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ⅩⅧ 農林水産業団体の部 
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 １ 農業協同組合 
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 ３ 水産業協同組合（平成31年）････････････････････････････････････････････････････････ 766 

 ４ 水産業協同組合（令和２年）････････････････････････････････････････････････････････ 768 

 ５ 農業委員会、農協、漁協への女性の参画状況･･････････････････････････････････････････ 770 

 

ⅩⅨ 東日本大震災からの復旧・復興状況 

 １ 被災３県における農林業経営体の状況 

  (1) 農林業経営体数･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 772 
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  ２ 東日本大震災による甚大な被害を受けた３県における漁業関係の動向 

   (1) 経営体の状況････････････････････････････････････････････････････････････････････ 773 

   (2) 漁協等が管理・運営する漁業経営体数及び漁業従事者数･･････････････････････････････ 773 

   (3) 岩手県における漁業関係の動向 

      ａ 漁業センサスにおける主な調査結果･･････････････････････････････････････････････ 774 
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  (4) 宮城県における漁業関係の動向 

      ａ 漁業センサスにおける主な調査結果･･････････････････････････････････････････････ 775 

   ｂ 海面漁業生産量及び海面漁業産出額･･････････････････････････････････････････････ 775 

  (5) 福島県における漁業関係の動向 

    ａ 漁業センサスにおける主な調査結果･･････････････････････････････････････････････ 776 

   ｂ 海面漁業生産量及び海面漁業産出額･･････････････････････････････････････････････ 776 

 

付録 
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 ２ 主要国の農産物生産量（2017年） 

  (1) 収穫面積････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 782 
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 ４ 換算表 
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