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第２章 農村人口の変容 

 表１  総人口の推移 

 表２  総人口の増減の推移 

 表３  人口密度の推移 

 表４  人口性比の推移 

 表５  年齢（５歳階層）別人口の割合（昭和３５年と平成１２年） 

 図１  蒜山地域と岡山県の人口ピラミッド（昭和３５年） 

 図２  蒜山地域と岡山県の人口ピラミッド（平成１２年） 

 表６  年齢３区分別人口の推移 

 表７  年齢３区分別人口の増減の推移 

 表８  年齢３区分別人口割合の推移 

 表９  年齢構造指数の推移 

 表１０ 労働力人口の推移 

 表１１ 男女別労働力人口の推移 

 表１２ 労働力人口の増減の推移 

 表１３ 年齢階層別労働力人口の推移 

 表１４ 年齢階層別労働力人口割合の推移 

 

第３章 産業構造の変化 

 表１  就業者数および就業率の推移 

 表２  就業者数の増減の推移 

 表３  就業者数の年齢区分別割合の推移 

 表４  就業者数の年齢区分別割合の特化係数の推移 

 表５  産業部門別就業者数の推移 

 表６  産業部門別就業者数の増減の推移 

 表７  就業者数の産業部門別構成割合の推移 

 表８  就業者数の産業部門別構成割合の特化係数の推移 

 表９  第１次産業部門業種別従事者数の推移 

 表１０ 第１次産業部門従事者数の業種別構成割合の推移 

 表１１ 第１次産業部門従事者数の業種別構成の特化係数の推移 

 表１２ 第２次産業部門業種別従事者数の推移 

 表１３ 第２次産業部門従事者数の業種別構成割合の推移 

 表１４ 第２次産業部門従事者数の業種別構成の特化係数の推移 

 表１５ 第３次産業部門業種別従事者数の推移 

 表１６ 第３次産業部門従事者数の業種別構成割合の推移 

 表１７ 第３次産業部門従事者数の業種別構成の特化係数の推移 

 

第４章 農村世帯の変容 

 表１  世帯数及び世帯人員の推移 

 表２  世帯数及び世帯人員の増減の推移 

 表３  人員規模別世帯数の推移 

 表４  人員規模別世帯数の増減の推移 

 表５  世帯数の人員規模別構成割合の推移 

 表６  経済構成別世帯数の推移 

 表７  経済構成別世帯数の増減の推移 

 表８  世帯数の経済構成別割合の推移 

 表９  世帯数の経済構成別割合の特化係数の推移 

 



第５章 農業集落の変容と現状 

 表１  地勢別及び中心地の標高区分別農業集落割合 

 表２  耕地の傾斜度別農業集落割合 

 表３  法制上の指定地域に該当している農業集落割合 

 表４  生活関連施設及びＤＩＤ旧市町村までの所要時間別農業集落割合 

 表５  農業集落数と農家率の推移 

 表６  農業集落数の農家率区分別割合の推移 

 表７  農業集落数の総世帯数規模別割合の推移 

 表８  農業集落数の農家数規模別割合の推移 

 表９  農業集落数の耕地面積規模別割合の推移 

 表１０ 過去１０年間の耕地面積が減少した農業集落割合の推移 

 表１１ 寄合の年間開催回数別農業集落割合の推移 

 表１２ 寄合の議題別開催率 

 表１３ 共有施設等管理作業の組織別農業集落割合の推移 

 表１４ 農畜産物をブランド化している農業集落割合 

 表１５ 集団転作の実施形態別農業集落割合の推移 

 表１６ 集団転作の実施形態別農業集落割合の推移 

 表１７ 集落内における地域活性化のための組織の結成と主な活動状況 

 表１８ 都市民との交流事業別農業集落割合 

 

第６章 農林業の変容 

 表１  専業・兼業別農家数の推移 

 表２  専業・兼業別農家数の増減の推移 

 表３  専業・兼業別農家数割合の推移 

 表４  兼業種類別農家数の推移 

 表５  兼業種類別農家数割合の推移 

 表６  第１種及び第２種雇用兼業農家における業種別農家数割合の推移 

 表７  農業就業状態別農家数の推移 

 表８  農業就業状態別農家数割合の推移 

 表９  経営耕地面積規模別農家数の推移 

 表１０ 経営耕地面積規模別農家数割合の推移 

 表１１ 経営耕地面積規模別農家数割合の特化係数の推移 

 表１２ 農家人口、生産年齢人口及び就業者数の推移 

 表１３ 農業就業人口及び基幹的農業従事者数の推移 

 表１４ 農業就業人口及び基幹的農業従事者数の増減の推移 

 表１５ 農業就業人口の年齢階層別構成の推移 

 表１６ 農業就業人口の年齢階層別構成の特化係数の推移 

 表１７ 農家の就業状態別世帯員数の推移 

 表１８ 農家世帯員数の就業状態別割合の推移 

 表１９ 農家世帯員数の就業状態別割合の特化係数の推移 

 表２０ 経営耕地面積の推移 

 表２１ 経営耕地面積の増減の推移 

 表２２ 農家の借入耕地面積の推移 

 表２３ 農家の耕作放棄地面積の推移 

 表２４ 耕地の利用状態別面積割合の推移 

 表２５ 農作物作付延べ面積の推移 

 表２６ 農作物作付延べ面積の作目別構成割合の推移 

 表２７ 農作物作付延べ面積の作目別構成割合の特化係数の推移 

 表２８ 家畜飼養農家数の推移 

 表２９ 家畜飼養頭数の推移 



 表３０ 乳用成牛頭数規模別農家数割合の推移 

 表３１ 乳用成牛頭数規模別農家数割合の特化係数の推移 

 表３２ 家畜飼養農家１戸当たり頭数と飼養農家率の推移 

 表３３ 肉用牛経営における部門別農家率と１戸当たり頭数の推移 

 表３４ 農業機械台数の推移 

 表３５ 耕耘機・農用トラクタ－機種別構成の推移 

 表３６ 農家１００戸当たり農業機械所有台数の推移 

 表３７ 農業機械の個人所有率の推移 

 表３８ 農業粗生産額とその部門別構成割合の推移 

 表３９ 作目別農業粗生産額の推移 

 表４０ 農業粗生産額の作目別構成割合の推移 

 表４１ 農業粗生産額の作目別構成割合の特化係数の推移 

 表４２ 生産農業所得の推移 

 表４３－１ 農産物販売金額規模別農家数割合とその特化係数の推移（４か町村） 

 表４３－２ 農産物販売金額規模別農家数割合とその特化係数の推移（蒜山地域） 

 表４４ 農産物販売金額１位の作目別農家数割合の推移 

 表４５ 農産物販売金額１位の作目別農家数割合の特化係数の推移 

 表４６ 農産物販売農家の経営組織別農家数割合の推移 

 表４７ 農産物販売農家の経営組織別農家数割合の特化係数の推移 

 表４８ 単一経営農家における作目別農家数割合の推移 

 表４９ 単一経営農家における作目別農家数割合の特化係数の推移 

 表５０ 林家数と保有山林面積の推移 

 表５１ 保有山林面積規模別林家数割合の推移 

 表５２ 保有山林面積規模別林家数割合の特化係数の推移 

 表５３ 主業別農家林家数の推移 

 表５４ 主業別農家林家数構成比の特化係数の推移 

 表５５ 林業従事世帯員数と従事日数別世帯員数割合の推移 

 表５６ 林業従事世帯員数の従事日数別割合の特化係数の推移 

 表５７ 林家における林産物の販売状況の変化 

 表５８ 林産物種類別販売林家数割合の特化係数の推移 

 

第７章 商業の進展 

 表１  商店数、従業者数、年間販売額の推移 

 表２  商店数、従業者数、年間販売額の増減の推移 

 表３  商店当たり従業者数、支持人口、年間販売額の特化係数の推移 

 表４  真庭郡内町村の商店当たり商業の状況（蒜山地域４か町村を除く） 

 表５  卸売業と小売業の商店数及び小売業商店数割合の推移 

 表６  小売業商店数の産業細分類別構成の推移 

 表７  小売業商店数の産業細分類別構成の特化係数の推移 

 表８  小売業商店数の産業細分類「その他」の業種別構成の推移 

 表９  小売業商店数の産業細分類「その他」の業種別構成の特化係数の推移 

 

第８章  工業の発展 

 表１  事業所数、従業者数、年間製品出荷額等の推移 

 表２  事業所数の産業分類別構成の推移 

 表３  事業所数の産業分類別構成の特化係数の推移 

  

第９章  観光・リクリェ－ション地への飛躍 

 表１  観光客数の推移 

 図１  観光客数の指数の推移 



 表２  岡山県観光客数の観光地別構成比及び指数の推移 

 表３  真庭郡内主要観光地の観光客数とその岡山県内順位の推移 

 表４  岡山県内観光地ランキング・ベスト５の観光地の推移 

 表５  観光客数の利用交通機関別構成比の推移 

 表６  蒜山地域における公的宿泊施設利用者数の推移 

 表７  蒜山地域における公的宿泊施設別利用者数の推移 

 表８  公的宿泊施設利用者数の指数の推移 

 図２  公的宿泊施設利用者数の指数に推移 

 表９  蒜山地域における公的宿泊施設別利用者数構成比の推移 

 表１０ ユ－スホステル利用者数の推移 

 表１１ スキ－場入込客数の推移 

 表１２ スキ－場入込客数の場所別構成比の推移 

 表１３ キャンプ場入込客数の推移 

 表１４ キャンプ場入込客数の場所別構成比の推移 

 表１５ 主要有料観光施設入場者数の推移 

 

第１０章 総生産と町村民所得の推移 

 表１  町村内総生産及び町村民所得の推移 

 表２  町村内総生産と町村民所得の指数の推移 

 表３  地域内総生産と町村別構成比及び対岡山県比の推移 

 表４  経済活動別町村内総生産の推移 

 表５  町村内総生産の経済活動別構成の推移 

 表６  町村内総生産の経済活動別構成の特化係数の推移 

 表７  １人当たり町村民所得指数の推移 

 表８  町村民所得の配分額の推移 

 表９  町村民所得の種類別構成の推移 

 表１０ 町村民所得の種類別構成の特化係数の推移 

 

第１１章 蒜山地域内町村の財政状況 

 表１  歳入・歳出決算規模の推移 

 表２  人口１人当たり歳入・歳出決算額の推移 

 表３－１ 歳入・歳出決算額の費目別構成とその特化係数（川上村） 

 表３－２ 歳入・歳出決算額の費目別構成とその特化係数（八束村） 

 表３－３ 歳入・歳出決算額の費目別構成とその特化係数（中和村） 

 表３－４ 歳入・歳出決算額の費目別構成とその特化係数（湯原町） 

 表３－５ 歳入・歳出決算額の費目別構成とその特化係数（県内町村） 

 表４  財政関係指標の推移 

 表５  固定資産評価額の推移 

 

第１２章 蒜山地域社会と農業の展開方向 

 表１  総人口、年齢３区分別人口及び年齢構造指数の推移 

 表２  １５歳以上人口、労働力人口及び就業者数と年齢区分別構成比の推移 

 表３  産業別就業者数とその構成比の推移 

 表４  農業集落数とその耕地面積規模別割合の推移 

 表５  商店数、従業者数及び商品販売額の推移 

 表６  事業所数、従業者数及び製造品出荷額等の推移 

 表７  観光客数及び観光・リクリェ－ション施設等利用者数の推移 

 表８  総農家数、自給的農家数及び販売農家数の推移 

 表９  農業専従者有無別農家数の推移 

 表１０ 主業・準主業及び副業的農家数の推移 



 表１１ 主業・準主業及び副業的農家数割合の推移 

 表１２ 農業後継者の有無別及び同後継者の就業状態別農家数の推移 

 表１３ 農業従事者数、農業就業人口、基幹的農業従事者数及び農業専従者数の推移 

 表１４ 農業従事者等の平均年齢の推移 

 表１５ 農業就業人口及び基幹的農業従事者数の年齢階層別割合の推移 

 表１６ 経営耕地面積、借入耕地面積及び耕作放棄地面積の推移 

 表１７ 農作物作付面積の作目別構成割合の推移 

 表１８ 飼養牛頭数の推移 

 表１９ 農業機械台数の推移 

 表２０ 農業部門別粗生産額の推移 

 表２１ 主要作目の粗生産額の推移 

 表２２ 農産物販売金額規模別販売農家数割合の推移 

 表２３ 生産農業所得の推移 

 表２４ 蒜山地域４か町村の土地と人口（平成１７年） 

 表２５ 蒜山地域４か町村における農業活力を巡る社会経済的、農業構造的要因に関す 

     る指標項目とその数値 

 表２６ 蒜山地域４か町村における社会経済的指標の特化係数と地域活力水準 

 表２７ 蒜山地域４か町村における農業構造的指標の特化係数と農業活力水準 

 表２８ 国民１人・１年当たり供給純食料の推移 

 表２９ 食料の品目別自給率の推移 

 表３０ 全国における米、野菜及び牛乳・乳製品の生産指数の推移 

 表３１ 岡山県及び蒜山地域における米、野菜、牛乳・乳製品の生産量の推移 

 表３２ 蒜山地域における乳用牛の品種別飼養戸数及び頭数の推移 

 表３３ 蒜山酪農農業協同組合の平成１２～１８年度損益計算書 

 表３４ 蒜山酪農農業協同組合の牛乳集乳量と同組合営牛乳処理プラント仕向量の推移 

表３５ ジャ－ジ種牛飼養農家数の頭数規模別割合と同規模別１戸当たり頭数の推移 

 表３６ ホルスタイン種牛飼養農家数の頭数規模別割合と同規模別１戸当たり頭数の推

移 

 


