
- 868 - 

 第１３章 農山村の変容に関する概要 

 既述の第１～１２章において蒜山地域及び同地域構成４か町村における昭和３０年以降

およそ半世紀に亘る農村社会及び農業の変容について、経済と農政改革的側面（第１章）、

人口、産業構造、農村世帯、農業集落等社会的側面（第２～５章）、農林業、商業、工業、

観光業等産業的側面（第６～９章及び１２章）、町村内総生産と町村民所得等経済的側面

（第１０章）及び町村の財政的側面（第１１章）から、岡山県と対比し記述した。本章で

は、上記の各章において冗長な記述に終始した内容のまとめとして、およそ５０年の長期

的な流れのなかでの農山村の変容を端的に捉えるため、昭和３０年又は同３５年前後と平

成１７年の両時点間比較の形で記述する。 

 

 第第第第１１１１節節節節 農業農業農業農業とととと農村農村農村農村をををを巡巡巡巡るるるる時代時代時代時代のののの潮流潮流潮流潮流 

 

 第２次大戦後、昭和２０～２１年に実施された農地改革により、地主的土地所有制度は

解体し、地主－小作関係は崩壊し、大半の旧小作人はほぼ同規模の自作農民となり、農村

社会は平等化、民主化され、自作地化した農地は農民の創造性を呼びさまし、一方、技術

革新が進み、単収は飛躍的に増大した。その農地改革から経済の高度成長に至る約１０年

ほどの時期は、商品経済が農業へも浸透し、労働市場の影響を受けることになったが、農

家戸数、耕地面積、農業就業人口に大きな変化は起こらなかった。 

 この時期、わが国の伝統的な農業経営は、地域の立地条件に応じた複合経営という仕組

を共有し、色濃く継承された地域自給経済体制のもとで発展し、農村は「むら」の集落機

能を全開し、経済的、社会的に最も自由で創造的な「時」をもったと言えるかもしれない。

しかし、農地改革の成果が実を結んで、連年豊作が続き、工業生産が除々に回復して高度

経済成長期に入ると、農村社会と農業は大きな激動の時期を迎えることになった。 

 昭和３０～３２年の神武景気から始まる高度経済成長は、岩戸景気（昭和３４～３６年）、

いざなぎ景気（昭和４０～４５年）と好局面が続き、同４３年にＧＮＰ（国民総生産）が

自由世界で第２位という経済大国となった。しかし、高度経済成長も昭和４８年の第１次

石油ショックを契機に終焉を迎え、低成長期に移行し、現在に至っている。 

 上記したように日本経済は昭和３０年代半ば頃から本格化した高度経済成長を謳歌した

のであるが、その反面、都市の過密と農村の過疎の並進、農工間や地域間格差の拡大、公

害や環境破壊の発生、そして低成長期以降は農業の縮小化と国際化が進み、農村の荒廃と

いう深刻な問題が発生し、現在に引き継がれている。 

 上記した農業と農村の変容には、高度経済成長を誘導した経済改革とそれに対応する農

政改革が大きく係わっており、したがってこの半世紀に亘る農業と農村を巡る時代の潮流

は、その主流が経済改革であり、それに対応した副流こそが農政改革であったといえる。 

 その潮流は経済的視点から５画期に分けられ、第１期は昭和２０年代前半の連合国軍占

領下における戦後改革（農業分野では農地改革）と農業復興、第２期は昭和２０年代後半

の経済再建と食糧の増産・自給、第３期は昭和３０年代～同４０年代前半の高度経済成長

と基本法農政の展開、第４期は昭和４０年代後半～５０年代の経済低成長と農業の縮小化、

第５期は昭和６０年以降現在に至る国際協調型経済と新基本法農政（国際化農業）の展開

である。 

 

  第第第第１１１１項項項項 占領下占領下占領下占領下のののの戦後改革戦後改革戦後改革戦後改革とととと農業復興農業復興農業復興農業復興 

 昭和２０年８月のポツダム宣言受諾直後、アメリカ単独占領開始から同２６年対日平和

条約締結までの占領期間は、占領政策に基づく戦前・戦中期の社会経済体制の改革（戦後

改革）による民主化が行われ、その中で経済機構の改革の１つとして農地改革が実施され

た。 

 農地改革は第１次、２次にわたり、第１次は昭和２０年１２月の農地調整法の改正（小

作料の金納化）、第２次は同２１年の自作農創設特別措置法公布と農地調整法の改正（地

主・小作関係の調整）に基づき実施された。さらに自作農民の小作人への転落を防ぎ、農
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地の集団化、耕地整理事業、営農指導等の業務や販売、購買、金融等の経済的サ－ビス業

務を遂行するための農業協同組合法が昭和２２年１１月に公布された。さらに昭和２２年

１２月に小規模自作農の経営安定化と食料増産を図るため、農業保険と家畜保険を統合し

た農業災害補償法が公布された。 

 昭和２３年７月には食料増産推進のための農業技術の改良と普及や農家世帯の生活改善

を図る等の目的で農業改良助成法が公布され、さらに同２４年６月公布の土地改良法によ

り干拓、低湿地開発、農地の排水改良、圃場整備、農地集団化等の事業が国営、都府県営、

団体営により推進された。また、昭和２６年３月に長期低利資金を融資するための農林漁

業資金融通法や積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法が制定された。 

 

  第第第第２２２２項項項項 経済再建経済再建経済再建経済再建とととと食糧食糧食糧食糧のののの増産増産増産増産・・・・自給自給自給自給 

 経済・農政改革潮流の第２期は、昭和２６年９月の対日講話条約と日米安全保障条約締

結から同３０年６月の関税及び貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）加盟までの期間であり、

高度経済成長の助走段階と位置づけられている。 

 昭和２６年７月に国際小麦協定に加盟し、同年９月に日米安全保障条約調印、同年１１

月には国連食糧農業機関（ＦＡＯ) に加入するなど国際社会に参入した。そして昭和２７

年８月、国際通貨基金（ＩＭＦ）に１４条国として加盟し、同時に世界銀行に加盟した。

ＩＭＦ協定は為替制限の廃止による自由な取引を謳っており、その例外措置を認められた

国が１４条国である。この時期、わが国の経済政策は経済自立を目指し、米国への外交的、

経済的依存のもとで、戦前型の軽工業・紡績工業から自動車、電気機器、石油工業など新

鋭重化学工業型産業への編成替えの基盤づくりが推進された。 

 昭和２３年から穀物の国際需要が停滞するなかで、米国は大量の余剰農産物解消の手段

として穀物輸入国のドル不足に目をつけ、同２８年に軍事援助のための相互安全保障法（Ｍ

ＳＡ法）を改正し、軍事援助と農産物輸出振興の双方の実現を図り、そして同２９年には

ＭＳＡ法に代わる余剰農産物処理のための農産物貿易促進援助法（ＰＬ４８０）を制定し

た。 

 ＰＬ４８０には被援助国は自国通貨で食糧を輸入し、代金の一部を自国の長期プロジェ

クトに使えるメリットがあり、ドル不足に悩むわが国はこの食糧援助に飛びつき、余剰農

産物を受入れ、同時に電源開発や愛知用水など農業開発プロジェクトが推進された。 

 昭和３０年９月には関税及び貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ) に加盟し、貿易面での

国際社会入りが初めて実現したが、外貨不足などでしばらくは輸入制限が認められた。 

 一方、国内の農政面では経済自立政策に呼応し、食糧増産・自給政策と農業保護政策が

展開された。当時の食糧増産・自給政策の中心は主要食糧である米と麦の増産であり、農

林省は昭和２６年５月に食糧増産１０か年計画を策定した。 その増産計画の一環として、

昭和２７年に畜産振興１０か年計画要綱が決定さ、同２８年９月に有畜農業の普及を図る

ため有畜農家創設特別措置法が公布され、同時に酪農振興を目的とした集約酪農地域建設

計画が策定され、外国産ジャ－ジ－種乳牛の集団的貸付事業が着手された。そして昭和２

９年６月には集約酪農地域の指定、生乳取引の公正化や乳製品の消費拡大、草地改良事業

の推進等を目的とした酪農振興法が公布された。 

 昭和２７年５月改正の食糧管理法により二重米価制度の採用と麦類の間接統制移行が決

定し、同２８年８月には甘藷、馬鈴薯、ナタネを対象とした農産物価格安定法が公布され

た。また、昭和２７年７月には農地改革の成果の恒久化を主旨とし、自作農主義を堅持し、

土地所有・経営面積の制限を継承し、小作権の保護を継続するため農地法が改正された。 

 昭和２８年８月、同２０年代半ば頃からの耕耘機の急速な普及を受けて、農業機械化へ

の補助や研究の助長、農機具検査の法制化などを内容とした農業機械化促進法が公布され

た。 

 上記したような農産物増産を支える法整備と自作農民の労働意欲及び創意工夫により、

昭和３０年の稲作は大豊作となり、それまで９００万トン台で推移してきた米生産量は一

挙に 1,238 万トン（単収３９６キロ）を記録し、その後約１０年間は 1,200 万トン台で推

移し、わが国稲作史上最も安定した生産段階とされた。しかし、昭和４２年には一挙に
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1,400 万トン台へと飛躍し、米の過剰問題が発生し、同４６年から稲作転換政策が本格化

し、現在に至っている。 

 

  第第第第３３３３項項項項 高度経済成長高度経済成長高度経済成長高度経済成長とととと農業基本法農政農業基本法農政農業基本法農政農業基本法農政のののの展開展開展開展開 

 経済・農政改革潮流の第３期は、高度経済成長期に当たり、昭和３１年以降同４５年ま

で約１５年に及ぶ期間である。この期間は昭和４０年の戦後最大の不況期を挟み、前期（昭

和３１～３９年）と後期（昭和４１～４５年）に区分され、前期は神武景気、そして岩戸

景気と続き、後期はいざなぎ景気と呼ばれている。 

 １１１１ 高度高度高度高度経済成長前期経済成長前期経済成長前期経済成長前期・・・・農業近代化農政農業近代化農政農業近代化農政農業近代化農政 

 国際的には昭和３５年１月、安保条約に経済協力条項を加えた新日米安全保障条約が調

印され、わが国は工業製品の販売市場を米国に依存し、その見返りとして米国産農産物を

輸入することになり、この新安保条約はわが国の農業・食料政策に大きな影を落すことに

なった。 

 一方、わが国は昭和３５年６月に貿易・為替自由化計画大綱を閣議決定し、世界市場に

本格的に参入することになり、それは開放経済体制への決断であった。昭和３６年９月に

は貿易自由化計画が策定され、同３７年１０月までに自由化率を９０％に高めることを国

際的公約として掲げた。 

 昭和３８年２月にＧＡＴＴ１１条国（輸入数量制限の原則禁止）への移行通告を受け、

貿易自由化の義務が生じた。そして昭和３９年４月に国際通貨基金（ＩＭＦ）８条国（国

際収支を理由に為替制限のできない国）に移行し、同時に経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

に加盟し、米国を中心とした世界経済体制に本格的に参画する条件が整えられた。 

 国内経済に視線を移すと、第２次、３次産業面では、太平洋ベルト地帯を中心に道路、

鉄道、港湾、電信、電話等の産業を強化して、新鋭重工業を早急に成長させるため、昭和

３０年１２月策定の経済自立５か年計画に続き、同３２年１２月に国民所得計画、同３７

年１０月には第１次全国総合開発計画等の中長期経済計画が策定され、これらの計画のも

とで大規模な財政投融資と設備投資が進められた。こうして昭和３０～３２年の神武景気

を前兆とし、同３４～３６年の岩戸景気へと続き、その後高度経済成長は本格化し、同３

５～３９年間における国民総生産（ＧＮＰ）の対前年増加率の平均は 12.1% の高率となり、

欧米先進国の２～３倍に達している。 

 一方、農業面では米価は据え置かれ、農業所得は停滞し、反対に都市労働者の賃金は上

昇し、農工間の所得格差は拡大し、他産業に比べて農業の立ち遅れが目立ち、「曲がり角

にきた農政」が喧伝されるようになった。 

 昭和３２年８月、戦後初めて農林白書『農林水産業の現状と問題点』が公表され、その

なかで農業発展への課題として、農業所得の低さ、食糧供給力の低さ、国際競争力の弱さ、

兼業化の進行、農業就業構造の劣弱化（老齢化と女性化、男子青壮年の兼業従事化）の５

点が指摘され、それらに共通する日本農業の基本的問題として生産性の低さを挙げている。 

 昭和３４年４月、農業白書が詳細に指摘した問題点を解消し、高度経済成長に対応する

ＧＡＴＴ体制下の農政のあり方を検討するため、総理大臣の諮問機関である農林漁業基本

問題調査会が設置された。同調査会は昭和３５年５月に農業の基本問題と基本対策を答申

し、そのなかで３つの政策目標を掲げている。すなわち第１は勤労者世帯と同程度の所得

をあげられる自立経営農家の育成を目標とした所得政策、第２は生産性の向上と生産の選

択的拡大を目標とした生産政策、第３は零細経営からの脱却を目標とした農業構造の改善

政策である。 

 昭和３６年６月、上記の答申に基づき、農業生産性の低さを克服するため農業基本法が

公布・施行され、農業近代化を旗印とした基本法農政が展開されることになった。 

 昭和３７年５月、農業経営規模拡大を図るため農地法が改正され、同時に協業による大

規模経営の育成や農地の流動化を促進する等のため農業協同組合法が改正され、さらに農

地信託制度が制定された。 

 昭和３７年６月、第１次農業構造改善事業促進対策が決定され、それは同４４年から第

２次事業に引き継がれ、土地基盤整備事業と経営近代化施設の設置等が推進された。この
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事業によって農業の近代化、つまり農業の機械化、化学化（化学肥料と化学合成農薬の多

量投下）、装置化（施設農業）、大規模化、専門化、単作化が促進され、農業もまた工業

と同様に大量生産の時代を迎えることになった。 

 一方、農業基本法農政の基本理念に基づく生産の選択的拡大と農工間の所得均衡の実現

のため農産物価格支持政策が重視され、整備された。すなわち主食である米は昭和３５年

産米から、従来の農業パリティ方式を生産費及び所得補償方式に改め、選択的拡大農産物

である畜産物と野菜については、同３６年１１月に畜産物価格安定法、同４０年６月には

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（不足払い法）、同４１年には野菜生産出荷安定法

が制定された。 

 ２２２２ 高度経済成長後期高度経済成長後期高度経済成長後期高度経済成長後期・・・・総合農政総合農政総合農政総合農政 

 高度経済成長後期は、昭和４１年に始まる建設国債の発行、そして同４２年、同４４年、

同４５年にそれぞれ策定された経済発展計画、新全国総合開発計画、新経済社会発展計画

に基づく一連の経済社会政策が遂行され、上記期間中におけるＧＮＰ（国民総生産）の対

前年増加率の平均は 11.9% となり、昭和４３年には米国に次いで第２位を占める経済大国

になった。 

 この時期に重化学工業は発展し、自動車、電気機器、鉄鋼などの輸出が急増し、貿易収

支の黒字基調が定着したため、昭和４３年に日米間貿易摩擦が表面化し、その調整のため

農産物の貿易自由化措置（第２次自由化）が同４９年までとられ、農産物の自由化率は自

由化開始前の昭和３４年の４３％から同４９年の９５％へと高まった。 

 上記の貿易自由化と輸出促進に伴い第２次、３次産業の雇用者数は増加したが、その反

面、農村社会では過疎化といった新しい社会問題が台頭し、年々深刻化し、昭和４５年４

月に過疎地域対策緊急措置法、そして１０年後の同５５年３月には過疎地域振興特別措置

法が制定された。 

 一方、農業分野では昭和４２年の大豊作から米の生産過剰が顕在化し、米価抑制に踏み

切ることになり、同４３年１１月、「農産物の需給と生産の長期見通し」が閣議決定され、

そのなかで米の生産調整のため水田４０万 ha の転換が必要と警告し、米の過剰対策への取

り組みは農政の最大課題となった。それに対応して米の生産調整は昭和４５年から始まり、

同４６年３月には稲作対策実施要綱を決定し、本格化し、平成１９年現在も継続されてい

る。 

 先に記述した重化学工業の急速な発展と農産物輸入の急増は、農家就業労働力の農外流

出と兼業化を加速し、また、農業所得は米過剰下の米価抑制と生産調整により低迷を続け、

一方、工業製造部門における賃金水準は上昇し、農工間所得格差は一段と拡大した。しか

し、農家所得と勤労者世帯所得はほぼ均衡し、農業縮小化による農家危機はひとまず回避

されているものの、農業基本法が掲げる自立経営農家の育成は容易でない状況を呈した。 

 第１次農産物自由化の最終年、昭和３９年から同４１年にかけて、わが国財界諸団体は

相次いで、概ね１５年後を想定した農業近代化ビジョンを提言している。それらビジョン

の提言は、食糧自給への批判、農地流動化の促進と農地転用規制の緩和、資本家的企業経

営の確立、農産物価格の国際的割高の是正、国際的競争力の強化、国際分業による利益の

確保等々であり、そして極めつけは社会政策的農政から経済ベ－スに乗った国際的農業へ

の脱皮である。 

 これら財界サイドの農業近代化ビジョンに呼応するかのように、首相の諮問機関である

農政審議会は、昭和４４年９月に「最近における農業の動向にかんがみ農政推進上留意す

べき基本事項について」答申し、それに基づいて同４５年２月に「総合農政の推進」が閣

議決定された。 

 総合農政とは、固有の農政分野にとどまらず、広く他の分野の政策とも関連させて農政

を展開し、一方、農政分野では生産から加工・流通、個別経営から集団・地域組織、農家

における生産から生活にまたがった施策等を総合的に展開し、農業基本法農政の理念を改

めて追求しようとするものである。 

 そして総合農政の基本的な方向として、農産物貿易の自由化推進（貿易政策との調和）、

米の生産調整（稲作偏重から総合的作目の展開）、農業構造の改革（自立経営育成から地
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域における中核的担い手育成への転換）、農村における生産基盤と生活基盤の総合的整備

による農村社会の建設の推進を挙げている。 

 以上の基本的方向のもとで、兼業農家を含む集落を基盤とした集団的生産組織及び生産

から加工・流通までを含む広域営農集団組織の強化、農事組合法人や農業生産法人の育成

等の事業に着手し、昭和４５年５月には農業協同組合法を改正して経営受託制度を創設し、

同時に農地法を改正し農地流動化による経営規模拡大の促進を図り、さらに離農による経

営規模拡大を目的とした農業者年金制度の創設し、そして同４６年６月には離農促進と農

村での就業機会増大のため農村地域工業導入促進法が施行された。 

 昭和３１年以降約１５年間に及ぶ高度経済成長は、農業就業人口の農外流出をもたらし

たが、それは専業農家の規模拡大に結びつかず、むしろ大勢として兼業農家の激増と農家

経済の農外収入への依存度を大きくした。さらに農村における混住化あるいは過疎の進行

に伴う集落機能の低下といった農村活力や伝統文化の喪失、そして都市化や工業化の進展

に伴う都市的土地需要の増大と地価の高騰は、農地の商品化を誘発し、農業経営規模拡大

への障害となり、また、家畜糞尿の大量廃棄や農薬及び化学肥料の多用などによる地下水

と食料の汚染、さらに農村景観は破壊され、生産と消費の断絶を招くことになった。 

 以上のような農村を取り巻く厳しい環境のもとでは、農業だけの政策では農村地域と地

域住民全体を対象として捉えることはできなくなり、農村を客体とした生産・生活・文化

における総合的政策「総合農政」の展開が求められことになったのである。 

 

  第第第第４４４４項項項項 経済低成長経済低成長経済低成長経済低成長とととと農業農業農業農業のののの縮小化縮小化縮小化縮小化 

 経済・農政改革の潮流の第４期は、昭和４６年８月、ニクソン大統領がドル防衛のため

選択したドルと金の一時的交換停止などを内容とする新経済政策（ニクソン・ショック）

発表から、同６０年９月のプラザ合意に基づくドル安・円高化への政策的介入までのおよ

そ１５年間である。 

 上記したニクソン・ショックと昭和４７年の異常気象による世界的穀物危機、さらに同

４８年秋のオイル・ショックを契機として、わが国経済の高度成長は破綻し、同時に世界

は不況過程に突入した。しかし、わが国は引き続き輸出大国の道を歩み続け、不況から早

く脱出した。それは「減量経営」と呼ばれる企業のスリム化と重厚長大型産業構造からマ

イクロ・エレクトロニクス（ＭＥ）革命を媒体とした軽薄短小型産業構造への転換と赤字

公債の発行によるものであった。 

 経済の高度成長により食生活の充実は目覚ましく、そのため農産物や加工品の需要は増

え続け、一方、貿易自由化による農産物の輸入も漸増したが、需要の拡大によって需給関

係は均衡していた。しかし、昭和５０年代に入ると農産物生産量は増加し、反面、需要の

拡大は鈍化し、農産物需給は緩和し、価格は低迷するようになった。 

 一方、高度経済成長のつけとして国家財政は肥大化し、その後の低成長による税収入の

減収等から、国家財政は危機にみまわれ、その中で農林水産予算は昭和５８年度から削減

され、農業は縮小化への道を進むことになり、同時に従来の政府による価格支持や所得補

償といった価格政策偏重の農政は構造政策重視の農政への転換を迫られることになった。 

 以上のような農業事情を受けて、昭和５５年１０月、農政審議会は「１９８０年代の農

政の基本方向－健康的で豊かな食生活の保障と生産性の高い農業の実現をめざして－」と

題する答申を提出した。 

 同答申に掲げる農政の基本方向は、食料の安全保障、需要の動向に応じた農業生産の再

編成、生産性の向上、農村整備の推進、食料産業の食料供給体制の整備の５本柱となって

いる。このなかでとくに土地利用を中心とする地域農業全体の生産性向上の実現には、集

落等を基礎として中核農家や兼業農家を含めた「地域農業集団」を地域農業のなかで育成

・定着させながら、同集団の機能の活性化を図り、地域農業の向上発展を図ることは経済

低成長期における農政の重要課題であるとしている。 

 昭和５０年７月以降、改正農業振興地域整備法に基づく農用地利用増進事業が開始され

ていたが、同５５年５月に従来の農用地利用増進事業のほかに農用地利用権設定促進事業

と農作業受委託促進事業を実施するため、新たに農用地利用増進法が制定された。これら
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の事業は平成５年６月制定の農業経営基盤強化促進法のもとで継承されている。 

 一方、既述したように昭和４２年産米は 1,445 万トンの史上最高を記録し、翌年４３年

産米も同水準を維持し、他方、米の需要量は同４３年以降漸減過程に入り、農林省は同４

４年１月に稲作転換対策を発表し、パイロット事業として１万ヘクタ－ルを飼料作物、果

樹、野菜などに転作し、同４６年から本格的に実施され、現在に至っているが、その転作

の定着には地域農業集団の活動が期待され、集団転作への地域ぐるみの取り組みが行われ

るようになった。 

 

  第第第第５５５５項項項項 国際協調型経済国際協調型経済国際協調型経済国際協調型経済とととと新基本法農政新基本法農政新基本法農政新基本法農政のののの展開展開展開展開 

 １１１１ 関税貿易一般協定関税貿易一般協定関税貿易一般協定関税貿易一般協定とととと国際化農政国際化農政国際化農政国際化農政 

 経済・農政改革の潮流の第５期は、昭和６１年９月、ＧＡＴＴ（関税貿易一般協定）・

ＵＲ（ウルグァイ・ラウンド）多国間貿易交渉開始以降現在に至る期間である。 

 昭和６０年９月、米国、日本など主要５か国の蔵相、中央銀行総裁たちがドル高是正の

ため政策協調することで合意した、いわゆるプラザ合意により貿易黒字の日本は超円高化

に追い込まれた。 

 昭和６１年４月、国際協調のための経済構造調整研究会は、プラザ合意への国内経済の

対応という形で、いわゆる「前川レポ－ト」を発表し、大幅な経常収支黒字縮小のため輸

出志向型経済構造を国際協調型経済構造へ変革する緊急性を協調し、その中で「国際化時

代にふさわしい農業の推進」を掲げ、構造政策の徹底、担い手への政策集中、価格政策へ

の市場メカニズムのいっそうの導入、そして基幹的農産物を除く内外価格差の著しい品目

の輸入拡大による内外価格差の縮小と農業の合理化、効率化に努めることなどを提言した。 

 昭和６１年６月、第２次臨時行政改革審議会（行革審）は「今後における行財政改革の

基本方向」について答申した。その中で農政について、農業保護のための国民負担・財政

負担の縮減、内外価格差の縮小による産業として自立し得る農業の確立、構造政策を農政

の中核に据え、中核農家規模の拡大化、食管制度における全量管理方式の見直し、生産者

米価の生産抑制的な決定による担い手農家シェアの拡大、政府米の売買逆ざやの解消、転

作奨励金依存からの早期脱却、価格支持政策への市場メカニズムの導入、さらには新規農

業基盤整備事業を抑制し補助から融資への転換、農業助成の整理・統合等を提言している。 

上記した行革審答申は食管制度の改革と米価問題に重点を置き、一方、前述の前川レ－ポ

トは国際化の視点から価格支持偏重型農政から市場メカニズムを生かした農業構造改革型

農政への転換を迫ったのが特色であると言われている。 

 昭和６１年１１月、農政審議会は前川レ－ポ－ト及び行革審の答申の基調を踏まえつつ

「２１世紀に向けての農政の基本方向」について答申した。 

 その答申の内容は、①需要の動向に即した生産性の高い農業構造の構築、②国際化に対

応して産業として自立し得る農業の確立、③農産物の内外価格差の縮小、④国内での基本

的な食料供給力の確保、⑤輸入制限品目について農産物市場アクセス（参入）の一層の改

善、⑥食品産業の体質と経営基盤の強化、⑦農村社会の建設と地域経済社会への寄与、⑧

農村社会の高齢化への対応などであり、全体的には「国際協調型経済に対応した国際化農

政」への宣言と言える。 

 昭和６１年９月、第８回ＧＡＴＴ・ＵＲ（ウルグァイ・ラウンド）交渉が開始され、平

成７年４月に農業交渉は妥結し、農産物の関税の削減と国内支持（農業補助金等）及び輸

出補助金の削減が合意された。 

 わが国政府はＵＲ合意の受け入れに先立ち、平成６年１０月にＵＲ農業合意関連対策大

綱を決定し、国際化に対応したわが国農業の体質強化と農村の活性化を図るため、ＵＲ対

策予算措置を講じ農村基盤整備事業の加速的な推進を図った。 

 平成７年１月、ＵＲ合意のもとで世界貿易機関（ＷＴＯ）が発足し、各国の農業政策は

ＷＴＯル－ルの規制を受けることになった。 一方、国内では平成６年８月、ＵＲ合意を

受ける形て、農政審議会は「新たな国際環境に対応した農政の展開方向」にいついて答申

し、そのなかで食糧管理法と農業基本法の見直しの必要を提言した。以上の答申のもとで

日本の農政の仕組み全体がＷＴＯ対応型、市場原理主義的に再編されることになった。 
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 平成６年１２月、「食糧管理法」は新たに「新食糧法」（主要食糧の需給と価格の安定

に関する法律）となり、旧食糧管理法の根幹をなしていた二重米価制と米の流通ル－トの

特定は廃止された。 

 ２２２２．．．．新基本法農政新基本法農政新基本法農政新基本法農政のののの展開展開展開展開 

 平成３年５月、農林水産省内に「新しい食料・農業・農村対策本部」、また、同年６月

に有識者による「新しい食料・農業・農村政策に関す懇談会」を設け、１年がかりで検討

し、その結果は同４年６月に「新しい食料・農業・農村政策の方向」という報告書にまと

められた。 

 政府は平成９年春に総理府に「食料・農業・農村基本問題調査会」を設置し、食料、農

業、農村部会で検討し、同１０年に最終答申を求め、同１１年７月に「食料・農業・農村

基本法」（以下、新基本法）は制定され、従来の農業基本法は廃止さた。 

 新基本法の基本理念は、食料の安定供給の確保と農業の多面的機能の十分な発揮、農業

の持続的な発展、農村の振興、そしてもう１つはＷＴ０対応の農政の確立である。 

 上記した理念の具現化のための基本的な政策として、食料の安定供給の確保のため①良

質な食料の合理的な価格での安定供給、②国内農業生産の増大を基本とし、食料自給率の

向上、③不測時の食料安全保障を掲げ、一方、農業の多面的機能の十分な発揮のため①国

土と自然環境の保全、②水源のかん養、③良好な景観の形成、④文化の伝承を挙げている。

また、農業の持続的な発展のため①農地、水、担い手の生産要素の確保、②望ましい農業

構造の確立、③自然環境機能の維持増進を挙げ、農村の振興のため①農業の生産条件の整

備、②生活環境の整備等福祉の向上を掲げている。 

 新基本法制定後に実施された主要事業を食料、農業、農村分野別に列記すると以下のと

おりである。            

 ２２２２－－－－１１１１ 食食食食のののの安全安全安全安全とととと食育食育食育食育         

 平成１２年に口蹄疫、雪印乳業・低脂肪中毒事件、同１３年には牛海綿状脳症（ＢＳＥ）

の発生、同１４年の輸入野菜の残留農薬問題や国内における無登録農薬の使用、あるいは

食品の不正表示等を契機に「食の安全性」に対する不安が急速に広がり、それを受けて平

成１５年７月に「食品安全基本法」が施行された。同法は国民の健康保護を最優先する基

本理念、国と地方公共団体及び食品関連企業の責務、消費者の役割、リスク分析手法の導

入、そして食品安全委員会の設置等を内容としている。              

 食品安全基本法制定の前後には、食品の不正表示、良質の食品や家畜飼料の確保等に関

する一連の法律（ＪＡＳ法、食品衛生法、肥料取締法、農薬取締法、薬事法、家畜伝染予

防法、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律等）の改正が行われた。また、平

成１５年１２月には新法「牛の個体識別のための情報及び伝達に関する特別措置法」（牛

肉トレ－サビリティ法）が施行された。 

 一方、「食」の「乱れ」が社会的問題として取りざたされ、その解決策の核として「食

育」がクロ－ズアップされ、それを受けて平成１２年３月に「食生活指針」が策定され、

同１７年７月には国民運動として食育を推進するため「食育基本法」が施行された。 

 ２２２２－－－－２２２２ 農業農業農業農業のののの持続的生産持続的生産持続的生産持続的生産 

 ２２２２－－－－２２２２－－－－１１１１ 持続的農業生産方式持続的農業生産方式持続的農業生産方式持続的農業生産方式のののの推進推進推進推進 

 農業の持続的な発展が新基本法の基本理念として掲げられる以前、農林水産省は平成４

年４月に「環境保全型農業推進の基本的考え方」を公表し、一方、農業生産現場では年々

環境保全型農業の広がりがみられ、そのなかで農業技術、経営、有機食品の検査認証等の

面でさまざまな課題が浮上していた。 

 以上のような背景下で平成１１年１０月、環境と調和のとれた持続可能な農法を確立す

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」（以下、持続的農業法）

が施行された。一方、持続的農業法の基本理念である農業の自然循環機能の維持増進に欠

かせない家畜排せつ物の有効利用による地力の増進を推進するため「家畜排せつ物の管理

の適正化及び利用の促進に関す法律」（以下、家畜排せつ物法）が平成１１年１１月に施

行された。 

 平成１３年５月施行の「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」（以下、食品サ
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イクル法）により、耕種・畜産農家や食品産業等の取り組みとと相互の連携により、地域

内あるいは都市・農村間における有機質資源の循環利用により持続的な農業生産の確保が

図られることになった。 

 平成１８年１２月、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「有機農業推進法」が議員立法で制定された。 

 ２２２２－－－－２２２２－－－－２２２２ 米政策米政策米政策米政策のののの転換転換転換転換 

 平成１４年１２月、農林水産省は同２２年までに「米づくりのあるべき姿」の実現を目

指して、従来の水田農業政策・米政策の大転換を内容とした「米政策改革大綱」を決定し

た。 

 同大綱では米政策の改革目標を明確に示し、当面の米需給調整システムの改革、消費者

と生産者が身近に感じられる流通制度の構築、生産構造の改革及び水田の利活用について

の具体策が明記されている。 

 ２２２２－－－－２２２２－－－－３３３３ 多様多様多様多様なななな担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保 

 平成１０年１２月決定の「農政改革大綱」で示された農業生産の重要な担い手である農

業法人の事業要件、構成員要件、業務執行要件を見直し、株式会社形態の導入については、

地域に根ざした農業生産法人の一形態としての株式会社に限り認める方向が打ち出され

た。企業的農業経営の展開に向けた環境整備が必要という視点から、平成１３年３月改正

農地法に基づき一定条件のもとで株式会社形態の選択が可能になった。また、平成１４年

１２月成立の「構造改革特別区」に基づき農業法人以外の法人の農業への参入等が可能に

なった。 

 ２２２２－－－－３３３３ 中山間地域等中山間地域等中山間地域等中山間地域等におけるにおけるにおけるにおける直接支払直接支払直接支払直接支払いいいい制度制度制度制度のののの創設創設創設創設 

 平成１１年１月、学識経験者等の参加のもとで中山間地域等直接支払制度につて検討さ

れ、それを受けて同１２年度から同制度に基づく農業生産条件の不利性を直接的に補正す

る事業が開始された。 

 ２２２２－－－－４４４４ 農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村のののの活性化活性化活性化活性化 

 ２２２２－－－－４４４４－－－－１１１１ 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 

 平成１２年３月、農林水産省は新基本法に基づき策定した「食料・農業・農村基本計画」

の中で、農村における滞在型余暇活動（グリ－ン・ツ－リズム）の振興を謳い、一方、同

年１０月に経済団体連合会は「２１世紀のわが国観光のあり方に関する提言」を発表し、

地域資源を活かした観光を提唱した。 

 グリ－ン・ツ－リズムに関する法的整備は、平成６年にさかのぼり、同年６月に議員立

法で「農村漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の推進に関する法律」が公布された。そ

の後、平成１０年１２月策定の「農政改革大綱」の中でグリ－ン・ツ－リズム等の活動に

よる都市と農山漁村の交流促進が明記されている。 平成１４年６月、政府は「経済財政

運営と構造改革の基本方針２００２」を閣議決定し、そのなかで「都市と農山漁村の共生

・対流」の促進と、「都市と農山漁村を双方で行き交じるライフスタイル」の実現を重要

政策課題として挙げ、その中でグリ－ン・ツ－リズムの具体的な推進を謳っている。 

 平成１５年９月、農林水産省は「水とみどりの「美の里」プラン２１」政策構想を公表

し、とくに農山漁村の景観形成の取り組みに重点を置いている。また、外国人旅行者等も

訪れる「一地域一観光地」（観光立村）の取り組みに乗り出すとしている。 

 ２２２２－－－－４４４４－－－－２２２２ 地域地域地域地域ブランドブランドブランドブランドのののの確立確立確立確立 

 政府は平成１４年７月に「知的財産戦略大綱」を策定し、これを受けて同年１１月に「知

的財産基本法」を公布した。 

 平成１８年２月、農林水産省は省内に「知的財産戦略本部」を立ち上げ、同年６月に「農

林水産省における知的財産戦略の対応方向」が各分野ごとに取りまとめられ、その中で地

域ブランドの確立が取り上げられた。 

 農林水産省は平成１９年１０月に食品や農林水産物のブランド化を進める地域を積極的

に支援するための対策を講じ、その１つとして３年間に全国３０か所のモデル地区を選定

することにしている。 

 ２２２２－－－－５５５５ 戦後農政戦後農政戦後農政戦後農政のののの大転換大転換大転換大転換 
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 平成１１年７月新基本法施行以降、食料・農業・農村を巡る情勢の著しい変化、例えば

販売農家における基幹的農業従事者数は平成７年以降１０年間に約８％の減少となり、農

業就業人口の５９％（平成１７年）は６５歳以上の高齢者が占め、今後、加齢に伴いリタ

イアが進み、高齢者を中心とした農業労働力は脆弱化の進行が懸念され、わが国農業は危

機的な状況となっている。一方、ＷＴＯ（世界貿易機関）農業交渉やＥＰＴ（経済連携協

定）／ＦＴＡ（自由貿易協定）交渉等の進展を踏まえると、国境措置に過度に依存しない

政策体系の構築と構造改革を通じた農業の競争力強化が緊急の課題になっている。 

 このような情勢を踏まえ、平成１７年３月に新たな「食料・農業・農村基本計画」を策

定し、その中に今後１０年間における農政の基本方向と重点的施策を明記し、とくに農政

改革推進の目玉として①食の安全、食育、地産地消及び食料自給率の向上、②品目横断的

経営安定策と担い手の育成・確保、③米政策改革の推進、④農地・水・環境保全向上を挙

げている。以上の重点的施策のなかで②と④は新規対策であり、とくに②の品目横断的経

営安定対策の推進は戦後農政の大転換と言うべきものである。 

 上記した米政策改革の推進は、これまで平成１４年１２月に策定された米政策改革大綱

（平成２２年度目標）に沿って、消費者重視・市場重視の視点に立った、需要に即応した

米づくりの推進を通じて水田農業経営の安定と発展を図るため積極的に取り組んできた。 

 こうしたなか平成１７年１０月決定の経営所得安定対策等大綱において、米を含めた品

目横断的経営安定対策が導入されることになった。これに伴って米政策改革の推進による

需給調整システムは平成１９年産から農業者・農業者団体の主体的な需給調整への移行を

目指すことになり、この新システムへの移行が破綻をきたせば、品目横断的経営安定対策

による担い手の経営安定を図ることは難しくなり、したがって米政策改革の推進と品目横

断的経営安定対策は表裏一体の関係にある。 

 品目横断的経営安定対策は、これまですべての農家を対象とし、品目ごとの価格に着目

して講じてきた対策を、担い手に対象を絞り、経営全体に着目した対策に転換するもので

ある。 

 この対策は、経営全体に着目したうえで、諸外国との生産条件格差を是正するため、麦、

大豆、てん菜、でん粉原料用馬鈴薯の４品目を対象とする直接支払いの対策（生産条件格

差是正対策）とこれら４品目に米を加えた５品目を対象として販売収入の変動が経営に及

ぼす影響を緩和するための政策（収入変動影響緩和対策）の２つからなっている。 

 上記経営安定対策の対象者は、担い手への施策の集中化・重点化を図る観点から、一定

規模以上の認定農業者や一定の条件を備える集落営農とし、経営規模については、地域ご

との農業の多様性を踏まえ、中山間地域、複合経営、生産調整を推進する組織等にかわる

基準を別途設定することが可能となっている。 

 上記の一定面積規模基準は、当初は都府県では認定農業者で４ha、集落営農組織で２０

ha とされていたが、その後平成２０年度からスタ－トした農政改革制度のなかで、ＪＡ等

農業団体と行政が一体となって策定した「地域水田農業ビジョン」で担い手に位置づけら

れた認定農業者や集落営農組織の場合は面積規模基準が緩和されることになった。 

 もう１つの新事業である農地・水・環境保全向上対策とは、農地・農業用水等の資源や

環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみで効果の高い共同活動と、農業者ぐ

るみでの先進的な営農活動を総合的かつ一体的に実施する活動を支援するものである。 

 共同活動については、農業者を中心に地域住民等、多様な主体が参画する活動組織が効

果の高い取り組みを実践する場合に地域の農地面積に応じて支援し、一方、営農活動につ

いては、共同活動を行う地域において化学肥料や農薬による環境負荷の低減に向けた先進

的な取り組みに対し、取組面積に応じて支援するものである。 

 上記したように、この対策は新たな地域振興対策として導入し、地域の共同活動と営農

活動の総合的かつ一体的な取り組みを促すものであり、地域ぐるみで取り組む品目横断的

経営安定対策とは「車の両輪」の関係である。 

 

  第第第第２２２２節節節節 農村人口農村人口農村人口農村人口のののの変容変容変容変容 
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 農村人口の変容について昭和３０年と平成１７年における総人口、１５歳以上人口、労

働力人口の側面から岡山県と対比し、記述する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 総人口総人口総人口総人口のののの激減激減激減激減 

 蒜山地域における総人口は昭和３０年（以下、前時点）に 16,902 人となり、平成１７年

（以下、後時点）には 46.4% 減少の 9,068 人となっている。 

 ４か町村における総人口の減少率を蒜山地域と比較すると、湯原町（△55.0%）と中和村

（△55.9%）は上回り、反対に八束村（△35.2%）と川上村（△38.1%）は下回っている。 

 一方、岡山県における総人口は前時点に 1,689,800 人、後時点には 15.8% 増の 1,957,264 

人となり、蒜山地域の減少とは対照的である。なお、蒜山地域における総人口の対岡山県

比は、前時点に 1.00% 、後時点には 0.46% と著しく下降している。          

 

  第第第第２２２２項項項項 老年人口老年人口老年人口老年人口のののの激増激増激増激増 

 上記した蒜山地域における総人口の増減率を年齢３区分別、すなわち年少人口（０～１

４歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）、老年人口（６５歳以上）別に昭和３０年（以下、

前時点）と平成１７年（以下、後時点）の両時点でみると、年少人口と生産年齢人口はそ

れぞれ 82.3% 、51.3% 減少し、反対に老年人口は 162.7%増となっている。 

 ４か町村における同人口の増減率は蒜山地域に比べると、年少人口の減少率は八束村（△

75.9%）と川上村（△77.0%）は下回り、反対に湯原町（△87.7%）と中和村（△87.8%）は上

回っている。生産年齢人口の減少率は八束村（△39.8%）と川上村（△41.2%）は下回り、反

対に中和村（△60.2%）と湯原町（△61.2%）は上回っている。老年人口の増加率は湯原町

（60.9% ）、中和村（140.2%）及び川上村（151.8%）は下回り、反対に八束村（190.5%）

は上回っている。 

 一方、岡山県における年齢３区分別人口の増減率は、年少人口は 49.0% 減少し、反対に

生産年齢人口は 19.9% 、老年人口は 271.6%増加している。以上の増減率を蒜山地域に比較

すると、年少人口の減少率は大幅に下回り、老年人口の増加率は大幅に上回り、生産年齢

人口は増加に転じている。 

 

第第第第３３３３項項項項 生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口シェアシェアシェアシェアのののの横横横横ばいばいばいばい                                                                          

 蒜山地域における総人口の年齢３区分別構成比を昭和３０年（以下、前時点）と平成１

７年（以下、後時点）の両時点でみると、年少人口はそれぞれ 34.0% 、11.2% 、生産年齢

人口は 58.8% 、53.4% 、老年人口は 7.2%、35.4% となっている。 

 ４か町村における同人口構成比は蒜山地域に比べて、年少人口は前時点では中和村

（34.0% ）、湯原町（34.2% ）及び八束村（34.3% ）はほぼ同水準となり、反対に川上村

（33.1% ）は幾分下回り、後時点では川上村（12.3% ）と八束村（12.8% ）は多少上回り、

反対に中和村（9.4%）と湯原町（9.4%）は下回っている。生産年齢人口は前時点では川上

村（59.2% ）と中和村（59.1% ）は僅差ながら上回り、反対に八束村（58.3% ）は極僅差

ながら下回り、中和村（58.9% ）は同水準となり、後時点では八束村（54.1% ）と川上村

（56.2% ）は上回り、反対に湯原町（50.9% ）は下回り、中和村（53.3% ）は同水準とな

っている。老年人口は前時点では川上村（7.7%）と八束村（7.4%）は極僅差ながら上回り、

反対に中和村（6.9%）と湯原町（6.9%）は極僅差ながら下回り、後時点では川上村(31.5% )

と八束村(33.1% )は下回り、反対に中和村(37.9% )と湯原町(39.7% )はかなり上回ってい

る。 

 一方、岡山県における前時点と後時点の年齢３区分別人口構成比は、年少人口はそれぞ

れ 32.0% 、14.1% 、生産年齢人口は 61.0% 、63.2% 、老年人口は 7.0%、22.4% となり、

蒜山地域と比べて、年少人口は両時点において比較的近似し、生産年齢人口は前時点では

近似し、後時点では著しく上回り、老年人口は前時点では近似し、後時点では大幅に下回

っている。 

 次に老年化指数（６５歳以上人口／０～１４歳人口×１００）を前時点と後時点でみる

と以下のとおりである。 
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 蒜山地域における老人化指数は、前時点は 21.3、後時点には 316.1 と高くなっている。 

 ４か町村における老年化指数は蒜山地域と比べて、前時点では八束村（21.5）と川上村

（23.4）は上回り、反対に中和村（20.1）と湯原町（20.4）は下回り、後時点では中和村

（395.6 ）と湯原町（422.0 ）は上回り、反対に川上村（255.4 ）と八束村（259.5 ）は

大幅に下回っている。 

 一方、岡山県における老年化指数は前時点に 20.7、後時点には 158.9 となり、蒜山地域

に比べて前時点では近似し、後時点では大幅に下回っている。 

 上記した老年化指数から、蒜山地域における高齢化の進行程度は岡山県の平均レベルを

大幅に上回っている。一方、町村間では特に中和村と湯原町における高齢化が進行してい

る。 

 

  第第第第４４４４項項項項 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 

 蒜山地域における１５歳以上人口は、昭和３０年（以下、前時点）に 11,162 人、平成１

７年（以下、後時点））には 27.8%減の 8,054 人となっている。 

 ４か町村における同人口の減少率は蒜山地域に比べて、湯原町（△38.3%）と中和村（△

39.5%）は上回り、反対に八束村（△13.9%）と川上村（△19.7%）は下回っている。 

 一方、岡山県における１５歳以上人口は前時点に 1,149,395 人、後時点には 45.7% 増の

1,674,372 人となり、蒜山地域における減少と対照的である。なお、蒜山地域における同

人口の対岡山県比は前時点に 0.97% となり、後時点には 0.48% と著しく低下している。 

 

  第第第第５５５５項項項項 労働力人口労働力人口労働力人口労働力人口のののの激減激減激減激減 

 蒜山地域における労働力人口は、昭和３０年（以下、前時点）に 9,095 人、平成１７年

（以下、後時点）には 44.2% 減の 5,077 人となっている。 

 ４か町村における同人口の減少率は蒜山地域に比べて、八束村（△32.7%）と川上村（△

36.5%）は下回り、反対に湯原町（△52.4%）と中和村（△57.9%）は上回っている。 

 一方、岡山県における労働力人口は前時点で 807,461 人、後時点では 21.9% 増の 984,524 

人となり、蒜山地域における減少と対照的である。 

 次に蒜山地域における労働人口の対岡山県比をみると、前時点は 1.13% 、後時点には

0.52% と著しく下降している。 

 

 第第第第３３３３節節節節 産業構造産業構造産業構造産業構造のののの変動変動変動変動 

 

 産業構造の変化を昭和３０年と平成１７年における就業者数と産業部門別従事者数の側

面から岡山県と対比し、記述すると以下のようである。 

 

  第第第第１１１１項項項項 就業者数就業者数就業者数就業者数のののの激減激減激減激減 

 蒜山地域における就業者数は昭和３０年（以下、前時点）に 9,046 人、平成１７年（以

下後時点）には 45.9% 減の 4,893 人となっている。 

 ４か町村における就業者数の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△54.3%）と中和村（△

59.6%）は上回り、反対に八束村（△34.1%）と川上村（△38.3%）は下回っている。 

 一方、岡山県における就業者数は、前時点に 795,257 人、後時点には 17.3% 増の 932,588 

人となり、蒜山地域の減少と対照的である。 

 次に蒜山地域における就業者数の対岡山県比をみると、前時点に 1.14% 、後時点には

0.52% と著しく低下している。 

 

  第第第第２２２２項項項項 第第第第１１１１次産業就業者数次産業就業者数次産業就業者数次産業就業者数のののの激減激減激減激減 

 蒜山地域における第１次産業就業者数は昭和３０年（以下、前時点）に 6,714 人、平成

１７年（以下、後時点）には 82.2%減の 1,194 人、第２次産業就業者数は前時点に７９８

人、後時点には 24.8% 増の９９６人、第３次産業就業者数は前時点に 1,534 人、後時点に

は 82.3% 増の 2,705 人となっている。 
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 ４か町村における各産業就業者数の増減率は、蒜山地域に比べて第１次産業の減少率は

湯原町（△86.1%）と中和村（△87.8%）は上回り、反対に八束村（△77.0%）と川上村（△80.0% ）

は下回り、第２次産業の増加率は川上村（20.7% ）、八束村（120.9%）及び中和村（378.3%）

では上回り、反対に湯原町は 26.0%  の減少となり、第３次産業の増加率は八束村

（121.1%）と川上村（282.0%）では上回り、反対に湯原町（24.0% ）は下回っている。 

 一方、岡山県における第１次産業就業者数は前時点に 403,255 人、平成１７年には 85.2% 

減の59,677人、第２次産業就業者数は前時点に165,805 人、後時点には64.3% 増の272,414

人、第３次産業就業者数は前時点に 226,173 人、後時点には 159.3%増の 586,459 人とな

り、各産業就業者数の増減率を蒜山地域と比べると、第１次産業の減少率は多少上回り、

第２次産業の増加率は非常に上回り、第３次産業の増加率は大幅に上回っている。 

 次に蒜山地域における産業就業者数の前時点と後時点における対岡山県比をみると、第

１次産業はそれぞれ 1.67% 、1.92% 、第２次産業は 0.49% 、0.40% 、第３次産業は 0.68% 、

0.50% となり、経年的に第１次産業は上昇し、他の産業は下降している。 

 

  第第第第３３３３項項項項 第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業シェアシェアシェアシェアのののの拡大拡大拡大拡大 

 蒜山地域における産業部門別就業者数割合を昭和３０年（以下、前時点）と平成１７年

（以下、後時点）の両時点でみると、第１次産業はそれぞれ 74.2% 、24.4% 、第２次産業

は 8.8%、20.3% 、第３次産業は 17.0% 、55.3%となっている。以上の産業シェアの両時点

間における推移パタ－ンをみると、第１次産業は著しく縮小し、反対に第２次産業は幾分

拡大し、第３次産業は劇的に拡大している。 

 ４か町村における産業シェアは、蒜山地域に比べて第１次産業は八束村（前時点 78.3% 、

後時点 27.3% 。以下、同じ時点順）、川上村（81.8% 、26.6% ）及び中和村（86.4% 、26.2% ）

は上回り、反対に湯原町（64.3% 、19.6% ）は下回っている。第２次産業は前時点で川上

村（9.2%）と湯原町（11.8% ）は上回り、反対に中和村（2.5%）と八束村（6.4%）は下回

り、後時点では八束村（21.5% ）と中和村（29.4% ）は上回り、反対に川上村（18.0% ）

と湯原町（19.1% ）は下回っている。第３次産業は前時点で湯原町（23.9% ）は上回り、

反対に川上村（9.0%）、中和村（11.1% ）及び八束村（15.3% ）は下回り、後時点では湯

原町（61.3% ）は上回り、反対に中和村（44.4% ）と八束村（51.2% ）は下回り、川上村

（55.4% ）はほぼ同一水準となっている。 

 一方、岡山県における前、後両時点における産業シェアをみると、第１次産業はそれぞ

れ 50.7% 、6.5%、第２次産業は 20.8% 、29.7% 、第３次産業は 28.5% 、63.8% となり、

蒜山地域と比べて第１次産業は下回り、反対に第２次、３次産業は上回っている。以上の

ように産業シェアの両時点間における推移パタ－ンは、蒜山地域と同様であるが、その縮

小又は拡大の程度は蒜山地域の方が大きく、とくに拡大の場合は顕著である。 

 

 第第第第４４４４節節節節 農村世帯農村世帯農村世帯農村世帯のののの変容変容変容変容 

 

 農村世帯の変容について昭和３０年と平成１２年における一般世帯数と経済構成別世帯

数すなわち農林世帯数、農林・非農林混合世帯（以下、混合世帯）数、非農林世帯数、非

就業世帯数、そして経済構成別世帯数割合の側面から岡山県と対比し、記述すると以下の

とおりである。 

 

  第第第第１１１１項項項項 一般世帯数一般世帯数一般世帯数一般世帯数のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における一般世帯数は昭和３０年（以下、前時点）に 3,526 世帯、平成１２年

（以下、後時点）には 10.0%減の 3,174 世帯となっている。 

 ４か町村における世帯数の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△20.4%）と中和村（△

24.8%）は大幅に上回り、反対に川上村（3.0%）と八束村（4.0%）は僅少ながら増加に転じ

ている。 

 一方、岡山県における一般世帯数は前時点に 352,402 世帯、後時点には 95.7%増の

689,733 世帯となり、蒜山地域における減少とは対照的である。 
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 次に蒜山地域における一般世帯数の対岡山県比をみると、昭和３０年に 1.00% 、平成１

２年には 0.46% となり、経年的に著しく低下している。 

 

  第第第第２２２２項項項項 農林世帯数農林世帯数農林世帯数農林世帯数のののの激減激減激減激減 

 一般世帯における経済構成別世帯数の昭和３０年と平成１２年の間における推移状況を

みると以下のとおりである。なお、平成１２年における同世帯数は不詳、また、農林・非

農林混合世帯数（以下、混合世帯）は昭和４０年に初めて記録されている。 

 蒜山地域における農林世帯数は昭和３０年（以下、前時点）に 2,141 世帯、平成１２年

（以下、後時点）には 87.0% 減の２７９世帯となり、混合世帯数は前時点（昭和４０年）

に５００世帯、後時点には 20.8% 減の３９６世帯となり、非農林世帯数は前時点に 1,040 

世帯、後時点には 79.2% 増の 1,864 世帯となり、非就業世帯数は前時点に２３１世帯、後

時点には 174.5%増の６３４世帯となっている。 

 ４か町村における経済構成別世帯数の増減率をみると、蒜山地域に比べて農林世帯の減

少率は中和村（△88.5%）は上回り、反対に湯原町（△82.5%）、川上村（△84.7%）及び八束

村（△85.7%）は下回り、混合世帯数の減少率は湯原町（△46.0%）は上回り、反対に八束村

（△6.0% ）と中和村（△12.5%  ）は下回り、一方、川上村（1.8%）は増加し、非農林世帯

数の増加率は八束村（116.4%）、川上村（176.6%）及び中和村（187.5%）は上回り、反対

に湯原町（25.9% ）は下回り、非就業世帯数の増加率は八束村（236.4%）は上回り、反対

に中和村（152.2%）、湯原町（152.3%）及び川上村（163.6%）は下回っている。以上のよ

うに両時点間において農林世帯数と混合世帯数は減少し、反対に非農林世帯と非就業世帯

数は増加している。 

 一方、岡山県における農林世帯数は前時点に139,005 世帯、後時点には87.0% 減の18.133 

世帯となり、混合世帯数は前時点に 73,565 世帯、後時点には 68.9% 減の 22,869 世帯とな

り、非農林世帯数は前時点に 170,184 世帯、後時点には 189.8%増の 493,252 世帯となり、

非就業世帯数は前時点に 34,835 世帯、後時点には 335.2%増の 151,600 世帯となっている。

以上の増減率を蒜山地域と比較すると、農林世帯の減少率は同水準、混合世帯の減少率は

大幅に上回り、非農林世帯及び非就業世帯の増加率も大幅に上回っている。 

 次に蒜山地域における各世帯数の前、後両時点における対岡山県比をみると、農林世帯

はそれぞれ 1.54% 、1.54% 、混合世帯は 0.68% 、1.70% 、非農林世帯は 0.62% 、0.38% 、

非就業世帯は 0.66% 、0.42% となり、両時点間において農林世帯には変化はなく、混合世

帯は上昇し、反対に非農林世帯と非就業世帯は低下している。 

 

  第第第第３３３３項項項項 非農林世帯非農林世帯非農林世帯非農林世帯シェアシェアシェアシェアのののの拡大拡大拡大拡大 

 一般世帯の経済構成別世帯数割合（以下、世帯シェア）の昭和３０年と平成１２年の間

における推移状況をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域における農林世帯は昭和３０年（以下、前時点）に 62.7% 、平成１２年（以下、

後時点）には 8.8%に縮小し、混合世帯は前時点（昭和４０年）に 15.2% 、後時点には 12.5% 

に縮小し、非農林世帯は前時点に 30.5% 、後時点には 58.7% に拡大し、非就業世帯は前時

点に 6.8%、後時点には 20.0% に拡大している。以上のように農林世帯と混合世帯は両時点

間において縮小し、反対に非農林世帯と非就業世帯は拡大している。 

 ４か町村における前時点と後時点における経済構成別世帯シェアを蒜山地域に比べると

以下のとおりである。 

 農林世帯は八束村（前時点：66.3% 、後時点：9.0%、以下年次の順は同じ）、川上村（71.5% 、

10.5% ）及び中和村（76.8% 、10.6% ）は上回り、反対に湯原町（53.0% 、7.1%）は下回

っている。混合世帯は川上村（16.0% 、15.1% ）と八束村（16.4% 、14.8% ）は上回り、

反対に中和村（12.7% 、12.3% ）と湯原町（14.7% 、9.1%）は下回り、非農林世帯は湯原

町（39.5% 、60.8% ）は上回り、反対に中和村（16.5% 、56.7% ）、川上村（22.3% 、58.8% ）

及び八束村（27.6% 、56.8% ）は下回り、非就業世帯は湯原町（7.5%、23.0% ）は上回り、

反対に八束村（6.1%、19.4% ）と川上村（6.2%、15.6% ）は下回り、一方、中和村（6.7%、

20.4% ）はほぼ同水準となっている。以上の４か町村における各世帯シェアの両時点間の
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推移状況をみると、農林世帯と混合世帯の場合は縮小し、反対に非農林世帯と非就業世帯

の場合は拡大している。 

 一方、岡山県における前時点と後時点の経済構成別世帯シェアをみると、農林世帯はそ

れぞれ 40.4% 、2.6%、混合世帯は 18.8% 、3.4%、非農林世帯は 49.5% 、71.9% 、非就業

世帯は 10.1% 、22.1% となり、両時点間において前２者世帯は縮小し、後２者世帯は拡大

している。以上の各世帯シェアは蒜山地域に比べて、両時点において農林世帯と混合世帯

は下回り、反対に非農林世帯と非就業世帯は上回っている。 

 

 第第第第５５５５節節節節 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの変容変容変容変容 

 

 農業集落の変容について昭和３５年と平成１２年及び同１７年の３時点における農業集

落数、そして昭和３５年と平成１２年の両時点における全戸数、農家戸数と農家率（全戸

数に占める農家数の割合）及び平成２～１７年間の３時点における農業集落当たり平均耕

地面積の側面から岡山県と対比し、記述する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 農業集落数農業集落数農業集落数農業集落数のののの横横横横ばいばいばいばい 

 蒜山地域における農業集落数は、昭和３５年に１０６集落、平成１２年に 3.8%減の１０

３集落、同１７年には 4.9%増の１０７集落となり、昭和３５～平成１７年間の増加率は

1.0%となっている。 

 ４か町村における農業集落数の上記期間の推移状況は以下のとおりである。 

 川上村は昭和３５年２８集落、平成１２年に 3.6%減の２７集落、同１７年には 3.7%増の

２８集落となり、昭和３５～平成１７年間の増減率は０％となっている。 

 八束村は昭和３５年に２６集落、平成１２年に 3.8 減の２５集落、同１７年には 4%増の

２６集落となり、昭和３５～平成１７年間の増減率は０％となっている。 

 中和村は昭和３５年に１３集落を形成し、その後変化はみられず、平成１７年に１３集

落を数えている。 

 湯原町は昭和３５年に３９集落、平成１２年に 5.1 減の３７集落、同１７年には 8.1%増

の４０集落となり、昭和３５～平成１７年間の増加率は 2.6%となっている。 

 一方、岡山県における農業集落数は昭和３５年に 4,686 集落となり、平成１２年に 3.9%

減の 4,503 集落、同１７年には 0.8%減の 4,469 集落となり、昭和３５～平成１７年間の

減少率は 4.6%となっている。 

 次に蒜山地域における農業集落数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 2.3%、平成１２

年に 2.3%、同１７年には 2.4%とほぼ同水準で推移している。 

 

第第第第２２２２項項項項 農業集落農業集落農業集落農業集落におけるにおけるにおけるにおける全戸数全戸数全戸数全戸数のののの減少減少減少減少                                                                         

 蒜山地域における全戸数（農家と非農家）は昭和３５年（以下、前時点）に 2,945 戸、

平成１２年（以下、後時点）には 6.7%減の 2,747 戸となっている。４か町村における全戸

数の減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△14.3%）及び湯原町（△17.3%）は上回り、反対

に川上村（△2.0% ）は下回り、八束村は 6.6%の増加となっている。 

 一方、岡山県における全戸数は、前時点に 228,409 戸、後時点には 72.5% 増の 394,013 

戸となり、蒜山地域の減少と異なり、著しい増加となっている。 

 なお、蒜山地域における全戸数の対岡山県比をみると、前時点に1.29% 、後時点には0.70% 

と下降している。 

 次に１農業集落当たり全戸数をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域における１農業集落当たり全戸数は前時点に27.8戸、後時点には3.2%減の26.9

戸となっている。 

 ４か町村における１農業集落当たり全戸数の減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△

14.4%）と湯原町（△13.0%）は上回り、一方、八束村と川上村はそれぞれ 10.8% 、1.7%の

増加となっている。 

 以上の推移経過のもとでの後時点における１農業集落当たり全戸数は八束村 15.1 戸、中
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和村 20.3 戸、川上村 23.8 戸、湯原町 25.4 戸の順になっている。 

 一方、岡山県における１農業集落当たり全戸数は前時点に 48.7 戸、後時点には 119.9%

増の 107.1 戸となり、蒜山地域における減少とは対照的である。以上の１農業集落当たり

全戸数は、蒜山地域に比べて前時点は 20.9 戸、後時点には 80.2 戸と大幅に上回っている。 

 

第第第第３３３３項項項項 農業集落農業集落農業集落農業集落におけるにおけるにおけるにおける農家率農家率農家率農家率のののの低落低落低落低落                                                                         

 蒜山地域における１農業集落当たり農家数は、昭和３５年（以下、前時点）に 23.0 戸、

平成１２年（以下、後時点）には 40.9% 減の 13.6 戸となっている。 

 ４か町村における１農業集落当たり農家数の減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△

42.1%）と八束村（△42.8%）は上回り、反対に川上村（△39.8%）は下回り、一方、湯原町

（△40.7%）はほぼ同水準となっている。 

 以上の推移経過のもとでの後時点における１農業集落当たり農家数は中和村 12.1 戸、川

上村 12.4 戸、湯原町 13.7 戸、八束村 15.1 戸の順になっている。 

 一方、岡山県にける１農業集落当たり農家数は、前時点に 36.0 戸、後時点には 45.0% 

減の 19.8 戸となり、蒜山地域における減少率を 4.1 ポイント上回り、しかも同農家数は

前・後両時点においてそれぞれ 13.0 戸、6.2 戸上回っている。 

 次に農家率（全戸数に占める農家数の割合）をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域における農家率は、前時点に 82.7% 、後時点には 50.6% と大幅に低下している。 

 ４か町村における両時点の農家率は、蒜山地域に比べて川上村（前時点 88.1% 、後時点

52.1% 、以下時点の順は同じ）と中和村（88.3% 、59.8% ）は上回り、反対に八束村（81.2% 、

41.9% ）は下回り、一方、湯原町は前時点（79.1% ）では下回り、後時点（53.9% ）には

上回っている。以上のように農家率は後時点にかなり大幅に低下している。 

 一方、岡山県における農家率は、前時点に 73.9% 、後時点には 18.5% に低落し、蒜山地

域に比べて前時点では 8.8 ポイント、後時点では 32.1 ポイント下回り、特に後時点にお

いて超大幅に下回っている。 

 

  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におけるにおけるにおけるにおける耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における１農業集落当たり耕地面積は、平成２年に 25.6ha、同１２年に 12.9%

減の 22.3ha、同１７年には 13.9% 減の 19.2ha となり、同２～１７年間の減少率は 25.0% 

となっている。 

 ４か町村における同耕地面積の上記期間中の推移状況は以下のとおりである。 

 川上村は平成２年に 29.2ha、同１２年に 0.3%減の 29.1ha、同１７年には 12.0% 減の

25.6ha となり、同２～１７年間の減少率は 12.3% となっている、 

 八束村は平成２年に37.3ha、同１２年に7.0%減の34.7ha、同１７年には9.8%減の31.3ha

となり、同２～１７年間の減少率は 16.1% となっている。 

 中和村は平成２年に 21.9ha、同１２年に 24.7% 減の 16.5ha、同１７年には 20.0% 減の

13.2ha となり、同２～１７年間の減少率は 39.7% となっている。 

 湯原町は平成２年に 17.3ha、同１２年に 26.6% 減の 12.7ha、同１７年には 30.7% 減の

8.8ha となり、同２～１７年間の減少率は 49.1% となっている。 

 以上のように、４か町村における農業集落当たり耕地面積は平成２～１７年間に減少し、

その減少率は蒜山地域に比べて湯原町は 24.1 ポイント、中和村は 14.7 ポイント上回り、

反対に八束村は 8.9 ポイント川上村は 12.7 ポイント下回っている。 

 一方、岡山県における農業集落当たり耕地面積は、平成２年に 18.1ha、同１２年に 13.8% 

減の 11.6ha、同１７年には 25.6% 減の 11.6ha となり、同２～１７年間の減少率は 35.9% 

となり、蒜山地域に比べて 10.9 ポイント上回っている。また、農業集落当たり耕地面積は

蒜山地域を平成２年に 7.5ha 、同１２年に 6.7ha 、同１７年には 7.6ha 下回っている。 

 次に耕地面積の規模別集落数割合の平成２～１７年間における推移状況をみると以下の

とおりである。 

 蒜山地域における階層シェアは、平成２、１２、１７年の時系列において１０ha 未満階

層は 16.2% 、18.6% 、19.6% 、１０～２０ha 階層は 22.9% 、28.4% 、29.9% 、２０～３
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０ha 階層は 26.7% 、28.4% 、25.2% 、３０～５０ha 階層は 25.7% 、17.6% 、17.8% 、５

０ha 

以上階層は 22.3% 、7.0% 、7.5%となっている。ちなみに平成１９年度から開始された「品

目横断的経営安定対策」に基づく集落営農組織の耕地面積規模は２０ha 以上とされ、同１

７年における２０ha 以上階層シェアは 50.5% となっている。 

 ４か町村における階層シェアは上記時系列のもとで以下のように推移している。なお、

該当集落不在の場合は 0%と記述する。 

 川上村における１０ha 未満階層は 7.1%、3.7%、3.6%、１０～２０ha 階層は 10.7% 、14.8% 、

25.0% 、２０～３０ha 階層は 46.4% 、44.4% 、35.7% 、３０～５０ha 階層は 32.1% 、33.4% 、

32.1% 、５０ha 以上階層は 3.7%、3.7%、3.6%となっている。 

 八束村における１０ha 未満階層は 3.8%、0%、0%、１０～２０ha 階層は 3.8%、8.0%、11.5% 、

２０～３０ha 階層は 26.9% 、36.0%、26.9% 、３０～５０ha 階層は 38.6% 、36.0% 、38.5% 、

５０ha 以上階層は 26.9% 、20.0% 、23.1% となっている。 

 中和村における１０ha未満階層は7.7%、23.1%、7.7%、１０～２０ha階層は53.8% 、53.8% 、

61.5% 、２０～３０ha 階層は 23.1% 、15.4% 、23.1% 、３０～５０ha 階層は 7.7% 、0%、

0%、５０ha 以上階層は 7.7%、7.7%、7.7%となっている。 

 湯原町における１０ha 未満階層は 34.2% 、40.5%、47.5% 、１０～２０ha 階層は 34.2% 、

43.2% 、35.0% 、２０～３０ha 階層は 13.2% 、16.3% 、17.5% 、３０～５０ha 階層は 18.4%、

0%、0%、５０ha 以上階層は 12.7% 、0% 、0%となっている。 

 上記したように、４か町村の中で蒜山地域における階層シェアを大幅に上回る町村は、

１０ha 未満階層では湯原町、１０～２０ha 階層では中和村と湯原町、２０～３０ha 階層

と３０～５０ha 階層では川上村と八束村、５０ha 以上階層では八束村のみとなり、他の町

村では大幅に下回っている。 

 一方、岡山県における階層シェアは、上記の時系列において１０ha 未満階層は 34.8% 、

43.6% 、41.2% 、１０～２０ha 階層は 31.8% 、30.2% 、30.3% 、２０～３０ha 階層は 16.4% 、

14.0% 、14.9% 、３０～５０ha 階層は 12.0% 、8.7% 、9.4%、５０ha 以上階層は 4.7%、3.3%、

4.2%となっている。 

 以上の各階層シェアを蒜山地域と比較すると、１０ha 未満階層と１０～２０ha 階層は上

回り、特に１０ha 未満階層において大幅に上回り、その較差は時系列的に１０ha 未満階層

では 18.6、25.0、21.6 ポイント、１０～２０ha 階層では 8.9 、1.8 、0.4 ポイントとな

っている。反対に上記階層以外の各階層では下回り、その較差は２０～３０ha 階層では

10.3、14.4、10.3 ポイント、３０～５０ha 階層では 13.7、8.9 、8.4 ポイント、５０ha

以上階層では 17.6、3.7 、3.3 ポイントとなっている。 

 

  第第第第５５５５項項項項 生活関連施設生活関連施設生活関連施設生活関連施設までのまでのまでのまでの時間的距離時間的距離時間的距離時間的距離  

 農業集落の交通的立地条件として、生活関連施設との時間的距離が示され、その施設と

して市町村役場、農協、警察・交番、病院・診療所、学校、公民館、ス－パ－・百貨店、

高速インタ－チェンジやＤＩＤ旧市町村が挙げられているが、ここでは平成１２年におけ

る町村役場、ス－パ－・百貨店、高速イン－チェンジまでの時間的距離別農業集落数割合

（以下、集落シェア）について記述する。 

 （１） 町村役場 

 蒜山地域における集落シェアは１５分未満区 90.2% 、集落内 3.9%、１５～３０分区 4.9%

となっている。 

 ４か町村における集落シェアは、蒜山地域に比べて１５分未満区では川上村（96.3% ）、

八束村（96.0% ）及び中和村（92.3% ）は上回り、反対に湯原町（81.1% ）は下回り、１

５～３０分区では湯原町（13.5% ）が上回っている。 

 一方、岡山県における集落シェアは１５分未満区 77.6% 、１５～３０分区 18.6% となり、

蒜山地域に比べて１５分未満区は 12.6 ポイント下回り、１５～３０分区は 13.7 ポイント

上回っている。 

 （２） ス－パ－・百貨店 
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 蒜山地域における集落シェアは３０～６０分区 67.6% 、次いで１５～３０分区 29.4% 、

１５分未満区 2.0%となっている。 

 ４か町村における集落シェアは、蒜山地域に比べて３０～６０分区では川上村（96.3% ）

は上回り、反対に湯原町（62.2% ）、八束村（60.0% ）及び中和村（38.5% ）は下回り、

１５～３０分区では中和村（61.5% ）、八束村（40.0% ）及び湯原町（32.4% ）は上回り、

川上村は該当集落不在、１５分未満区は湯原町 5.4%となっている。 

 一方、岡山県における集落シェアは１５分未満区 54.2% 、１５～３０分区 33.1% 、３０

～６０分区 10.9% となり、蒜山地域に比べて１５分未満区は 52.2 ポイント、１５～３０

分区は 3.7 ポイント上回り、反対に３０～６０分区は 56.7 ポイント下回っている。 

 （３） 高速道路インタ－チェンジ 

 蒜山地域における集落シェアは１５分未満区 54.9% 、１５～３０分区 41.2% 、３０～６

０分区 2.9%、集落内区 1.0%となっている。 

 ４か町村における集落シェアは、蒜山地域に比べて１５分未満区では川上村（100.0%）

は上回り、反対に湯原町（48.6% ）、八束村（36.0% ）及び中和村（15.5% ）は下回り、

１５～３０分区では中和村（84.6% ）と八束村（64.0% ）は上回り、反対に湯原町（40.5% ）

は下回り、川上村は該当集落不在となり、３０～６０分区では湯原町（8.2%）は上回り、

他の３か村は該当集落不在となり、集落内区では湯原町（2.7%）は上回り、他の３か村は

該当集落不在となっている。 

 一方、岡山県における集落シェアは１５～３０分区 41.4% 、３０～６０分区 29.3% 、１

５分未満区 27.2% 、６０分以上区 1.6%、集落内区 0.5%となり、蒜山地域に比べて１５～

３０分区は 0.2 ポイント、３０～６０分区は 26.4 ポイント上回り、反対に１５分未満区

は 27.7 ポイント、集落内区は 0.5 ポイント下回っている。 

 

  第第第第６６６６項項項項 農業集落農業集落農業集落農業集落のののの寄合脆弱化傾向寄合脆弱化傾向寄合脆弱化傾向寄合脆弱化傾向 

 農業集落の機能には①地域資源の維持管理、②農業生産面での相互補完、③生活面の相

互扶助の３つがあり、これらの機能の発揮は集落の寄合の場で決定されるから、寄合の開

催回数や議題等は集落機能の発揮程度の指標になる。 

 寄合の議題は農道や農業用排水路の維持・管理、農業集落の共有財産の管理・運営、環

境美化と自然環境の保全、生活関連施設の整備・改善、水田転作の推進、地域活性化の活

動等多岐に亘っている。 

 農業集落住民の高齢化が進むと寄合脆弱化傾向が発生するといわれ、農業集落総数に占

める寄合回数０～４回の集落数割合は「寄合脆弱化率」と呼ばれている。 

 蒜山地域における農業集落の年間寄合開催回数は０～１３回以上に及んでいるが、寄合

脆弱化率を示す集落割合（以下、脆弱化集落シェア）は、平成２年に 63.8% 、同１２年に

は 32.2% に低下し、寄合脆弱化傾向は弱まっている。 

 ４か町村における脆弱化集落シェアは、蒜山地域に比べて平成２年と同１２年の両時点

において八束村（69.2% 、40.0% ）と湯原町（89.5% 、48.6% ）は上回り、反対に川上村

（35.7% 、33.3% ）と中和村（38.5% 、7.7%）は下回り、そのなかで後時点の脆弱化集落

シェアは前時点に比べて川上村を除く３か町村では特に大幅に下回っている。 

 一方、岡山県における脆弱化集落シェアは、平成２年に 55.0% 、同１２年には 28.1% 

に低下し、蒜山地域に比べて前時点は 8.8 ポイント、後時点は 4.1 ポイント下回っている。 

 以上のように蒜山地域に比べて岡山県における脆弱化集落シェアは平成１２年に大幅に

低下し、農業集落における寄合脆弱化傾向は弱まっている。 

 

 第第第第６６６６節節節節 農林業農林業農林業農林業のののの変容変容変容変容 

 

 農林業の変容は、昭和３５年以降における農家及び農家世帯員の動向、経営耕地の利用

動向、家畜飼養の変動、農業機械化の進展、農業粗生産額の動向、農業生産性の推移、農

産物販売額の推移、農業経営形態の変容及び林業経営の展開の各側面から、農業センサス

資料に基づいて記述された。なお、農業センサスにおける調査対象農家は昭和３５～平成
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７年は総農家、平成１２～１７年は販売農家に変更されているが、その中で平成７年は統

計調査項目によっては総農家と販売農家の両農家分が併記されている。総農家と販売農家

の統計数値は比較できないため、本節では昭和３５～平成７年と平成７～１７年に分けて

記述する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 農家農家農家農家のののの動向動向動向動向 

 １１１１ 総農家数総農家数総農家数総農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における総農家数は、昭和３５年に 2,437 戸、平成１７年には 1,259 戸に減少

し、４５年間の減少率は 48.3% （５年間隔△5.4% ）となっている。 

 ４か町村における総農家数の減少率は、蒜山地域に比べて八束村（△50.6%）は上回り、

中和村（△48.9%）は近似し、反対に川上村と湯原町（各△47.2%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで平成１７年における４か町村の総農家数 1,259 戸の町村別シェ

アは湯原町 38.2% 、八束村 26.8% 、川上村 24.1% 、中和村 10.9% の順になっている。 

 一方、岡山県における総農家数は、昭和３５年に 172,533 戸、平成１７年には 81,900

戸に減少し、４５年間の減少率は 52.5% （５年間隔△5.8% ）となり、蒜山地域を 4.2 ポ

イント上回っている。 

 上記した蒜山地域における総農家数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.42% 、平成

１７年には 1.54% に上昇している。 

 ２２２２ 専業農家数専業農家数専業農家数専業農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における専業農家数は、総農家の場合は昭和３５年に８９６戸、平成７年には

２０４戸に減少し、３５年間の減少率は 77.2% （５年間隔△11.0%）となっている。一方、

販売農家の場合は平成７年に１７４戸、同１７年には１８９戸に増加し、１０年間の増加

率は 8.6%（５年間隔 4.3%となっている。 

 ４か町村における専業農家数の減少率又は増加率をみると、蒜山地域に比べて総農家の

場合減少率は八束村（△84.0%）、中和村（△82.9%）及び川上村（△78.9%）は上回り、反対

に湯原町（△60.0%）は下回っている。一方、販売農家の場合増加率は中和村（100.0%）と

湯原町（23.6% ）は上回り、逆に八束村（△13.5%）と川上村（△3.6% ）は減少に転じてい

る。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における専業農家数の町村別シェアをみると、総農

家の場合平成７年における２０４戸は湯原町 35.3% 、川上村 29.9% 、八束村 27.9% 、中

和村 6.9%の順になり、販売農家の場合同１７年における１８９戸は湯原町 36.0% 、川上村

28.6% 、八束村 23.8% 、中和村 11.6% の順になっている。 

 一方、岡山県における専業農家数は、総農家の場合昭和３５年に 61,730 戸、平成７年に

は 16,810 戸に減少し、３５年間の減少率は 72.8% （５年間隔△10.4%）となり、蒜山地域

を 4.4 ポイント下回っている。 

 販売農家の場合平成７年に 11,346 戸、同１７年には 12,301 戸に増加し、１０年間の増

加率は 8.4%（５年間隔 4.2%）となり、蒜山地域を極僅差ながら 0.2 ポイント下回ってい

る。 

 次に蒜山地域における専業農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５年に

1.46% 、平成７年には 1.22% に下降し、販売農家の場合平成７年と同１７年はそれぞれ

15.3%、1.54% となっている。 

 ３３３３ 男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数男子生産年齢人口農家数のののの減少減少減少減少 

 農業センサスは１９７５年（昭和５０）から専業農家のうちの「男子生産年齢人口のい

る世帯」（以下、男子生産年齢人口農家）を掲載している。それは専業農家であっても、

男子生産年齢人口のいる世帯と同年齢人口のいない世帯では農業経営内容に著しい違いが

生じるためである。なお、男子生産年齢とは１６～６４歳、１９９５年以降は１５～６４

歳に変更されている。 

 蒜山地域における男子生産年齢人口農家数は、総農家の場合昭和５０年に１９５戸、平

成７年には８５戸に減少し、２０年間の減少率は 56.4% （５年間隔△14.1%）となり、販売

農家の場合平成７年に８０戸、同１７年には５３戸に減少し、１０年間の減少率は 33.8% 
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（５年間隔△16.9%）となっている。 

 ４か町村における男子生産年齢人口農家数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合

川上村（△70.7%）は上回り、反対に湯原町（△50.0%）と八束村（△40.0%）は下回り、一方、

中和村は 50.0% の増加に転じている。販売農家の場合中和村（△ 50.0% ）、湯原町（△43.8%）

及び八束村（△41.2%）は上回り、反対に川上村（△17.9%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における男子生産年齢農家数の町村別シェアをみる

と、総農家の場合平成７年における８５戸は八束村 42.4% 、川上村 34.1% 、湯原町 20.0% 、

中和村 3.5%の順になり、販売農家の場合平成１７年における５３戸は川上村 43.4% 、八束

村 37.7% 、湯原町 17.0% 、中和村 1.9%の順になっている。 

 一方、岡山県における男子生産年齢人口農家数は、総農家の場合は昭和５０年に 6,630 

戸、平成７年には 3,947 戸に減少し、２０年間の減少率は 40.5% （５年間隔△10.1%）と

なっている。販売農家の場合平成７年に 3,271 戸、同１７年には 2,473 戸に減少し、２０

年間の減少率は 24.4%（５年間隔△6.1% ）となり、蒜山地域における減少率に比べて総農

家の場合 15.9 ポイント、販売農家の場合は 9.4 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における男子生産年齢人口農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭

和５０年に 2.94% 、平成７年には 2.15% に低下し、販売農家の場合平成７年に 2.45% 、

同１７年には 2.14% に低下している。 

 ４４４４ 兼業農家兼業農家兼業農家兼業農家のののの動向動向動向動向 

 ４４４４－－－－１１１１ 第第第第１１１１種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における第１種兼業農家数は、総農家の場合昭和３５年に９７０戸、平成７年

には２８９戸に減少し、３５年間の減少率は 70.2% （５年間隔△10.2%）となっている。一

方、販売農家の場合平成７年に２８３戸、同１７年には１６８戸に減少し、１０年間の減

少率は 40.6% （５年間隔△20.3%）となっている。 

 ４か町村における第１種兼業農家数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合は湯原

町（△86.3%）と中和村（△82.6%）は上回り、反対に八束村（△45.0%）と川上村（△43.8%）

は下回り、販売農家の場合湯原町（△54.2%）、中和村（△45.8%）及び川上村（△42.1%）は

上回り、反対に八束村（△30.5%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における第１種兼業農家数の町村別シェアをみる

と、総農家の場合平成７年における２８９戸は八束村 36.3% 、川上村 32.9% 、湯原町 21.8% 、

中和村 9.0%となり、販売農家の場合同１７年における１６８戸は八束村 43.5% 、川上村

32.7% 、湯原町 16.1% 、中和村 7.7%の順になっている。 

 一方、岡山県における第１種兼業農家数は、総農家の場合昭和３５年に 59,851 戸、平成

７年には 9,269 戸と減少し、３５年間の減少率は 84.5% （５年間隔△12.1%）となり、販

売農家の場合平成７年に 8,668 戸、同１７年には 4,116 戸に減少し、１０年間の減少率は

52.5% （５年間隔△26.3% ）となっている。以上の減少率は蒜山地域に比べて総農家の場

合は 14.3 ポイント、販売農家の場合は 11.9 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における第１種兼業農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５

年に 1.62% 、平成７年には 3.12% に上昇し、販売農家の場合同７年に 3.26% 、同１７年

には 4.08%に上昇している。 

 ４４４４－－－－２２２２ 第第第第２２２２種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数種兼業農家数のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における第２種兼業農家数は、総農家の場合昭和３５年に５７１戸、平成７年

には 1,028 戸に増加し、３５年間の増加率は 80.0% （５年間隔 11.4% ）となっている。

一方、販売農家の場合平成７年に８８２戸、同１７年には６４１戸に減少し、１０年間の

減少率は 27.3% （５年間隔△13.7%）となっている。 

 ４か町村における第２種兼業農家数の増減率は、蒜山地域に比べて総農家の場合増加率

は中和村（275.7%）と八束村（89.6% ）は上回り、反対に川上村（66.9% ）と湯原町（54.8% ）

は下回り、販売農家の場合減少率は中和村（△37.0%）と湯原町（△28.1%）は上回り、反対

に八束村（△25.4%）と川上村（△21.3%）は下回っている。 

 上記した推移経過のもとでの４か町村における農家数の町村別シェアをみると、総農家

の場合平成７年における 1,028 戸は湯原町 40.7% 、八束村 24.7% 、川上村 21.1% 、中和
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村 13.5% 、販売農家の場合同１７年における６４１戸は湯原町 39.1% 、八束村 27.0% 、

川上村 21.4% 、中和村 12.5% の順になっている。 

 一方、岡山県における第２種兼業農家数は、総農家の場合昭和３５年に 50,952 戸、平成

７年には 74,167 戸に増加し、３５年間の増加率は 45.6% （５年間隔 6.5%）となっている。

販売農家の場合平成７年に 51,856 戸、同１７年には 35,292 戸に減少し、１０年間の減少

率は 32.0% （５年間隔△16.0%）となっている。以上の増減率は蒜山地域と比べて、総農家

の場合増加率は 34.4 ポイント下回り、販売農家の場合減少率は 4.7 ポイント上回ってい

る。 

 次に蒜山地域における第２種兼業農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５

年に 1.12% 、平成７年には 1.39% と上昇し、販売農家の場合同７年に 1.70% 、同１７年

には 1.82%に上昇している。 

 ５５５５ 兼業農家兼業農家兼業農家兼業農家におけるにおけるにおけるにおける世帯主農業専従農家世帯主農業専従農家世帯主農業専従農家世帯主農業専従農家のののの動向動向動向動向 

 第１種、２種兼業農家における世帯主農業専従農家は初めて１９８０（昭和５５）年農

業センサスに掲載されている。 

 ５５５５－－－－１１１１ 第第第第１１１１種兼業世帯主農業専従農家数種兼業世帯主農業専従農家数種兼業世帯主農業専従農家数種兼業世帯主農業専従農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における第１種兼業農家の世帯主農業専従農家（以下、第１種兼業世帯主専従

農家）数は、総農家の場合昭和５５年に３８３戸、平成７年には２３２戸に減少し、１５

年間の減少率は 39.4% （５年間隔△13.1%）となり、販売農家の場合同７年に２３１戸、同

１７年には１４１戸に減少し、１０年間の減少率は 39.0% （５年間隔△14.5%）となってい

る。 

 ４か町村における第１種兼業世帯主専従農家数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の

場合八束村（△47.6%）と湯原町（△44.9%）は上回り、反対に川上村（△29.6%）は下回り、

一方、中和村は 5.6%の増加に転じている。販売農家の場合湯原町（△52.1%）と中和村（△

42.1%）は上回り、反対に川上村（△36.9%）と八束村（△33.0%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における第１種兼業世帯主専従農家数の町村別シェア

をみると、総農家の場合平成７年における２３２戸は八束村 37.9% 、川上村 32.8% 、湯原

町 21.1% 、中和村 8.2%、販売農家の場合同１７年における１４１戸は八束村 41.9% 、川

上村 34.0% 、湯原町 16.3% 、中和村 7.8%の順になっている。 

 一方、岡山県における第１種兼業世帯主専従農家数は、総農家の場合昭和５５年に

10,585 戸、平成７年には 6,492 戸に減少し、１５年間の減少率は 38.7% （５年間隔△12.9%）

となり、販売農家の場合同７年に 6,227 戸、同１７年には 3,159 戸に減少し、１０年間の

減少率は 49.3% （５年間隔△24.7%）となっている。以上の減少率は蒜山地域に比べて総農

家の場合 0.7 ポイントと極僅差ながら下回り、反対に販売農家の場合 10.3 ポイント上回

っている。 

 次に蒜山地域における第１種兼業世帯主専従農家数の対岡山県比をみると、総農家の場

合昭和５５年に 3.62% 、平成７年には 3.57% と僅差ながら下降し、販売農家の場合同７年

に 3.71% 、同１７年には 4.46% に上昇している。 

 ５５５５－－－－２２２２ 第第第第２２２２種兼業世帯主農業専従農家数種兼業世帯主農業専従農家数種兼業世帯主農業専従農家数種兼業世帯主農業専従農家数のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における第２種兼業農家の世帯主農業専従農家（以下、第２種兼業世帯主専従

農家）数は、総農家の場合昭和５５年に８４戸、平成７年には８６戸に微増し、１５年間

の増加率は 2.4%（５年間隔 0.8%）となり、販売農家の場合同７年に８１戸、同１７年には

１２８戸に増加し、１０年間の増加率は 58.0% （５年間隔 29.5% ）となっている。 

 ４か町村における第２種兼業世帯主専従農家数の増加率は、蒜山地域に比べて総農家の

場合川上村（66.7% ）、八束村（43.8% ）及び中和村（33.3% ）は上回り、一方、湯原町

は 36.2% の減少に転じている。販売農家の場合中和村（135.7%）と湯原町（93.1% ）は上

回り、反対に川上村（27.3% ）と八束村（13.6% ）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における第２種兼業世帯主専従農家数の町村別シェア

をみると、総農家の場合平成７年における８６戸は湯原町 34.9% 、川上村 29.1% 、八束村

26.7% 、中和村 9.3%、販売農家の場合同１７年における１２８戸は湯原町 43.8% 、川上村

21.9% 、八束村 19.5% 、中和村 14.8% の順になっている。 
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 一方、岡山県における第２種兼業世帯主専従農家数は、総農家の場合昭和５５年に 5,401 

戸、平成７年には 7,214 戸に増加し、１５年間の増加率は 33.6% （５年間隔 11.2% ）と

なり、販売農家の場合同７年に 6,222 戸、同１７年には 8,555 戸に増加し、１０年間の増

加率は 37.5% （５年間隔 18.8% ）となっている。以上の増加率は蒜山地域に比べて総農家

の場合 31.2 ポイント上回り、反対に販売農家の場合 20.5 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における第２種兼業世帯主専従農家数の対岡山県比をみると、総農家の場

合昭和５５年に 1.56% 、平成７年には 1.19% に低下し、販売農家の場合同７年に 1.30% 、

同１７年には 1.50% に上昇している。 

 

    ６６６６ 専業専業専業専業・・・・兼業別農家兼業別農家兼業別農家兼業別農家シェアシェアシェアシェアのののの推移推移推移推移 

 総農家及び販売農家における農家数に占める専業農家数、第１種兼業農家数、第２種兼

業農家数、専業農家における男子生産年齢人口農家数、第１種兼業世帯主専従農家数、第

２種兼業世帯主専従農家数の構成割合の概数を、総農家の場合は昭和３５年と平成７年、

販売農家の場合は平成７年と同１７年の両時点において、上記の農家順に列記すると以下

のとおりである。なお、少数点以下四捨五入のため内訳と計は一致しない場合がある。 

  （１） 蒜山地域と岡山県 

  蒜山地域 

   総農家 

    昭和３５年：３７％－４０％－２３％－１０％－２０％－ ４％ 

    平成 ７年：１３％－１９％－６８％－ ６％－１５％－ ６％ 

   販売農家 

    平成 ７年：１３％－２１％－６６％－ ６％－１７％－ ６％ 

     同１７年：１９％－１７％－６４％－ ５％－１４％－１３％ 

  岡山県 

   総農家 

    昭和３５年：３６％－３５％－３０％－ ５％－ ８％－ ４％   

    平成 ７年：１７％－ ９％－７４％－ ４％－ ７％－ ７％   

   販売農家 

    平成 ７年：１６％－１２％－７２％－ １％－ ９％－ ９％   

     同１７年：２４％－ ８％－６８％－ １％－ ６％－１７％   

 以上で列記した蒜山地域における専業農家、第１種兼業農家、第２種兼業農家の各シェ

アをみると、総農家の場合昭和３５年に第１種兼業農家４０％、次いで専業農家３７％と

なり、両者で７７％を占めているが、平成７年には両者はそれぞれ１９％、１３％に縮小、

両者で３２％を占め、反対に第２種兼業農家は６８％と著しく拡大している。 

 一方、販売農家の場合第２種兼業農家は平成７年に６６％、同１７年には６４％と極僅

少ながら縮小し、第１種兼業農家もまた２１％から１７％に縮小し、反対に専業農家は１

３％から１９％に拡大している。 

 また、第１種、２種兼業農家における世帯主農業専従農家シェアをみると、総農家及び

販売農家の場合第１種兼業農家は第２種兼業農家を大幅に上回りながら、両時点間で総農

家の場合２０％から１５％、販売農家の場合１７％から１４％に縮小し、一方、第２種兼

業農家は総農家の場合４％から６％、販売農家の場合６％から１３％に拡大している。 

 次に専業農家のうち男子生産年齢人口農家シェアをみると、両時点間で総農家の場合１

０％から６％、販売農家の場合６％から僅差ながら５％に縮小している。 

 上記した農家シェアの推移から、総農家の場合昭和３５年の時点で専業農家と第１種兼

業農家はかなり近似し、両者で８０％近いシェアを占め、平成７年には第２種兼業農家は

著しく拡大し、７０％近いシェアに達している。一方、販売農家の場合第２種兼業農家は

平成７年と同１７年間に幾分縮小しているが、概ね６５％前後で推移している。 

 一方、岡山県における専業、兼業農家シェアの推移パタ－ンは蒜山地域と類似しいるが、

そのシェア水準は蒜山地域に比べて総農家及び販売農家の場合第１種兼業農家は下回り、

反対に第２種兼業農家は上回り、専業農家は販売農家の場合上回っている。また、第１種
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兼業農家における世帯主農業専従農家シェアは、蒜山地域に比べて総農家及び販売農家の

場合かなり下回っている。 

  （２） ４か町村 

  川上村 

   総農家 

    昭和３５年：４８％－２９％－２３％－２０％－２４％－ ３％ 

    平成 ７年：１６％－２６％－５８％－ ８％－２０％－ ７％  

   販売農家 

    平成 ７年：１７％－２９％－５４％－ ９％－２３％－ ７％  

     同１７年：２２％－２２％－５６％－ ９％－２０％－１１％ 

  八束村 

   総農家 

    昭和３５年：５２％－２８％－２０％－１０％－３０％－ ３％ 

    平成 ７年：１４％－２５％－６１％－ ９％－２１％－ ６％  

   販売農家 

    平成 ７年：１２％－２７％－６０％－１０％－３０％－ ３％ 

     同１７年：１６％－２５％－６０％－ ７％－２０％－ ９％  

  中和村 

   総農家 

    昭和３５年：３１％－５６％－１４％－ １％－ ８％－ ３％  

    平成 ７年： ８％－１５％－７８％－ ２％－１１％－ ５％   

   販売農家 

    平成 ７年： ７％－１５％－７８％－ １％－１２％－ ５％   

     同１７年：１９％－１１％－７０％－ １％－１０％－１７％ 

  湯原町 

   総農家 

    昭和３５年：２０％－５１％－３０％－ ５％－１３％－ ７％  

    平成 ７年：１３％－１１％－７６％－ ３％－ ９％－ ５％   

   販売農家 

    平成 ７年：１２％－１３％－７５％－ ４％－１０％－ ６％  

     同１７年：２０％－ ８％－７３％－ ３％－ ７％－１６％   

 上記した４か町村の総農家及び販売農家における専業農家と兼業農家（第１種、第２種）、

そして兼業農家における世帯主農業専従農家の各シェア水準には以下のような町村間差異

がみられる。 

 総農家の場合、昭和３５年の時点で首位に立つ農家は川上村（４８％）と八束村（５２

％）では専業農家、中和村（５６％）と湯原町（５１％）では第１兼業農家となり、最低

位は川上村（２３％）、八束村（２０％）及び中和村（１４％）は第２種兼業農家、湯原

町（２０％）は専業農家となっている。 

 一方、平成７年の時点では４か町村とも第２種兼業農家が首位に立ち、中和村（７８％）、

湯原町（７６％）、八束村（６１％）、川上村（５８％）の順になり、最低位は各町村と

も専業農家となり、川上村（１６％）、八束村（１４％）、湯原町（１３％）、中和村（８

％）の順となっている。 

 販売農家の場合、平成７年の時点では４か町村とも第２種兼業農家が首位に立ち、中和

村（７８％）、湯原町（７５％）、八束村（６０％）、川上村（５４％）の順になり、最

低位は各町村とも専業農家となり、川上村（１７％）、八束村と湯原町（各１２％）、中

和村（７％）の順になっている。 

 一方、平成１７年の時点では４か町村とも第２種兼業農家が首位に立ち、湯原町（７３

％）、中和村（７０％）、八束村（６０％）、川上村（５６％）の順になっている。一方、

最低位は、川上村は専業農家と第１種兼業農家（各２２％）、八束村は専業農家（１６％）、

中和村と湯原町は第１兼業農家（それぞれ１１％、８％）となっている。 
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 次に兼業農家における世帯主農業専従農家シェアをみると、総農家及び販売農家の場合

第１種兼業農家は第２種兼業農家を大幅に上回り、そのなかで川上村と八束村は中和村と

湯原町を上回り、そのシェアは前者２か村は２０～３０％、後者２か町村は１０％前後と

なっている。また、専業農家における男子生産年齢人口農家は総農家及び販売農家の場合

川上村と八束村は９％程度、一方、中和村と湯原町は１～３％程度となっている。 

 

 ７７７７ 兼業農家兼業農家兼業農家兼業農家におけるにおけるにおけるにおける兼業種類別農家兼業種類別農家兼業種類別農家兼業種類別農家のののの動向動向動向動向 

 ７７７７－－－－１１１１ 兼業種類別農家数兼業種類別農家数兼業種類別農家数兼業種類別農家数のののの増加増加増加増加とととと減少減少減少減少 

 前項で記述したように兼業農家シェアは総農家及び販売農家の場合専業農家シェアを上

回っているが、その兼業農家における兼業種類別農家数の推移状況をみると以下のとおり

である。 なお、農業センサスでは兼業種類別農家数は、総農家の場合は第１種、２種兼

業農家の両農家、販売農家の場合は第２種兼業農家のみ記録されている。 

 ７７７７－－－－１１１１－－－－１１１１ 恒常的勤務農家数恒常的勤務農家数恒常的勤務農家数恒常的勤務農家数のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における恒常的勤務農家数は、総農家の場合昭和３５年に４１６戸、平成７年

には 1,032 戸に増加し、３５年間の増加率は 148.1%（５年間隔 21.2% ）となっている。

一方、販売農家の場合平成７年に６４８戸、同１７年には３７０戸に減少し、１０年間の

減少率は 42.9% （５年間隔△21.5%）となっている。 

 ４か町村における恒常的勤務農家数の増減率は、蒜山地域に比べて総農家の場合増加率

は中和村（317.6%）、川上村（184.2%）及び湯原町（157.7%）は上回り、反対に八束村（75.7% ）

は下回っている。一方、販売農家の場合減少率は中和村（△50.0%）と湯原町（△48.5%）は

上回り、反対に八束村（△36.2%）と川上村（△34.4%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における恒常的勤務農家数の町村別シェアをみる

と、総農家の場合平成７年における 1,032 戸は湯原町 37.2% 、川上村と八束村各 24.5% 、

中和村 13.8% の順になり、販売農家の場合同１７年における３７０戸は湯原町 36.0% 、八

束村 28.0% 、川上村 22.2% 、中和村 13.8% の順になっている。 

 一方、岡山県における恒常的勤務農家数は、総農家の場合昭和３５年に 57,123 戸、平成

７年には 69,365 戸に増加し、３５年間の増加率は 21.4% （５年間隔 3.1%）となり、蒜山

地域に比べて 126.6 ポイント下回っている。他方、販売農家の場合平成７年に 33,651 戸、

同１７年には 15,951 戸に減少し、１０年間の減少率は 52.6% （５年間隔△26.3%）となり、

蒜山地域に比べて 9.7 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における恒常的勤務農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５

年に 0.73% 、平成７年には 1.49% と上昇し、販売農家の場合同７年に 1.93% 、同１７年

には 2.32%に上昇している。 

 ７７７７－－－－１１１１－－－－２２２２ 出稼出稼出稼出稼ぎぎぎぎ・・・・日雇農家数日雇農家数日雇農家数日雇農家数のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における出稼ぎ・日雇農家数は、総農家の場合昭和３５年に４４４戸、平成７

年には１５４戸に減少し、３５年間の減少率は 65.3% （５年間隔△9.3% ）となっている。

一方、販売農家の場合平成７年に４８戸、同１７年には５８戸に増加し、１０年間の増加

率は 20.8% （５年間隔 10.4% ）となっている。 

 ４か町村における出稼ぎ・日雇農家数の増減率は、蒜山地域に比べて総農家の場合減少

率は中和村（△81.1%）、湯原町（△76.2%）及び川上村（△69.6%）は上回り、反対に八束村

（△29.5%）は下回っている。一方、販売農家の場合増加率は川上村（100.0%）、湯原町（50.0% ）

及び中和村（40.0% ）は上回り、八束村は 36.9% の減少に転じている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における出稼ぎ・日雇農家数の町村別シェアをみる

と、総農家の場合平成７年における１５４戸は八束村 43.5% 、湯原町 27.9% 、川上村 22.1% 、

中和村 6.5%の順になり、販売農家の場合同１７年における５８戸は湯原町 46.5% 、川上村

と八束村各 20.7% 、中和村 12.1% の順になっている。 

 一方、岡山県における出稼ぎ・日雇農家数は、総農家の場、昭和３５年に 18,611 戸、平

成７年には 3,845 戸に減少し、３５年間の減少率は 79.3% （５年間隔△11.3%）となり、

販売農家の場合同７年に 2,142 戸、同１７年には 1,278 戸に減少し、１０年間の減少率は

40.4% （５年間隔△20.2%）となっている。以上の総農家の場合減少率は蒜山地域を 14.2



- 891 - 

ポイント上回っているが、販売農家の場合蒜山地域は増加に転じている。 

 次に蒜山地域における出稼ぎ・日雇農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３

５年に 2.39% 、平成７年には 4.01% と上昇し、販売農家の場合同７年に 2.24% 、同１７

年には 4.54% に上昇している。 

 ７７７７－－－－１１１１－－－－３３３３ 自営兼業農家数自営兼業農家数自営兼業農家数自営兼業農家数のののの減少減少減少減少 

 自営兼業の業種は林業、その他（詳細は不詳）となっている。 

 蒜山地域における自営兼業農家数は、総農家の場合昭和３５年に６８４戸、平成７年に

は１３１戸に減少し、３５年間の減少率は 80.8% （５年間隔△11.5%）となっている。一方、

販売農家の場合平成７年に５４戸、同１７年には３９戸に減少し、１０年間の減少率は

27.8% （５年間隔△13.9 ）となっている。 

 ４か町村における自営兼業農家数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合中和村（△

86.9%）と湯原町（△85.6%）は上回り、反対に川上村(△74.5% ）と八束村（△54.7%）は下

回り、販売農家の場合中和村（△80.0%）と八束村（△45.0%）は上回り、反対に湯原町（△

17.4%）は下回り、一方、川上村は 33.3% の増加となっている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における自営兼業農家数の町村別シェアをみると、

総農家の場合平成７年における１３１戸は湯原町 41.2% 、八束村 29.8% 、川上村 19.1% 、

中和村 9.9%の順になり、販売農家の場合同１７年における３９戸は湯原町 48.7% 、八束村

28.2% 、川上村 20.5% 、中和村 2.6%の順になっている。 

 一方、岡山県における自営兼業農家数は、総農家の場合昭和３５年に 35,069 戸、平成７

年には 10,226 戸に減少し、３５年間の減少率は 70.8% （５年間隔△10.1%）となり、販売

農家の場合同７年に 3,555 戸、同１７年には 2,328 戸に減少し、１０年間の減少率は 34.5% 

（５年間隔△17.3%）となっている。以上の減少率は蒜山地域に比べて総農家の場合 10.0

ポイント下回り、反対に販売農家の場合 6.7 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における自営兼業農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５年

に 1.95% 、平成７年には 1.28% に低下し、販売農家の場合同７年に 1.52% 、同１７年に

は 1.68% に上昇している。 

 ７７７７－－－－２２２２ 兼業種類別農家数構成比兼業種類別農家数構成比兼業種類別農家数構成比兼業種類別農家数構成比のののの推移推移推移推移 

 総農家における第１種、２種兼業農家総数及び販売農家における第２種兼業農家数に占

める恒常的農家数、出稼ぎ・日雇い農家数、自営兼業農家数の構成割合を、総農家の場合

昭和３５年と平成７年、販売農家の場合平成７年と同１７年の両時点において上記の農家

順に列記すると以下のとおりである。なお、小数点以下四捨五入のため内訳と計が一致し

ない場合がある。 

  （１） 蒜山地域と岡山県 

  蒜山地域 

   総農家 

    昭和３５年：２７％－２９％－４４％ 

    平成 ７年：７８％－１２％－１０％ 

   販売農家 

    平成 ７年：８６％－ ６％－ ７％ 

     同１７年：７９％－１２％－ ８％ 

  岡山県 

   総農家 

    昭和３５年：５２％－１７％－３２％ 

    平成 ７年：８３％－ ５％－１２％ 

   販売農家 

    平成 ７年：８６％－ ６％－ ９％ 

     同１７年：８２％－ ７％－１２％ 

 上記した蒜山地域における兼業種類別農家シェアは、総農家の場合昭和３５年に自営兼

業農家が４４％と首位に立ち、残り５６％を出稼ぎ・日雇農家と恒常的勤務農家がほぼ等

分するなかで後者が幾分下回っている。しかし、平成７年の時点では恒常的勤務農家は７
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８％に拡大し、出稼ぎ・日雇農家と自営兼業農家はそれぞれ１２％、１０％となっている。

一方、販売農家の場合平成７年に恒常的勤務農家は８６％と首位に立ち、残りのシェアを

自営兼業農家と出稼ぎ・日雇農家がそれぞれれ７％、６％とほぼ等分し、同１７年には恒

常的勤務農家が７９％と幾分縮小しながら首位に立ち、出稼ぎ・日雇農家は１２％に拡大

し、自営兼業農家も８％と極僅差ながら拡大している。 

 一方、岡山県における兼業種類別農家シェアは、総農家の場合昭和３５年の時点では蒜

山地域と異なり、恒常的勤務農家が５２％と首位に立ち、次いで自営兼業農家３２％、出

稼ぎ・日雇農家１７％と続き、平成７年の時点では蒜山地域と同様に恒常的勤務農家は拡

大して８３％と突出し、自営兼業農家、出稼ぎ・日雇農家はそれぞれ１２％、５％に縮小

している。 一方、販売農家の場合平成７年の時点では蒜山地域と同様に、恒常的勤務農

家が８６％と首位に立ち、残りのシェアは自営兼業農家９％、出稼ぎ・日雇農家６％とな

り、同１７年の時点では蒜山地域と同様に、恒常的勤務農家は縮小しながらも８２％と首

位に立ち、その縮小分は自営兼業農家と出稼ぎ・日雇農家に分配され、それぞれ１２％、

７％に拡大している。 

 以上で記述したように蒜山地域と岡山県の総農家と販売農家における兼業農家の兼業種

類別農家シェアの各時点におけるシェア水準と両時点間の推移パタ－ン（拡大又は縮小）

に共通性と相違性がみられる。 

 その共通性は恒常的勤務農家シェアの総農家における拡大と販売農家における縮小、そ

して出稼ぎ・日雇農家と自営兼業農家両シェアの販売農家における拡大である。 

 一方、相違性は総農家の場合、昭和３５年の時点で首位に立つ兼業種類は蒜山地域では

自営兼業、岡山県では恒常的勤務と差異がみられ、そして総農家の場合平成７年と販売農

家の場合同１７年の両時点において３位を占める兼業種類に蒜山地域では自営兼業、岡山

県では出稼ぎ・日雇と相違がみられる。 

  （２） ４か町村 

  川上村 

   総農家 

    昭和３５年：３０％－３７％－３３％ 

    平成 ７年：８１％－１１％－ ８％ 

   販売農家 

    平成 ７年：９１％－ ４％－ ４％ 

     同１７年：８０％－１２％－ ８％ 

  八束村 

   総農家 

    昭和３５年：４４％－２９％－２７％ 

    平成 ７年：７１％－１９％－１１％ 

   販売農家 

    平成 ７年：８１％－ ９％－１０％ 

     同１７年：８２％－１０％－ ９％ 

  中和村 

   総農家 

    昭和３５年：１８％－２９％－５３％ 

    平成 ７年：８６％－ ６％－ ８％ 

   販売農家 

    平成 ７年：９１％－ ５％－ ５％ 

     同１７年：８６％－１２％－ ２％ 

  湯原町 

   総農家 

    昭和３５年：２０％－２５％－５５％ 

    平成 ７年：８０％－ ９％－１１％ 

   販売農家 
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    平成 ７年：８６％－ ６％－ ８％ 

     同１７年：７４％－１５％－１１％ 

 以上で記述した４か町村における兼業種類別農家シェアの各時点における水準と推移パ

タ－ンには、蒜山地域及び岡山県の場合と同じ共通性がみられる。 

 恒常的勤務農家シェアは蒜山地域や岡山県と類似のパタ－ンで推移し、総農家の場合４

か町村ともに拡大し、平成７年の時点で中和村（８６％）、川上村（８１％）、湯原町（８

０％）、八束村（７１％）の順になっている。一方、販売農家の場合川上村を除く３か町

村では縮小し、平成１７年の時点で中和村（８６％）、川上村（８０％）、湯原町（７４

％）の順になり、八束村はほぼ横ばい状態（８２％）となっている。 

 出稼ぎ・日雇と自営兼業の両農家シェアは、総農家の場合昭和３５年の時点で首位に立

つ自営兼業農家（蒜山地域型）は湯原町（５５％）と中和村（５３％）、恒常的勤務農家

（岡山県型）は八束村（４４％）、例外は川上村の出稼ぎ・日雇（３７％）となり、平成

７年の時点で３位を占める自営兼業農家（蒜山地域型）は八束村（１１％）と川上村（８

％）、出稼ぎ・日雇農家（岡山県型）は湯原町（９％）と中和村（６％）となっている。

一方、販売農家の場合は平成１７年の時点で３位を占める自営兼業農家（蒜山地域型）は

湯原町（１１％）、八束村（９％）、川上村（８％）、中和村（２％）の順になっている。 

 ８８８８ 農業就業状態別農家農業就業状態別農家農業就業状態別農家農業就業状態別農家のののの動向動向動向動向 

 農業専従者、男子専従者及び６０歳未満男子専従者がいる農家について、総農家の場合

は概ね昭和４５年と平成７年、販売農家の場合は平成７年と同１７年の時点間における推

移状況をみると以下のようである。 

 ８８８８－－－－１１１１ 農業就業状態別農業就業状態別農業就業状態別農業就業状態別のののの農家数農家数農家数農家数のののの推移推移推移推移 

 ８８８８－－－－１１１１－－－－１１１１ 農業専従者農家数農業専従者農家数農業専従者農家数農業専従者農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における農業専従者がいる農家（以下、農業専従者農家）数は、総農家の場合

昭和４５年に 1,574 戸、平成７年には５７３戸に減少し、２５年間の減少率は 63.6% （５

年間隔△12.7%）となっている。一方、販売農家の場合平成７年に５６０戸、同１７年には

４５０戸に減少し、１０年間の減少率は 19.6% （５年間隔△9.8%）となっている。 

 ４か町村における農業専従者農家の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合中和村（△

79.4%）と湯原町（△67.5%）は上回り、反対に八束村（△62.3%）と川上村（△53.1%）は下

回り、一方、販売農家の場合湯原町（△27.3%）と川上村（△21.9%）は上回り、反対に八束

村（△17.1%）は下回り、中和村は 13.9% の増加となっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における農業専従者農家数の町村別シェアをみると、

総農家の場合平成７年の５７３戸は川上村 33.0% 、八束村 30.9% 、湯原町 29.8% 、中和

村 6.3%の順になり、販売農家の場合平成１７年の４５０戸は川上村と八束村各%32.4 、湯

原町 26.1% 、中和村 9.1%の順になっている。 

 一方、岡山県における農業専業者農家数は、総農家の場合昭和４５年に 77,722 戸、平成

７年には 22,746 戸に減少し、２５年間の減少率は 70.7% （５年間隔△14.1%）となり、蒜

山地域に比べて 7.1 ポイント上回っている。他方、販売農家の場合平成７年に 20,636 戸、

同１７年には 18,387 戸に減少し、１０年間の減少率は 10.9% （５年間隔△5.5% ）となり、

蒜山地域を 8.7 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における農業専従者農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合、昭和４

５年に 2.03% 、平成７年には 2.52% に上昇し、販売農家の場合平成７年に 2.71% 、同１

７年には 2.45% に低下している。 

 ８８８８－－－－１１１１－－－－２２２２ 男子専従者農家数男子専従者農家数男子専従者農家数男子専従者農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における男子専従者がいる農家（以下、男子専従者農家）数は、総農家の場合

昭和４５年に 1,208 戸、平成７年には４７８戸に減少し、２５年間の減少率は 60.4% （５

年間隔△12.1%) となっている。一方、販売農家の場合平成７年に４７１戸、同１７年には

３７８戸に減少し、１０年間の減少率は 19.7% （５年間隔△9.9% ）となっている。 

 ４か町村における男子専従者農家数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合中和村

（△77.8%）と湯原町（△66.9%）は上回り、反対には八束村（△58.6%）と川上村（△46.8%）

は下回り、一方、販売農家の場合川上村（△25.6%）と湯原町（△24.0%）は上回り、反対に
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八束村（△12.3%）は下回り、中和村は 6.3%の増加となっている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における男子専従者数の町村別シェアをみると、総

農家の場合平成７年の４７８戸は川上村 34.5% 、八束村 32.4% 、湯原町 26.4% 、中和村

6.7%の順になり、販売農家の場合平成１７年の３８３戸は八束村 35.2% 、川上村 31.9% 、

湯原町 24.0% 、中和村 8.9%の順になっている。 

 一方、岡山県における男子専従者農家数は、総農家の場合昭和４５年に 54,996 戸、平成

７年には 17,488 戸に減少し、２５年間の減少率は 68.2% （５年間隔△13.6%）となり、蒜

山地域に比べて 7.8 ポイント上回っている。他方、販売農家の場合平成７年に 16,272 戸、

同１７年には 15,130 戸に減少し、１０年間の減少率は 7.0%（５年間隔△3.5% ）となり、

蒜山地域と比べて 12.7 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における男子専従者農家数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和４５

年に 2.20% 、平成７年には 2.73% に上昇し、販売農家の場合平成７年に 2.89% 、同１７

年には 2.50% に低下している。 

 ８８８８－－－－１１１１－－－－３３３３ ６０６０６０６０歳未満男子専従者農家数歳未満男子専従者農家数歳未満男子専従者農家数歳未満男子専従者農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における６０歳未満男子専従者がいる農家（以下、６０歳未満男子専従者農家）

数は、総農家の場合昭和５０年に６２７戸、平成７年には２０４戸に減少し、２０年間の

減少率は 67.5% （５年間隔△16.9%）となっている。一方、販売農家の場合平成７年に２０

１戸、同１７年には１３４戸に減少し、１０年間の減少率は 34.3% （５年間隔△17.2%）と

なっている。 

 ４か町村における６０歳未満男子専従者農家数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の

場合湯原町（△77.0%）と川上村（△67.7%）は上回り、反対に中和村（△65.3%）と八束村（△

56.1%）は下回っている。一方、販売農家の場合湯原町（△60.0%）と八束村（△38.7%）は

上回り、反対に川上村（△21.0%）は下回り、中和村は 33.3% の増加となっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における６０歳未満男子専従者農家数の町村別シェア

をみると、総農家の場合平成７年の２０４戸は八束村 45.6% 、川上村 30.4% 、湯原町 19.6% 、

中和村 4.4%の順になり、販売農家の場合平成１７年の１３４戸は八束村 42.5% 、川上村

36.6% 、湯原町 11.9% 、中和村 9.0%の順になっている。 

 一方、岡山県における６０歳未満男子専従者農家数は、総農家の場合昭和５０年に

17,585 戸、平成７年には 3,667 戸に減少し、２０年間の減少率は 79.2% （５年間隔△19.8%）

となり、蒜山地域に比べて 11.7 ポイント上回っている。他方、販売農家の場合平成７年に

3,631 戸、同１７年には 2,552 戸に減少し、１０年間の減少率は 29.7% （５年間隔△14.9%）

となり、蒜山地域に比べて 4.6 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における６０歳未満男子専従者農家数の対岡山県比をみると、総農家の場

合昭和５０年に 3.57% 、平成７年には 5.57% に上昇し、販売農家の場合平成７年に 5.62% 、

同１７年には 5.25% に低下している。 

 ８８８８－－－－２２２２ 農業就業状態別農家数割合農業就業状態別農家数割合農業就業状態別農家数割合農業就業状態別農家数割合のののの推移推移推移推移 

 前項で記述した農業専従者、男子専従者及び６０歳未満男子専従者がいる農家数の総農

家数又は販売農家数に占める割合について、総農家の場合は概ね昭和４５年と平成７年、

販売農家の場合は平成７年と同１７年の時点間における推移状況をみると以下のとおりで

ある。 

 （１） 蒜山地域と岡山県 

 蒜山地域における農業専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 72.5% 、平成７

年には 45.8% に縮小し、一方、販売農家の場合平成７年に 41.8% 、同１７年には 45.1% 

に拡大している。 

 男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 55.6% 、平成７年には 38.2% に縮

小し、販売農家の場合平成７年に 35.2% 、同１７年には 37.9% に拡大している。 

 ６０歳未満男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和５０年に 30.9% 、平成７年には

16.3% に縮小し、一方、販売農家の場合平成７年に 15.2% 、同１７年には 13.4% に縮小し

ている。 

 岡山県における農業専従者農家数割合は、昭和４５年に 50.5% 、平成７年には 22.7% 
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に縮小し、蒜山地域に比べて前時点では 22.0 ポイント、後時点では 23.1 ポイント下回っ

ている。一方、販売農家の場合平成７年に 28.7% 、同１７年には 35.6% に拡大し、蒜山地

域に比べて前時点では 13.1 ポイント、後時点では 9.5 ポイント下回っている。 

 男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 35.7% 、平成７年には 17.5% に縮

小し、蒜山地域に比べて前時点では 19.9 ポイント、後時点では 20.7 ポイント下回ってい

る。一方、販売農家の場合平成７年に 22.6% 、同１７年には 29.3% に拡大し、蒜山地域に

比べて前時点では 12.6 ポイント、後時点では 9.1 ポイント下回っている。 

 ６０歳未満男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和５０年に 12.4% 、平成７年には

3.7%に縮小し、蒜山地域に比べて前時点では 18.5 ポイント、後時点では 12.6 ポイント下

回っている。一方、販売農家の場合平成７年に 5.1% 、同１７年には 4.9% に縮小し、蒜山

地域に比べて前時点では 12.6 ポイント、後時点では 8.6 ポイント下回っている。 

 以上で記述した蒜山地域及び岡山県における農業就業状態別農家数割合の概数（小数点

以下四捨五入）を農業専従者農家－男子専従者農家－６０歳未満男子専従者農家の順に列

記すると以下のとおりである。なお、６０歳未満男子専従者農家数割合の昭和４５年は同

５０年に読み替える。 

  蒜山地域 

   総農家 

    昭和４５年：７３％－５６％－３１％                   

    平成  ７年：４６％－３８％－１６％ 

   販売農家 

    平成  ７年：４２％－３５％－１５％ 

         同１７年：４５％－３８％－１３％ 

   岡山県 

    総農家 

        昭和４５年：５１％－３６％－１２％ 

    平成 ７年：２３％－１８％－ ４％ 

    販売農家 

        平成 ７年：２９％－２３％－ ５％ 

     同１７年：３６％－２９％－ ５％ 

 上記したように蒜山地域の農業専従者農家数、男子専従者農家数、６０歳未満男子専従

者農家数割合は、総農家及び販売農家の各時点において岡山県を大幅に上回っている。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 農業専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 76.5% 、平成７年には 50.7% と縮

小し、一方、販売農家の場合平成７年に 57.8% 、同１７年には 59.4% に拡大している。 

 男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 58.8% 、平成７年には 44.2% に縮

小し、一方、販売農家の場合は平成７年に 50.5% 、同１７年は 49.6% と僅差ながら縮小し

ている。 

 ６０歳未満男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和５０年に 38.9% 、平成７年には

16.6% に縮小し、一方、販売農家の場合平成７年に 19.1% 、同１７年には 19.9% と極僅差

ながら拡大している。 

 ② 八束村 

 農業専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 76.7% 、平成７年には 42.6% に縮

小し、一方、販売農家の場合平成７年に 45.3% 、同１７年には 50.2% に拡大している。 

 男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 61.0% 、平成７年には 37.3% に縮

小し、一方、販売農家の場合平成７年に 39.6% 、同１７年には 46.4% に拡大している。 

 ６０歳未満男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和５０年に 36.9% 、平成７年には

22.4% に縮小し、一方、販売農家の場合平成７年に 23.9% 、同１７年には 19.6% に縮小し

ている。                                                                   

 ③ 中和村 
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 農業専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 72.9% 、平成７年には 20.1% に縮

小し、一方、販売農家の場合平成７年に 22.2% 、同１７年には 35.7% に拡大している。 

 男子専従農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 60.0% 、平成７年には 17.9% に縮小

し、一方、販売農家の場合は平成７年に 19.8% 、同１７年には 29.6% に拡大している。 

 ６０歳未満男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和５０年に 21.7% 、平成７年には

5.0%に縮小し、一方、販売農家の場合は平成７年に 5.6%、同１７年には 10.4% に拡大して

いる。 

 ④ 湯原町 

 農業専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 66.4% 、平成７年には 30.9% に縮

小し、一方、販売農家の場合平成７年に 34.8% 、同１７年には 33.8% に縮小している。 

 男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和４５年に 48.0% 、平成７年には 22.8% に縮

小し、一方、販売農家の場合平成７年に 26.1% 、同１７年には 25.1% に縮小している。 

 ６０歳未満男子専従者農家数割合は、総農家の場合昭和５０年に 23.6% 、平成７年には

7.2%に縮小し、一方、販売農家の場合平成７年に 8.6%、同１７年には 4.6%に縮小している。 

 以上で記述した４か町村における農業就業状態農家数割合の概数（小数点以下四捨五入）

を農業専従者農家－男子専従者農家－６０歳未満男子専従者農家の順に列記すると以下の

とおりである。なお、昭和４５年の６０歳未満男子専従者農家数割合は同５０年に読み替

える。 

  川上村 

   総農家 

    昭和４５年：７７％－５９％－３９％ 

    平成 ７年：５１％－４４％－１７％ 

   販売農家 

    平成 ７年：５８％－５１％－１９％ 

     同１７年：５９％－５０％－２０％ 

  八束村 

   総農家 

    昭和４５年：７７％－６１％－３７％ 

    平成 ７年：４３％－３７％－２２％ 

   販売農家 

    平成 ７年：４５％－４０％－２４％ 

     同１７年：５０％－４６％－２０％ 

  中和村 

   総農家 

    昭和４５年：７３％－６０％－２２％ 

    平成 ７年：２０％－１８％－ ５％ 

   販売農家 

    平成 ７年：２２％－２０％－ ６％ 

     同１７年：３６％－３０％－１０％ 

  湯原町 

   総農家 

    昭和４５年：６６％－４８％－２４％ 

    平成 ７年：３１％－２３％－ ７％ 

   販売農家 

    平成 ７年：３５％－２６％－ ９％ 

     同１７年：３４％－２５％－ ５％ 

 以上で記述したように各町村における農業専従者農家数、男子農業専従者農家数、６０

歳未満男子専従者農家数割合は、総農家及び販売農家における各時点において川上村・八

束村は中和村・湯原町を上回っている。以上の町村間関係のなかで、川上村は昭和４５年

の時点を除く３時点において八束村を上回り、一方、中和村は昭和４５年と平成１７年の
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両時点で湯原町を上回っている。 

 ９９９９ 農業後継者在農家農業後継者在農家農業後継者在農家農業後継者在農家のののの動向動向動向動向 

 ９９９９－－－－１１１１ 農業後継者在農家数農業後継者在農家数農業後継者在農家数農業後継者在農家数のののの減少減少減少減少 

 平成１２年と同１７年の統計資料では販売農家における農業後継者を同居後継者と他出

後継者に分けているが、本項では両後継者を合わせた農家数の推移について記述する。 

 蒜山地域における農業後継者がいる農家数（以下、後継者在農家）は、平成１２年に７

１０戸、同１７年には５００戸に減少し、５年間の減少率は 29.6% となっている。なお、

同居後継者がいる農家数の後継者在農家数に占める割合（以下、同居後継者在農家）は、

平成１２年に 73.0% 、同１７年には 71.2% となっている。 

 ４か町村における後継者在農家数の減少率は、蒜山地域に比べて川上村（△31.8%）と八

束村（△34.8%）は上回り、反対に中和村（△21.1%）と湯原町（△25.7%）は下回っている。

なお、平成１２年と同１７年における同居後継者在農家率は、八束村はそれぞれ 82.6% 、

80.2% 、川上村は 81.8% 、77.6% 、中和村は 63.4% 、67.9% 、湯原町は 63.4% 、62.4% 

の順になっている。 

 以上の推移経過のもとで平成１７年における４か町村の後継者在農家５００戸の町村別

シェアは湯原町 39.4% 、八束村 26.2% 、川上村 23.2% 、中和村 11.2% の順になっている。 

 一方、岡山県における後継者在農家数は、平成１２年に 47,606 戸、同１７年には 29,918

戸に減少し、５年間の減少率は 37.2% となり、蒜山地域を 7.6 ポイント上回っている。な

お、同居後継者在農家率は平成１２年に 73.6% 、同１７年には 74.1% となっている。 

 次に蒜山地域における後継者在農家数の対岡山県比をみると、平成１２年に 1.49% 、同

１７年には 1.67% に上昇している。                                                

 ９９９９－－－－２２２２ 後継者在農家率後継者在農家率後継者在農家率後継者在農家率のののの低下低下低下低下 

 後継者在農家数の販売農家数に占める割合（以下、後継者在農家率）をみると、蒜山地

域では平成１２年に 59.1% となり、同１７年には 50.1% と９ポイント低下している。 一

方、岡山県の場合は平成１２年に 75.9% 、同１７年には 57.9% と 18.0 ポイント低下して

いる。 

 上記した蒜山地域における後継者在農家率は、岡山県に比べて平成１２年に 16.8 ポイン

ト、同１７年には 7.8 ポイント下回っている。 

 ４か町村における後継者在農家率は、平成１２年に湯原町 65.8% 、八束村 57.3% 、川上

村 56.1% 、中和村 49.0% の順になり、湯原町は八束村を 8.5 ポイント、川上村を 9.7 ポ

イント、中和村を 16.8 ポイント上回っている。一方、平成１７年には湯原町 56.9% 、中

和村 48.7% 、川上村 47.2% 、八束村 45.0% の順になり、湯原町は中和村を 8.2 ポイント、

川上村を 9.7 ポイント、八束村を 11.9 ポイント上回っている。 

 以上のように４か町村における後継者在農家率は平成１７年の方が下回り、その較差は

八束村 12.3 ポイント、湯原町と川上村各 8.9 ポイント、中和村 0.3 ポイントとなってい

る。 

 

  第第第第２２２２項項項項 農家世帯員農家世帯員農家世帯員農家世帯員のののの動向動向動向動向 

 農家世帯員の動向について農家人口、生産年齢人口、基幹的農業従事者及び就業状態別

世帯員等の側面から記述した。なお、上記資料の対象農家は概ね昭和３５～平成７年は総

農家、平成１２～１７年は販売農家となっている。 

 １１１１ 農家農家農家農家人口人口人口人口のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における農家人口は、総農家の場合は昭和３５年に 12,379 人、平成１２年には

5,764 人に減少し、４０年間の減少率は 53.4% （５年間隔△6.7% ）となり、販売農家の場

合同１２年に 5,116 人、同１７年には 4,087 人に減少し、５年間の減少率は 20.1% とな

っている。 

 ４か町村における農家人口の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合湯原町（△58.0%）

と中和村（△53.5%）は上回り、反対に川上村（△51.4%）と八束村（△49.1%）は下回り、販

売農家の場合中和村（△23.3%）と川上村（△22.8%）は上回り、反対に八束村（△19.8%）と

湯原町（△17.1%）は下回っている。 
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 以上の推移経過のもとで４か町村における農家人口の町村別シェアをみると、総農家の

場合平成１２年における 5,764 人は湯原町 34.6% 、八束村 30.0% 、川上村 24.9% 、中和

村 10.4% の順になり、販売農家の場合同１７年における 4,087 人は湯原町 32.4% 、八束

村 32.0% 、川上村 25.1% 、中和村 10.5% の順になっている。 

 一方、岡山県における農家人口は、総農家の場合昭和３５年に 900,761 人、平成１２年

には 362,516 人に減少し、４０年間の減少率は 59.8% （５年間隔△7.5% ）となり、販売

農家の場合同１２年に 262,712 人、同１７年には 206,100 人に減少し、５年間の減少率は

21.6% となっている。以上の減少率は蒜山地域に比べて、総農家の場合は 6.4 ポイント、

販売農家の場合は 1.5 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における農家人口の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５年に

1.37% 、平成１２年には 1.59% に上昇し、販売農家の場合同１２年に 1.95% 、同１７年に

は 1.98% とほぼ横ばい状態になっている。 

 ２２２２ 生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における生産年齢人口（男女計）は、総農家の場合昭和３５年に 8,115 人、平

成１２年には 5,065 人に減少し、４０年間の減少率は 37.6% （５年間隔△%4.7%）となり、

販売農家の場合同１２年に 4,488 人、同１７年には 3,664 人に減少し、５年間の減少率は

18.4% となっている。 

 ４か町村における生産年齢人口の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合湯原町（△

42.0%）は上回り、反対に八束村（△33.0%）、中和村（△34.4%）及び川上村（△37.2%）は

下回り、販売農家の場合川上村（△19.7%）と中和村（△24.3%）は上回り、反対に湯原町（△

15.9%）と八束村（△17.6%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における生産年齢人口の町村別シェアをみると、総農

家の場合平成１２年における 5,065 人は湯原町 35.2% 、八束村 29.6% 、川上村 24.2% 、

中和村 11.0% の順になり、販売農家の場合同１７年における 3,664 人は湯原町 32.8% 、

八束村 31.8% 、川上村 24.7% 、中和村 10.7% の順になっている。 

 一方、岡山県における生産年齢人口は、総農家の場合昭和３５年に 616,274 人、平成１

２年には 321,247 人に減少し、４０年間の減少率は 47.9% （５年間隔△6.0% ）となり、

販売農家の場合同１２年に 231,033 人、同１７年には 186,333 人に減少し、５年間の減少

率は 19.3% となっている。以上の減少率は蒜山地域に比べて、総農家の場合 10.3 ポイン

ト、販売農家の場合は 0.9 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における生産年齢人口の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５年に

1.32% 、平成１２年には 1.58% に上昇し、販売農家の場合同１２年に 1.94% 、同１７年に

は 1.97%とほぼ横ばい状態になっている。 

 ３３３３ 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 

 農家世帯員は農業への従事状態によって農業従事者、農業就業人口、基幹的農業従事者

に区分される。農業従事者とは１５歳以上（平成２年までは１６歳以上）の世帯員のうち

少しでも農業に従事した者、農業就業人口とは自営農業のみ従事した者及び自営農業と他

の仕事の両方に従事するも自営農業の従事日数の方が多い者、基幹的農業従事者とは自営

農業に専従する農業生産労働力の中軸をなす世帯員である。 

 ３３３３－－－－１１１１ 農業従事者数農業従事者数農業従事者数農業従事者数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における農業従事者数は、総農家の場合昭和３５年に 6,383 人、平成７年には

4,243 人に減少し、３５年間の減少率は 33.5% （５年間隔△%4.8%）となり、販売農家の場

合同１２年に 3,642 人、同１７年には 2,953 人に減少し、５年間の減少率は 18.9% とな

っている。 

 ４か町村における農業従事者数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合中和村（△

37.8%）と湯原町（△37.3%）は上回り、反対に八束村（△29.9%）と川上村（△29.7%）は下

回り、販売農家の場合中和村（△23.3%）と川上村（△20.9%）は上回り、反対に八束村（△

18.7%）と湯原町（△16.0%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における農業従事者数の町村別シェアをみると、総農

家の場合平成７年における 4,243 人は湯原町 35.7% 、八束村 28.2% 、川上村 25.6% 、中
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和村 10.5% の順になり、販売農家の場合同１７年における 2,953 人は湯原町 33.4% 、八

束村 30.8% 、川上村 24.5% 、中和村 11.2% の順になっている。 

 一方、岡山県における農業従事者数は、総農家の場合昭和３５年に 423,797 人、平成７

年には 258,341 人と減少し、３５年間の減少率は 39.0% （５年間隔△5.6% ）となり、販

売農家の場合同１２年に 179,260 人、同１７年には 142,461 人に減少し、５年間の減少率

は 20.5% となっている。以上の減少率は蒜山地域に比べて総農家の場合は 5.5 ポイント、

販売農家の場合は 1.6 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における農業従事者数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３５年に

1.51% 、平成７年には 1.64%に上昇し、販売農家の場合同１２年に 2.03% 、同１７年には

2.07% とほぼ横ばい状態になっている。 

 ３３３３－－－－２２２２ 基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数のののの減少減少減少減少 

 上記した農業従事者数に占める基幹的農業従事者数の割合は、蒜山地域における総農家

の場合昭和３５年に 66.5% 、平成７年には 39.9% 、販売農家の場合同１２年に 31.9% 、

同１７年には 37.5% となっている。 

 ４か町村における上記の比率は、蒜山地域に比べて総農家の場合昭和３５年に川上村

（78.3% ）と八束村（77.3% ）は上回り、反対に中和村（63.1% ）と湯原町（52.4% ）は

下回り、平成７年には川上村（48.1% ）と八束村（40.4% ）は上回り、反対に湯原町（36.6% ）

と中和村（29.7% ）は下回っている。一方、販売農家の場合平成１２年に川上村（39.6% ）

と八束村（35.4% ）は上回り、反対に湯原町（26.7% ）と中和村（20.8% ）は下回り、同

１７年には川上村（43.8% ）と八束村（40.1% ）は上回り、反対に湯原町（33.4% ）と中

和村（28.3% ）は下回っている。 

 一方、岡山県における農業従事者数に占める基幹的農業従事者数の割合は、総農家の場

合昭和３５年に 69.8% 、平成７年には 45.7% に低下し、販売農家の場合同１２年に 26.6% 、

同１７年には 32.6% に上昇している。以上の比率は蒜山地域に比べて、総農家の場合昭和

３５年に 3.3 ポイント、平成７年には 5.8 ポイント上回り、販売農家の場合同１２年に

5.3 ポイント、同１７年には 4.9 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における基幹的農業従事者数の動向をみると、総農家の場合昭和３５年に

4,247 人、平成７年には 1,395 人に減少し、３５年間の減少率は 67.2% （５年間隔△9.6% ）

となり、販売農家の場合同１２年に 1,162 人、同１７年には 1,106 人に減少し、５年間の

減少率は 4.8%となっている。 

 ４か町村における基幹的農業従事者数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場合中和

村（△79.6%）と湯原町（△70.3%）は上回り、反対に八束村（△63.6%）と川上村（△63.1%）

は下回り、販売農家の場合川上村（△12.4%）と八束村（△7.8% ）は上回り、一方、湯原町

（5.1%）と中和村（4.5%）は増加に転じている。 

 上記の推移経過のもとで４か町村における基幹的農業従事者数の町村別シェアをみる

と、総農家の場合平成７年における 1,395 人は八束村 34.4% 、川上村 32.0% 、湯原町 27.0% 、

中和村 6.6%の順になり、販売農家の場合同１７年における 1,106 人は八束村 33.0% 、湯

原町 29.7% 、川上村 28.8% 、中和村 8.5%の順になっている。 

 一方、岡山県における基幹的農業従事者数は、総農家の場合昭和３５年に 295,755 人、

平成７年には 117,974 人に減少し、３５年間の減少率は 60.1% （５年間隔△8.6% ）とな

り、販売農家の場合同１２年に 47,678 人、同１７年には 46,485 人に減少し、５年間の減

少率は 2.5%となっている。以上の減少率は蒜山地域に比べて、総農家の場合 7.1 ポイント、

販売農家の場合 2.3 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における基幹的農業従事者数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和３

５年に 1.44% 、平成７年には 1.19% に低下し、販売農家の場合同１２年に 2.44% 、同１

７年には 2.38% に下降している。 

 ３３３３－－－－３３３３ 兼業主兼業主兼業主兼業主・・・・自営農業従事者数自営農業従事者数自営農業従事者数自営農業従事者数のののの増加増加増加増加 

 先に記述した農業従事者は、その就業状態によって自営農業だけに従事する者（基幹的

農業従事者）、自営農業を主とし他の仕事に従事する者（以下、自営農業主・兼業従事者）、

兼業を主とし自営農業に従事する者（以下、兼業主・自営農業従事者）に区分される。自
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営農業だけに従事す者、すなわち基幹的農業従事者数の減少については前項で記述したと

おりである。本項では自営農業主・兼業従事者数と兼業主・自営農業従事者数の推移につ

いて総農家の場合と販売農家の場合について記述する。なお販売農家の場合平成１７年の

資料不詳のため同１２年の時点のみ記述する。 

 ３３３３－－－－３３３３－－－－１１１１ 自営農業主自営農業主自営農業主自営農業主・・・・兼業農家数兼業農家数兼業農家数兼業農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における自営農業主・兼業従事者数は、総農家の場合昭和３５年に 1,033 人、

平成７年には４４６人に減少し、３５年間の減少率は 56.8% （５年間隔△8.1% ）となり、

販売農家の場合平成１２年に３０３人となっている。 

 ４か町村における自営農業主・兼業従事者数の減少率は、蒜山地域に比べて総農家の場

合湯原町（△82.8%）と中和村（△79.2%）は上回り、反対に川上村（△3.3% ）は下回り、一

方、八束村は 66.7% の増加に転じている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における上記従事者数の町村別シェアをみると、総農

家の場合平成７年における４４６人は八束村 41.5% 、川上村 26.5% 、湯原町 24.6% 、中

和村 7.4%の順になり、販売農家の場合同１２年における３０３人は八束村 42.3% 、湯原町

25.1% 、川上村 24.7% 、中和村 7.9%の順になっている。 

 一方、岡山県における自営農業主・兼業従事者数は、総農家の場合昭和３５年に 37,878

人、平成７年には 11,539 人に減少し、３５年間の減少率は 69.5% （５年間隔△9.9% ）と

なり、蒜山地域に比べて 12.7 ポイント上回っている。なお、販売農家の場合平成１２年に

6,211 人となっている。 

 次に蒜山地域における自営農業主・兼業従事者数の対岡山県比をみると、総農家の場合

昭和３５年に 2.73% 、平成７年には 3.87% に上昇し、販売農家の場合同１２年に 4.88% 

となっている。 

 ３３３３－－－－３３３３－－－－２２２２ 兼業主兼業主兼業主兼業主・・・・自営農業従事者数自営農業従事者数自営農業従事者数自営農業従事者数のののの増加増加増加増加 蒜山地域における兼業主・自営農業従

事者数は、総農家の場合昭和３５年に 1,033 人、平成７年には 2,104 人に増加し、３５年

間の増加率は 90.8% （５年間隔 13.0% ）となっている。なお、販売農家の場合同１２年に

1,780 人となっている。 

 ４か町村における上記従事者数の増加率は、蒜山地域に比べて総農家の場合中和村

（166.7%）、川上村（109.4%）及び八束村（91.3% ）は上回り、反対に湯原町（67.0% ）

は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における兼業主・自営農業従事者数の町村別シェアを

みると、総農家の場合平成７年における 2,104 人は湯原町 40.4% 、八束村 25.1% 、川上

村 21.2% 、中和村 13.3% の順になっている。 

 一方、岡山県における兼業主・自営農業従事者数は、総農家の場合昭和３５年に 90,164

人、平成７年には 128,828 人に増加し、３５年間の増加率は 42.9% （５年間隔 6.1%）と

なり、蒜山地域を 47.9 ポイント下回っている。なお、販売農家の場合平成１２年に 85,845

人となっている。 

 次に蒜山地域における兼業主・自営農業従事者数の対岡山県比をみると、総農家の場合

昭和３５年に 1.15% 、平成７年には 1.63% に上昇し、販売農家の場合同１２年に 2.07% 

となっている。 

 ３３３３－－－－４４４４ 兼業主兼業主兼業主兼業主・・・・自営農業従事者自営農業従事者自営農業従事者自営農業従事者シェアシェアシェアシェアのののの拡大拡大拡大拡大 

 上記した自営農業従事者数に占める自営農業だけに従事する基幹的農業従事者数、自営

農業主・兼業従事者数、兼業主・自営農業従事者数の割合の概数を総農家の場合昭和３５

年と平成７年の両時点、販売農家の場合同１２年の時点で列記すると以下の通りである。

なお、小数点以下四捨五入のため内訳と計が一致しない場合がある。 

  （１） 蒜山地域と岡山県 

  蒜山地域 

   総農家 

    昭和３５年：６５％－１６％－１７％ 

    平成 ７年：４０％－１１％－５０％ 

   販売農家 
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    平成１２年：４３％－ ８％－４９％ 

  岡山県 

   総農家 

    昭和３５年：７０％－ ９％－２１％ 

    平成 ７年：４６％－ ５％－５０％ 

   販売農家 

    平成１２年：４９％－ ４％－４８％ 

 上記した蒜山地域における自営農業就業状態別シェアは、総農家の場合昭和３５年に基

幹的農業従事者が６５％と首位に立ち、３位は自営農業主・兼業従事者であるが、兼業主

・自営農業従事者と極めて近接し、平成７年には兼業主・自営農業従事者が５０％に拡大

して首位を占め、基幹的農業従事者は４０％に縮小し、３位の自営農業主・兼業従事者も

１１％に縮小している。一方、販売農家の場合平成１２年に兼業主・自営農業従事者が４

９％と首位に立ち、２位の基幹的農業従事者とかなり近接し、３位の自営農業主・兼業従

事者は８％に過ぎない。 

 以上のように蒜山地域における総農家の場合、昭和３５年に基幹的農業従事者が突出し

て首位を占め、２位に兼業主・自営農業従事者、３位に自営農業主・兼業従事者が就き、

平成７年には基幹的農業従事者は縮小して２位となり、反対に兼業主・自営農業従事者が

拡大して首位を占め、３位の自営農業主・兼業従事者は縮小し、極めて低水準となってい

る。一方、販売農家の場合基幹的農業従事者と兼業主・自営農業従事者はかなり均衡し、

３位の自営農業主・兼業従事者は極めて低水準となっている。 

 一方、岡山県における自営農業就業状態別シェアの推移パタ－ンは蒜山地域に類似し、

総農家の場合昭和３５年に基幹的農業従事者は７０％と首位を占め、平成７年には４６％

に縮小し、 兼業主・自営農業従事者は５０％に拡大し、首位に立っている。販売農家の

場合自営農業主・兼業従事者は４％となり、残余のシェアは基幹的農業従事者と兼業主・

自営農業従事者がほぼ等分している。 

  （２） ４か町村 

  川上村 

   総農家 

    昭和３５年：７８％－ ８％－１４％ 

    平成 ７年：４８％－１１％－４１％ 

   販売農家 

    平成１２年：４７％－ ８％－４５％ 

  八束村 

   総農家 

    昭和３５年：７７％－ ７％－１６％ 

    平成 ７年：４０％－１６％－４４％ 

   販売農家 

    平成１２年：４２％－１１％－４６％ 

  中和村 

   総農家 

    昭和３５年：６３％－２２％－１５％ 

    平成 ７年：３０％－ ７％－６３％ 

   販売農家 

    平成１２年：３７％－ ６％－５７％ 

  湯原町 

   総農家 

    昭和３５年：５２％－２７％－２１％ 

    平成 ７年：３７％－ ７％－５６％ 

   販売農家 

    平成１２年：４２％－ ７％－５１％ 
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 上記した４か町村における自営農業就業状態別シェアの推移パタ－ンは蒜山地域に類似

している。 

 総農家の場合、昭和３５年の時点で首位に立つ基幹的農業従事者は川上村７８％、八束

村７７％、中和村６３％、湯原町５２％の順になり、平成７年の時点では首位に立つ兼業

主・自営農業従事者は中和村６３％、湯原町５６％、八束村４４％の順になり、基幹的農

業従事者は２位となり、八束村４０％、湯原町３７％、中和村３０％と続いているが、川

上村は首位基幹的農業従事者４８％、２位兼業主・自営農業従事者４１％となっている。

自営農業主・兼業従事者は川上村と八束村は平成７年にいくぶん拡大し、１１～１６％を

占め、中和村と湯原町は２０％台から１０％以下に縮小している。 

 一方、販売農家の場合、川上村は基幹的農業従事者が４７％と首位に立ち、中和村、湯

原町及び八束村は兼業主・自営農業従事者が首位を占め、それぞれ５７％、５１％、４６

％の順になり、２位には基幹的農業従事者が就き、八束村と湯原町各４２％、中和村３７

％の順になっている。一方、川上村は基幹的農業従事者４７％、兼業主・自営農業従事者

４５％と続いている。 

 ３３３３－－－－５５５５ 農業従事者農業従事者農業従事者農業従事者などのなどのなどのなどの高齢化高齢化高齢化高齢化 

 ３３３３－－－－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 

 販売農家における農業従事者及び基幹的農業従事者の平均年齢を平成１２年と同１７年

の両時点でみると以下のとおりである。 

 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

歳となり、５年間に 2.4 歳上昇している。一方、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 歳となり、５年間に 1.9 歳上昇している。 

 ４か町村における農業従事者の平均年齢は、平成１２年に湯原町 56.4 歳、川上村 55.2

歳、中和村 54.2 歳、八束村 53.3 歳、同１７年には湯原町 58.4 歳、川上村 57.5 歳、中和

村 57.0 歳、八束村 55.8 歳の順になり、５年間にそれぞれ 2.0 歳、2.3 歳、2.8 歳、2.5 

歳上昇している。一方、基幹的農業従事者の平均年齢は、平成１２年に中和村 67.4 歳、湯

原町 67.3 歳、川上村 64.0 歳、八束村 60.6 歳、同１７年には湯原町 69.0 歳、中和村 67.6

歳、川上村 66.6 歳、八束村 63.6 歳の順になり、５年間にそれぞれ 1.7 歳、0.2 歳、2.6 

歳、3.0 歳上昇している。 

 岡山県における農業従事者の平均年齢は、平成１２年に 56.0 歳、同１７年には 58.1 歳

となり、５年間に 2.1 歳の上昇となっている。一方、基幹的農業従事者の平均年齢は、平

成１２年に 67.3 歳、同１７年には 68.9 歳となり、５年間に 1.6 歳の上昇となっている。

以上の岡山県における平均年齢は、蒜山地域に比べて農業従事者は平成１２年に 1.2 歳、

同１７年には 0.9 歳上回り、基幹的農業従事者は平成１２年に 2.5 歳、同１７年には 2.2 

歳上回っている。 

 ３３３３－－－－５５５５－－－－２２２２ ７０７０７０７０歳以上階層歳以上階層歳以上階層歳以上階層シェアシェアシェアシェアのののの拡大拡大拡大拡大 

 基幹的農業従事者数の年齢階層別割合の概数を１５～３９歳階層、４０～５９歳階層、

６０～６９歳階層、７０歳以上階層の順に列記すると以下のとおりである。なお、小数点

以下四捨五入のため内訳と計が一致しない場合がある。 

  （１） 蒜山地域と岡山県 

   蒜山地域 

    平成１２年：４％－２３％－３６％－３７％ 

     同１７年：３％－２２％－２７％－４８％ 

   岡山県 

    平成１２年：２％－１４％－３９％－４５％ 

     同１７年：２％－１２％－３２％－５４％ 

 上記した蒜山地域における年齢階層別シェアは、平成１２年と同１７年の両時点におい

て１５～３９歳階層は４％以下と低く、４０～４９歳階層以上は階層が上がるに伴ってシ

ェアは上昇し、その過程で６０～６９歳階層は縮小し、７０歳以上階層は拡大し、同１７

年の時点で７０歳以上階層は４８％と５０％に近接し、４０～５９歳階層を２６ポイント、

６０～６９歳階層を２１ポイント上回っている。 
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 一方、岡山県における年齢階層別シェアの推移パタ－ンは蒜山地域に類似しているが、

同地域に比べると両時点において４０～５９歳階層は１４～１２ポイイント下回り、反対

に６０～６９歳階層は３～５ポイント上回り、また、７０歳以上階層も８～６ポイント上

回り、平成１７年の時点で７０歳以上階層は５４％と５０％を超え、４０～５９歳階層を

３２ポイント、６０～６９歳階層を４２ポイント上回っている。 

   （２） ４か町村 

   川上村 

    平成１２年：４％－２５％－３１％－４０％ 

     同１７年：１％－２７％－２２％－４９％ 

   八束村 

    平成１２年：６％－３２％－３５％－２７％ 

     同１７年：６％－２８％－２４％－４２％ 

   中和村 

    平成１２年：２％－１０％－４３％－４５％ 

     同１７年：３％－１６％－３４％－４７％ 

   湯原町 

    平成１２年：１％－１４％－４３％－４２％ 

     同１７年：２％－１０％－３４％－５４％ 

 上記した４か町村における年齢階層別シェアの推移パタ－ンは蒜山地域に類似してい

る。 

 平成１２年と同１７年の両時点において１５～３９歳階層は５％以下と低く、４０～５

９歳階層は川上村と八束村は２０％台、中和村と湯原町は１０％台となっている。６０～

６９歳階層は平成１２年に川上村と八束村は３０％台、中和村と湯原町は４０％台となり、

同１７年には川上村と八束村は２０％台、中和村と湯原町は３０％台に縮小し、その縮小

部分は７０歳以上階層の拡大を支えている。 

 以上の推移経過のもとで平成１７年における年齢別階層シェアは、４０～５９歳階層は

八束村２８％、川上村２７％、中和村１６％、湯原町１０％、６０～６９歳階層は中和村

と湯原町各３４％、八束村２４％、川上村２２％、７０歳以上階層は湯原町５４％、川上

村４９％、中和村４７％、八束村４２％の順になっている。 

 

 第第第第３３３３項項項項 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地のののの利用動向利用動向利用動向利用動向 

 経営耕地の利用動向は、総農家における昭和３５～平成１７年間の耕地面積と水田率の

推移、耕地の借入と放棄状態、農作物の作付状態等の側面から記述する。 

 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動向動向動向動向 

 １１１１－－－－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 

 蒜山地域における経営耕地面積は、昭和３５年に 2,571ha 、平成１７年には 2,055ha 

に減少し、４５年間の減少率は 20.1% （５年間隔△2.2% ）となっている。 

 ４か町村における耕地面積の減少率は、蒜山地域と比べて湯原町（△51.7%）と中和村（△

36.2%）は上回り、反対に八束村（△11.4%）は下回り、一方、川上村は 9.5%の増加となっ

ている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村の平成１７年における経営耕地面積 2,055ha の町村

別シェアをみると、八束村 39.7% 、川上村 34.9% 、湯原町 17.1% 、中和村 8.3%の順とな

っている。 

 一方、岡山県における経営耕地面積は、昭和３５年に 113,451ha 、平成１７年には

51,733ha と減少し、４５年間の減少率は 54.5% となり、蒜山地域と比べて 34.4 ポイント

上回っている。 

 次に蒜山地域における経営耕地面積の対岡山県比をみると、昭和３５年に 2.27% 、平成

１７年には 4.46% と上昇している。 

 １１１１－－－－２２２２ 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地のののの水田率水田率水田率水田率のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における経営耕地の水田率（経営耕地面積に占め水田面積の割合）は、昭和３
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５年に 62.3% 、平成１７年には 3.8 ポイント低下して 58.5% となっている。 

 ４か町村における水田率は、蒜山地域に比べて昭和３５年に中和村（79.1% ）、湯原町

（74.2% ）及び川上村（62.4% ）は上回り、反対に八束村（48.0% ）は下回り、平成１７

年には中和村（92.2% ）と湯原町（83.9% ）は上回り、反対に川上村（51.6% ）と八束村

（47.3% ）は下回っている。 

 上記した水田率の両時点間における低下ポイントは、蒜山地域に比べて川上村（10.8 ポ

イント）は上回り、反対に八束村（0.7 ポイント）は下回っている。しかし中和村は 13.1

ポイント、湯原町は 9.5 ポイント上昇している。 

 一方、岡山県における水田率は、昭和３５年に 72.7% 、平成１７年には 10.7 ポイント

上昇して 83.4% となり、蒜山地域に比べて前時点は 10.4 ポイント、後時点では 24.9 ポイ

ント上回っている。 

 １１１１－－－－３３３３ 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耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における１戸当たり耕地面積は、昭和３５年に 1.05ha、平成１７年には 1.64ha

と増加し、４５年間の増加率は 56.2% （５年間隔 6.2%）となっている。 

 ４か町村における１戸当たり耕地面積は、昭和３５年に八束村 1.35ha、川上村 1.14ha、

中和村 1.00ha、湯原町 0.80ha、平成１７年には八束村 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。 

 上記した１戸当たり耕地面積の増加率は、蒜山地域に比べて中和村（125.0%）、川上村

（107.9%）及び八束村（80.7% ）は上回り、一方、湯原町は 8.8%の減少となっている。 

 一方、岡山県における１戸当たり耕地面積は、昭和３５年に 0.66ha、平成１７年に 0.63ha

と僅差ながら減少し、蒜山地域における 56.2% の増加と対照的である。 

 

 ２２２２ 耕地耕地耕地耕地のののの借入状態借入状態借入状態借入状態 

 ２２２２－－－－１１１１ 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増加増加増加増加 

 蒜山地域における借入耕地面積は、昭和４５年に初めて１１８ha と記録され、同５０年

には特に急増し、平成１７年に６７９ha となり、３５年間の増加率は 475.4%（５年間隔

67.9% ）となっている。 

 ４か町村における借入耕地面積は、昭和４５年に八束村４４ha、湯原町３４ha、川上村

２８ha、中和村１２ha の順になり、その後、川上村は同５０年に１３９ha、八束村は同５

５年に２０４ha に急増し、平成１７年には川上村３２０ha、八束村２７７ha、湯原町４２

ha、中和村４０ha の順になっている。 

 上記した４か町村における同面積の３５年間の増加率は、蒜山地域に比べて川上村

（104.3%）と八束村（529.5%）は上回り、反対に中和村（233.3%）と湯原町（23.5% ）は

下回っている。 

 一方、岡山県における借入耕地面積は、昭和４５年に 6,888ha 、平成１７年には 9,848ha 

に増加し、３５年間の増加率は 43.0% （５年間隔 6.1%）となり、蒜山地域に比べて 432.4 

ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における借入耕地面積の対岡山県比をみると、昭和４５年に 1.71% 、平成

１７年には 6.89% に上昇している。 

 ２２２２－－－－２２２２ 借入耕地借入耕地借入耕地借入耕地におけるにおけるにおけるにおける水田率水田率水田率水田率のののの上昇上昇上昇上昇 

 蒜山地域における借入耕地の水田率は、昭和４５年に 21.4% 、平成１７年には 19.5 ポ

イント伸びて 40.9% となっている。 

 ４か町村における借入耕地の水田率は、蒜山地域に比べて昭和４５年に中和村（77.8% ）

と湯原町（75.0% ）は上回り、反対に八束村（15.3% ）と川上村（9.3%）は下回り、一方、

平成１７年には中和村（97.5% ）と湯原町（92.7% ）は上回り、反対に川上村（35.9% ）

と八束村（30.8% ）は下回っている。 

 上記した水田率の昭和４５年と平成１７年間における上昇ポイントは、蒜山地域に比べ

て川上村（26.6 ポイント）と中和村（19.7 ポイント）は上回り、反対に湯原町（17.7 ポ

イント）と八束村（15.5 ポイント）下回っている。 

 一方、岡山県における借入耕地の水田率は、昭和４５年に 71.7% 、平成１７年には 13.8
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ポイント伸びて 85.5% となり、蒜山地域に比べて前時点では 50.3 ポイント、後時点では

44.6 ポイント上回っている。 

 ２２２２－－－－３３３３ 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増加増加増加増加 

 蒜山地域における１戸当たり借入耕地面積は、昭和４５年に 0.25ha、平成１７年には

2.13ha に増加し、３５年間の増加率は 752.0%といる。 

 ４か町村における１戸当たり借入耕地面積は、昭和４５年に八束村 0.33ha、中和村

0.29ha、川上村 0.24ha、湯原町 0.19ha、平成１７年には川上村 3.14ha、八束村 2.92ha、

中和村 0.93ha、湯原町 0.53ha の順となっている。 上記した１戸当たり借入耕地面積の

増加率は、蒜山地域と比べて川上村（1,208.3%）と八束村（784.9%）は上回り、反対に中

和村（220.7%）と湯原町（179.0%）は下回っている。 

 一方、岡山県における１戸当たり借入耕地面積は、昭和４５年に 0.16ha、平成１７年に

は 0.51ha に増加し、３５年間の増加率は 218.8%（５年間隔 31.3% ）となり、蒜山地域に

比べ 533.2 ポイント下回っている。 

 ２２２２－－－－４４４４ 借入耕地面積率借入耕地面積率借入耕地面積率借入耕地面積率のののの上昇上昇上昇上昇 

 蒜山地域における借入耕地面積率（経営耕地面積に対する比率）は、昭和４５年に 4.3%、

平成１７年には 28.8 ポイント伸びて 33.1% となっている。 

 ４か町村における借入耕地面積率は、昭和４５年に湯原町 4.9%、八束村 4.3%、中和村

4.1%、川上村 3.9%、平成１７年には上昇して川上村 44.6% 、八束村 34.0% 、中和村 23.4% 、

湯原町 11.9% の順になっている。 

 上記した借入耕地面積率の両時点間における上昇ポイント数は、蒜山地域に比べて川上

村（40.7 ポイント）と八束村（29.7 ポイント）は上回り、反対に中和村（19.3 ポイント）

と湯原町（7.0 ポイント）は下回っている。 

 一方、岡山県における借入耕地面積率は、昭和４５年に 6.7%、平成１７年には 12.3 ポ

イント伸びて 19.0% となり、蒜山地域に比べて前時点では 2.4 ポイント上回り、後時点で

は 14.1 ポイント下回っている。 

 ２２２２－－－－５５５５ 借入耕地農家率借入耕地農家率借入耕地農家率借入耕地農家率のののの上昇上昇上昇上昇 

 蒜山地域における借入耕地農家率（総農家数に対する比率）は、昭和４５年に 21.7% 、

平成１７年には 3.7 ポイント伸びて 25.4% となっている。 

 ４か町村における借入耕地農家率は、昭和４５年に川上村 22.4% 、湯原町 22.3% 、八束

村 21.9% 、中和村 17.5% 、平成１７年には上昇して川上村 33.7% 、中和村 31.4% 、八束

村 28.5% の順になり、反対に湯原町は低下し 16.4% になっている。 上記した借入耕地農

家率の両時点間における上昇ポイントは、蒜山地域に比べて中和村（13.9 ポイント）、川

上村（11.3 ポイント）及び八束村（6.6 ポイント）は上回り、一方、湯原町は両時点間に

5.9 ポイント下降している。 

 一方、岡山県における借入耕地農家率は、昭和４５年に 27.5% 、平成１７年には 1.9 

ポイント低下して 25.6% となり、蒜山地域に比べて前時点では 5.8 ポイント、後時点では

0.2 ポイントと極僅差ながら上回っている。 

 ３３３３ 経営耕地経営耕地経営耕地経営耕地におけるにおけるにおけるにおける耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄のののの動向動向動向動向 

 ３３３３－－－－１１１１ 耕作放棄地面積耕作放棄地面積耕作放棄地面積耕作放棄地面積のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における耕作放棄地面積は、昭和５０年に初めて４６ha と記録され、平成１２

年には特に急増し、同１７年に２６４ha となり、３０年間の増加率は 473.9%（５年間隔

79.0% ）となっている。 

 ４か町村における耕作放棄地面積は、昭和５０年に湯原町２７ha、八束村と中和村各８

ha、川上村３ha の順になり、その後、八束村は平成２年、川上村と中和村は同７年に特に

急増し、同１７年には八束村１１５ha、湯原町６４ha、川上村６０ha、中和村２５ha の順

になっている。上記した４か町村の耕作放棄地面積の３０年間の増加率は、蒜山地域に比

べて川上村（1,900.0%）と八束村（1,337.5%）は上回り、反対に中和村（212.5%）と湯原

町（137.0%）は下回っている。 

 一方、岡山県における耕作放棄地面積は、昭和５０年に 3,970ha 、平成１７年には特に

急増して 10,517ha となり、３０年間の増加率は 164.9%（５年間隔 27.5% ）となり、蒜山
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地域に比べて 309.0 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における耕作放棄地面積の対岡山県比をみると、昭和５０年に 1.16% 、平

成１７年には 2.51% に上昇している。 

 ３３３３－－－－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耕作放棄地面積耕作放棄地面積耕作放棄地面積耕作放棄地面積のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における１戸当たり耕作放棄地面積は、昭和５０年に 0.19ha、平成１７年には

0.52ha に増加し、３０年間の増加率は 173.7%となっている。 

 ４か町村における１戸当たり耕作放棄地面積は、昭和５０年に八束村 0.27ha、中和村

0.22ha、湯原町 0.18ha、川上村 0.10ha、平成１７年には八束村 0.87ha、川上村 0.43ha、

中和村 0.41ha、湯原町 0.37ha の順になっている。 上記した４か町村における１戸当た

り耕作放棄地面積の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（330.0%）と八束村（222.2%）は

上回り、反対に湯原町（105.6%）と中和村（86.4% ）は下回っている。 

 一方、岡山県においける１戸当たり耕作放棄地面積は昭和５０年に 0.16ha、平成１７年

には 0.37ha に増加し、３０年間の増加率は 131.3%（５年間隔 21.9% ）となり、蒜山地域

に比べて 42.4 ポイント下回っている。 

 ３３３３－－－－３３３３ 耕作放棄農家率耕作放棄農家率耕作放棄農家率耕作放棄農家率のののの上昇上昇上昇上昇 

 蒜山地域における耕作放棄農家率（総農家数に対する比率）は、昭和５０年に 12.1% 、

平成１７年には 28.0 ポイント伸ばして 40.1% となっている。 

 ４か町村における耕作放棄農家率は、昭和５０年に湯原町 20.3% 、中和村 15.9% 、川上

村 6.0%、八束村 5.2%、平成１７年には川上村 45.9% 、中和村 44.5% 、八束村 39.5% 、湯

原町 35.6% の順になっている。 

 上記した４か町村の耕作放棄農家率の両時点間における上昇ポイントは、蒜山地域に比

べて川上村（39.9 ポイント）、八束村（34.3 ポイント）及び中和村（28.6 ポイント）は

上回り、反対に湯原町（15.3 ポイント）は下回っている。 

 一方、岡山県における耕作放棄農家率は、昭和５０年に 17.2% 、平成１７年には 17.8

ポイント伸ばして 35.0% となり、蒜山地域に比べて前時点では 5.1 ポイント上回り、反対

に後時点では 5.1 ポイント下回っている。 

 ３３３３－－－－４４４４ 耕作放棄地面積率耕作放棄地面積率耕作放棄地面積率耕作放棄地面積率のののの上昇上昇上昇上昇 

 蒜山地域における耕作放棄地面積率（経営耕地面積と耕作放棄地面積の合計面積に対す

る比率）は、昭和５０年に 4.3%、平成１７年には 7.1 ポイント伸びて 11.4% となってい

る。 

 ４か町村における耕作放棄地面積率は、昭和５０年に湯原町 4.3%、中和村 3.0%、八束村

0.8%、川上村 0.4%、平成１７年には湯原町 15.4% 、中和村 12.8% 、八束村 12.4% 、川上

村 7.7%の順になっている。上記した耕作放棄面積率の両時点間における上昇ポイントは、

蒜山地域に比べて八束村（11.6 ポイント）、湯原町（11.1 ポイント）及び中和村（9.8 

ポイント）、川上村（7.3 ポイント）は上回っている。 

 一方、岡山県における耕作放棄面積率は、昭和５０年に 4.3%、平成１７年には 12.6 ポ

イント伸びて 16.9% となり、蒜山地域に比べて前時点では 0 ポイント、後時点では 5.5 

ポイント上回っている。 

 ４４４４ 農作物農作物農作物農作物のののの作付状態作付状態作付状態作付状態 

 ４４４４－－－－１１１１ 農作物作付面積農作物作付面積農作物作付面積農作物作付面積のののの推移推移推移推移 

 ４４４４－－－－１１１１－－－－１１１１ 稲作面積稲作面積稲作面積稲作面積のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における稲作面積は、昭和３５年に 1,529ha 、平成１７年には６９２ha に減少

し、４５年間の減少率は 54.7%（５年間隔△6.1% ）となっている。 

 ４か町村における稲作面積の減少率は、蒜山地域に比べて川上村（△63.6%）と湯原町（△

62.9%）は上回り、反対に八束村（△44.2%）と中和村（△41.5%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における平成１７年の稲作面積６９２ha の町村別シ

ェアは、八束村 37.0% 、湯原町 26.3% 、川上村 20.2% 、中和村 16.5% の順になっている。 

 一方、岡山県における稲作面積は、昭和３５年に 80,000ha、平成１７年には 35,100ha

と減少し、４５年間の減少率は 56.1% となり、蒜山地域に比べて 1.4 ポイント上回ってい

る。 
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 次に蒜山地域における稲作面積の対岡山県比をみると昭和３５年に 1.91% 、平成１７年

には 1.97% に上昇している。 

 ４４４４－－－－１１１１－－－－２２２２ 野菜作面積野菜作面積野菜作面積野菜作面積のののの増加増加増加増加とととと減少減少減少減少 

 蒜山地域における野菜作面積は、昭和３５年に２４５ha、平成１７年には３６４ha と増

加し、４５年間の増加率は 48.6% （５年間隔 5.4%）となっている。 

 ４か町村における野菜作面積の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（158.0%）は上回り、

八束村（48.6% ）は同水準となり、反対に中和村（△62.5%）と湯原町（△27.9%）は下回っ

ている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における平成１７年の野菜作面積３６４ha の町村別

シェアは、八束村 57.2% 、川上村 32.7% 、湯原町 8.5%、中和村 1.6%の順になっている。 

 一方、岡山県における野菜作面積は、昭和３５年に 7,557ha 、平成１７年には 5,600ha 

と減少し、４５年間の減少率は 25.9% （５年間隔 2.9%）となり、蒜山地域における 48.6% 

の増加と対照的である。 

 次に蒜山地域における野菜作面積の対岡山県比をみると、昭和３５年に 3.24% 、平成１

７年には 6.50% に上昇している。                                                  

 ４４４４－－－－１１１１－－－－３３３３ 飼料作面積飼料作面積飼料作面積飼料作面積のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における飼料作面積は、昭和３５年に２８３ha、平成１７年には７９６ha と増

加し、４５年間の増加率は 181.3%（５年間隔 20.1% ）となっている。 

 ４か町村における飼料作面積の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（289.1%）と中和村

（210.0%）は上回り、反対に八束村（132.6%）と湯原町（104.1%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における平成１７年の飼料作面積７９６ha の町村別

シェアは、川上村 45.0% 、八束村 38.6% 、湯原町 12.5% 、中和村 3.9%の順になっている。 

 一方、岡山県における飼料作面積は、昭和３５年に 1,905ha 、平成１７年には 5,300ha 

と増加し、４５年間の増加率は 178.2%（５年間隔 19.8% ）となり、蒜山地域に比べて 3.1 

ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における飼料作面積の対岡山県比をみると、昭和３５年に 14.9% 、平成１

７年には 15.0% とほぼ横ばい状態となっている。 

 ４４４４－－－－１１１１－－－－４４４４ 豆類作面積豆類作面積豆類作面積豆類作面積のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における豆類作面積は、昭和３５年に１８５ha、平成１７年には２７ha と減少

し、４５年間の減少率は 85.4%（５年間隔△9.5% ）となっている。 

 ４か町村における豆類作面積の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△89.2%）は上回り、

反対に八束村（△85.1%）、中和村（△81.3%）及び川上村（△81.1%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における平成１７年の豆類作面積２７ha の町村別シ

ェアは、八束村 37.0% 、川上村と湯原町各 25.9% 、中和村 11.2% の順になっている。 

 一方、岡山県における豆類作面積は、昭和３５年に 7,098ha 、平成１７年には２６０ha

と減少し、４５年間の減少率は 96.3% （５年間隔△10.7%）となり、蒜山地域と比べて 10.9

ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における豆類作面積の対岡山県比をみると、昭和３５年に 2.61%､平成１７

年には 10.4% に上昇している。                                                   

  ４４４４－－－－１１１１－－－－５５５５ いもいもいもいも類作面積類作面積類作面積類作面積のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域におけるいも類作面積は、昭和３５年に１２６ha、平成１７年には４ha に減少

し、４５年間の減少率は 96.8% （５年間隔△10.8%）となっている。 

 ４か町村のうち中和村におけるいも類作付けは平成１２年以降中止され、他の３か町村

における４５年間の減少率は川上村 96.9% 、八束村 96.5% 、湯原町 96.2% と近似し、蒜

山地域と概ね同水準となっている。 

 以上の推移経過のもとで平成１７年におけるいも類作面積４ha の町村別シェアは、八束

村 50.9% 、川上村と湯原町各 25.0% の順になっている。 

 一方、岡山県におけいも作面積は、昭和３５年に 5,831ha 、平成１７年には２６４ha

と減少し、４５年間の減少率は 95.5% （５年間隔△10.6%）となり、蒜山地域に比べて 1.3 

ポイント下回っている。 
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 次に蒜山地域におけるいも類作面積の対岡山県をみると、昭和３５年に 2.16% 、平成１

７年には 1.52%に低下している。 

 ４４４４－－－－１１１１－－－－６６６６ 雑穀作面積雑穀作面積雑穀作面積雑穀作面積のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における雑穀作面積は、昭和３５年に２５ha、平成１７年には６３ha と増加し、

４５年間の増加率は 152.0%（５年間隔△16.8%）となっている。 

 ４か町村のうち中和村の雑穀作付面積は昭和５５年以降記録されず、他の３か町村にお

ける同作付面積の４５年間の増加率は川上村 455.6%、湯原町 300.0%の順になり、一方、八

束村は 91.7% の減少となっている。 

 以上の推移経過のもとで平成１７年における雑穀作面積６３ha の町村別シェアは、川上

村 79.4% 、湯原町 19.0% 、八束村 1.6%の順になっている。 

 一方、岡山県における雑穀作面積は、昭和３５年に 1,350ha 、平成１７年には２１７ha

と減少し、４５年間の減少率は 83.9% （５年間隔△%）となり、蒜山地域の 350.0%増加と

対照的である。 

 次に蒜山地域における雑穀作面積の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.04% 、平成１

７年には 29.0% に上昇している。                                                  

 ４４４４－－－－１１１１－－－－７７７７ 工芸農作物面積工芸農作物面積工芸農作物面積工芸農作物面積のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における工芸農作物面積は、昭和３５年に１０３ha、平成１７年には９ha と減

少し、４５年間の減少率は 91.3% （５年間隔△10.1%）となっている。 

 ４か町村における工芸農作物面積は、中和村は昭和５５年以降、川上村と八束村は平成

２年以降記録されず、湯原町は同１７年に９ha となり、４５年間の減少率は 60.9% （５年

間隔△6.8% ）となり、蒜山地域を 30.4 ポイント下回っている。 

 一方、岡山県における工芸農作物面積は、昭和３５年に 8,208ha 、平成１７年には 571ha 

と減少し、４５年間の減少率は 93.0% （５年間隔△10.3%）となり、蒜山地域に比べて 1.7 

ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における工芸農作物面積の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.25% 、平

成１７年には 1.58% に上昇している。 

 ４４４４－－－－１１１１－－－－８８８８ 果樹作面積果樹作面積果樹作面積果樹作面積のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における果樹作面積は、昭和４５年に初めて３２ha と記録され、平成１７には

４２ha と増加し、３５年間の増加率は 31.3% （５年間隔 4.5%）となっている。 

 ４か町村における果樹作面積の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（300.0%）、八束村

（100.0%）は上回り、反対に中和村（25.0%）は下回り、一方、湯原町は 52.6% の減少と

なっている。 

 以上の推移経過のもとで平成１７年の４か町村における果樹作面積４２ha の町村別シ

ェアは、川上村 47.6% 、湯原町 21.4% 、八束村 19.1% 、中和村 11.9% の順になっている。 

 一方、岡山県における果樹作面積は、昭和３５年に 3,862ha 、同４５年に 8,510ha とな

り、平成１７年には 3,580ha と減少し、昭和４５年以降３５年間の減少率は 57.9% （５年

間隔△8.3% ）となり、蒜山地域の 31.3% 増加と対照的である。 

 次に蒜山地域における果樹作面積の対岡山県比をみると、昭和４５年に 0.38% 、平成１

７年には 1.17% に上昇している。                                                  

 ４４４４－－－－２２２２ 耕地利用率耕地利用率耕地利用率耕地利用率のののの低下低下低下低下 

 蒜山地域における耕地利用率は、昭和３５年に 109.9%となり、同４５年に 130.8%と最高

に達し、平成１２年には 85.7% と 100.0%をかなり割り込み、同１７年に 78.8% となり、

昭和３５年に比べて 31.1 ポイントの低下となっている。 

 ４か町村における耕地利用率は、昭和３５年に湯原町 119.9%、八束村 106.7%、川上村

106.1%、中和村 104.1%の順になり、蒜山地域に比べて湯原町は 10.0 ポイント上回り、反

対に八束村は 3.2 ポイント、川上村は 3.8 ポイント、中和村は 5.8 ポイント下回ってい

る。 

 昭和３５年以降の４か町村における耕地利用率の推移パタ－ンをみると、各町村とも同

４５年に最高に達し、湯原町 149.0%、川上村 141.9%、中和村 130.4%、八束村 120.9 の順

になっている。その後、耕地利用率は下降し、100.0%を切った時点と同利用率をみると、
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平成２年に中和村 89.1% 、同７年に八束村 99.1% 、同１２年に川上村 92.0% 、湯原町 86.5% 

となっている。 

 平成１７年には川上村 88.9% 、湯原町 77.0% 、八束村 76.1% 、中和村 62.5% の順にな

り、蒜山地域に比べて川上村は 10.1 ポイント上回り、反対に湯原町は 1.8 ポイント、八

束村は 2.7 ポイント、中和村は 16.3 ポイント下回っている。 

 一方、岡山県における耕地利用率は、昭和３５年に 145.7%と最高に達し、平成２年に

97.3% と 100.0%を割り込み、同１７年には 81.4% となり、蒜山地域に比べて前時点では

35.8 ポイント、後時点では 2.6 ポイント上回っている。 

 ４４４４－－－－３３３３ 作目別作付面積構成比作目別作付面積構成比作目別作付面積構成比作目別作付面積構成比のののの推移推移推移推移 

 昭和３５年と平成１７年の両時点での総農家における農作物作付面積割合の概数を稲、

野菜、飼料作物、豆類、いも類、雑穀、工芸農作物、果樹の順に列記すると以下のとおり

である。なお、小数点以下四捨五入のため内訳と計は一致しない場合があり、０％は 0.5%

未満を示す。 

  （１） 蒜山地域と岡山県 

   蒜山地域 

    昭和３５年：５４％－ ９％－１０％－７％－５％－１％－４％－０％ 

    平成１７年：３４％－１８％－３９％－１％－０％－１％－０％－２％ 

   岡山県 

    昭和３５年：４８％－ ５％－１２％－４％－４％－１％－５％－２％ 

    平成１７年：６１％－１０％－ ９％－６％－１％－０％－１％－６％ 

 上記したように蒜山地域及び岡山県における昭和３５年以降の主要作目は稲作、野菜作

及び飼料作の３作目であり、これら作目の合計シェアは昭和３５年に蒜山地域７３％、岡

山県６５％、平成１７年にはそれぞれ９１％、８０％となっている。 

 そのなかで昭和３５年の時点で稲作は蒜山地域で５４％、岡山県では４８％と首位に立

ち、２位、３位の作目は蒜山地域ではそれぞれ飼料作１０％、野菜作９％、岡山県ではそ

れぞれ飼料作１２％、野菜作５％となっている。 

 一方、平成１７年の時点で稲作は蒜山地域では３４％に縮小して２位となり、岡山県で

は６１％に拡大して首位を確保している。他の２作目については蒜山地域では飼料作が３

９％に拡大して首位を占め、野菜作も１８％に拡大し、岡山県では野菜作は１０％に拡大

し、反対に飼料作は９％に縮小している。 

 上記した主要３作目の両時点間における推移パタ－ンから、蒜山地域は稲作縮小・飼料

作拡大型、岡山県は稲作拡大・飼料作縮小型と区分される。             

  （２）４か町村 

   川上村 

    昭和３５年：５５％－ ７％－１３％－５％－５％－１％－６％－０％ 

    平成１７年：２０％－１７％－５１％－１％－０％－７％－０％－３％ 

   八束村 

    昭和３５年：４７％－１４％－１３％－７％－６％－１％－３％－０％ 

    平成１７年：３２％－２６％－３８％－１％－０％－０％－０％－１％ 

   中和村 

    昭和３５年：７０％－ ６％－ ４％－６％－４％－０％－３％－０％ 

    平成１７年：６９％－ ４％－１９％－２％－０％－０％－０％－３％ 

   湯原町 

    昭和３５年：５６％－ ５％－ ６％－７％－３％－０％－３％－０％ 

    平成１７年：５１％－ ９％－２８％－２％－０％－３％－３％－３％ 

 以上のように４か町村における主要３作目は稲作、野菜作、飼料作となり、これら３作

目の合計シェアは昭和３５年と平成１７年の両時点において、それぞれ川上村は７５％、

８８％、八束村は７４％、９６％、中和村は８０％、９２％。湯原町は６７％、８８％と

なっている。 

 主要３作目シェアの両時点間における推移パタ－ンから、先に記述した蒜山地域の稲作
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縮小・飼料作拡大型に該当するのは川上村と八束村であり、湯原町もこのタイプに近い。

一方、中和村と湯原町は岡山県の稲作拡大・飼料作縮小型とは異なり、稲作は縮小するも

のの飼料作の拡大幅は小さく、稲作の首位は両時点に及んでいる。 

 川上村と八束村における稲作シェアの縮小と飼料作と野菜作の拡大は著しく、前時点で

稲作は首位に立ち、川上村は５５％、八束村は４７％となり、後時点では飼料作が首位を

占め、それぞれ５１％、３８％となっている。野菜作は拡大し、そのシェア水準は特に後

時点において中和村や湯原町を上回り、川上村は１７％、八束村は２６％となっている。 

 一方、中和村と湯原町における稲作は両時点で首位を占め、そのなかで同作目シェアの

縮小幅は小さく、特に中和村は僅差に過ぎない。前後両時点における稲作は中和村ではそ

れぞれ７０％、６９％、湯原町は５６％、５１％となり、飼料作は中和村ではそれぞれ４

％、１９％、湯原町は６％、２８％となり、後時点では両町村において２位に就いている。 

 

  第第第第４４４４項項項項 家畜飼養家畜飼養家畜飼養家畜飼養のののの動向動向動向動向 

 蒜山地域における飼養家畜の主体は乳用牛と肉用牛であり、乳用牛の飼養は昭和２９年

に始まり、肉用牛は古くから飼養されている。 本項では昭和３５年以降における飼養動

向について述べるが、農業センサスでは調査対象農家が昭和６０年までは総農家、平成２

年以降は販売農家となっている。そのため昭和年代と平成年代に分け、前者は昭和３５年

と同６０年、後者は平成２年と同１７年の時点間の推移状況を記述する。 

 １１１１ 乳用牛飼養乳用牛飼養乳用牛飼養乳用牛飼養のののの進展進展進展進展 

 蒜山地域における乳用牛はジャ－ジ－種牛とホルスタイン種牛に分かれ、ホルスタイン

種牛の飼養は昭和４０年から始まり、個別農家における両種牛の飼養形態は大半が単一飼

養である。本項で使う乳用牛資料は両種牛の合計値である。 

 １１１１－－－－１１１１ 飼養頭数飼養頭数飼養頭数飼養頭数のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における乳用牛の飼養頭数は、昭和３５年に 1,513 頭、同６０年には 2,717 

頭に増加し、２５年間の増加率は 79.6% （５年間隔 15.9% ）となっている。一方、平成２

年に 3,154 頭、同１７年には 2,830 頭と減少し、１５年間の減少率は 10.3% （５年間隔△

3.4% ）となっている。 

 ４か町村における乳用牛頭数の昭和年代における増加率は、蒜山地域に比べて川上村

（192.8%）は上回り、反対に八束村（71.2% ）と湯原町（5.8%）は下回り、中和村は 83.6% 

の減少となっている。一方、平成年代における減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△

84.6%）、湯原町（△39.4%）及び川上村（△20.4%）は上回り、反対に八束村は 16.6% の増

加となっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における飼養頭数の町村別シェアをみると、昭和６０

年の頭数 2,717 頭は川上村 51.4% 、八束村 33.1% 、湯原町 14.7% 、中和村 0.8%の順にな

り、平成１７年の 2,830 頭は八束村 46.0% 、川上村 45.5% 、湯原町 8.3%、中和村 0.2%の

順になっている。 

 一方、岡山県における乳用牛飼養頭数は、昭和３５年に 17,426 頭、同６０年には 45,398

頭と増加し、２５年間の増加率は 160.5%（５年間隔 32.1% ）となり、蒜山地域に比べて

80.9 ポイント上回っている。他方、平成２年に 40,923 頭、同１７年には 21,145 頭と減少

し、１５年間の減少率は 48.3% （５年間隔△16.1%）となり、蒜山地域を 38.0 ポイント上

回っている。 

 次に蒜山地域における乳用牛飼養頭数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 8.68% 、同

６０年には 5.98% に下降し、一方、平成２年に 7.71% 、同１７年には 13.4% に上昇して

いる。 

 １１１１－－－－２２２２ 飼養農家数飼養農家数飼養農家数飼養農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における乳用牛飼養農家数は、昭和３５年に６３１戸、同６０年には１３５戸

に減少し、２５年間の減少率は 78.6% （５年間隔△15.7%）となっている。一方、平成２年

に１１８戸、同１７年には６６戸に減少し、１５年間の減少率は 44.1% （５年間隔△14.7%）

となっている。 

 ４か町村における乳用牛飼養農家数の昭和年代における減少率は、蒜山地域に比べて中
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和村（△93.9%）、湯原町（△82.4%）及び八束村（△78.9%）は上回り、反対に川上村（△69.5%）

は下回っている。一方、平成年代における減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△72.7%）

と中和村（△66.7%）は上回り、反対に川上村（△38.5%）と八束村（△34.2 % ）は下回って

いる。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における飼養農家数の町村別シェアをみると、昭和６

０年の飼養農家数１３５戸は川上村 40.7% 、八束村 37.0% 、湯原町 19.3% 、中和村 3.0%

の順になり、平成１７年の飼養農家数６６戸は川上村 48.5% 、八束村 40.9% 、湯原町 9.1%、

中和村 1.5%の順になっている。 

 一方、岡山県における乳用牛飼養農家数は、昭和３５年に 10,252 戸、同６０年には 2,186 

戸と減少し、２５年間の減少率は 78.7% （５年間隔△15.7%）となり、蒜山地域に比べて

0.1 ポイント極僅差ながら上回っている。他方、平成２年には 1,679 戸、同１７年には５

２７戸に減少し、１５年間の減少率は 68.6% （５年間隔△22.9%）となり、蒜山地域を 24.5

ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における乳用牛飼養農家数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 6.15% 、

同６０年には 6.18% とほぼ横ばい状態となり、一方、平成２年に 7.03% 、同１７年には

12.5% に上昇している。 

 １１１１－－－－３３３３ 飼養農家飼養農家飼養農家飼養農家１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり頭数頭数頭数頭数のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は、昭和３５年に 2.4 頭、同６０年に

は 20.1 頭に増加し、２５年間の増加率は 737.5%（５年間隔 145.7%）となっている。一方、

平成２年に 26.7 頭、同１７年には 42.9 頭に増加し、１５年間の増加率は 60.7% （５年間

隔 20.2% ）となっている。 

 ４か町村における乳用牛飼養農家１戸当たり頭数を蒜山地域に比べると以下のとおりで

ある。 

 昭和３５年は川上村（2.7 頭）と湯原町（2.5 頭）は上回り、反対に八束村（2.2 頭）

と中和村（2.0 頭）は下回り、同６０年には川上村（25.4 頭）は上回り、反対に八束村（18.0

頭）、湯原町（15.3 頭）及び中和村（5.5 頭）は下回っている。一方、平成２年は川上村

（31.2 頭）と八束村（27.3 頭）は上回り、反対に湯原町（17.6 頭）と中和村（8.7 頭）

は下回り、同１７年には八束村（48.3 頭）は上回り、反対に川上村（40.3 頭）、湯原町（39.2

頭）及び中和村（4.0 頭）は下回っている。 

 一方、岡山県における乳用牛飼養農家１戸当たり頭数は、昭和３５年に 1.7 頭、同６０

年には 20.8 頭に増加し、２５年間の増加率は 1,123.5%（５年間隔 224.7%）となり、他方、

平成２年に 24.4 頭、同１７年には 40.1 頭に増加し、１５年間の増加率は 64.3% （５年間

隔 12.9% ）となっている。 

 以上の岡山県における数値を蒜山地域と比べると、その１戸当たり頭数は昭和３５年に

0.7 頭下回り、反対に同６０年には 0.7 頭上回り、両時点間の増加率は 386.0 ポイント上

回り、一方、平成２年に 2.3 頭、同１７年には 2.8 頭下回り、両時点間の増加率は 3.6 

ポイント上回っている。 

 １１１１－－－－４４４４ 飼養農家率飼養農家率飼養農家率飼養農家率のののの低下低下低下低下 

 蒜山地域における乳用牛飼養農家率（総農家数に対する比率）は、昭和３５年に 25.9% 、

同６０年には 18.5 ポイント低く 7.4%となっている。一方、平成２年に 8.2%、同１７年に

は 1.5 ポイント低く 6.7%となっている。 

 ４か町村における乳用牛飼養農家率は、蒜山地域に比べて昭和３５年に八束村（34.6% ）

と川上村（31.3% ）は上回り、反対に中和村（24.6% ）と湯原町（16.2% ）は下回り、同

６０年には川上村（12.8% ）と八束村（10.0% ）は上回り、反対に湯原町（3.8%）と中和

村（1.9%）は下回っている。一方、平成２年に川上村（14.9% ）と八束村（9.6%）は上回

り、反対に湯原町（4.5%）と中和村（1.8%）は下回り、同１７年には川上村（13.2% ）と

八束村（9.4%）は上回り、反対に湯原町（1.7%）と中和村（0.9%）は下回っている。 

 一方、岡山県における乳用牛飼養農家率は、昭和３５年に 5.9%、同６０年には 4.2 ポイ

ント低く 1.7%となっている。他方、平成２年に 1.5%、同１７年には 0.5 ポイント低く 1.0%

となっている。 以上の農家率は蒜山地域に比べて、昭和３５年は 20.0 ポイント、同６０
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年には 5.7 ポイント下回り、一方、平成２年に 6.7 ポイント、同１７年には 5.7 ポイン

ト下回っている。 

 ２２２２ 肉用牛飼養肉用牛飼養肉用牛飼養肉用牛飼養のののの衰退衰退衰退衰退 

 ２２２２－－－－１１１１ 飼養頭数飼養頭数飼養頭数飼養頭数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における肉用牛飼養頭数（主に繁殖牛）は、昭和３５年に 2,162 頭、同６０年

には 1,248 頭と減少し、２５年間の減少率は 42.3% （５年間隔△8.5% ）となっている。

一方、平成２年に 1,147 頭、同１７年には７２４頭と減少し、１５年間の減少率は 36.9% 

（５年間隔△12.3%）となっている。 

 ４か町村における肉用牛頭数の昭和年代における減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△

70.8%）と八束村（△64.5%）は上回り、反対に川上村（△33.2%）と湯原町（△26.5%）は下

回っている。一方、平成年代における減少率は、蒜山地域に比べて八束村（△79.2%）、中

和村（△76.8%）及び湯原町（△73.5%）は上回り、反対に川上村は 51.7% の増加となってい

る。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における飼養頭数の町村別シェアをみると、昭和６０

年の 1,248 頭は湯原町 55.6% 、川上村 23.2% 、八束村 15.9% 、中和村 5.3%の順になり、

平成１７年の７２４頭は川上村 72.4% 、湯原町 22.7% 、八束村 3.5%、中和村 1.4%の順に

なっている。 

 一方、岡山県における肉用牛飼養頭数は、昭和３５年に 89,724 頭、同６０年には 35,225

頭に減少し、２５年間の減少率は 60.7% （５年間隔△12.1%）となり、蒜山地域を 18.4 ポ

イント上回っている。他方、平成２年に 29,326 頭、同１７年には 14,377 頭に減少し、１

５年間の減少率は 51.0% （５年間隔△17.0%）となり、蒜山地域を 14.1 ポイント上回って

いる。 

 次に蒜山地域における肉用牛飼養頭数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 2.41% 、同

６０年には 3.54% に上昇し、一方、平成２年に 3.91% 、同１７年には 5.04% に上昇して

いる。 

 ２２２２－－－－２２２２ 飼養農家数飼養農家数飼養農家数飼養農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における肉用牛飼養農家数は、昭和３５年に 1,454 戸、同６０年には３５２戸

に減少し、２５年間の減少率は 75.8% （５年間隔△15.2%）となっている。一方、平成２年

に２２７戸、同１７年には４４戸に減少し、１５年間の減少率は 80.6% （５年間隔△26.9%）

となっている。 

 ４か町村における肉用牛飼養農家数の昭和年代における減少率は、蒜山地域に比べて八

束村（△85.5%）と中和村（△80.9%）は上回り、反対に川上村（△73.9%）と湯原町（△69.0%）

は下回っている。一方、平成年代における減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△94.5%）、

八束村（△88.9%）及び湯原町（△82.5%）は上回り、反対に川上村（△66.0%）は下回ってい

る。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における飼養農家数の町村別シェアをみると、昭和６

０年の農家数３５２戸は湯原町 53.1% 、川上村 22.2% 、八束村 16.5% 、中和村 8.2%の順

になり、平成１７年の農家数４４戸は湯原町 47.7% 、川上村 40.9% 、八束村 9.1%、中和

村 2.3%の順になっている。 

 一方、岡山県における肉用牛飼養農家数は、昭和３５年に 74,528 戸、同６０年には 6,555 

戸と減少し、２５年間の減少率は 91.2% （５年間隔△18.2%）となり、蒜山地域に比べて

15.4 ポイント上回っている。他方、平成２年に 4,116 戸、同１７年には７９１戸と減少し、

１５年間の減少率は 80.8% （５年間隔△26.9%）となり、蒜山地域を 0.2 ポイントと極僅

差ながら上回っている。 

 次に蒜山地域における肉用牛飼養農家数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.95% 、

同６０年には 5.37% に上昇し、一方、平成２年に 5.52% 、同１７年には 5.56% に上昇し

ている。 

 ２２２２－－－－３３３３ 飼養農家飼養農家飼養農家飼養農家１１１１戸当戸当戸当戸当たりたりたりたり頭数頭数頭数頭数のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における肉用牛飼養農家１戸当たり頭数は、昭和３５年に 1.5 頭、同６０年に

は 3.7 頭と増加し、２５年間の増加率は 146.7%（５年間隔 29.3% ）となっている。一方、
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平成２年に 5.1 頭、同１７年には 16.5 頭に増加し、１５年間の増加率は 223.5%（５年間

隔 74.5% ）となっている。 

 ４か町村における肉用牛飼養農家１戸当たり頭数を蒜山地域に比べると、昭和３５年は

湯原町（1.6 頭）は上回り、川上村と中和村（各 1.5 頭）は同水準、反対に八束村（1.4 

頭）は下回り、同６０年には川上村と湯原町（各 3.7 頭）は同水準となり、反対に八束村

（3.4 頭）と中和村（2.3 頭）は下回っている。一方、平成２年は川上村（6.6 頭）と湯

原町（5.2 頭）は上回り、反対に八束村（3.5 頭）と中和村（2.4 頭）は下回り、同１７

年には川上村（29.5 頭）は上回り、反対に中和村（10.0 頭）、湯原町（8.0 頭）及び八束

村（6.5 頭）は下回っている。 

 一方、岡山県における肉用牛飼養農家１戸当たり頭数は、昭和３５年に 1.2 頭、同６０

年には 5.4 頭に増加し、２５年間の増加率は 350.0%（５年間隔 70.0% ）となり、他方、

平成２年に 7.1 頭、同１７年には 18.2 頭に増加し、１５年間の増加率は 156.3%（５年間

隔 78.2% ）となっている。 以上の岡山県における数値を蒜山地域に比べると、１戸当た

り頭数は昭和３５年に 0.3 頭下回り、同６０年には 1.7 頭上回り、両時点間の増加率は

203.3 ポイント上回り、一方、平成２年に 2.0 頭、同１７年には 1.7 頭上回り、増加率は

67.2 ポイント下回っている。 

 ２２２２－－－－４４４４ 肉用牛飼養農家率肉用牛飼養農家率肉用牛飼養農家率肉用牛飼養農家率のののの低下低下低下低下 

 蒜山地域における肉用牛飼養農家率（総農家に対する比率）は、昭和３５年に 59.7% 、

同６０年には 40.5 ポイント低く 19.2% となっている。一方、平成２年に 15.8% 、同１７

年には 11.4 ポイント低く 4.4%となっている。 

 ４か町村における肉用牛飼養農家率は、蒜山地域に比べて昭和３５年に湯原町（66.3% ）

は上回り、反対に八束村（58.2% ）、中和村（56.7% ）及び川上村（51.9% ）は下回り、

同６０年には湯原町（27.1% ）は上回り、反対に川上村（18.2% ）、中和村（13.8% ）及

び八束村（11.6% ）は下回っている。他方、平成２年は湯原町（24.4% ）は上回り、反対

に川上村（15.1% ）、中和村（10.6% ）及び八束村（8.4%）は下回り、同１７年には川上

村（7.3%）と湯原町（6.1%）は上回り、反対に八束村（1.4%）及び中和村（0.9%）は下回

っている。 

 一方、岡山県における肉用牛飼養農家率は、昭和３５年に 43.2% 、同６０年には 38.1

ポイント低く 5.1%となっている。他方、平成２年に 5.1%、同１７年には 3.6 ポイント低

く 1.5%となっている。以上の飼養農家率は、蒜山地域に比べて昭和３５年は 16.5 ポイン

ト、同６０年には 14.1 ポイント下回り、一方、平成２年に 10.7 ポイント、同１７年には

2.9 ポイント下回っている。 

 

  第第第第５５５５項項項項 農業機械化農業機械化農業機械化農業機械化のののの展開展開展開展開 

 わが国における農業の機械化は昭和年代初期における米麦の脱穀・調整過程から始まり、

同３０年以降は耕耘・防除過程の機械化か進行し、同４０年代半ば頃から播種・収穫過程

の機械化が加速し、同５０年代には農業生産における大型機械化一貫作業体系が確立して

いる。 

 本項では水田農業を主体とした主な農業機械の普及動向について記述する。なお、農業

センサスは平成７年までは総農家、同１２年以降は販売農家を対象としているため両農家

に分けて記述する。 

 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－－－－のののの普及普及普及普及 

 １１１１－－－－１１１１ 動力耕耘機動力耕耘機動力耕耘機動力耕耘機・・・・トラクタトラクタトラクタトラクタ－－－－のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における動力耕耘機・トラクタ－台数は、総農家の場合昭和３５年に２９０台、

同４０年に特に急増し、平成７年には 2,327 台に増加し、３５年間の増加率は 702.4%（５

年間隔 100.3%）となっている。一方、販売農家の場合平成１２年に 1,999 台、同１７年に

は 1,332 台に減少し、５年間の減少率は 33.4% となっている。 

 ４か町村の動力耕耘機・トラクタ－台数の総農家における増加率は、蒜山地域に比べて

湯原町（1,218.2%）と川上村（947.5%）は上回り、反対に中和村（608.3%）と八束村（420.7%）

は下回っている。一方、販売農家における減少率は、中和村（△37.2%）、八束村（△35.1%）
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及び湯原町（△34.7%）は上回り、反対に川上村（△28.5%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における動力耕耘機・トラクタ－等台数の町村別シェ

アをみると、総農家における平成７年の台数 2,327 台は八束村 31.3% 、湯原町 31.1% 、

川上村 26.6% 、中和村 11.0% の順になり、一方、販売農家における同１７年の台数 1,332

台は八束村 33.3% 、川上村 29.9% 、湯原町 27.0% 、中和村 9.8%の順になっている。 

 一方、岡山県における動力耕耘機・トラクタ－台数は、総農家の場合昭和３５年に 21,263

台、平成７年には 129,456 台と増加し、３５年間の増加率は 508.8%（５年間隔 72.7% ）と

なり、蒜山地域に比べて 193.6 ポイント下回っている。他方、販売農家の場合平成１２年

に 58,800 台、同１７年には 52,625 台に減少し、１０年間の減少率は 10.5% となり、蒜山

地域に比べて 22.9 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における動力耕耘機・トラクタ－台数の対岡山県比をみると、昭和３５年

に 1.36% 、平成７年には 1.80%に上昇し、一方、平成１２年に 3.40% 、同１７年には 2.53%

に低下している。 

 以上で記述した動力耕耘機・トラクタ－の農家１００戸当たり台数をみると以下のとお

りである。 

 蒜山地域における１００戸当たり台数は、総農家の場合昭和３５年に１２台、平成７年

には１５３台に増加し、一方、販売農家の場合平成１２年に１６６台、同１７年には１３

１台に低下している。 

 ４か町村における１００戸当たり台数は、昭和３５年に八束村２０台、中和村１３台、

川上村１０台、湯原町６台、平成７年には八束村１７５台、川上村１６６台、中和村１４

２台、湯原町１３１台の順になっている。 一方、平成１２年は八束村１９５台、川上村

１８４台、中和村１４３台、湯原町１３６台、同１７年には川上村１６３台、八束村１５

５台、中和村１１３台、湯原町１０４台の順となっている。 

 次に岡山県における動力耕耘機・トラクタ－の農家１００戸当たり台数は、総農家の場

合昭和３５年に１２台、平成７年には１２９台となり、蒜山地域に比べて前時点は同水準

となり、後時点は２４台下回っている。一方、販売農家の場合平成１２年に１４４台、同

１７年には１０１台となり、蒜山地域に比べて前時点は２２台、時点後は３０台下回って

いる。 

 １１１１－－－－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－－－－のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における１５馬力以上トラクタ－（以下、トラクタ－）台数は昭和４０年に１

３台（うち八束村と中和村各６台、川上村１台、湯原町０台）と記録され、岡山県は 1,191 

台となっているが、本項では昭和４５年以降につて記述する。 

 蒜山地域におけるトラクタ－台数は、総農家の場合昭和４５年に１４８台、平成７年に

は 1,406 台に増加し、２５年間の増加率は 850.0%（５年間隔 170.0%）となっている。一

方、販売農家の場合平成１２年には 1,322 台、同１７年には 1,133 台に減少し、５年間の

減少率は 14.3% となっている。 

 ４か町村におけるトラクタ－台数の総農家における増加率は、蒜山地域に比べて中和村

（6,750.0%）、湯原町（1,406.3%）及び川上村（985.0%）は上回り、反対に八束村（560.0%）

は下回っている。一方、販売農家における減少率は、蒜山地域に比べて八束村（△25.7%）

は上回り、反対に川上村（△10.7%）と中和村（△4.9% ）は下回り、湯原町は 1.3%の増加と

なっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村におけるトラクタ－台数の町村別シェアをみると、総

農家の場合平成７年の台数 1,406 台は八束村 42.2% 、川上村 30.9% 、湯原町 17.1% 、中

和村 9.8%の順になり、一方、販売農家の場合平成１７年の台数 1,133 台は八束村 36.5% 、

川上村 31.7% 、湯原町 21.5% 、中和村 10.3%の順になっている。 

 一方、岡山県におけるトラクタ－台数は、総農家の場合昭和４５年に 8,017 台、平成７

年には 43,063 台に増加し、３５年間の増加率は 437.1%（５年間隔 87.4% ）となり、蒜山

地域に比べて 412.9 ポイント下回っている。他方、販売農家の場合平成１２年に 40,085

台、同１７年には 38,316 台と減少し、５年間の減少率は 4.4%となり、蒜山地域を 9.9 ポ

イント下回っている。 



- 915 - 

 次に蒜山地域におけるトラクタ－台数の対岡山県比をみると、昭和４５年に 1.85% 、平

成７年には 3.26% に上昇し、一方、平成１２年に 3.30% 、同１７年には 2.96% に下降し

ている。 

 以上で記述した１５馬力以上トラクタ－の農家１００戸当たり台数をみると次のとおり

である。 

 蒜山地域における１００戸当たり台数は、総農家の場合昭和４５年に７台、平成７年に

は９２台に増加し、一方、販売農家の場合同１２年に１１０台、同１７年には１１４台と

多少増加している。 

 ４か町村における１００戸当たり台数は、昭和４５年に八束村１５台、川上村８台、湯

原町２台、中和村１台、平成７年には八束村１４３台、川上村１１６台、中和村７７台、

湯原町４４台の順になっている。一方、販売農家の場合平成１２年に八束村１５９台、川

上村１３３台、中和村８４台、湯原町６０台、同１７年には川上村１４７台、八束村１４

５台、中和村１０１台、湯原町７０台の順になっている。 

 次に岡山県におけるトラクタ－１００戸当たり台数は、総農家の場合は昭和４５年に５

台、平成７年には４３台に増加し、蒜山地域に比べて前時点は２台、後時点は４９台下回

っている。一方、販売農家の場合平成１２年に６４台、同１７年には７４台に増加し、蒜

山地域に比べて前時点は４６台、後時点は４０台下回っている。 

 ２２２２ 稲作用機械稲作用機械稲作用機械稲作用機械のののの普及普及普及普及 

 ２２２２－－－－１１１１ 動力田植機動力田植機動力田植機動力田植機のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における動力田植機は昭和４５年に３６台（うち八束村２５台、川上村９台、

湯原町２台、中和村０台）と記録され、岡山県は７７０台となっているが、本項では昭和

５０年以降について記述する。 

 蒜山地域における動力田植機台数は、総農家の場合昭和５０年に６０３台、平成７年に

は８８０台に増加し、２０年間の増加率は 45.9% （５年間隔 11.5% ）となっている。一方、

販売農家の場合平成１２年に７９９台、同１７年には７３９台と減少し、５年間の減少率

は 7.5%となっている。 

 ４か町村における動力田植機台数の総農家における増加率は、蒜山地域に比べて湯原町

（202.4%）は上回り、反対に八束村（30.9% ）と中和村（1.0%）は下回り、一方、川上村

は 12.0% の減少となっている。販売農家における減少率は、蒜山地域に比べて川上村（△

12.0%）と湯原町（△9.6% ）は上回り、反対に八束村（△6.3% ）は下回り、一方、中和村

は 7.1%の増加となっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における動力田植機台数の町村別シェアをみると、総

農家における平成７年の８８０台は湯原町 43.6% 、八束村 28.0% 、川上村 16.8% 、中和

村 11.6% 、販売農家における同１７年の７３９台は湯原町 35.7% 、八束村 28.2% 、川上

村 23.8% 、中和村 12.3% の順になっている。 

 一方、岡山県における動力田植機台数は、総農家の場合昭和５０年に 22,290 台、平成７

年には 62,445 台に増加し、２０年間の増加率は 180.2%（５年間隔 45.0% ）となり、蒜山

地域に比べて 134.3 ポイント上回っている。他方、販売農家の場合平成１２年に 44,461

台、同１７年には 38,397 台に減少し、５年間の減少率は 13.6% となり、蒜山地域に比べ

て 6.1 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における動力田植機台数の対岡山県比をみると、昭和５０年に 2.71% 、平

成７年には 1.41% に低下し、一方、平成１２年に 1.80% 、同１７年には 1.92% に上昇し

ている。 

 以上で記述した動力田植機の農家１００戸当たり台数をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域における１００戸当たり台数は、総農家の場合昭和５０年に３０台、平成７年

には５８台に増加し、一方、販売農家の場合平成１２年に６６台、同１７年には７４台に

増加している。 

 ４か町村における１００戸当たり台数は、総農家の場合昭和５０年に中和村４５台、川

上村３８台、八束村３３台、湯原町１７台、平成７年には湯原町６９台、八束村５９台、

中和村５７台、川上村４０台の順になっている。一方、販売農家の場合平成１２年に湯原
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町７２台、川上村６６台、八束村６３台、中和村５９台、同１７年には中和村７９台、湯

原町７６台、川上村７２台、八束村７１台の順になっている。 

 次に岡山県における１００戸当たり台数は、総農家の場合は昭和５０年に１６台、平成

７年には６２台と増加し、蒜山地域に比べて前時点は１４台下回り、反対に後時点は４台

上回っている。一方、販売農家の場合平成１２年に７１台、同１７年には７４台に増加し、

蒜山地域に比べて前時点は５台上回り、反対に後時点は同水準となっている。 

 ２２２２－－－－２２２２ 動力防除機動力防除機動力防除機動力防除機 

 蒜山地域における動力防除機（噴霧器、散粉機、スピ－ドスプレア－）台数は、昭和３

５年に１８台（うち川上村１０台、八束村７台、湯原町１台）と記録され、岡山県は 7,720 

台となっているが、本項では同４０年以降の推移状況について記述する。 

 蒜山地域における動力防除機台数は、総農家の場合昭和４０年に１１０台、平成７年に

は 1,037 台に増加し、３０年間の増加率は 842.7%（５年間隔 140.5%）となっている。一

方、販売農家の場合平成１２年に７２５台、同１７年には６６２台と減少し、５年間の減

少率は 8.7%となっている。 

 ４か町村における動力防除機台数の総農家における場合の増加率は、蒜山地域に比べて

中和村（3,825.0%）、川上村（2,236.2%）及び湯原町（881.8%）は上回り、反対に八束村

（382.3%）は下回っている。一方、販売農家のおける減少率は、蒜山地域に比べて八束村

（△19.8%）、中和村（△16.3%）及び川上村（△14.1%）は上回り、逆に湯原町は 13.9% の増

加となっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における動力防除機台数の町村別シェアをみると、平

成７年の 1,037 台は湯原町 31.3% 、八束村 28.8% 、川上村 24.8% 、中和村 15.1% の順に

なり、同１７年の６６２台は湯原町 33.6% 、八束村 28.1% 、川上村 26.7% 、中和村 11.6% 

の順になっている。 

 一方、岡山県における動力防除機台数は、総農家の場合昭和４０年に 14,893 台、平成７

年には 67,494 台に増加し、３０年間の増加率は 353.2%（５年間隔 58.8% ）となり、蒜山

地域に比べて 489.5 ポイント下回っている。販売農家の場合平成１２年に 41,038 台、同

１７年には 37,281 台と減少し、５年間の減少率は 9.2%となり、蒜山地域を 0.5 ポイント

と極僅差ながら上回っている。 

 次に蒜山地域における動力防除機台数の対岡山県比をみると、総農家の場合昭和４０年

に 0.74% 、平成７年には 1.54% に上昇し、販売農家の場合平成１２年に 1.77% 、同１７

年には 1.78% とほぼ同水準になっている。 

 以上で記述した動力防除機の農家１００戸当たり台数をみると次のとおりである。 

 蒜山地域における１００戸当たり台数は、総農家の場合昭和４０年に５台、平成７年に

は６８台に増加し、一方、販売農家の場合平成１２年に６０台、同１７年には６６台に増

加している。 

 ４か町村における１００戸当たり台数は、昭和４０年に八束村１０台、湯原町４台、川

上村と中和村各２台、平成７年には中和村８８台、八束村７２台、川上村６９台、湯原町

５９台の順になっている。一方、平成１２年に川上村６８台、八束村６６台、中和村６３

台、湯原町４８台、同１７年には川上村７２台、中和村６７台、八束村と湯原町各６４台

の順になっている。 

 次に岡山県における動力防除機の農家１００戸当たり台数をみると、総農家の場合昭和

４０年に９台、平成７年には６７台に増加し、蒜山地域に比べて前時点は４戸上回り、反

対に後時点は１台下回っている。一方、販売農家の場合平成１２年に６５台、同１７年に

は７２台に増加し、蒜山地域に比べて前時点は５台、後時点は６台上回っている。 

 ２２２２－－－－３３３３ 自脱型自脱型自脱型自脱型コンバインコンバインコンバインコンバインのののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における自脱型コンバインは昭和４５年に４台（うち八束村４台、他３か町村

０台）、同５０年には７台（うち湯原町６台、八束村１台）と記録され、岡山県はそれぞ

れ 1,104 台、9,110 台となっている。本項では昭和５５年以降の推移状況について記述す

る。 

 蒜山地域における自脱型コンバイン台数は、総農家の場合昭和５５年に１５７台、平成
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７年には２３１台に増加し、１５年間の増加率は 47.1% （５年間隔 15.7% ）となっている。

一方、販売農家の場合平成１２年に２３１台、同１７年には３２９台に増加し、１０年間

の増加率は 42.4% （５年間隔 21.2% ）となっている。 

 ４か町村における自脱型コンバイン台数は、総農家における増加率は蒜山地域に比べて、

八束村（173.3%）と湯原町（77.4% ）は上回り、反対に中和村（23.7% ）は下回り、逆に

川上村は 21.4% の減少となっている。一方、販売農家における増加率は蒜山地域に比べて、

八束村（118.4%）と川上村（77.8% ）は上回り、反対に中和村（34.0% ）と湯原町（12.9% ）

は下回っている。 

 上記した総農家の平成７年における４か町村の自脱型コンバイン２３１台の町村別シェ

アは、湯原町 47.6% 、中和村 20.3% 、八束村 17.8% 、川上村 14.3% の順になり、一方、

販売農家の平成１７年における３２９台の町村別シェアは、湯原町 39.8% 、八束村 25.2% 、

中和村 20.4% 、川上村 14.6% の順になっている。 

 一方、岡山県における自脱型コンバイン台数は、総農家の場合昭和５５年に 29,381 台、

平成７年には 45,562 台と増加し、１５年間の増加率は 55.1% となり、蒜山地域に比べて

8.0 ポイント上回っている。一方、販売農家の場合平成１２年に 38,606 台、同１７年には

35,309 台に減少し、５年間の減少率は 8.5%となり、蒜山地域における 42.4% の増加と対

照的である。 

 次に蒜山地域における自脱型コンバイン台数の対岡山県比をみると、昭和５５年 0.53% 、

平成７年には 0.51% と幾分低下し、一方、同１２年に 0.60% 、同１７年には 0.93% に上

昇している。 

 以上で記述した自脱型コンバインの農家１００戸当たり台数をみると以下のとおりであ

る。 

 蒜山地域における１００戸当たり台数は、総農家の場合昭和５５年に８台、平成７年に

は１５台に増加し、一方、販売農家の場合平成１２年に１９台、同１７年には３３台に増

加している。 

 ４か町村における１００戸当たり台数は、総農家の場合昭和５５年に中和村１７台、川

上村と湯原町各９台、八束村３台、平成７年には中和村２６台、湯原町２０台、八束村１

０台、川上村９台の順になっている。一方、販売農家の場合平成１２年に中和村３４台、

湯原町２９台、八束村１１台、川上村９台、同１７年には中和村５８台、湯原町３８台、

八束村２９台、川上村２０台の順になっている。 

 次に岡山県における自脱型コンバインの農家１００戸当たり台数をみると、総農家の場

合は昭和５５年に２２台、平成７年には４５台と増加し、蒜山地域に比べて前時点は１４

台、後時点は３０台上回っている。一方、販売農家の場合平成１２年６２台、同１７年に

は６８台に増加し、蒜山地域に比べて前時点は４３台、後時点は３５台上回っている。 

 

  第第第第６６６６項項項項 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推移推移推移推移 

 総農家における農業粗生産額の推移状況について、耕種と畜産両部門における各作目粗

生産額の昭和３５年と平成１６年の両時点間における推移状況及び作目別粗生産額構成の

変化の側面から記述する。なお、農産物価格の変動等を考慮すると、粗生産額の長期に亘

る両時点間比較はできないが、その動向を把握することは可能と考えられる。 

 １１１１ 農業部門別粗生産額農業部門別粗生産額農業部門別粗生産額農業部門別粗生産額のののの推移推移推移推移 

 １１１１－－－－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増加増加増加増加 

 蒜山地域における農業粗生産額は、昭和３５年に６億７千８００万円、平成１６年には

４０億４千万円に増加し、４４年間の増加率は 495.9%（５年間隔 56.4% ）となっている。 

 ４か町村における農業粗生産額の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（620.2%）、八束

村（610.1%）及び中和村（592.3%）は上回り、反対に湯原町（180.2%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における農業粗生産額の町村別シェアをみると、平成

１６年の粗生産額４０億４千万円は八束村 41.6% 、川上村 34.4% 、湯原町 12.6% 、中和

村 11.4% の順になっている。 

 一方、岡山県における農業粗生産額は、昭和３５年に４４２億６００万円、平成１６年
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には１千２６２億円に増加し、４４年間の増加率は 185.5%（５年間隔 21.1% ）となり、蒜

山地域と比べて 310.4 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における農業粗生産額の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.53% 、平成

１６年には 3.20% に上昇している。 

 １１１１－－－－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増加増加増加増加 

 蒜山地域における耕種粗生産額は、昭和３５年に５億２千８００万円、平成１６年には

１８億７千万円に増加し、４４年間の増加率は 254.2%（５年間隔 28.9% ）となっている。 

 ４か町村における耕種粗生産額の増加率は、蒜山地域に比べて八束村（356.0%）と川上

村（258.1%）は上回り、反対に中和村（213.7%）と湯原町（120.6%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における耕種粗生産額の町村シェアをみると、平成１

６年の粗生産額１８億７千万円は八束村 47.0% 、川上村 28.3% 、湯原町 16.1% 、中和村

8.6%の順になっている。 

 一方、岡山県における耕種粗生産額は、昭和３５年に３５６億９千７００万円、平成１

６年には８２７億円に増加し、４４年間の増加率は 131.7%（５年間隔 15.0% ）となり、蒜

山地域に比べて 122.5 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における耕種粗生産額の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.48% 、平成

１６年には 2.26% に上昇している。 

 １１１１－－－－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 

 蒜山地域における畜産粗生産額は、昭和３５年に１億４千７００万円、平成１６年には

２１億６千万円に増加し、４４年間の増加率は 1,369.4%（５年間隔 155.6%）となっている。 

 ４か町村における畜産粗生産額の増加率は、蒜山地域に比べて中和村（2,042.9%）、川

上村（1,854.6%）及び八束村（1,718.2%）は上回り、反対に湯原町（344.5%）は下回って

いる。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における畜産粗生産額の町村別シェアをみると、平成

１６年の粗生産額２１億６千万円は川上村 39.8% 、八束村 37.0% 、中和村 13.9% 、湯原

町 9.3%の順になっている。 

 一方、岡山県における畜産粗生産額は、昭和３５年に７７億９千２００万円、平成１６

年には４３４億円に増加し、４４年間の増加率は 457.0%（５年間隔 51.9% ）となり、蒜山

地域を 912.4 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における畜産粗生産額の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.89% 、平成

１６年には 4.98% に上昇している。 

 １１１１－－－－４４４４ 耕種粗生産額耕種粗生産額耕種粗生産額耕種粗生産額シェアシェアシェアシェアのののの縮小縮小縮小縮小 

 蒜山地域における耕種粗生産額の農業粗生産額に占める割合（以下、耕種粗生産額シェ

ア）は、昭和３５年に 77.9% 、平成１６年には 46.4% に縮小している。 

 ４か町村における耕種粗生産額シェアは、蒜山地域に比べて昭和３５年に八束村

（81.1% ）と中和村（78.5% ）は上回り、反対に川上村（76.7% ）と湯原町（74.7% ）は

下回り、一方、平成１６年には湯原町（58.8% ）と八束村（52.4% ）は上回り、反対に川

上村（38.1% ）と中和村（35.6% ）は下回っている。 

 次に岡山県における耕種粗生産額シェアは、昭和３５年に 80.8% となり、平成１６年に

は 65.5% に縮小している。以上の粗生産額シェアは蒜山地域に比べて前時点は 2.9 ポイン

ト、後時点は 19.1 ポイント上回っている。                     

 ２２２２ 主要作目主要作目主要作目主要作目のののの粗生産額粗生産額粗生産額粗生産額のののの推移推移推移推移 

 蒜山地域の昭和３５年における作目別粗生産額シェア５％以上の作目について、それら

粗生産額の昭和３５年と平成１６年間における推移状況をみると次のとおりである。 

 ２２２２－－－－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増加増加増加増加 

 蒜山地域における稲粗生産額は、昭和３５年に３億６千５００万円、平成１６年には７

億７千万円に増加し、４４年間の増加率は 111.0%（５年間隔 12.6% ）となっている。 

 ４か町村における稲粗生産額の増加率は、蒜山地域に比べて中和村（217.1%）と八束村

（158.6%）は上回り、反対に湯原町（77.6% ）と川上村（48.5% ）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における稲粗生産額の町村別シェアをみると、平成１
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６年の粗生産額７億７千万円は八束村 39.0% 、湯原町 24.6% 、川上村 19.5% 、中和村 16.9%

の順になっている。 

 一方、岡山県における稲粗生産額は、昭和３５年に２００億３千９００万円、平成１６

年には３５７億円と増加し、４４年間の増加率は 78.2% （５年間隔 8.9%）となり、蒜山地

域を 32.8 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における稲粗生産額の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.83% 、平成１

６年には 2.16% に上昇している。                         

 ２２２２－－－－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急増急増急増急増 

 蒜山地域における野菜粗生産額は、昭和３５年に９千８００万円、平成１６年には９億

１千万円に増加し、４４年間の増加率は 828.6%（５年間隔 94.2% ）となっている。 

 ４か町村における野菜粗生産額の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（1,150.0%）は上

回り、反対に八束村（744.8%）、湯原町（733.7%）及び中和村（23.4% ）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における野菜粗生産額の町村別シェアをみると、平成

１６年の粗生産額９億１千万円は八束村 53.8% 、川上村 33.0% 、湯原町 11.0% 、中和村

2.2%の順になっている。 

 一方、岡山県における野菜粗生産額は、昭和３５年に２３億９千９００万円、平成１６

年には１９９億円に増加し、４４年間の増加率は 729.5%（５年間隔 82.9% ）となり、蒜山

地域に比べて 99.1 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における野菜粗生産額の対岡山県比をみると、昭和３５年に 4.09% 、平成

１６年には 4.57% に上昇している。 

 ２２２２－－－－３３３３ 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激増激増激増激増 

 蒜山地域における乳用牛粗生産額は、昭和３５年に８千１００万円、平成１６年には１

６億９千万円に増加し、４４年間の増加率は 2,076.4%（５年間隔 236.0%）となっている。 

 ４か町村における乳用牛粗生産額の増加率は、蒜山地域に比べて八束村（2,650.0%）と

川上村（2,624.1%）は上回り、反対に湯原町（712.5%）は下回っている。なお、中和村は

平成７年まで３０年間の増加額は 25.0% となり、その後は秘密保護上未公表（Ｘ）となっ

ている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における乳用牛粗生産額の町村別シェアをみると、平

成１６年の粗生産額１６億９千万円は川上村 46.7% 、八束村 45.6% 、湯原町 7.7%、中和

村 X%の順になっている。 

 一方、岡山県における乳用牛粗生産額は、昭和３５年に１５億２千万円、平成１６年に

は１３２億円に増加し、４４年間の増加率は 768.4%（５年間隔 87.0% ）となり、蒜山地域

に比べて 1,308 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における乳用牛粗生産額の対岡山県比をみると、昭和３５年に 5.33% 、平

成１６年には 12.8% に上昇している。 

 ２２２２－－－－４４４４ 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増加増加増加増加 

 蒜山地域における肉用牛粗生産額は、昭和３５年に３千９００万円、平成１６年には１

億円に増加し、４４年間の増加率は 156.4%（５年間隔 17.8% ）となっている。 

 ４か町村における肉用牛粗生産額の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（650.0%）と八

束村（300.0%）は上回り、中和村と湯原町は平成１２年以降秘密保護上未公表（Ｘ）とな

っている。なお、中和村と湯原町は平成７年まで３５年間の増加率は、それぞれ 150.0%（５

年間隔 21.4% ）、429.4%（同 61.3% ）となり、一方、蒜山地域は 310.3%（同 44.3% ）を

記録している。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における肉用牛粗生産額の町村別シェアをみると、平

成１６年の粗生産額１億円は川上村 60.0% 、八束村 40.0% 、中和村と湯原町各Ｘ% の順に

なっている。 

 一方、岡山県における肉用牛粗生産額は、昭和３５年に１８億５千７００万円、平成１

６年には６９億円と増加し、４４年間の増加率は 271.6%（５年間隔 30.9% ）となり、蒜山

地域に比べて 115.2 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における肉用牛粗生産額の対岡山県比をみると、昭和３５年に 2.10% 、平
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成１６年には 1.45% に低下している。 

 ２２２２－－－－５５５５ 作目別粗生産額構成作目別粗生産額構成作目別粗生産額構成作目別粗生産額構成のののの変化変化変化変化 

 農業粗生産額に占める作目別シェア概数の上位５作目を昭和３５年と平成１６年の両時

点で列記し、粗生産額の視点から作目構成の変化をみると以下のとおりである。なお、Ｘ

は秘密保護上未公表のため順位不詳を示す。 

 （１） 蒜山地域と岡山県 

  蒜山地域 

   昭和３５年 

 稲（５４％）－野菜（１５％）－乳用牛（１２％）－工芸作物（７％）－肉用牛（６％） 

   平成１６年 

 乳用牛（２６％）－野菜（２３％）－稲（１９％）－花卉（４％）－肉用牛（３％） 

  岡山県 

   昭和３５年 

 稲（４５％）－工芸作物（１１％）－鶏（９％）－果樹（６％）－肉用牛（４％） 

   平成１６年 

  稲（２８％）－野菜（１６％）－果樹（１３％）－乳用牛（１１％）－肉用牛（６％） 

上記した上位３作目の合計シェアを昭和３５年－平成１６年の順にみると、蒜山地域は８

１％－６８％、岡山県は６５％－５７％となり、そのなかで蒜山地域及び岡山県における

稲シェアは昭和３５年の時点で５０％前後となり、その後、同シェアは昭和４６年以降に

おける米の生産調整のため縮小を続け、平成１６年の時点において蒜山地域では乳用牛と

野菜シェアが拡大し、岡山県の場合は野菜と果樹、さらに乳用牛シェアが拡大している。 

 以上の結果から、平成１６年における作目構成をみると、蒜山地域及び岡山県はともに

主要３作目シェアの低水準分散型となり、そのなかで蒜山地域は乳用牛・野菜主体－稲随

伴型、岡山県は稲主体－野菜・果樹・乳用牛随伴型となっている。 

  （２） ４か町村 

  川上村 

   昭和３５年 

 稲（５２％）－乳用牛（１５％）－野菜（１２％）－工芸作物（９％）－肉用牛（４％） 

   平成１６年 

 乳用牛（５７％）－野菜（２２％）－稲（１１％）－花卉、肉用牛（４％） 

 

  八束村 

   昭和３５年 

 稲（４９％）－野菜（２４％）－乳用牛（１２％）－工芸作物（６％）－肉用牛（４％） 

   平成１６年 

 乳用牛（４６％）－野菜（２９％）－稲（１８％）－花卉（５％）－肉用牛（２％） 

 

  中和村 

   昭和３５年 

 稲（６３％）－乳用牛（１２％）－野菜、工芸農作物、肉用牛（６％） 

   平成１６年 

 稲（２９％）－野菜（４％）－花卉（２％）－肉用牛、乳用牛（Ｘ） 

 

  湯原町 

   昭和３５年 

 稲（５９％）－肉用牛、乳用牛（９％）－ 野菜（７％）－工芸農作物、鶏（６％） 

   平成１６年 

 稲（３７％）－乳用牛（２６％）－野菜（２０％ ）－肉用牛、鶏（Ｘ） 

 上記した上位３作目の合計シェアを昭和３５年－平成１６年の順にみると、川上村７９

％－９０％、八束村８５％－９３％、中和村８１％－３５％、湯原町７５％－８３％とな
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り、川上村と八束村の前時点は概ね８０％程度、後時点は概ね９０％程度となっている。

一方、中和村と湯原町の前時点は８０％前後、後時点では湯原町は幾分拡大し、中和村は

大幅に縮小している。 

 川上村と八束村の場合、作目シェアの両時点間における推移パタ－ンは、蒜山地域と類

似し、稲シェアは大幅に縮小し、一方、乳用牛と野菜シェアは拡大し、平成１６年におけ

る作目構成は乳用牛主体・野菜・稲随伴型となっている。 

 中和村と湯原町の場合、稲シェアは縮小し、特に中和村は大幅に縮小するものの、両作

目は首位を維持し、平成１６年における作目構成をみると、中和村は稲シェアが３０％を

僅差なが割り込み、２位作目以下は５％以下となる稲零細－野菜・花卉・その他随伴型を

形成し、湯原町は稲シェアが４０％近くを占め、乳用牛と野菜シェアはかなり拡大し、稲

主体－乳用牛・野菜随伴型となっている。 

 ３３３３ 農産物農産物農産物農産物のののの販売金額規模別農家数構成比販売金額規模別農家数構成比販売金額規模別農家数構成比販売金額規模別農家数構成比のののの変化変化変化変化 

 農産物の販売金額規模別農家数構成比（以下階層シェア）の概数を昭和３５年と平成１

６年の両時点でみると以下のとおりである。なお、農産物の販売金額規模は５０万未満、

５０～１００万円、１００～２００万円、２００～５００万円、５００～１０００万円、

１０００万円以上、３０００万円以上の７階層とし、以上の順に階層シェアを列記し、０

％は 0.5%未満、×は該当農家不在を示す。なお、少数点以下四捨五入のため内訳と計は一

致しない場合もある。 

 （１） 蒜山地域と岡山県 

    蒜山地域 

     昭和３５年：９７％－ ３％－ ０％－ ×％－×％－ ×％－×％ 

     平成１６年：３６％－２１％－１４％－１１％－８％－１０％－１％ 

    岡山県 

     昭和３５年：９８％－ ２％－ ０％－ ×％－×％－ ×％－×％ 

     平成１６年：５４％－２１％－１２％－ ８％－３％－ ２％－０％ 

 昭和３５年における階層シェアをみると、５０万円未満階層シェアは蒜山地域９７％、

岡山県９８％となり、１００万円以下階層はそれぞれ１００％となっている。 

 平成１６年の時点では蒜山地域と岡山県はともに５０万円未満層シェアが縮小し、とく

に蒜山地域の方が著しく、それぞれ３６％、５４％となっている。一方、５０万円以上の

各階層は拡大し、とくに５０～１００万円階層は他階層と比べて著しく、蒜山地域と岡山

県はともに２１％となり、その結果１００万円以下階層はそれぞれ５７％、７５％となっ

ている。 

 以上のように蒜山地域の１００万円以下階層は岡山県を１８ポイント下回り、その部分

は１００～２００万円階層以上の各階層の拡大とつながり、それぞれの階層シェアは岡山

県を上回っている。そのなかでとくに蒜山地域の１０００万円以上階層は１０％と高く、

岡山県は２％の低水準にとどまっている。 

 （２） ４か町村 

 川上村 

  昭和３５年：９４％－ ５％－ ０％－ ×％－ ×％－ ×％－×％ 

  平成１６年：２８％－１６％－１８％－１１％－１３％－１５％－６％ 

 八束村 

  昭和３５年：９６％－ ４％－ ×％－ ×％－ ×％－ ×％－×％ 

  平成１６年：１８％－２３％－１６％－１６％－ ９％－１７％－５％ 

 中和村 

  昭和３５年：１００％－ ×％－ ×％－ ×％－×％－×％－×％ 

  平成１６年： １８％－３５％－２６％－１６％－３％－２％－×％ 

 湯原町 

  昭和３５年：９９％－ １％－ ×％－ ×％－ ×％－ ×％－×％ 

  平成１６年：６８％－１８％－ ５％－ ４％－ ３％－ ２％－×％ 

 昭和３５年における５０万円未満階層シェアは中和村１００％、湯原町９９％、八束村
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９６％、川上村９４％の順になり、中和村以外の３か町村の５０～１００万円階層はそれ

ぞれ１％、４％、５％となっている。 

 平成１６年の時点で５０万円未満階層シェアは著しく縮小し、八束村と中和村各１８％、

川上村２８％、湯原町６８％の順になり、湯原町は突出している。 

 上記した５０万円未満階層の縮小部分は５０～１００万円階層以上の各階層へ配分さ

れ、そのなかで５０～１００万円階層は中和村３５％、八束村２３％、湯原町１８％、川

上村１６％の順になり、１００万円以下階層は湯原町８６％、中和村５３％、川上村４４

％、八束村４１％の順になっている。１００～２００万円階層は中和村２６％、川上村１

８％、八束村１６％、湯原町５％の順になり、２００万円以下階層は湯原町９１％、中和

村８０％、川上村６１％、八束村５７％の順になっている。 

 以上のように湯原町と中和村は２００万円以下階層が８０～９０％と高く、一方、川上

村と八束村は６０％程度にとどまり、２００万円以上階層へ分布域を広げている。すなわ

ち川上村と八束村の２００～５００万円階層はそれぞれ１１％、１６％、５００～１００

０万円階層は１３％、９％、１０００万円以上階層は１５％、１７％、３０００万円以上

階層は６％、５％となっている。なお、中和村と湯原町の２００～５００万円階層はそれ

ぞれ１６％、４％となり、中和村は大幅に上回っている。 

 ４４４４    農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額農産物販売金額１１１１位位位位のののの作目別農家数構成比作目別農家数構成比作目別農家数構成比作目別農家数構成比のののの推移推移推移推移 

 農産物販売金額１位の作目別農家数構成比（以下作目シェア）の昭和４０年と平成７年

の両時点間における推移状況をみるため作目シェアの概数１％以上の作目を列記すると以

下のとおりである。なお、平成１２年以降は未公表、また、作目シェアは小数点以下四捨

五入、雑穀等は雑穀、いも類、まめ類を示す。 

  （１） 蒜山地域と岡山県 

  蒜山地域 

   昭和４０年 

  稲（７０％）－乳用牛（１１％）－野菜（８％）－工芸作物（６％）－鶏（１％） 

   平成７年 

  稲（７３％）－野菜（１２％）－乳用牛（６％）－施設園芸（４％）－肉用牛（２％） 

   

  岡山県 

   昭和４０年 

 稲（６０％）－工芸作物（１７％）－果樹（５％）－鶏、野菜（各３％）－乳用牛、雑

穀等（各２％） 

   平成７年 

 稲（７９％）－果樹（７％）－野菜（４％）－施設園芸、工芸作物、乳用牛（各２％）

－肉用牛、雑穀等（各１％） 

 上記した上位３作目の合計シェアを昭和４０年－平成７年の順に列記すると、蒜山地域

８９％－９１％、岡山県８２％－９０％となり、そのなかで稲作シェアは蒜山地域では７

０％－７３％、岡山県は６０％－７９％となり、平成７年の時点で拡大し、とくに岡山県

は大幅に拡大している。 

 一方、作目シェア２、３位の作目は両時点間で変化が起こり、蒜山地域では昭和４０年

における乳用牛（１１％）－野菜（８％）は平成７年には野菜（１２％）－乳用牛（６％）

と順位が代わり、一方、岡山県の場合は昭和４０年の時点では工芸作物（１７％）－果樹

（５％）の順になり、平成７年の時点では果樹（７％）－野菜（４％）と変化している。 

  （２） ４か町村 

  川上村 

   昭和４０年 

  稲（７０％）－乳用牛（１４％）－野菜（８％）－工芸作物（６％） 

   平成７年 

  稲（５９％）－野菜（１７％）－乳用牛（１２％）－施設園芸（６％）－肉用牛 

（２％）－果樹（１％） 
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  八束村 

   昭和４０年 

  稲（６７％）－野菜（１８％）－乳用牛（１０％）－工芸作物（２％）－鶏（１％） 

   平成７年 

  稲（６５％）－野菜（２４％）－乳用牛（７％）－施設園芸（２％）－肉用牛（１％） 

 

  中和村 

   昭和４０年 

  稲（９２％）－工芸作物（５％）－野菜（２％）－乳用牛（１％） 

   平成７年 

  稲（８７％）－乳用牛、施設園芸、果樹、雑穀等、肉用牛、鶏（各１％） 

  湯原町 

   昭和４０年 

  稲（６４％）－乳用牛（１２％）－工芸作物（１０％）－鶏（２％）－豚（１％） 

   平成７年 

  稲（８５％）－施設園芸（７％）－肉用牛（４％）－工芸農作物（１％） 

 上記した上位３作目の合計シェアを昭和４０年－平成７年の順に記すと、川上村９２％

－８８％、八束村９５％－９６％、中和村９９％－８９％、湯原町８６％－９６％となっ

ている。以上の合計シェアのうちで稲作シェアは川上村７０％－５９％、八束村６７％－

６５％、中和村９２％－８７％、湯原町６４％－８５％と推移し、湯原町を除く３か村は

平成７年の時点で縮小し、とくに川上村は著しく、反対に湯原町は大幅に拡大している。 

 ２－３位の作目は町村間あるいは同一町村では時点間に差異がみられる。すなわち川上

村と八束村の場合、昭和４０年の時点において川上村は乳用牛（１４％）－野菜（８％）、

八束村は野菜（１８％）－乳用牛（１０％）と順位に違いがみられるが、平成７年の時点

では川上村は野菜（１７％）－乳用牛（１２％）、八束村も野菜（２４％）－乳用牛（７

％）となっている。 

 一方、中和村は昭和４０年の時点では工芸農作物（５％）－野菜（２％）、平成７年の

時点では乳用牛、施設園芸（各１％）、湯原町は昭和４０年の時点では乳用牛（１２％）

－工芸農作物（１０％）、平成７年の時点では施設園芸（７％）－肉用牛（４％）となっ

ている。 

 

  第第第第７７７７項項項項 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動向動向動向動向 

 生産農業所得の昭和４３年と平成１６年の両時点間おける動向について、農家１戸当た

り、耕地１０ａ当たり及び農業専従者１人当たり生産農業所得の側面から記述する。 

 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変動変動変動変動 

 蒜山地域における生産農業所得は、昭和４３年に１１億４千４００万円、平成１６年に

は１２億３千万円に増加し、３６年間の増加率は 7.5%（５年間隔 1.0%）となっている。 

 ４か町村における生産農業所得の増加率は、蒜山地域と比べて川上村（28.8% ）と八束

村（21.4% ）は上回り、一方、中和村と湯原町はそれぞれ 29.7% 、23.7% の減少となって

いる。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における生産農業所得の町村別シェアをみると、平成

１６年の１２億３千万円は八束村 41.5% 、川上村 35.0% 、湯原町 16.2% 、中和村 7.3%の

順になっている。 

 一方、岡山県における生産農業所得は、昭和４０年に５４２億３千３００万円、平成１

６年には３８１億円に減少し、３６年間の減少率は 29.8% （５年間隔△4.1% ）となり、蒜

山地域の 7.5%増加と対照的である。 

 次に蒜山地域における生産農業所得の対岡山県比をみると、昭和４０年に 2.11% 、平成

１６年には 3.23% に上昇している。 

 ２２２２ 農家農家農家農家１１１１戸当戸当戸当戸当たたたたりりり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増加増加増加増加 
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 蒜山地域における農家１戸当たり生産農業所得は、昭和４３年に５２万８千円、平成１

６年には８９万１千円に増加し、３６年間の増加率は 68.8% （５年間隔 9.6%）となってい

る。 

 ４か町村における農家１戸当たり生産農業所得の増加率は、蒜山地域と比べて川上村

（105.8%）と八束村（105.2%）は上回り、反対に湯原町（23.1% ）と中和村（4.6%）は下

回っている。 

 以上の推移経過のもとで平成１６年の農家１戸当たり生産農業所得における町村間差異

を、蒜山地域の同農業所得を 1.00 とした指数で示すと、八束村 1.52、川上村 1.44、中和

村 0.62、湯原町 0.43 の順になっている。 

 一方、岡山県における農家１戸当たり生産農業所得は、昭和４３年に３５万２千円、平

成１６年には４５万１千円に増加し、３６年間の増加率は 28.1% （５年間隔 3.9%）となり、

蒜山地域と比べて 40.7 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における農家１戸当たり生産農業所得を岡山県と比較するため岡山県の同

所得を 1.00 とした指数でみると昭和４３年に 1.50、平成１６年には 1.98 となっている。 

 ３３３３ 耕地耕地耕地耕地１０１０１０１０ａａａａ当当当当たりたりたりたり生生生生産農業所得産農業所得産農業所得産農業所得のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における耕地１０ａ当たり生産農業所得は、昭和４３年に４万６千円、平成１

６年には４万５千円に減少し、３６年間の減少率は 2.2%（５年間隔△0.3）となっている。 

 ４か町村における耕地１０ａ当たり生産農業所得の３６年間の減少率は、蒜山地域と比

べて中和村（△29.8%）は上回り、一方、湯原町、川上村及び八束村はそれぞれ 13.2% 、5.9%、

2.1%の増加となっている。 

 以上の推移経過のもとでの平成１６年の耕地１０ａ当たり生産農業所得における町村間

差異を、蒜山地域の同農業所得を 1.00 とした指数で示すと、川上村 1.20、八束村 1.07、

湯原町 0.96、中和村 0.73 の順になっている。 

 一方、岡山県における耕地１０ａ当たり生産農業所得は、昭和４３年に４万６千円、平

成１６年には５万４千円に増加し、３６年間の増加率は 17.4% （５年間隔 2.4%）となり、

蒜山地域における 2.2%減少と対照的である。 

 次に蒜山地域における耕地１０ａ当たり生産農業所得を岡山県と比較するため岡山県の

同所得を1.00とした指数でみると昭和４３年に1.00、平成１６年には0.83となっている。 

 ４４４４ 農業専農業専農業専農業専従者従者従者従者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増加増加増加増加 

 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、昭和４３年に２７万１千円、

平成１６年には８０万６千円に増加し、３６年間の増加率は 197.4%（５年間隔 22.8% ）と

なっている。 

 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増加率は、蒜山地域と比べて川

上村（225.5%）と八束村（211.1% ）は上回り、反対に湯原町（181.8%）と中和村（157.3% ）

は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで平成１６年の農業専従者１人当たり生産農業所得における町村

間差異を、蒜山地域の同農業所得を 1.00 とした指数で示すと、八束村 1.32、川上村 1.25、

中和村 0.83、湯原町 0.59 の順になっている。 

 一方、岡山県における農業専従者１人当たり生産農業所得は、昭和４３年に２１万２千

円、平成１６年には８４万７千円に増加し、３６年間の増加率は 299.5%（５年間隔 41.6% ）

となり、蒜山地域を 102.1 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における農業専従者１人当たり生産農業所得を岡山県と比較するため岡山

県の同所得を 1.00 とした指数でみると昭和４３年に 1.28、平成１６年には 0.95 となって

いる。 

 

  第第第第８８８８項項項項 農業経営組織農業経営組織農業経営組織農業経営組織のののの変容変容変容変容 

 農業センサスでは農産物販売金額１位作目の金額規模により、農業経営組織を単一経営、

準単一複合経営、複合経営に区分している。 

 農業センサスにおける対象農家は昭和４０～６０年は総農家、平成２～１７年は販売農

家からなり、本項では両期間（昭和年代と平成年代）における農業経営組織の変容につい
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て、経営組織別農家数及び同組織別農家数構成比の側面から記述する。 

 なお、上記した経営組織区分は農産物販売金額１位作目の金額が総販売金額に占める割

合が、昭和４０年の場合、単一経営組織は６割以上、準単一複合経営組織は３割以上６割

未満、複合経営組織は３割未満、一方、同６０年以降はそれぞれ８割以上、６割以上８割

未満、６割未満とされている。 

 １１１１ 農業経営組織別農家数農業経営組織別農家数農業経営組織別農家数農業経営組織別農家数のののの推移推移推移推移 

 １１１１－－－－１１１１ 単一経営農家数単一経営農家数単一経営農家数単一経営農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における単一経営農家数は、昭和４０年に 1,265 戸、同６０年には 1,008 戸に

減少し、２０年間の減少率は 20.3% （５年間隔△5.1% ）となっている。一方、平成２年に

９４８戸、同１７年には６８５戸と減少し、１５年間の減少率は 27.7% （５年間隔△9.3% ）

となっている。 

 ４か町村における単一経営農家数の昭和年代における減少率は、蒜山地域と比べて八束

村（△29.2%）、川上村（△28.3%）及び中和村（△24.7%）は上回り、反対に湯原町（△2.6% ）

は著しく下回っている。一方、平成年代における減少率は、蒜山地域と比べて中和村（△

37.4%）と八束村（△27.8%）は上回り、反対に湯原町（△26.6%）と川上村（△24.1%）は下

回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における単一経営農家数の町村別シェアをみると、昭

和６０年の農家数 1,008 戸は湯原町 36.9% 、八束村 28.2% 、川上村 21.9% 、中和村 13.0% 

の順になり、平成１７年の農家数６８５戸は湯原町 34.8% 、八束村 29.6% 、川上村 24.4% 、

中和村 11.2% の順になっている。 

 一方、岡山県における単一経営農家数は、昭和４０年に 70,147 戸、同６０年に 77,422

戸に増加し、２０年間の増加率は 10.4% （５年間隔 2.6%）となり、蒜山地域の 20.3% 減

少と対照的である。他方、平成２年に 57,551 戸、同１７年には 36,463 戸に減少し、１５

年間の減少率は 36.6% （５年間隔△12.2%）となり、蒜山地域を 8.9 ポイント上回ってい

る。 

 次に蒜山地域における単一経営農家数の対岡山県比をみると、昭和４０年に 1.80% 、同

６０年には 1.30% に低下し、一方、平成２年に 1.65% 、同１７年には 1.88% に上昇して

いる。 

 １１１１－－－－２２２２ 準単一複合経営農家数準単一複合経営農家数準単一複合経営農家数準単一複合経営農家数のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における準単一複合経営農家数は、昭和４０年に４４戸、同６０年には４５７

戸に増加し、２０年間の増加率は 938.6%（５年間隔 243.6%）となっている。一方、平成２

年には３６４戸、同１７年には１３６戸と減少し、１５年間の減少率は 62.6% （５年間隔

△20.9%）となっている。 

 ４か町村における準単一複合経営農家数の昭和年代における増加率は、蒜山地域と比べ

て川上村（1,450.03% ）と八束村（1,116.7%）は上回り、反対に湯原町（516.7%）と中和

村（25.0% ）は下回っている。一方、平成年代における減少率は、蒜山地域と比べて湯原

町（△82.5%）と中和村（△73.7%）は上回り、反対に八束村（△54.5%）と川上村（△48.0%）

は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における準単一複合経営農家数の町村別シェアをみる

と、昭和６０年の農家数４５７戸は湯原町%32.4 、八束村 32.0% 、川上村 27.1% 、中和村

8.5%の順になり、平成１７年の農家数１３６戸は八束村 41.2% 、川上村 38.2% 、湯原町

13.2% 、中和村 7.4%の順になっている。 

 一方、岡山県における準単一複合農家数は、昭和４０年に 1,838 戸、同６０年には 18,351

戸に増加し、２０年間の増加率は 898.4%（５年間隔 224.6%）となり、蒜山地域を 40.2 ポ

イント下回っている。他方、平成２年に 14,797 戸、同１７年には 7,093 戸に減少し、１

５年間の減少率は 52.1%（５年間隔△17.4 ）となり、蒜山地域を 10.5 ポイント下回ってい

る。 

 次に蒜山地域における準単一複合経営農家数の対岡山県比をみると、昭和４０年に

2.39% 、同６０年には 2.49% と僅差ながら上昇し、一方、平成２年に 2.46% 、同１７年に

は 1.92% に急落している。 
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 １１１１－－－－３３３３ 複合経営農家数複合経営農家数複合経営農家数複合経営農家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における複合経営農家数は、昭和４０年に２５７戸、同６０年には９８戸に減

少し、２０年間の減少率は 61.9%（５年間隔△15.5%）となっている。一方、平成２年に６

８戸、同１７年には３８戸に減少し、１５年間の減少率は 44.1%（５年間隔△14.7%）とな

っている。 

 ４か町村における複合経営農家数の昭和年代の減少率は、蒜山地域と比べて川上村（△

74.8%）、中和村（△73.7%）及び八束村（△63.5%）は上回り、反対に湯原町は 50.0% の増

加となっている。一方、平成年代の減少率は、蒜山地域と比べて中和村（△83.3%）と湯原

町（△73.1%）は上回り、反対に川上村（△28.6%）と八束村（±0% ）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとでの４か町村における複合経営農家数の町村別シェアをみると、

昭和６０年の農家数９８戸は湯原町 36.8% 、八束村 31.6% 、川上村 26.5% 、中和村 5.1%

の順になり、平成１７年の農家数３８戸は川上村と八束村各 39.5% 、湯原町 18.4% 、中和

村 2.6%の順になっている。 

 一方、岡山県における複合経営農家数は、昭和４０年に 12,699 戸、同６０年には 4,651 

戸に減少し、２０年間の減少率は 63.4% （５年間隔△15.9%）となり、蒜山地域と比べて

1.5 ポイント上回っている。他方、平成２年に 3,413 戸、同１７年には 1,665 戸に減少し、

１５年間の減少率は 51.2% （５年間隔△17.1%）となり、蒜山地域を 7.1 ポイント上回っ

ている。 

 次に蒜山地域における複合経営農家数の対岡山県比をみると、昭和４０年に 2.02% 、同

６０年には 2.11% に上昇し、一方、平成２年に 1.99% 、同１７年には 2.28% に上昇して

いる。 

 ２２２２ 農業経営組織別農家数構成比農業経営組織別農家数構成比農業経営組織別農家数構成比農業経営組織別農家数構成比のののの推移推移推移推移 

 昭和年代における４０年と６０年、一方、平成年代における２年と１７年のそれぞれの

両時点間における農業経営組織別農家数構成比、すなわち単一経営農家、準単一複合経営

農家、複合経営農家シェアの推移パタ－ンと同農家シェア水準の推移に関する概要は以下

のとおりである。なお、農家シェアは小数点以下四捨五入のため内訳と計は一致しない場

合がある。 

 （１） 蒜山地域 

 蒜山地域と岡山県における農業経営組織別農家数構成比（以下、農家シェア）の昭和年

代と平成年代のそれぞれ両時点間にみられる推移パタ－ンには以下のような共通性がある

が、一方、農家シェア水準には大半の時点でかなりの差異がみられる。 すなわち推移パ

タ－ンの共通性は、単一経営農家シェアは昭和年代に縮小し、平成年代には拡大し、準単

一複合経営農家シェアは昭和年代に拡大し、平成年代には縮小し、複合経営農家シェアは

昭和年代に縮小し、平成年代には変化はみられない。 

 以上の推移経過のもとでの単一経営農家－準単一複合経営農家－複合経営農家シェア

は、昭和４０年に蒜山地域は８１％－３％－１６％、岡山県は８２％－２％－１５％、平

成１７年には蒜山地域は８０％－１６％－５％、岡山県は８１％－１６％－４％となり、

各農家シェア水準は近似している。 

 一方、昭和６０年と平成２年の両時点における農家シェア水準に違いがみられ、単一経

営農家シェアは岡山県の方が上回り、反対に準単一複合経営シェアは蒜山地域が上回り、

複合経営農家シェアは同水準となっている。すなわち単一経営農家、準単一複合経営農家、

複合経営農家の各シェアは、以上の農家順に昭和６０年に蒜山地域は６５％－２９％－６

％、岡山県は７７％－１８％－５％、平成２年には蒜山地域は６９％－２６％－５％、岡

山県は７６％－２０％－５％となっている。 

 （２） ４か町村 

 ４か町村における農業経営組織別農家数構成比（以下、農家シェア）は蒜山地域や岡山

県と類似のパタ－ンで推移している。すなわち単一経営農家シェアは昭和年代に縮小し、

平成年代には拡大し、準単一複合経営農家シェアは昭和年代に著しく拡大し、平成年代に

は縮小し、複合経営農家シェアは昭和年代に縮小し、平成年代に変化はみられない。 

 一方、農家シェア水準における町村間差異は昭和年代及び平成年代の各時点において顕
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著である。すなわち単一経営農家シェアは各時点において中和村が最高となり、湯原町、

八束村、川上村の順に低下している。準単一複合経営農家シェアは昭和４０年を除く３時

点において川上村が最高となり、最低の町村は同６０年に中和村、平成２年に中和村と湯

原町、同１７年には湯原町となっている。複合経営農家シェアは両年代の各時点で川上村

が最高、中和村は最低となっている。 

 以上の推移経過のもとでの各町村における単一経営、準単一複合経営、複合経営の農家

シェアの概数を以上の農家順に列記すると以下のとおりである。なお、小数点以下四捨五

入のため内訳と計は一致しない場合もある。 

 昭和年代の場合、昭和４０年に川上村：７４％－２％－２５％、八束村：８１％－２％

－１７％、中和村：９０％－０％－１０％、湯原町：８４％－５％－１１％となり、同６

０年には川上村：６０％－３３％－７％、八束村：６２％－３２％－７％、中和村：７５

％－２２％－３％、湯原町：６７％－２７％－７％となっている。 

 平成年代の場合、平成２年に川上村：６５％－２９％－６％、八束村：６７％－２９％

－４％、中和村：７４％－２３％－４％、湯原町：７２％－２３％－６％となり、同１７

年には川上村：７１％－２２％－６％、八束村：７４％－２０％－６％、中和村：８８％

－１１％－１％、湯原町：９１％－７％－３％となっている。 

 ３３３３ 単一経営農家単一経営農家単一経営農家単一経営農家におけるにおけるにおけるにおける作目別農家数構成比作目別農家数構成比作目別農家数構成比作目別農家数構成比のののの推移推移推移推移 

 上記した単一経営農家シェアは準単一複合経営農家と複合経営農家の合計シェアを大幅

に上回っている。本項では単一経営農家における農産物販売金額１位を占める作目別農家

数構成比の推移状況をみるため、昭和年代の４０年と６０年、平成年代の２年と１７年の

それぞれ両時点における農家シェア１～５位の作目を以下に列記する。なお、昭和年代は

総農家、平成年代は販売農家を対象とした農家シェアであり、小数点以下四捨五入のため

内訳と計は一致しない場合があり、０％は 0.5%未満、雑穀等には雑穀、いも類、まめ類を

含む。 

 （１） 蒜山地域と岡山県 

 蒜山地域 

  昭和４０年 

稲（７３％）－乳用牛（１２％）－野菜（８％）－工芸作物（５％）－施設園芸（０％） 

  昭和６０年 

稲（７７％）－野菜（１２％）－乳用牛（５％）－その他作物（３％）－工芸作物、 

雑穀等、施設園芸、肉用牛（各１％） 

  平成２年 

稲（７７％）－野菜（１４％）－乳用牛（６％）－施設園芸、肉用牛、        そ

の他作物（各１％） 

  平成１７年 

稲（７３％）－野菜、乳用牛（各８％）－花卉、雑穀等（各３％） 

 

 岡山県 

  昭和４０年 

稲（６３％）－工芸作物（２１％）－果樹（４％）－乳用牛（３％）－野菜（２％） 

  昭和６０年 

稲（７９％）－果樹（４％）－野菜、工芸作物、雑穀等（各３％） 

  平成２年 

稲（８４％）－野菜、果樹（各３％）－工芸作物、乳用牛、施設園芸（各２％） 

  平成１７年 

稲（８３％）－果樹（８％）－野菜（３％）－工芸作物、乳用牛、施設園芸、 

雑穀等（各１％） 

 上記した単一経営農家における農産物販売金額３位以上の作目別農家シェア合計値を昭

和年代は４０年－６０年、平成年代は２年－１７年の順に列記すると、昭和年代は蒜山地

域９３％－９４％、岡山県８８％－８６％、平成年代は蒜山地域９７％－８９％、岡山県
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８９％－９４％となっている。 

 以上の作目別農家シェア合計値のうち１位の稲農家シェアをみると、昭和年代は蒜山地

域７３％－７７％、岡山県６３％－７９％、平成年代は蒜山地域７７％－７３％、岡山県

８４％－８３％となり、蒜山地域と岡山県はともに経年的に昭和年代は拡大し、反対に平

成年代は縮小し、平成年代の稲作農家シェアは岡山県の方が大幅に上回っている。 

 次いで作目別農家シェア２位、３位作目をみると、蒜山地域では昭和年代の両時点間で

交代が起こり、前時点は乳用牛（１２％）－野菜（８％）、後時点には野菜（１２％）－

乳用牛（５％）となり、平成年代は両時点間に変化はなく、前時点は野菜（１４％）－乳

用牛（６％）、後時点は野菜（８％）－乳用牛（８％）となっている。 

 一方、岡山県では昭和年代の両時点間で交代が起こり、前時点は工芸農作物（２１％）

－果樹（４％）、後時点は果樹（４％）－工芸農作物、野菜、雑穀等（各３％）となり、

平成年代は前時点では果樹、野菜（各３％）－工芸農作物、施設園芸、乳用牛（各２％）、

後時点は果樹（８％）－野菜（３％）となっている。 

 以上のように蒜山地域における２位、３位作目は乳用牛と野菜に集中し、一方、岡山県

の場合は果樹、工芸農作物、野菜等に集中し、それらの農家シェア水準は概ね蒜山地域を

下回っている。 

 （２） ４か町村 

 川上村 

  昭和４０年 

稲（７２％）－乳用牛（１４％）－野菜（８％）－工芸作物（６％）－施設園芸（０％） 

  昭和６０年 

稲（６２％）－野菜（２１％）－乳用牛（１２％）－施設園芸（２％）－肉用牛、   

   その他の作物（各１％） 

  平成２年 

稲（５９％）－野菜（２３％）－乳用牛（１４％）－その他の作物（２％）－     肉

用牛（１％） 

  平成１７年 

稲（４１％）－乳用牛（１７％）－野菜（１５％）－雑穀等（１１％）－花卉（８％）  

 

 八束村 

  昭和４０年 

稲（７０％）－野菜（１９％）－乳用牛（１０％）－工芸作物（２％）－５位不詳 

  昭和６０年 

稲（７０％）－野菜（２４％）－乳用牛（４％）－雑穀等（１％）－５位不詳 

  平成２年 

稲（６８％）－野菜（２６％）－乳用牛（５％）－果樹（０％）－５位不詳 

  平成１７年 

稲（７１％）－野菜（１６％）－乳用牛（９％）－工芸作物、施設園芸、果樹（各１％） 

 

 中和村 

  昭和４０年 

稲（９７％）－野菜、乳用牛、工芸作物（各１％） 

  昭和６０年 

稲（９８％）－野菜（１％） 

  平成２年 

稲（９４％）－野菜（５％） 

  平成１７年 

稲（９５％）－２位以下不詳 

 

 湯原町 
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  昭和４０年 

稲（６５％）－乳用牛（１９％）－工芸作物（１０％）－その他の作物（１％）－   

  ５位不詳 

  昭和６０年 

稲（８５％）－その他の作物（６％）－乳用牛、肉用牛（各３％）－工芸作物（２％） 

  平成２年 

稲（８９％）－乳用牛、肉用牛（各３％）－施設園芸、工芸作物、雑穀等、      

     その他の作物（各１％） 

  平成１７年 

稲（９０％）－乳用牛、肉用牛（各３％）－施設園芸（２％）－雑穀等（１％） 

 以上で列記した単一経営農家における農産物販売金額３位以上の作目別農家の合計シェ

アを昭和年代は４０年－６０年、平成年代は２年－１７年の順に列記すると以下のとおり

である。 

 昭和年代は川上村９４％－９５％、八束村９９％－９８％、中和村１００％－９９％、

湯原町９４％－９７％、一方、平成年代は川上村９６％－７３％、八束村９９％－９６％、

中和村９９％－９５％、湯原町９５％－９６％となり、各町村とも概ね９５％以上を占め、

そのなかでとくに八束村と中和村は昭和年代と平成年代の前時点において概ね９９％とな

り、川上村は平成年代の後時点で７３％と低水準になっている。 

 上記した３位以上作目別農家シェアのなかの稲作農家シェアをみると、昭和年代は川上

村７２％－６２％、八束村７０％－７０％、中和村９７％－９８％、湯原町６５％－８５

％、平成年代は川上村５９％－４１％、八束村６８％－７１％、中和村９４％－９５％、

湯原町８９％－９０％となっている。 

 以上のように稲作農家シェアは各町村において首位を占め、そのなかで中和村は昭和及

び平成年代を通して概ね９５％以上と突出している。川上村は概ね６０％以下の最低水準

を示し、そのなかで平成年代は経年的に著しく縮小し４１％となっている。湯原町は中和

村に次いで稲作農家シェアは低く、同農家シェアは昭和年代に著しく拡大し８５％となり、

平成年代は概ね９０％の水準を維持している。八束村は川上村に次いで低水準を示し、昭

和及び平成年代を通して概ね７０％を維持している。 

 一方、作目別農家シェアの２位、３位作目をみると以下のとおりである。 

 川上村は昭和及び平成年代のそれぞれ両時点間で２位と３位作目の交代が起こり、昭和

年代の前時点は乳用牛（１４％）－野菜（８％）、後時点は野菜（２１％）－乳用牛（１

２％）、一方、平成年代の前時点は野菜（２３％）－乳用牛（１４％）、後時点は乳用牛

（１７％）－野菜（１５％）となっている。 

 八束村の２位、３位作目は昭和及び平成年代のそれぞれ両時点において野菜－乳用牛と

なり、その農家シェアは昭和年代の前時点１９％－１０％、後時点２４％－４％、平成年

代の前時点２６％－５％、後時点１６％－９％となっている。 

 中和村の２位作目は昭和及び平成年代の前時点では野菜となり、一方、３位に該当する

作目は前後両時点で存在せず、しかも平成年代の後時点では２位に該当の作目もみられな

い。すなわち昭和年代の前時点は野菜、乳用牛、工芸農作物（各１％）、後時点は野菜（１

％）、平成年代の前時点は野菜（５％）となっている。 

 湯原町の２位、３位作目は昭和年代の前後両時点間に違いがみられ、一方、平成年代は

前後両時点において３位に該当の作目は存在しない。すなわち昭和年代の前時点は乳用牛

（１９％）－工芸農作物（１０％）、後時点はその他の作物（６％）－乳用牛（３％）と

なり、平成年代の前後両時点は乳用牛、肉用牛（各３％）となっている。 

 以上のように中和村と湯原町の２位、３位作目の農家シェア水準は川上村及び八束村と

比べて超大幅に下回っている。 

 

  第第第第９９９９項項項項 林業経営林業経営林業経営林業経営のののの衰退衰退衰退衰退 

 林業経営の衰退について、昭和３５年以降１０年ごとに公表される農業センサス（林業

編）、一部は５年ごとに公表される農業センサス資料に基づき、農家林家数、保有山林面
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積、農家林家における主業の動向と世帯員の林業従事状況、林産物販売林家の動向等の側

面から記述する。なお、センサス調査の対象農家林家は平成２年までは保有山林面積１０a 

以上、平成１２年は１ha 以上となり、同２年とは厳密には連結しないため、同１２年は付

記にとどめる。 

 １１１１ 林家林家林家林家とととと農家林家数農家林家数農家林家数農家林家数のののの減少減少減少減少 

 林家とは世帯である林業事業体をいい、農家林家と非農家林家を総称し、そのうち農家

林家とは農家である世帯をいう。 

 １１１１－－－－１１１１ 林家数林家数林家数林家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における林家数は、昭和３５年に 1,812 戸、平成２年には 1,698 戸に減少し、

３０年間の減少率は 6.3%（１０年間隔△2.1% ）となっている。なお、平成１２年には 1,047 

戸と記録されている。 

 ４か町村における林家数の減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△19.8%）と湯原町（△

17.0%）は上回り、一方、八束村と川上村はそれぞれ 29.1% 、2.8%の増加となっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における林家数の町村別シェアをみると、平成２年の

1,698 戸は湯原町 45.5% 、八束村 22.5% 、川上村 19.8% 、中和村 12.2% の順になってい

る。なお、平成１２年における 1,047 戸の町村別シェアは湯原町 54.4% 、川上村 17.5% 、

中和村 14.2% 、八束村 13.8% の順になっている。 

 一方、岡山県における林家数は、昭和３５年に 93,412 戸、平成２年には 83,779 戸に減

少し、３０年間の減少率は 10.3%（１０年間隔△3.4% ）となり、蒜山地域と比べて 4.0 ポ

イント上回っている。なお、平成１２年には 37,282 戸と記録されている。 

 次に蒜山地域における林家数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.94% 、平成２年に

は 2.03% に上昇し、同１２年は 2.81% となっている。 

 １１１１－－－－２２２２ 農家林家数農家林家数農家林家数農家林家数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における農家林家数は、昭和３５年に 1,699 戸、平成２年には 1,327 戸に減少

し、３０年間の減少率は 21.9%（１０年間隔 7.3%）となっている。なお、平成１２年には

８３１戸と記録されている。 

 ４か町村における農家林家数の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△32.6%）と中和村

（△30.9%）は上回り、反対に川上村（△11.1%）は下回り、一方、八束村は 4.1%の増加とな

っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における農家林家数の町村別シェアをみると、平成２

年の 1,327 戸は湯原町 42.1% 、八束村 23.0% 、川上村 21.9% 、中和村 13.0% の順になっ

ている。なお、平成１２年の８３１戸の町村別シェアは湯原町 52.1% 、川上村 18.3% 、中

和村 15.5% 、八束村 14.1% の順になっている。 

 一方、岡山県における農家林家数は、昭和３５年に 90,047 戸、平成２年には 61,826 戸

に減少し、３０年間の減少率は 31.3% （１０年間隔△10.4%）となり、蒜山地域と比べて

9.4 ポイント上回っている。なお、平成１２年には 26,805 戸と記録されている。 

 次に蒜山地域における農家林家数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 1.89% 、平成２

年には 2.15% に上昇し、同１２年は 3.10% となっている。 

 ２２２２ 農家林家数割合農家林家数割合農家林家数割合農家林家数割合のののの推移推移推移推移 

 ２２２２－－－－１１１１ 農家林家数農家林家数農家林家数農家林家数のののの林家数林家数林家数林家数にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合のののの縮小縮小縮小縮小 

 蒜山地域における農家林家数の林家数に占める割合（以下、林家対農家林家シェア）は、

昭和３５年に93.8% 、平成２年には78.2% に縮小し、縮小幅は15.7ポイント（縮小率16.7% ）

となっている。なお、平成１２年には 79.4% と記録されている。 

 ４か町村における林家対農家林家シェアは、蒜山地域と比べて昭和３５年は川上村

（99.7% ）、八束村（99.0% ）及び中和村（96.5% ）は上回り、反対に湯原町（89.3% ）

は下回っている。一方、平成２年の同シェアは、蒜山地域と比べて川上村（86.3% ）、中

和村（83.1% ）及び八束村（79.8% ）は上回り、反対に湯原町（72.4% ）は下回っている。

以上のように同世帯シェアは両時点間で縮小し、縮小幅は八束村 19.2 ポイント（縮小率

19.4% ）、湯原町 16.9 ポイント（同 18.9% ）、中和村 13.4 ポイント（同 13.9% ）、川上

村 13.4 ポイント（同 13.4% ）の順になっている。 
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 なお、平成１２年の同世帯シェアは蒜山地域と比べて中和村（86.6% ）、川上村（83.1% ）

及び八束村（80.7% ）は上回り、反対に湯原町（76.0% ）は下回っている。 

 一方、岡山県における林家対農家林家シェアは、昭和３５年に96.4% 、平成２年には73.8% 

と縮小し、縮小幅は 22.6 ポイント（縮小率 23.4% ）となっている。以上の世帯シェアは

蒜山地域と比べて前時点では 2.6 ポイント上回り、反対に後時点では 4.3 ポイント下回っ

ている。なお、平成１２年の同世帯シェアは 71.9% と記録され、蒜山地域を 7.5 ポイント

下回っている。 

 ２２２２－－－－２２２２ 農家林家数農家林家数農家林家数農家林家数のののの農家数農家数農家数農家数にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合のののの拡大拡大拡大拡大 

 蒜山地域における農家林家数の農家数に占める割合（以下、農家対農家林家シェア）は、

昭和３５年に69.7% 、平成２年には80.9% に拡大し、拡大幅は11.2ポイント（拡大率16.1% ）

となっている。なお、平成１２年の同世帯シェアは 83.2% と記録されている。 

 ４か町村における農家対農家林家シェアは、蒜山地域と比べて昭和３５年は中和村

（92.9% ）と湯原町（91.2% ）は上回り、反対に川上村（56.6% ）と八束村（43.0% ）は

下回っている。一方、平成２年の同世帯シェアは蒜山地域と比べて湯原町（95.1% ）と中

和村（94.0% ）は上回り、反対に川上村（73.6% ）と八束村（64.2% ）は下回っている。

以上のように世帯シェアは両時点間において拡大し、拡大の幅は八束村 21.2 ポイント（拡

大率 49.3% ）、川上村 17.0 ポイント（同 30.0% ）、湯原町 3.9 ポイント（同 4.3%）、中

和村 1.1 ポイント（同 1.2%）の順となっている。なお、平成１２年の同世帯シェアは、蒜

山地域と比べて湯原町（83.9% ）は極僅差ながら上回り、反対に中和村（81.6% ）、川上

村（45.2% ）及び八束村（30.8% ）は下回っている。 

 一方、岡山県における農家対農家林家シェアは、昭和３５年に52.2% 、平成２年には56.0% 

に拡大し、拡大幅は 3.8 ポイント（拡大率 7.3%）となっている。以上の世帯シェアは蒜山

地域と比べて前時点で 17.5 ポイント、後時点で 24.9 ポイント下回っている。なお、平成

１２年には 29.8% と記録され、蒜山地域を 53.4 ポイント下回っている。 

 ３３３３ 保有山林面積保有山林面積保有山林面積保有山林面積のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における林家（農家林家と非農家林家）の保有山林面積は、昭和３５年に

5,358ha 、平成２年には 6,344ha に増加し、３０年間の増加率は 18.4% （５年間隔 3.1%）

となっている。なお、平成１２年には 6,344ha と記録されている。 

 ４か町村における保有山林面積の増加率は、蒜山地域と比べて八束村（65.8% ）と湯原

町（20.8% ）は上回り、反対に中和村（16.0% ）は下回り、一方、川上村は 11.9% の減少

となっている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における保有山林面積の町村別シェアをみると、平成

２年の 6,344ha は湯原町 62.7% 、川上村 12.8% 、中和村 12.6% 、八束村 11.9% の順にな

っている。なお、平成１２年の 6,650ha の町村別シェアは湯原町 53.0% 、中和村 24.7% 、

川上村 12.5% 、八束村 9.8%の順になっている。 

 一方、岡山県における保有山林面積は、昭和３５年に166,656ha 、平成２年には194,697ha 

と増加し、３０年間の増加率は 16.8% （５年間隔 2.8%）となり、蒜山地域と比べて 1.6 

ポイント下回っている。なお、平成１２年の同面積は 164,337ha と記録されている。 

 次に蒜山地域における保有山林面積の対岡山県比をみると、昭和３５年に 3.22% 、平成

２年には 3.26% と概ね横ばい状態となり、同１２年は 4.05% となっている。 

 以上で記述した保有山林の林家１戸当たり面積をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域における１戸当たり面積は、昭和３５年に 2.96ha、平成２年には 3.73ha に増

加し、３０年間の増加率は 26.0%（５年間隔 4.3%）となっている。なお、平成１２年には

6.35ha と記録されている。 

 ４か町村における１戸当たり面積は、昭和３５年に湯原町 3.53ha、川上村 2.81ha、中和

村 2.66ha、八束村 1.54ha の順になり、平成２年にはそれぞれ 5.15ha、3.82ha、2.41ha、

1.98ha と増加している。以上の増加率は蒜山地域と比べて湯原町（45.9% ）、中和村（43.6% ）

及び八束村（28.6% ）は上回り、一方、川上村は 14.2% の減少となっている。なお、平成

１２年には中和村 11.01ha 、湯原町 6.19ha、川上村 4.54ha、八束村 4.48ha の順になって

いる。 
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 一方、岡山県における林家１戸当たり保有山林面積は、昭和３５年に 1.78ha、平成２年

には 2.32ha に増加し、３０年間の増加率は 30.3% （５年間隔 5.1%）となり、蒜山地域と

比べて 4.3 ポイント上回っている。なお、平成１２年には 4.41ha と記録され、蒜山地域

を 1.94ha 下回っている。 

 ４４４４ 農家林家農家林家農家林家農家林家におけるにおけるにおけるにおける主業主業主業主業のののの動向動向動向動向 

 農業センサスによると農家林家の主業とは世帯の生計を主として支える仕事をいい、２

つ以上の異なる仕事がある場合は所得の最も多い方を主業としている。その仕事は自営業

と非自営業に大別され、前者は林業、農業、その他、後者は恒常的勤務、出稼ぎ、日雇・

臨時雇に区分されている。上記に関する資料は平成４５年に初めて記録され、なお、平成

１２年は自営業を林業とその他に区分し、農業はその他に含まれている。 

 ４４４４－－－－１１１１ 自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における農家林家世帯のうち自営業世帯数は、昭和４５年に 1,219 世帯、平成

２年には５３１世帯に減少し、２０年間の減少率は 56.4% （１０年間隔△28.2%）となって

いる。なお、１２年には２６０世帯と記録されている。 

 ４か町村における自営業世帯数の２０年間の減少率は、蒜山地域と比べて中和村（△

77.7%）と湯原町（△70.4%）は上回り、反対に川上村（△37.7%）と八束村（△33.7%）は下

回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における自営業世帯数の町村別シェアをみると、平成

２年の５３１世帯は川上村 33.3% 、八束村 30.9% 、湯原町 28.1% 、中和村 7.7%の順にな

っている。なお、平成１２年の２６０世帯の町村別シェアは湯原町 66.3% 、川上村 14.6% 、

中和村 12.7% 、八束村 5.8%の順になっている。 

 一方、岡山県における自営業世帯数は、昭和４５年に 49,752 世帯、平成２年には 19,303

世帯に減少し、２０年間の減少率は 61.2% （１０年間隔△30.6%）となり、蒜山地域を 4.8 

ポイント上回っている。なお、平成１２年には 6,284 世帯と記録されている。 

 次に蒜山地域における自営業世帯数の対岡山県比をみると、昭和４５年に 2.45% 、平成

２年には 2.75% に上昇し、同１２年は 4.14% となっている。 

 ４４４４－－－－２２２２ 非自営業世帯数非自営業世帯数非自営業世帯数非自営業世帯数のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における非自営業世帯数は、昭和４５年に３９０世帯、平成２年には７９６世

帯に増加し、２０年間の増加率は 104.1%（１０年間隔△52.1%）となっている。なお、平成

１２年には３１９世帯と記録されている。 

 ４か町村における非自営業世帯数の２０年間の増加率は、蒜山地域と比べて八束村

（243.9%）、中和村（147.2%）及び川上村（140.4%）は上回り、反対に湯原町（65.0% ）

は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における非自営業世帯数の町村別シェアをみると、平

成２年の７９６世帯は湯原町 51.6% 、八束村 17.7% 、中和村 16.5% 、川上村 14.2% の順

になっている。なお、平成１２年の３１９世帯は湯原町 63.9% 中和村 14.4% 八束村 11.3% 、

川上村 11.0% 順になっている。 

 一方、岡山県における非自営業世帯数は、昭和４５年に35,236世帯、平成２年には42,523

世帯に増加し、２０年間の増加率は 20.7% （１０年間隔 10.3% ）となり、蒜山地域と比べ

て 83.4 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 7,433 世帯と記録されている。 

 次に蒜山地域における非自営業世帯数の対岡山県比をみると、昭和４５年に 1.11% 、平

成２年には 1.87% に上昇し、平成１２年は 4.29% となっている。 

 ４４４４－－－－３３３３ 自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数自営業世帯数のののの農家林家数農家林家数農家林家数農家林家数にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合のののの縮小縮小縮小縮小 

 蒜山地域における自営業世帯数の農家林家数に占める割合（以下、農家林家対自営業世

帯シェア）は、昭和４５年に 75.8% 、平成２年には 40.0% に縮小し、縮小幅は 35.8 ポイ

ント（縮小率 47.2% ）となっている。なお、平成１２年には 48.6% と記録されている。 

 ４か町村における農家林家対自営業世帯シェアは、蒜山地域と比べて昭和４５年に川上

村と八束村（各 85.8% ）及び中和村（77.6% ）は上回り、反対に湯原町（66.9% ）は下回

っている。一方、平成２年には蒜山地域と比べて川上村（61.0% ）と八束村（53.8% ）は

上回り、反対に湯原町（26.6% ）と中和村（23.8% ）は下回っている。以上のように同世
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帯シェアは両時点間において縮小し、縮小幅は中和村 53.8 ポイント（縮小率 69.3% ）、

湯原町 40.3 ポイント（同 60.2% ）、八束村 32.0 ポイント（同 37.3% ）、川上村 24.8 ポ

イント（同 28.9% ）の順になっている。なお、平成１２年の同世帯シェアは、蒜山地域と

比べて湯原町（52.4% ）と川上村（52.1% ）上回り、反対に中和村（41.8% ）と八束村（29.4% ）

は下回っている。 

 一方、岡山県における農家林家対自営業世帯シェアは、昭和４５年に 58.5% 、平成２年

には 31.2% に縮小し、縮小幅は 27.3 ポイント（縮小率 46.7% ）となっている。以上の世

帯シェアは蒜山地域と比べて前時点では 17.3 ポイント、後時点では 8.8 ポイント下回っ

ている。なお、平成１２年の同世帯シェアはは 45.8% と記録され、蒜山地域と比べて 2.8 

ポイント下回っている。 

 ４４４４－－－－４４４４ 自営業及自営業及自営業及自営業及びびびび非自営業世帯非自営業世帯非自営業世帯非自営業世帯におけるにおけるにおけるにおける主業別世帯数割合主業別世帯数割合主業別世帯数割合主業別世帯数割合のののの推移推移推移推移 

 農家林家における自営業世帯の主業は既述したように林業、農業及びその他に区分され、

一方、非自営業世帯の主業は恒常的勤務、出稼ぎ、日雇・臨時雇に区分されている。 

 本項では自営業世帯の場合農業と林業両世帯数の自営業世帯数に占める割合、非自営業

世帯の場合恒常的勤務と日雇・臨時雇両世帯数の非自営業世帯数に占める割合の昭和４５

年と平成２年の時点間における推移状況について記述する。なお、平成１２年における農

業世帯数は既述したようにその他に含まれている。 

 ４４４４－－－－４４４４－－－－１１１１ 農業世帯数及農業世帯数及農業世帯数及農業世帯数及びびびび林業世帯数割合林業世帯数割合林業世帯数割合林業世帯数割合のののの縮小縮小縮小縮小 

 蒜山地域における自営業世帯数に占める農業世帯数割合（以下、農業世帯シェア）は、

昭和４５年に 89.1% 、平成２年には 84.0% に縮小し、縮小幅は 5.1 ポイント（縮小率 5.5%）

となっている。なお、平成１２年は「その他」の項目に含まれ不詳となっている。 

 ４か町村における農業世帯シェアは、蒜山地域と比べて昭和４５年に川上村（95.8% ）、

中和村（95.1% ）、八束村（89.5% ）は上回り、反対に湯原町（82.9% ）は下回り、平成

２年には川上村（92.1% ）は上回り、反対に湯原町（81.2% ）、八束村（79.9% ）及び中

和村（75.6% ）は下回っている。以上のように同世帯シェアは両時点間において縮小し、

縮小幅は中和村 19.5 ポイント（縮小率 20.5% ）、八束村 9.6 ポイント（同 10.7% ）、川

上村 3.7 ポイント（同 3.9%）、湯原町 1.7 ポイント（同 2.1%）の順になっている。 

 一方、岡山県における農業世帯シェアは、昭和４５年に 84.2% 、平成２年には 77.0% 

に縮小し、縮小幅は 7.2 ポイント（縮小率 8.6%）となっている。以上の世帯シェアは蒜山

地域と比べて前時点では 4.9 ポイント、後時点では 7.0 ポイント下回っている。なお、平

成１２年は「その他」に含まれ、不詳となっている。 

 次に蒜山地域における自営業世帯数に占める林業世帯数割合（以下、林業世帯シェア）

の推移状況をみると以下のとおりである。 

 昭和４５年に 4.9%、平成２年には 1.1%に縮小し、縮小幅は 3.8 ポイント（縮小率 77.6% ）

となっている。なお、平成１２年の同世帯シェアは 6.2%と記録されている。 

 ４か町村における林業世帯シェアは、昭和４５年に湯原町 11.7% 、八束村 0.4%、平成２

年には湯原町 3.4%、八束村 0.6%の順になり 川上村と中和村は該当世帯不在となってい

る。以上のように両時点間で湯原町は 3.8 ポイント（縮小率 77.6% ）縮小し、反対に八束

村は極僅差ながら 0.2 ポイント拡大（拡大率 50.0% ）している。上記のシェアは蒜山地域

と比べて、両時点において湯原町は大幅に上回り、反対に八束村は下回っている。なお、

平成１２年には湯原町 8.0%、中和村 6.1%、川上村と八束村は該当世帯不在と記録されてて

いる。 

 一方、岡山県における林業世帯シェアは、昭和４５年に 3.1%、平成２年には 1.3%に縮小

し、縮小幅は 1.8 ポイント（縮小率 58．1%）となっている。なお、平成１２年の同世帯シ

ェアは 5.4%と記録され、蒜山地域を 0.8 ポイント下回っている。 

 以上のように林業世帯シェアは著しく低く、そのうえ４か町村のなかには該当世帯不在

もみられれ、農家林家における自営業世帯では林業を主業とする事例は極めて少なく、大

半の世帯の主業は農業となっている。 

 ４４４４－－－－４４４４－－－－２２２２ 恒常的勤務世帯数割合恒常的勤務世帯数割合恒常的勤務世帯数割合恒常的勤務世帯数割合のののの拡大拡大拡大拡大とととと日雇日雇日雇日雇・・・・臨時雇世帯数割合臨時雇世帯数割合臨時雇世帯数割合臨時雇世帯数割合のののの縮小縮小縮小縮小 

 蒜山地域における農家林家のうち非自営業世帯数に占める恒常的勤務世帯数割合（以下、
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恒常的勤務世帯シェア）は、昭和４５年には 54.6% 、平成２年には 85.8% に拡大し、拡大

幅は 31.2 ポイント（拡大率 57.1% ）となっている。なお、平成１２年における同世帯シ

ェアは 91.2% と記録されている。 

 ４か町村における恒常的勤務世帯シェアは、蒜山地域と比べて昭和４５年に八束村

（85.4% ）と川上村（68.1% ）は上回り、反対に湯原町（49.4% ）と中和村（43.4% ）は

下回り、一方、平成２年には川上村（93.8% ）、中和村（90.8% ）及び八束村（87.2% ）

は上回り、反対に湯原町（81.6% ）は下回っている。以上のように同世帯シェアは両時点

間において拡大し、拡大幅は中和村 47.4 ポイント（拡大率 109.2%）、湯原町 32.2 ポイン

ト（同 65.2% ）、川上村 25.7 ポイント（同 37.7% ）、八束村 1.8 ポイント（同 2.1%）の

順となっている。 

 なお、平成１２年の同世帯シェアは、蒜山地域と比べて中和村（100.0%）、川上村（97.1% ）

及び八束村（91.7% ）は上回り、反対に湯原町（88.1% ）は下回っている。 

 一方、岡山県における恒常的勤務世帯シェアは、昭和４５年に74.1% 、平成２年には93.5% 

に拡大し、拡大幅は 19.4 ポイント（拡大率 26.2% ）となっている。以上の世帯シェアは

蒜山地域と比べて前時点では 19.5 ポイント、後時点では 7.7 ポイント上回っている。な

お、平成１２年における同世帯シェアは 94.6% と記録され、蒜山地域を 3.4 ポイント上回

っている。 

 次に非自営業世帯数に占める日雇・臨時雇世帯数割合（以下、日雇・臨時雇世帯シェア）

の推移状況をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域における日雇・臨時雇世帯シェアは、昭和４５年に 36.2% 、平成２年には 13.6% 

に縮小し、縮小幅は 22.6 ポイント（縮小率 62.4% ）となっている。なお、平成１２年の

同世帯シェアは 8.8%と記録されている。 

 ４か町村における日雇・臨時雇世帯シェアは、蒜山地域と比べて昭和４５年に湯原町

（41.0% ）と中和村（39.6% ）は上回り、反対に川上村（25.5% ）と八束村（14.6% ）は

下回り、一方、平成２年には湯原町（17.3% ）は上回り、反対に八束村（12.8% ）、中和

村（9.2%）及び川上村（6.2%）は下回っている。以上のように同世帯シェアは両時点間に

おいて縮小し、縮小幅は中和村 30.4 ポイント（縮小率 76.8% ）、湯原町 23.7 ポイント（同

57.8% ）、川上村 19.3 ポイント（同 75.7% ）、八束村 1.8 ポイント（同 12.3% ）の順に

なっている。 

 なお、平成１２年の同世帯シェアは、蒜山地域と比べて湯原町（11.9% ）は上回り、反

対に八束村（8.3%）と川上村（2.9%）は下回り、中和村は該当世帯不在となっている。 

 一方、岡山県における日雇・臨時雇世帯シェアは、昭和４５年に 21.4% 、平成２年には

6.0%に縮小し、縮小幅は 15.4 ポイント（縮小率 72.0% ）となっている。以上の世帯シェ

アは蒜山地域と比べて前時点では 14.8 ポイント、後時点では 7.6 ポイント下回っている。

なお、平成１２年の同世帯シェアは 5.2%と記録され、蒜山地域を 3.6 ポイント下回ってい

る。 

 上記したように非自営業世帯における恒常的勤務世帯シェアは平成２年に大幅に拡大

し、反対に日雇・臨時雇世帯シェアは縮小している。このような推移パタ－ンは蒜山地域

と岡山県、そして八束村を除く３か町村でみられ、特に中和村と湯原町では顕著にみられ

る。なお、出稼世帯シェアは極めて低水準であり、４か町村のなかには該当世帯不在の場

合もみられる。 

 ５５５５ 林家世帯員林家世帯員林家世帯員林家世帯員のののの林業従事状況林業従事状況林業従事状況林業従事状況 

 農家林家世帯員の林業従事に関する資料は既述したように昭和４５年～平成２年は保有

山林１０a 以上、平成１２年は３ha 以上とされているが、同１２年の場合は非農家林家を

含めている。 

 本項では林業従事世帯員数と林業従事日数別世帯員数構成比の推移について記述する。

なお、農家林家世帯における林業従事世帯員のなかには自営林業のほかに他者に雇われて

林業に従事する世帯員が含まれ、その世帯員数は全体の１０～２０％程度を占めている。

しかし、自営林業従事世帯員数の推移状況は自営林業を含む林業従事世帯員数の場合と極

めて相似している。 
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 ５５５５－－－－１１１１ 林業従事世帯員数林業従事世帯員数林業従事世帯員数林業従事世帯員数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における林業従事世帯員数は、昭和４５年に 1,557 人、平成２年には５０１人

と減少し、２０年間の減少率は 67.8% （１０年間隔△33.9%）となっている。なお、平成１

２年には３３７人と記録されている。ちなみに自営林業従事世帯員数は昭和４５年に

1,260 人、平成２年には４１５人に減少し、２０年間の減少率は 67.1% （１０年間隔△33.6%）

となっている。 

 上記した林業従事世帯における１世帯当たり従事者数は、昭和４５年に 0.88 人、平成２

年には 0.38 人と減少し、２０年間の減少率は 56.8% （１０年間隔△28.4%）となっている。 

 ４か町村における林業従事世帯員数の減少率は、蒜山地域と比べて湯原町（△71.6%）と

中和村（△69.4%）は上回り、反対に川上村（△58.4%）と八束村（△52.2%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における林業従事世帯員数の町村別シェアをみると、

平成２年の世帯員数５０１人は湯原町 58.2% 、川上村 17.4% 、八束村 13.2% 、中和村 11.2%

の順になっている。なお、平成１２年における世帯員３３７人の町村別シェアは湯原町

59.1% 、中和村 24.3% 、川上村 10.4% 、八束村 6.2%の順になっている。 

 上記した４か町村の林業従事世帯における１世帯当たり従事者数は、昭和４５年に湯原

町 1.17 人、中和村 0.75 人、川上村 0.63 人、八束村 0.45 人、平成２年には湯原町 0.52

人、中和村 0.33 人、川上村 0.30 人、八束村 0.22 人の順になり、両時点間における減少率

は中和村 56.0% 、湯原町 55.6% 、川上村 52.4% 、八束村 51.1% の順になっている。なお、

平成１２年における１世帯当たり従事者数は中和村 0.55 人、湯原町 0.35 人、川上村 0.19

人、八束村 0.14 人の順になっている。 

 一方、岡山県における林業従事世帯員数は、昭和４５年に55,477人、平成２年には20,119

人に減少し、２０年間の減少率は 63.7% （１０年間隔 31.9% ）となり、蒜山地域と比べて

4.1 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 8,895 人と記録されている。ちなみに

岡山県における自営林業従事世帯員数は、昭和４５年に 49,876 人、平成２年には 18,649

人に減少し、２０年間の減少率は 62.6% （１０年間隔△31.3%）となり、蒜山地域と比べて

4.5 ポイント下回っている。 

 上記した岡山県の林業従事世帯における１世帯当たり従事者数は、昭和４５年に 0.65

人、平成２年には 0.33 人に減少し、２０年間の減少率は 49.2% （１０年間隔△24.6%）と

なり、蒜山地域と比べて 7.6 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 0.24 人と記

録され、蒜山地域を 0.8 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における林業従事世帯員数の対岡山県比をみると、昭和４５年に 2.81% 、

平成２年には 2.49% に低減している。なお、平成１２年は 3.79% となっている。ちなみに

自営林業従事世帯員数の場合は昭和４５年に 2.53% 、平成２年には 2.23% に低下し、平成

１２年は 3.79% となっている。 

 ５５５５－－－－２２２２ 林業従事日数別世帯員数割合林業従事日数別世帯員数割合林業従事日数別世帯員数割合林業従事日数別世帯員数割合のののの推移推移推移推移 

 農家林家世帯員数の自営林業及び雇われ林業に従事した日数規模別割合（以下、従事日

数シェア）の昭和４５～平成２年間における推移状況は以下のとおりである。なお、林業

従事日数は１～２９日、３０～５９日、６０～１４９日、１５０日以上の４区分となって

いる。 

 蒜山地域における従事日数シェアは、昭和４５年に１～２９日区 4.8%、３０～５９日区

10.8% 、６０～１４９日区 18.6% 、１５０日以上区 65.8% となり、従事日数が長くなるに

つれて従事日数シェアは拡大している。一方、平成２年は１～２９日区 66.9% 、３０～５

９日区 13.6% 、６０～１４９日区 7.2%、１５０日以上区 12.3% となり、昭和４５年の時

点と比べて１～２９区は著しく拡大し、最高に達し、３０～５９日区は幾分拡大し、反対

に６０～１４９日区と１５０日以上区は縮小し、とくに１５０日区は大幅に縮小している。 

 なお、平成１２年における従事日数シェアは、１～２９日区 62.6% 、３０～５９日区

27.6% 、６０～１４９日区 4.5%、１５０日以上区 5.3%となっている。 

 以上のように農家林家における世帯員の林業従事日数は昭和４５年以降２０年間に著し

く減少し、その結果として１５０日以上区従事日数シェアは同４５年の６６％から平成２

年の１２％に縮小し、一方、１～２９日区は５％から６７％に拡大し、林業への長期間就
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業機会は大幅に失われている。 

 ４か町村における従事日数シェアをみると、昭和４５年の時点で各町村とも１５０日以

上区は突出し、最高となり、蒜山地域と比べて八束村（82.6% ）と川上村（81.9% ）は上

回り、反対に中和村（61.8% ）と湯原町（61.0% ）は下回り、一方、１～２９日区は川上

村（10.5% ）は上回り、反対に湯原町（4.4%）、中和村（3.3%）及び八束村（1.4%）は下

回っている。また、３０～５９日区は蒜山地域と比べて湯原町（13.3% ）と中和村（10.9% ）

は上回り、反対に川上村（3.3%）と八束村（2.9%）は下回り、６０～１４９日区は中和村

（24.0% ）と湯原町（21.3% ）は上回り、反対に八束村（13.1% ）と川上村（4.3%）は下

回っている。 

 平成２年における従事日数シェアは昭和４５年の時点と比較して各町村とも１５０日以

上区において著しく縮小し、蒜山地域と比べて湯原町（13.0% ）と川上村（12.7% ）は上

回り、反対に八束村と中和村（各 10.6% ）は下回り、一方、１～２９日区は拡大し、川上

村（80.5% ）、中和村（78.6% ）及び八束村（77.3% ）は上回り、反対に湯原町（58.2% ）

は下回っている。また、３０～５９日区は蒜山地域と比べて湯原町（20.2% ）は上回り、

反対に川上村（5.7%）、中和村（5.4%）及び八束村（1.5%）は下回り、６０～１４９日区

は八束村（10.6% ）と湯原町 8.6 （% ）は上回り、反対に中和村（5.4%）と川上村（1.1%）

は下回っている。 

 なお、平成１２年における従事日数シェアは、蒜山地域と比べて１～２９日区は川上村

（68.6% ）、中和村（67.1% ）及び八束村(66.7%) が上回り、反対に湯原町（59.3% ）は

下回り、３０～５９日区は中和村（29.3% ）、八束村（28.6% ）及び川上村（28.0% ）は

上回り、反対に湯原町（26.6% ）は下回り、６０～１４９日区は湯原町（6.6%）は上回り、

反対に中和村（2.4%）は下回り、川上村と八束村は該当世帯不在となり、１５０日以上区

は湯原町（7.5%）は上回り、反対に八束村（4.7%）、川上村（2.8%）及び中和村（1.2%）

は下回っている。 

 一方、岡山県における従事日数シェアは、昭和４５年に１～２９日区 3.0%、３０～５９

日区 5.7%、６０～１４９日区 12.3% 、１５０日以上区 79.0% となり、蒜山地域と比べて

１５０日以上区は 13.2 ポイント上回り、反対に１～２９日区は 1.8 ポイント、３０～５

日地区は 5.1 ポイント、６０～１４９日区は 6.3 ポイント下回っている。 

 平成２年には蒜山地域と同様に１～２９日区は拡大し、78.7% と最高に達し、反対に１

５０日以上区は 4.7%と著しく縮小し、蒜山地域と比べて前者は 11.8 ポイント上回り、反

対に後者は 7.6 ポイント下回っている。また、３０～５９日区は 11.7% 、６０～１４９日

区は 4.9%となり、蒜山地域と比べてそれぞれ 1.9 ポイント、2.3 ポイント下回っている。

なお、平成１２年には１～２９日区 69.8% 、３０～５９日区 20.0% 、６０～１４９日区

6.5%、１５０日以上区 3.7%となり、蒜山地域と比べて１～２９日区と６０～１４９日区は

それぞれ 7.2 ポイント、2.0 ポイント上回り、反対に３０～５９日区は 7.6 ポイント、１

５０日以上区は 1.6 ポイント下回っている。                    

    ６６６６ 林産物販売林家数林産物販売林家数林産物販売林家数林産物販売林家数のののの減少減少減少減少 

 林家（保有山林面積１０a 以上の農家林家と３ha 以上の非農家林家における林産物（用

材、ほだ木、薪炭原木や天然きのこ、竹材等林野特産物）の販売農家数の昭和４５～平成

１２年間の推移状況は以下のとおりである。但し平成１２年は保有山林面積３ha 以上の林

家（農家林家及び非農家林家）となっているため付記に留める。 

 蒜山地域における林産物販売農家数は、昭和４５年に２４１戸、平成２年には７４戸に

減少し、２０年間の減少率は 69.3% （１０年間隔△34.7%）となっている。なお、平成１２

年には５０戸と記録されている。 

 ４か町村における林産物販売農家数の減少率は、蒜山地域と比べて中和村（△91.7%）、

川上村（△87.8%）及び八束村（△87.0%）は上回り、反対に湯原町（△60.6%）は下回ってい

る。 

 ４か町村における販売農家数の町村別シェアをみると、昭和４５年の２４１戸は湯原町

68.5% 、川上村 17.0% 、八束村 9.5%、中和村 5.0%、平成２年の７４戸は湯原町 87.8% 、

川上村 6.8%、八束村 4.1%、中和村 1.3%の順になっている。なお、平成１２年の５０戸の
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町村別シェアは湯原町 86.0% 、川上村 8.0%、中和村 4.0%、八束村 2.0%の順になっている。 

 一方、岡山県における林産物販売農家数は、昭和４５年に 6,338 戸、平成２年には 3,231 

戸と減少し、２０年間の減少率は 49.0% （１０年間隔△24.5%）となり、蒜山地域と比べて

20.3 ポイント下回っている。なお、平成１２年には 1,094 戸を記録している。 

 以上で記述した蒜山地域における林産物販売農家数の対岡山県比をみると、昭和４５年

に 3.80% 、平成２年には 2.29%に低下し、同１２年は 4.57% となっている。 

 次に林産物販売農家数の林家数に占める割合（以下、販売林家シェア）をみると以下の

とおりである。 

 蒜山地域における販売林家シェアは、昭和４５年に 13.7% 、平成２年には 4.9%に縮小し、

縮小幅は 8.8 ポイント（縮小率 64.2% ）となっている。なお、平成１２年の同シェアは

8.7%と記録されている。 

 ４か町村における販売林家シェアは、蒜山地域と比べて昭和４５年に湯原町（18.8% ）

は上回り、反対に川上村（12.3% ）、八束村（7.6%）及び中和村（5.0%）は下回っている。

一方、平成２年には湯原町（9.4%）は上回り、反対に川上村（1.7%）、八束村（0.9%）及

び中和村（0.5%）は下回っている。以上のように同林家シェアは両時点間において縮小し、

縮小幅は川上村 10.6 ポイント（縮小率 86.2% ）、湯原町 9.4 ポイント（同 50.0% ）、八

束村 6.7 ポイント（同 88.2% ）、中和村 4.5 ポイント（同 90.0% ）の順になっている。

なお、平成１２年は、蒜山地域と比べて湯原町（12.4% ）は上回り、反対に川上村（5.1%）、

中和村（2.1%）及び八束村（1.8%）は下回っている。 

 一方、岡山県における販売林家シェアは、昭和４５年に 7.0%、平成２年には 4.7%に縮小

し、縮小幅は 2.3 ポイント（縮小率 32.9% ）となっている。以上の林家シェアは蒜山地域

と比べて前時点では 6.7 ポイント、後時点では 0.2 ポイント下回っている。なお、平成１

２年は 7.2%と記録され、蒜山地域を 1.5 ポイント下回っている。 

 

 第第第第７７７７節節節節 商業商業商業商業のののの進展進展進展進展 

 

 商業の進展について昭和３３年と平成１６年の両時点間における商店数、従業者数及び

商品販売額の変化の側面から記述する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 商店数商店数商店数商店数のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における卸売及び小売業商店数（以下、全商店）は、昭和３３年に１９２商店

（うち卸売業商店なし）、平成１６年には１４８商店（うち卸売業１３商店）となり、４

６年間の減少率は 22.9% （５年間隔△2.5% ）となっている。 

 ４か町村における全商店数の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△49.6%）と中和村（△

42.1%）は上回り、反対に、八束村と川上村は増加し、それぞれ 64.3% 、14.3% となって

いる。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における全商店数の町村別シェアをみると、平成１６

年の全商店数１４８商店は湯原町 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。 

 一方、岡山県における全商店数は、昭和３３年に 28,300 商店（うち卸売業 2,920 商店）、

平成１６年には 25,468 商店（うち卸売業 5,134 商店）となり、４６年間の減少率は 10.0% 

（５年間隔△1.1% ）となり、蒜山地域と比べて 12.9 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における全商店数の対岡山県比をみると、昭和３３年に 0.68% 、平成１６

年には 0.58% の低下となっている。 

 上記した全商店の１商店当たり支持人口をみると以下のとおりである。 

 昭和３３年に蒜山地域８６人、岡山県３７人、４か町村では川上村１５３人、八束村１

２３人、中和村８０人、湯原町６３人の順となり、平成１６年には蒜山地域６３人、岡山

県７７人、４か町村では川上村７３人、中和村７２人、八束村６４人、湯原町５５人の順

になっている。 

 



- 938 - 

  第第第第２２２２項項項項 従業者数従業者数従業者数従業者数のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における全商店の従業者数は、昭和３３年に３９０人、平成１６年には６２９

人に増加し、４６年間の増加率は 61.3% （５年間隔 6.7%）となっている。 

 ４か町村における従事者数の増加率は、蒜山地域と比べて川上村（335.2%）と八束村

（211.6%）は上回り、反対に、湯原町と中和村はそれぞれ 36.6% 、8.6%の減少となってい

る。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における従業者数の町村別シェアをみると、平成１６

年の従事者数６２９人は川上村 37.4% 、八束村 34.2% 、湯原町 23.3% 、中和村 5.1%の順

になっている。 

 一方、岡山県における全商店の従業者数は、昭和３３年に 83,036 人、平成１６年には

166,363 人に増加し、４６年間の増加率は 100.4%（５年間隔 10.9% ）となり、蒜山地域と

比べて 39.1 ポイント上回っている。 

 先に記述した蒜山地域における従業者数の対岡山県比をみると、昭和３３年に 0.47% 、

平成１６年には 0.38% に低下している。 

 

  第第第第３３３３項項項項 年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額年間商品販売額のののの激増激増激増激増 

 蒜山地域における全商店の年間商品販売額は、昭和３３年に２億６千１００万円、平成

１６年には７５億５千５００万円に増加し、４６年間の増加率は 2,794.6%（５年間隔

303.7%）となっている。 

 ４か町村における年間商品販売額の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（6,782.9%）と

八束村（3,952.9%）は上回り、反対に中和村（1,688.2%）と湯原町（1,342.5%）は下回っ

ている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における年間商品販売額の町村別シェアをみると、平

成１６年の７５億５千５００万円は八束村 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。 

 一方、岡山県における全商店の年間商品販売額は、昭和３３年に１千６０５億８千６０

０万円、平成１６年には５兆４千５１６億４千万円に増加し、４６年間の増加率は

3,294.8%（５年間隔 358.1%）となり、蒜山地域に比べて 500.2 ポイント上回ってる。 

 先に記述した蒜山地域における年間商品販売額の対岡山県比をみると、昭和３３年に

0.16% 、平成１６年には 0.14% と僅差ながら低下している。 

 次に１商店当たり年間商品販売額をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域の場合昭和３３年に１４０万円、平成１６年には５千１００万円に増加し、４

６年間の増加率は 3,542.9%（５年間隔 385.1%）となっている。 

 ４か町村における１商店当たり年間商品販売額は、昭和３３年に八束村２５０万円、川

上村１３０万円、湯原町１２０万円、中和村９０万円の順になり、平成１６年には川上村

７千５３０万円、八束村６千１７０万円、湯原町３千４００万円、中和村２千７６０万円

の順になっている。 

 上記した４か町村における年間商品販売額の両時点間における増加率は、蒜山地域に比

べて川上村（5,692.3%）は上回り、反対に中和村（2,966.7%）、湯原町（2,733.3%）及び

八束村（2,368.0%）は下回っている。 

 一方、岡山県における１商店当たり年間商品販売額は、昭和３３年に６５０万円、平成

１６年には２億１千４００万円に増加し、４６年間の増加率は 3,192.3%（５年間隔 347.0%）

となり、蒜山地域に比べて 350.6 ポイント下回っている。 

 先に記述した蒜山地域における１商店当たり年間商品販売額の対岡山県比は、昭和３３

年に 21.5% 、平成１６年には 23.8% と僅差ながら上昇している。 

 

  第第第第４４４４項項項項 小売業商店小売業商店小売業商店小売業商店のののの業種別構成比業種別構成比業種別構成比業種別構成比のののの動向動向動向動向 

 蒜山地域における小売業商店数の全商店数に占める割合は、昭和３３年に 100%、平成１

６年には 91.2% となり、４か町村別にみると中和村 100%、八束村 95.7% 、湯原町 93.2% 、

川上村 78.1% の順になっている。一方、岡山県では昭和３３年に 89.7% 、平成１６年には
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80.0%となり、蒜山地域と比べて前時点では 10.3 ポイント、後時点では 11.2 ポイント下回

っている。 

 商業の産業中分類に基づく小売業の業種は、①各種商品小売業、②繊維・衣服・身の回

り品小売業、③飲食料品小売業、④自動車・自転車小売業、⑤家具・じゅう器・機械器具

小売業、⑥その他の小売業（医薬品・化粧品小売業、農耕用品小売業、燃料小売業、書籍

・文房具小売業、スポ－ツ用具・がん具・娯楽用品・楽器小売業、他に分類されない小売

り業）に区分されている。 

 小売業商店数の業種別構成比（以下、業種別シェア）を昭和３３年と平成１６年の両時

点でみると以下のとおりである。 

 蒜山地域における昭和３３年の小売業１９２商店の業種別シェアは、飲食料品 62.3% 、

その他 16.6% 、繊維．衣服・身の回り品 12.6% 、自動車・自転車 5.1%、家具・じゅう器

・機械器具 3.4%の順となり、その他の小売業の内訳は不詳である。 

 一方、平成１６年の小売業１３５商店の業種別シェアは、飲食料品 44.4% 、その他 36.3% 、

自動車・自転車 7.4%、家具・じゅう器・機械器具 6.7%、繊維・衣服・身の回り品 5.2%の

順になり、その他の小売業の内訳は燃料 9.6%、医薬品・化粧品 2.9%、書籍・文房具、農耕

用品とスポ－ツ用具・がん具・娯楽用品・楽器各 2.2%、他に分類されないもの 13.3% など

となっている。 

 ４か町村における小売業商店の業種別シェアは次のとおりである。 

 ① 川上村 

 昭和３３年における２８商店は、飲食料品 88.5% 、繊維・衣服・身の回り品 7.7%、自動

車・自転車 3.8%の順となり、一方、平成１６年における２５商店は、飲食料品 60.0% 、そ

の他 32.0% 、自動車・自転車と家具・じゅう器・機械器具各 4.0%の順となり、その他の内

訳は燃料 8.0%、書籍・文房具 4.0%、その他に分類されなもの 20.0% などとなっている。 

 ② 八束村 

 昭和３３年における２８商店は、飲食料品 65.4% 、繊維・衣服・身の回り品及びその他

各 15.4% 、自動車・自転車 3.8%の順になり、その他の内訳は不詳である。一方、平成１６

年における４４商店は、その他 47.7% 、飲食料品 27.3% 、繊維・服地・身の回り品及び自

動車・自転車各 9.1%、家具・じゅう器・機械器具 6.8%の順になり、その他の内訳は燃料

9.1%、農耕用具、書籍・文房具及びスポ－ツ用具・がん具・娯楽用品・楽器各 6.8%、医薬

品・化粧品 4.6%、他に分類できないもの 13.6% などとなっている。 

 ③ 中和村 

 昭和３３年における１９商店は、飲食料品 66.7% 、その他 16.7% 、自動車・自転車 11.1% 、

繊維・服地・身の回り品 5.6%の順になり、その他の内訳は不詳である。一方、平成１６年

における１１商店は、飲食料品 54.5% 、自動車・自転車及びその他各 18.2% 、家具・じゅ

う器・機械器具 9.1%の順になり、その他の内訳は燃料 18.2% となっている。 

 ④ 湯原町 

 昭和３３年における１１７商店は、飲食料品 54.3% 、その他 20.9% 、繊維・服地・身の

回り品 14.3% 、自動車・自転車 4.8%の順になり、その他の内訳は不詳である。一方、平成

１６年における５５商店は、飲食料品 49.1% 、その他 32.8% 、家具・じゅう器・機械器具

7.3%、繊維・服地・身の回り品及び自動車・自転車各 5.4%の順となり、その他の内訳は燃

料 9.1%、書籍・文房具 5.4%、医薬品・化粧品 3.6%、他に分類できないもの 12.7% などと

なっている。 

 次に岡山県における業種別シェアを、先に記述した蒜山地域の場合の業種についてみる

と、昭和３３年の 25,380 商店は、飲食料品 52.7% 、その他 21.7% 、繊維・服地・身の回

り品 13.4% 、家具・じゅう器・機械器具 7.7%、自動車・自転車 4.5%の順になり、その他

の内訳は不詳である。一方、平成１６年における 20,334 商店は飲食料品 33.6% 、その他

33.4% 、繊維・服地・身の回り品 12.6% 、家具・じゅう器、機械器具 11.1% 、自動車・自

転車 8.9%の順になり、その他の内訳は医薬品・化粧品 7.0%、燃料 5.8%、書籍・文房具 4.1%、

スポ－ツ用具・がん具・娯楽用品・楽器 2.8%、農耕用品 1.9%、他に分類できないもの 9.8%

などとなっている。 



- 940 - 

 上記した岡山県における業種別シェアは、蒜山地域に比べると昭和３３年の時点で飲食

料品は 9.6 ポイント下回り、反対にその他は 5.1 ポイイント上回り、また、繊維・服地・

身の回り品及び家具・じゅう器・機械器具はそれぞれ 0.8 ポイント、4.3 ポイント上回り、

反対に自動車・自転車は 0.6 ポイント下回っている。一方、平成１６年の時点では、飲食

料品は 10.8 ポイント、その他は 2.9 ポイント下回り、反対に繊維・服地・身の回り品は

7.4 ポイント、家具・じゅう器・機械器具は 4.4 ポイント、自動車・自転車は 1.5 ポイン

ト上回っている。 

 

 第第第第８８８８節節節節 工業工業工業工業のののの発展発展発展発展 

 

 工業の発展に関する概要は、昭和３５年と平成１６年における事業所数（昭和３５年は

全事業所、平成１６年は従業者４人以上の事業所）、従業者数及び製造品出荷額等（製造

品出荷額と加工賃収入額の合計）の比較の視点から記述する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 事業所数事業所数事業所数事業所数のののの変動変動変動変動 

 蒜山地域における事業所数は、昭和３５年に２４事業所、平成１６年には２５事業所と

なり、４４年間の増加率は 4.2%（５年間隔 0.5%）となっている。 

 ４か町村における事業所数の増加率は、蒜山地域に比べて川上村（133.3%）と八束村

（100.0%）は上回り、一方、中和村と湯原町はそれぞれ 66.7% 、46.2% の減少となってい

る。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における事業所数の町村別シェアをみると、平成１６

年の２５事業所数は八束村 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。 

 一方、岡山県における事業所数は、昭和３５年に 10,899 事業所、平成１６年には 4,389 

事業所と減少し、４４年間の減少率は 59.7% （５年間隔 6.8%）となり、蒜山地域の 4.2%

増加と対照的である。 

 先に記述した蒜山地域における事業所数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 0.22% 、

平成１６年には 0.57% に上昇している。 

 

  第第第第２２２２項項項項 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 

 蒜山地域における従業者数は、昭和３５年に１８６人、平成１６年には４９１人と増加

し、４４年間の増加率は 164.0%（５年間隔 18.6% ）となっている。 

 一方、４か町村における従業者数の増加率は、蒜山地域に比べて中和村（716.7%）と川

上村（500.0%）は上回り、反対に湯原町（152.2%）と八束村（52.5% ）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における従事者数の町村別シェアをみると、平成１６

年の４９１人は八束村 44.6% 、湯原町 34.4% 、川上村 11.0% 、中和村 10.0% の順となっ

ている。 

 一方、岡山県における従事者数は、昭和３５年に 147,484 人、平成１６年には 149,048 

人となり、４４年間の増加率は 1.1%（５年間隔 0.1%）となり、蒜山地域に比べて 162.9 

ポイント下回っている。 

 先に記述した蒜山地域における従業者数の対岡山県比をみると、昭和３５年に 0.13% 、

平成１６年には 0.33% に上昇している。 

 

  第第第第３３３３項項項項 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激増激増激増激増 

 蒜山地域における製造品出荷額等は、昭和３５年に１億３千１００万円、平成１６年に

は７２億１千７００万円に増加し、４４年間の増加率は 5,409.2%（５年間隔 614.7%）とな

っている。 

 一方、４か町村における製造品出荷額等の増加率は、蒜山地域に比べて川上村

（17,800.0% ）は上回り、反対に湯原町（5,389.4%）と八束村（5,036.5%）は下回り、中

和村は秘密保護上未公表（Ｘ）となっている。 
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 以上の推移経過のもとで４か町村における製造品出荷額等の町村別シェアをみると、平

成１６年の７２億１千７００万円は湯原町 50.2% 、八束村 44.8% 、川上村 5.0%、中和村

Ｘの順になっている。 

 一方、岡山県における製造品出荷額等は、昭和３５年に２千３２１億８千万円、平成１

６年には６兆６千８３６億７千８００万円に増加し、４４年間の増加率は 2,778.7%（５年

間隔 315.8%）となり、蒜山地域を 2,630.5 ポイント下回っている。 

 先に記述した蒜山地域における製造品出荷額等の対岡山県比をみると、昭和３５年に

0.06% 、平成１６年には 0.11% に上昇している。 

 次に１事業所当たり製造品出荷額等をみると以下のとおりである。 

 蒜山地域の場合、昭和３５年に５５０万円、平成１６年には２億８千８７０万円に増加

し、４４年間の増加率は 5,149.1%（５年間隔 585.1%）となっている。 

 ４か町村における１事業所当たり製造品出荷額等は、昭和３５年に八束村１千２６０万

円、湯原町５１０万円、川上村７０万円、中和村１０万円以下となり、平成１６年には湯

原町５億１千７６０万円、八束村３億２千３６０万円、川上村５千１１０万円、中和村Ｘ

万円の順となっている。 

 上記した４か町村における１事業所当たり製造品出荷額等の両時点間の増加額は、蒜山

地域に比べて湯原町（10,049.0% ）と川上村（7,200.0%）は上回り、反対に八束村（2,468.3%）

は下回り、中和村は不詳となっている。 

 一方、岡山県における１事業所当たり製造品出荷額等は、昭和３５年に２千１３０万円、

平成１６年には１５億２千２８０万円に増加し、４４年間の増加率は 7,049.3%（５年間隔

801.1%）となり、蒜山地域に比べて 1,900.2 ポイント上回っている。 

 先に記述した蒜山地域における１事業所当たり製造出荷額等の対岡山県比をみると、昭

和３５年に 25.8% 、平成１６年には 19.0% に低下している。 

 

  第第第第４４４４項項項項 事業所事業所事業所事業所のののの業種別構成比業種別構成比業種別構成比業種別構成比のののの推移推移推移推移 

 工業の産業中分類に基づく事業所は２４業種に区分され、蒜山地域の事業所に該当する

業種は、①食料品製造業、②飲料・たばこ・飼料製造業、③衣服・その他繊維製品製造業、

④木材・木製品製造業、⑤印刷・同関連業、⑦ゴム製品製造業、⑧窯業・土石製品製造業、

⑨電子部品・デバイス製造業となっている。なお、②は昭和５５年まで食料品製造業に含

まれ、その後分離されているが、本項では食料品・飲料製造業として取り扱っている。 

 事業所数の業種別構成比（以下、業種別シェア）を昭和３５年と平成１６年の時点でみ

ると以下のとおりである。 

 蒜山地域における昭和３５年の２４事業所は、食料品・飲料製造と木材・木製品製造各

41.7% 、窯業・土石製品製造 12.4% 、印刷・同関連業 4.2%の順になっている。一方、平成

１６年の２５事業所は、食料品・飲料製造 41.7% 、衣服・その他繊維製品製造 20.8% 、電

子部品・デバイス製造 16.6% 、窯業・土石製品製造 12.5% 、木材・木製品製造及びゴム製

品製造各 4.2%の順になっている。 

 蒜山地域構成４か町村における事業所の業種別シェアは次のとおりである。 

 ① 川上村 

 昭和３５年の３事業所は、窯業・土石製品製造 66.7% 、木材・木製品製造 33.3% の順に

なり、平成１６年の７事業所は、食料品・飲料製造 57.1% （うち飲料等製造 11.1% ）衣服

・その他繊維製品製造 28.6% 、木材・木製品製造 14.3% の順になっている。 

 ② 八束村 

 昭和３５年の５事業所は、食料品・飲料製造 60.0% 、木材・木製品製造及び窯業・土石

製品製造各 20.0% の順になり、平成１６年の９事業所は、食料品・飲料製造 66.7%（うち

飲料等製造 11.1% ）、衣服・その他繊維製品製造、窯業・土石製品製造及び電子部品・デ

バイス製造各 11.1% の順になっている。 

 ③ 中和村 

 昭和３５年の３事業所は、木材・木製品製造 100.0%、平成１６年の１事業所は、衣服・

その他繊維製品製造 100.0%となっている。 
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 ④ 湯原町 

 昭和３５年の１３事業所は、食料品・飲料製造 53.8% 、木材・木製品製造 38.5% 、印刷

・同関連業 7.7%の順になり、平成１６年の７事業所は、電子部品・デバイス製造 42.8% 、

窯業・土石製造 28.6% 、衣服・その他繊維製品製造及びゴム製品製造各 14.3% の順になっ

ている。 

 次に岡山県における事業所の業種別シェアをみると、昭和３５年の 10,899 事業所は、食

料品・飲料製造 19.9% 、木材・木製品製造 7.1%、窯業・土石製造 4.6%、印刷・同関連業

2.0%となり、一方、平成１６年の 4,389 事業所は、衣服・その他繊維製品製造 13.9% 、食

料品・飲料製造 12.6% 、窯業・土石製品製造 8.0%、木材・木製品製造 3.4%、ゴム製品製

造 1.9%、電子部品・デバイス製造 1.3%となっている。 

 上記した岡山県における業種別シェアは、蒜山地域に比べて昭和３５年及び平成１６年

の両時点において下回り、その較差は以下のようである。 

 昭和３５年の時点では、木材・木製品製造 34.6 ポイント、食料品・飲料製造 22.7 ポイ

ント、窯業・土石製品製造 7.8 ポイント、印刷・同関連業 2.2 ポイント、平成１６年には

食料品・飲料製造 29.1 ポイント、電子部品・デバイス製造 15.3 ポイント、衣服・その他

繊維製品製造 6.9 ポイント、窯業・土石製品製造 4.5 ポイント、ゴム製品製造 2.3 ポイ

ント、木材・木製品製造 0.8 ポイントとなっている。 

 

 第第第第９９９９節節節節 観光観光観光観光・・・・レクリェレクリェレクリェレクリェ－－－－ションションションション地地地地へのへのへのへの飛躍飛躍飛躍飛躍 

 

 観光・レクリェ－ション地への飛躍の概要は、昭和４０年以降平成１８年間における観

光客数、公的宿泊施設利用客数、キャンプ場入込客数、スキ－場入込客数及び主要有料観

光施設入場者数の推移の側面から記述する。 

 上記した施設の利用者数には年次間のバラツキが大きいため３か年平均で示すことと

し、その期間を観光客数及び公的宿泊施設利用客数は昭和４０～４２年期と平成１６～１

８年期、キャンプ場及びスキ－場入込客数は昭和４９～５１年期と平成１６～１８年期、

主要有料観光施設入場者数は平成１０～１２年期と同１６～１８年期の２期間とした。 

 

  第第第第１１１１項項項項 観光客数観光客数観光客数観光客数のののの激増激増激増激増 

 蒜山地域における主要観光地は蒜山高原と湯原（温泉郷）の２か所となっている。 

上記２か所の合計観光客数は、昭和４０～４２年期（以下、前期）に４５万５千人（変動

係数１５）、平成１６～１８年期（以下、後期）には３１０万１千人（同５）に増加し、

３９年間の増加率は 581.5%（３年間隔 44.7% ）となっている。 

 一方、岡山県における観光客数は、前期に１千９万４千人（同１５）、後期には２千５

１３万５千人（同２）に増加し、３９年間の増加率は 1,490.1%（３年間隔 114.6%）となり、

蒜山地域に比べて 908.6 ポイント上回っている。 

 ちなみに岡山県下で突出した観光客数を誇る倉敷美観地区の観光客数は、前期に９４万

９千人（同３）、後期には３１１万８千人（同２）に増加し、３９年間の増加率は 2,285.6%

（３年間隔 175.8%）となり、蒜山地域に比べて 1,704.1 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における観光客数の対岡山県比をみると、前期は 4.5% 、後期は 12.3% に

上昇し、倉敷美観地区の場合前期 9.4% 、後期には 12.4% に上昇している。 

 先に記述した蒜山地域観光客数を観光地別にみると以下のとおりである。 

 蒜山高原における観光客数は、前期に１６万３千人（変動係数２８）、後期には２５３

万４千人（同２）に増加し、３９年間の増加率は 1,454.6%（３年間隔 14.3% ）となり、倉

敷美観地区に比べて 831.0 ポイント下回っている。なお、蒜山高原観光客数の対岡山県比

をみると、前期は 1.6% 、後期には 10.1% に上昇しているが、倉敷美観地区に比べて前期

は 7.8 ポイント、後期は 2.3 ポイント下回っている。 

 湯原における観光客数は、前期に２９万２千人（同８）、後期には５６万７千人（同４）

に増加し、３９年間の増加率は 94.2% （３年間隔 7.2%）となり、蒜山高原を 1,360.4 ポ

イント下回っている。 
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 次に岡山県における観光地客数のランキング・ベスト５をみると、蒜山高原は昭和３８

年に２０位、同５１年に５位となり、同５３～６０年は３～４位の範囲を前後し、同６１

年～平成６年の間は４位を維持し、平成７年以降は同９～１０年の３位を除き、２位を占

めている。一方、倉敷美観地区は昭和４９年以降首位を占めている。 

 

第第第第２２２２項項項項 公的宿泊施設利用客数公的宿泊施設利用客数公的宿泊施設利用客数公的宿泊施設利用客数のののの増加増加増加増加                    

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

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

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

５０年に中和村営国民宿舎：津黒高原荘（現在は真庭市営津黒高原荘）、平成１０年には

第３セクタ－（アストピア蒜山）営ホテル蒜山ヒルズが開設されている。 

 蒜山地域における上記宿泊施設利用客の総数は、昭和４０～４２年期（以下、前期）に

88,968 人（変動係数１９）、平成１６～１８年期（以下、後期）には 103,773 人（同４）

に増加し、３９年間の増加率は 16.6% （３年間隔 1.3%）となっている。一方、岡山県にお

ける公的宿泊施設の利用客数は、前期に 182,252 人（同１４）、後期には 1,119,347 人（同

４）に増加し、３９年間の増加率は 514.2%（３年間隔 5.1%）となり、蒜山地域に比べて

497.6 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における公的宿泊施設利用客数の対岡山県比をみると、前期は 48.8% 、後

期には 9.3%と著しく低下している。 

 先に記述した蒜山地域宿泊施設利用客数を宿泊施設ごとにみると以下のとおりである。 

 休暇村蒜山高原の利用客数は、前期に 58,189 人（変動係数４７）、後期には 73,042 人

（同４）に増加し、３９年間の増加率は 25.5% （３年間隔 0.3%）となり、蒜山地域に比べ

て 8.9 ポイント上回っている。 

 桃李荘の利用客数は、前期に 22,288 人（同７）、後期には 12,967 人（同４）に減少し、

３９年間の減少率は 41.8% （３年間隔△3.2% ）となり、休暇村蒜山高原の増加と対照的で

ある。 

 ホテル蒜山ヒルズの利用客数は平成１０～１２年期に 9,063 人（同１５）、同１６～１

８年期には 9,989 人（同９）に増加し、６年間の増加率は 10.2%（３年間隔 5.1%）となっ

ている。 

 津黒高原荘の利用客数は、昭和５０～５２年期に 12,444 人（同３１）、平成１６～１８

年期には 7,785 人（同７）に減少し、２９年間の減少率は 37.4% （３年間隔△2.9% ）と

なっている。 

 

  第第第第３３３３項項項項 スキスキスキスキ－－－－場入込客数場入込客数場入込客数場入込客数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域におけるスキ－場は、岡山県観光客動態調査報告書によると昭和４９年当時は

三木ヶ原スキ－場（休暇村蒜山高原経営）、郷原スキ－場（山陽休暇村経営、平成１３年

閉鎖）、上蒜山スキ－場（休暇村蒜山高原経営）、塩釜スキ－場（両備バス株式会社経営、

昭和６１年閉鎖）があり、その後、同５１年に津黒高原スキ－場（津黒高原荘経営）、平

成９年にひるぜんベアバレ－スキ－場（グリ－ンピア株式会社経営）が開設されている。 

 蒜山地域における上記スキ－場入込客総数は、昭和４９～５１年期（以下、前期）に

120,666 人（変動係数３）、平成１６～１８年期（以下、後期）には 38,423 人に減少し、

３０年間の減少率は 68.2% （３年間隔△6.8% ）となっている。 

 一方、岡山県におけるスキ－場入込客数は、前期に276,748 人（同１０）、後期には177,008 

人（同４３）に減少し、３０年間の減少率は 36.0%（３年間隔△3.6% ）となり、蒜山地域

に比べて 32.2 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域におけるスキ－場入込客数の対岡山県比をみると、前期は 43.6% 、後期に

は 21.7%に低下している。 

 先に記述した蒜山地域における各スキ－場入込客数をみると以下のとおりである。 

 三木ヶ原スキ－場入込客数は、前期に 105,855 人（同１）、後期には 2,400 人（同１８）

に減少し、３０年間の減少率は 97.7% （３年間隔△9.8% ）となり、蒜山地域に比べて 29.5
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ポイント上回っている。 

 上蒜山スキ－場入込客数は、前期に 26,439 人（同２４）、後期には 10,455 人（同５３）

に減少し、３０年間の減少率は 60.5% （３年間隔△6.1% ）となり、蒜山地域に比べて 7.7 

ポイント下回り、三木ヶ原スキ－場を 37.2 ポイント下回っている。 

 津黒高原スキ－場入込客数は、昭和５１～５３年期に 2,372 人（同６８）、平成１６～

１８年期には 7,663 人（同４８）に増加し、２８年間の増加率は 223.1%（３年間隔 24.0% ）

となっている。 

 郷原スキ－場入込客数は、昭和４９～５１年期に 2,846 人（同１１）、平成１０～１２

年期には 1,087 人（同２５）に減少し、２４年間の減少率は 61.8%（３年間隔△7.7% ）と

なっている。 

 塩釜スキ－場入込客数は、昭和４９～５１年期に 4,143 人（同２３）、同５８～６０年

期には１０６人（同６９）に減少し、９年間の減少率は 97.4% （３年間隔△32.5%）となっ

ている。 

 ひるぜんビアバレ－スキ－場入込客数は、平成９～１１年期に 18,844 人（同３１）、同

１６～１８年期には 17,906 人（同５１）に減少し、７年間の減少率は 5.0%（３年間隔△2.2% ）

となっている。 

 

  第第第第４４４４項項項項 キャンプキャンプキャンプキャンプ場入込客数場入込客数場入込客数場入込客数のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域におけるキャンプ場は、岡山県観光客動態調査報告書によると昭和４９年の時

点で郷原キャンプ場（山陽休暇村経営、平成１５年閉鎖）、皆ヶ山キャンプ場（休暇村蒜

山高原経営、平成７年閉鎖）、蒜山国際モビレ－ジキャンプ場（中国鉄道株式会社経営、

平成７年閉鎖）、塩釜キャンプ場（両備バス株式会社経営）が開設され、その後、同５９

年に津黒高原キャンプ場（津黒高原荘経営）、平成３年に津黒高原オ－トキャンプ場（津

黒高原荘経営）、同６年に蒜山高原オ－トキャンプ場（休暇村蒜山高原経営）、蒜山ハイ

ツキャンプ場（中国鉄道株式会社経営、平成１２年閉鎖）が開設されている。 

 蒜山地域におけるキャンプ場入込客総数は、昭和４９～５１年期（以下、前期）に 33,240

人（変動係数１０）、平成１６～１８年期（以下、後期）には 22,619 人（同９）に減少し、

３０年間の減少率は 32.0% （３年間隔△3.2% ）となっている。 

 一方、岡山県におけるキャンプ場入込客数は、前期に 117,532 人（同１３）、後期には

181,547 人（同５）に増加し、３０年間の増加率は 54.5%（３年間隔 5.5%）となり、蒜山

地域における 32.0% 減少と対照的である。 

 上記した蒜山地域キャンプ場入込客数の対岡山県比をみると、前期 28.3% 、後期には

12.5% と著しくて低下している。 

 次に蒜山地域における各キャンプ場の入込客数をみると以下のとおりである。 

 郷原キャンプ場入込客数は、昭和４９～５１年期に 1,844 人（同５４）、平成１２～１

４年期には１４０人（同５０）に減少し、２４年間の減少率は 92.4% （３年間隔△11.6%）

となっている。 

 皆ヶ山キャンプ場入込客数は、昭和４９～５１年期に 17,768 人 （同１４）、平成４～

６年期には 18,558 人（同１３）に増加し、１８年間の増加率は 4.4%（３年間隔 0.7%）と

なっている。 

 蒜山国際モビレ－ジキャンプ場入込客数は、昭和４９～５１年期に 1,137 人（同４９）、

平成４～６年期には 3,567 人（同１２）に増加し、１８年間の増加率は 213.7%（３年間隔

35.6% ）となっている。 

 塩釜キャンプ場入込客数は、昭和４９～５１年期に 12,490 人（同６）、平成１６～１８

年期には 2,383 人（同１１）と減少し、３０年間の減少率は 80.9%（３年間隔△8.1% ）と

なっている。 

 津黒高原キャンプ場入込客数は、昭和５９～６１年期は 1,075 人（同２０）、平成１６

～１８年期には６２９人（同１１）に減少し、２０年間の減少率は 41.5% （３年間隔△6.2% ）

となっている。 

 津黒高原オ－トキャンプ場入込客数は、平成３～５年期に 2,840 人（同１６）、平成１
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６～１８年期には 3,671 人（同３）に増加し、１３年間の増加率は 29.3% （３年間隔 6.8%）

となっている。 

 蒜山高原キャンプ場入込客数は、平成６～８年期に 22,480 人（同２２）、平成１６～１

８年期には 15,936 人（同１２）に減少し、１０年間の減少率は 29.1% （３年間隔△8.8% ）

となっている。 

 

第第第第５５５５項項項項 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                    

 蒜山地域における主要な有料観光施設は、岡山県観光客動態調査報告書によると蒜山ハ

－ブガ－デン・ハ－ビル、蒜山高原ライディングパ－ク、津黒いきものふれあいの里、独

楽の博物館、下湯原温泉、足温泉となっている。 

 本項では下湯原温泉と足温泉を除く４施設とひるぜんジャ－ジ－ランドの入場者数の推

移につて記述する。なお、独楽の博物館以外の施設は概ね平成１０年の開設となっている。 

 上記した５施設の入場者総数は、平成１０～１２年期（以下、前期）に 160,637 人（変

動係数４）、同１６～１８年期（以下、後期）には 117,552 人（同１０）に減少し、６年

間の減少率は 26.8% （３年間隔△13.4%）となっている。 

 次に各施設の入場者数をみると以下のとおりである。 

 蒜山ハ－ブガ－デン・ハ－ビル入場者数は、前期に 70,732 人（同１１）、後期には 42,408

人（同１４）に減少し、６年間の減少率は 40.0% （３年間隔△20.0%）となっている。 

 蒜山ライディングパ－ク入場者数は、前期に 9,693 人（同１１）、後期には 8,449 人（同

３）に減少し、６年間の減少率は 12.8% （３年間隔△6.4% ）となっている。 

 ひるぜんジャ－ジ－ランド入場者数は、前期に 70,797 人（同６）、後期には 55,620 人

（同１０）に減少し、６年間の減少率は 21.4% （３年間隔△10.7%）となっている。 

 独楽の博物館入場者数は、前期に 3,135 人（同１３）、後期には 2,490 人（同６５）に

減少し、６年間の減少率は 20.6% （３年間隔△10.3%）となっている。 

 津黒いきものふれあいの里入場者数は、平成１１～１３年期に 9,191 人（同６４）、同

１６～１８年期には 8,585 人（同５）に減少し、５年間の減少率は 6.6%（３年間隔△3.9% ）

となっている。 

 

 第第第第１０１０１０１０節節節節 町村内総生産町村内総生産町村内総生産町村内総生産とととと町村民所得町村民所得町村民所得町村民所得のののの推移推移推移推移 

 

 町村内総生産とは、第１～３次産業部門における経済活動によって生産された財貨・サ

－ビスの価値を市場価格で合計した生産総額（産出額）から生産に要した経費を控除した

ものであり、生産活動によって生み出された付加価値である。 

 岡山県は昭和２５年以降、毎年「市町村民所得推計」結果を公表し、とくに平成５～１

２年には市町村別結果を公表している。本項では蒜山地域と４か町村における町村内総生

産とその経済活動別構成比及び町村民所得の平成５年と同１２年の両年度間における推移

の概要を記述する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 町村内総生産町村内総生産町村内総生産町村内総生産のののの増加増加増加増加 

 蒜山地域における町村内総生産（以下地域内総生産）は、平成５年に３１３億９千万円、

同１２年には３４３億１千１００万円に増加し、７年間の増加率は 9.3%となっている。 

 ４か町村における町村内総生産の増加率は、蒜山地域に比べて湯原町（19.2% ）は上回

り、反対に川上村（7.4%）、中和村（2.9%）及び八束村（0.5%）は下回っている。 

 以上の推移経過のもとで４か町村における町村内総生産の町村別シェアをみると、平成

１２年の３４３億１千１００万円は湯原町 40.2% 、八束村 27.5% 、川上村 24.5% 、中和

村 7.8%の順になっている。 

 一方、岡山県における市町村内総生産は、平成５年に７兆１千７３７億２千万円、同１

２年には７兆１千１１３億９千６００万円に減少し、７年間の減少率は 0.9%となり、蒜山

地域の 9.3%増加と対照的である。 

 次に蒜山地域内総生産の対岡山県比をみると、平成５年に 0.44% 、同１２年には 0.48% 
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と極僅差ながら上昇している。 

 

第第第第２２２２項項項項 町村内総生産町村内総生産町村内総生産町村内総生産のののの経済活動別推移状況経済活動別推移状況経済活動別推移状況経済活動別推移状況                                                                         

 町村内総生産を農林水産業（第１次産業）、鉱業・建設業、製造業（第２次産業）、電

気・ガス・水道業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、サ－ビス業、

政府サ－ビス生産者、対家計民間非営利サ－ビス生産者（第３次産業）の経済活動別に平

成５（以下、前時点）と同１２年（以下、後時点）の時点で比較すると以下のとおりある。 

 なお、政府サ－ビス生産者とは、国家の治安や秩序維持、経済更正、社会福祉の増進な

ど、政府以外の機関では効率的、経済的に供給されないサ－ビスを、通常、無償で供給す

る国、県、市町村の行政機関のほかに、社会保障を目的とする組織や事業団など政府の強

い監督下にあるものを総称する。対家計民間非営利サ－ビス生産者とは、個人の自発的な

意思に基づく団体として組織され、活動は利潤の追求を目的とせず、他の方法では効率的

に供給し得ない社会的・地域的サ－ビスを家計に提供するもので、私立学校、公共性の高

い私立病院、労働組合、宗教団体が該当する。 

 １１１１ 町村内総生産町村内総生産町村内総生産町村内総生産のののの推移推移推移推移 

 ① 農林水産業 

 蒜山地域における農林水産業総生産は、前時点に３３億１千６００万円、後時点には２

６億５千７００万円に減少し、７年間の減少率は 19.9% となっている。 

 ４か町村における農林水産業総生産の両時点間の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△

38.3%）と川上村（△28.6%）は上回り、反対に八束村（△18.8%）は下回り、中和村は 78.3% 

の増加となっている。以上の推移経過のもとで４か町の農林水産業総生産の町村別シェア

をみると、後時点における２６億５千７００万円は八束村 38.3% 、川上村 30.0% 、湯原町

16.8% 、中和村 14.8% の順になっている。 

 一方、岡山県における農林水産業総生産は、前時点に１千２２２億８千７００万円、後

時点には８７３億８千万円に減少し、７年間の減少率は 28.5% となり、蒜山地域に比べて

8.6 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における農林水産業総生産の対岡山県比をみると、前時点は 2.71% 、後時

点には 3.04% に上昇している。 

 ② 鉱業・建設業 

 蒜山地域における鉱業・建設業総生産は、前時点に５２億９千２００万円、後時点には

７６億２千７００万円に増加し、７年間の増加率は 44.1%となっている。 

 ４か町村における鉱業・建設業総生産の両時点間の増加率は、蒜山地域に比べて湯原町

（243.7%）は上回り、反対に川上村（24.3% ）は下回り、一方、八束村と中和村はそれぞ

れ 31.1% 、24.7% の減少となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における鉱業・

建設業総生産の町村別シェアをみると、後時点における７６億２千７００万円は湯原町

51.7% 、川上村 22.0% 、八束村 13.7% 、中和村 12.6% の順になっている。 

 一方、岡山県における鉱業・建設業総生産は、前時点に６千３４４億５千２００万円、

後時点には４千２９５億７千９００万円に減少し、７年間の減少率は 32.3% となり、蒜山

地域の 44.1% 増加と対照的である。 

 次に蒜山地域における鉱業・建設業総生産の対岡山県比をみると、前時点は 0.83% 、後

時点には 1.78% に上昇している。 

 ③ 製造業 

 蒜山地域における製造業総生産は、前時点に２６億９千６００万円、後時点には２４億

９千６００万円に減少し、７年間の減少率は 7.4%となっている。 

 ４か町村における製造業総生産の両時点間の減少率は、蒜山地域に比べて中和村（△

40.6%）は大幅に上回り、一方、川上村、湯原町及び八束村はそれぞれ 49.7% 、13.9% 、

4.9%の増加となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における製造業総生産の町村

別シェアをみると、後時点における２４億９千６００万円は八束村 67.2% 、湯原町 17.7% 、

川上村 10.4% 、中和村 4.7%の順となっている。 

 一方、岡山県における製造業総生産は、前時点に２兆５千３８０億９千２００万円、後
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時点には２兆４０２億２千３００万円に減少し、７年間の減少率は 19.6% となっている。 

 次に蒜山地域における製造業総生産の対岡山県比をみると、前時点に 0.11% となり、後

時点には 0.12% と横ばい状態である。 

 ④ 電気・ガス・水道業 

 蒜山地域における電気・ガス・水道業総生産は、前時点に５千万円、後時点には７千２

００万円に増加し、７年間の増加率は 44.0% となっている。 

 ４か町村における電気・ガス・水道業総生産の両時点間の増加率は、蒜山地域に比べて

八束村（144.4%）は大幅に上回り、反対に湯原町（28.0% ）、川上村（13.3% ）及び中和

村（±0% ）は下回っている。以上の推移経過のもとで４か町村における電気・ガス・水道

業総生産の町村別シェアをみると、後時点の７千２００万円は湯原町 44.4% 、八束村

30.6% 、川上村 23.6% 、中和村 1.4%の順になっている。 

 一方、岡山県における電気・ガス・水道業総生産は、前時点に１千８６５億７００万円、

後時点には２千３０億７千８００万円に増加し、７年間の増加率は 8.9%となり、蒜山地域

に比べて 35.1 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における電気・ガス・水道業総生産の対岡山県比をみると、前時点に 0.03% 、

後時点には 0.04% と僅差ながら上昇している。 

 ⑤ 卸売・小売業 

 蒜山地域における卸売・小売業総生産は、前時点に２０億１千６００万円、後時点には

２５億６００万円に増加し、７年間の増加率は 24.3% となっている。 

 ４か町村における卸売・小売業総生産の両時点間の増加率は、蒜山地域に比べて川上村

（61.1% ）は上回り、反対に中和村（12.5% ）は下回り、一方、湯原町と八束村はそれぞ

れ 27.3% 、11.9% の減少となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における卸売・

小売業総生産の町村別シェアをみると、後時点における２５億６００万円は川上村 48.6% 、

八束村 29.4% 、湯原町 17.7% 、中和村 4.3%の順になっている。 

 一方、岡山県における卸売・小売業総生産は、前時点に１兆２４８億１００万円、後時

点には９千９２５億１千６００万円と減少し、７年間の減少率は 3.2%となり、蒜山地域の

24.3% 増加とは対照的である。 

 次に蒜山地域における卸売・小売業総生産の対岡山県比をみると、前時点は 0.20% 、後

時点は 0.25% と極僅差ながら上昇している。 

 ⑥ 金融・保険業 

 蒜山地域における金融・保険業総生産は、前時点に５億７千７００万円、後時点には７

億２千９００万円に増加し、７年間の増加率は 26.3% となっている。 

 ４か町村における金融・保険業総生産の両時点間の増加率は、蒜山地域に比べて八束村

（43.8% ）は上回り、反対に川上村（21.5% ）と湯原町（20.9% ）は下回り、一方、中和

村は 7.1%の減少となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における金融・保険業総

生産の町村別シェアをみると、後時点における７億２千９００万円は湯原町 47.6% 、八束

村 33.3% 、川上村 15.5% 、中和村 3.6%の順になっている。 

 一方、岡山県における金融・保険業総生産は、前時点に２千３６０億６千１００万円、

後時点には３千５６１億４千５００万円に増加し、７年間の増加率は 50.9% となり、蒜山

地域に比べて 24.6 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における金融・保険業総生産の対岡山県比をみると、前時点に 0.24% 、後

時点には 0.20% と極僅差ながら低下している。 

 ⑦ 不動産業 

 蒜山地域における不動産業総生産は、前時点に３７億６千万円、後時点には３６億８千

４００万円に減少し、７年間の減少率は 2.0%となっている。 

 ４か町村における不動産業総生産の両時点間の減少率は、蒜山地域に比べて八束村（△

9.0% ）と湯原町（△5.1% ）は上回り、一方、中和村と川上村はそれぞれ 12.6% 、8.2%の

増加となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における不動産業総生産の町村別シ

ェアをみると、後時点における３６億８千４００万円は湯原町 36.3% 、八束村 29.8% 、川

上村 26.8% 、中和村 7.1%の順になっている。 



- 948 - 

 一方、岡山県における不動産業総生産は、前時点に５千３５億２千２００万円、後時点

には５千３６２億９千１００万円に増加し、７年間の増加率は 6.5%となり、蒜山地域の

2.0%減少と対照的である。 

 次に蒜山地域における不動産業総生産の対岡山県比をみると、前時点に 0.75% 、後時点

には 0.69% に下降している。 

 ⑧ 運輸・通信業 

 蒜山地域における運輸・通信業総生産は、前時点に２１億４００万円、後時点には２６

億３千９００万円に増加し、７年間の増加率は 25.4% となっている。 

 ４か町村における運輸・通信業総生産の両時点間の増加率は、蒜山地域に比べて湯原町

（54.2% ）と川上村（28.4% ）は上回り、反対に中和村（16.7% ）は下回り、一方、八束

村は 1.0%の減少となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における運輸・通信業総

生産の町村別シェアをみると、後時点における２６億３千９００万円は湯原町 38.7% 、川

上村 33.4% 、八束村 25.6% 、中和村 2.3%の順になっている。 

 一方、岡山県における運輸・通信業総生産は、前時点に４千５６７億１千８００万円、

後時点には５千２４１億９千６００万円に増加し、７年間の増加率は 14.8% となり、蒜山

地域に比べて 10.6 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における運輸・通信業総生産の対岡山県比をみると、前時点は 0.46% 、後

時点には 0.50% と極僅差ながら上昇している。 

 ⑨ サ－ビス業 

 蒜山地域におけるサ－ビス業総生産は、前時点に７４億３千７００万円、後時点には６

９億５千８００万円に減少し、７年間の減少率は 6.4%となっている。 

 ４か町村におけるサ－ビス業総生産の両時点間の減少率は、蒜山地域に比べて川上村（△

24.8%）と湯原町（△9.3% ）は上回り、一方、中和村と八束村はそれぞれ 145.0%、64.0% 

の増加となっている。以上の推移経過のもとで４か町村におけるサ－ビス業総生産の町村

別シェアをみると、後時点における６９億５千８００万円は湯原町 59.5% 、川上村 23.2% 、

八束村 16.6% 、中和村 0.7%の順になっている。 

 一方、岡山県におけるサ－ビス業総生産は、前時点に９千３５２億３千６００万円、後

時点には１兆３千１２億２００万円に増加し、７年間の増加率は 39.1% となり、蒜山地域

の 6.4%減少とは対照的である。 

 次に蒜山地域におけるサ－ビス業総生産の対岡山県比をみる、前時点は 0.80% 、後時点

には 0.53% に低下している。 

 ⑩ 政府サ－ビス生産者 

 蒜山地域における政府サ－ビス生産者総生産は、前時点に４４億８千２００万円、後時

点には５１億８千８００万円に増加し、７年間の増加率は 15.8% となっている。 

 ４か町村における政府サ－ビス生産者総生産の両時点間の増加率は、蒜山地域に比べて

川上村（57.9% ）、中和村（40.7% ）及び八束村（24.4% ）は上回り、一方、湯原町は 7.5%

の減少となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における政府サ－ビス生産者総生

産の町村別シェアをみると、後時点における５１億８千８００万円は湯原町 36.0% 、八束

村 34.7% 、川上村 16.1% 、中和村 13.1% の順になっている。 

 一方、岡山県における政府サ－ビス生産者総生産は、前時点に５千５５４億７千７００

万円、後時点には７千３４億２千２００万円と増加し、７年間の増加率は 26.6% となり、

蒜山地域に比べて 10.8 ポイント上回っている。 

 次に蒜山地域における政府サ－ビス生産者総生産の対岡山県比をみると、前時点は

0.81% 、後時点には 0.74% に低下している。 

 ⑪ 対家計民間非営利サ－ビス生産者 

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

万円、後時点には４億８千４００万円に増加し、７年間の増加率は 21.9% となっている。 

 ４か町村における対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産の両時点間の増加率は、蒜山

地域に比べて湯原町（50.0% ）は上回り、反対に川上村（10.2% ）は下回り、一方、八束

村は 8.4%の減少となっている。なお、中和村は平成７年に初めて７００万円と記録され、
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同７～１２年の増加率は 414.3%となっている。以上の推移経過のもとで４か町村における

対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産の町村別シェアをみると、後時点における４億８

千４００万円は湯原町 32.3% 、八束村 31.4% 、川上村 28.9% 、中和村 7.4%の順になって

いる。 

 一方、岡山県における対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産は、前時点に１千３９７

億８千８００万円、後時点には１千４２０億９千万円と増加し、７年間の増加率は 1.6%と

なり、蒜山地域に比べて 20.3 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における対家計民間非営利サ－ビス生産者総生産の対岡山県比をみると、

前時点に 0.28% 、後時点には 0.34% に上昇している。 

 ２２２２ 町村内総生産町村内総生産町村内総生産町村内総生産のののの経済活動別構成比経済活動別構成比経済活動別構成比経済活動別構成比のののの動向動向動向動向 

 上記した町村内総生産の平成５年と同１２年の両年度における蒜山地域、岡山県、そし

て町村別経済活動の構成比を、同構成比の高い順に列記すると以下のとおりである。 

 （１） 蒜山地域と岡山県 

 ① 蒜山地域 

 平成５年 

 サ－ビス業（23.7% ）－鉱業・建設業（16.9% ）－政府サ－ビス生産者（14.2% ）－不

動産業（12.0% ）－農林水産業（10.6% ）－製造業（8.5%）－運輸・通信業（6.7%）－卸

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

－電気・ガス・水道業（0.2%）                          

 平成１２年 

 鉱業・建設業（22.2% ）－サ－ビス業（20.2% ）－政府－ビス生産者（15.1% ）－不動

産業（10.7% ）－農林水産業（7.7%）－運輸・通信業（7.7%）－卸売・小売業（7.3%）－

製造業（7.3%）－金融・保険業（2.1%）－対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.4%）－電

気・ガス・水道業（0.2%） 

 ② 岡山県 

 平成５年 

 製造業（35.4% ）－卸売・小売業（14.3% ）－サ－ビス業（13.0% ）－鉱業・建設業（8.8%）

－政府サ－ビス生産者（7.7%）－不動産業（7.0%）－運輸・通信業（6.4%）－金融・保険

業（3.3%）－電気・ガス・水道業（2.6%）－対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.9%）－

農林水産業（1.7%）                               平

成１２年 

 製造業（28.7% ）－サ－ビス業（18.3% ）－卸売・小売業（14.0% ）－政府サ－ビス生

産者（9.9%）－不動産業（7.5%）－運輸・通信業（7.4%）－鉱業・建設業（6.0%）－金融

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

－農林水産業（1.2%）                             上

記した平成５年と同１２年の年度における経済活動別構成比から産業構造をみると、蒜山

地域ではサ－ビス業、鉱業・建設業及び政府サ－ビス生産者が前時点では５５％、後時点

では５８％を占め、そのなかで前時点でサ－ビス業は２４％と首位に立ち、次いで鉱業・

建設業１７％と続き、後時点では鉱業・建設業が急速に伸びて２２％と首位に就き、次い

でサ－ビス業は２０％となっている。 

 一方、岡山県の場合製造業、卸売・小売業及びサ－ビス業が前時点では６３％、後時点

では６１％を占め、そのなかで製造業は前時点では３５％、後時点では２９％と首位に立

ち、２位は前時点では卸売・小売業１４％、後時点ではサ－ビス業が急速に伸びて１８％

となっている。 

 （２） ４か町村 

 ① 川上村 

 平成５年 

 サ－ビス業（27.4% ）－鉱業・建設業（17.2% ）－農林水産業（14.2% ）－不動産業（11.6% ）

－運輸・通信業（8.8%）－政府サ－ビス生産者（6.8%）－製造業（6.5%）－卸売・小売業

（6.0%）－対家計民間非営利サ－ビス生産者（1.6%）－金融・保険業（1.2%）－電気・ガ
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ス・水道業（0.2%） 

 平成１２年 

 鉱業・建設業（19.9% ）－サ－ビス業（19.2% ）－卸売・小売業（14.5% ）－不動産業

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

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

電気・ガス・水道業（0.2%）                           

 ② 八束村 

 平成５年 

 製造業（17.0% ）－鉱業・建設業（16.2% ）－政府サ－ビス生産者（15.4% ）－農林水

産業（13.4% ）－不動産業（12.9% ）－卸売・小売業（8.9%）－サ－ビス業（7.5%）－運

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

－電気・ガス・水道業（0.2%）                          

 平成１２年 

 政府サ－ビス生産者（19.1% ）－製造業（17.8% ）－サ－ビス業（12.3% ）－不動産業

（11.6% ）－鉱業・建設業（11.1% ）－農林水産業（10.8% ）－卸売・小売業（7.8%）－

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

－電気・ガス・水道業（0.2%）                          

 ③ 中和村 

 平成５年 

 鉱業・建設業（49.3% ）－政府サ－ビス生産者（18.7% ）－不動産業（8.9%）－農林水

産業（8.5%）－製造業（7.6%）－卸売・小売業（3.7%）－運輸・通信業（2.8%）－金融・

保険業（1.1%）－電気・ガス・水道業（0.04% ）－対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.00% ） 

 平成１２年 

 鉱業・建設業（36.1% ）－政府サ－ビス生産者（25.5% ）－農林水産業（14.8% ）－不

動産業（9.8%）－製造業（4.4%）－卸売・小売業（4.1%）－運輸・通信業（2.3%）－サ－

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

気・ガス・水道業（0.04% ）                           

 ④ 湯原町 

 平成５年 

 サ－ビス業（39.4% ）－政府サ－ビス生産者（17.4% ）－不動産業（12.2% ）－鉱業・

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

製造業（3.4%）－金融・通信業（2.5%）－対家計民間非営利サ－ビス生産者（0.9%）－電

気・ガス・水道業（0.2%）                            

 平成１２年 

 サ－ビス業（30.0% ）－鉱業・建設業（28.6% ）－政府サ－ビス業（13.5% ）－不動産

業（9.7%）－運輸・通信業（7.4%）－農林水産業（3.2%）－製造業（3.2%）－卸売・小売

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

ガス・水道業（0.2%） 

 上記した４か町村の平成５年と同１２年の両年度における経済活動別構成比から産業構

造をみると以下のとおりである。 

 川上村における産業構造の主要部分は、前時点ではサ－ビス業、鉱業・建設業及び農林

水産業が５９％を占め、後時点ではサ－ビス業と農林水産業が著しく後退し、卸売・小売

業はかなり伸び、鉱業・建設業も幾分伸びて、鉱業・建設業、サ－ビス業及び卸売・小売

業が５４％を占めている。そうしたなかで前時点ではサ－ビス業が２７％と首位に就き、

次いで鉱業・建設業は１７％となり、後時点では鉱業・建設業が２０％、次いでサ－ビス

業は１９％となっている。 

 八束村における主要産業は、前時点では製造業、鉱業・建設業及び政府サ－ビス生産者

が４９％を占め、後時点ではサ－ビス業が急速に伸び、政府サ－ビス生産者も幾分伸び、

鉱業・建設業は後退して、政府サ－ビス生産者、製造業及びサ－ビス業が４９％を占めて

いる。そうしたなかで前時点では首位の製造業が１７％、鉱業・建設業１６％、政府サ－
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ビス生産者１５％と３者は近接し、これに農林水産業１３％が続き、以上の４産業が６２

％を占めている。一方、後時点では首位の政府サ－ビス生産者１９％、次いで製造業１８

％と両産業は近接し、これにサ－ビス業１２％、不動産業１１％と続き、以上の４産業が

６１％を占めている。 

 中和村における主要産業は、鉱業・建設業と政府サ－ビス生産者が前時点では６８％を

占め、後時点では鉱業・建設業は後退し、政府サ－ビス生産者と農林水産業は著しく伸び

て、鉱業・建設業と政府サ－ビス生産者が６２％を占めている。そうしたなかで、前時点

では鉱業・建設業は４９％と突出し、次いで政府サ－ビス生産者１９％と続き、不動産業

と農林水産業各９％を大きく引き離している。一方、後時点では鉱業・建設業は３６％と

首位に立ち、次いで政府サ－ス生産者２６％と続き、農林水産業１５％を大幅に引き離し

ている。 

 湯原町における主要産業は、サ－ビス業及び政府サ－ビス生産者が前時点では５７％を

占め、後時点ではサ－ビス業と政府サ－ビス生産者は幾分後退し、鉱業・建設業が著しく

伸びて、サ－ビス業及び鉱業・建設業が５９％を占めている。そうしたなかで、前時点で

はサ－ビス業は３９％と突出し、次いで政府サ－ビス生産者１７％、これに不動産業１２

％と続き、一方、後時点では首位のサ－ビス業３０％、次いで鉱業・建設業２９％と近接

し、政府サ－ビス生産者１４％を大幅に引き離している。 

 上記したように各町村における主要産業は、平成５年と同１２年の両年度において鉱業

・建設業、サ－ビス業、政府サ－ビス生産者となっているが、そのなかで特に八束村では

製造業が主要産業の地位を占めている点は注目される。また、首位産業の構成比が中和村

と湯原町では突出し、産業構造が一産業集中型であるのに対し、川上村と八束村は分散型

である点は特徴的である。 

 

  第第第第３３３３項項項項 町村民所得町村民所得町村民所得町村民所得のののの推移推移推移推移 

 上記したように生産活動で生み出された総生産（付加価値）は、その生産活動に労働、

資本等の生産要素を提供した町村民に、雇用者所得（報酬）、財産所得、企業所得として

配分され、その配分所得の総額は市町村民所得である。 

 １１１１ 町村民所得町村民所得町村民所得町村民所得のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における町村民所得は、平成５年（以下前時点）に２６７億７千６００万円、

同１２年（以下後時点）には２４１億２千８００万円に減少し、７年間の減少率は 9.9%と

なっている。 

 ４か町村における町村民所得の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△18.4%）は上回り、

反対に川上村（△6.0% ）、八束村（△3.3% ）及び中和村（△2.9% ）は下回っている。以上

の推移経過のもとで４か町村における町村民所得の町村別シェアをみると、後時点の２４

１億２千８００万円は湯原町 36.0% 、八束村 30.4% 、川上村 24.3% 、中和村 9.3%の順に

なっている。 

 一方、岡山県における市町村民所得は、前時点では５兆４千６９８億５千２００万円、

後時点には５兆１千６７８億４千１００万円に減少し、７年間の減少率は 5.5%となり、蒜

山地域と比べて 4.4 ポイント下回っている。 

 次に蒜山地域における町村民所得の対岡山県比をみると、前時点に 0.49% 、後時点には

0.47% と概ね横ばい状態となっている。 

 ２２２２ １１１１人当人当人当人当たりたりたりたり町村民所得町村民所得町村民所得町村民所得のののの減少減少減少減少 

 蒜山地域における１人当たりの町村民所得は、前時点に２５２万７千円、後時点には２

４９万円に減少し、７年間の減少率は 1.5%となっている。 

 ４か町村における１人当たり町村民所得の減少率は、蒜山地域に比べて湯原町（△4.3% ）

と八束村（△1.6% ）は上回り、一方、中和村と川上村はそれぞれ 9.5%、0.04% の増加とな

っている。 

 以上のような推移経過のもとで、後時点における１人当たり町村民所得は、中和村２９

１万１千円、湯原町２５０万円、川上村２４２万２千円、八束村２４１万３千円の順にな

っている。なお、蒜山地域の場合を 1.00 とした各町村の指数をみると、中和村 1.19、湯
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原町 1.00、八束村と川上村各 0.97 となっている。 

 一方、岡山県における１人当たり市町村民所得は、前時点に２８２万５千円、後時点に

は２６３万９千円に減少し、７年間の減少率は 6.6%となり、蒜山地域に比べて 5.1 ポイン

ト上回っている。 

 次に蒜山地域における１人当たり町村民所得の対岡山県比をみると、前時点は 89.5% 、

後時点には 94.4% と上昇している。 

 

 第第第第１１１１１１１１節節節節 蒜山地域蒜山地域蒜山地域蒜山地域４４４４かかかか町村町村町村町村のののの財政状況財政状況財政状況財政状況 

 

 ４か町村における財政状況について、昭和３５年と平成１２年の両年度間比較の形でま

とめると以下のとおりである。                           

 

  第第第第１１１１項項項項 歳入歳入歳入歳入・・・・歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額のののの推移推移推移推移 

 ① 川上村 

 昭和３５年度の歳入額は５千９２７万円、歳出額は６千１２０万円、形式収支（歳入歳

出差引）△１９３万円となり、一方、平成１２年度には歳入額２２億６千１０６万円（昭

和３５年歳入額を１とした歳入指数３８、以下同じ）、歳出額は２１億８千７３０万円（昭

和３５年度歳出額を１とした歳出指数３６、以下同じ）、形式収支は７千３７６万円とな

っている。                                   

  ② 八束村 

 昭和３５年度の歳入額は５千１４７万円、歳出額は５千５１万円、形式収支は９６万円

となり、一方、平成１２年度には歳入額２３億５千３４０万円（歳入指数４６）、歳出額

２２億７４２万円（歳出指数４４）、形式収支は１億４千５９８万円となっている。 

 ③ 中和村 

 昭和３５年度に歳入額は３千５８１万円、歳出額は３千３４０万円、形式収支は２４１

万円となり、一方、平成１２年度には歳入額１８億９８８万円（歳入指数５１）、歳出額

１７億２千３０７万円（歳出指数５２）、形式収支は８千６８１万円となっている。 

 ④ 湯原町 

 昭和３５年度に歳入額は９千６２０万円、歳出額は９千１８８万円、形式収支は４３２

万円となり、一方、平成１２年度には歳入額３１億３千４２９万円（歳入指数３３）、歳

出額２９億６千４９６万円（歳出指数３２）、形式収支２億７千１６０万円となっている。 

 ⑤ 岡山県内全町村 

 昭和３５年度に歳入額が６千６８６万円、歳出額は６千３９１万円、形式収支は２９５

万円となり、一方、平成１２年には歳入額４２億４千２６７万円（歳入指数６３）、歳出

額３９億７千１０７万円（歳出指数６２）、形式収支２億７千１６０万円となっている。 

 

        第第第第２２２２項項項項 人人人人口口口口１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり歳入歳入歳入歳入・・・・歳出額歳出額歳出額歳出額のののの推移推移推移推移 

 川上村は昭和３５年度に歳入額１万７千８４２円、歳出額１万８千４２２円、一方、平

成１２年度にはそれぞれ９３万４７７円、９０万１２３円となっている。 

 八束村は昭和３５年度に歳入額１万２千１７９円、歳出額１万１千９５２円、一方、平

成１２年度にはそれぞれ７８万６千８２７円、７３万８千２１円となっている。 

 中和村は昭和３５年度に歳入額２万４千１９６円、歳出額２万２千５６８円、一方、平

成１２年度にはそれぞれ２２５万９千５２５、２１５万１千１４９円となっている。 

 湯原町は昭和３５年度に歳入額１万４千７０９円、歳出が１万４千４９円、一方、平成

１２年度にはそれぞれ９１万８６６円、８６万１千６５６円となっている。 

 岡山県内全町村は昭和３５年度に歳入７千５６７円、歳出額７千２３３円、一方、平成

１２年度にはそれぞれ５７万１千４１３円、５３万４千８３４円となっている。     

 

  第第第第３３３３項項項項 歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額のののの費目別構成割合費目別構成割合費目別構成割合費目別構成割合のののの推移推移推移推移 

 町村財政の歳入一般財源として主なものは地方税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、
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地方債であり、それらの構成割合を町村間比較すると以下のとおりである。 

 ① 地方税 

 昭和３５年度に湯原町 43.3% 、全町村 38.2% 、八束村 16.2% 、川上村 10.7% 、中和村

10.0% 、一方、平成１２年度には全町村 16.6% 、八束村 12.4% 、湯原町 11.8% 、川上村

11.6% 、中和村 3.9%の順になっている。 

 ② 地方交付税 

 昭和３５度に全町村 23.7% 、八束村 21.7% 、川上村 16.3% 、中和村 11.7% 、湯原町 3.5%、

一方、平成１２年度には八束村 57.4% 、湯原町 56.3% 、川上村 52.5% 、全町村 43.0% 、

中和村 42.5% の順になっている。 

 ③ 国庫支出金 

 昭和３５度に川上村 9.4%、八束村 6.4%、全町村 4.2%、湯原町 2.2%、中和村 0.9%、一方、

平成１２年度には全町村 5.0%、中和村 3.9%、湯原町 3.0%、川上村 2.7%、八束村%の順にな

っている。 

 ④ 岡山県支出金 

 昭和３５年度に八束村 45.7% 、川上村 41.4% 、全町村 8.6%、湯原町 4.5%、中和村 3.6%、

一方、平成１２年度には川上村 14.0% 、中和村 10.2% 、全町村 6.5%、八束村 6.4%、湯原

町 5.6%の順になっている。 

 ⑤ 地方税 

 昭和３５年度に川上村 4.8%、八束村 2.9%、全町村 2.6%、中和村と湯原町該当なし、一

方、平成１２年度には中和村 19.4% 、全町村 9.2%、湯原町 5.4%、川上村 5.1%、八束村 3.1%

の順になっている。 

 ⑥ 財産収入とその他 

 昭和３５年度に八束村 71.2% となっている。なお、川上村はその他 17.4% となっている。 

 

    第第第第４４４４項項項項 歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額のののの費目別構成割合費目別構成割合費目別構成割合費目別構成割合のののの推移推移推移推移                                                                         

歳出は目的別構成費目として総務費（昭和３５年は庁費）、民生費、農林水産業費、商工

費、土木費、教育費、公債費、一方、性質別構成費目として人件費（義務的経費）と普通

建設事業費（投資的経費）を取り上げて以下に記述する。なお、昭和３５年度に限り民生

費等は社会労働費、また、農林水産業費、商工費等は産業経済費として計上されているた

め、昭和４０年度について記述する。 

 ① 総務費 

 昭和４０年度に全町村 19.5% 、川上村 17.5% 、湯原町 15.9% 、八束村 12.3% 、中和村

2.6%、一方、平成１２年度には八束村 27.5% 、湯原町 20.1% 、全町村 17.9% 、中和村 14.4% 、

川上村 14.1% の順になっている。 

 ② 民生費 

 昭和４０年度に中和村 9.6%、全町村 7.5%、川上村 6.2%、湯原町 5.7%、八束村 4.9%、一

方、平成１２年度には湯原町 16.1% 、八束村 14.9% 、全町村 13.9% 、川上村 10.6% 、中

和村 7.5%の順になっている。 

 ③ 農林水産業費 

 昭和４０年度に八束村 34.6% 、湯原町 28.2% 、川上村 27.7% 、中和村 21.4% 、全町村

15.4% 、一方、平成１２年度には中和村 31.5% 、川上村 23.4% 、全町村 12.0% 、八束村

11.3% 、湯原町 11.0% の順になっている。 

 ④ 商工費 

 昭和４０年度に湯原町 7.9%、川上村 1.0%、全町村 0.9%、八束村 0.4%、中和村 0.2%、一

方、平成１２年度には中和村 14.4% 、湯原町 6.3%、八束村 2.5%、全町村 2.1%、川上村 1.5%

の順になっている。 

 ⑤ 土木費 

 昭和４０年度に全町村 9.7%、八束村 9.0%、中和村 7.8%、川上村 7.3%、湯原町 6.4%、一

方、平成１２年度には川上村 15.7% 、全町村 11.6% 、中和村 8.6%、八束村 7.2%、湯原町

5.9%の順になっている。 
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 ⑥ 教育費 

 昭和４０年度に川上村 19.6% 、全町村 19.4% 、中和村 16.9% 、湯原町 15.4% 、八束村

14.5% 、一方、平成１２年度には全町村 12.5% 、八束村 9.7%、湯原町 7.8%、川上村 6.8%、

中和村 6.6%の順になっている。 

 ⑦ 公債費 

 昭和４０年度に川上村と湯原町各 3.9%、全町村 3.8%、中和村 3.5%、八束村 2.2%、一方、

平成１２年度には川上村 17.2% 、八束村 15.8% 、湯原町 14.5% 、全町村 14.3% 、中和村

7.1%の順になっている。 

 ⑧ 人件費 

 昭和４０年度に湯原町 30.1% 、中和村 27.8% 、全町村 26.4% 、川上村 24.3% 、八束村

18.8% 、一方、平成１２年度には湯原町 25.5% 、全町村 20.0% 、中和村 17.7% 、八束村

13.2% 、川上村 11.3% の順になっている。 

 ⑨ 普通建設事業費 

 昭和４０年度に八束村 34.6% 、湯原町 32.4% 、川上村 29.0% 、全町村 27.4% 、中和村

16.9% 、一方、平成１２年度には八束村 38.2% 、中和村 37.4% 、全町村 21.2% 、川上村

16.0% 、湯原町 12.8% の順になっている。 

 

  第第第第５５５５項項項項 財政財政財政財政構造構造構造構造のののの変化変化変化変化 

 財政構造の分析・診断指標として、一般に財政力指数、実質収支比率、経常収支比率、

公債費比率が使われる。それらに指標のなかで財政力指数は「１」に近いほど財政力が強

く、実質収支比率は「３～５％程度」が好ましく、経常収支率は「７０％前後」が良く、

公債費比率は「１５％前後」とされている。 

  ① 財政力指数 

 昭和４０年度に湯原町 0.71、全町村 0.34、八束村 0.24、中和村 0.20、川上村 0.19、一

方、平成１２年度には全町村 0.299 、川上村と湯原町各 0.194 、八束村 0.193 、中和村

0.099 の順になっている。 

  ② 実質収支比率 

 昭和４０年度に全町村 9.6%、湯原町 3.7%、中和村 2.7%、川上村 1.2%、八束村△12.5%、

一方、平成１２年度には中和村%10.9 、湯原町と全町村各 8.6%、八束村 6.4%、川上村 1.3%

の順になっている。 

  ③ 経常収支比率 

 昭和５０年度に湯原町 102.0%、八束村 96.9% 、全町村 94.6% 、中和村 90.2% 、川上村

82.4% 、一方、平成１２年度には中和村 84.3% 、川上村 83.7% 、湯原町 81.0% 、全町村

80.6% 、八束村 80.3% の順になっている。 

  ④ 公債費比率 

 昭和５０年度に湯原町 11.4% 、中和村 10.6% 、全町村 9.5%、川上村 6.4%、八束村 5.6%、

一方、平成１２年度に川上村 17.0% 、全町村 13.8% 、八束村 13.6% 、湯原町 12.5% 、中

和村 9.1%の順になっている。 

 


