
　　１　松山地域センター　年間公表

資　　　　　　料　　　　　　名 主　　要　　掲　　載　　項　　目

1 ４月 集落営農実態調査結果の概要（平成24年２月１日現在） 集落営農数、集落営農の構成農家数、組織形態等

2 ４月 平成23年海面漁業・養殖業生産統計 漁業種類別漁獲量、魚種別漁獲量

3 ８月 平成24年産水稲の８月15日現在における生育状況 ８月15日現在の水稲の生育状況

4 ９月
平成24年産水稲の作付面積及びもみ数確定期における
作柄概況

作付面積、10a当たり（予想）収量、作況指数

5 10月
平成24年産水稲の作付面積及び予想収穫量
（10月15日現在）

作付面積、10a当たり予想収量、予想収穫量、作況指数

6 10月
平成23年個別経営の営農類型別経営統計
（果樹作経営）

農業経営収支、労働時間等（個別経営）

7 12月 平成24年産水稲の収穫量
作付面積、10a当たり収量、収穫量、作況指数、被害面積、被
害量

注：１　　  　は、公表時に報道機関へのレクチャーを行う予定です。

２　資料名及び公表予定時期等は、変更になることがあります。

３　公表データに関する説明は随時行います。

４　公表データに関する質問は随時受け付けています。

（農林水産省統計部のホームページは　　http://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html　から閲覧できます。）

　　２　農林水産省　年間公表

資　　　　　　料　　　　　　名 主　　要　　掲　　載　　項　　目

1 集落営農実態調査結果の概要（平成24年２月１日現在） 集落営農数、集落営農の構成農家数、組織形態等

2 平成23年産４麦の収穫量（第２報）
小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦の全国農業地域別・都
道府県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量

3

平成23年産春野菜、夏秋野菜等の作付面積、収穫量及
び出荷量
併載：平成23年産きゅうり、なす、トマト、ピ－マンの年間
計

春野菜、夏秋野菜等の全国・都道府県別の作付面積、10ａ当
たり収量、収穫量、出荷量及びきゅうり、なす、トマト、ピーマ
ンの年間計

4
平成23年産西洋なし、かき、くりの結果樹面積、収穫量及
び出荷量

全国・主産県別結果樹面積、収穫量、出荷量

5
平成23年産飼料作物の収穫量（牧草、青刈りとうもろこし
及びソルゴー）

全国農業地域別・都道府県別の作付(栽培)面積、10a当たり
収量、収穫量

6 共済減収調査結果（平成23年産大豆） 大豆の減収面積、減収量等

7 平成23年 木材統計

木材の需要部門別・樹種別素材供給量、素材生産量、製材
工場数、製材品の用途別出荷量、合単板工場数、普通合
板・特殊合板生産量、木材チップ工場数、木材チップ生産量
等

8 平成23年漁業･養殖業生産統計
海面漁業（養殖業）種類別及び魚種別生産量、内水面漁業
（養殖業）魚種別生産量及び都道府県別生産量等

9 平成22年漁業生産額 魚種別生産額・魚種別生産額等

10 平成23年産みかんの結果樹面積、収穫量及び出荷量 全国・主産県別結果樹面積、収穫量、出荷量

11 平成23年産りんごの結果樹面積、収穫量及び出荷量 全国・主産県別結果樹面積、収穫量、出荷量

12
なたね、そば等生産費調査
平成23年産なたね生産費

10ａ当たり及び60kg当たり種苗費、肥料費、農機具費、労働
費等の費用、10a当たり労働時間等

13
農業経営統計調査なたね、そば等生産費調査
平成23年産麦類生産費（個別経営）

10ａ当たり及び単位数量当たり種苗費、肥料費、農機具費、
労働費等の費用、10a当たり労働時間等

14
農業・農村の６次産業化総合調査結果の概要（平成22年
度結果）

農業者等による６次産業化への種々の取組み状況、これに
伴う所得向上、雇用確保の状況等

15 ６月
集落営農活動実態調査結果の概要
（平成24年３月１日現在）

集落営農の概要、営農状況等

資　　　　　　料　　　　　　名 主　　要　　掲　　載　　項　　目
公表予定
時　　期

平成24年度農林水産統計地方発表予定表

公表予定
時　　期

公表予定
時　　期

４月

５月
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16
平成24年農業構造動態調査結果の概要（平成24年2月1
日現在）

農業経営体の農業生産構造、就業構造等

17 平成23年産花きの作付（収穫）面積及び出荷量 全国・主産県別の作付（収穫）面積、出荷量

18 平成23年産さとうきびの収穫面積及び収穫量 主産県の収穫面積、10a当たり収量、収穫量

19 平成23年鶏卵流通統計調査結果の概要 全国の鶏卵の都道府県別生産量、出荷量、入荷量

20 平成23年農業物価指数（平成17年基準） 農産物価格指数、 農業生産資材価格指数等

21
農業経営統計調査
平成23年産てんさい生産費

10a当たり及び1ｔ当たり種苗費、肥料費、農機具費、労働費
等の費用、10a当たり労働時間等

22
農業経営統計調査
平成23年産原料用ばれいしょ生産費

10a当たり及び100kg当たり種苗費、肥料費、農機具費、労働
費等の費用、10a当たり労働時間等

23
農業経営統計調査
平成23年産大豆生産費

10ａ当たり及び60kg当たり種苗費、肥料費、農機具費、労働
費等の費用、10a当たり労働時間等

24 平成23年木材流通構造調査結果の概要
製材工場における素材入荷先別入荷量、製材品出荷先出
荷量等

25
食品循環資源の再生利用等実態調査結果の概要
（平成22年度結果）

全国の食品製造業、食品卸売業、食品小売業及び外食産業
における食品廃棄物等の年間発生量、発生抑制量、減量、
再生利用量等
食品廃棄物等の発生抑制、減量、食品循環資源の再生利用
の取組状況等

26
食品流通段階別価格形成調査（青果物経費調査）結果
の概要（平成22年度結果）

産地から市場を経由して消費地に至る各流通段階別の流通
経費等と価格形成の試算

27
食品流通段階別価格形成調査（水産物経費調査）結果
の概要（平成22年度結果）

産地から市場を経由して消費地に至る各流通段階別の流通
経費等と価格形成の試算

28 生産者の米穀在庫等調査（平成23年度）
販売農家1戸当たりの米の供給量、消費量、販売量、在庫量
等

29 生産者の米穀在庫等調査（平成24年６月末見込み） 6月末（見込み）における販売農家1戸当たり米の在庫量

30
平成24年産水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄
概況（７月15日現在）

作柄概況（西南暖地の早期栽培等）

31 平成23年食鳥流通統計調査結果の概要 全国の食鳥の都道府県別出荷量、処理羽数及び処理重量

32 畜産統計（平成24年２月１日現在）

乳用牛、肉用牛、豚及び採卵鶏の全国農業地域別・都道府
県別飼養戸数、頭羽数等
乳用牛の状態別・年齢別飼養頭数、月別経産牛・月別分べ
ん頭数、月別出生頭数
肉用牛の種別・性別飼養頭数、肉用種の子取り用めす牛年
齢別飼養頭数、肉用種の性別出生頭数

33
農業経営統計調査
平成23年産さとうきび生産費

10ａ当たり及び1ｔ当たり種苗費、 肥料費、農機具費、労働費
等の費用、10ａ当たり労働時間等

34
農業経営統計調査
平成23年産原料用かんしょ生産費

10a当たり及び100kg当たり種苗費、肥料費、農機具費、労働
費等の費用、10a当たり労働時間等

35
なたね、そば等生産費調査
平成23年産そば生産費

10ａ当たり及び45kg当たり種苗費、肥料費、農機具費、労働
費等の費用、10a当たり労働時間等

36
平成23年水産加工品生産量（陸上において生産された
水産加工品の生産量）

全国の水産加工経営体における品目別生産量

37 平成23年青果物卸売市場調査結果の概要 全国の主要青果物の卸売数量、卸売価額及び卸売価格

38 平成23年新規就農者調査結果の概要 新規就農者数等

39 平成24年産一番茶生産量（主産県）
主産県の摘採面積、10a当たり生葉収量、生葉収穫量、荒茶
生産量

40
平成23年産パインアップルの収穫面積、収穫量及び出
荷量（沖縄県）

沖縄県の収穫面積、10a当たり収量、収穫量、出荷量

41

平成23年産秋冬野菜、指定野菜に準ずる野菜等の作付
面積、収穫量及び出荷量
併載：平成23年産野菜（40品目）の作付面積、収穫量及
び出荷量（年間計）

指定野菜（秋冬野菜等）、指定野菜に準ずる野菜の全国・主
産県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量、出荷量及び年
間計

42
平成24年産小豆及びいんげんの作付面積
（北海道・乾燥子実）

北海道の作付面積、いんげんの類別作付面積

43 平成24年産水稲の８月15日現在における作柄概況
作況指数（西南暖地の早期栽培等）、作柄概況（早場地帯）、
生育状況（遅場地帯）

44 共済減収調査結果（平成23年産指定かんきつ） 指定かんきつの減収面積、減収量等

45
平成23年産キウイフルーツの結果樹面積、収穫量及び
出荷量

全国・主産県別結果樹面積、収穫量、出荷量

46
農業経営統計調査
平成23年産米生産費

10ａ当たり及び60kg当たり種苗費、肥料費、農機具費、労働
費等の費用、10ａ当たり労働時間等

47 ９月
平成24年産水稲の作付面積及びもみ数確定期における
作柄概況

全国農業地域別・都道府県別の作付面積、10a当たり予想収
量、作況指数

資　　　　　　料　　　　　　名 主　　要　　掲　　載　　項　　目
公表予定
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７月

６月

８月
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48 平成24年産麦類の作付面積及び収穫量（都府県）

小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、えん麦、らい麦の農
業地域別・都府県別・用途別・田畑別の作付面積
小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦の農業地域別・都府県
別の10a当たり収量、収穫量

49
平成24年産小豆、いんげん及びらっかせいの作付面積
（乾燥子実）

全国農業地域別・都道府県別・田畑別作付面積

50 平成24年耕地面積（７月15日現在）
田及び畑の全国農業地域別・都道府県別の耕地面積、拡
張・かい廃面積

51 平成24年産麦類の作付面積
小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、えん麦、らい麦の全
国農業地域別・都道府県別・用途別・田畑別の作付面積

52 平成24年産大豆の作付面積（乾燥子実） 全国農業地域別・都道府県別･田畑別の作付面積

53
平成24年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日
現在）

全国農業地域別・都道府県別の作付面積、10a当たり予想収
量、予想収穫量、作況指数

54 生産者の米穀在庫等調査（平成24年６月末） ６月末現在における販売農家１戸当たりの米の在庫量

55
平成24年産「い」の作付面積、収穫量及び畳表生産量
（主産県）

主産県の作付面積、10a当たり収量、収穫量、生産農家数、
畳表生産量、畳表生産農家数

56 平成24年果樹及び茶栽培面積（７月15日現在） 全国農業地域別・都道府県別の栽培面積

57 平成22年度農業・食料関連産業の経済計算（速報） 農業・食料関連産業の国内生産額等

58
農業経営統計調査
平成23年個別経営の営農類型別経営統計（経営収支）
-水田作経営-

水田作経営における1経営体当たり平均の農業・農外所得、
農業粗収益、農業経営費等

59
農業経営統計調査
平成23年個別経営の営農類型別経営統計（経営収支）
-畑作経営-

畑作経営における1経営体当たり平均の農業・農外所得、農
業粗収益、農業経営費等

60
農業経営統計調査
平成23年個別経営の営農類型別経営統計（経営収支）
-野菜作・果樹作・花き作経営-

野菜作経営・果樹作経営・花き作経営における1経営体当た
り平均の農業・農外所得、農業粗収益、農業経営費等

61
農業経営統計調査
平成23年個別経営の営農類型別経営統計（経営収支）
-酪農・肉用牛・養豚・採卵養鶏・ブロイラー養鶏経営-

酪農経営・肉用牛経営・養豚経営・採卵養鶏経営・ブロイラー
養鶏経営における1経営体当たり平均の農業・農外所得、農
業粗収益、農業経営費等

62
農業経営統計調査
平成23年個別経営の経営形態別経営統計（経営収支）

農業経営体の1経営体当たり平均の農業・農外所得、農業粗
収益、農業経営費等

63 平成23年漁業経営調査
個人経営体の経営体階層別及び養殖種類別の漁労所得、
事業所得等
会社等の経営体階層別の漁業及び事業収支等

64
平成24年産びわ、おうとう、うめの結果樹面積、収穫量及
び出荷量

全国・主産県別結果樹面積、収穫量、出荷量

65 平成24年産４麦の収穫量
小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦の全国農業地域別・都
道府県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量

66 農業経営統計調査　平成23年度牛乳生産費
生乳100kg当たり及び搾乳牛1頭当たり飼料費、労働費等の
費用、1頭当たり労働時間、粗収益、所得等

67
農業経営統計調査　平成23年度肉用牛生産費〔子牛・去
勢若齢肥育牛・乳用おす育成牛・乳用おす肥育牛・交雑
種育成牛・交雑種肥育牛生産費〕

生体100kg当たり及び１頭当たり飼料費、労働費等の費用、
1頭当たり労働時間、粗収益、所得等

68 農業経営統計調査　平成23年度肥育豚生産費
生体100kg当たり及び１頭当たり飼料費、労働費等の費用、
1頭当たり労働時間、粗収益、所得等

69
農業経営統計調査
平成23年組織経営の営農類型別経営統計（経営収支）
（併記：経営形態別経営統計）

営農類型別の「組織経営体」年間１組織当たり平均の農業粗
収益、農業経営費、農業所得、営業利益等

70 平成24年産なたねの作付面積及び収穫量（子実用）
全国農業地域・都道府県別の作付面積、10a当たり収量、収
穫量

71 平成23年農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率
水陸稲・麦類・かんしょ・雑穀・豆類・野菜・果樹・工芸農作
物・飼肥料作物及びその他作物の全国農業地域別･都道府
県別･田畑別の作付(栽培)延べ面積、耕地利用率

72
平成24年産春植えばれいしょ（都府県）の作付面積、収
穫量及び出荷量

主産県別の作付面積、収穫量、出荷量

73 共済減収調査結果（平成24年産麦類及びもも） 麦類及びももの減収面積、減収量等

74 平成24年産水陸稲の収穫量
全国農業地域別・都道府県別の作付面積、10a当たり収量、
収穫量、作況指数、被害面積、被害量

75 平成23年農業産出額（都道府県別） 農業地域別・都道府県別の部門別農業産出額等

76 平成23年農業総産出額（全国） 部門別農業総産出額等

資　　　　　　料　　　　　　名 主　　要　　掲　　載　　項　　目

77 12月 平成23年林業産出額 品目別林業産出額、都道府県別林業産出額等

公表予定
時　　期

11月

12月

９月

10月

－3－



78 平成24年産飼肥料作物の作付(栽培)面積
飼肥料作物合計と作物別、全国農業地域別、都道府県別、
田畑別の作付(栽培)面積

79 平成24年産そばの作付面積及び収穫量
全国農業地域・都道府県別・田畑別の作付面積、10a当たり
収量、収穫量

80 平成24年産てんさいの作付面積及び収穫量（北海道） 北海道の作付面積、10a当たり収量、収穫量

81
平成24年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷
量

全国・主産県別結果樹面積、収穫量、出荷量

82 平成23年漁業生産額 魚種別生産額等

83 平成24年産こんにゃくいもの栽培・収穫面積及び収穫量
全国農業地域別・都道府県別の栽培面積、収穫面積、10a当
たり収量、収穫量

84
平成24年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい（乾燥
子実）の収穫量

全国農業地域別・都道府県別の作付面積、10a当たり収量、
収穫量

85
平成24年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び
出荷量

北海道の作付面積、収穫量、出荷量

86
共済減収調査結果（平成24年産水稲、春植えばれい
しょ、ぶどう及びなし）

水稲、春植えばれいしょ、ぶどう及びなしの減収面積、減収
量等

87 平成24年産かんしょの作付面積及び収穫量
全国農業地域別・都道府県別・田畑別の作付面積、全国・主
産県別の10a当たり収量、収穫量

88 平成24年産茶生産量（主産県）
主産県の摘採実面積、茶期別摘採面積、10a当たり生葉収
量、茶期別生葉収穫量、茶期別・茶種別荒茶生産量

89
平成24年産日本なし、ぶどうの結果樹面積、収穫量及び
出荷量

全国・主産県別結果樹面積、収穫量、出荷量

90 集落営農実態調査結果の概要（平成25年２月１日現在） 集落営農数、集落営農の構成農家数、組織形態等

91
平成24年産飼料作物の収穫量（牧草、青刈りとうもろこし
及びソルゴー）

全国農業地域別・都道府県別の作付(栽培)面積、全国・主産
県別の10a当たり収量、収穫量

92
共済減収調査結果（平成24年産小豆、いんげん、みか
ん、りんご及びかき）

小豆、いんげん、みかん、りんご及びかきの減収面積、減収
量等

93 平成24年鶏卵流通統計調査結果の概要 全国の鶏卵の都道府県別生産量、出荷量、入荷量

94 平成24年牛乳乳製品統計調査（基礎調査）結果の概要
全国の経営組織別、生乳処理量規模別、常用従業者規模別
の牛乳処理場・乳製品工場数等

95 平成24年漁業就業動向調査結果の概要 漁業就業者数等

96
農業・農村の６次産業化総合調査結果の概要（平成23年
度結果）

農業者等による６次産業化への種々の取組み状況、これに
伴う所得向上、雇用確保の状況等

97
漁業・漁村の６次産業化調査結果の概要（平成23年度結
果）

漁業経営体等による６次産業化への取組み状況、これに伴う
所得向上、雇用確保の状況等

98 平成24年農道整備状況調査結果の概要 農道の延長距離等

注：　本公表予定一覧に掲載している統計調査以外に、毎月公表：木材価格、農業物価指数等７調査、

四半期公表：生鮮食料品価格・販売動向調査があります。

※ 　耕地面積、水稲、麦、そば、大豆、なたね、てんさい、指定野菜、漁業生産量の市町村別デ－タについてもＨＰに

掲載し公表します。
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