
統計表　新旧市区町村別一覧表

 ファイル名
 シート名

 統計表名称

 ０１　農林業経営体（新旧市区町村別一覧表）
 ０１ 農林業経営体数

（１） 調査客体数
（２） 組織形態別経営体数  
（３） 経営タイプ別経営体数  
（４） 農林業従事人数規模別経営体数
（５） 投下労働規模別経営体数  
（６） 経営耕地面積規模別、保有山林面積規模別の経営体数
（７） 農業従事人数規模別、林業従事人数規模別の経営体数
（８） 農産物販売金額規模別、林産物販売金額規模別の経営体数

 ０２　農業経営体（新旧市区町村別一覧表）
 ０２ 農業経営の特徴

（１） 組織形態別経営体数
（２） 農業投下労働規模別経営体数
（３） 農産物販売金額規模別経営体数
（４） 農産物販売金額１位の部門別経営体数
（５） 農業経営部門数別経営体数
（６） 単一経営経営体数
（７） 準単一複合経営及び複合経営経営体数
（８） 農業以外の業種から資本金・出資金の提供を受けている経営体の業種別経営体数
（９） 農業経営組織別環境保全型農業に取り組んでいる経営体数
（１０） 環境保全型農業に取り組んでいる経営体の取組形態別経営体数
（１１） 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数
（１２） 農業生産関連事業の売上合計金額に占める割合が８割以上の事業種類別経営体数
（１３） 農業生産関連事業を行っている経営体の事業収入規模別経営体数
（１４） 農作業を委託した経営体数
（１５） 農産物出荷先別経営体数
（１６） 農産物の売上１位の出荷先別経営体数

 ０３ 土地
（１） 経営耕地の状況
（２） 経営耕地面積規模別経営体数
（３） 経営耕地面積規模別面積
（４） 経営耕地面積規模別経営体数

　ア　１ha未満
　イ　１ha～２ha未満
　ウ　２ha～３ha未満
　エ　３ha～４ha未満
　オ　４ha～５ha未満
　カ　５ha～30ha未満
　キ　30ha以上

（５） 田、畑、樹園地のある経営体数と所有面積（耕作放棄地を含む）
（６） 所有耕地面積規模別経営体数（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） 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積
（９） 借入耕地面積規模別経営体数
（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
（１２） 貸付耕地面積規模別経営体数
（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
（１５） 耕作放棄地面積規模別経営体数
（１６） 耕作放棄地面積規模別面積
（１７） 耕地以外で採草地・放牧地に利用した土地
（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
（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
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 ファイル名
 シート名

 統計表名称
（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
（２４） 過去１年間に施設園芸に利用したハウス・ガラス室の経営体数及び面積

 ０４ 農業用機械の所有経営体数と所有台数

 ０５ 労働力
（１） 経営者・役員等
（２） 農業従事日数別経営者数・役員等数
（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）
（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
（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） 年齢階層別常雇数
（１０） 臨時雇（手伝い等を含む）
（１１） 臨時雇人数規模別経営体数（手伝い等を含む）
（１２） 臨時雇のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）

 ０６ 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
（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
（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
（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）経営体数と作付（栽培）面積

（６） 販売目的で作付け（栽培）した野菜類の作物別作付（栽培）経営体数と作付（栽培）面積

（７） 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
　ア　稲
　イ　水稲
　ウ　麦類
　エ　小麦
　オ　ばれいしょ（ア）計
　オ　ばれいしょ（イ）原料用ばれいしょ
　オ　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（ア）計
　ク　野菜類（イ）露地
　ク　野菜類（ウ）施設

（８） 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
（９） 販売目的で栽培した花き類の品目別栽培経営体数
（１０） 販売目的で栽培したその他作物の作付（栽培）経営体数と作付（栽培）面積

 ０７ 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栽培面積規模別経営体数

　ア　計
　イ　露地
　ウ　施設

 ０８ 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
（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
（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
（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
（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

農業用機械の所有経営体数と所有台数
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 ファイル名
 シート名

 統計表名称

（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
（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
（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
（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

 ０９ 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
（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

　ア　水稲作
　イ　さとうきび作

（４） 水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積
（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

 １０ 都道府県設定項目
　１．過去１年間の堆肥投入量
　２．「１．過去1年間の堆肥投入量」で投入した堆肥の種類
　３．今後５年以内に農業生産に関連した事業への取組みを検討している場合、その事業種類
　４．野菜苗の過去1年間の販売金額
　５．今後経営継続可能と思う年数

 ０３ 農業経営体（家族経営）（新旧市区町村別一覧表）
 ０２ 農業経営の特徴

（１） 組織形態別経営体数
（２） 農業投下労働規模別経営体数
（３） 農産物販売金額規模別経営体数
（４） 農産物販売金額１位の部門別経営体数
（５） 農業経営部門数別経営体数
（６） 単一経営経営体数
（７） 準単一複合経営及び複合経営経営体数
（８） 農業以外の業種から資本金・出資金の提供を受けている経営体の業種別経営体数
（９） 農業経営組織別環境保全型農業に取り組んでいる経営体数
（１０） 環境保全型農業に取り組んでいる経営体の取組形態別経営体数
（１１） 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数
（１２） 農業生産関連事業の売上合計金額に占める割合が８割以上の事業種類別経営体数
（１３） 農業生産関連事業を行っている経営体の事業収入規模別経営体数
（１４） 農作業を委託した経営体数
（１５） 農産物出荷先別経営体数
（１６） 農産物の売上１位の出荷先別経営体数

 ０３ 土地
（１） 経営耕地の状況
（２） 経営耕地面積規模別経営体数
（３） 経営耕地面積規模別面積
（４） 経営耕地面積規模別経営体数

　ア　１ha未満
　イ　１ha～２ha未満
　ウ　２ha～３ha未満
　エ　３ha～４ha未満
　オ　４ha～５ha未満
　カ　５ha～30ha未満
　キ　30ha以上

（５） 田、畑、樹園地のある経営体数と所有面積（耕作放棄地を含む）
（６） 所有耕地面積規模別経営体数（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）
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 ファイル名
 シート名

 統計表名称

（８） 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積
（９） 借入耕地面積規模別経営体数
（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
（１２） 貸付耕地面積規模別経営体数
（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
（１５） 耕作放棄地面積規模別経営体数
（１６） 耕作放棄地面積規模別面積
（１７） 耕地以外で採草地・放牧地に利用した土地
（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
（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
（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
（２４） 過去１年間に施設園芸に利用したハウス・ガラス室の経営体数及び面積

 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 労働力
（１） 経営者・役員等
（２） 農業従事日数別経営者数・役員等数
（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）
（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
（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） 年齢階層別常雇数
（１０） 臨時雇（手伝い等を含む）
（１１） 臨時雇人数規模別経営体数（手伝い等を含む）
（１２） 臨時雇のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）

 ０６ 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
（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
（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
（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）経営体数と作付（栽培）面積

（６） 販売目的で作付け（栽培）した野菜類の作物別作付（栽培）経営体数と作付（栽培）面積

（７） 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
　ア　稲
　イ　水稲
　ウ　麦類
　エ　小麦
　オ　ばれいしょ（ア）計
　オ　ばれいしょ（イ）原料用ばれいしょ
　オ　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（ア）計
　ク　野菜類（イ）露地
　ク　野菜類（ウ）施設

（８） 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
（９） 販売目的で栽培した花き類の品目別栽培経営体数
（１０） 販売目的で栽培したその他作物の作付（栽培）経営体数と作付（栽培）面積

 ０７ 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栽培面積規模別経営体数

　ア　計
　イ　露地
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 シート名

 統計表名称

　ウ　施設
 ０８ 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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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

 ０９ 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
（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

　ア　水稲作
　イ　さとうきび作

（４） 水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積
（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

 １０ 都道府県設定項目
　１．過去１年間の堆肥投入量
　２．「１．過去1年間の堆肥投入量」で投入した堆肥の種類
　３．今後５年以内に農業生産に関連した事業への取組みを検討している場合、その事業種類
　４．野菜苗の過去1年間の販売金額
　５．今後経営継続可能と思う年数

 ０６ 販売農家（新旧市区町村別一覧表）
 ０２ 農業経営の特徴

（１） 組織形態別経営体数
（２） 農業投下労働規模別経営体数
（３） 農産物販売金額規模別経営体数
（４） 農産物販売金額１位の部門別経営体数
（５） 農業経営部門数別経営体数
（６） 単一経営経営体数
（７） 準単一複合経営及び複合経営経営体数
（８） 農業以外の業種から資本金・出資金の提供を受けている経営体の業種別経営体数
（９） 農業経営組織別環境保全型農業に取り組んでいる経営体数
（１０） 環境保全型農業に取り組んでいる経営体の取組形態別経営体数
（１１） 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数
（１２） 農業生産関連事業の売上合計金額に占める割合が８割以上の事業種類別経営体数
（１３） 農業生産関連事業を行っている経営体の事業収入規模別経営体数
（１４） 農作業を委託した経営体数
（１５） 農産物出荷先別経営体数
（１６） 農産物の売上１位の出荷先別経営体数

 ０３ 土地
（１） 経営耕地の状況
（２） 経営耕地面積規模別経営体数
（３） 経営耕地面積規模別面積
（４） 経営耕地面積規模別経営体数

　ア　１ha未満
　イ　１ha～２ha未満
　ウ　２ha～３ha未満
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　エ　３ha～４ha未満
　オ　４ha～５ha未満
　カ　５ha～30ha未満
　キ　30ha以上

（５） 田、畑、樹園地のある経営体数と所有面積（耕作放棄地を含む）
（６） 所有耕地面積規模別経営体数（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） 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積
（９） 借入耕地面積規模別経営体数
（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
（１２） 貸付耕地面積規模別経営体数
（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
（１５） 耕作放棄地面積規模別経営体数
（１６） 耕作放棄地面積規模別面積
（１７） 耕地以外で採草地・放牧地に利用した土地
（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
（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
（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
（２４） 過去１年間に施設園芸に利用したハウス・ガラス室の経営体数及び面積

 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 労働力
（１） 経営者・役員等
（２） 農業従事日数別経営者数・役員等数
（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）
（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
（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） 年齢階層別常雇数
（１０） 臨時雇（手伝い等を含む）
（１１） 臨時雇人数規模別経営体数（手伝い等を含む）
（１２） 臨時雇のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）

 ０６ 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
（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
（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
（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）経営体数と作付（栽培）面積

（６） 販売目的で作付け（栽培）した野菜類の作物別作付（栽培）経営体数と作付（栽培）面積

（７） 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
　ア　稲
　イ　水稲
　ウ　麦類
　エ　小麦
　オ　ばれいしょ（ア）計
　オ　ばれいしょ（イ）原料用ばれいしょ
　オ　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（ア）計
　ク　野菜類（イ）露地
　ク　野菜類（ウ）施設

（８） 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
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（９） 販売目的で栽培した花き類の品目別栽培経営体数
（１０） 販売目的で栽培したその他作物の作付（栽培）経営体数と作付（栽培）面積

 ０７ 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栽培面積規模別経営体数

　ア　計
　イ　露地
　ウ　施設

 ０８ 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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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

 ０９ 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
（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

　ア　水稲作
　イ　さとうきび作

（４） 水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積
（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

 １０ 家族農業経営
（１） 主副業別農家数
（２） 専兼業別農家数
（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

　ア　計
　イ　経営者年齢６５歳以上

（５） 後継者の有無別農家数
（６） 後継者の有無別経営耕地面積
（７） 経営方針の決定参画者（経営主を除く）の有無別農家数

  １１ 世帯員
（１） 年齢別世帯員数
（２） 年齢別の経営者数

　ア　計
　イ　配偶者がいる経営者
　ウ　後継者がいる経営者
　エ　経営方針の決定参画者（経営主を除く）がいる経営者
　オ　男の経営方針の決定参画者（経営主を除く）がいる経営者
　カ　女の経営方針の決定参画者（経営主を除く）がいる経営者

（３） 自営農業従事日数別の経営者数
　ア　計
　イ　経営者が６５歳以上

（４） 年齢別の経営方針の決定に関わる世帯員数
（５） 年齢別の同居後継者数

　ア　計
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　イ　配偶者がいる同居後継者
（６） 自営農業従事日数別の同居後継者数
（７） 過去１年間の生活の主な状態別世帯員数
（８） 年齢別の農業従事者数（自営農業に従事した世帯員数）
（９） 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）
（１０） 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）
（１１） 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）

（１２）
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）

（１３）
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）

（１４） 平均年齢
（１５） 自営農業従事日数別の経営方針の決定参画者数（経営主を除く）

 １２ 都道府県設定項目
　１．過去１年間の堆肥投入量
　２．「１．過去1年間の堆肥投入量」で投入した堆肥の種類
　３．今後５年以内に農業生産に関連した事業への取組みを検討している場合、その事業種類
　４．野菜苗の過去1年間の販売金額
　５．今後経営継続可能と思う年数

　１２　林業経営体（新旧市区町村別一覧表）
 １３ 林業経営の特徴

（１） 組織形態別経営体数
（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

 １４ 山林
（１） 保有山林の状況
（２） 山林の作業・管理状況
（３） 保有山林面積規模別経営体数
（４） 保有山林面積規模別面積
（５） 所有山林面積規模別経営体数
（６） 所有山林面積規模別面積
（７） 貸付山林面積規模別経営体数
（８） 貸付山林面積規模別面積
（９） 借入山林面積規模別経営体数
（１０） 借入山林面積規模別面積

 １５ 労働力
（１） 経営者・役員等（世帯員を含む）
（２） 林業従事日数別経営者数・役員等数（世帯員を含む）
（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）
（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
（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）
（１０） 臨時雇人数規模別経営体数（手伝い等を含む）
（１１） 臨時雇のべ人日規模別経営体数（手伝い等を含む）

 １６ 林産物
（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

　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

（３） 過去１年間に林産物の販売を行った経営体数
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 １７ 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
（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

 １８ 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
（２） 作業種類別作業受託面積規模別経営体数

　ア　植林
　イ　下刈りなど
　ウ　間伐
　（ア）計
　（イ）切捨間伐
　（ウ）利用間伐
　エ　主伐
　（ア）計
　（イ）請負
　（ウ）立木買い

（３） 林業作業の受託料金収入規模別経営体数
 １９ 都道府県設定項目

　１．過去１年間の堆肥投入量
　２．「１．過去1年間の堆肥投入量」で投入した堆肥の種類
　３．今後５年以内に農業生産に関連した事業への取組みを検討している場合、その事業種類
　４．野菜苗の過去1年間の販売金額
　５．今後経営継続可能と思う年数

　１６ 客体候補名簿（新旧市区町村別一覧表）
 ２０ 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
（３） 農業生産を行う組織経営に参加している総農家
（４） 一世帯複数経営を行っている総農家
（５） 耕地及び耕地放棄地を５a以上所有している世帯数と面積（農家世帯を除く）
（６） 総農家の経営耕地の状況
（７） 自給的農家の経営耕地の状況
（８） 経営耕地面積規模別総農家数
（９） 経営耕地面積規模別自給的農家
（１０） 林家数と保有山林面積
（１１） 保有山林面積規模別林家数
（１２） 林家の保有山林面積規模別面積

 ２１ 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
（２） 農家以外の農業事業体数と経営耕地の状況
（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
（５） 林家以外の林業事業体の保有山林面積規模別面積

 ２２ 農業生産法人
（１） 農業生産法人の農業経営体
（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

 ２３ 認定農業者
（１） 認定農業者のいる農業経営体
（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
（３） 認定新規就農者のいる農業経営体
（４） 認定新規就農者のいる販売農家、農家以外の農業事業体、農業サービス事業体
（５） 認定農業者と認定新規就農者のいる農業経営体
（６） 認定農業者と認定新規就農者のいる販売農家、農家以外の農業事業体、農業サービス事業体
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