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第９章 観光・リクリェ－ション地への飛躍 

本章では蒜山地域が昭和３０年代後半期に観光地としての黎明期を迎え、その後高度経

済成長と歩調を合わせて観光・リクリェ－ション地へと飛躍した軌跡について表１～１５

の資料に基づき交通環境の整備、観光客数、観光・リクリェ－ション関係施設の利用等の

視点から辿る。 

 

第第第第１１１１節節節節 蒜山地域蒜山地域蒜山地域蒜山地域をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく交通網交通網交通網交通網のののの整備整備整備整備 

 

政府の観光政策審議会答申（昭和４４年）によると、観光とは「自己の自由時間（＝余

暇）の中で、鑑賞、知識、体験、活動、休養、参加、精神の鼓舞等、生活の変化を求める

人間の基本的欲求を充足するための行為（＝レクリェ－ション）のうち、日常生活圏を離

れて異なった自然、文化等の環境のもとで行おうとする一連の行動をいう」と定義されて

いる。この定義から明らかなように、単なる「レクリェ－ション」であれば、住居や職場

の近隣で行うスポ－ツ、映画、演劇鑑賞等も含まれ、活動が行われる場所を問わないのに

対し、「観光」は日常生活圏を離れようとする「移動」を要件とするところに本質的な特

徴がある
1)

。 

したがって、自動車道、空路、鉄道等交通網の整備は、当然のことながら時間距離を短

縮し、県内外からの観光客の増大、観光誘致圏の拡大、さらに宿泊、飲食、地場産物、レ

ジャ－等観光・レクリェ－ション関連産業の事業機会を拡大させる効果を発揮する。 

平成年代当初、蒜山地域への県都からのアクセスは次のようであった。 

岡山駅始発のＪＲ津山線に沿って国道５３号線を北上し、津山市内で国道１８１号線に

入り、ＪＲ姫新線沿いに真庭郡勝山町に至り、ここで国道３１３号線を北上し、湯原町中

心地を経由し、八束村初和で津黒高原（中和村）に向かう国道４８２号線と分かれて北上

し、八束村道目木で鳥取県倉吉に向かう国道３１３号線と分かれ、国道４８２号線をその

まま西に向かうと、川上村内の上蒜山山麓三木ヶ原に至るル－トが敷設され、路線バスが

運行されている。また、鉄道路線は上述したように岡山駅から津山駅、そして津山駅から

勝山駅を結んでいる。 

本節では蒜山地域の近年における観光地への飛躍と深く関わっている交通網を岡山県内

の整備状況の視点から記述する。 

 

第第第第１１１１項項項項 高速自動車道高速自動車道高速自動車道高速自動車道のののの整備整備整備整備 

１１１１ 蒜山蒜山蒜山蒜山・・・・大山大山大山大山スカイラインスカイラインスカイラインスカイライン 

岡山県における道路交通体系整備の本格化は、昭和４５年５月制定の「地方道路公社法」

に基づき、同４６年１月に岡山県道路公社が発足した時点からである。 

しかし、蒜山・大山スカイライン（蒜山・大山有料道路）は、昭和４５年７月に岡山県

企業局が県下初の有料道路として鷲羽山スカイライン（同年５月）とともに建設したもの

である。それは観光需要の急速な高まりのなかで、岡山県が瀬戸内海国立公園の鷲羽山と

大山隠岐国立公園の蒜山高原に観光道路を建設し経営する目的のためである。蒜山・大山

スカイラインは、昭４３年９月に着工し、真庭郡川上村上福田の蒜山国民休暇村と鳥取県

江府町鏡ヶ成国民休暇村間 9.3 キロメ－トルを結ぶ高速道路で同４５年７月に開通した。

全線２車線で、蒜山三座や烏ヶ山、大山の眺望とブナ・ナラの原生林の中を通り過ぎるこ

とができる
2)

。 

２２２２ 高速自動車道高速自動車道高速自動車道高速自動車道 

わが国における基幹自動車道路網の整備は、ハイウエイ時代における都市間の骨格道路

として、昭和３５年制定の「国土開発縦貫道路法」に基づく高速自動車道の敷設に端を発

している。その後、昭和４０年に「中国横断自動車道建設法」が中国地方出身の国会議員

立法で制定されたが、他の地方でも同様の動きがあり、同４１年に「国土開発幹線自動車

道建設法」に一本化された。同法に基づき岡山県内に敷設された高速道路は中国自動車道、

山陽自動車道、米子自動車道、岡山自動車道、瀬戸中央自動車道となっている。 
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① 中国自動車道 

中国自動車道（中国縦貫自動車道）は大阪府吹田市を起点として１府５県６２町村を経

由して山口県下関市に至る、幅 20.5m 、全長 542.7km の道路で、昭和５８年３月に全線開

通となっている
3)

。岡山県内におけるインタ－チェンジは、美作、津山、落合、北房、新

見の５地点となっており、延長 114.7km で、昭和５３年１０月に開通している
3､4)

。 

② 米子自動車道と岡山自動車道 

米子自動車道は山陽と山陰を結ぶ中国横断自動車道（岡山市－落合町－米子市－境港市）

5)

のうち、落合－久世－湯原－蒜山－米子を結ぶ延長 66.5kmm の路線で、平成４年１２月

に開通している
4)

。一方、岡山自動車道は落合－北房－岡山を結ぶ延長 43.9km の路線で、

平成９年（１９９７）３月に開通している
4､5)

。 

なお、岡山自動車道を四国自動車道に結ぶ瀬戸中央自動車道（早島－児島－坂出）37.3km

（岡山県内 21.6km）の開通は平成元年４月であり、それに先立ち昭和６３年４月に瀬戸大

橋の架橋が終わっている
4､6)

。 

③ 山陽自動車道 

山陽自動車道は、大阪府吹田市を起点として、瀬戸内海沿岸諸都市を結んで山口市に至

る総延長４２６km の高速道路である
5)

。岡山県内は備前－和気－山陽－岡山－倉敷－玉島

－鴨方－笠岡を結ぶ延長 81.4km の路線で平成５年１２月に開通している
4)

。 

 

第第第第２２２２項項項項 山陽新幹線山陽新幹線山陽新幹線山陽新幹線のののの開通開通開通開通 

昭和３０年代後半期以降における高度経済成長に伴って、東海道本線と山陽本線の輸送

力不足を抜本的に改善するため新幹線建設が構想され、昭和３９年に、まず東海道新幹線

が開業した。そして山陽新幹線新大阪－岡山県間（165km ）は、同４７年３月に営業が開

始された。なお、岡山－博多間の営業は昭和５０年３月に開始された
7)

。 

 

第第第第３３３３項項項項 岡山空港岡山空港岡山空港岡山空港のののの新設新設新設新設 

岡山県における空港の歴史は、昭和３７年１０月に岡山市浦安南町に岡山国体の開催に

あわせて開港したことに始まる。同空港は「空港整備法」による第三種下級空港で、滑走

路が 1,200m と短く、プロペラ機が就航していた。開港時、全日空岡山－東京３往復、東京

－岡山－広島１往復が就航し、昭和４７年３月から岡山－松山－宮崎を結ぶ定期航空路が

開設された。しかし、霧による欠航が多く、便が不定期になりやすく、しかもプロペラ機

であるため運送業者は大阪国際空港を利用する場合が多く、また、山陽新幹線開業の影響

を受けることとなった
9)

。そこで、岡山県は地方空港が地域社会や経済の発展に重要な役

割を果たすこと、中国四国地方の広域交通の中核拠点としての地位を確保するなどの見地

から、昭和５３年に新空港を岡山市日応寺地区内に建設することを決定し、同６３年３月、

2,000m 滑走路を持つ新岡山空港（同年１２月に岡山空港と改称、なお、旧空港は岡南飛行

場と改称）を開港し、ジェット機が就航した。そして、現在の国際線旅客タ－ミナルビル

が完成した平成５年３月には滑走路が 2,500m に延長され、ジャンボジェット機の就航が可

能となり、同１３年１０月には 3,000m 滑走路の供用が開始された
8､9)

。一方、岡山空港

の完成に伴い接続道路の整備も進められている。 

 

第第第第４４４４項項項項 蒜山地域観光蒜山地域観光蒜山地域観光蒜山地域観光にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす交通網整備交通網整備交通網整備交通網整備のののの影響影響影響影響 

上記した広域交通網の整備状況を時系列で整理すると、昭和４７年３月に山陽新幹線新

大阪－岡山間開通（全線開通は昭和５０年３月）、同５０年１０月に中国自動車道吹田－

落合間、同５３年１０月に中国自動車道県内開通（全線開通は昭和５８年３月）、同６３

年３月に新岡山空港（現岡山空港）開港および山陽自動車道倉敷－福山東間開通（県内開

通は平成５年１２月、全線開通は同９年１２月）、昭和６３年４月に瀬戸大橋架橋、平成

元年４月に瀬戸中央自動車道開通、同４年１２月に米子自動車道開通、同９年３月に岡山

自動車道開通となっている。 

以上のように、岡山県における高速交通網の整備は昭和４７年に山陽新幹線が完成し、

同５３年に県北部の東西軸としての中国自動車道が開通してから１０年間は何らの進展は
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みられなかった。しかし、昭和６３年以降平成５年までに県南瀬戸内沿岸部の東西軸およ

び県の南北軸として、それぞれ山陽自動車道と米子自動車道が開通した。そして５年後、

平成９年の岡山自動車道開通は米子自動車道と連結し、瀬戸大橋（瀬戸中央自動車道）を

挟んで、鳥取県米子市から高知県南国市まで約２７０㎞が高速道路でつながり、日本海か

ら瀬戸内海を経て太平洋までの時間距離は約３時間半となっている。 

蒜山地域深奥部・蒜山高原は、昭和５０年１０月に中国自動車道落合ＩＣが整備された

時点では一般国道で北へ約５０km の位置にあり、高速自動車道沿線地域とは言えなかっ

た。しかし、平成４年１２月に米子自動車道が開通し、蒜山ＩＣが整備されるに伴い、中

国自動車道落合ＩＣとの距離は約３８km に短縮され、時間距離は３５分程度となり、蒜山

地域深奥部は高速自動車道沿線地域に立地するに至った。さらに、中国自動車道と米子自

動車道の連結により、阪神地方の吹田市－蒜山高原間の時間距離は約３時間に短縮された。 

中国自動車道と米子自動車道の連結により、蒜山高原地域は観光と農産物流通（蒜山大

根とジャ－ジ－種牛乳・乳製品）をフルに活用した地域となったのである
10) 

。一方、真

庭郡勝山町の神庭の滝自然公園は、かつては岡山県南から蒜山高原へ向かう途中の一般国

道沿いに位置し、多くの観光客を集めていたが、米子自動車道開通後はそのル－トから離

れたため、平成４～５年間の観光客数は 27.1% と減少している。しかし、蒜山高原への観

光客数は 7.6%増となっている
10) 

。 

米子自動車道と中国自動車道、岡山自動車道および瀬戸中央自動車道の連結により、蒜

山高原地域は米子、高知、岡山、阪神、広島等広範な地方からのアクセスが良くなり、そ

れら各地を出発点とする場合でも、絶好の観光地になっている。しかし反面、時間距離の

短縮効果から、これまでの宿泊型観光地が日帰り圏となる傾向は拭えない。 

蒜山地域の主要観光地蒜山高原と湯原（温泉郷）の観光客数および岡山県の総観光客数

の推移動向は次節で詳述されるが、高速自動車道が開通した前後期間中の観光客数の増減

率（△は減少）をみると以下のようである。 

昭和４９～５１年間に岡山県は△4.6%、蒜山高原は 38.7% 、湯原は 11.4% （中国自動車

道吹田－落合間開通）、同５２～５４年間に岡山県は 10.9% 、蒜山高原は 3.8%、湯原は△

4.7%（中国自動車道県内開通）、同６３～平成２年間に岡山県は△3.4%、蒜山高原は 13.2% 、

湯原は△1.7%（瀬戸中央自動車道開通）、平成３～５年間に岡山県は△5.1%、蒜山高原は

3.8%、湯原は△0.7%（米子自動車道開通）、同８～１０年間に岡山県は 11.0% 、蒜山高原

は 28.6% 、湯原は△4.0%（岡山自動車道開通）となっている
11) 

。 

以上で記述したように、蒜山高原の観光客数は各自動車道開通によりプラスの効果がみ

られ、反対に湯原は昭和４９～５１年の期間を除きマイナス効果となっている。 

蒜山高原から岡山空港へのアクセスは、米子自動車道と岡山自動車道の整備によって時

間距離が短縮されている。そのため蒜山高原は岡山空港と県外地方空港の連結により、中

国、四国、阪神よりさらに広範囲な地方からのアクセスが良くなっている。また、アジア

モンス－ン帯の蒜山高原地域において創出される「美しい農村」（第２部第８章参照）は

グリ－ン・ツ－リズムあるいはエコツ－リズムの観光資源となり、観光ル－トは中国、韓

国、台湾、シンガポ－ル、その他アジア諸国、さらにはオセアニアや欧米諸国などに拡大

される可能性は高く、その実現への努力を惜しんではならない。 

 

第第第第２２２２節節節節 観光客数観光客数観光客数観光客数のののの動向動向動向動向 

 

第第第第１１１１項項項項 観光客数観光客数観光客数観光客数のののの飛躍的増加飛躍的増加飛躍的増加飛躍的増加 

岡山県における総観光客数は、昭和３１年から記録されているが、同４０年３月に初め

て『岡山県観光客動態調査報告書』が刊行され、その中で同３８年以降における観光地別

観光客数が示されている。本項では昭和３８年以降平成１５年まで４０年間に亘る岡山県

と蒜山地域における観光客数の推移動向について、表１、２及び図１に基づき記述する。 

また、県内主要観光地である倉敷美観地区（昭和５５年までは倉敷・水島地区、その後

は倉敷美観地区）における観光客数は後述するように昭和４７年以降においてランキング

１位の座を占めており、そこで同地区との比較において蒜山地域観光客数の推移動向の違
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いを明らかにする。 

なお、表示資料は昭和年代は３年刻みの平均（ただし昭和３８～３９年は２年平均）と

なっているが、本文では年次別推移についても記述する。 

１１１１ 岡山県岡山県岡山県岡山県 

岡山県における昭和３１年の総観光客数は４７８万人を記録し、その後は漸増し、同３

８年には２倍近い９４５万人となり、その後は幾分減少し、同３９年に９２２万人となり、

翌４０年は９２５万７千人と横ばい状態となり、同４１年には９９７万４千人に微増し、

同４２年は急増して１千１０５万２千人と１千万人台に乗り、その後は幾分停滞的に推移

し、同４６年に１千３２７万２千人となり、翌４７年は１千８６０万２千人に急増し、そ

の後は同５７年まで１千７００～１千６００万人の範囲を乱高下し、同５８年には１千８

３９万３千人となり、同４７年時点の水準にほぼ回復し、その後は緩やかな増加に転じ、

同６１年は２千１５１万７千人と２千万人台を突破し、同６３年に２千５７５万７千人と

なっている。 

上記した観光客数の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、年期の進行に伴っ

て急速に増加している。すなわち、昭和３８～３９年期に９３３万５千人となり、同４０

～４２年期は１千９万４千人（変動係数１５）と１千万人台に乗り、同４３～４５年期に

１千１６９万５千人（同２）、同４６～４８年期は１千６５９万１千人（同１６）に急増

し、その後同５２～５４年期までは１千６００万人台の横ばい状態が続き、その後は再び

増加に転じ、同５８～６０年期に１千９０９万９千人（同４）となり、同６１～６３年期

は２千３１０万４千人（同１）と２千万人台に達している。 

平成年代に入り、同元年は２千５１０万６千人に急増し、２千５００万人台に乗り、そ

の後は２千４００～２千５００万人台の範囲を乱高下し、同８年に２千４５４万５千人を

記録し、翌９年は２千７３７万３千人とピ－クを迎え、２千７００万人台に達し、同１０

年は横ばい状態となり、同１１年には２千６０７万人と減少に転じ、その後は２千５００

万人台で推移し、同１５年には２千６２９万８千人と幾分増加している。 

以上で記述した観光客数の推移経過を昭和４０～４２年期の観光客数を 1.00 とした指

数でみると以下のとおりである。 

同指数は昭和４３～４５年期に 1.16 となり、同４６～４８年期に 1.64 に上昇し、その

後は同５２～５４年期まで横ばい状態となり、同５５～５７年期には 1.74 に上昇し、同６

１～６３年期は 2.29 と 2.00 台に達し、その後は平成８年まで概ね 2.40 台で推移し、同９

年は 2.71 とピ－クを記録し、翌１０年には横ばい状態となり、同１１年に 2.58 に下降し、

その後は 2.50 台で推移し、同１５年に 2.61 と幾分上昇している。 

２２２２ 蒜山地域蒜山地域蒜山地域蒜山地域 

岡山県観光客動態調査報告書
11) 

によると、蒜山地域における主要な観光地は蒜山高原

と湯原の両地区となっている。 

両地区の昭和年代における観光客数の年次別推移は以下のようである。 

昭和３８年に３２万６千人を数え、その後は増加し、同３９年に３７万２千人となり、

同４０年は３７万４千人と停滞的であるが、同４１年には４４万６千人と４０万人台に達

し、同４２年に５４万４千人と５０万人台に乗り、同４３年には６５万７千人と６０万人

台に達し、その後は同４５年まで６０万人台を上下し、同４６年には８７万０千人と８０

万人台に乗り、同４７年にはさらに激増して１２３万２千人と１２０万人台に達し、その

後は同５０年まで１２０万人台で推移し、同５１年には１６３万人と１６０万人台に乗り、

その後は同５６年まで概ね１６０万人台で推移し、その後再び増加に転じ、同５７年に１

７２万９千人と１７０万人台に達し、翌５８年まで横ばい状態となり、同５９年に１９１

万８千人と１９０万人台に乗り、翌６０年まで横ばい状態となり、同６１年には２０６万

３千人と２００万人台に達し、同６３年まで横ばい状態が続いている。 

上記した観光客数の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下のとおりであ

る。 

昭和３８～３９年期の３５万人は同４０～４２年期に４５万５千人（変動係数１５）と

４０万人台に達し、同４３～４５年期には６５万８千人（同２）と６０万人台に乗り、同
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４６～４８年期には１１１万５千人（同１６）と１００万人台に達し、その後は１００万

人台を上昇し、同５２～５４年期に１６６万人（同２）となり、同５５～５７年期は横ば

い状態となり、同５８～６０年期には１８６万７千人（同４）に増加し、同６１～６３年

期には２０７万６千人（同１）と２００万人台に達している。 

平成年代に入ると、同９年まで２００万人台を上昇し、その後は３００万人台で推移し

ている。子細にみると、平成元年には２１９万５千人となり、その後は２２２万人台の横

ばい状態となり、同４年に２２１万７千人を記録し、その後は増加に転じ、同５年に２３

１万１千人となり、同８年まで毎年約１０万人ずつ増加し、同９年には２９６万３千人と

なり、同１０年に３１８万１千人と３００万人台に達し、その後は同１２年まで横ばい状

態となり、同１３年に３３１万８千人となり、翌１４年には３３９万９千人とピ－クに達

し、同１５年は３２４万２千人となっている。 

以上で記述した観光客数の推移を昭和４０～４２年期の観光客数を 1.00 とした指数の

推移でみると以下のとおりである。 

昭和４３～４５年期に 1.45 となり、その後は上昇し、同４６～４８期に 2.45、同４９

～５１年期に 3.00、同５８～６０年期に 4.10 となり、その後は 4.00 台を上昇し、平成５

年に 5.08 となり、その後は 5.00 台を上昇し、同９年に 6.51 となり、その後は 6.00 台を

上昇し、同１３年に 7.29 となり、同１４年には 7.49 とピ－クに達し、翌１５年に 7.13

を記録している。 

上記した蒜山地域における指数の推移経過を岡山県の場合と比較すると、蒜山地域の方

が全期間を通じて上回っている。そこで蒜山地域と岡山県における指数の較差の推移経過

をみると以下のようである。 

昭和４３～４５年期の較差は 0.29（指数：蒜山地域 1.45 対岡山県 1.16）となり、その

後は年期の進行とともに拡大を続けている。すなわち、昭和４６～４８年期は 0.81（同

:2.45 対 1.64）となり、同４９～５１年期には 1.34（同:3.00 対 1.66）と 1.00 台に達し、

その後は 1.00 台を上昇し、同５８～６０年期に 2.21（同：4.10 対 1.89）と 2.00 台に乗

り、その後は 2.00 台を上昇し、平成６年に 2.90（同:5.32 対 2.42）となり、翌７年には

3.18( 同:5.56 対 2.38）と 3.00 台に乗り、その後は 3.00 台を上昇し、同１０年に 4.29

（同：6.99 対 2.70）と 4.00 台に乗り、その後は 4.00 台を上昇し、同１４年に 4.93（同

：7.47 対 2.54）と最高を記録し、翌１５年には 4.52（同：7.13 対 2.61）と幾分下降して

いる。 

以上のように蒜山地域における指数が岡山県を上回り、その較差は昭和４６～４８年期

までは僅差であるが、その後の較差は経年的に拡大を続けている。 

２２２２－－－－１１１１ 蒜山高原蒜山高原蒜山高原蒜山高原 

蒜山高原における観光客数の年次別推移経過を記すと以下のようである。 

昭和３８年に７万２千人を数え、その後は増加し、同３９年に９万５千人となり、同４

０年には１０万８千人と１０万人台に乗り、同４２年には２２万人と２０万人台に達し、

同４４年には３４万５千人と３０万人台、同４６年には５２万１千人と一気に５０万人台

に乗り、同４７年は６８万７千人と６０万人台に達し、その後は同４９年まで横ばい状態

となり、同５０年に７３万１千人と７０万人台に達し、同５２年には１０１万７千人と一

気に１００万人台に乗り、その後は１００万人台を上昇し、同５３年に１１１万４千人と

１１０万人台に達し、同５６年まで横ばい状態となり、同５７年に１２１万７千人と１２

０万人台に乗り、同５８年まで横ばい状態が続き、同５９年には１４３万人と１４０万人

台に達し、同６３年まで横ばい状態となっている。 

上記した昭和年代における観光客数の推移を３年刻みの平均でみると以下のとおりであ

る。 

昭和３８～３９年期は８万４千人と１０万人を大きく割り込み、同４０～４２年期には

１６万３千人（変動係数２８）と１０万人台に達し、同４３～４５年期は３３万８千人（同

１０）と３０万人台に乗り、同４６～４８年期は６３万２千人（同１２）と６０万人台に

急増し、同４９～５１年期は７９万人（同１５）と８０万人台に接近し、同５２～５４年

期には１０７万２千人（同５）と１００万人台に達し、その後は１００万人台を上昇し、



- 632 - 

同６１～６３年期に１４６万７千人（同３）と１５０万人台に接近している。 

平成年代に入り、同元年に１５５万９千人と１５０万人台に乗り、その後は横ばい状態

となり、同４年に１５１万７千人を数え、翌５年には１６３万２千人となり、その後は急

激な増加に転じ、同８年に２０２万２千人と２００万人台に達し、その後は２００万人台

を上昇し、同１０年には２６０万人となり、同１１年には２５７万３千人と２５０万人台

に下落し、同１２年まで横ばい状態となり、同１３年には急増して２６８万６千人と２６

０万人台に乗り、翌１４には２７２万３千人と２７０万人台に達し、ピ－クを記録し、翌

１５年には減少して２５９万１千人と再び２５０万人台に転落している。 

以上で記述した蒜山高原における観光客数の推移経過を昭和４０～４２年期の観光客数

を 1.00 とした指数の推移でみると以下のとおりである。 

同指数の推移パタ－ンは前記の蒜山地域の場合とかなり類似しているが、その上昇速度

は蒜山高原の方が急速である。それは後述の湯原地区における指数の上昇速度が遅いため

である。 

蒜山高原における指数は昭和４３～４５年期に2.07を示し、同４６～４８年期には3.88

となり、その後は各年期ごとに約 1.00 ずつ増やし、同６１～６３年期には 9.00 となって

いる。平成年代には、9.00 台を上昇基調で推移し、同５年に 10.01 となり、その後は再び

急速な上昇に転じ、同８年に 12.40 、同１０年に 15.95 となり、その後は同１２年まで横

ばい状態となり、同１３年に 16.47 となり、同１４年には 16.70 とピ－クを迎え、その翌

年には 15.90 と幾分下降している。 

上記の蒜山高原における指数は岡山県の場合と比べると、全期間を通して著しく上回り、

その指数較差の推移経過を記述すると以下のようである。 昭和４３～４５年期における

較差は 0.91（指数：蒜山高原 2.07 対岡山県 1.16）に過ぎないが、その後の較差は年期、

年次の進行と共に急速な拡大を続けている。すなわち、昭和４６～４８年期は 2.24（同：

3.88 対 1.64）、同４９～５１年期は 3.16（同：4.84 対 1.66）、同５２～５４年期は 4.92

（同：6.58 対 1.66）、同５５～５７年期は 5.43（同：7.17 対 1.74）、同５８～６０年は

6.52（同：8.39 対 1.87）、同６１～６３年期は 6.71（同：9.00 対 2.29）と拡大している。 

平成年代においても較差は拡大を続けている。すなわち、平成元年に 7.07（同：9.56

対 2.49）となり、その後は概ね 7.00 台を上昇基調で推移し、同６年に 8.46（同：10.88 

対 2.42）、同７年に 9.35（同：11.73 対 2.38）、同８年に 9.97（同：12.40 対 2.43）、

同９年に 11.71 （同：14.42 対 2.71）、同１０年には 13.25 （同：15.95 対 2.70）とな

り、、その後は同１３年まで 13.00 台を上昇基調で推移し、同１４年には 14.16 （同：16.70 

対 2.54）とピ－クに達し、同１５年に 13.29 （同：15.90 対 2.61）となっている。 

ちなみに上記した平成９年は岡山県の観光客数がピ－クに達した年次であり、同１４年

は蒜山高原の観光客数が最高に達した年次である。 

２２２２－－－－２２２２ 湯原地区湯原地区湯原地区湯原地区 

湯原地区における観光客数の年次別推移経過をみると以下のようである。 

昭和３８年は２５万４千人と２０万人台となり、その後は２０万人台を上昇し、同４２

年に３２万４千人と３０万人台に達し、その後は３０万人台を乱高下しながら推移し、同

４６年に３４万９千人となり、翌４７年には５４万５千人と５０万人台に乗り、その後は

概ね５０万人台を乱高下しながら推移し、同６２年に５８万６千人となり、翌６３年には

６５万７千人と６０万人台に達している。 

上記した昭和年代における観光客数の推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下のと

おりである。 

昭和３８～３９年期は２６万６千人となり、その後は年期の進行とともに増加し、同４

３～４５年期に３２万人（変動係数１３）と３０万人台に達し、同４６～４８年期には４

８万３千人（同２０）と４０万人台に上昇し、同４９～５１年期は５７万４千人（同５）

と５０万人台に達し、同５２～５４年期には５８万８千人（同３）となり、その後は減少

に転じ、同５８～６０年期には４９万９千人（同２）と５０万人台を僅差ながら割り込み、

同６１～６３年期には６０万９千人（同６）と６０万人台に達している。 

平成年代に入っても観光客数の増加は続き、同元年に６３万６千人となり、その後は６
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０万人台を上昇し、同４年には７０万人とピ－クに達し、その後は減少に転じ、同１０年

に５８万１千人と５０万人台に下落し、同１１年には６０万３千人と６０万人台に戻り、

その後は６０万人台を上昇し、同１４年に６７万６千人となり、翌１５年には幾分減少し、

６５万１千人を記録している。 

以上で記述した湯原地区における観光客数の推移経過を昭和４０～４２年期の観光客数

を 1.00 とした指数の推移を示すと以下のとおりである。 

昭和４３～４５年期に 1.10 となり、その後は上昇を続け、同５２～５４年期に 2.01 と

なり、同５５～５７年期と同５８～６０年期は 1.70 台に下降し、同６１～６３年期には

2.09 と 2.00 台に達し、その後は 2.20～2.30 の範囲を上下しながら平成８年まで推移し、

同９年には 2.07 と幾分下降し、翌１０年に 1.89 と 2.00 台を切っているが、同１１年には

2.07 と 2.00 台に戻り、その後は 2.00 台を上昇し、同１４年に 2.32 となり、翌１５年に

は 2.23 と幾分下降している。 

以上で記述した湯原地区における観光客数の指数の推移パタ－ンは前述の岡山県の場合

とかなり類似し、両者間の指数較差も僅差となっている。すなわち、その指数は岡山県の

方が昭和５２～５４年期までは概ね下回り、その較差は平均 0.22（変動係数６８）となっ

ている。しかし、昭和５５～５７年期以降は湯原地区の方が下回り、その較差は平成７年

までは小さく、同８年以降は大きく、その平均はそれぞれの 0.14（同４４）、0.45（同４

０）となっている。 

３３３３ 倉敷美観地区倉敷美観地区倉敷美観地区倉敷美観地区 

倉敷美観地区における観光客数の年次別推移経過は以下のようである。 

昭和３８年に９８万５千人を数え、翌３９年は８２万８千人に減少し、同４０年に９２

万人となり、その後は９０万人台を上昇し、同４２年には９７万８千人となり、翌４３年

には１０４万７千人と１００万人台に達し、その後は同４５年までほぼ横ばい状態となり、

同４６年に１２２万１千人と幾分増加し、翌４７年には一気に２３４万７千人と２００万

人台に乗り、その後は幾分減少し、同５０年まで２２０万人台で推移し、その後は再び減

少し、同５１～５２年は２００万人となり、その後は増加に転じ、同５３年に２６３万２

千人と２６０万人台に乗り、翌５４年には３２３万４千人に急増し、その後は３００万人

台を上昇し、同５６年に３９６万９千人となり、その後は３００万人台を下降し、同６０

年に３７７万６千人となり、同６１年には４１０万千人と４００万人台に乗り、同６２年

までは横ばい状態で推移し、翌６３年には５３８万８千人と５００万人台に達し、ピ－ク

を記録している。 

上記した昭和年代における観光客数の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以

下のとおりである。 

昭和３８～３９年期に９０万７千人となり、その後は年期の進行と共に増加し、同４３

～４５年期に９９万５千人（変動係数５）となり、同４６～４８年期には１９２万８千人

（同２６）に急増して２００万人に接近し、同４９～５１年期に２１４万７千人（同４）

と２００万人台に達し、同５５～５７年期には３８１万４千人（同４）と３００万人台に

乗り、同５８～６０年期は横ばい状態となり、同６１～６３年期には４５５万４千人（同

１３）と４００万人台に達している。 

平成年代に入ると減少に転じている。すなわち、平成元年には前年より増加して４８６

万５千人となり、その後は減少に転じ、４００万人台を下降し、同４年に４２０万１千人

となり、翌５年には３８６万人と３００万人台に低落し、その後は３００万人台を急速に

下降し、同１２年に３０９万８千人となり、同１３年に２９１万６千人と３００万人を僅

差ながら切っているが、翌１４年には３０３万９千人と３００万人台に乗り、同１５年に

３０７万人を記録している。 

以上で記述した観光客数の推移経過を昭和４０～４２年期の観光客数を 1.00 とした指

数の推移でみると以下のとおりである。 昭和４３～４５年期に 1.05 を示し、その後は上

昇し、同４６～４８年期に 2.03 となり、同５２～５４年期までは 2.00 台を上昇し、同５

５～５７年期には一気に4.02となり、その後は4.00台を上昇し、同６１～６３年期に4.80

となっている。 
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平成年代における指数は低下パタ－ンで推移し、昭和年代における上昇パタ－ンと相違

する。すなわち、平成元年に限り 5.13 となり、翌２年には 4.80 に低下し、その後は 4.00

台を下降し、同８年に 4.00 となり、翌９年には 3.95 に低下し、その後は 3.00 台を下降し、

同１３年に 3.07 となり、翌１５年には 3.23 となっている。 

上記した倉敷美観地区における観光客数の指数は蒜山地域の方が一部の年期、年次を除

き上回り、その較差の推移経過は以下のようである。 

倉敷美観地区の指数が蒜山地域を上回るのは昭和５５～５７年期、同６１～６３年期お

よび平成１年であり、その較差は上記の年期、年次順に 0.34（指数：蒜山地域 3.68 対倉

敷美観地区 4.02）、0.24（同：4.56 対 4.80）、0.31（同：4.82 対 5.13）となっているが、

いずれも 1.00 以下の僅差に過ぎない。 

一方、上記した年期および年次以外の時点においては蒜山地域の指数の方が上回り、そ

の指数の較差は平成４年までは 1.00 以下と小さく、乱高下しているが、その平均は 0.43

（変動係数５８）となり、両観光地の指数は極めて接近している。しかし、平成５年以降

における指数の較差は 1.00 以上となり、その数値は年次の進行につれて上昇し、較差は拡

大しているが、その過程において同８年までは 1.00 台を上昇し、その平均は 1.44（同２

２）となり、同９年以降は 2.00 台を超えて上昇し、その平均は 3.60（同１５）となって

いる。 

以上で記述した蒜山地域の指数が上回っている年期と年次における較差の推移を子細に

みると次ぎのようである。 

昭和４３～４５年期における較差は 0.40（指数：蒜山地域 1.45 対倉敷美観地区 1.05）

を示し、同５２～５４年期は 0.87（同：3.65 対 2.78）となり、同５８～６０年期には 0.07

（同：4.10 対 4.03）と低下・縮小し、平成４年は 0.44（同：4.87 対 4.43）となり、両観

光地間の較差は僅差に過ぎない。しかし、平成５年における較差は 1.01（同：5.08 対 4.07）

と 1.00 台に達し、その後における較差は拡大を続け、同９年に 2.56（同：6.51 対 3.95）、

翌１０年に 3.14（同：6.99 対 3.85）と 3.00 台に達し、同１３年には 4.22（同：7.29 対

3.07）と 4.00 台に乗り、同１４年に 4.27（同：7.47 対 3.20）とピ－クに達し、同１５年

には 3.90（同：7.13 対 3.23）となっている。 

以上のように観光客数の推移動向を昭和４０～４２年期における観光客数を 1.00 とし

た指数の推移経過からみると、蒜山地域と倉敷美観地区における両者の指数は、同４３～

４５年期以降平成４年までは蒜山地域の方が幾分上回っているが、その較差は 1.00 以下の

僅差に過ぎない。しかし、平成５年以降において、その較差は年次の進行とともに 1.00

台から 4.00 台に拡大し、観光客数の増加速度は蒜山地域の方が速くなっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数のののの岡山県岡山県岡山県岡山県におけるにおけるにおけるにおける位置位置位置位置づけづけづけづけ 

本項では蒜山地域観光業の岡山県における位置づけを行うため、蒜山地域における観光

客数の岡山県観光客数に占める比率（対岡山県比）の推移を倉敷美観地区の場合と比較し

ながら記述する。なお、観光客数の対岡山県比は昭和年代は３年刻みの平均で表示してて

いるが、本文では年次別推移についても記述する。 

１１１１ 蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数にににに占占占占めるめるめるめる蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数のののの比率比率比率比率 

蒜山地域における観光客数の対岡山県比について記述するに先立ち、蒜山地域観光客数

に占める蒜山高原観光客数の比率の推移についてみると次のとおりである。 

昭和３８～３９年期は 23.8% を示し、その後は上昇を続けている。すなわち、昭和４０

～４２年期は 35.1%（変動係数１３）と３０％台に乗り、同４３～４５年期に 51.4% （同

１１）と５０％台に達し、その後は同４９～５１年期まで５０％台を上昇し、同５２～５

４年期には 64.6% （同３）と６０％台に達し、同５８～６０年期は 72.8% （同２）と７０

％台に乗り、その後は７０％台を僅差ながら下降し、平成２年に 70.5% となり、同３～４

年の両年次は６９％前後を記録し、その後は上昇に転じ、同５年に 70.6% と７０％台に復

帰し、その後は７０％台を急速に上昇し、同９年に 79.3% となり、翌１０年には 81.7% 

と８０％台に達し、ピ－クを記録し、その後は横ばい状態となり、同１４年に 80.0% とな

り、翌１５年に 79.9% となっている。 
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以上で記述したように、蒜山地域における観光客数が初めて公表された昭和３０年代末

頃は湯原地区の観光客数が蒜山高原を大きく上回り、同高原の観光客数は蒜山地域観光客

数の４分の１程度に過ぎない。しかし、その後において蒜山高原観光客数の比率は上昇に

向かい、年次別にみると昭和４４年に５０％、同５１年に６０％、同５６年には７０％に

達し、その後は平成５年まで７０％前後で推移し、同６年に７３％となり、その後は７０

％台を上昇し、同１０年に８２％とピ－クに達した後は概ね横ばい状態で推移し、同１５

年に８０％となっている。 

上記した蒜山高原観光客数の比率上昇の理由の１つとして、昭和３９年における上蒜山

山麓での蒜山国民休暇村蒜山高原荘、蒜山ユ－スホステルの開業、そして同４５年におけ

る真庭郡川上村上福田の蒜山国民休暇村－鳥取県江府町鏡ヶ成の国民休暇村を結ぶ蒜山・

大山スカイライン（蒜山大山有料道路）の開通をあげることができる。さらに、昭和２９

年度からの外国産ジャ－ジ－種乳牛の集団的導入による酪農地域形成事業の展開および同

５０年代前半における中国自動車道の開通、同６０年代以降における米子自動車道、岡山

自動車道の開通、その他の広域交通網整備の進展を挙げることができる。 

２２２２ 蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数のののの対岡山県比対岡山県比対岡山県比対岡山県比 

蒜山地域観光客数の岡山県観光客数に占める比率の推移は以下のようである。 

昭和３８～３９年期は 3.7%を示し、同４３～４５年期に 5.6%（変動係数７）と５％台に

乗り、その後も上昇を続け、各年期ごとに１ポイントずつ積み上げ、同５２～５４年期に

9.9%（同５）と１０％台に接近した後は下降に転じ、同６１～６３年期に 9.0%（同１３）

となり、その後は 9.0%前後で推移し、平成５年に 9.6%と僅差ながら上昇し、同７年に 10.5% 

と１０％台に達し、その後は１０％台を上昇し、同１０年に 11.7% と１１％台に乗り、同

１１年には 12.2% と１２％台に達し、翌年は横ばい状態で、同１３年に 13.0% と１３％台

に乗り、翌１４年に 13.3% とピ－クを記録し、同１５年には 12.3% となっている。 

以上で記述したように、蒜山地域観光客数の対岡山県比からみた同地域観光業の地位は

緩やかなに向上している。すなわち、対岡山県比は昭和４０年代初期は５％程度に過ぎな

かったが、同５０年代に入ってから９％前後で推移し、平成７年に１０％台に達し、その

後は１０％台を上昇しているが１５％を超える状況ではない。 

一方、後記するように倉敷美観地区観光客数の対岡山県比と比べると、平成１０年まで

蒜山地域の方が下回り、同１１～１２年は同水準となり、その後は蒜山地域の方が極僅差

ながら上回っている。 

３３３３ 蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数のののの対岡山県比対岡山県比対岡山県比対岡山県比 

蒜山高原観光客数の岡山県観光客数に占める比率の推移は以下のようである。 

昭和３８～３９年期は 0.9%に過ぎないが、同５２～５４年期に 6.4%となり、その後は同

５８～６０年期に 7.2%（同４）と上昇した時期を除き、６％台前半で推移し、平成６年に

7.3%となった後は緩やかな上昇に転じ、同１０年に 9.5%となり、同１３年に 10.5% と１０

％台に乗り、同１４年に 10.6% とピ－クに達し、翌１５年には 9.9%となっている。 

一方、後述するように倉敷美観地区観光客数の対岡山県比と比較すると、蒜山高原の方

が下回り、その較差は昭和５０年代半ば頃から平成４年にかけて１０ポイント程度となり、

その後は急速に縮小し、同１２年以降は逆転し、僅差ながら蒜山高原の方が上回っている。 

４４４４ 倉敷美観地区観光客数倉敷美観地区観光客数倉敷美観地区観光客数倉敷美観地区観光客数のののの対岡山県比対岡山県比対岡山県比対岡山県比 

倉敷美観地区観光客数の対岡山県比の推移は以下のとおりである。 

昭和３８～３９年期は 9.7%で、その後は幾分下降し、同４３～４５年期に 8.5%  （変動

係数１）となり、その後は上昇に転じ、同４６～４８年期に 11.6% （同１４）と１０％台

に達し、その後さらに上昇は続き、同５５～５７年期には 21.8% （同３）と２０％台達し、

ピ－クを記録し、その後は１０％台を下降し、平成６年に 15.8% 、同９年に 13.7% 、同１

１年に 12.6% 、同１３年には 11.5% と最低を記録し、同１５年に 11.7% となっている。 

上記の倉敷美観地区観光客数の対岡山県比を蒜山地域および蒜山高原の対岡山県比と比

べると以下のような相違点がみられる。 

倉敷美観地区観光客数の昭和３８～３９年期以降における対岡山県比は同５５～５７年

を転換期として、それ以前は上昇期、その後は下降期に２分される。一方、蒜山地域およ
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び蒜山高原の観光客数の対岡山県比はいずれも全期間を上昇パタ－ンで推移している。 

４４４４－－－－１１１１ 倉敷美観地区倉敷美観地区倉敷美観地区倉敷美観地区とととと蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数のののの対岡山県比対岡山県比対岡山県比対岡山県比のののの比較比較比較比較 

倉敷美観地区観光客数の対岡山県比は、蒜山地域観光客数の対岡山県比と比べて平成１

１年までは上回り、その後は僅差ながら下回っている。 

その較差を年次別に子細にみると、昭和３８年は７ポイント上回り、その後は同４１年

まで５ポイント台で推移し、同４２～４６年は３ポイント前後となり、その後は同５３年

まで再び５ポイント台で推移し、同５４年に 9.0 ポイントとなり、翌５５年には急上昇し

11.3 ポイントとなり、同５６年には 13.4 ポイントと最高を記録し、その後は下降し、同

６２年に 9.3%ポイントとなり、翌６３年に 12.9 ポイントと上昇し、その後は急速に下降

し、平成１１年に 0.4 ポイントと最低を記録している。しかし、平成１２年以降は蒜山地

域の方が上回り、同年における較差は 0.2 ポイントと極僅少であり、その後における較差

の拡大はほとんどみられず、1.0 ポイント台半ばで推移し、同１５年には 0.6 ポイントと

なっている。 

４４４４－－－－２２２２ 倉敷美観地区倉敷美観地区倉敷美観地区倉敷美観地区とととと蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数蒜山高原観光客数のののの対岡山県比対岡山県比対岡山県比対岡山県比のののの比較比較比較比較 

倉敷美観地区観光客数の対岡山県比と蒜山高原観光客数の対岡山県比を比較すると、前

者の方が終始上回り、その較差は昭和３８～５３年の間は 4.1 ポイントから 9.6 ポイント

の範囲を乱高下し、同５４年以降平成４年までは 10.7 ポイントから 15.4 ポイントの範囲

を乱高下し、同５年に 9.2 ポイントとなり、その後は急速に下降し、同１３年に 1.0 ポイ

ントと最低を記録し、その後は 1.0 ポイント台を上昇し、同１５年には 1.8 ポイントとな

っている。 

 

第第第第３３３３節節節節 蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数蒜山地域観光客数のののの岡山県岡山県岡山県岡山県ランキングランキングランキングランキング 

 

蒜山高原および湯原における観光客数の岡山県ランキングは表３、４で示すとおりであ

る。 

表示の数値は昭和３８～４０年は２年間隔、同４０～６１年は３年間隔となっているが、

本文では年次別推移についても記述し、平成年代は子細に各年次ごとに記述する。なお、

表３では参考として真庭郡内主要観光地である神庭の滝（勝山町）の観光客数、および県

内主要観光地の個所数とその最下位の観光客数を表示している。 

（１） 蒜山高原 

昭和３８年に２０位を占め、同４０年までは殆ど変わらず、同４１年に１５位に昇り、

同４３年に１２位となり、同４４年には９位とベスト１０に入り、同４５年に７位となり、

その順位は同５０年まで続き、翌５１年に５位とベスト５に入り、同５３年に４位となり、

同５６年に３位に昇り、その順位は同６０年まで続き、同６１年以降は、同６３年の５位

を除き、平成６年まで４位を維持し、同７～８年に２位に急上昇し、同９～１０年には３

位に下降し、同１１年以降は２位の順位を維持している。 

以上で記述したように、蒜山高原における観光客数の岡山県内順位は昭和３８年から平

成１５年までの間に２０位から２位に上昇している。蒜山高原がベスト５に達した昭和５

１年以降において、蒜山高原の順位の直上位と直下位の観光地を全体的にみると、それぞ

れ昭和５０年代前半は後楽園と鷲羽山、同５０年代後半は吉備津と後楽園、同６１年～平

成６年までは吉備津と後楽園、同７～８年は倉敷美観地区と鷲羽山、同９～１０年はチボ

リ公園と吉備津、同１１～１２年は倉敷美観地区とチボリ公園、同１３年以降は倉敷美観

地区と玉野になっている。 

（２） 湯原地区 

昭和３８～４１年は１０位、同４２～４３年は９位となり、同４４～４６年は１０～１

２の範囲で変動し、その後はベスト１０内に入り、同５１～５３年は７位となり、その順

位は全期間を通して最高位となり、その後は順位を幾分下げ、同５５～６３年は９位を維

持し、平成１～６年は８位となり、その後は９位を維持し同１５年には１０位となってい

る 
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第第第第４４４４節節節節 観光客観光客観光客観光客のののの利用交通機関利用交通機関利用交通機関利用交通機関 

 

岡山県観光客動態調査報告書によると、観光客の最終利用交通機関は観光バス、自家用

車、タクシ－、定期バス、鉄道、その他に区分され、その他は船舶、バイク、自転車、徒

歩等である。 

蒜山地域の主要観光地である蒜山高原における観光客数の最終利用交通機関別構成割合

の推移状況を表５の資料により以下に記述する。なお、表示数値は昭和３０年代末は２年

平均、その後は３年刻みの平均を示し、本文では年次別推移についても記述する。また、

蒜山高原観光客による利用交通機関の特徴を知るため岡山県総観光客数の利用交通機関別

構成割合を併記する。 

 

第第第第１１１１項項項項 観光観光観光観光バスバスバスバス 

（１） 蒜山高原 

蒜山高原における観光バス利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和３８年に

50.0% となり、その後は縮小パタ－ンで推移し、同４７年には 28.3% と３０％を僅少なが

ら割り込んだ後、同４９年まで２９％前後で推移している。しかし、昭和５０年には 50.1% 

と急激に拡大し、その後は同６１年まで縮小と拡大を２年程度の間隔で繰り返している。

その期間中の拡大期における最高シェアは昭和５６年の 54.6% 、同６１年の 43.4% 、縮小

期における最低シェアは昭和５４年の 31.2% 、同６０年の 27.6% となっている。昭和６２

年には 40.2% となり、前年より 3.2 ポイント低く、その後は緩やな縮小基調で３０％台を

下降し、平成１４年に 30.3% と最低を記録し、同１５年には 31.6% と僅差ながら拡大して

いる。 

上記した観光バス利用客シェアの年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下の

ようである。 

昭和年代において同３８～３９年期の 50.0% は同４６～４８年期に 29.9% （変動係数６）

まで縮小し、その後は同６１～６３年期まで 35.5～50.4%の範囲を乱高下し、その最低シェ

アは同５８～６０年期の 35.5% （同２１）、最高は同５５～５７年期の 50.4% （同９）と

なっている。平成年代は３０％台で推移し、同４～６年期の 37.4% （同４）と同７～９年

期の 37.0% （同３）は高水準、反対に低水準は同１３～１５年期の 31.6% （同３）となっ

ている。 

（２） 岡山県 

岡山県における観光バス利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和３８年に 33.2% 

を示し、その後は同４３年まで概ね３０％水準で推移し、同４３年には 29.9% となってい

る。その後は昭和６３年までの間に１９～３２％の範囲で縮小と拡大を繰り返し、その縮

小期における最低シェアは同４６年の 19.3% 、同５０年の 24.9% 、同５４年の 19.8% 、

同６０年の 23.9% となり、反対に拡大期における最高シェアは同４７年の 27.0% 、同５２

年の 28.7% 、同５７年の 26.6% 、同６３年の 31.5% となっている。平成元年には 29.1% 

と縮小し、その後は２０％台を緩やかに下降・縮小し、同１２年に 21.3% となり、翌１３

年には 18.7% と最低を記録し、その後は拡大に転じ、同１５年に 23.3% となっている。 

上記した観光バス利用客シェアの年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下の

とおりである。 

昭和年代において同３８～３９年期は 32.8% （変動係数１）、同４０～４２年期は 30.9% 

（同４）となり、両年期は共に３０％台前半で推移し、同４３～４５年期には 26.0% （同

１２）と３０％を切り、その後は２５％前後で推移し、同６１～６３年期に 27.0% （同１

２）と僅少ながら拡大している。平成年代においては２０％台を下降・縮小している。す

なわち、平成元～３年期に 26.7% （同７）となり、その後は２０％台前半を下降・縮小し、

同１３～１５年期に 20.4% （同１０）となっている。 

先に記述した蒜山高原における観光バス利用客シェアの年次別推移パタ－ンと比較する

と、全体的に類似している。しかし、同シェアは昭和３８年から平成１５年まで各年次を

通して蒜山高原の方が上回り、その較差には高水準期と低水準期の繰り返しと年次間変動
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がみられる。 

すなわち、全年次を通して同較差は 1.3 ポイントから 28.7 ポイントの範囲にあり、そ

の平均較差は 13.4 ポイント（変動係数４６）となっている。そこで各年次の較差を１５ポ

イントを境に高水準と低水準の両期に区分し、その期間と平均較差をみると次のようであ

る。高水準期は昭和３８～４１年の 17.2 ポイント（同７）、同５０～５２年の 20.7 ポイ

ント（同２０）、同５５～５８年の 23.9 ポイント（同１９）、同６１～６２年の 17.0 ポ

イント（同９）となっている。一方、低水準期は上記以外の期間であり、昭和４２～４９

年の 7.7 ポイント（同５３）、同５３～５４年の 11.8 ポイント（同２４）、同５９～６

０年の 6.6 ポイント（同４３）、同６３年～平成１５年の 11.8 ポイント（同２４）とな

っている。 

以上で記述したように、蒜山高原における観光バス利用客シェアは岡山県の場合を上回

り、その較差の拡大は全体的に昭和３０年代末から同４０年代始めと同５０年代後半に生

じている。 

 

第第第第２２２２項項項項 自家用車自家用車自家用車自家用車 

（１） 蒜山高原 

蒜山高原における自家用車利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和３８年に

5.6%、同３９年に 5.2%と両年次ともに５％台であるが、その後は急速に拡大し、同４１年

に 10.0% となり、同４３年には 35.7% と３０％台に乗り、同４７年は 62.1% と６０％台

に達し、その後は同４９年まで６１％前後で推移している。その後、昭和５０～６３年は

４３～６４％の範囲で縮小と拡大を３年程度の間隔で繰り返している。すなわち、拡大期

とその期間における最高シェアは昭和５４年の 63.4% 、同５９年の 64.1% 、同６３年の

61.0% となり、反対に縮小期とその期間における最低シェアは昭和５０年の 43.1% 、同５

６年の 42.7% 、同６１年の 53.4% となっている。 

平成元年には 60.3% と拡大し、その後は６０％台を上昇・拡大し、同３年に 64.0% とな

り、翌４年に 58.8%に縮小し、同５年には 60.8% と６０％台に乗り、その後は概ね６２％

前後で推移し、同１２年には 66.0%に拡大し、その後は横ばい状態となり、同１５年に 66.9% 

となっている。 

上記した自家用車客シェアの年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下のとお

りである。 昭和３８～３９年期は 5.4%（変動係数４）、同４０～４２年期には 9.1%（同

３０）となり、その後は急速な拡大に転じ、同４３～４５年期に 37.9% （同１４）、同５

２～５４年期は 59.7% （同７）とピ－クに達し、その後は同５５～５７年期の 47.0% （同

９）を除き、５８％前後で推移し、同６１～６３年期に 57.3% （同５）となっている。平

成年代においては全体的に６０％台を上昇し、同元～３年期に 62.7% （同３）、同１０～

１２年期に 62.8% （同４）となり、同１３～１５年期は 65.9% （同２）とピ－クに達して

いる。 

（２） 岡山県 

岡山県における自家用車利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和３８年に 27.0% 

を示し、同３９年には 25.0% と幾分縮小しているが、同４０年は 27.6% と２７％台に回復

し、同４１年に 31.1% と３０％台に乗り、その後は拡大パタ－ンで推移し、同４５年には

43.6% と４０％台に達し、その後は４０％台を上昇・拡大し、同５９年に 49.5% となり、

同６０年には50.9% と５０％台に乗り、その後は５０％台を上昇・拡大し、平成６年に60.2% 

と６０％台に達し、その後は６０％台を上昇・拡大し、同１２年に 67.9% となり、翌１３

年に 71.3% と７０％台に乗り、同１４年に 72.6%とピ－クを迎え、同１５年には 68.1% と

縮小している。 

上記した自家用車利用客シェアの推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、昭和３８～

３９年期に 26.0% （変動係数４）となり、その後は拡大パタ－ンで推移している。すなわ

ち、昭和４０～４２年期に 29.8% （同５）となり、同４３～４５年期には 38.5 %（同１０）

と３０％台に乗り、同４６～４８年期には 42.1% （同９）と４０％台に達し、その後は４

０％台を上昇・拡大し、同５８～６０年期に 49.3% （同３）となり、同６１～６３年期に
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は 51.3% （同３）と５０％台に乗り、その後は５０％台を上昇・拡大し、平成４～６年期

に 59.2%（同２）となり、同７～９年期に 61.2% （同３）と６０％台にに乗り、同１０～

１２年期に 67.1% （同１）となり、同１３～１５年期には 70.7% （同３）とピ－クに達し

ている。 

以上で記述した岡山県における自家用車利用客シェアの推移動向を前述の蒜山高原にお

ける同シェアの場合と比較すると、拡大基調で推移している点は共通している。しかし、

岡山県の同シェアは蒜山高原の場合に比べて、昭和３８～４２年及び平成９～１５年に上

回り、その平均較差はそれぞれ 20.6 ポイント（平均の変動係数６）、4.5 ポイント（同５

０）となっている。上記の期間以外は蒜山地域の方が上回り、その年次別較差には時期的

な片寄りがみられ、高水準の期間とその平均較差は昭和４７～４９年の 21.6 ポイント（同

６）及び同５２～５４年の 14.7 ポイント（同２１）となり、他の期間は１０ポイント以下

の低水準期間で、その平均較差は 4.8 ポイント（同８３）となっている。 

以上のように岡山県における自家用者利用客シェアが蒜山高原を上回る期間は昭和３８

～４２年と平成９～１５年で、その較差は後者の期間の方が縮小している。 

 

第第第第３３３３項項項項 定期定期定期定期バスバスバスバス 

（１） 蒜山高原 

蒜山高原における定期バス利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和３８～３９年

はそれぞれ 44.4% 、44.8% と４０％台となり、その後は僅差ながら拡大し、同４０～４１

年は共に 45.0% となり、その後は縮小パタ－ンで推移し、同４２年に 43.8% を記録した後

は急速な縮小に転じている。すなわち、昭和４３～４４年はそれぞれ 28.2% 、28.7% と２

８％台を示し、その後は２０％を大きく割り込み、同４５年に 12.8% 、同４６年には 11.3% 

となり、同４７～４９年は７％前後で推移し、同５０年に 5.1%、同５１年には 3.1%となり、

その後は同５９年まで１％台半ばで推移し、その後は１％を大きく割り込み、概ね 0.5%以

下で乱高下を繰り返し、平成１４年に 0.3%、同１５年には 0.1%となっている。 

以上の定期バス利用客シェアの年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下のと

おりである。 

昭和３８～３９年期と同４０～４２年期は共に 44.6% を記録し、その後は縮小パタ－ン

に転じ、同４３～４５年期に 23.2% （変動係数３２）となり、同４６～４８年期には 8.4%

（同２）と１０％を割り込み、同４９～５１年期に 5.1%（同３１）となり、その後は同５

５～５７年期まで 1.4%を維持し、同５８～６０年期には 3.6%（同９２）と幾分拡大し、そ

の後は 0.5%以下に縮小し、平成４～６年期に 0.4%（同２４）となり、その後はさらに縮小

し、同１３～１５年期は 0.2%（同４７）となっている。以上のように各年期における３か

年平均の変動係数はとくに大きい。 

（２） 岡山県 

岡山県における定期バス利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和３８年に 22.2% 

となり、同３９年に 23.9% とピ－クに達し、その後も２０％台で推移し、同４４年に 22.8% 

を記録した後は急速な縮小に転じ、同４５年に 16.7% と２０％を割り込み、同４７年には

8.4%と１０％を切り、同５５年に 4.3%と５％を割り込み、同６２年に 2.4%と３％を切り、

平成２年には 1.9%と２％を割り込み、同１３年に 0.7%と最低を記録し、同１４年以降は

1.1%となっている。 

上記した定期バス利用客シェアの年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下の

とおりである。 

昭和３８～３９年期は 23.1% （変動係数４）となり、その後は２０％台を下降・縮小し、

同４３～４５年期に 20.5% （同１３）となり、同４６～４８年期は 9.9%（同２１）と１０

％を切り、その後も急速に縮小し、同５５～５７年期に 3.8%（同１０）と５％を割り込み、

平成元～３年期には 1.8%（同９）と２％を切り、同１３～１５年期に 1.0%（同１８）とな

っている。 

以上で記述したの岡山県における定期バス利用客シェアの推移動向を前述の蒜山高原に

おける場合に比較すると、その推移パタ－ンは類似している。しかし、同シェアは昭和３
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８～４４年に蒜山高原の方が上回り、その較差はとくに同３８～４２年に拡大し、平均較

差は 22.8 ポイント（変動較差７）と大きく、同４３～４４年は 6.1%（同２）と小さい。

昭和４５年以降は岡山県の方が上回り、その平均較差は 1.8 ポイント（同６１）となって

いる。 

上述のように蒜山高原における定期バス利用客シェアは、岡山県の場合に比べて昭和３

８～４５年の期間は大きく上回り、その後は逆に下回り、その較差は僅差となっている。 

 

第第第第４４４４項項項項 タクシタクシタクシタクシ－－－－ 

（１） 蒜山高原 

蒜山高原におけるタクシ－利用客シェアは昭和４７年に初めて 1.7%と記録され、その後

における年次別推移経過をみると、同５０年まで１％台を下降・縮小し、同５１年に 0.8%

と１％を割り込み、同５５年以降は 0.5%から 0.1%の範囲を乱高下し、平成１４年に 0.3%、

同１５年には 0.2%となっている。 

以上のタクシ－利用客シェアの推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、昭和４６～４

８年期は 1.8%（変動係数６）と２％を僅かながら割り込み、同４９～５１年期に 1.4%（同

３２）となり、同５２～５４年期には 0.8%（同２５）と１％を切り、その後は 0.5%以下の

範囲を下降・縮小し、平成元～３年に 0.2%（同２４）となり、その後は横ばい状態となり、

同１３～１５年期には 0.3%（同１６）となっている。 

（２） 岡山県 

岡山県におけるタクシ－利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和４７年に 10.0% 

となり、その後は同４９年まで１０％弱で推移し、同５０年には 8.1%と１０％を切り、同

５１年に 7.0%となり、同５２年には 4.5%と５％を割り込み、同５７年に 2.9%と３％を切

った後は２％台を維持し、平成８年に 1.7%と２％を割り込んだ後は１％台で推移し、同１

３～１４年（に１％を切り、それぞれ 0.9%、0.8%となり、同１５年には 1.0%となっている。 

上記したタクシ－利用客シェアの推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、昭和４６～

４８年期は 10.2% （変動係数 0.1 ）となり、同４９～５１年期は 8.4%（同１５）と１０

％を切り、その後の縮小は同５５～５７年期まで急速に進み、同年期に 3.5%（同１１）と

なり、同５８～６０年期以降は２％台後半で推移し、平成７～９年期に 1.8%（同１０）と

２％を割り込み、同１３～１５年期には 0.9%（同９）と１％を割り込んでいる。 

以上で記述した岡山県におけるタクシ－利用客シェアの推移動向を蒜山高原における場

合と比較すると、その推移パタ－ンは類似している。しかし、同シェアは蒜山高原の方が

終始下回り、その較差は昭和４７年の 8.3 ポイントから平成１５年の 0.8 ポイントまでの

範囲を年次の進行とともに下降・縮小している。 以上のように蒜山高原におけるタクシ

－利用客シェアは岡山県の場合に比べると全年次に亘って下回っているが、その較差は１

０ポイント以下で、しかも経年的に縮小し、とくに昭和５２年以降平成７年までは２ポイ

ント程度を持続し、その後はさらに縮小し、平成１３年以降は１ポイントを切っている。 

 

第第第第５５５５項項項項 そのそのそのその他他他他のののの交通機関交通機関交通機関交通機関 

（１） 蒜山高原 

その他の交通機関には列車、船舶、バイク、自転車、徒歩などが含まれるが、列車と船

舶は蒜山高原の場合には該当しない。なお、蒜山高原における上記交通機関の利用客数は

昭和４４年に初めて統計資料に記録されている。 

昭和４４年における、その他の交通機関利用客シェアは 3.1%となり、その後の年次別推

移経過をみると、同４５年及び同４６年はそれぞれ 8.6%、9.1%と９％前後に拡大し、同４

７年には急激に縮小して 0.8%となり、その後は平成１５年まで 4.0%から 0.2%の範囲を乱

高下し、その期間の半数の年次は１％を切っているが、同１１年以降は終始１％台で推移

し、とくに同１３年は 2.9%、同１４年は 2.0%と２％台を記録し、同１５年には 1.2%とな

っている。 

上記したその他の交通機関利用客シェアの推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、昭

和４３～４５年期は 3.9%（変動係数９２）、同４６～４８年期は 3.5 % （同１１１）と３
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％台で推移し、その後は 2.4%から 0.5%の範囲を乱高下しながら推移し、平成１３～１５年

期には 2.0%（同３５）となっている。以上のように各年期における平均の変動係数は先に

記述した定期バスの場合と同様に著しく大きい。 

（２） 岡山県 

岡山県における、その他の交通機関利用客シェアの年次別推移経過をみると、昭和３８

年に 13.0% となり、同４１年まで１３％台を継続し、その後は縮小基調に転じ、同４２年

に 11.7% となり、同４３年には 7.5%と１０％を切り、同５１年に 5.9%、同５２年には 8.8%

を記録し、同５３年には一気に 21.5% と２０％台に乗り、その後は横ばい状態が続き、同

６１年には 17.0% と２０％を割り込み、その後は１０％台を下降・縮小し、平成７年には

9.3%と１０％を切り、同８年には 3.9%まで縮小し、その後は概ね４～５％の範囲で推移し、

平成１５年に 4.6%となっている。 

上記したその他の交通機関利用客シェアの推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、昭

和３８～３９年期は 13.2% 、同４０～４２年期は 12.7% （変動係数６）となり、同４３～

４５年期には 9.0%（同１６）と１０％を割り込み、同５２～５４年期は 13.8% （同４０）

と再び１０％台に乗り、同５５～５７年期と同５８～６０年期はともに 21.4% （同３）と

２０％台に乗り、同６１～６３年期には 16.4% （同７）と１０％台に下降・縮小し、その

後は１０％台を下降・縮小し、平成４～６年期に 13.2% （同３）となり、同７～９年期に

は 5.6%（同４６）と１０％台を割り込み、その後は４％台で推移し、同１３～１５年期に

は 4.8%（同１６）となっている。上記した各年期における平均の変動係数は先の蒜山地域

の場合より小さい。 

上述の岡山県におけるその他の交通機関利用客数の推移動向を先に記述した蒜山高原の

場合と比較するとその推移パタ－ンは類似している。しかし、同シェアは全年次を通して

蒜山高原の方が著しく下回り、その較差は昭和４４年～平成１５年の平均が 10.4 ポイント

（平均の変動係数６０）となっている。しかし、その年次別較差には時期的な片寄りがみ

られ、高水準較差期と低水準較差期に区分される。前者における平均較差は昭和５５～６

０年の 20.2 ポイント（変動係数３）となっている。 

一方、以上の期間以外は低水準較差期となるが、その期間中の較差を大小順に列記する

と、昭和６１年～平成６年の 13.5 ポイント（同１０）、昭和４４～５４年の 6.1 ポイン

ト（同２３）、平成７～１５年の 3.2 ポイント（同１９）となっている。 

以上のように蒜山高原における、その他の交通機関利用客シェアは岡山県の場合に比べ

ると、全年次において大きく下回っているが、その較差は昭和５２～平成７年の期間は大

幅に拡大し、平成８年以降は著しく縮小している。 

 

第第第第５５５５節節節節 公的宿泊施設公的宿泊施設公的宿泊施設公的宿泊施設のののの利用状況利用状況利用状況利用状況 

 

第第第第１１１１項項項項 公的宿泊施設利用者数公的宿泊施設利用者数公的宿泊施設利用者数公的宿泊施設利用者数のののの推移推移推移推移 

昭和４０年に初めて公表された『岡山県観光客動態調査報告書』によると、蒜山地域に

おける公的宿泊施設は蒜山国民休暇村高原荘（現在は休暇村蒜山高原）と湯原町営国民宿

舎「桃李荘」（現在は真庭市営国民宿舎桃李荘）の２施設となっている。その後、昭和４

２年に財団法人岡山福祉事業団営「ままの別荘」（後に湯原憩の家と改称、平成１１年閉

鎖）、同５０年に中和村営国民宿舎「津黒高原荘」（現在は和みの湯・真庭市営津黒高原

荘）、同５１年に労働福祉事業団営「湯原荘」（平成１０年閉鎖）、平成１０年に第３セ

クタ－（アストピア蒜山）営「ホテル蒜山ヒルズ」が開設されている。 

また、ユ－スホステルとして昭和３８年に蒜山ユ－スホステル（昭和６２年閉鎖）、同

４１年にユ－スホステル増田屋（平成２年閉鎖）の２施設がみられる。 

本項では岡山県ならびに蒜山地域における公的宿泊施設の利用者（宿泊者と休憩者）数

の昭和４０年～平成１５年間に亘る推移について表６～９及び図２の資料に基づき記述す

る。なお、同表の数値は昭和年代は３年刻みの平均であるが、本文では年次別推移につい

ても記述し、平成年代はとくに子細に各年次別に表示している。 

（１） 岡山県 



- 642 - 

蒜山地域における公的宿泊施設利用者数の推移動向を岡山県レベルと比較し、同地域の

位置づけを試みるため、先ず同県における利用者数の年次別推移経過について表６に基づ

き記述する。 

昭和４０年における同利用者数は 188 千人を示し、同４１年に 211 千人に急増したもの

の同４２年には 148 千人まで急落し、その後は増加基調で推移し、平成１５年には 1,193

千人となっている。 

昭和４２年以降における同利用者数の増加基調パタ－ンは急激な増加期と停滞ないし減

少期の繰り返しとなっている。すなわち、増加期の出現は７回を数え、各増加期における

最高に達した年次と利用者数をみると、昭和４７年の 417 千人、同５１年の 500 千人、同

６０年の 773 千人、同６３年の 839 千人、平成７年の 979 千人、同９年の 1,104 千人、

同１５年の 1,193 千人となっている。一方、停滞ないし減少期の出現は６回を数え、各期

における最低に達した年次と利用者数をみると、昭和４９年の 404 千人、同５４年の 474 

千人、同６２年の 691 千人、平成元年の 838 千人、同８年の 959 千人、同１２年の 1,063 

千人となっている。 

上記した昭和年代における利用者数の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以

下のようである。 

昭和４０～４２年期には 182 千人（変動係数１４）を数え、その後は増加パタ－ンで推

移し、同４３～４５年期に 233 千人（同１１）と２０万人台に乗り、同４６～４８年期に

は 397 千人と４０万人台に近接し、その後は４０万人台を上昇し、同５２～５４年期に 470 

千人（同３）となり、同５５～５７年期には 570 千人（同２）と５０万人台に達し、同５

８～６０年期には 706 千人（同１２）と７０万人台、同６１～６３年期は 754 千人（同８）

となっている。 

平成年代においても増加パタ－ンで推移し、同元年に 838 千人と８０万人台に乗り、同

３年には 911 千人と９０万人台に達し、その後は９０万人台を上昇し、同９年には 1,104 

千人と１１０万人台に乗り、翌１０年には 1,091 千人と１００万人台に下降し、その後は

幾分停滞気味で推移し、同１４年には 1,114 千人と１１０万人台に回復し、同１５年に

1,193 千人とピ－クを迎えている。 

以上で記述した公的宿泊施設利用者数の推移状況を昭和４０～４２年期の同利用者数を

1.00 とした指数の推移経過を表８でみると以下のとおりで、昭和年代は３年刻みの平均と

なっている。 

昭和４３～４５年期に 1.28 となり、その後も緩やかな上昇を続け、同４６～４８年期に

2.18 となり、同５５～５７年期には 3.13 と 3.00 台に達し、同６１～６３年期には 4.14

と 4.00 台に上昇し、平成３年には 5.01 に達し、その後は 5.00 台を上昇し、同１３年に

5.85 を示し、同１４年には 6.12 と 6.00 台に達し、同１５年に 6.56 となっている。 

（２） 蒜山地域 

① 蒜山地域公的宿泊施設利用者数の推移 

蒜山地域における公的宿泊施設利用者数は昭和４０年に 93,653 人を数え、同４１年に

107,290 人に急増し、同４２年には 65,153 人に急落し、同４３年に 69,153 人と幾分増加

し、その後は再び減少し、同４５年に 55,999 人と最低を記録している。以上の増加と減少

の反復パタ－ンは前述の岡山県の場合と類似しているが、全期間を通じて最低値を示す年

次は岡山県の昭和４２年より３年遅れの同４５年となっている。 

昭和４５年以降平成１５年に至る同利用者数の推移経過をみると、同４７年までは岡山

県の場合と同様の急増パタ－ンで推移し、同年に 123,726 人を数え、その後は岡山県にお

ける急速な増加基調のパタ－ンとは著しく異なり、増加と減少の反復パタ－ンとなってい

る。 

すなわち、増加期の出現は５回を数え、各増加期において最高に達した年次と利用客数

は昭和５０年の 124,711 人、同５２年の 105,720 人、同６０年の 115,062 人、平成３年

の 128,285 人、同１４年の 113,796 人となっている。一方、減少期の出現は６回を数え、

各減少期において最低に達した年次と利用者数は昭和４８年の 83,263 人、同５１年の

101,044 人、同５６年の 87,336 人、同６１年の 112,072 人、平成１０年の 90,320 人、同
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１５年の 109,712 人となっている。 

上記した昭和年代における利用者数の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以

下のようである。 

昭和４０～４２年期は 88,968 人（変動係数１９）と８万人台を数え、同４３～４５年期

には 62,617 人（同９）と６万人台に急落し、同４６～４８年期には 101,721 人（同１６）

と１０万人台に乗り、同４９～５１年（期には 115,744 人（同９）と１１万人台に達し、

その後は減少し、同５５～５７年に 92,107 人（同４）と１０万人を割り込み、同５８～６

０年期には 103,266 人（同８）と１０万人台に回復し、同６１～６３年期に 119,474 人（同

４）と１２万人台に接近している。 

平成元年には 126,921 人と１２万人台となり、その後は１２万人台を上昇し、同３年に

128,285 人と最高を記録し、その後は減少に転じ、同８年に 102,530 人となり、翌９年に

は 98,000 人と１０万人台を割り込み、その後は９万人台で推移し、同１２年に 102,926 

人と１０万人台に回復し、同１３年には 111,757 人と１１万人台に乗り、その後は横ばい

状態で推移し、同１５年には 109,712 人と再び１１万人を切っている。 

上記した公的宿泊施設利用者数の推移動向を昭和４０～４２年期の同利用者数を 1.00

とした指数の推移経過からみると以下のとおりである。 

昭和４３～４５年期は 0.70 と低下し、同４６～４８年期には 1.14 と 1.00 台に達し、そ

の後は 1.00 台前半を乱高下しながら推移し、同５８～６０年期に 1.16 となり、同６１～

６３年期には 1.34 に上昇している。平成元年には 1.43 となり、その後は同３年まで横ば

い状態が続き、同４年に 1.38 となり、同年以降は下降に転じ、同１０年には 1.02 となり、

昭和４６～４８年期以降における最低を記録している。しかし、その後は上昇に転じ、平

成１４年に 1.28 となり、同１５年には 1.23 となっている。 

以上のように蒜山地域における利用者数の指数の推移過程は、全体的にみると平成３年

の 1.44 をピ－クとして、それ以前は上昇段階、以後は下降段階に区分され、前述の岡山県

における平成１５年の 6.00 台への上昇と大きく相違している。 

② 蒜山地域公的宿泊施設利用者数の対岡山県比の推移 

以上で記述した蒜山地域における公的宿泊施設利用者数の岡山県における同利用者数に

占める割合（対岡山県比）の推移状況は以下のとおりである。なお、表６に示した対岡山

県比は昭和年代は３年刻みの平均を示しているが、本文では年次別推移経過についても記

述する。 

昭和年代における対岡山県比の年次別推移経過をみると、昭和４０～４１年の２か年は

それぞれ 49.9% 、50.0% と高く、同４２年には 44.5%と５０％を大きく下回り、同４３年

に 32.3% と３０％台に低下している。昭和４３年以降は３０％から２１％の範囲を乱高下

しながら低下基調で推移し、同５４年に 20.7% となり、翌５５年には 16.7% と１０％台に

低下し、その後は１８％から１３％の範囲を乱高下しながら低下基調で推移し、同６３年

に 14.8% となっている。以上の対岡山県比の年次推移動向を３年刻みの平均で追跡すると

以下のようである。 

昭和４０～４２年期は 48.4% （変動係数６）と５０％を僅差ながら下回り、同４３～４

５年期は 27.3% （同１７）と２０％台に下落し、その後は２０％台を下降し、同５５～～

５７年期に 16.2% （同５）と１０％台に乗り、同６１～６３年期に 15.9% （同９）となっ

ている。 

平成年代における対岡山県比は経年的に下降し、同元年に 15.1% を示し、その後は全体

的に１年次ごとに１ポイントずつ下降し、同９年に 8.9%と１０％を割り込み、１０年に

8.3%と最低を記録し、その後は上昇基調に転じ、同１３年に 10.5% と１０％台に達し、そ

の後は横ばい状態となり、同１５年には 9.2%と１０％台を幾分切っている。 

③ 蒜山地域の宿泊施設別利用者数の推移 

蒜山地域における６か所の公的宿泊施設利用者数の推移状況は下記のとおりで、表７の

数値は昭和年代は３年刻みの平均を示しているが、本文では年次別推移についても記述す

る。 

③－１ 休暇村蒜山高原 
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昭和４０年の利用者数は 69,929 人を数え、その後は平成１５年まで増加基調で推移し、

同１５年に 76,050 人となっているが、その過程は全体的にみると次ぎの４画期に区分され

る。 

昭和４０年代は利用者数の年次間変動がとくに激しく、同５０年代は利用者数が少なく、

その年次間変動は比較的小さく、同６０年～平成１１年間は利用者数が多く、その年次間

変動はかなり小さく、そして同１２～１５年間は利用者数は多く、その年次間変動は小さ

く、多分に停滞的である。 

上記の４画期ごとに増加期において最高に達した年次と利用者数、減少期の最低年次と

利用者数をみると以下のとおりである。 

昭和４０年代の増加期におけるピ－ク到達年次と利用者数は同４１年の 84,438 人、同４

７年の 77,972 人、同４９年の 80,120 人となり、一方、減少期における最低年次と利用者

数は同４３年の 16,064 人、同４８年の 37,516 人、同５１年の 42,228 人となっている。 

昭和５０年代の増加期におけるピ－ク到達年次と利用者数は同５２年の 53,769 人、同５

７年の 49,605 人となり、一方、減少期における最低年次と利用者数は同５６年の 40,918

人、同５８年の 46,019 人となっている。 

昭和６０年～平成１１年の増加期におけるピ－ク到達年次と利用者数は昭和６０年の

67,709 人、平成元年の 72,101 人、同６年の 68,566 人、となり、一方、減少期における最

低年次と利用者数は昭和６１年の 58,450 人、平成４年の 61,5679 人、同１０年の 43,718

人となっている。 

平成１２年以降の増加期におけるピ－ク到達年次と利用者数は同１４年の 77,270 人、減

少時の最低年次と利用者数は同１３年の 77,035 人、同１５年の 76,050 人となっている。 

上記した年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、昭和４０～４２年期は 58,189

人（変動係数４７）を記録し、同４３～４５年期には 23,707 人（同２３）とほぼ半減し、

同４６～４８年期は 57,135 人（同２９）と５万人台に急増し、同４９～５１年期は 61,600

人（同２６）と６万人台に乗り、同５２～５４年期には 51,468 人（同５）と５万人台に低

下し、同５５～５７年期は 45,906 人（同８）と５万人台を割り込み、その後は増加に転じ、

同５８～６０年に 55,396 人と５万人台に戻り、同６１～６３年期には 66,302 人（同９）

と６万人台に乗っている。 

平成年代における同利用者数の年次別推移過程は、同元～１１年の減少基調期と同１２

年以降の停滞期に区分される。すなわち、平成元年に72,101人を記録し、同３年には68,934

人と７万人台を切り、その後は６万人を乱高下しながら推移し、同８年に 56,975 人と６万

人台を割り込み、同１０年には 43,718 人と５万人台を大きく切り、平成年代における最低

を記録している。 平成１１年には 61,953 人と６万人台に達し、同１２年に 72,006 人と

７万人台に乗り、その後は７万人台を上昇し、同１４年に 77,270 人となり、平成年代にお

ける最高を記録し、同１５年には 76,050 人となっている。 

上記した利用者数の推移状況を表８に基づき昭和４０～４２年期の利用者数を 1.00 と

した指数の推移経過からみると以下のとおりである。 

昭和４３～４５年期は 0.41 となり、同４６～４８年期には 0.98 と上昇し、同４９～５

１年期には 1.06 と 1.00 台に達し、その後は再び下降し、同５２～５４年期に 0.88 となり、

その後は 1.00 以下で多少乱高下し、同６１～６３年期には 1.14 と最高を記録している。 

平成年代における指数は、昭和年代に比べ概ね高い水準で推移している。すなわち平成

元～３年は 1.20 前後、同４～７年は 1.10 前後となり、同８～１０年は 0.80 前後で推移市、

同１１年以降は 1.06～1.31 の範囲を上昇している 

以上で記述したように、休暇村蒜山高原利用者数の昭和４０年～平成１５年までの間に

おける推移状況は、昭和５８～６０年期までは減少・停滞し、その後平成３年までは増加

に転じ、同４～１１年の間は減少して昭和４０～４２年期の水準を下回り、その後は再び

増加に転じて全期間を通じ最も高い水準となっている。 

③－２ 桃李荘 

昭和４０年における桃李荘の利用者数は 23,724 人を数え、その後は減少と増加を繰り返

しながら推移し、平成４年に最高を記録し、その後は急速に減少し、同１５年に最低とな
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っている。なお、上記期間中の昭和５６～６０年間は横ばい状態となっている。 

上記した利用者数の増減過程において、増加期の出現は４回を数え、各増加期における

最高に達した年次と利用者数をみると、昭和４８年の 25,371 人、同５２年の 23,445 人、

平成４年の 28,113 人、同９年の 22,480 人となっている。一方、減少期の出現は５回を数

え、各減少期における最低年次と利用者数は、昭和４４年の 18,055 人、同５１年の 22,208

人、同５５年の 17,766 人、平成８年の 20,989 人、同１５年の 14,835 人となっている。 

以上の昭和４０年以降における利用者数の年次別推移動向を昭和年代は３年刻みの平

均、そして平成年代は年次別で追跡すると以下のようである。 

昭和４０～４２年期は 22,288 人（変動係数７）と２万人台に乗り、同４３～４５年期に

は 18,914 人（同３）と２万人台を割り込み、同４６～４８年期には 23,902 人（同４）と

再び２万人台に乗り、その後は２万人台前半を下降し、同５５～５７年期に 19,352 人（同

６）と２万人を僅少ながら切り、同５８～６０年期は 20,251 人（同１）と２万人を僅差な

がら超え、同６１～６３年には 23,595 人（同２）と増加している。平成元年には 24,167

人となり、その後は２万人台を上昇し、同４年に 28,113 人と最高を記録し、その後は２万

人台を下降基調で推移し、同１０年に 20,602 人となり、同１１年に 18,348 人と２万人を

割り込み、その後は１万人台を下降し、同１５年に 14,835 人となっている。 

上記した桃李荘利用者数の推移状況を昭和４０～４２年期の利用者数を 1.00 とした指

数の推移経過からみると以下のとおりである。 

昭和４３～４５年期は 0.85 に下降しているが、同４６～４８年期には 1.07 と僅差なが

ら上昇し、その後はほぼ横ばい状態となり、同５２～５４年期に 0.99 となり、そのような

1.00 以下の状態は同５８～６０年期まで続き、同６１～６３年期にようやく 1.06 と 1.00

台に乗り、同４０～４２年期の水準を僅差ながら上回っている。 

平成元年には 1.09 となり、その後は 1.00 台を上昇し、同４年に 1.26 と最高を記録し、

その後は下降に転じ、同７年には 0.97 と僅差ながら 1.00 を割り込み、その後も下降は続

き、しかも加速され、同１３年に 0.68 となり、その後は同水準で推移している。 

以上のように桃李荘利用者数の指数は昭和５８～６０年期までは大半の年期において

1.00 を僅差ながら下回り、同６１～６３年期以降は 1.00 を僅差ながら上回り、平成４年

に 1.26 と最高を記録し、その後は下降を続け、同１０年以降は 1.00 を下回り、その下降

速度は経年的に加速している。 

桃李荘は湯原温泉郷に位置し、前述の休暇村蒜山高原は蒜山山麓にあって、ともに昭和

４０年以来の営業である。そこで桃李荘における利用者数の指数の推移経過を休暇村蒜山

高原の場合に比較すると以下のような共通点と相違点がみられる。 

⑴ 桃李荘と休暇村蒜山高原の同指数が 1.00 以下となる時期は昭和４３～４５年期、同

５２～５４年期以降同５８～６０年期、平成８年及び同１０年となり、このほかに休暇村

蒜山高原は昭和４６～４８年期及び平成９年に 1.00 を下回り、桃李荘は平成７年及び同１

１～１５年に 1.00 以下となっている。 

⑵ 桃李荘の同指数が休暇村蒜山高原の場合を上回る年期及び年次は昭和４０～４２年

以降同５５～５７年期、平成３～５年、同９～１０年であり、その較差は平均 0.15（0.03

～0.43)、変動係数は７３と著しく大きい。一方、休暇村蒜山高原は上記以外の年期及び年

次、すなわち昭和４９～５１年期、平成１～２年、同６～８年、同１１～１５年において

上回り、その較差は平成８年までは小さく、平均較差は 0.12（0.04～0.33 ）、変動係数は

６６と大きい。しかし、平成１１年以降においては較差は拡大化している。それは休暇村

蒜山高原の指数が上昇するに対し、桃李荘の方は 1.00 以下に下降しているためで、較差は

同１１年に 0.24、同１２年には 0.46 となり、その後は 0.64 を維持し、同１１～１５年の

平均較差は 0.52、変動係数は３０となっている。 

③－３ 湯原憩の家 

湯原憩の家の利用者数は初めて昭和４２年に25,472人と記録され、同４３年には34,201

人と急激に増加し、その後は減少し、同４４年に 17,695 人、そして同４５年には 8,247 

人と急落している。 

以上の利用者数の推移過程において、同じ湯原温泉郷にある桃李荘の場合と著しく相違
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する点は、昭和４３年における急増であり、反対に桃李荘では顕著に減少している。しか

し、その後の推移パタ－ンは桃李荘の場合とかなり類似している。すなわち、増加と減少

を繰り返しながら推移する過程において、増加期は５回出現し、増加期ににおけるピ－ク

到達年次と利用者数をみると、昭和４７年の 21,379 人、同５４年の 15,338 人、同５８年

の 13,462 人、同６１年の 16,031 人、平成４年の 19,464 人となり、以上の利用者数は昭和

４３年の 34,201 人を大きく下回っている。一方、減少期の出現も５回に及び、減少期にお

ける最低年次と利用者数をみると、昭和５１年の 14,660 人、同５７年の 11,086 人、同６

３年の 15,601 人、平成１０年の 11,408 人となっている。 

以上で記述した利用者数の推移経過を昭和年代は３年刻みの平均、そして平成年代は年

次別に追跡すると以下のようである。 

昭和４０～４２年期は 8,472 人（但し昭和４２年のみ）となり、同４３～４５年期は

20,408 人（変動係数５３）に増加し、同４６～４８年期は 20,728 人（同２）といずれも

ほぼ同水準の２万人台で推移し、同４９～５１年期には 15,724 人（同７）と１万人台に減

少し、その後は横ばい状態となり、同５２～５４年期に 15,313 人（同１）を記録し、同５

５～５７年期には 11,871 人（同７）と１万人に接近し、その後は増加に転じ、同６１～６

３年期に 15,759 人（同１）となっている。 

平成元年に 16,591 人となり、前年の 15,610 人を上回り、その後も増加を続け、同４年

に 19,464 人となり、昭和４３年の 34,201 人、同４７年の 21,379 人に次いで高い記録とな

っている。平成５年には 17,562 人と減少し、その後も減少パタ－ンで推移し、同７年に

14,962 人、同８年に 12,295 人、同９年に 11,856 人、同１０年に 11,408 人となり、同１

１年に閉鎖されている。 

上記した湯原憩の家利用者数の推移状況を昭和４２年の同利用者数を 1.00 とした指数

の推移経過からみると以下のとおりである。 

昭和４３～４５年期に 2.35 に急上昇し、同４６～４８年期には 2.44 とピークに達し、

その後平成元年まで下降し、その過程で昭和５５～５７年期に 1.40 と最低を記録してい

る。しかし、平成２～６年の間は概ね 2.05 前後に上昇し、その後は 1.00 台前半に急落し、

同１０年には 1.34 と最低を示している。 

前述の桃李荘利用者数の指数に比べると、全期間を通じて上回り、その較差は昭和４３

～４５年期は 1.50 と最も高く、その後は 1.37～0.30 の範囲を乱高下し、全期間の平均較

差は 0.83（変動係数１０６）となっている。 

③－４ 津黒高原荘 

津黒高原荘は昭和５０年に開設され、同年の利用者数は 9,557 人となり、翌５１年には

17,914 人と急激に増加し、全期間における最高を記録している。昭和５２年に 9,861 人と

急激に減少し、翌５３年には 10,267 人と１万人台に達し、同５４年に 11,938 人となり、

その後は概ね横ばい状態で推移し、同６３年には 10,328 人となっている。 

上記した利用者数の年次別推移を３年刻みの平均で追跡すると以下のようである。 

昭和４９～５１年期は 13,736 人（変動係数３０）となり、同５２～５４年期は 10,689

人（同８）と１万人台に乗り、同５５～５７年期には 11,756 人（同３）と１万１千人台に

達し、同５８～６０年期は 11,267 人（同５）と横ばい状態で推移し、同６１～６３年期に

10,866 人（同４）と１万人台に下降し、同５２～５４年期の水準に戻っている。 

平成年代における同利用者数の推移を子細に年次別にみると、平成元年は 10,891 人とな

り、前年の 10,328 人と大差なく１万人台に乗り、同２～３年の両年はそれぞれ 11,432 人、

11,229 人と１万１千人台で推移し、同４年には 10,165 人と１万人台に下降し、その後は

１万人台以下の水準を下降する過程において、同５年に 8,744 人となり、その後は多少乱

高下しながら推移し、同８～９年には 9,300 人前後に増加し、その後は再び減少に転じ、

同１２年には激減し 2,965 人と３千人を僅差ながら切り、全期間における最低を記録して

いる。その後は増加に転じ、平成１３年に 8,920 人となり、翌１４年には 10,501 人と１

万人台に達したものの同１５年には 8,985 人となっている。 

上記した津黒高原荘利用者数の推移状況を昭和４９～５１年期の同利用者数を 1.00 と

した指数の推移経過からみると以下のとおりである。 
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昭和５２～５４年期は 0.78 と 1.00 を割り込み、その後は 0.80 前後で推移し、平成４年

に 0.74 となり、その後も下降を続け、同１０年に 0.54、同１２年には 0.22 と最低を記録

し、その後は上昇に転じ、同１３年に 0.65、同１４年に 0.77 となり、同１５年には 0.66

と再び下降している。以上で記述したように利用客数の指数は全期間を通じて 1.00 を下回

り、全体的には経年的に下降し、平成１２年に最低となり、その後は上昇に転じ、同１５

年の時点では同４～５年当時の水準に回復している。 

津黒高原荘は休暇村蒜山高原と共に蒜山地域北部に立地し、自然的観光環境において共

通部分が多い。そこで両宿泊施設利用者数の指数の推移状況を比較すると以下のようであ

る。 

休暇村蒜山高原利用者数の指数の基準年次を津黒高原荘の場合と同一（昭和４９～５１

年期）にした場合、津黒高原荘の指数は概ね全期間を通じて休暇村蒜山高原を下回り、そ

の程度は平成４年までは小さく（平均指数 0.30）、その後は大きく（同 0.57）なっている。 

③－５ 湯原荘 

湯原荘は昭和５１年に開業し、同年の利用者数は 4,034 人と公表され、翌５２年には

3,103 人に減少し、その後は概ね３千人台前半を乱高下しながら推移して、同６１年に

3,377 人となり、同６２年には 2,660 人と２千人台に下落し、翌６３年は 2,520 人となっ

ている。 

上記した昭和年代における利用者数の年次別推移経過を３年刻みの平均、そして平成年

代は子細に各年次別に追跡すると以下のとおりである。 

昭和５１年は上述したように 4,034 人となり、同５２～５４年期には 3,327 人（変動係

数５）と３千人台に下落し、その後はほぼ横ばい状態で推移し、同５８～６０年期に 3,184 

人（同１５）となり、同６１～６３年期には 2,852 人( 同１３）と２千人台に低下してい

る。平成元年には 3,071 人となり、同２年には 2,886 人と２千人台に下落し、翌３年には

3,672 人と３千人台に回復し、その後は多少乱高下しながら同６年に 3,282 人と３千人台

は維持され、翌７年には 2,691 人と３千人を割り込み、その後は２千人台で推移し、同９

年に 2,448 人となり、翌１０年に閉鎖されてた。 

上記した湯原荘利用者数の推移状況を昭和５１年の同利用者数を 1.00 とした指数の推

移経過からみると以下のとおりである。 

 昭和５２～５４年期に 0.83 と 1.00 を割り込み、その後は 0.70 台で推移し、平成２年

に 0.72 となり、翌３年には 0.93 と 1.00 に接近し、同６年まで 0.90 前後で推移し、その

後は下降を続け、同９年に 0.62 となっている。 

③－６ ホテル蒜山ヒルズ 

ホテル蒜山ヒルズの開業は平成１０年で、同年の利用者数は 7,212 人を数え、翌１１年

には 9,475 人に急増し、同１２年に 10,502 人と１万人台に達し、その後は僅差ながら増加

パタ－ンで推移し、同１４年に 10,944 人と最高に達し、翌１５年には 9,842 人と１万台

を僅かながら切っている。 

上記した利用者数の指数の推移状況を平成１０年の同利用者数を 1.00 とした指数の推

移経過からみると以下のとおりである。 

平成１１年に 1.32 となり、その後は上昇基調で推移し、同１４年に 1.51 と最高を記録

し、同１５年には 1.36 となっている。 

ホテル蒜山ヒルズは前述の休暇村蒜山高原と比べて２５年遅い開設であるが、ともに蒜

山南麓に位置し、ジャ－ジ－種牛飼養の酪農風景や各種観光資源を共有している。 

上記両宿泊施設における利用者数の指数の推移状況を比較すると以下のようである。 

休暇村蒜山高原利用者数の指数の基準年次をホテル蒜山ヒルズの場合と合わせると、そ

の指数は平成１１年に 1.42 となり、その後は上昇し、同１４年に 1.77 と最高を記録し、

同１５年に 1.74 となっている。以上のように休暇村蒜山高原利用客数の指数はホテル蒜山

ヒルズの同指数を上回り、その較差は年次の進行とともに 0.11 ポイントから 0.38 ポイン

トへと拡大している。 

上記したように平成１０年以降における両宿泊施設利用客数は経年的に伸びているが、

その増加率において違いがみられる。それは宿泊施設の知名度によるものか、景観を含む
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立地条件の影響か、あるいは集客の手法の相違によるものか等々、今後における蒜山地域

観光振興のために多くの課題を提供している。 

 

第第第第２２２２項項項項 公的宿泊施設利用者数公的宿泊施設利用者数公的宿泊施設利用者数公的宿泊施設利用者数のののの施設別割合施設別割合施設別割合施設別割合のののの推移推移推移推移 

前項で記述した蒜山地域における公的宿泊施設利用者数の施設別割合（以下、施設シェ

ア）の推移状況は以下のようである。なお、昭和年代は３年刻みの平均、平成年代は子細

に各年次別に記述する。 

昭和４０～４２年期における施設シェアは休暇村蒜山高原 65.4% （変動係数３６）、桃

李荘 25.1% （同１５）、湯原憩の家 9.6% の順になり、休暇村蒜山高原は第２位を 40.3

ポイントも引き離している。しかし、昭和４３～４５年期には上記３施設の利用客数はと

もに減少し、とくに休暇村蒜山高原の場合は著しく、そのために施設シェアは休暇村蒜山

高原 31.9% （同３０）、湯原憩の家 30.2% （同４６）、桃李荘 30.3% （同１１）の順に

なり、前年期と比べて３者施設間の較差は縮小し、３０％台となっている。 

昭和４６～４８年期における施設シェアは休暇村蒜山高原が拡大し 56.1% （同１３）と

なり、次いで桃李荘 23.5% （１８）、湯原憩の家 20.4% （同１５）と続き、休暇村蒜山高

原の構成比は第２位を 32.7 ポイント上回っている。 

昭和４９年には上記３施設の他に津黒高原荘、湯原荘の２施設が開業し、平成１０年に

はホテル蒜山ヒルズが加わっている。そこで昭和４９～５１年期以降における同構成比の

推移経過を宿泊施設ごとに記載すると以下のとおりである。 

① 休暇村蒜山高原 

昭和４９～５１年期は 65.1% （変動係数１９）を示し、その後縮小し、同５２～５４年

期は 50.1% （同１）、同５５～５７年期は 49.8%（同４）となり、同５８～６０年期には

53.5%（同８）に拡大し、その後は平成９年まで５０％台を乱高下しながら推移し、その間

における最低は同４年の 50.1% 、最高は平成６～７年の 57.1～57.0%となっている。平成

１０年には 48.4% と５０％以下に縮小し、その後は拡大に転じ、６０％台を上昇基調で推

移し、同１２年に70.0% と最高を記録し、その後は６０％台後半を推移し、同１５年に69.4% 

となっている。 

② 桃李荘 

昭和４９～５１年期は 17.9% （変動係数６）となり、休暇村蒜山高原に次ぐ第２位を占

めている。その後は昭和５５～５７年期まで２１％台で推移し、同５８～６０年期以降平

成２年までと同６～７年間は概ね１９％台後半で推移している。以上の期間を除き、平成

１０年までは概ね２２％強で推移し、同１１年には 19.0%に縮小し、その後は急速に縮小

し、同１３年以降は 13.0% 台となり、同１４年に 13.3% と最低を記録し、同１５年に 13.5% 

となっている。 

③ 湯原憩の家 

昭和４９～５１年期は 13.6% （変動係数８）を示し、同５２～５４年期に 14.9% （同３）

と幾分拡大し、その後は平成７年まで概ね１３％台で推移し、同４年に 15.9% と最高を記

録し、その後は緩やかに縮小し、平成１０年に 12.6% となっている。 

④ 津黒高原荘 

昭和４９～５１年期に 11.8%（変動係数３９）となり、その後は拡大し、同５５～５７

年期に 12.8% （同２）と最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、同６１～６３年期に

は 9.1%（同７）と１０％を切り、平成６年に 6.2%を記録した後は拡大に転じ、同９年に

9.6%となり、その後は再び縮小し、同１２年に 2.9%と最低を記録し、そのは８～９％台で

推移し、同１５年に 8.2%となっている。 

⑤ 湯原荘 

昭和５１年に 3.5%となり、同５２～５４年期に 3.2%（変動係数７）と横ばい、その３％

水準は同５８～６０年期まで続き、その後は２％台を乱高下しながら推移し、平成９年に

2.4%となっている。 

⑥ ホテル蒜山ヒルズ 

平成１０年に 8.0%を占め、その後は拡大し、同１２年に 10.2% と１０％台に達し、その
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後は９％台で推移し、同１５年に 8.9%となっている。 

 

第第第第３３３３項項項項 公的宿泊施設集客力公的宿泊施設集客力公的宿泊施設集客力公的宿泊施設集客力のののの地域内南北間格差地域内南北間格差地域内南北間格差地域内南北間格差 

蒜山地域における公的宿泊施設のうち、休暇村蒜山高原、津黒高原荘、ホテル蒜山ヒル

ズの３施設はそれぞれ同地域北部（以下、北部と略称）の川上村、中和村、八束村に位置

し、一方、桃李荘、湯原憩の家、湯原荘は同地域南部（以下、南部と略称）の湯原町に集

中している。これら公的宿泊施設利用者数の施設別割合は前項で記述したとおりであるが、

その施設別割合（施設シェア）を蒜山地域の南・北両部に振り分け、その推移経過を昭和

年代は３年刻みの平均、平成年代は子細に各年次別にみると以下のとおりである。 

上記した公的宿泊施設の利用者収容規模は施設間に差異があり、同施設の利用者数が集

客力の強弱を反映すものではない。本項では同施設利用者数の施設別割合の推移動向から

集客力を推測し、その集客力に関与する要因について記述する。 

北部の公的宿泊施設利用者数割合（以下、北部施設利用者シェア）は昭和４０～４２年

期に 65.4% （変動係数３６）を示し、同４３～４５年期には 38.0%（同３０）と急激に縮

小している。しかし、その後は拡大し、昭和４６～４８年期には 56.1% （同１４）となっ

ている。上記した昭和４３～４５年期における施設利用者シェアの著しい縮小は、北部の

休暇村蒜山高原利用者数の減少が南部の桃李荘と湯原憩の家利用者数の減少を上回ってい

る結果である。昭和４９～５１年期には北部施設利用者シェアは 65.2% （変動係数６）と

６４％台に拡大し、前年期を 9.1 ポイント上回っている。これは休暇村蒜山高原利用者数

の増加に津黒高原荘の新規営業が加わり、一方で南部施設利用者数が減少したためである。 

昭和５２～５４年期の北部施設利用者シェアは 60.5% （変動係数１）となり、前年期を

4.3 ポイント下回っている。この利用者シェア縮小の理由は北部宿泊施設利用者数（以下、

北部利用者数）の減少と南部施設利用者数（以下、南部利用者数）の増加に起因する。北

部利用者数の減少は休暇村蒜山高原の利用者数が昭和５２年以降休憩者を除く宿泊者数の

みとなったことに一因があると推量される。 

昭和５５～５７年期の北部施設利用者シェアは 62.6% （変動係数３）と拡大に転じてい

る。しかし、この年期において南・北両部施設利用者数は減少し、とくに南部施設利用者

数の減少が激しく、そのために北部施設利用者シェアの拡大となっている。なお、この年

期において津黒高原荘利用者数は増加し、反対に休暇村蒜山高原利用者数は減少している。 

昭和５８～６０年期には北部施設利用者シェアは 64.5% （変動係数５）と６４％台に拡

大し、前年期に比べ僅差ながら 1.9 ポイント上回っている。この年期において南・北両部

施設利用者数は共に増加しているが、その前年期に対する増加率は北部施設利用者数の方

が２倍以上も高い（増加率：北部 15.4% 、南部 6.4%）。なお、この年期において北部施設

のうち休暇村蒜山高原利用者シェアは拡大し、津黒高原荘の方は縮小している。 

昭和６１～６３年期の北部施設利用者シェアは 64.6% （変動係数３）で、前年期とほぼ

同じ水準となり、その後は平成２年まで概ね６４％水準で推移している。なお、上記の期

間における南・北両部施設利用者数はともに増加しているが、北部施設では休暇村蒜山高

原の利用者数は増加し、津黒高原荘の方に大きな変化はみられない。 

平成３年から同５年までの間に北部施設利用者シェアは 62.5% から 60.4% に縮小してい

る。この間における北部施設の休暇村蒜山高原と津黒高原荘の利用者数はともに減少し、

南部施設利用者数は概ね横ばい状態となっている。 

平成６～１０年の間は、北部施設利用者シェアは概ね６４％台前半で推移し、一方南部

施設利用者シェアは３５～３７％の範囲を乱高下している。この期間中に南・北部施設路

用者数は減少し、その減少率は両者ともに近似している（減少率：南部 27.4% 、北部 28.0% ）。

なお、北部施設のうち休暇村蒜山高原の利用者数は減少し、津黒高原荘の方は乱高下し、

上記期間を通じて前者の減少率は 36.2%、後者は±０％となっている。 

平成１１年の北部施設利用者シェアは 81.0% と急激に拡大し、反対に南部施設利用者シ

ェアは 19.0%と急激に縮小している。、それは言うまでもなく北部施設利用者数の急増（前

年比 33.4%増 ）と南部施設利用者数の激減（前年比 42.8%減 ）の反映である。なお、北部

施設において休暇村蒜山高原と蒜山ヒルズの利用者数はともに増加（前年比は前者 41.2%、
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後者 32.0%）し、反対に津黒高原荘の方は減少（前年比△13.5%）している。 

平成１１年以降、北部施設利用者数は増加を続け、反対に南部施設利用者数は漸減し、

その結果として北部施設利用者シェアは８０％台を上昇し、同１３年に８６％台に達し、

同１４年には 86.7%と最高を記録し、同１５年には 86.5%とほぼ横ばい状態になっている。 

一方、南部施設利用者シェアは１９～１３％の範囲を下降し、その過程で同１３年まで

急落し、その後は１３％台前半を推移し、同１５年に 13.5%となっている。 

上記した北部施設利用者数の平成１１年以降における増加は休暇村蒜山高原、ホテル蒜

山ヒルズ、津黒高原荘のすべてに認められ、そのピ－クに達した年次はともに平成１４年

となり、同１５年には幾分減少し、同１１～１５年間における増加率はそれぞれ 22.9%、

3.2%、40.6%となっている。一方、南部施設利用者数は減少しているが、それは桃李荘利用

者数の減少に加えて平成９、１０年における湯原憩の家及び湯原荘の廃業による。なお、

桃李荘利用者数の平成１１～１５年間における減少率は 19.1% となっている。 

農山村地域における公的宿泊施設のサ－ビス機能は、立地条件を巧みに活用して「安ら

ぎ」と「癒し」の自然空間を提供し、そして「農業の美と文化」の媒体となることに尽き

る。 

先に記述した公的宿泊施設が立地する４か町村を包む蒜山地域の大空間が備える自然的

観光資源は多様であり、たとえば深く豊かな森林山岳が刻む渓谷（中和山乗渓谷）のさん

ざめく清流、渓谷の一角に潜む滝（中和不動滝、湯原古屋不動滝）、ブナ．ナラの原生林

（川上、中和））、蒜山火山系が形成する高原（蒜山高原、津黒高原）、中蒜山山麓に湧

出する透明な冷泉（八束塩釜の冷泉）、旭川ダム下流域の清流沿い温泉群（湯原）、上蒜

山山麓三木ヶ原における平成１１年発掘の温泉などがある。さらにはス－ポ－ツやレクリ

エ－ションのためのスキ－場（川上、八束、中和）、キャンプ地（川上、八束、中和）、

遊歩道（中和、湯原）、サイクリングコ－ス（川上、八束）等をあげることができる。 

そして産業的観光資源として、ジャ－ジ－種乳牛による酪農主産地の象徴である「ひる

ぜんジャ－ジ－ランド」が立地する蒜山山麓の酪農文化的景観は特筆すべきものであり、

その他に農畜産特産品（乳製品、ひるぜん大根、そば製品、ひるぜんワイン）や伝統工芸

品（がま細工や郷原漆器）等を挙げることができる。 

上記したように公的宿泊施設は川上村、八束村、中和村、湯原町にあり、非公的宿泊施

設（旅館、ホテル）は湯原温泉街に集中している。その温泉街にある桃李荘、湯原憩の家、

湯原荘は山岳斜面の迫る旭川沿いにあり、川面を挟む四季の風情に囲まれて出で湯につか

る旅の醍醐味を堪能することができる。 

一方、休暇村蒜山高原（川上）とホテル蒜山ヒルズ（八束）は上蒜山（1202m ）、中蒜

山（1122m ）、下蒜山（1100m ）の三座を背にして西方に裏大山（1712m ）の山頂を望む

開豁な蒜山高原に位置し、酪農的景観に目を見張り、牧歌的風情に旅情を慰めることがで

きる。また、近くにスキ－場、キャンプ場、ハ－ブガ－デン、ひるぜんジャ－ジ－ランド、

蒜山高原ライディングパ－ク、蒜山大山スカイラインなどがある。そして津黒高原荘（中

和）は津黒山（1117m ）山麓にあり、蒜山三座と裏大山の雄大な景観の中でキャンプ、登

山、スキ－など、大自然の魅力を四季を通じて楽しむことができる。 

前述したように北部施設利用者シェアは昭和４０～４２年期に 65.4%と６０％台を占

め、同４３～４５年期には 38.0% と４０％を割っているが、その後は拡大に転じ、同４９

～５１年期に 65.1% となり、その後の同シェアは昭和５２～５４年期、そして平成４年と

その前後１～２年は６４％を数ポイントを切っているが、他の期間は６４％台で推移し、

同１１年には 81.0% と急激に拡大し８０％台に達し、その後は８０％台を上昇している。 

以上で記述したように昭和４９～５１期から平成１０年までの期間、北部施設利用者シ

ェアは概ね６４％、一方の南部施設利用者シェアは３６％程度の水準でブレルことなく推

移していることは、南・北両部の公的宿泊施設の集客力が均衡を保っていることの裏書と

言える。つまり、宿泊利用者によって北部における自然と一体化した観光資源と南部にお

ける山峡の温泉観光資源が等分に高く評価され、両資源の集客力が均等に発揮されていた

と推量される。しかし、平成１１年以降においては北部施設利用者シェアが拡大し、集客

力が高まり、しかも経年的に向上している。このことは大自然の空間や高原の個性的な景
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観、四季の野外スポ－ツなどの観光資源の集客力の方が温泉三昧に尽きる観光資源を凌駕

しつつあることを示唆しているのかもしれない。 

しかし一方、休暇村蒜山高原において平成１１年の天然温泉風呂設置を契機に利用者数

が増加傾向にあることを考慮に入れると、南部における温泉資源の集客力の衰退を是認す

ることはできない。 

 

第第第第６６６６節節節節 ユユユユ－－－－スホステルスホステルスホステルスホステルのののの利用状況利用状況利用状況利用状況 

 

岡山県観光客動態調査報告書（昭和４０年）によると蒜山地域におけるユ－スホステル

の利用者数は昭和３８年から公表されている。 当時のユ－スホステルは蒜山ユ－スホス

テルのみで、岡山県内では県南に鷲羽山ユ－スホステルが設置されている。その後、蒜山

地域では昭和５０年にユ－スホステル増田屋が開業し、当時の県南には鷲羽山ユ－スホス

テルに加えて倉敷ユ－スホステルの２施設がみられる。上記の蒜山ユ－スホステルは昭和

６２年、増田屋は平成２年に廃業しているが、県内では上記施設の他に岡山県青年会館ユ

－スホステルの３施設が存続している
12) 

。 

本節では先ず蒜山地域におけるユ－スホステル利用者数の年次別推移経過を表１０に基

づき記述し、次いで同利用客数の推移経過を３年刻みの平均で追跡する。なお、岡山県内

ユ－スホステル利用客数を併記し、蒜山地域の場合と比較する。 

 

第第第第１１１１項項項項 ユユユユ－－－－スホステルスホステルスホステルスホステル利用者数利用者数利用者数利用者数のののの推移推移推移推移 

蒜山地域におけるユ－スホステル利用者数は、昭和３８年に 5,002 人を数え、その後は

５千人台で同４０年まで推移し、同４１年に 6,607 人と６千人台に急増した後は概ね６千

人前後で推移し、同４６年には 4,756 人と４千人台に下落し、その後は４千人台を下降し、

同４８年に 4,091 人となり、同４９年には 2,974 人と３千人を切り、その後は３千人台で

推移し、同５３年に 2,075 人と２千人台に下降し、その後は概ね２千人台を乱高下しなが

ら推移し、同５７年に 2,002 人となり、同５８年に 1,678 人と１千人台に減少し、その後

は１千人台を下降し、同６１年に 1,064 人となり、同６２年には２６１人に急激に減少し、

その後は２００人台を下降し、平成元年に２４２人となっている。 

上記した利用者数の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、昭和３８～３９年

期は 5,128 人（変動係数２）を数え、同４０～４２年期に 5,886 人（同１０）と６千人台

に接近し、同４３～４５年期には 6,137 人（同４）と６千人台に達し、その後は同５２～

５４年期まで毎年期に１千人程度ずつ減少し、同５２～５４年期に 2,459 人（同１７）と

２千人台となり、その後も減少は続き、同５８～６０年期に 1,420 人（同２０）と２千人

台を大きく割り込み、さらに同６１～６３年期には５２０人（同４７）に激減し、平成元

年は２４２人となっている。 

一方、岡山県内ユ－スホステル利用者数の推移経過を３年刻みの平均で記述すると、昭

和３８～３９年期は 13,994 人（変動係数８）を数え、その後は増加し、同４３～４５年期

には 25,872 人（同２）と約２倍に増加し、同４９～５１年期に 37,173 人（同２５）と最

高を記録し、その後は減少に転じ、同５５～５７年期に 29,944 人（同１３）と３千人を切

り、同６１～６３年期に 16,174 人（同１２）と１千人台になり、平成元年には 13,470 人

と最低を記録している。ちなみに利用者数の最高を記録した年期は蒜山地域の場合と比べ

て２年期遅れている。 

上記した蒜山地域ユ－スホステル利用者数の岡山県ユ－スホステル利用者数に対する比

率（対岡山県比）の推移をみると以下で示すとおりである。昭和３８～３９年期は 36.7% 

（変動係数５）となり、同４０～４２年期も同水準となっている。しかし、その後の対岡

山県比は経年的に下降している。すなわち、昭和４３～４５年期は 23.7% （同２）と３０

％を大きく割込み、同４６～４８年期は 16.0% （同３）％と２０％を切り、同４９～５１

年期には 9.3%（同２０）と１０％を切り、その後も下降を続け、同５８～６０年期には 6.6%

（同１１）となり、同６１～６３年期は 3.0%（同６３）、平成元年は 1.8%と最低を記録し

ている。 
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以上で記述したように岡山県におけるユ－スホステルは県北部の蒜山地域、県南部の瀬

戸内沿岸地域に設置されている。そのような設置状況の中で、蒜山地域のユ－スホステル

利用者数は昭和４０～４２年期までは岡山県の同利用者数の３７％弱を占め、かなり高い

水準であった。しかし、その後は急速に下降し、同４９～５１年期には１０％を切り、そ

の後における下降は加速化され、同６１～６３年期には３％となっている。そして昭和６

２年に蒜山ユ－スホステルは閉鎖し、平成２年には増田屋が営業を終えている。 

 

第第第第２２２２項項項項 ユユユユ－－－－スホステルスホステルスホステルスホステル別利用者数別利用者数別利用者数別利用者数のののの推移推移推移推移 

① 蒜山ユ－スホステル 

蒜山ユ－スホステルの利用者数の年次別推移をみると、昭和３８年以降同４９年までの

経過は前項で記述した蒜山地域の場合と同じである。昭和４９年から同５２年までは２千

人台を下降し、同５３年に 1,417 人と１千人台に減少し、その後は概ね１千人台を乱高下

しながら推移し、同６０年に 1,033 人となり、同６１年には９０３人と１千人を切ってい

る。 

上記した利用者数の年次別推移状況を３年刻みの平均でみると以下のとおりである。 

昭和３８～３９年期は 5,128 人（変動係数２）となり、その後は増加し、同４０～４２

年期に 5,886 人（同１０）、そして同４３～４５年期には 6,137 人（同４）と最高を記録

し、その後は急速減少している。すなわち、昭和４６～４８年期に 4,534 人（同７）と４

千人台に急減し、同４９～５１年期には 2,416 人（同９）と更に急激し、３千人を割り込

み、同５２～５４年期には 1,850 人（同２２）と２千人を切り、その後は横ばい状態で推

移し、同５５～５７年期に 1,801 人（同１７）となり、同５８～６０年期は 1,182 人（同

９）とさらに減少し、平成６１年には９０３人に急激に減少している。 

② 増田家 

昭和５０年に 1,103 人となり、翌５１年には６８４人まで急激に減少し、その後は概ね

６００人台を乱高下しながら推移し、同５５年に６６１人となり、翌５６年には２８３人

に急減し、同５７～５８年の両年次には４３０人程度に増加し、同５９年に２８８人に減

少し、翌６０年には利用客無しとなっている。しかし、昭和６１年には１６１人を数え、

同６２年には２６１人と２００人台に乗り、その後は２００人台を上下しながら推移し、

同６３年に２３４人、平成元年には２４２人となっている。 

上述した利用者数の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下のようである。 

昭和４９～５１年期は８９３人（５０～５１年の２年平均）を数え、その後は減少し、

同５２～５４年期に６０９人（変動係数９）と６００人台に落ち、同５５～５７年期に４

５８人（同３４）と５００人を切り、同５８～６０年期には２３８人（同７４）と２００

人台に落ち、次の年期は２１９人（同１９）となり、平成元年に２４２人を記録している。 

 

第第第第７７７７節節節節 スキスキスキスキ－－－－場場場場のののの利用状況利用状況利用状況利用状況 

 

第第第第１１１１項項項項 スキスキスキスキ－－－－場入込客数場入込客数場入込客数場入込客数のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

岡山県観光客動態調査報告書によると蒜山地域におけるスキ－場の入込客数は昭和４９

年に初めて公表されている。当時は三木ヶ原スキ－場（川上村、休暇村蒜山高原経営）、

郷原スキ－場（川上村、山陽休暇村経営）、上蒜山スキ－場（八束村、休暇村蒜山高原経

営）、塩釜スキ－場（八束村、（株）両備バス経営）があり、その後、同５１年に津黒高

原スキ－場（津黒高原荘経営）、平成９年にひるぜんベアバレ－スキ－場（川上村、（株）

グリ－ンピア蒜山経営）が開設されている。なお、塩釜スキ－場は昭和６１年、郷原スキ

－場は平成１３年に閉鎖している。 

上記した蒜山地域内スキ－場入込客数の推移状況及びスキ－場別入込客数割合を示すと

表１１、１２のとおりである。なお、同表の数値は昭和年代は３年刻みの平均で示してい

るが、本文では年次別推移についても記述する。 

先ず昭和年代における入込客数の推移経過をみると以下のようである。 
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昭和４９年に 116,340 人を数え、その後は１２万人台で同５２年まで推移し、同５３年

には 49,311 人と５万人を切り、その後は増加に転じ、同５５年に 115,987 人と１２万人

台にかなり近接したものの再び減少に転じ、同５７年には 55,353 人と前年次の半分に低落

し、同５８～５９年の両年次にはそれぞれ 107,842 人、100,637 人と１０万人台に倍増し

ている。しかし、昭和６０年には急落して 13,680 人と１万人台となって最低を記録し、同

６２年には 29,470 人と３万人に近接したものの同６３年には 15,952 人と２万人を大幅に

割り込んでいる。 

上記した昭和４９～６３年間における年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると、

同４９～５１年期は 122,766 人（変動係数３）と１２万人台を示し、同５２～５４年期に

は 82,501 人（同３５）と８万人台に減少し、その後は同５８～６０年期まで８万人台後半

で推移し、同６１～６３年期には 19,701 人（同３５）と２万人を僅差ながら割り込んでい

る。 

平成年代における同入込客数の年次別推移経過を全体的にみると、同元年には 70,606

人と７万人台に達し、昭和６１～６３年期の約３倍半の増加となっている。しかし、平成

２年以降において７万人台を記録する年次はなく、３万３千人から６万５千人の間を乱高

下しながら推移している。 

すなわち、平成２年には 37,813 人に激減して４万人を割り込み、その後は同５年まで３

万３千～４万５千人の範囲で乱高下し、同４年の33,522人は昭和６１～６３年期の19,701

人に次ぐ低水準となっている。平成６年には 52,247 人と５万人台に達し、その後は増加基

調で推移し、平成１１年に 65,378 人と高水準を記録し、その後は減少基調に転じ、同１２

～１３年の両年はそれぞれ 46,024 人、49,922 人と５万人台を割り込み、同１４年には

52,656 人と５万人台に回復し、同１５年に 57,909 人と６万人に接近している。 

上記した平成年代におけるスキ－場入込客数の推移経過を昭和４９年の時点（116,340 

人）を１００とした指数の推移でみると、平成元年は６１となり、その後は急落を続け、

同５年までの４年間は３０程度の低水準となり、同６年以降は４０～５６の範囲を乱高下

し、同１５年は５０となっている。 

（２） 岡山県 

上記した蒜山地域スキ－場入込客数の推移状況を岡山県スキ－場入込客数の場合と比較

するため、同県における入込客数を昭和４９年以降平成１５年まで追跡すると以下のよう

である。 

昭和４９年に 250,740 人と２５万人台を記録し、同年以後の推移経過は同５１年の３０

万人台（317,107 人）の年次を除くと、同５２年まで概ね２５万人水準で推移し、その後

は同水準を超える年次が頻繁に出現している。その年次は昭和５５～５６年、同５８～５

９年、平成２～８年、同１５年の各年次であり、その中で３０万人台の年次をみると、昭

和５５年の 323,177 人、平成２～３年のそれぞれ 310,890 人、338,761 人、同７年の 379,407 

人となっている。 

上記した年次以外の年次、すなわち昭和５１～５４年、同５７年、同６０年～平成元年、

同９～１４年における入込客数は昭和４９年の入込客数を１００とすると、概ね５５～９

０％の範囲を乱高下し、その中でとくに低水準の年次は昭和５３年の５５、同６３年の５

８となっている。 

前述の蒜山地域スキ－場入込客数の推移状況を岡山県内の同入込客数の場合と比較する

と、共通点として昭和４９～５２年間における入込客数の安定的推移である。一方、相違

点は昭和５３年以降における入込客数の推移過程において、蒜山地域の場合には昭和４９

年時点の入込客数水準に達する年次はみられないが、岡山県では同水準を上回る年次が頻

繁に出現する点である。なお、岡山県および蒜山地域における昭和４９年の入込客数を１

００としたとき、蒜山地域の場合は大半の年次が３０～５５であり、岡山県の場合は概ね

７０～９０となっている。 

次に蒜山地域スキ－場入込客数の岡山県スキ－場入込客数に対する比率（対岡山県比）

の推移をみると以下のとおりである。なお、昭和年代は３年刻みの平均、平成年代は年次

別に記述する。 
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昭和４９～５１年期に 44.3% （変動係数７）と約４５％を占め、同５２～５４年期には

幾分低下し 43.2%（同１１）となっている。その後も低下は続き、昭和５５～５７年期に

32.7%（同１３）、同５８～６０年期には 30.4% （同２３）と３０％を僅差ながら上回り、

同６１～６３年期には 12.0%（同３３）に急落している。 

平成年代における対岡山県比をみると、同２～４年は低水準で横ばい状態となり、同５

年以降は上昇に転じ、同１４年には３０％台に達している。すなわち、平成元年に 35.0%

に急上昇し、同２年には 12.2%に急落し、同４年まで概ね１２％水準で推移し、同５年に

15.2%となり、その後も上昇を続け、同９年に 27.4% と２０％台に乗り、同１１年には 32.7%

と３０％台に達し、その後は低下基調で推移し、同１４年に 30.8%、同１５年に 22.0%とな

っている。 

以上に記述したように、昭和年代の対岡山県比は同４９から６０年の間は４５～３０％

の範囲を下降し、その後は１２％に急落し、平成年代は同８年まで概ね１０％台前半で推

移し、その後は２０％台後半で推移している。 

 

第第第第２２２２項項項項 スキスキスキスキ－－－－場別入込客数場別入込客数場別入込客数場別入込客数のののの推移推移推移推移 

先に記述した蒜山地域スキ－場入込客数の推移状況を６か所のスキ－場別にみると以下

のとおりであり、また、蒜山地域スキ－場入込客数に対するスキ－場別入込客数の比率の

推移状況についても付記する。なお、昭和年代は３年刻みの平均、平成年代は年次別に記

述する。 

① 三木ヶ原スキ－場 

昭和４９～５１年期における入込客数は 105,854 人（変動係数１）と１０万人台を記録

し、同５２～５４年期には 57,766 人（同５２）に急落し６万人を切り、後者の年期におけ

る変動係数は５２と極めて大きい。それは昭和５２年の入込客数が 100,382 人と高く、他

の両年次がそれぞれ 40,415、32,500 人と著しく低いためである。その後も減少傾向は続き、

昭和５５～５７年期は 35,000 人（同２８）と４万人を割り込んでいるが、同５８～６０年

期には 51,110 人（同３７）と一気に５万人台に乗っている。しかし、昭和６１～６３年期

には 9,047 人（同６８）と急落し１万人を切っているが、その変動係数は６８と最大であ

る。 

平成年代においても入込客数の減少基調は続き、全体的にみると同元年には 60,000 人と

６万人台に乗り、その後は減少に転じ、大半の年次において概ね１５～２３千人の範囲を

乱高下しているが、同１１～１２年及び同１４年の各年次は５００～６５０人の低水準に

急落している。 

上記した平成年代の推移経過を子細にみると、平成２年に 15,000 人と前年の４分の１に

低下し、その後は同５年まで１万人台後半で推移し、同６年に 20,152 人と２万人台に乗り、

同８年まで概ね２万人台で推移し、同９～１０年の両年次は共に 17,000 人と２万人を割り

込み、さらに同１１～１２年の両年次はそれぞれ 5,300 人、5,500 人と５千人台に下降し

最低を記録し、同１３年には 11,600 人と１万人台に乗り、同１４年には 6,545 人と６千

人台に急落し、そして同１５年には 21,450 人と２万人台に達し、同６～７年の水準となっ

ている。 

以上で記述したように昭和４９年～平成１５年の間におけるスキ－場入込客数は、年次

間変動が著しいが、全体的には減少基調で推移し、しかも入込客数は昭和年代に比べて平

成年代において激減している。 

次に三木ヶ原スキ－場入込客数の蒜山地域スキ－場入込客数に対する比率（以下、構成

比）の推移経過をみると以下のとおりである。 

昭和４９～５１年期に 86.2% （変動係数４）となり、その構成比は極めて高く、その後

は縮小基調で推移し、同５２～５４年期に 70.1%（同２８）、同５５～５７年期には 39.6%

（同２）に急落し、同５８～６０年期には 60.1%（同９）と拡大し、同６１～６３年期に

は 45.6%（同３３）と再び縮小している。 

平成元年には 85.0% と昭和４９～５１年期の水準に接近している。その後は平成８年ま

で３８～４４％の範囲を乱高下し、その過程において同３～５年は４０％台前半で推移し、
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その最高は同４年の 44.8%となっている。平成６～８年は３０％台後半で推移し、その最

高は同８年の 39.8%となっている。平成９～１０年間には２０％台を下降し、それぞれ

29.5% 、27.3% となっているが、同１１年には急激に縮小し、8.1%となっている。平成１

２年以降は１２％から３０％台後半の範囲を乱高下し、その過程において同１２及び同１

４年はそれぞれ 11.9%、12.4% 、同１３年は 23.2% 、同１５年は 36.9% となり、年次間の

変動は非常に大きい。 

② 上蒜山スキ－場 

昭和４９～５１年期における入込客数は 8,813 人（変動係数２４）と１万人をかなり割

り込み、その後は増加し、同５２～５４年期に 14,176 人（同６７）と１万人台に乗り、同

５５～５７年期には 34,000 人（同２８）と３万人台に達し、その後は減少に転じ、同５８

～６０年期には 22,000 人（同３０）と２万人台に下降し、同６１～６３年期には 6,105 

人（同１９）と１万人を大きく切っている。 

平成元年には 5,308 人となり、前年の 5,100 人とは僅差で、横ばい状態である。先に記

述した三木ヶ原スキ－場における５千人台から６万人台への急激な増加とは対照的であ

る。平成２年に 14,370 人に急増し、その後は１万人台で乱高下し、同５年に 16,293 人を

数え、同６年は 22,571 人に急増し、その後は２万人台前半で推移し、同８年に 21,500 人

となっている。しかし、平成９年には 15,320 人に激減し、その後は１万人台を多少乱高下

しながら下降し、同１５年に 11,515 人となっている。 

次ぎに上蒜山スキ－場入込客数の蒜山地域スキ－場入込客数に対する比率（以下、構成

比）の推移状況をみると以下のようである。 

昭和４９～５１年期は 7.2%（変動係数２２）と極めて低く、その後は拡大し、同５２～

５４年期に 17.2% （同７２）、同５５～５７年期には 38.5% （同２）、同５８～６０年期

には 25.9% （同５）、同６１～６３年期には 31.0% （同７）と推移し、拡大と縮小を反復

している。 

平成元年には前年の 32.0% から 7.5%へと急激に縮小し、同２年には 38.1%に拡大し、そ

の後は３０％台後半で推移し、同８年に 38.8%となり、同９年には 26.6%に縮小し、その後

は２０％台前半で推移し、同１４年に 23.9%となり、翌１５年には 19.9%と１０％台に縮小

している。 

③ 郷原スキ－場 

昭和４９～５１年期における入込客数は 2,846 人（変動係数１１）を数え、その後は増

加し、同５２～５４年期は 3,328 人（同６８）と３千人台に乗り、同５５～５７年期には

3,567 人（同２９）と３千人台を上昇し、その後は急激な減少に転じ、同５８～６０年期

には 1,346 人（同３１）と１千人台に転落し、さらに同６１～６３年期は９６５人（同１

５）と１千人を割り込んでいる。 

平成元年の入込客数は 1,038 人と１千台に乗り、その後も増加し、同３年には 2,500 

人と２千人台に達している。平成４年には７７７人に激減し、昭和５８年の８００人を下

回り、全期間を通じて最低を記録している。平成５年には増加に転じ、1,921 人と２千人

台に接近し、同６年には 3,251 人と３千人台に乗り、平成年代の各年次を通して最高とな

っている。平成７～８年および同１１～１２年の各年次は、それぞれ 1,405 人、1,330 人、

1,446 人、1,016 人と１千人台前半で推移し、同９～１０年間は８００人と１千人を切り、

同１１年には 1,446 人と１千人台に乗り、同１２年に 1,016 人となっている。 

次ぎに郷原スキ－場入込客数の蒜山地域スキ－場入込客数に対する比率（以下、構成比）

の推移状況を３年刻みの平均でみると以下のとおりである。 

昭和４９～５１年期に 2.3%（変動係数９）となり、その後は拡大し、同５２～５４年期

と同５５～５７年期はそれぞれ 4.0%（同６７）、4.1%（同３８）となり、同５８～６０年

期には 1.5%（同５２）に縮小し、同６１～６３年期には 5.1%（同２８）に拡大している。

平成元～３年と同４～６年の両年期における各年次の構成比は共に低率から高率への経過

を辿っている。すなわち、前年期は 1.4%から 5.6%、後年期は 2.4%から 6.3%へと拡大し、

同６年における 6.3%は全期間を通して最高の記録となっている。平成７年以降は 2.3%前後

で推移し、ただ同９～１０年の両年次は 1.3%程度の最低を記録している。なお、上記した
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郷原スキ－場入込客数の構成比は全期間を通して後述の塩釜スキ－場と共に極めて低くな

っている。  

④ 塩釜スキ－場 

昭和４９～５１年期における入込客数は 4,143 人（変動係数２３）と４千人台に乗り、

同５２～５４年期には1,422 人（同６３）と１千人台に急減し、同５５～５７年期には2,076 

人（同４５）と２千人台に乗り、同５８～６０年期は１０７人（同６９）と急激に減少し、

昭和６１年に閉鎖されている。 

次に塩釜スキ－場入込客数の蒜山地域スキ－場入込客数に対する比率（以下、構成比）

の推移状況をみると以下のとおりである。 

昭和４９～５１年期は 3.3%（変動係数２２）となり、その後は同水準を超えることなく、

同５２～５４年期は 1.7%（同６１）、同５５～５７年期は 2.4%（同３０）、同５８～６０

年期は 0.1%（同６６）となっている。 

⑤ ひるぜんベアバレ－スキ－場 

ひるぜんベアバレ－場は平成９年に開場し、その入込客数は 15,000 人、翌１０年は

14,500 人と両年次とも１万人台で推移し、同１１年には 27,033 人と２万人台に急増し、

同１２～１３年にはそれぞれ 18,299 人、17,943 人と１万人台に下降し、同１４年には

22,200 人と再び２万人台に乗り、翌１５年には 15,522 人と１万人台に急落している。 

次にひるぜんベアバレ－スキ－場入込客数の蒜山地域スキ－場入込客数に対する構成比

の推移状況をみると以下のとおりである。 

平成９年に 26.0% 、同１０年には 23.3% と２０％台で推移し、同１１年には 41.2% と

４０％台に急拡大し、同１２年には僅差ながら 39.8% となり、その後は３０％台を下降し、

同１３年に 35.9% となり、同１４年には 42.1% に拡大し、最高を記録し、翌１５年には

26.8% と２０％台に縮小している。  

⑥ 津黒高原スキ－場 

津黒高原スキ－場の開場は昭和５１年で、同年の入込客数は 1,170 人を数え、同５２～

５４年期は 5,810 人（変動係数７９）と６千人に迫り、同５５～５７年期には 13,594 人

（同４２）と１万人台に乗り、その後は１万人台を下降し、同５８～６０年期に 10,466

人（同３０）となり、同６１～６３年期は 3,583 人（同２８）と４千人を割り込んでいる。 

平成年代におけるスキ－場入込客数の推移経過を年次別に追跡すると以下のようであ

る。 

全体的にみると年次間の変動が大きく、平成１～６年間は１万人を大きく割り込み、４

～７千人（平均 5,892 人、変動係数２０）の範囲で推移し、同７～１１年間は１０～１６

千人（平均 12,828 人、同２１）と高水準で推移し、同１２～１５年間は８～１１千人（平

均 9,545 人、同１２）の範囲で推移している。 

以上の推移状況を子細にみると平成１～３年と同４～６年の両期間は類似の増加パタ－

ンで推移している。すなわち、前期間は 4,260 人から 7,272 人、後期間は 4,380 人から

6,451 人に増加している。反対に平成７～９年と同１４～１５年の両期間は類似の減少パ

タ－ンで推移し、前期間は 11,907 人から 9,520 人、後期間は 11,416 人から 9,522 人に減

少している。平成１０～１１年間と同１２～１３年間は概ね横ばい状態で推移し、前期間

はそれぞれは 15,535 人、16,504 人、後者期間はそれぞれ 8,564 人、8,679 人と、それぞ

れ近接している。 

次に津黒高原荘スキ－場入込客数の蒜山地域スキ－場入込客数に対する比率（以下、構

成比）の推移状況をみると以下のとおりである。 

昭和５１年は 1.0%と極めて低く、同５２～５４年期には 7.0%（変動係数６６）となり、

その後は拡大基調で推移し、同５５～５７年期に 15.4% （同１６）と１０％台に乗り、同

５８～６０年期に 12.4% （同２５）、同６１～６３年期には 18.3% （同４３）と２０％台

に達していない。 

平成元年における構成比は 6.1%となり、その後は１０％台を乱高下しながら推移し、そ

の過程において同１０～１１年間及び同１４年は各年次とも２０％台に達している。 

上記した平成年代における構成比の推移を子細にみると、平成２年に 18.5% となり、そ
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の後は１０％台を下降し、同６年に 12.4% となり、同７年には 20.0% に拡大し、翌８年は

横ばい状態となり、同１０年には 24.9% と２０％台に達し、翌１１年には 25.2% と横ばい

状態となり、同１２～１３年間にはそれぞれ 18.7% 、17.4% と１０％台に縮小し、同１４

年には 21.6% と再び２０％台に達し、翌１５年には 16.4%に急落している。 

⑦ 各スキ－場入込客数構成比の比較 

以上で記述した蒜山地域スキ－場入込客数に対する各スキ－場入込客数の構成比の推移

状況を全体的にみると以下のとおりである。 

三木ヶ原スキ－場の構成比は昭和４９年に９２％と高く、その後は８０％台を下降し、

同５３年に８２％となり、翌５４年には４１％と急激に縮小し、その時点において上蒜山

スキ－場は３３％、津黒高原スキ－場は１５％となっている。 

昭和５５年に三木ヶ原スキ－場はさらに縮小して３９％となり、一方、上蒜山スキ－場

は拡大し三木ヶスキ－場と同水準となり、津黒高原スキ－場も多少拡大し１８％となって

いる。 昭和５５～５７年間は三木ヶ原スキ－場と上蒜山スキ－場は共に３９％前後で推

移し、津黒高原スキ－場は１０％台を下降している。昭和５８～６３年間は各スキ－場に

おいて年次間変動が激しく起こっているが、その期間の大半を三木ヶ原スキ－場は５０～

６０％、上蒜山スキ－場は２６％前後で推移し、津黒高原スキ－場は残余の構成比の大半

を占めている。 

平成元年に三木ヶ原スキー場は急激に拡大し、反対に上蒜山、郷原及び津黒高原の各ス

キー場は急激に縮小し、それらの構成比は上記の順に８５％、８％、１％、６％となって

いる。平成２年～５年の間は三木ヶ原スキー場は概ね４４％前後、上蒜山スキー場は３８

％前後で推移し、津黒高原スキー場は１９～１４％の範囲で下降し、郷原スキー場は６～

２％と範囲を乱高下している。平成６～８年の間は三木ヶ原と上蒜山の各スキー場は３８

％前後、津黒高原スキー場は概ね１９％前後で推移し、郷原スキー場は６～２％の範囲を

下降している。平成９年にはひるぜんベアバレースキー場が開場し、三木ヶ原スキー場は

％、上蒜山スキー場をひるぜんベアバレースキー場はともに２６％、津黒高原スキー場は

１７％、郷原スキー場は１％となり、翌１０年には津黒高原スキー場は２５％と急激に拡

大し、反対に三木ヶ原、上蒜山、ひるぜんベアバレーの各スキー場は前年構成比を２～３

ポイント縮小し、郷原スキー場に変化は見られない。平成１１～１４年の間は、ひるぜん

ベアーバレースキー場は４２～３６％の範囲を乱高下し、上蒜山スキー場は２４％前後で

推移し、津黒高原スキー場は２５％～１７％の範囲を乱高下している。平成１５年には三

木ヶ原スキー場は３７％に拡大し、ひるぜんベアバレー、上蒜山及び津黒高原の各スキー

場は、それぞれ２７％、２０％、１６％に縮小している。 

 

第第第第８８８８節節節節 キャンキャンキャンキャンププププ場場場場のののの利用状況利用状況利用状況利用状況 

 

岡山県観光客動態調査報告書によると蒜山地域におけるキャンプ場は昭和４９年の時点

で郷原キャンプ場（川上村、山陽休暇村経営、平成１５年閉鎖）、皆ヶ山キャンプ場（川

上村、休暇村蒜山高原経営、平成７年閉鎖）、蒜山国際モビレ－ジキャンプ場（川上村、

（株）中国鉄道蒜山ハイツ経営、平成７年閉鎖）、塩釜キャンプ場（八束村、（株）両備

バス経営）が開設されている。その後、昭和５９年に津黒高原キャンプ場（中和村、津黒

高原荘経営）、平成３年に津黒高原オ－トキャンプ場（中和村、津黒高原荘経営）、同６

年に蒜山高原オ－トキャンプ場（川上村、休暇村蒜山高原経営）、蒜山ハイツキャンプ場

（八束村、蒜山ハイツ経営、平成１２年閉鎖）が開設されている。 

 

第第第第１１１１項項項項 キャンプキャンプキャンプキャンプ場入込客数場入込客数場入込客数場入込客数のののの推移推移推移推移 

（１） 蒜山地域 

蒜山地域におけるキャンプ場入込客数及びキャンプ場別入込客数割合の推移状況につい

て表１３、１４により記述する。なお、同表では昭和年代は３か年刻みの平均で示し、本

文では年次別推移についても記述する。 

蒜山地域キャンプ場入込客数の年次間変動は前節で記述したスキ－場の場合と同様に激
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しく、その変動は全体的に平成年代より昭和年代の方が著しい。 

すなわち、昭和年４９～５２年の間における入込客数は３万人台で推移し、同５３～５

８の年間は３万人台と２万人台が頻繁に繰り返され、同５９～６３年の間は概ね４万人台

と３万人台が反復し、平成１～５年の間は３万人台、そして同６～９年の間は４万人台で

推移し、同１０～１５年の間は３万人台で推移し、最終年次に２万人台となっている。 

上記した昭和年代におけるキャンプ場入込客数の年次別推移経過を３か年刻みの平均で

追跡すると以下のようである。 

昭和４９～５１年期は 33,239 人（変動係数１０）となり、その後も大半の年期が３万人

台で推移している。すなわち、昭和５２～５４年期は 31,486 人（同１４）と幾分減少し、

同５５～５７年期は 28,174 人（同１１）と２万人台に減少しているが、同５８～６０年期

には 36,986 人（同１７）と３万人台に乗り、同６１～６３年期は 34,241 人（同１８）と

３万人台を下降している。 

平成年代に入ると３万人台から４万人台の範囲を乱高下しながら推移し、同１５年に２

万人台に急落している。すなわち、平成元年に 32,257 人となり、その後は概ね３万人台前

半の範囲を乱高下し、同５年に 35,160 人となり、その過程における最低は同２年の 30,419

人、最高は同３年の 35,522 人となっている。平成６年には 49,711 人と５万人に近接し、

その後は同９年まで４万人台を乱高下しならがら推移し、その過程における最低は同７年

の 40,657 人、最高は同９年の 49,877 人となっている。平成１０年には 38,174 人と４万人

を割り込み、その後は３万人台を減少基調で推移し、同１４年に 31,244 人となり、同１５

年には 24,732 人と２万人台に急減している。 

（２） 岡山県 

上記した蒜山地域におけるキャンプ場入込客数の推移状況を岡山県の場合と比較するた

め、同県内キャンプ場総入込客数の推移状況は以下のようである。 

昭和年代におけるキャンプ場入込客数の推移経過を年次別にみると、同４９年に 97,827

人を数え、同５０年には 119,752 人と１０万人台に達し、翌５１年に 135,017 人に増加し、

同５２～５３年はそれぞれ 94,679 人、99,077 人と１０万人を切り、同５４年に 128,369 

人と１０万人台に乗り、同５７年まで１０万人台を上昇し、同年に 170,659 人となり、同

５８年には 201,477 人と２０万人台に乗り、その後は同６３年まで２０万人台で推移し、

同年に 201,642 人となっている。 

上述した入込客数の年次別推移を３か年刻みの平均で追跡すると以下のようである。 

昭和４９～５１年期は 117,532 人（変動係数１３）となり、同５２～５４年期は 107,375 

人（同１４）と１０万人台を下降し、同５５～５７年期には 163,746 人（同１２）と１０

万人台を上昇し、同５８～６０年期には 220,723 人（同６）、同６１～６３年期は 220,747 

人（１０）と共に２０万人台に達している。 

平成年代における年次別推移をみると以下のようである。 

平成元年に 223,674 人となり、前年の 201,642 人を上回り、その後は２０万人台を上昇

し、同４年には 296,575 人と３０万人台に接近している。平成５年に 302,154 人と３０万

人台に乗り、その後は３０万人台を乱高下しながら同１０年に 334,772 人となっているが、

その過程において同８年には最高の 374,657 人、同５年には最低の 302,154 人を記録して

いる。平成１１年には 266,923 人と３０万人台を大きく割り込み、同１３年まで横ばい状

態で推移し、同年に 263,500 人となり、その後は２０万人台を下降し、同１４年に 238,929 

人、同１５年に 206,380 人となっている。 

以上で記述した昭和４９年以降平成１５年までの入込客数の年次別推移過程は全体的に

みると４段階に区分される。すなわち、第１段階は昭和４９～５７年の１０万人台、第２

段階は同５８年～平成４年の２０万人台、第３段階は平成５～１０年の３０万人台、そし

て第４段階は同１１～１５年の２０万人台である。 

一方、前出の蒜山地域の場合は大まかに３段階に区分される。すなわち、第１段階は昭

和４９年～平成５年の３万人台、第２段階は平成６～９年の４万人台、第３段階は同１０

～１５年の３万人台である。 

次に蒜山地域キャンプ場入込客数の岡山県キャンプ場入込客数に対する比率（対岡山県
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比）の推移を昭和年代は３か年刻みの平均、平成年代は子細に各年次別にみると以下のと

おりである。 

昭和４９～５１年期は 28.1% （変動係数１０）、同５２～５４年期は 29.4% （同２１）

となり、両年期は共に３０％に接近している。しかし、昭和５５～５７年期には 17.2% （同

２）に急激に低下し、その後は１０％台を下降し、同６１～６３年に 15.4% （同９）とな

っている。 

平成元年には 14.4% となり、その後は１０％台を下降し、同４年に 10.8% と最低を記録

した後は１０％台前半を乱高下しながら推移し、その過程において同１１年には 13.9% と

高水準を記録し、翌１２年に 12.2% となり、その後は横ばい状態となり、同１５年に 12.0% 

となっている。 

 

第第第第２２２２項項項項 キャンプキャンプキャンプキャンプ場別入込客数場別入込客数場別入込客数場別入込客数のののの推移推移推移推移 

第１項で記述した蒜山地域キャンプ場入込客数の推移状況を各キャンプ場別にみると以

下のとおりであり、また、同地域キャンプ場入込客数に占めるキャンプ場別入込客数割合

の推移状況についても記述する。 

① 郷原キャンプ場 

昭和年代におけるキャンプ場入込客数の年次別推移を全体的にみると、同４９～５５年

間は１千人台で推移し、同５６～６３年の間は１千人台を大きく割り込み、概ね６００人

前後で推移し、その過程において同５９年に 1,654 人と最高を記録している。 

以上の推移経過を３か年刻みの平均で追跡すると以下のようである。 

昭和４９～５１年期における入込客数は 1,844 人（変動係数５４）と２千人台を切り、

その変動係数は大きい。昭和５２～５４年期は 1,120 人（同１１）と１千人台に留まり、

同５５～５７年期には８３４人（同３２）と１千人台を割り込んでいる。昭和５８～６０

年期には９２６人（同５７）と１千人に接近しているが、その変動係数は最も大きい。 

平成年代における同入込客数の年次別推移を全体的にみると、当初は１千人台となり、

その後は減少基調で推移し、同６～７年に１千人台に達し、その後は１千人台を割り込み、

急激な減少に転じ、同１４年には１００人を切り、同１５年には閉鎖となっている。 

上記した平成年代の推移経過を子細にみると、平成元年に 1,096 人と１千人台に達し、

同２年には 1,200 人まで増加し、その後は減少し、同５年に６９９人となっている。しか

し、平成６～７年にはそれぞれ 1,088 人、1,005 人と１千人台に乗り、同８年には７４６

人と１千人台をかなり割り込み、その後は急速に減少し、同１３年に１０５人、翌１４年

には７６人となっている。 

次に郷原キャンプ場入込客数の蒜山地域キャンプ場入込客数に対する比率（以下、構成

比）をみると以下のとおりで、そのシェアは極めて低い。  

昭和４９～５１年期は 5.4%（変動係数４３）となり、その後は年期の進行とともに縮小

し、同５２～５４年期は 3.5%（同２６）、同５５～５７年期は 3.2%（同４３）と３％台で

推移し、同５８～６０年期は 2.4%（同４３）、同６１～６３年期は 1.8%（同２３）と１％

台に縮小している。 

平成年代における同構成比は縮小パタ－ンで推移している。すなわち、平成元～２年間

は概ね４％台となり、その後は縮小し、同７年まで 2.0%台、そして同１０年までは 1.0%

台で推移し、同１４年には 0.3%となっている。 

② 塩釜キャンプ場 

昭和年代におけるキャンプ場入込客数の年次別推移経過を全体的にみると、昭和４９～

５２年間は１万人台で推移し、同５３～５７年の間は概ね４千人台で推移し、同５８～６

２年間は８千人台から１万人台に増加し、同６３年には５千人台に急落している。 

以上の推移経過を３か年刻みの平均でみると以下のようである。 

昭和４９～５１年期における入込客数は 12,490 人（変動係数６）と１万人台に乗り、そ

の後は急激に減少し、同５２～５４年期には 6,274 人（同４５）と５千人台に接近してい

る。以上の前年期における変動係数は６と小さく、後年期の方は４５と大きい。昭和５５

～５７年期には 5,479 人（同１５）と５千人台に減少し、同５８～６０年期には 9,000 
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人（同３）と１万人に接近している。昭和６１～６３年期には 8,053 人（同２７）と９千

人台を切り、その変動係数は２７となり、同５２～５４年期に次いで大きい。 

平成年代における同入込客数の年次別推移経過を全体的にみると、同元～６年の間は概

ね５千人台で推移し、同７～９年の間は１万人台に乗り、その後は１万人台を切り、６千

人台から２千人台に減少している。 

以上の推移経過を子細にみると、平成元年に 5,000 人と昭和６３年における 5,000 人を

引き継ぎ、その後は同６年までに５千人台から６千人台に増加し、その過程において同３

年と同５年は４千人台となり、同６年に 6,000 人となっている。そして同７年には 10,000

人となり、その後は１万人台を上昇し、同９年に 15,000 人と最高を記録し、同１０年には

6,510 人と６千人台に下降し、その後は減少パタ－ンで推移し、同１５年には 890 人と３

千人台を割り込んでいる。 

次に塩釜キャンプ場入込客数の蒜山地域キャンプ場入込客数に対する比率（以下、構成

比）をみると以下のようである。 

昭和４９～５１年期は 37.7% （変動係数１４）と４０％に接近し、同５２～５４年期に

は 20.0% （同３２）に急激に縮小し、その変動係数は３２と大きい。昭和５５～５７年期

は 19.5% （同１３）と前年期と同様に２０％を僅差ながら切っている。しかし、昭和５８

～６０年期には 24.3% （同１６）と急激に拡大し２０％台に乗り、その後は２０％台を下

降し、同６１～６３年期には 23.7% （同１５）となっている。 

平成年代における同構成比の推移経過を全体的にみると、前半期は１５％前後で推移し、

中間期は２５～３０％台に拡大し、後半期は１０％台を下降している。 

以上の推移経過を子細にみると、平成元年に 15.5% となり、前年の 18.5% を下回り、そ

の後は１０％台を乱高下しながら推移し、平成６年に 12.1% となり、その過程において同

２年は 16.4% と高く、同５年は 11.4% と低くなっている。しかし、平成７年には 24.6%と

２０％台に乗り、その後は２０％台を上昇し、同９年には 30.1% と３０％台に達している。

この３０％台水準は昭和５１年の 30.5% に次ぐものである。平成１０年には 17.1% と１０

％台に急落し、その後は１０％台を下降し、同１５年に 11.7% となり、同５年の 11.4% 

に次ぐ最低となっている。 

③ 皆ヶ山キャンプ場 

昭和年代におけるキャンプ場入込客数の年次別推移経過を全体的にみると、昭和４９年

に 16,924 人となり、翌５０年には 15,228 人と１万人台を維持し、同５１年に 21,152 人と

２万人台に乗り、その後は１５千人台から２８千人台の範囲を乱高下しながら推移し、そ

の過程において同５９～６２年間は２万人台で推移し、また、同５９年は 28,116 人と最高

を記録し、同５５年は 15,900 人の最低を記録している。 

以上の年次別推移経過を３年刻みの平均で追跡すると以下のとおりである。 

昭和４９～５１年期に 17,768 人（変動係数１４）となり、同５２～５４年期には 21,751

人（同１１）と２万人台に乗り、同５５～５７年期は 19,413 人（同１３）と２万人台を僅

差ながら割り込み、その後は再び２万人台に回復し、同５８～６０年期に 23,353 人（同１

８）、同６１～６３年期に 22,122 人（同１９）となっている。なお、昭和５８～６０年期

と同６１～６３年期の変動係数は他の年期と比べて幾分大きい。 

平成年代における同入込客数の年次別推移を全体的にみると、大半の年次が１６千人台

から１８千人台の範囲を乱高下し、その過程において平成元年と同５年に２万人台となっ

ている。 

以上の推移経過を子細にみると、平成元年は 20,739 人となり、同２年には 17,935 人と

２万人台を割り込み、その後は同６年まで１万人台後半を乱高下し、その過程において同

５年は 21,717 人と２万人台に乗り、同６年には 15,957 人と最低を記録し、同７年には閉

鎖となっている。 

次に皆ヶ山キャンプ場入込客数の蒜山地域キャンプ場入込客数に対する比率（以下、構

成比）をみると以下のとおりである。 

昭和４９～５１年期は 53.6% （変動係数４）となり、同５２～５４年期には 69.2% （同

４）に拡大し、その後は６０％台を下降している。すなわち、昭和５５～５７年期に 68.8% 
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（同５）、同５８～６０年期は 63.2% （同１）、同６１～６３年期は 64.6%（同３）とな

っている。なお、上記の各年期における変動係数は他のキャンプ場と比べて著しく小さい。 

平成年代における同構成比は全体的に縮小パタ－ンで推移している。すなわち、平成元

年に 64.1% となり、同２年には 58.9% と５０％台に縮小し、同３～４年はそれぞれ 56.1% 、

55.9% と同水準で推移し、同５年には 61.7% と６０％台に乗り、同６年には 32.2% と３０

％台に下落している。 

以上で記述したように皆ヶ山キャンプ場入込客数の構成比は、昭和４９年以降平成５年

まで、他の４キャンプ場の首位に立ち、平成６年には蒜山高原オ－トキャンプ場と共に首

位に立っている。その推移経過を全体的にみると、昭和４９～５１年の間は５０％台で推

移し、その後は６０％台を下降し、平成２年以降は５０％台を下降し、同６年には３０％

台となっている。 

④ 国際モビレ－ジキャンプ場 

昭和年代におけるキャンプ場入込客数の年次別推移経過をみると、昭和４９年は４６３

人と少なく、同５０年に 1,097 人と１千人台に乗り、その後は１千台を上昇し、同５３年

に 1,548 人となり、翌５４年には 3,975 人と３千台に乗り、その後は同６０年まで１千人

台から４千人台の範囲を乱高下し、その過程において同５９年は 4,000 人と最高を記録し、

同５８年は 1,299 人と最低を記録している。昭和６１年には３２６人と激減し、同６２年

には 3,697 人と３千人台に乗り、翌６３年には 3,764 人と横ばい状態となっている。 

以上の年次別推移経過を３か年刻みの平均で追跡すると以下のようである。 

昭和４９～５１年期には 1,137 人（変動係数４９）と１千人台であるが、同５２～５４

年期には 2,341 人（同４９）と２千人台に乗り、その後は２千人台を上昇し、同５５～５

６年期は 2,448 人（同２２）、同５７～６０年期は 2,648 人（同４３）、同６１～６３年

期は 2,596 人（同６２）と３年期とも２千人台となっている。なお、上記した各年期にお

ける変動係数は他のキャンプ場と比べて全体的に大きい。 

平成年代に入ると４千人台を乱高下しながら同４年まで推移し、その後は３千人台に減

少している。以上の推移経過を子細にみると、上記した昭和６３年の 3,764 人は平成元年

に 4,276 人に増加し、同２年に 4,733 人と最高を記録し、その後は４千人台を下降し、同

４年に 4,000 人となり、同５年には 3,700 人と３千人台に下降し、同６年に 3,000 人を

数え、同７年に閉鎖されている。 

次に国際モビレ－ジキャンプ場入込客数の蒜山地域キャンプ場入込客数に対する比率

（以下、構成比）の推移経過をみると以下のとおりである。 

 昭和４９～５１年期は 3.3%（変動係数４２）となり、その後は拡大し、同５２～５４

年期に 7.3%（同４７）、同５５～５７年期には 8.5%（同１２）となっている。しかし、昭

和５８～６０年期には 7.0%（同３０）に縮小し、同６１～６３年期には 7.6%（同６７）と

幾分拡大している。以上の各年期における変動係数は前出の郷原キャンプ場の場合と同様

に各年期において大きい。 

平成年代における同構成比は同５年まで１０％台前半で推移し、その過程において同２

年は 15.4% と最高を記録し、最低は同５年の 10.5% となり、その後は縮小し、同６年には

6.0%と１０％を大きく割り込んでいる。 

以上で記述したように入込客数の構成比は昭和年代は１０％以下で推移し、平成年代は

１０％台前半を下降し、最終年次に６％となっている。 

⑤ 蒜山高原オ－トキャンプ場 

平成６年開場時の入込客数は 15,967 人を数え、同７年に 23,672 人と２万人台に乗り、

その後は２万人台を上昇し、同９年に 28,532 人と最高を記録している。平成１０年には

25,792 人となり、その後は減少基調で推移し、同１４年に 22,608 人となり、同１５年に

は２万人台を割り込み 17,029 人となっている。 

次に蒜山高原キャンプ場入込客数の蒜山地域キャンプ場入込客数に対する比率（以下、

構成比）の推移をみる、平成６年に 32.2% を記録し、前出の皆ヶ山キャンプ場と同水準と

なっている。平成７年には 58.2% に急激に拡大し、その後も拡大は続き、同１０年に 67.6% 

と６０％台に達し、同１１年には 71.1% と７０％台に乗り、同１２年に 75.5% と最高を記
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録し、その後は縮小に転じ、平成１５年には 68.9% と６０％台に下降している。 

上記した蒜山高原オ－トキャンプ場入込客数の構成比は、平成６年に皆ヶ山キャンプ場

と同水準の３２％となり、翌７年以降においては同７年に閉鎖した皆ヶ山キャンプ場と交

代する形で、その構成比を拡大し、蒜山地域内キャンプ場入込客数のランキング１位とな

り、同１１年以降は７０％台で推移している。 

⑥ 蒜山ハイツキャンプ場 

平成６年開場時の入込客数は 3,000 人を数え、その後は減少を続け、同７年に 2,550 

人と２千人台に下落し、同９年には 1,497 人と１千人台に減少し、同１１年に９８５人と

１千人を僅差ながら下回り、翌１２年には閉鎖されている。 

次に蒜山ハイツキャンプ場入込客数の蒜山地域キャンプ場入込客数に対する比率（以下、

構成比）をみると、平成６年は 6.0%となり、前出の国際モビレ－ジキャンプ場と同一水準

となり、同７年には 6.4%と最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、同８年に 4.4%、同

１１年には 2.7%となり、翌１２年には閉鎖されている。 

以上で記述した構成比は前出の郷原キャンプ場の場合と比べて２～３ポイント上回って

いるが、ともに著しく低水準となっている。 

⑦ 津黒高原キャンプ場 

付表の津黒高原キャンプ場入込客数には平成３年開場の津黒高原オ－トキャンプ場入込

客数が含まれているが、本文では津黒高原キャンプ場と津黒高原オ－トキャンプ場に区分

して記述する。 

⑦－1  津黒高原キャンプ場 

昭和年代におけるキャンプ場入込客数の年次別推移経過をみると、同５９年開場時に９

１５人を数え、同６０年には 1,362 人と１千人台に乗り、翌６１年には９４８人となり、

その後は急速に減少し、同６３年に７５６人となっている。 

以上の年次別推移経過を３か年刻みの平均で追跡すると、昭和５８～６０年期は 1,139 

人（昭和５９～６０年の平均）と１千人台に乗っているが、同６１～６３年期は８１９人

（同１１）と１千人を割り込んでいる。 

平成年代における入込客数は全体的にみると、平成８年まで１千人台を乱高下し、平成

９年には１千人台を割り込み、その後は減少基調で推移している。以上の推移経過を子細

にみると、平成元年に 1,146 人となり、その後は１千人台を上昇し、同５年に 1,691 人と

なっているが、その過程において同３年に 3,514 人と突出している。平成６年に 1,436 

人となり、その後は減少基調に転じ、同８年に 1,287 人となり、翌９年には８５２人と１

千人台を割り込み、同１１年に５８１人、同１３年に４８４人を数え、翌１４年には５２

１人と増加に転じ、同１５年には９６２人と急増している。 

⑦－2  津黒高原オ－トキャンプ場 

平成年代における入込客数の年次別推移経過を全体的にみると、平成３年開場時 2,256 

人となり、同７年までの期間は２千人台から３千人台の範囲を乱高下し、その過程で同５

年に 3,353 人と最高を記録し、最低は同３年の 2,256 人となっている。平成８～１５年間

は３千人台を乱高下し、その過程において同１３～１４年の両年次は４千人台に乗ってい

る。 

以上の年次別推移経過を子細にみると、平成３年に入込客数は 2,256 人（津黒高原キャ

ンプ場入込客総数に占める同オ－トキャンプ場入込客数の割合は３９％）となり、翌４年

は 2,911 人と２千人台を維持し、同５年には 3,353 人と３千人台に達している。その後は

３千人台を乱高下しながら平成１２年まで推移し、その過程において同８年に 3,911 人（同

７５％）と最高を記録し、同１２年は 3,177 人（同８６％）と最低を示し、同１３年には

4,035 人（同８９％）と４千人台に達し、翌１４年に 4,345 人（同８９％）と僅差ながら

増加し、全期間を通して最高となり、同１５年には 3,851 人（同８０％）と３千人台に下

降している。 

次に津黒高原キャンプ場（オ－トキャンプ場を含む）入込客数の蒜山地域キャンプ場入

込客数に対する比率（以下、構成比）をみると、昭和５８～６０年期は 3.0%、同６１～６

３年期は 2.3%となり、その変動係数はそれぞれ２６、１８となっている。平成元年には 3.4%
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となり、翌２年に 5.3%に拡大し、同３年には 16.3% と１０％台に拡大し、その後は１０％

台を下降し、同９年に 8.2%となり、その過程において同８年に 10.9% と１０％台に達して

いる。平成１０年には 10.7% と１０％台に乗り、その後は１０％台を上昇し、同１４年に

15.7% 、同１５年には 19.4% と最高を記録している。 上記した津黒高原キャンプ場入込

客数の構成比は、昭和５８～６０年期から平成元年までは前出の郷原キャンプ場の同構成

比とほぼ近似しているが、その後において郷原キャンプ場の構成比は縮小し、反対に津黒

高原キャンプ場の方は拡大を続け、両者間の構成比較差は経年的に拡大している。また、

前出の塩釜キャンプ場の同構成比に比べると、平成１２年までは下回り、その後は上回っ

ている。 

⑧ 各キャンプ場入込客数構成比の比較 

以上で記述したキャンプ場入込客数のキャンプ場別構成比の推移過程を全体的にみると

以下のようである。 

皆ヶ山キャンプ場は昭和４９～５１年の間に５０％台を上昇し、同５２年～平成元年の

間には６０％台を下降し、以上の各期間における残余のシェアの大半は塩釜キャンプ場が

占めている。 

平成２～５年の間において、皆ヶ山キャンプ場が５０％台を下降し、その残余のシェア

を分担する塩釜キャンプ場と蒜山国際モビレ－ジキャンプ場は共に１６～１１％の範囲を

下降し、津黒高原キャンプ場は同２年に５％、その後の期間は１４％程度（うちオ－トキ

ャンプ場は９％程度）、郷原キャンプ場は２％程度となっている。 

平成６年に蒜山高原オートキャンプ場と蒜山ハイツキャンプ場が開場し、蒜山オートキ

ャンプ場と皆ヶ山キャンプ場は共に３２％、次いで、塩釜キャンプ場１２％、津黒高原キ

ャンプ場１０％（うちオートキャンプ場７％）、蒜山国際モビレ－ジキャンプ場と蒜山ハ

イツキャンプ場が６％、郷原キャンプ場は２％と続いている。 

平成７年に皆ヶ山と国際モビレ－ジの両キャンプ場が閉鎖され、残存キャンプ場のうち

蒜山高原オ－トキャンプ場５８％、次いで塩釜キャンプ場２５％、津黒高原キャンプ場８

％（うちオ－トキャンプ場７％）、蒜山ハイツキャンプ場が６％、郷原キャンプ場は３％

と続いている。 

平成８年以降において、蒜山高原オ－トキャンプ場は６０～７６％台の範囲を多少乱高

下し、塩釜キャンプ場は同９年に３０％に上昇し、その後は、１０％台を下降し、津黒高

原キャンプ場は、１０～１９％の範囲を上昇し、郷原キャンプ場は、１％前後で推移し、

同１５年には蒜山高原オ－トキャンプ場６９％、津黒高原キャンプ場１９％（うちオ－ト

キャンプ場１６％）、塩釜キャンプ場１２％、郷原キャンプ場は０％（閉鎖）と続いてい

る。 

 

第第第第９９９９節節節節 主要有料観光施設等主要有料観光施設等主要有料観光施設等主要有料観光施設等のののの利用状況利用状況利用状況利用状況 

 

岡山県観光客動態調査報告書（平成１６年）によると、県内の主要有料観光施設等（文

化財、文化施設、レジャ－施設、その他）は９７施設を数え、その利用者数は 4,920 千人、

最高は倉敷チボリ公園の 1,105 千人、最低は旧矢掛脇本陣高草家の１千人となっている。

その報告書には真庭郡内の施設として神庭の滝自然公園（勝山）、独楽の博物館（湯原）、

下湯原温泉（湯原）、足温泉（湯原）、蒜山ハ－ブガ－デン・ハ－ビル（川上）、蒜山高

原ライディングパ－ク（八束）、津黒いきものふれあいの里（中和）が掲載されている。

なお、蒜山地域には上記の他に、川上歴史民俗資料館（川上）、郷原漆器の館（川上）、

蒜山郷土館（八束）、蒜山郷土博物館（八束）、湯原温泉民俗資料館（湯原）、四ツ塚史

跡公園（八束）、塩釜の冷泉（八束）、自然牧場公園（八束）等々がある。 

本節では蒜山ハ－ブガ－デン・ハ－ビル、蒜山高原ライディングパ－ク、津黒いきもの

ふれあいの里、独楽の博物館、そしてひるぜんジャ－ジ－ランドを加えた蒜山地域内５施

設の利用状況について表１５の資料により以下に記述する。なお、付表の数値は平成１０

年以降における５観光施設入場者数の年次別推移経過を示したものである。 

蒜山地域有料観光施設入場者数は平成１０年に 165,213 人となり、その施設別構成割合
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はハ－ブガ－デ－ン 46.8% 、ジャ－ジ－ランド 45.5% 、ライディングパ－ク 5.5%、独楽

の博物館 2.2%の順になり、ふれあいの里の開設は平成１１年となっている。 

上記した蒜山地域内施設入場者数は、その後年次の進行とともに減少し、同１５年に

142,770 人となっている。その減少程度を平成１０年における同入場者数を 1.00 とした他

の年次における同入場者数の指数の推移でみると、同１１年に 0.99 となり、その後も低下

を続け、同１５年に 0.86 となっている。 

一方、各施設入場者数の指数を平成１５年の時点でみると、ジャ－ジ－ランド 0.93、ラ

イディングパ－ク 0.84、ハ－ブガ－デ－ン 0.71、独楽の博物館 0.64 の順になっている。

なお、ふれあいの里は 3.71 となり、他の４施設と異なる推移経過を辿っている。 

次に入場者数の施設別構成割合をみると、平成１１年にハ－ブガ－デン 45.9% 、ジャ－

ジ－ランド 44.2% 、ライディングパ－ク 6.8%、独楽の博物館 1.7%、ふれあいの里 1.4%の

順になり、その構成割合と順位は前年と大きく変わっていない。しかし、平成１２年にお

ける構成割合には変化が見られ、前年に比べてジャ－ジ－ランドとハ－ブガ－デ－ンは構

成割合を縮小し、反対にふれあいの里は拡大し、一方、ライディングパ－クと独楽の博物

館には大きな変化はみられない。その結果、同構成割合はジャ－ジ－ランド 42.3% 、ハ－

ブガ－デ－ン 39.0% 、ふれ合いの里 10.9% 、ライディングパ－ク 5.8%、独楽の博物館 2.0%

の順になっている。 

平成１３年以降におけるジャ－ジ－ランドの構成割合は４０％台を上昇し、ハ－ブガ－

デ－ンは４０％から３０％台後半に下降し、ライディングパ－クは５％台で、ふれあいの

里は６％前後で、独楽の博物館は２％前後で推移している。以上の推移経過のもとで、平

成１５年における同構成割合はジャ－ジ－ランド 48.7% 、ハ－ブガ－デ－ン 38.4% 、ふれ

あいの里 5.9%、独楽の博物間 1.6%の順になっている。 
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