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ページ

17 第２部　農林業経営体及 解説 （5）経営耕地

び農家等

18 （28）新規参入者 誤

24 キ　農業労働力（雇用者）単位 表の右上 誤

正

ページ 表 題 誤 正

10 ６ 所得 全国 平成27年 実数 (3) 金融・保険業 (13) 23,169 23,187

公務 (16) 23,572 26,572

(20) 3,755 8,755

構成比 (4) 公務 (16) 4.4 5.0

(20) 0.7 1.6

(22) 98.8 100.0

14 島根県 (4) 林野面積 (26) 258,782 525,049

全国シェア （％） (5) 1.0 2.1

全国順位 (6) 33 15

岡山県 (7) 林野面積 (26) 258,782 489,561

15 全国シェア （％） (8) 1.0 2.0

全国順位 (9) 33 17

広島県 (10) 林野面積 (26) 258,782 616,854

全国シェア （％） (11) 1.0 2.5

全国順位 (12) 33 10

(10) 漁業産出額 (28) 26,404 26,342

山口県 (13) 林野面積 (26) 258,782 440,556

全国シェア （％） (14) 1.0 1.8

全国順位 (15) 33 20

22 (2)農業経営体（続き） 経営耕地総面積 (3) 単位 a ha

借入耕地面積 (4)

田 経営耕地面積 (6)

23 畑 (8)

樹園地 (10)

1経営体当たり経営耕地面積 (11)

82 固定資産（構成員共有） 建物 (2) 全国 148 1,148

86 １ 米生産費 物財費 土地改良及び水利費 (9)  0.5～1.0 (5) 21,332 2,132

87 （平成29年産） 家族員数 農業就業者 (36)  1.0～2.0 (6) 8.0 0.8

 3.0～5.0 (8) 8.0 0.8

88 物財費 種苗費 購入 (44) 岡山 (12) 2,378 237

89 家族員数 農業就業者 (77)  1.0～2.0 (6) 8.0 0.8

 3.0～5.0 (8) 8.0 0.8

101 ５  子牛生産費 支払利子 (29) 全国 (1) 16,858 1,685

（平成29年度）

104 ７ 去勢若齢肥育牛生産費 労働時間 中国

（平成29年度） (34) 平成28年度 (2) 61.08 61.80

(4)財産の期末現在（経
営）

８ 農林水産業の全国に占
める地位

輸入品に課さ
れる税・関税

輸入品に課さ
れる税・関税

調査経営体の概要（１経営
体当たり）

調査経営体の概要（１経営
体当たり）

正

国内（県内）
総生産

経済活動別国内（県内）
総生産（名目）〔抜粋〕

表 頭 表 側

該 当 箇 所 内 容

オ　経営耕地
の状況

なし

単位：経営体、人

新たに農業経営を開始した経営の責任者をいう。

正
新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同
経営者をいう。

 経営耕地＝所有耕地－貸付耕地－耕作放棄地

+借入耕地
誤

 経営耕地＝所有地－貸付耕地－耕作放棄地
+借入耕地
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108 ９ 交雑種肥育牛生産費 物財費 計 (1) 中国 617,964 631,055

（平成29年度） もと畜費 (2) 平成28年度 (2) 266,391 311,550

飼料費 計 (3) 307,504 284,430

流通飼料費 (4) 306,013 282,701

牧草・ 放牧・ 採草費 (5) 1,491 1,729

敷料費 (6) 5,179 5,804

光熱水料及び動力費 (7) 8,206 8,000

その他の諸材料費 (8) 12 - 

109 獣医師料及び医薬品費 (9) 5,369 6,515

賃借料及び料金 (10) 1,097 324

物件税及び公課諸負担 (11) 3,060 2,922

建物費 (12) 4,257 3,506

償却費 (13) 3,206 2,068

自動車費 (14) 5,537 4,128

償却費 (15) 1,000 682

農機具費 (16) 10,544 3,175

償却費 (17) 8,162 572

108 生産管理費 (18) 808 701

労働費 (20) 37,352 36,044

家族 (21) 32,233 30,030

費用合計 計 (22) 655,316 667,099

購入（支払い） (23) 608,817 631,981

自給 (24) 34,131 31,796

償却 (25) 12,368 3,322

109 副産物価額 (26) 4,788 4,500

生産費（副産物価額差引） (27) 650,528 662,599

支払利子 (28) 820 389

支払地代 (29) 707 552

支払利子・地代算入生産費 (30) 652,055 663,540

自己資本利子 (31) 8,610 4,375

自作地地代 (32) 1,146 891

資本利子・地代全額算入生産費（全算入生産費） (33) 661,811 668,806

108 労働時間 (34) 23.74 23.26

家族 (35) 20.69 19.67

経営概況 飼養月平均頭数 (38) 85.5 83.0

もと畜の概要 月齢 (39) 7.7 8.4

生体重 (40) 258.4 283.7

評価額 (41) 241,281 305,082

109 主産物 販売頭数（1経営体当たり） (42) 55.3 70.8

肥育牛 販売時月齢 (43) 24.2 24.1

1頭当たり 肥育期間 (44) 16.5 15.7

販売時生体重 (45) 723.3 735.9

販売価格 (46) 718,400 716,557

副産物 きゅう肥利用量 (47) 3,047 2,043

108 物財費 生産管理費 償却費 (19) 平成29年度 (3) 0 - 

137 林業産出額 (1) 全国 46,624 46,625

138 計 (1) 全国 21,279 21,408

合板用 (3) 3,993 4,122

（2）樹種別素材生産量 計 (1) 全国 21,279 21,408

針葉樹 小計 (2) 19,129 19,258

すぎ (4) 12,147 12,276

139 輸入材 その他 (10) 広島 ｘ - 

146 エ 使用漁船隻数及びトン数動力漁船隻数 1～3 (6) 7,544 7,554

147 100～200 (13) 28 33

500～1,000 (15) 平成25年 (7) 46 2

154 イ 漁業種類別漁獲量 合計 (1) (4) 157,433 157,383

179 第3次産業 (7) 福山市 (71) 143,117 134,117

分類不能な産業 (8) 594 9,594

245 (3)耕作放棄地面積 販売農家 (2) 0 - 

（2）産業別就業者数（15
歳以上）

瀬戸内海区
平成28年

東シナ海区
平成20年

（2）製材用素材の材種別
需要量

表 頭 表 側

（1）林業産出額及び生産
林業所得

（1）主要部門別素材生産
量

和木町     (103)

(6)
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