
目 次

利用者のために ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1

Ⅰ 農業経営統計調査

１ 調査の目的 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1

２ 調査の体系 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1

３ 調査対象と調査経営体の選定方法 ････････････････････････････････････････････････ 2

(1) 調査対象 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 2

(2) 調査経営体の抽出 ････････････････････････････････････････････････････････････ 2

４ 調査方法 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3

５ 統計の種類と調査期間 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 3

(1) 営農類型別経営統計 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 4

(2) 経営形態別経営統計 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 4

６ 調査事項 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 4

(1) 営農類型別経営統計及び経営形態別経営統計 ････････････････････････････････････ 4

(2) 農産物生産費統計 ････････････････････････････････････････････････････････････ 5

(3) 畜産物生産費統計 ････････････････････････････････････････････････････････････ 5

７ 統計表の編成 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 6

(1) 営農類型別経営統計 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 6

(2) 経営形態別経営統計 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 12

(3) 農産物生産費統計 ････････････････････････････････････････････････････････････ 12

(4) 畜産物生産費統計 ････････････････････････････････････････････････････････････ 12

８ 定義及び用語の解説 ････････････････････････････････････････････････････････････ 13

(1) 営農類型別経営統計及び経営形態別経営統計 ････････････････････････････････････ 13

(2) 農産物生産費統計 ････････････････････････････････････････････････････････････ 21

(3) 畜産物生産費統計 ････････････････････････････････････････････････････････････ 23

Ⅱ 表中に用いた記号の用法 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 28



営農類型別経営統計

統計表（平成27年）

１ 水田作経営

(1) 水田作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 30

(2) 稲作経営 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38

(3) 麦類作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 50

(4) 大豆作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 62

２ 畑作経営

(1) 畑作経営 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 74

(2) 麦類作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 82

(3) 大豆作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 94

(4) 小豆作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 106

(5) いんげん作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 118

(6) ばれいしょ作経営 ････････････････････････････････････････････････････････････ 130

(7) てんさい作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 142

３ 酪農経営

酪農経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 154

経営形態別経営統計

統計表（平成27年）

１ 販売農家１経営体当たり

(1) 経営耕地規模別 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 168

(2) 主副業別 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 176

(3) 農業労働力保有状況別 ････････････････････････････････････････････････････････ 188

２ 主業農家１経営体当たり

経営耕地規模別 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 200

農産物生産費統計

統計表（平成27年産）

１ 経営の概況（１経営体当たり） ･･･････････････････････････････････････････････････ 210

２ 生産費（10ａ当たり） ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 212

３ 投下労働時間（10ａ当たり） ･････････････････････････････････････････････････････ 216



営農類型別経営統計

統計表（平成27年）

１ 水田作経営

(1) 水田作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 30

(2) 稲作経営 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38

(3) 麦類作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 50

(4) 大豆作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 62

２ 畑作経営

(1) 畑作経営 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 74

(2) 麦類作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 82

(3) 大豆作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 94

(4) 小豆作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 106

(5) いんげん作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 118

(6) ばれいしょ作経営 ････････････････････････････････････････････････････････････ 130

(7) てんさい作経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 142

３ 酪農経営

酪農経営 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 154

経営形態別経営統計

統計表（平成27年）

１ 販売農家１経営体当たり

(1) 経営耕地規模別 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 168

(2) 主副業別 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 176

(3) 農業労働力保有状況別 ････････････････････････････････････････････････････････ 188

２ 主業農家１経営体当たり

経営耕地規模別 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 200

農産物生産費統計

統計表（平成27年産）

１ 経営の概況（１経営体当たり） ･･･････････････････････････････････････････････････ 210

２ 生産費（10ａ当たり） ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 212

３ 投下労働時間（10ａ当たり） ･････････････････････････････････････････････････････ 216

４ 米生産費の作付規模別生産費・収益性（販売農家） ･････････････････････････････････ 218

畜産物生産費統計

統計表（平成27年度）

牛乳生産費

(1) 搾乳牛飼養頭数規模別生産費 ･･････････････････････････････････････････････････ 222

(2) 流通飼料の使用数量と価額（搾乳牛通年換算１頭当たり） ･････････････････････････ 228

(3) 牧草・敷料の使用数量と価額（搾乳牛通年換算１頭当たり） ･･･････････････････････ 230

(4) 自給飼料の費用価 ････････････････････････････････････････････････････････････ 232


