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  第１２章 蒜山地域社会と農業の展開方向 

  これまで第２～１１章において記述した内容は、主として国勢調査及び世界農林業セン

サス（以下、農業センサス）の実施年次に合わせて、概ね昭和３０年から平成１２年に至

る期間を対象とした。しかし、第１１章の記述を終えた段階で平成１７年国勢調査と２０

０５年農業センサスが刊行され、また、他の関係資料も同時点の前後に公表された。第１

２章では上記の新規資料に基づいて、蒜山地域及び同地域構成４か町村における社会的、

産業的状況を概観し、その現状を踏まえて今後における地域社会と農業の展開方向につい

て記述する。 

 

  第第第第１１１１節節節節        社会的社会的社会的社会的、、、、産業的環境産業的環境産業的環境産業的環境のののの現状現状現状現状 

 

  本節では平成１７年の時点における社会的、産業的条件、すなわち総人口、労働力人口

（表１～４）、商業（表５）、工業（表６）、観光（表７）、そして農林業（表８～２３）

の状況について、同１２年以降５年間の推移経過を踏まえて記述する。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１１１１項項項項        総人口総人口総人口総人口とととと年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成のののの推移推移推移推移 

  １１１１ 総人口総人口総人口総人口のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における総人口は、表１で示すように平成１２年に 9,663 人、同１７年には

9,068 人となり、その減少率は 6.2%を記録している。一方、平成７～１２年の減少率は 4.3%

となり、同１２～１７年の方が 1.9 ポイント上回っている。 

  真庭郡における総人口の平成１２～１７年の減少率は 5.3%を記録し、一方、同７～１２

年の減少率は 3.0%となり、同１２～１７年の方が 2.3 ポイント上回っている。 

  岡山県における総人口の平成１２～１７年の増加率は 0.3%を記録し、一方、同７～１２

年には 0.0%と極微増している。 

  以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域と真庭郡における総人口は平成１２～１７年にそれぞれ 6.2%、5.3%減少、反対

に岡山県は 0.3%増加し、一方、平成７～１２年の減少率は蒜山地域 4.3%、真庭郡 3.0%と

なり、反対に岡山県は 0.0%の極微増となっている。以上のように蒜山地域と真庭郡におけ

る減少率は後期間の方が高く、しかも蒜山地域は両期間において真庭郡を上回り、一方、

岡山県は両期間において増加し、しかも後期間の方が高くなっている。 

  なお、蒜山地域における総人口の真庭郡及び岡山県に対する比率は平成１２年にそれぞ

れ 19.5% 、0.49% 、同１７年にはそれぞれ 19.4% 、0.47% となっている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における総人口は、平成１２年に 2,430 人、同１７年には 2,240 人に減少し、そ

の減少率は 7.8%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 1.1%となり、同１２～１

７年の方が 6.7 ポイント上回っている。 

  八束村における総人口は、平成１２年に 2,991 人、同１７年には 2,862 人に減少し、そ

の減少率は 4.3%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 4.0%となり、同１２～１

７年の方が 1.3 ポイント上回っている。 

  中和村における総人口は、平成１２年に８０１人、同１７年には７２２人に減少し、そ

の減少率は 9.9%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 1.0%となり、同１２～１

７年の方が 8.9 ポイント上回っている。 

  湯原町における総人口は、平成１２年に 3,441 人、同１７年には 3,244 人に減少し、そ

の減少率は 5.7%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 7.3%となり、同１２～１

７年の方が 1.6 ポイント下回っている。 

  以上で記述した４か町村における総人口の減少状況をまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における総人口は平成７年以降も減少し、平成１２～１７年の減少率は中和村
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9.9%、川上村 7.8%、湯原町 5.7%、八束村 4.3%の順になり、中和村は川上村を 2.1 ポイン

ト、湯原町を 4.2 ポイント、八束村を 5.6 ポイント上回っている。以上の減少率は平成７

～１２年の場合と比べると、川上村と中和村は上回り、反対に他の２か町村は下回ってい

る。 

  ２２２２ 年齢年齢年齢年齢３３３３区分別人口区分別人口区分別人口区分別人口のののの増減増減増減増減 

  総人口は一般に０～１４歳人口（以下、年少人口）、１５～６４歳人口（以下、生産年

齢人口）、６５歳以上人口（以下、老年人口）の３階層に区分されるが、それら人口の平

成１２～１７年間における推移状況は表１に示すとおりである。 

  （１）  蒜山地域 

  ①  年少人口 

  蒜山地域における年少人口は、平成１２年に 1,215 人、同１７年には 1,014 人に減少し、

その減少率は 16.6% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 19.7% となり、同１

２～１７年の方が 3.1 ポイント下回っている。 

  真庭郡における年少人口の平成１２～１７年の減少率は 8.5%、一方、同７～１２年の減

少率は 14.4% となり、同１２～１７年の方が 5.9 ポイント下回っている。 

  岡山県における年少人口の平成１２～１７年の減少率は 5.4%、一方、同７～１２年間の

減少率は 7.8%となり、同１２～１７年の方が 2.4 ポイント下回っている。 

  以上で記述した年少人口の減少状況をまとめると次のとおりである。 

  平成１２～１７年における減少率は蒜山地域 16.6% 、真庭郡 8.5%、岡山県 5.4%となり、

蒜山地域は真庭郡を 8.1 ポイント、岡山県を 11.2 ポイント上回っている。以上の減少率

は平成７～１２年に比べて下回り、その較差は真庭郡 5.9 ポイント、蒜山地域 3.1 ポイン

ト、岡山県 2.4 ポイントの順になっている。 

  なお、蒜山地域における年少人口の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそ

れぞれ 17.4% 、0.42% 、同１７年にはそれぞれ 16.6% 、0.36% となっている。 

  ②  生産年齢人口 

  蒜山地域における生産年齢人口は、平成１２年に 5,310 人、同１７年には 4,846 人に減

少し、その減少率は 8.7%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 7.5%となり、同

１２～１７年の方が 1.2 ポイント上回っている。 

  真庭郡における生産年齢人口の平成１２～１７年の減少率は 7.6%、一方、同７～１２年

の減少率は 6.2%となり、同１２～１７年の方が 1.4 ポイント上回っている。 

  岡山県における生産年齢人口の平成１２～１７年の減少率は 2.3%、一方、同７～１２年

の減少率は 2.2%となり、同１２～１７年の方が 0.1 ポイントと極々僅差ながら上回ってい

る。 

  以上で記述した生産年齢人口の減少状況をまとめると次のとおりである。 

  蒜山地域における生産年齢人口の平成１２～１７年の減少率は 8.7%となり、真庭郡を

1.1 ポイント、岡山県を 6.4 ポイント上回っている。以上の減少率は平成７～１２年を上

回り、その較差は真庭郡 1.4 ポイント、蒜山地域 1.2 ポイント、岡山県 0.1 ポイントの

順になっている。 

  なお、蒜山地域における生産年齢人口の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年

にそれぞれ 19.0% 、0.42% 、同１７年にはそれぞれ 18.7% 、0.39% となっている。   

  ③  老年人口 

  蒜山地域における老年人口は、平成１２年に 3,138 人、同１７年には 3,208 人に増加し、

その増加率は 2.2%となっている。一方、平成７～１２年の増加率は 10.6% となり、同１２

～１７年の方が 8.4 ポイント下回っている。 

  真庭郡における老年人口の増加率は平成１２～１７年に 2.3%、一方、同７～１２年には

11.5% となり、同１２～１７年の方が 9.2 ポイント下回っている。 

  岡山県における老年人口の増加率は平成１２～１７年に 11.3% 、一方、同７～１２年に

は 16.0% となり、同１２～１７年の方が 4.7 ポイン下回っている。 

  以上で記述した老年人口の増加状況をまとめると次のとおりである。 

  蒜山地域における老年人口の平成１２～１７年の増加率は 2.2%となり、真庭郡を極僅差
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ながら 0.1 ポイント、岡山県を 9.1 ポイント下回っている。以上の増加率は平成７～１２

年を下回り、その較差は真庭郡 9.2 ポイント、蒜山地域 8.4 ポイント、岡山県 4.7 ポイ

ントの順になっている。 

  なお、蒜山地域における老年人口の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそ

れぞれ 21.7% 、0.80% 、同１７年にはそれぞれ 21.7% 、0.73% となっている。 

  （２）  ４か町村 

  ①  年少人口 

  川上村における年少人口は、平成１２年に３３７人となり、同１７年には２７６人に減

少し、その減少率は 18.1% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 16.2% となり、

同１２～１７年の方が 1.9 ポイント上回っている。 

  八束村における年少人口は、平成１２年に４２３人、同１７年には３６５人に減少し、

その減少率は 13.7% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 20.6% となり、同１

２～１７年の方が 6.9 ポイント下回っている。 

  中和村における年少人口は、平成１２年に７０人、同１７年には６８人に減少し、その

減少は 2.9%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 29.3% となり、同１２～１７

年の方が 26.4 ポイント下回っている。 

  湯原町における年少人口は、平成１２年に３８５人、同１７年には３０５人に減少し、

その減少率は 20.8% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 25.4% となり、同１

２～１７年の方が 4.6 ポイント下回っている。 

  以上で記述した４か町村における年少人口の減少状況をまとめると次のとおりである。 

  平成１２～１７年の減少率は湯原町 20.8% 、川上村 18.1% 、八束村 13.7% 、中和村 2.9%

の順になり、湯原町は川上村を 2.7 ポイント、八束村を 7.1 ポイント、中和村を 17.9 ポ

イント上回っている。以上の減少率は同７～１２年に比べて川上村は 1.9 ポイント上回り、

他なの３か町村は下回り、その較差は中和村 26.4 ポイント、八束村 6.9 ポイント、湯原

町 4.6 ポイントの順になっている。 

  ②  生産年齢人口 

  川上村における生産年齢人口は、平成１２年に 1,376 人、同１７年には 1,259 人に減少

し、その減少率は 8.5%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 1.2%となり、同１

２～１７年の方が 7.3 ポイント上回っている。 

  八束村における生産年齢人口は、平成１２年に 1,667 人、同１７年には 1,550 人に減少

し、その減少率は 7.0%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 6.3%  となり、同

１２～１７年の方が 0.7 ポイント上回っている。 

  中和村における生産年齢人口は、平成１２年に４４８人、同１７年には３８５人に減少

し、その減少率は 14.1% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 0.9%となり、同

１２～１７年の方が 13.2 ポイント上回っている。 

 湯原町における生産年齢人口は、平成１２年に 1,819 人、同１７年には 1,652 人に減少

し、その減少率は 9.2%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 13.6% となり、同

１２～１７年の方が 4.4 ポイント下回っている。 

  以上で記述した４か町村における生産年齢人口の減少状況をまとめると次のとおりであ

る。 

  平成１２～１７年の減少率は中和村 14.1% 、湯原町 9.2%、川上村 8.5%、八束村 7.0%の

順になり、中和村は湯原町を 4.9 ポイント、川上村を 5.6 ポイント、八束村を 7.1 ポイ

ント上回っている。以上の減少率は平成７～１２年に比べて湯原町は 4.4 ポイント下回り、

反対に他の３か村は上回り、その較差は中和村 13.2 ポイント、川上村 7.3 ポイント、八

束村 0.7 ポイントの順になっている。 

  ③  老年人口 

  川上村における老年人口は、平成１２年に７１７人、同１７年には７０５人に減少し、

その減少率は 1.7%となっている。一方、平成７～１２年は 10.0% 増加となり、同１２～１

７年の方は僅少ながら減少している点が注目される。 

  八束村における老年人口は、平成１２年に９０１人、同１７年には９４７人に増加し、
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その増加率は 5.1%となっている。一方、平成７～１２年の増加率は 12.1% となり、同１２

～１７年の方が 7.0 ポイント下回っている。 

  中和村における老年人口は、平成１２年に２８３人、同１７年には２６９人に減少し、

その減少率は 5.0%となっている。一方、平成７～１２年の方は 9.7%増加となり、同１２～

１７年の減少と対照的である。 

  湯原町における老年人口は、平成１２年に 1,237 人、同１７年には 1,287 人に増加し、

その増加率は 4.1%となっている。一方、平成７～１２年の増加率は 10.1% となり、同１２

～１７年の方が 6.0 ポイント下回っている。 

  以上で記述した４か町村における老年人口の増減の状況をまとめると次のとおりであ

る。 

  平成１２～１７年の減少率は中和村 5.0%、川上村 1.7%の順になり、中和村は川上村を

3.3 ポイント上回っている。反対に増加率は八束村 5.1%、湯原町 4.1%の順になり、八束村

は湯原町を 1.0 ポイント上回っている。一方、平成７～１２年の場合は４か町村とも増加

し、その増加率は同１２～１７年の時点と比べて八束村は 7.0 ポイント、湯原町は 6.0 

ポイント上回っている。 

  ３３３３ 年齢年齢年齢年齢３３３３区分別人口割合区分別人口割合区分別人口割合区分別人口割合のののの推移推移推移推移 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における総人口に占める年齢３区分別人口の構成割合は、表１に示すように平

成１７年に年少人口 11.2% 、生産年齢人口 53.4% 、老年人口 35.4% となっている。一方、

平成１２年の時点で年少人口 12.6% 、生産年齢人口 54.9% 、老年人口 32.5% となり、同

１７年の方が年少人口と生産年齢人口はそれぞれ 1.4 ポイント、1.5 ポイント下回り、反

対に老年人口は 2.9 ポイント上回っている。 

  以上の平成１７年における年齢３区分別人口割合の同１２年に対する拡大または縮小の

比率（以下、拡大率又は縮小率）をみると、年少人口と生産年齢人口は縮小し、その縮小

率はそれぞれ 11.1% 、2.7%、反対に老年人口は拡大し、その拡大率は 8.2%となっている。 

  真庭郡における年齢３区分人口割合は、平成１７年に年少人口 13.0% 、生産年齢人口

55.3% 、老年人口 31.7% となっている。一方、平成１２年には年少人口 14.1% 、生産年齢

人口 56.6% 、老年人口 29.3% となり、同１７年の方が年少人口と生産年齢人口は下回り、

その較差はそれぞれ 1.1 ポイント、1.3 ポイント、反対に老年人口は 2.4 ポイント上回っ

ている。 

  以上の平成１７年における年齢３区分別人口割合の同１２年に対する拡大率または縮小

率をみると、年少人口と生産年齢人口は縮小し、その縮小率はそれぞれ 7.8%、2.1%となり、

反対に老年人口は 8.2%の拡大となっている。 

  岡山県における年齢３区分別人口割合は、平成１７年に年少人口 14.1% 、生産年齢人口

63.4% 、老年人口 22.5% となっている。一方、平成１２年には年少人口 14.9% 、生産年齢

人口 64.9% 、老年人口 20.2% となり、同１７年の方が年少人口と生産年齢人口は下回り、

その較差はそれぞれ 0.8 ポイント、1.6 ポイントとなり、反対に老年人口は 2.3 ポイント

上回っている。 

  上記した平成１７年における年齢３区分別人口割合の同１２年に対する拡大率または縮

小率をみると、年少人口と生産年齢人口はそれぞれ 5.4%、2.3%の縮小となり、反対に老年

人口は 11.2% の拡大となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における年齢３区分別人口割合の推移状況を真庭郡及び岡山県

と対比し、まとめると次のとおりである。 

  平成１７年における年少人口は岡山県 14.1% 、真庭郡 13.0% 、蒜山地域 11.2% の順に

なり、蒜山地域は真庭郡を 1.8 ポイント、岡山県を 2.9 ポイント下回り、生産年齢人口は

岡山県 63.4% 、真庭郡 55.3% 、蒜山地域 53.4% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 1.9 ポ

イント、岡山県を 10.0 ポイント下回り、老年人口は蒜山地域 35.4% 、真庭郡 31.7% 、岡

山県 22.5% の順となり、蒜山地域は真庭郡を 3.7 ポイント、岡山県を 12.9 ポイント上回

っている。 

  一方、平成１２年の時点では年少人口は岡山県 14.9% 、真庭郡 14.1% 、蒜山地域 12.6% 
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の順になり、蒜山地域は真庭郡を 1.5 ポイント、岡山県を 2.3 ポイント下回り、生産年齢

人口は岡山県 64.9% 、真庭郡 56.5% 、蒜山地域 54.9% の順になり、蒜山地域は真庭郡を

1.6 ポイント、岡山県を 10.0 ポイント下回り、老年人口は蒜山地域 32.5% 、真庭郡 29.3% 、

岡山県 20.2% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 3.2 ポイント、岡山県を 12.3 ポイント上

回っている。 

  上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における平成１７年の年齢３区分別人口割合を同

１２年に比べると、前者年次の方が年少人口と生産年齢人口は概ね１～２ポイントの範囲

で下回り、反対に老年人口は２～３ポイントの範囲で上回っている。 

 以上の両年次間における年齢３区分別人口割合の変化の様態を平成１７年における同人

口割合の同１２年に対する拡大又は縮小の比率でみると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県に

おける年少人口と生産年齢人口は縮小し、その縮小率は年少人口では蒜山地域 11.1% 、真

庭郡 7.8%、岡山県 5.4%、生産年齢人口は蒜山地域 2.7%、岡山県 2.3%、真庭郡 2.1%の順に

なっている。一方、老年人口は拡大し、その拡大率は岡山県 11.2% 、蒜山地域 8.9%、真庭

郡 8.2%の順になっている。 

  以上で記述した年齢３区分別人口割合が示すように、平成１２～１７年間の蒜山地域、

真庭郡及び岡山県における同人口割合の推移パタ－ンは年少人口と生産年齢人口は縮小

し、反対に老年人口は拡大し、そのような状況のなかで、両年次に亘って年少人口は蒜山

地域が真庭郡及び岡山県を下回り、反対に老年人口は蒜山地域の方が上回り、とくに蒜山

地域と岡山県との較差は著しく、また、生産年齢人口は蒜山地域が最低となり、とくに岡

山県との較差は顕著であるなどの点は注目される。 

  次に平成１２年と同１７年における年齢３区分別人口割合の概数（小数点以下四捨五入）

を年少人口－生産年齢人口－老年人口の順に列記すると以下のとおりである。なお、四捨

五入のため内訳の合計は１００％にならない場合もある。 

  蒜山地域 

     平成１２年：１３％－５５％－３３％ 

      同１７年：１１％－５３％－３５％ 

  真庭郡 

     平成１２年：１４％－５７％－２９％ 

      同１７年：１３％－５５％－３２％ 

  岡山県 

     平成１２年：１５％－６５％－２０％ 

      同１７年：１４％－６３％－２３％ 

  （２）  ４か町村 

  川上村における年齢３区分別人口割合は、平成１７年に年少人口 12.3% 、生産年齢人口

56.2% 、老年人口 31.5% となっている。一方、平成１２年の時点では年少人口 13.9% 、生

産年齢人口 56.6% 、老年人口 29.5% となり、同１７年の方が年少人口と生産年齢人口はそ

れぞれ 1.6 ポイント、0.4 ポイント下回り、反対に老年人口は 2.0 ポイント上回っている。 

上記した平成１７年における同人口割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみると、

年少人口と生産年齢人口はそれぞれ 11.5% 、0.7%の縮小、反対に老年人口は 6.8%の拡大と

なっている。 

  八束村における年齢３区分別人口割合は、平成１７年に年少人口 12.8% 、生産年齢人口

54.6% 、老年人口 33.1% となっている。一方、平成１２年には年少人口 14.2% 、生産年齢

人口 55.7% 、老年人口 30.1% となり、同１７年の方が年少人口と生産年齢人口はそれぞれ

1.4 ポイント、1.5 ポイント下回り、反対に老年人口は 3.0 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における同人口割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、年少人口と生産年齢人口はそれぞれ 9.9%、2.9%の縮小、反対に老年人口は 10.0% の拡

大となっている。 

  中和村における年齢３区分別人口割合は、平成１７年に年少人口 9.4%、生産年齢人口

53.3% 、老年人口 37.3% となっている。一方、平成１２年の時点では年少人口 8.7%、生産

年齢人口 56.0% 、老年人口 35.3% となり、同１７年の方が生産年齢人口は 2.7 ポイント
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下回り、反対に年少人口と生産年齢人口はそれぞれ 0.7 ポイント、2.0 ポイント上回って

いる。 

  上記した平成１７年における同人口割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、生産年齢人口は 4.7%の縮小、反対に年少人口と老年人口はそれぞれ 8.1%、5.7%の拡大

となっている。 

  湯原町における年齢３区分別人口割合は、平成１７年に年少人口 9.4%、生産年齢人口

50.9% 、老年人口 39.7% となっている。一方、平成１２年の時点では年少人口 11.2% 、生

産年齢人口 52.9% 、老年人口 35.9% となり、同１７年の方が年少人口と生産年齢人口はそ

れぞれ 1.8 ポイント、2.0 ポイント下回り、反対に老年人口は 3.8 ポイント上回っている。 

   上記した平成１７年における同人口割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、年少人口と生産年齢人口はそれぞれ 16.1% 、3.8%の縮小、反対に老年人口は 10.6% 

の拡大となっている。 

  以上で記述した４か町村における年齢３区分別人口割合の推移状況をまとめると以下の

とおりである。 

  平成１７年における年少人口は八束村 12.8% 、川上村 12.3% 、中和村と湯原町各 9.4%

の順になり、八束村は川上村を 0.5 ポイント、中和村と湯原町を 3.4 ポイント上回ってい

る。生産年齢人口は川上村 56.2% 、八束村 54.1% 、中和村 53.3% 、湯原町 50.9% の順に

なり、川上村は八束村を 2.1 ポイント、中和村を 2.9 ポイント、湯原町を 5.3 ポイント

上回っている。老年人口は湯原町 39.7% 、中和村 37.3% 、八束村 33.1% 、川上村 31.5% 

の順になり、湯原町は中和村を 2.4 ポイント、八束村を 6.6 ポイント、川上村を 8.2 ポ

イント上回っている。 

  一方、平成１２年における年少人口は八束村 14.1% 、川上村 13.9% 、湯原町 11.2% 、

中和村 8.7%の順になり、八束村は川上村を 0.3 ポイント、湯原町を 2.7 ポイント、中和

村を 5.5 ポイント上回っている。生産年齢人口は川上村 56.0% 、中和村 56.0% 、八束村

55.7% 、湯原町 52.9% の順になり、川上村は中和村を 0.6 ポイント、八束村を 0.9 ポイ

ント、湯原町を 3.7 ポイント上回っている。老年人口は湯原町 35.9% 、中和村 35.3% 、

八束村 30.1% 、川上村 29.5% の順になり、湯原町は中和村を 0.6 ポイント、八束村を 5.8 

ポイント、川上村を 6.4 ポイント上回っている。 

  上記した４か町村の平成１７年における同人口割合を同１２年と比べると、前者年次の

方が年少人口は中和村を除く３か町村において概ね１～２ポイントの範囲で下回り、反対

に中和村は１ポイント近く上回り、生産年齢人口は４か町村とも概ね１～３ポイントの範

囲で下回り、反対に老年人口は２～４ポイントの範囲で上回っている。 

 以上の両年次間における年齢３区分別人口割合の変化の様態を平成１７年における同人

口割合の同１２年に対する拡大又は縮小の比率でみると、年少人口は中和村 8.1%の拡大、

反対に湯原町 16.1% 、川上村 11.5% 、八束村 9.9%の縮小となり、生産年齢人口は中和村

4.8%、湯原町 3.8%、八束村 2.7%、川上村 0.7%の縮小、老年人口は湯原町 10.6% 、八束村

10.0% 、川上村 6.8%、中和村 5.7%の拡大となっている。 

  以上で記述したように、４か町村における年齢３区分別人口割合の平成１２～１７年間

の推移パタ－ンは、生産年齢人口は縮小、反対に老年人口は拡大、年少人口は中和村を除

く３か町村は縮小、中和村は拡大となっている。  そのような状況のなかで、両年次に亘

って生産年齢人口は、川上村が最高、湯原町は最低となり、八束村と中和村は平成１２年

にほぼ同水準、同１７年には八束村の方が上回り、老年人口は川上村・八束村は両年次に

おいて中和村・湯原町を下回り、以上の状況から中和村・湯原町は川上村・八束村に比べ

て概ね生産年齢人口割合の縮小化と老年人口割合の拡大化が進行している点は注目され

る。 

  次に４か町村の平成１２年と同１７年における年齢３区分別人口割合の概数（小数点以

下四捨五入）を年少人口－生産年齢人口－老年人口の順に列記すると以下のとおりである。

なお、四捨五入のため内訳の合計が１００％にならない場合もある。 

   川上村 

      平成１２年：１４％－５７％－３０％ 
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       同１７年：１２％－５６％－３２％ 

   八束村 

      平成１２年：１４％－５６％－３０％ 

       同１７年：１３％－５４％－３３％ 

   中和村 

      平成１２年： ９％－５６％－３５％ 

       同１７年： ９％－５３％－３７％ 

   湯原町 

      平成１２年：１１％－５３％－３６％ 

       同１７年： ９％－５１％－４０％ 

  ４４４４ 年齢構造指数年齢構造指数年齢構造指数年齢構造指数のののの推移推移推移推移 

  上記した年齢３区分別人口割合に基づく年齢構造指数の推移状況をみると表１に示すと

おりである。 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における年齢構造指数は、平成１７年に年少人口指数 20.9、老年人口指数 66.2、

従属人口指数 87.1、老年化指数 316.4 となっている。一方、平成１２年の時点では年少人

口指数 22.9、老年人口指数 59.1、従属人口指数 82.0、老年化指数 258.3 となり、同１７

年の方が年少人口指数は 2.0 ポイント下回り、反対に老年人口指数は 7.1 ポイント、従属

人口指数は 5.1 ポイント、老年化指数は 58.1 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における年齢構造指数の同１２年に対する上昇又は低下の比率（以

下、上昇率又は低下率）をみると、年少人口指数は 8.7%の低下、反対に老年人口指数は

12.0% 、従属人口指数は 6.2%、老年化指数は 22.5% の上昇となっている。 

  真庭郡における年齢構造指数は、平成１７年に年少人口指数 23.5、老年人口指数 57.3、

従属人口指数 80.8、老年化指数 243.8 となっている。一方、平成１２年の時点では年少人

口指数 25.0、老年人口指数 51.7、従属人口指数 76.7、老年化指数 207.0 となり、同１７

年の方が年少人口指数は 1.5 ポイント下回り、反対に老年人口指数は 5.6 ポイント、従属

人口指数は 4.1 ポイント、老年化指数は 36.8 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における年齢構造指数の同１２年に対する上昇率又は低下率をみる

と、年少人口指数は 6.0%の低下、反対に老年人口指数は 10.8% 、従属人口指数は 5.3%、

老年化指数は 17.8% の上昇となている。 

  岡山県における年齢構造指数は、平成１７年に年少人口指数 22.3、老年人口指数 35.4、

従属人口指数 57.7、老年化指数 158.9 となっている。一方、平成１２年の時点では年少人

口指数 23.0、老年人口指数 31.3、従属人口指数 54.1、老年化指数 135.1 となり、同１７

年の方が年少人口指数は 0.7 ポイントと僅差ながら下回り、反対に老年人口指数は 4.1 

ポイント、従属人口指数は 3.6 ポイント、老年化指数は 23.8 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における年齢構造指数の同１２年に対する上昇率又は低下率をみる

と、年少人口指数は 3.1%の低下、反対に老年人口指数は 13.1% 、従属人口指数は 3.6%、

老年化指数は 23.8% の上昇となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における年齢構造指数の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比

し、まとめると以下のとおりである。 

  平成１７年における年少人口指数は真庭郡 23.5、岡山県 22.3、蒜山地域 20.9 の順にな

り、蒜山地域は岡山県を 1.4 ポイント、真庭郡を 2.6 ポイント下回っている。老年人口指

数は蒜山地域 66.2、真庭郡 57.3、岡山県 35.4 の順になり、蒜山地域は真庭郡を 8.9 ポイ

ント、岡山県を 30.8 ポイント上回っている。従属人口指数は蒜山地域 87.1、真庭郡 80.8、

岡山県 57.7 の順になり、蒜山地域は真庭郡を 6.3 ポイント、岡山県を 29.4 ポイント上回

っている。老年化指数は蒜山地域 316.4 、真庭郡 243.8 、岡山県 158.9 の順になり、蒜

山地域は真庭郡を 72.6 ポイント、岡山県を 157.5 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における蒜山地域、真庭郡及び岡山県の年齢構造指数を同１２年と

比べると、前年次の方が年少人口指数は１～２ポイントの範囲で下回り、反対に老年人口

指数は４～７ポイント、従属人口指数は４～５ポイント、老年指数は２４～５８ポイント
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の範囲で上回っている。 

  以上の両年次間における年齢構造指数の変化の様態を平成１７年における同指数の同１

２年に対する上昇又は低下の比率でみると、年少人口指数は低下し、その低下率は蒜山地

域 8.7%、真庭郡 6.0%、岡山県 3.1%の順になり、反対に他の諸指数は上昇し、その上昇率

をみると老年人口指数は岡山県 13.1% 、蒜山地域 12.0% 、真庭郡 10.8% 、従属人口指数

は岡山県 6.7%、蒜山地域 6.2%、真庭郡 5.4%、老年化指数は蒜山地域 22.5% 、真庭郡 17.8% 、

岡山県 17.6% の順になっている。 

  以上で記述したように、平成１７年及び同１２年を通じて、蒜山地域における年少人口

指数は岡山県レベルを僅差ながら下回り、一方、老年人口指数、従属人口指数及び老年化

指数は岡山県レベルを大幅に上回っている点は注目される。また、蒜山地域における年少

人口指数の低下率と老年化指数の上昇率が岡山県レベルを大幅に超えている点も注目され

る。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における年齢構造指数は、平成１７年に年少人口指数 21.9、老年人口指数 56.0、

従属人口指数 77.9、老年化指数 255.4 となっている。一方、平成１２年の時点では年少人

口指数 24.5、老年人口指数 52.1、従属人口指数 76.6、老年化指数 212.8 となり、同１７

年の方が年少人口指数は 2.6 ポイント下回り、反対に老年人口指数は 3.9 ポイント、従属

人口指数は 1.3 ポイント、老年化指数は 42.6 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における年齢構造指数の同１２年に対する上昇又は低下の比率（以

下、上昇率又は低下率）をみると、年少人口指数は 10.6% の低下、反対に老年人口指数は

7.5%、従属人口指数は 1.7%、老年化指数は 20.0% の上昇となっている。 

  八束村における年齢構造指数は、平成１７年に年少人口指数 23.4、老年人口指数 61.1、

従属人口指数 84.7、老年 259.5 となっている。一方、平成１２年の時点では年少人口指数

25.4、老年人口指数 54.1、従属人口指数 79.4、老年化指数 213.0 となり、同１７年方が

年少人口指数は 2.0 ポイント下回り、反対に老年人口指数は 7.0 ポイント、従属人口指数

は 5.3 ポイント、老年化指数は 46.5 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における年齢構造指数の同１２年に対する上昇率又は低下率をみる

と、年少人口指数は 7.9%の低下、反対に老年人口指数は 12.9% 、従属人口指数は 6.7%、

老年化指数は 21.8% の上昇となっている。 

  中和村における年齢構造指数は、平成１７年に年少人口指数 17.7、老年人口指数 69.9、

従属人口指数 87.5、老年化指数 395.6 となっている。一方、平成１２年の時点では年少人

口指数 15.6、老年人口指数 63.2、従属人口指数 78.8、老年化指数 404.3 となり、同１７

年の方が年少人口指数は 2.1 ポイント、老年人口指数は 6.7 ポイント、従属人口指数は

8.7 ポイント上回り、反対に老年化指数は 8.7 ポイント下回っている。 

  上記した平成１７年における年齢構造指数の同１２年に対する上昇率又は低下率をみる

と、老年化指数は 2.2%の低下、反対に年少人口指数は 13.5% 、老年人口指数は 10.6% 、

従属人口指数は 11.1% の上昇となっている。 

  湯原町における年齢構造指数は、平成１７に年少人口指数 18.5、老年人口指数 77.9、従

属人口指数 96.4、老年化指数 422.0 となっている。一方、平成１２年の時点では年少人口

指数 21.2、老年人口指数 68.0、従属人口指数 89.2、老年化指数 321.3 となり、同１７年

の方が年少人口指数は 2.7 ポイン下回り、反対に老年人口指数は 9.9 ポイント、従属人口

指数は 7.2 ポイント、老年化指数は 100.7 ポイント上回っている。 

  上記した平成１７年における年齢構造指数の同１２年に対する上昇率又は低下率をみる

と、年少人口指数は 12.7% の低下となり、反対に老年人口指数は 14.6% 、従属人口指数は

8.2%、老年化指数は 31.4% の上昇となっている。 

  以上で記述した４か町村における年齢構造指数の推移状況をまとめると以下のとおりで

ある。 

  平成１７年の時点において、年少人口指数は八束村 23.4、川上村 21.9、湯原町 18.5、

中和村 17.7 の順になり、八束村は川上村を 1.5 ポイント、湯原町を 4.9 ポイント、中和

村を 5.7 ポイント上回っている。老年人口指数は湯原町 77.9、中和村 69.9、八束村 61.1、
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川上村 56.0 の順になり、湯原町は中和村を 8.0 ポイント、八束村を 16.8 ポイント、川上

村を 21.9 ポイント上回っている。従属人口指数は湯原町 96.4、中和村 87.5 、八束村 84.7 、

川上村 77.9 の順になり、湯原町は中和村を 8.9 ポイント、八束村を 11.7 ポイント、川上

村を18.5ポイント上回っている。老年化指数は湯原町422.0 、中和村395.6 、八束村259.5 、

川上村 255.4 の順になり、湯原町は中和村を 26.4 ポイント、八束村を 162.5 ポイント、

川上村を 166.6 ポイント上回っている。 

  以上の平成１７年における４か町村の年齢構造指数を同１２年に比べると、前年次の方

が年少人口指数は中和村を除く３か町村では２～３ポイントの範囲で下回り、反対に中和

村は２ポイント上回り、老年人口指数は４か町村とも４～１０ポイントの範囲で上回り、

従属人口指数は４か町村とも１～９ポイントの範囲で上回り、老年化指数は中和村を除く

３か町村では４３～１００ポイントの範囲で上回り、反対に中和村は９ポイント下回って

いる。 

  上記の両年次間における年齢構造指数の変化の様態を平成１７年における同指数の同１

２年に対する低下率又は上昇率でみると、年少人口指数は中和村では 13.5% の上昇、反対

に湯原町は12.7% 、川上村は10.6% 、八束村7.9%の低下、老年人口指数は湯原町では14.7% 、

八束村は 12.9% 、中和村 10.6% 、川上村 7.5%の上昇、従属人口指数は中和村は 11.0% 、

湯原町は 8.1%、八束村は 6.7%、川上村は 1.7%の上昇、老年化指数は中和村では 2.2%の低

下、反対に湯原町は 31.4% 、八束村は 21.8% 、川上村は 20.0% の上昇となっている。 

  以上で記述したように、両年次に亘り４か町村における年少人口指数は八束村・川上村

の方が上回り、反対に老年人口指数と老年化指数は中和村・湯原町の方が上回り、従属人

口指数は平成１７年の時点で中和村・湯原町の方が幾分上回っている。また、年齢構造指

数の両年次間における上昇又は低下の状況をみると、年少人口指数は中和村を除く３か町

村で低下し、老年人口指数と従属人口指数は４か町村ともに上昇し、老年化指数は中和村

では僅かながら低下し、反対に川上村、八束村及び湯原町では上昇している。 

 

   第第第第２２２２項項項項        労働力人口及労働力人口及労働力人口及労働力人口及びびびび就業者数就業者数就業者数就業者数のののの減少減少減少減少 

  蒜山地域と同地域４か町村における１５歳以上人口、労働力人口、そして就業者数の推

移状況などは表２に示すとおりである。 

  １１１１ １５１５１５１５歳以上人口歳以上人口歳以上人口歳以上人口のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における１５歳以上人口は、平成１２年に 8,448 人、同１７年には 8,054 人に

減少し、その減少率は 4.7%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 1.5%となり、

同１２～１７年の方が 3.2 ポイント上回っている。 

  真庭郡における１５歳以上人口の平成１２～１７年の減少率は 4.2%となり、一方、同７

～１２年の減少率は 0.8%となり、同１２～１７年の方が 3.4 ポイント上回っている。 

  岡山県における１５歳以上人口の平成１２～１７年の増加率は 0.9%となり、一方、同７

～１２年は 1.5 % の増加となり、同１２～１７年の方が 0.6 ポイント下回っている。 

  以上で記述した内容をまとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域と真庭郡における１５歳以上人口は平成１２～１７年にそれぞれ 4.7%、4.2% 

減少し、反対に岡山県は 0.9%増加し、一方、平成７～１２年の減少率は蒜山地域 1.5%、真

庭郡 0.8% となり、反対に岡山県は 1.5%の増加となっている。以上のように蒜山地域と真

庭郡における減少率は後期間の方が高く、しかも蒜山地域は両期間において真庭郡を上回

り、一方、岡山県は両期間において増加し、しかも前期間の方が極僅差ながら上回ってい

る。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における１５歳以上人口は、平成１２年に 2,093 人、同１７年には 1,964 人に減

少し、その減少率は 6.2%  となっている。一方、平成７～１２年には 1.8%の増加となり、

同１２～１７年の減少と対照的である。 

  八束村における１５歳以上人口は、平成１２年に 2,568 人、同１７年には 2,497 人に減

少し、その減少率は 2.8%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 0.6%となり、同
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１２～１７年の方が 1.2 ポイント上回っている。 

  中和村における１５歳以上人口は、平成１２年に７３１人、同１７年には６５４人に減

少し、その減少率は 10.5% となっている。一方、平成７～１２年には 3.0%の増加となり、

同１２～１７年の減少と対照的である。 

  湯原町における１５歳以上人口は、平成１２年に 3,056 人、同１７年には 2,939 人に減

少し、その減少率は 3.8%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 5.4%となり、同

１２～１７年の方が 1.6 ポイント下回っている。 

  以上で記述した４か町村における１５歳以上人口の推移状況をまとめると次のとおりで

ある。 

  １５歳以上人口は平成１２～１７年に減少し、その減少率は中和村 10.5% 、川上村 6.2%、

湯原町 3.8%、八束村 2.8%の順になり、中和村は川上村を 4.3 ポイント、湯原町を 6.7 ポ

イント、八束村を 7.7 ポイント上回っている。一方、平成７～１２年の場合は川上村と中

和村はそれぞれ 1.8%、3.0%増加し、反対に八束村と湯原町はそれぞれ 0.6%、5.4%減少し、

その減少率は同１２～１７年に比べて八束村は 2.2 ポイント下回り、湯原町は 1.6 ポイン

ト上回っている。 

  以上のように４か町村における１５歳以上人口は平成７～１７年に減少基調で推移し、

その期間中の同７～１２年は町村によって増加と減少に分かれ、同１２～１７年には４か

町村とも減少し、とくに中和村の減少率が突出しているなどの点は注目される。 

  ２２２２ 労働力人口労働力人口労働力人口労働力人口のののの減少減少減少減少 

  上記した１５歳以上人口には労働力人口と非労働力人口が含まれ、また、労働力人口に

は就業者と完全失業者が含まれ、非労働力人口は収入になる仕事を少しもしなかった人で

家事、通学、高齢が該当する。 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における労働力人口は、平成１２年に 5,415 人（１５歳以上人口に占める労働

力人口の割合は 64.1% 、以下、労働力率）、同１７年には 5,077 人（同 63.0% ）となり、

その減少率は 6.2%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 10.0% となり、同１２

～１７年の方が 3.8 ポイント下回っている。 

  真庭郡における労働人口の平成１２～１７年の減少率は 5.7%、一方、同７～１２年の減

少率は 7.8%となり、同１２～１７年の方が 2.1 ポイント下回っている。なお、労働力率は

平成１７年に 63.0% 、同１２年には 64.1% となり、前者の方が 1.1 ポイント下回ってい

る。 

  岡山県における労働力人口の平成１２～１７年の減少率は 1.4%、一方、同７～１２年の

減少率は 2.8%となり、同１２～１７年の方が 1.4 ポイント下回っている。なお、労働力率

は平成１７年に 61.3% 、同１２年には 62.3% となり、前者の方が 1.0 ポイント下回って

いる。 

  以上で記述した内容をまとめると次のとおりである。 

  蒜山地域における労働力人口の減少率は、平成１２～１７年に 6.2%となり、次いで真庭

郡 5.7%、岡山県 1.4%と続き、蒜山地域は真庭郡を 0.5 ポイント、岡山県を 4.8 ポイント

上回っている。以上の減少率は平成７～１２年に比べて低く、蒜山地域は 3.8 ポイント、

真庭郡は 2.1 ポイント、岡山県は 1.4 ポイント下回っている。 

  なお、蒜山地域における労働力人口の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年に

それぞれ 20.5% 、0.54% 、同１７年にはそれぞれ 20.3% 、0.51% となっている。 

  平成１７年における労働力率は、蒜山地域 63.0% 、真庭郡 61.3% 、岡山県 58.8% の順

になり、蒜山地域は真庭郡を 1.7 ポイント、岡山県を 4.2 ポイント上回っている。以上の

労働力率は平成１２年に比べて僅差ながら低く、蒜山地域は 1.1 ポイント、真庭郡は 1.0 

ポイント、岡山県は 1.4 ポイント下回っている。 

  以上で記述したように、労働力人口は平成７～１７年に減少し、その減少率は蒜山地域、

真庭郡、岡山県ともに同７～１２年より同１２～１７年の方が低く、そのような状況のな

かで蒜山地域の減少率は両期間において最も高く、とくに岡山県を大幅に上回っているな

どの点は注目される。また、蒜山地域における労働力率は両年次に亘って岡山県レベルを
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かなり大幅に上回っている点も注目される。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における労働力人口は、平成１２年に 1,381 人（１５歳以上人口に占める労働力

人口の割合は 66.0% 、以下、労働力率）、同１７年には 1,301 人（同 66.3% ）に減少し、

その減少率は 5.8%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 5.3%となり、同１２～

１７年の方が 0.5 ポイントと極僅差ながら上回っている。 

  八束村における労働力人口は、平成１２年に 1,708 人（同 66.5% ）、同１７年には 1,620 

人（同 64.9% ）に減少し、その減少率は 5.2%となり、同１２～１７年の方が 1.6 ポイン

ト下回っている。 

  中和村における労働力人口は、平成１２年に４６９人（同 64.2% ）、同１７年には３９

３人（同 60.1% ）に減少し、その減少率は 16.2% となっている。一方、平成７～１２年の

減少率は 9.1%となり、同１２～１７年の方が 7.1 ポイント上回っている。 

  湯原町における労働力人口は、平成１２年に 1,857 人（同 60.8% ）、同１７年には 1,763 

人（同 60.0% ）に減少し、その減少率は 5.1%となっている。一方、平成７～１２年の減少

率は 16.1% となり、同１２～１７年の方が 11.0 ポイント下回っている。 

  以上で記述した４か町村における労働力人口の減少状況をまとめると次のとおりであ

る。 

  労働力人口の平成１２～１７年における減少率は中和村 16.2% 、川上村 5.8%、八束村

5.2%、湯原町 5.1%の順になり、中和村は川上村を 10.4 ポイント、八束村を 11.0 ポイント、

湯原町を 11.1 ポイント上回っている。以上の減少率は平成７～１２年に比べて、川上村と

中和村は高く、川上村は極僅差ながら 0.5 ポイント、中和村は大幅に 7.1 ポイント上回っ

ている。一方、八束村と湯原町は低く、八束村は 1.6 ポイント、湯原町は 11.0 ポイント

と大幅に下回っている。 

  労働力率は平成１７年に川上村 66.3% 、八束村 64.9% 、中和村 60.1% 、湯原町 60.0% 

の順になり、川上村は八束村を 1.4 ポイント、中和村を 6.2 ポイント、湯原町を 6.3 ポ

イント上回っている。以上の労働力率は平成１２年を下回り、その較差は中和村 4.1 ポイ

ント、八束村 1.6 ポイント、湯原町 0.8 ポイント、川上村 0.3 ポイントの順になってい

る。 

  以上で記述したように、４か町村における労働力人口は平成７～１７年に減少し、その

減少率を同７～１２年と同１２～１７年の２期間で比較すると、川上村と中和村は後者の

期間の方が高く、とくに中和村は突出し、川上村は極僅差に過ぎず、一方、八束村と湯原

町は前者の期間の方が高く、とくに湯原町は突出している点は注目される。また、平成１

２年と同１７年の両時点における労働力率は、前年次では湯原町を除く３か町村は６５％

前後で比較的近似し、湯原町は６１％の低率となっている。一方、後年次では川上村と八

束村は６５％前後で比較的近似し、中和村と湯原町は６０％の低率となっている。 

 

 

 ３３３３ 就業者数就業者数就業者数就業者数とそのとそのとそのとその年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成のののの推移推移推移推移 

 ３３３３－－－－１１１１ 就業者数就業者数就業者数就業者数のののの減少減少減少減少 

 前項で記述した労働力人口は就業者数と完全失業者数の合計で示され、ここでは就業者

数の推移状況について述べる。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における就業者数は、平成１２年に 5,309 人、同１７年には 4,893 人に減少し、

その減少率は 7.8%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 10.5% となり、同１２

～１７年の方が 2.7 ポイント下回っている。なお、就業者数の労働力人口に占める割合（以

下、就業者率）は平成１７年に 96.4% 、同１２年には 98.1% となり、前者の方が 1.7 ポ

イント下回っている。 

 真庭郡における就業者数の平成１２～１７年の減少率は 6.7%、一方、同７～１２年の減

少率は 8.5%となり、前者が 1.8 ポイント下回っている。なお、就業者率は平成１７年に

96.3% 、同１２年には 97.5% となり、前者の方が 1.2 ポイント下回っている。 
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 岡山県における就業者数の平成１２～１７年の減少率は 2.4%、一方、同７～１２年の減

少率は 3.4%となり、前者が 1.0 ポイント下回っている。なお、就業者率は平成１７年に

94.7% 、同１２年には 95.7% となり、前者が 1.0 ポイント下回っている。       

  

 以上で記述した就業者数の減少状況をまとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域、真庭郡、岡山県における就業者数は平成７～１７年に減少し、その減少率を

平成７～１２年と同１２～１７年の２期間に分けてみると、後者期間の減少率は蒜山地域

7.8%、真庭郡 6.7%、岡山県 2.4%の順になり、前者期間に比べて低く、蒜山地域は 2.7 ポ

イント、真庭郡は 1.8 ポイント、岡山県は 1.0 ポイント下回っている。以上のように、蒜

山地域における減少率は両期間においてとくに岡山県レベルを大幅に上回り、また、平成

１２～１７年に急低下している点は注目される。 

 就業者率は平成１７年に蒜山地域 96.4% 、真庭郡 96.3% 、岡山県 94.7% の順になり、

蒜山地域は真庭郡を 0.1 ポイント、岡山県を 1.7 ポイント上回っている。以上の就業者率

は平成１２年に比べて低く、蒜山地域は 1.7 ポイント、真庭郡は 1.2 ポイント、岡山県は

1.0 ポイント下回っている。以上のように、蒜山地域における就業者率は両年次において

高く、とくに岡山県レベルを大幅に上回っている点は注目される。 

 なお、蒜山地域における就業者数の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそ

れぞれ 20.6% 、0.55% 、同１７年にはそれぞれ 20.4% 、0.52% となっている。 

 （２） ４か町村 

 川上村における就業者数は、平成１２年に 1,361 人（就業者率 98.6% ）、同１７年には

1,261 人（同 96.4% ）に減少し、その減少率は 7.3%となっている。一方、平成７～１２年

の減少率は 5.6%となり、同１２～１７年の方が 1.7 ポイント上回っている。 

 八束村における就業者数は、平成１２年に 1,675 人（同 98.1% ）、同１７年には 1,576 

人（同 97.3%)に減少し、その減少率は 5.9%となっている。一方、平成７～１２年の減少率

は 7.7%となり、同１２～１７年の方が 1.8 ポイント下回っている。 

 中和村における就業者数は、平成１２年に４５７人（同 97.5% ）、同１７年には３７２

人（同 94.7% ）に減少し、その減少率は 18.6% となっている。一方、平成７～１２年の減

少率は 10.2% となり、同１２～１７年の方が 8.4 ポイント上回っている。 

 湯原町における就業者数は、平成１２年に 1,816 人（同 97.8% ）、同１７年には 1,684 

人（同 95.5% ）に減少し、その減少率は 7.3%となっている。一方、平成７～１２年の減少

率は 16.3% となり、同１２～１７年の方が 9.0 ポイント下回っている。 

 以上で記述した４か町村における就業者数の減少状況をまとめると次のとおりである。 

 就業者数の平成１２～１７年の減少率は中和村 18.6% 、川上村と湯原町各 7.3%、八束村

5.9%の順になり、中和村は川上村と湯原町を 11.3 ポイント、八束村を 12.7 ポイント上回

っている。以上の減少率は平成７～１２年に比べて、川上村と中和村は高く、前者は 1.7 

ポイント、後者は 8.4 ポイント上回っている。一方、八束村と湯原町は低く、前者は 1.8 

ポイント、後者は 9.0 ポイントと下回っている。 

 就業者率は平成１７年に八束村 97.3% 、川上村 96.9% 、湯原町 95.5% 、中和村 94.7% 

の順となり、八束村は川上村を 0.4 ポイント、湯原町を 1.8 ポイント、中和村を 2.6 ポ

イント上回っている。以上の就業者率は平成１２年を下回り、その較差は中和村 2.8 ポイ

ント、湯原町 2.3 ポイント、川上村 1.7 ポイント、八束村 0.8 ポイントの順になってい

る。 

 以上のように４か町村における就業者数は平成７～１７年に減少し、その減少率を同７

～１２年と同１２～１７年の２期間で比較すると、後期において川上村と中和村は高く、

反対に八束村と湯原町は低く、そのような状況のなかで後期における中和村は突出して高

く、他の３か町村はかなり近接している点は注目される。 

 また、４か町村における就業者率は平成１２年は相互に近接し、同１７年には幾分分散

し、そのような状況のなかで中和村と湯原町は他の２か村と比べて幾分低い点は注目され

る。 

 ３３３３－－－－２２２２ 就業者数就業者数就業者数就業者数のののの年齢階層別構成年齢階層別構成年齢階層別構成年齢階層別構成のののの推移推移推移推移 
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 就業者数の年齢を若年層（１５～２９歳）、中年層（３０～４４歳）、高年層（４５～

５４歳）、老年層（６５歳以上）に区分し、その年齢層別割合の平成１２～１７年間にお

ける推移状況は以下のとおりである。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における年齢層別割合は、平成１７年に若年層 12.0% 、中年層 20.0% 、高年層

46.5% 、老年層 21.5% となっている。一方、平成１２年の時点では若年層 12.2% 、中年層

21.7% 、高年層 44.8% 、老年層 21.3% となり、同１７年の方が若年層は 0.2 ポイント、

中年層は 1.7 ポイント下回り、反対に高年層は 1.7 ポイント、老年層は 0.2 ポイント上

回っている。 

 以上の平成１７年における年齢層別割合の同１２年に対する拡大又は縮小の比率（以下、

拡大率又は縮小率）をみると、若年層と中年層は縮小し、その縮小率はそれぞれ 1.6%、7.8%、

反対に高年層と老年層は拡大し、その拡大率はそれぞれ 3.8%、0.9%となっている。 

 真庭郡における年齢層別割合は、平成１７年に若年層 13.9% 、中年層 24.1% 、高年層

43.9% 、老年層 18.1% となっている。一方、平成１２年の時点では若年層 14.5% 、中年層

25.0% 、高年層 42.8% 、老年層 17.7% となり、同１７年の方が若年層は 0.6 ポイント、

中年層は 0.9 ポイント下回り、反対に高年層は 1.1 ポイント、老年層は 0.4 ポイント上

回っている。 

 以上の平成１７年における年齢層別割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、若年層と中年層は縮小し、その縮小率はそれぞれ 4.1%、3.6%、反対に高年層と老年層

は拡大し、その拡大率はそれぞれ 2.6%、2.3%となっている。 

 岡山県における年齢層別割合は、平成１７年に若年層 18.2% 、中年層 30.4% 、高年層

41.1% 、老年層 10.3% となっている。一方、平成１２年の時点では若年層 21.2% 、中年層

28.2% 、高年層 41.1% 、老年層 9.4%となり、同１７年の方が若年層は 3.1 ポイント下回

り、反対に中年層は 2.2 ポイント、老年層は 0.9 ポイント上回り、高年層に変化はみられ

ない。 

 以上の平成１７年における年齢層別割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、若年層は 14.6% 縮小し、反対に中年層、老年層は拡大し、その拡大率はそれぞれ 7.8%、

9.6% となり、高年層は 0% となっている。 

 以上で記述した蒜山地域における就業者数の年齢層別割合の推移状況を真庭郡及び岡山

県と対比し、まとめると次のとおりである。 

 平成１７年における若年層は岡山県 18.2% 、真庭郡 13.9% 、蒜山地域 12.0% の順にな

り、蒜山地域は真庭郡を 1.9 ポイント、岡山県を 6.2 ポイント下回り、中年層は岡山県

30.4% 、真庭郡 24.1% 、蒜山地域 20.0% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 4.1 ポイント、

岡山県を 10.4 ポイント下回り、高年層は蒜山地域 46.5% 、真庭郡 43.9% 、岡山県 41.1% 

の順になり、蒜山地域は真庭郡を 2.6 ポイント、岡山県を 5.4 ポイント上回り、老年層は

蒜山地域 21.5% 、真庭郡 18.1% 、岡山県 10.3% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 3.4 ポ

イント、岡山県を 11.2 ポイント上回っている。 

 一方、平成１２年の時点では若年層は蒜山地域 12.2% 、真庭郡 14.5% 、岡山県 21.2% 

の順になり、蒜山地域は真庭郡を 2.3 ポイント、岡山県を 9.0 ポイント下回り、中年層は

蒜山地域 21.7% 、真庭郡 25.0% 、岡山県 28.0% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 3.3 ポ

イント、岡山県を 6.3 ポイント下回り、高年層は蒜山地域 44.8% 、真庭郡 42.8% 、岡山県

41.1% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 2.0 ポイント、岡山県を 3.7 ポイント上回り、老

年層は蒜山地域 21.3% 、真庭郡 17.7% 、岡山県 9.4%の順になり、蒜山地域は真庭郡を 3.6

をポイント、岡山県を 11.9 ポイント上回っている。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における平成１７年の年齢層別割合を同１２年に

比べると、前者の方が若年層は１ポイント未満～３ポイントの範囲で下回り、中年層は蒜

山地域と真庭郡では概ね１～２ポイントの範囲で下回り、反対に岡山県は２ポイント程度

上回り、高年層は蒜山地域と真庭地域では概ね１ポイント未満～２ポイントの範囲で上回

り、岡山県では変化なく、老年層は１ポイント未満～１ポイントの範囲で上回っている。 

 以上の両年次間における年齢層別割合の変化の様態を平成１７年における年齢層別割合
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の同１２年に対する拡大又は縮小の比率でみると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における

若年層は縮小し、その縮小率はそれぞれ 1.6%、4.1%、14.6% となり、反対に高年層と老年

層は拡大し、その拡大率は高年層ではそれぞれ 3.8%、2.6%、0.0%、老年層はそれぞれ 0.9%、

2.3%、9.6% となっている。一方、中年層は蒜山地域と真庭郡では縮小し、その縮小率はそ

れぞれ 7.8%、3.6%となり、反対に岡山県は 7.8%の拡大となっている。 

 以上で記述したように、両年次に亘って蒜山地域における若年層と中年層は真庭郡及び

岡山県を下回り、反対に高年層と老年層は上回り、いずれの年齢層においても真庭郡より

岡山県との較差が顕著である。また、平成１２～１７年の間に、蒜山地域、真庭郡及び岡

山県における若年層は縮小し、反対に高年層と老年層は拡大し、そのような変化の様態の

なかで、蒜山地域における若年層の縮小率は岡山県を大幅に下回り、反対に高年層におけ

る拡大率は岡山県を大幅に上回り、老年層における拡大率は岡山県を大幅に下回り、また、

中年層は蒜山地域と真庭郡では縮小し、その縮小率は前者の方が上回り、一方、岡山県は

拡大するなどの点で注目される。 

 次に平成１２年と同１７年における就業者数の年齢層別割合の概数（小数点以下四捨五

入）を若年層－中年層－高年層－老年層の順に列記すると以下のとおりである。なお、四

捨五入のため内訳の合計が１００％にならない場合もある。 

  蒜山地域 

    平成１２年：１２％－２２％－４５％－２１％               

     同１７年：１２％－２０％－４７％－２２％               

  真庭郡 

    平成１２年：１５％－２５％－４３％－１８％               

     同１７年：１４％－２４％－４４％－１８％               

  岡山県 

    平成１２年：２１％－２８％－４１％－ ９％ 

     同１７年：１８％－３０％－４１％－１０％               

（２） ４か町村 

 川上村における年齢層別割合は、平成１７年に若年層 13.0% 、中年層 19.9% 、高年層

46.2% 、老年層 20.9% となっている。一方、平成１２年の時点では若年層 12.6% 、中年層

22.1% 、高年層 42.8% 、老年層 22.5% となり、同１７年の方が若年層は 0.4 ポイント、

高年層は 3.4 ポイント上回り、反対に中年層は 2.2 ポイント、老年層は 1.6 ポイント下

回っている。 

 上記した平成１７年における年齢層割合の同１２年に対する拡大又は縮小の比率（以下、

拡大率又は縮小率）をみると、若年層と高年層は拡大し、その拡大率はそれぞれ 3.2%、8.0%、

反対に中年層と老年層はそれぞれ 10.0% 、7.1%の縮小となっている。 

 八束村における年齢層別割合は、平成１７年に若年層 11.9% 、中年層 23.0% 、高年層

45.4% 、老年層 19.7% となっている。一方、平成１２年の時点では若年層 13.4% 、中年層

24.1% 、高年層 42.1% 、老年層 20.4% となり、同１７年の方が高年層は 3.3 ポイント上

回り、反対に若年層は 1.5 ポイント、中年層は 1.1 ポイント、老年層は 0.7 ポイント下

回っている。 

 上記した平成１７年における年齢層別割合の拡大率又は縮小率をみると、高年層は 7.8%

の拡大、反対に若年層は 11.2%、中年層は 4.6%、老年層は 3.4%の縮小となっている。 

 中和村における年齢層別割合は、平成１７年に若年層 12.5% 、中年層 19.0% 、高年層

47.9% 、老年層 20.6% となっている。一方、平成１２年の時点では若年層 14.2% 、中年層

14.9% 、高年層 49.9% 、老年層 21.0% となり、同１７年の方が中年層は 4.1 ポイント上

回り、反対に若年層は 1.7 ポイント、高年層は 2.0 ポイント、老年層は 0.4 ポイント下

回っている。 

 上記した平成１７年における年齢層別割合の拡大率又は縮小率をみると、中年層は

27.5% の拡大、反対に若年層は 12.0% 、高年層は 4.0%、老年層は 1.9%の縮小となってい

る。 

 湯原町における年齢層別割合は、平成１７年に若年層 11.1% 、中年層 17.5% 、高年層
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47.5% 、老年層 23.9% となっている。一方、平成１２年の時点では若年層 10.3% 、中年層

20.8% 、高年層 47.4% 、老年層 21.5% となり、同１７年の方が中年層は 3.3 ポイント下

回り、反対に若年層は 0.8 ポイント、高年層は 0.1 ポイント、老年層は 2.4 ポイント上

回っている。 

 上記した平成１７年における年齢層割合の拡大率又は縮小率をみると、中年層は 15.9% 

の縮小、反対に若年層は 7.8%、高年層は 0.2%、老年層は 11.2% の拡大となっている。 

 以上で記述した４か町村における就業者数の年齢層別割合の推移状況をまとめると次の

とおりである。 

 平成１７年における若年層は川上村 13.0% 、中和村 12.5% 、八束村 11.9% 、湯原町 11.1% 

の順になり、川上村は中和村を 0.5 ポイント、八束村を 1.1 ポイント、湯原町を 1.9 ポ

イント上回り、中年層は八束村 23.0% 、川上村 19.9% 、中和村 19.0% 、湯原町 17.5% の

順になり、八束村は川上村を 3.1 ポイント、中和村を 4.0 ポイント、湯原町を 5.5 ポイ

ント上回り、高年層は中和村 47.9% 、湯原町 47.5% 、川上村 46.2% 、八束村 45.4% の順

になり、中和村は湯原町を 0.4 ポイント、川上村を 1.7 ポイント、八束村を 2.5 ポイン

ト上回り、老年層は湯原町 23.9% 、川上村 20.9% 、中和村 20.6% 、八束村 19.7% の順に

なり、湯原町は川上村を 3.0 ポイント、中和村を 3.3 ポイント、八束村を 4.2 ポイント

上回っている。 

 一方、平成１２年の時点では若年層は中和村 14.2% 、八束村 13.4% 、川上村 12.6% 、

湯原町 10.3% の順になり、中和村は八束村を 0.8 ポイント、川上村を 1.6 ポイント、湯原

町を 3.9 ポイント上回り、中年層は八束村 24.1% 、川上村 22.1% 、湯原町 20.8% 、中和

村 14.9% の順になり、八束村は川上村を 2.0 ポイント、湯原町を 3.3 ポイント、中和村

を 9.2 ポイント上回り、高年層は中和村 49.9% 、湯原町 47.4% 、川上村 42.8% 、八束村

42.1% の順になり、中和村は湯原町を 2.5 ポイント、川上村を 7.1 ポイント、八束村を

7.8 ポイント上回り、老年層は川上村 22.5% 、湯原町 21.5% 、中和村 21.0% 、八束村 20.4% 

の順になり、川上村は湯原町を 1.0 ポイント、中和村を 1.5 ポイント、八束村を 2.1 ポ

イント上回っている。 

 上記した４か町村の平成１７年における年齢層別割合を同１２年の時点と比べると、前

者の方が若年層は川上村と湯原町は１ポイント未満～１ポイント弱の範囲で下回り、反対

に八束村と中和村は２ポイント弱上回り、中年層は中和村を除く３か町村において１～３

ポイン強の範囲で下回り、反対に中和村は４ポイント上回り、高年層は中和村を除く３か

町村において概ね１ポイント弱～３ポイント強の範囲で上回り、反対に中和村は２ポイン

ト下回り、老年層は湯原町を除く３か村において１ポイント未満～２ポイント弱の範囲で

下回り、反対に湯原町は２ポイント強上回っている。 

 以上の平成１２～１７年間における年齢層別割合の変化の様態を平成１７年における同

割合の同１２年に対する拡大又は縮小の比率でみると、若年層は八束村と中和村ではそれ

ぞれ 11.2%、12.0% 縮小、反対に川上村と湯原町はそれぞれ 3.2%、7.8%拡大し、中年層は

中和村では 27.5% 拡大、反対に湯原町、川上村、八束村はそれぞれ 15.9% 、10.0% 、4.6%

縮小し、高年層は中和村では 4.0%縮小、 反対に川上村、八束村、湯原町はそれぞれ 8.0%、

7.8%、0.2%拡大し、老年層は湯原町では 11.2% 拡大、反対に川上村、八束村、中和村はそ

れぞれ 7.1%、3.4%、1.9%縮小している。 

 以上で記述したように、年齢層別割合の両年次間における推移パタ－ンには町村間に差

異がみられ、若年層は川上村と湯原町で拡大し、反対に八束村と中和村では縮小し、中年

層は中和村で顕著に拡大し、反対に他の３か町村は縮小し、とくに湯原町、次いで川上村

は著しく縮小し、高年層は中和村で縮小し、他の３か町村は拡大し、老年層は湯原町で大

幅に拡大し、反対に他の３か村は縮小し、とくに川上村は幾分大幅に縮小し、そのような

状況のなかで若年層における町村間較差は小さく、中年層は両年次において八束村は突出

し、高年層は両年次において中和村・湯原町は川上村・八束村を上回り、老年層は平成１

２年に川上村が最高、同１７年には湯原町が最高となり、他の町村は比較的近接している

などの点は注目される。 

 次に平成１２年と同１７年における就業者数の年齢層別割合の概数（小数点以下四捨五
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入）を若年層－中年層－高年層－老年層の順に列記すると以下のとおりである。なお、四

捨五入のため内訳の合計が１００％にならない場合もある。 

  川上村 

    平成１２年：１３％－２２％－４３％－２３％               

     同１７年：１３％－２０％－４６％－２１％               

  八束村 

    平成１２年：１３％－２４％－４２％－２０％               

     同１７年：１２％－２３％－４５％－２０％               

  中和村 

    平成１２年：１４％－１５％－５０％－２１％               

     同１７年：１３％－１９％－４８％－２１％               

  湯原町 

    平成１２年：１０％－２１％－４７％－２２％               

     同１７年：１１％－１８％－４８％－２４％               

    

  第第第第３３３３項項項項 産業構造産業構造産業構造産業構造のののの変化変化変化変化 

 農村における産業構造の変化は端的には産業部門別就業者数の推移動向に現れている。

本項では表３の資料に基づき蒜山地域と同地域４か町村における産業部門別就業者数とそ

の部門別構成割合について、真庭郡及び岡山県と対比し記述する。 

 １１１１ 産業部門別就業者数産業部門別就業者数産業部門別就業者数産業部門別就業者数のののの減少減少減少減少 

 （１） 蒜山地域 

 ① 第１次産業部門 

 蒜山地域における第１次産業部門（農林漁業）就業者数は平成１２年に 1,195 人、同１

７年には 1,194 人と極僅差ながら減少し、その減少率は 0.1%となっている。一方、平成７

～１２年の減少率は 31.3% となり、同１２～１７年の方が 31.2 ポイント下回っている。 

 真庭郡における第１次産業部門就業者数の平成１２～１７年の減少率は 3.5%、一方、同

７～１２年の減少率は 24.5% となり、同１２～１７年の方が 21.0 ポイント下回っている。 

 岡山県における第１次産業部門就業者数の平成１２～１７年の減少率は 4.3%、一方、同

７～１２年の減少率は 19.9% となり、同１２～１７年の方が 15.6 ポイント下回っている。 

 以上で記述した第１次産業部門就業者数の減少状況をまとめると次のとおりである。 

 平成１２～１７年における減少率は岡山県 4.3%、真庭郡 3.5%、蒜山地域 0.1 順になり、

蒜山地域は真庭郡を 3.4 ポイント、岡山県を 4.2 ポイント下回っている。以上の減少率を

平成７～１２年と比べると、岡山県は 15.6 ポイント、真庭郡は 21.0 ポイント、蒜山地域

は 31.2 ポイント下回っている。 

 上記したように、蒜山地域、真庭郡及び岡山県の平成１２～１７年における減少率は同

７～１２年を超大幅に下回り、そうした状況のなかで蒜山地域における減少率は真庭郡及

び岡山県を平成７～１２年には上回り、反対に同１２～１７年の時点で下回っている点は

注目される。 

 なお、蒜山地域における第１次産業部門就業者数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以

下、対真庭郡比及び対岡山県比）は、平成１２年にそれぞれ 28.5% 、1.92% となり、同１

７年にはそれぞれ 29.5% 、2.00% と僅差ながら上昇している。 

 ② 第２次産業部門 

 蒜山地域における第２次産業部門（鉱業、建設業、製造業）就業者数は平成１２年に 1,224 

人、同１７年には９９６人に減少し、その減少率は 18.6% となっている。一方、平成７～

１２年の減少減は 12.0% となり、同１２～１７年の方が 6.6 ポイント上回っている。 

 真庭郡における第２次産業部門就業者数の平成１２～１７年の減少率は 18.3% 、一方、

同７～１２年の減少率は 10.4% となり、同１２～１７年の方が 7.9 ポイント上回っている。 

 岡山県における第２次産業部門就業者数の平成１２～１７年の減少率は 11.9% 、一方、

平成７～１２年の減少率は 10.1% となり、同１２～１７年の方が 1.8 ポイント上回ってい

る。 
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 以上で記述した第２次産業部門就業者数の増減の状況をまとめると次のとおりである。 

 平成７～１７年間に減少し、平成１２～１７年の減少率は蒜山地域 18.6% 、真庭郡

18.3% 、岡山県 11.9% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 0.3 ポイント、岡山県を 6.7 ポ

イント上回っている。以上の減少率は平成７～１２年を上回り、その較差は蒜山地域 6.6 

ポイント、真庭郡 7.9 ポイント、岡山県 1.8 ポイントとなっている。 

 上記したように、平成１２～１７年における減少率が同７～１２年を上回り、そうした

状況のなかで蒜山地域における減少率は両期間に亘って真庭郡及び岡山県を上回り、とく

に平成１２～１７年には岡山県を大幅に上回っている点は注目される。 

 なお、蒜山地域における第２次産業部門就業者数の真庭郡及び岡山県に対する比率は、

平成１２年にそれぞれ 14.2% 、0.40% 、同１７年にはそれぞれ 14.1% 、0.36% となってい

る。 

 ③ 第３次産業部門 

 蒜山地域における第３次産業部門（卸・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信

業、電気・ガス・熱供給・水道業、サ－ビス業、公務等）就業者数は平成１２年に 2,888 

人、同１７年には 2,705 人に減少し、その減少率は 6.3%となっている。一方、平成７～１

２年には 3.0%増加となり、同１２～１７年の減少とは対照的である。 

 真庭郡における第３次産業部門就業者数の平成１２～１７年の減少率は 0.4%、 一方、

同７～１２年の減少率は 0.2%となり、同１２～１７年の方が極僅差ながら 0.2 ポイント上

回っている。 

 岡山県における第３次産業部門就業者数は平成１２～１７年の間に 1.6%増加し、一方、

同７～１２年の増加率は 2.0%となり、同１２～１７年の方が 0.4 ポイント下回っている。 

 以上で記述した第３次産業部門就業者数の増減の推移状況をまとめると次のようであ

る。 

 平成７～１７年における同就業者数の推移パタ－ンをみると、蒜山地域は減少基調で推

移し、一方、真庭郡は一貫して減少し、反対に岡山県は増加している。以上の推移経過の

もとで、蒜山地域は平成１２～１７年に 6.3%減少し、同７～１２年の 3.0%増加から減少へ

と一転している。真庭郡は平成１２～１７年に 0.4%減少し、同７～１２年を僅差ながら 0.2 

ポイント上回り、一方、蒜山地域と比べると 5.9 ポイント下回っている。岡山県は平成１

２～１７年に 1.6%増加し、同７～１２年を 0.4%下回っている。 

 上記したように、平成７～１７年における第３次産業部門就業者数の推移状況は第１次、

２次産業部門の場合と異なり、その推移パタ－ンに蒜山地域、真庭郡、岡山県の３地域間

差異がみられ、そうした状況のなかで蒜山地域の平成１２～１７年における高い減少率は

注目される。 

 なお、蒜山地域における第３次産業部門就業者数の真庭郡及び対岡山県に対する比率は、

平成１２年にそれぞれ 22.3% 、0.50% 、同１７年にはそれぞれ 21.0% 、0.46%となってい

る。 

 （２） ４か町村 

 ① 第１次産業部門 

 川上村における第１次産業部門就業者数は平成１２年に３５６人、同１７年には３３５

人に減少し、その減少率は 5.9%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 28.5% 

となり、同１２～１７年の方が 22.6 ポイント下回っている。 

 八束村における第１次産業部門就業者数は、平成１２年に４３０人、同１７年には４３

１人と極僅差ながら増加し、その増加率は 0.2%となっている。一方、平成７～１２年には

27.3% 減少し、同１２～１７年の概ね横ばい状態とはその様態を大きく異にしている。 

 中和村における第１次産業部門就業者数は平成１２年に９７人、同１７年には９８人と

極僅差ながら増加し、その増加率は 1.0%となっている。一方、平成７～１２年には 31.2% 

減少し、同１２～１７年の概ね横ばい状態とは大きく相違している。 

 湯原町における第１次産業部門就業者数は、平成１２年に３１２人、同１７年には３３

０人に増加し、その増加率は 5.8%となっている。一方、平成７～１２年には 38.7% 減少し、

同１２～１７年の増加とは対照的である。 
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 以上で記述した４か町村における第１次産業部門就業者数の増減状況をまとめると次の

ようである。 

 上記就業者数の平成７～１７年における推移パタ－ンには町村間差異がみられ、川上村

は一貫して減少し、他の３か町村は増加基調で推移している。そうした推移状況のなかで

平成７～１２年には八束村を除く湯原町、中和村、川上村は減少し、その減少率はそれぞ

れ 38.7% 、31.2% 、28.5% の順になり、湯原町は中和村を 7.5 ポイント、川上村を 10.2

ポイント上回り、反対に八束村は 27.3% の増加となっている。一方、平成１２～１７年に

は川上村を除く３か町村は増加に転じ、その増加率は湯原町 5.8%、中和村 1.0%、八束村

0.2%の順になり、湯原町は中和村を 4.8 ポイント、八束村を 5.6 ポイント上回り、反対に

川上村は 5.9%減少し、同７～１２年の減少率を 22.6 ポイント下回っている。以上で記述

したように、４か町村における第１次産業部門就業者数は平成７～１２年に激減し、同１

２～１７年には八束村と中和村は概ね横ばい状態、湯原町は増加に転じ、川上村は減少速

度を急激に落としているなどの点は注目される。 

 ② 第２次産業部門 

 川上村における第２次産業部門就業者数は、平成１２年に２５７人、同１７年には２２

７人に減少し、その減少率は 11.7% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 6.2%

となり、同１２～１７年の方が 5.5 ポイント上回っている。 

 八束村における第２次産業部門就業者数は、平成１２年に４１７人、同１７年には３３

８人に減少し、その減少率は 18.9% となっている。一方、平成７～１２年のの減少率は 8.1%

となり、同１２～１７年の方が 10.8 ポイント上回っている。 

 中和村における第２次産業部門就業者数は、平成１２年に１６７人、同１７年には１１

０人となり、その減少率は 34.1% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 6.2%

となり、同１２～１７年の方が 27.9 ポイント上回っている。 

 湯原町における第２次産業部門就業者数は、平成１２年に３８３人、同１７年には３２

１人となり、その減少率は 16.2% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 21.2% 

となり、同１２～１７年の方が 5.0 ポイント下回っている。 

 以上で記述した第２次産業部門就業者数の減少状況をまとめると次のようである。 

 ４か町村とも平成７～１７年の間に減少し、その減少率を同７～１２年と同１２～１７

年に区分すると、湯原町を除く３か村は同１２～１７年の方が上回り、反対に湯原町は下

回っている。 

 平成１２～１７年の減少率は、中和村 34.1% 、八束村 18.9% 、湯原町 16.2% 、川上村

11.7% の順となり、中和村は八束村を 15.2 ポイント、湯原町を 17.9 ポイント、川上村を

22.4 ポイント上回っている。以上の減少率は平成７～１２年と比べて、中和村は 27.9 ポ

イント、八束村は 10.8 ポイント、川上村は 5.5 ポイント上回り、反対に湯原町は 17.9 ポ

イント下回っている。 

 以上で記述したように、第２次産業部門就業者数は第１次産業部門の場合と異なり、平

成７～１７年の間に一貫して減少を続け、そのような状況のなかで、湯原町を除く３か村

は同１２～１７年に急減し、とくに中和村は大幅に急減し、一方、湯原町は同７～１２年

に急減している点は注目される。 

 ③ 第３次産業部門 

 川上村における第３次産業門就業者数は、平成１２年に７４８人、同１７年には６９９

人に減少し、その減少率は 6.6%となっている。一方、平成７～１２には 11.6% 増加となっ

ている。 

 八束村における第３次産業部門就業者数は、平成１２年に８２８人、同１７年に８０７

人に減少し、その減少率は 2.5%となっている。一方、平成７～１２年には 7.7%増加となっ

ている。 

 中和村における第３次産業部門就業者数は、平成１２年に１９２人、同１７年には１６

６人に減少し、その減少率は 13.5% となっている。一方、平成７～１２年には 1.0%増加と

なっている。 

 湯原町ににおける第３次産業門就業者数は、平成１２年に 1,120 人、同１７年には 1,033 
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人に減少し、その減少率は 7.8%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 4.7%とな

り、同１２～１７年の方が 3.1 ポイント上回っている。 

 以上で記述した第３次産業就業者数の減少状況をまとめると次のとおりである。 

 ４か町村における上記就業者数の平成７～１７年における推移パタ－ンには町村間差異

がみられ、湯原町を除く３か村は減少基調で推移し、反対に湯原町は一貫して減少してい

る。上記期間を平成７～１２年と同１２～１７年に区分すると、前期間に川上村、八束村、

中和村は増加し、その増加率はそれぞれ 11.6% 、7.7%、1.0%の順になり、川上村は八束村

を 3.9 ポイント、中和村を 10.6 ポイント上回り、反対に湯原町は 4.7%の減少となってい

る。一方、後期間に４か町村は減少し、その減少率は中和村 13.5% 、湯原町 7.8%、川上村

6.6%、八束村 2.5%の順になり、中和村は湯原町を 5.7 ポイント、川上村を 6.9 ポイント、

八束村を 11.0 ポイント上回っている。 

 以上で記述したように、第３次産業部門就業者数の平成７～１７年における推移パタ－

ンの町村間差異がみられ、湯原町を除く３か村は同７～１２年に増加し、反対に湯原町は

減少し、同１２～１７年には４か町村は揃って減少し、その減少率は中和村が突出してい

るなどの点は注目される。 

 ２２２２ 産業産業産業産業部門別就業者数割合部門別就業者数割合部門別就業者数割合部門別就業者数割合のののの推移推移推移推移 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における就業者数の産業部門別割合は、平成１７年に第１次産業部門 24.4%、

第２次産業部門 20.3% 、第３次産業部門 55.3%となっている。一方、平成１２年の時点で

は第１次産業部門 22.5% 、第２次産業門 23.1% 、第３次産業部門 54.4% となり、同１７

年の方が第１次産業部門は 1.9 ポイント、第３次産業部門は 0.9 ポイント上回り、反対に

第２次産業部門は 2.8 ポイント下回っている。 

 上記した平成１７年における産業部門別割合の同１２年に対する拡大又は縮小の比率

（以下、拡大率又は縮小率）をみると、第１次及び第３次産業部門の拡大率はそれぞれ

8.5%、1.7%、反対に第２次産業部門の縮小率は 12.1% となっている。 

 真庭郡における就業者数の産業部門別割合は、平成１７年に第１次産業部門 16.9% 、第

２次産業部門 29.4% 、第３次産業部門 53.7% となっている。一方、平成１２年の時点では

第１次産業部門 16.3% 、第２次産業部門 33.4% 、第３次産業部門 50.3% となり、同１７

年の方が第１次産業部門は僅差ながら 0.6 ポイント、第３次産業部門は 3.4 ポイント上回

り、反対に第２次産業部門は 4.0 ポイント下回っている。 

 上記した平成１７年における産業部門別割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみ

ると、第１次、３次産業部門の拡大率はそれぞれ 3.7%、6.8%、反対に第２次産業部門の縮

小率は 12.0% となっている。 

 岡山県における就業者数の産業部門別割合は、平成１７年に第１次産業部門 6.5%、第２

次産業部門 29.7% 、第３次産業部門 63.8% となっている。一方、平成１２年の時点では第

１次産業部門 6.6%、第２次産業部門 32.6% 、第３次産業部門 60.8% となり、同１７年の

方が第１次産業部門は極僅差ながら 0.1 ポイント、第２次産業部門は 2.9 ポイント下回り、

反対に第３次産業部門は 3.0 ポイント上回っている。 

 上記した平成１７年における産業部門別割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみ

ると、第３次産業部門の拡大率は 4.9%、反対に第１次、２次産業部門の縮小率はそれぞれ

1.5%、8.9%となっている。 

 以上で記述した蒜山地域における就業者数の産業部門別割合の推移状況を真庭郡及び岡

山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 平成１７年における第１次産業部門割合は蒜山地域 24.4% 、真庭郡 16.9% 、岡山県 6.5%

の順になり、蒜山地域は岡山県を 17.9 ポイント、真庭郡を 7.5 ポイント上回り、第２次

産業部門割合は岡山県 29.7% 、真庭郡 29.4% 、蒜山地域 20.3% の順となり、蒜山地域は

岡山県を 9.4 ポイント、真庭郡を 9.1 ポイント下回り、第３次産業部門は岡山県 63.8% 、

蒜山地域 55.3% 、真庭郡 53.7% の順になり、蒜山地域は岡山県を 8.5 ポイント下回り、

反対に真庭郡を 1.6 ポイント上回っている。 

 一方、平成１２年の時点では第１次産業部門割合は蒜山地域 22.5% 、真庭郡 16.3% 、岡
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山県 6.6%の順になり、蒜山地域は岡山県を 15.9 ポイント、真庭郡を 6.2 ポイント上回り、

第２次産業部門割合は真庭郡 33.4% 、岡山県 32.6% 、蒜山地域 23.1% の順になり、蒜山

地域は真庭郡を 10.3 ポイント、岡山県を 9.5 ポイント下回り、第３次産業部門割合は岡

山県 60.8% 、蒜山地域 54.4% 、真庭郡 50.3% の順になり、蒜山地域は岡山県を 6.4 ポイ

ント下回り、反対に真庭郡を 4.1 ポイント上回っている。 

 上記した蒜山地域、真庭郡、岡山県における平成１７年の産業部門別割合を同１２年と

比べると、前年次の方が第２次産業部門は概ね３～４ポイントの範囲で下回り、反対に第

３次産業部門は１～３ポイントの範囲で上回り、第１次産業部門は蒜山地域と真庭郡では

１～２ポイント未満の範囲で上回り、反対に岡山県は極僅差で下回っている。 

 以上の両年次間における産業部門別割合の変化の様態を、平成１７年における同割合の

同１２年に対する拡大率又は縮小率でみると、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における第２

次産業部門の縮小率は蒜山地域 12.1% 、真庭郡 12.0% 、岡山県 8.9%、第３次産業部門の

拡大率は真庭郡 6.8%、岡山県 4.9%、蒜山地域 1.7%の順になり、一方、第１次産業部門の

拡大率は蒜山地域 8.5%、真庭郡 3.7%の順になり、反対に岡山県は 1.5%縮小となっている。 

 以上で記述したように、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における就業者数の産業部門別割

合の平成１２～１７年間の推移パタ－ンをみると、第２次産業部門は縮小、第３次産業部

門は拡大、そして第１次産業部門は蒜山地域と真庭郡は拡大し、反対に岡山県は縮小し、

そのような状況のなかで両年次に亘り蒜山地域における第１次産業部門割合は最も高く、

とくに岡山県を超大幅に上回り、第２次産業部門割合は最も低く、真庭郡及び岡山県を大

幅に下回り、一方、第３次産業部門割合は岡山県を大幅に下回り、反対に真庭郡を幾分上

回っているなどの点は注目される。 

 次に蒜山地域、真庭郡及び岡山県における産業部門別割合の概数（小数点以下四捨五入）

を、平成１２年、同１７年の両時点で第１次産業部門－第２次産業部門－第３次産業部門

の順に列記すると以下のとおりである。なお、四捨五入のため内訳の合計は１００％にな

らない場合もある。 

  蒜山地域 

    平成１２年：２３％－２３％－５４％ 

     同１７年：２４％－２０％－５５％ 

  真庭郡 

    平成１２年：１６％－３３％－５０％ 

     同１７年：１７％－２９％－５４％ 

  岡山県 

    平成１２年： ７％－３３％－６１％ 

     同１７年： ７％－３０％－６４％ 

 （２）４か町村 

 川上村における就業者数の産業部門別割合は、平成１７年に第１次産業部門 26.6% 、第

２次産業部門 18.0% 、第３次産業部門 55.4% となっている。一方、平成１２年の時点では

第１次産業部門 26.2% 、第２次産業部門 18.9% 、第３次産業部門 54.9% となり、同１７

年の方が第１次、３次産業部門はそれぞれ 0.4 ポイント、0.5 ポイント上回り、反対に第

２次産業部門は 0.9 ポイント下回っている。 

 上記の平成１７年における産業部門別割合の同１２年に対する拡大又は縮小の比率（以

下、拡大率又は縮小率）をみると、第１次、３次産業部門の拡大率はそれぞれ 1.5%、0.9%、

反対に第２次産業部門の縮小率は 4.8%となっている。 

 八束村における就業者数の産業部門別割合は、平成１７年に第１次産業部門 27.3% 、第

２次産業部門 21.5% 、第３次産業部門 51.2% となっている。一方、平成１２年の時点では

第１次産業部門 25.7% 、第２次産業部門 24.9% 、第３次産業部門 49.4% となり、同１７

年の方が第１次、３次産業部門はそれぞれ 1.6 ポイント、1.8 ポイント上回り、反対に第

２次産業部門は 3.4 ポイント下回っている。 

 上記の平成１７年における産業部門割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、第１次、３次産業部門の拡大率はそれぞれ 6.2%、3.7%、反対に第２次産業部門の縮小
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率は 13.7% となっている。 

 中和村における就業者数の産業部門別割合は、平成１７年に第１次産業部門 26.2% 、第

２次産業部門 29.4% 、第３次産業部門 44.4% となっている。一方、平成１２年の時点では

第１次産業部門 21.3% 、第２次産業部門 36.6% 、第３次産業部門 42.1% となり、同１７

年の方が第１次、３次産業部門はそれぞれ 4.9 ポイント、2.3 ポイント上回り、反対に第

２次産業部門は 7.2 ポイント下回っている。 

 上記の平成１７年における産業部門別割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、第１次、３次産業部門の拡大率はそれぞれ 23.0% 、5.5%、反対に第２次産業部門の縮

小率は 19.7% となっている。 

 湯原町における就業者数の産業部門別割合は、平成１７年に第１次産業部門 19.6% 、第

２次産業部門 19.1% 、第３次産業部門 61.3% となっている。一方、平成１２年の時点では

第１次産業部門 17.2% 、第２次産業部門 21.1% 、第３次産業部門 61.7% となり、同１７

年の方が第１次産業部門は 2.4 ポイント上回り、反対に第２次、３次産業部門はそれぞれ

2.0 ポイント、0.4 ポイント下回っている。 

 上記の平成１７年における産業部門別割合の同１２年に対する拡大率又は縮小率をみる

と、第１次産業部門の拡大率は 14.0% 、反対に第２次、３次産業部門の縮小率はそれぞれ

9.5%、0.7%となっている。 

 以上で記述した４か町村のおける就業者数の産業部門別割合の推移状況をまとめると次

のようである。 

 平成１７年における第１次産業部門割合は八束村 27.3% 、川上村 26.6% 、中和村 26.2% 、

湯原町 19.6% の順になり、八束村は川上村を 0.7 ポイント、中和村を 1.1 ポイント、湯

原町を 7.7 ポイント上回り、第２次産業部門割合は中和村 29.4% 、八束村 21.5% 、湯原

町 19.1% 、川上村 18.0% の順になり、中和村は八束村を 7.9 ポイント、湯原町を 10.3 ポ

イント、川上村を11.4ポイント上回り、第３次産業部門割合は湯原町61.3% 、川上村55.4% 、

八束村 51.2% 、中和村 44.4% の順になり、湯原町は川上村を 5.9 ポイント、八束村を 10.1

ポイント、中和村を 16.9 ポイント上回っている。 

 一方、平成１２の時点では第１次産業部門割合は川上村 26.2% 、八束村 25.7% 、中和村

21.3% 、湯原町 17.2% の順になり、川上村は八束村を 0.5 ポイント、中和村を 4.9 ポイ

ント、湯原町を 9.0 ポイント上回り、第２次産業部門は中和村 36.6% 、八束村 24.9% 、

湯原町 21.1% 、川上村 18.9% の順になり、中和村は八束村を 11.7 ポイント、湯原町を 15.5

ポイント、川上村を 17.7 ポイント上回り、第３次産業部門は湯原町 61.7% 、川上村 54.9% 、

八束村 49.4% 、中和村 42.1% の順になり、湯原町は川上村を 6.8 ポイント、八束村を 12.3

ポイント、中和村を 19.6 ポイント上回っている。 

 上記した４か町村における平成１７年の産業部門別割合を同１２年と比べると、前年次

の方が第１次産業部門は１ポイント未満～５ポイントの範囲で上回り、第２次産業部門は

１～７ポイントの範囲で下回り、第３次産業部門は湯原町を除く３か村では１～２ポイン

トの範囲で上回り、反対に湯原町は１ポイント未満下回っている。 

 以上の両年次間における産業部門割合の変化の様態を平成１７年における同割合の同１

２年に対する拡大率又は縮小率でみると、４か町村における第１次産業部門は拡大し、そ

の拡大率は中和村 23.0% 、湯原町 14.0% 、八束村 6.2%、川上村 1.5%の順になり、反対に

第２次産業部門は縮小し、その縮小率は中和村 19.7% 、八束村 13.7% 、湯原町 9.5%、川

上村 4.8%の順になっている。一方、第３次産業部門は湯原町を除く３か村では拡大し、そ

の拡大率は中和村 5.5%、八束村 3.7%、川上村 0.9%の順になり、反対に湯原町は 0.7%の縮

小となっている。 

 以上で記述したように、４か町村における産業部門別割合の平成１２～１７年間の推移

パタ－ンをみると、第１次産業部門は拡大、反対に第２次産業部門は縮小、そして第３次

産業部門は湯原町を除く３か村は拡大、反対に湯原町は縮小し、そのような状況のなかで

第１次産業部門における拡大率は中和村が突出し、次いで湯原町が続き、川上村は最低と

なり、第２次産業部門における縮小率は中和村は突出し、次いで八束村が続き、川上村は

最低となり、第３次産業部門における拡大率は中和村が高く、次いで八束村と続き、川上
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村は最低となり、反対に湯原町は極僅差の縮小となっているなどの点は注目される。 

 次に４か町村における産業部門別割合の概数（小数点以下四捨五入）を平成１２年と同

１７年の両時点で、第１次産業部門－第２次産業部門－第３次産業部門の順に列記すると

以下のとおりである。なお、四捨五入のための内訳の合計は１００％にならない場合もあ

る。 

  川上村 

    平成１２年：２６％－１９％－５５％ 

     同１７年：２７％－１８％－５５％ 

  八束村 

    平成１２年：２６％－２５％－４９％ 

     同１７年：２７％－２２％－５１％ 

  中和村 

    平成１２年：２１％－３７％－４２％ 

     同１７年：２６％－２９％－４４％ 

  湯原町 

    平成１２年：１７％－２１％－６２％ 

     同１７年：２０％－１９％－６１％ 

 

 第第第第４４４４項項項項 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの状況状況状況状況 

 平成１９年度からスタ－トした戦後最大の農政改革といわれる品目横断的経営安定対策

は、地域農業を維持するためには大規模経営農家の育成が必要不可欠であるとして、米、

麦、大豆、澱粉用馬鈴薯、テンサイの５品目の補助金を見直し、新たな農業助成制度（直

接支払い）を導入し、原則として４ha 以上（北海道１０ha 以上）の農業認定の農業者や、

５年以内の法人化などの条件を備えた２０ha 以上の集落営農組織を対象に実施されてい

る。この制度では小規模農家を地域農業を支えるうえで欠かせない存在であると位置づけ、

集落営農組織の設立を最大限支援することにしている。 

 本項では蒜山地域と同地域４か町村における農業集落数とその耕地面積規模別割合につ

いて、表４の資料により記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

 １１１１ 農業集落数農業集落数農業集落数農業集落数のののの微増微増微増微増 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における農業集落数は、平成１２年に１０２集落、同１７年には１０７集落と

５集落増加し、その増加率は 4.9%となっている。 

 真庭郡における農業集落数は、平成１２年に３７５集落、同１７年には３９３集落と１

８集落増加し、その増加率は 4.8%となり、岡山県の場合は平成１２年に 4,503 集落、同１

７年には 4,460 集落と３４集落減少し、その減少率は 0.8%となっている。 

 以上のように農業集落数は平成１２～１７年の間に蒜山地域と真庭郡は５％弱の増加、

反対に岡山県は１％弱の減少となっている。 

 （２） ４か町村 

 平成１７年における農業集落数は、湯原町４０集落、川上村２８集落、八束村２６集落、

中和村１３集落の順になり、同１２年に比べて湯原町は３集落、川上村と八束村は各１集

落増加し、その増加率はそれぞれ 8.1%、3.7%、4.0%となり、一方、中和村は横ばい状態と

なっている。 

 ２２２２ 農業集落数農業集落数農業集落数農業集落数のののの耕地面積規模別割合耕地面積規模別割合耕地面積規模別割合耕地面積規模別割合のののの推移推移推移推移 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における農業集落数の耕地面積規模別割合（以下、面積階層シェア）は、平成

１７年に１０ha 未満階層 19.6% 、１０～２０ha 階層 29.9% 、２０～３０ha 階層 25.2% 、

３０～５０ha 階層 17.8% 、５０ha 以上階層 7.5%となっている。一方、平成１２年の時点

では１０ha 未満階層 18.6% 、１０～２０ha 階層 28.4% 、２０～３０ha 階層 28.4% 、３０

～５０ha 階層 17.6% 、５０ha 以上階層 7.0%となっている。 

 上記の平成１７年における階層シェアは同１２年に比べて２０～３０ha を除く各階層
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において上回り、その較差は１０ha 未満階層 1.0 ポイント、１０～２０ha 階層 1.5 ポイ

ント、３０～５０ha 階層 0.2 ポイント、５０ha 以上階層 0.5 ポイントとなり、反対に２

０～３０ha 階層は 3.2 ポイント下回っている。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、平成１７年に 50.5% となり、同１２年を 2.5 ポ

イント下回っているが、それは上記したように同１７年における１０ha 未満と１０～２０

ha の両階層シェアの拡大と２０～３０ha 階層シェアの著しい縮小に依拠している。 

 真庭郡における農業集落数の耕地面積規模別割合は、平成１７年に１０ha未満層45.8% 、

１０～２０ha 階層 32.1% 、２０～３０ha 階層 14.0% 、３０～５０ha 階層 6.1%、５０ha

以上階層 2.0%となっている。一方、平成１２年の時点では１０ha 未満階層 46.4% 、１０

～２０ha 階層 35.2% 、２０～３０ha 階層 11.7% 、３０～５０ha 階層 4.8%、５０ha 以上

階層 1.9%となっている。 

 上記の平成１７年における階層シェアは同１２年に比べて１０ha 未満及び１０～２０

ha の両階層を除く各階層において上回り、その較差は２０～３０ha 階層 2.3 ポイント、

３０～５０ha 階層 1.3 ポイント、５０ha 以上階層 0.1 ポイントとなり、反対に１０ha 未

満階層は 0.6 ポイント、１０～２０ha 階層は 3.1 ポイント下回っている。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、平成１７年に 22.1% となり、同１２年を 3.7 ポ

イント上回っているが、それは上記したように同１７年における１０～２０ha 階層シェア

の著しい縮小と２０～３０ha と３０～５０ha の両階層シェアの拡大に起因している。 

 岡山県における農業集落数の耕地面積規模別割合は、平成１７年に１０ha 未満階層

41.2% 、１０～２０ha 階層 30.3% 、２０～３０ha 階層 14.9% 、３０～５０ha 階層 9.4%、

５０ha 以上階層 4.2%となっている。一方、平成１２年の時点では１０ha 未満階層 43.6% 、

１０～２０ha 階層 30.2% 、２０～３０ha 階層 14.1% 、３０～５０ha 階層 8.8%、５０ha

以上階層 3.3%となっている。 

 上記の平成１７年における階層シェアは同１２年に比べて１０ha 未満階層を除く各階

層は上回り、その較差は１０～２０ha 階層 0.1 ポイント、２０～３０ha 階層 0.8 ポイン

ト、３０～５０ha 階層 0.6 ポイント、５０ha 以上階層 0.9 ポイントとなり、反対に１０

ha 未満階層は 2.4 ポイント下回っている。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、平成１７年に 28.5% となり、同１２年を 2.3 ポ

イント上回っているが、それは上記したように１０ha 未満階層シェアの著しい縮小と２０

～３０ha 階層以上各階層シェアの拡大に連動したものである。 

 以上で記述した蒜山地域における耕地面積規模別割合の推移状況に関する真庭郡及び岡

山県との対比的まとめとして、平成１２年と同１７年の両時点における同割合の概数（小

数点以下四捨五入）を１０ha 未満階層－１０～２０ha 階層－２０～３０ha 階層－３０～

５０ha 階層－５０ha 以上階層－２０ha 以上階層の順に列記すると以下のようである。な

お、四捨五入のため内訳の合計は１００％にならない場合もある。 

  蒜山地域 

    平成１２年：１９％－２８％－２８％－１８％－７％－５３％ 

     同１７年：２０％－３０％－２５％－１８％－８％－５１％ 

  真庭郡 

    平成１２年：４６％－３５％－１２％－ ５％－２％－１８％ 

     同１７年：４６％－３２％－１４％－ ６％－２％－２２％ 

  岡山県 

    平成１２年：４４％－３０％－１４％－ ９％－３％－２６％ 

     同１７年：４１％－３０％－１５％－ ９％－４％－２９％ 

 以上のように平成１２～１７年の両時点において、蒜山地域における１０ha 未満階層は

１９～２０％を占め、一方、岡山県は４４～４１％、真庭郡は４６％を占め、蒜山地域と

の較差は２０ポイント以上に及んでいる。１０～２０ha 階層は蒜山地域２８～３０％、岡

山県３０％、真庭郡３５～３２％の順になり、３者の階層シェアは他の階層に比べて近接

している。２０～３０ha 階層以上の各階層シェアは蒜山地域の方が上回り、その内訳をみ

ると、２０～３０ha 階層は蒜山地域２８～２５％、岡山県１４～１５％、真庭郡１２～１
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４％、３０～５０ha 階層は蒜山地域１８～１８％、岡山県９～９％、真庭郡５～６％、５

０ha 以上階層は蒜山地域７～８％、岡山県３～４％となり、蒜山地域は各階層において突

出している。 

 上記した平成１７年における階層シェアを同１２年と比べると、蒜山地域は１０ha 未満

と１０～２０ha の両階層は拡大し、２０～３０ha 階層は著しく縮小し、真庭郡の場合は１

０～２０ha 階層は著しく縮小し、反対に２０～３０ha と３０～５０ha の両階層は拡大し、

岡山県の場合は１０ha 未満階層は著しく縮小し、反対に２０～３０ha 階層は拡大してい

る。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、蒜山地域５３～５１％、岡山県２６～２９％、真

庭郡１８～２２％の順になり、蒜山地域は岡山県及び真庭郡を超大幅に上回っている。 

 以上のように平成１７年の時点において、蒜山地域における農業集落数の５１％は品目

横断的経営安定対策事業における集落営農組織設立のための土地要件を備えているが、岡

山県と真庭郡における該当農業集落はそれぞれ２９％、２２％に過ぎない。      

  （２）４か町村 

 川上村における農業集落数の耕地面積規模別割合（以下、面積階層シェア）は、平成１

７年に１０ha 未満階層 3.6%、１０～２０ha 階層 25.0% 、２０～３０ha 階層 35.7% 、３０

～５０ha 階層 32.1% 、５０ha 以上階層 3.6%となっている。一方、平成１２年の時点では

１０ha 未満階層 3.7%、１０～２０ha 階層 14.8% 、２０～３０ha 階層 44.4% 、３０～５０

ha 階層 33.4% 、５０ha 以上階層 3.7%となっている。 

 上記の平成１７年における階層シェアは同１２年に比べて１０～２０ha 階層を除く各

階層において下回り、その較差は１０ha 未満階層 0.1 ポイント、２０～３０ha 階層 8.7 

ポイント、３０～５０ha 階層 1.3 ポイント、５０ha 以上階層 0.1 ポイントとなり、反対

に１０～２０ha 階層は 10.2 ポイント上回っている。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、平成１７年に 71.4% となり、同１２年を 10.1% 

下回っているが、それは上記したように１０～２０ha 階層シェアの顕著な拡大と２０～３

０ha 階層シェアの著しい縮小に連動した結果である。 

 八束村における農業集落数の耕地面積規模別割合は、平成１７年に１０～２０ha 階層

11.5% 、２０～３０ha 階層 26.9% 、３０～５０ha 階層 38.5% 、５０ha 以上階層 23.1% 

となり、１０ha 未満階層は該当集落不在とっている。一方、平成１２年の時点では１０～

２０ha 階層 8.0%、同２０～３０ha と３０～５０ha の両階層各 36.0% 、５０ha 以上階層

20.0% となり、１０ha 未満階層は該当集落不在となっている。 

 上記の平成１７年における階層シェアは同１２年に比べて２０～３０ha 階層を除く１

０～２０ha 階層以上の各階層を上回り、その較差は１０～２０ha 階層 3.5 ポイント、３

０～５０ha 階層 2.5 ポイント、５０ha 以上階層 3.1 ポイントとなり、反対に２０～３０

ha 階層は 9.1 ポイント下回っている。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、平成１７年に 88.5% となり、同１２年を 3.5 ポ

イント下回っているが、それは上記したように２０～３０ha 階層シェアの著しい縮小の方

が１０～２０ha、３０～５０ha、５０ha 以上の各階層シェアの拡大を上回る結果である。 

 中和村における農業集落数の耕地面積規模別割合は、平成１７年に１０ha 未満階層

7.7%、１０～２０ha 階層 61.5% 、２０～３０ha 階層 23.1% 、５０ha 以上階層 7.7%となり、

３０～５０ha 階層に該当集落はみられない。一方、平成１２年の時点では１０ha 未満階層

23.1% 、１０～２０ha 階層 53.8% 、２０～３０ha 階層 15.4% 、５０ha 以上階層 7.7%とな

り、３０～５０ha 階層に該当集落はみられない。 

 上記の平成１７年における階層シェアは同１２年に比べ１０ha 未満階層を除く各階層

を上回り、その較差は１０～２０ha 階層 7.7 ポイント、２０～３０ha 階層 7.7 ポイント

となり、反対に１０ha 未満階層は 15.4 ポイント下回り、５０ha 以上階層は横ばい状態と

なっている。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、平成１７年に 30.8% となり、同１２年を 7.7 ポ

イント上回っているが、それは上記したように１０ha 未満階層シェアの顕著な縮小と１０

～２０ha 及び２０～３０ha の両階層シェアの拡大に連動している。 
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 湯原町における農業集落数の耕地面積規模別割合は、平成１７年に１０ha 未満階層

47.5% 、１０～２０ha 階層 35.0% 、２０～３０ha 階層 17.5% となり、３０～５０ha と５

０ha 以上の両階層に該当集落はみられない。一方、平成１２年の時点では１０ha 未満階層

40.5% 、１０～２０ha 階層 43.2% 、２０～３０ha 階層 16.3% となり、３０～５０ha と５

０ha 以上の両階層は該当集落不在となっている。 

 上記の平成１７年における階層シェアは同１２年と比べて１０～２０ha 階層を除く各

階層を上回り、その較差は１０ha 未満階層 7.0 ポイント、２０～３０ha 階層 1.2 ポイン

トとなり、反対に１０～２０ha 階層は 8.2 ポイント下回っている。 

 次に２０ha 以上階層シェアをみると、平成１７年に 17.5% となり、同１２年を 1.2 ポ

イント上回っているが、それは上記したように１０ha 未満階層の顕著な拡大と１０～２０

ha 階層の著しい縮小が相殺され、２０～３０ha 階層の拡大に依拠した結果である。 

 以上で記述した４か町村における農業集落数の耕地面積規模別割合の推移状況のまとめ

として、平成１２年と同１７年の両時点における同割合の概数（小数点以下四捨五入）を

10ha未満階層－１０～２０ha階層－２０～３０ha階層－３０～５０ha階層－５０ha以上

階層－２０ha 以上階層の順に列記すると以下のとおりで、０％は該当集落不在を示す。な

お、四捨五入のため内訳の合計は１００％にならない場合もある。 

  川上村 

    平成１２年： ４％－１５％－４４％－３３％－ ４％－８２％ 

     同１７年： ４％－２５％－３６％－３２％－ ４％－７１％ 

  八束村 

    平成１２年： ０％－ ８％－３６％－３６％－２０％－９２％ 

     同１７年： ０％－１２％－２７％－３９％－２３％－８９％ 

  中和村 

    平成１２年：２３％－５４％－１５％－ ０％－ ８％－２３％ 

     同１７年： ８％－６２％－２３％－ ０％－ ８％－３１％ 

  湯原町 

    平成１２年：４１％－４３％－１６％－ ０％－ ０％－１６％ 

     同１７年：４８％－３５％－１８％－ ０％－ ０％－１８％ 

 以上のように階層シェアは平成１２～１７年の両時点において、１０ha 未満階層は湯原

町４１～４８％、中和村２３～８％、川上村４～４％、八束村０～０％の順になり、湯原

町は両時点において突出し、反対に八束村は該当集落不在となっている。１０～２０ha 階

層は中和村５４～６２％、湯原町４３～３５％、川上村１５～２５％、八束村８～１２％

の順になり、１０ha 未満階層の場合に類似して川上村・八束村に比べて中和村・湯原町は

上回り、とくに中和村は突出している。２０～３０ha 階層は川上村４４～３６％、八束村

３６～２７％、中和村１５～２３％、湯原町１６～１８％の順になり、１０～２０ha 階層

の場合と違って川上村・八束村の方が大幅に上回っている。３０～５０ha 階層は八束村３

６～３９％、川上村３３～３２％の順になり、中和村と湯原町は該当集落不在となってい

る。５０ha 以上階層は八束村２０～２３％、中和村８～８％、川上村４～４％、湯原町０

～０％の順になり、八束村が突出している。 

 上記した平成１７年における階層シェアは同１２年と比べて、１０ha 未満階層では中和

村は著しく縮小し、反対に湯原町は拡大し、１０～２０ha 階層では湯原町を除く３か村は

著しく拡大し、反対に湯原町は縮小し、２０～３０ha 階層では川上村と八束村は著しく縮

小し、反対に中和村と湯原町は拡大し、とくに中和村は著しく拡大し、３０～５０ha 階層

では八束村は幾分拡大し、５０ha 以上階層でも八束村は幾分拡大している。 

 次に平成１２～１７年の両時点における２０ha 以上階層シェアをみると、八束村９２～

８９％、川上村８２～７１％、中和村２３～３１％、湯原町１６～１８％の順になり、八

束村と川上村は突出している。なお、平成１７年におけ同階層シェアは八束村と川上村で

は縮小し、反対に中和村と湯原町では拡大し、とくに中和村は著しく拡大している。以上

の八束村と川上村における縮小はとくに２０～３０ha 階層の縮小と１０～２０ha 階層の

拡大に起因し、一方、中和村における拡大は１０ha 未満階層の顕著な縮小と１０～２０ha
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及び２０～３０ha の両階層の拡大に連動したものである。 

 上記したように平成１７年の時点で八束村は８９％、川上村は７１％の集落が品目横断

的対策事業による集落営農組織設立の土地的要件を備えている。しかし、中和村は３１％、

湯原町は１８％の農業集落がその資格を備えているに過ぎない。 

 

 第第第第２２２２節節節節 主要産業主要産業主要産業主要産業のののの盛衰盛衰盛衰盛衰 

 

 本節では蒜山地域と同地域４か町村における商業、工業、観光業、農林業の概ね平成６

～１７年間に亘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１１１１項項項項 商業商業商業商業のののの衰退衰退衰退衰退 

 商業の平成６～１６年間における推移状況を卸売・小売業を合わせた商店数、従業者数、

商品販売額の３側面から表５の資料により記述する。 

 １１１１ 商店数商店数商店数商店数のののの減少減少減少減少 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における商店数は、平成１１年に１６９店、同１６年には１４８店に減少し、

その減少率は 12.4%となっている。一方、平成６～１１年の減少率は 4.1%となり、同１１

～１６年の方が 8.3 ポイント上回っている。 

 真庭郡における商店数は、平成１１年９４７店、同１６年には８４６店に減少し、その

減少率は 10.7%となっている。一方、平成６～１１年の減少率は 5.8%となり、同１１～１

６年の方が 4.9 ポイント上回っている。 

 岡山県における商店数は、平成１１年に 29,090 店、同１６年には 25,468 店に減少し、

その減少率は 12.5% となっている。一方、平成６～１１年の減少率は 2.4%となり、同１１

～１６年の方が 10.1 ポイント上回っている。 

 以上で記述した蒜山地域における商店数の平成６～１６年間に亘る推移状況を真庭郡及

び岡山県と対比し、まとめると次のとおりである。 

 蒜山地域における商店数は、平成１１年に１６９店、同１６年には１４８店に減少し、

以上の商店数の真庭郡及び岡山県に対する比率は平成１１年にそれぞれ 17.8% 、0.58% 、

同１６年にはそれぞれ 17.5% 、0.58% となり、両時点間に変化はみられない。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における商店数は平成６～１６年間に一貫して減

少し、その減少率は真庭郡 15.0% 、岡山県 14.6% 、蒜山地域 13.0 の順になっている。以

上の減少状況を平成６～１１年と同１１～１６年に分けてみると、前期間における減少率

は真庭郡 5.8%、蒜山地域 4.1%、岡山県 2.4%の順になり、蒜山地域は真庭郡を 1.7 ポイン

ト下回り、反対に岡山県を 1.7 ポイント上回っている。一方、後期間における減少率は岡

山県 12.5% 、真庭郡 10.7%、蒜山地域 12.4%の順になり、蒜山地域は岡山県を 0.1 ポイン

ト、真庭郡を 0.5 ポイント下回っている。以上のように減少率は平成１１～１６年の方が

上回り、その較差は岡山県 10.1 ポイント、蒜山地域 8.3 ポイント、真庭郡 4.9 ポイント

の順になっている。 

 （２） ４か町村 

 川上村における商店数は、平成１１年に３６店、同１６年には３２店に減少し、その減

少率は 11.1% となっている。一方、平成６～１１年には 38.4% の増加となっている。 

 八束村における商店数は、平成１１年に４２店、同１６年には４６店に増加し、その増

加率は 9.5%となっている。一方、平成６～１１年には 22.2% の減となっている。 

 中和村における商店数は、平成１１年に１６店、同１６には１１店に減少し、その減少

率は 37.5% となっている。一方、平成６～１１年には 33.3% の減少となっている。 

 湯原町における商店数は、平成１１年に７５店、同１６年には５９店に減少し、その減

少率は 21.3% となっている。一方、平成６～１１年は増減率０％となり、横ばい状態とな

っている。 

 以上で記述した４か町村における商店数の平成６～１６年間に亘る推移状況をまとめる
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と次のとおりである。 

 ４か町村における商店数は平成６～１６年間に川上村は増加基調、反対に他の３か町村

は減少基調で推移し、その推移経過のもとで、平成１１年における４か町村の商店数１６

９店の町村別割合は、湯原町 44.4% 、八束村 24.9% 、川上村 21.3% 、中和村 9.4%の順に

なり、一方、同１６年における商店数１４３店の町村別割合は湯原町 39.9% 、八束村 31.1% 、

川上村 21.6% 、中和村 7.4%の順になっている。 

 上記した商店数の平成６～１６年間における増減率をみると、川上村は 23.1% 増加し、

反対に他の３か町村は減少し、その減少率は中和村 26.7% 、湯原町 21.3% 、八束村 14.8% 

の順になっている。以上の増減状態を平成６～１１年と同１１～１６年に分けてみると、

前期間に川上村は 38.4% 増加し、反対に他の３か町村は減少し、その減少率は中和村

33.3% 、八束村 22.2% の順となり、湯原町は増減率０％となっている。一方、後期間には

八束村は増加し、その増加率は 9.5% となり、反対に湯原町、中和村、及び川上村は減少

し、その減少率はそれぞれ 37.5% 、21.3% 、11.1% となっている。 

 以上のように平成６～１１年に減少した中和村と八束村は同１１～１６年に増加に転

じ、反対に川上村は増加から減少に転じ、湯原町は前期間の横ばい状態から減少に転じ、

中和村は両期間とも減少している。 

 ２２２２ 従業者数従業者数従業者数従業者数のののの減少減少減少減少 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における従業者数は、平成１１年に６７４人、同１６年には６２９人に減少し、

その減少率は 6.7%となっている。一方、平成６～１１年には 22.5% の増加となっている。 

 真庭郡における従業者数は、平成１１年に 4,088 人、同１６年には 3,798 人に減少し、

その減少率は 7.1%となっている。一方、平成６～１１年には 4.3%の増加となっている。 

 岡山県における従業者数は、平成１１年に 182,454 人、同１６年には 166,363 人に減少

し、その減少率は 8.8%となっている。一方、平成６～１１年には 8.0%増加となっている。 

 以上で記述した蒜山地域における従業者数の平成１１～１６年間に亘る推移状況を真庭

郡及び岡山県と対比的にまとめると次のようである。 

 蒜山地域における従業者数は、平成１１年に６７４人、同１６年には６２９人に減少し、

以上の従業者数の真庭郡及び岡山県に対する比率は平成１１年にそれぞれ 16.5% 、0.37% 、

同１６年にはそれぞれ 16.6% 、0.37% となり、両時点間に変化みられない。 

 上記した従業者数は平成６～１６年間に蒜山地域は増加基調、真庭郡及び岡山県は減少

基調のパタ－ンで推移し、上記期間中に蒜山地域は 14.4% の増加、反対に真庭郡と岡山県

は減少し、その減少率はそれぞれ 3.1%、1.6%の順になっている。以上の増減状態を平成６

～１１年と同１１～１６年に分けると、前期間は増加し、蒜山地域 22.5% 、岡山県 8.0%、

真庭郡 4.3%の順となり、蒜山地域は岡山県を 14.5 ポイント、真庭郡を 18.2 ポイント上回

り、反対に後期間は減少し、岡山県 8.8%、真庭郡 7.1%、蒜山地域 6.7%の順となり、蒜山

地域は岡山県を 2.1 ポイント、真庭郡を 0.4 ポイント下回っている。 

 （２） ４か町村 

 川上村における従業者数は、平成１１年に２９８人、同１６年には２３５人に減少し、

その減少率は 21.1% となっている。一方、平成６～１１年には 192.2%の増加となっている。 

 八束村における従業者数は、平成１１年に１６９人、同１６年には２１５人に増加し、

その増加率は 27.2% となっている。一方、平成６～１１年には 23.5% の減少となっている。 

 中和村における従業者数は、平成１１年に４２人、同１６年には３２人に減少し、その

減少率は 23.8% となっている。一方、平成６～１１年には 27.3% の増加となっている。 

 湯原町における従業者数は、平成１１年に１６５人、同１６年には１４７人に減少し、

その減少率は 10.9% となっている。一方、平成６～１１年の減少率は 14.9% となり、同１

１～１６年の方が 4.0 ポイント下回っている。 

 以上で記述した４か町村における商店従業者数の平成１１～１６年間に亘る推移状況を

まとめると次のとおりである。 

 ４か町村の平成１１年における従業者総数６７４人の町村別割合は川上村 44.2% 、八束

村 25.1% 、湯原町 24.5% 、中和村 6.2%の順になり、一方、同１６年の従業者総数６２９
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人の同割合は川上村 37.4% 、八束村 34.2% 、湯原町 23.4% 、中和村 5.0%の順になってい

る。 

 ４か町村における従業者数は平成６～１６年間に川上村は増加基調、八束村と中和村は

減少基調、湯原町は一貫した減少パタ－ンで推移し、同期間に川上村は 130.4%の増加、反

対に他の３か町村は減少し、その減少率は湯原町 24.2% 、中和村 3.0%、八束村 2.7%の順

になっている。上記の増減状態を平成６～１１年と同１１～１６年に分けると、前期間に

川上村と中和村は増加し、その増加率はそれぞれ 192.2%、27.3% の順になり、反対に他の

２か町村は減少し、その減少率は八束村 23.5% 、湯原町 14.9% の順になっている。一方、

後期間には八束村は 27.2% の増加、反対に他の３か町村は減少し、その減少率は中和村

23.8% 、川上村 21.1% 、湯原町 10.9% の順になっている。 

 以上のように前期間に増加した川上村と中和村は後期間に減少に転じ、一方、前期間に

減少した八束村と湯原町のうち八束村は後期間に増加に転じ、湯原町は引き続き減少して

いるが、その減少率は前期間を下回っている。 

 ３３３３ 商品販売額商品販売額商品販売額商品販売額のののの減少減少減少減少 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における商品販売額は、平成１１年に１１４億２千７００万円、同１６年には

７５億５千５００万円に減少し、その減少率は 33.9% となっている。一方、平成６～１１

年には 24.3% の増加となっている。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に１千６９５万円、同１６年には１千２０

１万円に減少し、その減少率は 29.2% となっている。一方、平成６～１１年には 1.4%の増

加となっている。 

 真庭郡における商品販売額は、平成１１年に７８０億７千１００万円、同１６年には６

８８億５千万円に減少し、その減少率は 11.8% となっている。一方、平成６～１１年には

12.7% の減少となり、同１１～１６年の方が 0.9 ポイント下回っている。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に１千９１０万円、同１６年には１千８１

３万円に減少し、その減少率は 5.1%となっている。一方、平成６～１１年には 16.3% の減

少となり、同１１～１６年の方が 11.2 ポイント下回っている。 

 岡山県における商品販売額は、平成１１年に６兆４千２４億１千２００万円となり、同

１６年には５兆４千５１６億４千万円に減少し、その減少率は 14.9% となっている。一方、

平成６～１１年には 4.8%の減少となり、同１１～１６年の方が 10.1 ポイント上回ってい

る。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に３千５０９万円、同１６年には３千２７

７万円に減少し、その減少率は 6.6%となっている。一方、平成６～１１年には 11.8% の減

少となり、同１１～１６年の方が 5.2 ポイント下回っている。 

 以上で記述した蒜山地域における商品販売額の平成６～１６年間に亘る推移状況を真庭

郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 商品販売額は平成６～１６年間に蒜山地域は減少基調、真庭郡と岡山県は一貫した減少

パタ－ンで推移している。その過程において蒜山地域における商品販売額は、平成１１年

に１１４億２千７００万円、同１６年には７５億５千５００万円に減少し、以上の商品販

売額の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１１年にそれぞれ 14.6% 、0.18% 、同１６

年にはそれぞれ 11.0% 、0.14% となり、両比率とも時系列的に下降している。 

 上記した商品販売額の平成６～１６年における減少率は真庭郡 23.0% 、岡山県 19.0% 、

蒜山地域 17.8% の順になっている。以上の期間を平成６～１１年と同１１～１６年に分け

ると、前期間に蒜山地域は 24.3% の増加、反対に真庭郡は 12.7% 、岡山県は 4.8%の減少

となっている。一方、後期間には減少し、その減少率は蒜山地域 33.9% 、岡山県 14.9% 、

真庭郡 11.8% の順になり、蒜山地域は岡山県を 19.0 ポイント、真庭郡を 22.1 ポイントと

超大幅に上回っている。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に岡山県３千５０９万円、真庭郡１千９１

０万円、蒜山地域１千６９５万円の順になっている。一方、平成１６年には岡山県３千２

７７万円、真庭郡１千８１３万円、蒜山地域１千２０１万円の順になり、同１１～１６年
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間の減少率は蒜山地域 29.2% 、岡山県 6.6%、真庭郡 5.1%の順になり、蒜山地域は岡山県

を 22.6 ポイント、真庭郡を 24.1 ポイントと超大幅に上回っている。 

 上記のように岡山県における従業者１人当たり商品販売額は両時点において真庭郡及び

蒜山地域を大幅に上回り、岡山県における同販売額を１００とした指数で示すと、平成１

１年に真庭郡５４、蒜山地域４８、同１６年には真庭郡５５、蒜山地域３７となっている。 

 （２） ４か町村 

 川上村における商品販売額は、平成１１年に５５億６千４００万円、同１６年には２４

億９００万円に減少し、その減少率は 56.7% となっている。一方、平成６～１１年には

147.0%の増加となっている。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に１千８６７万円、同１６年には１千０２

５万円に減少し、その減少率は45.1% となっている。一方、平成６～１１年の減少率は15.4% 

となり、同１１～１６年の方が 29.7 ポイント上回っている。 

 八束村における商品販売額は、平成１１年に３１億４千９００万円、同１６年には２８

億３千７００万円に減少し、その減少率は 9.9%となっている。一方、平成６～１１年の減

少率は 12.4% となり、同１１～１６年の方が 2.5 ポイント下回っている。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に１千８６３万円、同１６年には１千３２

０万円に減少し、その減少率は 29.2% となっている。一方、平成６～１１年には 14.5% 

の増加となっている。 

 中和村における商品販売額は、平成１１年に４億８００万円、同１６年には３億４００

万円に減少し、その減少率は 25.5% となっている。一方、平成６～１１年には 3.3%の増加

となっている。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に９７０万円、同１６年には９５０万円に

減少し、その減少率は 2.1%となっている。一方、平成６～１１年の減少率は 18.8% となり、

同１１～１６年の方が 16.7 ポイント下回っている。 

 湯原町における商品販売額は、平成１１年に２３億６００万円、同１６年には２０億５

００万円に減少し、その減少率は 13.1% となっている。一方、平成６～１１年の減少率は

21.9% となり、同１１～１６年の方が 8.8 ポイント下回っている。 

 従業者１人当たり商品販売額は、平成１１年に１千３９８万円、同１６年には１千３６

４万円に減少し、その減少率は 2.4%となっている。一方、平成６～１１年の減少率は 8.2%

となり、同１１～１６年の方が 5.8 ポイント下回っている。 

 以上で記述した４か町村における商品販売額の平成６～１６年間に亘る推移状況をまと

めると以下のとおりである。 

 ４か町村における商品販売額は平成６～１６年間に亘り川上村と中和村は減少基調、八

束村と湯原町は一貫した減少パタ－ンで推移し、その過程で平成１１年における商品販売

総額１１４億２千７００万円の町村別割合は、川上村 48.7% 、八束村 27.6% 、湯原町 20.1% 、

中和村 3.6%の順になり、同１６年における商品販売総額７５億５千５００万円の町村別割

合は、八束村 37.6% 、川上村 31.9% 、湯原町 26.5% 、中和村 4.0%の順になっている。 上

記した商品販売額の平成６～１６年間の減少率は、湯原町 32.1% 、中和村 23.0% 、八束村

21.1% 、川上村 7.1%の順になっている。以上の期間を平成６～１１年と同１１～１６年に

分けると、前期間に川上村と中和村は増加し、その増加率はそれぞれ 147.0%、3.3%、反対

に湯原町と八束村は減少し、その減少率はそれぞれ 21.9% 、12.4% となっている。一方、

後期間には各町村とも減少し、その減少率は川上村 56.7% 、中和村 25.5% 、湯原町 13.1% 、

八束村 9.9%の順になり、川上村は突出し、続いて中和村も高い水準を示し、前期間におけ

る増加は一転して急激な減少に変わっている。 

 ４か町村における従業者１人当たり商品販売額は平成１１年に川上村１千８６７万円、

八束村１千８６３万円、湯原町１千３９８万円、中和村９７０万円の順になっている。一

方、平成１６年の時点では湯原町１千３６４万円、八束村１千３２０万円、川上村１千０

２５万円、中和村９５０万円の順になり、同１１～１６年間の減少率は川上村 45.1% 、八

束村 29.2% 、湯原町 2.4%、中和村 2.1%の順になり、川上村は著しく突出し、一方、湯原

町と中和村は極めて低水準となっている。 
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 上記したように平成１１年と同１６年における従業者１人当たり商品販売額には町村間

較差がみられ、その販売額が最高となった町村を１００としたときの指数を示すと、平成

１１年は川上村１００、八束村１００、湯原町７５、中和村５２、同１６年には湯原町１

００、八束村９７、川上村７５、中和村７０となっている。 

  

 第第第第２２２２項項項項 工業進展工業進展工業進展工業進展のののの明暗明暗明暗明暗 

 工業の平成７～１６年における推移状況を従業者数４人以上事業所を対象に、事業所数、

従業者数、製造品出荷額等（製品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額の総和で、そのう

ち製造品出荷額が全体の概ね９０％を占める）の側面から表６の資料に基づき記述する。 

 １１１１ 事業所数事業所数事業所数事業所数のののの減少減少減少減少  

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における事業所数は、平成１２年に２８事業所、同１６年には２５事業所に減

少し、その減少率は 10.7% となっている。一方、平成７～１２年には 26.3% 減少し、同１

２～１６年の方が 15.6 ポイント下回っている。 

 真庭郡における事業所数は、平成１２年に１８４事業所、同１６年には１５３事業所に

減少し、その減少率は 16.9% となっている。一方、平成７～１２年には 17.5% 減少し、同

１２～１６年の方が 0.6 ポイント下回っている。 

 岡山県における事業所数は、平成１２年に 5,435 事業所、同１６年には 4,389 事業所に

減少し、その減少率は 19.3% となっている。一方、平成７～１２年には 15.8% 減少し、同

１２～１６年の方が 3.5 ポインと上回っている。 

 以上で記述した蒜山地域における事業所数の平成７～１６年間に亘る推移状況を真庭郡

及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における事業所数は、平成１２年に２８事業所、同１６年には２５事業所に減

少し、以上の事業所数の真庭郡及び岡山県に対する比率は平成１２年にそれぞれ 15.2% 、

0.52% 、同１６年にはそれぞれ 19.5% 、0.57% となり、時系列的に上昇している。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における事業所数は平成７～１６年間に一貫して

減少し、その減少率は蒜山地域 34.2% 、岡山県 32.0% 、真庭郡 31.4% の順になり、上記

の減少期間を平成７～１２年と同１２～１６年に分けると、前期間は蒜山地域 26.3% 、真

庭郡 17.5% 、岡山県 15.8% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 8.8 ポイント、岡山県を 10.5

ポイント上回っている。一方、後期間は岡山県 19.3% 、真庭郡 16.9% 、蒜山地域 10.7% 

の順になり、蒜山地域は真庭郡を 6.2 ポイント、岡山県を 8.6 ポイント下回っている。以

上のように蒜山地域と真庭郡は後期間の方が下回り、その前後両期間の較差は蒜山地域

15.6 ポイント、真庭郡 0.6 ポイントとなり、一方、岡山県は前期間の方が 3.5 ポイント下

回っている。 

 （２） ４か町村 

 川上村における事業所数は、平成１２年に９事業所、同１６年には７事業所に減少し、

その減少率は 22.3% となっている。一方、平成７～１２年は 12.5% の増加となっている。 

 八束村における事業所数は、平成１２年に１１事業所、同１６年には１０事業所に減少

し、その減少率は 9.1%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 35.3% となり、同

１２～１６年の方が 26.2 ポイント下回っている。 

 中和村における事業所数は、平成１２年に２事業所、同１６年には１事業所に減少し、

その減少率は 50.0% となっている。一方、平成７～１２年には事業所数に変化はみられな

い。 

 湯原町における事業所数は、平成１２年に６事業所、同１６年には７事業所に増加し、

その増加率は 16.7% となっている。一方、平成７～１２年には 45.5% の減少となっている。 

 以上で記述した４か町村における事業所数の平成７～１６年間に亘る推移状況をまとめ

ると次のとおりである。 

 ４か町村における事業所数は平成７～１６年に八束村は一貫した減少、他の３か町村は

減少基調のパタ－ンで推移し、その過程で平成１２年における４か町村２８事業所の町村

別割合は八束村 39.3% 、川上村 32.1% 、湯原町 21.4% 、中和村 7.2%の順になり、同１６
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年の時点では２５事業所の同割合は八束村 40.0% 、川上村と湯原町各 28.0% 、中和村 4.0%

の順になっている。 

 上記した事業所数は平成７～１６年に減少し、その減少率は中和村 50.0% 、八束村

41.2% 、湯原町 36.4% 、川上村 12.5% の順になっている。以上の期間を平成７～１２年と

同１２～１６年に分けてみると、前期間に川上村は 12.5% 増加、反対に湯原町は 45.5% 、

八束村は 35.3% 減少し、中和村は横ばい状態となている。一方、後期間には湯原町は 16.7% 

の増加となり、反対に他の３か村は減少し、その減少率は中和村 50.0% 、川上村 22.3% 、

八束村 9.1%の順になっている。 

 ２２２２ 従業者数従業者数従業者数従業者数のののの増加増加増加増加 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における従業者数は、平成１２年に４０７人、同１６年には４４２人に増加し、

その増加率は 8.6%となっている。一方、平成７～１２年には 18.8% の減少となっている。 

 真庭郡における従業者数は、平成１２年に 4,506 人、同１６年には 3,760 人に減少し、

その減少率は 16.6% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 15.0% となり、同１

２～１６年の方が 1.6 ポイント上回っている。 

 岡山県における従業者数は、平成１２年に 165,262 人、同１６年には 149,048 人に減少

し、その減少率は 9.8%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 13.7% となり、同

１２～１６年の方が 3.9 ポイント下回っている。 

 以上で記述した蒜山地域における従業者数の平成１２～１６年間に亘る推移状況を真庭

郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における従業者数は、平成１２年に４０７人、同１６年には４４２人に増加し、

以上の従業者数の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそれぞれ 9.0%、0.25% 、

同１６年にはそれぞれ 13.1% 、0.33９１% となり、時系列的に上昇している。 

 上記した従業者数は平成７～１６年に蒜山地域は減少基調、真庭郡及び岡山県は一貫し

た減少パタ－ンで推移し、その減少率は真庭郡 29.1% 、岡山県 22.2% 、蒜山地域 11.8% 

の順になっている。以上の期間を平成７～１２年と同１２～１６年に分けると、前期間は

減少し、その減少率は蒜山地域 18.8% 、真庭郡 15.0% 、岡山県 13.7% の順になり、一方、

後期間には蒜山地域は 8.6%の増加、反対に真庭郡は 16.6% 、岡山県は 9.8%の減少となり、

蒜山地域における増加は注目される。 

 （２） ４か町村 

 川上村における従業者数は、平成１２年に９４人、同１６年には５４人に減少し、その

減少率は 42.6% となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 12.2% となり、同１２～

１６年の方が 30.4 ポイント上回っている。 

 八束村における従業者数は、平成１２年に２２９人、同１６年には２１９人に減少し、

その減少率は 4.4%となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 18.8% となり、同１２

～１６年の方が 14.4 ポイント下回っている。 

 中和村にける従業者数は、平成１２年はＸ人（秘密保護のため公表不能）、同１６年に

は４９人となっている。 

 湯原町における従業者数は、平成１２年に８４人、同１６年には１６９人と急激に増加

し、その増加率は 101.2%となっている。一方、平成７～１２年は 25.0% 減少となり、同１

２～１６年における飛躍的な増加は注目される。 

 以上で記述した４か町村における従業者数の平成１２～１６年間に亘る推移状況をまと

めると次のとおりである。 

 ４か町村における平成１２年の従業者総数４０７人の町村別割合は八束村 56.3% 、川上

村 23.1% 、湯原町 20.6% 、中和村ｘ% の順になり、一方、同１６年における従業者総数４

４２人（中和村４９人を除く）の同割合は八束村 49.6% 、湯原町 38.2% 、川上村 12.2% 

の順になっている。 

 ４か町村における従業者数は平成７～１６年間に川上村と八束村は一貫した減少、反対

に湯原町は増加基調のパ－ンで推移し、同期間の減少率は川上村 49.5% 、八束村 22.3% 

の順になり、反対に湯原町は 50.9% の増加となっている。以上の期間を平成７～１２年と
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同１２～１６年に分けると前期間は減少し、その減少率は湯原町 25.0% 、八束村 18.8% 、

川上村 12.2% の順になり、湯原町は突出し、一方、後期間の減少は川上村 42.6% 、八束村

4.4%の順になり、反対に湯原町は 101.2%の増加となり、川上村の突出した減少と湯原町に

おける前期間の著しい減少から後期間における顕著な増加への転換は特徴的である。 

 ３３３３ 製造品出荷額等製造品出荷額等製造品出荷額等製造品出荷額等のののの増加増加増加増加 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における製造品出荷額等は、平成１２年に５８億２千７０８万円、同１６年に

は７２億１千６２２万円に増加し、その増加率は 23.8% となっている。一方、平成７～１

２年の増加率は 3.5%となり、同１２～１６年の方が 20.3 ポイント上回っている。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成１２年に１千４３２万円、同１６年には１千

６３３万円に増加し、その増加率は 14.0% となっている。一方、平成７～１２年の増加率

は 27.4% となり、同１２～１６年の方が 13.4 ポイント下回っている。 

 真庭郡における製造品出荷額等は、平成１２年に９８６億２千４６８万円、同１６年に

は８０３億５千４６９万円に減少し、その減少率は 18.5% となっている。一方、平成７～

１２年の減少率は 9.2%となり、同１２～１６年の方が 9.3 ポイント上回っている。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成１２年に２千１８９万円、同１６年には２千

１３７万円に減少し、その減少率は 2.4%となっている。一方、平成７～１２年には 6.8%

の増加となっている。 

 岡山県における製造品出荷額等は、平成１２年に６兆３千６９５億１００万円、同１６

年には６兆６千８３６億７千８００万円に増加し、その増加率は 4.9%となっている。一方、

平成７～１２年には 6.3%の減少となっている。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成１２年に３千８５４万円、同１６年には４千

４８２万円に増加し、その増加率は 16.3% となっている。一方、平成７～１２年の増加率

は 8.7%となり、同１２～１６年の方が 7.6 ポイント上回っている。 

 以上に記述した蒜山地域における製造品出荷額等の平成７～１６年間に亘る推移状況を

真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 製造品出荷額等は平成７～１６年間に亘り蒜山地域は一貫した増加、真庭郡は一貫した

減少、岡山県は減少基調と相互に異なるパタ－ンで推移している。以上の過程において蒜

山地域における製造品出荷額等は平成１２年に５８億２千７０８万円、同１６年には７２

億１千６２２万円に増加している。 

 上記の製造品出荷額等の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡山

県比）は、平成１２年にそれぞれ 5.9%、0.10% 、同１６年にはそれぞれ 9.0%、0.11%とな

り、対真庭郡比は経年的に上昇しているが、対岡山県比には大きな変化はみられない。 

 上記した製造品出荷額等の平成７～１６年における増減率をみると、蒜山地域は 28.1% 

の増加、反対に真庭郡は 26.0% 、岡山県は 1.7%の減少となっている。以上の期間を平成７

～１２年と同１２～１６年に分けると、前期間に蒜山地域は 3.5%の増加、反対に真庭郡は

9.2%、岡山県は 6.3%減少となっている。一方、後期間には蒜山地域は 23.8% 、岡山県は

4.9%増加し、反対に真庭郡は 18.5% の減少となり、前期間と比べて蒜山地域の増加率と真

庭郡の減少率はそれぞれ 20.3 ポイント、9.3 ポイント上回り、一方、岡山県は前期間の減

少から後期間に増加に転じている。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成１２年に岡山県３千８５４万円、真庭郡２１

８９万円、蒜山地域１千４３２万円の順になっている。一方、平成１６年の時点では岡山

県４千４８２万円、真庭郡２千１３７万円、蒜山地域１千６３３万円の順になり、同１２

年と比べて岡山県は 16.3% の増加、真庭郡は 2.4%の減少、蒜山地域は 14.0% の増加とな

っている。 

 上記のように岡山県における従業者１人当たり製造品出荷額等は、両時点において真庭

郡及び蒜山地域を大幅に上回り、岡山県における同出荷額等を１００とした指数で示すと、

平成１２年は真庭郡５７、蒜山地域３７、同１６年にはそれぞれ４８、３６となっている。 

 （２）４か町村 

 川上村における製造品出荷額等は、平成１２年に６億２千７６１万円、同１６年には３
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億５千７６４万円に減少し、その減少率は 43.0% となっている。一方、平成７～１２年の

減少率は 29.2% となり、同１２～１６年の方が 13.8 ポイント上回っている。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成１２年に６６８万円、同１６には６６２万円

と僅差ながら減少し、その減少率は 0.9%となっている、一方、平成７～１２年の減少率は

19.3% となり、同１２～１６年の方が 18.4 ポイント下回っている。 

 八束村における製造品出荷額等は、平成１２年に３８億４千９０５万円、同１６年には

３２億３千５９３万円に減少し、その減少率は 15.9% となっている。一方、平成７～１２

年には 3.9%の増加となっている。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成１２年に１千６８１万円、同１６年には１千

４７８万円に減少し、その減少率は 12.1% となっている。一方、平成７～１２年には 28.0% 

の増加となっている。 

 中和村における製造品出荷額等は、平成１２～１６年はＸ万円となっている。 

 湯原町における製造品出荷額等は、平成１２年に１３億５千０４２万円、同１６年には

３６億２千２６５万円に増加し、その増加率は 168.3%となっている。一方、平成７～１２

年の増加率は 29.5% となり、同１２～１６年の方が 138.8 ポイントと超大幅に上回ってい

る。以上の製造品出荷額等の平成１６年における劇的な増加は、同１５年に誘致した電子

部品・デバイス製造業３事業所の稼働によるものである。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成１２年に１千６０７万円、同１６年には２千

１４４万円に増加し、その増加率は 33.4% となっている。一方、平成７～１２年の増加率

は 72.6% となり、同１２～１６年の方が 39.2 ポイント下回っている。 

 以上に記述した４か町村における製造品出荷額等の平成７～１６年間に亘る推移状況を

まとめると以下のとおりである。 

 ４か町村における製造品出荷額等は平成７～１６年間に川上村は一貫した減少、八束村

は減少基調、湯原町は急激な増加と相互に異なるパタ－ンで推移している。その過程にお

いて平成１２年における３か町村の製造品出荷額等総額５８億２千７０８万円の町村別割

合は、八束村 66.1% 、湯原町 23.1% 、川上村 10.8% の順になり、同１６年の時点では同

総額７２億１千６２２万円の町村別割合は湯原町 50.2% 、八束村 44.8% 、川上村 5.0%の

順になっている。 

 上記した製造品出荷額等の平成７～１６年における増減率をみると、川上村は 59.%、八

束村は 12.6% の減少、反対に湯原町は 247.3%の増加となっている。以上の期間を平成７～

１２年と同１２～１６年に分けると、前期間に川上村は 29.2% の減少、反対に湯原町は

29.5% 、八束村は 3.9%の増加となっている。一方、後期間には川上村は 43.0% 、八束村は

15.9% の減少、反対に湯原町は 168.3%の増加となり、前期間に比べて川上村の減少率と湯

原町の増加率は大幅に上回り、八束村は前期間における増加から後期間の急激な減少に転

じている。 

 従業者１人当たり製造品出荷額等は、平成７～１６年間において川上村は一貫した減少、

八束村は増加基調、湯原町は一貫した急増パタ－ンで推移し、その過程で平成１２年に八

束村１千６８１万円、湯原町１千６０７万円、川上村６６８万円の順になり、同１６年に

は湯原町２千１４４万円、八束村１千４７８万円、川上村６６２万円の順になっている。 

 上記した従業者１人当たり製造品出荷額等は平成７～１６年に川上村は 20.1%減少、反

対に湯原町は 130.3%、八束村は 12.1% 増加となっている。 

 以上の期間を平成７～１２年と同１２～１６年に分けると、前期間に川上村は 19.3% 減

少、反対に湯原町は 72.6% 、八束村は 28.0% の増加となっている。一方、後期間には八束

村は 12.1% 、川上村は 0.9%の減少、反対に湯原町は 33.4% の増加となり、前期間に比べ

て川上村の減少率は大幅に下回り、一方、湯原町の増加率は大幅に下回り、八束村は前期

間の増加から後期間の減少に転じている。 

 先に記述した平成１２年と同１６年における従業者１人当たり製造品出荷額等には町村

間較差が見られ、その最高出荷額等を示した町村を１００とした指数で示すと、平成１２

に八束村１００、湯原町９６、川上村４０、同１６年には湯原町１００、八束村６９、川

上村３１となっている。 
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 以上に記述した製造品出荷額等総額と従業者１人当たり同出荷額等の平成７年以降にお

ける推移状況から、３か町村における工業の展開は「明暗」に分かれ、湯原町は唯一「明」

に該当し、八束村は停滞下降し、川上村は衰退している。なお、中和村はＸのため不詳で

ある。 

 

  第第第第３３３３項項項項 観光業観光業観光業観光業のののの不振不振不振不振 

 蒜山地域における観光業の平成７～１７年間に亘る推移状況を表７に示した観光客数、

観光関係諸施設の利用者数の側面から、岡山県の場合と比較し記述する。 

 １１１１ 観光客数観光客数観光客数観光客数のののの減少減少減少減少 

 岡山県内観光地を訪れた観光客数は、平成１２年に 25,866 千人、同１７年には 25,504

千人に減少し、その減少率は 1.4%となっている。一方、平成７～１２年には 7.8%の増加と

なっている。なお、平成１８年統計では前年比 3.6%減の 24,579 千人となっている。 

 蒜山地域における主要観光地として蒜山高原と湯原が挙げられる。蒜山高原の観光客数

は平成１２年に 2,536 千人、同１７年には 2,697 千人に増加し、その増加率は 6.3%とな

り、同７～１２年の増加率 32.6% を 26.3 ポイント下回っている。なお、平成１８年統計

では前年比 12.4% 減の 2,364 千人となっている。以上の蒜山地域における平成１２～１７

年の増加率は岡山県内観光地を1.5 ポイント下回り、反対に同１８年の前年比減少率は8.8

ポイント上回っている。 

 以上の蒜山高原における観光客数の岡山県内観光客数に対する比率は平成１２年 9.8%、

同１７年 10.6% 、同１８年 9.6%となり、経年的に大きは変化はみられない。 

 一方、湯原の観光客数は平成１２年に 611 千人、同１７年には 574 千人に減少し、その

減少率は 6.1%となり、同７～１２年の減少率 1.3%を 4.8 ポイント上回っている。なお、

平成１８年統計では前年比 7.5%減の 531 千人となっている。 

 上記したように、蒜山高原の観光客数は平成７年以降も一貫した増加パタ－ンで推移し、

その過程で同１２以降は増加速度が急速に鈍化し、同１８年に初めて減少に転じている。

一方、湯原の観光客数は平成４年にピ－クを迎え、その後は減少基調で推移し、同１２年

以降は時系列的に減少速度が加速している。 

 平成１８年における岡山県内観光客数の急激な減少は県北部地帯にも波及し、その主た

る原因は春夏の天候不順、冬の雪不足としている（平成７年６月２７日付山陽新聞）。し

かし、これまで天候不順や雪不足の年は皆無とは言えず、その減少が一過性のものである

否かは今後の動向を待たねばならない。なお、蒜山地域における観光の不振は岡山県レベ

ルをはるかに上回っており、新たな観光戦略の構築が急がれる。 

 ２２２２ 有料観光施設入場者数有料観光施設入場者数有料観光施設入場者数有料観光施設入場者数のののの減少減少減少減少 

 岡山県内有料観光施設入場者数は、平成１２年に 8,831 千人（１０９施設）、同１７年

には 32.9% 減の 5,922 千人（９７施設）となり、一方、同７～１２年には 25.5% 増加と

なっている。なお、平成１８年統計では前年比 5.7%減の 5,585 千人（９５施設）となって

いる。 

 蒜山地域における有料観光施設入場者数は、平成１２年に 285,247 人（７施設）、同１

７年には 23.2% 減の 218,969 人となり、一方、平成７～１２年には２施設の増加により

70.5% の増加となっている。なお、平成１８年統計では前年比 11.4% 減の 193,987 人（７

施設）となっている。 

 以上の有料観光施設入場者数の岡山県内同施設入場者数に対する比率は、平成１２年

3.2%、同１７年 3.7%、同１８年 3.5%となり、経年的変動は少ない。 

 上記した蒜山地域における有料観光施設入場者数を施設別にみると、平成１２年に足温

泉（湯原町）77,989 人（施設別構成比 27.2% ）、蒜山ジャ－ジ－ランド（八束村）64,585

人（同 22.7% ）、蒜山ハ－フガ－デン・ハ－ビル（川上村）59,501 人（同 20.9% ）、下

湯原温泉（湯原町）54,740 人（同 19.2% ）、津黒いきものふれあいの里 16,553 人（平成

１１年開設、中和村）（同 5.8%）、蒜山高原ライディングパ－ク（八束村）8,784 人（同

3.1%）、独楽の博物館（湯原町）3,095 人（同 1.1%）の順になっている。 

 一方、平成１７年には蒜山ジャ－ジ－ランド 54,903 人（同 25.1% ）、足温泉 51,629 人
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（同 23.6% ）、下湯原温泉 46,797 人（同 21.4% ）、蒜山ハ－ブガ－デン・ハ－ビル 45,103

人（同 20.6% ）、津黒いきものふれあいの里 9,071 人（同 4.1%）、蒜山高原ライディン

グパ－ク 8,395 人（同 3.8%）、独楽の博物館 3,071 人（同 1.4%）の順になっている。 

 以上の蒜山地域における有料観光施設入場者数の平成１２～１７年における減少率は、

津黒いきものふれあいの里 45.2% 、足温泉 33.8% 、蒜山ハ－ブガ－ディン・ハ－ビル 24.2% 、

蒜山ジャ－ジ－ランド 15.0% 、下湯原温泉 14.5% 、蒜山高原ライディングパ－ク 4.4%、

独楽の博物館 0.8%の順になっている。他方、平成７～１２年における減少率は、蒜山ハ－

ブガ－デン・ハ－ビル 23.0% 、蒜山ジャ－ジ－ランド 14.1% 、独楽の博物館 11.5% 、蒜

山高原ライディングパ－ク 3.3%の順になり、反対に津黒いきものふれあいの里は 624.7%

の増加となっている。なお、足温泉と下湯原温泉は平成１１年に初めて公表されている。 

 以上で記述したように、岡山県及び蒜山地域における有料観光施設入場者数は平成１２

年以降において減少化を加速化し、とくに蒜山地域において著しい。 

 ３３３３ 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微増微増微増微増 

 岡山県における公的宿泊施設利用者数は、平成１２年に 1,063 千人（５６施設）、同１

７年には 1,131 千人（５２施設）に増加し、増加率は 6.3%となっている。一方、平成７～

１２年には 8.6%増加し、同１２～１７年の増加率の方が 2.3 ポイント下回っている。なお、

平成１８年統計では前年比 6.1%減少の 1,062 千人となっている。 

 蒜山地域における公的宿泊施設利用者数は、平成１２年に 102,926 人、同１７年には

106,148 人に増加し、増加率は 3.1%となっている。一方、平成７～１２年には 3.3%増加し、

同１２～１７年の増加率の方が 0.2 ポイント下回っている。なお、平成１８年統計では前

年比 7.7%減少の 97,962 人となっている。 

 以上の公的宿泊施設利用者数の岡山県内同施設利用者数に対する比率は、平成１２年

9.7%、同１７年 9.4%、同１８年 9.2%となり、時系列的に幾分低下している。 

 上記した蒜山地域における公的宿泊施設利用者数を施設別にみると、平成１２年に休暇

村蒜山高原（川上村）72,006 人（施設別構成比 69.9% ）、国民宿舎桃李荘（湯原町）17,453

人（同 17.0% ）、ホテル蒜山ヒルズ（八束村）10,502 人（同 10.2% ）、真庭市営津黒高

原荘（中和村）2,965 人（同 2.9%）の順になっている。一方、平成１７年には蒜山高原 73,774

人（同 69.5% ）、桃李荘 13,364 人（同 12.6% ）、蒜山ヒルズ 10,597 人（同 10.0% ）、

津黒高原荘 8,413 人（同 7.9%）の順になっている。なお、平成１８年統計では蒜山高原は

前年比 6.0%減の 69,331 人、桃李荘は 9.2%減の 12,140 人、蒜山ヒルズは 10.9% 減の 9,440 

人、津黒高原荘は 16.2% 減の 7,051 人となっている。 

 以上の公的宿泊施設利用者数の平成１２～１７年における増減をみると、増加は津黒高

原荘 183.7%、蒜山高原 2.5%、蒜山ヒルズ 0.9%の順になり、反対に桃李荘は 23.4 の減少と

なっている。一方、平成７～１２年における増加は蒜山ヒルズ 45.6% 、蒜山高原 14.6% 、

反対に減少は津黒高原荘 63.0% 、桃李荘 19.3% の順になり、同１２～１７年の方が蒜山高

原と蒜山ヒルズにおける増加率はそれぞれ 12.1 ポイント、44.7 ポイント下回り、桃李荘

における減少率は 4.0 ポイント上回っている。また、津黒高原荘の場合は前期間の減少か

ら後期間に超大幅な増加に転じている。 

 ４４４４ 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乱高下乱高下乱高下乱高下 

 岡山県内スキ－場入込客数は、平成１２年に 166,059 人（９スキ－場）、同１７年には

232,895 人（９スキ－場）に増加し、増加率は 40.4% となり、一方、同７～１２年には 56.2% 

の減少となっている。なお、平成１８年統計では前年比 69.8% 減の 70,306 人となってい

る。 

 蒜山地域におけるスキ－場入込客数は、平成１２年に 45,008 人（４スキ－場）、同１７

年には 72,026 人に増加し、増加率は 60.0% となっている。一方、平成７～１２年には 38.6% 

の減少となっている。なお、平成１８年統計では前年比 81.1% 減の 13,633 人となってい

る。 

 以上のスキ－場入込客数の岡山県内スキ－場入込客数に占める割合は、平成１２年

27.1% 、同１７年 30.9% 、同１８年 19.4% となり、時系列的変動幅が大きい。 

 上記した蒜山地域におけるスキ－場入込客数をスキ－場別にみると、平成１２年はベア
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バレ－（川上村）18,299 人（スキ－場別構成比 40.7% ）、上蒜山スキ－場 12,645 人（八

束村）（同 28.1% ）、津黒高原（中和村）8,564 人（同 19.0% ）、三木原スキ－場（川上

村）5,500 人（同 12.2% ）の順になり、同１７年にはベアバレ－26,857 人（同 37.3% ）、

三木原スキ－場 20,000 人（同 27.8% ）、上蒜山スキ－場人 15,500（同 21.5% ）、津黒高

原スキ－場 9,669 人（同 13.4% ）の順になっている。なお、平成１８年統計ではベアバレ

－スキ－場は前年比 80.1% 減の 5,347 人、三木原スキ－場は 85.0% 減の 3,000 人、上蒜

山スキ－場は 81.9% 減の 2,810 人、津黒高原スキ－場は 74.4% 減の 2,476 人の順となっ

ている。 

 以上のスキ－場入込客数の平成１２～１７年における増加率は、三木原スキ－場

263.6%、ベアバレ－スキ－場 46.8% 、上蒜山スキ－場 22.6% 、津黒高原スキ－場 12.9% 

の順になっている。一方、平成７～１２年には、ベアバレ－スキ－場（平成９年開設）は

22.0% の増加となり、反対に他の３スキ－場は減少し、その減少率は三木原スキ－場

76.2% 、上蒜山スキ－場 45.5% 、津黒高原スキ－場 28.1% の順になっている。 

 以上のように、平成７～１７年に減少した三木原、上蒜山、津黒高原の各スキ－場は同

１２～１７年には増加に転じ、一方、ベアバレ－スキ－場は一貫した増加て推移している。

しかし、平成１８年には各スキ－場において急激に減少し、それは主に積雪量の激減に起

因する。 

 ５５５５ 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減少減少減少減少 

 岡山県内キャンプ場入込客数は、平成１２年に 261,479 人、同１７年には 183,721 人に

減少し、減少率は 29.7% となっている。一方、平成７～１２年におけ減少率は 27.9% とな

り、同１２～１７年の減少率の方が 1.8 ポイント上回っている。なお、平成１８年統計で

は前年比 10.6% 減の 22,469 人となっている。 

 蒜山地域におけるキャンプ場入込客数は、平成１２年に 31,511 人、同１７年には 20.2% 

減の 25,140 人となっている。一方、平成７～１２年における減少率は 15.1% となり、同

１２～１７年の減少率の方が 5.1 ポイント上回っている。なお、平成１８年統計では前年

比 10.6% 減の 22,469 人となっている。 

 上記した蒜山地域におけるキャンプ場入込客数をキャンプ場別にみると、平成１２年に

蒜山高原オ－トキャンプ場（川上村）23,964 人（キャンプ場別構成比 76.1% ）、塩釜キャ

ンプ場（八束村）3,896 人（同 12.4% ）、津黒高原オ－トキャンプ場（中和村）3,651 人

（同 11.5% ）の順になり、同１７年には蒜山高原オ－トキャンプ場 18,155 人（同 72.2% ）、

津黒高原オ－トキャンプ場 4,469 人（同 17.8% ）、塩釜キャンプ場 2,516 人（同 10.0% ）

の順になっている。 

 上記のキャンプ場入込客数の平成１２～１７年における減少率は、塩釜キャンプ場

35.4% 、蒜山高原オ－トキャンプ場 24.2% 、津黒高原オ－トキャンプ場 22.4% の順になっ

ている。一方、平成７～１２年には塩釜キャンプ場は 61.0% の減少となり、反対に津黒高

原オ－トキャンプ場は 6.4%、蒜山高原オ－トキャンプ場は 1.2%の増加となっている。なお、

平成１８年統計では、前年の統計と対比し、蒜山高原オ－トキャンプ場は10.9% 減の16,179

人、津黒高原オ－トキャンプ場は 4.4%減の 4,271 人、塩釜キャンプ場は 18.9% 減の 2,019 

人となり、同１７年における３キャンプ場入込客数の減少は翌年に引き継がれている。 

 以上で記述したように、蒜山地域における観光は平成１２年以降における観光客数の増

加速度の停滞、有料観光施設入場者数の減少、公的宿泊施設利用者数の伸び悩み、キャン

プ場入込客数の減少化、スキ－場入込客数の乱高下などの状況からして不振の兆しがうか

がえる。 

 

  第第第第４４４４項項項項 農業農業農業農業のののの衰退衰退衰退衰退 

 蒜山地域及び４か町村における農業の平成７～１７年間に亘る推移状況について、表８

～２３に掲示の農家数、農家人口、保有労働力、経営耕地利用、大家畜飼養、農業機械の

装備、作目別農業粗生産額、生産農業所得等の側面から記述し、比較のため真庭郡及び岡

山県について付記する。 

 １１１１ 自給的農家数自給的農家数自給的農家数自給的農家数のののの激増激増激増激増 
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 本項では表８の資料に基づき、総農家を販売農家、自給的農家に区分し、それら農家数

の推移状況について記述する。 

 ちなみに農業センサスにおける農家とは、経営耕地１０ａ以上の農業を営む世帯及び経

営耕地面積が１０ａ未満であっても年間の農産物販売金額が１５万円以上あった世帯をい

い、１９９０年農業センサスからは商品生産を主たる目的として農業を営む「販売農家」

（経営耕地３０ａ以上又は農産物販売金額５０万円以上の農家）と「自給的農家」（経営

耕地面積３０ａ未満で農産物販売金額５０万円未満の農家）に区分している。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における総農家数は、平成１２年に 1,390 戸、同１７年には 1,255 戸に減少し、

減少率は 9.7%となっている。一方、平成７～１２年間における減少率は 8.6%となり、同１

２～１７年間の減少率の方が 1.1 ポイント上回っている。 

 上記の総農家数のうち販売農家数は、平成１２年に 1,202 戸、同１７年には 17.0% 減の

９９８戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 10.2% となり、同１２～１７

年間の減少率の方が 6.8 ポイント上回っている。また、自給的農家数は、平成１２に１８

８戸、同１７年には２５７戸と急激に増加し、増加率は 36.7% となっている。一方、平成

７～１２年間の増加率は 3.3%となり、同１２～１７年間の増加率の方が 33.4 ポイント上

回っている。 

 一方、真庭郡における総農家数は、平成１２年に 5,882 戸、同１７年には 5,442 戸に減

少し、減少率は 7.5%となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 8.0%となり、同１

２～１７年間の減少率の方が 0.5 ポイント下回っている。 

 以上の総農家数のうち販売農家数は、平成１２年に 4,309 戸、同１７年には 14.0% 減の

3,707 戸となっている。一方、平成７～１２間の減少率は 10.5% となり、同１２～１７年

間の減少率の方が 3.5 ポイント上回っている。また、自給的農家数は、平成１２年 1,573 

戸、同１７年には 1,735 戸に増加し、増加率は 10.3% となっている。一方、平成７～１２

年間の増加率は 0.1%となり、同１２～１７年間の増加率の方が 10.2 ポイント上回ってい

る。 

 岡山県における総農家数は、平成１２年に 90,053 戸、同１７年には 81,744 戸に減少し、

減少率は 9.2%となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 10.2% となり、同１２～

１７年間の減少率の方が 1.0 ポイント下回っている。 以上の総農家数のうち販売農家数

は、平成１２年に 62,732 戸、同１７年には 51,709 戸に減少し、減少率は 17.6% となって

いる。一方、平成７～１２年間の減少率は 12.7% となり、同１２～１７年の減少率の方が

4.9 ポイント上回っている。また、自給的農家数は、平成１２年に 27,321 戸、同１７には

10.0% 増の 30,064 戸となっている。一方、平成７～１２年間には 3.7%の減少となってい

る。 

 次に以上で記述した蒜山地域における総農家数、販売農家数及び自給的農家数の平成７

～１７年間における推移状況を真庭郡と岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

蒜山地域における総農家数、販売農家数、自給的農家数は、平成１２年にそれぞれ 1,390 

戸、1,202 戸、１８８戸、同１７年にはそれぞれ 1,255 戸、９９８戸、２５７戸となって

いる。 

 上記した各農家数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡山県比）

は次のとおりである。 

 対真庭郡比は平成１２年と同１７年の両時点において総農家数はそれぞれ 23.6% 、

23.1% 、販売農家数は 27.9% 、26.9% 、自給的農家数は 12.0% 、14.8% となり、一方、対

岡山県比は両時点において総農家数はそれぞれ 1.54% 、1.54% 、販売農家数は 1.92% 、

1.93% 、自給的農家数は 0.68% 、0.86% となっている。以上のように、とくに自給的農家

数の対真庭郡比と対岡山県比は両時点間において上昇し、一方、販売農家数の対真庭郡比

は低下し、対岡山県比には変化はみられない。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における各農家数の平成７～１７年間に亘る推移

状況をみると、総農家数と販売農家数は一貫した減少パタ－ン、自給的農家数は蒜山地域

と真庭郡は一貫した増加、岡山県は増加基調のパタ－ンで推移している。 
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 総農家数の全期間における減少率は岡山県 18.5% 、蒜山地域 17.5% 、真庭郡 14.9% の

順になり、その減少率を同７～１２年と同１２～１７年の前、後期間に分けると、前期間

は岡山県 10.2% 、蒜山地域 8.6%、真庭郡 8.0%、後期間は蒜山地域 9.7%、岡山県 9.2%、真

庭郡 7.5%の順になっている。 

 販売農家数の全期間における減少率は岡山県 28.1% 、蒜山地域 25.5% 、真庭郡 23.1% 

の順になり、そのうち前期間は岡山県 12.7% 、真庭郡 10.5% 、蒜山地域 10.2% 、後期間

は岡山県 17.6% 、蒜山地域 17.0% 、真庭郡 14.0% の順になっている。 

 自給的農家数の全期間における増加率は蒜山地域 41.2% 、真庭郡 10.2% 、岡山県 6.0%

の順となり、そのうち前期間は蒜山地域 3.3%、真庭郡 0.1%の順となり、反対に岡山県は

3.7%の減少となり、後期間における増加率は蒜山地域 36.7% 、真庭郡 10.3% 、岡山県 10.0% 

の順になっている。以上の自給的農家数の増加傾向は、近年における農家の兼業化や世帯

員の高齢化が進行する中で、生計の大部分を農外所得、年金等に依存し、農業生産は自給

的なものにとどめる農家シェアの拡大を反映したものであり、それはとくに蒜山地域にお

いて色濃く映し出されている。 

 上記したように、平成７～１７年間に亘る蒜山地域における総農家数及び販売農家数の

減少率は岡山県レベルに次いで高く、反対に自給的農家数の増加率は著しく突出している。

また、前期間と後期間の増減率を比較すると、蒜山地域における総農家数の減少率は岡山

県及び真庭郡とは異なり後期間の方が高くなっている。一方、販売農家数の減少率と自給

的農家数の増加率は蒜山地域、岡山県、真庭郡ともに後期間の方が高く、とくに自給的農

家数の場合に顕著である。なお、岡山県の自給的農家数は蒜山地域及び真庭郡と異なり、

前期間は減少している。 

 （２） ４か町村 

 川上村における総農家数は、平成１２年に３３６戸、同１７年には３０３戸に減少し、

減少率は 9.2%となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 9.9%となり、同１２～１

７年間の減少率の方が 0.7 ポイントと下回っている。 

 上記の総農家数のうち販売農家数は、平成１２年に３０３戸、同１７年には２４６戸に

減少し、減少率は 18.8% となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 6.8%となり、

同１２～１７年間の減少率の方が 12.0 ポイント上回っている。また、自給的農家数は、平

成１２年に３３戸、同１７年には５７戸に増加し、増加率は 72.7% となっている。一方、

平成７～１２年間には 31.3% の減少となっている。 

 八束村における総農家数は、平成１２年に３８０戸、同１７年には３３４戸に減少し、

減少率は 12.1% となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 8.7%となり、同１２～

１７年間の減少率の方が 3.4 ポイント上回っている。 

 上記の総農家数のうち販売農家数は、平成１２年に３５１戸、同１７年には 17.1% 減の

２９１戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 9.8%となり、同１２～１７年

間の減少率の方が 7.3 ポイント上回っている。また、自給的農家数は、平成１２年に２９

戸、同１７年には 48.3% 増の４３戸となっている。一方、平成７～１２年間の増加率は 7.4%

となり、同１２～１７年の増加率の方が 40.9 ポイント上回っている。 

 中和村における総農家数は、平成１２年に１５８戸、同１７年には 13.3% 減の１３７戸

となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 11.7% となり、同１２～１７年間の減

少率の方が 1.6 ポイント上回っている。 

 上記の総農家数のうち販売農家数は、平成１２年に１４５戸、同１７年には 20.7% 減の

１１５戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 10.5% となり、同１２～１７

年間の減少率の方が 10.2 ポイント上回っている。また、自給的農家数は、平成１２年に１

３戸、同１７年には２２戸となり、増加率は 69.2% となっている。一方、平成７～１２年

間には 23.5% の減少となっている。 

 湯原町における総農家数は、平成１２に５１６戸、同１７年には４８１戸に減少し、減

少率は 6.8%となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 6.7%となり、同１２～１７

年間の減少率の方が 0.1 ポイントと極僅差ながら上回っている。 

 上記の総農家数のうち販売農家数は、平成１２年に４０３戸、同１７年には 14.1% 減の
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３４６戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 13.0% となり、同１２～１７

年間の減少率の方が 1.1 ポイント上回っている。また、自給的農家数は、平成１２年に１

１３戸、同１７年には１３５戸に増加し、増加率は 19.5% となっている。一方、平成７～

１２年間の増加率は 25.5% となり、同１２～１７年間の増加率の方が 6.0 ポイント下回っ

ている。 

 次に以上で記述した４か町村における総農家数、販売農家数及び自給的農家数の平成７

～１７年間に亘る推移状況を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

 ４か町村の総農家数は平成１２年に１,390 戸、同１７年には 1,255 戸となり、その町村

別割合をみると、同１２年に湯原町 37.1% 、八束村 27.3% 、川上村 24.2% 、中和村 11.4% 、

同１７年には湯原町 38.3% 、八束村 26.6% 、川上村 24.2% 、中和村 10.9% の順になって

いる。 

 ４か町村の販売農家数は平成１２年に 1,202 戸、同１７年には９９８戸となり、その町

村別割合をみると、同１２年に湯原町 33.5% 、八束村 29.2% 、川上村 25.2% 、中和村 12.1% 、

同１７年には湯原町 34.6% 、八束村 29.2% 、川上村 24.7% 、中和村 11.5% の順になって

いる。 

 ４か町村の自給的農家数は平成１２年に１８８戸、同１７年には２５７戸となり、その

町村別割合をみると、同１２年に湯原町 60.1% 、川上村 17.6% 、八束村 15,4% 、中和村

6.9%、同１７年には湯原町 52.5% 、川上村 22.2% 、八束村 16.7% 、中和村 8.6%の順にな

っている。 

 上記した４か町村における各農家数の平成７～１７年間の推移状況をみると、総農家数

と販売農家数は一貫した減少、自給的農家数は川上村と中和村は増加基調、八束村と湯原

町は一貫した増加パタ－ンで推移している。 

 総農家数の全期間における減少率は中和村 23.5% 、八束村 19.7% 、川上村 18.8% 、湯

原町 13.0%の順になり、上記期間を同７～１２年と同１２～１７年に分けると、その減少

率は前期間は中和村11.7% 、川上村9.9%、八束村8.7%、湯原町6.7%、後期間は中和村13.3% 、

八束村 12.1% 、川上村 9.2%、湯原町 6.8%の順になっている。 

 販売農家数の全期間における減少率は中和村 29.0% 、湯原町 25.3% 、八束村 25.2% 、

川上村 24.3% の順となり、その減少率を上述のように前、後期間に分けると、前期間は湯

原町 13.0% 、中和村 10.5% 、八束村 9.8%、川上村 6.8%、後期間は中和村 20.7% 、川上村

18.8% 、八束村 17.1% 、湯原町 14.1% の順になっている。 

 自給的農家数の全期間における増加率は八束村 59.3% 、湯原町 50.0% 、中和村 29.4% 、

川上村 18.8% の順となっている。以上の期間を上述のように前、後期間に分けると、前期

間において湯原町と八束村はそれぞれ 25.5% 、7.4%の増加、反対に川上村と中和村はそれ

ぞれ 31.3% 、23.5% の減少となっている。一方、後期間は４か町村ともに増加し、増加率

は川上村 72.7% 、中和村 69.2% 、八束村 48.3% 、湯原町 19.5% の順になっている。 

 以上のように、全期間に４か町村における総農家数と販売農家数は減少し、反対に自給

的農家数は増加している。上記期間における総農家数の減少率は中和村が他の３か町村を

大幅に上回り、次いで八束村と川上村はほぼ同水準で続き、湯原町は最低となり、その中

で八束村と中和村は後期間の減少率がかなり高くなっている。販売農家数の減少率は中和

村が比較的高く、他の３か町村は近接し、その中で湯原町を除く３か村は後期間の減少率

がとくに高くなっている。自給的農家数の増加率の町村間較差は極めて著しく、八束村は

著しく突出し、次いで湯原町も突出し、その中で湯原町を除く３か村の後期間における増

加率は著しく高く、しかも、前期間に川上村と中和村は減少している。 

 ２２２２ 専従者不在農家数減少専従者不在農家数減少専従者不在農家数減少専従者不在農家数減少のののの拡大拡大拡大拡大 

 蒜山地域と同地域４か町村の販売農家における労働力の保有状態を農業専従者がいる農

家数（以下、専従者農家）、そのうち６５歳未満の専従者がいる農家数（以下、６５歳未

満専従者農家）、そして農業専従者がいない農家数（以下、専従者不在農家）の平成７～

１７年に亘る推移状況について表９の資料に基づき記述する。なお、比較のため真庭郡と

岡山県について付記する。 

 （１） 蒜山地域 
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 蒜山地域における専従者農家数は、平成１２年に５１９戸、同１７年には４５０戸に減

少し、減少率は 13.3% となっている。一方、平成７～１２年間における減少率は 7.3%とな

り、同１２～１７年間の減少率の方が 6.0 ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に２９４戸、同１７年には 28.9% 減の２０９戸

となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 21.0% となり、同１２～１７年間の減

少率の方が 7.9 ポイント上回っている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に６８３戸、同１７年には 19.8% 減の５４８戸となっ

ている。一方、平成７～１２年間の減少率は 12.3% となり、同１２～１７年間の減少率の

方が 7.5 ポイント上回っている。 

 上記した各農家数の販売農家数に占めるシェアを平成１２年と同１７年の前、後両時点

でみると、専従者農家シェアは前時点で 43.2% 、後時点では 45.1% と拡大している。専従

者不在農家シェアは前時点で 56.4% 、後時点では 54.9% に縮小している。６５歳未満専従

者農家シェアは、前時点に 56.7% 、後時点には 46.5%に縮小している。 

 次に真庭郡における労働力の保有状態をみると、専従者農家数は平成１２年に 1,419 戸、

同１７年には 6.4%減の 1,329 戸となっている。一方、平成７～１２年間には僅少ながら

1.3%の増加となっている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に６４８戸、同１７年には 23.6% 減の４９５戸

となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 20.9% となり、同１２～１７年間の減

少率の方が 2.7 ポイント上回っている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に 2,890 戸、同１７年には 17.7% 減の 2,378 戸とな

っている。一方、平成７～１２年間の減少率は 15.4% となり、同１２～１７年間の減少率

の方が 2.3 ポイント上回っている。 

 上記した各農家数の販売農家数に占めるシェアを平成１２年と同１７年の前、後両時点

みると、専従者農家シェアは前時点で 32.9% 、後時点では 35.9% に拡大している。専従者

不在農家シェアは前時点では 67.1% 、後時点では 64.1% に縮小している。６５歳未満専従

者農家シェアは前時点では 45.7% 、後時点では 37.3% に縮小している。 

 岡山県における専従者農家数は、平成１２年に 20,563 戸、同１７年には 10.6% 減の

18,387 戸となっている。一方、平成７～１２年間には 0.4%減少となり、同１２～１７年間

の減少率の方が 10.2 ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に 8,317 戸、同１７年には 22.7% 減の 6,428 

戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 23.0% となり、同１２～１７年間の

減少率の方が 0.3 ポイントと極僅差ながら下回っている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に 42,169 戸、同１７年には 21.0% 減の 33,322 戸とな

っている。一方、平成７～１２年には 17.7% 減少となり、同１２～１７年間の減少率の方

が 3.3 ポイント上回っている。 

 上記した各農家数の販売農家数に占めるシェアを平成１２年と同１７年の前、後両時点

でみると、専従者農家シェアは前時点で 32.8% 、後時点では 35.6% に拡大している。専従

者不在農家シェアは平成１２年に 67.2% 、同１７年には 64.4% に縮小している。６５歳未

満専従者農家シェアは前時点で 40.5% 、後時点では 35.0% に縮小している。 

 以上に記述した蒜山地域における労働力保有状態の平成７～１７年間に亘る推移状況を

真庭郡及び岡山県と対比的にまとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における専従者農家数は平成１２年に５１９戸、同１７年には４５０戸に減少

している。一方、真庭郡及び岡山県における同農家数も減少し、蒜山地域における農家数

の真庭郡及び岡山県の同農家数に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡山県比）は、平

成１２年にそれぞれ 36.6% 、2.53% 、同１７年にはそれぞれ 33.9% 、2.45% となり、両比

率は時系列的に低下している。 

 蒜山地域における６０歳未満専従者農家数は、平成１２年に２９４戸、同１７年には２

０９戸に減少している。一方、真庭郡及び岡山県における同農家数も減少し、蒜山地域に

おける同農家数の対真庭郡比と対岡山県比は平成１２年にそれぞれ 45.4% 、3.54% 、同１

７年にはそれぞれ 42.2% 、3.26% となり、両比率とも経年的にかなり下降している。 
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 蒜山地域における専従者不在農家数は、平成１２年に６８３戸、同１７年には５４８戸

に減少している。一方、真庭郡及び岡山県における同農家数も減少し、蒜山地域における

同農家数の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそれそれ 23.6% 、1.62% 、同１７

年にはそれぞれ 23.1% 、1.65% となり、両年次間に大差はみられない。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における各農家数の平成７～１２年間に亘る推移

状況をみると以下のとおりである。 

 専従者農家数は蒜山地域と岡山県は全期間中一貫して減少し、真庭郡は減少基調で推移

し、全期間中の減少率は蒜山地域 19.6% 、真庭郡 5.1%、岡山県 0.4%の順になっている。

一方、全期間を平成７～１２年と同１２～１７年の前、後両期間に分けると、前期間に蒜

山地域は 7.3%、岡山県は 0.4%の減少、反対に真庭郡は 1.3%の増加となり、後期間は一様

に減少し、蒜山地域 13.3% 、岡山県 10.6% 、真庭郡 6.3%の順になっている。以上のよう

に蒜山地域、真庭郡、岡山県における専従者農家数は後期間に著しく減少し、しかも蒜山

地域における減少率は前、後期間を通して最も高くなっている。 

 ６５歳未満専従者農家数は全期間中一貫して減少し、全期間中の減少率は蒜山地域

43.8% 、岡山県 40.5% 、真庭郡 39.6% の順となり、一方、前期間における減少率は岡山県

23.0% 、蒜山地域 21.0% 、真庭郡 20.9% 、後期間には蒜山地域 28.9% 、真庭郡 23.6% 、

岡山県 22.7% の順になっている。以上のように蒜山地域と真庭郡は後期間における減少率

の方が高く、とくに蒜山地域は大幅に上回り、その水準は突出し、一方、岡山県の場合は

極僅差ながら下回っている。上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における６５歳未満専

従者農家数の減少率は、先に記述した専従者農家数の減少率に比べると、両期間において

顕著に高く、しかも、蒜山地域における平成１２～１７年間の減少は真庭郡及び岡山県を

大幅に上回っている。すなわち若い農業専従者がいる農家数は大きく減少している。 

 専従者不在農家数は全期間中一貫して減少し、全期間中の減少率は岡山県 35.0% 、真庭

郡 30.4% 、蒜山地域 29.7% の順になり、一方、前期間における減少率は岡山県 17.7% 真

庭郡 15.4% 、蒜山地域 12.3% 、後期間は岡山県 21.0% 、蒜山地域 19.8% 、真庭郡 17.7% 

の順となり、以上の減少率は後期間の方が上回り、とくに蒜山地域は大幅に上回っている。

また、専従者不在農家数の減少率は、専従者農家数の減少率を大幅に上回り、６５歳未満

専従者農家数の減少率をかなり下回っている。 

 上記した各農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年と同１７年の前後両時点で比

較すると以下のとおりである。 

 専従者農家シェアは、前時点で蒜山地域 43.2% 、真庭郡 32.9% 、岡山県 32.8% 、後時

点ではそれぞれ 45.1% 、35.9% 、35.6% の順になっている。６５歳未満専従者農家シェア

は、前時点で蒜山地域 56.7% 、真庭郡 45.7% 、岡山県 40.5% 、後時点ではそれぞれ 46.5% 、

37.3% 、35.0% の順になっている。専従者不在農家シェアは、前時点で岡山県 67.2% 、真

庭郡 67.1% 、蒜山地域 56.8% 、後時点では岡山県 64.4% 、真庭郡 64.1% 、蒜山地域 54.9% 

の順になっている。 

 以上のように両時点における専従者農家と６５歳未満専従者農家シェアは蒜山地域が最

も高く、反対に専従者不在農家シェアは蒜山地域が最低となり、一方、真庭郡と岡山県に

おける各農家シェアは比較的接近している。また、専従者農家シェアは経年的に拡大し、

反対に６５歳未満専従者農家と専従者不在農家シェアは縮小している。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 専従者農家数は、平成１２年に１６４戸、同１７年には 11.0% 減の１４６戸となってい

る。一方、平成７～１２年間の減少率は 12.3% となり、同１２～１７年間の減少率の方が

1.3 ポイント下回っている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に９４戸、同１７年には 21.3% 減の７４戸とな

っている。一方、平成７～１２年間の減少率は 24.8% となり、同１２～１７年間の減少率

の方が 3.5 ポイント下回っている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に１３９戸、同１７年には 28.1% 減の１００戸となっ

ている。一方、平成７～１２年間には 0.7%の増加となっている。 
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 上記した各農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年と同１７年の前、後両時点で

みると、専従者農家シェアは前時点で 54.1% 、後時点では 59.4% に拡大している。専従者

不在農家シェアは前時点で 45.9% 、後時点では 40.6% に縮小している。６５歳未満専従者

農家シェアは前時点で 57.3% 、後時点では 50.7% に縮小している。 

 ② 八束村 

 専従者農家数は、平成１２年に１７０戸、同１７年には 14.1% 減の１４６戸となってい

る。一方、平成７～１２年間の減少率は 3.4%となり、同１２～１７年間の減少率の方が 10.7

ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に１１７戸、同１７年には 29.1% 減の８３戸と

なっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 16.4% となり、同１２～１７年間の減少

率の方が 12.7 ポイント上回っている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に１８１戸、同１７年には 19.9% 減の１４５戸となっ

ている。一方、平成７～１２年間の減少率は 15.0% となり、同１２～１７年間の減少率の

方が 4.9 ポイント上回っている。 

 上記の各農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年と同１７年の前、後両時点でみ

ると、専従者農家シェアは前時点で 48.4% 、後時点では 50.2% に拡大している。専従者不

在農家シェアは、前時点で 51.6% 、後時点では 49.8% に縮小している。６５歳未満専従者

農家シェアは、前時点で 68.8% 、後時点では 56.9% に縮小している。 

 ③ 中和村 

 専従者農家数は、平成１２年に４４戸、同１７年には 6.8%減の４１戸となっている。一

方、平成７～１２年間には 22.2% の増加となっている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に２１戸、同１７年には 9.5%減の１９戸となっ

ている。一方、平成７～１２年間には 23.5% の増加となっている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に１０１戸、同１７年には 26.7% 減の７４戸となって

いる。一方、平成７～１２年間の減少率は 19.9% となり、同１２～１７年間の減少率の方

が 6.8 ポイント上回っている。 

 上記の各農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年と同１７年の前、後両時点でみ

ると、専従者農家シェアは前時点で 30.4% 、後時点では 35.7% に拡大している。専従者不

在農家シェアは、前時点で 69.6% 、後時点では 64.3% に縮小している。６５歳未満専従者

農家シェアは、前時点で 47.7% 、後時点では 46.4% と極僅差ながら縮小している。 

 ④ 湯原町 

 専従者農家数は、平成１２年に１４１戸、同１７年には 17.0% 減の１１７戸となってい

る。一方、平成７～１２年間の減少率は 12.4% となり、同１２～１７年間の減少率の方が

4.6 ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に６２戸、同１７年には３３戸に減少し、減少

率は 46.8% となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 31.1% となり、同１２～１

７年の減少率の方が 15.7 ポイント上回っている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に２６２戸、同１７年には 12.6% 減の２２９戸となっ

ている。一方、平成７～１２年間の減少率は 13.3% となり、同１２～１７年の減少率の方

が僅差ながら 0.7 ポイント下回っている。 

 上記した各農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年、同１７年の前、後両時点で

みると、専従者農家シェアは前時点で 35.0% 、後時点では 33.8% に縮小、専従者不在農家

シェアは前時点で 65.0% 、後時点では 66.2% に拡大し、６５歳未満専従者農家シェアは前

時点で 44.0% 、後時点では 28.2% と著しく縮小している。 

 ⑤ まとめ 

 以上で記述した４か町村における労働力保有状態の平成７～１７年間に亘る推移状況を

町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

 専従者農家数は、平成１２年に八束村１７０戸（町村別構成比 32.7% ）、川上村１６４

戸（同 31.6% ）、湯原町１４１戸（同 27.2% ）、中和村４４戸（同 8.5%）、同１７年に

は八束村と川上村各１４６戸（同 32.4% ）、湯原町１１７戸（同 26.0% ）、中和村４１戸
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（同 9.1%）の順になっている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、平成１２年に八束村１１７戸（同 39.8% ）、川上村９４戸

（同 32.0% ）、湯原町６２戸（同 21.1% ）、中和村２１戸（同 7.1%）、同１７年には八

束村８３戸（同 39.7% ）、川上村７４戸（同 35.4% ）、湯原町３３戸（同 15.8% ）、中

和村１９戸（同 9.1%）の順になっている。 

 専従者不在農家数は、平成１２年に湯原町２６２戸（同 38.4% ）、八束村１８１戸（同

26.5% ）、川上村１３９戸（同 20.3% ）、中和村１０１戸（同 14.8% ）、同１７年には湯

原町２２９戸（同 41.8% ）、八束村１４５戸（同 26.5% ）、川上村１００戸（同 18.2% ）、

中和村７４戸（同 13.5% ）の順になっている。 

 上記した４か町村における各農家数の平成７～１７年間に亘る増減状態を全期間と同７

～１２年と同１２～１７年の前、後両期間に分けてみると以下のとおりである。 

 専従者農家数は、中和村を除く３か町村は全期間中一貫した減少パタ－ンで推移し、そ

の減少率は湯原町 27.3% 、川上村 21.9% 、八束村 17.1% の順になり、一方、中和村は減

少基調で推移し、13.9% の増加となっている。前期間における減少率は湯原町 12.4% 、川

上村 12.3% 、八束村 3.4%の順になり、反対に中和村は 22.2% の増加となっている。一方、

後期間における減少率は湯原町 17.0% 、八束村 14.1% 、川上村 11.0% 、中和村 6.8%の順

になっている。以上のように前期間における減少率は湯原町と川上村はほぼ同水準で最も

高く、湯原町は後期間においても最高となっている。湯原町と八束村における減少率は後

期間の方が上回り、とくに八束村は顕著に上回り、反対に川上村は幾分下回っている。一

方、中和村は前期間の増加から後期間には減少に転じ、その減少率は最低となっている。 

 ６５歳未満専従者農家数は、全期間に亘り中和村は減少基調、他の３か町村は一貫した

減少パタ－ンで推移し、その減少率は湯原町 74.4% 、川上村 40.8% 、八束村 40.7% 、反

対に中和村は 11.8%増となっている。一方、前期間における減少率は湯原町 31.1% 、川上

村 24.8% 、八束村 16.4% の順になり、反対に中和村は 23.5% の増加となっている。後期

間における減少率は湯原町 46.8% 、八束村 29.1% 、川上村 21.3% 、中和村 9.5%の順にな

っている。以上のように湯原町の減少率は両期間において突出し、その中で後期間の方が

八束村と同様にかなり上回り、反対に川上村は下回り、一方、中和村は前期間に増加し、

後期間には減少に転じ、その減少率は最低となっている。 

 以上のように４か町村における６５歳未満専従者農家数は後期間には一様に減少し、そ

の減少率は先に記述した専従者農家数の減少率を大幅に上回っている。 

 専従者不在農家数は全期間に亘り川上村は減少基調、他の３か町村は一貫した減少パタ

－ンで推移し、その減少率は中和村 41.3% 、八束村 31.9% 、川上村 27.5% 、湯原町 24.2% 

の順になっている。そのうち前期間における減少率は中和村 19.8% 、八束村 15.0% 、湯原

町 13.3% の順になり、反対に川上村は極僅少ながら 0.7%の増加となっている。一方、後期

間における減少率は川上村 28.1% 、中和村 26.7% 、八束村 19.9% 、湯原町 12.6% の順に

なっている。以上のように前期間における減少率は中和村が最高となり、後期間では川上

村が最高となり、湯原町は両期間を通して最低となっている。また、八束村と中和村の減

少率は後期間の方が高く、とくに中和村は大幅に上回り、反対に湯原町は極僅差ながら下

回り、川上村は前期間に極僅少ながら増加し、後期間には著しい減少に転じている。上記

したように４か町村における専従者不在農家数は後期間に一様に減少し、その減少率は湯

原町を除く３か村において、先に記述した専従者農家数の減少率を大幅に上回っているが、

それは専従者不在農家の減少が平成１２～１７年間に拡大していることを示す。 

 上記した４か町村における各農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年と同１７年

の前、後両時点で比較すると以下のとおりである。 

 専従者農家シェアは、前時点で川上村 54.1% 、八束村 48.4% 、湯原町 35.0% 、中和村

30.4% 、後時点では川上村 59.4% 、八束村 50.2% 、中和村 35.7% 、湯原町 33.8% の順に

なっている。一方、専従者不在農家シェアは、前時点で中和村 69.6% 、湯原町 65.0% 、八

束村 51.6% 、川上村 45.9% 、後時点では湯原町 66.2% 、中和村 64.3% 、八束村 49.8% 、

川上村 40.6% の順になっている。６５歳未満専従者農家シェアは、前時点で八束村 68.8% 、

川上村 57.3% 、中和村 47.7% 、湯原町 44.0% 、後時点ではそれぞれ 56.9% 、50.7% 、46.4% 、
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28.2% の順になっている。 

 以上の各農家シェアには町村間差異がみられるが、全体的にみると専従者農家シェアと

６５歳未満専従者農家シェアは川上村・八束村の高水準ブル－プと中和村・湯原町の低水

準グル－プ、反対に専従者不在農家シェアは中和村・湯原町の高水準と川上村・八束村の

低水準グル－プに分けられる。 

 ４か町村における専従者農家数、６５歳未満専従者農家数及び専従者不在農家数が平成

１２～１７年間において一様に減少する中で、専従者農家シェアは時系列的に拡大し、反

対に６５歳未満の若い専従者農家シェアは縮小し、また、専従者不在農家シェアも縮小し

ている点は注目される。ただ、例外として湯原町における専従者農家シェアは多少縮小し、

専従者不在農家シェアは幾分拡大している。なお、湯原町における６５歳未満専従者農家

シェアの縮小は他の３か村に比べて著しい。 

 ３３３３ 過半数過半数過半数過半数をををを占占占占めるめるめるめる副業的農家副業的農家副業的農家副業的農家 

 農業センサスは平成７年から農業所得と農業労働力の状況を組み合わせた農家分類とし

て主副業別分類を採用している。それは従来から農業生産の担い手農家は専兼業別に分類

されているが、専業農家でも世帯員の誰かが他産業に勤めていれば兼業となるなど実態と

の乖離が見られる点を考慮した結果である。 

 主副業別分類では主業農家、準主業農家、副業的農家に分けれれ、主業農家とは農業所

得が主（農家所得の５０％以上が農業所得）で、６５歳未満の農業従事６０日以上の者が

いる農家、準主業農家とは農外所得が主で、６５歳未満の農業従事６０日以上の者がいる

農家、副業的農家とは６５歳未満の農業従事６０日以上の者がいない農家をいう。 

 上記したように農家の主副業別分類は初めて平成７年に公表されているので、本項では

蒜山地域及び同地域４か町村における同７～１７年における主副業別農家数及び同農家数

割合の推移状況を表１０、１１に掲示の資料に基づいて記述する。なお、比較のため真庭

郡及び岡山県について付記する。 

 （１） 蒜山地域 

 ① 蒜山地域 

 主業農家数は、平成１２年に２０８戸、同１７年には 9.1%減の１８９戸となっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は 33.1% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 24.0

ポイント下回っている。 

 上記農家数のうち６５歳未満の若い農業専従者がいる農家数（以下、６５歳未満専従者

主業農家）は、平成１２年に１８８戸、同１７年には 16.5% 減の１５７戸となっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は 30.6% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 14.1

ポイント下回っている。 

 準主業農家数は、平成１２年に３２２戸、同１７年には 22.4% 減の２５０戸となってい

る。一方、平成７～１２年間の減少率は 17.4% となり、同１２～１７年間の減少率の方が

5.0 ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に１０５戸、同１７年には 51.4% 減の５

１戸となっている。反対に平成７～１２年間には 5.0%の増加となっている。 

 副業的農家数は、平成１２年に６７２戸、同１７年には 16.8% 減の５５９戸となってい

る。反対に平成７～１２年間には 5.3%の増加となっている。 

 次に上記した主副業別農家数の構成割合をみると、主業農家シェアは平成１２年に

17.3% となり、同１７年には 18.9%に拡大している。６５歳未満専従者主業農家シェアは、

平成１２年に 15.6% 、同１７年には 15.7% となり、両時点間に変化はみられない。準主業

農家シェアは、平成１２年に 26.8% 、同１７年には 25.1% に縮小している。６５歳未満専

従者準主業農家シェアは、平成１２年に 8.7%、同１７年には 5.1%に縮小している。副業的

農家シェアは、平成１２年に 55.9% 、同１７年には 56.0% と横ばい状態である。 

 ② 真庭郡 

 主業農家数は、平成１２年に３８７戸、同１７年には 3.1%減の３７５戸となっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は 39.9% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 36.8

ポイント下回っている。 
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 ６５歳未満専従者主業農家数は、平成１２年に３２７戸、同１７年には 11.3% 減の２９

０戸となっている、一方、平成７～１２年間の減少率は 35.5% となり、同１２～１７年間

の減少率の方が 24.2 ポイント下回っている。 

 準主業農家数は、平成１２年に 1,053 戸、同１７年には 28.3% 減の７５５戸となってい

る。一方、平成７～１２年間には 14.9% の減少となり、同１２～１７年間の減少率の方が

13.4 ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に３１１戸、同１７年には１９５戸に減

少し、減少率は 37.3% となり、反対に同７～１２年間には 0.6%の増加となっている。 

 副業的農家数は、平成１２年に 2,869 戸、同１７年には 2,577 戸に減少し、減少率は

10.2% となっている。一方、平成７～１２年間は 2.3%の減少となり、同１２～１７年間の

減少率の方が 7.9 ポイント上回っている。 

 次に主副業別農家数の構成割合をみると、主業農家シェアは、平成１２年に 9.0%、同１

７年には 10.1% に拡大している。６５歳未満専従者主業農家シェアは、平成１２年に 7.6%、

同１７年には 7.8%となり、両時点間にほとんで変化はみられない。準主業農家シェアは、

平成１２年に 24.4% 、同１７年には 20.4% に縮小している。６５歳未満専従者準主業農家

シェアは、平成１２年に 7.2%、同１７年には 5.3%に縮小している。副業的農家シェアは、

平成１２年に 66.6% 、同１７年には 69.5% に拡大している。             

 ③ 岡山県 

 主業的農家数は、平成１２年に 5,577 戸、同１７年には 14.5% 減の 4,770 戸となって

いる。一方、平成７～１２年間の減少率は 40.2% となり、同１２～１７年間の減少率の方

が 25.7 ポイント下回っている。 

 ６５歳未満専従者主業農家数は、平成１２年に 4,451 戸、同１７年には 20.4% 減の 3,544 

戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 34.6% となり、同１２～１７年間の

減少率の方が 14.2 ポイント下回っている。 

 準主業農家数は、平成１２年に 12,976 戸、同１７年には 25.7% 減の 9,640 戸となって

いる。一方、平成７～１２年間の減少率は 17.2% となり、同１２～１７年間の減少率の方

が 8.5 ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に 3,762 戸、同１７年には 28.2% 減の

2,703 戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 3.5%となり、同１２～１７年

間の減少率の方が 24.6 ポイント上回っている。 

 副業的農家数は、平成１２年に 44,179 戸、同１７年には 15.6% 減の 37,299 戸となって

いる。一方、平成７～１２年間の減少率は 5.7%となり、同１２～１７年間の減少率の方が

9.9 ポイント上回っている。 

 次に主副業別農家数の構成割合をみると、主業農家シェアは、平成１２年に 8.9%、同１

７年には 9.2%と極僅差ながら拡大している。６５歳未満専従者主業農家シェアは、平成１

２年に 7.1%、同１７年には 6.9%と極僅差ながら縮小している。準主業農家シェアは、平成

１２年に 20.7% 、同１７年には 18.6% に縮小している。６５歳未満専従者準主業農シェア

は、平成１２年に 6.0%、同１７年には 5.2%に縮小している。副業的農家シェアは、平成１

２年に 70.4% 、同１７年には 72.2% に拡大している。 

 ④ まとめ 

 以上で記述した蒜山地域における主副業別農家数の平成７～１７年間に亘る推移状況を

真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における主業農家数は、平成１２年に２０８戸、同１７年には１８９戸に減少

している。一方、真庭郡及び岡山県における主業農家数も減少し、蒜山地域における同農

家数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡山県比）は、平成１２

年にそれぞれ 53.7% 、3.72% 、同１７年にはそれぞれ 50.4% 、3.96% となり、時系列的に

対真庭郡比は低下し、反対に対岡山県比は上昇している。 

 蒜山地域における６５歳未満専従者主業農家数は、平成１２年に１８８戸、同１７年に

は１５７戸に減少している。一方、真庭郡及び岡山県の場合も減少し、蒜山地域における

同農家数の対真庭郡及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞれ 57.5% 、4.22% 、同１７年
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にはそれぞれ 54.1% 、4.43% となり、経年的に対真庭郡比は下降し、反対に対岡山県比は

上昇している。 

 蒜山地域における準主業農家数は、平成１２年に３２２戸、同１７年には２５０戸に減

少している。一方、真庭郡及び岡山県の場合も減少し、蒜山地域における同農家数の対真

庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞれ 30.6% 、2.48% 、同１７年にはそれぞれ

33.1% 、2.59% となり、両比率は時系列的に上昇している。 

 蒜山地域における６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に１０５戸、同１７年

には５１戸に減少している。一方、真庭郡及び岡山県も減少し、蒜山地域における同農家

数の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞれ 35.8% 、2.79% 、同１７年には

それぞれ 26.2% 、1.88% となり、両比率は時系列的に急激に下降している。 

 蒜山地域における副業的農家数は、平成１２年に６７２戸、同１７年には５５９戸に減

少している。一方、真庭郡及び岡山県も減少し、蒜山地域における同農家数の対真庭郡比

及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞれ 23.4% 、1.52% 、同１７年にはそれぞれ 21.7% 、

1.49% となり、両比率とも経年的に下降している。 

 次に上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における各農家数の平成７～１７年間におけ

る推移状況を全期間及び前期間（平成７～１２年）と後期間（平成１２～１７年）に分け

てみると以下のとおりである。 

 主農家数は、全期間に亘り一貫して減少し、その減少率は岡山県 48.8% 、真庭郡 41.8% 、

蒜山地域 39.2% の順になり、前期間における減少率は岡山県 40.2% 、真庭郡 39.9% 、蒜

山地域 33.1% 、後期間は岡山県 14.5% 、蒜山地域 9.1%、真庭郡 3.1%の順になっている。

以上のように減少率は前期間の方が著しく高く、その中で岡山県は両期間において最高と

なり、蒜山地域は前期間に最低となり、後期間には岡山県に次いで高くなっている。 

 ６５歳未満専従者主業農家数は、全期間に亘り一貫して減少し、その減少率は岡山県

47.9% 、真庭郡 42.8% 、蒜山地域 42.1% の順になっている。以上の減少率を前、後期間別

にみると、前期間における減少率は真庭郡 35.5% 、岡山県 34.6% 、蒜山地域 30.6% 、後

期間は岡山県 20.4% 、蒜山地域 16.5% 、真庭郡 11.3% の順になり、以上の減少率は前期

間の方が高く、その中で真庭郡は前期間に最高、後期間は岡山県が最高となり、蒜山地域

は前期間に最低、後期間には岡山県に次いで高くなっている。 

 準主業農家数は、全期間中一貫して減少し、その減少率は真庭郡 39.0% 、岡山県 38.5% 、

蒜山地域 35.9% の順になっている。以上の減少率を前、後期間別にみると、前期間におけ

る減少率は蒜山地域 17.4% 、岡山県 17.2% 、真庭郡 14.9% 、後期間には真庭郡 28.3% 、

岡山県 25.7% 、蒜山地域 22.4% の順になっている。以上のように減少率は後期間の方が高

く、その中で蒜山地域は前期間において最高、後期間には最低となっている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、全期間に亘り蒜山地域と真庭郡は減少基調、岡山県

は一貫した減少パタ－ンで推移し、その減少率は蒜山地域 49.0% 、真庭郡 36.9% 、岡山県

30.6% の順となっている。以上の減少率を前、後期間別にみると、前期間に岡山県は 3.5%

となり、反対に蒜山地域は 5.0%、真庭郡は 0.6%増加し、後期間では蒜山地域、真庭郡及び

岡山県は一様に減少し、その減少率はそれぞれ 51.4% 、37.3% 、28.1% の順になっている。

以上のように前期間では蒜山地域は増加し、真庭郡も僅かながら増加し、反対に岡山県は

減少し、一方、後期間では４か町村は急激に減少し、その中で蒜山地域は幾分突出してい

る。 

 副業的農家数は、全期間に亘り蒜山地域は減少基調、真庭郡及び岡山県は一貫した減少

パタ－ンで推移し、その減少率は岡山県 20.4% 、蒜山地域 12.4% 、真庭郡 12.2% の順に

なっている。以上の減少率を前、後期間別にみると、前期間に岡山県は 5.7%、真庭郡は 2.3%

の減少となり、反対に蒜山地域は 5.3%増加し、後期間では一様に減少し、蒜山地域 16.8% 、

岡山県 15.6% 、真庭郡 10.2% の順になっている。以上のように真庭郡と岡山県は前、後期

間を通して減少し、その中で後期間における減少率の方が著しく高く、一方、蒜山地域は

前期間における僅少な増加から後期間には減少に転じ、しかも岡山県を僅差ながら上回り、

最高となっている。 

 以上に記述したように、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における主業農家数、準主業農家
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数及び副業的農家数は、平成７年以降一貫して減少し、その推移過程において主業農家数

は同７～１２年間に急激に減少し、反対に準主業農家数と副業的農家数は同１２～１７年

間に減少を拡大しててる。また、６５歳未満専従者主業農家数は、全期間中一貫して減少

し、その推移過程で平成７～１２年間における減少は激しく、一方、同１２～１７年間の

減少は緩やかである。一方、６５歳未満専従者準主業農家数は、蒜山地域及び真庭郡は全

期間に亘り減少基調、岡山県は一貫した減少パタ－ンで推移し、その推移過程において蒜

山地域と真庭郡は平成７～１２年間に増加し、反対に岡山県は減少し、同１２～１７年間

には蒜山地域、真庭郡及び岡山県は一様に減少を拡大している。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における主副業別農家数の構成割合を平成１２年

と同１７年の前、後両時点で比較すると以下のとおりである。 

 主業農家シェアは、前時点で蒜山地域 17.3% 、真庭郡 9.0%、岡山県 8.9%、後時点では

それぞれ 18.9% 、10.1% 、9.2%の順になり、後時点において僅差ながら拡大している。６

５歳未満専従者主業農家シェアは、前時点で蒜山地域 15.6% 、真庭郡 7.6%、岡山県 7.1%、

後時点ではそれぞれ 15.7% 、7.8%、6.9%、の順になり、両時点間差異はみられない。 

 準主業農家シェアは、前時点で蒜山地域 26.8% 、真庭郡 24.4% 、岡山県 20.7% 、後時

点ではそれぞれ 25.1% 、20.4% 、18.6% の順になり、後時点において幾分縮小している。 

 ６５歳未満専従者準主業農家シェアは、前時点で蒜山地域 8.7%、真庭郡 7.2%、岡山県

6.0%、後時点では真庭郡 5.3%、岡山県 5.2%、蒜山地域 5.1%の順になり、後時点において

幾分縮小している。 

 副業的農家シェアは、前時点で岡山県 70.4% 、真庭郡 66.6% 、蒜山地域 55.9% 、後時

点ではそれぞれ 72.2% 、69.5% 、56.0% 、の順となり、後時点において岡山県と真庭郡は

幾分拡大し、蒜山地域では変化はみられない。 

 以上のように、主業農家及び副業的農家シェアは後時点で拡大し、反対に準主業農家シ

ェアは縮小し、その中で蒜山地域における主業農家及び準主業農家シェアは両時点におい

て真庭郡及び岡山県を上回り、とくに主業農家シェアは突出し、副業的農家シェアは真庭

郡及び岡山県を大幅に下回っている。６５歳未満専従者主業農家シェアには両時点間差異

が見られず、その中で蒜山地域は突出している。一方、６５歳未満専従者準主業農家シェ

アは後時点で縮小し、その中で蒜山地域は前時点において最高となり、後時点では真庭郡

及び岡山県とほぼ同一水準となっている。 

 なお、副業的農家シェアの概数（小数点以下四捨五入）は両時点において蒜山地域は５

６％、真庭郡は６７～７０％、岡山県は７０～７２％となり、主業農家シェアの１０～２

０％、準主業農家シェアの２０～２５％を大幅に上回っている。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 主業農家数は、平成１２年に７４戸、同１７年には 4.1%減の７１戸となっている。一方、

平成７～１２年間の減少率は 31.5% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 27.4% ポイ

ント下回っている。 

 ６５歳未満専従者主業農家数は、平成１２年に７０戸、同１７年には 17.2% 減の５８戸

となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 30.0% となり、同１２～１７年間の減

少率の方が 12.9 ポイント下回っている｡ 

 準主業農家数は、平成１２年に６６戸、同１７年には 9.1%減の６０戸となっている。一

方、平成７～１２年間の減少率は 13.2% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 4.1 

ポイント下回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に２４戸、同１７年には 33.3% 減の１６

戸となっている。一方、平成７～１２年の減少率は 4.0%となり、同１２～１７年間の減少

率の方が 29.3 ポイント上回っている。 

 副業的農家数は、平成１２年に１６３戸、同１７年には 29.5% 減の１１５戸となってい

る。反対に平成７～１２年には 15.6% の増加となっている。 

 以上で記述した主副業別農家数の構成割合をみると、主業農家シェアは、平成１２年に

24.4% 、同１７年には 28.9% に拡大している。６５歳未満専従者主業農家シェアは、平成
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１２年に 23.1% 、同１７年には 23.6% と極僅少ながら拡大している。準主業農家シェアは、

平成１２年に 21.8% 、同１７年には 24.4% に拡大している。６５歳未満専従者準主業農家

シェアは、平成１２年に 7.9%、同１７年には 6.5%に縮小している。副業的農家シェアは、

平成１２年 53.8% 、同１７年には 46.7% に縮小している。 

 ② 八束村 

 主業農家数は、平成１２年に９３戸、同１７年には 11.8% 減の８２戸となっている。一

方、平成７～１２年間の減少率は 28.5% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 16.7

ポイント下回っている。 

６５歳未満専従者主業農家数は、平成１２年に８４戸、同１７年には 14.3% 減の７２戸と

なっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 27.0% となり、同１２～１７年間の減少

率の方が 12.7 ポイント下回っている。 

 準主業農家数は、平成１２年に８８戸、同１７年には 34.1% 減の５８戸となっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は 12.9% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 21.2

ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に３２戸、同１７年には 65.6% 減の１１

戸となつている。反対に平成７～１２年には 28.0% 増加となっている。 

 副業的農家数は、平成１２年に１７０戸、同１７年には 11.2% 減の１５１戸となってい

る。反対に平成７～１２年には 7.6%増加となっている。 

 以上で記述した主副業別農家数の構成割合をみると、主業農家シェアは、平成１２年に

26.5% 、同１７年には 28.2% に拡大している。６５歳未満専従者主業農家シェアは、平成

１２年に 23.9% 、同１７年には 24.7% に拡大している。準主業農家シェアは、平成１２年

に 25.1% 、同１７年には 19.9% と縮小している。６５歳未満専従者準主農家シェアは、平

成１２年に 9.1%、同１７年には 3.8%に縮小している。副業的農家シェアは、平成１２年に

48.4% 、同１７年には 51.9% に拡大している。 

 ③ 中和村 

 主業農家数は、平成１２年に１４戸、同１７年には 21.4% 減の１１戸となっている。一

方、平成７～１２年間の減少率は 22.2% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 0.8 

ポイント下回っている。 

 ６５歳未満専従者主業農家数は、平成１２年に１１戸、同１７年には 18.2% 減の９戸と

なっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 15.4% となり、同１２～１７年間の減少

率の方が 2.8 ポイント上回っている。 

 準主業農家数は、平成１２年に３８戸、同１７年には 10.5% 減の３４戸となっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は 13.6% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 3.1

ポイント下回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年、同１７年ともに１０戸となり、増減率

０％となっている。一方、平成７～１２年間には 150.0%の増加となっている。 

 副業的農家数は、平成１２年に９３戸、同１７年には 24.7% 減の７０戸となっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は 7.0%となり、同１２～１７年間の減少率の方が 17.7

ポイント上回っている。 

 以上で記述した主副業別農家数の構成割合をみると、主業農家シェアは平成１２年に

9.7%、同１７年には 9.6%、６５歳未満専従者主業農家シェアは平成１２年に 7.6%、同１７

年には 7.8%となり、両農家シェアとも時系列的変化はみられない。準主業農家シェアは平

成１２年に 26.2% 、同１７年には 29.6% に拡大している。６５歳未満専従者準主業農家シ

ェアは平成１２年に 6.9%、同１７年には 8.7%に拡大している。副業的農家シェアは平成１

２年に 64.1% 、同１７年には 60.9% に縮小している。 

 ④ 湯原町 

 主業農家数は、平成１２年に２７戸、同１７年には 7.4%減の２５戸となっている。一方、

平成７～１２年間の減少率は 50.9% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 43.5 ポイ

ント下回っている。 

 ６５歳未満専従者主業農家数は、平成１２年に２３戸、同１７年には 21.7% 減の１８戸
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となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 46.5% となり、同１２～１７年間の減

少率の方が 24.8 ポイント下回っている。 

 準主業農家数は、平成１２年に１３０戸、同１７年には 24.6% 減の９８戸となっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は 23.1% となり、同１２～１７年間の減少率の方が 1.5 

ポイント上回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に３９戸、同１７年には 64.1% 減の１４

戸となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 15.2%となり、同１２～１７年間の

減少率の方が 48.9 ポイント上回っている。 

 副業的農家数は、平成１２年に２４６戸、同１７年には 9.4%減の２２３戸となっている。

反対に平成７～１２年には 2.9%の増加となっている。 

 上記した主副業別農家数の構成割合をみると、主業農家シェアは平成１２年に 6.7%、同

１７年には 7.2%と極僅少ながら拡大している。６５歳未満専従者主業農家シェアは平成１

２年に 5.7%、同１７年には 5.2%と極僅少ながら縮小している。準主業農家シェアは平成１

２年に 32.3% 、同１７年には 28.3% に縮小している。６５歳未満専従者準主業農家シェア

は平成１２年に 9.7%、同１７年には 4.0%に縮小している。副業的農家シェアは平成１２年

に 61.0% 、同１７年には 64.5% に拡大している。 

 ⑤ まとめ 

 以上に記述した４か町村における主副業別農家数の平成７～１７年間に亘る推移状況を

町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

 ⒜ 主業農家数は、平成１２年に八束村９３戸（町村別構成比 44.7% ）、川上村７４戸

（同 35.6% ）、湯原町２７戸（同 20.5% ）、中和村１４戸（同 6.7%）、同１７年（２０

０５）には八束村８２戸（同 43.4% ）、川上村７１戸（同 37.6% ）、湯原町２５戸（同

13.2% ）、中和村１１戸（同 5.8%）の順になっている。 

 ６５歳未満主業農家数は、平成１２年に八束村８４戸（同 44.7% ）、川上村７０戸（同

37.2% ）、湯原町２３戸（同 12.2% ）、中和村１１戸（同 5.9%）、同１７年には八束村７

２戸（同 45.9% ）、川上村５８戸（同 37.0% ）、湯原町１８戸（同 11.4% ）、中和村９

戸（同 5.7%）の順になっている。 

 ⒝ 準主業農家数は、平成１２年に湯原町１３０戸（同 40.4% ）、八束村８８戸（同

27.3% ）、川上村６６戸（同 20.5% ）、中和村３８戸（同 11.8% ）、同１７年には湯原町

９８戸（同 39.2% ）、川上村６０戸（同 24.0% ）、八束村５８戸（同 23.2% ）、中和村

３４戸（同 13.6% ）の順になっている。 

 上記農家のうち６５歳未満専従者準主業農家数は、平成１２年に湯原町３９戸（同

37.2% ）、八束村３２戸（同 30.5% ）、川上村２４戸（同 22.8% ）、中和村１０戸（同

9.5%）、同１７年には川上村１６戸（同 31.4% ）、湯原町１４戸（同 27.4% ）、八束村１

１戸（同 21.6% ）、中和村１０戸（同 19.6% ）の順になっている。 

 ⒞ 副業的農家数は、平成１２年に湯原町２４６戸（同 36.6% ）、八束村１７０戸（同

25.3% ）、川上村１６３戸（同 24.3% ）、中和村９３戸（同 13.8% ）、同１７年には湯原

町２２３戸（同 39.9% ）、八束村１５１戸（同 27.0% ）、川上村１１５戸（同 20.6% ）、

中和村７０戸（同 12.5% ）の順になっている。 

 ⒟ 以上で記述した４か町村における各農家数の平成７～１７年間の推移状況を全期間

及び前期間（平成７～１２年）と後期間（平成１２～１７年）に分けてみると以下のとお

りである。 

 主業農家数は、全期間中一貫して減少し、その減少率は湯原町 54.6% 、中和村 38.9% 、

八束村 36.9% 、川上村 34.3% の順になっている。以上の減少率を前、後期間別にみると、

前期間における減少率は湯原町 50.9% 、川上村 31.5% 、八束村 28.5% 、中和村 22.2% の

順になり、一方、後期間の減少率は中和村 21.4% 、八束村 11.8% 、湯原町 7.4%、川上村

4.1%の順になっている。以上のように前期間における減少率は後期間を上回り、とくに中

和村を除く３か町村は大幅に上回り、その中で湯原町は突出し、中和村は最低となり、後

期間における減少率は中和村が突出している。 

 ６５歳未満専従者主業農家数は、全期間を通して減少し、その減少率は湯原町 58.1% 、
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川上村 47.9% 、八束村 42.0% 、中和村 30.8% の順になっている。以上の減少率を前、後

期間別にみると、前期間における減少率は湯原町 46.5% 、川上村 30.0% 、八束村 27.0% 、

中和村 15.4% の順になり、一方、後期間の減少率は湯原町 21.7% 、中和村 18.2% 、川上

村 17.2% 、八束村 14.3% の順になっている。以上のように中和村を除く３か町村の減少率

は前期間の方が著しく上回り、とくに湯原町は大幅に上回り、一方、中和村は後期間の方

が幾分上回り、その中で湯原町の減少率は前、後両期間に最高となっている。 

 準主業農家数は、全期間を通して減少し、その減少率は八束村 42.6% 、湯原町 42.0% 、

中和村 22.7% 、川上村 21.6% の順になっている。以上の減少率を前、後期間に分けてみる

と、前期間における減少率は湯原町 23.1% 、中和村 13.6% 、川上村 13.2% 、八束村 12.9% 

の順になり、一方、後期間の減少率は八束村 34.1% 、湯原町 24.6% 、中和村 10.5% 、川

上村 9.1%の順になっている。以上のように八束村と湯原町の減少率は後期間の方が上回

り、とくに八束村は大幅に上回り、反対に川上村と中和村は下回っている。 

 ６５歳未満専従者準主業農家数は、全期間を通して川上村と湯原町は一貫した減少、八

束村と中和村は減少基調で推移し、その減少率は湯原町 69.6% 、八束村 56.0% 、川上村

36.0% の順になり、反対に中和村は 150.0%増加となっている。以上の増減率を前、後期間

に分けてみると、前期間において湯原町と川上村はそれぞれ 15.2% 、4.0%の減少、反対に

中和村と八束村はそれぞれ 150.0%、28.0% の増加となっている。一方、後期間には中和村

を除く３か町村は減少し、その減少率は八束村 65.6% 、湯原町 64.1% 、川上村 33.3% の

順になり、中和村は増減なしとなっている。以上のように湯原町と川上村は前、後両期間

において減少し、その減少率は後期間の方が著しく上回っている。一方、八束村は前期間

の増加から後期間における急激な減少に推移し、その減少率は湯原町とともに川上村を大

幅に上回っている。一方、中和村は前期間における増加から後期間の横ばい状態に転じて

いる。 

 副業的農家数は、全期間を通して中和村は一貫した減少、他の３か町村は減少基調で推

移し、その減少率は中和村 30.0% 、八束村 4.4%の順になり、反対に増加率は川上村 26.0% 、

湯原町 6.7%の順になっている。以上の増減率を前、後期間別に分けてみると、前期間にお

いて中和村は 7.0%減少し、反対に他の３か町村は増加し、その増加率は川上村 15.6% 、八

束村 7.6%、湯原町 2.9%の順になっている。一方、後期間には４か町村とも減少し、その減

少率は川上村 29.5% 、中和村 24.7% 、八束村 11.2% 、湯原町 9.4%の順になっている。以

上のように中和村は前、後両期間において減少し、その減少は後期間の方が大幅に上回っ

ている。一方、川上村、八束村及び湯原町は前期間の増加から後期間の減少に転じ、その

中で川上村はとくに急激に減少している。 

 以上に記述したように、４か町村における主業農家数、６５歳未満専従者主業農家数及

び準主業農家数は、平成７年以降一貫した減少パタ－ンで推移し、その過程において主業

農家数と６５歳未満専従者主業農家数は前期間に激しく減少し、後期間における減少は縮

小し、準主業農家数は後期間に八束村と湯原町は減少を拡大し、とくに八束村は顕著に拡

大し、反対に川上村と中和村は減少を縮小している。６５歳未満専従者準主業農家数は、

平成７年以降川上村と湯原町は一貫した減少、八束村と中和村は減少基調で推移し、その

過程で後期間に中和村を除く３か町村は減少を拡大し、中和村は横ばい状態となっている。

また、副業的農家数は、中和村を除く３か町村は減少基調、中和村は一貫した減少パタ－

ンで推移し、その過程で後期間に各町村とも減少を拡大している。 

 ⒠ 上記した４か町村における主副業別農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年

と同１７年の前、後両時点で比較すると以下のとおりである。 

 主業農家シェアは、前時点で八束村 26.5% 、川上村 24.4% 、中和村 9.7%、湯原町 6.7%、

後時点では川上村 28.9% 、八束村 28.2% 、中和村 9.6%、湯原町 7.2%の順になっている。

６５歳未満専従者主業農家シェアは、前時点で八束村 23.9% 、川上村 23.1% 、中和村 7.6%、

湯原町 5.7%、後時点では八束村 24.7% 、川上村 23.6% 、中和村 7.8%、湯原町 5.2%の順に

なっている。準主業農家シェアは、前時点で湯原町 32.3% 、中和村 26.2% 、八束村 25.1% 、

川上村 21.8% 、後時点では中和村 29.6% 、湯原町 28.3% 、川上村 24.4% 、八束村 19.9% 

の順になっている。６５歳未満専従者準主業農家シェアは、前時点で湯原町 9.7%、八束村
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9.1%、川上村 7.9%、中和村 6.9%、後時点では中和村 8.7%、川上村 6.5%、湯原町 4.0%、八

束村 3.8%の順になっている。副業的農家シェアは、前時点で中和村 64.1% 、湯原町 61.0% 、

川上村 53.8% 、八束村 48.4% 、後時点では湯原町 64.5% 、中和村 60.8% 、八束村 51.9% 、

川上村 46.7% の順になっている。 

 以上のように各農家シェアには町村間差異がみられるが、全体的に主業農家シェアと６

５歳未満専従者主業農家シェアは川上村・八束村の高水準グル－プと中和村・湯原町の低

水準グル－プ、反対に副業的農家シェアは中和村・湯原町の高水準グル－プと川上村・八

束村の低水準グル－プに分けられる。なお、４か町村における準主業農家シェアと６５歳

未満専従者準主業農家シェアは比較的近似している。 

 先に記述した４か町村における主副業別農家数は平成１２～１７年間に一様に減少し、

その中で各農家シェアの同１２年と同１７年の前、後両時点間の推移状況には下記のよう

な町村間差異がみられる。 

 主業農家シェアは、中和村を除く３か町村では後時点で拡大し、とくに川上村は著しく、

湯原町は極僅少にとどまり、一方、中和村は横ばい状態となっている。準主業農家シェア

は、川上村と中和村では後時点でかなり拡大し、八束村と湯原町はかなり縮小している。

副業的農家シェアは、八束村と湯原町では後時点でかなり拡大し、川上村と中和村は縮小

し、とくに川上村において顕著である。６５歳未満専従者主業農家シェアは、４か町村と

も前後両時点間にほとんで変化はみられず、一方、６５歳未満専従者準主業農家シェアは、

中和村を除く３か町村では後時点で縮小し、とくに八束村と湯原町は著しく、一方、中和

村は幾分拡大している。 

 なお、平成１７年における副業的農家シェアの概数（小数点以下四捨五入）は、湯原町

６５％、中和村６１％、八束村５２％、川上村４７％と概ね５０％を超え、主業農家シェ

アの川上村２９％、八束村２８％、中和村１０％、湯原町７％、準主業農家シェアの中和

村３０％、湯原町２８％、川上村２４％、八束村２０％を大幅に上回っている。 

 ４４４４ 農業後継者農業後継者農業後継者農業後継者がいるがいるがいるがいる農家農家農家農家数数数数のののの激減激減激減激減 

 農家世帯における農業後継者は、同居後継者と農家世帯から他出した後継者に分けられ

る。 

 蒜山地域及び４か町村における農業後継者の有無別並びに同後継者の就業状態別農家数

の平成１２～１７年間の推移状況を表１２の資料により記述すると以下のとおりである。

なお、比較のため真庭郡及び岡山県についても付記する。 

 農業センサスによると、同居農業後継者の就業状態は多様であり、自営農業だけあるい

は自営農業に主に従事する者は少なく、農業以外の仕事に従事する者が多い実態がみられ

る。本項では主に同居農業後継者がいる農家数の推移についてのみ記述する。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における同居農業後継者がいる農家数（以下、同居後継者農家）は平成１２年

に５１８戸、同１７年には３５６戸に減少し、減少率は 31.3% となっている。一方、他出

農業後継者がいる農家数（以下、他出後継者農家）は、平成１２年に１９２戸、同１７年

には１４４戸に減少し、減少率は 25.0% となっている。以上の同居後継者農家数及び他出

後継者農家数の販売農家数に占める割合は、平成１２年にそれぞれ 43.1% 、16.0% となり、

同１７年にはそれぞれ 35.7% 、14.4% に縮小している。 

 真庭郡における同居後継者農家数は、平成１２年に 2,264 戸、同１７年には 1,714 戸に

減少し、減少率は 24.3% となっている。一方、他出後継者農家数は、平成１２年に８４８

戸、同１７年には５５８戸に減少し、減少率は 34.2% となっている。以上の同居後継者農

家数及び他出後継者農家数の販売農家数に占める割合は、平成１２年にそれぞれ 52.6% 、

19.6% となり、同１７年にはそれぞれ 46.2% 、15.1% と縮小している。 

 岡山県における同居後継者農家数は、平成１２年に 35,036 戸、同１７年には 22,155 戸

に減少し、減少率は 36.8% となっている。一方、他出後継者農家数は、平成１２年に 12,570

戸、同１７年には 7,763 戸に減少し、減少率は 38.3% となっている。以上の同居後継者農

家数及び他出後継者農家数の販売農家に占める割合は、平成１２年にそれぞれ 55.9% 、

20.0% となり、同１７年にはそれぞれ 42.9% 、15.0% と縮小している。 
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 以上で記述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における農業後継者がいる農家数の平成１

２年～１７年間における推移状況を相互比較的にまとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における同居及び他出後継者農家数は、平成１２年にそれぞれ５１８戸、１９

２戸、同１７年にはそれぞれ３５６戸、１４４戸に減少している。 

 一方、真庭郡及び岡山県においても減少し、その中で蒜山地域における同居及び他出後

継者農家数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対岡山県比）は次のように

推移している。 

 同居後継者農家数の対真庭郡及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞれ 22.9% 、1.48% 、

同１７年にはそれぞれ 20.8% 、1.61% となり、時系列的に対真庭郡比は下降し、反対に対

岡山県比は上昇している。一方、他出後継者農家数の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成

１２年にそれぞれ 22.7% 、1.53% 、同１７年にはそれぞれ 25.8% 、1.86% となり、両比率

とも時系列的に上昇している。 

 先に記述した同居及び他出後継者農家数の平成１２～１７年間における減少率をみる

と、同居後継者農家の場合は岡山県 36.8% 、蒜山地域 31.3% 、真庭郡 24.3% の順になり、

一方、他出後継者農家の場合は、岡山県 38.3% 、真庭郡 34.2% 、蒜山地域 25.0% の順に

なっている。以上のように、蒜山地域における同居後継者農家数の減少率は岡山県に次い

で高く、両者は３０％を超え、一方、他出後継者農家数の減少率は岡山県及び真庭郡は３

０％を超え、蒜山地域は２０％台半ばとなっている。 

 同居及び他出後継者農家数の販売農家数に占める割合（以下、農家シェア）を平成１２

年と同１７年の両時点でみると、同居後継者農家シェアは、平成１２年に岡山県 55.9% 、

真庭郡 52.6% 、蒜山地域 43.1% 、同１７年には真庭郡 46.2% 、岡山県 42.9% 、蒜山地域

35.7% の順になり、一方、他出後継者農家シェアは、平成１２年に岡山県 20.0% 、真庭郡

19.6% 、蒜山地域 16.0% 、同１７年には真庭郡 15.1% 、岡山県 15.0% 、蒜山地域 14.4% 

の順になり、両農家シェアは経年的に縮小している。同居及び他出後継者農家シェアの合

計値は、平成１２年に岡山県 75.9% 、真庭郡 72.2% 、蒜山地域 59.1% 、同１７年には真

庭郡 61.3% 、岡山県 57.9% 、蒜山地域 50.1% の順になっている。 

 以上のように、蒜山地域における同居及び他出後継者シェアは、真庭郡及び岡山県に比

べて平成１２、１７年の両時点において下回り、しかも同シェアは両時点間において真庭

郡及び岡山県と同様に縮小している。同居及び他出後継者合計シェアの概数（小数点以下

四捨五入）を平成１２年－同１７年の順に列記すると、蒜山地域：５９％－５０％、真庭

郡：７２％－６１％、岡山県７６％－５８％、となっている。 

 （２） ４か町村 

 川上村における同居後継者農家数は、平成１２年に１３９戸、同１７年には 35.3% 減の

９０戸となっている。一方、他出後継者数は、平成１２年に３４戸、同１７年には 23.5% 

減の２６戸となっている。以上の同居及び他出後継者農家数の販売農家数に占める割合（以

下、農家シェア）は、平成１２年にそれぞれて 45.9% 、11.2% となり、同１７年にはそれ

ぞれ 36.6% 、10.6% に縮小している。 

 八束村における同居後継者農家数は、平成１２年に１６６戸、同１７年には 36.8% 減の

１０５戸となっている。一方、他出後継者農家数は、平成１２年に３５戸、同１７年には

25.7% 減の２６戸となっている。また、同居及び他出後継者農家シェアは、平成１２年に

それぞれ 47.3% 、10.0% となり、同１７年にはそれぞれ 36.1% 、8.9%に縮小している。 

 中和村における同居後継者農家数は、平成１２年に４５戸、同１７年には 15.6% 減の３

８戸となっている。一方、他出後継者農家数は、平成１２年に２６戸、同１７年には 30.8% 

減の１８戸となっている。また、同居及び他出後継者農家シェアは、平成１２年にそれぞ

れ 31.0%、18.0% となり、同１７年にはそれぞれ 33.1% 、15.6% と前者は拡大し、後者は

縮小している。 

 湯原町における同居後継者農家数は、平成１２年に１６８戸、同１７年には 26.8% 減の

１２３戸となっている。一方、他出後継者農家数は、平成１２年に９７戸、同１７年には

23.7% 減の７４戸となっている。また、同居及び他出後継者農家シェアは、平成１２年に

それぞれ 41.7% 、24.1% となり、同１７年にはそれぞれ 35.6% 、21.3% に縮小している。 
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 以上に記述した４か町村における同居及び他出後継者農家数の平成１２～１７年間の推

移状況を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

 同居後継者農家数は、平成１２年に湯原町１６８戸（町村別構成比 32.4% ）、八束村１

６６戸（同 32.1% ）、川上村１３９戸（同 26.8% ）、中和村４５戸（同 8.7%）となり、

同１７年には湯原町１２３戸（同 34.5% ）、八束村１０５戸（同 29.5% ）、川上村９０戸

（同 25.3% ）、中和村２８戸（同 10.7% ）に減少している。一方、他出後継者農家数は、

平成１２年に湯原町９７戸（同 50.5% ）、八束村３５戸（同 18.2% ）、川上村３４戸（同

17.7% ）、中和村２６戸（同 13.6% ）となり、同１７年には湯原町７４戸（同 51.5% ）、

八束村と川上村各２６戸（同 18.0% ）、中和村１８戸（同 12.5% ）に減少している。 

 上記した同居及び他出後継者農家数の平成１２～１７年間における減少率をみると、前

者は八束村 36.8% 、川上村 35.3% 、湯原町 26.8% 、中和村 15.6% の順になり、後者は中

和村 30.8% 、八束村 25.7% 、湯原町 23.7% 、川上村 23.5% の順になっている。以上のよ

うに、同居後継者農家数の減少率には町村間差異が大きく、八束村と川上村は３０％台半

ばと高く、中和村は１０％台半ばで最低となり、一方、他出後継者農家数の方は中和村が

３１％弱と高く、他の３か町村は概ね２０％台半ばとなっている。 

 先に記述した同居及び他出後継者農家数の販売農家数に占める割合を平成１２年と同１

７年の前、後両時点でみると以下のとおりである。 

 同居後継者農家シェアは、前時点では八束村 47.3% 、川上村 45.9% 、湯原町 41.7% 、

中和村 31.0% 、後時点では川上村 36.6% 、八束村 36.1% 、湯原町 35.6% 、中和村 33.1% 

の順になっている。一方、他出後継者農家シェアは、前時点では湯原町 24.1% 、中和村

18.0% 、川上村 11.2% 、八束村 10.0% 、後時点では湯原町 21.3% 、中和村 15.6% 、川上

村 10.6% 、八束村 8.9%の順になっている。 

 以上のように、同居後継者農家シェアは中和村を除く３か町村では時系列的に縮小し、

反対に中和村は拡大し、その中で町村間較差は平成１７年の時点で著しく縮小し、そのシ

ェアの概数（小数点以下四捨五入）は中和村３３％、他の３か村は３６～３７％となって

いる。一方、他出後継者農家シェアは４か町村とも時系列的に縮小し、その中で町村間較

差の縮小は見られず、そのシェアは平成１７年の時点で９～２１％となり、最低は八束村、

最高は湯原町となっている。なお、平成１７年における同居と他出後継者農家シェアの合

計値は、湯原町５７％、中和村４９％、川上村４７％、八束村４５％の順になっている。 

 ５５５５ 農業生産労働力農業生産労働力農業生産労働力農業生産労働力のののの低下低下低下低下 

 農家世帯員の就業状態は、農業センサス調査前１年間の仕事への従事状況によって①「自

営農業のみに従事」、②「自営農業とその他の仕事の両方に従事」、③「その他の仕事の

みに従事」、④「仕事に従事しなかつた」に区分され、そのうち②はさらに「自営農業が

主」（②－１）、「その他の仕事が主」（②－２）に細分される。なお、農家世帯員のふ

だんの主な活動状態を「主に仕事」「主に家事や育児」「その他」（例えば就学、病気療

養、高齢で労働しない等）に区分している。 農業従事者とは、満１５歳以上の世帯員の

うち農業センサス調査期日前１年間に少しでも自営農業に従事した者（①、②）をいう。

農業就業人口とは、農業従事者のうち調査期日前１年間に「自営農業のみに従事した世帯

員」及び「自営農業とその他の仕事の両方に従事したが、農業の従事日数の方が多い世帯

員」（①、②－１）をいう。基幹的農業従事者とは、農業就業人口のうち調査期日前１年

間のふだんの主な仕事が農業である者をいう。農業専従者とは、自営農業従事日数が１５

０日以上の者をいう。 

 本項では蒜山地域及び同地域４か町村における販売農家世帯員のうち農業従事者数、農

業就業人口、基幹的農業従事者数、農業専従者数及び農業従事者の平均年齢の平成１２年

と同１７年の両時点間の推移状況について表１３、１４の資料により記述し、なお、比較

のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

 ５５５５－－－－１１１１ 農業従事者等農業従事者等農業従事者等農業従事者等のののの減少減少減少減少 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における農業従事者数は、平成１２年に 3,642 人となり、同１７年には 2,953 

人に減少し、減少率は 18.9% となっている。一方、真庭郡及び岡山県における農業従事者
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数も減少し、減少率は岡山県 20.5% 、真庭郡 18.3% の順になり、蒜山地域に比べて岡山県

は 1.6 ポイント上回り、反対に真庭郡は 0.6 ポイント下回っている。 

 以上の蒜山地域における農業従事者数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭

郡比及び対岡山県比）は平成１２年にそれぞれ 28.0% 、2.04% 、同１７年には 27.8% 、2.08% 

となり、いずれの比率とも両時点間に大差はみられない。 

 蒜山地域における農業就業人口は、平成１２年に 1,862 人となり、同１７には 1,611 

人に減少し、減少率は 13.5% となっている。一方、真庭郡及び岡山県における農業就業人

口も減少し、減少率は岡山県 14.9% 、真庭郡 11.1% の順になり、蒜山地域に比べて岡山県

は 1.4 ポイント上回り、反対に真庭郡は 2.4 ポイント下回っている。 

 以上の蒜山地域における農業就業人口の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそ

れぞれ 29.6% 、1.99% 、同１７年にはそれぞれ 28.8% 、2.03% となり、対真庭郡比は経年

的に僅少ながら上昇し、対岡山県比に大きな変化はみられない。 

 上記した農業就業人口の農業従事者数に占める割合は、平成１２年に岡山県 52.1% 、蒜

山地域 51.1% 、真庭郡 48.4% 、同１７年にはそれぞれ 55.8% 、54.6% 、52.4% の順にな

っている。以上のように同割合は経年的に拡大し、とくに真庭郡の場合は著しく、そのた

め平成１７年における真庭郡と岡山県及び蒜山地域との較差は顕著に縮まっている。 

 蒜山地域における基幹的農業従事者数は、平成１２年に 1,162 人となり、同１７年には

4.8%減の 1,106 人となっている。一方、岡山県における基幹的農業従事者数も減少し、減

少率は 2.5%となり、蒜山地域に比べて 2.3 ポイント下回っている。しかし、真庭郡の場合

は増加し、増加率は 3.6%となっている。 

 以上の蒜山地域における基幹的農業従事者数の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２

年にそれぞれ 34.0% 、2.44% 、同１７年にはそれぞれ 31.2% 、2.38% となり、両比率とも

時系列的に下降している。 

 上記した基幹的農業従事者数の農業従事者数に占める割合は、平成１２年に蒜山地域

31.9% 、岡山県 26.6% 、真庭郡 26.3% の順になり、同１７年には蒜山地域 37.5% 、真庭

郡 33.4% 、岡山県 32.6% の順になり、同割合は経年的に拡大している。その中で蒜山地域

の同割合は最も高く、岡山県と真庭郡は近似してる。 

 蒜山地域における農業専従者数は、平成１２年に９５３人となり、同１７には 15.3% 減

の８０７人となっている。一方、真庭郡及び岡山県における農業専従者数も減少し、減少

率は真庭郡 28.4% 、岡山県 10.3% の順になり、蒜山地域に比べて真庭郡は 13.1 ポイント

上回り、反対に岡山県は 5.0 ポイント下回っている。 

 以上の蒜山地域における農業専従者数の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそ

れぞれ 41.1% 、2.93% 、同１７年にはそれぞれ 48.6% 、2.77% となり、対真庭郡比は時系

列的に上昇し、反対に対岡山県比は下降している。 

 上記した農業専従者数の農業従事者数に占める割合は、平成１２年に蒜山地域 26.2% 、

岡山県 18.1% 、真庭郡 17.8% 、同１７年にはそれぞれ 27.3% 、20.5% 、15.6% の順にな

っている。以上のように同割合は蒜山地域及び岡山県は時系列的に拡大し、反対に真庭郡

は縮小し、そのため平成１７年における蒜山地域及び岡山県との較差は広がっている。 

 以上に記述した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における農業従事者数、農業就業人口、基

幹的農業従事者数、農業専従者数の平成１２～１７年間の推移状況をまとめると以下のと

おりである。 

 農業従事者数、農業就業人口、農業専従者数は減少し、その減少率は農業従事者の場合

は岡山県 20.5% 、蒜山地域 18.9% 、真庭郡 18.3% 、農業就業人口の場合は岡山県 14.9% 、

蒜山地域 13.5% 、真庭郡 11.1% の順になり、農業専従者の場合は真庭郡 28.4% 、蒜山地

域 15.3% 、岡山県 10.3% の順になっている。一方、基幹的農業従事者数の場合は蒜山地域

と岡山県は減少し、減少率はそれぞれ 4.8%、2.5%となり、反対に真庭郡は 3.6%増加となっ

ている。 

 上記した蒜山地域における農業従事者数の減少率は農業就業人口、基幹的農業従事者数

及び農業専従者数のそれを大幅に上回り、その概数（小数点以下四捨五入）はそれぞれ△

１９％、△１４％、△５％、△１５％となり、岡山県の場合も同様で、それぞれ△２１％、
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△１５％、△３％、△１０％となっている。しかし、真庭郡の場合はそれぞれ△１８％、

△１１％、４％、△２８％となり、農業専従者数の減少率が突出し、反対に基幹的農業従

事者数は増加している。 

 農業就業人口、基幹的農業従事者数及び農業専従者数の農業従事者数に占める割合の概

数を平成１２年－同１７年の順に列記すると、農業就業人口は岡山県：５２％－５６％、

蒜山地域：５１％－５５％、真庭郡：４８％－５２％、基幹的農業従事者は蒜山地域：３

２％－３８％、岡山県：２７％－３３％、真庭郡：２６％－３３％、農業専従者は蒜山地

域２６－２７％、岡山県１８％－２１％、真庭郡１８％－１６％となっている。 

 以上のように同割合は両時点において農業就業人口の方が基幹農業従事者、農業専従者

を大幅に上回り、その割合は農業就業人口と基幹的農業従事者では経年的に拡大し、農業

専従者の場合は真庭郡を除き拡大している。なお、蒜山地域における農業就業人口割合は

岡山県と近似し、真庭郡を上回り、一方、基幹的農業従事者及び農業専従者の両割合は岡

山県及び真庭郡を大幅に上回っている。 

 （２） ４か町村 

 ４か町村における農業従事者数は、平成１２年に湯原町 1,173 人（町村別構成比 32.2% ）、

八束村 1,119 人（同 30.7% ）、川上村９１７人（同 25.2% ）、中和村４３３人（同 11.9% ）

の順になり、平成１７年には湯原町９８６人（同 33.4% ）、八束村９１０人（同 30.8% ）、

川上村７２５人（同 24.6% ）、中和村３３２人（同 11.2% ）に減少し、減少率は中和村

23.3% 、川上村 20.9% 、八束村 18.7% 、湯原町 16.0%の順になっている。 

 ４か町村における農業就業人口は、平成１２年に八束村６００人（同 32.2% ）、湯原町

５７２人（同 30.7% ）、川上村５０４人（同 27.1% ）、中和村１８６人（同 10.0% ）の

順になり、平成１７年には八束村５１８人（同 32.2% ）、湯原町５１６人（同 32.0% ）、

川上村４１３人（同 25.6% ）、中和村１６４人（同 10.2% ）に減少し、減少率は川上村

18.1% 、八束村 13.7% 、中和村 11.8% 、湯原町 9.8%の順になっている。 

 以上の農業就業人口の農業従事者数に占める割合は、平成１２年に川上村 55.6% 、八束

村 53.6% 、湯原町 48.8% 、中和村 43.0% 、同１７年にはそれぞれ 57.0% 、56.9% 、52.3% 、

49.4% の順になり、各町村とも経年的に拡大している。 

 ４か町村における基幹的農業従事者数は、平成１２年に八束村３９６人（同 34.1% ）、

川上村３６３人（同 31.2% ）、湯原町３１３人（同 26.9% ）、中和村９０人（同 7.8%）

の順になり、同１７年には八束村３６５人（同 33.0% ）、川上村３１８人（同 28.8% ）に

減少し、減少率は川上村12.4% 、八束村7.8%の順になり、反対に湯原町３２９人（同29.7% ）、

中和村９４人（同 8.5%）に増加し、増加率は湯原町 5.1%、中和村 4.4%の順になっている。 

 以上の基幹的農業従事者数の農業従事者数に占める割合は、平成１２年に川上村 39.6% 、

八束村 35.4% 、湯原町 26.7% 、中和村 20.8% 、同１７年にはそれぞれ 43.9% 、40.1% 、

33.4% 、28.3% の順になり、各町村とも時系列的に拡大している。 

 ４か町村における農業専従者数は、平成１２年に八束村３４５人（同 36.2% ）、川上村

３１３人（同 32.9% ）、湯原町２２５人（同 23.6% ）、中和村７０人（同 7.3%）の順に

なり、同１７年には八束村２９４人（同 36.4% ）、川上村２６３人（同 32.6% ）、湯原町

１９０人（同 23.6% ）、中和村６０人（同 7.4%）に減少し、減少率は川上村 16.0% 、湯

原町 15.6% 、八束村 14.8% 、中和村 14.3% の順になっている。 

 以上の農業専従者数の農業従事者数に占める割合は、平成１２年に川上村 34.1% 、八束

村 30.8% 、湯原町 19.2% 、中和村 16.2% 、同１７年にはそれぞれ 36.3% 、32.3% 、19.3% 、

18.1% の順になり、各町村とも時系列的に拡大しているが、湯原町の場合は極僅差に過ぎ

ない。 

 以上で記述した４か町村における農業従事者数、農業就業人口、基幹的農業従事者数及

び農業専従者数の平成１２～１７年間の増減状況をまとめると以下のとおりである。 

 農業従事者数の減少率は中和村 23.3% 、川上村 20.9% 、八束村 18.7% 、湯原町 16.0% 、

農業就業人口の減少率は川上村 18.1% 、八束村 13.7% 、中和村 11.8% 、湯原町 9.8%、農

業専従者の減少率は川上村 16.0% 、湯原町 15.6% 、八束村 14.8% 、中和村 14.3% の順に

なっている。一方、基幹的農業従事者の場合は、川上村と八束村は減少し、減少率はそれ
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ぞれ 12.4% 、7.8%の順になり、反対に湯原町と中和村は増加し、増加率はそれぞれ 5.1%、

4.4%の順になっている。 

 上記した４か町村における増減率の概数（小数点以下四捨五入、△減少）を農業従事者

－農業就業人口－基幹的農業従事者－農業専従者の順に列記すると、川上村：△２１％－

△１８％－△１２％－△１６％、八束村：△１９％－△１４％－△８％－△１５％、中和

村：△２３％－△１２％－４％－△１４％、湯原町：△１６％－△１０％－５％－△１６

％となっている。 

 以上のように各町村における農業従事者数の減少率は農業就業人口及び農業専従者を大

幅に上回り、ただ、湯原町の場合は農業従事者と農業専従者は同一水準となっている。一

方、基幹的農業従事者数は、川上村と八束村では減少し、その減少率は農業従事者、農業

就業人口及び農業専従者を下回り、とくに八束村は大幅に下回っている。しかし、中和村

と湯原町では増加している。 

 農業就業人口、基幹的農業従事者数及び農業専従者数の農業従事者数に占める割合の概

数を平成１２年－同１７年の順に列記すると、農業就業人口割合は川上村：５６％－５７

％、八束村：５４％－５７％、中和村：４３％－４９％、湯原町：４９％－５２％となり、

基幹的農業従事者割合は川上村：４０％－４４％、八束村：３５％－４０％、湯原町：２

７～３３％、中和村：２１％－２８％となり、農業専従者割合は川上村：３４％－３６％、

八束村：３１％－３２％、中和村：１６～１８％、湯原町：１９％－１９％となっている。 

 以上のように農業就業人口割合は川上村・八束村の高水準（５５％前後）と中和村・湯

原町の低水準（４０％台後半）、基幹的農業従事者割合は川上村・八束村の高水準（４０

％前半）と中和村・湯原町の低水準（２０％台）、農業専従者割合は川上村・八束村の高

水準（３０％台前半）と中和村・湯原町の低水準（１０％台後半）の高低２グル－プに分

けられる。 

 ５５５５－－－－２２２２ 農業従事者等農業従事者等農業従事者等農業従事者等のののの平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの上昇上昇上昇上昇 

 蒜山地域と同地域４か町村における農業従事者、農業就業人口、基幹的農業従事者及び

農業専従者の平均年齢の平成１２年と同１７年の両時点間の推移状況につて表１４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。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における農業従事者の平均年齢は、平成１２年に 54.8 歳、同１７年には 57.2

歳に上昇し、５年間に 2.4 歳の増加となっている。一方、真庭郡では平成１２年に 55.4

歳、同１７年には 2.6 歳増加の 58.0 歳となり、岡山県の場合は平成１２年に 56.0 歳、同

１７年には 2.1 歳増加の 58.1 歳となっている。 

 蒜山地域における農業就業人口の平均年齢は、平成１２年に 61.9 歳、同１７年には 65.7

歳に上昇し、５年間に 3.8 歳の増加となっている。一方、真庭郡の場合は平成１２年に 64.0

歳、同１７年には 3.1 歳増加の 67.1 歳となっている。岡山県では平成１２年に 64.2 歳、

同１７年には 2.0 歳増加の 66.2 歳となっている。 

 蒜山地域における基幹的農業従事者の平均年齢は、平成１２年に 64.8 歳、同１７年には

66.7 歳に上昇し、５年間に 1.9 歳の増加となっている。一方、真庭郡における同年齢は平

成１２年に 66.8 歳、同１７年には 1.6 歳増加の 68.4 歳となっている。岡山県の場合は平

成１２年に 67.3 歳、同１７年には 1.6 歳増加の 68.9 歳となっている。 

 蒜山地域における農業専従者の平均年齢は、平成１２年に 62.7 歳、同１７年には 65.0

歳となり、５年間に 2.3 歳の増加となっている。一方、真庭郡の場合は平成１２年に 65.0

歳 、同１７年には 2.4 歳増加の 67.4 歳となっている。岡山県における同年齢は、平成１

２年に 66.0 歳、同１７年には 1.8 歳増加の 67.8 歳となっている。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における農業就業人口、農業基幹的農業従事者及

び農業専従者の平均年齢は、農業従事者のそれを上回り、その較差を平成１２年と同１７

年の前、後両時点でみると、農業就業人口は、前時点で蒜山地域 7.1 歳、真庭郡 8.6 歳、

岡山県 8.2 歳、後時点ではそれぞれ 8.5 歳、9.1 歳、8.1 歳となっている。基幹的農業従

事者は、前時点で蒜山地域 10.0 歳、真庭郡 11.4 歳、岡山県 11.3 歳、同１７年にはそれぞ

れ 9.5 歳、10.4 歳、10.8 歳となっている。農業専従者は、平成１２年に蒜山地域 7.9 歳、
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真庭郡 9.6 歳、岡山県 10.0 歳、同１７年にはそれぞれ 7.8 歳、9.4 歳、9.7 歳となって

いる。 

 以上で記述した蒜山地域における農業従事者、農業就業人口、基幹的農業従事者及び農

業専従者の平均年齢の平成１２～１７年間の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比的にまと

めると以下のとおりである。 

 農業従事者の平均年齢は、平成１２年に岡山県 56.0 歳、真庭郡 55.4 歳、蒜山地域 54.8

歳、同１７年にはそれぞれ 58.1 歳、58.0 歳、57.2 歳の順になっている。以上のように農

業従事者の平均年齢は概ね５５～５８歳の範囲となり、その中で蒜山地域は真庭郡及び岡

山県に比べて若く、その較差は平成１２年に真庭郡 0.6 歳、岡山県 1.2 歳、同１７年には

それぞれ 0.8 歳、0.9 歳となり、概ね１歳未満の若さとなっている。 

 農業就業人口の平均年齢は、平成１２年に岡山県 64.2 歳、真庭郡 64.0 歳、蒜山地域 61.9

歳、同１７年には真庭郡 67.1 歳、岡山県 66.2 歳、蒜山地域 65.7 歳の順になっている。以

上のように農業就業人口の平均年齢は概ね６２～６７歳の範囲となり、その中で蒜山地域

は真庭郡及び岡山県に比べて若く、その較差は平成１２年に真庭郡 2.1 歳、岡山県 2.3 

歳、同１７年にはそれぞれ 1.4 歳、0.5 歳となり、両時点を通して概ね１歳未満の若さと

なっている。 

 基幹的農業従事者の平均年齢は、平成１２年に岡山県 67.3 歳、真庭郡 66.8 歳、蒜山地

域 64.8 歳、同１７にはそれぞれ 68.9 歳、68.4 歳、66.7 歳の順になっている。以上のよう

に基幹的農業従事者の平均年齢は概ね６５～６９歳の範囲となり、その中で蒜山地域は真

庭郡及び岡山県に比べて若く、その較差は平成１２年に真庭郡 2.0 歳、岡山県 2.5 歳、同

１７年にはそれぞれ 1.7 歳、2.2 歳となり、両時点を通して概ね２歳前後の若さとなって

いる。 

 農業専従者の平均年齢は、平成１２年に岡山県 66.0 歳、真庭郡 65.0 歳、蒜山地域 62.7

歳。同１７年にはそれぞれ 67.8 歳、67.4 歳、65.0 歳の順になっている。以上のように農

業専従者の平均年齢は概ね６３～６８歳の範囲となり、その中で蒜山地域は真庭郡及び岡

山県に比べて若く、その較差は平成１２年に真庭郡 2.3 歳、岡山県 3.3 歳、同１７年には

それぞれ 2.4 歳、2.8 歳となり、両時点を通して概ね２～３歳の若さとなっている。 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における農業就業人口、基幹的農業従事者、農業

専従者の平均年齢は農業従事者のそれを上回り、その較差を平成１２年と同１７年の前、

後両時点でみると以下のとおりである。 

 農業就業人口の場合は、前時点で真庭郡 8.6 歳、岡山県 8.2 歳、蒜山地域 7.1 歳、後

時点では真庭郡 9.1 歳、蒜山地域 8.5 歳、岡山県 8.1 歳の順になり、両時点を通して概

ね７～９歳上回っている。基幹的農業従事者の場合は、前時点で真庭郡 11.4 歳、岡山県

11.3 歳、蒜山地域 10.0 歳、後時点では岡山県 10.8 歳、真庭郡 10.4 歳、蒜山地域 9.5 歳

の順になり、両時点を通して概ね１０～１１歳上回っている。農業専従者の場合は、前時

点で岡山県 10.0 歳、真庭郡 9.6 歳、蒜山地域 7.9 歳、後時点ではそれぞれ 9.7 歳、9.4 歳、

7.8 歳の順になり、両時点を通して概ね８～１０歳上回っている。 

 以上のように基幹的農業従者の平均年齢は農業従事者のそれを１０～１１歳上回り、最

も老齢化が進んでいる。 

 （２） ４か町村 

 ４か町村の平成１２年と同１７年の前、後両時点における農業従事者の平均年齢は、前

時点で湯原町 56.4 歳、川上村 55.2 歳、中和村 54.2 歳、八束村 53.3 歳となり、後時点で

はそれぞれ 58.4 歳、57.5 歳、57.0 歳、55.8 歳に上昇し、この５年間における増加幅は中

和村 2.8 歳、八束村 2.5 歳、川上村 2.3 歳、湯原町 2.0 歳の順になっている。 

 ４か町村における農業就業者人口の平均年齢は、前時点で湯原町 64.9 歳、川上村 62.5

歳、中和村 61.2 歳、八束村 59.1 歳の順になり、後時点では湯原町 67.6 歳、中和村 67.1

歳、川上村 65.5 歳、八束村 62.5 歳に上昇し、その増加幅は中和村 5.9 歳、八束村 3.4 

歳、川上村 3.0 歳、湯原町 2.7 歳の順になっている。 

 ４か町村における基幹的農業従事者の平均年齢は、前時点で中和村 67.4 歳、湯原町 67.3

歳、川上村 64.0 歳、八束村 60.6 歳の順になり、後時点では湯原町 69.0 歳、中和村 67.6
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歳、川上村 66.6 歳、八束村 63.6 歳に上昇し、その増加幅は八束村 3.0 歳、川上村 2.6 

歳、湯原町 1.7 歳、中和村 0.2 歳の順になっている。 

 ４か町村における農業専従者の平均年齢は、前時点で湯原町 66.2 歳、中和村 64.4 歳、

川上村 61.7 歳、八束村 58.6 歳の順になり、後時点ではそれぞれ 67.6 歳、66.1 歳、65.0

歳、61.1 歳に上昇し、その増加幅は川上村 3.3 歳、八束村 2.5 歳、中和村 1.7 歳、湯原

町 1.4 歳の順になっている。 

 以上で記述した４か町村における農業従事者等の平均年齢の平成１２～１７年間の推移

状況のまとめとして、同年齢の概数（小数点以下四捨五入）を農業従事者－農業就業人口

－基幹的農業従事者－農業専従者の順に列記すると以下のとおりである。 

  川上村 

    平成１２年：５５歳－６３歳－６４歳－６２歳               

     同１７年：５８歳－６６歳－６７歳－６５歳               

  八束村 

    平成１２年：５３歳－５９歳－６１歳－５９歳               

     同１７年：５６歳－６３歳－６４歳－６１歳               

  中和村 

    平成１２年：５４歳－６１歳－６７歳－６４歳               

     同１７年：５７歳－６７歳－６８歳－６６歳               

  湯原町 

    平成１２年：５６歳－６５歳－６７歳－６６歳               

     同１７年：５８歳－６８歳－６９歳－６８歳               

 上記した４か町村における農業従事者、農業就業人口、基幹的農業従事者及び農業専従

者の平均年齢は、平成１２年と同１７年の前後両時点において、湯原町が最も高く、反対

に八束村は最低となり、川上村と中和村の上下関係は一定していない。なお、例外として

基幹的農業従事者の場合は前時点において中和村は湯原町と同水準となっている。 

 以上のように各平均年齢には町村間差異がみられるが、全体的にみると、農業従事者の

平均年齢は、前時点で５３～５６歳、後時点では５６～５８歳の範囲となり、概ね５０歳

代前半から後半に上昇し、５年間の増加幅は２～３歳となっている。農業就業人口の平均

年齢は、前時点で５９～６５歳、後時点では６３～６８歳の範囲となり、概ね６０歳代前

半から後半に上昇し、５年間の増加幅は３歳となり、とくに中和村は６歳と突出している。

基幹的農業従事者の平均年齢は、前時点で６１～６７歳、後時点では６４～６９歳の範囲

となり、その中で八束村は概ね６０歳代前半、他の町村は６０歳代後半を上昇し、５年間

の増加幅は中和村は１歳未満、他の町村は２～３歳となっている。農業専従者の平均年齢

は、前時点で５９～６６歳、後時点では６１～６８歳の範囲となり、その中で八束村は概

ね６０歳前後の範囲を上昇し、他の町村は６０歳代前半から後半を上昇し、５年間の増加

幅は川上村と八束村は３歳前後、湯原町と中和村は１～２歳とっている。 

 一方、４か町村の両時点における農業従事者の平均年齢に対する農業就業人口、基幹的

農業従事者及び農業専従者の平均年齢の増加幅をみると、農業就業人口の場合は、八束村

６～７歳、川上村７～８歳、湯原町９歳、中和村７～１０歳、基幹的農業従事者の場合は、

八束村７歳、川上村９歳、湯原町１０歳、中和村１０～１３歳、農業専従者の場合は、八

束村５歳、川上村７歳、湯原町と中和村９～１０歳の順になり、４か町村とも基幹的農業

従事者の高齢化が進んでいる。 

 ５５５５－－－－３３３３ 基幹的農業従事者基幹的農業従事者基幹的農業従事者基幹的農業従事者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化 

 農業生産労働を中心的に支える基幹的農業従事者の平均年齢は、前項で記述したように

農業就業人口のそれに比べて高く、高齢化が進んでいる。本項では基幹的農業従事者数の

年齢別構成の平成１２年と同１７年の両時点間における推移状況の側面から、高齢化の様

態について表１５に基づき記述する。なお、年齢別構成は１５～２９歳、３０～３９歳、

４０～４９歳、５０～５９歳、６０～６９歳、７０歳以上の６階層に区分されている。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合（以下、階層シェア）は、平成
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１２年に４０歳未満階層 3.6%、５０歳未満階層 14.3% 、５０～５９歳階層 12.6% 、６０

～６９歳階層 36.4% 、７０歳以上階層 36.7% 、そのうち７５歳以上階層 15.1% となって

いる。一方、平成１７年には４０歳未満階層 3.0%、５０歳未満階層 9.2%、５０～５９歳階

層 15.3% 、６０～６９歳階層 27.3% 、７０歳以上階層 48.2% 、そのうち７５歳以上階層

26.8% となっている。 

 上記した平成１７年における階層シェアは、同１２年に比べて、４０歳未満階層は 0.6 

ポイント、５０歳未満階層は 5.1 ポイント、６０～６９歳階層は 9.1 ポイント縮小し、反

対に５０～５９歳階層は 2.7 ポイント、７０歳以上階層は 11.5 ポイント、７５歳以上階

層は 11.7 ポイント拡大している。 

 真庭郡における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合は、平成１２年に４０歳未満階層

2.1%、５０歳未満階層 7.9%、５０～５９歳階層 10.2% 、６０～６９歳階層 40.4% 、７０

歳以上階層 41.5% 、そのうち７５歳以上階層 17.0% となっている。一方、平成１７年には

４０歳未満階層 1.6%、５０歳未満階層 5.2%、５０～５９歳階層 9.8%、６０～６９歳階層

31.8% 、７０歳以上階層 53.2% 、そのうち７５歳以上階層 28.1%となっている。 

 上記した平成１７年における階層シェアは、同１２年に比べて、４０歳未満階層は 0.5 

ポイント、５０歳未満階層は 2.7 ポイント、５０～５９歳階層は 0.4 ポイント、６０～６

９歳階層は 8.6 ポイント縮小し、反対に７０歳以上階層は 11.7 ポイント、７５歳以上階

層は 11.1 ポイント拡大している。 

 岡山県における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合は、平成１２年に４０歳未満階層

1.7%、５０歳未満階層 5.7%、５０～５９歳階層 10.4% 、６０～６９歳階層 38.6% 、７０

歳以上階層 45.3% 、そのうち７５歳以上階層 20.1% となっている。一方、平成１７年には

４０歳未満階層 1.6%、５０歳未満階層 4.5%、５０～５９歳階層 9.5%、６０～６９歳階層

32.1% 、７０歳以上階層 53.9% 、そのうち７５歳以上階層 29.6%となっている。 

 上記した平成１７年における階層シェアは、同１２年に比べて、４０歳未満階層は 0.1 

ポイント、５０歳未満階層は 1.2 ポイント、５０～５９歳階層は 0.9 ポイント、６０～６

９歳階層は 6.5 ポイント縮小し、反対に７０歳以上階層は 8.6 ポイント、７５歳以上階層

は 9.5 ポイント拡大している。 

 以上で記述した蒜山地域における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合の平成１２～１

７年の両時点間における推移状況のまとめとして、同割合の概数（小数点以下四捨五入）

を４０歳未満階層－５０歳未満階層－５０～５９歳階層－６０～６９歳階層－７０歳以上

階層－７５歳以上階層の順に、真庭郡及び岡山県と対比し列記すると以下のとおりある。

なお、四捨五入のため内訳と計が一致しない場合もある。 

  平成１２年 

    蒜山地域：４％－１４％－１３％－３６％－３７％－１５％ 

     真庭郡：２％－ ８％－１０％－４０％－４２％－１７％ 

     岡山県：２％－ ６％－１０％－３９％－４５％－２０％ 

   同１７年                                   

    蒜山地域：３％－ ９％－１５％－２７％－４８％－２７％ 

     真庭郡：２％－ ５％－１０％－３２％－５３％－２８％ 

     岡山県：２％－ ５％－１０％－３２％－５４％－３０％ 

 上記した蒜山地域、真庭郡及び岡山県における各階層シェアの中で平成１２～１７年の

両時点間に拡大した階層は、７０歳以上階層及び７５歳以上階層となり、さらに蒜山地域

では５０～５９歳階層が加わり、他の各階層シェアは縮小している。また、両時点におい

て蒜山地域における５０～５９歳階層以下の各階層シェアは真庭郡及び岡山県を上回り、

反対に６０～６９歳階層以上の各階層シェアは下回っている。なお、真庭郡と岡山県にお

ける各階層シェアはかなり近似し、あるいはほぼ同水準となっている。 

 以上のような階層シェアの推移状況の中で、平成１７年の時点において、５０歳未満階

層シェアは蒜山地域９％、真庭郡と岡山県は５％、５０～５９歳階層シェアは蒜山地域１

５％、他は１０％となり、その結果として６０歳未満階層シェアは蒜山地域２５％、真庭

郡と岡山県は１５～１４％となり、蒜山地域はかなり突出している。６０～６９歳階層シ
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ェアは蒜山地域では２７％となり、６０歳未満階層シェアを多少上回り、一方、真庭郡及

び岡山県はともに３２％となり、６０歳未満階層シェアを超大幅に上回っている。７０歳

以上階層シェアは蒜山地域では４８％、一方、真庭郡及び岡山県は５３～５４％となり、

相互に近似している。７５歳以上階層シェアは蒜山地域２７％、真庭郡２８％、岡山県３

０％の順になっている。 

 上記した内容を換言すると、平成１７年の時点で、蒜山地域における基幹的農業従事者

数の２５％は６０歳未満階層に分布し、残り７５％は６０歳以上階層、そのうち４８％は

７０歳以上階層を占めている。一方、真庭郡及び岡山県の場合、同従事者数の１４～１５

％は６０歳未満階層に分布し、残り８５～８６％は６０歳以上階層、そのうち５３～５４

％は７０歳以上階層を占めている。以上の事情から真庭郡及び岡山県における基幹的農業

従事者の高齢化の程度は蒜山地域を凌駕している。 

 （２） ４か町村 

 川上村における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合（以下、階層シェア）は、平成１

２年に４０歳未満階層 3.9%、５０歳未満階層 15.7% 、５０～５９歳階層 13.5% 、６０～

６９歳階層 30.6% 、７０歳以上階層 40.2% 、そのうち７５歳以上階層 15.4% となってい

る。一方、平成１７年には４０歳未満階層 0.9%、５０歳未満階層 10.0% 、５０～５９歳階

層 18.2% 、６０～６９歳階層 22.3% 、７０歳以上階層 49.4% 、そのうち７５歳以上階層

30.5% となっている。 

 上記した平成１７年における各階層シェアは、同１２年に比べて４０歳未満階層は 3.0 

ポイント、５０歳未満階層は 5.7 ポイント、６０～６９歳階層は 8.3 ポイント縮小し、反

対に５０～５９歳階層は 4.7 ポイント、７０歳以上階層は 9.2 ポイント、７５歳以上階層

は 15.1 ポイント拡大している。 

 八束村における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合は、平成１２年に４０歳未満階層

6.1%、５０歳未満階層 22.0% 、５０～５９歳階層 15.6% 、６０～６９歳階層 35.1% 、７

０歳以上階層 27.3% 、そのうち７５歳以上階層 9.4%となっている。一方、平成１７年には

４０歳未満階層 5.7%、５０歳未満階層 14.5% 、５０～５９歳階層 19.5% 、６０～６９歳

階層 24.1% 、７０歳以上階層 41.9% 、そのうち７５歳以上階層 21.7% となっている。 

 上記した平成１７年における各階層シェアは、同１２年に比べて４０歳未満階層は 0.4 

ポイント、５０歳未満階層は 7.5 ポイント、６０～６９歳階層は 11.0 ポイント縮小し、

反対に５０～５９歳階層は 3.9 ポイント、７０歳以上階層は 14.6 ポイント、７５歳以上

階層は 12.3 ポイント拡大している。 

 中和村における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合は、平成１２年に４０歳未満階層

2.2%、５０歳未満階層 6.6%、５０～５９歳階層 5.6%、６０～６９歳階層 43.3% 、７０歳

以上階層 44.5% 、そのうち７５歳以上階層 21.1% となっている。一方、平成１７年には４

０未満階層3.1%、５０歳未満階層4.2%、５０～５９歳階層14.9% 、６０～６９歳階層34.1% 、

７０歳以上階層 46.8% 、そのうち７５歳以上階層 25.5%となっている。 

 上記した平成１７年における同階層シェアは、同１２年に比べて５０歳未満階層は 2.4 

ポイント、６０～６９歳階層は 9.2 ポイント縮小し、反対に４０歳未満階層は 0.9 ポイン

ト、５０～５９歳階層は 9.3 ポイント、７０歳以上階層は 2.3 ポイント、７５歳以上階層

は 4.4 ポイント拡大している。 

 湯原町における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合は、平成１２年に４０歳未満階層

0.6%、５０未満階層 5.4%、５０～５９歳階層 9.6%、６０～６９歳階層 42.8% 、７０歳以

上階層 42.2% 、そのうち７５歳以上階層 20.1% となっている。一方、平成１７年には４０

歳未満階層 1.8%、５０歳未満階層 3.9%、５０～５９歳階層 7.9%、６０～６９歳階層 33.7% 、

７０歳以上階層 54.4% 、そのうち７５歳以上階層 29.2% となっている。 

 上記した平成１７年における同階層シェアは、同１２年に比べて５０歳未満階層は 1.5 

ポイント、５０～５９歳階層は 1.7 ポイント、６０～６９歳階層は 9.1 ポイント縮小し、

反対に４０歳未満階層は 1.2 ポイント、７０歳以上階層は 12.2 ポイント、７５歳以上階

層は 9.1 ポイント拡大している。 

 以上で記述した４か町村における基幹的農業従事者数の年齢階層別割合の平成１２～１
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７年の両時点間の推移状況のまとめとして、同割合の概数（小数点以下四捨五入）を４０

歳未満階層－５０歳未満階層－５０～５９歳階層－６０～６９歳階層－７０歳以階層－７

５歳以上階層の順に列記すると以下のとおりである。なお、四捨五入のため内訳と計は一

致しない場合もある。 

  平成１２年 

    川上村：４％－１６％－１４％－３１％－４０％－１５％ 

    八束村：６％－２２％－１６％－３５％－２７％－ ９％ 

    中和村：２％－ ７％－ ６％－４３％－４５％－２１％ 

    湯原町：１％－ ５％－１０％－４３％－４２％－２０％ 

   同１７年 

    川上村：１％－１０％－１８％－２２％－４９％－３１％ 

    八束村：６％－１５％－２０％－２４％－４２％－２２％ 

    中和村：３％－ ４％－１５％－３４％－４７％－２６％ 

    湯原町：２％－ ４％－ ８％－３４％－５４％－２９％ 

 上記した４か町村における各階層シェアの中で平成１２～１７年の両時点間に拡大した

階層は、川上村、八束村及び中和村では５０～５９歳階層、７０歳以上階層、７５歳以上

階層となり、さらに中和村では以上の階層に４０歳未満階層が加わり、湯原町は４０歳未

満階層、７０歳以上階層、７５歳以上階層となり、反対に他の階層シェアは縮小している。

また、両時点において川上村及び八束村における５０～５９歳階層以下の各階層シェアは

中和村及び湯原町を上回り、ただ、川上村における平成１７年の４０歳未満階層シェアは

他の３か町村の中で最低となっている。一方、６０～６９歳階層以上の各階層シェアは中

和村と湯原町の方が上回り、ただ、川上村における７０歳以上階層シェアは湯原町に接近

している。以上のような階層シェアの推移状況の中で、平成１７年の時点において、５０

歳未満階層シェアは八束村１５％、川上村１０％、他の２か町村は４％となっている。５

０～５９歳階層シェアは、各町村とも５０歳未満階層シェアを超大幅に上回り、八束村２

０％、川上村１８％、中和村１５％、湯原町８％の順になり、その結果６０歳未満階層シ

ェアは八束村３４％、川上村２８％、中和村１９％、湯原町１２％の順になっている。６

０～６９歳階層シェアは中和村と湯原町はともに３４％、次いで八束村２４％、川上村２

２％の順になり、６０歳未満階層シェアに比べると中和村と湯原町は超大幅に上回り、八

束村と川上村は下回り、とくに八束村は大幅に下回っている。７０歳以上階層シェアは湯

原町５４％、川上村４９％、中和村４７％、八束村４２％に、７５歳以上階層シェアは川

上村３１％、湯原町２９％、中和村２６％、八束村２２％の順になっている。 

 上記の内容を換言すれば、平成１７年の時点において、八束村における基幹的農業従事

者数の３４％は６０歳未満階層に分布し、残り６６％のうち２４％は６０～６９歳階層、

４２％は７０歳以上階層を占めている。川上村の場合は６０歳未満階層に２８％、６０～

６９歳階層に２２％、７０歳以上階層に４９％分布し、中和村の場合は１９％が６０歳未

満階層、３４％が６０～６９歳階層、４７％が７０歳階層に分布し、湯原町の場合は１２

％が６０歳未満階層、３４％が６０～６９歳階層、５４％が７０歳以上階層に分布してい

る。なお、７０歳以上階層シェアの高い湯原町と川上村では７５歳以上階層シェアもまた

それぞれ２９％、３１％と高くなっている。以上の事情から湯原町と川上村における高齢

化の程度は中和村及び八束村に比べて進行している。 

 ６６６６ 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地のののの縮小縮小縮小縮小とととと耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの拡大拡大拡大拡大 

 蒜山地域及び同地域４か町村の総農家における経営耕地の状況について、経営耕地面積

と１戸当たり面積及び経営耕地の水田率、借入耕地、耕作放棄地の平成１２年と同１７年

の両時点間における推移状況について表１６の資料に基づいて記述し、なお、比較のため

真庭郡及び岡山県について付記する。 

 ６６６６－－－－１１１１ 経営耕地面積経営耕地面積経営耕地面積経営耕地面積のののの減少減少減少減少とととと１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり規模規模規模規模のののの縮小縮小縮小縮小 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における経営耕地面積は、平成１２年に 2,271 ha、同１７年には 2,055ha に減

少し、減少率は 9.5%となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 9.7%となり、同１
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２～１７年間の減少率の方が 0.2 ポイントと極僅差ながら下回っている。 

 以上の経営耕地面積の農家１戸当たり面積は、平成１２年に 1.63ha、同１７年には 0.6%

増の 1.64ha となっている。また、経営耕地の水田率は、平成１２年に 58.0% 、同１７年

には 58.5% に上昇し、上昇幅は 0.5 ポイント（上昇率 0.9%）となっている。 

 真庭郡における経営耕地面積は、平成１２年に 4,671ha 、同１７年には 9.4%減の 4,232ha 

となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 9.5%となり、同１２～１７年間の減少

率の方が 0.1 ポイントと極僅少ながら下回っている。 

 以上の経営耕地面積の農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.79ha、同１７年には 1.3%

減の 0.78ha となっている。また、経営耕地の水田率は、平成１２年に 70.5% 、同１７年

には 71.4% に上昇し、上昇幅は 0.9 ポイント（上昇率 1.3%）となっている。 

 岡山県における経営耕地面積は、平成１２年に 58,106ha、同１７年には 11.0% 減の

51,733ha となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 9.5%となり、同１２～１７年

間の減少率の方が 1.5 ポイント上回っている。 

 以上の経営耕地面積の農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.65ha、同１７年には 3.1%

減の 0.63ha ととなっている。また、経営耕地の水田率は、平成１２年に 81.6% 、同１７

年には 83.4% に上昇し、上昇幅 1.8 ポイント（上昇率 2.2%）となっている。 

 上記した蒜山地域における経営耕地面積、農家１戸当たり面積、経営耕地の水田率の平

成１２～１７年間に亘る推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおり

である。 

 蒜山地域における経営耕地面積は、平成１２年に 2,271ha 、同１７年には 2,055ha に減

少している。一方、真庭郡及び岡山県においても減少し、その減少状況の中で蒜山地域に

おける経営耕地面積の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡山県比）

は、平成１２年にそれぞれ 48.6% 、3.91% 、同１７年には 48.6% 、3.98% となり、両比率

とも横ばい状態で推移している。 

 上記した蒜山地域における経営耕地面積の平成７～１７年間における減少率は 18.3% 、

対する真庭郡は 18.0% 、岡山県は 19.5% となり、岡山県は蒜山地域を 1.2 ポイント上回

っている。以上の減少率を同７～１２年と同１２～１７年の前、後両期間に分けると、前

期間における減少率は蒜山地域 9.7%、真庭郡と岡山県各 9.5%の順になり、一方、後期間の

減少率は岡山県 11.0% 、蒜山地域 9.5%、真庭郡 9.4%の順になっている。以上のように、

蒜山地域、真庭郡及び岡山県における減少率は前期間では近接し、後期間では岡山県が幾

分上回っている。 

 経営耕地面積の農家１戸当たり面積は、平成１２年に蒜山地域 1.63ha、真庭郡 0.79ha、

岡山県 0.65ha の順になり 蒜山地域は真庭郡を 0.84ha、岡山県を 0.98ha 上回っている。

一方、平成１７年には蒜山地域 1.64ha、真庭郡 0.78ha、岡山県 0.63ha の順になり、蒜山

地域は真庭郡を 0.86ha、岡山県を 1.01ha 上回っている。 経営耕地の水田率は、平成１

２年に岡山県 81.6% 、真庭郡 70.5% 、蒜山地域 58.0%の順になり、蒜山地域は真庭郡を 12.5

ポイント、岡山県を 23.6 ポイント下回っている。一方、平成１７年には岡山県 83.4% 、

真庭郡 71.4% 、蒜山地域 58.5% の順になり、蒜山地域は真庭郡を 12.9 ポイント、岡山県

を 24.9 ポイント下回っている。 

 上記したように、蒜山地域は岡山県に比べて、経営耕地面積の平成７～１７年における

減少率は岡山県を約１ポイント下回り、１戸当たり経営耕地面積規模は１ha 程度大きく、

水田率は約２４ポイント高くなっている。 

 （１） ４か町村 

 川上村における経営耕地面積は、平成１２年に７３５ha、同１７年には７１７ha に減少

し、減少率は 2.5%となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 6.0%となり、同１２

～１７年間の減少率の方が 3.5 ポイント下回っている。 

 以上の経営耕地の農家１戸当たり面積は、平成１２年に 2.19ha、同１７年には 2.37ha

に増加し、増加率は 8.2%となっている。また、経営耕地の水田率は、平１２年に 51.0% 、

同１７年には 51.6% に上昇し、上昇幅は 0.6 ポイント（上昇率 1.2%）となっている。 

 八束村における経営耕地面積は、平成１２年に９３５ha、同１７年には 12.8% 減の８１
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５ha となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 10.4% となり、同１２～１７年間

の減少率の方が 2.4 ポイント上回っている。 

 以上の経営耕地の農家１戸当たり面積は、平成１２年に 2.46ha、同１７年には 2.44ha

に減少し、減少率は 0.8%となっている。また、経営耕地の水田率は、平成１２年に 46.5% 、

同１７年には 47.5% に上昇し、上昇幅 1.0 ポイント（上昇率 2.2%）となっている。 

 中和村における経営耕地面積は、平成１２年に２０６ha、同１７年には 17.0% 減の１７

１ha となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 10.8% となり、同１２～１７年間

の減少率の方が 6.2 ポイント上回っている。 

 以上の経営耕地の農家１戸当たり面積は、平成１２年に 1.30ha、同１７年には 3.9%減の

1.25ha となっている。また、経営耕地の水田率は、平成１２年に 90.3% 、同１７年には

92.2% に上昇し、上昇幅 1.9 ポイント（上昇率 2.1%）となっている。 

 湯原町における経営耕地面積は、平成１２年に３９５ha、同１７年には 10.9% 減の３５

２ha となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 13.8% となり、同１２～１７年間

の減少率の方が 2.9 ポイント下回っている。 

 以上率の経営耕地の農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.77ha、同１７年には 0.73ha

に減少し、減少率は 5.2%となっている。また、経営耕地の水田率は、平成１２年に 81.5% 、

同１７年には 83.7% に上昇し、上昇幅 2.2 ポイント（上昇率 2.7%）となっている。 

 以上で記述した４か町村における経営耕地面積、１戸当たり経営面積、経営耕地の水田

率の平成７～１７年間の推移状況を町村間比較の形でとりまとめると以下のとおりであ

る。 

 ４か町村における経営耕地面積は、平成１２年に八束村９３５ha（町村別構成比 41.2% ）、

川上村７３５ha（同 32.4% ）、湯原町３９５ha（同 17.4% ）、中和村２０６ha（同 9.0%）

の順になり、同１７年には八束村８１５ha（同 39.7% ）、川上村７１７ha（同 35.0% ）、

湯原町３５２ha（同 17.2% ）、中和村１７１ha（同 8.1%）に減少している。 

 上記経営耕地面積の平成７～１７年間における減少率は中和村 26.0% 、湯原町 23.1% 、

八束村 21.9% 、川上村 8.3%の順となっている。以上の減少率を平成７～１２年と同１２～

１７年の前、後両期間に分けると、前期間における減少率は湯原町 13.8% 、中和村 10.8% 、

八束村 10.4% 、川上村 6.0%の順になり、後期間は中和村 17.0% 、八束村 12.8% 、湯原町

10.9% 、川上村 2.5%の順になり、八束村と中和村は後期間の減少率の方が高く、反対に川

上村と湯原町は前期間の方が高くなっている。 

 経営耕地面積の農家１戸当たり面積は、平成１２年に八束村 2.46ha、川上村 2.19ha、中

和村 1.30ha、湯原町 0.77ha の順になり、同１７年には八束村は 0.8%減の 2.44ha、川上村

は 8.2%増の 2.37ha、中和村は 3.9%減の 1.25ha、湯原町は 5.2%減の 0.73ha の順になって

いる。以上のように平成１２～１７年の５年間に川上村を除く３か町村の総農家は１戸当

たり経営耕地面積規模を幾分縮小し、反対に川上村は多少拡大している。 

 経営耕地の水田率は、平成１２年に中和村 90.3% 、湯原町 81.5% 、川上村 51.0% 、八

束村 46.5% 、同１７年には中和村 92.2% 、湯原町 83.7% 、川上村 51.6% 、八束村 47.5% 

の順になっている。以上のように各町村の水田率は両時点間において上昇し、その上昇幅

は湯原町と中和村において特に大きく、また、４か町村は両時点における水田率水準によ

り、川上村・八束村の低グル－プと湯原町・中和村の高グル－プに群別される。 

 ６６６６－－－－２２２２ 借入耕地面積借入耕地面積借入耕地面積借入耕地面積のののの拡大拡大拡大拡大 

 本項では総農家における借入耕地面積、１戸当たり借入面積、借入耕地の水田率、借入

耕地面積割合（経営耕地面積に占める借入耕地面積の割合）、借入農家割合（総農家数に

占める借入農家数の割合）の平成７～１７年間における推移状況について表１６の資料に

より記述し、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。  

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における借入耕地面積は、平成１２年に６２６ha、同１７年には 8.5%増の６７

９ha となっている。一方、平成７～１２年間の増加率は 5.2%となり、同１２～１７年間の

増加率の方が 3.3 ポイント上回っている。以上の借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、

平成１２年に 1.66ha、同１７年には 2.13ha に増加し、増加率は 28.3% となっている。 
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 上記借入耕地の水田率は、平成１２年に 32.8% 、同１７年には 40.9%に上昇し、上昇幅

は 8.1 ポイント（上昇率 24.7% ）となっている。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に 27.5% 、同１７年には 33.1% に拡大し、拡大幅は

5.6 ポイント（拡大率 20.4% ）となっている。また、借入農家割合は、平成１２年に 27.1% 、

同１７年には 25.4% に縮小し、縮小幅は 1.7 ポイント（縮小率 6.3%）となっている。 

 真庭郡における借入耕地面積は、平成１２年に８８５ha、同１７年には 7.5%増の９５１

ha となっている。一方、平成７～１２年間の増加率は 5.1%となり、同１２～１７年間の増

加率の方が 2.4 ポイント上回っている。以上の借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、平

成１２年に 0.67ha、同１７年には 0.80ha に増加し、増加率は 19.4% となっている。 

 上記借入耕地の水田率は、平成１２年に 49.2% 、同１７年には 54.5%に上昇し、上昇幅

は 5.3 ポイント（上昇率 10.8% ）となっている。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に 18.9% 、同１７年には 22.5% に拡大し、拡大幅は

3.6 ポイント（拡大率 19.1% ）となっている。また、借入農家割合は、平成１２年に 22.6% 、

同１７年には 21.8% に縮小し、縮小幅は 0.8 ポイント（縮小率 3.5%）となっている。 

 岡山県における借入耕地面積は、平成１２年に 9,443ha 、同１７年には 4.3%増の 9,848ha 

となっている。一方、平成７～１２年間の増加率は 14.6%となり、同１２～１７年間の増

加率の方が 10.3 ポイント下回っている。以上の借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、平

成１２年に 0.41ha、同１７年には 0.51ha に増加し、増加率は 24.4% となっている。 

 上記借入耕地の水田率は、平成１２年に 83.5% 、同１７年には 85.5%に上昇し、上昇幅

は 2.0 ポイント（上昇率 2.4%）となっている。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に 16.3% 、同１７年には 19.0% に拡大し、拡大幅は

2.7 ポイント（拡大率 16.6% ）となっている。また、借入農家割合は、平成１２年に 25.4% 、

同１７年には極僅差ながら 25.6% に拡大し、拡大幅は 0.2 ポイント（拡大率 0.8%）とな

っている。 

 以上で記述した蒜山地域における借入耕地面積、借入農家１戸当たり借入面積、借入耕

地の水田率、借入耕地面積割合、借入農家割合の平成７～１７年間の推移状況を真庭郡及

び岡山県と対比してまとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における借入耕地面積は、平成１２年に６２６ha、同１７年には６７９ha に増

加している。同様に真庭郡及び岡山県においても増加し、そのような推移状況の中で蒜山

地域における借入耕地面積の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそれぞれ

70.7% 、6.63% 、同１７年には 71.4% 、6.90% となり、両比率とも両時点間において幾分

上昇している。 

 借入耕地面積は平成７～１７年間に一貫して増加し、増加率は岡山県 19.6% 、蒜山地域

14.1% 、真庭郡 13.0% の順になっている。以上の増加率を平成７～１２年と同１２～１７

年の前、後両期間に分けると、前期間は岡山県 14.6% 、蒜山地域 5.2%、真庭郡 5.1%、後

期間は蒜山地域 8.5%、真庭郡 7.5%、岡山県 4.3%の順になっている。 

 以上のように、借入耕地面積は平成７～１７年間に増加を続けているが、上記した借入

耕地面積の増加率を概数（小数点以下四捨五入）でみると、平成７～１７年間は岡山県２

０％、蒜山地域１４％、真庭郡１３％、そのうち前期間は岡山県１５％、蒜山地域及び真

庭郡各５％、後期間は蒜山地域９％、真庭郡８％、岡山県４％の順になっている。以上の

ように岡山県における増加率は全期間及び前期間において極めて高く、後期間には著しく

低落している。一方、蒜山地域と真庭郡の増加率は両期間において近似し、岡山県レベル

を大幅に下回っているが、その増加率は後期間に上昇している。 

 借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、平成１２年に蒜山地域 1.66ha、真庭郡 0.67ha、

岡山県 0.41ha、同１７年にはそれぞれ 2.13ha、0.80ha、0.51ha に増加し、蒜山地域は両

時点において 2ha 前後と著しく突出している。なお、以上の借入農家１戸当たり面積の増

加率は蒜山地域 28.3% 、岡山県 24.4% 、真庭郡 19.4% の順になっている。 

 借入耕地の水田率は、平成１２年に岡山県 83.5% 、真庭郡 49.2% 、蒜山地域 32.8% 、

同１７年にはそれぞれ 85.5% 、54.5% 、40.9% の順になっている。以上のように、水田率

は両時点間において上昇し、その概数は蒜山地域３３～４１％、真庭郡４９～５５％、岡
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山県８４～８６％となり、蒜山地域における上昇幅は８ポイントとかなり突出しているが、

平成１７年には４１％に留まり、岡山県及び真庭郡に比べて低水準である。このことは蒜

山地域における借入耕地は水田より畑に比重をおいていることを意味する。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 借入耕地面積は、平成１２年に２７４ha、同１７年には３２０ha に増加し、増加率は

16.8% となっている。一方、平成７～１２年の増加率は 4.6%となり、同１２～１７年の増

加率の方が 12.2 ポイント上回っている。以上の借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、平

成１２年に 2.12ha、同１７年には 3.14ha に増加し、増加率は 48.1% となっている。 

 借入耕地の水田率は、平成１２年に 29.1% 、同１７年には 35.9% に上昇し、上昇幅は

6.8 ポイント（上昇率 23.4% ）となっている。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に 37.2% 、同１７年には 44.6% に拡大し、拡大幅は

7.4 ポイント（拡大率は 19.9% ）となっている。また、借入農家割合は、平成１２年に 38.4% 、

同１７年には 33.7% に縮小し、縮小幅は 4.7 ポイント（縮小率 12.2% ）となっている。 

 ② 八束村 

 借入耕地面積は、平成１２年に２７３ha、同１７年には２７７ha に増加し、増加率は 1.5%

となっている。一方、平成７～１２年の増加率は 13.8% となり、同１２～１７年の増加率

の方が 12.3 ポイント下回っている。以上の借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、平成１

２年に 2.26ha、同１７年には 2.92ha に増加し、増加率は 29.2% となっている。 

 借入耕地の水田率は、平成１２年に 19.8% 、同１７年には 30.8% に上昇し、上昇幅は

11.0 ポイント（上昇率 55.6% ）となっている。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に 29.2% 、同１７年には 34.0% に拡大し、拡大幅は

4.8 ポイント（拡大率は 16.4% ）となっている。また、借入農家割合は、平成１２年に 31.8% 、

同１７年には 28.5% に縮小し、縮小幅は 3.3 ポイント（縮小率 10.4%）となっている。 

 ③ 中和村 

 借入耕地面積は、平成１２年に３２ha、同１７年には４０ha に増加し、増加率は 25.0% 

となっている。一方、平成７～１２年間には減少し、減少率は 3.0%となり、同１２～１７

年間の増加と対照的である。以上の借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、平成１２年に

0.79ha、同１７年には 0.93ha に増加し、増加率は 17.7% となっている。 

 借入耕地の水田率は、平成１２年に 96.8% 、同１７年には 97.5% に上昇し、上昇幅は

0.7 ポイント（上昇率 0.7%）となっている。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に 15.3% 、同１７年には 23.4% に拡大し、拡大幅は

8.1 ポイント（拡大率 53.0% ）となっている。また、借入農家割合は、平成１２年に 25.3% 、

同１７年には 31.4% に拡大し、拡大幅は 6.1 ポイント（拡大率 24.1% ）となっている。 

 ④ 湯原町 

 借入耕地面積は、平成１２年に４７ha、同１７年には４２ha に減少し、減少率は 10.6% 

となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は 21.7% となり、同１２～１７年間の減

少率の方が 11.1 ポイント下回っている。以上の借入耕地の借入農家１戸当たり面積は、平

成１２年に 0.54ha、同１７年には 0.53ha に減少し、減少率は 1.9%となっている。 

 借入耕地の水田率は、平成１２年に 87.5% 、同１７年には 92.7% に上昇し、上昇幅は

5.2 ポイント（上昇率 6.0%）となっている。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に 11.9% 、同１７年は 11.9% の同水準となっている。

また、借入農家割合は、平成１２年に 16.9% 、同１７年には 16.4% に縮小し、縮小幅は

0.5 ポイント（縮小率 3.0%）となっている。 

 ⑤ まとめ 

 以上で記述した４か町村における借入耕地面積、借入農家１戸当たり面積、借入耕地の

水田率、借入耕地面積割合、借入農家割合の平成１２～１７年間の推移状況を町村間比較

でまとめると以下のとおりである。 

 借入耕地面積は、平成１２年に川上村２７４ha（町村別構成比 43.8% ）、八束村２７３

ha（同 43.6% ）、湯原町４７ha（同 7.5%）、中和村３２ha（同 5.1%）、同１７年にはそ
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れぞれ３２０ha（同 47.1% ）、２７７ha（同 40.8% ）、４２ha（同 6.2%）、４０ha（同

5.9%）の順になっている。 

 借入耕地面積の平成７年以降１０年間における推移状況は、川上村と八束村は一貫した

増加、中和村は増加基調、湯原町は一貫した減少パタ－ンで推移し、以上の推移状況の中

で、増加率は川上村 22.1% 、中和村 21.2% 、八束村 15.4% の順となり、反対に湯原町は

30.0% の減少となっている。上記の増減率を平成７～１２年と同１２～１７年の前、後両

期間に分けると、前期間の増加率は八束村 13.8% 、川上村 4.6%、反対に減少率は湯原町

21.7% 、中和村 3.0%の順になり、一方、後期間の増加率は中和村 25.0% 、川上村 16.8% 、

八束村 1.5%の順になり、反対に湯原町は 10.6% の減少となっている。 

 以上のように、借入耕地面積は平成７～１７年間に湯原町を除く３か村は増加、その増

加率の概数（小数点以下四捨五入）は川上村２２％、中和村２１％、八束村１５％の順に

なり、湯原町は３０％の減少となり、その推移状況の中で同１２～１７年間に川上村は増

加を加速し、反対に八束村は増加を緩め、中和村は減少から増加に転じ、湯原町は減少を

緩めている。 

 借入耕地面積の借入農家１戸当たり面積は、平成１２年に八束村 2.26ha、川上村 2.12ha、

中和村 0.79ha、湯原町 0.54ha、同１７年には川上村 3.14ha、八束村 2.92ha、中和村 0.93ha、

湯原町 0.53ha の順になっている。以上のように、１戸当たり借入面積は両時点間に湯原町

を除く３か村で増加し、湯原町は概ね横ばい状態となり、その推移状況の中で川上村と八

束村は中和村と湯原町を大幅に上回っている。 

 借入耕地の水田率は、平成１２年に中和村 96.8% 、湯原町 87.5% 、川上村 29.1% 、八

束村 19.8% 、同１７年には中和村 97.5% 、湯原町 92.7% 、川上村 35.9% 、八束村 30.8% 

の順になっている。以上のように、借入耕地の水田率は両時点間を上昇し、その概数は川

上村２９～３６％、八束村２０～３１％、中和村９７～９８％、湯原町８８～９３％とな

り、八束村と川上村は畑への比重が高く、中和村と湯原町は水田への依存度を一層高めて

いる。 

 借入耕地面積割合は、平成１２年に川上村 37.2% 、八束村 29.2% 、中和村 15.3% 、湯

原町 11.9% 、同１７年にはそれぞれ 44.6% 、34.0% 、23.4% 、11.9% の順になっている。

以上のように、借入耕地面積割合は湯原町を除く３か村で経年的に拡大し、平成１７年の

時点における同割合の概数は、川上村４５％、八束村３４％、中和村２３％、湯原町１２

％の順となり、川上村の借入耕地面積は経営耕地面積の４０％を超え、湯原町は１０％程

度に留まっている。 

 借入農家割合は、平成１２年に川上村村 38.4% 、八束村 31.8% 、中和村 25.3% 、湯原

町 16.9% 、同１７年には川上村 33.7% 、中和村 31.4% 、八束村 28.5% 、湯原町 16.4% の

順になっている。以上のように、借入農家割合は両時点間において川上村と八束村は縮小

し、中和村は拡大し、湯原町に変化はみられない。そうした推移状況の中で平成１７年の

時点で同割合の概数は川上村３４％、中和村３１％、八束村２９％、湯原町１６％の順に

なり、川上村の借入農家数は総農家数の３０％を超え、中和村と八束村は３０％程度を占

め、湯原町は２０％以下に留まっている。 

 ６６６６－－－－３３３３ 耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの拡大拡大拡大拡大 

 総農家における耕作放棄地の平成１２～１７年間の推移状況を耕作放棄地面積、耕作放

棄農家１戸当たり面積、耕作放棄地面積割合（耕作放棄地面積の経営耕地と耕作放棄地の

合計面積に占める割合）、耕作農家割合（総農家数に占める耕作放棄農家数の割合）の側

面から表１６の資料に基づき記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付記

する。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域における耕作放棄地面積は、平成１２年に１６８ha、同１７年には２６４ha に

増加し、増加率は 57.2% となり、同７～１２年間の増加率 100.0%を 42.8 ポイント下回っ

ている。以上の耕作放棄地の耕作放棄農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.32ha、同１

７年には 0.52ha に増加し、増加率は 62.5% となっている。 一方、耕作放棄地面積割合

は、平成１２年に 6.9%、同１７年には 11.4% に拡大し、拡大幅は 4.5 ポイント（拡大率
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65.2% ）となっている。また、耕作放棄農家割合は、平成１２年に 37.5% 、同１７年には

40.1% に拡大し、拡大幅は 2.6 ポイント（拡大率 6.9%）となっている。 

 真庭郡における耕作放棄地面積は、平成１２年に３９６ha、同１７年には５７７ha に増

加し、増加率は 45.7% とり、同７～１２年の増加率 58.4% を 12.7 ポイント下回っている。

以上の耕作放棄地の耕作放棄農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.22ha、同１７年には

0.34ha に増加し、増加率は 54.6% となっている。 

 一方、耕作放棄地面積割合は、平成１２年に 7.8%、同１７年には 12.0% に拡大し、拡大

幅は 4.2 ポイント（拡大率 53.9% ）となっている。また、耕作放棄農家割合は、平成１２

年に 31.0% 、同１７年には 31.6% に拡大し、拡大幅は 0.6 ポイント（拡大率 1.9% ）とな

っている。 

 岡山県における耕作放棄地面積は、平成１２年に 5,812ha 、同１７年には 10,517ha に

増加し、増加率は 81.0% となり、同７～１２年の増加率 24.6%を 56.4 ポイント上回ってい

る。以上の耕作放棄地の耕作放棄農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.19ha、同１７年

には 0.37ha に増加し、増加率は 94.7% となっている。 一方、耕作放棄地面積割合は、

平成１２年に 9.1%、同１７年には 16.9% に拡大し、拡大幅は 7.8 ポイント（拡大率 85.7% ）

となっている。また、耕作放棄農家割合は、平成１２年に 33.5% 、同１７年には 35.0% 

に拡大し、拡大幅は 1.5 ポイント（拡大率 4.5%）となっている。 

 以上で記述した蒜山地域における耕作放棄地面積、耕作放棄農家１戸当たり面積、耕作

放棄面積割合、耕作放棄農家割合の平成１２～１７年間に亘る推移状況を真庭郡及び岡山

県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における耕作放棄地面積は、平成１２年１６８ha、同１７年には２６４ha に増

加し、同様に真庭郡及び岡山県においても増加し、そうした推移状況の中で蒜山地域にお

ける耕作放棄地面積の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対岡山県比）は、

平成１２年にそれぞれ 42.4% 、2.89% 、同１７年には 45.8% 、2.51% となり、対真庭郡比

は経年的に上昇し、反対に対岡山県比は下降している。 

 耕作放棄地面積は平成７～１７年の１０年間一貫した増加パタ－ンで推移し、その増加

率は蒜山地域 214.3%、真庭郡 130.8%、岡山県 125.5%の順になっている。上記期間を平成

７～１２年と同１２～１７年の前、後両期間に分けると、前期間の増加率は蒜山地域

100.0%、真庭郡 58.4% 、岡山県 24.6% の順になり、後期間は岡山県 81.0% 、蒜山地域 57.2% 、

真庭郡 45.7% の順になり、蒜山地域と真庭郡は後期間に増加を緩め、反対に岡山県は増加

を加速している。 

 耕作放棄地面積の当該農家１戸当たり面積は、平成１２年に蒜山地域 0.32ha、真庭郡

0.22ha、岡山県 0.19ha、同１７年には蒜山地域 0.52ha、岡山県 0.37ha、真庭郡 0.34ha の

順になっている。以上の１戸当たり面積は両時点間において増加し、その増加率は岡山県

94.7% 、蒜山地域 62.5% 、真庭郡 54.6% の順になり、岡山県は突出している。 

 耕作放棄地面積割合は、平成１２年に岡山県 9.1%、真庭郡 7.8%、蒜山地域 6.9%、同１

７年にはそれぞれ 16.9% 、12.0% 、11.4% の順になり、両時点間の拡大幅は岡山県 7.8 

ポイント、蒜山地域 4.5 ポイント、真庭郡 4.2 ポイントの順になっている。 

 耕作放棄農家割合は、平成１２年に蒜山地域 37.5% 、岡山県 33.5% 、真庭郡 31.0%、同

１７年にはそれぞれ 40.1% 、35.0% 、31.6% の順になり、その両時点間の拡大幅は蒜山地

域 2.6 ポイント、岡山県 1.5 ポイント、真庭郡 0.6 ポイントの順になっている。 

 上記したように、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における耕作放棄地面積は平成７年以降

増加し、その増加率は同１２～１７年間に蒜山地域と真庭郡は低下し、反対に岡山県は上

昇している。一方、平成１２～１７年間に１戸当たり耕作放棄面積は増加し、耕作放棄地

面積割合と耕作放棄農家割合は拡大している。 

 以上の推移経過のもとで、平成１７年における耕作放棄地の状況指標を概数（小数点以

下四捨五入）で示すと、耕作放棄地面積の減少率（過去５年間）は岡山県８１％、蒜山地

域５７％、真庭郡４６％、耕作放棄地面積割合は岡山県１６％、真庭郡１２％、蒜山地域

１１％、耕作放棄農家割合は蒜山地域４０％、岡山県３５％、真庭郡３２％の順になり、

耕作放棄農家１戸当たり面積は蒜山地域５２ａ、岡山県３７ａ、真庭郡３４ａの順になっ
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ている。 

 （２） ４か町村 

 川上村における耕作放棄地面積は、平成１２に４２ha、同１７年には６０ha に増加し、

増加率は 42.9% となり、同７～１２年間の増加率 90.9% を 48.0 ポイント下回っている。

以上の耕作放棄地の耕作放棄農家戸１当たり面積は、平成１２年に 0.33ha、同１７年には

0.43ha に増加し、増加率は 30.3% となっている。 

 一方、耕作放棄地面積割合は、平成１２年に 5.4%、同１７年には 7.7%に拡大し、拡大幅

は 2.3 ポイント（拡大率 42.6% ）となっている。また、耕作放棄農家割合は、平成１２年

に 37.5% 、同１７年には 45.9% に拡大し、拡大幅は 8.4 ポイント（拡大率 22.42%）とな

っている。 

 八束村における耕作放棄地面積は、平成１２年に６５ha、同１７年には１１５ha に増加

し、増加率は 76.9% となり、同７～１２年間の増加率 103.1%を 26.2 ポイント下回ってる。

以上の耕作放棄地の耕作放棄農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.46ha、同１７年には

0.87ha に増加し、増加率は 89.1% となっている。 

 一方、耕作放棄地面積割合は、平成１２年に 6.5%、同１７年には 12.4% に拡大し、拡大

幅は 5.9 ポイント（拡大率 90.8%）となっている。また、耕作地放棄農家割合は、平成１

２年に 36.8% 、同１７年には 39.5% に拡大し、拡大幅は 2.7 ポイント（拡大率 7.3%）と

なっている。 

 中和村における耕作放棄地面積は、平成１２年に２４ha、同１７年には２５ha に増加し、

増加率は 4.2%となり、同７～１２年間の増加率 118.2%を 114.0 ポイント下回っている。

以上の耕作放棄地の耕作放棄農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.35ha、同１７年には

0.41ha に増加し、増加率は 17.2% となっている。 

 一方、耕作放棄地面積割合は、平成１２年に 10.4% 、同１７年には 12.8% に拡大し、拡

大幅は 2.4 ポイント（拡大率 23.18%）となっている。また、耕作放棄農家割合は、平成１

２年に 43.0% 、同１７年には 44.5% に拡大し、拡大幅は 1.5 ポイント（拡大率 3.5%ょ）

となっている。 

 湯原町における耕作放棄地面積は、平成１２年に３７ha、同１７年には６４ha に増加し、

増加率は 73.0% となり、同７～１２年の増加率 94.7% を 21.7 ポイント下回っている。以

上の耕作放棄地の耕作放棄農家１戸当たり面積は、平成１２年に 0.20ha、同１７年には

0.37ha に増加し、増加率は 85.0% となっている。 

 一方、耕作放棄地面積割合は、平成１２年に 8.6%、同１７年には 15.4% に拡大し、拡大

幅は 6.8 ポイント（拡大率 79.1% ）となっている。また、耕作放棄農家割合は、平成１２

年に 36.2% 、同１７年には 35.6% に縮小し、縮小幅は 0.6 ポイント（縮小率 1.7%）とな

っている。 

 以上で記述した４か町村の総農家における耕作放棄地面積、耕作放棄農家１戸当たり面

積、耕作放棄面積割合、耕作放棄農家割合の平成７～１７年間の推移状況を町村間比較で

まとめると以下のとおりである。 

 ４か町村における耕作放棄地面積は、平成１２年に八束村６５ha（町村別構成比 38.7% ）、

川上村４２ha（同 25.0% ）、湯原町３７ha（同 22.0% ）、中和村２４ha（同 14.3% ）、

同１７年にはそれぞれ１１５ha（同 43.6% ）、６０ha（同 22.7% ）、６４ha（同 24.2% ）、

２５ha（同 9.5%）の順になっている。 

 ４か町村における耕作放棄地面積は平成７年以降１０年間に増加基調で推移し、その増

加率は八束村 259.4%、湯原町 236.9%、川上村 172.7%、中和村 127.3%の順になっている。

以上の期間を平成７～１２年と同１２～１７年の前、後両期間に分けると、その増加率は

前期間で中和村 118.2%、八束村 103.1%、湯原町 94.7% 、川上村 90.9% 、後期間では八束

村 76.9% 、湯原町 73.0% 、川上村 42.9% 、中和村 4.2%の順になり、後期間の方が大幅に

下回り、とくに中和村は顕著である。 

 耕作放棄地の該当農家１戸当たり面積は、平成１２年に八束村 0.46ha、中和村 0.35ha、

川上村 0.33ha、湯原町 0.20ha、同１７年には八束村 0.87ha、川上村 0.43ha、中和村 0.41ha、

湯原町 0.37ha の順になり、各町村は両時点間に増加し、増加率は八束村 89.1% 、湯原町



- 798 - 

85.0% 、川上村 30.3% 、中和村 17.1% の順になっている。 

 耕作放棄地面積割合は、平成１２年に中和村 10.4% 、湯原町 8.6%、八束村 6.5%、川上

村 5.4%、同１７年には湯原町 15.4% 、中和村 12.8% 、八束村 12.4% 、川上村 7.7%の順に

なり、各町村は両時点間に拡大し、拡大幅は湯原町 6.8 ポイント、八束村 5.9 ポイント、

中和村 2.4 ポイント、川上村 2.3 ポイントの順になってる。 耕作放棄農家割合は、平成

１２年に中和村 43.0% 、川上村 37.5% 、八束村 36.8% 、湯原町 36.2% 、同１７年には川

上村 45.9% 、中和村 44.5% 、八束村 39.5% 、湯原町 35.6% の順になり、湯原町を除く３

か村は両時点間に拡大し、拡大幅は川上村 8.4 ポイント、八束村 2.7 ポイント、中和村

1.5 ポイントの順になり、反対に湯原町は 0.6 ポイント縮小している。 

 上記したように、４か町村における耕作放棄地面積は平成７年以降増加し、その増加率

は同１２～１７年間には低下している。一方、平成１２～１７年間に１戸当たり耕作放棄

地面積は増加し、耕作放棄面積割合は拡大し、耕作放棄農家割合は湯原町を除く３か村で

拡大している。以上の推移経過のもとで、平成１７年における耕作放棄地の状況指標を概

数（小数点以下四捨五入）で示すと、耕作放棄面積の増加率は八束村７７％、湯原町７３

％、川上村４３％、中和村４％、耕作放棄面積割合は湯原町１５％、中和村１３％、八束

村１２％、川上村８％、耕作放棄農家割合は川上村４６％、中和村４５％、八束村４０％、

湯原町３６％の順になり、耕作放棄農家１戸当たり面積は八束村８７ａ、川上村４３ａ、

中和村４１ａ、湯原町３７ａの順になっている。 

 ７７７７ 稲稲稲稲とととと飼料作物飼料作物飼料作物飼料作物のののの作付面積作付面積作付面積作付面積がががが７０７０７０７０％％％％以上以上以上以上 

 蒜山地域と４か町村における主要農作物の種類別作付面積構成比の平成１２～１７年間

の推移状況を表１７により真庭郡及び岡山県と対比し、記述する。 

 （１） 蒜山地域 

 ① 蒜山地域 

 主要農作物の作付面積は、平成１２年に飼料作物９４２ha、稲７２２ha、野菜４１１ha

の順になり、同１７年には飼料作物７９６ha、稲６９２ha、野菜３６４ha に減少し、減少

率は飼料作物 15.5% 、野菜 11.4% 、稲 4.2%の順になっている。 

 上記した主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）は、平成１２年に飼

料作物 41.7% 、稲 31.9% 、野菜 18.2% の順になり、その合計面積シェアは 91.8% （うち

73.6%は稲と飼料作物）となっている。一方、平成１７年には飼料作物 39.2% 、稲 34.1% 、

野菜 17.9% の順になり、その合計面積シェアは 91.2% （同 73.3% ）となっている。 

 以上の主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における推移状況をみると、稲は

2.2 ポイント（拡大率 6.9%）拡大し、反対に飼料作物は 2.5 ポイント（縮小率△6.0% ）、

野菜は 0.3 ポイント（△1.7% ）の縮小となっている。一方、以上３種類農作物の合計面積

シェアは 10.6 ポイント（同△11.6%）、また、稲と飼料作物の合計面積シェアは 0.3 ポイ

ント（同△0.4% ）の縮小となっている。 

 ② 真庭郡 

 主要農作物の作付面積は、平成１２年に稲 2,127 ha、飼料作物 1,554ha 、野菜７２１ha

の順となり、同１７年には稲 2,048ha 、飼料作物 1,224ha 、野菜６２３ha に減少し、減

少率は飼料作物 21.2% 、野菜 13.6% 、稲 3.7%の順になっている。 

 上記した主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）は、平成１２年に稲

41.7% 、飼料作物 30.4% 、野菜 14.1% の順になり、その合計面積シェアは 86.2% （うち

72.1%は稲と飼料作物）となっている。一方、平成１７年には稲 45.2% 、飼料作物 27.0% 、

野菜 13.8% の順になり、その合計面積シェアは 86.3% （同 72.2% ）となっている。 

 以上の主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における推移状況をみると、稲は

3.5 ポイント（拡大率 8.4%）拡大し、反対に飼料作物は 3.4 ポイント（縮小率△11.2%）、

野菜は 0.3 ポイント（同△2.1% ）の縮小となっている。一方、以上３種類農作物の合計面

積シェアは 0.2 ポイント（同△0.2% ）の縮小、反対に稲と飼料作物の合計面積シェアは

0.1 ポイント（拡大率 0.1%）の拡大となっている｡ 

 ③ 岡山県 

 主要農作物の作付面積は、平成１２年に稲 36,700ha、飼料作物 6,580ha 、野菜 6,210ha 
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の順となり、同１７年には稲 35,100ha、野菜 5,600ha 、飼料作物 5,300ha に減少し、減

少率は飼料作物 19.5% 、野菜 9.8%、稲 4.4%の順になっている。 

 以上の主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）は、平成１２年に稲

58.7% 、飼料作物 10.5% 、野菜 9.9%の順になり、その合計面積シェアは 79.1% （うち 69.2% 

は稲と飼料作物）となっている。一方、平成１７年には稲 60.7% 、飼料作物 9.2%、野菜

9.7%の順になり、その合計面積シェアは 79.6% （同 69.9% ）となっている。 

 上記した主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における推移状況をみると、稲は

2.0 ポイント（拡大率 3.4%）拡大し、反対に飼料作物は 1.3 ポイント（縮小率△12.4%）、

野菜は 0.2 ポイント（同△2.0% ）の縮小となっている。一方、以上３種類農作物の合計面

積シェアは 0.5 ポイント（拡大率 0.6%）拡大し、また、稲と飼料作物の合計面積シェアは

0.7 ポイント（同 1.0%）の拡大となっている。 

 ④ まとめ 

 以上で記述した蒜山地域における主要農作物の種類別作付面積構成比の平成１２～１７

年間の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

 蒜山地域における主要農作物の作付面積は、平成１２年に飼料作物９４２ha、稲７２２

ha、野菜４１１ha の順になり、同１７年には飼料作物７９６ha、稲６９２ha、野菜３６４

ha に減少し、一方、真庭郡及び岡山県においても減少している。その減少経過のもとで蒜

山地域における主要農作物作付面積の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比

及び対岡山県比）をみると、対真庭郡比は平成１２年の時点で飼料作物 60.6% 、稲 34.0% 、

野菜 57.0% 、同１７年にはそれぞれ 65.0% 、33.8% 、58.4% となり、一方、対岡山県比は

同１２年に飼料作物 14.3% 、稲 1.97% 、野菜 6.6%となり、同１７年にはそれぞれ 15.0% 、

1.98% 、6.5%となっている。 

 上記した主要農作物作付面積の平成１２～１７年間における減少率の概数（小数点以下

四捨五入）をみると、飼料作物面積は真庭郡２１％、岡山県２０％、蒜山地域１６％、稲

面積は岡山県、蒜山地域及び真庭郡各４％、野菜面積は真庭郡１４％、蒜山地域１１％、

岡山県１０％の順になっている。 

 次に主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）の概数をみると、平成１

２年の時点で、飼料作物は蒜山地域４２％、真庭郡３０％、岡山県１１％、稲は岡山県５

９％、真庭郡４２％、蒜山地域３２％、野菜は蒜山地域１８％、真庭郡１４％、岡山県１

０％の順になり、同１７年の時点では、飼料作物は蒜山地域３９％、真庭郡２７％、岡山

県９％、稲は岡山県６１％、真庭郡４５％、蒜山地域３４％、野菜は蒜山地域１８％、真

庭郡１４％、岡山県１０％の順になっている。一方、稲と飼料作物の合計面積シェアは、

平成１２年に蒜山地域７４％、真庭郡７２％、岡山県６９％、同１７年には蒜山地域７３

％、真庭郡７２％、岡山県７０％の順になっている。 

 上記した主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における推移状況をみると、飼料

作物は蒜山地域、真庭郡、岡山県ともに縮小し、その両年次間の較差の概数は蒜山地域と

真庭郡各３ポイント（縮小率△６％、△１１％）、岡山県１ポイント（同△１２％）とな

り、反対に稲は拡大し、その較差は真庭郡４ポイント（拡大率８％）、蒜山地域と岡山県

各２ポイント（同７％、３％）となっている。一方、稲と飼料作物の合計面積シェアに大

きな変化はみられない。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 主要農作物の作付面積は、平成１２年に飼料作物３５７ha、稲１５７ha、野菜１４０ha、

同１７年には飼料作物３５８ha、稲１４０ha、野菜１１９ha の順になり、両時点間に野菜

と稲はそれぞれ 15.0% 、10.8% 減少し、反対に飼料作物は 0.3%の増加となっている。 

 上記した主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）は、平成１２年に飼

料作物 48.6% 、稲 21.4% 、野菜 19.0% の順になり、その合計面積シェアは 89.0% （うち

は 70.0% は稲と飼料作物）となっている。一方、平成１７年には飼料作物 50.9% 、稲 19.9% 、

野菜 16.9% の順になり、その合計面積シェアは 87.7% （同 70.8% ）となっている。 

 以上の主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における縮小幅又は拡大幅をみる
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と、飼料作物の拡大幅は 2.3 ポイント（拡大率 4.7%）拡大し、反対に稲の縮小幅は 1.5 

ポイント（縮小率△7.0% ）、野菜の縮小幅は 2.1 ポイント（同△4.7% ）となっている。一

方、上記農作物の合計面積の縮小幅は 1.3 ポイント（同△1.5% ）、稲と飼料作物の合計面

積の拡大幅は 0.8 ポイント（拡大率 1.2%）となっている。 

 ② 八束村 

 主要農作物の作付面積は、平成１２年に飼料作物４００ha、稲２７２ha、野菜２２２ha

の順になり、同１７年には飼料作物３０７ha、稲２５６ha、野菜２０８ha に減少し、減少

率は飼料作物 23.3% 、野菜 6.3%、稲 5.9% の順になっている。 

 上記した主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）は、平成１２年に飼

料作物 43.0% 、稲 29.2% 、野菜 23.5% の順になり、その合計面積シェアは 95.7% （うち

72.2%は稲と飼料作物）となっている。一方、平成１７年には飼料作物 38.0% 、稲 31.7% 、

野菜 25.8% の順となり、その合計面積シェアは 95.5% （同 69.7% ）となっている。 

 以上の主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における縮小幅又は拡大幅をみる

と、飼料作物の縮小幅は 5.0 ポイント（縮小率△11.6%）、反対に稲の拡大幅は 2.5 ポイ

ント（拡大率 8.6%）、野菜の拡大幅は 2.3 ポイント（同 9.8%）となっている。一方、以

上の農作物の合計面積の縮小幅は 0.2 ポイント（縮小率△0.2% ）、また、稲と飼料作物の

合計面積の縮小幅は 2.5 ポイント（△3.5% ）となっている。 

 ③ 中和村 

 主要農作物の作付面積は、平成１２年に稲１０６ha、飼料作物５５ha、野菜１０ha の順

となり、同１７年には稲１１４ha、飼料作物３１ha、野菜６ha の順になり、両時点間にお

いて稲は 7.6%増加、反対に飼料作物 43.6% 、野菜 40.0% の減少となっている。 

 上記した主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）は、平成１２年に稲

57.0% 、飼料作物 29.6% 、野菜 5.4%の順になり、その合計面積シェアは 92.0% （うち 86.6% 

は稲と飼料作物）となっている。一方、平成１７年には稲 69.1% 、飼料作物 18.8% 、野菜

3.6%の順となり、その合計面積シェアは 91.5%（同 87.9% ）となっている。 

 以上の主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における縮小幅又は拡大幅をみる

と、稲の拡大幅は 12.1 ポイント（拡大率 21.2% ）、反対に飼料作物の縮小幅は 10.3 ポイ

ント（縮小率△35.4%）、野菜の縮小幅は 1.8 ポイント（同△33.3%）となっている。一方、

以上の農作物の合計面積シェアには変化はなく、稲と飼料作物の合計面積の拡大幅は 1.3 

ポイント（拡大率 1.5%）となっている。 

 ④ 湯原町 

 主要農作物の作付面積は、平成１２年に稲１８７ha、飼料作物１３０ha、野菜３９ha の

順となり、同１７年には稲１８２ha、飼料作物１００ha、野菜３１ha に減少し、減少率は

飼料作物 23.1% 、野菜 20.5% 、稲 2.7%の順になっている。 

 上記した主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）は、平成１２年に稲

45.7% 、飼料作物 31.8% 、野菜 9.5%の順になり、その合計面積シェアは 87.0% （うち 77.5% 

は稲と飼料作物）となっている。一方、平成１７年には稲 51.4% 、飼料作物 28.2% 、野菜

8.8%の順になり、その合計面積シェアは 88.4%（同 79.6% ）となっている。 

 以上の主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における縮小幅又は拡大幅をみる

と、稲の拡大幅は 5.7 ポイントイ（拡大率 12.5% ）、反対に飼料作物の縮小幅は 3.6 ポ

イント（縮小率△11.3%）、野菜の縮小幅は 0.7 ポイント（同△7.4% ）縮小している。一方、

以上の農作物の合計面積シェアの拡大幅は 1.4 ポイント（拡大率 1.6%）、また、稲と飼料

作物の合計面積シェアの拡大幅は 2.1 ポイント（同 2.7%）となっている。 

 ⑤ まとめ 

 以上で記述した主要農作物の種類別作付面積構成比の平成１２～１７年間における推移

状況について町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

 ４か町村における主要農作物の作付面積は、平成１２年の時点で飼料作物は八束村４０

０ha（町村別構成比 42.5% ）、川上村３５７ha（同 37.9% ）、湯原町１３０ha（同 13.8% ）、

中和村５５ha（同 5.8%）の順になり、稲は八束村２７２ha（同 37.7% ）、湯原町１８７ha

（同 25.9% ）、川上村１５７ha（同 21.7% ）、中和村１０６ha（同 14.7% ）の順になり、
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野菜は八束村２２２ha（同 54.0% ）、川上村１４０ha（同 34.1% ）、湯原町３９ha（同

9.5%）、中和村１０ha（同 2.4%）の順になっている。 

 一方、平成１７年の時点で飼料作物は川上村３５８ha（同 45.0% ）、八束村３０７ha（同

38.5% ）、湯原町１００ha（同 12.6% ）、中和村３１ha（同 3.9%）の順になり、稲は八束

村２５６ha（同 37.0% ）、湯原町１８２ha（同 26.3% ）、川上村１４０ha（同 20.2% ）、

中和村１１４ha（同 16.5% ）の順になり、野菜は八束村２０８ha（同 57.1% ）、川上村１

１９ha（同 32.8% ）、湯原町３１ha（同 8.5%）、中和村６ha（同 1.6%）の順になってい

る。 

 上記した主要農作物作付面積の平成１２～１７年間における増減率を概数（小数点以下

四捨五入）でみると、飼料作物面積は川上村を除く３か町村で減少し、中和村４４％、八

束村と湯原町各２３％の順になり、川上村はほとんで変化なく、稲面積は中和村を除く３

か町村で減少し、川上村１１％、八束村６％、湯原町３％の順になり、反対に中和村は８

％の増加となり、野菜面積は４か町村とも減少し、中和村４０％、湯原町２１％、川上村

１５％、八束村６％の順になっている。 

 ４か町村における主要農作物の種類別作付面積構成比（以下、面積シェア）の概数をみ

ると以下のとおりである。 

 平成１２年の時点で、飼料作物は川上村４９％、八束村４３％、湯原町３２％、中和村

３０％の順になり、稲は中和村５７％、湯原町４６％、八束村２９％、川上村２１％の順

になり、野菜は八束村２４％、川上村１９％、湯原町１０％、中和村５％の順になってい

る。一方、平成１７年には飼料作物は川上村５１％、八束村３８％、湯原町２８％、中和

村１９％の順になり、稲は中和村６９％、湯原町５１％、八束村３２％、川上村２０％の

順になり、野菜は八束村２６％、川上村１７％、湯原町９％、中和村４％の順になってい

る。また、上記の稲と飼料作物の合計面積シェアは、平成１２年に中和村８７％、湯原町

７８％、八束村７２％、川上村７０％、同１７年には中和村８８％、湯原町８０％、川上

村７１％、八束村７０％の順になっている。 

 上記した主要農作物面積シェアの平成１２～１７年間における推移状況をみると以下の

とおりである。 

 飼料作物は川上村を除く３か町村で縮小し、その両年次間における較差の概数は中和村

１１ポイント（縮小率３６％）、八束村５ポイント（同１２％）、湯原町４ポイント（同

１１％）の順になり、反対に川上村２ポイント（拡大率５％）の拡大となっている。稲は

川上村を除く３か町村で拡大し、その較差は中和村１２ポイント（拡大率２１％）、湯原

町６ポイント（同１３％）、八束村３ポイント（同９％）の順になり、反対に川上村は２

ポイント（縮小率７％）の縮小となっている。野菜は八束村を除く３か町村で縮小し、そ

の較差は川上村と中和村各２ポイント（縮小率１１％、△３３％）、湯原町１ポイント未

満（同△７％）の順になり、反対に八束村は２ポイント（拡大率１０％）の拡大となって

いる。 

 以上で記述したように、４か町村における主要農作物の種類別面積シェアには違いがみ

れるが、平成１２年と同１７年の両時点を通して、飼料作物面積シェアは川上村・八束村

の高水準、湯原町・中和村の低水準、稲面積シェアは中和村・湯原町の高水準、八束村の

中水準、川上村の低水準、野菜面積シェアは八束村の高水準、川上村の中水準、中和村・

湯原町の低水準に群別される。また、稲と飼料作物の合計面積シェアは中和村の高水準、

湯原町の中水準、川上村・八束村の低水準に群別される。なお、中和村は他の町村に比べ

て、飼料作物と野菜面積シェアが両時点間において著しく縮小し、反対に稲面積シェアは

大幅に拡大している。 

  ８８８８ 大家畜飼養大家畜飼養大家畜飼養大家畜飼養のののの盛衰盛衰盛衰盛衰 

  蒜山地域は古くから黒毛和種肉用牛の繁殖・育成地として、一方、昭和２９年以降はジ

ャ－ジ－種乳牛による集約酪農地域として今日に至っている。 

  本項では蒜山地域及び同地域４か町村の販売農家における肉用牛及び乳用牛の平成１２

～１７年間における飼養状況について、飼養頭数、飼養農家数、飼養農家１戸当たり頭数

及び飼養農家率（販売農家数に占める飼養農家数の割合）の側面から表１８の資料に基づ
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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。 

  ８８８８－－－－１１１１ 肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に９８２頭、同１７年には７２４頭に

減少し、減少率は 26.3% となり、同７～１２年間の減少率 6.4%を 19.9 ポイント上回って

いる。 

  一方、肉用牛飼養農家数は平成１２年に６５戸、同１７年には４４戸に減少し、減少率

は 32.3% となり、同７～１２年間の減少率 53.9% を 21.6 ポイント下回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 15.1 頭、同１７年には 16.5 頭に増加

し、増加率は 9.3%となっている。また、肉用牛飼養農家率は、平成１２年に 5.4%、同１７

年には 4.4%と１ポイント低下している。 

  真庭郡における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に 2,097 頭、同１７年には 14.6% 減の

1,790 頭  となり、同７～１２年間の減少率 14.0% を 0.6 ポイント上回っている。 

  一方、肉用牛飼養農家数は、平成１２年に２２２戸となり、同１７年には１５２戸に減

少、減少率は 31.5% となり、同７～１２年間の減少率 48.6% を 16.6 ポイント下回ってい

る。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 9.4 頭、同１７年には 11.8 頭に増加

し、増加率は 25.5% となっている。また、肉用牛飼養農家率は、平成１２年に 5.2%、同１

７年には 4.1%と 1.1 ポイント低下している。 

  岡山県における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に 24,479 頭、同１７年には 14,377 頭に

減少し、減少率は 41.3% となっている。一方、平成７～１２年間には 4.4%の増加となって

いる。 

  一方、肉用牛飼養農家数は、平成１２年に 1,232 戸、同１７年には７９１戸に減少、減

少率は 55.8% となり、同７～１２年間の減少率 46.2% を 9.6 ポイント上回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 19.9 頭、同１７年には 18.2 頭に減少、

減少率は 8.6%となっている。また、肉用牛飼養農家率は、平成１２年に 2.0%となり、同１

７年には 1.5%と 0.5 ポイント低下している。 

  以上で記述した蒜山地域における肉用牛の平成１２～１７年間の推移状況をまとめると

以下のようである。 

  蒜山地域における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に９８２頭、同１７年には７２４頭に

減少している。以上の頭数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡

山県比）は、平成１２年にそれぞれ 46.8% 、4.0%、同１７年にはそれぞれ 40.5% 、5.0%

となっている。以上のように対真庭郡比は経年的に下降し、反対に対岡山県比は上昇し、

この相反する推移パタ－ンは蒜山地域、真庭郡及び岡山県における飼養頭数の減少率の違

いに起因する。すなわち平成１２～１７年間における減少率の概数（小数点以下四捨五入）

は、岡山県４１％、蒜山地域２６％、真庭郡１５％の順になり、蒜山地域は岡山県を１５

ポイント下回り、真庭郡を１２ポイント上回っている。 

  一方、蒜山地域における飼養農家数は、平成１２年に６５戸、同１７年には４４戸に減

少している。以上の飼養農家数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び

対岡山県比）は、平成１２年にそれぞれ 29.0% 、5.3%、一方、同１７年にはそれぞれ 29.0% 、

5.6%となっている。以上のように対真庭郡比は両時点間にほとんど変化なく、一方、対岡

山県比は経年的に低下しており、このような両比率の異なる推移パタ－ンは蒜山地域、真

庭郡及び岡山県における飼養農家数の減少率の違いによると考えられる。すなわち平成１

２～１７年間の減少率の概数は、岡山県５６％、蒜山地域及び真庭郡各３２％の順になっ

ている。 

  上記肉用牛飼養農家の１戸当たり頭数の概数は、平成１２年に岡山県２０頭、蒜山地域

１５頭、真庭郡９頭、同１７年には岡山県１８頭、蒜山地域１７頭、真庭郡１２頭の順に

なり、両時点間における増減率の概数をみると、真庭郡は２６％、蒜山地域は９％増加し、

反対に岡山県は９％の減少となっている。 

  肉用牛飼養農家率の概数は、平成１２年に蒜山地域と真庭郡各５％、岡山県２％、同１
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７年には蒜山地域及び真庭郡各４％、岡山県２％の順になっている。 

  以上のように、蒜山地域における肉用牛飼養状況は、飼養農家数、飼養農家率、及び飼

養頭数の側面からみると、平成１２～１７の短期間においても衰退化が目立ち、その程度

は岡山県が特に先行し、次いで蒜山地域、真庭郡の順になっている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に３４３頭、同１７年には５３１頭に増

加し、増加率は 54.8% となり、同７～１２年間の増加率 1.2%を 53.6 ポイント上回ってい

る。 

  一方、肉用牛飼養農家数は、平成１２年に２２戸、同１７年には１８戸に減少し、減少

率は 18.2% となり、同７～１２年間の減少率 46.3% を 28.1 ポイント下回っている。 

  上記の飼養農家１戸当たり頭数は、平成１２年に 15.6 頭、同１７年には 29.5 頭に増加

し、増加率は 89.1% となっている。また、肉用牛飼養農家率は、両時点とも 7.3%となって

いる。 

  八束村における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に５８頭、同１７年には２６頭に減少し、

減少率は 55.2% となり、同７～１２年間の減少率 12.1% を 43.1 ポイント上回っている。 

  一方、肉用牛飼養農家数は、平成１２年に７戸、同１７年には４戸に減少し、減少率は

42.9% となり、同７～１２年間の減少率 56.3% を 13.4 ポイント下回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 8.3 頭、同１７年には 6.5 頭に減少し、

減少率は 21.7% となっている。また、肉用牛飼養農家率は、平成１２年に 2.0%、同１７年

には 1.4%と 0.6 ポイント低下している。 

  中和村における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に１６頭、飼養農家は３戸、飼養農家１

戸当たり頭数は 5.3 頭となっている。平成１７年には飼養頭数はＸ頭、飼養農家は１戸と

なっている。なお、肉用牛飼養農家率は、平成１２年に 2.1%、同１７年には 0.9%と 1.2 

ポイント低下している。 

  湯原町における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に５６５頭、同１７年には１６７頭に減

少し、減少率は 70.5% となり、同７～１２年間の減少率 7.2%を 63.3 ポイント上回ってい

る。 

  一方、肉用牛飼養農家数は、平成１２年に３３戸、同１７年には２１戸に減少し、減少

率は 36.4% となり、同７～１２年間の減少率 54.8% を 18.4 ポイント下回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 17.1 頭、同１７年には 8.0 頭に減少

し、減少率は 53.2% となっている。また、肉用牛飼養農家率は、平成１２年に 8.2%、同１

７年には 6.1%と 2.1 ポイント低下している。 

  以上で記述した４か町村の肉用牛飼養状況の平成１２～１７年間の推移状況を町村間比

較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における肉用牛飼養頭数は、平成１２年に湯原町５６５頭（町村別構成比

57.6% ）、川上村３４３頭（同 34.9% ）、八束村５８頭（同 5.9%）、中和村１６頭（同

1.6%）、同１７年には川上村５３１頭（同 73.4% ）、湯原町１６７頭（同 23.0% ）、八束

村２６頭（同 3.6%）、中和村Ｘ頭の順になっている。 

  上記飼養頭数の平成１２～１７年間における増減率の概数（小数点以下四捨五入）をみ

ると、川上村は５５％増加し、反対に湯原町は７０％、八束村は５５％の減少となり、中

和村はＸ％となっている。 

  一方、肉用牛飼養農家数は、平成１２年に湯原町３３戸（同 50.8% ）、川上村２２戸（同

33.8% ）、八束村７戸（同 10.8% ）、中和村３戸（同 4.6%）、同１７年には湯原町２１戸

（同 47.7% ）、川上村１８戸（同 40.9% ）、八束村４戸（同 9.1%）、中和村１戸（同 2.3%）

の順になっている。 

  以上の飼養農家数の平成１２～１７年間における減少率の概数は、中和村６７％、八束

村４３％、湯原町３６％、川上村１８％の順になっている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数の概数は、平成１２年に湯原町１７頭、川上村１６頭、

八束村８頭、中和村５頭、同１７年には川上村３０頭、湯原町８頭、八束村７頭、中和村

Ｘ頭の順になり、両時点間の増減率の概数をみると、川上村は８９％増加、反対に減少は
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湯原町５３％。八束村２２％の順になっている。 

  肉用牛飼養農家率の概数は、平成１２年に湯原町８％、川上村７％、中和村と八束村各

２％、同１７年には川上村７％、湯原町６％、八束村と中和村各１％の順になっている。 

以上で記述したように、４か町村の平成１７年における肉用牛飼養状況は、同１２年に比

べて、飼養頭数は川上村では大幅に増加し、反対に他の３か町村は大幅に減少している。

また、各町村における飼養農家数の減少と飼養農家率の低下の中で、川上村における飼養

農家数の減少率は極めて低く、飼養農家率に変化はなく、しかも最も高く、飼養農家１戸

当たり頭数規模は突出している。 

  ８８８８－－－－２２２２ 乳用牛飼養規模乳用牛飼養規模乳用牛飼養規模乳用牛飼養規模のののの拡大拡大拡大拡大 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に 3,039 頭、同１７年には 2,830 頭に

減少し、減少率は 6.9%となり、同７～１２年間の減少率 10.3% を 3.4 ポイント下回って

いる。 

  一方、乳用牛飼養農家数は平成１２年に７４戸、同１７年には６６戸に減少、減少率は

10.8% となり、同７～１２年間の減少率 18.7% を 7.9 ポイント下回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 40.8 頭、同１７年には 42.9 頭に増加

し、増加率は 5.2%となっている。また、乳用牛飼養農家率は、平成１２年に 6.2%、同１７

年には 6.7%となり、0.5 ポイント上昇している。 

  真庭郡における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に 5,010 頭、同１７年には 4,316 頭に減

少し、減少率は 13.9% となり、同７～１２年間の減少率 19.8% を 5.9 ポイント下回って

いる。 

  一方、乳用牛飼養農家数は、平成１２年に１５０戸、同１７年には１１７戸に減少、減

少率は 22.2% となり、同７～１２年間の減少率 29.6% を 7.4 ポイント下回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 33.4 頭、同１７年には 36.9 頭に増加、

増加率は 10.5% となっている。また、乳用牛飼養農家率は、平成１２年に 3.5%、同１７年

には 1.2%と 2.3 ポイント低下している。 

  岡山県における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に 26,097 頭、同１７年には 21,145 頭に

減少、減少率は 19.0% となり、同７～１２年間の減少率 23.8% を 4.8 ポイント下回って

いる。 

 一方、乳用牛飼養農家数は、平成１２年に７２８戸、同１７年には５２７戸に減少、減

少率は 27.6% となり、同７～１２年間の減少率 37.2% を 9.6 ポイント下回っている。 

 上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 35.8 頭、同１７年には 40.1 頭に増加、

増加率は 12.0% となっている。また、乳用牛飼養農家率は、平成１２年に 3.2%、同１７年

には 1.0%と 2.2 ポイント低下している。 

  以上で記述した蒜山地域における乳用牛の平成１２～１７年間の飼養状況を真庭郡及び

岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に 3,039 頭、同１７年には 2,830 頭と

なっている、以上の頭数の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそれぞれ

60.6% 、11.7% 、同１７年にはそれぞれ 65.6% 、13.4% となり、両比率とも両時点間で上

昇している。それは蒜山地域、真庭郡及び岡山県における飼養頭数の次のような減少率の

違いに起因する。すなわち平成１２～１７年間における減少率の概数（小数点以下四捨五

入）は、岡山県１９％、真庭郡１４％、蒜山地域７％の順になり、蒜山地域は極めて低水

準となっている。 

  一方、蒜山地域における乳用牛飼養農家数は、平成１２年に７４戸、同１７年には６６

戸となっている。以上の農家数の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそれぞ

れ 49.3% 、10.2% 、同１７年にはそれぞれ 56.4% 、12.5% となり、両比率とも両時点間で

上昇している。それは蒜山地域、真庭郡及び岡山県にける飼養農家数の次ような減少率の

違いに起因する。すなわち平成１２～１７年間の減少率の概数は岡山県２８％、真庭郡２

２％、蒜山地域１１％の順になり、蒜山地域は極め低水準となっている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数の概数は、平成１２年に蒜山地域４１頭、岡山県３６頭、
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真庭郡３３頭、同１７年には蒜山地域４３頭、岡山県４０頭、真庭郡３７頭の順になって

いる。以上の頭数の両時点間における増加率の概数は、岡山県１２％、真庭郡１１％、蒜

山地域５％の順になっている。 

  乳用牛飼養農家率の概数は、平成１２年に蒜山地域６％、真庭郡４％、岡山県３％、同

１７年には蒜山地域７％、真庭郡３％、岡山県１％の順になっている。 

  上記したように、蒜山地域の平成１７年における乳用牛飼養の状況は、同１２年に比べ

て、飼養頭数及び飼養農家数が減少し、１戸当たり頭数は増加し、飼養農家率は概ね横ば

い状態の中で、蒜山地域は真庭郡及び岡山県と比較して、飼養頭数及び飼養農家数の減少

率は大幅に下回り、一方、１戸当たり飼養頭数と飼養農家率は大幅に上回っている。しか

し、１戸当たり頭数の伸びはいくぶん後退している。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に 1,338 頭、同１７年には 1,290 頭に減

少、減少率は 3.6%となり、同７～１２年間の減少率 10.2% を 6.6 ポイント下回っている。 

  一方、乳用牛飼養農家数は、平成１２年に３４戸、同１７年には３２戸に減少、減少率

は 5.9%となり、同７～１２年間の減少率 19.0% を 13.1 ポイント下回っている。 

  上記飼養農家１戸当たり頭数は、平成１２年に 39.3 頭、同１７年には 40.3 頭に増加、

増加率は 2.6%となっている。また、乳用牛飼養農家率は、平成１２年に 11.2% 、同１７年

には 13.1% と 1.9 ポイント上昇している。 

  八束村における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に 1,442 頭、同１７年には 1,305 頭に減

少、減少率は 9.5%となり、反対に同７～１２年は 4.9%増加となっている。 

  一方、乳用牛飼養農家数は、平成１２年に３１戸、同１７年には２７戸に減少、減少率

は 12.9% となり、同７～１２年間の減少率 8.8%を 4.1 ポイント上回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 46.5 頭、同１７年には 48.3 頭に増加、

増加率は 3.9%となっている。また、乳用牛飼養農家率は、平成１２年に 8.8%、同１７年に

は 9.4%と 0.6 ポイント上昇している。 

  中和村における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に１７頭、同１７年にはＸ頭となってい

る。 

  一方、乳用牛飼養農家数は、平成１２年に２戸、同１７年には１戸に減少、減少率は 50.0% 

となり、同７～１２年間の増減率０％を大きく下回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 8.5 頭、同１７年にはＸ頭となってい

る。また、乳用牛飼養農家率は、平成１２年に 1.4%、同１７年には 0.9%と 0.5 ポイント

低下している。 

  湯原町における乳用牛飼養頭数は、平成１２年に２４２頭、同１７年には２３５頭に減

少、減少率は 2.9%となり、同７～１２年間の減少率 52.0% を 49.1 ポイント下回っている。 

  一方、乳用牛飼養農家数は、平成１２年に７戸、同１７年には６戸に減少、減少率は 14.3% 

となり、同７～１２年間の減少率 46.2% を 31.9 ポイント下回っている。 

  上記飼養農家の１戸当たり頭数は、平成１２年に 34.6 頭、同１７年には 39.2 頭に増加、

増加率は 13.3% となっている。また、乳用牛飼養農家率は、平成１２年に 1.7%、同１７年

には同水準となっている。 

  以上で記述した４か町村における乳用牛飼養の平成１２～１７年間の推移状況を町村間

比較でまとめると以下のとおりである。 

  乳用牛飼養頭数は、平成１２年に八束村 1,442 頭（町村別構成比 47.5% ）、川上村 1,338 

頭（同 44.0% ）、湯原町２４２頭（同 8.0%）、中和村１７頭（同 0.5%）、同１７年には

八束村 1,305 頭（同 46.1% ）、川上村 1,290 頭（同 45.6% ）、湯原町２３５頭（同 8.3%）、

中和村Ｘ頭の順になっている。 

  上記飼養頭数の平成１２～１７年間における減少率の概数（少数点以下四捨五入）は、

八束村１０％、川上村４％、湯原町３％、中和村Ｘ％の順になっている。 

  一方、飼養農家数は、平成１２年に川上村３４戸（同 45.9% ）、八束村３１戸（同 41.9% ）、

湯原町７戸（同 9.5%）、中和村２戸（同 2.7%）、同１７年には川上村３２戸（同 48.5% ）、

八束村２７戸（同 40.9% ）、湯原町６戸（同 9.1%）、中和村１戸（同 1.5%）の順になっ
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ている。以上の飼養農家数の平成１２～１７年における減少率の概数は、中和村５０％、

湯原町１４％、八束村１３％、川上村６％の順となっている。 

  上記飼養農家１戸当たり頭数の概数は、平成１２年に八束村４７頭、川上村３９頭、湯

原町３５頭、中和村９頭、同１７年には八束村４８頭、川上村４０頭、湯原町３９頭、中

和村Ｘ頭の順になり、以上の頭数の両時点間における増加率の概数は、湯原町１３％、八

束村４％、川上村３％、中和村Ｘ％の順になっている。 

 乳用牛飼養農家率の概数は、平成１２年に川上村１１％、八束村９％、湯原町２％、中

和村１％、同１７年には川上村１３％、八束村９％、湯原２％、中和村１％の順になって

いる。 

  上記したような酪農不振の中和村を除く３か町村の平成１７年における乳用牛の飼養状

況は、同１２年に比べて、飼養頭数及び飼養農家数は減少し、一方、１戸当たり頭数規模

は拡大し、飼養農家率は川上村とは八束村は僅差ながら上昇し、湯原町は横ばい状態とな

っている。以上のような状況のなかで乳用牛飼養頭数と飼養農家率の視点に立つと、昭和

２９年以降推進された４か町村からなる広域的蒜山地域酪農は、蒜山盆地を取り巻く川上

村と八束村を中心とした狭域的蒜山酪農に移行している。               

 ８８８８－－－－３３３３ 耕地耕地耕地耕地１００１００１００１００hahahaha 当当当当たりたりたりたり飼養牛頭数飼養牛頭数飼養牛頭数飼養牛頭数のののの減少減少減少減少                   

 草食性家畜による土地利用型畜産、すなわち酪農と肉用牛経営の特質の１つに自給飼料資

源の循環的活用による地力の維持培養が挙げられる。その視点から、蒜山地域と４か町村

における肉用牛と乳用牛の耕地１００ha 当たり頭数の検証は欠かせない課題である。その

視点から蒜山地域と同地域４か町村における肉用牛と乳用牛の耕地１００ha 当たり頭数

の平成１２～１７年間の推移状況を表８の資料によって以下に記述する。なお、比較のた

め真庭郡及び岡山県について付記する。 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における耕地１００ha 当たり飼養牛頭数（以下、飼養牛頭数）は、平成１２年

に１７８頭、同１７年には１４２頭に減少、減少率は 20.2% となっている。 

  真庭郡における飼養牛頭数は、平成１２年に１５２頭、同１７年には１３８頭に減少、

減少率は 9.2%となっている。 

  岡山県における飼養牛頭数は、平成１２年８７頭、同１７年には１１７頭に増加、増加

率は 34.5% となっている。 

  以上の記述内容をまとめると次のとおりである。 

  耕地１００ha 当たり飼養牛頭数は、平成１２年に蒜山地域１７８頭、真庭郡１５２頭、

岡山県８７頭の順になり、蒜山地域は真庭郡を２６頭、岡山県を９１頭上回っている。一

方、平成１７年には蒜山地域１４２頭、真庭郡１３８頭、岡山県１１７頭の順になり、蒜

山地域は真庭郡を４頭、岡山県を２５頭上回っている。上記飼養牛頭数の平成１２～１７

年における増減率は、蒜山地域 20.2% 、真庭郡 9.2%の減少、反対に岡山県は 34.5% 増加

となり、その結果、平成１７年における蒜山地域と真庭郡及び岡山県との較差は縮小して

いる。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における耕地１００ha 当たり飼養牛頭数（以下、飼養牛頭数）は、平成１２年に

２２９頭、同１７年には１４４頭に減少、減少率は 37.1% となっている。 

  八束村における飼養牛頭数は、平成１２年に１６０頭、同１７年には１７６頭に増加、

増加率は 10.0% となっている。  中和村における飼養牛頭数は、平成１２年に１６頭、同

１７年はＸ頭となっている。湯原町における飼養牛頭数は、平成１２年に２０４頭、同１

７年には１２４頭に減少、減少率は 39.2% となっている。 

  以上の記述内容をまとめると、耕地１００ha 当たり飼養牛頭数は、平成１２年に川上村

２２９頭、湯原町２０４頭、八束村１６０頭、中和村１６頭の順になり、川上村は湯原町

を２５頭、八束村を６９頭、中和村を２１３頭上回っている。上記頭数は平成１２年以降

５年間に八束村は 10.0% 増加、反対に湯原町 39.2% 、川上村 37.1% の減少となり、同１

７年には八束村１７６頭、川上村１４４頭、湯原町１２４頭の順になり、中和村は不詳と

なっている。上記のように平成１７年における飼養牛頭数が全体的に減少している点は注
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目される。 

 ９９９９ 農業用機械化農業用機械化農業用機械化農業用機械化のののの停滞停滞停滞停滞 

  蒜山地域と同地域４か町村における平成１２～１７年間の農業用機械の普及状況を、耕

耘機・トラクタ－及び１５馬力以上トラクタ－、動力防除機、動力田植機、コンバインの

各普及台数及び耕地又は水田１００ha 当たり台数並びに１戸当たり台数の側面から、表１

９の資料に基づいて記述する。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

  ９９９９－－－－１１１１ 耕耘機耕耘機耕耘機耕耘機・・・・トラクタトラクタトラクタトラクタ－－－－台数台数台数台数のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に1,999 台、同１７年には1,332 

台に減少、減少率は 33.4% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸

当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ８８台、1.7 台、同１７年には６６台、1.3 

台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 25.0% となっている。 

  真庭郡における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に 6,565 台、同１７年には 3,958 

台に減少、減少率は 39.7% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸

当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ１４０台、1.5 台、同１７年には１０２台、

0.9 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 27.2% となっている。 

  岡山県における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に 58,800 台数、同１７年には

52,625 台に減少、減少率は 10.5% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び

農家１戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ１０１台、0.9 台、同１７年には１

１４台、0.8 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 12.9% となってい

る。 

  以上で記述した蒜山地域における耕耘機・トラクタ－の平成１２年以降５年間の普及状

況を真庭郡及び岡山県と対比的にまとめると以下のようである。 

  蒜山地域における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に1,999 台、同１７年には1,332 

台に減少している。 

  上記台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡山県比）は、平

成１２年にそれぞれ 30.4% 、3.4%、同１７年には 33.7% 、2.5%となり、対真庭郡比は両時

点間で上昇し、反対に対岡山県比は低下している。以上の両比率の相反する推移パタ－ン

は、耕耘機・トラクタ－台数の平成１２～１７年間における減少率の違いに起因し、その

減少率の概数（小数点以下四捨五入）は、真庭郡４０％、蒜山地域３３％、岡山県１１％

の順になっている。 

  耕地１００ha 当たり台数は、平成１２年に真庭郡１４０台、岡山県１０１台、蒜山地域

８８台、同１７年には岡山県１１４台、真庭郡１０２台、蒜山地域６６台の順になり、両

時点間に岡山県は１３％増加、反対に真庭郡は２７％、蒜山地域は２５％減少となってい

る。 

  農家１戸当たり台数は、平成１２年に蒜山地域 1.7 台、真庭郡 1.5 台、岡山県 0.9 台、

同１７年にはそれぞれ 1.3 台、0.9 台、0.8 台の順になっている。 

  上述のように蒜山地域、真庭郡、岡山県における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２

～１７年間に減少し、とくに真庭郡と蒜山地域は大幅に減少している。一方、耕地１００

ha 当たり台数は蒜山地域と真庭郡は大幅に減少し、反対に岡山県はかなり増加し、農家１

戸当たり台数は揃って減少している。以上の推移状況の中で蒜山地域は両時点において耕

地１００ha 当たり台数は最低となり、反対に農家１戸当たり台数は最高となっている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に５５８台、同１７年には３９

９台に減少、減少率は 28.5% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１

戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ７６台、1.8 台、同１７年には５６台、1.6 

台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 26.3% となっている 

  八束村における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に６８４台、同１７年には４４

４台に減少、減少率は 35.1% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１

戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ７３台、1.9 台、同１７年には５５台、1.5 
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台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 24.7% となっている。 

  中和村における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に２０７台、同１７年には１３

０台に減少、減少率は 37.2% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１

戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ１００台、1.4 台、同１７年には７８台、

1.1 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 22.0% となっている。 

  湯原町における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に５５０台、同１７年には３５

９台に減少、減少率は 34.7% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１

戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ１３９台、1.4 台、同１７年には１１０台、

1.0 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 20.9% となっている。 

  以上で記述した４か町村における耕耘機・トラクタ－の平成１２～１７年間の普及状況

を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における耕耘機・トラクタ－台数は、平成１２年に八束村６８４戸（町村別構

成比 34.2% ）、川上村５５８台（同 27.9% ）、湯原町５５０台（同 27.5% ）、中和村２

０７台（同 10.4% ）、同１７年にはそれぞれ４４４台（同 33.3% ）、３９９台（同 30.0% ）、

３５９台（同 27.0% ）、１３０台（同 9.7%）の順になり、以上の台数の両時点間における

減少率の概数（少数点以下四捨五入）は、中和村３７％、八束村と湯原町各３５％、川上

村２９％の順になっている。 

  耕地１００ha 当たり台数は、平成１２年に湯原町１３９台、中和村１００台、川上村７

６台、八束村７３台、同１７年にはそれぞれ１１０台、７８台、５６台、５５台の順にな

り、以上の台数の両時点間の減少率の概数は、川上村２６％、八束村２５％、中和村２２

％、湯原町２１％の順になっている。 

  農家１戸当たり台数は、平成１２年に八束村 1.9 台、川上村 1.8 台、中和村と湯原町各

1.4 台、同１７年には川上村 1.6 台、八束村 1.5 台、中和村 1.1 台、湯原町 1.0 台の順

となり、各町村とも両時点間で多少減少している。なお、以上の台数水準によって４か町

村は全体的に川上村・八束村の高水準、中和村・湯原町の低水準に群別される。 

  以上のように、４か町村における耕耘機・トラタ－台数は平成１２～１７年間に大幅に

減少し、一方、耕地１００ha 当たり台数と農家１戸当たり台数も大幅に減少し、その推移

状況の中で両時点に亘り、川上村・八束村は耕地１００ha 当たり台数では中和村・湯原町

をかなり下回り、反対に農家１戸当たり台数は上回っている。 

  ９９９９－－－－２２２２ １５１５１５１５馬力以上馬力以上馬力以上馬力以上トラクタトラクタトラクタトラクタ－－－－台数台数台数台数のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年に 1,322 台、同１７年に

は 1,133 台に減少、減少率は 14.3% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及

び農家１戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ５８台、1.1 台、同１７年には５

６台、1.1 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 3.5%となっている。 

  真庭郡における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年に 3,263 台、同１７年には

3,074 台に減少、減少率は 5.8%となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家

１戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ７０台、0.8 台、同１７年には７９台、

0.8 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 12.9% となっている。 

  岡山県における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年に 40,085 台、同１７年には

38,316 台に減少、減少率は 4.4%となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農

家１戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ６９台、0.6 台、同１７年には８３台、

0.7 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 20.3% となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における１５馬力以上トラクタ－の平成１２年以降５年間の普

及状況を真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のようである。 

  蒜山地域におけるトラクタ－台数は、平成１２年に 1,322 台、同１７年には 1,133 台に

減少している。以上の台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡

山県比）は、平成１２年にそれぞれ 40.5% 、3.3%、同１７年には 36.9% 、3.0%となり、両

比率は両時点間で低下しているが、対岡山県比の低下の方が緩やかである。それはトラク

タ－台数の平成１２～１７年間における減少率の違いに起因し、その減少率の概数は蒜山
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地域１４％、真庭郡６％、岡山県４％の順になっている。 

  耕地１００ha 当たり台数は、平成１２年に真庭郡７０台、岡山県６９台、蒜山地域５８

台、同１７年には岡山県８３台、真庭郡７９台、蒜山地域５６台の順になり、以上の台数

の両時点間における増減率の概数は、蒜山地域は４％減少、反対に岡山県２０％、真庭郡

１３％増加となっている。 

  農家１戸当たり台数は、平成１２年に蒜山地域 1.1 台、真庭郡 0.8 台、岡山県 0.6 台、

同１７年にはそれぞれ 1.1 台、0.8 台、0.7 台の順になり、同台数は両時点間を横ばい状

態で推移している。 

  上述のように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における１５馬力以上トラク－台数は、平成

１２～１７年間に減少し、とくに蒜山地域は幾分大幅に減少し、一方、耕地１００ha 当た

り台数は蒜山地域では多少減少し、反対に真庭郡と岡山県は増加し、農家１戸当たり台数

には経年的変化は見られない。以上の推移状況の中で蒜山地域は両時点において耕地１０

０ha 当たり台数は最低、農家１戸当たり台数は最高となっている。           

 （２）  ４か町村 

  川上村における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年に４０２台、同１７年には

３５９台に減少、減少率は 10.7% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農

家１戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ５５台、1.3 台、同１７年には５１台、

1.5 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 7.3%となっている。 

  八束村における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年に５５７台、同１７年には

４１４台に減少、減少率は 25.7% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農

家１戸当たり台数は、平成１２年にそれぞれ６０台、1.6 台、同１７年には５１台、1.4 

台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 15.0% となっている。 

  中和村における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年に１２２台、同１７年には

１１６台に減少、減少率は 4.9%となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家

１戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ５９台、0.8 台、同１７年には６９台、

1.0 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 17.0% となっている。 

  湯原町における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年に２４１台、同１７年には

２４４台に増加、増加率は 1.3%となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家

１戸当たり台数をみると、平成１２年にそれぞれ６１台、0.6 台、同１７年には７５台、

0.7 台となり、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 23.0% となっている。 

  以上で記述した４か町村における１５馬力以上トラクタ－の平成１２以降５年間の普及

状況を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２年には八束村５５７台（町

村別構成比 42.1% ）、川上村４０２台（同 30.4% ）、湯原町２４１台（同 18.2% ）、中

和村１２２台（同 9.2%）、同１７年にはそれぞれ４１４台（同 36.6% ）、３５９台（同

31.7% ）、２４４台（同 21.5% ）、１１６台（同 10.2% ）の順になっている。 

  上記台数の両時点間における増減率の概数（小数点以下四捨五入）は、湯原町を除く３

か村は減少し、減少率は八束村２６％、川上村１１％、中和村５％の順になり、反対に湯

原町は１％増加となっている。 

  耕地１００ha 当たり台数は、平成１２年に湯原町６１台、八束村６０台、中和村５９台、

川上村５５台、同１７年には湯原町７５台、中和村６９台、八束村と川上村各５１台の順

になっている。以上の台数の両時点間における増減率の概数は、湯原町２３％、中和村１

７％増加、反対に八束村１５％、川上村７％減少となっている。 

  農家１戸当たり台数は、平成１２年に八束村 1.6 台、川上村 1.3 台、中和村 0.8 台、

湯原町 0.6 台、同１７年には川上村 1.5 台、八束村 1.4 台、中和村 1.0 台、湯原町 0.7 

台の順になり、八束村を除く３か町村はいくぶん増加し、八束村は多少減少している。 

  以上のように４か町村における１５馬力以上トラクタ－台数は、平成１２～１７年間に

湯原町は極く僅かながら増加し、他の３か村はかなり減少している。一方、耕地１００ha

当たり台数は川上村と八束村は減少し、反対に湯原町と中和村は増加している。また、農

家１戸当たり台数は概ね増加し、４か町村はその台数水準により、川上村・八束村の高水
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準、中和村・湯原町の低水準に群別される。 

 ９９９９－－－－３３３３ 動力防除機台数動力防除機台数動力防除機台数動力防除機台数のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における動力防除機台数は、平成１２年に７２５台、同１７年には６６２台に

減少、減少率は 8.7%となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞれ３２台、0.6 台、同１７年には３３台、0.7 台とな

り、耕地１００ha 当たり台数の両時点間における増加率は 3.1%となっている。 

  真庭郡における動力防除機台数は、平成１２年に 2,713 台、同１７年には 2,446 台に減

少、減少率は 9.9%となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸当たり台

数をみると、平成１２年にそれぞれ５８台、0.6 台、同１７年には６３台、0.7 台となり、

耕地１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 8.6%となっている。 

  岡山県における動力防除機台数は、平成１２年に 41,038 台、同１７年には 37,281 台に

減少、減少率は 9.2%となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数は、平成１２年にそれぞれ７１台、0.7 台、同１７年には８１台、0.7 台となり、耕

地１００ha 当たり台数の両時点間増加率は 14.1% となっている。   

 以上で記述した蒜山地域における動力防除機の平成１２年以降５年間の普及状況を真庭

郡及び岡山県と対比し、とりまとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における動力防除機台数は、平成１２年に７２５台、同１７年には６６２台に

減少している。上記台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（以下、対真庭郡比及び対岡山

県比）は、平成１２年にそれぞれ 26.7% 、1.8%、同１７年には 27.1% 、1.8%となり、対真

庭郡比は両時点間で僅差ながら上昇、対岡山県比は横ばい状態となっている。それは動力

防除機の平成１２～１７年間における減少率の違いによるもので、その減少率の概数（小

数点以下四捨五入）は真庭郡１０％、岡山県と蒜山地域各９％の順になっている。 

  耕地１００ha 当たり台数は、平成１２年に岡山県７１台、真庭郡５８台、蒜山地域３２

台、同１７年にはそれぞれ８１台、６３台、３３台となり、以上の台数の両時点間におけ

る増加率の概数は、岡山県１４％、真庭郡９％、蒜山地域３％の順になっている。 

  農家１戸当たり台数は、平成１２年に岡山県 0.7 台、蒜山地域と真庭郡各 0.6 台、同１

７年にはいずれも 0.7 台となっている。 

  以上のように蒜山地域、真庭郡、岡山県における動力防除機台数は平成１２～１７年間

に減少しているが、耕地１００ha 当たり台数は増加し、農家１戸当たり台数も概ね増加し、

その推移状況の中で、蒜山地域における耕地１００ha 当たり台数は両時点を通して最低と

なり、一方、農家１戸当たり台数は平成１７年の時点で蒜山地域、真庭郡及び岡山県は同

水準となっている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における動力防除機台数は、平成１２年に２０６台、同１７年には１７７台に減

少、減少率は 14.1% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞれ２８台、0.7 台、同１７年には２５台、0.7 台とな

り、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 10.7% となっている。 

 八束村における動力防除機台数は、平成１２年に２３２台、同１７年には１８６台に減

少、減少率は 19.8% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞれ２５台、0.7 台、同１７年には２３台、0.6 台とな

り、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 8.0%となっている。 

  中和村における動力防除機台数は、平成１２年に９２台、同１７年には７７台に減少、

減少率は 16.3% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農地１戸当たり台数

をみると、平成１２年にそれぞれ４５台、0.6 台、同１７年には４６台、0.7 台となり、

耕地１００ha 当たり台数の両時点間における増加率は 2.2%となっている。 

 湯原町における動力防除機台数は、平成１２年に１９５台、同１７年には２２２台に増

加、増加率は 13.9% となっている。以上の台数の耕地１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞれ４９台、0.5 台、同１７年には６８台、0.6 台とな

り、耕地１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 38.8% となっている。 
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 以上で記述した４か町村における動力防除機の平成１２～１７年間の普及状況を町村間

比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における動力防除機台数は、平成１２年に八束村２３２台（町村別構成比

32.0% ）、川上村２０６台（同 28.4% ）、湯原町１９５台（同 26.9% ）、中和村９２台（同

12.7% ）、同１７年には湯原町２２２台（同 33.5% ）、八束村１８６台（同 28.1% ）、川

上村１７７台（同 26.7% ）、中和村７７台（同 11.6% ）の順になっている。 

  上記台数の平成１２～１７年間における増減率の概数（小数点以下四捨五入）は、湯原

町１４％増加、反対に八束村２０％、中和村１６％、川上村１４％減少の順になっている。 

 耕地１００ha 当たり台数は、平成１２年に湯原町４９台、中和村４５台、川上村２８台、

八束村２５台、同１７年にはそれぞれ６８台、４６台、２５台、２３台の順になっている。

以上の台数の両時点間における増減率の概数は、川上村１１％、八束村８％減少、反対に

湯原町３９％、中和村２％増加となっている。  農家１戸当たり台数は、平成１２年に川

上村と八束村各 0.7 台、中和村 0.6 台、湯原町 0.5 台、同１７年には川上村と中和村各

0.7 台、八束村と湯原町各 0.6 台の順になっている。 

  以上のように４か町村における動力防除機総台数は平成１２～１７年間に湯原町を除く

３か村で減少し、反対に湯原町はかなり増加している。一方、耕地１００ha 当たり台数は

川上村と八束村ではかなり減少し、中和村は極僅差ながら増加し、湯原町は大幅に増加し、

農家１戸当たり台数は極僅差な変化がみられ、中和村と湯原町では増加、八束村は減少、

川上村は横ばい状態となっている。以上の推移状況の中で耕地１００ha 当たり台数は中和

村・湯原町の方が川上村・八束村を大幅に上回っている。また、農家１戸当たり台数の町

村間較差は僅少である。 

  ９９９９－－－－４４４４ 動力田植機台数動力田植機台数動力田植機台数動力田植機台数のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における動力田植機台数は、平成１２年に７９９台、同１７年には７３９台に

減少、減少率は 7.5%となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞ６１台、0.7 台、同１７年には６３台、0.7 台となり、

水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 3.3%となっている。 

  真庭郡における動力田植機台数は、平成１２年に 2,884 台、同１７年には 2,668 台に減

少、減少率は 7.5%となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台

数をみると、平成１２年にそれぞれ８８台、0.7 台、同１７年には９６台、0.7 台となり、

水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 9.1%となっている。 

  岡山県における動力田植機台数は、平成１２に 44,461 台、同１７年には 38,397 台に減

少、減少率は 13.6% となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞて９４台、0.7 台、同１７年にはそれぞれ１００台、

0.7 台となり、水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 6.4%となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における動力田植機の平成１２～１７年間における普及状況を

真庭郡及び岡山県と対比的にまとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における動力田植機台数は、平成１２年に７９９台、同１７年には７３９台に

減少している。 

  上記台数の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対岡山県比）は、平成１２

年にそれぞれ 27.7% 、1.8%、、同１７年には 27.7% 、1.9%となり、対真庭郡比は両時点間

に変化は見られず、対岡山県比は僅差ながら上昇している。以上の両比率の推移パ－ンの

相違は平成１２～１７年間における田植機の減少率に起因し、その減少率の概数（小数点

以下四捨五入）は岡山県１４％、蒜山地域と真庭郡各８％となっている。 

  水田１００ha 当たり台数は、平成１２年に岡山県９４台、真庭郡８８台、蒜山地域６１

台、同１７年には岡山県１００台、真庭郡９６台、蒜山地域６３台の順になり、以上の台

数の両時点間における増加率の概数（小数点以下四捨五入）は、真庭郡９％、岡山県６％、

蒜山地域３％の順になっている。また、農家１戸当たり台数は、蒜山地域、真庭郡及び岡

山県ともに両時点に亘って 0.7 台となっている。 

  以上のように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における動力田植機台数は平成１２年以降５
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年間に減少し、反対に水田１００ha 当たり台数は増加し、その中で蒜山地域は両時点を通

して最低となり、一方、農家１戸当たり台数には両時点間変化が見られず、しかも同一水

準となっている。   

 （２）  ４か町村 

  川上村における動力田植機台数は、平成１２年２００台、同１７年には１７６台に減少、

減少率は 12.0% となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台数

をみると、平成１２年にそれぞれ５３台、0.7 台、同１７年には４８台、0.7 台となり、

水田１００ha 当たり台数の両時点間の減少率は 9.4%となっている。 

  八束村における動力田植機台数は、平成１２年に２２２台、同１７年には２０８台に減

少、減少率は 6.3%となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台

数をみると、平成１２年にそれぞれ５１台、0.6 台、同１７年には５４台、0.7 台となり、

水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 5.9%となっている。 

  中和村における動力田植機台数は、平成１２年に８５台、同１７年には９１台に増加、

増加率は 7.1%となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台数を

みると、平成１２年にそれぞれ４６台、0.6 台、同１７年には５９台、0.8 台となり、水

田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 28.3% となっている。 

  湯原町における動力田植機台数は、平成１２年に２９２台、同１７年には２６４台に減

少、減少率は 9.6%となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台

数をみると、平成１２年にそれぞれ９１台、0.7 台、同１７年には９７台、0.8 台となり、

水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 6.6%となっている。 

  以上で記述した４か町村における動力田植機の平成１２～１７年間における普及状況を

町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における動力田植機台数は、平成１２年に湯原町２９２台（町村別構成比

36.6% ）、八束村２２２台（同 27.8% ）、川上村２００台（同 25.0% ）、中和村８５台（同

10.6% ）、同１７年にはそれぞれ２６４台（同 35.7% ）、２０８台（同 28.2% ）、１７６

台（同 23.8% ）、９１台（同 12.3% ）の順になっている。上記台数の平成１２～１７年間

における増減率の概数（小数点以下四捨五入）は、中和村７％増加、反対に川上村１２％、

湯原町１０％、八束村６％減少となっている。 

  水田１００ha 当たり台数は、平成１２年に湯原町９１台、川上村５３台、八束村５１台、

中和村４６台、同１７年には湯原町９７台、中和村５９台、八束村５４台、川上村４８台

の順になり、以上の台数の同１２年以降５年間の増減率の概数（小数点以下四捨五入）は、

川上村９％減少、反対に中和村２８％、湯原町７％、八束村６％増加となってる。  農家

１戸当たり台数は、平成１２年に川上村と湯原町各 0.7 台、八束村と中和村各 0.6 台、同

１７年には中和村と湯原町各 0.8%、川上村と八束村各 0.7%の順になっている。 

  以上のように４か町村における動力田植機台数は、平成１２～１７年の間に中和村では

増加し、反対に他の３か町村は減少し、一方、水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台

数は、川上村を除く３か町村では増加し、とくに水田１００ha 当たり台数は中和村では大

幅に増加し、農家１戸当たり台数は川上村では横ばい状態となっている。以上の推移状況

の中で水田１００ha 当たり台数は湯原町では両時点において突出し、一方、農家１戸当た

り台数は中和村・湯原町の方が川上村・八束村を僅差ながら上回っている。 

  ９９９９－－－－５５５５ コンバインコンバインコンバインコンバイン台数台数台数台数のののの増加増加増加増加 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域におけるコンバイン台数は、平成１２年に２３１台、同１７年には３２９台に

増加、増加率は 42.4% となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当た

り台数をみると、平成１２年にそれぞれ１７台、0.2 台、同１７年には２８台、0.3 台と

なり、水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 64.7% となっている。 

  真庭郡におけるコンバイン台数は、平成１２年に 1,354 台、同１７年には 1,563 台に増

加、増加率は 15.4% となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当た台

数をみると、平成１２年にそれぞれ４１台、0.3 台、同１７年には５６台、0.4 台となり、

水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 36.6% となっている。 
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 岡山県におけるコンバイン台数は、平成１２年に 38,606 台、同１７年には 35,309 台に

減少、減少率は 8.5%となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞれ８１台、0.6 台、同１７年には９２台、0.7 台とな

り、水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 13.6% となっている。 

  以上で記述した蒜山地域におけるコンバインの平成１２～１７年間の普及状況を真庭郡

及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域におけるコンバイン台数は、平成１２年に２３１台、同１７年には３２９台に

増加している。上記台数の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２年にそれぞれ

17.1% 、0.60% 、同１７年には 21.0% 、0.93% となり、両比率とも両時点間で上昇してい

る。以上の両比率の上昇パタ－ンは、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における上記台数の平

成１２～１７年間の増減率の違いに起因し、その増減率の概数（小数点以下四捨五入）は、

岡山県は９％減少、反対に蒜山地域４２％、真庭郡１５％増加となっている。 

  以上のようにコンバイン台数は平成１２年以降５年間に蒜山地域と真庭郡では増加し、

とくに蒜山地域は激増し、反対に岡山県は減少している。一方、水田１００ha 当たり台数

はいずれも増加し、とくに蒜山地域は激増し、また、農家１戸当たり台数も増加し、その

ような推移状況の中で蒜山地域は両時点に亘って最低となっている。          

（２）  ４か町村 

  川上村におけるコンバイン台数は、平成１２年に２７台、同１７年には４８台に増加、

増加率は 77.8% となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台数

をみると、平成１２年にそれぞれ７台、0.1 台、同１７年には１３台、0.2 台となり、水

田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 85.7% となっている。 

  八束村におけるコンバイン台数は、平成１２年に３８台、同１７年には８３台に増加、

増加率は 118.4%となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台数

をみると、平成１２年にそれぞれ９台、0.1 台、同１７年には２２台、0.3 台となり、水

田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 144.5%となっている。 

  中和村におけるコンバイン台数は、平成１２年に５０台、同１７年には６７台に増加、

増加率は 34.0% となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり台数

をみると、平成１２年にそれぞれ２７台、0.3 台、同１７年には４４台、0.6 台となり、

水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 63.0% となっている。 

  湯原町におけるコンバイン台数は、平成１２年に１１６台、同１７年には１３１台に増

加、増加率は 12.9% となっている。以上の台数の水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数をみると、平成１２年にそれぞれ３６台、0.3 台、同１７年には４８台、0.4 台とな

り、水田１００ha 当たり台数の両時点間の増加率は 33.3% となっている。 

 以上で記述した４か町村におけるコンバインの平成１２～１７年間の普及状況を町村間

比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村におけるコンバイン台数は、平成１２年に湯原町１１６台（町村別構成比

50.2% ）、中和村５０台（同 21.6% ）、八束村３８台（同 16.5% ）、川上村２７台（同

11.7% ）、同１７年には湯原町１３１台（同 39.8% ）、八束村８３台（同 25.2% ）、中和

村６７台（同 20.4% ）、川上村４８台（同 14.6% ）の順になっている。 

  以上の台数の平成１２年以降５年間の増加率の概数（小数点以下四捨五入）は、八束村

１１８％、川上村７８％、中和村３４％、湯原町１３％の順になっている。 

  水田１００ha 当たり台数は、平成１２年に湯原町３６台、中和村２７台、八束村９台、

川上村７台、同１７年にはそれぞれ４８台、４４台、２２台、１３台の順になり、以上台

数の平成１２～１７年間における増加率の概数は、八束村１４５％、川上村８６％、中和

村６３％、湯原町３３％の順になっている。 

  農家１戸当たり台数は、平成１２年に中和村と湯原町各 0.3 台、川上村と八束村各 0.1 

台、同１７年には中和村 0.6 台、湯原町 0.4 台、八束村 0.3 台、川上村 0.2 台の順にな

っている。 

  以上のように４か町村におけるコンバイン台数は平成１２～１７年間に増加し、その増

加率はとくに八束村が突出し、次いで川上村が続いている。一方、水田１００ha 当たり及
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び農家１戸当たり台数も増加し、水田１００ha 当たり台数の増加率は八束村が突出し、次

いで川上村が続いている。以上の推移状況の中で水田１００ha 当たり及び農家１戸当たり

台数は両時点において川上村・八束村が中和村・湯原町を大幅に下回っている。 

  １０１０１０１０ 農業粗生産額農業粗生産額農業粗生産額農業粗生産額のののの減少減少減少減少 

  蒜山地域と４か町村の総農家における農業粗生産額の平成１２～１６年間における推移

状況を耕種と畜産部門別及び作目別に表２０、２１の資料に基づき記述すると以下のとお

りである。なお、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。 

  １０１０１０１０－－－－１１１１ 農業粗生産額農業粗生産額農業粗生産額農業粗生産額のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における農業粗生産額は、平成１２年に４３億９千万円、同１６年には４０億

４千万円に減少し、減少率は 8.0%となり、同７～１２年間の減少率 6.2%を 1.8 ポイント

上回っている。 

  真庭郡における農業粗生産額は、平成１２年に９１億２千万円、同１６年には８０億５

００万円に減少し、減少率は 11.4% となり、同７～１２年間の減少率 15.6% を 4.2 ポイ

ント下回っている。 

  岡山県における農業粗生産額は、平成１２年に１千３６２億円、同１６年には１千２６

２億円に減少し、減少率は 7.4%となり、同７～１２年間の減少率 20.2% を 12.8 ポイント

下回っている。 

  以上で記述した蒜山地域における農業粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を真庭

郡及び岡山県と対比的にまとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における農業粗生産額は、平成１２年に４３億９千万円となり、同１６年には

４０億４千万円に減少している。以上の粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真

庭郡比及び対岡山県比）は、平成１２年にそれぞれ 48.0% 、3.22% 、同１６年には 50.1% 、

3.19% となり、対真庭郡比は両時点間で上昇し、対岡山県比は幾分低下気味である。それ

は上記粗生産額の平成１２～１６年間の減少率の違いによるもので、その減少率の概数（小

数点以下四捨五入）は、真庭郡１１％、蒜山地域８％、岡山県７％の順になっている。な

お、平成７～１２年間の減少率の概数は岡山県２０％、真庭郡１６％、蒜山地域６％の順

になっている。 

  上記したように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における農業粗生産額は平成７～１６年間

に一貫して減少し、減少率の概数は岡山県と真庭郡各２６％、蒜山地域１４％の順になり、

蒜山地域は最低となっている。しかし、上記期間を平成７～１２年と同１２～１６年の前、

後両期間に分けると、蒜山地域は真庭郡及び岡山県と異なり後期間に減少の速度が加速し

ている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における農業粗生産額は、平成１２年１５億円、同１６年には１３億９千万円に

減少し、減少率は 7.3%となり、同７～１２年間の減少率 17.6% を 10.3 ポイント下回って

いる。 

  八束村における農業粗生産額は、平成１２年に１６億９千万円、同１６年には１６億８

千万円となり、減少率 0.6% となり、同７～１２年間の減少率 7.7% を 7.1 ポイント下回っ

ている。 

  中和村における農業粗生産額は、平成１２年に６億６千万円、同１６年には４億６千万

円に減少し、減少率は 30.3% となっている。一方、平成７～１２年間には 127.6%の増加と

なっている。 

  湯原町における農業粗生産額は、平成１２年に５億４千万円、同１６年には５億１千万

円に減少し、減少率は 5.6%となり、同７～１２年間の減少率 27.0% を 21.4 ポイント下回

っている。 

  以上で記述した４か町村における農業粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を町村

間比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における農業粗生産額は、平成１２年に八束村１６億９千万円（町村別構成比

38.5% ）、川上村１５億円（同 34.3% ）、中和村６億６千万円（同 15.0% ）、湯原町５億
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４千万円（同 12.3% ）、同１６年には八束村１６億８千万円（同 41.6% ）、川上村１３億

９千万円（同 34.4% ）、湯原町５億１千万円（同 12.6% ）、中和村４億６千万円（同 11.4% ）

の順になっている。 

  以上の粗生産額の平成１２～１６年間における減少率の概数（小数点以下四捨五入）は、

中和村３０％、川上村７％、湯原町６％、八束村１％の順になっている。   

 上記したように農業粗生産額は平成７～１６年間に中和村は増加基調、他の３か町村は

一貫した減少のパタ－ンで推移し、その増減率の概数は中和村５５％増加、反対に湯原町

３１％、川上村２４％、八束村８％減少となっている。しかし、上記期間を平成７～１２

年と同１２～１６年の前後両期間に分けると、中和村は前期間に増加し、後期間は他の３

か町村と同様に減少している。また、中和村を除く３か町村の後期間における減少率は前

期間を大幅に下回り、中和村の減少率は突出している。 

  １０１０１０１０－－－－２２２２ 耕種粗生産額耕種粗生産額耕種粗生産額耕種粗生産額のののの激減激減激減激減 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における耕種粗生産額は、平成１２年に２１億６千万円、同１６年には１８億

７千万円に減少し、減少率は 13.4% となり、同７～１２年間の減少率 21.5% を 8.1 ポイ

ント下回っている。以上の粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２年に 49.3% 、

同１６年には 46.4% となり、両時点間の縮小幅は 2.9 ポイント（縮小率 5.9%）となって

いる。 

  真庭郡における耕種粗生産額は、平成１２年に４９億円、同１６年には４４億円に減少

し、減少率は 10.2% となり、同７～１２年間の減少率 21.2% を 11.0 ポイント下回ってい

る。以上の粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２年に 53.7% 、同１６年には

54.7% となり、両時点間の縮小幅は 1.0 ポイント（縮小率 1.9%）となっている。 

  岡山県における耕種粗生産額は、平成１２年に９３１億円となり、同１６年には８２７

億円に減少し、減少率は 11.2% となり、同７～１２年間の減少率 24.7% を 13.5 ポイント

下回っている。以上の粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２年に 68.4% 、同

１６年には 65.5% となり、両時点間の縮小幅は 2.9 ポイント（縮小率 4.2%）となってい

る。 

  以上で記述した蒜山地域における耕種粗生産額の平成１２～１６年間における推移状況

を真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における耕種粗生産額は、平成１２年に２１億６千万円、同１６年には１８億

７千万円に減少している。以上の粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率は、平成１２

年にそれぞれ 44.1% 、2.32% 、同１６年には 42.5% 、2.26% となり、両比率とも両時点間

で低下している。それは平成１２～１６年間における減少率の違いに起因し、その減少率

の概数（小数点以下四捨五入）は、蒜山地域１３％、岡山県１１％、真庭郡１０％の順に

なっている。   

 耕種粗生産額の農業粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に岡山県６８％、真庭

郡５４％、蒜山地域４９％、同１６年にはそれぞれ６６％、５５％、４６％の順となって

いる。 

  以上のように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における耕種粗生産額は平成７～１６年間に

一貫して減少し、その減少率の概数は岡山県３３％、蒜山地域３２％、真庭郡２９％の順

になっている。以上の期間を平成７～１２年と同１２～１６年の前、後両期間に分けると、

後期間における減少率は前期間を大幅に下回り、その中で蒜山地域における減少率は真庭

郡及び岡山県を上回っている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村の耕種粗生産額は、平成１２年に６億７００万円、同１６年には５億３千万円に

減少し、減少率は 20.9% となり、同７～１２年間の減少率 23.0% を 2.1 ポイント下回っ

ている。以上の粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２年に 44.7% 、同１６年

には 38.1% となり、両時点間の縮小幅は 6.6 ポイント（縮小率 14.8% ）となっている。 

  八束村における耕種粗生産額は、平成１２年に９億５千万円、同１６年には８億８千万

円に減少し、減少率は 7.4%となり、同７～１２年間の減少率 18.1% を 10.7 ポイント下回
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っている。以上の粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２年に 56.2% 、同１６

年には 52.4% となり、両時点間の縮小幅は 3.8 ポイント（縮小率 6.8%）となっている。 

  中和村における耕種粗生産額は、平成１２年に１億９千万円、同１６年には１億６千万

円に減少し、減少率は 15.8% となり、同７～１２年間の減少率 29.6% を 13.8 ポイント下

回っている。以上の粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２年に 28.8% 、同１

６年には 35.6% となり、両時点間の拡大幅は 6.8 ポイント（拡大率 23.6% ）となってい

る。 

  湯原町における耕種粗生産額は、平成１２年に３億５千万円、同１６年には３億円に減

少し、減少率は 14.3% となり、同７～１２年間の減少率 22.2% を 7.9 ポイント下回って

いる。以上の粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２年に 64.8% 、同１６年に

は 58.8% となり、両時点間の縮小幅は 6.0 ポイント（縮小率 9.3%）となっている。 

  以上で記述した４か町村における耕種粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を町村

間比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村におけるの耕種粗生産額は、平成１２年に八束村９億５千万円（町村別構成比

44.0% ）、川上村６億７千万円（同 31.0% ）、湯原町３億５千万円（同 16.2% ）、中和村

１億９千万円（同 8.8%）の順になり、同１６年にはそれぞれ８億８千万円（同 47.1% ）、

５億３千万円（同 28.3% ）、３億円（同 16.1% ）、１億６千万円（同 8.5%）の順になっ

ている。 

  以上の粗生産額の平成１２～１６年間における減少率の概数（小数点以下四捨五入）は、

川上村２１％、中和村１６％、湯原町１４％、八束村７％の順になっている。なお、平成

７～１２年の減少率は上記期間の減少率を上回り、その概数は中和村３０％、川上村２３

％、湯原町２２％、八束村１８％の順になっている。 

  上記粗生産額の農業粗生産額に占める割合の概数（小数点以下四捨五入）は、平成１２

年に湯原町６５％、八束村５６％、川上村４５％、中和村２９％の順になり、同１６年に

は湯原町５９％、八束村５２％、川上村３８％に縮小し、反対に中和村は３６％に拡大し

ている。 

  以上のように４か町村における耕種粗生産額は平成７～１６年間に一貫して減少し、そ

の減少率の概数は中和村４１％、川上村３９％、湯原町３３％、八束村２４％の順になっ

ている。以上の期間を平成７～１２年と同１２～１６年の前、後両期間に分けると、後期

間の減少率の方が下回り、とくに川上村を除く３か町村では大幅に下回っている。また、

耕種粗生産額の農業粗生産額に占める割合は、平成１２～１６年間に中和村は拡大し、反

対に他の３か町村は縮小し、同１６年の時点で湯原町は最も高く、これに八束村が近接し、

川上村と中和村は低く対極にある。                        

 １０１０１０１０－－－－３３３３ 畜産粗生産額畜産粗生産額畜産粗生産額畜産粗生産額のののの増加増加増加増加 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における畜産粗生産額は、平成１２年に２２億３千万円、同１６年には２１億

６千万円に減少し、減少率は 3.1%となっている。一方、平成７～１２年間には 15.6% 増加

となっている。 

  真庭郡における畜産粗生産額は、平成１２年に４２億円、同１６年には３６億５千万円

に減少し、減少率は 13.1% となり、同７～１２年間の減少率 8.1%を 5.0 ポイント上回っ

ている。 

  岡山県における畜産粗生産額は、平成１２年に４３０億円、同１６年には４３４億円に

増加し、増加率は 0.9%となっている。一方、平成７～１２年間には 7.9%の減少となってい

る。 

  以上で記述した蒜山地域における畜産粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を真庭

郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における畜産粗生産額は、平成１２年に２２億３千万円、同１６年には２１億

６千万円に増加している。 

  上記粗生産額の真庭郡及び岡山県に対する比率（対真庭郡比及び対岡山県比）は平成１

２年にそれぞれ 53.1% 、5.19% 、同１６年には 59.2% 、4.97% となり、対真庭郡比は両時
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点間で上昇し、対岡山県比は下降している。それは上記粗生産額の平成１２～１６年間に

おける増減率の違いに起因し、その概数（小数点以下四捨五入）は岡山県１％増加、反対

に真庭郡１３％、蒜山地域３％減少となっている。 

  以上のように畜産粗生産額は平成７～１６年間に蒜山地域は増加基調、岡山県は減少基

調、真庭郡は一貫した減少パタ－ンで推移し、その増減率の概数は蒜山地域１２％増加、

反対に真庭郡２０％、岡山県７％減少となっている。上記の増減率を平成７～１２年と同

１２～１６年に分けてみると、蒜山地域は前期間に増加し、反対に岡山県は後期間に減少

し、真庭郡は両期間に亘って減少し、しかも後期間に減少を加速している。       

 （２）  ４か町村 

  川上村における畜産粗生産額は、平成１２年に８億３千万円、同１６年には８億６千万

円に増加し、増加率は 3.6%となっている。一方、平成７～１２年間には 12.6% 減少となっ

ている。 

  八束村における畜産粗生産額は、平成１２年に７億４千万円、同１６年には８億円に増

加し、増加率は 8.1%となっている。一方、平成７～１２年間には 10.5% 増加となり、同１

２～１６年間の増加率の方が 2.4 ポイント下回っている。 

  中和村における畜産粗生産額は、平成１２年に４億７千万円、同１６年には３億円に減

少し、減少率は 36.2% となっている。一方、平成７～１２年間には 2,250%と大幅な増加と

なっている。 

  湯原町における畜産粗生産額は、平成１２年に１億９千万円、同１６年には２億円に増

加し、増加率は 5.3%となっている。一方、平成７～１２年間には 34.5% の減少となってい

る。 

  以上で記述した４か町村における畜産粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を町村

間比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村における畜産粗生産額は、平成１２年に川上村８億３千万円（町村別構成比

37.2% ）、八束村７億４千万円（同 33.2% ）、中和村４億７千万円（同 21.1% ）、湯原町

１億９千万円（同 8.5%）、同１６年にはそれぞれ８億６千万円（同 39.8% ）、８億円（同

37.0% ）、３億円（同 13.9% ）、湯原町２億円（同 9.3%）の順になっている。 

  以上の粗生産額の平成１２～１６年間の増減率の概数（小数点以下四捨五入）は、中和

村３６％減少、反対に八束村８％、湯原町５％、川上村４％増加となっている。一方、平

成７～１２年間における増減率の概数は、中和村 2,250%、八束村１０％増加、反対に湯原

町３５％、川上村１３％減少となっている。 

  以上のように４か町村における畜産粗生産額は平成７～１６年間に八束村は一貫した増

加、中和村は増加基調、反対に川上村と湯原町は減少基調で推移し、上記期間の増減率の

概数をみると、中和村は 1,400%、八束村は１９％の増加し、反対に湯原町は３１％、川上

村は１０％の減少となっている。以上の増減率を平成７～１２年と同１２～１６年の前、

後両期間に分けると、後期間に川上村と湯原町は僅少ながら増加に転じ、反対に中和村は

大幅な減少に転じ、八束村は増加速度が幾分鈍化している。 

  １０１０１０１０－－－－４４４４ 主要作目粗生産額主要作目粗生産額主要作目粗生産額主要作目粗生産額のののの推移推移推移推移 

  以上で記述した耕種及び畜産粗生産額の平成１２～１６年における推移状況を蒜山地域

で主要作目とみなされる稲、野菜、花卉、乳用牛、肉用牛について記述する。 

  １０１０１０１０－－－－４４４４－－－－１１１１ 稲粗生産額稲粗生産額稲粗生産額稲粗生産額のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における稲粗生産額は、平成１２年に９億９千万円、同１６年には７億７千万

円に減少し、減少率 22.2% となり、同７～１２年間の減少率 37.3% を 15.1 ポイント下回

っている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 45.8% 、同１６

年には 41.2% となり、両時点間の縮小幅は 4.6 ポイント（縮小率 10.1% ）となっている。 

  真庭郡における稲粗生産額は、平成１２年に２６億４千万円、同１６年には２１億円に

減少し、減少率は 20.5% となり、同７～１２年間の減少率 32.8% を 12.3 ポイント下回っ

ている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 53.9% 、同１６年

には 47.7% となり、両時点間の縮小幅は 6.2 ポイント（縮小率 11.5% ）となっている。 
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  岡山県における稲粗生産額は、平成１２年に４３３億円、同１６年には３５７億円に減

少し、減少率は 17.6% となり、同７～１２年間の減少率 35.1% を 17.5 ポイント下回って

いる。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 46.5% 、同１６年に

は 43.2% となり、両時点間の縮小幅は 3.3 ポイント（縮小率 7.1%）となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における稲粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を真庭郡

及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における稲粗生産額は、平成１２年に９億９千万円、同１６年には７億７千万

円に減少している。以上の粗生産額の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞ

れ 37.5% 、2.28% 、同１６年には 36.7% 、2.15% となり、両比率は両時点間で低下してい

る。それは上記粗生産額の平成１２～１６年間における減少率の違いに依拠し、その減少

率の概数（小数点以下四捨五入）は蒜山地域２２％、真庭郡２１％、岡山県１８％の順に

なっている。一方、平成７～１２年間の減少率は同１２～１６年間を上回り、その概数は

蒜山地域３７％、岡山県３５％、真庭郡３３％の順になっている。 

  稲粗生産額の耕種粗生産額に占める割合の概数（小数点以下四捨五入）は、平成１２年

に真庭郡５４％、岡山県４７％、蒜山地域４６％、同１６年には真庭郡４８％、岡山県４

３％、蒜山地域４１％の順になり、いずれのシェアとも両時点間で縮小している。 

  以上のように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における稲粗生産額は平成７年以降一貫して

減少し、その減少速度は同１２～１６年に鈍化している。また、耕種粗生産額に占める稲

粗生産額の割合は平成１２～１６年間に縮小し、その中で蒜山地域が最低となっている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における稲粗生産額は、平成１２年に２億２千万円、同１６年には１億５千万円

に減少し、減少率は 31.8% となり、同７～１２年間の減少率 45.0% を 13.2 ポイント下回

っている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占め割合は、平成１２年に 32.8% 、同１６年

には 28.3% となり、その縮小幅は 4.5 ポイント（縮小率 13.7% ）となっている。 

  八束村における稲粗生産額は、平成１２年に３億７千万円、同１６年には３億円に減少

し、減少率は 18.9% となり、同７～１２年間の減少率 40.3% を 21.4 ポイント下回ってい

る。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 39.0% 、同１６年には

34.1% となり、その縮小幅は 4.9 ポイント縮小率 12.6% ）となっている。 

  中和村における稲粗生産額は、平成１２年に１億５千万円、同１６年には１億３千万円

に減少し、減少率は 13.3% となり、同７～１２年間の減少率 31.8% を 18.5 ポイント下回

っている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 79.0% 、同１６

年には 81.3% となり、その拡大幅は 2.3 ポイント（拡大率 2.9%）となっている。 

  湯原町における稲粗生産額は、平成１２年に２億５千万円、同１６年には１億９千万円

に減少し、減少率は 24.0% となり、同７～１２年間の減少率 26.5% を 2.5 ポイント下回

っている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 71.4% 、同１６

年には 63.3% となり、その縮小幅は 8.1 ポイント（縮小率 11.4% ）となっている。 

  以上で記述した４か町村における稲粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を町村間

比較でまとめると以下のとおりである。 

 平成１２年に八束村３億７千万円（町村別構成比 37.4% ）、湯原町２億５千万円（同

25.2% ）、川上村２億２千万円（同 22.2% ）、中和村１億５千万円（同 15.2% ）、同１６

年にはそれぞれ３億円（同 39.0% ）、１億９千万円（同 24.6% ）、１億５千万円（同 19.5% ）、

１億３千万円（同 16.9% ）の順になっている。 

  上記粗生産額の平成１２～１６年間における減少率の概数（小数点以下四捨五入）は、

川上村３２％、湯原町２４％、八束村１９％、中和村１３％の順になっている。一方、平

成７～１２年間の減少率は同１２～１６年間を上回り、その概数は川上村４５％、八束村

４０％、中和村３２％、湯原町２７％の順になっている。 

  稲粗生産額の耕種粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に中和村７９％、湯原町

７１％、八束村３９％、川上村３３％、同１６年にはそれぞれ８１％、６３％、３４％、

２８％の順になり、以上のシェアは両時点間で中和村は僅差ながら拡大し、他の３か町村

は縮小している。 
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  以上のように４か町村における稲粗生産額は平成７年以降一貫して減少し、その減少率

は平成７～１２年間に比べて同１２～１６年間の方が大幅に下回り、その推移状況の中で

川上村は突出して高く、次いで湯原町が高くなっている。また、上記両時点における耕種

粗生産額に占める稲粗生産額の割合は経年的に中和村では僅差ながら拡大、他の３か町村

は縮小し、そのような推移状況の中で中和村は突出し、川上村と八束村は低く、その対極

にある。 

  １０１０１０１０－－－－４４４４－－－－２２２２ 野菜粗生産額野菜粗生産額野菜粗生産額野菜粗生産額のののの停滞停滞停滞停滞 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における野菜粗生産額は、平成１２年に９億１千万円、同１６年には同額とな

っている。一方、平成７～１２年間は 5.2%減少となっている。以上の粗生産額の耕種粗生

産額に占める割合は、平成１２年に 42.1% 、同１６年には 48.7% に拡大し、拡大幅は 6.6 

ポイント（拡大率 15.7% ）となっている。 

  真庭郡における野菜粗生産額は、平成１２年に１４億２千万円、同１６年には１５億３

千万円に増加し、増加率は 7.7%となっている。一方、平成７～１２年間は 6.6%減少となっ

ている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 29.0% 、同１６年

には 34.8% に拡大し、拡大幅は 5.8 ポイント（拡大率 20.0% ）となっている。 

  岡山県における野菜粗生産額は、平成１２年に１９１億円、同１６年には１９９億円に

増加し、増加率は 4.2%となっている。一方、平成７～１２年間は 17.7% 減少となっている。

以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 20.5% 、同１６年には 24.1% 

に拡大し、拡大幅は 3.6 ポイント（拡大率 17.6% ）となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における野菜粗生産額の平成１２～１６年間における推移状況

を真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における野菜粗生産額は、平成１２年に９億１千万円、同１６年は同額となっ

ている。 

  上記粗生産額の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞれ 64.1% 、4.76% 、

同１６年には 59.5% 、4.57% となり、両比率は両時点間で低下している。それは同粗生産

額の平成１２～１６年間の増減率の違いに由来している。すなわち蒜山地域は増減率０％、

一方、真庭郡と岡山県は増加し、その概数はそれぞれ８％、４％の順となっている。一方、

平成７～１２年間には減少し、その概数は岡山県１８％、真庭郡７％、蒜山地域５％の順

になっている。 

  野菜粗生産額の耕種粗生産額の占める割合の概数は、平成１２年に蒜山地域４２％、真

庭郡２９％、岡山県２１％、同１６年にはそれぞれ４９％、３５％、２４％の順になり、

いずれのシェアも両時点間で拡大している。 

  以上のように蒜山地域、真庭郡、岡山県における野菜粗生産額は平成７年以降、蒜山地

域と岡山県は減少基調、反対に真庭郡は増加基調で推移し、その推移状況の中で同１２～

１６年間に蒜山地域は増減なく、真庭郡と岡山県は僅差ながら増加している。また、耕種

粗生産額に占める野菜粗生産額の割合は両時点間で拡大し、その推移状況下で蒜山地域は

両時点において突出している。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における野菜粗生産額は、平成１２年に３億４千万円、同１６年には３億円に減

少し、減少率は 11.8% となり、同７～１２年間の減少率 12.8% を 1.0 ポイント下回って

いる。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 50.8% 、同１６年に

は 56.6% に拡大し、拡大幅は 5.8 ポイント（拡大率 11.4% ）となっている。 

  八束村における野菜粗生産額は、平成１２年に４億７千万円、同１６年には４億９千万

円に増加し、増加率は 4.3%となり、同７～１２年間の増加率 2.2%を 2.1 ポイント上回っ

ている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 49.5% 、同１６年

には 55.7% に拡大し、拡大幅は 6.2 ポイント（拡大率 12.5% ）となっている。 

  中和村における野菜粗生産額は、平成１２年に２千万円、同１６年は同額となり、増減

率０％となっている。一方、平成７～１２年間もまた増減率０％となっている。以上の粗

生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 10.5% 、同１６年には 12.5% に拡大
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し、拡大幅は 2.0 ポイント（拡大率 19.1% ）となっている。 

  湯原町における野菜粗生産額は、平成１２年に８千万円、同１６年には１億円に増加し、

増加率は 25.0% となっている。一方、平成７～１２年間は 11.1% 減少となっている。以上

の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 22.9% 、同１６年には 33.3% 

に拡大し、拡大幅は 10.4 ポイント（拡大率 45.4% ）となっている。 

  以上で記述した４か町村における野菜粗生産額の平成１２～１６年間における推移状況

を町村間比較でまとめると以下のとおりある。 

  平成１２年に八束村４億７千万円（町村別構成比 51.6% ）、川上村３億４千万円（同

37.4% ）、湯原町８千万円（同 8.8%）、中和村２千万円（同 2.2%）、同１６年には八束村

４億９千万円（同 53.8% ）、川上村３億円（同 33.0% ）、湯原町１億円（同 11.0% ）、

中和村２千万円（同 2.2%）の順になっている。 

  上記粗生産額の平成１２～１６年間における増減率の概数（小数点以下四捨五入）は、

川上村１２％減少、反対に湯原町２５％、八束村４％増加、中和村増減率０％となってい

る。一方、平成７～１２年間における増減率は、八束村２％増加、反対に川上村１３％、

湯原町１１％減少、中和村増減率０％となっている。 

  野菜粗生産額の耕種粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に川上村５１％、八束

村５０％、湯原町２３％、中和村１１％、同１６年には上記町村順にそれぞれ５７％、５

６％、３３％、１３％となり、各町村とも両時点間で拡大している。 

  以上のように野菜粗生産額は平成７年以降、川上村は一貫的減少、八束村は一貫的増加、

湯原町は増加基調、中和村は横ばい状態で推移し、そのような推移状況の中で同７～１２

年と同１２～１６年の前、後期間を通して、川上村の減少率と八束村の増加率はそれぞれ

近似した同水準で推移し、湯原町は前期間の減少から後期間の急増に転じ、中和村は増減

率０％水準で推移している。また、野菜粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は各町村と

も両時点間で拡大し、その推移状況の中で、川上村と八束村は両時点に亘り突出している。 

  １０１０１０１０－－－－４４４４－－－－３３３３ 花卉粗生産額花卉粗生産額花卉粗生産額花卉粗生産額のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における花卉粗生産額は、平成１２年に１億７千万円、同１６年には１億５千

万円に減少し、減少率は 11.8% となり、一方、平成７～１２年間には 13.3% の増加となっ

ている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年 7.9%、同１６年には

8.0%と極僅差ながら拡大し、拡大幅は 0.1 ポイント（拡大率 1.3%）となっている。 

  真庭郡における花卉粗生産額は、平成１２年に２億４０００万円、同１６年には２億２

０００万円に減少し、減少率は 8.3%となり、一方、同７～１２年間には 9.1%の増加となっ

ている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 4.9%、同１６年に

は 5.0%と極僅差ながら拡大し、拡大幅は 0.1 ポイント（拡大率 2.0%）となっている。 

  岡山県における花卉粗生産額は、平成１２年に４４億円、同１６年には３６億円に減少

し、減少率は 18.2% となり、一方、同１２～１６年間には 10.0% の増加となっている。以

上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 4.7%、同１６年には 4.4%と極

僅差ながら縮小し、縮小幅は 0.3 ポイント（縮小率 6.4%）となっている。 

  以上で記述した蒜山地域におけ花卉粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を真庭郡

及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における花卉粗生産額は、平成１２年に１億７千万円、同１６年には１億５千

万円に減少している。 

  以上の粗生産額の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年にそれぞれ 70.8% 、3.86% 、

同１６年には 68.2% 、4.16% となり、対真庭郡比は両時点間で低下し、反対に対岡山県比

は上昇している。その推移パタ－ンの差異は上記期間中の減少率の差異のよるもので、そ

の減少率の概数（小数点以下四捨五入）は、岡山県１８％、蒜山地域１２％、真庭郡８％

の順になっている。   

 花卉粗生産額の耕種粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に蒜山地域８％、真庭

郡及び岡山県各５％、同１６年にはそれぞれ８％、５％、４％の順になっている。  以上

のように、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における花卉粗生産額は平成７～１６年間に減少
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基調で推移し、その推移状況のなかで同７～１２年間は増加し、反対に同１２～１６年間

は減少に転じている。 

  花卉粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２～１６年間に変化は見られず、

その中で蒜山地域は最も高くなっているが、そのシェアは既述の稲及び野菜に比べると極

めて低水準となっている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における花卉粗生産額は、平成１２年に７千万円、同１６年には６千万円に減少

し、減少率は 14.3% となり、一方、同７～１２年間には 16.7% の増加となっている。以上

の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 10.5% 、同１６年には 11.3% 

に拡大し、拡大幅は 0.8 ポイント（拡大率 7.6%）となっている。 

  八束村における花卉粗生産額は、平成１２年に９千万円、同１６年には８千万円に減少

し、減少率は 11.1% となり、一方、同７～１２年間には 28.6% の増加となっている。以上

の粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は、平成１２年に 9.5%、同１６年には 9.1%と極僅

差ながら縮小し、その縮小幅は 0.4 ポイント（縮小率 4.2%）となっている。 

  中和村における花卉粗生産額は、平成１２年に１千万円、同１６年は同額となり、一方、

同７～１２年間は 50.0% の増加となっている。以上の粗生産額の耕種粗生産額に占める割

合は、平成１２年に 5.3%、同１６年には 6.3%に拡大し、拡大幅は 1.0 ポイント（拡大率

18.9% ）となっている。 

  湯原町における花卉粗生産額は、平成１２年に該当農家不在、同１６年は秘密保護上秘

匿（Ｘ）のため不詳となっている。 

  以上で記述した４か町村における花卉粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を町村

比較でまとめると以下のとおりである。 

  平成１２年に八束村９千万円（町村別構成比 53.0% ）、川上村７千万円（同 41.1% ）、

中和村１千万円（同 5.9%）となり、同１６年には八束村８千万円（同 53.3% ）、川上村６

千万円（同 40.0% ）、中和村１千万円（同 6.7%）、湯原町は平成１２年に該当農家不在、

その後Ｘ円となっている。 

  上記粗生産額の平成１２～１６年間における減少率の概数（小数点以下四捨五入）は、

川上村１４％、八束村１１％となり、中和村は増減率０％となっている。一方、平成７～

１２年間における増加率の概数は、中和村５０％、八束村２９％、川上村１７％の順にな

っている。 

  花卉粗生産額の耕種粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に川上村１１％、八束

村１０％、中和村５％、同１６年にはそれぞれ１１％、９％、６％の順になっている。 

  以上のように３か町村における花卉粗生産額は平成７～１６年間に川上村は横ばい基

調、八束村は増加基調、中和村は減少基調で推移し、その推移状況の中で川上村と八束村

は前期間の増加から後期間には減少に転じ、中和村は前期間の増加から後期間の横ばいに

転じている。 

  また、花卉粗生産額の耕種粗生産額に占める割合は平成１２～１６年間にほとんど変化

はみられない。 

        １０１０１０１０－－－－４４４４－－－－４４４４ 乳用牛粗生産額乳用牛粗生産額乳用牛粗生産額乳用牛粗生産額のののの増加増加増加増加 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における乳用牛粗生産額は、平成１２年に１５億９千万円、同１６年には１６

億９千万円に増加し、増加率は 6.3%となり、一方、同７～１２年間には 9.1%の減少となっ

ている。以上の粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 71.3% 、同１６年

には 78.2% に拡大し、拡大幅は 6.9 ポイント（拡大率 9.7%）となっている。 

  真庭郡における乳用牛粗生産額は、平成１２年に２７億５千万円、同１６年には２５億

４千万円に減少し、減少率は 7.6%となり、同７～１２年間の減少率 17.7% を 10.1 ポイン

ト下回っている。以上の粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 65.5% 、

同１６年には 69.6% に拡大し、拡大幅は 4.1 ポイント（拡大率 6.3%）となっている。 

  岡山県における乳用牛粗生産額は、平成１２年に１４７億円、同１６年には１３２億円

に減少し、減少率は 10.2% となり、同７～１２年間の減少率 18.3% を 8.1 ポイント下回
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っている。以上の粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 34.2% 、同１６

年には 30.4% と縮小し、縮小幅は 3.8 ポイント（縮小率 11.1% ）となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における乳用牛粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を真

庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における乳用牛粗生産額は、平成１２年に１５億９千万円、同１６年には１６

億９千万円に増加している。上記粗生産額の対真庭郡比及び対岡山県比は、平成１２年に

それぞれ 57.8% 、10.8% 、同１６年には 66.5% 、12.8% となり、両比率は両時点間を上昇

している。それは上記期間の増減率の差異に基づくもので、その増減率の概数（小数点以

下四捨五入）は蒜山地域６％増加、反対に岡山県１０％、真庭郡８％減少となっている。

一方、平成７～１２年における減少率の概数は、岡山県と真庭郡各１８％、蒜山地域９％

の順になっている。 

  乳用牛粗生産額の畜産粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に蒜山地域７１％、

真庭郡６６％、岡山県３４％の順になり、同１６年には上記地域順に７８％、７０％、３

０％となっている。 

  以上のように乳用牛粗生産額は平成７～１６年において蒜山地域は減少基調、真庭郡及

び岡山県は一貫した減少パタ－ンで推移し、その推移状況の中で同１２～１６年間に蒜山

地域は減少から増加に転じ、真庭郡と岡山県は減少を加速している。 

  乳用牛粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は平成１２～１６年間に蒜山地域と真庭郡

は拡大し、反対に岡山県は縮小し、その推移状況の中で蒜山地域は両時点に亘り最高とな

っている。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における乳用牛粗生産額は、平成１２年に７億７千万円、同１６年には７億９千

万円に増加し、増加率は 2.6%となり、一方、同７～１２年間には 15.4% の減少となってい

る。以上の粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 92.8% 、同１６年には

91.8% に縮小し、縮小幅は 0.9 ポイント（縮小率 1.0%）となっている。 

  八束村における乳用牛粗生産額は、平成１２年に７億円、同１６年には７億７千万円に

増加し、増加率は 10.0% となり、同７～１２年間の増加率 7.7%を 2.3 ポイント上回って

いる。上記粗生産額の畜産粗生産額に占め有割合は、平成１２年に 94.6% 、同１６年には

96.3% に拡大し、拡大幅は 1.7 ポイント（拡大率 1.8%）となっている。 

  中和村における乳用牛粗生産額は、平成７年に１千万円となり、その後はＸ万円となっ

ている。 

  湯原町における乳用牛粗生産額は、平成１２年に１億２千万円、同１６年には１億３千

万円に増加し、増加率は 8.3%となり、一方、同７～１２年間には 33.3% の減少となってい

る。以上の粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 63.2% 、同１６年には

65.0% に拡大し、拡大幅は 1.8 ポイント（拡大率 2.9%）となっている。 

  以上で記述した４か町村における乳用牛粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を町

村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  平成１２年に川上村７億７千万円（町村別構成比 48.4% ）、八束村７億円（同 44.0% ）、

湯原町１億２千万円（同 7.6%）、同１６年にはそれぞれ７億９千万円（同 46.7% ）、７億

７千万円（同 45.6% ）、１億３千万円（同 7.7%）の順になっている。 

  上記粗生産額の平成１２～１６年間における増加率の概数（小数点以下四捨五入）は、

八束村１０％、湯原町８％、川上村３％の順になっている。一方、平成７～１２年間にお

ける増減率の概数は、八束村は８％増加、反対に湯原町と川上村はそれぞれ３３％、１５

％の減少となっている。 

  乳用牛粗生産額の畜産粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に八束村９５％、川

上村９３％、湯原町６３％、同１６年には上記町村順に９６％、９２％、６５％となって

いる。 

  以上のように４か町村における乳用牛粗生産額は平成７～１６年間に八束村は一貫した

増加、川上村と湯原町は減少基調で推移し、その推移状況の中で同１２～１６年間に八束

村は増加を加速し、川上村と湯原町は減少から増加に転じている。また、乳用牛粗生産額
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の畜産粗生産額に占める割合は平成１２～１６年間に大きな変化は見られず、その中で八

束村と川上村は突出している。 

  １０１０１０１０－－－－４４４４－－－－５５５５ 肉用牛粗生産額肉用牛粗生産額肉用牛粗生産額肉用牛粗生産額のののの停滞停滞停滞停滞 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における肉用牛粗生産額は、平成１２年に１億１千万円、同１６年には１億円

に減少し、減少率は 9.1%となり、同７～１２年間の減少率 31.3% を 22.2 ポイント下回っ

ている。上記粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 4.9%、同１６年には

4.6%と極僅差ながら縮小し、縮小幅は 0.3 ポイント（縮小率 6.1%）となっている。 

  真庭郡における肉用牛粗生産額は、平成１２年に３億２千万円、同１６年には１億５千

万円に急減し、減少率は 53.1% となり、同７～１２年間の減少率 30.4% を 22.7 ポイント

上回っている。上記粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 7.6%、同１６

年には 4.1%に縮小し、縮小幅は 3.5 ポイント（縮小率 46.1% ）となっている。 

  岡山県における肉用牛粗生産額は、平成１２年に５９億円、同１６年には６９億円に増

加し、増加率は 16.9% となり、一方、平成７～１２年間は 10.6% の減少となっている。上

記粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、平成１２年に 13.7% 、同１６年には 15.9% 

に拡大し、拡大幅は 2.2 ポイント（拡大率 16.1% ）となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における肉用牛粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を真

庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における肉用牛粗生産額は、平成１２年に１億１千万円、同１６年には１億円

に減少している。 

  以上の粗生産額の対真庭郡比及び対岡山県比は、それぞれ平成１２年に 34.4% 、1.86% 、

同１６年には 66.7% 、1.44% となり、対真庭郡比は両時点間で上昇し、反対に対岡山県比

は低下している。この相反する推移パタ－ンは、上記期間における増減率の相違に起因し、

その増減率の概数（小数点以下四捨五入）は岡山県１７％増加、反対に真庭郡５３％、蒜

山地域９％減少の順になっている。一方、平成７～１２年間には３地域ともに減少し、そ

の概数は蒜山地域３１％、真庭郡３０％、岡山県１１％の順になっている。 

  以上の粗生産額の畜産粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に岡山県１４％、真

庭郡８％、蒜山地域５％、同１６年には岡山県１６％、蒜山地域５％、真庭郡４％の順に

なっている。 

  以上のように肉用牛粗生産額は平成７～１６年間に蒜山地域と真庭郡は一貫した減少パ

タ－ンで推移し、一方、岡山県は増加基調で推移し、その過程で同１２～１６年には減少

に転じている。また、蒜山地域における肉用牛粗生産額の畜産粗生産額に占める割合は、

平成１２～１６年間にほとんど変化はみられず、一方、岡山県は拡大し、真庭郡は縮小し、

そのような推移状況の中で、蒜山地域は同１２年に最低となり、同１６年には真庭郡を極

僅差ながら上回り、岡山県は両時点において突出している。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における肉用牛粗生産額は、平成１２年６千万円、同１６年は同額となり、一方、

同７～１２年間は 50.0% の増加となっている。上記粗生産額の畜産粗生産額に占める割合

は、平成１２年に 7.2%、同１６年には 7.0%と極僅差ながら縮小し、縮小幅は 0.2 ポイン

ト（縮小率 2.8%）となっている。 

  八束村における肉用牛粗生産額は、平成１２年４千万円、同１６年は同額となり、一方、

同７～１２年間には 50.0% の増加となっている。上記粗生産額の畜産粗生産額に占める割

合は、平成１２年に 5.4%、同１６年には 3.7%に縮小し、縮小幅は 3.3 ポイント（縮小率

61.1% ）となっている。 

  中和村における肉用牛粗生産額は、平成１２年に１千万円、同１６年には該当農家不在

となり、一方、同７～１２年間は増減率０％となっている。 

  湯原町における肉用牛粗生産額は平成１２年以降Ｘ円となっている。ちなみに平成７年

は９千万円を記録し、次いで川上村４千万円、八束村２千万円、中和村１千万円となって

いる。 

  以上で記述した４か町村における肉用牛粗生産額の平成１２～１６年間の推移状況を町
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村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  ４か町村の平成１２年における肉用牛粗生産額は、平成１２年に川上村６千万円（町村

別構成比 54.5% ）、八束村４千万円（同 36.4% ）、中和村１千万円（同 9.1%）、湯原町

Ｘ円（秘密保護上秘匿）、同１６年には川上村６千万円（同 60.0% ）、八束村４千万円（同

40.0% ）、中和村と湯原町各Ｘ円の順になっている。 

  上記した粗生産額の平成１２～１６年間の増減率の概数（少数点以下四捨五入）は川上

村と八束村各０％となり、一方、平成７～１２年間は川上村と八束村は５０％増加、中和

村は増減率０％となっている。 

  また、肉用牛粗生産額の畜産粗生産額に占める割合の概数は、平成１２年に川上村７％、

八束村５％、中和村２％、同１６年には川上村７％、八束村４％の順になっている。 

  以上のように肉用牛粗生産額の平成７～１６年間の推移状況は、川上村と八束村は同７

～１２年間に増加し、同１２～１６年間は横ばい状態となり、その推移過程において平成

７～１２年間に急増し、同１２～１６年間は横ばい状態となっている。また、肉用牛粗生

産額の畜産粗生産額に占める割合は平成１２～１６年の両時点間では川上村の場合は変化

は見られず、しかも両時点に亘り最高となっている。 

  １１１１１１１１ 農家農家農家農家のののの過半数過半数過半数過半数がががが販売金額販売金額販売金額販売金額１００１００１００１００万円未満万円未満万円未満万円未満 

  蒜山地域及び４か町村の販売農家における農産物販売金額規模別農家数割合の平成１２

～１７年間の推移状況について表２２の資料により記述する、なお、比較のため真庭郡及

びお岡山県について付記する。 

  農業センサスでは、農産物販売金額規模は５０万円未満、５０～１００万円、１００～

２００万円、２００～３００万円、３００～５００万円、５００～７００万円、７００～

１０００万円、１０００～２０００万円、２０００～３０００万円、３０００～５０００

万円、５０００万円以上に区分されているが、本文では５０万円未満、１００万円未満、

２００万円未満、１０００万円以上、３０００万円以上の規模について述べる。 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における５０万円未満規模農家数割合（以下、農家シェア）は、平成１２年に

36.2% となり、同１７年には 36.1% 、その縮小幅は 0.1 ポイントとなっている。１００万

円未満農家シェアは、平成１２年に 60.5% となり、同１７年には 56.9% 、その縮小幅は

3.6 ポイントとなっている。２００万円未満農家シェアは、平成１２年に 74.3% となり、

同１７年には 70.8% 、その縮小幅は 3.5 ポイントとなっている。１０００万円以上農家シ

ェアは、平成１２年に 8.1%となり、同１７年には 10.3% 、その拡大幅は 2.1 ポイントと

なっている。３０００万円以上農家シェアは、平成１２年に 2.1%となり、同１７年には

3.5%、その拡大幅は 1.4 ポイントとなっている。 

  真庭郡における５０万円未満農家シェアは、平成１２年に 58.5% となり、同１７年には

59.9% 、その拡大幅は 1.4 ポイントとなっている。１００万円未満農家シェアは、平成１

２年に 78.5% となり、同１７年には 77.0% 、その縮小幅は 1.5 ポイントとなっている。

２００万円未満農家シェアは、平成１２年に 87.6% となり、同１７年には 86.3% 、その縮

小幅は 1.3 ポイントとなっている。１０００万円以上農家シェアは、平成１２年に 3.5%

となり、同１７年には 4.3%、その拡大幅は 0.8 ポイントとなっている。３０００万円以上

農家シェアは、平成１２年に 0.8%となり、同１７年には 1.3%、その拡大幅は 0.5 ポイン

トとなっている。 

  岡山県における５０万円未満農家シェアは、平成１２年に 56.0% となり、同１７年には

54.1% 、その縮小幅は 1.9 ポイントとなっている。１００万円未満農家シェアは、平成１

２年に 77.5% となり、同１７年には 75.1% 、その縮小幅は 2.4 ポイントとなっている。

２００万円未満農家シェアは、平成１２年に 87.8% となり、同１７年には 86.9% 、その縮

小幅は 0.9 ポイントとなっている。１０００万円以上農家シェアは、平成１２年に 2.2%

となり、同１７年には 2.4%、その拡大幅は 0.2 ポイントとなっている。３０００万円以上

農家シェアは、平成１２年に 0.4%となり、同１７年には 0.5%、その拡大幅は 0.1 ポイン

トとなっている。 

  以上で記述した蒜山地域における農産物販売金額規模別農家数割合の平成１２～１７年
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間の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比的まとめとして、同農家数割合の概数（小数点以

下四捨五入）を５０万円未満－１００万円未満－２００万円未満－１０００万円以上－３

０００万円以上の販売金額規模順に列記すると以下のとおりで、０％は 0.5%未満を示す。 

    平成１２年 

     蒜山地域：３６％－６１％－７４％－ ８％－２％ 

       真庭郡：５９％－７９％－８８％－ ４％－１％ 

       岡山県：５６％－７８％－８８％－ ２％－０％ 

    平成１７年 

     蒜山地域：３６％－５７％－７１％－１０％－４％ 

       真庭郡：６０％－７７％－８６％－ ４％－１％ 

      岡山県：５４％－７５％－８７％－ ２％－１％ 

  以上の農家シェアの平成１２～１７年間における拡大又は縮小（△）のポイント数を上

記の販売金額規模順に列記すると次のとおりである。 

     蒜山地域：△0.1 －△3.6 －△3.5 －2.1 －1.4  

       真庭郡： 1.4 －△1.5 －△1.3 －0.8 －0.5  

       岡山県：△1.9 －△2.4 －△0.9 －0.2 －0.1  

  以上で記述したように、平成１２～１７年の両時点において、蒜山地域における農家シ

ェアは５０万円未満３６～３６％、１００万円未満６１～５７％、２００万円未満７４～

７１％となり、真庭郡のそれぞれ５９～６０％、７９～７７％、８８～８６％、岡山県の

それぞれ５６～５４％、７８～７５％、８８～８７％を大幅に下回り、その状況下で真庭

郡と岡山県は近似している。一方、蒜山地域における１０００万円以上と３０００万円以

上農家シェアは、それぞれ蒜山地域は８～１０％、２～４％、真庭郡は４～４％、１～１

％、岡山県は２～２％、０～１％となり、蒜山地域は著しく上回り、岡山県は最低となっ

ている。 

  両時点間における農家シェアの拡大は、蒜山地域と真庭郡の１０００万円以上及び３０

００万円以上、そして真庭郡の５０万円未満の販売規模に限られ、反対に他の規模では縮

小し、拡大ポイントの特に大きいのは蒜山地域の１０００万円以上規模、反対に縮小ポイ

ントの大きいのは同地域の１００万円未満及び２００万円未満規模となっている。 

  上記したように、蒜山地域における販売農家の中で５０万年未満規模農家は両時点にお

いて３６％を占めるに過ぎず、５０～１００万円規模農家を加えた１００万円未満規模農

家は６０％前後を占め、他方、真庭郡及び岡山県においては５０万円未満規模農家は５０

％台後半、１００万円未満規模農家は７０％台後半を占めている。一方、蒜山地域におけ

る１０００万円以上規模農家は１０％程度を占め、真庭郡及び岡山県を大きく引き離して

いる。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における５０万円未満規模農家数割合（以下、農家シェア）は、平成１２年に

22.1% 、同１７年には 5.7 ポイント拡大の 27.8% となっている。１００万円未満農家シェ

アは、平成１２年に 45.9% 、同１７年には 2.3 ポイント縮小の 43.6% となっている。２

００万円未満農家シェアは、平成１２年に 59.7% 、同１７年には 1.4 ポイント拡大の 61.1% 

となている。１０００万円以上農家シェアは、平成１２年に 13.7% 、同１７年には 1.3 

ポイント拡大の 15.0% となっている。３０００万円以上農家シェアは、平成１２年に 3.8%、

同１７年には 2.7 ポイント拡大の 6.5%となっている。 

  八束村における５０万円未満農家シェアは、平成１２年に 22.4% 、同１７年には 4.2 

ポイント縮小の 18.2% となっている。１００万円未満農家シェアは、平成１２年に 50.0% 、

同１７年には 8.5 ポイント縮小の 41.5% となっている。２００万円未満農家シェアは、平

成１２年に 65.3% 、同１７年には 8.1 ポイント縮小の 57.2% となっている。１０００万

円以上農家シェアは、平成１２年に 11.7% 、同１７年には 5.6 ポイント拡大の 17.3% と

なっている。３０００万円以上農家シェアは、平成１２年に 3.2%、同１７年には 1.6 ポイ

ント拡大の 4.8%となっている。 

  中和村における５０万円未満農家シェアは、平成１２年に 22.9% 、同１７年には 4.7 
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ポイント縮小の 18.2% となっている。１００万円未満農家シェアは、平成１２年に 55.0% 、

同１７年には 1.6 ポイント縮小の 53.4% となっている。２００万円未満農家シェアは、平

成１２年に 84.5% 、同１７年には 5.0 ポイント縮小の 79.5% となっている。１０００万

円以上農家シェアは、平成１２年に該当農家不在となり、同１７年には 1.1%を占めている。

３０００万円以上農家は両時点において不在となっている。 

  湯原町における５０万円未満農家シェアは、平成１２年に 66.6% 、同１７年には 1.5 

ポイント拡大の 68.1% となっている。１００万円未満農家シェアは、平成１２年に 84.9% 、

同１７年には 1.1 ポイント拡大の 86.0% となっている。２００万円未満農家シェアは、平

成１２年に 91.6% 、同１７年には 1.0 ポイント縮小の 90.6% となっている。１０００万

円以上農家シェアは、平成１２年に 2.7%、同１７年には 0.6 ポイント縮小の 2.1%となっ

ている。３０００万円以上農家シェアは、平成１２年に 0.3%、同１７年には 0.4 ポイント

拡大の 0.7%となっている。 

  以上で記述した４か町村における販売農家数の農産物販売金額規模別割合の平成１２～

１７年間の推移状況のまとめとして、同農家数割合の概数（小数点以下四捨五入）を５０

万円未満－１００万円未満－２００万円未満－１０００万円以上－３０００万円以上の販

売金額規模順に列記すると以下のとおりで、０％は 0.5%未満、不在は該当農家不在を示す。 

   平成１２年 

      川上村：２２％－４６％－６０％－１４％－４％ 

      八束村：２２％－５０％－６５％－１２％－３％ 

      中和村：２３％－５５％－８５％－ 不在 －不在 

      湯原町：６７％－８５％－９２％－ ３％－０％ 

   平成１７年 

      川上村：２８％－４４％－６１％－１５％－７％ 

      八束村：１８％－４２％－５７％－１７％－５％ 

      中和村：１８％－５３％－８０％－ １％－不在 

      湯原町：６８％－８６％－９１％－ ２％－１％ 

  上記農家シェアの平成１２～１７年の両時点間における拡大又は縮小（△）幅をポイン

ト数で上記の販売価格規模順に列記すると次のようである。 

      川上村： 5.7 －△2.3 － 1.4 － 1.3 －2.7  

      八束村：△4.2 －△8.5 －△8.1 － 5.6 －1.6                

    中和村：△4.7 －△1.6 －△5.0 － 1.1 －不在               

    湯原町： 1.5 － 1.1 －△1.0 －△0.6 －0.4  

  以上で列記した平成１２～１７年の両時点における農家シェアが示したように、５０万

円未満は川上村２２～２８％、八束村は２２～１８％、中和村は２３～１８％となり、湯

原町の６７～６８％を超大幅に下回っている。１００万円未満は川上村４６～４４％、八

束村５０～４２％、中和村５５～５３％となり、湯原町の８５～８６％を超大幅に下回っ

ている。２００万円未満は川上村６０～６１％、八束村６５～５７％と両者は比較的接近

し、中和村８５～８０％、湯原町９２～９１％を大幅に下回っている。一方、１０００万

円以上は川上村１４～１５％、八束村１２～１７％と両者は比較的接近し、湯原町３～２

％、中和村不在～１％を超大幅に上回っている。３０００万円以上は川上村４～６％、八

束村３～５％と両者は経年的に幾分拡大し、湯原町０％～不在、中和村不在～不在となっ

ている。 

  両時点間における農家シェアの拡大は、川上村と湯原町の５０万円未満、湯原町の１０

０万円未満、川上村と湯原町の２００万円未満、川上村と八束村の１０００万円以上及び

３０００万円以上の販売規模に限られ、反対に他の販売規模では縮小し、その拡大ポイン

トの大きいのは川上村の５０万円未満と八束村の１０００万円未満規模、反対に縮小ポイ

ントの特に大きいのは八束村の１００万円未満及び２００万円未満と中和村の５０万円未

満及び２００万円未満規模となっている。 

  上記したように、両時点において湯原町は５０万円未満規模農家が７０％近くを占め、

他の３か村は２０％前後に過ぎず、５０～１００万円規模農家を含めた１００万円未満規
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模農家は川上村４５％前後、八束村と中和村は概ね５０％台前半、湯原町は８５％程度を

占めている。一方、川上村と八束村において１０００万円以上規模農家は概ね１５％前後

を占め、湯原町は３％程度、中和村は皆無に近い。 

  １２１２１２１２ 生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得のののの減少減少減少減少 

  蒜山地域及び４か町村の総農家における生産農業所得の平成１２～１６年間の推移状況

を表２３の資料に基づき農家１戸当たり、耕地１０ａ当たり、農業専従者１人当たりの側

面から記述し、比較のため真庭郡及び岡山県について付記する。なお、平成１７年統計で

は４か町村は町村合併により誕生した真庭市に含められているため、同１６年統計を採用

した。 

  ちなみに生産農業所得とは農業総産出額から物的経費（減価償却費と間接税を含む）を

控除し、経常補助金等を加算して求めたもので、最終的には農業生産に係わる各生産要素

（土地、労働、資本）に帰属すべき所得であり、農業の純生産額のことである。 

  １２１２１２１２－－－－１１１１ 生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得のののの減少減少減少減少 

    （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における生産農業所得は、平成１２年に１４億２千万円、同１６年には１２億

３千万円に減少し、減少率は 13.4% となり、同７～１２年間の減少率 26.8% を 13.4 ポイ

ント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 36.6% となっている。 

  真庭郡における生産農業所得は、平成１２年に２８億３千万円、同１６年には２４億９

千万円に減少し、減少率は 12.0% となり、同７～１２年間の減少率 33.9% を 21.9 ポイン

ト下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 41.8% となっている。 

  岡山県における生産農業所得は、平成１２年に４３０億円、同１６年には３８１億円に

減少し、減少率は 11.4% となり、同７～１２年間の減少率 39.9% を 28.5 ポイント下回っ

ている。なお、平成７～１６年間の減少率は 46.8% となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における生産農業所得の平成１２～１６年間の推移状況を真庭

郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における生産農業所得は、平成１２年に１４億２千万円、同１６年には１２億

３千万円に減少している。上記所得の真庭郡及び岡山県に対する比率は、それぞれ平成１

２年に 50.2% 、3.30% 、同１６年には 49.4% 、3.22% となり、両比率は両時点間を幾分下

降している。それは同所得の上記期間中における減少率の違いによるもので、その減少率

の概数（小数点以下四捨五入）は蒜山地域１３％、真庭郡１２％、岡山県１１％の順にな

っている。なお、平成７～１２年間の減少率は岡山県４０％、真庭郡３４％、蒜山地域２

７％の順になっている。  蒜山地域、真庭郡及び岡山県における生産農業所得は、平成７

～１６年間に一貫して減少し、その減少率の概数は岡山県４７％、真庭郡４２％、蒜山地

域３７％の順になり、その推移過程で同１２～１６年間の減少率は、同７～１２年間を大

幅に下回り、そのなかで蒜山地域、真庭郡及び岡山県における減少率の３者間較差は著し

く縮小している。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における生産農業所得は、平成１２年に５億３千万円、同１６年には４億３千万

円に減少し、減少率は 18.9% となり、同７～１２年間の減少率 26.4% を 7.5 ポイント下

回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 40.3% となっている。 

  八束村における生産農業所得は、平成１２年に５億６千万円、同１６年には５億１千万

円に減少し、減少率は 8.9%となり、同７～１２年間の減少率 28.2% を 19.3 ポイント下回

っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 34.6% となっている。 

  中和村における生産農業所得は、平成１２年に１億３千万円、同１６年には９千万円に

減少し、減少率は 30.8% となり、同７～１２年間の減少率 7.1%を 23.7 ポイント上回って

いる。なお、平成７～１６年間の減少率は 35.7% となっている。 

  湯原町における生産農業所得は、平成１２年に２億円、同１６年は同額となり、一方、

同７～１２年 3.3% の減少となっている。なお、平成７～１６年間の減少率は 33.3% とな

っている。 

  以上で記述した４か町村における生産農業所得の平成１２～１６年間の推移状況を町村
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間比較でまとめると以下のとおりである。 

  平成１２年に八束村５億６千万円（町村別構成比 39.4% ）、川上村５億３千万円（同

37.3% ）、湯原町２億円（同 14.1% ）、中和村１億３千万円（同 9.2%）、同１６年には上

記の町村順に５億１千万円（同 41.5% ）、４億３千万円（同 35.0% ）、２億円（同 16.2% ）、

９千万円（同 7.3%）となっている。 

  上記した生産農業所得の平成１２～１６年間における減少率を概数（小数点以下四捨五

入）で示すと、中和村３１％、川上村１９％、八束村９％、湯原町０％の順になっている。

一方、平成７～１２年間の減少率は湯原町３３％、八束村２８％、川上村２６％、中和村

７％の順になり、中和村を除く３か町村は同１２～１６年間の減少率を大幅に上回ってい

る。なお、平成７～１６年間の減少率は川上村４０％、中和村３６％、八束村３５％、湯

原町３３％の順になっている。 

  以上のように４か町村における農業生産所得は平成７年以降一貫した減少パタ－ンで推

移し、その推移過程において湯原町は同７～１２年間に激減し、その後は横ばい状態とな

り、中和村は同１２～１６年間に減少を加速し、反対に川上村と八束村は減少を緩め、と

くには八束村は大幅に緩めている。 

  １２１２１２１２－－－－２２２２ 農家農家農家農家１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得のののの減少減少減少減少                   

（１）  蒜山地域 

  蒜山地域における農家１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に１０５万５千円、同１

６年には８９万１千円に減少し、減少率は 15.5% となり、同７～１２年間の減少率 17.8% 

を 2.3 ポイント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 30.6% となっている。 

  真庭郡における１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に６４万６千円、同１６年には

３１万４千円に減少し、減少率は 51.4% となり、同７～１２年間の減少率 23.9% を 27.5

ポイント上回っている。  なお、平成７～１６年間の減少率は 63.0% となっている。  

 岡山県における１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に４７万７千円、同１６年には

４５万１千円に減少し、減少率は 5.5%となり、同７～１２年間の減少率 33.3% を 27.8 ポ

イント上回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 36.9% となっている。 

 上記した蒜山地域における１戸当たり生産農業所得の平成１２～１６年間の推移状況を

真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に１０５万５千円、同１６年

には８９万１千円に減少している。以上の１戸当たり所得を１.00 とした真庭郡及び岡山

県における同所得の指数（以下、対真庭郡指数又は対岡山県指数）は、平成１２年にそれ

ぞれ 0.62、0.45、同１６年には 0.35、0.50 となり、対真庭郡指数は両時点間で低下し、

反対に対岡山県指数は幾分下降しているが、蒜山地域における同所得は両時点で真庭郡及

び岡山県を超大幅に上回っている。   

 上記した１戸当たり生産農業所得の平成１２～１６年間における減少率を概数（小数点

以下四捨五入）で示すと、真庭郡５１％、蒜山地域１６％、岡山県６％の順になっている。 

  以上のように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における１戸当たり生産農業所得は、平成７

年以降一貫して減少し、その推移状況の中で同１２～１６年間に真庭郡は減少を著しく加

速し、反対に蒜山地域と岡山県は減少を緩め、とくに岡山県は著しく緩和している。   

（２）  ４か町村 

  川上村における農家１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に１５６万３千円、同１６

年には１２８万円に減少し、減少率は 18.1% となり、同７～１２年間の減少率 19.3% を

1.2 ポイント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 33.9% となっている。 

  八束村における１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に１４６万３千円、同１６年に

は１３５万円に減少し、減少率は 7.7%となり、同７～１２年間の減少率 21.9% を 14.2 ポ

イント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 27.9% となっている。 

  中和村における１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に８１万円、同１６年には５５

万１千円に減少し、減少率は 32.0% となり、一方、同７～１２年間は 2.1%の増加となって

いる。なお、平成７～１６年間の減少率は 30.5%となっている。 

 湯原町における１戸当たり生産農業所得は、平成１２年に３８万４千円、同１６年には
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同額となり、一方、同７～１２年間は 28.2% の減少となっている。なお、平成７～１６年

間の減少率は 28.2% となっている。 

  以上で記述した４か町村における農家１戸当たり生産農業所得の平成１２～１６年間の

推移状況を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  平成１２年に川上村１５６万３千円、八束村１４６万３千円、中和村８１万円、湯原町

３８万４千円の順になり、一方、同１６年には八束村１３５万円、川上村１２８万円、中

和村５５万１千円、湯原町３８万４千円の順になっている。 

  上記の最高を記録した町村の１戸当たり同所得を 1.00 とした各町村の同所得の指数は、

平成１２年に川上村 1.00、八束村 0.94、中和村 0.52、湯原町 0.25、同１６年には八束村

1.00、川上村 0.95、中和村 0.41、湯原町 0.28 の順になっている。以上の１戸当たり所得

指数からも町村間較差が顕著にみられ、両時点に亘って川上村と八束村は高水準、中和村

は中水準、湯原町は低水準に分別される。 

  上記の１戸当たり生産農業所得の平成１２～１６年間における減少率の概数（少数点以

下四捨五入）は、中和村３２％、川上村１８％、八束村８％、湯原町０％、一方、同７～

１２年の減少率は湯原町２８％、八束村２２％、川上村１９％の順になり、反対に中和村

は２％の増加となっている。 

  以上のように４か町村における１戸当たり生産農業所得は、平成７年以降、川上村と八

束村は一貫して減少し、湯原町は平成７～１２年間に減少し、同１２～１６年間には横ば

いとなり、中和村は減少基調で推移し、その推移状況の中で後期間に川上村と八束村は減

少を緩め、とくに八束村は急激に緩和し、湯原町は減少が止まり、中和村は前期間の増加

から急激な減少に転じている。                           

  １２１２１２１２－－－－３３３３ 耕地耕地耕地耕地１０１０１０１０ａａａａ当当当当たりたりたりたり生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における耕地１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に５万１千円、同１６

年には４万５千円に減少し、減少率は 11.8% となり、同７～１２年間の減少率 23.9% を

12.1 ポイント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 32.8% となっている。 

  真庭郡における１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に４万５千円、同１６年には

４万１千円に減少し、減少率は 8.9%となり、同７～１２年間の減少率 31.8% を 22.9 ポイ

ント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 37.9% となっている。 

  岡山県における１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に５万８千円、同１６年には

５万４千円に減少し、減少率は 6.9%となり、同７～１２年間の減少率 34.8% を 27.9 ポイ

ント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 39.3% となっている。 

  以上で記述した蒜山地域における耕地１０ａ当たり生産農業所得の平成１２～１６年間

の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に５万１千円、同１６年に

は４万５千円に減少している。 

  以上の１戸当たり所得を 1.00 とした真庭郡及び岡山県における同所得の指数は、それぞ

れ平成１２年に 0.88、1.14、同１６年には 0.91、1.20 となり、同指数は両時点間を上昇

し、その推移状況の中で岡山県はかなり突出し、次いで蒜山地域が続き、真庭郡は最低と

なっている。 

  上記した１０ａ当たり生産農業所得の平成１２～１６年間における減少率を概数（小数

点以下四捨五入）で示すと、蒜山地域１２％、真庭郡９％、岡山県７％、一方、同７～１

２年の減少率は岡山県３５％、真庭郡３２％、蒜山地域２４％の順になっている。 

  以上のように、蒜山地域、真庭郡及び岡山県における１０ａ当たり生産農業所得は、平

成７年以降一貫して減少し、その推移状況の中で同１２～１６年間に減少を急激に緩め、

とくに真庭郡及び岡山県は顕著に緩和している。 

  （２）  ４か町村 

  川上村における耕地１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に６万６千円、同１６年

には５万４千円に減少し、減少率は 18.2% となり、同７～１２年間の減少率 25.8% を 7.6 

ポイント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 39.3% となっている。 
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  八束村における１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に５万２千円、同１６年には

４万８千円に減少し、減少率は 7.7%となり、同７～１２年間の減少率 26.8% を 19.1 ポイ

ント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 32.4% となっている。 

  中和村における１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に４万３千円、同１６年には

３万３千円に減少し、減少率は 23.3% となり、同７～１２年間の減少率 8.5%を 14.8 ポイ

ント上回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 29.8% となっている。 

  湯原町における１０ａ当たり生産農業所得は、平成１２年に４万２千円、同１６年には

４万３千円に増加し、増加率は 2.4%となり、一方、同７～１２年間は 30.0% の減少となっ

ている。なお、平成７～１６年間の減少率は 28.3% となっている。 

  以上で記述した４か町村における耕地１０ａ当たり生産農業所得の平成１２～１６年間

の推移状況を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  平成１２年における１０ａ当たり生産農業所得は、川上村６万６千円、八束村５万２千

円、中和村４万３千円、湯原町４万２千円の順になり、一方、同１６年には川上村５万４

千円、八束村４万８千円、湯原町４万３千円、中和村３万３千円の順になっている。 

  以上の川上村における１０ａ当たり生産農業所得を 1.00 とした３か町村における同所

得の指数は、平成１２年に八束村 0.79、中和村 0.65、湯原町 0.64、同１６年には八束村

0.89、湯原町 0.80、中和村 0.61 の順になり、川上村の同所得はかなり突出している。 

  上記した１０ａ当たり所得の平成１２～１６年間における減少率を概数（小数点以下四

捨五入）で示すと、中和村２３％、川上村１８％、八束村８％の順になり、反対に湯原町

は２％の増加となっている。一方、平成７～１２年間の減少率は、湯原町３０％、八束村

２７％、川上村２６％、中和村９％の順になっている。 

  以上のように４か町村における１０ａ当たり所得は、平成７年以降、湯原町を除く３か

村は一貫して減少し、湯原町は減少基調で推移し、その推移状況の中で同１２～１６年間

に川上村と八束村は減少を緩め、とくに八束村は著しく緩和し、反対に中和村は減少を著

しく加速し、湯原町は同７～１２年間の減少から増加に転じている。 

  １２１２１２１２－－－－４４４４ 農業専従者農業専従者農業専従者農業専従者１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり生産農業所得生産農業所得生産農業所得生産農業所得のののの減少減少減少減少 

  （１）  蒜山地域 

  蒜山地域における農業専従者１人当たり生産農業所得は、平成１２年に９６万３千円、

同１６年には８０万６千円に減少し、減少率は 16.3% となり、同７～１２年間の減少率

16.8% を 0.5 ポイント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 30.4% となって

いる。 

  真庭郡における１人当たり生産農業所得は、平成１２年に７１万６千円、同１６年には

５０万３千円に減少し、減少率は 29.8% となり、同７～１２年間の減少率 24.9%を 4.9 ポ

イント上回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 47.2%となっている。 

  岡山県における１人当たり生産農業所得は、平成１２年に８９万５千円、同１６年には

８４万７千円に減少し、減少率は 5.4%となり、同７～１２年間の減少率 33.8% を 28.4 ポ

イント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 37.3% となっている。   

 以上で記述した蒜山地域における農業専従者１人当たり生産農業所得の平成１２～１６

年間の推移状況を真庭郡及び岡山県と対比し、まとめると以下のとおりである。 

  蒜山地域における１人当たり生産農業所得は、平成１２年に９６万３千円、同１６年に

は８０万６千円に減少している。  以上の１人当たり生産農業所得を 1.00 とした真庭郡及

び岡山県における同所得の指数は、それぞれ平成１２年に 0.74、0.93、同１６年には 0.62、

1.05 となり、真庭郡における同指数は両時点間に低下し、反対に岡山県の同指数は上昇し

ている。 

  上記した１人当たり生産農業所得の平成１２～１６年間における減少率を概数（小数点

四捨五入以下）で示すと、真庭郡３０％、蒜山地域１６％、岡山県５％、一方、同７～１

２年間の減少率は、岡山県３４％、真庭郡２５％、蒜山地域１７％の順になっている。 

  以上のように蒜山地域、真庭郡及び岡山県における１人当たり生産農業所得は、平成７

年以降一貫して減少し、その推移状況の中で同１２～１７年間に岡山県は減少を著しく緩

和し、一方、蒜山地域に減少速度の変化はみられず、反対に真庭郡は減少を加速している。 
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  （２）  ４か町村 

  川上村における農業専従者１人当たり生産農業所得は、平成１２年に１２３万２千円、

同１６年には１００万９千円に減少、減少率は 18.1% となり、同７～１２年間の減少率

12.1% を 6.0 ポイント上回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 28.0% となって

いる。 

  八束村における農業専者１人当たり生産農業所得は、平成１２年に１１５万６千円、同

１６年には１０６万７千円に減し少、減少率は 7.7%となり、同７～１２年間の減少率 24.7% 

を 17.0 ポイント下回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 30.5% となっている。 

  中和村における農業専従者１人当たり生産農業所得は、平成１２年に９８万５千円、同

１６年には６６万９千円に減少、減少率は 32.1% となり、同７～１２年間の減少率 10.5% 

を 21.6 ポイント上回っている。なお、平成７～１６年間の減少率は 39.2% となっている。 

  湯原町における農業専従者１人当たり生産農業所得は、平成１２年に４７万９千円、同

１６年には同額となり、一方、同７～１２年間には 19.1% の減少となっている。なお、平

成７～１６年間の減少率は 19.1% となっている。 

  以上で記述した４か町村における農業専従者１人当たり生産農業所得の平成１２～１６

年間の推移状況を町村間比較でまとめると以下のとおりである。 

  平成１２年に川上村１２３万２千円、八束村１１５万６千円、中和村９８万５千円、湯

原町４７万９千円の順になり、同１６年には八束村１０６万７千円、川上村１００万９千

円、中和村６６万９千円、湯原町４７万９千円の順になっている。 

  上記の４か町村の中で、最高を記録した町村の農業専従者１人当たり生産農業所得を

1.00 とした各町村における同所得の指数は、平成１２年に川上村 1.00、八束村 0.94、中

和村 0.80、湯原町 0.39、同１６年には八束村 1.00、川上村 0.95、中和村 0.63、湯原町 0.47

の順になっている。以上の４か町村にける所得指数から、川上村と八束村は高水準、中和

村は中水準、湯原町は低水準に区分される。 

  前述した１人当たり所得の平成１２～１６年における減少率を概数（小数点以下四捨五

入）で示すと、中和村３２％、川上村１８％、八束村８％、湯原町０％の順になり、一方、

同７～１２年の減少率は八束村２５％、湯原町１９％、川上村１２％、中和村１１％の順

になっている。 

以上のように農業専従者１人当たり生産農業所得は、平成７年以降、湯原町を除く３か村

は一貫して減少し、湯原町は減少基調で推移し、そのような推移状況の中で平成１２～１

６年間に川上村と中和村は減少を加速し、とくに中和村は激しく加速し、反対に八束村は

減少を著しく緩め、湯原町は減少を止めている。 

 

  第第第第３３３３節節節節    蒜山地域社会蒜山地域社会蒜山地域社会蒜山地域社会とととと農業農業農業農業のののの展開方向展開方向展開方向展開方向 

 

 本節では、前節１～２で記述した蒜山地域４か町村における社会的、産業的環境の激変

下における地域社会と農業の活力水準の現状を踏まえて、表２４～３６の資料に依拠しな

がら、今後における地域再生への道を探り、その上で地域農業の展開の方向性について記

述する。 

 

 第第第第１１１１項項項項    地域地域地域地域とととと農業農業農業農業のののの活力水準活力水準活力水準活力水準のののの現状現状現状現状 

  １１１１. . . . 農業農業農業農業とととと農村農村農村農村のののの社会経済的環境社会経済的環境社会経済的環境社会経済的環境のののの激変激変激変激変 

 第１章で記述したように、日本経済は昭和３０～３２年の「神武景気」を契機として高

度成長期に入り、同４３年にはＧＮＰ（国民総生産）が自由社会第２位の経済大国となり、

その後、同４８年の第１次石油ショックを契機に高度経済成長は終焉を迎え、低成長期に

移行し、同時に農業は一気に国際化、縮小化に向かっている。 

 国内産業構造は、高度経済成長期を通じて、農業を主とする第１次産業から重化学工業

及び電子工業を中心とした工業化の方向へと画期的な転換を遂げている。しかし、重化学

工業の成長は、海外の原料・エネルギー資源に依存し、工業品輸出に立脚した経済成長に

ほかならず、その成長過程においてわが国農産物は市場開放の標的にされ、農産物の輸入
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制限枠の縮小化は、昭和３８年のガット（関税貿易一般協定）１１条国移行（国際収支を

理由とする輸入制限の禁止）とともに加速し、同６０年以降は急激な円高化に伴う内外価

格差の拡大もあって、農産物輸入は増加のテンポを速め、 「ガット・ウルグァイ・ラウン

ド」交渉（昭和６１年～平成５年）において農産物関税の削減、さらに農産物の国内支持

・輸出補助金の削減が合意され、わが国農業は今後とも増大を続ける輸入農産物の重荷を

背負うことになり、その一方では多様な外国農産物が国民の食生活を大きく変え、国民の

農業に対する評価は次第に低下していった。 

 経済の高度成長は第１次産業から第２次、３次産業への大量の労働力の移動、農村から

都市への膨大な人口の流出という現象をもたらし、その結果として農家数の減少と兼業農

家数の増加、さらに新規学卒者及び若年農業者の地滑り的離農による農業の担い手の急速

な減少が起こり、また、農村住民の高齢化と過疎化により、冠婚葬祭や水路、生活道路の

管理、伝統文化の継承など社会的共同体としての集落機能の低下、あるいはその崩壊が始

まっている。 

  しかし他方では、工業の復活・発展は農業生産における化学肥料、農薬、農業機械を基

軸とした工業的農業技術の確立に貢献し、その技術体系と農業構造改善事業の推進のもと

で、労働生産性は上がり、食糧は増産された。たとえば米の収穫高は昭和４２年に史上最

高を記録し、その後も豊作は続き、国民の米消費量の減少と相まって、生産過剰となり、

同４６年から生産調整・減反が開始され、また、酪農部門でも生乳生産量は増大し、同５

２年以降一挙に生乳の生産過剰時代に入り、同５４年から生乳の計画生産が始まっている。

このような農産物の生産調整と価格の低迷は農業所得の減少を招き、通勤兼業農家や出稼

ぎ農家の増加、そして耕作放棄を誘発している。 

  また一方、近代的工業化農法に基づく化学肥料の大量施用や農薬の不適切な使用および

大家畜飼養の規模拡大に伴う糞尿の大量投与、大量廃棄などにより、地下水や食品の汚染、

生態系や環境の破壊が起こり、環境問題が提起されている。 

  上記したような農業や農村をめぐる社会経済的環境の時代的激変の中で、蒜山地域４町

村における農業生産構造に係わりのある幾つかの指標の昭和３５年以降平成１２年あるい

は同１７年までの期間におけるに推移状況をみると以下のとおりである。 

  総人口の減少率（昭和３５年～平成１７年）は蒜山地域 41.7% （中和村 51.2% 、湯原町

50.3% 、川上村 32.6% 、八束村 32.3% ）、１５歳未満人口の減少率（上記期間）は蒜山地

域 80.0% 、中和村 86.3% 、湯原町 85.7% 、川上村 74.0% 、八束村 73.6% ）、６５歳以上

人口の増加率（上記期間）は蒜山地域 171.8%（中和村 248.1%、八束村 187.9%、湯原町 156.9%、

川上村 150.9%）となっている。 

  上記の１５歳未満人口比率は、昭和３５年に蒜山地域 32.6% （中和村 33.5% 、八束村

32.7% 、湯原町 32.6% 、川上村 32.0% ）、平成１７年には蒜山地域 11.2% （八束村 12.8% 、

川上村と湯原町各 12.3% 、中和村 9.4%）となり、６５歳以上人口比率は、昭和３５年に蒜

山地域 7.8%（川上村 8.4%、八束村 7.8%、湯原町 7.7%、中和村 7.2%）、平成１７年には蒜

山地域 36.4% （中和村 51.1% 、湯原町 39.6% 、八束村 33.1% 、川上村 31.5% ）となって

いる。 

  総戸数の増減率（昭和３５年～平成１２年、△減少）は蒜山地域△6.7%（湯原町△17.3% 、

中和村△14.3% 、川上村△2.0%、八束村 6.6%）、農家数の減少率（上記期間）は蒜山地域

43.0% （八束村 44.3% 、湯原町 43.4% 、川上村 41.7% 、中和村 41.2% ）、非農家数の増

加率（上記期間）は蒜山地域 168.2%（川上村 294.9%、八束村 227.7%、中和村 194.5%、湯

原町 82.7% ）となり、非農家率は昭和３５年に蒜山地域 17.3% （湯原町 20.9% 、八束村

17.7% 、川上村 11.9% 、中和村 11.7% ）、平成１２年には蒜山地域 49.8% （八束村 57.9% 、

川上村 47.9% 、湯原町 46.1% 、中和村 40.2% ）となっている。 

  専業農家数の減少率（昭和３５年～平成１２年）は蒜山地域 80.6% （八束村 89.1% 、川

上村 79.1% 、中和村 74.4% 、湯原町 68.9% ）となっている。 

  農業就業人口（自営農業のみに従事した世帯員及び農業と兼業に従事し自営農業の従事

日数の方が多い者）の減少率（昭和３５年～平成１２年）は蒜山地域 64.7% （湯原町 70.0% 、

中和村 69.5% 、川上村 62.2% 、八束村 58.1% ）となっている。 
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  農業集落数の減少率（昭和３５年～平成１２年）は蒜山地域 3.8%（湯原町 5.1%、八束村

3.9%、川上村 3.6%、中和村 0%）と極めて低く、１農業集落における農家率は昭和３５年に

蒜山地域 82.7% （中和村 88.3% 、川上村 88.1% 、八束村 81.2% 、湯原町 79.2% ）となり、

平成１２年には蒜山地域 50.2% （中和村 59.8% 、湯原町 53.9% 、川上村 52.1% 、八束村

42.1% ）となっている。 

  ２２２２ 地域及地域及地域及地域及びびびび農業農業農業農業のののの活力水準活力水準活力水準活力水準のののの現状現状現状現状 

  本項では上記した農業の縮小化、農村の過疎化に向けた社会経済的環境の激変下の蒜山

地域４か町村の平成１７年における地域活力及び農業活力の水準について表２４～２７の

資料により記述する。 

  地域農業の展開方向を見定めようとする場合、農業的な面からのみでなく、農業に深い

かかわりをもつ地域の社会経済的諸条件をも織り込んだ現状分析が必要である。その手法

の１つとして、市町村統計の中から地域農業の実態をより強く反映する１７の指標を用い、

主成分分析により農業活力と地域（経済）活力の得点を算出し、地域農業の特色を総合的

に評価するスコア法が挙げられる
1)

。 

  上記の指標１７項目の中で農業構造的要因に関する指標として、①１戸当たり生産農業

所得、②上層農家率、③本業農家率、④農業労働生産性、⑤１戸当たり経営耕地面積、⑥

１５０日以上従事の農業就業人口比率、⑦６０歳未満農業就業人口、⑧１００戸当たりト

ラクタ－台数が選ばれ、一方、社会経済的要因に関する指標として、⑨１人当たり課税対

象所得額、⑩財政力指数、⑪生産年齢人口比率、⑫可住地人口密度、⑬人口増加率、⑭第

３次産業就業人口比率、⑮林野率、⑯１人当たり工業出荷額、⑰１人当たり個人預貯金残

高が採択されている。 

  一方、市町村における農業集落の実態把握の一環として、農業センサスを資料に特化係

数を用いて、農家水準を点数で示し、その市町村間比較の試みがみられる
2)

。その場合に

おける農家水準算出の基礎として、①男子生産年齢人口（１６～６４歳）がいる専業農家

数、②世帯主専従第１種兼業農家数、③男子専従者がいる農家数、④あとつぎ男子専従者

がいる農家数、⑤経営耕地面積 0.5ha 以上農家数、⑥複合経営農家数（準単一複合経営を

含む）の６指標項目が採択され、これら６指標数値の特化係数（岡山県＝1.00）を合計し

て単純に６で除し、県平均を 1.00 点として農家水準を表示している。 

  本項では、表２５に示す農業の展開を大きく規制する社会経済的要因の中から、地域活

力指標として、①年少人口（０～１４歳）減少率、②生産年齢人口（１５～６４歳）減少

率、③年少人口指数、④老年化指数、⑤就業人口の第１次、２次、３次産業別構成比、⑥

就業人口１人当たり農業粗生産額、⑦従業者１人当たり工業製造品出荷額、⑦従業者１人

当たり商品販売額、⑧町村内総生産の第１次、２次、３次産業別構成比、⑧就業人口１人

当たり町村内総生産、⑨人口１人当たり町村民所得、⑩町村財政の財政力指数の１６指標

を採択し、一方、農業構造的要因として農業生産力や担い手の質に関する農業活力指標と

して、①１戸当たり経営耕地面積、②耕地１００ha 当たり耕耘機・トラクタ－台数、③耕

地率、④農業就業者生産年齢人口比率、⑤６５歳未満農業専従者がいる農家率、⑥１５０

日以上従事の農業専業者比率、⑦主業農家率、⑧同居後継者がいる農家率、⑨農産物販売

額５００万円以上農家率、⑩農業就業者１人当たり農業粗生産額、⑪１戸当たり生産農業

所得の１１指標を採用した。 

  ４か町村における地域活力と農業活力を求めるため、表２５に掲載した指標の特化係数

（岡山県＝1.00）の合計値を指標項目総数で単純に除し、その数値を岡山県平均レベルと

比較した地域および農業の活力水準とみなし、それぞれの活力水準を示すと表２６、２７

のとおりである。 

  ４か町村における地域活力水準は、中和村 1.31、八束村 1.15、川上村 0.96、湯原町 0.56

の順になり、また蒜山地域は 0.88 を示し、中和村と八束村は岡山県レベルを上回っている。

一方、農業活力水準は八束村 2.22、川上村 2.17、中和村 1.09、湯原町 0.83 の順になり、

また蒜山地域は 1.59 を示し、湯原町を除く３か村は岡山県レベルを上回り、特に八束村と

川上村はともに近似し、超大幅に上回っている。 

  以上のように、蒜山地域４か町村における農業を包む地域活力は岡山県の平均レベルに



- 834 - 

比べて中和村と八束村は高く、反対に湯原町は著しく低い。一方、農業活力は中和村と湯

原町を除く八束村と川上村は県の平均レベルを大きく上回り、きわめて高く、中和村は県

レベル並み、湯原町はきわめて低くなっている。 

 

          第第第第２２２２項項項項        地域再生地域再生地域再生地域再生へのへのへのへの道道道道 

        １１１１ 地域再生地域再生地域再生地域再生のののの理念理念理念理念 

  近年、地域再生、地域活性化、地域起こし等々、「地域」という冠をつけた言葉が広ま

っている。そこで一先ず識者たちが開陳する「地域」の概念について次に記述しておく。 

  地域とは、土地を基盤として、そこに住む人達の間で形成される人間関係によって満た

され、ある程度の統一性を持った社会的空間が投影した一定の範囲の土地であり、その集

団は地域社会と称される
3)

。他の識者もまたその概念に沿って、本来、土地は空虚な空間

であるが、そこに人が住み、人と人との相互関係が形成され、それが無数に蓄積されてい

くと、その空間は充実したものとなり、それは地域と規定され、その広がりは顔見知りで

日常の生活のニ－ズが満たされる集落を基礎として、市町村単位、郡単位、県単位、地方

というように重層的な構造を持つものと考えらており、行政サ－ビスなどもこのような構

造を基礎として提供されているとしている
4)

。 

  なお、地域に関連するコミュニティの概念に触れると、それは地域に立脚した集団であ

り、生活の場において市民として自主性と責任を自覚した個人および家庭を構成体として、

各種の共通目標を持った開放的でしかも構成員相互に信頼感のある集団であるとされてい

る
3)

。 

  平成１７年４月に「地域再生法」が施行され、これに合わせて政府は地域再生プログラ

ムを策定し、民間による地域再生事業を促進するため税制優遇措置や新たな地域再生基盤

強化交付金制度を創設し、また、補助金等適正化法の手続きの特例により、補助金で建て

た施設の転用手続きを簡素化する等の施策を講じている。 

 しかし、以上の法制度や政策の対象は、従来の公共事業と変わらない物的な事業とされ、

たとえば、地域再生法の特例措置の対象は道路、農道、林道、下水道、集落廃水施設、港

湾施設、漁港施設などとなり、これらの整備に特例を認めることが地域再生につながるか

どうか疑問視する向きもある。その理由の１つとして、こうした政策に、なぜ、地域が衰

退し、荒廃するに至ったのかという問題について、過去の地域政策から教訓を学び、その

理由を解明し、それに依拠した地域の再生のためのコンセプト（全体を貫く基本的な視点

や考え方）が見られないことを挙げている。しかも、地方の側には、この政府の法制度と

施策に拠って地域再生を図ろうとしている自治体がなお多く見受けられると指摘している

5)

。 

  こうした政府における地域再生のための政策遂行の現状からすると、地方分権の時代に

相応しく、地域住民一人ひとりが何をすべきか思案し、すべての住民参加のもとで自主的

に、どのような地域につくり変えるのか、その目標を掲げ、新しい地域像を描き、そのた

めに実行すべき課題を設定し、地域再生への道を継続的に果敢に進まなければならない。 

  先に記述したように、蒜山地域４か町村の地域力水準は岡山県レベルを大幅に下回り、

その活力は著しく衰退しており、地域再生への道はことのほか険しく感じられるが、地域

住民にとっては、未来の人々から託せられた重い宿題である。 

  地域再生のために掲げる目標は当然のことながら地域によって異なるものである。しか

し、共通する基本的、普遍的、原理的な目標のもとで描かれる地域の将来像はあるはずで

ある。 

  地域とは日常的な生活の場であり、そこに住む人々に対して、「和やかな心の交わり」、

「住みやすい」、「豊かな暮らし」、「持続可能」、「麗しい空間」の５つの目標（価値）

を提供できる地域こそ、すべての地域に共通する将来像であると考えられる。したがって

地域の再生とは、上述の５つの価値を具現する「活力あふれる地域づくり」であり、その

価値の実現こそが地域再生の基本的理念と言える。 

  上記した「和やかな心の交わり」とは、人間関係において情愛と信頼に満ちた楽しい社

会であり、「住みやすい」とは、すべての人々の人権が保障され、天災・人災への備えが
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万全であり、福祉や社会保障が充実し、安全・安心・安息を享受できる社会であり、「豊

かな暮らし」とは、地域産業の充実と新しい地場産業の振興を図り、豊かな生産力を期待

できる社会であり、「持続可能」とは有限の地域資源を効率よく循環的に活用し、永続的

に発展を続ける社会であり、「麗しい空間」とは、日常生活の必要に適応した生活環境が

整備され、地域の空間的特質に配慮した家屋や施設の配置がなされ、自然環境と調和した

景観を保持し、地域文化を維持・培養し、ゆとりある空間を創出できる社会である。なお、

「活力あふれる地域づくり」の「活力あふれる」とは、よりよい地域社会へと、新しい可

能性に向けた地域住民の絶えざるエネルギ－を蓄えている状態の表現である。 

  上記した５つの価値を備えた「活力あふれる地域づくり」のために取り組むべき課題は

上述の文脈の中のキャッチフレ－ズで示されているが、多少の解説を加えると以下のとお

りである。 

  ２２２２ 人権人権人権人権のののの保障保障保障保障とととと高福祉高福祉高福祉高福祉のののの実現実現実現実現 

  「生」を充実して生きることが人間の本質的な幸福であり、そのような人間の生活を支

えるのが地域であるが、今、大方の地域において高齢者福祉の立ち遅れ、医者の不在、子

育て支援策の不備、交通弱者のための地域交通の壊滅などにより、福祉面における地域住

民の人権は危機に直面している。したがって地域空間を人々の生活にとって豊かな水準の

ものにするためには、何よりもそこに住む人々の人権が保障されていることである。 

  たとえば福祉の面では、高齢者やハンディキャップを持つ人々が安心して暮らせるシス

テムが地域に存在し、それらの人々が健常者とともに当たり前に暮らせるノ－マライゼ－

ションの社会が成立して、また、万全の介護システムが確立し、健康と生命の安全が保障

され、居住の観点からは人々が適切な負担で適切な規模の住まいを適切な場所に確保でき、

しかも高齢、低所得、国籍、性別などの関わりなく、その地域に定住し続けられ、また、

交通弱者の移動の手段が確保され、あるいはまた、子育て支援策が充実していなけれなら

ない。さらには、天災・人災に対し、安全・安心な地域でなければならない
6)

。 

  ３３３３ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振振振振興興興興 

  地域産業の振興は、「活力あふれる地域づくり」の中核をなし、地域住民の生活を安定

的に支える収入源の確保や就業機会の増大を図る上で取り組むべき重要課題である。 

  全国の農村地域における既存の産業には農業の他に商業、鉱業、建設業、製造業、サ－

ビス業、観光業などが見られ、その中で主要な産業は農林業となっている。しかし、経済

高度成長期以降、労働力の都市への大移動、輸入農産物による圧迫、後継者不足と担い手

の高齢化等々により農業の空洞化が進み、林業もまた担い手不足、高齢化、輸入木材の増

大、さらに木材価格の低迷が続き、年々放置される森林面積は増加し、地域農林業は極め

て危機的状況にある。 

  蒜山地域における農林業も例外でなく、そのうえ商業面では従業者数は減少し、商品販

売額は低下し、工業製造品出荷額も大方の事業所で低下し、観光業は停滞状態となってい

る。こうした状況から、「活力あふれる地域づくり」において地域産業の振興は緊急に取

り組まねばならない課題である。 

  上記したように農村地域には異種の産業が縦割りの状態で存在し、地域産業をかろうじ

て支えている。そうした状況の中で、今後における地域産業の振興には２つの方向性がみ

られる。 

  第１の方向性は、多様な産業の複合的・総合的な展開による付加価値農業の創造であり、

それは「地域の六次産業化」
7)

あるいは「地域産業複合体」
8)

と称される地域システムの

持続的、発展的な運営である。 

  農業の分野では以前から、一般に個別農家レベルでの「農業の六次産業化」の必要性が

強調されてきた。それは農業が生み出す付加価値の創造であり、「産消提携運動」「ふる

さと便」といった市場を迂回する販売方式によって実現されている。たとえば岡山県内に

おける酪農家の事例として、全国的に知名度の高いチ－ズづくりの先駆者吉田牧場（吉備

中央町）は現在、周年放牧のブラウンスイス種１８頭、ジャ－ジ－種４頭の牛乳から６種

類のチ－ズを製造し、ホ－ムペ－ジやインタ－ネットに頼らず販売している
11) 

。そのほ

かに岡山市の周辺部で７戸の酪農家によるジェラ－トやチ－ズ、ヨ－グルトなどの製造・



- 836 - 

直売の事例がみられる
12) 

。一方、農協レベルの事例として、真庭市北部の蒜山酪農農業

協同組合におけるジャ－ジ－種牛による地域酪農業の六次産業化が昭和３０年代から推進

され、現在、同種牛飼養頭数は全国的に著しく突出し、主産地を形成している。 

  全国的にみて農業の六次産業化には限界があり、しかも、農業の守備範囲を拡大してい

くだけでは、地域は活性化されにくく、そこで生まれたのが、地域内の農業、食品業、観

光業、建設業など農工商の連携による「地域の六次産業化」であり、同様に異種の産業、

社会集団、諸組織が機能的に複合することにより、地域産業の持続的な発展を図る「地域

産業複合体」の出現であった。 

  近県での事例は広島県世羅町における「世羅高原６次産業ネットワ－ク」である。同ネ

ットは世羅町内の米・大豆農家、果樹農園、花観光農園、牧場、加工グル－プ、農産物直

売店、レストラン、ＪＡ、高校等々５５団体のメンバ－で構成され、共同の観光案内作成、

イベント出店、商品開発、統一ブランドの普及、研修情報交換、ＰＲ活動など行っている。

平成１８年度に県と世羅町の整備によるワイナリ－や遊具のある「せら夢公園」の一角に

アンテナショップを開設し、その運営主体として、メンバ－のうち３２団体が出資し、協

同組合を設立している。ちなみに世羅町の平成１８年の観光客は、同年春の「せら夢公園」

開業効果もあって約２００万人を数えている
13) 

。 

  一方、岡山県における事例として、農商連携による地域活性化に取り組む「岡山果物カ

タログ」と「地産地消ギルト岡山」がある。前者は平成１３年に設立の有限会社「漂流岡

山」（果物販売企業）が本物の果物づくりを目指す生産者を発掘し、本物を求める消費者

をウェブサイトで結び、高付加価値を付けて販売するシステムである。後者は上記の「漂

流岡山」が平成１６年に立ち上げた野菜農家、加工業者、流通業者、デザイン会社等も参

加した異業種ネットワ－クである。複数の野菜農家の生産能力を組み合わせ、多種多様な

野菜品目を揃え、「顔の見える農産物」を適正価格で地元や県内量販店に安定的に供給・

販売し、生産農家の経営の向上を図るシステムである。 

  第２の方向性は、地域資源を生かした地場産業の創造であり、それは既存資源の活用あ

るいは新資源の開発・醸成による地域活性化への道である。  その１つは、伝統的な民芸

や工芸の復興であり、その身近な好例を蒜山地域における郷原漆器の復活に見ることがで

きる。 

  郷原漆器は、今も旧大山街道宿場町の面影を色濃く伝える郷原の里で、およそ６００年

前の室町時代明徳年間に起源する工芸品である。江戸時代初期正保４年より、郷原地方に

多数の木地師が移住し、盛んに稼業し、江戸時代中期に生産は本格化し、主にブナを素材

とした軽量な漆器は大山参詣者の土産物として歓迎され、商圏を拡大していった。しかし、

明治期に入ると輪島塗、会津塗の大量生産におされ、郷原の大火も重なって生産は衰退し

たが、明治３０～４０年代から大正時代にかけて山陰地方に商圏を拡大していった。しか

し昭和年代初期の世界的な大恐慌、そして戦時体制下における漆の輸入量の激減と統制、

さらに塗師・木地師の兵役徴用、戦後における化学工業の発展に伴うプラスチック製品の

普及により、漆器製造は衰退の一途をたどっていった。 

  しかし、今から２０余年前、かつて、庶民の食卓や祝いの膳を飾った、伝統の器の復興

は岡山県郷土文化財団によって着手され、その成果は平成１８～１９年にかけて、製作技

術は県指定重要無形民俗文化財、衰滅以前の製作用具などは国登録有形文化財に指定され

ている
9､10) 

。その有形文化財は地元の歴史民俗資料館に展示されているが、それを地域

活性化に役立てるためには、観光業との連携などを積極的に講じなければならない。 

  もう１つは地域資源を活用した観光業の創造である。 

  既存の地域資源、あるいは新しく観光資源を開発し、地域の活性化を図る事例は近年各

地でみられるようになってきた。それは「ふるさと観光業」
8)

とも呼ばれ、既に観光業の

展開条件が揃った地域ではグリ－ン・ツ－リズム、農山漁村体験、ふるさとオ－ナ－制等、

あるいはスキ－場、民宿、ペンション経営などが実施されている。 

  岡山県内における新しい観光資源の創造の事例の１つを挙げると、県の最北端、中国山

地の分水嶺地帯に広がる津黒高原（高峰津黒山 1,117m）に平成１１年に開設された「津黒

いきものふれあいの里」や「津黒川河川公園」がある。  前者は面積１６ｈａの里山自然
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公園と展示館を備え、自然公園は津黒高原に生息する貴重な動植物の生息環境を保全し、

動植物が観察できるほかに湿地帯や炭焼小屋などの見どころもあり、山野草や歴史的遺産

などを見ながら山の自然と文化を学び、炭焼やそば打ち体験もできる。また、展示館（ネ

イチャ－センタ－さゆり館）では、公園内で採取した昆虫などの標本を展示し、また自然

観察会などのイベントもある。後者の「河川公園」は水量豊かな清流・津黒川河畔に造成

された水辺公園であり、気軽に魚のつかみ捕りや渓流釣りが楽しめる。 

  以上の自然観光施設に隣接して市営「津黒高原荘・和みの湯」の宿泊施設があり、その

近辺にスキ－場およびオ－トキャンプ場が併設され、キャンプ場の近くには温泉プ－ル、

テニスコ－ト、釣り場が整備されている。 

  近年、農林漁村空間にゆとりや安らぎ、心の豊かさ、ふるさとの原風景を求める人々の

期待が高まっている。上記した津黒高原におけるようなツ－リズム資源を整備した施設数

は、平成１９年１月現在、中国四国地域に１０３か所、うち岡山県内に１９か所点在して

いる
15) 

。ちなみに以上の施設における体験メニュ－は、市民農園・オ－ナ－農園、田植

え・稲刈り、野菜の栽培・収穫（芋ほり等）、果物の栽培・収穫、そば・うどん打ち、味

噌・豆腐・コンニャク作り、ウインナ－・ソ－セ－ジ作り、炭焼き体験、わら・木・竹細

工・クラフト体験、陶芸、歴史文化鑑賞（神楽・人形浄瑠璃）、魚つかみ捕り・釣り堀・

漁業体験、カヌ－・カヤック、グランドゴルフ、その他と多岐に亘っている。 

  ４４４４ 環境保全環境保全環境保全環境保全とととと持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり 

  人間社会における環境とは、それを取り巻くさまざまな外的条件の全体を指す言葉であ

る。２０世紀、人々は経済に至上の価値をおき、経済成長こそが生活の豊かさを実現する

ものと信じ、懸命の努力を行ってきた。しかし、その活動が地球温暖化や廃棄物の大量排

出等によるすさまじい環境破壊を引き起こし、人間の生存を脅かすようになっている。し

かし、同時に、この状況を打開し、持続的な発展を可能にするため、環境保全を人間社会

の課題として、意識的な努力を開始した世紀でもあった。 

  １９７２年（昭和４７）の国連人間環境会議では、技術革新のもとで無計画、無制限な

開発が人間環境を破壊し、人間生活の根底をおびやかしつつある状況を受けて、人間環境

の保全と向上に関する『人間環境宣言』を１１４か国の参加のもとで採択された。 

  地球環境を守るための協議や具体的な取り組みは国連を始め世界各地の民間団体で行わ

れ、そのなかで国際機関としては１９７２年に国連環境計画（ＵＮＥＰ）が発足し、地球

環境の評価や管理を積極的に推進し、１９８５年にＵＮＥＰ理事会で「オゾン層保護のた

めのウィ－ン条約」が締結され、１９８７年には「モントリオ－ル議定書」が採択され、

史上初めて、法的な効力をもつ地球規模の『気候変動枠組み条約』が結ばれ、同条約に基

づき二酸化炭素などの温室効果ガス削減に向けた先進国の目標作りが始まり、１９８９年

のフランスで開催の主要国首脳会議（サミット）では、経済宣言の約３分の１が、オゾン

層の破壊や地球温暖化、熱帯雨林の破壊など地球環境問題全般への懸念に割かれている。

地球温暖化への国際的関心が一段と高まるなかで、上記の気候変動枠組み条約に基づき、

１９９７年（平成９）に京都で開かれた条約国会議で、２００８～１２年の削減目標を定

めた『京都議定書』が採択され、２００５年のフランスで開催のサミットで、京都議定書

の約束期間（０８～１２年）以降の『ポスト京都』の枠組みつくりの検討を開始すること

を合意し、２００７年ドイツで開催のサミットでは、地球温暖化が主要テ－マとなり、２

００８年の洞爺湖サミットでも、温暖化問題は主要課題として予定されている。 

  上記した「温室効果ガス削減目標」の合意に向けて漂流を続ける国連加盟諸国に対し、

北極域のツンドラ地帯やグリ－ンランドから、その合意を促すメッセ－ジが発せられてい

る。それは温暖化のためツンドラで低木の茂みが拡大し、乾燥化が起こり
16) 

、グリ－ン

ランドを覆う氷河の年間流出量が１０年間に約 2.5 倍になった
17) 

という報告である。一

方、米国クリントン政権の副大統領アル・ゴアは、地球温暖の危機を訴えた著書『不都合

な真実』を出版し、同題名の映画のロングランが続き、それは地球市民の地球環境問題へ

の関心の高まりを示唆するものである。そして、２００７年のノ－ベル平和賞はアル・ゴ

ア氏と科学者の集団である国連の「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」が共同

受賞し、地球温暖化対策は人類一人ひとりのテ－マであることを世界の人々に強く印象づ
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けたのである。 

  わが国政府は、平成１２年６月に「循環型社会形成推進法」を施行し、大量生産・大量

消費・大量廃棄型社会から天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を極力低減される循環

型社会へとダナミックに向かっているが、それは石油文明社会の見直しでもある。 

  わが国の「京都議定書」に基づく温室効果ガスの排出削減目標は、平成２０～２４年の

間に対平成２年比６％減となっている。しかし、現実は平成１５年度の排出量はさらに

8.3%増えており、議定書の約束を果たすには 14.3% という大幅な削減を図らなければなら

ない。 

 近年、温暖化対策の一環として、国際的にハイブリッドカ－が人気を集め、バイオマス

燃料も注目されている。わが国政府は、平成１４年１２月、「バイオマス・ニッポイン総

合戦略略」を閣議決定し、バイオマス資源の利活用を積極的に推進することとしている。

平成１９年５月、経済産業省は自動車など運輸部門の石油依存度を下げるための２０３０

年までの道筋をまとめた「次世代自動車・燃料イニシアチブ」を発表しいる。 

  前・安部首相が策定を指示した「環境立国戦略」について、平成１９年５月に中央環境

審議会の特別部会で提言の原案が示された。その柱となる地球温暖化問題は、同年６月に

ドイツで開かれるサミットで政府の基本方針として提示された。その原案は「地球温暖化」

「資源の浪費」「生態系」の３分野において、地球規模の環境問題が深刻化していると指

摘し、将来の世代に受け渡していける「持続可能な社会」に変えていく必要があるとして

いる。そのために、今後１、２年で重点的に着手すべき８つの戦略を挙げている。その１

つは、日本人が自然に手を加えて形作った「里地里山」から着想した「ＳＡＴＯＹＡＭＡ

イニシアチブ」を提唱し、自然と共生する伝統の知恵を再興して発展させる方法を世界に

発信するというものであった
18) 

。 

  先に記述した『京都議定書』の取り決めを巡る先進国間や途上国との交渉は、国益のぶ

つかりのほかに、その交渉の背後では、自然と人間の関係がいかにあるべきかについて、

一種のパラダイム・シフトが進行していたように思われ、それは自然と人間の関係につい

ての哲学の転換と言い換えられ、その転換の方向は「自然と人間の共生」というル－ルが、

今後の社会に求められるということである。そして、狭い意味での人間中心主義から、人

間と自然の共生という考え方に社会の基本ル－ルを変えていくことが、持続可能な社会、

持続可能な発展につながると考えられるようになってきたのである
19) 

。 

  農村地域は緑・水・大地・生き物が複雑に織り成す地域生態系を基盤として存立し、そ

の生態系の機能に負荷をかけないように、温室効果ガスの排出削減と共に自然破壊、土壌

・水質など環境汚染、ル－ラル・アメニティの保全・再生・創造、そして自然環境や自然

資源を持続可能なかたちで利用・維持・管理する制度・組織の確立などにたゆまない努力

を重ねるとき、先に記述した「活力あふれる地域づくり」の５つの目標のうち「持続可能」

と「麗しき空間」は達成される。 

  ちなみに上記したル－ラル・アメニティとは、一般にはル－ラル（農村とか田舎）にお

ける生活環境の快適さ（住みやすさ）や豊かさを表す言葉として用いられている。アメニ

ティとは、イギリスの法的定義によると「あるべきものが、あるべきところに、あること」

となっており、地域社会の中で、どういうところに、どんなものが、どんなふうにあるこ

とが快適な暮らしであるかについて、そのコミュニティで共通了解があるときにはじめて、

アメニティという言葉が使えるということである
20) 

。 

  アメニティとは、過去の人間社会が作りだしてきた歴史的なまち並みや建造物、あるい

は自然景観、さらに文化財を含む概念であると同時に、そうした人工物がある空間の中で

どのように自然と調和しているかを評価しうる概念でもあり、それゆえ時間軸上における

歴史的アメニティと空間軸上における空間的アメニティを地域の個性や文化性として統一

的に把握することができるので、この意味においてアメニティは地域固有財であると言い

うる。 

  その地域固有財としてのル－ラル・アメニティは、自然的なものであれ人為的なもので

あれ、この半世紀間に、農村地域の土地利用に結びついた技術や制度の変化、そして過疎

化の進行にともなって失われる傾向にある。しかし一方、ル－ラル・アメニティに対する
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需要はむしろ増加している。経済性一辺倒の考え方から心の豊かさや生活の質を重視する

ようになり、労働時間の短縮に伴う余暇時間の確保とあいまって、ル－ラル・アメニティ

への関心が高まり、都市地域の住民はレクリエ－ションのため農村地域を訪れるようにな

ってきたのである
21) 

。 

  上記したように、ル－ラル・アメニティの保全・再生・創造とは、地域の景観やまち並

み、伝統文化、そして地域資源を保全しつつ活用し、生活環境の快適さ、豊かさを実現し、

地域固有の文化性を発展させていくことであり、それは先に掲げた「活力あふれる地域づ

くり」における「麗しき空間」の形成に深く関与するもである。 

  ル－ラル・アメニティの保全・再生・創造は先進国共通の課題であり、それは公共政策

として比較的新しい分野である
21) 

。わが国では農林水産省において平成１０年度から「田

園空間整備事業」を実施し、当該事業はその後、同１８年度から「食料・農業・農村基本

計画」（平成１７年３月が閣議決定）に基づく「魅力ある田園空間支援事業」に引き継が

れている。 

  この事業は「田園空間整備事業」における考え方を基礎として、農村を単なる「生産を

支える生活の場」としてとらえるのではなく、その地域の自然とそこに暮らす人々がつく

り上げた「独自の文化や資源の宝庫」と考え、地域の「水」「緑」「土」を最大限に活か

した「魅力ある田園空間」の形成を目指している。 

  本事業の具体的内容は「魅力ある田園空間」づくりに意欲のある地域（概ね旧村単位）

を支援するため「地区登録制度」を設け、その地区に対し技術的支援、人材の育成、広報

活動の支援を行っている。地区登録制度の登録要件は、①継続的に地域活性化に取り組む

意欲のあること、②自然・景観・伝統文化といった地域資源を活用していること、③農業

の振興を図っていることの３点となっている。 

  上記した技術的支援では地域にアドバイザ－を派遣し、専門的な立場から課題の解決を

図り、人材育成では「魅力ある田園空間づくり」を担うリ－ダ－を育てるため、研修会形

式による実践的な人材育成を行い、広報活動の支援では地域づくりのガイダンスを作成し、

全国規模のシンポジウムを開催し、ウェブサイトを活用して地域づくりを目指す地区の広

報活動を支援している。 

  一方、政府の地域再生本部が平成１５年１２月に決定した「地域再生推進のための基本

指針」に基づき、岡山県は平成１６年１月に「地域再生構想」を策定し、そのなかで、農

山村の素晴らしい自然条件を生かしながら、農山村地域を総合的な産業・交流拠点として

発展を図るため、「条件不利地域における地域資源を生かした農村再生」が謳われている。

なお、上記の「地域再生構想」に「ノ－マライゼ－ション推進型地域統合ケア構想」が盛

られているが、それは既述した「活力あふれる地域つくり」のための「人権の保障と高福

祉の実現」に資するものである。 

  ５５５５ 住民参加住民参加住民参加住民参加のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり 

  これまで、「活力あふれる地域づくり」に向けて「人権の保障と高福祉の実現」「地域

産業の振興」「環境保全と持続可能な地域づくり」を提案してきた。これらの課題・目標

を実践するには、地域住民が「協働」し、地域づくりの主役・主体とならなければならな

い。 

  国土交通省所管の国土審議会は、平成１８年１１月に「国土形成計画」（中間とりまと

め）を公表し、それは昭和３７年にスタ－トした「全国総合開発計画」と大きく相違し、

これまでの高度経済成長を背景にした国主導の大型公共事業による開発志向型から、とく

に地域問題に重点をおいた国土形成計画に変わっている。しかも、計画策定の手順と主体

が変わり、それは国土形成計画の中で「国と地方の協働によるビジョンづくり」と表現さ

れているように、全国計画作成の段階で地方公共団体からの提案や国民各層から広く意見

を聴取する仕組みとなり、地方が主体となって地方の特性や意向を組み込んだ広域地方計

画が策定されることになっている
22) 

。 

  上記した地域計画の策定における国と地方の協働関係は、近年、自治体と住民の関係に

おいても「協働」という言葉がよく使われるようになっている。この協働とはまさに行政

と住民がいっしょに仕事をすることである
23) 

。 
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  平成１２年４月施行の地方分権一括法に基づく地方分権化の方向性は、地域が自律と自

立を図り、地域力を創出することである。自律とは「外部からの制御を脱して、自身の立

てた規範に従って行動すること」、自立とは「他の援助や支配を受けず自分の力で身を立

てること」（いずれも広辞苑）である。地域が自律と自立を果たし、地域の自己決定権を

発揮するには住民の参加が必須の条件であるとされている。 

  地域の人々は、地域自治体と比べて自然環境、文化や伝統、生活習慣、農村集落の空洞

化、経済の悪化等々に精通し、後世代に伝えるに値する地域再生への願望は強く、従って

地域ビジョンの策定とその具現化に自主的に参加する意義は極めて大きく、協働に欠かせ

ない存在である。 

  しかし、一般に多くの地域住民は一人ひとりが地域づくりの必要性を認識しながらも、

その認識を深め、整理し、１本化し、地域再生のグランドデザインに照らし出し、その実

現化を図るまでの一連のノウハウを備えている人は極めて少なく、また、地域づくりを他

人まかせにする人々も多数存在するのが実状である。そうした状況の中で地域づくりにお

ける「人の力」を重視する意見が多い点は注目される。 

 すなわち農林水産省東北農政局が実施した「地域の暮らしに関するアンケ－ト調査」に

よると、「地区の活力を維持・増進していく上で何が重要ですか」という設問に対し、「将

来を担う若手の力」（第１位 77.7% ）、「地区のリ－ダ－の存在」（第２位 72.8% ）、「地

区の人達の結束力」（第３位 65.0% ）、「雇用と収入の場の存在」（第４位 55.3% ）、「女

性の発想や行動力」（第５位 51.5% ）、「行政の支援」（第６位 50.5% ）、「ＪＡ等農業

団体による集落営農の推進」（第７位 48.5% ）となり、人の力をあげる意見が上位を独占

している
25) 

。 

  上記した農村地域における事情を配慮して、地域自治体は地域づくりにおける地域住民

との協働の場をどのように住民に開放し、協働の実をあげていくか、その果たすべき役割

がいま厳しく問われている。 

  地域づくりにおける住民の協働の道筋は多様であるが、その中で注目すべき点は個々の

住民参加に代わる装置の１つとしてＮＰＯ（非営利組織）による住民参加の地域づくりが

近年注目されている。それはＮＰＯが幅広い人的なネットワ－クを持ち、住民参加と協働

のためのノウハウを備えているからである。 

 

          第第第第３３３３項項項項        地域農業地域農業地域農業地域農業のののの展開方向展開方向展開方向展開方向とととと課題課題課題課題 

  先に第３節第１項で記述した蒜山地域における農業の活力水準は、岡山県の平均レベル

をいくぶん上回っているが、同地域構成町村別にみると湯原町は県レベルを下回り、反対

に八束村と川上村は大幅に上回り、中和村は概ね岡山県レベルとなっている。しかし、前

出の第２節第４項で述べたように４か町村における農業の生産構造と経済は平成７年以降

も衰退化を強めており、地域農業の新しい展開方向を見定め、その課題の実現に果敢に取

り組まなければならない。 

  本項では、農業の食料生産と不可分の関係にある国民食生活における食料の消費量とそ

の自給率並びに２、３の農産物の国内生産量の平成１０～１７年における推移状況を表２

８～３１に基づき記述し、それを踏まえて蒜山地域農業の発展方向と課題について記述す

る。 

  １１１１ 国民生活国民生活国民生活国民生活におけるにおけるにおけるにおける食料食料食料食料のののの消費消費消費消費とととと自給自給自給自給 

        １１１１－－－－１１１１ 食料消費量食料消費量食料消費量食料消費量のののの推移推移推移推移 

  国民１人、１年間の消費量（供給純食料）の推移を表２８でみると以下のとおりである。 

  米の消費量は昭和３５年に 114.9kg となり、同３７年に 118.3kg と最高に達し、その後

は急速な減少に転じ、同４４年に 97.1kg と 100.0kg を切り、同４９年に 89.7kg と 90.0kg

を割り、同５４年に 79.8kg と 80.0kg を切り、平成３年に 69.9kg と 70.0kg を切り、その

後は 60.0kg 台を下降し、同１５年に 61.9kg、同１７年には 61.4kg となっている。 

  小麦の消費量は昭和３５年に 25.8kg となり、その後は増加基調で推移し、その過程で同

４１年に 31.3kg と 30kg 台に乗り、平成６年に 33.0kg と最高に達し、同１０年に 32.2kg

となり、その後は概ね横ばい状態で推移し、同１７年に 31.7kg と幾分低下している。 
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  いも類は昭和３５年に 30.5kg と最高を記録し、その後は急速に減少し、同４２年に

17.8kg と 20.0kg を割り、同４４～５１年は 16.0kg 台で推移し、同５２年に 17.4kg と増

加に転じ、その後は概ね横ばい状態となり、同６１年に 19.7kg と再び増加に転じ、その後

は概ね 20.0kg 台で推移し、その過程で平成１０年に 20.3kg となり、同１４年に 19.9% と

20.0kg を割り、その後は横ばい状態で推移し、同１７年に 19.9kg となっている。 

  野菜は昭和３５年に 99.7kg となり、その後は減少基調で推移し、その過程で同４３年に

124.3kg と最高に達し、その後は 110kg 台で推移し、平成２年に 108.4kg と 110kg を割

り込み、その後は 100kg 台で推移し、同１０年に 100.4kg を記録し、同１４年に 97.4kg

と 100kg を割り、同１７年に 96.2kg となっている。 

  果実は昭和３５年に 22.4kg となり、その後増加基調で推移し、その過程で同４１年に

32.0kg と 30kg 台に乗り、同４７年に 43.8kg と 40kg 台に達し、平成６年に 44.4kg と最高

に達し、同１０年に 39.1kg、同１７年には 43.1kg となっている。 

  肉類は昭和３５年に 5.2kg となり、その後増加基調で推移し、その過程で同４１年に

10.2kg と 10kg 台、同５２年には 20.3kg と 20kg 台に乗り、その後は 20kg 台を上昇し、同

６３年に 25.6kg、平成７年に 28.5kg となり、その後は概ね 28kg 台で推移し、同１２年に

28.8kg と最高に達し、同１７年に 28.5kg となっている。 

  牛乳・乳製品は昭和３５年に 22.2kg となり、その後は増加基調で推移し、その過程で同

３８年に 32.8kg と 30kg 台、同４１年に 41.7kg と 40kg 台、同４５年に 50.1kg と 50kg 台、

同５３年に 61.8kg と 60kg 台、同５８年に 70.7kg と 70kg 台、同６３年に 81.3kg と 80kg

台、平成７年に 91.2kg と 90kg 台に達し、同１２年には 94.2kg と最高に達し、同１７年に

92.0kg となっている。 

  魚介類は昭和３５年に 27.8kg となり、その後は増加基調で推移し、その過程で同４３年

に 31.2kg と 30kg に達し、平成１０年に 35.5kg となり、同１３年に 40.2kg と最高に達し、

その後は減少の転じ、同１７年に 34.4kg となっている。 

  上記した食料のうち蒜山地域における主要農産物としての米、野菜、牛乳・乳製品につ

いて、全国レベルにおける平成１０～１７年間の消費量（国民１人、年間）の推移状況を

みると、米は６５kg から６１kg に減少し、野菜は１００kg から９６kg に減少し、牛乳・

乳製品は概ね９２kg 程度で推移している。                     

  １１１１－－－－２２２２ 食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率のののの低下低下低下低下 

  上記した食料の自給率の推移状況を表２９でみると以下のとおりである。 

  米は昭和３５年に１０２％となり、その後は概ね低下基調で推移し、その過程で同３６

～４０年間は９５％前後となり、同４１年には１０１％と１００％台に達し、同４３年に

１１８％と最高に達し、その後は概ね１００％程度で推移し、平成８年に１０２％を記録

し、同９年に９９％と１００％を割り込み、同１０年以降は９５％で推移している。一方、

主食用米の消費量は初めて平成９年に１０３％と記録され、同１０年以降は１００％で推

移している。 

  小麦は昭和３５年に３９％となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同３６年に

４３％と最高に達し、その後は急落し、同４２年に２０％、同４５年に９％と１０％を割

り、同４８年には４％と最低を記録し、その後は概ね横ばい状態で推移し、同５４年に上

昇に転じ、同５５年に１０％となり、その後は１０％台を上昇し、同６３年に１７％とな

り、その後は再び下降し、平成６年に９％と１０％を割り、同７～８年は７％で推移し、

その後は再び上昇に転じ、平成１０年に９％、同１２年には１１％と１０％台に乗り、同

１５年以降は１４％で推移している。 

  いも類は昭和３５年に１００％となり、その後は低下パタ－ンで推移し、その過程で同

５０年に９９％と１００％を割り、その後は９０％台を緩やかに下降し、平成５年に８９

％と９０％台を割り、その後は８０％台を下降し、平成１０年に８５％、同１７年には８

１％となっている。 

  野菜は昭和３５年に１００％となり、その後は低下パタ－ンで推移し、その過程で同４

５年に９９％と１００％を割り、その後は９０％台を下降し、平成５年に８９％と９０％

を切り、その後は８０％台を下降し、平成１０年に８３％、同１７年には７９％と８０％
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を割っている。 

  果実は昭和３５年に１００％となり、その後は低下パタ－ンで推移し、その過程で同３

６年に９８％となり、同４１年には８９％と９０％を切り、同４６年に８１％となり、そ

の後は多少乱高下し、同５６年に７７％と８０％を割り、同６３年に６７％と７０％を切

り、平成３年に５９％と６０％を割り、平成６年に４７％と５０％を切り、その後は多少

乱高下し、同１０年に４９％、同１７年には４１％となっている。 

  肉類は昭和３５年に９３％となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同３６年に

９５％と最高に達し、同４２年に８６％と９０％を切り、その後は概ね８０％台で推移し、

同６１年に７８％と８０％を割り、平成３年に６７％と６０％台に乗り、同７年に５７％

と６０％を割り、その後は概ね５０％台前半で推移し、同１０年に５５％、同１２年に５

２％、同１７年に５４％となっている。 

  牛乳・乳製品は昭和３５年に８９％となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同

６１年まで８０％台を概ね下降し、同６２年に７８％と８０％を割り、その後は多少乱高

下しながら下降し、同１０年に７１％となり、同１２年に６８％と７０％を切り、その後

は概ね横ばい状態で推移し、同１７年に６８％を記録している。 

  魚介類（食用向け）は昭和３５年に１１１％となり、その後は低下パタ－ンで推移し、

その過程で同４２年に１０９％と１１０％を割り、同５１年に９９％と１００％を割り、

同６０年に８６％と９０％を割り、平成元年に７８％と７０％台に下落し、同５年に６４

％、同６年に５９％となり、その後は５０％台を乱高下し、同１０年に５７％、同１２年

に５３％、同１７年５７％となっている。 

  上記した農産物の平成１０～１７年の自給率の推移状況を、とくに蒜山地域の主要農産

物である米、野菜、肉類、牛乳・乳製品についてみると、米（食用）は１００％で推移し、

野菜は概ね８０％前後で推移し、肉類は概ね５５％程度で推移し、牛乳・乳製品は概ね７

０％台前後で推移している。 

  １１１１－－－－３３３３ 米米米米、、、、野菜及野菜及野菜及野菜及びびびび牛乳牛乳牛乳牛乳のののの生産量生産量生産量生産量のののの低下低下低下低下 

  （１）  全国における生産量 

  蒜山地域主産物の米、野菜、牛乳について、全国レベル生産量の平成１０～１７年間に

おける推移状況を、同１０年の生産量を 100.0 とした各年度の指数でみると表３０のとお

りである。 

  米生産指数は、平成１１年に 102.4 となり、その後低下基調で推移し、その過程で同１

２年に 105.9 と最高に達し、同１４年には 99.2 と 100.0 を割り、同１５年に 86.9 と最低

を記録し、その後は上昇に転じ、同１６年に 97.4、同１７年には 100.4 となっている。 

  野菜生産指数は、は平成１１年に 101.4 となり、その後は低下基調で推移し、その過程

で同１３年に 99.3 と 100.0 を割り、その後は下降し、同１６年に 90.0 と最低を記録し、

同１７年には 91.1 となっている。 

  野菜のうち大根は平成１１年に 102.4 と最高に達し、その後は低下パタ－ンで推移し、

同１５に 92.1 となり、同１６年には 85.2 と最低を記録し、同１７年に 85.6 となっている。 

  生乳生産指数は、平成１１年に 98.4 となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同

１２年に 99.1 と僅差ながら上昇し、その後は 96.8～98.0  の範囲を乱高下し、平成１７

年に 96.7 となっている。 

  飲用牛乳生産指数は、平成１１年に 97.4 となり、その後は概ね低下パタ－ンで推移し、

同１５年に 91.0 となり、同１６年には 92.9 と上昇し、同１７年は 89.5 と最低を記録して

いる。 

  バタ－生産指数は、平成１１年に 96.0 となり、その後は低下基調で推移し、その過程で

同１３年に 89.4 と最低を記録し、同１４年には 93.1 と上昇し、同１５～１６年は 90.1

で推移し、同１７年には 94.5 と上昇している。 

  チ－ズ生産指数は、平成１１年に 99.8 となり、同１２年に 102.0 と最高に達し、同１

３年に 99.7 に急落し、その後は概ね横ばい状態で推移し、同１６年に 96.6 と最低を記録

し、同１７年には 99.0 となっている。 

  ナチュラルチ－ズ生産指数は、平成１１年に 107.2 と最高を記録し、その後は低下基調
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で推移し、同１５年に 94.0 となり、同１６年に 84.9 と最低を記録し、同１７年には 92.8

となっている。 

  はつ酵乳生産指数は、平成１１年に 111.9 となり、その後は上昇基調で推移し、その過

程で同１３年に 106.6 と最低を記録し、その後は上昇に転じ、同１４年に 122.2 となり、

同１７年には 124.4 と最高に達している。 

  乳飲料生産指数は、平成１１年に 105.7 と最高に達し、その後は低下基調で推移し、同

１５年に 97.7 と最低を記録し、同１６年に 99.8 となり、同１７年には 101.0 といくぶん

上昇している。 

  乳酸菌飲料生産指数は、平成１１年に 98.5 となり、その後は低下基調で推移し、その過

程で同１４年に 101.3 と 100.0 を上回り、同１５年に 102.3 と最高を記録し、同１６年

には 96.8 に急落し、同１７年に 96.6 となっている。 

  以上で記述したように、全国における米の生産指数は平成１４年以降低下し、同１７年

に回復し、野菜は同１３年以降急落し、大根は同１２年以降低下し、とくに同１６～１７

年に急落し、生乳は同１１年以降概ね横ばい状態となり、飲用牛乳とバタ－は同１１年以

降低下し、チ－ズは同１１年以降概ね横ばい状態となり、ナチュラルチ－ズは同１３年以

降低下し、はつ酵乳は同１１年以降上昇し、乳飲料は同１４年以降横ばい状態となり、乳

酸菌飲料は同１１年以降低下基調で乱高下しながら推移している。 

  （２） 蒜山地域と岡山県における生産量 

  蒜山地域における主要農産物である米、野菜及び大根、牛乳・乳製品生産量の平成１０

～１７年度間の推移状況を、平成１０年度の生産量を 100.0 とした各年度（又は年次）の

指数でみると表３１に示すとおりである。なお対比のため岡山県内における同生産量を付

記する。 

  ①  米生産量の減少 

  蒜山地域における米生産指数は、平成１１年度に 98.2 となり、その後は一貫して低下し、

同１３年度に 89.5 と 90.0 を割り込み、同１５年度に 83.2 となっている。 

  一方、岡山県は平成１１年度に 96.2 となり、その後は低下基調で推移し、その過程で同

１５年度に 88.4% と 90.0 を割り込んでいる。 

  上記したように、蒜山地域及び岡山県における米の生産指数は全年度に亘って基準年度

を下回り、その中で蒜山地域は平成１１年度に岡山県をいくぶん超え、その後は終始下回

っている。 

  ②  野菜生産量の減少 

  蒜山地域における野菜生産指数は、平成１１年度に 95.9 となり、その後は低下基調で推

移し、その過程で同１２年度に 100.2 と基準年度に達し、同１３年度に 86.8 となり、そ

の後は多少乱高下し、平成１６年度に 81.2 となっている。 

  一方、岡山県は平成１１年度に 125.7 となり、その後は低下基調で推移し、同１６年度

に 98.6 と 100.0 を割り込み、最低を記録している。 

  以上で記述したように、蒜山地域における野菜生産指数は、岡山県の場合と異なり全年

度を通して基準年度を下回り、低下基調で推移し、とくに平成１５年度以降急落している。 

  ③  大根生産量の減少 

  蒜山地域における大根生産指数は、平成１１年度に 95.4 となり、その後は低下基調で推

移し、その過程で同１２年度に 99.8 と基準年度に近接し、翌１３年には 78.7 に急落し、

その後は多少乱高下し、同１６年度に 71.2 と最低を記録している。 

  一方、岡山県は平成１１年度に 97.2 となり、その後は概ね低下パタ－ンで推移し、同１

６年度に 74.2 と 80.0 を割り込み、最低を記録している。 

  上記したように、蒜山地域における大根生産指数は、岡山県と同様に全年度を通して基

準年度を下回りながら概ね低下パタ－ンで推移し、その低下の速度は大半の年度において

岡山県を上回っている。 

  ④  生乳生産量の減少 

  蒜山地域における生乳生産指数は、平成１１年度に 99.3 となり、その後は低下基調で推

移し、その過程で同１３年度に 95.2 と最低を記録し、その後上昇に転じ、同１５年度に
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98.6 となり、その後は横ばい状態で推移し、同１７年度には 95.7 に低下している。 

  一方、岡山県では平成１１年に 91.6、同１２年に 91.9 と概ね横ばい状態となり、その

後は低下パタ－ンで推移し、その過程で同１３年に 85.7、同１６年には 77.6 と 80.0 を下

回り、同１７年に 74.2 と最低を記録している。 

  以上で記述したように、蒜山地域における生乳生産指数は全年度において基準年度を下

回っているが、90.0 を割り込むことはなく緩やかに低下し、一方、岡山県の場合は基準年

次を大幅に下回り、大半の年度で 90.0 以下となり、両者間の較差は時系列的に拡大してい

る。 

  ⑤  飲用牛乳生産量の増加 

  蒜山地域における飲用牛乳生産指数は、平成１１年度に 101.3 となり、その後は同１４

年度まで上昇し、同年度に 121.5 と最高に達し、その後は急速に低下し、同１６年度に

105.3 、同１７年度には 97.2 と最低を記録している。 

  一方、岡山県では平成１１年に 95.5 となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で同

１２年にに 91.3 と最低を記録し、その後は急上昇に転じ、同１５年に 98.9、同１６年に

は 102.8 と 100.0 を超え、同１７年に 107.7 と最高に達している。 

  以上で記述したように、蒜山地域における飲用牛乳生産指数は平成１１～１６年度間は

基準年度を上回り、同１４年度に最高に達し、同１７年度には基準年度を割り込み、一方、

岡山県は同１１～１５年の間は基準年度を下回り、同１２年に最低となり、同１６年以降

は基準年度を上回り、同１７年に最高に達している。 

  ⑥  ナチュラルチ－ズ生産量の停滞 

  蒜山地域におけるナチュラルチ－ズ生産指数は、平成１１年度に 91.3 となり、その後は

乱高下しながら上昇基調で推移し、その過程で同１４年度に 106.7 と 100.0 を上回り、最

高に達し、同１５年度に 90.7 と最低を記録し、その後は急上昇に転じ、同１７年度に 104.9 

と再び 100.0 を上回っている。 

  先に記述した全国におけるナチュラルチ－ズの生産指数に比較すると大半の年度で下回

るなかで同１６～１７年度には大幅に上回っている。 

  ⑦  発酵乳生産量の減少 

  蒜山地域における発酵乳生産指数は、平成１１年度に 96.7 となり、その後は一貫して急

速に低下し、その過程で同１３年度に 78.9 と 80.0 を切り、同１６年度には 56.5 と 60.0

を割り込み、同１７年度には 54.4 と最低を記録している。 

  一方、岡山県では平成１１年に 112.9 と最高に達し、その後は基準年次を下回り、急速

な低下基調で推移し、同１７年に 50.9 と 60.0 を割り込み、最低を記録している。 

  以上で記述したように、蒜山地域における発酵乳生産指数は平成１１年度以降基準年度

を下回り、一貫して急速に低下し、同１６年度に 60.0 を割り込み、同１７年度には基準年

度の約半分となっている。一方、岡山県の場合は平成１１年に基準年次を上回った点を除

くと、蒜山地域と類似の低下パタ－ンで推移し、その指数は同１３～１４年には蒜山地域

を下回り、反対に他の年次で上回っている。 

  ⑧  乳飲料生産量の増加 

  蒜山地域におけ乳飲料生産指数は、平成１１年度に 103.2 となり、その後、同１４年度

まで上昇し、110.3 と最高に達し、その後は急速に低下し、同１６年度に 94.7 と基準年度

を下回り、同１７年度に 91.4 と最低を記録している。 

  一方、岡山県では平成１１年に 120.1 となり、その後は上昇基調で推移し、その過程で

同１３年に 183.0 と最高に達し、同１５年に 135.9 に急落し、その後は上昇に転じ、同１

７年に 174.5 となっている。 

  以上で記述したように、蒜山地域における乳飲料生産指数は、平成１５年度まで基準年

度を上回り、その過程で同１４年度に最高に達し、その後は急速に下降し、同１７年度に

最低を記録している。一方、岡山県は全年次で基準年次を大幅に上回り、同指数の蒜山地

域との較差は時系列的に拡大している。                       

 ２２２２ 地域農業地域農業地域農業地域農業のののの展開方向展開方向展開方向展開方向とととと課題課題課題課題 

  ２２２２－－－－１１１１ 農林業農林業農林業農林業のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ 
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  先に記述した第３節第２項において「活力あふれる地域づくり」のため取り組むべき課

題の１つとして地域産業の振興を挙げている。 

  蒜山地域における産業の現状を前出の表２５でみると以下のとおりである。 

  就業人口の産業別シェア（平成１７年）は第１次産業 24.4% 、第２次産業 20.3% 、第３

次産業 55.3% 、地域内総生産（平成１２年）の産業別シェアはそれぞれ 10.6%、25.4% 、

66.3% となっている。 

  農業、商業、工業における労働生産性（農業は就業人口、商業と工業は従業者１人当た

り）（平成１６年）は、農業粗生産額２５万円、商品販売額 1,201 万円、工業製品出荷額

1,633 万円の順になり、農業粗生産額を１とした指数は、商業４８.０、工業６５.３とな

り、一方、以上の総額は農業粗生産額４０億４千万円、工業製品出荷額７２億１千６００

万円、商品販売額７５億５千５００万円となり、農業粗生産額を１とした指数は工業１.

８、商業１.９となっている。 

  上記した蒜山地域における産業構造を①就業人口及び②地域内総生産の産業別シェア、

③農業、商業、工業における１人当たり労働生産性及びそれぞれの粗生産額、販売額、出

荷額の観点からみると、第１次産業・農業は第２次産業・工業、第３次産業・商業と比べ

て極めて低い地位にとどまっている。 

  一方、農林業は工業と異なり、本来、人間の健康な生活の維持や生命の維持にとって不

可欠な緑、水、土、大気等の資源・環境を維持・培養し、そのような働きを通じて、気候

緩和や水質浄化、そして水害・土砂崩壊等の自然災害を抑制するなどの公益的機能を持っ

ている。 

  以上のような農林業の多面的な働きは、上記した国土資源や環境保全機能にとどまらず、

活力ある自然環境や美しい景観、憩いやレクリエ－ションの場を提供し、都会人に体験農

業、林間学校、山村留学、自然観察、自然と文化に親しむ教育などの機会を提供し、また、

子供の人格形成において、農山村での自然体験が果たす教育的な役割も見直され、さらに

豊かさは自然との接点をもつ農山村のアメニティ提供者としての存在意義はますます大き

くなり、さらにまた、文化的な役割が高まっている
26) 

。 

  平成１３年１１月、日本学術会議の答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林

の多面的機能の評価について」の中で示された農林業の多面的機能を次のように整理して

いる
27) 

。 

 ⑴  持続的食料供給が国民に与える将来に対する安心 

  ⑵  農業的土地利用が物資循環系を補完することによる環境への貢献 

  ⑵－１ 農業による物質循環系の形成 

     ①水循環の制御による地域社会への貢献：洪水防止、土砂崩壊防止、土壌浸食（流 

   出）防止、河川流況の安定、地下水涵養 

     ②環境への負荷の除去・維持：水質浄化、有機性廃棄物分解、大気調節、大気浄化、 

   気候緩和など、資源の過剰な集積・収奪防止                  

 ⑵－２ 二次的（人工の）自然の形成・維持 

     ①新たな生態系としての生物多様性の保全等：生物生態保全、遺伝資源保全、野生 

   動物保護 

     ②土地空間の保全：優良農地の動態保全、みどり空間の提供、日本の原風景の保全、 

      人工的自然景観の形成 

  ⑶  生産・生活空間の一体性と地域社会の形成・ 維持 

   ⑶－１ 地域社会・文化の形成・維持 

     ①地域社会の振興 

     ②伝統文化の保存 

   ⑶－２ 都市的緊張の緩和 

     ①人間性の回復 

     ②体験学習と教育 

 （株）三菱総合研究所は、上記した日本学術会議における答申の討議内容を踏まえ、農

業の多面的機能のうち物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について、以下
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のように貨幣評価（年間）を報告している。 

  洪水防止機能：３兆４千９８８億円、河川流況安定機能：１兆４千６３３億円、地下水

涵養機能：５３４億円、土壌浸食（流出）防止機能：３千３１８億円、土砂崩壊防止機能

：４千７８２億円、有機性廃棄物処理機能：１２３億円、気候緩和機能：８７億円、保健

休養・やすらぎ機能：２兆３千７５８億円となっている
27) 

。 

  上記した農林業の公益的機能評価総額は８兆２千２２３億円となり、そのうち洪水防止

機能は突出し、次いで保健・やすらぎ機能、河川流況安定機能と続き、いずれも１兆円を

軽く突破している。ちなみに平成１６年におけるわが国の農産物輸入額は５兆４１億円と

過去最高に達し
28) 

、その額は洪水防止機能及び保健・やすらぎ機能の合計評価額５兆８

千７４２億円を８千７００億円下回っている。 

  以上で記述した農林業の公益的機能は、当然のことながら蒜山地域においても発揮され、

この視点に立つとき農林業は商業や工業と違った立場において地域社会の再生に大きな役

割を果たすことができるのである。しかし、農林業の公益的機能は、農地・林地において

環境保全に軸足をおいた持続的な農業・林業が営まれて初めて発揮されることを忘れては

ならない。 

  ２２２２－－－－２２２２ 地域農業地域農業地域農業地域農業のののの展開方向展開方向展開方向展開方向とととと課題課題課題課題 

  先に記述したように、国民１人当たり年間の食料消費量は平成１０年以降全体的に低下

基調で推移し、その中で米は同１５年以降停滞的に推移し、野菜は同年に急落しその後は

停滞し、牛乳・乳製品は同１０年以降横ばい状態で推移している。一方、食料の自給率は

平成１０年以降全体的に低下基調で推移し、その中で主食用米は１００％で推移し、野菜

は同１５年以降低下し、牛乳・乳製品は同１６年以降いくぶん低下している。 

  上記した食料の消費量と自給率の推移動向の下で、蒜山地域における主要農産物の米、

野菜、牛乳・乳製品の生産量は平成１０年以降減少パタ－ンで推移し、とくに米と野菜は

同１３年以降急落し、生乳は同年に急落し、その後は乱高下しながら減少し、乳製品のう

ち発酵乳は同１２年、乳飲料は同１６年以降急落している。 

  以上で記述した主要農産物の消費と生産の推移動向の視座から蒜山地域農業の展開方向

と課題について記述する。 

  （１）  ゴ－ルなき拡大ゲ－ムからの脱皮 

  地域農業発展の第１の方向性は、農業近代化の遺産であるゴ－ルなき規模拡大ゲ－ムに

よる農産物の量産拡大指向から高品質農産物生産指向への脱皮である。それは農業生産者

の目線を農用地から消費者の台所へ向ける生産者の意識の変革にほかならない。 

  昭和２０年代の戦後食糧大増産期に続き、同３０年代後半以降、農業基本法に基づく農

業の効率化と作目の選択的拡大を掲げた農業近代化路線に沿って、経営規模拡大と工業的

・化学的農法による農産物の大量生産、そして外観の美化と規格化された農産物の共同集

団方式に囲い込まれた農業生産者は、機械化、施設化に伴う多額の投下資金の返済や同４

４年以降における米の減反政策等々に伴う農業収入減少に対処するため、一層の単収増大

を指向せざるを得ない状態におかれた。 

  しかし、昭和４４年に牛乳に農薬のＢＨＣが残留する事実が明らかにされ、翌４５年に

は母乳中にＢＨＣだけでなく、ＤＤＴやドリン系農薬等の残留が確認され、農薬による食

品汚染がにわかに注目され、さらに化学肥料も加わっての水質汚染も報告され、近代化農

法による食料生産のあり方が問われることとなった。そして、平成１２年の（株）雪印乳

業の低脂肪乳による集団食中毒、翌１３年のＢＳＥ（牛海綿状脳症）の発生等々を契機に

消費者の「食の安全」への関心が高まり、同１５年５月に「食品安全基本法」が成立し、

食品衛生法を始めとする関連諸法の改正が行われ、その一環として同１５年１２月に「牛

の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（牛肉トレ－サビリティ法）

が施行され、その後、農業産品への生産履歴の表示が広まっている。 

  １９９７年５月、米国クリントン政権のアル･ ゴア副大統領が提唱した「農場から食卓

までの食品の安全性（Food  Safety  from Farm  to  Table ）」というキャッチフレ－ズ

が示すように、あらゆる食品の流通の出発点である農場の生産段階において、単なる「も

の」でなく、安全で安心な「食べ物」を生産し、都市の食卓に届けるという意識の改革と
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高揚が今、農業者に求められている。 

  （２）  持続型農業の展開 

  地域農業展開の第２の方向性は、地域の資源と環境の保全を基底とした持続型農業の推

進である。昭和３６年６月施行の農業基本法に基づく近代化農政は、省力化と収益性や効

率性の向上を図るため、ひたすら集約化、単作化、機械化を推進し、化学肥料と農薬の投

下量を増大し、その結果として土壌の荒廃と水質や食品の汚染を招き、農業者の健康と食

料の安全性を脅かせ、一方、国民の地球環境への関心が高まるなかで、農業による資源の

浪費と自然生態系の破壊が問題化したのである。 

  上記した背景のもとで、昭和４６年１０月に有志によって日本有機農業研究会が誕生し、

生産者と消費者の提携を軸とした有機農業運動を展開し、その運動は全国的な広がりを見

せ、その実践事例も増加している。 

  有機農業運動は、自然環境の保全をはかりつつ、安全な食べものの生産が可能となるよ

う、農薬や化学肥料に依存しなくとも農業生産を安定的に維持し得る農法の体系化をめざ

すことを直接の目的として始まったのである
29) 

。 

  一方、欧米諸国における有機農業運動は１世紀以上も昔にさかのぼり、１９８０年代以

降とくに、近代的農法による環境汚染や資源の荒廃の問題を重視して、環境保全と両立で

きる持続型農業のあり方が模索されてきた。ＥＣ諸国は粗放型農業、アメリカにおいては

低投入（化学肥料と農薬）持続的農業と呼ばれる一連の動きがそれであり、それらは政策

的にも積極的にバックアップ体制がとられている。その背景には、農産物の過剰問題、財

政問題という経済的要因に加えて、家族農場を維持し、農業，農村を存続させるべきであ

るという社会的価値がますます強まってきたからである
30) 

。 

  わが国では農林水産省内に平成元年に有機農業対策室を設置し、同４年に環境保全型農

業対策室と改称し、同時に「環境保全型農業推進の基本的考え方」を公表している。その

基本的考え方のなかで、環境保全型農業とは「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性

との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷

の軽減に配慮した持続的農業」と定義している。 

  平成１１年１０月には、同年７月に制定の「食料・農業・農村基本法」に盛られた農業

の「自然循環機能の維持増進」という条項に基づき、農業・環境三法が制定された。その

三法とは、環境と調和のとれた持続可能な農法を確立・普及するため「持続性の高い農業

生産方式の導入の促進に関する法律」（略称、持続型農業推進法）、家畜糞尿の不適切な

管理による環境汚染防止及び農業の自然循環機能の維持増進に欠かせない家畜排泄物の有

効利用による地力の増進等を促進するため「家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進に

関する法律」、堆肥など特殊肥料の適切な施用の促進及び品質の保全に関する「肥料取締

法の一部を改正する法律」の総称である。そして平成１８年１２月には超党派の議員立法

により、農業者が有機農業に容易に取り組めるように政府と自治体に支援を義務づけた「有

機農業の推進に関する法律」が制定されている。 

  持続型農業とは、先に農林水産省の見解を提示したが、地域の環境と調和した農業生態

系の農業的機能（農業生産力）を限り無く活用し、とくに農薬及び化学肥料の投入量を必

要最少限に抑え、さらには全く依存しないで、近代的農業技術の利点を適切に行使して、

より安全な食料の一定の生産力と収益性を確保する、有機農業を含めた集約的農法の体系

である。 

  地域における持続型農業の技術体系確立には、農業の現場において「個別技術の開発と

その組立実証」と「同技術体系の経営的評価」を行い、その上で「新しい技術を取り入れ

た持続型農業の技術指針等の策定」を行わなければならない。このために地方行政機関、

そして何よりも岡山県所管の農業、畜産、林業関係試験研究機関の積極的な関与とリ－ド

は不可欠であり、一方、地域における積極的な受入れ態勢が必要である。 

  上記した個別技術の開発・組立てにおいて検討される課題は次の①～④のように整理さ

れる。 

  ①  耕地における土地利用方式の確立 

  水田と畑において、多品目生産を前提とし、地力の維持培養と連作障害や病害虫発生の
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回避、雑草防除の省力化などを目的とした、複数作物の混作、輪作、さらに田畑転換など

による土地利用方式に関する調査研究。 

  ②  家畜糞尿、堆肥、緑肥作物など有機質肥料施用を基軸とした土壌管理技術の確立 

  農業起源有機物の適切な処理法、同有機質肥料の土地還元と地力の維持培養及び水の保

全との関係、並びに土壌や地下水質の汚染及び生産物の品質との関係などに関する調査研

究。 

  ③  農用作物の栽培管理技術の確立 

  農薬と化学肥料の投入量の削減（低農薬、低化学肥料）あるいは全量廃止（無農薬、無

化学肥料）の条件下における農作物や飼料作物の栽培及び雑草や病害虫の防除等など栽培

管理技術に関する調査研究。 

  ④  動物の健康と福祉（アニマルウェルフェア）を重視した環境整備と飼養管理技術の

確立 

  動物福祉の観点と乳質及び肉質の安全性を確保するため、乳用牛及び肉用牛の行動生態

に適応した飼養環境（飼養頭数密度、畜舎の構造、放牧地の環境等）の整備、飼料の選択

と給与、疾病予防及び動物用医薬品（抗生物質を含む）の使用を控えた衛生管理など諸般

にわたる飼養・衛生管理技術の確立に関する調査研究。 

  以上で記述した４分野における生産技術的課題のほかに、以下のような２つの社会的課

題の克服が残っている。 

  ①  耕種農家と畜産農家の連携強化 

  耕種農家は地力の維持・培養のため、一方、畜産農家は粗飼料調達のため、両農家間で

堆肥など有機質肥料と稲藁の交換が行われている。畜産農家が求める粗飼料は現時点では

稲藁であり、自家生産と不足分は地域内で調達されているが、乳牛多頭飼養農家では地域

外にまで拡大し、その調達に肉体的、精神的負担が重くのしかかっている事例もみられる。 

  また近年、稲作が後退するなかで、その代替え作物として稲の飼料用品種が育成され、

そのホ－ルクロップサイレ－ジ（稲発酵粗飼料）としての栽培管理・調製及び給与技術の

改良並びに収穫機の革新的開発が前進している。これを受けて政府は、耕種農家と畜産農

家の連携下における稲発酵粗飼料の普及を稲作所得基盤確保対策に基づく支援体制のもと

で積極的に推進している。 

  持続型農業展開の下では、耕種農家と畜産農家は共に同農業起源有機質肥料を主体とし

た施肥と低農薬投下の約束が交わされなければならないし、同農業展開のゴ－ルである有

機農業では無化学肥料、無農薬が必須条件となっている。ちなみに欧米では２００１年に

有機畜産物の国際基準、いわゆるコ－デックス（ＦＡＯ／ＷＨＡの合同食品規格委員会）

・ガイドラインが決定され、そのなかで家畜には無農薬、無化学肥料で生産された有機飼

料を１００％給与し、その飼料は農場内自給し、不足分は地域内で自給するとしている。 

  以上のような粗飼料生産の制約的事情から、耕種農家と畜産農家の提携とは持続型農業

を紐帯とした両者の結合関係を意味している。一方、地域内における耕種農家と畜産農家

における持続型農業の展開は、閉塞感に満ちた地域農業の現状を打開し、地域活性化の呼

び水となり、地域ブランドの確立、グリ－ン・ツ－リズムあるいは都市・農村の共生・対

流の促進に大きは貢献を果たす役割を担っている。しかし、その実現のためには地域住民

の持続型農業に対する理解とその発展への限り無い支援が必要であり、しかもその推進体

制の確立が急がれている。 

  こうした動きの先駆的事例として、１つは「照葉樹林都市・綾」「自然生態系農業の町

・綾」のキャッチフレ－ズで「綾ブランド」を確立した宮崎県綾町、もう１つは「田園・

山・川と共生する環境」と「ル－ラル・アメニティ（農村における生活環境の豊かさや快

適さ）」を標榜して「湯布院ブランド」を確立した大分県湯布院町の２つを挙げることが

できる。 

  前者は「自然生態系農業の推進に関する条例」（昭和６３年７月制定）と「有機農業開

発センタ－設置と農産物の検査・認定制度」、後者は「農村景観保全稲ワラ確保対策事業」、

「自然環境保護条例」と「潤いのある町づくり条例」（平成２年９月制定）に基づく町と

住民と各種団体の協働の成果によるものである。 
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  農業を産業として単眼的に見るのではなく、地域固有の資源として複眼的に捉え、伝統

的な農村の景観を保存するなかで町並みを整え、ル－ラル・アメニティを地域内外の消費

者や一般市民に供給し、一方、耕種農家と畜産農家の連携を深め、有機質肥料による土づ

くりを進め、安全で良質な農産物を供給する点は、綾町と湯布院町に共通した「地域の活

力あふれる営み」である。 

  ②  生産者と消費者の協同的連携 

  先に記述したように、農業は本来、土地－水－緑という不可分の資源を循環的に利用し

て行う有機生産であり、人間の食べ物を生産する営みである。しかし、高度経済成長期以

降、特定作物の土地生産性の向上を目指して、単作化、化学化、機械化による大量生産を

より効率的に進める過程で、土壌の肥沃度の低下と水の汚染を引き起こし、農業者の健康

をむしばみ、さらに食料の安全性を脅かすようになった。 

  それは近代農業がモデルとしてきた農業生産の工業的、化学的農法（近代化農法）の基

軸をなす化学肥料と農薬の多量投下による収益性の追求の帰結であり、それと引き換えに

農業は環境保全や生態系に対し加害者としての側面を強めることとなった。 

 一方、消費者や一般市民の間で、近年、農業環境の破壊と食品汚染に対する関心が急速

に高まり、商業主義的市場システムの下で、農産物を生命の糧としてでなく、単なる商品

「もの」として生産・出荷する農業への不信を抱く事態が起こっている。その責任はしか

し、農業者にのみ一方的に求められるものではなく、消費者側にもあり、それは消費者自

身の農産物の旬を無視し、工業製品にも似た農産物の規格化を当然とする食物選択の態度

である。 

  近代化農業に対峙する持続型農業の地平を切り拓くための大きな要素は、生産者と消費

者がそれぞれ、農作物の生産と消費に対するこれまでの意識を自己批判し、互いの立場を

理解し、その上で持続型農業に託された、環境と調和しつつ、生命の糧を持続的に生産し、

消費者や一般市民にル－ラル・アメニティを供給し、農村地域社会の継続的発展を果たす

等の役割を熟知し、新しい農業の展開に向けて協同的に連携し、推進することである。 

  上記した生産者と消費者の協同的連携とは、両者が農産物を介した物的関係を超え、人

間的な結びつきのもとで、互いに力を合わせ、助け合って、持続型農業の定着と発展を目

指す対等の人間関係の構築である。両者の頻繁な交流を通じて、生産者は消費者が求める

食べ物としての農産物の情報を目と耳で入手し、営農計画に手を加え、一方、消費者は持

続型の農業現場において農産物生産の仕組みと経営の実態や地域の食文化に触れ、彼らの

生の声を聞き、そのなかで自らの食生活を見直し、「身土不二」（正常な水と土壌で育っ

た地域の食べ物の旬を味わい、季節に合わせて食べることを重視する食生活）の食生活を

発見し、「スロ－フ－ド」（消えゆく伝統的な食材や料理と良質の多様な食材を供給する

小農家を守り、消費者に味の多様性を知らせる食と農の復権運動）の暮らしを体験できる、

などの機会を得ることができる。 

  こうした生産者と消費者の濃密で心の通い合う人間的交流に基づく情報交換は、持続型

農業の発展に一段と弾みをつけるものである。しかし一方、持続型農業は生産技術が安定

するまでの間は単収の減少や品質の低下が起こり、その後はかなり回復し、水稲作では若

干の増収事例
31) 

もみられるが、一般的に生産コスト高は避けられず、その負担が消費者

に転化される事態を招くことも考えられるので、持続型農業の揺籃期にはとくに消費者の

理解と支援は欠かせない。以上のような事態を踏まえて、生産者と消費者は協同的連携を

強固に構築し、持続型農業の発展に向けた努力を持続しなければならない。 

  （３）  農畜林複合システムの導入 

  ①  有畜農家率の向上 

  持続型農業における施肥設計は、家畜排泄物（糞尿と敷料）由来あるいは農作物茎葉由

来の有機質肥料を主体とし、化学肥料は補助的に使用され、有機農業では無化学肥料とな

っている。一般に農作物茎葉由来有機質肥料の量的質的確保は困難であり、家畜排泄物に

頼らざるを得ないのが実情である。 

  蒜山地域における販売農家の家畜飼養状況を前出の表１８で見ると、平成１７年の時点

で乳用牛農家率は 6.7%、肉用牛農家率は 4.4%、両牛種の農家率は 11.1% と１１％程度に
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過ぎない。ちなみに平成１２年の時点における両牛種の農家率は 11.6% となり、過去５年

間にほとんど変化はみられない。一方、両牛種の耕地１００ha 当たり頭数は、平成１２年

に１７８頭、同１７年には 20.0% 減少の１４２頭となっている。 

  平成１７年における乳用牛 2,830 頭、肉用牛７２４頭の糞尿排泄量は平均１頭当たり年

間 15.7 トン（乳用牛 17.4 トン、肉用牛 9.1 トン 32) ）と推定される。一方、耕地におけ

る生牛糞の標準施用量は１ha 当たり水稲作１０～２０トン、普通作や野菜作（露地）２０

～３０トン、飼料作４０～５０トンとされている
33) 

。上記した平成１７年における耕地

１００ha 当たり１４２頭の糞尿排泄量は年間 2,229 トンとなり、牛糞施用量を１ha 当た

り平均２５トンと見積もると概ね１１ha 施用分は不足し、販売農家の経営耕地 2,006ha 

に対しては２２１ha 分の不足となる。 

 既述したように、持続型農業は地域資源と環境を守り、安全・安心な食料を消費者に供

給するために推進すべき国民的課題であり、地域社会の生き残り戦略の基軸となるもので

ある。したがって蒜山地域における総農家 1,255 戸、とりわけ販売農家９９８戸（平成１

７年）は足並み揃えて持続型農業に取り組み、地域としての農業価値を高めなければ、消

費者から見放され、国内における農業の地域間競争から脱落する結果を招くことになる。 

 以上で記述した事情から、蒜山地域における持続型農業の展開には有畜農家率の向上等

による家畜の増頭や緑肥用作物の作付面積の拡大による有機質肥料の地域内調達の課題を

背負わされている。一方、農家数や農業の担い手は減少し、高齢化し、牛乳・乳製品など

畜産物の消費動向は停滞しており、上記の課題は持続型農業の農法確立と畜産物消費拡大

の並行的対応のなかで解決しなければならない悩ましい問題である。 

 ② 農畜林複合システムの導入 

 蒜山地域における肉用牛と乳用牛の飼養状況を表１８でみると、平成１２～１７年の５

年間に肉用牛飼養農家率は 5.4%から 4.4%に低下し、飼養頭数の減少率は 26.3% となり、

一方、乳用牛の飼養農家率は 6.2%から 6.7%に上昇し、飼養頭数の減少率は 6.9%に留まり、

肉用牛飼養農家率の低下と飼養頭数の減少が目立っている。以上のような肉用牛飼養の後

退状況から、肉用牛経営の建て直しは大きな課題である。 

 蒜山地域における土地の地目構成は、前出の表２４で示すように林野率 79.4% 、耕地率

7.8%となり、町村別にみると、林野率は湯原町 87.3% 、中和村 84.8% 、川上村 75.6% 、

八束村 61.9% 、耕地率は八束村 17.3% 、川上村 10.2% 、中和村 5.5%、湯原町 3.3%の順に

なっている。また、水田率は表１６によると、中和村 92.2% 、湯原町 83.7% 、川上村 51.6% 、

八束村 47.5% の順になり、総農家１戸当たり耕地面積は八束村 2.44ha、川上村 2.37ha、

中和村 1.25ha、湯原町 0.73ha の順になっている。 上記の地目構成に基づく４か町村の

農業地域類型（平成２年農業地域類型名改称）は、川上村と八束村は中間農業地域田畑型、

中和村と湯原町は山間農業地域水田型となり、蒜山地域の中で湯原町と中和村は急峻な中

国山地に囲まれ、とくに森林・原野資源に恵まれた小規模水田地帯、反対に八束村と川上

村は蒜山高原盆地部の大規模田畑地帯を形成している。 

 一方、蒜山地域における農林業経営体のうち、農業と林業を併せ行っている経営体（農

・林業経営体と略称）、農業のみを行っている経営体（農業経営体）、林業のみを行って

いる経営体（林業経営体）の構成割合（２００５年農業センサス）をみると、それぞれ 70.2% 、

27.8% 、2.0%となり、農・林業経営体が７０％を占めている。以上の構成割合を町村別に

みると、農・林業経営体は湯原町 90.2% 、中和村 87.1% 、川上村 74.1% 、八束村 33.0% 、

農業経営体は八束村 67.0% 、川上村 24.3% 、中和村 12.9% 、湯原町 5.3%、林業経営体は

湯原町 4.5%、川上村 1.6%、八束村と中和村は各 0%（該当経営体不在）の順になっている。 

 上記したように蒜山地域は林野資源に恵まれ、とくに湯原町と中和村は豊かであり、地

域資源的にみると、農林業における林業の地位は高い。しかし、わが国の山間地域におけ

る主要産業である林業の状況は、木材価格は低迷し、例えばスギ製材品の価格は昭和５５

年まで上昇し、過去最高に達し、その後急落し、同６２年以降上昇に転じ、平成６年以降

は下落傾向が続き、同１７年の価格は昭和４７年と同水準になり、一方、林業労働者の減

少と高齢化が進み、伐採後の植林、下刈り、間伐などの管理不足、さらに森林の作業放棄

が進んでいるが、この状況は蒜山地域４か町村においても同様である。 
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 しかし他方、平成１９年１２月、インドネシア・バリ島で開かれた「気候変動枠組み条

約」の第１３回締約国会議（ＣＯＰ１３）で、森林減少防止に関する決議案が討議され、

そのなかで森林減少防止の方策や財源について同２０年から論議されることになってい

る。ちなみに国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は、森林減少による温室効果ガス排出量は世界

全体の５分の１にも上り、化石燃料の燃焼に次ぐ排出原因となり、森林減少の防止は短期

的には最も効果的な排出削減手段だと分析している。したがって、近未来的にわが国にお

け輸入木材への安易な依存体制は崩壊すると推測される。 

 以上で記述した畜産業と林業が抱える経営管理上の問題解決と森林・原野（林野）の土

壌と水環境の保全の双方向を合致させる生産様式として、林業と農業を土地利用面におい

て結合する農林業経営（欧米でアグロフォレストり－と呼ばれる）が提唱されているが、

林業と畜産業が結合した林畜複合システムはアグロフォレストリ－の１形態である。わが

国では従来から肉用牛の林内（林間）放牧が行われ、家畜飼養と育林の管理面におけるメ

リット、デメリットが検討されてきたが、九州地方では１０年以上前から大分県、熊本県、

宮崎県下の数か町村で主にクヌギ林を対象に、肉用繁殖牛の林内放牧による林畜複合シス

テムの構築に向けた調査研究が行われ、その有用性が確認されている
34) 

。 

 宮崎県諸塚村（林野率９５％、耕地率 0.9%）の有志農林家は平成８年からクヌギ林内放

牧を開始し、その後スギやヒノキ林にも拡大している。同村は平成１１年度から農林水産

省による日本型放牧モデル事業（林業・畜産連携型）の支援を受け、諸塚型林畜複合シス

テムを確立している
34) 

。 

 諸塚村における農林家での事例調査では、肉用繁殖牛（黒毛和種）のクヌギ、スギ、ヒ

ノキ等の林内放牧（電気牧柵活用による輪換放牧）の成果として、畜産面では粗飼料調達

と飼養管理の省力化、家畜の健康と繁殖率の向上等による低コスト飼養、一方、林業面で

は草刈り労力軽減と労働安全性の確保、樹木の生育助長等の結果が得られている。また、

地域としては肉用繁殖牛の増加や木材生産の拡大による農林業経営の安定化と山村の産業

振興、里山の保全、絶滅危惧種保全が挙げられている。しかし、問題点として①植栽木の

被害（対応として放牧密度、放牧経験牛の育成）、②土壌の流動（適地の判定、放牧方式

・給水場所の検討）、③放牧病（ピロプラズマ予防）、④渓流水水質汚染（渓流と放牧地

間の距離の検討）、⑤飲料水の確保（天水の利用）、⑥電気牧柵の設置費用（平成１２年

の牧柵費用 83,703 円／ha／年、下刈り費用 117,000 円／ha／年）、⑦針葉樹林地の放牧

年限は１０～１５年（林業施工法の検討）、⑧費用対効果（効果が大と推定）が挙げられ、

問題点の大方は対応可能とされている。 

 諸塚村では平成８年度に村営畜産振興センタ－を設置し、１００頭以上の繁殖牛を繋養

し、放牧経験牛を育成し、同１１年度から無畜農林家に対し放牧牛のレンタル制度による

林内放牧を実施し、好評を得ているが、有畜農林家に対しても同制度を適用し、適正規模

の放牧頭数確保を支援している。なお、畜産振興センタ－は放牧牛レンタル事業のほかに、

子牛や妊娠牛の飼育委託事業、妊娠牛供給事業、不妊牛受託事業、堆肥供給事業を実施し、

林畜複合システム支援機関としての機能を発揮している。一方、同村では役場内に産直住

宅推進室を組織し、「諸塚村産直住宅プロジェクト」を立ち上げ、九州エリアにおける木

材の地産地消のための諸事業を強力に推進し、その業績は平成１８年度第１回山村力コン

ク－ルにおいて高い評価を受けている。 

 上記した林野資源を産業基盤とする諸塚村における林畜複合システムは、林業と畜産業

の複合経営による農林業経営の安定化と山村の産業活性化に大きく貢献しているが、それ

は林地における育林管理と肉用牛放牧管理の強い親和性に基づく成果である。 

 冒頭に掲げた農畜林複合システムとは、持続型農業の展開に欠かせない有機質肥料の調

達・確保のため、先に述べた林畜複合システムを基底とした肉用牛による耕地と林地の転

結システムであり、農林業経営にほかならない。既述した蒜山地域における農・林業経営

体シェアは八束村３０％台、他の３か町村は概ね８０％以上と高く、林業は持続型農業の

定着・発展に欠かせない存在であり、農林業経営の発展のなかで新しい持続型農業の発展

の道は拓かれる。 

 （４） 新しい地域農業文化の映像発信 
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 地域農業発展の第５の方向性は、「生命」の糧の生産に取り組む人々のひたむきな農の

営みを、その現場を包む四季の農村景観とともに消費者や一般市民に鮮明に伝達すること

であり、そのために持続型農業の展開下で育まれる地域農業文化のドキュメンタリ－映像

を発信することである。 

 文化とは、「カルチャ－」つまり「耕作」という言葉の訳語であり、その概念は農耕や

土地から生まれ、土地ごとに異なる風土の中で大地を耕し、家畜を飼って、食を紡ぎ、そ

の土地独特の自然、歴史、伝統、風俗習慣に寄り添った生き方を示す言葉であり、精神文

化、農村文化とか地域文化などの表現になじむ言葉である。一方、文明は「シビリゼ－シ

ョン」の訳語であり、「シビル」すなわち「都市的な」という冠をかぶり、その概念は都

市や都会によって育まれ、世界中の都市で通用する都市民的な生き方を示す言葉であり、

物質文明、都市文明とか技術文明などと表現されている
35) 

。 

 現代の高度に発達した物質文明は、生活の快適さや利便性と引き換えに有限な資源を浪

費し、自然環境を破壊し、一方、経済価値優先主義によって、画一的モノサシで優劣をき

め、敗者を排除していく社会の流れを定着させ、人々の心は病み、その流れは農村地域に

まで及んでいる。そして現代文明社会は、過労死、犯罪、いじめ、格差、老後の不安等々

の恥部をあらわにしながら、「環境」「人と自然の共生」「文化の時代」「農の時代」「文

明と文化の共存」「心の癒し」等々をキ－ワ－ドとする思想的潮流の中にある。 

 近代的農業の展開のなかで忘れられ、捨てられた農村文化を持続的農業の発展のもとで

復活し、修復するなかで、新しい地域農業文化を創造し、その映像を発信することは、そ

の地域にしかない農産品を消費する人たちに対し、その産品そのものの価値とそれを生み

出す人々の営農の姿に加えて、その産品が生産された風土を強く意識し、イメ－ジしなが

ら食べてもらうための映像文化的活動にほかならない。 

 消費者はその映像を介して、その名産品の背後にある田園の豊かな文化とル－ラル・ア

メニティをあわせて消費していることに気づき、彼らとの交流の契機づけとなり、一方、

グリ－ン・ツ－リズムの進展は地域ブランドの確立、そして地域の活性化に大きく貢献す

ると考えられる。 

 新しい地域農業文化とは、地域固有の資源を有効に活用し、環境保全に軸足をおいた持

続型農業における生産と販売の仕組み、それに合わせた暮らし方、米・乳・肉を巡る食文

化、人々の農に対する考え方や生き方、新しい農業によって形成・維持される景観などを

一体的に捉えた地域の知的個性の表現である。 

 上記した農業文化のドキュメンタリ－映像の中身は、農産物の生産現場から消費者の食

卓に至る各過程の連続的記録であり、その過程において描き出される映像の素材は、農業

文化圏の景観、農産物の生産環境、農畜林業を支える適正技術や農業者の知恵、生産現場

から都市の台所を結ぶ農産物の流通システム、農業文化創造の主役である農業者の生産活

動と家族の暮らし方等々である。 

 以上の映像のシナリオは、農業関係団体、農業者、観光関係団体、商工団体、宿泊施設

関係者、消費者団体、地域住民、写真家、行政関係者の協働によって検討し、作成され、

撮影・編集に入る難儀な時間のかかる、しかもかなりの資金を必要とする大事業である。

一方、この映像作品の視聴者は農産物の流通・販売関係者、消費者団体、旅行社や観光関

係者、宿泊施設関係者、観光客等々多岐に亘り、地元、県内、県外におけるイベント会場

での農産物の展示販売と合わせて映像文化によるキャンペ－ンを展開し、地域の名産品の

ＰＲを精力的に実施することを提案したい。 

 

  第第第第４４４４項項項項 地域酪農業地域酪農業地域酪農業地域酪農業のののの展開方向展開方向展開方向展開方向とととと課題課題課題課題 

 １１１１ 農業地域類型農業地域類型農業地域類型農業地域類型とととと地域酪農業地域酪農業地域酪農業地域酪農業のののの展開展開展開展開 

 蒜山地域における農業粗生産額は平成１６年に４０億４千万円、そのうち畜産部門は２

１億６千万円となり、前者の 78.4% を酪農業が占めている（表２０）。酪農業粗生産額１

６億９千３００万円の町村別内訳をみると、川上村 46.7% 、八束村 45.5% 、湯原町 7.7%、

中和村 0.1%（未公表のため、飼養頭数から推定値）の順になっている。なお、農業粗生産

額に占める酪農業の割合は川上村 56.8% 、八束村 45.8% 、湯原町 25.5% 、中和村 0.7%の
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順になっている。 

 蒜山地域４か町村におけるジャ－ジ－種牛（以下、Ｊ種牛）とホルスタイン種牛（以下、

Ｈ種牛）別の飼養農家と頭数の平成１２～１８年間における推移状況をみると表３２のと

おりである。 

 平成１８年における４か町村の飼養農家総数９１戸の内訳は川上村と八束村各 45.1% 、

湯原町8.8%、中和村1.0%、Ｊ種牛飼養農家総数５４戸の内訳は八束村57.4% 、川上村33.3% 、

湯原町7.4%、中和村1.9%、Ｈ種牛飼養農家総数２４戸の内訳は川上村66.7% 、八束村20.8% 、

湯原町 12.5% 、中和村 0%（該当農家不在）、Ｊ種牛・Ｈ種牛混合農家総数１３戸の内訳は

川上村 53.9% 、八束村 38.5% 、湯原町 7.6%、中和村 0%（該当農家不在）の順になってい

る。 

 一方、４か町村の飼養総頭数 3,461 頭の内訳は八束村 56.3% 、川上村 37.5% 、湯原町

6.1%、中和村 0.1%、Ｊ種牛飼養総頭数 2,568 頭の内訳は八束村 68.7% 、川上村 25.2% 、

湯原町6.0%、中和村0.1%、Ｈ種牛飼養総頭数８９３頭の内訳は川上村73.0% 、八束村20.5% 、

湯原町 6.5%、中和村 0%（該当種牛不在）の順になっている。また、平成１８年における４

か町村の飼養頭数に占めるＪ種牛頭数の割合は中和村 100.0%、八束村 90.6% 、湯原町

72.7% 、川上村 49.8% の順になっている。 

 以上で記述した飼養農家数及び飼養頭数の平成１２～１８年間における減少率は以下の

とおりである。 

 飼養農家総数は中和村 50.0% 、湯原町 33.3% 、川上村 29.3% 、八束村 10.9% 、Ｊ種牛

飼養農家数は中和村 50.0% 、川上村 33.3% 、八束村 3.1%、湯原町±0%、Ｈ種牛飼養農家

数は湯原町 40.0% 、八束村 28.6% 、川上村 20.0% 、Ｊ種牛・Ｈ種牛混合飼養農家数は湯

原町 66.8% 、川上村 36.4% 、八束村 28.6% の順になっている。 

 一方、飼養総頭数は中和村 71.9% 、川上村 16.6% 、湯原町 13.5% の順になり、反対に

八束村は 11.9% の増加、Ｊ種牛飼養頭数は中和村 71.4% 、川上村 16.3% の順になり、反

対に八束村 17.8% 、湯原町 2.7%の増加、Ｈ種牛飼養頭数は湯原町 39.9% 、八束村 24.4% 、

川上村 17.0% の順になっている。 

 次に上記した平成１８年における飼養総頭数の農家１戸当たり頭数は八束村 47.5 頭、川

上村 31.7 頭、湯原町 26.5 頭、中和村 4.0 頭の順になり、総農家数に対する飼養農家率は

川上村 13.5% 、八束村 12.3% 、湯原町 1.7%、中和村 0.7%の順になっている。 

 以上で記述した４か町村における平成１６年における酪農業の粗生産額及び同生産額の

農業粗生産額に占める割合、そして平成１２～１８年間におけるＪ種牛及びＨ種牛の飼養

農家数と飼養頭数、Ｊ種牛頭数割合、飼養農家率の視点から酪農業の展開状況をみると、

品種と頭数規模に基づく酪農形態は中和村はＪ種牛単一零細型、湯原町はＪ種牛偏重中規

模型、八束村はＪ種牛超偏重大規模型、川上村はＪ種・Ｈ種牛併存大規模型に区分され、

酪農業展開の方向性からは八束村と川上村は発展型、湯原町は停滞型、中和村は後退型に

区分される。 

 以上のような蒜山地域酪農業の展開は農業地域類型によって異なり、川上村と八束村の

中間農業地域田畑型地帯では発展し、湯原町と中和村の山間農業地域水田型地帯では停滞

あるいは後退している。中間農業地域は平坦な耕地と人工草地（造成牧草地）に恵まれて

いるが、山間農業地域は傾斜地に零細規模の耕地が分布し、しかも平坦な人工草地に恵ま

れないなど不利な地勢的条件のため、昭和４０年以降に加速化した頭数規模拡大に対し、

飼料畑の外延的拡大、すなわち急傾斜林野における牧草地造成による粗飼料生産基盤の確

保が極めて困難であったためと考えられる。 

 以上で記述したように、蒜山地域酪農業の今後の発展的展開は中間農業地域田畑地帯に

おいて期待され、しかも地域活性化の中核をなす存在である。一方、山間農業地域水田地

帯では、湯原町は中和村に比べて乳用牛飼養農家率は高く、酪農業粗生産額の農業粗生産

額に占める割合はかなり高く、酪農展開の可能性は残されている。それは山間農業地域の

地形的個性を生かした山地（やまち）酪農で「無農薬牛乳」をつくる道
40) 

を拓き、地域

活性化へつなげる方策の推進である。中和村、そして湯原町もまた豊かな林野資源を生か

した、環境保全型の水田・肉用牛・山林複合経営（アグロフォレストリ－）を推進し、地
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域再生の道を進む時代を迎えている。 

 ２２２２ 中間農業地域中間農業地域中間農業地域中間農業地域におけるにおけるにおけるにおける酪農業酪農業酪農業酪農業のののの展開展開展開展開 

 先に記述した中間農業地域田畑型地帯における酪農業は、川上村と八束村の酪農家によ

って組織される蒜山酪農農業協同組合が、昭和３１年以降ジャ－ジ－種乳牛による地域酪

農業の六次産業化事業を推進し、蒜山三座の壮美な容姿と同山麓草原が醸す酪農的景観を

背景とした蒜山地域のブランド化に一役買っている。 

 上記した中間農業地域における酪農業の発展の方向性と課題は、蒜山酪農農業協同組合

（以下、蒜山酪農協）における半世紀に及ぶ地域酪農業の六次産業化事業の成果の中に見

出され、それは本書シリ－ズ第２部「蒜山酪農地域の形成」第８章「美しい農村の創生に

向けた蒜山酪農農業協同組合の課題」の中で詳述しており、本項で再び記述することは避

けるべきであるが、六次産業化事業のさらなる推進を図るため、敢えて蒜山酪農協と組合

員が取り組むべき緊急かつ重要な課題について以下に記述する。 

 ２２２２－－－－１１１１ 酪農業展開酪農業展開酪農業展開酪農業展開ののののグランドデザイングランドデザイングランドデザイングランドデザインのののの策定策定策定策定 

 ここでいう「グランドデザイン」とは地域酪農業の六次産業化事業により、具体的にど

ういう地域酪農業を展開し、発展させ、それによって地域社会がどのように活性化し、酪

農民を含む住民がどういう生活を営むことが可能になるか、といったことを構想するため

の基本設計図にほかならない。 

 上記構想の基本的な考え方は、前出の第３節「蒜山地域社会と農業の展開方向」第２項

「地域再生への道」の中で記述した「和やかな心の交わり」「住みやすい」「豊かな暮ら

し」「持続可能」「麗しい空間」の５つの価値を備えた「活力あふれる地域」の実現を六

次産業化事業の目標とし、蒜山酪農協が自主的に地域住民、農林業・商工業・観光業関係

団体、消費者団体、企業、ＮＰＯ、大学、試験研究機関、そして行政機関などに呼びかけ、

その目標を共有し、行動計画を策定し、その目標に向かって協働し、地域の活性化を推進

することである。 

 換言すれば、地域酪農業の六次産業化事業は、これまでのような蒜山酪農協における組

合員（牛乳生産）と組合（集乳・加工・販売）の関係に囲い込むことなく、地域再生の視

点に立ち、その活性化関連事業を川上、八束両村内外の他者（個人、団体、企業、ＮＰＯ

等）との関係において強力に推進することである。 

 以上で記述し六次産業化事業が担う「活力あふれる地域」づくりは、後述の基本的事業

プランに基づいて実施され、その計画実行期間は事業内容によって概ね中期（５年程度）

と長期（１０年程度）に分けられる。なお、基本的事業プランの実行に当たっては、基本

的事業プランの実施状況を年度ごとに点検評価し、見直しや改善を加え、翌年度の実行に

生かさねばならない。 

 ２２２２－－－－２２２２    基本的事業基本的事業基本的事業基本的事業プランプランプランプラン 

 蒜山酪農協『業務報告書』（平成１６～１８年度）によると、組合事業は酪農指導奨励、

ジャ－ジ－種牛の育成と肥育（育成牧場）、食肉生産加工、乳製品製造加工、乳製品等生

産物販売（営業）、ビジタ－センタ－（交流施設）運営の６部門に大別され、これら部門

における主要な事業を挙げると、乳質向上と飼養環境の改善、自然農法（オ－ガニックミ

ルク）の基準の検討、こだわり牛乳生産の検討（平成１８年度から自然農法に代わって登

場、自給飼料１００％給与、非遺伝子組み替え濃厚飼料給与）、優れた牛乳生産農家の指

定と同牛乳の製造加工（指定牧場制度）、育成牧場における有機質資源の循環的利用、牛

乳新製品の開発、牛乳・乳製品のトレ－サビリティシステムの運用、ヨ－グルトのアンケ

－ト調査（平成１７年度）、消費者との交流（酪農教育ファ－ム、ふれあい牧場，酪農体

験等）、グリ－ン・ツ－リズムやバイオマスツア－等への参画（平成１９年度計画）等と

なっている。 

 以上の諸事業は地域酪農業の六次産業化に向けたものであり、すべてが蒜山地域の酪農

的個性の形成に集約され、地域個性を競い合う新時代の潮流に適合したものである。本項

では上記の諸事業を踏まえ、さらに地域活性化の視点から、蒜山酪農協が今後実施すべき

基本的事業プランを以下に記述する。 

 （１） 個別酪農経営体の質的転換 
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 地域酪農業の六次産業化事業は、昭和６０年前後期以降順調に成果をあげ、高付加価値

化に結びついているが、その付加価値とは当期純利益総額に相当し、それは牛乳出荷農家

への牛乳生産奨励金、人件費及び当期剰余金に分けられる。 

 酪農経営農家における粗収入の大半は一般には出荷乳代であるが、六次産業化により乳

代のほかに牛乳再生産奨励金が支給され、同奨励金の出荷乳代に対する比率は平成１５年

の時点で２０％程度となり、個別酪農経営体の体質強化に大きく貢献している。しかし、

表３３の平成１２～１８年度損益計算書が示すように、平成１３年度以降における乳製品

の販売不振に伴って牛乳再生産奨励金は時系列的に減額され、当期剰余金は急落し、とく

に同１５年度以降は劇的に減少している。 

 一方、表３４の蒜山酪農協取扱い牛乳集乳量と同組合牛乳処理プラント仕向け量が示す

ように、集乳量は平成１３年度に減少し、その後は概ね横ばい状態で推移する中で、ジャ

－ジ－種牛乳集乳量は同１４年度に増加し、その後は僅少ながら増加基調で推移し、他方、

牛乳処理プラント仕向け量は同１５年度まで増加基調で推移し、その後は減少に転じ、平

成１８年度は過去最低となり、同１４年以降は集乳量が牛乳処理プラント仕向け量を上回

っている。以上のジャ－ジ－種牛乳集乳量と牛乳処理プラント仕向け量の不均衡な関係は、

六次産業化事業による高付加価値を薄める一因となっていると考えられる。 

 地域活性化の視点に立って、以下で記述する基本的事業プランを進めるに先立ち、乳用

牛の飼養頭数規模と飼養方式の検討は重要な課題であり、それは今後における酪農経営の

方向性を牛乳生産の量的拡大か、経営体の質的向上かの２者選択において大きく係わる課

題である。 

 川上村と八束村における乳用牛飼養農家の飼養管理方式は、本書シリ－ズ第２部「蒜山

酪農地域形成」第８章第３節第６項「放牧の奨め」の中で記述したように、貯蔵粗飼料の

年間平衡給与に基づく舎飼方式が主流で夏山－冬里の放牧方式を採用する酪農家は極めて

希な存在である。 

 一方、乳用牛の品種別飼養農家数の頭数（成牛と育成牛）規模別階層割合と同階層の１

戸当たり頭数の平成１２～１８年間における推移状況をみると表３５～３６で示すとおり

である。 

 ジャ－ジ－種牛飼養農家の５０～９９頭階層シェアは川上村では3.7%から33.3% に拡大

し、とくに平成１４年に急激な拡大がみられ、同階層農家の１戸当たり頭数は 54.0 頭から

60.2 頭に拡大し、とくに同１７年に急激に増加している。一方、八束村における５０～９

９頭階層シェアは 34.4% から 41.9% の範囲を拡大基調で推移し、その過程で平成１５年に

急激に拡大し、同階層農家の１戸当たり頭数は 66.8 頭から 69.5 頭と拡大している。 

 ホルスタイン種牛飼養農家の５０～９９頭階層シェアは川上村では 40.0% から 49.9% 

に拡大し、同１８年に 37.5% に縮小し、１戸当たり頭数は 63.8 頭から 68.2 頭に増加して

いる。一方、八束村における５０～９９頭階層シェアは 42.8% から 60.0% に拡大し、１頭

当たり頭数は 66.0 頭から 55.0 頭に減少している。 

 以上で記述したように平成１８年の時点で、ジャ－ジ－種牛飼養農家の頭数階層シェア

（小数点以下四捨五入）は川上村では５０～９９頭階層３３％（１戸当たり６０頭）、３

０～４９頭階層２２％（同３９頭）、残り４０％を２０～２９頭階層以下の各階層がほぼ

３等分している。一方、八束村は５０～９９頭階層シェア４２％（同７０頭）、３０～４

９頭階層シェア１６％（同４１頭）、１００頭以上階層シェア１０％（同１７８頭）とな

り、残り３２％のうち２０％を１～９頭階層が占めている。 

 一方、ホルスタイン種牛飼養農家の頭数階層シェアは川上村では５０～９９頭階層３８

％（１戸当たり６８頭）、３０～４９頭階層３１％（同３９頭）となり、残り３１％を１

０～１９頭階層以下の階層が占めている。八束村は５０～９９頭階層シェア６０％（同５

５頭）となり、残り４０％を１０～１９頭階層以下の階層が分け合っている。 

 個別酪農経営体におけるジャ－ジ－種搾乳牛飼養頭数規模は、自給貯蔵粗飼料の周年的

平衡給与－繋ぎ飼い方式のもとで８０頭が限界という報告がある
40) 

。 

 上記した乳用牛飼養農家における５０～９９頭階層の１戸当たり頭数は、平成１８年の

時点で、ジャ－ジ－種牛飼養農家は川上村６０頭（成牛率７７％）、八束村７０頭（同６
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４％）、ホルスタイン種牛飼養農家は川上村６８頭（同６９％）、八束村５５頭（同６９

％）となり、搾乳牛８０頭の限界水準に達してはいない。 

 平成１１年３月発表の蒜山地域内中間農業地域田畑地帯における「新時代酪農ファ－ム

確立調査事業」（平成１０年度）
41) 

において設計された酪農経営モデルでは、ジャ－ジ

－種牛の場合は３戸１法人で搾乳牛３００頭、ホルスタイン種牛の場合は１戸１法人で搾

乳牛１００頭とし、限界頭数８０頭を大幅に超えている。 

 同調査事業は、平成６年度実施の農家意向調査結果を踏まえて、モデル地区の酪農家数

１２戸は将来的に５戸に減少し、その事態に対応した同年度の経産牛頭数５０４頭（ジャ

－ジ－種牛３１６頭、ホルスタイン種牛１８８頭）を５戸で飼養し維持する想定に基づく

ものである。 同経営モデルでは、１戸当たり経産牛頭数規模１００頭、ジャ－ジ－種牛

経営体３戸、ホルスタイン種牛経営体２戸で５００頭飼養を目指している。これら酪農経

営の経営形態は有限会社とし、ジャ－ジ－種牛経営３戸１法人、ホルスタイン種牛経営１

戸１法人とし、各法人の収益目標は構成員１人当たり労働所得を他産業並みの８００万円

としている。 

 ジャ－ジ－種牛モデル農家は、従来利用している蒜山山麓の公共草地に９０ha を集積

し、現地にフリ－スト－ル牛舎を建設し、ミルキングパ－ラを併設し、夏山放牧方式を採

用している。一方、ホルスタイン種牛モデル農家は、ジャ－ジ－種牛の場合と同様に公共

草地に４６ha（１戸当たり２３ha）を集積し、フリ－スト－ル牛舎を建設し、ミルキング

パ－ラを併設し、従来の舎飼い方式を採用している。なお、新時代酪農ファ－ム確立に向

けて、草地等飼料基盤や畜産関連施設の再編整備、環境保全対策、酪農経営支援組織の拡

充・整備等について具体的な提案と課題を盛り込んでいる。 

 新時代酪農ファ－ム構想は、減少を続ける酪農就業人口への危機感の中で必然的に生ま

れたものであり、同人口の去就によっては地域固有の広大な蒜山山麓草原資源の有効的活

用策として実現化すべき計画である。なお、同構想に盛られたジャ－ジ－種牛飼養の舎飼

い形態から放牧方式への転換、そして草原における牧歌的景観の創出と観光資源化の発想

は極めて教訓的なメッセ－ジであり、現時点においても真剣に受け止めるべき提言である。 

 一方、現存の個別酪農経営体は、蒜山盆地部の農耕地に基盤をおき、その多くの経営体

が蒜山山麓公共草地を採草利用し、前出の表３２、３４～３５に示した飼養頭数構造を舎

飼い方式で支えながら、地域酪農業六次産業化事業推進の一翼を担い、同事業による付加

価値を牛乳生産奨励金の形で受け取っている。しかし、高付加価値化を飼養頭数規模の拡

大によって達成することは、既述したジャ－ジ－種牛乳の農協営牛乳処理プラント仕向け

量の低下、あるいは個別酪農経営体の労働時間の増加や自給飼料生産労働に対する負担増

などの観点から適切な対応とは考えられず、とくに地域再生の視点から酪農経営体の質的

転換を図るべきである。 

 一方、先に記述したようにジャ－ジ－種牛飼養農家の場合、川上村は２０～２９頭階層

以下が４０％、八束村は１～９頭階層が２０％、ホルスタイン種牛飼養農家の場合、１０

～１９頭階層以下が川上村は３１％、八束村は４０％を占めており、いわゆる小規模酪農

経営体における耕種部門との複合経営の展開の有り様は地域活性化に大きな影響を及ぼす

と推量され、経営体の質的転換を迫られている。 

 上記した酪農経営体の質的転換とは、第１に乳用牛頭数規模拡大を抑え、余剰労働力を

有機農法・放牧方式による乳用牛飼養に充当し、“緑のほんまもの牛乳”を生産し、自家

で乳利用文化を育て、都市生活者との交流に努力する発想への転換を意味する。あるいは

蒜山酪農協組合員酪農家の組合依存体質を改め、自立し、組合との緊張関係への転換を意

味する。 

 欧米の酪農地帯を見聞した甲斐
42) 

は、米国の酪農経営には２つの流れがあり、ウイス

コンシン州では小規模（調査農家２７頭）頭数有機農法・周年放牧で飼養し、有機牛乳を

所属組合が 1.5 倍の高価で買い取り、一方、ワシントン州では大規模（調査農家約３００

０頭）頭数・集約経営で低乳価で販売している。仏国のノルマンディの酪農家は小規模（調

査農家約４０頭）頭数有機農法・周年放牧で飼養し、有機牛乳の認証マ－クを表示して高

価で販売している事例を紹介している。この事例は飼養頭数規模を拡大し、コストダウン
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に努力しながら乳量を増産し、その一方で乳価が下がる途を選択するか、環境との調和を

図りながら安全・安心な良品質牛乳を生産する途を選ぶかの判断に対して有益な示唆を与

えている。 

 もう一つの質的転換とは、乳価収入に代わる酪農所得を文化的活動で獲得することへの

経営者の意識改革にほかならない。文化的活動とは酪農的文化財の創造による消費者の囲

い込みである。すなわち酪農的景観の創出、酪農文化の創造、グリ－ン・ツ－リズムの推

進等により消費者を呼び込み、酪農生産物の販路拡大につなげる活動であり、それは地域

住民とともに歩む地域再生への王道であり、それらの要旨は後述する。 

 （２） 持続型酪農業の技術体系の確立 

 持続型酪農業とは、先の第３項「地域農業の展開方向と課題」の中で記述したように、

土－飼草－乳牛の３構成員とそれを取り巻く自然的環境の相互関係のもとで成立する酪農

生態系の牛乳生産機能を活用し、有機質資源の循環的利用を基軸とし、環境への負荷を最

少限に抑え、近代的酪農技術の利点を適切に行使し、安全な牛乳の生産力と収益性を確保

する集約的農法の体系である。持続型酪農業は環境保全型酪農業と同義語で、その農法は

環境への負荷の程度に基づき減農薬・減化学肥料段階から無農薬・無化学肥料段階へと進

化し、後者の段階は有機酪農業と呼ばれている。 

 既述したように持続型農業は平成１１年１０月の持続型農業推進法（略称）、同１８年

１２月の有機農業推進法（略称）の制定を契機として農政的環境が整備されている。一方、

平成１２年制定の循環型社会形成推進法（略称）により、従来の大量生産・大量消費・大

量廃棄型社会は天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ低減される循環型社

会へ向かい、従来の工業的、化学的近代化農業の持続型農業への転向は時代の趨勢となっ

ている。 

 先に既述したように持続型農業の究極は有機農業であり、世界における有機農業の推移

を有機食品の動向に注目して見ると、その販売額は松木ら
36) 

によれば１９９８年度に１

３０～１３５億ドル、そのうち約１割は乳製品と僅少であるが、今後５年間に３～５倍と

驚異的な増加率で伸びると推定されている｡ また、古沢
37) 

によると有機食品の２００１

年度における販売額は２６０億ドル、２００８年度には８００億ドルに達すると予測され、

２００３年１１月にバンコクで開催された「有機農業の市場・貿易」に関する会議は、国

際有機農業運動連盟と国際食糧農業機構（ＦＡＯ）が共催し、別に国連貿易開発会議や国

際貿易センタ－等国連機関が有機農業への係わりを強め、安田
38) 

によると欧州ではオ－

ストリア、スイス、イタリアなどオ－ガニック農地率が１０％近い国々がみられる。 

 さらにまた、大山
39) 

によると欧米諸国における有機ミルク製品の生産はますます増加

し、日本への輸入圧力となる可能性は否定できないし、松木ら
36) 

によるとデンマ－クや

スイスでは有機の牛乳・乳製品の生産過剰から、わが国へ輸出攻勢をかけてくると推測さ

れている。 

 以上のように有機の食品や牛乳、乳製品のわが国市場への進出は、より安全・安心を望

む消費者の持続型酪農業への関心を刺激し、さらには有機農業の展開を強く求める声が高

まり、近未来的には「有機酪農業」を冠とした地域ブランドの認証を求める地域間の競い

合いが始まると予測される。 

 持続型酪農業への取り組みの手順は、農林水産省が持続型農業推進法制定に先駆けて平

成６年に公表の「環境保全型農業推進の基本的考え方」に基づく国、都道府県、市町村等

の各段階で取り組む道筋の中で示された「新しい環境保全型農業技術の農業現場での開発、

組立実証」、次いで「新しい技術を取り入れた環境保全型農業の技術指針等の策定」であ

る。なお、地方行政機関の取り組みとして「持続型農業推進のための要綱や条例」と「有

機農畜産物等の栽培と飼養基準、認定の制度」の制定、「持続型農業シンポジウムの開催」

等が挙げられる。ちなみに岡山県は昭和６３年に「岡山県有機無農薬農業推進要綱」、平

成元年に「岡山県有機無農薬農産物認証要領」を制定し、同１３年には改正ＪＡＳ法によ

る検査認証・表示制度に合わせて「おかやま有機農産物認証制度」を発足させている。 

 蒜山酪農協は、組合員並びに地域住民に向かって、既存の近代化酪農業から持続型酪農

業への転換事業を推進するに当たり、その転換事業がジャ－ジ－種牛乳の新たな差別化と
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高付加価値をもたらし、その成果が地域再生と結び付く点を時代的背景を添えて説明し、

理解と協力を求め、とくに組合員に対しては新たな酪農生産技術体系確立のための課題を

明示しなければならない。 

 持続型酪農業は、既述したように酪農業生態系の物質循環を正常に機能させ、自然環境

と調和し、農用地の保全を図りながら、安全な酪農産物を生産し、収益性を確保する、技

術的生産過程と経済的生産過程を統合した農法の体系である。 

 酪農業生態系は、地域レベルあるいは個別経営体レベルにおいても、農林業生態系の一

構成員に過ぎない。したがって持続型酪農業の生産技術体系の組み立ては、農耕地を共有

する耕種農業との連携・協調のもとで実施されなければならない。 先に記述したように、

持続型酪農業の生産技術体系確立のための「個別技術の開発とその組立実証」と「生産技

術体系の経営的評価」は、農業土地条件（標高、土壌、降水量等）や展示普及効果等を考

慮するとき、農業現場における実行が最適である。この調査研究のための組織づくりにつ

いては、本書シリ－ズ第２部「蒜山地域酪農の形成」第８章第３節「美しい農村を目指す

組合の課題」の中で簡単に触れている。 

 持続型酪農業の生産技術体系の確立とは、酪農業生態系の環境保全や有機資源の循環機

能を軸足においた技術の総合的開発であり、その調査研究領域は蒜山三座と盆地部からな

る蒜山高原固有の自然環境下で、牛乳の大地から消費者の台所までの流れの中で関与する

環境、飼料の生産・利用、乳牛の飼養・繁殖・衛生、そして酪農経営、さらに牛乳の製造

加工、流通・消費に及んでいる。なお、個別の酪農複合経営体では稲や野菜などを栽培し

ており、したがって耕種農業の持続型生産技術体系の確立にも踏み込まなければならない。 

 以上のような多岐に亘る領域の生産技術体系化は、関係諸分野の学者や研究者（例えば

生態、環境、気象、水質、土壌、肥料、草地、飼料作物、農作物、病害虫、飼料、飼養、

家畜管理、疾病、酪農施設・機械、乳質、農業経営、マ－ケッティング等々の諸学）を中

心とし、農業者、農業指導者、農業関係団体、必要に応じて消費者団体、流通・加工関係

者の協力と行政機関の支援によって可能となる。 

 それゆえ蒜山酪農協は、先ず行政機関、農業協同組合及び農林業関係試験研究機関と協

議し、上記関係代表者の参加のもとで「持続型酪農業促進協議会（仮称）」を立ち上げ、

生産技術開発に関する調査研究の道筋を検討し、全体的、個別的計画を時系列的に策定し、

その中で調査研究プロジェクトチ－ムを編成し、同時に生産技術体系化のため基礎的、応

用的調査研究を行う現場を選定しなければならない。 

 なお付言するならば、以上の調査研究体制の構築と推進のための実質的な先導的役割は

岡山県総合畜産センタ－、そして調査研究現場は中国四国酪農大学校付属農場とすること

が適切と考えられる。前者の理由は、本書シリ－ズ第２部「蒜山地域酪農の形成」第９章

第９節「公的機関における酪農研究」のなかで、「（前略）地域酪農業のあるべき姿を国

内外における社会的・経済的潮流を熟視しながら描き、その酪農業を支える生産技術を創

出するための研究戦略を構築し、それに沿って個別技術の開発とその総合化（技術体系化）

試験を計画し、試験場と酪農生産現場とを結んだ実施体制のもとで果敢に遂行することで

ある。（後略）」と記述した先行的試験研究の一環であると考えるからである。 

 一方、後者の理由は、本書シリ－ズ第２部「蒜山酪農地域の形成」第９章第５節「酪農

大学校付属牧場の経営」のなかで、「（前略）酪農経営は、技術的生産過程と経済的生産

過程の２つの側面を備えている。牧場実習の目的は、この２つの過程の仕組みを体験的に

学習し、それぞれの生産過程の「部分と全体」を理論と技術の結節という条理のもとで理

解することである。（中略）蒜山地域の自然環境と調和し、農業資源の保全・循環を図る

酪農生産技術の創出機能を備えた牧場こそ酪農教育機関に相応しい牧場といえるであろ

う」と記述した実習教育の一環であるとの考えからである。 

 上記した持続型酪農業の生産技術体系化における個別技術に関する試験研究課題の大枠

は、前出の第３項「地域農業の展開方向と課題」の中で記述した持続型農業の場合と重な

っている。その重複をいとわずに記述すると、有機質肥料の施用を基軸として、化学肥料

と農薬の投下量を減量から無投与とする条件のもとで、下記①～④の大課題に関する調査

研究が想定される。 
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 ① 耕地と草地における土地利用方式や作付体系の確立 

 粗飼料生産の土地利用方式は、地力の維持培養、連作障害や病虫害発生の回避、有害動

植物の防除、飼料品質の年間平衡化等を目的とした田畑転換、耕草地の転換、飼料作物と

農作物や複数飼料作物の輪作、マメ科作物や根菜類の導入などに関する調査研究。 

 ② 有機質肥料多量施用下の水と土壌の管理技術の確立 

 家畜糞尿、稲藁、緑肥作物等有機質肥料の処理・施用法、理化学的品質、有機質肥料の

施用と土壌の肥沃度、土壌や地下水の汚染及び飼料作物や牛乳・牛乳製品の品質の関係に

関する調査研究。 

 ③ 飼料作物の栽培管理と利用技術及び牧草地の維持・肥培並びに利用管理技術の確立 

 飼料作物の栽培、雑草や病害虫の防除、収穫・貯蔵、放牧・採草地の維持・肥培及び利

用、栽培と収穫・調製機械等に関する調査研究。 

 ④ 家畜の健康と福祉重視の飼養環境整備と飼養管理技術の確立 

 持続型酪農業展開の必要性は、既述したように地球資源の浪費抑制と植物資源の循環的

利用による持続可能な酪農業の確立、そして消費者の食に対する安全・健康志向に依拠し

ている。一方、欧米において家畜の健康と福祉（アニマルウェルフェア）への関心が高ま

り、１９９９年に有機農産物の国際基準、いわゆるコ－デックス（ＦＡＯ／ＷＨＯの合同

食品規格委員会）・ガイドラインに続き、２００１年に有機畜産物のコ－デックス・ガイ

ドライン（有機畜産物の生産、加工、表示及び販売に係わるガイドライン）が公表されて

いる。 以上の有機畜産物コ－デックス・ガイドラインにつては、本書シリ－ズ第２部「蒜

山地域酪農の形成」第８章第３節第５項「有機酪農への道」の中で簡単に触れている。 

 わが国における持続型酪農業の展開の終極は有機酪農業であり、上記のコ－デックス・

ガイドラインは極めて示唆に富んでいる。同ガイドラインによると、有機的な家畜飼養の

基本は、土地、植物、家畜の調和のとれた結びつきを発展させること、そして家畜の生理

的及び行動学的要求を尊重することで、その基本は有機的に栽培された良質な飼料の給与、

適切は飼養密度、行動学的要求に応じた乳牛の飼養体系、及びストレスを最小限に押さえ、

乳牛の健康と福祉の増進、疾病の予防並びに化学逆症療法の動物用医薬品（抗生物質を含

む）の使用を避けるような管理法を組み合わせることによって達成されるとしている。 

 上記のガイドラインの基準を多少具体的に列記すると、⒜乳牛は放牧草地と結びつくこ

と、⒝乳牛を有機農場から非有機農場の間で移動しないこと、⒞飼料は１００％有機飼料

を給与し、有機酪農への移行期間は乾物ベ－スで８５％以上とすること、⒟有機飼料生産

は無農薬・無化学肥料、非遺伝子組み換え作物を用い、生物多様性の増進を図れる有機輪

作栽培方式によること、⒠有機飼料は農場内自給とし、不足分は地域内自給とすること、

⒡動物由来の飼料及び遺伝子操作／組み換え作物を含む飼料を給与しないこと、⒢人工授

精は認められるものの自然繁殖が望ましく、受精卵移植．遺伝子工学を用いた繁殖技術を

禁止すること、⒣糞尿など畜産廃棄物の貯留と排出の管理を行い、周辺生態系を汚染しな

いこと、⒤牛乳の加工流通段階において添加物を使用しないこと、などとなっている。 

 ３３３３ 持続型酪農業持続型酪農業持続型酪農業持続型酪農業におけるにおけるにおけるにおける農業基準農業基準農業基準農業基準のののの制定制定制定制定 

 蒜山酪農協は、平成１６年度の「トレ－サビリティ・システム導入促進対策事業」（補

助事業）により、①生産段階における記帳による情報の蓄積、②牛乳乳製品製造の記録管

理、③乳製品の流通管理体制の整備、④インタ－ネット利用による情報開示などを推進す

ることとした。 

 上記した酪農生産現場における情報（生産履歴）の内容は、牛乳生産者氏名、住所、生

産者コメント、乳牛飼養頭数、牛舎形態、作業体系（１日の作業の流れ）、給与飼料内容、

乳質検査結果（乳脂肪分、無脂固形分等）、牛乳の黄色度（βカロチン含量）、飼養環境

調査結果となっている。 

 トレ－サビリティは「生産→処理→加工→流通→販売」というフ－ドチェ－ンの各段階

において、食品とその情報を追跡し、また遡及できるシステムであり、食品の安全管理と

事故や危害が発生したとき迅速に食品を回収し、その原因を追求し、さらに表示の信頼性

を確保する手段である。消費者が望む生産流通履歴の表示によって、これまで極端に遠ざ

かっていた「食」と「農」との距離は短縮されるが、決して食品の安全性を担保する手段
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ではない。 

 上記した酪農生産現場における諸情報が記録・開示されたとしても、その情報は牛乳の

安全性の証明にはならず、別のシステムで安全性を確保しなければならない。そのシステ

ムとはＧＡＰ（Good Agricultural Practice、一般に適正農業基準と称す）と呼ばれ、

農業者・産地自らが、作物や地域の状況等を踏まえ、①農作業の点検項目を決定し、②点

検項目に従い農作業を行い、記録し、③記録を点検・評価し、改善点を見出し、④次回の

作付けに活用するという一連の「農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）」である。 

 以上のような背景から、平成１６年９月、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の飼養衛生

管理基準が制定され、それに基づいて乳用牛の一般的衛生管理マニュアルが策定されてい

る。 

 同マニュアルでは乳牛の生長・生産ステ－ジ（導入牛、哺育、育成、乾乳、搾乳）にお

ける危害因子としてのサルモネラや腸管出血性大腸菌Ｏ１５７予防、その他病原微生物、

抗菌性物質等の残留等に対応して、衛生管理、飼養環境（飼養密度や乾湿度、換気量等）

及び飼料（自給飼料と購入飼料）の分野に係わる適正農業基準が示されている。また、平

成１８年５月には改正食品衛生法に基づきポジティブリスト制度が導入され、一定量を超

えて動物用医薬品等が残留する食品の販売等が原則禁止されることとなった。 

 一方、国際的には、平成３年からコ－デックス委員会において、有機食品の係わるガイ

ドラインについての検討作業が開始され、平成１１年には、「有機生産食品の生産、加工、

表示及び販売に係わるガイドライン」が採択されている。 

 わが国では上記のような状況を踏まえ、平成１１年に改正ＪＡＳ法に基づき、コ－デッ

クス・ガイドラインに準拠して有機農産物やその加工食品に関する日本農林規格（ＪＡＳ

規格）が制定され、表示の適正化が図られ、同１８年１０月にはコ－デックス・ガイドラ

インに準拠して有機飼料及び有機畜産物に関するＪＡＳ規格が制定され、有機飼料並びに

有機畜産物の生産方法についての基準等が定められている。ＪＡＳ規定に基づく有機農産

物の生産の原則は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料

及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮さ

せるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培法を採用した

圃場において生産されることとしている。 

 その原則に基づき、生産方法の基準が定めれ、主要なポイントは、①堆肥による土作り

を行い、播種・植付け前２年以上及び栽培中（多年性作物の場合は収穫前３年以上）、原

則として化学肥料及び農薬は使用しないこと、②遺伝子組換え種苗は使用しないこととな

っている。 

 一方、有機飼料の生産方法の基準のポイントは、有機農産物の場合と同様であるが、上

記①の括弧の収穫前の年限について多年性牧草にあっては２年以上となっている。なお、

購入飼料や飼料添加物についてはその有機性を担保する規定が定められている。 

 有機畜産物の生産の原則は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、環境への負担

をできる限り低減された有機飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを

基本として、動物の生理学的およ及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家禽から

生産することとしている。その生産方法の基準のポイントは、①飼料は主に有機農産物を

与えること、②野外への放牧などストレスを与えずに飼育すること、③抗生物質等を病気

の予防目的で使用しないこと、④遺伝子組換え技術を使用しないこととなっているが、乳

用牛の場合について幾分子細に記述すると以下のとおりである。 

 ①牛舎の構造は適度な温度、通風及び太陽光による明るさが保たれる構造であること、

床は平坦かつ滑らないこと、乳用牛が横臥することができる敷料を敷いた状態又は土の状

態の清潔で乾いた床面を有すること、１頭当たり面積は 4.0 ㎡以上、繋ぎ飼い 1.8 ㎡以上

とする。 

 ②野外の飼育場（圃場及び採草放牧地）を必ず設け、自由に出入りさせ、周囲から使用

禁止の肥料、土壌改良資材、農薬が飛来又は流入しないこと、組換えＤＮＡ技術を用いて

生産された種苗が播種又は植え付けされていないこと、採草放牧地及び多年性作物（牧草

を除く）栽培圃場にあっては最初に乳牛を放牧する前３年以上、同様に牧草を栽培する圃
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場の場合は放牧前２年以上の間は使用禁止資材を使用せずに肥培管理及び有害動植物の防

除が行われていること、畜舎と通じていない野外運動場は過度の雨、風、日光及び気温を

避けうる施設を有していること。 

 ③乳用牛は、出産前に６月以上有機飼養された母牛の子供であって、出生のときから有

機飼養されること、有機飼養以前から当該農場において飼養していた乳用牛は４月以上、

外部からの非有機飼養導入牛は７月以上有機飼養されること。 

 ④飼料は、有機の購入飼料及び有機自家生産飼料を給与し、有機牛乳生産への転換期間

中は乾物重量ベ－スで７０％以上とすること、生草、乾草又はサイレ－ジ等の粗飼料給与

量は乾物重量ベ－スで５０％以上とすること。 

 ⑤病気に対する抵抗力の強化及び感染予防が図られるよう適切な飼養管理を行うこと、

動物用生物学的製剤又は駆虫剤以外の動物用医薬品の使用は、治療目的に限ること、成長

を目的とした飼料以外の物質を給与しないこと。 

 ⑥繁殖は、受精卵移植技術、ホルモン又は組換えＤＮＡ技術を用いた繁殖技術を適用し

ないこと 

 以上で記述した有機畜産物生産方法の基準に照らして生産された牛乳は、平成１１年改

正のＪＡＳ法に依拠した有機食品の認定制度に基づき創設された登録認定機関の認定を受

け、有機牛乳あるいはオ－ガニックミルク等の名称の有機ＪＡＳマ－クを貼付して販売す

ることができる。ちなみに岡山県における有機ＪＡＳ登録認定機関には社団法人岡山県農

業開発研究所が登録され、同機関で認定を受けた有機農産物の生産事業者（生産農家、生

産組合、研究会、学校、企業等）は５３を数えるが、その中で有機畜産物は皆無となって

いる（平成１９年１１月現在、上記の研究所調べ）。 

 先に記述した持続型酪農業における生産技術体系とは、既述したように自然的環境と調

和しながら、主に乳牛排泄物由来の有機質肥料による土壌の肥培管理のもとで、化学肥料

及び農薬の投下量を減量し、やがて無投下とする農業管理を基底において、安全な牛乳生

産を目指す関係分野における生産技術の集大成であり、その諸分野における適正な農業基

準（ＧＡＰ）を定めなければならない。 

 既述したように、家畜伝染予防法の視点から乳用牛の飼養衛生管理ＧＡＰが制定され、

また、有機飼料の生産や乳用牛の有機飼養管理と繁殖や衛生管理ＧＡＰが制定されている。

しかし一方、持続型酪農業の基盤となる有機質肥料の土壌への還元と①地下水質及び土壌

肥沃度の関係、②放牧草や他の飼料作物の生育収量及びその飼料的品質の関係、③牧草地

の持続性の関係等を明確にしたうえで、蒜山地域に適用される土壌管理、水質管理、飼料

作物栽培管理、乳用牛飼養管理、繁殖・衛生管理に関するＧＡＰを制定する必要があり、

それは先に記述した酪農生産技術体系の確立過程で常に検討し、解決すべき課題である。

なお、以上のＧＡＰをクリアして生産された牛乳がＪＡＳマ－ク食品として販売できる足

掛かりとして、当該ＧＡＰの権威付けは欠かせない課題である。 

 上記した諸課題の解決には蒜山酪農協の自主的、先導的な取り組みに対して関係機関の

強力な支援が必要であるが、同時に組合員の自覚と積極的な対応が求められる。 

 ４４４４    酪農的景観酪農的景観酪農的景観酪農的景観のののの創出創出創出創出 

 景観とは一般的に視覚対象物としての植生や動物相、自然の風景や地形に限定された単

なる自然景観の眺めに過ぎない。しかし、沼田による景観とは「人間の影響やその歴史を

含む地圏や生物圏の構造や動態のすべて」
43) 

であり、五感や心の世界も含まれる感性空

間であり、精神的眺めであり、地域の風土と歴史と文化が育てあげたものにほかならない。 

 わが国では、国民の日常生活が営まれる都市と農村の全域にわたって、美しい国土空間

の維持保全と創造を図るため、平成１６年６月に「景観法」が公布されている。同法律に

は「良好な景観とは、現在及び将来における国民共通の資産」との認識のもとに、景観形

成に際しては、①地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和、②地域

の個性を伸ばす多様な形成、③観光や地域の活性化への配慮、④住民、事業者、行政の協

働、それぞれの必要性が基本的理念として掲げられている。 

 この法律は国土交通省・農林水産省・環境省の共管によって制定され、公布されたもの

であり、農村の景観整備に関する部分をみると、景観計画を定める景観行政団体（市町村）
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は、景観計画区域内の農業振興地域に、景観と調和のとれた良好な営農条件の確保を図る

べき区域として「景観農業振興地域」の整備計画を作成することになっており、その整備

計画の核心は「良好な農山村景観の保全・創出」である。 

 上述の文脈から保全・創出される「良好な農山村景観」とは、「活力ある農林漁業が支

える美しい農山漁村」、「健全で豊かな自然環境の保全」、［伝統文化が息づく地域社会

の維持・継承」を宣言し、「ル－ラル・アメニティ」供給と「農山漁村の魅力を活かした

都市との交流」の可能性を自己主張する地域の姿とも言える。 

 昭和３０年代前半期頃まで、農業文化を育んできた農山村景観の美しさには、米作りと

牛飼養の連携のもとで創出された背景がある。水田の耕起、田植え、田草取り、稲刈り、

稲架掛け、稲わらのこづみ、稲藁堆肥の施用など、春の田植えから秋の稲刈りに至る一連

の稲作景観は農山村景観の美しさの象徴であった。 

 その景観には自然環境に限り無く寄り添った循環型有畜稲作農法に依拠した人々の暮ら

しの息づかいが感じられた。しかし今はその美しさは減反政策、機械化農法、就農者の減

少と高齢化等によって失われつつある。 

 こうした状況の中で、温泉に恵まれた大分県湯布院町は、稲作景観のなかで味わう温泉

を大切にする発想から、観光協会・温泉組合との共同出資による「農村景観保存稲ワラ確

保対策事業」を平成３年度から始めている。この事業では、湯布院町内稲作農家と畜産農

家との間で契約を結び、当該年度に収穫した水稲を自然乾燥（かけ干し）し、保存管理（ワ

ラこづみ）を行ない、こづみされた稲藁を利用する畜産農家に対して町が補助金を支払う

ことにしている。こうした美しい農村景観の復活・保存事業とそのほかの町起こし事業と

が共鳴し、形成されたル－ラル・アメニティは地域のイメ－ジアップと農産物の高付加価

値化につながっている
44) 

。 

 さて、蒜山地域酪農処女地における昭和２９年度に始まる外国産ジャ－ジ－種乳牛の集

団的導入事業による酪農地域形成は既に半世紀を経過している。その事業は牛乳生産の主

産地形成であるが、同時に既存の農耕的景観と酪農的景観を複合させる文化的事業であっ

たとも言える。 

 藤本
45) 

によると景観の評価は、視対象（見える対象）までの距離によって差異があり、

その距離によって景観は小景観（数十メ－トル）、中景観（数百メ－トル）、大景観（数

キロメ－トル）に分類されている。 

 酪農的景観の構成要素は、上記の景観評価の視点からすると、中景観としては豊かに広

がる牧草地、そこに放牧される乳牛群と牛群の放牧動態、牧柵や避難林の配置であり、と

くに放牧牛は経済動物であるが、酪農的景観の不可欠要素であるとされている
44) 

。一方、

小景観としては畜舎、牛乳処理場、堆肥舎、運動場等の衛生管理、周辺の環境（植樹、花

壇、農道等）整備と全体的には美観の維持、乳牛の健康と清潔、そして搾乳と牛乳出荷の

風景、家庭の乳利用文化、暮らしのゆとりと楽しみ等であり、これらの要素は訪れる人々

に好印象を与え、和ませ、ふる里への郷愁を感じさせ、酪農生産者と都市住民の活発な交

流の契機となるものである。 

 姫新線勝山駅から国道３１３号線を湯の里・湯原を経由して北上を続け、蒜山三座のふ

もと盆地部に入り、旭川を挟んで広がる水田地帯を東西に走る国道４８２号線を西へ向か

うと、昭和４０年代に水田裏作として栽培されたイタリアンライグラス草地でジャ－ジ－

種乳牛の繋ぎ放牧や増頭した農家では牧草畑での輪換放牧の風景が散見された。しかし、

同年代末頃にはジャ－ジ－種牛の放牧風景は次第に失われ、牛群は牛舎内で周年飼養され

ることとなった。 

 一方、蒜山山麓原野では昭和３６～３８年度に大規模草地改良事業により１９０ha の公

共草地が造成され、その草地管理主体は八束村、同村草地利用組合、同村農業協同組合へ

と変わりながらも、ジャ－ジ－種牛の放牧育成と地元農家への採草利用地貸付事業が実施

され、その過程で同４４年に上蒜山山麓北西部の公共草地２７ha を４戸協業経営体に貸し

付け、同協業体はジャ－ジ－種搾乳牛群の夏山冬里方式による昼夜放牧を開始し、平成４

年以降は１戸の経営体が引継ぎ、その時点で借入れ放牧用公共草地は３７ha に拡大してい

る。また、蒜山酪農協は平成元年に上記した八束村農協から乳牛育成場経営を引き継ぎ、
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牧場用地３７ha のうち３３ha でジャ－ジ－種育成牛の放牧育成を行っている。さらにま

た、昭和４０年度開校の財団法人中国四国酪農大学校付属牧場は、川上台地三木原の公共

草地約５１ha でジャ－ジ－種牛の昼間放牧を実施している。 蒜山山麓公共草地は現時点

で９２ha が牧草利用、そのうち放牧兼採草利用は７４ha、残り１８ha は地元酪農家が採草

専用とし、７ha 前後は大根作、約９０ha は利用放棄地となっている。 

 先に記述した中景観としてのジャ－ジ－種牛の放牧風景は蒜山山麓における北西部と東

南部の２場所と同山麓の西に接するる川上台地三木原の１場所にとどまり、しかも同地を

訪れる人々の最も目に映り易い放牧風景の視点場（見る場所）は蒜山酪農協直営の「蒜山

ジャ－ジ－ランド」と「休暇村蒜山高原」の２か所に過ぎず、蒜山山麓は酪農的景観を形

成しているとは言い難い。 

 以上のような事情から、今後、蒜山山麓における美しい酪農的景観の創出に向けた努力

が必要であり、同時にまた蒜山盆地部耕地においても放牧風景を復元し、蒜山高原におけ

る美しい酪農的景観を創出することは地域再生のために欠かせない宿題である。 

 蒜山酪農協は、「蒜山ジャ－ジ－ランド」の「点」としての酪農的景観を蒜山高原一帯

に拡げ、農耕的景観と複合した個性的な「地域ジャ－ジ－ランド」のブランド化を図り、

その名声を国内外で博すことは、平成１８年１２月制定の観光立国推進基本法に基づく「観

光立国」政策に沿った、地域の未来を約束する壮大な事業である。同組合は美しい酪農的

景観の創出に向けて踏み出し、先に記述した湯布院町の景観づくりの流儀を教訓にして主

体的に取り組み、組合員や耕種農家、地域住民、関係団体、そして行政機関と協働し、具

体的な構想を煉り、実現化への行動を起こすべき時を迎えている。 

 ５５５５ 地域酪農文化地域酪農文化地域酪農文化地域酪農文化のののの創造創造創造創造とととと映像映像映像映像のののの発信発信発信発信 

 地域酪農文化創造とその映像発信の背景は、前出の第３項２－２「新しい地域農耕文化

の映像発信」の文脈から推測され、その詳細は本書シリ－ズ第２部「蒜山酪農地域の形成」

第８章第３節第２項「地域酪農文化の創造」の中で記述している。 

 第２次世界大戦に敗れておよそ半世紀、蒜山盆地部で展開された水稲・黒毛和種牛・木

炭に支えられた耕種農業は、昭和２９年度に始まる外国産ジャ－ジ－種牛集団導入事業に

よる酪農業の進展のもとで、農業粗生産額のおおよそ半分を酪農業が占め、両村の農業は

水稲・大根・牛乳によって支えられる耕種・酪農複合農業に変容している。 

 地域酪農文化とは、地域固有の風土のもとで酪農民の牛乳生産における土地資源の利用

の仕方、食卓における乳利用を巡る知恵の出し方、考え方や生き方、地域住民の酪農観、

そして酪農的景観などの一体化したものである。 

 昭和３０年代半ば頃から始まる農業近代化の進行のもとで、伝統的な農耕文化は次第に

失われているものの、その文化的要素は今もなお地域に根づいている。一方、酪農文化の

１つの側面である乳利用の状況は、我々国民の出自が農耕民族である理由からか、牛乳乳

製品の１人当たり年間消費量は昭和３５年以降３５年間は漸増し、平成８年以降は停滞に

転じ、しかもその量は欧米と比べて３分の１以下と極めて低く、牛乳を食べ物としてでな

く機能性健康食品として受け入れる傾向が非常に強く、酪農家の食卓もまた同様である。

これまで酪農生産者は酪農近代化路線に乗っかり、ひたすら乳量の増大による農業所得の

向上を追求し、乳利用を巡る知恵の働きかけは密封される状態であったと言える。 

 新時代の環境保全や有機資源循環の潮流に従う持続型酪農業は、従来の近代的酪農業に

比べて、自然環境への対応や土地資源の利用の仕方に根本的な違いがあり、また、乳用牛

の飼養、繁殖、衛生の面では食の安全と家畜の健康と福祉を重視した管理方式が採用され、

その生産技術体系は大幅に見直され、酪農生産者の酪農観もまた大きく変化し、新しい地

域酪農文化創造の時代を迎えることとなった。 

 地域酪農文化創造の主役は酪農生産者自身であり、彼らの手による「わが家の酪農文化」

が地域の酪農文化を育み、支えるのである。上記したように酪農文化には幾つもの側面が

あり、その中の「わが家の乳利用の文化」は、これまでは未開花に近い状態であったが、

今後は地域活性化への道として期待されるグリ－ン・ツ－リズムや都市住民との交流・対

流の促進のために欠かせない存在である。 

 都市住民に酪農現場を知ってもらうには、一時的に牛舎を訪れ、乳牛に触れ、搾乳作業
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を見るだけでなく、何日間か滞在して酪農作業を体験し、酪農の楽しさや苦しさを知って

もらいたい、という声がある
46) 

。グリ－ン・ツ－リズムにより都市住民が酪農家に滞在

中、大地－牧草－乳牛の神秘的な循環的関係を学び、搾り立ての牛乳でヨ－グルト、アイ

スクリ－ム、チ－ズなどの乳製品作りを手伝い、酪農家族と食卓を囲み、牛乳料理の味を

堪能し、四方山の話を交わし、彼らの暮らしの一端に触れる中で親交を結ぶことは、生産

者と消費者の距離を縮め、間接的に牛乳消費を高め、地域農業の発展にとって極めて重要

なことである。 一方、酪農家未訪問の人々に向かって、地域特産の酪農食品の消費拡大

のため、地域酪農業の実像と酪農文化のドキュメンタリ－映像を発信することは極めて重

要である。 

 岡山県は平成１８年１２月策定の「新おかやま夢づくりプラン」観光プログラムの中で、

映画・ＴＶロケ等の誘致による地域の活性化と情報発信を重要施策の１つとして掲げてい

る。それはフィルムコミッションを地域ごとに設立し、関係機関との連携強化を図りなが

ら、映画、ＴＶ等のロケ誘致やロケへの協力、支援に取り組む事業であり、県内での好事

例の１つは美作市を舞台にした映画「バッテリ－」である。上記した映像文化による地域

酪農文化の発信もまた「新おかやま夢プラン」に沿った地域活性化への道と考えられる。 

 上述したドキュメンタリ－はジャ－ジ－種乳牛飼養現場から消費者の台所に至る段階に

おける牛乳の流れとそれを巡る人々の暮らしの記録である。そこに映し出される画像は大

まかに蒜山高原における酪農的、農耕的農村景観、牛乳の生産環境、乳用牛の飼養と搾乳、

牛乳生産の経済、乳製品の加工と流通、酪農家族の暮らしと生産活動、酪農家と耕種農家

の連係等々であり、これらを素材として長編ドキュメンタリ－「ひるぜんジャ－ジ－ラン

ド・乳と人間の物語」は制作される。なお、これとは別に多様な短編、例えば「蒜山盆地

の自然と人々の暮らし」、「牛乳を巡る酪農民の生活」、「酪農民の喜びと苦悩」、「大

地からの牛乳誕生の神秘」、「近代的工場における牛乳の華麗な変身」、「乳製品の旅」、

「地域で踏んばる蒜山酪農協」、「都市住民との交流」等を制作し、全国的キャンペ－ン

の規模と内容、時間に応じて長編、短編を取捨選択して上映し、都市住民や消費者に特産

の乳製品をドキュメンタ－が描く地域のイメ－ジを重ねながら食べてもらう地域再生の戦

略である。 

 このようなドキュメンタリ－映像の制作は蒜山地域酪農協の力量を超えており、フィル

ムコミッション並みの地方自治体を含む関係機関の支援が必要であり、これら機関に対し

て蒜山酪農協は熱心かつ強力にアプロ－チしなければならない。 

 ６６６６    グリグリグリグリ－－－－ンンンン・・・・ツツツツ－－－－リズムリズムリズムリズムのののの推進推進推進推進 

 グリ－ン・ツ－リズムの推進については、本書シリ－ズ第２部「蒜山酪農地域の形成」

第８章第３節第２項「グリ－ン・ツ－リズムの推進」のなかで、先進国イギリス、フラン

ス、ドイツ、そして日本におけるグ－ン・ツ－リズム台頭の背景と取り組みの現状につい

て記述している。 

 グリ－ン・ツ－リズムとは、緑豊かな農山漁村に滞在し、美しい景観の中で自然、歴史、

伝統文化、生活文化などにふれ、人々との交流を通じて、近代工業文明によって失われた

人間性をとりもどす都市住民の余暇活動である。一方、エコツ－リズムも注目され、それ

は農山漁村における生態系を保全しつつ、自然、歴史、文化財など固有の資源を生かし、

地域の持続的発展に取り組む人々の営みを学ぶなかで、地域資源の大切さとそれへの暮ら

しの係わり方、保全の必要性などを体感し、学習する旅行である。 

 わが国でグリ－ン・ツ－リズムが台頭した時代的背景には２つの側面があり、その１つ

は生活の質を求める国民の余暇ニ－ズ、もう１つは高度経済成長以降、地域農業などの衰

退に伴う農村社会の脆弱化を背景にした社会的要請である。 

 先に第３節第２項「地域再生への道」のなかで、地域産業振興の一環として地域資源を

活用した観光業の創造を提案している。一方、既に観光業の展開条件が揃った地域ではグ

リ－ン・ツ－リズム、農山漁業体験、農家民宿などが実施されている。 平成１７年３月、

蒜山地域４町か村を含む９か町村の合併により真庭市が誕生し、新生真庭市は「賑わいと

安らぎの杜の都・真庭」をまちづくりの目標とし、平成１８年３月に真庭市総合計画を策

定している。同計画に盛られた「地域資源を活かした産業のまちづくり」の一環として「バ
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イオマスの活用による新産業の創出」、「観光回廊・真庭」づくり等々を挙げ、木質バイ

オマス関係企業などの視察者の観光ツア－化、エコツ－リズムなどの自然体験型観光、観

光農園など農林業と連携したグリ－ン・ツ－リズムの促進により、「総合産業」として観

光の確立を目指すとしている。 

 同市は上記のような総合計画に沿って、平成１８年４月に国の「バイオマスタウン」に

認定されると同時に産業観光創出委員会を発足させ、同委員会のもとで湯原町や蒜山高原

など地域の観光資源と結びつけた新たなツア－を生み出す産業観光事業が企画され、バイ

オマスツア－が始動し、蒜山酪農協は平成１９年度事業の１つとして同ツア－への参加を

予定している。 

 蒜山山座の緩やかに拡がる山麓とそれに連なる広々とした盆地部からなる蒜山高原の自

然美や風情は、旅行者の旅情を慰めるに相応しい観光資源であり、同高原を訪れる観光客

数は平成１７年に年間２７０万人を数え、同１８年には約２４０万と伸び悩んでいる。ま

た、蒜山酪農協が運営する蒜山ジャ－ジ－ランドを訪れる観光客数も平成１７年に５万５

千人、同１８年には４万９千人に減少し、第３セクタ－営の蒜山ハ－ブガ－デン・ハ－ビ

ルは平成１７年に４万５千人、同１８年には３万４千人に留まっている。こうした観光客

数の減少は数年来の傾向であり、現状の観光資源の集客力の限界を示し、新しい観光資源

の創造の必要性を示唆していると思われる。 

 既述したように蒜山高原は典型的な中間農業地域に位置しており、新しい観光資源は農

村空間に潜在している。平成４年４月農林水産省内に組織された「グリ－ン・ツ－リズム

研究会」の中間報告書（同年７月）は、農村空間は生産の場であり、地域住民の生活の場

であるとともに、国民が求めるゆとりややすらぎのある人間性豊かな生活を享受し得る国

民共有の財産である、と述べている。 

 「良好な農村景観」、「活力ある農業が支える美しい農村」、「健全で豊かな自然環境

の保全」、「伝統文化が息づく地域社会の維持・継承」を備えた農村空間は「ル－ラル・

アメニティ」を都市住民に供給し、グリ－ン・ツ－リズムの持続的な展開を約束し、一方、

地域における雇用機会の増加と所得の向上等を通じて地域活性化に大きく貢献する新しい

観光資源である。 

 以上の農村空間の観光資源化の方途は、これまで詳細に記述した「持続型農業（酪農業

と耕種農業）の確立」であり、それに同伴した「美しい農村景観の形成」と「新しい地域

農業文化の創造」に尽きる。 

 一方、グリ－ン・ツ－リズムの進展を図るには、都市住民の受入れ体制を整備しなけれ

ばならない。その受入れと運営方式には農家型、公共団体や農協の運営型、公共団体や農

協の施設提供・地域住民運営型等がある。その中で最適のタイプは農家（酪農家と耕種農

家）自体が農家民宿（ファ－ム・イン）を経営し、農家レストランや農産物加工品の販売

などに係わる農家型であるが、地域全体としての対応の脆弱さ、資金の負担、法的規制条

件、ノ－ハウ、その他様々な難問が横たわっている。一方、ほかのタイプの場合は農家家

族と都市住民の心を通わせる交流が難しく、しかも類似施設の存在から都市住民を引き付

ける魅力に乏しい。 

 グリ－ン・ツ－リズムを「通過観光」に終わらせることなく、真のグリ－ン・ツ－リズ

ムを定着させるには、農家、地域住民、農業関係団体、ＮＰＯ、観光関係団体、民宿関係

者、行政機関等の人々が同ツ－リズムの理念とその効用についての認識と理解を共有し、

その推進体制を構築し、実現に向かって協議を重ねることが必要であり、蒜山酪農協、地

域農協、観光関係団体は積極的な係わりをもつ役割を背負っている。 

 最後にエコツ－リズムの推進につて簡単に触れておきたい。 

 モンス－ンアジアの片隅にある蒜山高原は、植物生態的に見ると照葉樹林帯に位置し、

そこで創出される有機酪農業と水田農業の複合的文化は、ヨ－ロッパにおける硬葉樹林帯

や夏緑広葉樹林帯で育ち、成熟した酪農業や酪農文化と決定的に異なり、欧米のツ－リス

トたちの好奇心と興味を呼び起こすに違いない。また、蒜山高原の生態系に依拠し、国際

的適正有機農業基準（ＧＡＰ）に近似した基準による持続型酪農業の展開及び酪農と水田

稲作の共生関係における地域有機農業の展開は、とくにモンス－ンアジア圏の人々へのエ
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コツ－リズムの招待状となる。 

 近年、わが国における地方空港及び高速道路の整備は急速に進み、蒜山高原は岡山空港

や関西空港、さらに隣接県の空港を介して世界各地との距離を短縮し、一方、岡山県内の

道路網の整備・拡充により、蒜山高原は県南地方の倉敷美観地区、玉野・渋川、鷲羽山、

後楽園等の観光スポットと連結し、観光回廊が形成されている。蒜山高原における新しい

観光資源すなわち農村空間観光の創造は、岡山県内外は言うに及ばず諸外国に対してもグ

リ－ン・ツ－リズムやエコツ－リズムの門戸を開き、蒜山地域社会の持続的発展に大きく

貢献するであろう。 
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