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   (1) 総土地面積・世帯数及び人口（令和２年） 

                ………… 新潟 240 富山 296 石川 330 福井 362 

   (2) 産業大分類別 15歳以上就業者数（平成 27年） 

                ………… 新潟 241 富山 297 石川 331 福井 363 

  ２ 農業経営体（令和２年２月１日現在） 

   (1) 農業経営体数 …………………… 新潟 244 富山 298 石川 332 福井 364 

   (2) 組織形態別経営体数  …………… 新潟 244 富山 298 石川 332 福井 364 

   (3) 経営耕地面積規模別経営体数  … 新潟 246 富山 300 石川 334 福井 366 

   (4) 農産物販売金額規模別経営体数   新潟 248 富山 300 石川 334 福井 366 

   (5) 農業経営組織別経営体数  ……… 新潟 250 富山 302 石川 336 福井 368 

   (6) 経営耕地面積規模別面積  ……… 新潟 252 富山 302 石川 336 福井 368 

   (7) 有機農業に取り組んでいる経営体数 

                ………… 新潟 254 富山 304 石川 338 福井 370 

   (8) 青色申告を行っている経営体数 

                ………… 新潟 255 富山 305 石川 339 福井 371 

   (9) データを活用した農業を行っている経営体数 

                ………… 新潟 256 富山 304 石川 338 福井 370 

  (10) ５年以内の後継者の確保状況別経営体数 

                ………… 新潟 256 富山 304 石川 338 福井 370 

  ３ 個人経営体（令和２年２月１日現在） 

   (1) 主副業別経営体数 ……………… 新潟 258 富山 306 石川 340 福井 372 

   (2) 年齢別基幹的農業従事者数  …… 新潟 260 富山 306 石川 340 福井 372 

４ 総農家等（令和２年２月１日現在） 

   (1) 総農家数 ………………………… 新潟 264 富山 308 石川 342 福井 374 

   (2) 経営耕地のある農家数と経営耕地面積   

                ………… 新潟 265 富山 308 石川 342 福井 374 

５ 林野面積（令和２年２月１日現在） 

   (1) 総土地面積及び林野面積  ……… 新潟 266 富山 310 石川 344 福井 376 

   (2) 所有形態別林野面積  …………… 新潟 268 富山 310 石川 344 福井 376 

６ 林業経営体（令和２年２月１日現在） 

   (1) 林業経営体数 …………………… 新潟 274 富山 314 石川 348 福井 380 

   (2) 組織形態別経営体数  …………… 新潟 274 富山 314 石川 348 福井 380 

   (3) 保有山林面積規模別経営体数  … 新潟 276 富山 316 石川 350 福井 382 

   (4) 保有山林面積及び素材生産量  … 新潟 277 富山 316 石川 350 福井 382 

 



７ 集落営農組織の概況（令和３年２月１日現在） 

   (1) 組織形態別集落営農数 ………… 新潟 278 富山 318 石川 352 福井 384 

 

   (2) 経営所得安定対策への加入状況別集落営農数 

                ………… 新潟 278 富山 319 石川 353 福井 385 

   (3) 人・農地プランにおける位置づけ状況別集落営農数 

                ………… 新潟 279 富山 319 石川 353 福井 385 

   (4) 人・農地プランの実質化の状況別集落営農数 

                ………… 新潟 279 富山 318 石川 352 福井 384 

   (5) 集落営農を構成する農業集落数別集落営農数 

                ………… 新潟 280 富山 318 石川 352 福井 384 

   (6) 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 281 富山 320 石川 354 福井 386 

   (7) 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 282 富山 321 石川 355 福井 387 

   (8) 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 283 富山 320 石川 354 福井 386 

   (9) 活動内容別集落営農数（複数回答） 

                ………… 新潟 284 富山 322 石川 356 福井 388 

  (10) 経理の共同化の状況別集落営農数 

                ………… 新潟 286 富山 322 石川 356 福井 388 

  (11) 現況集積面積、構成農家数 …… 新潟 287 富山 323 石川 357 福井 389 

  ８ 耕地面積（令和３年）……………… 新潟 288 富山 324 石川 358 福井 390 

  ９ 農作物作付面積（栽培面積）・収穫量 

   (1) 水稲（令和３年産） …………… 新潟 289 富山 324 石川 358 福井 390 

   (2) 麦類（令和２年産） …………… 新潟 289 富山 325 石川 359 福井 391 

   (3) 豆類（令和２年産） …………… 新潟 291 富山 324 石川 358 福井 390 

   (4) 雑穀（令和２年産） …………… 新潟 291  富山 325 石川 359 福井 391 

   (5) 工芸農作物（令和２年産） …… 新潟 291 富山 325 石川 359 福井 391 

  10 野菜指定産地市町村別作付面積、収穫量及び出荷量 

               …………… 新潟 292 富山 326 石川 360 福井 392 


