
　１　農林業経営体数
　　  (１) 調査客体数 a001.csv a001.xlsx
　　  (２) 組織形態別経営体数 a002.csv a002.xlsx
　　  (３) 経営タイプ別経営体数 a003.csv a003.xlsx
　　  (４) 農林業従事人数規模別経営体数 a004.csv a004.xlsx
　　  (５) 投下労働規模別経営体数 a005.csv a005.xlsx
　　  (６) 経営耕地面積規模別、保有山林面積規模別の経営体数 a006.csv a006.xlsx
　　  (７) 農業従事人数規模別、林業従事人数規模別の経営体数 a007.csv a007.xlsx
　　  (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 a008.csv a008.xlsx
　２　土地
　　  (１) 経営耕地の状況 a009.csv a009.xlsx
　　  (２) 経営耕地面積規模別経営体数 a010.csv a010.xlsx
　　  (３) 経営耕地面積規模別面積 a011.csv a011.xlsx
　　  (４) 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) a012.csv a012.xlsx
　　  (５) 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 a013.csv a013.xlsx
　　  (６) 貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積 a014.csv a014.xlsx
　　  (７) 耕作放棄地のある経営体数と耕作放棄地面積 a015.csv a015.xlsx
　　  (８) 耕作放棄地面積規模別経営体数 a016.csv a016.xlsx
　　  (９) 耕作放棄地面積規模別面積 a017.csv a017.xlsx
　　  (10) 保有山林の状況 a018.csv a018.xlsx
　　  (11) 保有山林面積規模別経営体数 a019.csv a019.xlsx
　　  (12) 保有山林面積規模別面積 a020.csv a020.xlsx
　３　山林の作業・管理状況
　　  山林の作業・管理状況 a021.csv a021.xlsx
　４　都道府県設定項目
　　  都道府県設定項目 a022.csv a022.xlsx
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農林業経営体
ファイル選択欄

CSV Ｅｘｃｅｌ



　１　農業経営の特徴
　　  (１) 組織形態別経営体数 b023.csv b023.xlsx
　　  (２) 農業投下労働規模別経営体数 b024.csv b024.xlsx
　　  (３) 農産物販売金額規模別経営体数 b025.csv b025.xlsx
　　  (４) 農産物販売金額１位の部門別経営体数 b026.csv b026.xlsx
　　  (５) 農業経営部門数別経営体数 b027.csv b027.xlsx
　　  (６) 単一経営経営体数 b028.csv b028.xlsx
　　  (７) 準単一複合経営及び複合経営経営体数 b029.csv b029.xlsx
　　  (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 b030.csv b030.xlsx
　　  (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 b031.csv b031.xlsx
　　  (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 b032.csv b032.xlsx
　　  (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 b033.csv b033.xlsx
　　  (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 b034.csv b034.xlsx
　　  (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 b035.csv b035.xlsx
　　  (14) 農作業を委託した経営体数 b036.csv b036.xlsx
　　  (15) 農産物出荷先別経営体数 b037.csv b037.xlsx
　　  (16) 農産物の売上１位の出荷先別経営体数 b038.csv b038.xlsx
　２　土地
　　  (１) 経営耕地の状況 b040.csv b040.xlsx
　　  (２) 経営耕地面積規模別経営体数 b041.csv b041.xlsx
　　  (３) 経営耕地面積規模別面積 b042.csv b042.xlsx
　　  (４) 経営耕地面積10アールきざみ経営体数              
　　  ア １ha未満 b043.csv b043.xlsx
　　  イ １ha～２ha未満 b044.csv b044.xlsx
　　  ウ ２ha～３ha未満 b045.csv b045.xlsx
　　  エ ３ha～４ha未満 b046.csv b046.xlsx
　　  オ ４ha～５ha未満 b047.csv b047.xlsx
　　  カ ５ha～30ha未満 b048.csv b048.xlsx
　　  キ 30ha以上 b049.csv b049.xlsx
　　  (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) b050.csv b050.xlsx
　　  (６) 所有耕地面積規模別経営体数(耕作放棄地を含まない) b051.csv b051.xlsx
　　  (７) 所有耕地面積規模別面積(耕作放棄地を含まない) b052.csv b052.xlsx
　　  (８) 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 b053.csv b053.xlsx
　　  (９) 借入耕地面積規模別経営体数 b054.csv b054.xlsx

(10) 借入耕地面積規模別面積 b055 csv b055 xlsx
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　　  (10) 借入耕地面積規模別面積 b055.csv b055.xlsx
　　  (11) 貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積 b056.csv b056.xlsx
　　  (12) 貸付耕地面積規模別経営体数 b057.csv b057.xlsx
　　  (13) 貸付耕地面積規模別面積 b058.csv b058.xlsx
　　  (14) 耕作放棄地のある経営体数と耕作放棄地面積 b059.csv b059.xlsx
　　  (15) 耕作放棄地面積規模別経営体数 b060.csv b060.xlsx
　　  (16) 耕作放棄地面積規模別面積 b061.csv b061.xlsx
　　  (17) 耕地以外で採草地・放牧地に利用した土地 b062.csv b062.xlsx
　　  (18) 田の経営耕地面積規模別経営体数 b063.csv b063.xlsx
　　  (19) 田の経営耕地面積規模別面積 b064.csv b064.xlsx
　　  (20) 過去１年間に稲を作った田の面積規模別経営体数 b065.csv b065.xlsx
　　  (21) 過去１年間に稲を作った田の面積規模別面積 b066.csv b066.xlsx
　　  (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 b067.csv b067.xlsx
　　  (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 b068.csv b068.xlsx
　　  (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 b243.csv b243.xlsx
　３　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 b069.csv b069.xlsx
　４　労働力
　　  (１) 経営者・役員等 b070.csv b070.xlsx
　　  (２) 農業従事日数別経営者数・役員等数 b071.csv b071.xlsx
　　  (３) 雇用者(手伝い等を含む) b072.csv b072.xlsx
　　  (４) 雇用者人数規模別経営体数(手伝い等を含む) b073.csv b073.xlsx
　　  (５) 雇用者のべ人日規模別経営体数(手伝い等を含む) b074.csv b074.xlsx
　　  (６) 常雇 b075.csv b075.xlsx
　　  (７) 常雇人数規模別経営体数 b076.csv b076.xlsx
　　  (８) 常雇のべ人日規模別経営体数 b077.csv b077.xlsx
　　  (９) 年齢階層別常雇数 b078.csv b078.xlsx
　　  (10) 臨時雇(手伝い等を含む) b079.csv b079.xlsx
　　  (11) 臨時雇人数規模別経営体数(手伝い等を含む) b080.csv b080.xlsx
　　  (12) 臨時雇のべ人日規模別経営体数(手伝い等を含む) b081.csv b081.xlsx
　５　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 b082.csv b082.xlsx
　　  (２) 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)面積 b083.csv b083.xlsx
　　  (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 b084.csv b084.xlsx
　　  (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 b085.csv b085.xlsx
　　  (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 b086.csv b086.xlsx
　　  (６) 販売目的で作付け(栽培)した野菜類の作物別作付(栽培)経営体数と作付け(栽培)面積 b087.csv b087.xlsx

 (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              
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　　  ア 稲 b088.csv b088.xlsx
　　  イ 水稲 b089.csv b089.xlsx
　　  ウ 麦類 b090.csv b090.xlsx
　　  エ 小麦 b091.csv b091.xlsx
　　  オ ばれいしょ　(ア) 計 b092.csv b092.xlsx
　　  オ ばれいしょ　(イ) 原料用ばれいしょ b093.csv b093.xlsx
　　  オ ばれいしょ　(ウ) 食用ばれいしょ b094.csv b094.xlsx
　　  カ　かんしょ b095.csv b095.xlsx
　　  キ 大豆 b096.csv b096.xlsx
　　  ク 野菜類    (ア) 計 b097.csv b097.xlsx
　　  ク 野菜類　　(イ) 露地 b098.csv b098.xlsx
　　  ク 野菜類　　(ウ) 施設 b099.csv b099.xlsx
　　  (８) 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 b100.csv b100.xlsx

 (９) 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 b101.csv b101.xlsx
　　  イ 露地 b102.csv b102.xlsx
　　  ウ 施設 b103.csv b103.xlsx
　　  (10) 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 b104.csv b104.xlsx
　　  (11) 販売目的で栽培した花き類の品目別栽培経営体数 b105.csv b105.xlsx
　　  (12) 販売目的で作付(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 b106.csv b106.xlsx
　６　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 b108.csv b108.xlsx
　　  (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 b109.csv b109.xlsx
　　  (３) ２歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別経営体数 b110.csv b110.xlsx
　　  (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 b111.csv b111.xlsx
　　  (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 b112.csv b112.xlsx
　　  (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 b113.csv b113.xlsx
　　  (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 b114.csv b114.xlsx
　　  (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 b115.csv b115.xlsx
　　  (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 b116.csv b116.xlsx
　　  (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 b117.csv b117.xlsx
　　  (11) 乳用種の牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数 b118.csv b118.xlsx
　　  (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 b119.csv b119.xlsx
　　  (13) 豚を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭数 b120.csv b120.xlsx

(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 b121 csv b121 xlsx　　  (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 b121.csv b121.xlsx
　　  (15) 肥育中の豚の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数 b122.csv b122.xlsx
　　  (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 b123.csv b123.xlsx
　　  (17) ブロイラーを出荷した経営体数と出荷羽数 b124.csv b124.xlsx
　７　 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 b125.csv b125.xlsx
　　  (２) 農作業を受託した経営体の事業部門数別経営体数 b126.csv b126.xlsx
　　  (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 b127.csv b127.xlsx
　　  (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イさとうきび作 b128.csv b128.xlsx
　　  (４) 水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積 b129.csv b129.xlsx
　　  (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 b130.csv b130.xlsx
　　  (６) 農作業の受託料金収入規模別経営体数 b131.csv b131.xlsx
　11　都道府県設定項目
　　  都道府県設定項目 b168.csv b168.xlsx



　１　農業経営の特徴
　　  (１) 組織形態別経営体数 c023.csv c023.xlsx
　　  (２) 農業投下労働規模別経営体数 c024.csv c024.xlsx
　　  (３) 農産物販売金額規模別経営体数 c025.csv c025.xlsx
　　  (４) 農産物販売金額１位の部門別経営体数 c026.csv c026.xlsx
　　  (５) 農業経営部門数別経営体数 c027.csv c027.xlsx
　　  (６) 単一経営経営体数 c028.csv c028.xlsx
　　  (７) 準単一複合経営及び複合経営経営体数 c029.csv c029.xlsx
　　  (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 c030.csv c030.xlsx
　　  (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 c031.csv c031.xlsx
　　  (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 c032.csv c032.xlsx
　　  (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 c033.csv c033.xlsx
　　  (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 c034.csv c034.xlsx
　　  (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 c035.csv c035.xlsx
　　  (14) 農作業を委託した経営体数 c036.csv c036.xlsx
　　  (15) 農産物出荷先別経営体数 c037.csv c037.xlsx
　　  (16) 農産物の売上１位の出荷先別経営体数 c038.csv c038.xlsx
　２　土地
　　  (１) 経営耕地の状況 c040.csv c040.xlsx
　　  (２) 経営耕地面積規模別経営体数 c041.csv c041.xlsx
　　  (３) 経営耕地面積規模別面積 c042.csv c042.xlsx
　　  (４) 経営耕地面積10アールきざみ経営体数 　　    　　 
　　  ア １ha未満 c043.csv c043.xlsx
　　  イ １ha～２ha未満 c044.csv c044.xlsx
　　  ウ ２ha～３ha未満 c045.csv c045.xlsx
　　  エ ３ha～４ha未満 c046.csv c046.xlsx
　　  オ ４ha～５ha未満 c047.csv c047.xlsx
　　  カ ５ha～30ha未満 c048.csv c048.xlsx
　　  キ 30ha以上 c049.csv c049.xlsx
　　  (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) c050.csv c050.xlsx
　　  (６) 所有耕地面積規模別経営体数(耕作放棄地を含まない) c051.csv c051.xlsx

(７) 所有耕地面積規模別面積(耕作放棄地を含まない) c052 csv c052 xlsx
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　　  (７) 所有耕地面積規模別面積(耕作放棄地を含まない) c052.csv c052.xlsx
　　  (８) 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 c053.csv c053.xlsx
　　  (９) 借入耕地面積規模別経営体数 c054.csv c054.xlsx
　　  (10) 借入耕地面積規模別面積 c055.csv c055.xlsx
　　  (11) 貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積 c056.csv c056.xlsx
　　  (12) 貸付耕地面積規模別経営体数 c057.csv c057.xlsx
　　  (13) 貸付耕地面積規模別面積 c058.csv c058.xlsx
　　  (14) 耕作放棄地のある経営体数と耕作放棄地面積 c059.csv c059.xlsx
　　  (15) 耕作放棄地面積規模別経営体数 c060.csv c060.xlsx
　　  (16) 耕作放棄地面積規模別面積 c061.csv c061.xlsx
　　  (17) 耕地以外で採草地・放牧地に利用した土地 c062.csv c062.xlsx
　　  (18) 田の経営耕地面積規模別経営体数 c063.csv c063.xlsx
　　  (19) 田の経営耕地面積規模別面積 c064.csv c064.xlsx
　　  (20) 過去１年間に稲を作った田の面積規模別経営体数 c065.csv c065.xlsx
　　  (21) 過去１年間に稲を作った田の面積規模別面積 c066.csv c066.xlsx
　　  (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 c067.csv c067.xlsx
　　  (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 c068.csv c068.xlsx
　　  (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 c243.csv c243.xlsx
　３　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 c069.csv c069.xlsx
　４　労働力
　　  (１) 経営者・役員等 c070.csv c070.xlsx
　　  (２) 農業従事日数別経営者数・役員等数 c071.csv c071.xlsx
　　  (３) 雇用者(手伝い等を含む) c072.csv c072.xlsx
　　  (４) 雇用者人数規模別経営体数(手伝い等を含む) c073.csv c073.xlsx
　　  (５) 雇用者のべ人日規模別経営体数(手伝い等を含む) c074.csv c074.xlsx

 (６) 常雇 c075.csv c075.xlsx
　　  (７) 常雇人数規模別経営体数 c076.csv c076.xlsx
　　  (８) 常雇のべ人日規模別経営体数 c077.csv c077.xlsx
　　  (９) 年齢階層別常雇数 c078.csv c078.xlsx
　　  (10) 臨時雇(手伝い等を含む) c079.csv c079.xlsx
　　  (11) 臨時雇人数規模別経営体数(手伝い等を含む) c080.csv c080.xlsx
　　  (12) 臨時雇のべ人日規模別経営体数(手伝い等を含む) c081.csv c081.xlsx
　５　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 c082.csv c082.xlsx
　　  (２) 販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)面積 c083.csv c083.xlsx
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　　  (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 c084.csv c084.xlsx
　　  (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 c085.csv c085.xlsx
　　  (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 c086.csv c086.xlsx
　　  (６) 販売目的で作付け(栽培)した野菜類の作物別作付(栽培)経営体数と作付け(栽培)面積 c087.csv c087.xlsx

 (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 c088.csv c088.xlsx
　　  イ 水稲 c089.csv c089.xlsx
　　  ウ 麦類 c090.csv c090.xlsx
　　  エ 小麦 c091.csv c091.xlsx
　　  オ ばれいしょ　(ア)　計 c092.csv c092.xlsx
　　  オ ばれいしょ　(イ)　原料用ばれいしょ c093.csv c093.xlsx
　　  オ ばれいしょ　(ウ)　食用ばれいしょ c094.csv c094.xlsx
　　  カ　かんしょ c095.csv c095.xlsx
　　  キ 大豆 c096.csv c096.xlsx
　　  ク 野菜類　(ア)　計 c097.csv c097.xlsx
　　  ク 野菜類　(イ)　露地 c098.csv c098.xlsx
　　  ク 野菜類　(ウ)　施設 c099.csv c099.xlsx
　　  (８) 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 c100.csv c100.xlsx

 (９) 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 c101.csv c101.xlsx
　　  イ　露地 c102.csv c102.xlsx
　　  ウ　施設 c103.csv c103.xlsx
　　  (10) 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 c104.csv c104.xlsx
　　  (11) 販売目的で栽培した花き類の品目別栽培経営体数 c105.csv c105.xlsx
　　  (12) 販売目的で作付(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 c106.csv c106.xlsx
　６　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 c108.csv c108.xlsx
　　  (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 c109.csv c109.xlsx
　　  (３) ２歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別経営体数 c110.csv c110.xlsx
　　  (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 c111.csv c111.xlsx
　　  (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 c112.csv c112.xlsx

(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 c113 csv c113 xlsx　　  (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 c113.csv c113.xlsx
　　  (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 c114.csv c114.xlsx
　　  (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 c115.csv c115.xlsx
　　  (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 c116.csv c116.xlsx
　　  (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 c117.csv c117.xlsx
　　  (11) 乳用種の牛の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数 c118.csv c118.xlsx
　　  (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 c119.csv c119.xlsx
　　  (13) 豚を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭数 c120.csv c120.xlsx
　　  (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 c121.csv c121.xlsx
　　  (15) 肥育中の豚の飼養頭数規模別経営体数と飼養頭数 c122.csv c122.xlsx
　　  (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 c123.csv c123.xlsx
　　  (17) ブロイラーを出荷した経営体数と出荷羽数 c124.csv c124.xlsx
　７　 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 c125.csv c125.xlsx
　　  (２) 農作業を受託した経営体の事業部門数別経営体数 c126.csv c126.xlsx
　　  (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 c127.csv c127.xlsx
　　  (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イさとうきび作 c128.csv c128.xlsx
　　  (４) 水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積 c129.csv c129.xlsx
　　  (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 c130.csv c130.xlsx
　　  (６) 農作業の受託料金収入規模別経営体数 c131.csv c131.xlsx
　８　家族農業経営
　　  (１) 主副業別農家数 c132.csv c132.xlsx
　　  (２) 専兼業別農家数 c133.csv c133.xlsx
　　  (３) 農業労働力保有状態別農家数 c134.csv c134.xlsx
　　  (４) 家族経営構成別農家数ア計 c135.csv c135.xlsx
　　  (４) 家族経営構成別農家数イ経営者年齢６５歳以上 c136.csv c136.xlsx
　　  (５) 後継者の有無別農家数 c137.csv c137.xlsx
　　  (６) 後継者の有無別経営耕地面積 c138.csv c138.xlsx
　　  (７) 経営方針の決定参画者(経営主を除く。)の有無別農家数 c139.csv c139.xlsx
　９　世帯員
　　  (１) 年齢別世帯員数 c140.csv c140.xlsx
　　  (２) 年齢別の経営者数 　　    　　 
　　 ア 計 c141.csv c141.xlsx
　　 イ 配偶者がいる経営者 c142.csv c142.xlsx
　　 ウ 後継者がいる経営者 c143.csv c143.xlsx
　　 エ 経営方針の決定参画者(経営主を除く)がいる経営者 c144.csv c144.xlsx
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　　 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 c145.csv c145.xlsx
　　 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 c146.csv c146.xlsx
　　  (３) 自営農業従事日数別の経営者数 　　    　　 
　　 ア 計 c147.csv c147.xlsx
　　 イ 経営者が６５歳以上 c148.csv c148.xlsx
　　  (４) 年齢別の経営方針の決定に関わる世帯員数 c149.csv c149.xlsx
　　  (５) 年齢別の同居後継者数
　　 ア 計 c150.csv c150.xlsx
　　 イ 配偶者がいる同居後継者 c151.csv c151.xlsx
　　  (６) 自営農業従事日数別の同居後継者数 c152.csv c152.xlsx
　　  (７) 過去１年間の生活の主な状態別世帯員数 c153.csv c153.xlsx
　　  (８) 年齢別の農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数) c154.csv c154.xlsx
　　  (９) 自営農業従事日数別の農業従事者数 c155.csv c155.xlsx
　　  (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) c156.csv c156.xlsx
　　  (11) 自営農業従事日数別の農業就業人口 c157.csv c157.xlsx
　　  (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仕事が主の世帯員数) c158.csv c158.xlsx
　　  (13) 自営農業従事日数別の基幹的農業従事者数 c159.csv c159.xlsx
　　  (14) 平均年齢 c160.csv c160.xlsx
　　  (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) c161.csv c161.xlsx
　11　都道府県設定項目
　　  都道府県設定項目 c168.csv    c168.xlsx 



　

 1　林業経営の特徴
（１） 組織形態別経営体数(単位　経営体) d169.csv d169.xlsx
（２） 林業投下労働規模別経営体数(単位　経営体) d170.csv d170.xlsx
（３） 林産物販売金額規模別経営体数(単位　経営体) d171.csv d171.xlsx

 ２　山　林
 (１）保有山林の状況(単位　経営体数：経営体 面積： ａ) d172.csv d172.xlsx
 (２) 山林の作業・管理状況 d173.csv d173.xlsx
 (３) 保有山林面積規模別経営体数 d174.csv d174.xlsx
 (４) 保有山林面積規模別面積 d175.csv d175.xlsx
 (５) 所有山林面積規模別経営体数 d176.csv d176.xlsx
 (６) 所有山林面積規模別面積 d177.csv d177.xlsx
 (７) 貸付山林面積規模別経営体数 d178.csv d178.xlsx
 (８) 貸付山林面積規模別面積 d179.csv d179.xlsx
 (９) 借入山林面積規模別経営体数 d180.csv d180.xlsx
 (10) 借入山林面積規模別面積 d181.csv d181.xlsx

 ３　労働力
 (１) 経営者・役員等(世帯員を含む) d182.csv d182.xlsx
 (２) 林業従事日数別経営者数・役員等数(世帯員を含む) d183.csv d183.xlsx
 (３) 雇用者(手伝い等を含む) d184.csv d184.xlsx
 (４) 雇用者人数規模別経営体数(手伝い等を含む) d185.csv d185.xlsx
 (５) 雇用者のべ人日規模別経営体数(手伝い等を含む) d186.csv d186.xlsx
 (６) 常雇 d187.csv d187.xlsx
 (７) 常雇人数規模別経営体数 d188.csv d188.xlsx
 (８) 常雇のべ人日規模別経営体数 d189.csv d189.xlsx
 (９) 臨時雇(手伝い等を含む) d190.csv d190.xlsx
 (10) 臨時雇人数規模別経営体数(手伝い等を含む) d191.csv d191.xlsx
 (11) 臨時雇のべ人日規模別経営体数(手伝い等を含む) d192.csv d192.xlsx

 ４　林産物
 (１) 素材生産を行った経営体数と素材生産量 d193.csv d193.xlsx
 (２) 素材生産量規模別経営体数

ア 計 d194.csv d194.xlsx
イ 保有山林で自ら伐採した素材生産量 d195.csv d195.xlsx
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イ 保有山林で自ら伐採した素材生産量 d195.csv d195.xlsx
ウ 受託もしくは立木買いによる素材生産量 d196.csv d196.xlsx
エ 立木買いによる素材生産量 d197.csv d197.xlsx

 (３) 過去１年間に林産物の販売を行った経営体数 d198.csv d198.xlsx
 ５　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 d199.csv d199.xlsx
 (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 d200.csv d200.xlsx

　６　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 d201.csv d201.xlsx
　　  (２) 作業種類別作業受託面積規模別経営体数
　　 ア 植林 d202.csv d202.xlsx
　　 イ 下刈りなど d203.csv d203.xlsx
　　 ウ 間伐　(ア) 計 d204.csv d204.xlsx
　　 ウ 間伐　(イ) 切捨間伐 d205.csv d205.xlsx
　　 ウ 間伐　(ウ) 利用間伐 d206.csv d206.xlsx
　　 エ 主伐　(ア) 計 d207.csv d207.xlsx
　　 エ 主伐　(イ) 請負 d208.csv d208.xlsx
　　 エ 主伐　(ウ) 立木買い d209.csv d209.xlsx
　　  (３) 林業作業の受託料金収入規模別経営体数 d210.csv d210.xlsx
　８　都道府県設定項目
　　  都道府県設定項目 d217.csv d217.xlsx



　１　世帯
　　  (１) 経営耕地５～10ａの世帯数と面積（農家世帯を除く）  　 集計対象外

　　  (２) 総農家数 e219.csv e219.xlsx
　　  (３) 農業生産を行う組織経営に参加している総農家 e220.csv e220.xlsx
　　  (４) 一世帯複数経営を行っている総農家 e221.csv e221.xlsx
　　  (５) 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) e222.csv e222.xlsx
　　  (６) 総農家の経営耕地の状況 e223.csv e223.xlsx
　　  (７) 自給的農家の経営耕地の状況 e224.csv e224.xlsx
　　  (８) 経営耕地面積規模別総農家数 e225.csv e225.xlsx
　　  (９) 経営耕地面積規模別自給的農家数 e226.csv e226.xlsx
　　  (10) 林家数と保有山林面積 e227.csv e227.xlsx
　　  (11) 保有山林面積規模別林家数 e228.csv e228.xlsx
　　  (12) 林家の保有山林面積規模別面積 e229.csv e229.xlsx
　２　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 e230.csv e230.xlsx
　　  (２) 農家以外の農業事業体数と経営耕地の状況 e231.csv e231.xlsx
　　  (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 e232.csv e232.xlsx
　　  (４) 保有山林面積規模別林家以外の林業事業体数 e233.csv e233.xlsx
　　  (５) 林家以外の林業事業体の保有山林面積規模別面積 e234.csv e234.xlsx
　３　農業生産法人
　　  (１) 農業生産法人の農業経営体 e235.csv e235.xlsx
　　  (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 e236.csv e236.xlsx
　４　認定農業者
　　  (１) 認定農業者のいる農業経営体 e237.csv e237.xlsx
　　  (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 e238.csv e238.xlsx
　　  (３) 認定新規就農者のいる農業経営体 e239.csv e239.xlsx
　　  (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 e240.csv e240.xlsx
　　  (５) 認定農業者と認定新規就農者のいる農業経営体 e241.csv e241.xlsx
　　  (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 e242.csv e242.xlsx
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