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　　ア　稲　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０５

　　イ　水稲　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０６

　　ウ　麦類　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０７

　　エ　小麦　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０８

　　オ　ばれいしょ

　　（ア）計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０９

　　（イ）原料用ばれいしょ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１０

　　（ウ）食用ばれいしょ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１１

　　カ　かんしょ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１２

　　キ　大豆　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１２

　　ク　野菜類　

　　（ア）計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１３

　　（イ）露地　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１４

　　（ウ）施設　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１５

07　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　・・・・・・・・・・・３１６

（２）販売目的で栽培している果樹類の品目別栽培農家数　・・・・・・・・・・・・・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

　　ア　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１８

　　イ　露地　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１９

　　ウ　施設　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２０

08　家畜等

（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　・・・・・・・・・・・・３２１

（２）乳用牛を販売目的で飼養している農家数と飼養頭数　・・・・・・・・・・・・・３２２

（３）２歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・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　・・・・・・・・・３２６

（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　・・・・・・・・・・・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　・・３３０

（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　・・・・・・・・・・・３３１

－目次８－



（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　・・・・・・・・・３３３

（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　・・・・・・・・・・・・・３３５

（15）肥育中の豚の飼養頭数規模別農家数と飼養頭数　・・・・・・・・・・・・・・・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　・・・・・・・・・・・・・３３８

（17）ブロイラーを出荷した農家数と出荷羽数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３９

09　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　・・・・・・・・・・３４３

（４）水稲作受託作業種類別農家数と受託作業面積　・・・・・・・・・・・・・・・・３４４

（５）農作業の受託料金収入規模別農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４６

10　家族農業経営

（１）主副業別農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７

（２）専兼業別農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７

（３）農業労働力保有状態別農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４８

（４）家族経営構成別農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　ア　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５０

　　イ　経営者年齢６５歳以上　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５１

（５）後継者の有無別農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５２

（６）後継者の有無別経営耕地面積　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５４

11　世帯員

（１）年齢別世帯員数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５６

（２）年齢別の経営者数

　　ア　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５９

　　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

　　ア　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６８

　　イ　経営者が６５歳以上　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７０

（４）年齢別の同居後継者数

　　ア　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７２

　　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）　・・・・・３８３

（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）　・・・・・・・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）　・・・・・・３９３
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（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

（２）林業投下労働規模別経営体数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９７

（３）林産物販売金額規模別経営体数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９８

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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４００

（３）保有山林面積規模別面積　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０１

（４）所有山林面積規模別経営体数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０２

（５）所有山林面積規模別面積　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０３

（６）貸付山林面積規模別経営体数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０４

（７）貸付山林面積規模別面積　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０５

（８）借入山林面積規模別経営体数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０６

（９）借入山林面積規模別面積　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０７

16　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）　・・・・・・・・・・・・・４０８

（３）雇用者（手伝い等を含む）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１０

（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）　・・・・・・・・・・・・・４１２

（６）常雇　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１５

（９）臨時雇（手伝い等を含む）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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）　・・・・・・・・・・・・・４１８

17　林産物

（１）素材生産を行った経営体数と素材生産量　・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１９

（２）素材生産量規模別経営体数　

　　ア　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２０

　　イ　保有山林で自ら伐採した素材生産量　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２１

　　ウ　受託もしくは立木買いによる素材生産量　・・・・・・・・・・・・・・・・・４２２

　　エ　立木買いによる素材生産量　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２３

（３）過去１年間に林産物の販売を行った経営体数　・・・・・・・・・・・・・・・・４２４

18　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　・４２６

19　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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２８

　　ウ　間伐　

　　（ア）計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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）　・・・・・・・・・・・・４３３

（２）総農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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）　・４３４

（４）総農家の経営耕地の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３５

（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

（７）経営耕地面積規模別自給的農家数　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３７

（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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４０

23　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　・・・・・・・・・・・４４３

（４）保有山林面積規模別林家以外の林業事業体数　・・・・・・・・・・・・・・・・４４４

（５）林家以外の林業事業体の保有山林面積規模別面積　・・・・・・・・・・・・・・４４５

24　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　・・・・４４６

25　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　・・・４４７
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