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                ………… 新潟 238 富山 260 石川 274 福井 286 

   (3) 農業経営を営む法人となる計画の策定状況別集落営農数 

                ………… 新潟 239 富山 261 石川 275 福井 287 

   (4) 経営所得安定対策への加入状況別集落営農数 

                ………… 新潟 240 富山 260 石川 274 福井 286 

   (5) 人・農地プランにおける位置づけ状況別集落営農数 

                ………… 新潟 241 富山 260 石川 274 福井 286 

   (6) 集落営農を構成する農業集落数別集落営農数 

                ………… 新潟 242 富山 262 石川 276 福井 288 

   (7) 構成農家数割合別集落営農数（集落内の総農家数に占める構成農家数の割合） 

                ………… 新潟 243 富山 263 石川 277 福井 289 

   (8) 現況集積面積規模別集落営農数（経営耕地面積＋農作業受託面積規模別） 

                ………… 新潟 244 富山 262 石川 276 福井 288 

   (9) 集積面積割合別集落営農数（集落内の総耕地面積に占める割合） 

                ………… 新潟 245 富山 263 石川 277 福井 289 

  (10) 活動内容別集落営農数（複数回答） 

                ………… 新潟 246 富山 264 石川 278 福井 290 

  (11) 経理の共同化の状況別集落営農数 

                ………… 新潟 248 富山 264 石川 278 福井 290 

  (12) 現況集積面積、構成農家数 …… 新潟 249 富山 265 石川 279 福井 291 

  ３ 耕地面積（令和２年）……………… 新潟 250 富山 266 石川 280 福井 292 

  ４ 農作物作付面積（栽培面積）・収穫量 

   (1) 水稲（令和２年産） …………… 新潟 251 富山 266 石川 280 福井 292 

   (2) 麦類（令和元年産） …………… 新潟 251 富山 267 石川 281 福井 293 

   (3) 豆類（令和元年産） …………… 新潟 253 富山 266 石川 280 福井 292 

   (4) 雑穀（令和元年産） …………… 新潟 253  富山 267 石川 281 福井 293 

   (5) 工芸農作物（令和元年産） …… 新潟 253 富山 267 石川 281 福井 293 

  ５ 野菜指定産地市町村別作付面積、収穫量及び出荷量 

               …………… 新潟 254 富山 268 石川 282 福井 294 


