
目　　　　　　　　　　　次
                  

第１部　概　　況 　 (5)　集落営農……………………………………… 40

　　　ア  組織形態別集落営農数…………………… 40

　解　　説……………………………………………… 1 　　　イ  現況集積面積規模別集落営農数

　１　気　　象………………………………………… 2 　　　 　 (経営耕地面積)…………………………… 41

　　　　月別気象表(鳥取)…………………………… 2 　　  ウ  現況集積面積規模別集落営農数

　２　土　　地………………………………………… 3 　　　　　(農作業受託面積)………………………… 42

　３　人　　口………………………………………… 4       エ  構成農家数別集落営農数及び認定

　 (1)　世帯数及び人口……………………………… 4 　　　　　農業者が参加している集落営農数……… 43

　 (2)　産業別就業者数(15歳以上)………………… 5       オ  活動内容別集落営農数(複数回答)……… 44

　４　所　　得………………………………………… 6       カ  経営所得安定対策への加入状況別

　 (1)　経済活動別国内(県内)総生産[抜粋]……… 6 　　　　　集落営農数………………………………… 46

　 (2)　国民(県民)所得[抜粋]……………………… 6     　キ  人･農地プランにおける

　５　食料需給………………………………………… 7           位置づけ状況別集落営農数……………… 46

　 (1)　食料需給表(概算値)[抜粋]………………… 7    (6)　新規就農者数(全国)………………………… 47

　 (2)　食料自給率の推移…………………………… 7 　　　ア  就農形態別新規就農者数………………… 47

　　　イ  新規自営農業就農者数…………………… 47

第２部　農林業経営体及び農家等       ウ  新規雇用就農者数………………………… 47

　　　エ　年齢別新規参入者数……………………… 47

　解　　説……………………………………………… 9

　１　農林業経営体…………………………………… 11 第３部　耕　　　地

　 (1)　農林業経営体………………………………… 11

　　　ア　農林業経営体数…………………………… 11   解　　説……………………………………………… 49

　　　イ　組織形態別経営体数……………………… 12 　耕　　地……………………………………………… 50

　 (2)　農業経営体…………………………………… 14 　 (1)　耕地面積……………………………………… 50

      ア　組織形態別経営体数……………………… 14 　 (2)　耕地の拡張・かい廃面積…………………… 52

　　　イ　経営耕地面積規模別経営体数…………… 16 　　　ア　田…………………………………………… 52

　　　ウ　農産物販売金額規模別経営体数………… 18 　　　イ　畑…………………………………………… 52

      エ　農業経営組織別経営体数………………… 20

      オ  経営耕地の状況…………………………… 22 第４部　農　作　物

      カ　経営耕地面積規模別面積………………… 24

      キ  農業労働力(雇用者)……………………… 26 　解　　説……………………………………………… 53

      ク　農業生産関連事業を行っている経営体 　農 作 物……………………………………………… 55

　        の事業種類別経営体数…………………… 27 　 (1)　水　　稲……………………………………… 55

　　　ケ　農産物出荷先別経営体数………………… 28 　 (2)　麦　　類……………………………………… 56

      コ  農産物販売金額１位の出荷先別 　 (3)　大　　豆……………………………………… 58

          経営体数…………………………………… 30 　 (4)　そ　　ば……………………………………… 58

  ２　農家及び農家人口等…………………………… 32 　 (5)　な た ね……………………………………… 58

　 (1)　総農家数及び土地持ち非農家数…………… 32 　 (6)　かんしょ・小豆・いんげん・らっかせい

　 (2)　経営耕地のある農家数と経営耕地面積…… 32 　　　　・こんにゃくいも…………………………… 59

　 (3)　耕作放棄地面積……………………………… 33 　 (7)　飼料作物……………………………………… 59

　 (4)　販売農家……………………………………… 34 　 (8)　野　　菜……………………………………… 60

　　　ア  主副業別農家数…………………………… 34 　　　ア　品目別……………………………………… 60

　 　 イ　専兼業別農家数…………………………… 35 　　　イ　指定産地野菜（市町村別）……………… 72

　　　ウ　農業就業人口……………………………… 36 　 (9)　果　　樹……………………………………… 74

　　　エ　基幹的農業従事者数……………………… 38



　(10)　花　　き……………………………………… 76 　(10)　収益性………………………………………… 110

　　　ア　切り花類…………………………………… 76 　　　ア　農産物(米(水稲))………………………… 110

　　　イ　球根類……………………………………… 76 　　　イ　畜産物(牛乳)……………………………… 111

　　　ウ　鉢もの類…………………………………… 76 　(11)　水稲の作業別労働時間……………………… 110

　　  エ　花壇用苗もの類…………………………… 77 　(12)　大豆の作業別労働時間……………………… 110

　(11)　農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地

　　　　利用率………………………………………… 78 第７部　農業経営 

　　　ア　田 畑 計…………………………………… 78

　　　イ　田…………………………………………… 78 　解　　説……………………………………………… 113

　　　ウ　畑…………………………………………… 78   農業経営……………………………………………… 116

　(12)　被害面積及び被害量………………………… 80 　 (1)　個別経営……………………………………… 116

    　  　水　　稲…………………………………… 80 　　　ア　経営収支の総括…………………………… 116

　　　イ　分析指標…………………………………… 116

第５部　畜　　　産 　　　ウ　経営の概要………………………………… 118

　　　エ　主要農畜産物の生産概況………………… 118

　解　　説……………………………………………… 83 　　　オ　経営体の財産(年始め)…………………… 120

　畜　　産……………………………………………… 84 　　　カ　経営体の財産(購入等)(参考)…………… 120

　 (1)　主要家畜の飼養概況………………………… 84 　　　キ　預貯金等及び借入金(年末)……………… 121

　　　ア　乳 用 牛…………………………………… 84 　　　ク　農業粗収益………………………………… 122

　　　イ　肉 用 牛…………………………………… 84 　　　ケ　農業経営費………………………………… 122

　　　ウ　豚…………………………………………… 85 　 (2)　組織法人……………………………………… 124

　　　エ　採 卵 鶏…………………………………… 85 　　　ア　事業収支の総括…………………………… 124

　　　オ　ブロイラー………………………………… 85 　　　イ　分析指標…………………………………… 124

　 (2)　家畜飼養頭羽数規模別飼養戸数…………… 86 　　　ウ　経営の概要………………………………… 124

　　　ア　乳 用 牛…………………………………… 86 　　　エ　主要農畜産物の生産概況………………… 124

　　　イ　肉 用 牛…………………………………… 86 　　　オ　財産状況(貸借対照表・期末)…………… 126

　    ウ　豚…………………………………………… 87 　　　カ　投資と資金………………………………… 127

　　　エ　採卵鶏成鶏めす飼養戸数 　　　キ　農業収入…………………………………… 126

　　　　　(種鶏のみの飼養者を除く)……………… 87 　　　ク　農業支出…………………………………… 126

　　　オ　採卵鶏成鶏めす飼養羽数 　 (3)　任意組織……………………………………… 128

          (種鶏を除く)……………………………… 87 　　　ア　経営収支の総括…………………………… 128

　　　カ　ブロイラー………………………………… 87 　　　イ　分析指標…………………………………… 129

   (3)　牛乳及び乳製品の生産量・移出入量……… 88 　　　ウ　経営の概要………………………………… 128

　　　ア　生　　乳…………………………………… 88 　　　エ　財産の期末現在(経営)…………………… 128

　　　イ　牛 乳 等…………………………………… 88 　　　オ　財産の期末現在(農業)…………………… 128

　　　カ　農業粗収益………………………………… 130

第６部　生　産　費 　　　キ　農業経営費………………………………… 130

　解　　説……………………………………………… 89 第８部　農業物価

  生産費………………………………………………… 90

 　(1)　米生産費……………………………………… 90   解　　説……………………………………………… 131

　 (2)　小麦生産費…………………………………… 92   農業物価……………………………………………… 132

　 (3)　大豆生産費…………………………………… 94 　 (1)　農業物価指数(全国・平成22年基準)……… 132

　 (4)　牛乳生産費…………………………………… 96 　　　ア　農 産 物…………………………………… 132

　 (5)　子牛生産費…………………………………… 100 　  　イ　農業生産資材……………………………… 132

　 (6)　乳用雄育成牛生産費………………………… 102 　 (2)　品目別価格指数(全国・平成22年基準)…… 134

　 (7)　去勢若齢肥育牛生産費……………………… 104 　　　ア　農 産 物…………………………………… 134

　 (8)　乳用雄肥育牛生産費………………………… 106 　　　イ　農業生産資材……………………………… 136

　 (9)　交雑種肥育牛生産費………………………… 108



第９部　農業産出額及び生産農業所得 第12部　林　　　業

  解　　説……………………………………………… 141 　解　　説……………………………………………… 169

　１　農業産出額及び生産農業所得 　１　林野面積………………………………………… 171

　　　　　　　 (都道府県別推計) ………………… 144   ２　林業産出額及び生産林業所得………………… 172

　 (1)　実額…………………………………………… 144 　 (1)　林業産出額及び生産林業所得……………… 172

　 (2)　農業産出額構成比…………………………… 144 　 (2)　主要品目別林業産出額……………………… 172

　 (3)　全国に占める割合…………………………… 144   ３　素材生産量……………………………………… 173

　２　市町村別農業産出額(推計)…………………… 146 　 (1)　主要部門別素材生産量……………………… 173

　 (2)　樹種別素材生産量…………………………… 173

第10部　農畜産物流通 　４　製　　材………………………………………… 174

　 (1)　製材工場数、製材用動力の出力数

  解　　説……………………………………………… 149 　　　　及び従業者数………………………………… 174

　農畜産物流通………………………………………… 150 　 (2)　製材用素材の材種別需要量………………… 174

　 (1)　青果物の卸売数量及び価額・価格 　 (3)　製材品出荷量………………………………… 174

　　　　(全国)………………………………………… 150 　５　木材チップ……………………………………… 175

　　　ア　野　　菜…………………………………… 150 　 (1)　木材チップ工場数及び従業者数…………… 175

　　　イ　果　　実…………………………………… 151 　 (2)　木材チップ生産量…………………………… 175

　 (2)　鳥取市青果市場における青果物の 　６　製材用素材価格………………………………… 175

　　　　卸売数量及び価額・価格…………………… 152

　　　ア　野　　菜…………………………………… 152 第13部　水　産　業

　　　イ　果　　実…………………………………… 153

　 (3)　鳥取市青果市場における青果物の 　解　　説……………………………………………… 177

　　　　月別卸売数量………………………………… 154 　１　漁業構造………………………………………… 180

　　　ア　野　　菜…………………………………… 154 　 (1)　海面漁業……………………………………… 180

　　　イ　果　　実…………………………………… 156 　　　ア  経営組織別経営体数……………………… 180

　 (4)　鳥取市青果市場における青果物の 　　　イ　経営体階層別経営体数…………………… 180

　　　　月別卸売価格………………………………… 158 　　　ウ　主とする漁業種類別経営体数…………… 182

　　　ア　野　　菜…………………………………… 158 　　　エ　使用漁船隻数及びトン数………………… 184

　　　イ　果　　実…………………………………… 160 　　　オ　専兼業別個人経営体数…………………… 186

　 (5)　食肉流通……………………………………… 162 　　　カ　男女別・年齢別漁業就業者数…………… 186

　　　ア　肉畜種類別と畜頭数……………………… 162 　 (2)　内水面漁業…………………………………… 188

　　　イ　肉畜種類別枝肉生産量…………………… 162 　　　ア  内水面漁業経営体数……………………… 188

　 (6)　鶏卵及び食鳥流通…………………………… 164 　　　イ　専兼業別養殖業個人経営体数…………… 188

　　　ア　鶏卵の生産量……………………………… 164 　　　ウ　営んだ養殖種類別養殖業経営体数……… 188

　　　イ　ブロイラーの処理量……………………… 164 　　　エ　家族・雇用者別及び男女別・年齢別

　　　　　養殖業従事者数…………………………… 188

第11部　６次産業    (3)　流通加工業…………………………………… 189

　　　ア  魚市場数、年間取扱数量及び金額……… 189

　解　　説……………………………………………… 165 　　　イ　冷凍・冷蔵工場…………………………… 189

　６次産業……………………………………………… 166 　　　ウ　水産加工場………………………………… 189

　 (1)　農業生産関連事業の年間販売金額及び 　２　漁業生産………………………………………… 190

　　　　事業体数……………………………………… 166 　 (1)　海面漁業……………………………………… 190

　 (2)　農業生産関連事業の従事者数……………… 166 　　　ア　魚種別漁獲量……………………………… 190

　 (3)　産地別年間仕入金額 　　　イ　市町村別魚種別漁獲量…………………… 192

　　　（農産物直売所は販売金額）………………… 167    　 ウ  漁業種類別漁獲量………………………… 194

　 (4)　漁業生産関連事業の年間販売金額及び    　 エ  市町村別漁業種類別漁獲量……………… 195

　　　　事業体数……………………………………… 167

　 (5)　漁業生産関連事業の従事者数……………… 167



　 (2)　海面養殖業…………………………………… 196

　　　ア　養殖魚種別収獲量………………………… 196

　　　イ　市町村別収獲量…………………………… 198

　 (3)　内水面漁業…………………………………… 200

　        魚種別漁獲量……………………………… 200

   (4)　内水面養殖業………………………………… 200

      ア　魚種別収獲量……………………………… 200

　　　イ　種苗販売量………………………………… 200

　３　水産加工品生産量……………………………… 201

  ４　漁業生産額……………………………………… 202

　　  魚種別生産額…………………………………… 202

　５　漁業経営………………………………………… 204

　 (1)　漁船漁業及び小型定置網漁業

     (個人経営体１経営体当たり平均) …………… 204

　 (2)　海面養殖業

     (個人経営体１経営体当たり平均) …………… 206


