、真庭郡および岡山県を著

しく上回り、同４５年に僅差ながら１３％とピ－クを迎え、その後は縮小・横ばい状態で

推移し、その過程において平成２年には８％と最低を記録し、同１２年に１１％となり、
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昭和５５年の時点における水準に戻っている。 

真庭郡の場合は昭和３５年に６％となり、その後の４時点において５～６％を繰り返し、

平成１２年に６％となっている。 

岡山県の場合は昭和３５～４５年間２時点において５％となり、その後は１ポイントの

僅差で拡大を続け、平成１２年に８％となっている。 

蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、５時点のすべてが 1.24～2.89 

の範囲にあり、そのなかで平成年代両時点は 1.24～1.43 となっている。一方、真庭郡の場

合は 0.68～1.30 の範囲となり、昭和５５年以降３時点は 1.00 を割り、0.68～0.80 の範囲

となっている。 

⑨ 電気機械器具製造業 

蒜山地域における電気機械器具製造事業所は昭和３５年、同４５年に存在しない。 

昭和３５年における同事業所シェアは、真庭郡 0.5%（該当事業所数１か所／事業所数２

０８か所）、岡山県 3.3%（同３３０／10,899）となっている。 

昭和４５年における同事業所シェアは、真庭郡 3.5%（同７／２０１）、岡山県 1.0%（同

１３７／13,594）となっている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 2.9%（同１／３５）、真庭郡 6.0%（同

１７／２８１）、岡山県 2.0%（同２４６／12,202）となり、蒜山地域は岡山県を僅差なが

ら 0.9 ポイント上回り、反対に真庭郡を 3.1 ポイント下回っている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 11.1% （同４／３６）、真庭郡 10.7% 

（同２６／２４４）、岡山県 5.5%（同３９１／7,125 ）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 5.6 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 7.1%（同２／２８）、真庭郡 9.8%（同

１８／１８４）、岡山県 5.9%（同３２０／5,435 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.7 ポイ

ント下回り、反対に岡山県を 1.2 ポイント上回っている。 

上記した電気機械器具製造事業所シェアの概数を５時点時系列で記すと以下のとおりで

ある。 

蒜山地域：０％－０％－３％－１１％－ ７％ 

真庭郡：１％－４％－６％－１１％－１０％ 

岡山県：３％－１％－２％－ ６％－ ６％ 

蒜山地域における同事業所シェアは昭和４５年まで２時点において０％と続き、同５５

年に３％となり、その後の時点における拡大－縮小過程において、平成２年に１１％とな

り、同１２年には７％を示している。 

真庭郡の場合は昭和３５年に１％となり、その後の時点における拡大－横ばい過程にお

いて、平成２年に１１％とピ－クを達し、同１２年には１０％とほぼ横ばい状態となって

いる。 

岡山県の場合は昭和３５年に３％となり、その後の４時点における縮小－拡大過程にお

いて平成年代両時点は６％と横ばい状態となっている。 

蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、該当３時点において 1.20～2.02 

の範囲内を乱高下している。一方、真庭郡の場合は昭和３５年における 0.15 を除き、他の

４時点において 1.66～3.50 の範囲内を乱高下している。 

⑩ 輸送用機械器具製造業 

昭和３５年、同４５年の両時点において蒜山地域および真庭郡に輸送用機械器具製造事

業所は存在しない。一方、岡山県における同事業所は昭和３５年以降５時点において存在

する。 

昭和３５年における岡山県の同事業所シェアは 0.9%（該当事業所数９３か所／事業所総

数 10,899 か所）、同４５年は 2.3%（同３１２／13,594）となっている。 

昭和５５年における同事業所シェアは、蒜山地域 2.9%（同１／３５）、真庭郡 0.4%（同

１／２８１）、岡山県 3.7%（同４５３／12,202）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.5 ポイン

ト上回り、反対に岡山県を僅差ながら 0.8 ポイント下回っている。 

平成２年における同事業所シェアは、蒜山地域 5.6%（同２／３６）、真庭郡 1.2%（同３
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／２４４）、岡山県 3.9%（同２７８／7,125)となり、蒜山地域は岡山県を 1.7 ポイント、

真庭郡を 4.4 ポイント上回っている。 

平成１２年における同事業所シェアは、蒜山地域 3.6%（同１／２８）、真庭郡 1.1%（同

２／１８４）、岡山県 5.1%（同２７５／5,435 ）となり、蒜山地域は真庭郡を 2.5 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。 上記した輸送用機械器具製造事

業所シェアの概数を５時点時系列で示すと以下のとおりである。 

蒜山地域：０％－０％－３％－６％－４％ 

真庭郡：０％－０％－0.0%－１％－１％ 

岡山県：１％－２％－４％－４％－５％ 

蒜山地域における事業所シェアは昭和４５年まで２時点は０％となり、同５５年に３％

となり、その後の２時点は拡大－縮小過程にあり、平成年代両時点間に６％から４％に縮

小している。 

真庭郡の場合は蒜山地域と同様に昭和４５年まで２時点において０％となり、同５５年

に１％を割込み、平成年代両時点は１％の横ばい状態となっている。 

岡山県の場合は昭和３５年に１％となり、その後の４時点間に２％から５％に拡大して

いる。 

蒜山地域における同事業所シェアの特化係数をみると、該当３時点のうち平成２年は

1.44 と岡山県レベルを超えているが、他の２時点はそれぞれ 0.78、0.71 となっている。

一方、真庭郡の場合は、該当３時点において岡山県レベルを大きく下回り、0.11～0.32 の

範囲内を変動している。 

 

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事業所数割合業種別事業所数割合業種別事業所数割合業種別事業所数割合のののの推移推移推移推移 

前項では産業中分類に基づく１０種類の業種ごとに事業所数割合の昭和３５年～平成１

２年間１０年刻み５時点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総体としての蒜山地域、そして比較のため真庭郡及び岡山県にお

ける事業所の業種構成の推移状況をみるため、１０種類の業種別事業所数割合の概数（小

数点以下四捨五入）を前項と同じ５時点に亘り、「食料品・飲料等製造業」－「繊維工業」

－「衣服・その他の繊維製品製造業」－「木材・木製品製造業」－「出版・印刷・同関連

産業」－「なめし革・同製品・毛皮製造業」－「ゴム製品製造業」－「窯業・土石製品製

造業」－「電気機械器具製造業」－「輸送用機械器具製造業」の順に以下に列記する。な

お、概数０％は該当事業所の不在、0.0%は業種別構成割合 0.5%未満の表示である。 

（１）４か町村 

(1) 川上村 

昭和３５年 

０％－ ０％－ ０％－３３％－０％－０％－０％－６７％－０％－０％ 

同４５年 

１００％－ ０％－ ０％－ ０％－０％－０％－０％－ ０％－０％－０％ 

同５５年 

０％－８０％－２０％－ ０％－０％－０％－０％－ ０％－０％－０％ 

平成 ２年 

０％－６７％－３３％－ ０％－０％－０％－０％－ ０％－０％－０％ 

同１２年 

５６％－ ０％－３３％－１１％－０％－０％－０％－ ０％－０％－０％ 

上記したように５時点における事業所の業種別構成割合の推移動向は次のように要約さ

れる。 

昭和３５年には窯業・土石製品製造業は６７％と首位に立ち、次いで木材・木製品製造

事業の３３％となっている。 

昭和４５年には食料品・飲料等製造事業が１００％と突出している。 

昭和５５年には繊維工業が８０％、衣服・その他繊維製品製造業が２０％となっている。 

平成２年には繊維工業が前時点より１３ポイント縮小して６７％、衣服・その他の繊維
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製品製造業が１３ポイント拡大して３３％となっている。 

平成１２年には昭和５５年以降２時点において０％であった食料品・飲料等製造業が５

６％と首位に立ち、次いで衣服・その他の繊維製品製造業が前時点と変わらず３３％と続

き、一方、新規に木材・木製品製造業が加わり１１％を占めている。 

以上で記述したように川上村における事業所の構成業種数が後記の中和村とともに八束

村や湯原町に比べて少ない点は特徴的である。 

(2) 八束村 

昭和３５年 

６０％－０％－ ０％－２０％－０％－０％－ ０％－２０％－０％－ ０％ 

同４５年 

５０％－０％－ ０％－１７％－０％－０％－ ０％－３３％－０％－ ０％ 

同５５年 

４１％－０％－１２％－１２％－０％－６％－ ０％－ ６％－６％－ ６％ 

平成 ２年 

５０％－０％－１７％－ ０％－０％－０％－１１％－ ６％－６％－１１％ 

同１２年 

５５％－０％－ ９％－ ０％－０％－０％－ ０％－ ９％－９％－ ９％ 

上記した５時点における事業所の業種別構成は次のように要約される。 

昭和３５年には食料品・飲料等製造事業が６０％と首位に立ち、次いで木材・木製品製

造事業および窯業・土石製品製造業がともに２０％を占めている。 

昭和４５年には前時点における３業種の構成割合に変化が起こり、食料品・飲料等製造

事業は１０ポイント縮小して５０％、窯業・土石製品製造業は１３ポイント拡大して３３

％、木材・木製品製造業は３ポイント縮小して１７％となっている。 

昭和５５年における業種は前時点の３業種の他に４業種が加わり、その構成割合に変化

が起こっている。すなわち、食料品・飲料等製造事業は９ポイント縮小して４１％、木材

・木製品製造業は５ポイント縮小して１２％、窯業・土石製品製造業は２７ポイント縮小

して６％を占めている。一方、新たに４業種が加わり、衣服・その他の繊維製品製造業は

１２％ なめし革・同製品・毛皮製造業、電気機械器具製造業および輸送用機械器具製造

業は共に６％を占めている。 

平成２年における首位の業種は食料品・飲料等製造業で、前時点より９ポイント拡大し

て５０％、次いで衣服・その他の繊維製品製造業が５ポイント拡大して１７％、輸送用機

械器具製造業は５ポイント拡大して１１％、窯業・土石製品製造業と電気機械器具製造業

は前時点と変わらず６％となり、新規のゴム製品製造業が１１％を占めている。一方、前

時点における木材・木製品製造業は脱落している。 

平成１２年には首位に立つ食料品・飲料等製造業は前時点より５ポイント拡大して５５

％、次いで衣服・その他の繊維製品製造業は８ポイント縮小して９％、窯業・土石製品製

造業および電気機械器具製造業は３ポイント拡大して９％、反対に輸送用機械器具製造業

は３ポイント縮小して９％となっている。一方、前時点におけるのゴム製品製造業は脱落

している。 

以上で記述したように、八束村における事業所の業種別構成において、食料品・飲料等

製造業が５時点間において首位に立ち、その構成割合は昭和５５年における最低の４１％

を除き、他の４時点では５０～６０％と比較的高い水準を占め、また、窯業・土石製品製

造業も５時点に亘って分布し、同３５年以降２時点においてそれぞれ２０％、３３％と第

２位を占めている等の諸点は特徴的である。 

(3) 中和村 

昭和３５年 

０％－０％－ ０％－１００％－０％－０％－ ０％－ ０％－ ０％－０％ 

同４５年 

０％－０％－ ０％－  ０％－０％－０％－ ０％－ ０％－ ０％－０％ 

同５５年 
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０％－０％－６７％－  ０％－０％－０％－ ０％－３３％－ ０％－０％ 

平成 ２年 

０％－０％－３３％－  ０％－０％－０％－３３％－ ０％－３３％－０％ 

同１２年 

０％－０％－５０％－  ０％－０％－０％－５０％－ ０％－ ０％－０％ 

上記した５時点における事業所の業種別構成は次のように要約される。なお、昭和４５

年における業種に関しては統計資料では０％となっている。 

昭和３５年は木材・木製品製造事業が１００％を占めている。 

昭和５５年における首位は衣服・その他の繊維製品製造業で６７％を占め、次いで窯業

・土石製品製造業が３３％となっている。 

平成２年には前時点の２種業種の構成割合に変化が起こり、衣服・その他の繊維製品製

造業は３４ポイント縮小して３３％となっている。一方、窯業・土石製品製造業は０％と

なり、また、新規にゴム製品製造業と電気機械器具製造業が加わり、ともに３３％を占め

ている。 

平成１２年における業種は衣服・その他の繊維製品事業とゴム製品製造業の２本立てと

なり、各５０％を占めている。 

(4) 湯原町 

昭和３５年 

５４％－ ０％－ ０％－３９％－ ８％－ ０％－ ０％－ ０％－ ０％－０％ 

同４５年 

４３％－１４％－１４％－１４％－１４％－ ０％－ ０％－ ０％－ ０％－０％ 

同５５年 

２０％－１０％－４０％－ ０％－１０％－ ０％－ ０％－２０％－ ０％－０％ 

平成 ２年 

１７％－ ０％－２５％－ ０％－ ０％－ ８％－ ０％－１７％－１７％－０％ 

同１２年 

１７％－０ ％－ ０％－ ０％－ ０％－１７％－１７％－３３％－１７％－０％ 

以上で記述した５時点における事業所の業種別構成は次のように要約される。 

昭和３５年には食料品・飲料等製造事業が５４％と首位に立ち、次いで木材・木製品製

造業３９％、出版・印刷・同関連産業８％と続いている。 

昭和４５年には前時点における３業種の他に２業種が加わり、その構成割合に変化が起

こっている。すなわり、前時点と比べて食料品・飲料等製造業は１１ポイント縮小するも

のの４３％と首位し立ち、次いで木材・木製品製造業は２５ポイント縮小して１４％とな

り、一方、出版・印刷・同関連産業は６ポイイント拡大して１４％となり、これら業種以

外に繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業の２業種が加わり、いずれも１４％を占め

ている。 

昭和５５年には前時点の構成割合と比べて衣服・その他の繊維製品製造業が２６ポイン

ト拡大して４０％と首位に立ち、次いで食料品・飲料等製造業は２３ポイント縮小して２

０％となり、新たに窯業・土石製品製造業が加わり２０％を占め、また、既存の繊維工業

および出版・印刷・同関連産業は共に４ポイント縮小して１０％となっている。 

平成２年には衣服・その他の繊維製品製造業が前時点に比べて１５ポイント縮小するも

のの２５％と首位を維持し、次いで既存の食料品・飲料等製造業および窯業・土石製品製

造業が３ポイント縮小してともに１７％、新規の電気機械器具製造業及びなめし革・同製

品・毛皮製造業が加わって、それぞれ１７％、８％を占めている。 

平成１２年には窯業・土石製品製造業が前時点より１６ポイント拡大して３３％と首位

に立ち、それに既存の食料品・飲料等製造業および電気機械器具製造業が共に１７％、な

めし革・同製品．毛皮製造業が前時点より９ポイント拡大して１７％、新規のゴム製品製

造業は１７％を占めている。 

上記したように湯原町における事業所の業種別構成において、食料品・飲料等製造業が

５時点に亘って分布し、昭和３５年以降２時点において首位を占め、また、構成業種数が
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他の３か村と比べて多い点は特徴的である。 

（２） 蒜山地域 

昭和３５年 

４２％－ ０％－ ０％－４２％－４％－０％－０％－１２％－ ０％－０％ 

同４５年 

５３％－ ７％－ ７％－１３％－７％－０％－０％－１３％－ ０％－０％ 

同５５年 

２６％－１４％－２６％－ ６％－３％－３％－０％－１１％－ ３％－３％ 

平成 ２年 

３１％－ ７％－２２％－ ０％－０％－３％－８％－ ８％－１１％－６％ 

同１２年 

４３％－ ０％－１８％－ ４％－０％－４％－７％－１１％－ ７％－４％ 

上記したように蒜山地域における５時点に亘る事業所の業種別構成は次のように要約さ

れる。 

昭和３５年には食料品・飲料等製造業と木材・木製品製造業がともに４２％を占めて首

位に立ち、次いで窯業・土石製品製造業が１２％、出版・印刷・同関連産業４％と続いて

いる。 

昭和４５年には食料品・飲料等製造業が前時点に比べて１１ポイント拡大して５３％と

首位に立ち、次いで木材・木製品製造業が２９ポイント縮小して１３％、窯業・土石製品

製造業が１ポイント拡大して１３％、出版・印刷・関連産業は３ポイントイ拡大して７％

と続いている。さらに新規業種としての繊維工業及びび衣服・その他の繊維製品製造業が

共に７％を占めている。 

昭和５５年には食料品・飲料等製造業が前時点に比べて２７ポイント縮小して２６％、

反対に衣服・その他の繊維製品製造業は１９ポイント拡大して２６％を占め、両者は首位

に立っている。次いで繊維工業が７ポイント拡大して１４％、窯業・土石製品製造業が２

ポイント縮小して１１％、さらに木材・木製品製造業が７ポイント縮小して６％、出版・

印刷・同関連産業が４ポイント縮小して３％と続いている。一方、新規になめし革・同製

品・毛皮製造業、電気機械器具製造業および輸送用機械器具製造業の３種が加わり、９％

を３等分している。 

平成２年には食料品・飲料等製造業が前時点より５ポイント拡大し３１％と首位に立ち、

次いで衣服・その他の繊維製品製造業が４ポイント縮小して２２％、電気機械器具製造業

が８ポイント拡大して１１％、窯業・土石製品製造業が３ポイント縮小して８％、輸送用

機械器具製造業が３ポイント拡大して６％、なめし革・同製品・毛皮製造業は変化なく３

％と続いている。一方、ゴム製品製造業が新規に加わり、８％を占めている。 

平成１２年には食料品・飲料等製造業が前時点より１２ポイント拡大して４３％と首位

に立ち、次いで衣服・その他の繊維製造業が４ポイント縮小して１８％、窯業・土石製品

製造業が３ポイント縮小して１１％、ゴム製品製造業および電気機械器具製造業がそれぞ

れ１ポイント、４ポイント縮小して７％、なめし革・同製品・毛皮製造業は１ポイント拡

大して４％、輸送用機械器具製造業は２ポイント縮小して４％と続いている。一方、木材

・木製品製造業が新規に加わり４％を占めている。 

（３） 真庭郡 

昭和３５年 

４０％－１％－ ０％－３７％－３％－０％－０％－６％－ １％－０％ 

同４５年 

２８％－６％－ ９％－３０％－４％－０％－１％－６％－ ４％－０％ 

同５５年 

２７％－７％－１７％－１７％－５％－１％－２％－５％－ ６％－0.0% 

平成 ２年 

１９％－７％－２１％－１４％－３％－２％－２％－５％－１１％－１％ 

同１２年 
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２０％－０％－１７％－１９％－２％－１％－２％－６％－１０％－１％ 

上記した真庭郡における５時点に亘る事業所の業種別構成は次のように要約される。 

昭和３５年には食料品・飲料等製造業が４０％と首位に立ち、それに木材・木製品製造

業が３７％と僅差で迫っている。これらに次いで窯業・土石製品製造業６％、出版・印刷

・同関連産業３％、繊維工業および電気機械器具製造業各１％と続いている。 

昭和４５年に首位に立つ業種は木材・木製品製造業で前時点より７ポイント縮小して３

７％、次いで食料品・飲料等製造業が１２ポイント縮小して２８％と続いている。さらに、

繊維工業は５ポイント拡大して６％、窯業・土石製品製造業は前時点と変わりなく６％、

出版・印刷・同関連産業と電気機械器具製造業はそれぞれ１ポイント、３ポイント拡大し

て４％を占めている。一方、新規に衣服・その他の繊維製品製造業およびゴム製品製造業

が加わり、それぞれ９％。１％を占めている。 

昭和５５年には食料品・飲料等製造業が前時点より僅差ながら１ポイント縮小し２７％

と首位に立ち、次いで木材・木製品製造業が１３ポイント縮小し１７％、衣服・その他の

繊維製品製造業は８ポイント拡大して１７％となっている。さらに繊維工業は１ポイント

縮小し７％、電気機械器具製造業は２ポイント拡大し６％、出版・印刷・同関連産業は１

ポイント拡大し５％、窯業・土石製品製造業は１ポイント縮小し５％、ゴム製品製造業は

１ポイント拡大して２％となってる。一方、なめし革・同製品・毛皮製造業および輸送用

機械器具製造業が新規に加わり、それぞれ１％、0.4%以下となっている。 

平成２年における業種には前時点に比べて変動はみられないが、その構成割合に変化が

次のようにみられる。 

衣服・その他の繊維製品製造業が前時点より４ポイント拡大し２１％と首位に立ち、次

いで食料品・飲料等製造業は８ポイント縮小し１９％、木材・木製品製造業は３ポイント

縮小し１４％、電気機械器具製造業は５ポイント拡大し１１％と続いている。上記以外の

業種構成割合は１０％以下で、そのうち繊維工業および窯業・土石製品製造業は前時点と

変わらずそれぞれ７％、５％、なめし革・同製品・毛皮製造業は１ポイント拡大し２％、

輸送用機械器具製造業はは 0.5 ポイント拡大し１％となっている。 

平成１２年における業種は前時点に比較し繊維工業が脱落し、他の９業種の構成割合に

は以下のように顕著な変化はみられない。 

食料品・飲料等製造業は前時点より１ポイント拡大し２０％と首位に立ち、次いで木材

・木製品製造業が５ポイント拡大して１９％、衣服・その他の繊維製品製造業は４ポイン

ト縮小して１７％と続いている。以上の３業種以外の６業種の構成割合は１０％以下とな

り、そのうち電気機械器具製造業は１ポイント縮小し１０％、窯業・土石製品製造業は１

ポイント拡大し６％、出版・印刷・同関連産業は１ポイント縮小し２％、ゴム製品製造業

および輸送用機械器具製造業には変化なくそれぞれ２％、１％、なめし革・同製品・毛皮

製造業は１ポイント縮小し１％となっている。 

（４） 岡山県 

昭和３５年 

１９％－１１％－１３％－７％－２％－0.0%－0.0%－５％－３％－１％ 

同４５年 

１４％－１４％－２０％－５％－３％－１％－１％－５％－１％－２％ 

同５５年 

１３％－１３％－１８％－５％－４％－１％－１％－６％－２％－４％ 

平成 ２年 

１２％－ ８％－２２％－４％－４％－１％－２％－７％－６％－４％ 

同１２年 

１２％－ ５％－１７％－３％－５％－0.0%－２％－８％－６％－５％ 

上記した事業所の業種別構成をみると、５時点に亘って１０業種が分布し、それらの構

成割合は次のように要約される。 

昭和３５年には食料品・飲料等製造業が１９％と首位に立ち、次いで衣服・その他の繊

維製品製造業１３％、繊維工業１１％と続いている。 
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以上の業種以外の業種は１０％以下を占め、そのうち木材・木製品製造業は７％、窯業

・土石製品製造業５％、電気機械器具製造業３％、出版・印刷・同関連産業２％、輸送用

機械器具製造業１％、なめし革・同製品・毛皮製造業およびゴム製品製造業 0.4%以下とな

っている。 

昭和４５年には衣服・その他の繊維製品製造業が前時点より７ポイント拡大し２０％と

首位に立ち、次いで食料品・飲料等製造業は５ポイント縮小して１４％、繊維工業は３ポ

イント拡大して１４％となっている。 

以上の業種を除く７業種は５％以下となり、そのうち木材・木製品製造業は２ポイント

縮小し５％、窯業・土石製品製造業は前時点と変わらず５％、出版・印刷・同関連産業お

よび輸送用機械器具製造業は１ポイント拡大しそれぞれ３％、２％、なめし革・同製品・

毛皮製造業およびゴム製品製造業は 0.5 ポイント拡大し１％、電気機械器具製造業は２ポ

イント縮小し１％となっている。 

昭和５５年に首位に立つ業種は前時点と同様に衣服・その他の繊維製品製造業で、２ポ

イント縮小して１８％、次いで食料品・飲料等製造業および繊維工業は１ポイント縮小し、

いずれも１３％と続いている。 

以上の業種を除く７業種は６％以下となり、そのうち窯業・土石製品製造業は１ポイン

ト拡大し６％、木材・木製品製造業は前時点と変わらず５％、出版・印刷・同関連産業お

おび輸送用機械器具製造業はそれぞれ１ポイント、２ポイント拡大して４％、電気機械器

具製造業は１ポイント拡大し２％、なめし革・同製品・毛皮製造業および同ゴム製品製造

業は前時点と変わらず１％となっている。 

平成２年には衣服・その他の繊維製品製造業が前時点と同様に首位に立つが、４ポイン

ト拡大し２２％、次いで食料品・飲料等製造業は１ポイント縮小し１２％となっている。

以上の業種以外の８業種は８％以下となり、そのうち繊維工業は５ポイント縮小し８％、

窯業・土石製品製造業は１ポイント拡大し７％、電気機械器具製造業は４ポイント拡大し

６％、木材・木製品製造業は１ポイント縮小し４％、出版・印刷・同関連産業および輸送

用機械器具製造業は前時点と変わらず４％、ゴム製品製造業は１ポイント拡大し２％、な

めし革・同製品・毛皮製造業は前時点と変わらず１％となっている。 

平成１２年に首位に立つ業種は前時点と変わらず衣服・その他の繊維製品製造業である

が、前時点より５ポイント縮小し１７％、次いで食料品・飲料等製造業は前時点と変わら

ず１２％と続いている。 

以上の業種を除く他の８業種は８％以下となり、そのうち窯業・土石製品製造業は１ポ

イント拡大し８％、電気機械器具製造業は前時点と変わらず６％、繊維工業は３ポイント

縮小し５％、出版・印刷・同関連産業および輸送用機械器具製造業は１ポイント拡大し共

に５％、木材・木製品製造業は１ポイント縮小し３％、ゴム製品製造業は前時点と変わら

ず２％、なめし革・同製品．毛皮製造業は 0.5 ポイント以上縮小して 0.4%以下となってい

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業種別構成割合の５時点に亘る

推移動向をまとめると以下のようである。 

⑴ 蒜山地域における食料品・飲料等製造業は５時点に亘り首位に立っている。しかし、

昭和３５年には木材・木製品製造業、また、同５５年には衣服・その他の繊維製品製造業

も首位を占めている。 

一方、岡山県における食料品・飲料等製造業は昭和３５年の１時点に限って首位に立ち、

同様に真庭郡では同３５年、同５５年、平成１２年の３時点において首位を占めている。 

⑵ 岡山県および真庭郡において、上記以外の時点で首位に立つ業種は、岡山県の場合

は昭和４５年以降４時点において衣服・その他の繊維製品製造業であり、真庭郡の場合は

昭和４５年の時点では木材・木製品製造業、平成２年の時点では衣服・その他の繊維製品

製造業となっている。 

⑶ 上記の首位に立つ業種の構成割合について、昭和３５年以降５時点に亘る推移を同

構成割合の概数でみると、蒜山地域は４２％→５３％→２６％→３１％→４３％、岡山県

は１９％→２０％→１８％→２２％→１７％、真庭郡は４０％→３０％－２７→％→２１
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％→２０％となり、蒜山地域の同構成割合は真庭郡及び岡山県を５時点に亘って上回り、

とくに同３５年の時点における岡山県との較差は顕著となっている。 

⑷ 第２位を占める業種は、蒜山地域では昭和４５年の時点は木材・木製品製造業、平

成２年と同１２年の両時点は衣服・その他の繊維製品製造業となっている。ただ、昭和４

５年の時点において窯業・土石製品製造業は第２位業種と同一構成割合となっている。な

お、上記以外の時点、すなわち昭和３５年と同５５年の両時点は既述したように２業種、

すなわり前時点は食料品・飲料等製造業と木材・木製品製造業、後時点は食料・飲料製造

業と衣服・その他の繊維製品製造業が同一割合で首位を占めている。 

岡山県における第２位業種は昭和３５年の時点では衣服・その他の繊維製品製造業、他

の４時点では食料品・飲料等製造業となっているが、同４５年と同５５年の両時点では繊

維工業が上記の第２位業種と同一構成割合となっている。一方、真庭郡の場合は昭和３５

年、同５５年、平成１２年の３時点では木材・木製品製造業、他の２時点は食料品・飲料

等製造業となり、ただ、昭和５５年の時点では衣服・その他の繊維製品製造業も上記第２

位業種と同一構成割合となっている。 

⑸ 上記した第２位を占める業種の５時点に亘る構成割合の推移をみると、蒜山地域は

４２％（第１、２位業種の構成割合は同水準）→１３％→１４％→２２→％→１８％、岡

山県は１３％→１４％（第１位、２位業種の構成割合は同水準）→１３％（第１位、２位

業種の構成割合は同水準）→１２％→１２％、真庭郡は３７％→２８％→１７％（第１位、

２位業種の構成割合は同水準）→１９％→１９％となっている。以上のように蒜山地域の

第２位業種の構成割合は岡山県を昭和３５年の時点において著しく上回り、他の４時点に

おいては全体的に接近している。 

⑹ 上述した第２位以上の業種の５時点に亘る構成割合の推移をみると、蒜山地域は８

４％→６６％→５２％→３４％→６１％、岡山県は３２％→３４％→３１％→３４％→２

９％、真庭郡は７７％→５８％→６１％→４０％→３９％となっている。 

⑺ 以上で記述した事業所の業種別構成割合の５時点に亘る推移動向から、蒜山地域に

おける事業所は岡山県に比べて上位２業種、すなわち食料品・飲料等製造業、そして木材

・木製品製造業や衣服・その他の繊維製品製造業に特化している。一方、真庭郡もまた同

様の特化傾向がみられるが、その特化程度は全体的に蒜山地域の方が上回っている。 


