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第１０章 総生産と町村民所得の推移  

 

 第第第第１１１１節節節節 市町村民所得推計市町村民所得推計市町村民所得推計市町村民所得推計のののの概念概念概念概念 

 

 岡山県は昭和２５年以後、毎年『市町村民所得推計』結果を公表し、平成５年から同１

２年までは特に市町村別結果を表示している。この市町村民所得推計は、内閣府から提示

された県民経済計算の概念を市町村の行政区域に適用し、市町村の経済活動を計測したも

ので、市町村民所得とは１年度間に市町村内居住者の経済活動によって新たに生み出され

た価値（付加価値）を貨幣価値で評価したものである。 

 『岡山県市町村民所得推計』報告書では市町村民所得推計の概念について説明している

が、その概要は以下のとおりである。 

 経済活動では、まず、各種活動部門において労働、土地、資本などの生産要素を使って

生産活動を行い、財貨・サ－ビスの価値が生産される。その生産された財貨・サ－ビスの

価値を市場価格で合計したものが生産総額（産出額）であり、これら生産に当たって原材

料として投入された中間産物（生産に要した経費）を除くと、生産活動によって生み出さ

れた付加価値（総生産あるいは総生産額）が得られる。 

 次に、生産活動で生み出された付加価値（総生産）は、生産要素を提供した市町村内居

住者に、賃金、地代、利子などの所得として配分され、その配分された所得（市町村民所

得）は、消費や投資に支出される。 

 以上のように経済活動は、生産→配分→支出の循環を繰り返している。しかし、これは、

同一の付加価値を異なる三面からとらえたものであり、上記の『市町村民所得推計』報告

書では生産と分配の二面のみ推計している。 

 上述した経済活動部門は第１次産業（農林水産業）、第２次産業（鉱業、建設業、製造

業）、第３次産業（電気・ガス・水道業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸

・通信業、サ－ビス業、政府サ－ビス生産者、対家計民間非営利サ－ビス生産者）である。

なお以上のほかに輸入税があり、それは関税、輸入商品税からなり、輸入した事業所所在

地で計上される。 

 上記の第３次産業における政府サ－ビス生産者とは、国家の治安や秩序の維持、経済厚

生、社会福祉の増進など、政府以外によっては効率的かつ経済的に供給されないサ－ビス

を、通常、無償で供給するもので、国、県、市町村の行政機関のほかに、社会保障を目的

とする組織や事業団など政府の強い監督下にあるものも含まれる。また、対家計民間非営

利サ－ビス生産者とは、個人の自発的な意思に基づく団体として組織され、活動は利潤の

追求を目的とせず、他の方法では効率的に提供し得ない社会的・地域的サ－ビスを家計に

提供するもので、私立学校、公共性の高い私立病院、労働組合、宗教団体が該当する。な

お、産業別生産額から控除されるものとして、設備投資及び在庫に係わる消費税並びに帰

属利子があり、後者は金融業の受取利子及び配当と支払い利子の差額を指す。上述したよ

うに、生産活動によって生み出された付加価値は、その生産活動に労働、資本等の生産要

素を提供した市町村民に、雇用者所得、財産所得、企業所得として配分され、その配分所

得の総額が市町村民所得である。 

 雇用者所得（報酬）とは労働を提供した雇用者への配分である。雇用者とは産業、政府

サ－ビス生産者を含むあらゆる生産活動に常雇・日雇を問わず従事する就業者のうち、個

人業主と無給の家族従事者を除くすべての者であり、法人企業の役員、特別職の公務員、

議員等も含まれる。その所得は賃金・俸給と雇主の社会負担（社会保障基金への負担およ

び同基金以外の雇用者福祉のための民間基金への負担）から構成される。 

 財産所得とは、ある経済主体が所有する金融資産、土地、著作権・特許権などの無形資

産を他の経済主体に使用させたときに、その結果として生じる所得で、利子、配当、賃借

料からなっている。 企業所得とは、営業余剰（経常利益に相当する概念）に財産所得の

受取を加算し、財産所得の支払いを控除したものであり、民間法人企業所得、公的法人企

業所得、個人所得に分類される。なお、公的企業は、公的に所有あるいは運営されている
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中央・地方の各企業会社法、その他の公法、特別立法、行政規則等により法人格を持つ公

的法人企業（日本銀行、旧道路公団、石油公団など）と、生産する財貨・サ－ビスのほと

んどを市場で販売する大規模な非法人政府事業体（印刷、造幣、旧郵政事業のような企業

特別会計）からなる。 

 本章では表１～１０の資料に基づき、蒜山地域４か町村における総生産と町村民所得の

平成５～１２年度の間における推移状況について記述する。なお、比較のため真庭郡及び

岡山県について付記する。 

 

 第第第第２２２２節節節節 蒜山地域蒜山地域蒜山地域蒜山地域におけるにおけるにおけるにおける総生産総生産総生産総生産のののの推移推移推移推移 

 

  第第第第１１１１項項項項 地域内総生産地域内総生産地域内総生産地域内総生産のののの推移推移推移推移 

 （１） 蒜山地域 

 ４か町村の総体としての蒜山地域における総生産は、表１に示すように平成５年度に３

１３億９千万円となり、その後は３００億円台を増加基調で推移し、同９年度に３４３億

１００万円、同１０年度以降は３４０億円台で推移し、同１２年度に３４３億１千１００

万円となっている。以上の総生産の平成５～１２年度間における増加率は 9.3%となってい

る。 

 上記した総生産の推移経過を平成５年度の総生産を１００とした指数の推移を表２でみ

ると、同指数は上昇基調で推移し、同６年度に１０８となり、その後低下し１０５となり、

同８年度には１０９に上昇し、同１１年度に１１０と最高を記録し、同１２年には１０９

となっている。 

 一方、真庭郡９か町村の総体としての同郡における総生産は、平成５年度に１千５１１

億５千万円となり、その後は１千５００億円台で推移し、同８年度に１千６４５億１千３

００万円となり、同１０年以降は１千５００億円台に低下し、同１２年度に１千５５１億

７千９００万円となっている。以上の総生産の平成５～１２年度の間における増加率は

2.7%となり、蒜山地域と比べて 6.6 ポイント下回っている。 

 上記した総生産の推移経過を平成５年度の総生産を１００とした指数で追跡すると、同

指数は上昇基調で推移し、平成８年度に１０９とピ－クに達し、同９年度は１０８とほぼ

横ばいし、その後は急速に低下し、同１０年度に１０３、同１１年度に１０１、そして同

１２年度には１０３となっている。以上の指数は蒜山地域より全体的に幾分下回っている。 

 岡山県における総生産は、平成５年度に７兆１千７３７億２千万円となり、その後は７

兆円台前半を乱高下しなが減少基調で推移し、同８年度に７兆５千１５６億６千万円と最

高を記録し、その後は低下し、同１２同に７兆１千１１４億円となっている。以上の総生

産の平成５～１２年度の間における減少率は 0.9%となり、蒜山地域の 9.3%増加とは対照的

である。 

 上記した総生産の推移経過を平成５年度の総生産を１００とした指数で追跡すると、同

６年度に１０１となり、その後は上昇し、同８年度に１０５と最高を記録し、その後は低

下に転じ、同１１年は１０１、同１２年には９９となっている。以上の指数は蒜山地域の

場合に比べて、全年度を通じて下回っている。 

 次に蒜山地域における総生産の真庭郡及び岡山県における総生産に占める割合（対真庭

郡比及び対岡山県比）の推移経過を表３でみると以下のようである。 

 対真庭郡比は平成５年度に 20.8%となり、同６年度には 21.6% と幾分上昇し、その後は

低下に転じ、同８年度に 20.0% と最低を記録し、その後は２０％台を上昇し、同１１年に

は 22.7% と最高に達し、同１２年度に 22.1% となっている。一方、対岡山県比は平成５年

度に 0.44% となり、同６年度に 0.47% と僅差ながら上昇し、その後は低下に転じ、同８年

度に 0.44% となり、その後は再び上昇に転じ、同９～１０年度は 0.47% 、同１１～１２年

度には 0.48% となっている。以上のように対真庭郡比は２０％台、対岡山県比は 0.40% 

台で推移し、その推移過程において平成１１～１２年度に高水準を記録している。 

 （２） ４か町村 

 蒜山地域における総生産の推移を町村別にみると以下のとおりである。 
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 ① 川上村 

 平成５年度に７８億４千万円となり、同６年度に８１億２千８００万円と８０億円台に

達し、同７年度には著しく減少し、７３億２千４００万円と最低を記録し、同８年度は概

ね横ばい状態となり、その後は増加し、同９年度に８６億７００万円と再び８０億円台に

乗り、同１０年度には８９億４千３００万円と最高を記録し、その後は減少に転じ、同１

２年度に８４億２千万円となっている。以上の総生産の平成５～１２年度の間における増

加率は 7.4%となっている。 

 上記した総生産の推移経過を平成５年度の総生産を１００とした指数で追跡すると、同

６年度に１０４となり、同７～８年度は９３～９５に低下し、同９年度には１１０に急上

昇し、同１０年度には１１４と最高を記録し、その後は再び低下し、同１２年度に１０７

となっている。 

 ② 八束村 

 平成５年度に９３億８千２００万円となり、その後は増加基調で推移し、、同６年度に

１０３億３千９００万円と１００億円台に乗り、同７年度には１１４億６千２００万円と

最高を記録し、その後は減少基調に転じ、その過程において同９年度に１１３億４千万円

と１１０億円台に乗り、同１１年度には９５億７千６００万円と１００億円台を切り、同

１２年度に９４億２千５００万円となっている。以上の総生産の平成５～１２年度間にお

ける増加率は 0.5%となっている。 

 上記した総生産の推移経過を平成５年度の総生産を１００とした指数で追跡すると、平

成６年度に１１０ととなり、同７年度に急上昇して１２２と最高を記録し、その後は低下

に転じ、その過程において同９年度に１２１に上昇しているが、同１２年度には１０１と

なっている。                                  

 ③ 中和村 

 平成５年度に２５億９千１００万円となり、その後は増加基調で推移し、同８年度に３

２億９千９００万円と３０億円台に乗り、最高を記録し、その後は低下基調で推移し、そ

の過程において同１０年度に３０億２千７００万円と３０億円台に乗り、その後は堅調に

低下し、同１１年度に２７億２千２００万円と３０億円台を切り、同１２年度に２６億６

千６００万円となっている。以上の総生産の平成５～１２年度の間における増加率は 2.9%

となっている。 

 上記した総生産の推移経過を平成５年度の総生産を１００とした指数で追跡すると、平

成６年度に１０７となり、その後は低下基調で推移し、その過程において同１０年度に１

１７と上昇し、その後は１０５以下となり、同１２年度に１０３となっている。 

 ④ 湯原町 

 平成５年度に１１５億７千７００万円となり、同６年度に１２５億７千７００万円と１

２０億円台に乗り、その後は１１０億円台で推移し、同１１年度に１３９億９千６００万

円と最高を記録し、同１２年度には１３８億円と僅差ながら減少している。以上の総生産

の平成５～１２年度間における増加率は 19.2%となっている。 

 上記した総生産の推移経過を平成５年度の総生産を１００とした指数で追跡すると、平

成６年度に１０９となり、同７年度には１００となり、その後は１０２で推移し、同１１

年度には１２１に急上昇して最高を記録し、同１２年度は１１９となっている。 

 以上で記述した４か町村における総生産の平成５～１２年度の間における増加率を列記

すると、湯原町 19.2%、川上村 7.4%、中和村 2.9%、湯原町 1.9%、八束村 0.5%の順になっ

ている。 

 ⑤ 総生産の町村別構成比の推移 

 以上で記述した蒜山地域における総生産の町村別構成比をみると以下のとおりである。 

 平成５年度における総生産３１３億９千万円の町村別構成比は湯原町 36.8% 、八束村

29.9% 、川上村 24.0% 、中和村 8.2%の順になっている。 

 同年度以降における町村別構成比の推移パタ－ンには町村間差異がみられ、川上村と湯

原町は拡大基調、反対に八束村と中和村は縮小基調で推移し、その過程で最高に達する時

点は八束村は平成７年度、中和村は同８年度、川上村は同１０年度、湯原町は同１１年度
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となっている。 

 平成６年度以降における各町村の同構成比の推移状況は以下のようになっている。 

 湯原町は平成６年度に 37.2% に拡大し、その後は縮小に転じ、３０％台を下降し、同１

０年度に 34.5% となり、同１１年度には 40.4% と最高を記録し、同１２年度は 40.2% と

なっている。 

 八束村における構成比は湯原町に次いで高く、平成６年度に 30.6% と３０％台に乗り、

同７年度には 34.8% と最高を記録し、その時点における湯原町との較差は 0.3 ポイントに

過ぎない。その後は縮小基調で推移し、同１０年度に 30.6% となり、同１１年度には 27.6% 

と２０％台に縮小し、翌１２年度は 27.5% と横ばい状態となり、同１１～１２年度におけ

る構成比は湯原町と比較して大きく下回り、その較差は、それぞれ 12.8 ポイント、12.7

ポイントとなっている。 

 川上村における構成比は、平成６年度に 24.0% となり、同７～８年度は２２％台で推移

し、同９年度に 25.1% に拡大し、同１０年度には 26.1% と最高を記録し、その後は２４％

台で推移し、同１２年度に 24.5% となっている。以上の構成比は八束村に次いで高く、両

村間較差は大半の年度は 3.0～6.6 ポイントの範囲となっているが、とくに平成８年度は

12.6 ポイント、同８～９年度は 8.0～8.7 ポイントと大きくなっている。 

 中和村における構成比は平成６年度に 8.2%となり、その後は８％前後で推移し、その過

程において同８年度に 10.0% と最高を記録し、同１２年度には 7.8%と縮小している。以上

の構成比は川上村を下回り、その較差は全年度を通じて１５ポイント前後であるが、平成

９～１０年度は特に大きく、それぞれ 17.6、17.3 ポイントとなっている。 

 以上で記述した総生産の平成１２年度における３４３億１千１００万円の町村別構成比

を列記すると、湯原町 40.2% 、八束村 27.5% 、川上村 24.5% 、中和村 7.8%の順となって

いる。   

 

        第第第第２２２２項項項項 経済活動別総生産経済活動別総生産経済活動別総生産経済活動別総生産のののの推移推移推移推移 

 蒜山地域における総生産を経済活動別（産業別）に平成５年度（以下、前年度）と同１

２年度（以下、後年度）の両時点でみると表４に示すとおりである。 

 （１） 蒜山地域 

 ① 農林水産業 

 蒜山地域における農林水産業総生産は、前年度に３３億１千６００万円となり、後年度

には２６億５千７００万円に減少し、両年度間の減少率は 19.9% となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に８０億８００万円となり、後年度には５７億

９００万円に減少し、両年度間の減少率は 28.7% となっている。 

 岡山県における農林業総生産は、前年度に１千２２１億８千７００万円となり、後年度

には８７３億８千万円に減少し、両年度間の減少率は 28.5% となっている。 

 以上のように蒜山地域における農林業総生産の両年度間における減少率は、真庭郡を

8.8 ポイント、岡山県を 8.6 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における同業者総生産の真庭郡及び岡山県の同総生産に占める割合（対真

庭郡比及び対岡山県比）をみると以下のとおりである。 

 対真庭郡比は平成５年度に 41.4%となり、同１２年度には 46.5% に上昇している。一方、

対岡山県比は平成５年度に 2.71% となり、同１２年年度は 3.04% と上昇している。 

 以上のように対真庭郡比及び対岡山県比はいずれも平成１２年年度に上昇し、蒜山地域

における農林水産業の比重は高まっている。 

 ② 鉱業・建設業 

 蒜山地域における鉱業・建設業総生産は、前年度に５２億９千２００万円、後年度には

７６億２千７００万円に増加し、両年度間の増加率は 44.1% となっている。 

 上記の鉱業として、八束村に珪藻土発掘・精製業、中和村と湯原町に小規模の採石業が

ある。統計資料では両業種の総生産は不詳であるが、その主体は建設業であると推測され

る。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に１９７億８千１００万円となり、後年度には
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１６７億７千万円に減少し、両年度間の減少率は 15.2% となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に６千３４４億５千２００万円となり、後年度

には４千２９５億７千９００万円に減少し、両年度間の減少率は 32.3% となっている。 

 以上のように蒜山地域における鉱業・建設業総生産は両年度の期間中に蒜山地域では増

加し、反対に真庭郡および岡山県では減少している。 

 次に蒜山地域における鉱業・建設業の対真庭郡比をみると、前年度に 26.8% となり、後

年度には 46.5% に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.83% となり、後年度には

1.78% と顕著に上昇している。以上のように対真庭郡比及び対岡山県比はともに後年度に

上昇し、蒜山地域における鉱業・建設業の比重は両年度期間中に高まっている。 

 ③ 製造業 

 蒜山地域における製造業総生産は、前年度に２６億９千６００万円となり、後年度には

２４億９千６００万円に減少し、両年度間の減少率は 7.4%となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に３７１億６千２００万円となり、後年度には

３４８億５千万円に減少し、両年度間の減少率は 6.2%となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に２兆５千３８０億９千２００万円となり、後

年度には２兆４０２億２千３００万円に減少し、両年度間の減少率は 19.6% となっている。 

 以上のように蒜山地域における製造業総生産の減少率は真庭郡を 1.2 ポイント上回り、

岡山県を 12.2 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における製造業総生産の対真庭郡比をみると前年度に 7.3%、後年度には

7.2%となり、一方、対岡山県比は前年度に 0.11% 、後年度には 0.12% となり、両年度とも

ほぼ同水準となっている。以上のように蒜山地域における製造業の真庭郡および岡山県に

占める立場には両年度間に変化はみられない。 

 ④ 電気・ガス・水道業 

 蒜山地域における電気・ガス・水道業総生産は、前年度に５千万円となり、後年度には

７千２００万円に増加し、両年度間の増加率は 44.0% となっている。 

 真庭郡にける同業種総総生産は、前年度に４１億４千万円となり、後年度には２９億９

千２００万円に減少し、両年度間の減少率は 27.8% となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度は１千８６５億７００万円となり、後年度には

２千３０億７千８００万円に増加し、両年度間の増加率は 8.9%となっている。 

 以上のように蒜山地域における電気・ガス・水道業総生産は岡山県の場合と同様に増加

し、その増加率は蒜山地域の方が 35.1 ポイント上回り、反対に真庭郡の方は著しく減少し

ている。 

 次に蒜山地域における電気・ガス・水道業総生産の対真庭郡比をみると前年度に 1.2%と

なり、後年度には 2.4%に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.03% となり、後年

度には 0.04% と極僅差ながら上昇している。以上のように蒜山地域における電気・ガス・

水道業の真庭郡に占める地位は後年度に高まり、岡山県レベルでは大きな変化は認められ

ない。 

 ⑤ 卸売・小売業 

 蒜山地域における卸売・小売業総生産は、前年度に２０億１千６００万円となり、後年

度には２５億６００万円に増加し、両年度間の増加率は 24.3% となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に１６１億５千万円となり、後年度には１５０

億５千１００万円に減少し、両年度間の減少率は 6.8%となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に１兆２４８億１００万円となり、後年度には

９千９２５億１千６００万円に減少し、両年度間の減少率は 3.2%となっている。 

 以上のように蒜山地域における卸売・小売業総生産は両年度の間に著しく増加し、逆に

真庭郡および岡山県の方は減少している。 

 次に卸売・小売業総生産の対真庭郡比をみると、前年度に12.5% となり、後年度には16.7% 

に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.20% となり、後年度には 0.25% と極僅差

ながら上昇している。以上のように蒜山地域における卸売・小売業の地位は真庭郡レベル

では後年度に向上し、岡山県レベルではほとん変化はみられない。 
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 ⑥ 金融・保険業 

 蒜山地域における金融・保険業総生産は、前年度に５億７千７００万円となり、後年度

には７億２千９００万円に増加し、両年度間の増加率は 26.3% となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に４４億２千５００万円となり、後年度には５

１億１千５００万円に増加し、両年度間の増加率は 15.6%となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に２千３６０億６千１００万円となり、後年度

には３千５６１億４千５００万円に増加し、両年度間の増加率は 50.8% となっている。 

 以上のように蒜山地域における金融・保険業総生産は真庭郡および岡山県の場合と同様

に増加し、その増加率は真庭郡を 10.7 ポイント上回り、反対に岡山県を 24.5 ポイント下

回っている。 

 次に蒜山地域における金融・保険業総生産の対真庭郡比をみると、前年度に 13.0% とな

り、後年度には 14.2% に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.24% となり、後年

度には 0.21% と極僅差ながら低下している。以上のように蒜山地域における金融・保険業

は両年度の間において真庭郡に占める地位を向上し、岡山県に対する位置づけに大きな変

化はみられない。 

 ⑦ 不動産業 

 蒜山地域における不動産業総生産は、前年度に３７億６千万円となり、後年度には３６

億８千４００万円に減少し、両年度間の減少率は 2.0%となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に１３９億８千５００万円となり、後年度には

１４６億５千万円に増加し、両年度間の増加率は 4.7%となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に５千３５億２千２００万円となり、後年度に

は５千３６２億９千１００万円に増加し、両年度間の増加率は 6.5%となっている。 

 以上のように蒜山地域における不動産業総生産は減少し、反対に真庭郡と岡山県では増

加している。 

 次に蒜山地域における不動産総生産の対真庭郡比をみると、前年度に 26.9% となり、後

年度には 25.1% と幾分低下している。一方、対岡山県比は前年度に 0.75% となり、後年度

には 0.69% に低下している。以上のようにう蒜山地域における不動産業総生産の真庭郡お

よび岡山県に占める地位は後年度において低下している。 

 ⑧ 運輸・通信業 

 蒜山地域における運輸・通信業総生産は前年度に２１億４００万円となり、後年度には

２６億３千９００万円に増加し、両年度間の増加率は 25.4% となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に７８億２千４００万円となり、後年度には９

０億６千２００万円に増加し、両年度間の増加率は 15.9%となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に４千５６７億１千８００万円となり、後年度

には５千２４１億９千６００万円に増加し、両年度間の増加率は 14.8% となっている。 

 以上のように蒜山地域における運輸・通信業総生産は真庭郡および岡山県の場合と同様

に増加し、その増加率は真庭郡を 9.5 ポイント、岡山県を 10.6 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における運輸・通信業総生産の対真庭郡比をみると、前年度は 26.9% とな

り、後年度には 29.1% に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.46% となり、後年

度には 0.50% に上昇している。以上のように蒜山地域における運輸・通信業は年度の進行

に伴って真庭郡における地位は向上し、岡山県レベルおいてはほとんど変化はみられない。 

 ⑨ サ－ビス業 

 蒜山地域におけるサ－ビス業総生産は、前年度に７４億３千７００万円となり、後年度

には６９億５千８００万円に減少し、両年度間の減少率は 6.4%となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に２２４億８千１００万円となり、後年度には

２８０億３千１００万円に増加し、両年度間の増加率は 24.7% となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に９千３５２億３千６００万円となり、後年度

には１兆３千１２億２００万円に増加し、両年度間の増加率は 39.1% となっている。 

 以上のように蒜山地域におけるサ－ビス業総生産は両年度間において減少し、反対に真

庭郡と岡山県の場合は著しく増加し、特に岡山県にいて顕著である。 



- 671 - 

 次に蒜山地域におけるサ－ビス業総生産の対真庭郡比をみると、前年度に 33.1% となり、

後年度には 24.8% に低下している。一方、対岡山県比は前年度に 0.80% となり、後年度に

は 0.53% に低下している。以上のように蒜山地域におけるサ－ビス業の真庭郡および岡山

県における地位は後年度に下降している。 

 ⑩ 政府サ－ビス生産者 

 蒜山地域における政府サ－ビス生産者総生産は、前年度に４４億８千２００万円となり、

後年度には５１億８千８００万円に増加し、両年度間の増加率は 15.8% となっている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に１８５億７００万円となり、後年度には２３

８億６千２００万円に増加し、両年度間の増加率は 28.9%となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に５千５５４億７千７００万円となり、後年度

には７千３４億２千２００万円に増加し、両年度間の増加率は 26.6% となっている。 

 以上のように蒜山地域における政府サ－ビス生産者総生産は真庭郡および岡山県の場合

と同様に増加し、その増加率は真庭郡を 13.1 ポイント、岡山県を 10.8 ポイント下回って

いる。 

 次に蒜山地域における政府サ－ビス生産者総生産の対真庭郡比をみると、前年度に

24.2% となり、後年度には 21.7% に低下している。一方、対岡山県比は前年度に 0.81% 

となり、後年度には 0.74%に低下している。以上のように蒜山地域における政府サ－ビス

生産者の真庭郡および岡山県に占める地位は後年度に下降している。 

 ⑪ 対家計民間非営利サ－ビス生産者 

 蒜山地域における対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産は、前年度に３億９千７００

万円となり、後年度には４億８千４００万円に増加し、両年度間の増加率は 21.9% となっ

ている。 

 真庭郡における同業種総生産は、前年度に２５億８千７００万円となり、後年度には２

６億６千万円に増加し、両年度間の増加率は 2.7%となっている。 

 岡山県における同業種総生産は、前年度に１千３９７億８千８００万円となり、後年度

には１千４２０億９千万円に増加し、両年度間の増加率は 1.6%となっている。 

 以上のように蒜山地域における対家計民間非営利サ－ビス生産者の総生産は真庭郡およ

び岡山県の場合と同様に増加しているが、その増加率は蒜山地域が真庭郡を 19.2 ポイン

ト、岡山県を 20.3 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における対家計民間非営利サ－ビス生産者の対真庭郡比をみると、前年度

に 15.3%となり、後年度には 18.2%に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.28%と

なり、後年度には 0.47%に上昇している。以上のように蒜山地域における対家計民間非営

利サ－ビス生産者の真庭郡および岡山県における地位は後年度に向上している。 

 以上で記述した経済活動別総生産を平成５年と同１２年の両時点において第１次、第２

次、第３次産業別にまとめると以下のようである。 

 第１次産業の総生産は、蒜山地域は前年度に３３億１千６００万円、後年度には２６億

５千７００万円に減少し、その減少率は 19.9% となっている。一方、真庭郡の場合は前年

度に８０億８００万円となり、後年度には５７億９００万円に減少し、その減少率は 28.7% 

となっている。岡山県の場合は前年度に１千２２１億８千７００万円となり、後年度には

８７３億８千万円に減少し、その減少率は 28.5% となっている。以上のように蒜山地域に

おける第１次産業の総生産は真庭郡および岡山県の場合と同様に減少しているが、その減

少率は真庭郡を 8.8 ポイント、岡山県を 8.6 ポイント下回っている。 

 第２次産業の総生産は、蒜山地域は前年度に７９億８千８００万円、後年度には１０１

億２千３００万円に増加し、その増加率は 26.7% となっている。一方、真庭郡の場合は前

年度に５６９億４千３００万円、後年度には５１６億１千９００万円に減少し、その減少

率は 9.3%となっている。岡山県の場合は前年度に３兆１千７２５億４千４００万円、後年

度には２兆４千６９８億３００万円に減少し、その減少率は 22.1% となっている。以上の

ように蒜山地域における第２次産業の総生産は両年度間において増加し、反対に真庭郡お

よび岡山県の方は減少している。 

 第３次産業の総生産は、蒜山地域は前年度に２０８億２千２００万円、後年度には２２
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２億６千１００万円に増加し、その増加率は 6.9%となっている。一方、真庭郡の場合は前

年度に９００億９千９００万円、後年度には１千１４億２千２００万円に増加し、その増

加率は 12.6% となっている。岡山県の場合は前年度に４兆３８０億８千万円、後年度には

４兆７千５８９億３千９００万円に増加し、その増加率は 17.8% となっている。以上のよ

うに蒜山地域における第３次産業の総生産は真庭郡および岡山県の場合と同様に増加して

いるが、その増加率は低く、真庭郡を 5.7 ポイント、岡山県を 10.9 ポイント下回ってい

る。 

 上記した産業３部門の総生産の対真庭郡比および対岡山県比を前年度と後年度の２時点

間で比較すると、第１次産業の対真庭郡比は 41.4% から 46.5% 、対岡山県比は 2.71% か

ら3.04%に上昇している。第２次産業の対真庭郡比は14.0% から19.6% 、対岡山県比は0.25% 

から 0.41%に上昇している、第３次産業の対真庭郡比は 23.1% から 21.9%に下降し、対岡

山県比は 0.44%から 0.48%に極僅差ながら上昇している。 

 ⑫ 輸入品に課される税・関税 

 蒜山地域における輸入品に課される税・関税は、前年度に２千２００万円となり、後年

度には２千８００万円に僅差ながら増加し、その増加率は 27.3% となっている。 

 真庭郡における同税・関税は、前年度に５億４千万円となり、後年度には５億１千６０

０万円に僅差ながら減少し、その減少率は 4.4%となっている。 

 岡山県における同税・関税は、前年度に５１５億５千万円となり、後年度には５２７億

７千５００万円に増加し、その増加率は 2.4%となっている。  

 以上のように蒜山地域における輸入品に課される税・関税は岡山県と同様に増加し、そ

の増加率は岡山県を 24．9 ポイント上回り、反対に真庭郡は減少している。 

 次に蒜山地域における輸入品に課される税・関税の対真庭郡比をみると、前年度に 4.1%

となり、後年度には 5.4%に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.04% となり、後

年度には 0.05%と僅差ながら上昇している。 

 ⑬ 帰属利子及び投資に係わる消費税 

 蒜山地域における帰属利子及び投資に係わる消費税（総生産における控除部分）は、前

年度に７億５千９００万円となり、後年度には７億５千６００万円と僅かながら減少し、

その減少率は 0.4%となっている。 

 真庭郡における同消費税等は、前年度に４４億４千万円となり、後年度には４０億８千

８００万円に減少し、その減少率は 7.9%となっている。 

 岡山県における同消費税等は、前年度に２千１０６億３千８００万円となり、後年度に

は２千５７５億５００万円に増加し、その増加率は 22.3%となっている。 

 以上のように蒜山地域における帰属利子及び投資に係わる消費税は真庭郡の場合と同様

に減少し、その減少率は真庭郡を 7.5 ポイント下回り、岡山県の場合は著しく増加してい

る。 

 次に蒜山地域における帰属利子及び投資に係わる消費税の対真庭郡比をみると、前年度

に 17.1%となり、後年度には 18.5%に上昇している。一方、対岡山県比は前年度に 0.36% 

となり、後年度には 0.29%に下降している。 

 以上のように蒜山地域における総生産からの控除部分は真庭郡レベルでは増加し、、岡

山県レベルではかなり減少している。  

 以上で記述した①～⑪の経済活動別総生産の合計から帰属利子と流通に係わる消費税を

控除した残額（総生産）は第１項に記述したとおりである。 

 すなわち蒜山地域における総生産は前年度に３１３億９千万円、後年度には３４３億１

千２００万円と増加し、両年度間の増加率は 9.3%となっている。一方、真庭郡における総

生産は前年度に１千５１１億５千万円、後年度には１千５５１億７千９００万円と増加し、

両年度間の増加率は 2.7%となっている。岡山県における総生産は前年度に７兆１千７３７

億２千２００万円、後年度には７兆１千１１３億９千６００万円と減少し、その減少率は

0.9%となっている。 

 （２） ４か町村 

 各町村における経済活動別総生産を平成５年度と（以下、前年度）同１２年度（以下、
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後年度）の両時点でみると以下のとおりである。 

 ① 川上村 

 ⒜ 農林水産業総生産は、前年度に１１億１千７００万円となり、後年度には７億９千 

 ８００万円に減少し、その減少率は 28.6% となっている。 

 ⒝ 鉱業・建設業総生産は、前年度に１３億４千８００万円となり、後年度には１６億 

 ７千６００万円に増加し、その増加率は 24.3% となっている。 

 ⒞ 製造業総生産は、前年度に５億１千１００万円となり、後年度には２億５千９００ 

 万円に減少し、その減少率は 49.3% となっている。 

 ⒟ 電気・ガス・水道業総生産は、前年度に１千５００万円となり、後年度には１千７ 

 ００万円に増加し、その増加率は 13.3% となっている。 

 ⒠ 卸売・小売業総生産は、前年度に４億７千３００万円となり、後年度には１２億１ 

 千７００万円に増加し、その増加率は 157.3%となっている。 

 ⒡ 金融・保険業総生産は、前年度に９千３００万円となり、後年度には１億１千３０ 

 ０万円に増加し、その増加率は 21.5% となっている。 

 ⒢ 不動産業総生産は前年度に９億１千３００万円となり、後年度には９億８千８００ 

 万円に増加し、その増加率は 8.2%となっている。 

 ⒣ 運輸・通信業総生産は、前年度に６億８千７００万円となり、後年度には８億８千 

 ２００万円に増加し、その増加率は 28.4% となっている。 

 ⒤ サ－ビス業総生産は、前年度に２１億４千８００万円となり、後年度には１６億１ 

 千５００万円に減少し、その減少率は 24.8% となっている。 

 ⒥ 政府サ－ビス生産者総生産は、前年度に５億３千万円となり、後年度には８億３千 

 ７００万円に増加し、その増加率は 57.9% となっている。 

 ⒦ 対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産は、前年度に１億２千７００万円となり、 

 後年度には１億４千万円に増加し、その増加率は 10.2% となっている。 

 上記した経済活動別総生産を産業別にみると次のようである。         

 第１次産業総生産は既述の農林水産業の場合と同一で、前年度に１１億１千７００万円

となり、後年度には７億９千８００万円と減少し、その減少率は 28.6% となっている。 

 第２次産業は前年度に１８億５千９００万円となり、後年度には１９億３千６００万円

に増加し、その増加率は 4.1%となっている。 

 第３次産業は前年度に４９億８千７００万円となり、後年度には５８億８００万円に増

加し、その増加率は 16.5% となっている。 

 ⒧ 輸入品に課される税・関税は、前年度に４００万円となり、後年度には８００万円 

 に増加し、その増加率は 100%となっている。 

 ⒨ 帰属利子、投資に係わる消費税は、前年度に１億２千７００万円となり、後年度に 

 は１億３千万円に増加し、その増加率は 2.4%となっている。 

 ② 八束村 

 ⒜ 農林水産業総生産は、前年度に１２億５千３００万円となり、後年度には１０億１ 

 千８００万円に減少し、その減少率は 18.8% となっている。 

 ⒝ 鉱業・建設業総生産は、前年度に１５億１千８００万円となり、後年度には１０億 

 ４千２００万円に減少し、その減少率は 31.4% となっている。 

 ⒞ 製造業総生産は、前年度に１５億９千９００万円となり、後年度には１６億７千７ 

 ００万円に増加し、その増加率は 4.9%となっている。 

 ⒟ 電気・ガス・水道業総生産は、前年度に９００万円となり、後年度には２千２００ 

 万円に増加し、その増加率は 144.4%となっている。 

 ⒠ 卸売・小売業総生産は、前年度に８億３千５００万円となり、後年度には７億３千 

 ６００万円に減少し、その減少率は 11.9% となっている。 

 ⒡ 金融・保険業総生産は、前年度に１億６千９００万円となり、後年度は２億４千３ 

 ００万円に増加し、その増加率は 43.8% となっている。 

 ⒢ 不動産業総生産は、前年度に１２億６００万円となり、後年度には１０億９千８０ 

 ０万円に減少し、その減少率は 9.0%となっている。 
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 ⒣ 運輸・通信業総生産は、前年度に６億８千３００万円となり、後年度には６億７千 

 ６００万円と僅差ながら減少し、その減少率は 1.0%となっている。 

 ⒤ サ－ビス業総生産は、前年度に７億５００万円となり、後年度には１１億５千６０ 

 ０万円に増加し、その増加率は 64.0% となっている。 

 ⒥ 政府サ－ビス生産者総生産は前年度に１４億４千９００万円となり、後年度には１ 

８億２００万円に増加し、その増加率は 24.4% となっている。 

 ⒦ 対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産は、前年度に１億６千６００万円となり、 

 後年度には１億５千２００万円に減少し、その減少率は 8.4%となっている。 

 上記した経済活動別総生産を産業別にみると次のようである。 

 第１次産業は既述した農林水産業の場合と同一で、前年度に１２億３千５００万円とな

り、後年度には１０億１千８００万円に減少し、その減少率は 18.8% となっている。 

 第２次産業は前年度に３１億１千７００万円となり、後年度には２７億１千８００万円

に減少し、その減少率は 12.8% となっている。 

 第３次産業は前年度に５２億２千万円となり、後年度には５８億８千５００万円に増加

し、その増加率は 12.7% となっている。 

 ⒧ 輸入品に課せられる税・関税は前年度に１千１００万円となり、後年度には１千３ 

 ００万円に増加し、その増加率は 18.2% となっている。 

 ⒨ 帰属利子・投資に係わる消費税は前年度に２億１千９００万円となり、後年度には 

 ２億１千８００万円と僅差ながら減少し、その減少率は 0.5%となっている。 

 ③ 中和村 

 ⒜ 農林水産業総生産は、前年度に２億２千１００万円となり、後年度には３億９千４ 

 ００万円に増加し、その増加率は 78.3% となっている。 

 ⒝ 鉱業・建設業総生産は、前年度に１２億７千８００万円となり、後年度には９億６ 

 千３００万円に減少し、その減少率は 24.6% となっている。 

 ⒞ 製造業総生産は、前年度に１億９千７００万円となり、後年度には１億１千７００ 

 万円に減少し、その減少率は 40.6% となっている。 

 ⒟ 電気・ガス・水道業総生産は、前年度および後年度ともに１００万円となっている。 

 ⒠ 卸売・小売業総生産は、前年度に９千６００万円となり、後年度には１億８００万 

 円に増加し、その増加率は 12.5% となっている。 

 ⒡ 金融・保険業総生産は、前年度に２千８００万円となり、後年度には２千６００万 

 円に減少し、その減少率は 7.1%となっている。 

 ⒢ 不動産業総生産は、前年度に２億３千１００万円となり、後年度には２億６千万円 

 に増加し、その増加率は 12.6% となっている。 

 ⒣ 運輸・通信業総生産は、前年度に７千２００万円となり、後年度には６千万円に減 

 少し、その減少率は 16.7% となっている。 

 ⒤ サ－ビス業総生産は、前年度に２千万円となり、後年度には４千９００万円に増加 

 し、その増加率は 145.0%となっている。 

 ⒥ 政府サ－ビス生産者総生産は、前年度に４億８千４００万円となり、後年度には６ 

 億８千１００万円に増加し、その増加率は 40.7% となっている。 

 ⒦ 家計民間非営利サ－ビス生産者総生産は、前年度は１００万円未満となり、後年度 

 には３千６００万円に増加している。 

 上記した経済活動別総生産を産業別にみると以下のとおりである。 

 第１次産業は既述の農林水産業の場合と同一で、前年度に２億２千１００万円となり、

後年度には３億９千４００万円に増加し、その増加率は 78.3% となっている。 

 第２次産業は前年度に１４億７千５００万円となり、後年度には１０億８千万円に減少

し、その減少率は 26.8% となっている。 

 第３次産業は前年度に９億３千３００万円となり、後年度には１２億２千２００万円と

増加し、その増加率は 31.0% となっている。 

 ⒧ 輸入品に課される税・関税は前年度、後年度ともに１００万円未満となっている。 

 ⒨ 帰属利子・投資に係わる消費税は、前年度に３千８００万円となり、後年度には２ 
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 千９００万円に減少し、その減少率は 23.7% となっている。            

   ④ 湯原町 

 ⒜ 農林水産業総生産は、前年度に７億２千５００万円となり、後年度には４億４千７ 

 ００万円に減少し、その減少率は 38.3% となっている。 

 ⒝ 鉱業・建設業総生産は、前年度に１１億４千８００万円となり、後年度には３９億 

 ４千６００万円に増加し、その増加率は 243.7%となっている。 

 ⒞ 製造業総生産は、前年度に３億８千９００万円となり、後年度には４億４千３００ 

 万円に増加し、その増加率は 13.9% となっている。 

 ⒟ 電気・ガス・水道業総生産は、前年度に２千５００万円となり、後年度には３千２ 

 ００万円に増加し、その増加率は 28.0% となっている。 

 ⒠ 卸売・小売業総生産は、前年度に６億１千２００万円となり、後年度には４億４千 

 ５００万円に減少し、その減少率は 27.3% となっている。 

 ⒡ 金融・保険業総生産は、前年度に２億８千７００万円となり、後年度には３億４千 

 ７００万円に増加し、その増加率は 20.9% となっている。 

 ⒢ 不動産業総生産は、前年度に１４億１千万円となり、後年度には１３億３千８００ 

 万円に減少し、その減少率は 5.1%となっている。 

 ⒣ 運輸・通信業総生産は、前年度に６億６千２００万円となり、後年度には１０億２ 

 千１００万円に増加し、その増加率は 54.2% となっている。 

 ⒤ サ－ビス業総生産は、前年度に４５億６千４００万円となり、後年度には４１億３ 

 千８００万円に減少し、その減少率は 9.3%となっている。             

⒥ 政府サ－ビス生産者総生産は、前年度に２０億１千９００万円となり、後年度には 

 １８億６千８００万円に減少し、その減少率は 7.5%となっている。 

 ⒦ 対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産は、前年度に１億４００万円となり、後年 

 度には１億５千６００万円に増加し、その増加率は 50.0% となっている。 

 上記した経済活動別総生産を産業別で示すと以下のとおりである。 

 第１次産業は既述の農林水産業の場合と同一で、前年度に７億２千５００万円となり、

後年度には４億４千７００万円に減少し、その減少率は 38.3% となっている。 

 第２次産業は前年度に１５億３千７００万円となり、後年度には４３億８千９００万円

に増加し、その増加率は 185.6%となっている。 

 第３次産業は前年度に９６億８千２００万円となり、後年度には９３億４千６００万円

に減少し、その減少率は 3.5%となっている。 

 ⒧ 輸入品に課される税・関税は前年度および後年度ともに７００万円となっている。 

 ⒨ 帰属利子・投資に係わる消費税は、前年度に３億７千５００万円となり、後年度に 

 は３億８千９００万円と僅差ながら増加し、その増加率は 3.7%となっている。 

 ⑤ 経済活動別総生産の町村間比較 

 以上で記述した４か町村の平成５年と同１２年の両年度間における経済活動別総生産の

推移状況についての町村間比較をまとめると以下のようである。 

 ⒜ 農林水産業総生産は中和村において増加し、その増加率は７８％と高く、他の３か 

 町村では減少し、その減少率は湯原町が最高で３８％となり、川上村２９％、八束村 

 １９％と続いている。 

 ⒝ 鉱業・建設業総生産は川上村と湯原町において増加し、その増加率は湯原町が２４ 

 ４％と顕著に高く、川上村は２４％に過ぎない。一方、八束村と中和村は減少し、そ 

 の減少率は八束村が３１％、中和村は２５％となっている。 

 ⒞ 製造業総生産は湯原町と八束村で増加し、その増加率は湯原町が高く１４％、八束 

 村は５％に過ぎない。一方、川上村と中和村は減少し、その減少率は川上村の方が幾 

 分高く４９％、中和村は４１％となっている。 

 ⒟ 電気・ガス・水道業総生産は中和村では変化がみられず、他の３か町村では増加し、 

 その増加率は八束村が１４４％と顕著に高く、次いで湯原町２８％、川上村１３％と 

 続いている。 

 ⒠ 卸売・小売業総生産は川上村と中和村では増加し、その増加率は川上村が１５７％ 
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 と著しく高く、中和村は１３％に過ぎない。一方、湯原町と八束村は減少し、その減 

 少率は前者の方が２７％と高く、後者は１２％となっている。 

 ⒡ 金融・保険業総生産は中和村では減少し、他の３か町村では増加し、その増加率は 

 八束村が最高で４４％となり、次いで川上村と湯原町と続くが、その増加率は２１％ 

 前後と接近している。                            

 ⒢ 不動産業の総生産は中和村と川上村では増加し、その増加率は中和村の方が幾分高 

 く１３％、川上村は８％となり、八束村と湯原町では減少し、その減少率はそれぞれ 

 ９％、５％となっている。 

 ⒣ 運輸・通信業総生産は湯原町と川上村では増加し、その増加率は湯原町の方が５４ 

 ％と高く、川上村は２８％となっている。一方、中和村と八束村は減少し、その減少 

 率は中和村の方が高く１７％、八束村は１％に過ぎない。 

 ⒤ サ－ビス業総生産は中和村と八束村では増加し、その増加率は中和村１４５％、八 

 束村６４％となり、中和村は顕著に高く、一方、川上村と湯原町は減少し、その減少 

 率は川上村２５％、湯原町９％となっている。 

 ⒥ 政府サ－ビス生産者総生産は川上村、中和村及び八束村では増加し、その増加率は 

 それぞれ５８％、４１％、２４％の順となり、一方、湯原町は８％の減少となってい 

 る。 

 ⒦ 対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産は湯原町及び川上村では増加し、その増加 

 率はそれぞれ５０％、１０％となり、反対に八束村は８％の減少となり、一方、中和 

 村は増加していが、前年度総生産が調査単位未満と記録されている。 

 ⒧ 輸入品に課される税・関税は川上村と八束村では増加し、その増加率はそれぞれ３ 

 ５０％、１８％の順になり、川上村は極めて高水準となっている。 

 ⒨ 帰属利子・投資に係わる消費税は湯原町と川上村では僅かながら増加し、その増加 

 率はそれぞれ４％、２％となり、一方、中和村と八束村は減少し、その減少率はそれ 

 ぞれ２４％、0.5%となり、中和村は高水準となっている。 

 

  第第第第３３３３項項項項 総生産総生産総生産総生産のののの経済活動別構成比経済活動別構成比経済活動別構成比経済活動別構成比のののの推移推移推移推移 

 前項では経済活動別（各産業部門における業種別）総生産の平成５年と同１２年の両年

度間における推移状況について記述した。 

 本項では蒜山地域及び４か町村における総生産の経済活動別構成比の推移状況について

表５に基づき記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について末尾に付記する。 

 （１） 蒜山地域 

 ４か町村の総体としてに蒜山地域における町村内総生産は、平成５年度に３１３億９千

万円、同１２年度には３４３億１千２００万円となり、その経済活動別構成比の高い業種

順に列記すると以下のとおりで、括弧内数値は構成比率（％）を示す。 

 平成５年度はサ－ビス業（23.7）、鉱業・建設業（16.9）、政府サ－ビス生産者（14.2）、

不動産業（12.0）、農林水産業（10.6）、製造業（8.5）、運輸・通信業（6.7）、卸売・

小売業（6.4 ）、金融・保険業（1.8 ）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.3）、電気

・ガス・水道業（0.2）の順になっている。 

 平成１２年度は鉱業・建設業（22.2）、サ－ビス業（20.3）、政府サ－ビ生産者（15.2）、

不動産業（10.7）運輸・通信業（7.7）、農林水産業（7.7）、製造業（7.3）、卸売・小売

業（7.3 ）、金融・保険業（2.1 ）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.4）、電気・ガ

ス・水道業（0.2 ）の順になっている。 

 上記した経済活動別構成比の両年度間推移過程にける構成比拡大業種（括弧内拡大ポイ

ト）は鉱業・建設業（5.3）、運輸・通信業（1.0）、政府サ－ビス生産者（1.0）、卸売・

小売業（0.9）、金融・保険業（0.3）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.1）、反対に

構成比縮小業種（括弧内縮小ポイント）はサ－ビス業（△3.4）、農林水産業（△2.9）、

不動産業（△1.3）、製造業（△1.2）、一方、横ばい業種は電気・ガス・水道業となって

いる。なお、両年度における構成比順位１位、２位の業種は、前年度はサ－ビス業２４％、

鉱業・建設業１７％、後年度は鉱業・建設業２２％、サ－ビス業２０％となっている。 
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 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 村内総生産は平成５年度に７８億４千万円、同１２年度には８４億２千万円となり、そ

の経済活動別構成比の高い業種の順に列記すると以下のとおりであり、括弧内は構成比率

（％）を示す。 

 平成５年度はサ－ビス業（27.4）、鉱業・建設業（17.2）、農林水産業（14.2）、不動

産業（11.6）、運輸・通信業（8.8）、政府サ－ビス生産者（6.8）、製造業（6.5）、卸売

・小売業（6.0）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.6）、金融・保険業（1.2）、電気

・ガス・水道業（0.2）の順になっている。 

 平成１２年度は鉱業・建設業（19.9）、サ－ビス業（19.2）、卸売・小売業（14.5）、

不動産業（11.7）、運輸・通信業（10.5）、政府サ－ビス生産者（9.9）、農林水産業（9.5）、

製造業（3.1）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.7）、金融・保険業（1.3）、電気・

ガス・水道業（0.2）の順になっている。 

 上記した経済活動別構成比の両年度間推移過程における構成比拡大業種（括弧内は拡大

ポイント）は卸売・小売業（8.5）、政府サ－ビス生産者（3.1）、鉱業・建設業（2.7）、

運輸・通信業（1.7）、金融・保険業（0.1）、不動産業（0.1）、対家計民間非営利サ－ビ

ス生産者（0.1）と続いている。一方、同構成比の縮小業種（括弧内縮小ポイント）はサ－

ビス業（△8.3）、農林水産業（△4.2）、製造業（△3.4）となり、横ばい業種は電気・ガ

ス・水道業となっている。 

 なお、両年度における順位１位、２位の業種は、前年度はサ－ビス業２７％、鉱業・建

設業１７％、後年度は鉱業・建設業２０％、サ－ビス業１９％となっている。 

 ② 八束村 

 村内総生産は平成５年度に９３億８千２００万円、同１２年度には９４億２千５００万

円となり、その経済活動別構成比を高い部門（括弧内は構成比率％）の順に列記すると以

下のとおりである。 

 平成５年度は製造業（17.0）、鉱業・建設業（16.2）、政府サ－ビス生産者（15.4）、

農林水産業（13.4）、不動産業（12.9）、卸売・小売業（8.9）、サ－ビス業（7.5）、運

輸・通信業（7.3）、金融・保険業（1.8）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.8）、電

気・ガス・水道業（0.1）の順になっている。 

 平成１２年度は政府サ－ビス生産者（19.1）、製造業（17.8）、サ－ビス業（12.3）、

不動産業（11.6）、鉱業・建設業（11.1）、農林水産業（10.8）、卸売・小売業（7.8 ）、

運輸・通信業（7.2）、金融・保険業（2.6）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.6）、

電気・ガス・水道業（0.2）の順となっている。 

 上記した経済活動別構成比の両年度間推移過程において、その構成比を拡大した業種（括

弧内は拡大ポイント）はサ－ビス業（4.8）、政府サ－ビス生産者（3.7）、金融・保険業

（0.8 ）、製造業（0.8）、電気・ガス・水道業（0.1）、一方、同構成比縮小業種（括弧

内縮小ポイント）は鉱業・建設業（△5.1）、農林水産業（△2.6）、不動産業（△1.3）、

卸売・小売業（△1.1）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（△0.2）、運輸・通信業（△

0.1）となっている。 

 なお、両年度における順位１位と２位の業種は、前年度は製造業１７％と鉱業・建設業

１６％、後年度は政府サ－ビス生産者１９％と製造業１８％となっている。 

 ③ 中和村 

 村内総生産は平成５年度に２５億９千１００万円、同１２年は２６億６千６００万円と

なり、その経済活動別構成比の高い業種（括弧内は構成比率％）順に列記すると以下のと

おりである。 

 平成５年度は鉱業・建設業（49.4）、政府サ－ビス生産者（18.7）、不動産業（8.9）、

農林水産業（8.5）、製造業（7.6）、卸売・小売業（3.7）、運輸・通信業（2.8）、金融

・保険業（1.1）、サ－ビス業（0.8）、電気・通信業（0.0）、対家計民間非営利サ－ビス

生産者（0.0）の順になっている。 

 平成１２年度は鉱業・建設業（36.1）、政府サ－ビス生産者（25.4）、農林水産業（14.8）、
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不動産業（9.8）、製造業（4.4）、卸売・小売業（4.1）、運輸・通信業（2.3）、サ－ビ

ス業（1.8）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.4）、金融・保険業（1.0）、電気・ガ

ス・水道業（0.0）の順になっている。 

 上記した経済活動別構成比の両年度間推移過程における構成比拡大業種（括弧内は拡大

ポイント）は政府サ－ビス生産者（6.7）、農林水産業（6.3）、対家計民間非営利サ－ビ

ス生産者（1.4）、サ－ビス業（1.0）、不動産業（0.9）、卸売・小売業（0.40）と続いて

いる。一方、構成比縮小業種（括弧内は縮小ポイント）は鉱業・建設業（△13.2）、製造

業（△3.2）、運輸・通信業（△0.5）、金融・保険業（△0.1）の順になり、構成比横ばい

業種は電気・ガス・水道業となっている。 なお、両年度における構成比順位１位、２位

の業種は鉱業・建設業、政府サ－ビス生産者と共通し、その構成比はそれぞれ前年度は４

９％、１９％、後年度は３６％、２６％となっている。 

 ④ 湯原町 

 町内総生産は平成５年度に１１５億７千７００万円、同１２年度は１３８億円となり、

その経済活動別構成比の高い業種（括弧内は構成比率％）順に列記すると以下のとおりで

ある。 

 平成５年度はサ－ビス業（39.5）、政府サ－ビス生産者（17.4）、不動産業（12.2）、

鉱業・建設業（9.9）、農林水産業（6.3）、運輸・通信業（5.7）、卸売・小売業（5.3）、

製造業（3.4）、金融・保険業（2.5）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.9）、電気・

ガス・水道業（0.2）の順になっている。 

 平成１２年度はサ－ビス業（30.1）、鉱業・建設業（28.6）、政府サ－ビス生産者（13.5）、

不動産業（9.7）、運輸・通信業（7.4）、農林水産業（3.2）、製造業（3.2）、卸売・小

売業（3.2）、金融・保険業（2.5）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.1）、電気・ガ

ス・水道業（0.2）の順になっている。 

 上記した経済活動別構成比の両年度間推移過程における構成比拡大業種（括弧内は拡大

ポイント）は鉱業・建設業（18.7）、運輸・通信業（1.7）、対家計民間非営利サ－ビス生

産者（0.2）と続いている。一方、構成比縮小業種（括弧内は縮小ポイント）はサ－ビス業

（△9.4）、政府サ－ビス生産者（△3.9）、農林水産業（△3.1）、不動産業（△2.5）、

卸売・小売業（△2.1）、製造業（△0.2）の順になり、構成比横ばい業種は金融・保険業

及び電気・ガス・水道業となっている。 なお、両年度における構成比順位１位、２位の

業種は前年度はサ－ビス業３９％、政府サ－ビス生産者１７％、後年度はサ－ビス業３０

％、鉱業・建設業２９％となっている。 

 （３）真庭郡 

 真庭郡における町村内総生産は平成５年度に１千５１１億５千万円、同１２年度には１

千５５１億７千９００万円となり、その経済活動別構成比を高い業種（括弧内は構成比率

％）の順に列記すると以下のとおりである。 

 平成５年度は製造業（24.5）、サ－ビス業（14.9）、鉱業・建設業（13.1）、政府サ－

ビス生産者（12.2）、卸売・小売業（10.5）、不動産業（9.3）、農林水産業（5.3）、運

輸・通信業（5.2）、金融・保険業（2.9）、電気・ガス・水道業（2.7）、対家計民間非営

利サ－ビス生産者（1.7）の順になっている。 

 平成１２年度は製造業（22.5）、サ－ビス業（18.1）、政府サ－ビス生産者（15.4）、

鉱業・建設業（10.8）、卸売・小売業（9.7）、不動産業（9.4）、運輸・通信業（5.8）、

農林水産業（3.7）、金融・保険業（3.3）、電気・ガス・水道業（1.9）、対家計民間非営

利サ－ビス生産者（1.7）の順になっている。 

 上記した経済活動別構成比の両年度間推移過程において、構成比拡大業種（括弧内は拡

大ポイント）はサ－ビス業（3.2）、政府サ－ビス生産者（3.2）、運輸・通信業（0.6）、

金融・保険業（0.4）、不動産業（0.1）となり、反対に構成比縮小業種は鉱業・建設業（△

2.0）、製造業（△2.1）、農林水産業（△1.6）、卸売・小売業（△0.8）、電気・ガス・

水道業（△0.8）となり、一方、横ばい業種は対家計民間非営利サ－ビス生産者となってい

る。 

 なお、両年度における構成比順位１位、２位の業種は製造業、サ－ビス業となり、その
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構成比はそれぞれ前年度は２５％、１５％、後年度は２３％、１８％となっている。 

 （４） 岡山県 

 岡山県における町村総生産は平成５年度に７兆１千７３７億２千２００万円、同１２年

度には７兆１千１１３億９千６００万円となり、その経済活動別構成比の高い業種（括弧

内は構成比率％）順に列記すると以下のとおりである。 

 平成５年度は製造業（35.5）、卸売・小売業（14.3）、サ－ビス業（13.0）、鉱業・建

設業（8.8）、政府サ－ビス生産者（7.7）、不動産業（7.0）、運輸・通信業（6.4）、金

融・保険業（3.3）、電気・ガス・水道業（2.6）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.9）、

農林水産業（1.7）の順になっている。 

 平成１２年度は製造業（28.7）、サ－ビス業（18.3）、卸売・小売業（14.0）、政府サ

－ビス生産者（9.9）、不動産業（7.5）、運輸・通信業（7.4）、鉱業・建設業（6.0）、

融・保険業（5.0）、電気・ガス・水道業（2.9）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（2.0）、

農林水産業（1.2）の順になっている。 

 以上のように経済活動別構成比の順位第１位の部門は両年度を通じて製造業、第２位は

平成５年度は卸売・小売業、同１２年度はサ－ビス業となっている。 

 上記した経済活動別構成比の両年度間推移過程における構成比拡大業種（括弧内は拡大

ポイント）はサ－ビス業（5.3）、政府サ－ビス生産者（2.2）、金融・保険業（1.7）、運

輸・通信業（1.0）、不動産業（0.5）、電気・ガス・水道業（0.3）、対家計民間非営利サ

－ビス生産者（0.1）となり、反対に構成比縮小業種（括弧内は縮小ポイント）は製造業（△

6.8）、鉱業・建設業（△2.8）、農林水産業（△0.5）、卸売・小売業（△0.3）となって

いる。 

 なお、両年度にいおける構成比順位１位、２位の業種はそれぞれ前年度は製造業３５％、

卸売・小売業１４％、後年度は製造業２９％、サ－ビス業１８％となっている。 

 

        第第第第４４４４項項項項 総生産総生産総生産総生産のののの経済活動別構成比経済活動別構成比経済活動別構成比経済活動別構成比のののの特化係数特化係数特化係数特化係数のののの推移推移推移推移 

 蒜山地域及び４か町村における総生産の経済活動別構成比の特化係数（岡山県＝1.00）

を使って、平成５年度と同１２年度における第１～３次産業部門（経済活動部門）の各業

種への特化状況について記述する。 

 ちなみに特化係数とは、地域における特定部門構成割合の全国あるいは都府県の当該部

門構成割合に対する比で示され、その部門の特化係数が 1.00 を超えて大きくなるほど地域

はその部門への特化を強めていることになる。 

 （１） 蒜山地域 

 平成５度における特化係数 1.00 以上の業種（括弧内は特化係数）は農林水産業（6.24）、

鉱業・建設業（1.92）、政府サ－ビス生産者（1.84）、サ－ビス業（1.82）、不動産業（1.71）、

運輸・通信業（1.05）と続き、同係数 1.00 未満は対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.68）、

金融・通信業（0.55）、卸売・小売業（0.45）、製造業（0.24）、電気・ガス・水道業（0.08）

の順になっている。 

 平成１２年度における特化係数 1.00 以上の業種は農林水産業（6.42）、鉱業・建設業

（3.70）、政府サ－ビス生産者（1.54）、不動産業（1.43）、サ－ビス業（1.11）、運輸

・通信業（1.04）と続き、特化係数 1.00 未満は対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.70）、

卸売・小売業（0.52）、金融・保険業（0.42）、製造業（0.25）、電気・ガス・水道業（0.07）

の順になっている。  

 上記した特化係数の両年度間推移過程において、上昇した部門（括弧内は上昇ポイント）

は鉱業・建設業（1.78）、農林水産業（0.18）、卸売・小売業（0.07）、対家計民間非営

利サ－ビス生産者（0.02）、製造業（0.01）と続きいている。一方、特化係数の下降した

部門（括弧内は下降ポイント）はサ－ビス業（0.71）、政府サ－ビス生産者（0.30）、不

動産業（0.28）、金融・保険業（0.13）、運輸・通信業（0.01）、電気・ガス・水道業（0.01）

の順になっている。 

 上記したように各業種のなかで特化係数の最も高い業種は両年度を通して農林水産業

（特化係数：前年度 6.24－後年度 6.42）となり、次いで鉱業・建設業（1.92-3.70）、政
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府サ－ビス生産者（1.84-1.54）、サ－ビス業（1.82-1.11）、不動産業（1.71-1.43）等と

続いている。 

 以上のように蒜山地域は両年度に亘り農林水産業への特化を著しく強めているが、一方、

同業種の総生産に占めるシェアは前年度 10.6% 、後年度 7.7%となり、サ－ビス業（シェア

前年度 23.7% ：後年度 20.3%）、鉱業・建設業（16.9% －22.2%）、政府サ－ビス業（14.2

－15.2）に及ばず、極めて低い水準にとどまっている。つまり蒜山地域は農林水産業への

特化を際立てているが、総生産シェアは小さく、これは岡山県レベルにおける総生産の農

林水産業シェアが極めて低位にあることに起因する。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 平成５年度における特化係数 1.00 以上の経済活動部門（括弧内は特化係数）は農林水産

業（8.35）、サ－ビス業（2.11）、鉱業・建設業（1.95）、不動産業（1.66）、運輸・通

信業（1.38）と続き、同係数 1.00 未満は政府サ－ビス生産者（0.88）、対家計民間非営利

サ－ビス生産者（0.84）、卸売・小売業（0.42）、金融・保険業（0.36）、製造業（0.18）、

電気・ガス・水道業（0.08）の順になっている。 

 平成１２年度における特化係数 1.00 以上の経済活動部門は農林水産業（7.92）、鉱業・

建設業（3.32）、不動産業（1.56）、運輸・通信業（1.42）、サ－ビス業（1.04）、卸売

・小売業（1.04）、政府サ－ビス生産者（1.00）と続き、同係数 1.00 未満は対家計民間非

営利サ－ビス生産者（0.85）、金融・保険業（0.26）、製造業（0.11）、電気・ガス・水

道業（0.07）の順になっている。 

 上記した特化係数の両年度間推移過程において、上昇した部門（括弧内は上昇ポイント）

は鉱業・建設業（1.37）、卸売・小売業（0.62）、政府サ－ビス生産者（0.12）、運輸・

通信業（0.04）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.01）の順となっている。一方、特

化係数の下降した部門（括弧内は下降ポイント）はサ－ビス業（1.06）、農林水産業（0.44）、

金融・保険業（0.10）、不動産業（0.10）、製造業（0.07）、電気・ガス・水道業（0.01）

の順になっている。 

 以上のように各業種のなかで特化係数の最も高い業種は両年度に亘り農林水産業（特化

係数：前年度 8.35－後年度 7.92）となり、次いで鉱業・建設業（1.95－3.32）、不動産業

（1.66－1.56）、運輸・通信業（1.38－1.42）、サ－ビス業（2.11－1.05）と続いている。 

 川上村は両年度を通じて農林水産業へ著しく特化している。しかし、総生産に占める農

林水産業シェアは前年度 14.2% 、後年度 9.5%となり、サ－ビス業（シェア：24.7% －19.1%）

や鉱業・建設業（17.2% －19.9%）には遠く及ばず、概ね不動産業水準となっている。 

 ② 八束村 

 平成５年度における特化係数 1.00 以上の経済活動部門（括弧内は特化係数）は農林水産

業（7.88）、政府サ－ビス生産者（2.00）、鉱業・建設業（1.84）、不動産業（1.84）、

運輸・通信業（1.14）と続き、同係数 1.00 未満は対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.95）、

卸売・小売業（0.62）、サ－ビス業（0.58）、金融・保険業（0.55）、製造業（0.48）、

電気・ガス・水道業（0.04）の順となっている。 

 平成１２年度における特化係数 1.00 以上の業種は農林水産業（9.00）、政府サ－ビス生

産者（1.93）、鉱業・建設業（1.85）、不動産業（1.55）と続き、同係数 1.00 未満は運輸

・通信業（0.97）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.80）、サ－ビス業（0.67）、製

造業（0.62）、卸売・小売業（0.56）、金融・保険業（0.52）、電気・ガス・水道業（0.07）

の順となっている。 

 上記した特化係数の両年度間推移過程において、上昇した業種（括弧内は上昇ポイント）

は農林水産業（1.12）、製造業（0.14）、サ－ビス業（0.09）、電気・ガス・水道業（0.03）、

鉱業・建設業（0.01）となっている。一方、特化係数の下降した部門（括弧内は下降ポイ

ント）は不動産業（0.29）、運輸・通信業（0.17）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.15）、

政府サ－ビス生産者（0.07）、卸売・小売業（0.06）、金融・保険業（0.03）となってい

る。 

 上記したように各業種のなかで特化係数の最も高い業種は両年度に亘り農林水産業（特
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化係数：前年度 7.98－後年度 9.00）となり、次いで政府サ－ビス生産者（2.00－1.93）、

鉱業・建設業（1.84－1.85）、不動産業（1.84－1.55）と続いている。 

 以上のように八束村は両年度を通して農林水産業への特化を川上村と同程度に強化して

いる。しかし、同業種の総生産に占めるシェアは前年度 13.4% 、後年度 10.8% となり、政

府サ－ビス生産者（シェア：前年度 15.4% －後年度 19.2%）や鉱業・建設業（16.2% －11.1%）

を下回り、概ね不動産業水準に留まっている。 

 ③中和村 

 平成５年度における特化係数 1.00 以上の業種（括弧内は特化係数）は鉱業・建設業

（5.61）、農林水産業（5.00）、政府サ－ビス生産者（2.43）、不動産業（1.27）と続き、

同係数 1.00 未満は運輸・通信業（0.44）、金融・保険業（0.33）、卸売・小売業（0.26）、

製造業（0.21）、サ－ビス業（0.06）、電気・ガス・水道業（0.01）、対家計民間非営利

サ－ビス生産者（0.00）の順になっている。 

 平成１２年度における特化係数 1.00 以上の業種は農林水産業（12.33 ）、鉱業・建設業

（6.02）、政府サ－ビス生産者（2.57）、不動産業（1.31）と続き、同係数 1.00 未満は対

家計民間非営利サ－ビス生産者（0.70）、運輸・通信業（0.31）、卸売・小売業（0.29）、

金融・保険業（0.20）、製造業（0.15）、サ－ビス業（0.10）、電気・ガス・水道業（0.01）

の順になっている。 

 上記した特化係数の両年度間推移過程において、上昇した部門（括弧内は上昇ポイント）

は農林水産業（7.33）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.70）、政府サ－ビス生産者

（0.45）、鉱業・建設業（0.41）、不動産業（0.04）、サ－ビス業（0.04）と続いている。

一方、特化係数の下降した部門（括弧内は下降ポイント）は運輸・通信業（0.13）、金融

・保険業（0.13）、製造業（0.06）の順になり、電気・ガス・水道業には変化はみられな

い。 

 上記したように各業種のなかで特化係数の高い業種は農林水産業（特化係数：前年度

5.00－後年度 12.33 ）、鉱業・建設業（5.60－6.02）、政府サ－ビス生産者（2.43－2.57）、

不動産業（1.27－1.31）と続いている。 

 以上のように中和村は両年度において農林水産業と鉱業・建設業への特化を強化し、特

に農林水産業は後年度に特化を一段と強めている。しかし、農林水産業の総生産に占める

シェア（シェア：前年度 8.5%－後年度 14.8%）は鉱業・建設業（49.4% －36.1%）、政府サ

－ビス生産者（18.7% －25.4%）を大幅に下回っている。 

 ④ 湯原町 

 平成５年度における特化係数 1.00 以上の業種（括弧内は特化係数）は農林水産業（3.71）、

サ－ビス業（3.04）、政府サ－ビス生産者（2.26）、不動産業（1.74）、鉱業・建設業（1.13）

と続き、同係数 1.00 未満は運輸・通信業（0.89）、金融・保険業（0.76）、対家計民間非

営利サ－ビス生産者（0.47）、卸売・小売業（0.37）、製造業（0.10）、電気・ガス・水

道業（0.08）の順になっている。 

 平成１２年度における特化係数 1.00 以上の業種は鉱業・建設業（4.77）、農林水産業

（2.67）、サ－ビス業（1.64）、政府サ－ビス生産者（1.36）、不動産業（1.29）、運輸

・通信業（1.00）と続き、同係数 1.00 未満は対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.55）、

金融・保険業（0.50）、卸売・小売業（0.23）、製造業（0.11）、電気・ガス・水道業（0.07）

の順になっている。 

 上記した特化係数の両年度間推移過程において上昇した業種（括弧内は上昇ポイント）

は鉱業・建設業（3.64）、運輸・通信業（0.11）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.08）、

製造業（0.01）と続いている。一方、同係数の下降した業種（括弧内は下降ポイント）は、

サ－ビス業（1.40）、農林水産業（1.04）、政府サ－ビス生産者（0.90）、不動産業（0.45）、

金融・保険業（0.26）、卸売・小売業（0.14）、電気・ガス・水道業（0.01）の順になっ

ている。 

 上記したように各業種の中で特化係数の最も高いものは農林水産業（特化係数：前年度

3.71－後年度 2.67）であり、次いでサ－ビス業（3.03－1.64）、政府サ－ビス生産者（2.26

－1.36）、鉱業・建設業（1.13－4.77）、不動産業（1.74－1.29）と続いている。 
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 以上のように湯原町は両年度に亘り農林水産業への特化を強化しているが、同業種の総

生産に占めるシェア（シェア：前年度 6.3%－後年度 3.2%）は、サ－ビス業（39.5% －30.1% ）、

政府サ－ビス生産者（17.4% －13.5% ）あるいは鉱業・建設業（9.9%－28.6% ）に比べて

大幅に下回っている。一方、サ－ビス業と政府サ－ビス生産者への強化は前年度、鉱業・

建設業へ特化は後年度に限られいる。 

 ⑤ 特化係数の町村間比較 

 上記した特化係数の町村間比較の結果をまとめると以下のようである。 

 ４か町村における農林水産業、鉱業・建設業、不動産業の特化係数は以下のように 1.00

（岡山県レベル）を大きく上回っている。 

 農林水産業は前年度は 8.35～3.71 、後年度は 12.33～2.67 の範囲にあり、その最高水準

は前年度には川上村、後年度は中和村が該当している。一方、最低水準は両年度とも湯原

町となっている。なお、特化係数の両年度間推移過程において、湯原町と川上村は縮小し、

特に湯原町における縮小は顕著である。一方、中和村と八束村は拡大し、特に中和村にお

ける拡大は顕著である。 

 鉱業・建設業は前年度は 5.61～1.13 の範囲にあり、後年度には 6.02～1.85 の範囲とな

り、両年度における最高水準に中和村が該当し、最低水準には前年度は湯原町後年度は八

束村が該当している。なお、同係数の両年度間推移過程において、各町村とも拡大し、特

に湯原町は極めて顕著であり、反対に八束村は無変化に近い。 

 不動産業は前年度は 1.84～1.27 、後年度は 1.56～1.29 の範囲にあり、その最高水準に

前年度は八束村、後年度には川上村と八束村が該当している。一方、最低水準に前年度は

中和村、後年度は湯原町が該当している。なお、同係数の両年度間推移過程において、湯

原町、八束村、川上村は縮小し、中和村は僅かに拡大している。 

 ４か町村における政府サ－ビス生産者の特化係数は前年度は 2.43～0.88 、後年度は 2.58

～1.00 の範囲にあり、その最高水準に両年度とも中和村が該当している。一方、最低水準

に両年度とも川上村が該当しているが、前年度の最低水準は 0.88 と 1.00 未満となってい

る。なお、同係数の両年度間推移過程において、中和村と川上村では拡大し、湯原町と八

束村では縮小し、八束村は殆ど無変化に近い。 

 ４か町村のうちサ－ビス業の特化係数 1.00 以上の町村は両年度に亘って湯原町と川上

村のみで、その係数は前年度はそれぞれ 3.04、2.11、後年度はそれぞれ 1.64、1.04 とな

り、両年度間推移過程における縮小は湯原町の方が幾分下回っている。 

 ４か町村のうち運輸・通信業の特化係数 1.00 以上の町村は両年度に亘って川上村が該当

し、そして前年度に八束村、後年度には湯原町が加わっている。その係数は前年度は川上

村 1.38、八束村 1.14、後年度は川上村 1.42、湯原町 1.00 となっている。なお、同係数の

両年度間推移過程において、川上村と湯原町は拡大しているが、川上村の方は殆ど無変化

に近い。一方、八束村は縮小している。 

 ４か町村のうち卸売・小売業の特化係数 1.00 以上の町村は後年度の川上村のみで、その

係数は 1.04 となっている。なお、同係数は両年度間推移過程において拡大している。 

 上記した業種以外の業種の特化係数は両年度に亘って 1.00 を下回り、特に造業と電気・

ガス・水道業の特化係数は著しく低くなっている。 

 （３） 真庭郡 

 平成５年度における特化係数 1.00 以上の業種（括弧内は特化係数）は農林水産業（3.11）、

政府サ－ビス生産者（1.58）、鉱業・建設業（1.49）、不動産業（1.33）、サ－ビス業（1.15）、

電気・ガス・水道業（1.04）と続き、次いで同係数 1.00 未満は対家計民間非営利サ－ビス

生産者（0.89）、金融・保険業（0.88）、運輸・通信業（0.81）、卸売・小売業（0.75）、

製造業（0.69）の順になっている。 

 平成１２年度における特化係数 1.00 以上の業種は農林水産業（3.08）、鉱業・建設業

（1.80）、政府サ－ビス生産者（1.56）、不動産業（1.25）と続き、次いで同係数 1.00

未満はサ－ビス業（0.99）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.85）、製造業（0.78）、

運輸・通信業（0.78）、卸売・小売業（0.69）、電気・ガス・水道業（0.66）、金融・保

険業（0.66）の順になっている。 
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 上記した特化係数の両年度間推移過程において、上昇した業種（括弧内は上昇ポイント）

は鉱業・建設業（0.31）、製造業（0.09）と続いている。一方、下降した業種（括弧内は

下降ポイント）は電気・ガス・水道業（0.38）、金融・保険業（0.22）、サ－ビス業（0.16）、

不動産業（0.08）、卸売・小売業（0.06）、対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.04）、

農林水産業（0.04）、運輸・通信業（0.03）、政府サ－ビス生産者（0.02）の順となって

いる。 

 以上で記述した真庭郡における各業種の特化係数を前述の蒜山地域の場合に比べると以

下のようである。 

 平成５年度の場合、特化係数 1.00 以上の業種の中で、農林水産業、鉱業・建設業、不動

産業、サ－ビス業、政府サ－ビス生産者の５業種は蒜山地域と共通しているが、それらの

同係数は蒜山地域の方が上回っている。以上の業種のほかに真庭郡では電気・ガス・水道

業、蒜山地域では運輸・通信業が同係数 1.00 以上となっている。 

 平成１２年度の場合、特化係数 1.00 以上の業種の中で、農林水産業、鉱業・建設業、不

動産業、政府サ－ビス生産者の４業種は蒜山地域と共通し、それらの同係数は蒜山地域の

方が政府サ－ビス生産者を除き上回っている。なお、政府サ－ビス生産者の同係数は真庭

郡の方が極僅差ながら上回っている。 

 次に上記した真庭郡における特化係数の両年度間推移過程における上昇と下降の動向を

蒜山地域の場合と比較すると以下のようである。 

 鉱業・建設業は共に上昇しているが、その上昇ポイントは蒜山地域の方が著しく高い。

農林水産業は蒜山地域では上昇し、反対に真庭郡は無変化に近いほどの下降となっている。

不動産業と政府サ－ビス生産者は両地域とも下降し、その下降ポイントは蒜山地域の方が

高く、真庭郡は無変化に近いほど低い。電気・ガス・水道業は両地域ともに下降し、その

下降ポイントは真庭郡の方が高く、蒜山地域は無変化に近い。運輸・通信業は両地域とも

無変化に近いほどの下降となっている。 

 以上で記述した各業種の特化係数に基づき、真庭郡の業種への特化状況をみると、農林

水産業（特化係数：前年度 3.12－後年度 3.08）への特化が両年度において強化され、その

程度は政府サ－ビス生産者（1.58－1.56）や鉱業・建設業（1.49－1.80）を大幅に上回っ

ている。しかし総生産に占める農林水産業シェア（前年度 5.3%－後年度 3.7%）は政府サ－

ビス生産者（12.2% －15.4% ）及び鉱業・建設業（13.1% －10.8% ）に比べて顕著に下回

っている。 

 

 第第第第３３３３節節節節 町村民所得町村民所得町村民所得町村民所得とそのとそのとそのとその配分配分配分配分 

 

 経済活動により生み出された付加価値（総生産）は、その活動を担った町村民に雇用者

所得、財産所得、企業所得として配分され、その配分所得の総額は町村民所得所と呼ばれ

る。本節では平成５～１２年間における町村民所得、その配分額と所得別構成の推移状況

について表１～２及び７～１０に基づき記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県に

ついて付記する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 町村民所得町村民所得町村民所得町村民所得のののの推移推移推移推移 

 １１１１ 町村民所得町村民所得町村民所得町村民所得のののの推移推移推移推移 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における町村民所得は、表に示すように平成５年度に２６７億７千６００万円

となり、その後は２６０億円台を推移し、同９年度に２５３億９千８００万円と２５０億

円台に減少し、同１０年度には２６７億９千５００万円と最高に達し、その後は急速な減

少に転じ、同１１年度に２５５億９千７００万円となり、同１２年度には２４１億２千８

００万円と最低を記録している。 

 以上の推移経過を平成５年度の町村民所得を１００とした指数の推移でみると表２に示

すように、同６年度に９９となり、同７年度は１００を示し、その後低下し、同８年度に

９９、同９年度に９５となり、同１０年度には１００となり、その後再び低下し、同１１
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年度に９６、同１２度には９０に低落し、最低を記録している。上記した町村民所得の平

成５～１２年度の間における減少率は 9.9%となっている。 

 真庭郡における町村民所得は、平成５年度に１千３６４億４００万円となり、その後は

１千３００億円台を乱高下し、その推移過程において同７年度に１千４０１億５００万円

と最高に達し、その後は再び１千３００億円台に戻り、同１２年度は１千２４９億９千１

００万円と最低を記録している。 

 以上の推移経過を平成５年度の町村民所得を１００とした指数の推移でみると、同６年

度は１００と続き、同７年度に１０３とピ－クに達し、その後は低下し、同９年度に９８

と１００を切り、同１０年度には１０１に上昇し、同１１年度は９７となり、同１２年度

には急落し、９２と最低になっている。上記した町村民所得の平成５～１２年度の間にお

ける減少率は 8.4%となり、蒜山地域に比べて 1.5 ポイント下回っている。 

 岡山県における県民所得は、平成５年度に５兆４千６９８億５千２００万円となり、そ

の後は増加し、同７年度に５兆６千８９０億５千４００万円と最高に達し、同８年度に５

兆５千９５１億４千３００万円となり、その後は減少を続け、同１２年度に５兆１千６７

８億４千１００万円と最低を記録している。 

 以上の推移経過を平成５年度の市町村民所得を１００とした指数の推移でみると、同６

年度に１０１となり、同７年度に１０４と最高に達し、その後は低下を続け、同９年度に

９９と１００を割り込み、同１２年度には急落し、９４と最低になっている。上記した県

民所得の平成５～１２年度間における減少率は 5.5%となり、蒜山地域を 4.4 ポイント下回

っている。 

 以上で記述した蒜山地域、真庭郡、岡山県における市町村民所得の推移経過をみると、

３地域とも減少基調で推移し、その推移過程において平成１２年度における急激な減少は

３地域間に共通しているが、最高を記録した年度は真庭郡と岡山県はともに平成７年度、

蒜山地域は同１０年度となり地域間差異がみられる。 

 次に蒜山地域における町村民所得の真庭郡および岡山県における同所得に占める割合

（対真庭郡比および対岡山県比）の推移経過をみると以下のようである。 

 対真庭郡比は平成５年度に 19.6%となり、その後は 19.0% 台を乱高下しながら推移し、

その推移過程において同９年度に 19.0% と最低を記録し、同１０年度には 19.5% と僅差な

がら上昇し、同１１年度以降は 19.3% となっている。 

 対岡山県比は平成５年度に 0.49%となり、その後は低下し 同７～９年度の間は 0.47% 

の横ばい状態となり、同１０年度に 0.49% となり、その後は低下し、同１２年度に 0.47% 

となっている。 

 以上のように平成５～１２年度の期間中、対真庭郡比および対岡山県比に大きな変動は

なく、したがって蒜山地域における町村民所得の真庭郡および岡山県に占める地位に変化

は起こっていない。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 平成５年度に６２億２千７００万円となり、その後は６０億円台を乱高下しながら推移

し、その過程において同１０年度に６４億２千７００万円と最高に達し、同１２年度には

５８億５千４００万円と６０億円台を割り込み、最低となっている。 

 上記の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度に

９８となり、その後上昇し、同８年度に１０２となり、同９年度には９７となり、同１０

年度に１０３と最高に達し、同１１年度には９８となり、同１２年度は９４と最低を記録

している。以上の村民所得の平成５～１２年度の間における減少率は 6.0%となっている。 

 ② 八束村 

 平成５年度に７５億８千１００万円となり、その後は７０億円台を乱高下しながら推移

し、その過程において８年度に８０億３千２００万円と８０億円台に乗り、翌９年度には

７７億円と急減し、同１０年度に８０億９千７００万円と再び８０億円台に乗り、最高を

記録し、同１１年度には７８億５千１００万円と７０億円台に再度減少し、同１２年度は

７３億３千３００万円と最低を記録している。 
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 以上の推移経過を平成５年度の村民所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度

に１０２となり、その後上昇し、同８年度に１０６となり、同９年度には１０２となり、

同１０年度には１０７と最高を記録し、その後は低下を続け、同１２年度には９７と１０

０を切り、最低となっている。上記した村民所得の平成５～１２年度の間における減少率

は 3.3%となり、次に記述する中和村の減少率 2.9%に次いで最低となっている。 

 ③ 中和村 

 平成５年度に２３億２千４００万円となり、同６年度には２２億８千９００万円と２２

億円台に低下し、翌年度まで横ば状態となり、同８年度に２３億９千８００万円と２３億

円台に乗り、その後は横ばい状態となり、同１０年度は２４億５千８００万円と２４億円

台に乗り、最高を記録し、その後は急減に転じ、同１２年度には２２億５千６００万円と

再び２２億円台に減少し、最低となっている。 

 以上の推移経過を平成５年度の村民所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度

に９８となり、その後上昇に転じ、同８年度に１０３と１００台に乗り、同１０年度には

１０６と最高を記録し、同１１年度に１０１となり、翌１２年度は９７と最低を示してい

る。上記した村民所得の平成５～１２年度の間における減少率は 2.9%となり、４か町村間

で最低となっている。 

 ④ 湯原町 

 平成５年度に１０６億４千４００万円となり、その後１００億円台が続き、同７年度に

１０３億３千２００万円となり、同８年度には９７億３千１００万円と１００億円台を割

り込み、その後は９０億円台を乱高下しながら推移し、同１２年度は８６億８千５００万

円と８０億円台に下降し、最低を記録している。 

 以上の推移経過を平成５年度の町民所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度

に９８となり、その後は９０台を下降し、同９年度に８８となり、同１０年度には９２に

上昇し、その後は下降を続け、同１１年度に８８、同１２年度には８２と最低を記録して

いる。上記した町民所得の平成５～１２年度の間における減少率は 18.4% となり、４か町

村間で最高となり、中和村を 15.5 ポイント、八束村を 15.1 ポイント、川上村を 12.4 ポイ

ント上回っている。 

 ⑤ 町村民所得の町村別構成割合の推移  

 上記した町村民所得の町村別構成割合は、平成５年度に湯原町 39.8% 、八束村 28.3% 、

川上村 23.3% 、中和村 8.6%の順になり、その後の各町村における推移状況は以下のようで

ある。 

 湯原町は平成６年度に 39.4% とほぼの横ばい状態となり、その後は縮小パタ－ンで推移

し、同７年度に 28.9% 、同８年度には 36.7% となり、その後は 36.0% 台を下降し、同１

２年度に 36.0%となっている。 

 八束村は平成６年度に 29.0% となり、前年度に比べて拡大し、その後も拡大し、同９年

度には 30.3% となり、その後はほぼ横ばい状態で推移し、同１２年度は 30.4% となってい

る。 

 川上村は平成５年度以降 23.0% 台で推移し、同８年度に 24.0% と僅差ながら拡大し、そ

の後は 23.0% 台と 24.0% 台が隔年毎に交代し、同１２年度に 24.3% となっている。 

 中和村は平成５年度以降 8.0%台で推移し、同９年度に 9.0%となり、その後は 9.0%台前

半を僅差ながら上下し、同１２年度に 9.3%となっている。 

 ２２２２ 町村民町村民町村民町村民１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり所得所得所得所得のののの推移推移推移推移 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における町村民所得の住民１人当たり所得は表１に示すように、平成５年度に

２５２万７千円となり、同６年度は横ばい状態となり、その後は増加基調で推移し、同１

０年度に２７２万円と最高に達し、その後は急速に減少し、同１２年度に２４９万円と最

低を記録している。 

 以上の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数の推移でみると、表２に示す

ように同６年度は１００、同７年度には１０４と上昇し、同８年度はほぼ横ばい状態とな

り、同９年度に１０１と下降し、同１０年度には１０８と最高に達し、その後は急落し、
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同１１年度に１０４、同１２年度には９９と最低を記録している。 

 上記したように１人当たり町村民所得は僅差ながら乱高下が頻繁に起こり、平成１０年

度に最高に達した後は急速に減少し、平成５～１２年度の間における減少率は 1.5%となっ

ている。 

 真庭郡における１人当たり町村民所得は、平成５年度に２６１万９千円となり、その後

は増加基調で推移し、同１０年度には２７４万６千円とピ－クに達しているが、その過程

において２７０万円台は同７～８年の両年度に亘っている。上記のピ－ク到達後は減少に

転じ、同１２年度に２５３万１千円となっている。 

 以上の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度は

ほぼ横ばい状態となり、同７年度には１０５に上昇し、翌年度はほぼ横ばい状態となり、

同９年度に１０１に下降し、同１０年度は１０５と同７年度の水準に戻り、同１１年度に

は１０２となり、同１２年度は９７と最低を示している。 

 上記したように１人当たり町村民所得は蒜山地域の場合と同様に僅差ながら乱高下し、

平成１０年度に高水準に達した後は急速に減少し、その減少率は 3.4%となり、蒜山地域に

比べて 1.9 ポイント上回っている。 

 岡山県における１人当たり県民所得は、平成５年度に２８２万５千円となり、その後は

増加し、同７年度に２９１万６千円と最高を記録し、その後は減少を続け、同１２年度に

２６３万９千円となり、その推移過程において同９～１１年度は２７０万円台を下降して

いる。 

 以上の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数の推移でみると、平成６～７

年の両年度における推移動向は蒜山地域と真庭郡の場合と類似し、同６年度はほぼ横ばい

状態となり、同７年度には上昇している。すなわち、平成６年度に１０１となり、同７年

度には１０３となっている。しかし、その後の推移経過は蒜山地域及び真庭郡と大きく相

違し、下降を続けている。すなわち、平成８年度に１０１となり、その後は９０台を緩や

かに低下し、同１２年には９３と最低を記録している。なお、平成１２年度における下降

は蒜山地域と真庭郡の場合と類似しているが、その下降ポイントをみると、岡山県は３ポ

イント、蒜山地域と真庭郡はともに５ポイントとなっている。 

 上記した岡山県の１人当たり市町村民所得の平成５～１２年度の間における減少率は

6.6%となり、蒜山地域を 5.1 ポイント、真庭郡を 3.2 ポイント上回っている。 

 先に蒜山地域と真庭郡における１人当たり町村民所得の時系列的推移について記述した

が、同所得の両地域間差異をみるため市町村民所得指数の推移状況を表７に基づき以下に

記述する。なお、１人当たり町村民所得指数とは平成５年度における岡山県民１人当た所

得を 1.00 とした指数である。 

 蒜山地域における１人当たり町村民所得指数は平成５年度に 0.89 となり、その後は緩や

かに上昇し、同１０年度に 0.98 となり、その後下降し、同１２年度に 0.94 となり、全年

度の平均指数は 0.93±0.03%（変動係数３）となっている。一方、真庭郡の場合は平成５年

度に 0.93 となり、その後上昇し、同１０年度に 1.00 となり、その後は下降に転じ、平成

１２年度には 0.96 となり、全年度の平均指数は 0.96±0.02%（変動係数３）となっている。 

 以上のように蒜山地域の１人当たり町村民所得は真庭郡を下回り、その較差は平成５年

度は 0.04 ポイント、同１０年度は 0.02 ポイント、同１２年度は 0.02 ポイント、全年度平

均は 0.03 ポイントとなっている。                         

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 村民１人当たり所得は平成５年度に２４２万１千円となり、その後は増加基調で推移し、

同１０年度に２６２万２千円と最高に達し、同１１年度に２４８万２千円に減少し、同１

２年度には２４２万２千円と横ばい状態になっている。 

 以上の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度に

９８と最低を記録し、同７年度には１０５に急上昇し、同８年度に１０７となり、同９年

度には１０１に下降し、同１０年度は１０８と最高に達し、同１１年度には１０３と再び

下降し、同１２年度に１００となっている。 
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 上記したように１人当たり村民所得の年度間変動は大きく、平成５～１２年度の間にお

ける増加率は 0.04% に過ぎない。 

 ② 八束村 

 平成５年度に２４５万３千円となり、翌年度は２４８万８千円とほぼ横ばい状態となり、

同７年度に２５２万円に増加し、その後は増加基調で推移し、同１０年度に２６５万１千

円と最高に達し、その後は急速に減少し、同１２年度は２４１万３千円と最低を記録して

いる。 

 以上の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度に

１０１となり、その後は上昇し、同８年度に１０６となり、同９年に１０３に下降し、同

１０年度には１０８と最高に達し、その後は下降し、同１２年度に９８となっている。 

 上記したように同指数の推移経過は蒜山地域及び川上村とかなり類似し、いずれもその

最高は平成１０年度で１０８となっている。以上の推移経過のもとで、八束村における１

人当たり村民所得の平成５～１２年度の間における減少率は 1.6%となり、川上村の 0.04% 

増加と対照的である。 

 ③ 中和村 

 平成５年度に２７０万５千円となり、４か町村の中で最高となり、同６年度は２７０万

２千円と横ばい状態となり、その後は堅調に増加し、同７年に２８３万４千円、同８年度

には２９９万８千円に増加し、同１０年度には３１３万５千円と最高を記録し、その後は

減少に転じ、同１２年度に２９６万１千円となっている。 

 以上の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数の推移でみると、同６年度は

１００となり、その後上昇し、同７年度に１０５、同８年度に１１１となり、同９年度に

は１１０とほぼ横ばい状態となり、同１０年度には１１６と最高に達し、その後は急速に

低下し、同１１年度に１１３、同１２年度には１０９となっている。 以上のように中和

村の同指数が平成６～１０度間に堅調な上昇を続ける点は他の３か町村と相違している。

しかし、平成１０年度に最高に達する点は川上村及び八束村と同様である。 

 上記したように所得指数が上昇基調で推移し、平成１０年度を境に下降する推移経過の

もとで、１人当たり村民所得の平成５～１２年度の間における増加率は 9.5%となり、川上

村の 0.04% 増加を大きく上回り、一方、八束村と湯原町における減少とは著しく相違して

いる。 

 ④ 湯原町 

 平成５年度に２６１万３千円となり、翌６年度には２５９万８千円に減少し、同７年度

には２７８万２千円に急増し、その後は減少基調で推移し、その過程で同１０年度に２７

５万５千円に急増して同７年度の水準に近接し、同１２年度には２５０万円と最低を記録

している。 

 以上の推移経過を平成５年度の同所得を１００とした指数で追跡すると、同６年度に９

９となり、同７年度には１０６と最高に達し、その後は下降し、同９年度に９９、翌１０

年度には１０５と上昇し、その後は下降に転じ、同１１年度に１０２、同１２年度には９

６と最低を記録している。 

 上記したように所得指数が平成７年度にピ－クに達し、その後は乱高下しながら推移し、

同１２年度に最低となる推移経過のもとで、１人当たり町民所得の平成５～１２年度の間

における減少率は 4.3%となり、八束村の減少率を 2.7 ポイント上回っている。 

 ⑤ １人当たり所得指数の町村間比較 

 ４か町村における町村民１人当たり所得の町村間比較のため、岡山県民１人当たり所得

を 1.00 とした指数を用いて、同指数の高い町村順にその指数の推移経過をみると以下のと

おりである。 

 中和村は平成５年度に 0.96 となり、その後は 0.90 台をほぼ横ばい状態で推移し、同８

年度に 1.05 と 1.00 台に乗り、その後上昇し、同１０年度に 1.13 と最高に達し、翌１１年

度は同水準となり、同１２年度に 1.12 となっている。 

 湯原町は平成５年度に 0.92 となり、その後は 0.90 台前半を乱高下しながら推移し、同

９年度に 0.94 となり、同１０年度には 1.00 と最高に達し、その後は下降に転じ、同１２
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年度に 0.95 となっている。 

 八束村は平成５年度に 0.87 となり、その後はほぼ横ばい状態で推移し、同８年度に 0.91

と 0.90 台に乗り、その後は 0.90 台を上昇し、同１０年度に 0.96 と最高に達し、翌１１年

度は同水準となり、翌１２年度には 0.91 と下降している。 

 川上村は平成５年度にに 0.86 となり、その後は 0.80 台を僅差ながら上下し、同８年度

に 0.90 となり、翌９年度には 0.88 と下降し、同１０年度には 0.95 と最高に達し、その後

は下降に転じ、同１２年度に 0.93 となっている。 

 上記したように中和村の同指数は他の３か町村を上回り、平成５～１２年度の間におけ

る１人当たり町村民所得指数の平均は中和村 1.05±0.07%（変動係数７）、湯原町 0.95±0.03%

（同３）、八束村 0.91±0.04%（同４）、川上村 0.89±0.04 （同４）の順になり、中和村は

川上村を 0.16 ポイント、八束村を 0.14 ポイント、湯原町を 0.10 ポイントと上回っている。

なお、以上中和村との較差を主な時点でみると、平成５年度は川上村 0.10 ポイント、八束

村 0.09 ポイント、湯原町 0.04 ポイント、同指数が最高を迎える同１０年度は川上村 0.18

ポイント、八束村 0.17 ポイント、湯原町 0.13 ポイント、最終年度は八束村 0.21 ポイント、

川上村 0.19 ポイント、湯原町 0.17 ポイントとなっている。 

 

  第第第第２２２２項項項項 町村民所得配分額町村民所得配分額町村民所得配分額町村民所得配分額のののの推移推移推移推移 

 町村内居住者の経済活動（生産活動）によって新たに生み出された付加価値（総生産）

は、その経済活動に労働，資本等の生産要素を提供した町村民に、賃金、地代、利子など

の所得として配分される。その配分された所得の総額が町村民所得であり、その所得は雇

用所得、財産所得、企業所得に区分される。 

 本項では蒜山地域と４か町村における町村民所得配分額を表８に基づき平成５年と同１

２年の両年度について記述し、比較のため真庭郡及び岡山県の場合について付記する。 

 （１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

 ① 蒜山地域 

 平成５年度 

 雇用者所得は１９７億４千２００万円、その内訳は賃金・俸給１７３億９千８００万円、

雇主の社会負担２３億４千４００万円となっている。 

 財産所得は２２億９千２００万円、その内訳は一般政府△５億５千９００万円、家計２

８億５千５００万円、対家計民間非営利団体△４００万円となっている。 

 企業所得は４７億４千１００万、その内訳は民間法人企業１１億９千６００万円、公的

企業△４千２００万円、個人企業３５億８千７００万円となっている。なお、個人企業の

内訳は農林水産業は１０億１千４００万円、その他の産業１３億９千６００万円、持家１

１億７千７００万円となっている。なお、持家は自家所有家屋を家賃で評価した額等であ

る。 

 平成１２年度 

 雇用者所得は１８３億３千７００万円、その内訳は賃金・俸給１５７億７千２００万円、

雇主の社会負担２５億６千５００万円となっている。 

 財産所得は１４億４千８００万円、その内訳は一般政府△６億３千７００万円、家計２

０億９千５００万円、対家計民間非営利団体△１千万円となっている。 

 企業所得は４３億４千４００万円、その内訳は民間法人企業１２億６千６００万円、公

的企業△４億９千万円、個人企業３５億６千６００万円となっている。なお、個人企業の

内訳は農林水産業７億９千９００万円、その他の産業１４億４千９００万円、持家１３億

１千７００万円となっている。 

 上述した所得配分額の平成５年と同１２年の両度間における増減率をみると以下のよう

である。 

 雇用者所得、財産所得、企業所得はいずれも減少し、それぞれの減少率は 7.1%、36.8% 、

8.4%となっている。 

 上記各所得の内訳の両年度間における増減率をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は

9.4%減、雇主の社会負担は 9.4%増となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は
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14.0% 増、家計は 26.6% 減、対家計民間非営利団体（負の所得）は 150.0%減となっている。

企業所得のうち民間法人企業は 5.9%増、公的企業（負の所得）は 1,066.7%増、個人企業は

0.6%減となっている。なお、個人企業のうち農林水産業は 21.2% 減、その他の産業は 3.8%

増、持家は 11.9% 増となっている。 

 ② 真庭郡 

 平成５年度 

 雇用者所得は９９５億４千８００万円、その内訳は賃金・俸給８７４億２千６００万円、

雇主の社会負担１２１億２千２００万円となっている。 財産所得は１１６億８千６００

万円、その内訳は一般政府△２５億２千２００万円、家計１４２億４千４００万円、対家

計民間非営利団体△３千６００万円となっている。 

 企業所得は２５１億６千９００万円、その内訳は民間法人企業９０億９千４００万円、

公的企業△１億４千６００万円、個人企業１６２億２千１００万円となっている。なお、

個人企業の内訳は農林水産業４０億３千８００万円、その他の産業６９億４千６００万円、

持家５２億３千７００万円となっている。 

 平成１２年度 

 雇用者所得は９３３億３千２００万円となり、その内訳は賃金・俸給８００億６千４０

０万円、雇主の社会負担１３２億６千８００万円となっている。 

 財産所得は７６億７千万円、その内訳は一般政府△２８億９千１００万円、家計１０６

億９００万円、対家計民間非営利団体△４千８００万円となっている。 

 企業所得は２３９億９千万円、その内訳は民間法人企業９１億３千７００万円、公的企

業△１８億６千９００万円、個人企業１６７億２千２００万円となっている。なお、個人

企業の内訳は農林水産業３３億８千万円、その他の産業７４億６千４００万円、持家５８

億７千８００万円となっている。 

 上述した所得配分額の平成５年と同１２年の両度間における増減率をみると以下のよう

である。 

 雇用者所得、財産所得、企業所得ともに減少し、それぞれの減少率は 6.3%、34.4% 、4.7%

となっている。 

 上記各所得の内訳の両年度間における増減率をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は

8.4%減、雇主の社会負担は 9.5%増となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は

14.6% 増、家計は 25.5% 減、対家計民間非営利団体（負の所得）は 33.3% 増となっている。

企業所得のうち民間法人企業は 0.5%増、公的企業（負の所得）は 1,180.1%増、個人企業は

3.1%増となっている。なお、個人企業のうち農林水産業は 16.3% 減、その他の産業は 7.5%

増、持家は 12.2% 増となっている。 

 ③ 岡山県 

 平成５年度 

 雇用者所得は３兆９千６００億７千万円、その内訳は賃金・俸給３兆４千７４２億６千

７００万円、雇主の社会負担４千８５８億円となっている。 

 財産所得は５千４０億２千万円、その内訳は一般政府△６８９億５千５００万円、家計

５千７６４億３千８００万円、対家計民間非営利団体△３８億２千２００万円となってい

る。 

 企業所得は８千５２３億５千３００万円、その内訳は民間法人企業４千３９億５千７０

０万円、公的企業１４０億６千万円、個人企業４千３４３億３千４００万円となっている。

なお、個人企業の内訳は農林水産業５４１億１千２００万円、その他の産業２千５７０億

８千２００万円、持家１千２３１億４千２００万円となっている。 

 平成１２年度 

 雇用者所得は３兆８千２６６億２００万円、その内訳は賃金・俸給３兆２千７８０億１

千８００万円、雇主の社会負担５千４８５億８千４００万円となっている。 

 財産所得は３千１９０億９千９００万円、その内訳は一般政府△１千５４億２千２００

万円、家計４千２６５億２千７００万円、対家計民間非営利団体△２０億７００万円とな

っている。 
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 企業所得は１兆２１９億６千万円、その内訳は民間法人企業５千８７８億８００万円、

公的企業△７５７億５千万円、個人企業５千９９億２００万円となっている。なお、個人

企業の内訳は農林水産業５６９億８千４００万円、その他の産業２千６４９億５千７００

万円、持家１千８７９億６千１００万円となっている。 

 上述した所得配分額の平成５年と同１２年の両度間における増減率をみると以下のよう

である。 

 雇用者所得と財産所得は減少し、その減少率はそれぞれ 3.4%、36.7% となり、反対に企

業所得は 19.9% 増となっている。 

  上記各所得の内訳の両年度間における増減率をみると以下のようである。 

 雇用者所得のうち賃金・俸給は 5.6%減少し、雇主の社会負担は 12.9% 増加している。財

産所得のうち一般政府（負の所得）は 52.9% の増加となり、反対に家計と対家計民間非団

体（負の所得）は減少し、それぞれの減少率は 26.0% 、47.5% となっている。企業所得の

うち民間法人企業と個人企業はともに増加し、それぞれの増加率は 45.5% 、17.4% となっ

ているが、公的企業（負の所得）は 637.5%減となっている。なお、個人企業のうち農林水

産業、その他の産業、持家は増加し、それぞれの増加率は 5.3%、3.1%、52.6% となってい

る。 

 ④ 蒜山地域と真庭郡及び岡山県の比較 

 以上で記述した蒜山地域内町村民所得配分額の真庭郡及び岡山県における同配分額に占

める割合（対真庭郡比及び対岡山県比）並びに同配分額の推移動向に関する地域間差異を

みると次のとおりである。 

 ④－１ 対真庭郡比と対岡山県比の推移 

 雇用者所得の対真庭郡比は平成５年度（以下、前年度）に 19.8% 、同１２年度（以下、

後年度）に 19.7% となり、対岡山県比は前年度に 0.50% 、後年度に 0.48% となっている。 

 上記雇用者所得のうち賃金・俸給の対真庭郡比は前年度 19.9% 、後年度 19.7% となり、

対岡山県比はそれぞれ 0.50% 、0.48% となっている。また、雇主の社会負担の対真庭郡比

は両年度とも 19.3%となり、対岡山県比はそれぞれ 0.48% 、0.47% となっている。 

 財産所得の対真庭郡比は前年度に 19.6% 、後年度には 18.9% と低下の傾向がうかがえる。

一方、対岡山県比は両年度ともに 0.46% となっている。 上記財産所得のうち一般政府（負

の所得）の対真庭郡比は前年度に 22.2% 、後年度には 22.0% と横ばい状態となり、対岡山

県比は前年度に 0.81% 、後年度には 0.60% と低下している。家計の対真庭郡比は前年度に

20.0% 、後年度には 19.7% とほとんど変化なく、対岡山県比は両年度ともに 0.49%となっ

ている。対家計民間非営利団体（負の所得）の対真庭郡比は前年度に 11.1% となり、後年

度には 20.8% と顕著に上昇し、対岡山県比もまた前年度に 0.10% 、後年度には 0.50% と

著しく上昇している。 

 企業所得の対真庭郡比は前年度に 18.8% 、後年度に 18.1% と幾分下降し、対岡山県比は

前年度に 0.56% となり、後年度には 0.43% と著しく低下している。 

 上記企業所得のうち民間法人企業の対真庭郡比は前年度に 13.2% 、後年度には 13.9% 

と僅差ながら上昇し、対岡山県比は前年度に 0.30% となり、後年度には 0.22% と低下して

いる。公的企業（負の所得）の対真庭郡比は前年度に 28.8% となり、後年度には 26.2% 

と低下し、対岡山県比は前年度に 0.30% となり、後年度には 0.65% と上昇している。個人

企業の対真庭郡比は前年度に 22.1% となり、後年度には 21.3% と僅差ながら低下している。

一方、対岡山県比は前年度に 0.83% となり、後年度には 0.70% と顕著に低下している。 

 上記個人企業のうち農林水産業の対真庭郡比は前年度に25.1% となり、後年度には23.6% 

と低下し、対岡山県比は前年度に 1.9%となり、後年度には 1.4%と幾分低下してる。その他

の産業の対真庭郡比は前年度に 20.1% 、後年度には 19.4% と僅差ながら低下し、対岡山県

比は両年度とも 0.5%となっている。さらに持家の対真庭郡比は前年度に 22.5% 、後年度に

は 22.4% と変化なく、対岡山県比は前年度に 1.0%、後年度には 0.7%と僅差ながら低下し

ている。 

 ④－２ 所得配分額増減率の地域間比較 

 蒜山地域における町村民所得配分額の平成５年と同１２年の両度間における増減率を真
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庭郡及び岡山県と比較すると以下のようである。 

 雇用者所得は蒜山地域、真庭郡、岡山県（以下、３地域）とも減少し、その減少率は蒜

山地域が 7.1%と最も高く、真庭郡を 0.8 ポイント、岡山県を 3.7 ポイント上回っている。 

 上記雇用者所得のうち賃金・俸給は３地域とも減少し、その減少率は蒜山地域が 9.4%と

最も高く、真庭郡を 1.0 ポイント、岡山県を 3.8 ポイント上回っている。雇主の社会負担

は３地域とも増加し、その増加率は蒜山地域が 9.4%と最も低く、真庭郡を 0.1 ポイント、

岡山県を 3.5 ポイント下回っている。 

 財産所得は３地域とも減少し、その減少率は蒜山地域が 36.8% と最も高く、岡山県を 0.1 

ポイント、真庭郡を 2.4 ポイント上回っている。 

 上記財産所得のうち一般政府（負の所得）は３地域とも増加し、その増加率は蒜山地域

が 14.0% と最も低く、真庭郡を 0.6 ポイント、岡山県を 38.9 ポイント下回っている。家

計は３地域とも減少し、その減少率は蒜山地域が 26.6% と最も高く、岡山県を 0.6 ポイン

ト、真庭郡を 1.1 ポイント上回っている。対家計民間非営利団体（負の所得）は蒜山地域

と真庭郡では増加し、その増加率は蒜山地域が 150.0%と最も高く、真庭郡を 116.7 ポイン

ト上回っている。一方、岡山県 47.5%減となっている。 

 企業所得は蒜山地域と真庭郡では減少し、その減少率は蒜山地域が 8.4%と高く、真庭郡

を 3.7 ポイント上回っている。一方、岡山県は 19.9%増となっている。 

 上記企業所得のうち民間法人企業は３地域とも増加し、その増加率は蒜山地域が 5.9%と

なり、真庭郡を 5.4 ポイント上回り、反対に岡山県を 39.6 ポイント下回っている。公的

企業（負の所得、但し岡山県は平成１２年度のみ負の所得）は、蒜山地域と真庭郡では増

加し、その増加率は蒜山地域が 1,066%と低く、真庭郡を 113.4 ポイント下回り、岡山県は

637.5%減となっている。個人企業は蒜山地域では 0.6%減となり、反対に真庭郡と岡山県は

増加し、それぞれの増加率は 3.1%、17.4% となっている。 

 なお、上記個人企業のうち農林水産業は蒜山地域と真庭郡では減少し、その減少率は蒜

山地域が 21.2% と高く、真庭郡を 4.9 ポイント上回り、岡山県は 5.3%増となっている。

その他の産業は３地域とも増加し、その増加率は蒜山地域が 3.8%となり、真庭郡を 3.7 

ポイント上回り、反対に岡山県は 0.7 ポイント下回っている。持家は３地域とも増加し、

その増加率は蒜山地域が 11.9% と最も低く、真庭郡を 0.3 ポイント、岡山県を 40.7 ポイ

ント下回っている。 

 （２） ４か町村 

 先に記述した蒜山地域における町村民所得の配分額を４か町村別に平成５年度と同１２

年度の両時点で記述すると以下のとおりである。 

 ① 川上村 

 平成５年度 

 雇用者所得は４４億８千８００万円、その内訳は賃金・俸給３９億５千６００万円、雇

主の社会負担は５億３千２００万円となっている。 

 財産所得は５億１千５００万円、その内訳は一般政府△１億３千６００万円、家計６億

５千２００万円、対家計民間非営利団体△１００万円となっている。 

 企業所得は１２億２千５００万円、その内訳は民間法人企業４億１千７００万円、公的

企業△４００万円、個人企業８億１千２００万円となっている。なお、個人企業の内訳は

農林水産業３億６００万円、その他の産業２億３千７００万円、持家２億６千９００万円

となっている。 

 平成１２年度 

 雇用者所得は４４億２千５００万円、その内訳は賃金・俸給３７億９千７００万円、雇

主の社会負担６億２千８００万円となっている。 

 財産所得は３億４千万円、その内訳は一般政府△１億６千４００万円、家計５億７００

万円、対家計民間非営利団体△３００万円となっている。 企業所得は１０億８千７００

万円、その内訳は民間法人企業３億７千５００万円、公的企業△１億２千７００万円、個

人企業８億３千９００万円となっている。なお、個人企業の内訳は農林水産業２億４千８

００万円、その他の産業２億９千４００万円、持家２億９千７００万円となっている。 
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 上述した所得配分額の平成５年と同１２年の両度間における増減率をみると次のとおり

である。 

 雇用者所得、財産所得、企業所得はいずれも減少し、それぞれの減少率は 1.4%、34.0% 、

11.3%となっている。 

 上記各所得の内訳の増減率をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 4.0%減、雇主の社

会負担は 18.0% 増となっている。財産所得のうち一般政府は 20.6% 増、家計は 22.2% 減、

対家計民間非営利団体は 200.0%増となっている。企業所得のうち民間法人企業は 10.1% 

減、公的企業は 3,075%増、個人企業は 3.3%増となっている。なお、個人企業のうち農林水

産業は 19.0% 減、その他の産業は 24.1% 増、持家は 10.4% 増となっている。 

 ② 八束村 

 平成５年度 

 雇用者所得は５４億１千１００万円、そのうち賃金・俸給は４７億９千７００万円、雇

主の社会負担は６億１千４００万円となっている。 

 財産所得は６億３千９００万円、そのうち一般政府は△１億５千５００万円、家計は７

億９千６００万円、対家計民間非営利団体は△２００万円となっている。 

 企業所得は１５億３千１００万円、そのうち民間法人企業は４億４千８００万円、公的

企業は９００万円、個人企業は１０億７千４００万円となっている。なお、個人企業のう

ち農林水産業は２億９千万円、その他の産業は４億２千８００万円、持家は３億５千６０

０万円となっている。 

 平成１２年度 

 雇用者所得は５５億９千５００万円、そのうち賃金・俸給は４８億３千５００万円、雇

主の社会負担７億６千万円となっている。 

 財産所得は４億２千１００万円、そのうち一般政府は△２億２千万円、家計は６億４千

４００万円、対家計民間非営利団体は△３００万円となっている。 

 企業所得は１３億１千８００万円、そのうち民間法人企業は４億９００万円、公的企業

は△１億３千９００万円、個人企業は１０億４千８００万円となっている。なお、個人企

業のうち農林水産業は２億３千７００万円、その他の産業は４億１千６００万円、持家は

３億９千５００万円となっている。 

 上述した所得配分額の平成５年と同１２年の両年度間における増減率は以下のようであ

る。 

 雇用者所得は 3.4%増となり、反対に財産所得と企業所得は減少し、それぞれの減少率は

34.1% 、13.9% となっている。 

 上記各所得の内訳の増減率をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 0.8%増、雇主の社

会負担は 23.8% 増となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は 41.9% 増、家計

は 19.1% 減、対家計民間非営利団体（負の所得）は 50.0% 増となっている。企業所得のう

ち民間法人企業は 8.7%減、公的企業（負の所得）は 1,644%減、個人企業は 2.4%減となっ

ている。なお、個人企業のうち農林水産業は 18.3% 減、その他の産業は 2.8%減、反対に持

家は 11.0% 増となっている。 

 ③ 中和村 

 平成５年度 

 雇用者所得は１８億４千５００万円、そのうち賃金・俸給は１６億１千３００万円、雇

主の社会負担は２億３千２００万円となっている。 

 財産所得は１億７千５００万円、そのうち一般政府は△８千５００万円、家計は２億６

千万円、対家計民間非営利団体は１００万円未満となっている。 

 企業所得は３億２００万円、そのうち民間法人企業は２千６００万円、公的企業は△２

千４００万円、個人企業は３億円となっている。なお、個人企業のうち農林水産業は８千

６００万円、その他の産業は１億１千４００万円、持家は１億円となっている。 

 平成１２年度 

 雇用者所得は１７億７千２００万円、そのうち賃金・俸給は１５億１千８００万円、雇

主の社会負担は２億５千４００万円となっている。 
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 財産所得は１億３千６００万円、そのうち一般政府は△５千２００万円、家計は１億８

千９００万円、対家計民間非営利団体は△１００万円となっている。 

 企業所得は３億４千７００万円、そのうち民間法人企業は９千１００万円、公的企業は

△５００万円、個人企業は２億６千１００万円となっている。なお、個人企業のうち農林

水産業は７千７００万円、その他の産業は６千４００万円、持家は１億２千万円となって

いる。 

 上述した所得配分額の平成５年と同１２年の両年度間における増減率をみると以下のよ

うである。 

 雇用者所得と財産所得は減少し、その減少率はそれぞれ 4.0%、22.3% となり、反対に企

業所得は 14.5% 増となっている。 

 上記各所得の内訳の増減率をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 5.9%減、反対に雇

主の社会負担は 9.5%増となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は 38.8% 減、

家計は 27.3% 減となり、対家計民間非営利団体（負の所得）は減少し、その減少率は平成

５年度が１００万円未満のため不詳となっている。企業所得のうち民間法人企業は 250.0%

増、反対に公的企業（負の所得）と個人企業は減少し、それぞれの減少率は 79.1% 、13.0% 

となっている。なお、個人企業のうち農林水産業とその他の産業は減少し、それぞれの減

少率は 10.5% 、43.9% となり、反対に持家は 20.0% 増となっている。 

 ④ 湯原町 

 平成５年度 

 雇用者所得は７９億９千８００万円、そのうち賃金・俸給は７０億３千２００万円、雇

主の社会負担は９億６千６００万円となっている。 

 財産所得は９億６千３００万円、そのうち一般政府は△１億８千３００万円、家計は１

１億４千７００万円、対家計民間非営利団体は△１００万円となっている。 

 企業所得は１６億８千３００万円、そのうち民間法人企業は３億５００万円、公的企業

は△２千３００万円、個人企業は１４億１００万円となっている。なお、個人企業のうち

農林水産業は３億３千２００万円、その他の産業は６億１千７００万円、持家は４億５千

２００万円となっている。                            

 平成１２年度 

 雇用者所得は６５億４千５００万円、そのうち賃金・俸給は５６億２千２００万円、雇

主の社会負担は９億２千３００万円となっている。 

 財産所得は５億５千１００万円、そのうち一般政府は△２億１００万円、家計は７億５

千５００万円、対家計民間非営利団体は△３００万円となっている。 

 企業所得は１５億８千９００万円、そのうち民間法人企業は３億９千１００万円、公的

企業は△２億１千９００万円、個人企業は１４億１千７００万円となっている、なお、個

人企業のうち農林水産業は２億３千７００万円、その他の産業は６億７千５００万円、持

家は５億５００万円となっている。 

 上述した所得配分額の平成５年と同１２年の両年度間における増減率をみると以下のよ

うである。 

 雇用者所得、財産所得、企業所得はいずれも減少し、それぞれの減少率は 18.2%、42.8% 、

5.6%となっている。 

 上記各所得の内訳の増減率をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給と雇主の社会負担は

減少し、それぞれの減少率は 20.1% 、4.5%となっている。財産所得のうち一般政府（負の

所得）は 9.8%増、家計は 34.2% 減、対家計民間非営利団体（負の所得）は 200.0%増とな

っている。企業所得のうち民間法人企業、公的企業（負の所得）、個人企業はいずれも増

加し、それぞれの増加率は 28.2% 、852.2%、1.1%となっている。なお、個人企業のうち農

林水産業は28.6% 減、反対にその他の産業と持家は増加し、それぞれの増加率は9.4%、11.7% 

となっている。 

 ⑤ 所得配分額増減率の町村間比較 

 上記した町村民所得配分額の平成５年と同１２年の両度間における増減率を町村間で比

較すると以下のようである。 
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 雇用者所得は湯原町、中和村、川上村において減少し、その減少率は湯原町が 18.2% と

最も高く、中和村を 14.2 ポイント、川上村を 16.8 ポイント上回っている。一方、八束村

は 3.4%増となっている。 上記所得のうち賃金・俸給は湯原町、中和村、川上村はともに

減少し、その減少率は湯原町が 20.1% と最も高く、中和村を 14.2 はポイント、川上村を

16.1 ポイント上回っている。一方、八束村は 0.8%増となっている。雇主の社会負担は八束

村、川上村、中和村では増加し、その増加率は八束村が 23.8% と最も高く、川上村を 5.8 

ポイント、中和村を 14.3 ポイント上回っている。一方、湯原町は 4.5%減となっている。 

 財産所得は各町村とも減少し、その減少率は湯原町が 42.8% と最も高く、八束村を 8.7 

ポイント、川上村は 8.8 ポイント、中和村を 20.5 ポイント上回っている。 

 上記財産所得のうち一般政府（負の所得）は八束村、川上村、湯原町では増加し、その

増加率は八束村が 41.9% と最も高く、川上村を 21.3 ポイント、湯原町を 32.1 ポイント上

回っている。一方、中和村は 38.8% 減となっている。家計は４か町村とも減少し、その減

少率は湯原町が 34.2% と最も高く、中和村を 6.9 ポイント、川上村を 12.0 ポイント、八

束村を 15.1 ポイント上回っている。 

 企業所得は八束村、川上村、湯原町において減少し、その減少率は八束村が 13.9% と最

も高く、川上村は 2.6 ポイント、湯原町を 8.3 ポイント上回っている。一方、中和村は

14.5% 増となっている。 

 上記企業所得のうち民間法人企業は川上村と八束村では減少し、その減少率は川上村が

10.1% と高く、八束村を 1.4 ポイント上回っている。反対に中和村と湯原町は増加し、そ

の増加率は中和村が 250.0%と高く、湯原町を 221.8 ポイント上回っている。公的企業（負

の所得）は少額のため省略す。個人企業は中和村と八束村では減少し、その減少率は中和

村が 13.0% と高く、八束村を 10.6 ポイント上回っている。一方、川上村と湯原町では増

加し、その増加率は川上村が 3.5%と高く、湯原町を 2.2 ポイント上回っている。 上記個

人企業のうち農林水産業は４か町村とも減少し、その減少率は湯原町が 28.6% と最も高く、

川上村を 9.6 ポイント、八束村を 10.3 ポイント、中和村を 18.1 ポイント上回っている。

その他の産業は中和村と八束村では減少し、その減少率は中和村が 43.9% と高く、八束村

を 41.1 ポイント上回っている。一方、川上村と湯原町では増加し、その増加率は川上村が

24.1% と高く、湯原町を 14.7 ポイント上回っている。持家は４か町村とも増加し、その増

加率は中和村が 20.0% と最も高く、湯原町を 8.3 ポイント、八束村を 9.0 ポイント、川

上村を 9.6 ポイント上回っている。 

 

  第第第第３３３３項項項項 町村民所得配分額町村民所得配分額町村民所得配分額町村民所得配分額のののの所得別構成比所得別構成比所得別構成比所得別構成比のののの推移推移推移推移 

 前項で記述した蒜山地域と４か町村における町村民所得配分額の所得別構成比を表８～

１０に基づき平成５年度と同１２年度の両時点で示すと以下にのとおりである。なお、比

較のため真庭郡および岡山県について付記する。 

 （１） 蒜山地域、真庭郡及び岡山県 

 ① 蒜山地域 

 平成５年度における町村民所得配分額２６７億７千５００万円の構成比は、雇用者所得

73.7% 、財産所得 8.6%、企業所得 17.7% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 65.0% 、雇主の社会

負担は 8.7%となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.1% 、家計は 10.7% 、

対家計民間非営利団体（負の所得）は 0.0%となっている。企業所得のうち民間法人企業は

4.5%、公的企業（負の所得）は△0.2% 、個人企業は 13.4% となっている。なお、個人企業

のうち農林水産業は 3.8%、その他産業は 5.2%、持家は 4.4%となっている。 

 平成１２年度における町村民所得配分額２４１億２千６００万円の構成比は、雇用者所

得 76.0% 、財産所得 6.0%、企業所得 18.0% となっている。上記各所得構成比の内訳をみ

ると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 65.4% 、雇主の社会負担は 10.6% となっている。財

産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.6% 、家計は 8.7%、対家計民間非営利団体（負の

所得）△0.1% となっている。企業所得のうち民間法人企業は 5.2%、公的企業（負の所得）

は△2.0% 、個人企業は 14.8% となっている。なお、個人企業のうち農林水産業は 3.3%、



- 695 - 

その他の産業は 6.0%、持家は 5.5%となっている。  

 上記した町村民所得配分額構成比の平成５年と同１２年の両年度間における縮小と拡大

の比率をみると、雇用者所得と企業所得は拡大し、それぞれの拡大率は 3.1%、1.7%となり、

反対に財産所得は 30.2% の縮小となっている。 

 さらに上記各所得内訳部分の構成比の両年度間における縮小又は拡大率をみると、雇用

者所得のうち賃金・俸給と雇主の社会負担は共に拡大し、それぞれの拡大率は 0.6%、21.8% 

となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）と対家計民間非営利団体（負の所得）

は拡大し、それぞれの拡大率は 0.5% 、0.1% となっている。一方、家計は 2.0 ポイントの

縮小となっている。企業所得のうち民間法人企業、公的企業（負の所得）、個人所得はい

ずれも拡大し、それぞれの拡大率は 15.6% 、900.0%、10.4% となってる。なお、個人企業

のうち農林水産業、その他の産業、持家はいずれも拡大し、それぞれの拡大率は 13.2% 、

15.4% 、25.0% となっている。 

 ② 真庭郡 

 平成５年度における町村民所得配分額１千３６４億３００万円の構成比は、雇用者所得

73.0% 、財産所得 8.6%、企業所得 18.5% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 64.1% 、雇主の社会

負担は 8.9%となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△1.8% 、家計は 10.4% 、

対家計民間非営利団体（負の所得）は△0.0% となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 6.7%、公的企業（負の所得）は△0.1% 、個人企業は 11.9% となっている。なお、個人

企業のうち農林水産業は 3.0%、その他の産業は 5.1%、持家は 3.8%となっている。 

 平成１２年度における町村民所得配分額１千２４９億９千２００万円の構成比は、雇用

者所得 74.7% 、財産所得 6.1%、企業所得 19.2% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 64.1% 、雇主の社会

負担は 10.6% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.3% 、家計は 8.5%、

対家計民間非営利団体（負の所得）は△0.0% となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 7.3%、公的企業（負の所得）は△1.5% 、個人企業は 13.4% となっている。なお、個人

企業のうち農林水産業は 2.7%、その他の産業は 6.0%、持家は 4.7%となっている。 

 上記した町村民所得配分額構成比の平成５年と同１２年の両年度間における縮小又は拡

大の比率をみると、雇用者所得と企業所得は共に拡大し、それぞれの拡大率は 2.3%、3.8%

となり、反対に財産所得は 29.1% の縮小となっている。 

 さらに上記各所得内訳部分の構成比の両年度間における縮小又は拡大率をみると、雇用

者所得のうち賃金・俸給に変化はなく、雇主の社会負担は 19.1% の拡大となっている。財

産所得のうち一般政府（負の所得）は 27.8% の拡大、反対に家計は 18.3% の縮小となり、

対家計民間非営利団体（負の所得）に変化はみられない。企業所得のうち民間法人企業、

公的企業（負の所得）、個人企業はともに拡大し、それぞれの拡大率は 9.0%、1,400%、12.6% 

となっている。なお、個人企業のうち農林水産業は 10.0% の縮小となり、その他の産業と

持家はいずれも拡大し、それぞれの拡大率は 17.6% 、23.7% となっている。 

 ③ 岡山県 

 平成５年度における県民所得配分額５兆３千１６４億４千万円の構成比は、雇用者所得

74.5% 、財産所得 9.5%、企業所得 16.0% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 65.4% 、雇主の社会

負担は 9.1%となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△1.3% 、家計は 10.8% 、

対家計民間非営業団体（負の所得）は△0.1% となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 7.6%、公的企業（平成１２年のみ負の所得）は 0.3%、個人企業は 8.2%となっている。

なお、個人企業のうち農林水産業は 1.0%、その他の産業は 4.8%、持家は 2.3%となってい

る。 

 平成１２年度における県民所得配分額５兆１千６７６億６千万円の構成比は、雇用者所

得 74.0% 、財産所得 6.3%、企業所得 19.7% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 63.4% 、雇主の社会

負担は 10.6% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.0% 、家計は 8.3%、
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対家計民間非営利団体（負の所得）は△0.0% となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 11.4% 、公的企業（負の所得）は△1.5% 、個人企業は 9.8%となっている。なお、個人

企業のうち農林水産業は 1.1%、その他の産業は 5.1%、持家は 3.6%となっている。 

 上記した県民所得配分額構成比の平成５年と同１２年の両年度間におけつ縮小又は拡大

の比率をみると、雇用者所得と財産所得はともに縮小し、それぞれの縮小率は 0.7%、34.7% 

となり、反対に企業所得は 23.8% の拡大となっている。 

 さらに上記各所得内訳部分の構成比の両年度間における縮小又は拡大率をみると、雇用

者所得のうち賃金・俸給は 3.1%の縮小となり、反対に雇主の社会負担は 16.5% の拡大とな

っている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は 53.8% の拡大となり、反対に家計と対

家計民間非営利団体は縮小し、それぞれの縮小率は 23.1% 、100.0%となっている。企業所

得のうち民間法人企業と個人企業は拡大し、それぞれの拡大率は 50.0% 、20.7% となり、

反対に公的企業（負の所得）は 600.0%の縮小となっている。なお、個人企業のうち農林水

産業、その他の産業、持家はいずれも拡大し、それぞれの拡大率は 10.0% 、6.3%、56.5% 

となっている。                                 

 ④ 所得構成比等の地域間比較 

 以上で記述した蒜山地域の平成５年と同１２年の両年度における町村民所得構成比につ

て真庭郡及び岡山県との比較は以下のとおりである。 

 ④－１．所得別構成比の地域間較差 

 蒜山地域における所得配分額に占める雇用者所得の構成比は平成５年度に 73.7% とな

り、真庭郡を 0.7 ポイント上回り、反対に岡山県を 0.8 ポイント下回っている。一方、平

成１２年度には 76.0% となり、真庭郡を 1.3 ポイント、岡山県を 2.0 ポイント上回って

いる。 上記した雇用者所得のうち賃金・俸給の構成比は平成５年度に 65.0% となり、真

庭郡を 0.9 ポイント上回り、反対に岡山県を 0.4 ポイント下回っている。一方、平成１２

年度には 65.4% となり、真庭郡を 1.3 ポイント、岡山県を 2.0 ポイント上回っている。

また、雇主の社会負担は平成５年度に 8.7%となり、真庭郡を 0.2 ポイント、岡山県を 0.4 

ポイント下回っている。 

 蒜山地域における財産所得の構成比は平成５年度に 8.6%となり、真庭郡と同水準である

が、岡山県を 0.9 ポイント下回っている。一方、平成１２年度には 6.0%となり、真庭郡を

0.1 ポイント、岡山県を 0.2 ポイン下回っている。 

 上記した財産所得のうち家計の構成比は平成５年度に 10.7% となり、真庭郡を 0.3 ポイ

ント上回り、反対に岡山県を 0.1 ポイント下回っている。一方、平成１２年度には 8.7%

となり、真庭郡を 0.2 ポイント、岡山県を 0.4 ポイント上回っている。 

 蒜山地域における企業所得の構成比は平成５年度に 17.7% となり、真庭郡を 0.8 ポイン

ト下回り、反対に岡山県を 1.7 ポイント上回っている。一方、平成１２年度には 18.0% 

となり、真庭郡を 1.2 ポイント、岡山県を 1.7 ポイント下回っている。 

 上記した企業所得のうち民間法人企業の構成比は平成５年度に 4.5%となり、真庭郡を

2.2 ポイント、岡山県を 3.1 ポイント下回っている。一方、平成１２年度には 5.2%となり、

真庭郡を 2.1 ポイント、岡山県を 6.2 ポイント下回っている。 

 また、個人企業の構成比は平成５年度に 13.4% となり、真庭郡を 1.5 ポイント、岡山県

を 5.2 ポイント上回っている。一方、平成１２年度には 14.8% となり、真庭郡を 1.4 ポ

イント、岡山県を 5.0 ポイント上回っている。 なお、上記個人企業のうち農林水産業、

その他の産業、持家の各構成比は、平成５年度にそれぞれ 3.8%、5.2%、4.4%となっている。

以上の構成比は真庭郡をそれぞれ 0.8 ポイント、0.1 ポイント、0.6 ポイント上回ってい

る。また、岡山県をそれぞれ 2.8 ポイント、0.4 ポイント、2.1 ポイント上回っている。

一方、平成１２年度に農林水産業は 3.3%、その他の産業は 6.0%、持家は 5.5%となり、真

庭郡をそれぞれ 0.6 ポイント、0 ポイント、0.8 ポイント上回り、また、岡山県を 2.2 

ポイント、0.9 ポイント、1.9 ポイント上回っている。 

 ④－２．所得別構成比の推移動向における地域間比較 

 上記した所得別構成比の平成５年と同１２年の両年度間における推移動向を蒜山地域、

真庭郡、岡山県の３地域間で比較すると以のようである。 
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 雇用者所得構成比は蒜山地域と真庭郡はともに拡大し、その拡大率は蒜山地域 3.1%、真

庭郡 2.3%となり、反対に岡山県は 0.7%の縮小となっている。なお、雇用者所得のうち賃金

・俸給の構成比は蒜山地域では 0.6%拡大し、反対に岡山県は 3.5%縮小し、真庭郡に変化は

みられない。また、雇主の社会負担の構成比は３地域とも拡大し、その拡大率は蒜山地域

21.8% 、真庭郡 19.1% 、岡山県 16.5%となっている。 

 財産所得構成比は３地域とも縮小し、その縮小率は蒜山地域 30.2% 、真庭郡 29.1% 、岡

山県 33.7% となっている。なお、財産所得のうち家計の構成比は３地域とも縮小し、その

縮小率は蒜山地域 18.7% 、真庭郡 18.3% 、岡山県 23.2% となっている。 

 企業所得構成比は３地域とも拡大し、その拡大率は蒜山地域 1.7%、真庭郡 3.8%、岡山県

23.8% となっている。なお、企業所得のうち民間法人企業の構成比は３地域とも拡大し、

その拡大率は蒜山地域 15.6% 、真庭郡 9.0%、岡山県 50.0% となっている。個人企業の構

成比は３地域とも拡大し、その拡大率は蒜山地域 10.5% 、真庭郡 12.6% 、岡山県 21.0% 

となっている。 

 上記の個人企業のうち農林水産業の構成比は蒜山地域と真庭郡では縮小し、その縮小率

はそれぞれ 13.2% 、10.0% となり、反対に岡山県は 10.0%の拡大となっている。その他の

産業の構成比は３地域とも拡大し、その拡大率は真庭郡 17.7% 、蒜山地域 15.4% 、岡山県

6.3%の順になっている。持家の構成比は３地域とも拡大し、その拡大率は岡山県 56.5% 、

蒜山地域 25.0% 、真庭郡 23.7% の順になっている。 

 （２） ４か町村 

 蒜山地域構成４か町村の町村民所得配分額の所得別構成比は以下のとおりである。 

 ① 川上村 

 平成５年度における村民所得分配額６２億２千８００万円の構成比は、雇用者所得

72.1% 、財産所得 8.3%、企業所得 19.6% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 63.5% 、雇主の社会

負担は 8.6%となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.2% 、家計は 10.5% 、

対家計民間非営利団体（負の所得）は△0.0% となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 6.7%、公的企業（負の所得）は△0.1% 、個人企業は 13.0% となっている。なお、個人

企業のうち農林水産業は 4.9%、その他の産業は 3.8%、持家は 4.3%となっている。 

 平成１２年度における村民所得分配額５８億５千２００万円の構成比は、雇用者所得

75.6% 、財産所得 5.8%、企業所得 18.6% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 64.9% 、雇主の社会

負担は 10.7% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.8% 、家計は 8.7%、

対家計民間非営利団体（負の所得）は△0.1% となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 6.4%、公的企業（負の所得）は△2.2% 、個人企業は 14.3% となっている。なお、個人

企業のうち農林水産業は 4.2%、その他の産業は 5.0%、持家は 5.1%となっている｡ 

 以上の村民所得配分額構成比の平成５年と同１２年の両年度間における縮小又は拡大の

比率をみると、雇用者所得は 4.9%拡大し、反対に財産所得と企業所得は縮小し、それぞれ

の縮小率は 30.1% 、5.1%となっている。  

 さらに上記各所得内訳部分の構成比の両年度間における縮小又は拡大率をみると、雇用

者所得のうち賃金・俸給と雇主の社会負担はともに拡大し、それぞれの拡大率は 2.2%、

24.4% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）と対家計民間非営利団体（負

の所得）は拡大し、それぞれの拡大率は 27.2% 、100.0%となり、反対に家計は 17.1% の縮

小となっている。企業所得のうち民間法人企業は 4.5%の縮小となり、反対に公的企業（負

の所得）と個人企業はいずれも拡大し、それぞれの拡大率は 200.0%、10.0% となっている。

なお、個人企業のうち農林水産業は 14.3% 縮小し、反対にその他の産業と持家はともに拡

大し、それぞれの拡大率は 31.6% 、18.6% となっている。 

 ② 八束村 

 平成５年度における村民所得配分額７５億８千１００万円の構成比は、雇用者所得

71.4% 、財産所得 8.5%、企業所得 20.1% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 63.3% 、雇主の社会
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負担は 8.1%となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.0% 、家計は 10.5% 、

対家計民間非営利団体（負の所得）は△0.0% となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 5.9%、公的企業（負の所得）は 0.1%、個人企業は 14.1% となっている。なお、個人企

業のうち農林水産業は 3.8%、その他の産業は 5.6%、持家は 4.7%となっている。 

 平成１２年度における村民所得配分額７３億３千４００万円の構成比は、雇用者所得

76.3% 、財産所得 5.7%、企業所得 18.0% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 65.9% 、雇主の社会

負担は 10.4% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△3.0% 、家計は 8.8%、

対家計民間非営利団体は△0.0% となっている。企業所得のうち民間法人企業は 5.6%、公的

企業（負の所得）は△1.9% 、個人企業は 14.3% となっている。なお、個人企業のうち農林

水産業は 3.2%、その他の産業は 5.7%、持家は 5.4%となっている。 

 上記した村民所得配分額構成比の平成５年と同１２年の両年度間における縮小又は拡大

の比率をみると、財産所得と企業所得はともに縮小し、それぞれの縮小率は 33.0% 、10.5% 

となり、反対に雇用者所得は 6.9%の拡大となっている。 

 さらに上記各所得内訳部分の構成比の両年度間における縮小又は拡大率をみると、雇用

者所得のうち賃金・俸給と雇主の社会負担はともに拡大し、それぞれの拡大率は 4.1%、

28.4% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は 50.0% と拡大し、反対に家

計は 16.2% 縮小し，対家計民間非営利団体（負の所得）に変化はみられない。 

 企業負担のうち民間法人企業と公的企業（負の所得）は縮小し、それぞれの縮小率は

5.1%、200%となっている。一方、個人企業は 1.4%の拡大となっている。なお、個人企業の

うち農林水産業は 15.8% 縮小し、反対にその他の産業と持家は拡大し、それぞれの拡大率

は 1.8%、14.9% となっている。 

 ③ 中和村 

 平成５年度における村民所得配分額２３億２千２００万円の構成比は、雇用者所得

79.4% 、財産所得 7.5%、企業所得 13.1% となっている。 

 上記の各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 69.4% 、雇主の社

会負担は 10.0% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△3.7% 、家計は

11.2% 、対家計民間非営利団体は 0.0%となっている。企業所得のうち民間法人企業は 1.1%、

公的企業（負の所得）は△1.0% 、個人企業は 13.0% となっている。なお、個人企業のうち

農林水産業は 3.7%、その他の産業は 4.9%、持家は 4.3%となっている。 

 平成１２年度における村民所得配分額２２億５千５００万円の構成比は、雇用所得

78.6% 、財産所得 6.1%、企業所得 15.3% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 67.3% 、雇主の社会

負担は 11.3% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2.3% 、家計は 8.4%、

対家計民間非営利団体（負の所得）は△0.0% となっている。企業所得のうち民間法人企業

はは 4.0%、公的企業（負の所得）は△0.2% 、個人企業は 11.5% となっている。なお、個

人企業のうち農林水産業は 3.4%、その他の産業は 2.8%、持家は 5.3%なっている。 

 上記した村民所得配分額構成比の平成５年と同１２年の両年度間における縮小又は拡大

の比率をみると、雇用者所得と財産所得はともに縮小し、それぞれの縮小率は 1.0%、18.7% 

となり、反対に企業所得は 16.8% の拡大となっている。 

 さらに上記各所得内訳部分の構成比の両年度間における縮小又は拡大率をみると、雇用

所得のうち賃金・俸給は 3.0%縮小し、反対に雇主の社会負担は 13.0% の拡大となっている。

財産所得のうち一般政府（負の所得）、家計、対家計民間非営利団体はいずれも縮小し、

それぞれの縮小率は 37.8% 、25.0% 、0.0%となっている。企業所得のうち民間法人企業は

263.6%拡大し、反対に公的企業（負の所得）、個人企業はともに縮小し、それぞれの縮小

率は 80.0% 、10.8% となっている。なお、個人企業のうち農林水産業、その他の産業はと

もに縮小し、それぞれの縮小率は 8.1%、42.9% となり、反対に持家は 23.3% の拡大となっ

ている。 

 ④ 湯原町 

 平成５年度における町民所得配分額１０６億４千４００万円の構成比は、雇用者所得
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75.1% 、財産所得 9.1%、企業所得 15.8% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 66.1% 、雇主の社会

負担は 9.1%となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△ 1.7%、家計は 10.8% 、

対家計民間非営利団体（負の所得）は△ 0.0%となっている。企業所得のうち民間法人企業

は 2.9%、公的企業（負の所得）は△0.2% 、個人企業は 13.1% となっている。なお、個人

企業のうち農林水産業は 3.1%、その他の産業は 5.8%、持家は 4.2%となっている。 

 平成１２年度における町民所得配分額８６億８千５００万円の構成比は、雇用所得

75.3% 、財産所得 6.4%、企業所得 18.3% となっている。 

 上記各所得構成比の内訳をみると、雇用者所得のうち賃金・俸給は 64.7% 、雇主の社会

負担は 10.6% となっている。財産所得のうち一般政府（負の所得）は△2．3%、家計は 8.7%、

対家計民間非営利団体（負の所得）は 0.0%となっている。企業所得のうち民間法人企業は

4.5%、公的企業（負所得）は△2.5% 、個人企業は 16.3% となっている。なお、個人企業の

うち農林水産業は 2.7%、その他の産業は 7.8%、持家は 5.8%となっている。 

 上記した町民所得配分額構成比の平成５年と同１２年の両年度間における縮小又は拡大

の比率をみると、雇用者所得と企業所得はともに拡大し、それぞれの拡大率は 0.3%、15.8% 

となり、反対に財産所得は 29.7% の縮小となっている。 

 さらに上記各所得内訳部分の構成比の両年度間における縮小又は拡大率をみると、雇用

者所得のうち賃金・俸給は 2.1%縮小し、反対に雇主の社会負担は 16.5% の拡大となってい

る。財産所得のうち一般政府（負の所得）は 35.3% 拡大し、反対に家計は 19.5% の縮小と

なり、対家計民間非営利団体（負の所得）に変化みられない。企業所得のうち民間法人企

業、公的企業（負の所得）、個人企業はいずれも拡大し、それぞれの拡大率は 55.2% 、1,150%、

24.4% となっている。なお、個人企業のうち農林水産業は 12.9% 縮小し、反対にその他の

産業と持家は拡大し、それぞれの拡大率は 34.5% 、38.1% となっている。 

 ⑤ 町村民所得別構成比の町村間比較 

 上記した４か町村における平成５年度（以下、前年度）と同１２年（以下、後年度）の

町村民所得別構成比及びその構成比の両年度間における推移動向についてのまとめとして

の町村間比較は以下のとおりである。 

 雇用者所得構成比は各町村とも７０％台で推移しいる。そのなかで中和村は前年度に８

０％に近接し、後年度には僅差ながら縮小している。一方、川上村と八束村は前年度は７

２％程度、後年度は７５％程度と幾分拡大し、湯原町は７５％台で推移している。 

 上記雇用者所得のうち賃金・俸給構成比は４か町村のなかで中和村は両年度において高

く、前年度は６９％となり、後年度は６７％と幾分縮小している。川上村と八束村は近似

し、前年度は６３％、後年度は６５％前後と多少拡大している。湯原町は６６％から６５

％と極僅差ながら縮小している。また、雇主の社会負担構成比は前年度は中和村が１０％

と最も高く、川上村と八束村は８％台、湯原町は９％となり、後年度は各町村とも拡大し、

町村間の較差が最小化すなかで、中和村は１１％と高く、他の３か町村は１０％台となっ

ている。 

 財産所得構成比は前年度は湯原町が９％と最高となり、川上村と八束村は８％台で互い

に近似し、中和村は７％台となっている。同構成比は各町村とも後年度に縮小し、湯原町

と中和村は６％程度、川上村と八束村は６％を僅差ながら下回っている。 上記財産所得

のうち家計構成比は前年度は中和村が１１％と高く、他の３か町村は僅差の１０％台で迫

り、後年度には各町村とも８％台に縮小ししている。 

 企業所得構成比は前年度は川上村と八束村がともに２０％程度と高く、後年度には１８

％台と多少縮小している。一方、中和村は両年度とも４か町村中最低となり、前年度は１

３％、後年度には１５％と幾分拡大し、湯原町は１６％程度から１８％台に僅差ながら拡

大している。 

 上記企業所得のうち民間法人企業構成比は前年度は川上村７％弱、八束村６％強、湯原

町３％弱、中和村１％と続き、後年度には川上村と八束村は縮小し、それぞれ６％台、５

％台となり、反対に中和村と湯原町は拡大し、４％台となっている。 一方、個人企業は

前年度は八束村が１４％、他の３か町村は１３％となり、後年度には川上村は多少拡大し、
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八束村は横ばい状態でともに１４％となり、中和村は著しく縮小して１２％弱、湯原町は

著しく拡大して１６％強となっている。 

 上記個人企業のうち農林水産業は前年度は川上村５％弱、八束村と中和村４％弱、湯原

町３％となり、後年度には４か町村とも縮小し、川上村４％、八束村と中和村３％強、湯

原町３％弱となっている。その他の産業は前年度は湯原町と八束村は５％台後半と高く、

中和村は５％弱、川上村は４％弱と続き、後年度には湯原町と川上村は拡大し、湯原町は

８％弱、川上村は５％、八束村は横ばい状態となり、反対に中和村は縮小し３％弱となっ

ている。持家は４か町村とも前年度は４％台となり、そのなかで八束村は最も高く、後年

度には各町村とも拡大し、いずれも５％台となり、中和村と湯原町は６％弱、川上村と八

束村は５％台前半となっている。 

 

  第第第第４４４４項項項項 町村民所得別構成比町村民所得別構成比町村民所得別構成比町村民所得別構成比のののの特化係数特化係数特化係数特化係数のののの推移推移推移推移 

 蒜山地域および４か町村の町村民所得別構成比の岡山県における位置づけのため、表１

０に基づき平成５年と同１２年の両年度における同所得構成比の特化係数（岡山県＝1.00）

について記述する。なお、付表では負の所得で、しかも構成比が極めて低い財産所得のう

ち一般政府と対家計民間非営利団体、企業所得のうち公的企業は削除している。 

 （１） 蒜山地域 

 平成５年度における町村民所得別構成比の特化係数が 1.00 未満を示したのは、雇用者所

得と同所得のうち賃金・俸給及び雇主の社会負担、財産所得と同所得のうち家計、そして

企業所得のうち民間法人企業であるが、そのなかで雇用者所得及び同所得のうち賃金・俸

給、財産所得のうち家計は 0.99 となり、雇用者所得のうち雇主の社会負担は 0.96 と 0.99

に接近し、財産所得は 0.91、そして企業所得のうち民間法人企業は 0.59 と著しく低い。

一方、企業所得は 1.11、同企業所得のうち個人企業は 1.65 と高く、しかも同個人企業の

うち農林水産業は 3.80 と著しく高く、次いで持家 1.91、その他の産業は 1.08 となってい

る。 

 以上のように雇用者所得と財産所得の特化係数は 1.00 を極僅差で下回り、全体的に県レ

ベル並みであるが、企業所得は県レベルを上回り、特に農林水産業が顕著に高い点は特徴

的である。 

 平成１２年度における町村民所得別構成比の特化係数を同５年度と比べると、雇用者所

得と同所得のうち賃金・俸給及び雇主の社会負担、そして財産所得と同所得のうち家計の

特化係数は上昇し、岡山県レベルを極僅差ながら上回っている。 

 すなわち雇用者所得と賃金・俸給はともに 1.03、雇主の社会負担 1.00、財産所得のうち

家計は 1.05 となり、県レベル並みとなっている。一方、企業所得と同所得のうち民間法人

企業、個人企業、そして、同個人企業のうち農林水産業、持家の特化係数は下降し、その

係数は企業所得 0.91、民間法人企業 0.46、個人企業 1.49、農林水産業 3.00、持家 1.53

となり、その他の産業の同係数は上昇し 1.18 となっている。 

 上記した蒜山地域における町村民所得別構成比の特化係数は真庭郡の場合と比べて、そ

の数値は全体的に僅差ながら上回り、同係数の平成５年と同１２年の両年度間における推

移動向は極めて近似している。 

 （２）４か町村 

 ① 雇用者所得 

 平成５年度における雇用者所得及び同所得のうち賃金・俸給の特化係数は川上村と八束

村はそれぞれ 0.97、0.96 と 1.00 を僅差ながら下回り、反対に中和村は 1.07、湯原町は 1.01

と 1.00 を僅差ながら上回っている。また、以上の雇用者所得のうち雇主の社会負担の同係

数は川上村と八束村はそれぞれ 0.95、0.89 と 1.00 を下回り、反対に中和村は 1.10、湯原

町は 1.00 となっている。 

 平成１２年度における雇用者所得及び同所得のうち賃金・俸給の特化係数は４か町村と

も 1.00 を僅差ながら上回り、しかも雇用者所得と賃金・俸給の同係数は同水準となってい

る。すなわち、川上村と八束村は平成５年度に比べて上昇し、それぞれ 1.02、1.03 となり、

中和村と湯原町は横ばい状態で、それぞれ 1.06、1.02 となっている。一方、雇主の社会負
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担の特化係数は平成５年度と比べて川上村と八束村は上昇し、それぞれ 1.01、0.98 となり、

中和村は 1.07 と下降し、湯原町は横ばい状態で 1.00 となっている。 

 以上のように両年度における雇用者所得構成比は全体的に岡山県レベル並みとなってい

る。 

 ② 財産所得 

 平成５年度における財産所得の特化係数は 1.00 を下回り、そのなかで湯原町は 0.96 と

高く、次いで八束村 0.90、川上村 0.87、中和村 0.79 の順になっている。以上財産所得の

うち家計の特化係数は、川上村と八束村はともに 0.97 と 1.00 を僅差ながら下回り、反対

に中和村は 1.04、湯原町は 1.00 となり岡山県レベル並みとなっている。 

 平成１２年度における財産所得の特化係数は同５年度と比べて上昇しているが、湯原町

のみが 1.02 となり岡山県レベルに達している。以上の財産所得のうち家計の特化係数は同

５年度に比べて上昇し、各町村とも 1.01～1.06 の範囲にあり、その最低は中和村、最高は

八束村、そして川上村と湯原町は共に 1.05 となっている。 

 ③ 企業所得 

 平成５年度における企業所得の特化係数は川上村と八束村は 1.00 をかなり上回り、それ

ぞれ 1.23、1.26 となり、反対に中和村は 0.82 と 1.00 を下回り、湯原町は 0.99 と極僅差

ながら下回っている。 

 上記企業所得のうち民間法人企業の同係数は川上村 0.88、八束村 0.78、湯原町 0.38、

中和村 0.15 といずれの町村とも 1.00 を下回り、特に中和村、湯原町は低くなっている。

一方、個人企業は４か町村とも 1.00 を上回り、八束村は 1.74、次いで湯原町 1.62、川上

村と中和村はともに 1.61 と続いている。個人企業のうち農林水産業の特化係数は岡山県レ

ベルを顕著に上回り、川上村は 4.90 と高く、次いで八束村 3.80、中和村 3.70、湯原町 3.10

と続いている。その他の産業の特化係数は川上村は 0.79 と 1.00 を著しく下回り、反対に

他の３か町村は 1.00 を上回り、八束村 1.17、湯原町 1.21、中和村 1.02 の順になっている。

また持家の特化係数は４か町村とも 1.00 を上回り、八束村 2.04、川上村と中和村 1.87、

湯原町 1.83 の順になっている。 

 平成１２年度における企業所得の特化係数は同５年度に比べて下降し、1.00 を下回り、

川上村 0.94、湯原町 0.93、八束村 0.91、中和村 0.78 の順になっている。 

 上記企業所得のうち民間法人企業の特化係数は川上村と八束村では下降し、それぞれ

0.56、0.49 となり、中和村と湯原町では上昇し、それぞれ 0.35、0.40 となっている。一

方、個人企業の特化係数は各町村とも下降し、川上村と八束村は 1.46、中和村は 1.17、湯

原町は 1.66 となっている。 

 上記個人企業のうち農林水産業の特化係数もまた下降し、川上村 3.82、中和村 3.09、八

束村 2.91、湯原町 2.46 の順になっている。また、持家の特化係数も下降し、湯原町 1.61、

八束村 1.50、中和村 1.47、川上村 1.42 の順になっている。一方、その他の産業の特化係

数の推移動向には町村間差異があり、湯原町と川上村では上昇し、それぞれ 1.53、0.98

の順になり、中和村は 0.55 と著しく下降し、八束村は概ね横ばい状態で 1.12 となってい

る。 

 以上に記述した内容の要約として、町村民所得の特化係数が岡山県レベル（特化係数

1.00）を超える所得種目について同係数と共に記すと以下のとおりである。 

 平成５年度において、1.00～1.10 の範囲に該当するのは中和村と湯原町における雇用者

所得、賃金・俸給、雇主の社会負担、家計、そして川上村を除く３か町村におけるその他

の産業である。同係数の 1.25 前後は川上村と八束村における企業所得、1.60 程度は４か

町村における個人企業、1.80～2.00 の範囲は４か町村における持家、3.10～4.90 の範囲は

４か町村における農林水産業となっている。なお、財産所得と民間法人企業は４か町村す

べてが岡山県レベルを下回り、特に後者は大幅に下回っている。 

 平成１２年度において、1.00～1.10 の範囲に該当するのは４か町村における雇用所得、

賃金・俸給、家計、そして八束村を除く３か町村における雇主の社会負担、湯原町におけ

る財産所得、中和村における個人企業、八束村におけるその他の産業である。同係数が 1.40

～1.60 の範囲は４か町村における持家、中和村を除く３か町村における個人企業、2.50～
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3.80 の範囲は４か町村における農林水産業となっている。なお、企業所得及び民間法人企

業は４か町村が揃って岡山県レベルを下回り、特に後者は大幅に下回っている。 


