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（10）借入耕地面積規模別面積

（11）貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６

（12）貸付耕地面積規模別経営体数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７

（13）貸付耕地面積規模別面積

（14）耕作放棄地のある経営体数と耕作放棄地面積
（16）耕作放棄地面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・１６８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６９

（15）耕作放棄地面積規模別経営体数
（17）放牧地に利用した土地

・・・・・・・１５７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７１

（18）田の経営耕地面積規模別経営体数
（19）田の経営耕地面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３

（20）過去１年間に稲を作った田の面積規模別経営体数
（21）過去１年間に稲を作った田の面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・１７４

・・・・・・・・・・・・・・・・１７５

（22）過去１年間に施設園芸に利用したハウス・ガラス室の面積規模別経営体数
（23）過去１年間に施設園芸に利用したハウス・ガラス室の面積規模別面積
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・・・１７６

・・・・・１７７

04

農業用機械の所有経営体数と所有台数
農業用機械の所有経営体数と所有台数

05

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

労働力
（１）経営者・役員等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９

（２）農業従事日数別経営者・役員等数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１

（３）雇用者（手伝い等を含む）

（４）雇用者人数規模別経営体数（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・１８１
・・・・・・・・・・・・・１８２

（５）雇用者のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）
（６）常雇

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３

（７）常雇人数規模別経営体数

（８）常雇のべ人日規模別経営体数
（９）臨時雇（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５

（10）臨時雇人数規模別経営体数（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・１８５

（11）臨時雇のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）
06

・・・・・・・・・・・・・１８６

農作物
（１）販売目的で作付け（栽培）した作物の類別作付（栽培）経営体数
（２）販売目的で作付け（栽培）した作物の類別作付（栽培）面積

・・・・・・・１８７

・・・・・・・・・１８９

（３）販売目的で作付けした稲・麦・雑穀の作物別作付経営体数と作付面積

・・・・・１９１

（４）販売目的で作付けしたいも類・豆類の作物別作付経営体数と作付面積

・・・・・１９２

（５）販売目的で作付け（栽培）した工芸農作物の作物別作付（栽培）経営体数
（６）販売目的で作付け（栽培）した野菜類の作物別作付（栽培）経営体数
（７）販売目的で栽培した花き類・花木の栽培経営体数と栽培面積
（８）販売目的で栽培した花き類の品目別栽培経営体数

・・・１９３

・・・・・１９３

・・・・・・・・・１９６

・・・・・・・・・・・・・・１９６

（９）販売目的で作付け（栽培）した作物の作付（栽培）面積規模別経営体数
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９７

ア

稲

イ

水稲

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８

ウ

麦類

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９

エ

小麦

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

オ

ばれいしょ

（ア）計

２０１

（イ）原料用ばれいしょ
（ウ）食用ばれいしょ
カ

かんしょ

キ

大豆

ク

野菜類

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０３
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０３

（ア）計
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１

（イ）露地

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４

（ウ）施設

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０５

果樹
（１）販売目的で栽培している果樹類の栽培経営体数と栽培面積
（２）販売目的で栽培している果樹類の品目別栽培経営体数

・・・・・・・・・・２０６

・・・・・・・・・・・・２０６

（３）販売目的で栽培している果樹類の栽培面積規模別経営体数
ア

計

イ

露地

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７
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ウ
08

施設

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

家畜等
（１）家畜等を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数
（２）乳用牛を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭数

・・・・・・・・・・・２０９
・・・・・・・・・・・・２１０

・・・・・・・・・・・・・・・・２１０

（３）２歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別経営体数

（４）肉用種の牛を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭数

・・・・・・・・・・２１２

（５）肉用種の子取り用めす牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数
（６）肉用種の肥育中の牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数

・・・・・・・・２１２

・・・・・・・・・・２１３

（７）和牛と乳用種の交雑種の牛を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭数

・・・２１４

（８）和牛と乳用種の交雑種の肥育中の牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数

・・・２１４

（９）和牛と乳用種の交雑種の売る予定の子牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数
（10）乳用種の牛を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭数
（11）乳用種の牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数

・・・・・・・・・・２１５

・・・・・・・・・・・・・・２１６

（12）乳用種の売る予定の子牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数
（13）豚を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭数

09

・・・・・・・・・・・・２１８

・・・・・・・・・・・・・・２１９

（16）採卵鶏を販売目的で飼養している経営体数と飼養羽数
（17）ブロイラーを出荷した経営体数と出荷羽数

・・・・・・・・２１７

・・・・・・・・・・・・・・２１８

（14）子取り用めす豚の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数
（15）肥育中の豚の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数

・２１５

・・・・・・・・・・・・２２０

・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

農作業の受託
（１）農作業を受託した経営体の事業部門別経営体数
（２）農作業を受託した経営体の事業部門数別経営体数

・・・・・・・・・・・・・・・２２２
・・・・・・・・・・・・・・２２３

（３）農作業を受託した経営体の受託作業面積規模別経営体数
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２５

ア

水稲作

イ

さとうきび作

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２６

（４）水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積

・・・・・・・・・・・・・・・２２７

（５）さとうきび作受託作業種類別経営体数と受託作業面積
（６）農作業の受託料金収入規模別経営体数

・・・・・・・・・・・・２２８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

4 農業経営体（販売農家・総数）
02

農業経営の特徴
（１）組織形態別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

（２）農産物販売金額規模別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３１

（３）農産物販売金額１位の部門別農家数
（４）農業経営部門数別農家数
（５）単一経営農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３４

（６）準単一複合経営及び複合経営農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３５

（７）農業以外の業種から資本金・出資金の提供を受けている農家の業種別農家数
（８）農業経営組織別環境保全型農業に取り組んでいる農家数
（９）環境保全型農業に取り組んでいる農家の取組形態別農家数
（10）農業生産関連事業を行っている農家の事業種類別農家数
（11）農作業を委託した農家数
（12）農産物出荷先別農家数

・・２３７

・・・・・・・・・・・２３８
・・・・・・・・・・２４０
・・・・・・・・・・・２４１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４３

（13）農産物の売上１位の出荷先別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４４
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（14）営農類型別農家数
03

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４５

土地
（１）経営耕地の状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６

（２）経営耕地面積規模別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４８
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４９

（３）経営耕地面積規模別面積

（４）経営耕地面積10アールきざみ農家数
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０

ア

１ha未満

イ

１ha〜２ha未満

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５１

ウ

２ha〜３ha未満

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２

エ

３ha〜４ha未満

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５３

オ

４ha〜５ha未満

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５４

カ

５ha〜30ha未満

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５５

キ

30ha以上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５６

（５）田、畑、樹園地のある農家数と所有面積（耕作放棄地を含む）
（６）所有耕地面積規模別農家数（耕作放棄地を含まない）
（７）所有耕地面積規模別面積（耕作放棄地を含まない）
（８）借入耕地のある農家数と借入耕地面積

・・・・・・・・２５７

・・・・・・・・・・・・２５８
・・・・・・・・・・・・・２６０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３

（９）借入耕地面積規模別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６４

（10）借入耕地面積規模別面積

（11）貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６７

（12）貸付耕地面積規模別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６８

（13）貸付耕地面積規模別面積

（14）耕作放棄地のある農家数と耕作放棄地面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７１

（15）耕作放棄地面積規模別農家数
（16）耕作放棄地面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２

（17）耕地以外で採草地・放牧地に利用した土地

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７４

（18）田の経営耕地面積規模別農家数
（19）田の経営耕地面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・２７３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７５
・・・・・・・・・・・・・・・２７６

（20）過去１年間に稲を作った田の面積規模別農家数
（21）過去１年間に稲を作った田の面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・２７７

（22）過去１年間に施設園芸に利用したハウス・ガラス室の面積規模別農家数
（23）過去１年間に施設園芸に利用したハウス・ガラス室の面積規模別面積
04

・・・・・２７９

農業用機械の所有経営体数と所有台数
農業用機械の所有農家数と所有台数

05

・・・・２７８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８０

労働力
（１）経営者・役員等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８１

（２）農業従事日数別経営者・役員等数
（３）雇用者（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８４

（４）雇用者人数規模別農家数（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・２８５

（５）雇用者のべ人日規模別農家数（手伝い等を含む）
（６）常雇

・・・・・・・・・・・・・・２８６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８７

（７）常雇人数規模別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８８

（８）常雇のべ人日規模別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８９

（９）臨時雇（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９０
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（10）臨時雇人数規模別農家数（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・２９１

（11）臨時雇のべ人日規模別農家数（手伝い等を含む）
06

・・・・・・・・・・・・・・２９２

農作物
（１）販売目的で作付け（栽培）した作物の類別作付（栽培）農家数
（２）販売目的で作付け（栽培）した作物の類別作付（栽培）面積

・・・・・・・・２９３
・・・・・・・・・２９５

（３）販売目的で作付けした稲・麦・雑穀の作物別作付農家数と作付面積

・・・・・・２９７

（４）販売目的で作付けしたいも類・豆類の作物別作付農家数と作付面積

・・・・・・２９８

（５）販売目的で作付け（栽培）した工芸農作物の作物別作付（栽培）農家数
（６）販売目的で作付け（栽培）した野菜類の作物別作付（栽培）農家数

・・・・・・３００

・・・・・・・・・・３０３

（７）販売目的で栽培した花き類・花木の栽培農家数と栽培面積
（８）販売目的で栽培した花き類の品目別栽培農家数

・・・・２９９

・・・・・・・・・・・・・・・３０４

（９）販売目的で作付け（栽培）した作物の作付（栽培）面積規模別農家数
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０５

ア

稲

イ

水稲

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０６

ウ

麦類

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０７

エ

小麦

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０８

オ

ばれいしょ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０９

（ア）計

（イ）原料用ばれいしょ
（ウ）食用ばれいしょ
カ

かんしょ

キ

大豆

ク

野菜類

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１２
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１３

（ア）計

07

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１０

（イ）露地

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１４

（ウ）施設

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１５

果樹
（１）販売目的で栽培している果樹類の栽培農家数と栽培面積
（２）販売目的で栽培している果樹類の品目別栽培農家数

・・・・・・・・・・・３１６

・・・・・・・・・・・・・３１７

（３）販売目的で栽培している果樹類の栽培面積規模別農家数

08

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１８

ア

計

イ

露地

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１９

ウ

施設

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２０

家畜等
・・・・・・・・・・・・３２１

（１）家畜等を販売目的で飼養している農家数と飼養頭羽数
（２）乳用牛を販売目的で飼養している農家数と飼養頭数
（３）２歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別農家数

・・・・・・・・・・・・・３２２

・・・・・・・・・・・・・・・・・３２３

（４）肉用種の牛を販売目的で飼養している農家数と飼養頭数

・・・・・・・・・・・３２５

（５）肉用種の子取り用めす牛の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数
（６）肉用種の肥育中の牛の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数

・・・・・・・・・３２６

・・・・・・・・・・・３２７

（７）和牛と乳用種の交雑種の牛を販売目的で飼養している農家数と飼養頭数

・・・・３２８

（８）和牛と乳用種の交雑種の肥育中の牛の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数

・・・・３２９

（９）和牛と乳用種の交雑種の売る予定の子牛の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数
（10）乳用種の牛を販売目的で飼養している農家数と飼養頭数
−目次８−

・・３３０

・・・・・・・・・・・３３１

（11）乳用種の牛の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数

・・・・・・・・・・・・・・・３３２

（12）乳用種の売る予定の子牛の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数
（13）豚を販売目的で飼養している農家数と飼養頭数

・・・・・・・・・・・・・・・３３４

（14）子取り用めす豚の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数
（15）肥育中の豚の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数

09

・・・・・・・・・・・・・３３５

・・・・・・・・・・・・・・・３３６

（16）採卵鶏を販売目的で飼養している農家数と飼養羽数
（17）ブロイラーを出荷した農家数と出荷羽数

・・・・・・・・・・・・・３３８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３９

農作業の受託
（１）農作業を受託した農家の事業部門別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・３４０

（２）農作業を受託した農家の事業部門数別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・３４１

（３）水稲作農作業を受託した農家の受託作業面積規模別農家数
（４）水稲作受託作業種類別農家数と受託作業面積
（５）農作業の受託料金収入規模別農家数
10

・・・・・・・・・・３４３

・・・・・・・・・・・・・・・・３４４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４６

家族農業経営
（１）主副業別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７

（２）専兼業別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４８

（３）農業労働力保有状態別農家数
（４）家族経営構成別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５０

ア

計

イ

経営者年齢６５歳以上

（５）後継者の有無別農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５２
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５４

（６）後継者の有無別経営耕地面積
11

・・・・・・・・・３３３

世帯員
（１）年齢別世帯員数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５６

（２）年齢別の経営者数
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５９

ア

計

イ

配偶者がいる経営者

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６２

ウ

後継者がいる経営者

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６５

（３）自営農業従事日数別の経営者数
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６８

ア

計

イ

経営者が６５歳以上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７０

（４）年齢別の同居後継者数
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７２

ア

計

イ

配偶者がいる同居後継者

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７４

（５）自営農業従事日数別の同居後継者数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７６

（６）過去１年間の生活の主な状態別世帯員数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７８

（７）年齢別の農業従事者数（自営農業に従事した世帯員数）

・・・・・・・・・・・３８０

（８）自営農業従事日数別の農業従事者数（自営農業に従事した世帯員数）
（９）年齢別の農業就業人口（自営農業に主として従事した世帯員数）

・・・・・３８３

・・・・・・・３８５

（10）自営農業従事日数別の農業就業人口（自営農業に主として従事した世帯員数）

・３８８

（11）年齢別の基幹的農業従事者数
（自営農業に主として従事した世帯員のうち仕事が主の世帯員数）

・・・・・・３９０

（12）自営農業従事日数別の基幹的農業従事者数
（自営農業に主として従事した世帯員のうち仕事が主の世帯員数）
−目次９−

・・・・・・３９３

（13）平均年齢

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９５

5 林業経営体（総数）
14

林業経営の特徴
（１）組織形態別経営体数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９６
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９７

（２）林業投下労働規模別経営体数
（３）林産物販売金額規模別経営体数
15

山林
（１）保有山林の状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９９

（２）保有山林面積規模別経営体数
（３）保有山林面積規模別面積
（５）所有山林面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０５

（８）借入山林面積規模別経営体数
（９）借入山林面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０３

（６）貸付山林面積規模別経営体数
（７）貸付山林面積規模別面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４００

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０１

（４）所有山林面積規模別経営体数

16

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０７

労働力
（１）経営者・役員等（世帯員を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０８

（２）林業従事日数別経営者・役員等数（世帯員を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１０

（３）雇用者（手伝い等を含む）

（４）雇用者人数規模別経営体数（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・４１１

（５）雇用者のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）
（６）常雇

・・・・・・・・・・・・・４１２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１３

（７）常雇人数規模別経営体数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１４

（８）常雇のべ人日規模別経営体数
（９）臨時雇（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１５
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１６

（10）臨時雇人数規模別経営体数（手伝い等を含む）

・・・・・・・・・・・・・・・４１７

（11）臨時雇のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）
17

・・・・・・・・・・・・・４０８

・・・・・・・・・・・・・４１８

林産物
・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１９

（１）素材生産を行った経営体数と素材生産量
（２）素材生産量規模別経営体数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２０

ア

計

イ

保有山林で自ら伐採した素材生産量

ウ

受託もしくは立木買いによる素材生産量

エ

立木買いによる素材生産量

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２３

（３）過去１年間に林産物の販売を行った経営体数
18

・・・・・・・・・・・・・・・・・４２２
・・・・・・・・・・・・・・・・４２４

林業作業
（１）過去５年間に保有山林で林業作業を行った経営体の作業別経営体数

・・・・・・４２５

（２）過去１年間に保有山林で林業作業を行った経営体の作業別経営体数と作業面積
19

・４２６

林業作業の受託
（１）過去１年間に林業作業の受託を行った経営体数と受託面積

・・・・・・・・・・４２７

（２）作業種類別作業受託面積規模別経営体数
ア

植林

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２８
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イ

下刈りなど

ウ

間伐

（ア）計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２９

（イ）切捨間伐

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２９

（ウ）利用間伐

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３０

エ

主伐

（ア）計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３０

（イ）請負

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３１

（ウ）立木買い

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３１

（３）林業作業の受託料金収入規模別経営体数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３２

6 調査客体候補名簿
22

世帯
（１）経営耕地５〜10ａの世帯数と面積（農家世帯を除く）
（２）総農家数

・・・・・・・・・・・・４３３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３３

（３）耕地及び耕作放棄地を５ａ以上所有している世帯数と面積（農家世帯を除く）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３５

（４）総農家の経営耕地の状況

（５）自給的農家の経営耕地の状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３６

（６）経営耕地面積規模別総農家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３７

（７）経営耕地面積規模別自給的農家数
（８）林家数と保有山林面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３８

（９）保有山林面積規模別林家数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３９

（10）林家の保有山林面積規模別面積
23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４０

世帯以外の事業体
（１）経営目的別農家以外の農業事業体数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４１

（２）農家以外の農業事業体数と経営耕地の状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・４４２

（３）その他目的の農家以外の農業事業体数と経営耕地の状況
（４）保有山林面積規模別林家以外の林業事業体数

・・・・・・・・・・・４４３

・・・・・・・・・・・・・・・・４４４

（５）林家以外の林業事業体の保有山林面積規模別面積
24

・・・・・・・・・・・・・・４４５

農業生産法人
（１）農業生産法人の農業経営体

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４６

（２）農業生産法人の販売農家、農家以外の農業事業体、農業サービス事業体
25

・４３４

・・・・４４６

認定農業者
（１）認定農業者のいる農業経営体

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４７

（２）認定農業者のいる販売農家、農家以外の農業事業体、農業サービス事業体
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・・・４４７

