
Ⅳ 農作物の部 
 

 この部には、農作物の生産等に関する統計を収録し

た。 

 ここに収録した統計は、「作物統計調査」、「特定作

物統計調査」等の結果である。 

 この調査は、調査対象作物の生産に関する実態を明

らかにすることにより、食料・農業・農村基本計画に

おける生産努力目標の策定及び達成状況検証、経営所

得安定対策の交付金算定、作物の生産振興に資する各

種事業（強い農業・担い手づくり総合支援交付金等）

の推進、農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく

農業共済事業の適切な運営等のための農政の基礎資料

を整備することを目的としている。 

 各作物の調査の概要については、以下のとおりである。 

 

１ 水稲 

(1) 調査の範囲及び対象 

ア 調査の範囲 

 全国の各都道府県を対象に実施している。 

イ 調査の対象 

    作付面積調査は、水稲の栽培に供された全て

の耕地、収穫量調査は、水稲が栽培されている

耕地を対象としている。 

 なお、近畿における調査客体数は以下のとお

り。 

(ｱ) 作付面積調査 

 標本単位区：3,060単位区 

 巡回・見積り：198市町村 

(ｲ) 収穫量調査 

 作況標本筆：830筆、基準筆：48筆 

 巡回・見積り：198市町村 

(2) 調査期日 

 作付面積調査は７月15日現在、収穫量調査は収

穫期である。 

(3) 調査・集計方法 

ア 作付面積調査 

   (ｱ)  母集団の編成 

空中写真（衛星画像等）に基づき、全国の全

ての土地を隙間なく区分した200ｍ四方の格

子状の区画のうち、耕地が存在する区画を調

査のための「単位区」とし、この単位区（区画

内に存する耕地の筆（けい畔等で区切られた

現況一枚のほ場）について、面積調査用の地

理情報システムにより、地目（田又は畑）等の

情報が登録されている。）の集まりを母集団

（全国約290万単位区）としている。 

母集団は、ほ場整備、宅地への転用等によ

り生じた現況の変化を反映するため、単位区

の情報を補正することにより整備している。 

(ｲ)  階層分け 

調査精度の向上を図るため、母集団を各単

位区内の耕地の地目に基づいて地目階層（「田

のみ階層」、「田畑混在階層」及び「畑のみ階

層」）に分類し、そのそれぞれの地目階層につ

いて、ほ場整備の状況、水田率等の指標に基

づいて設定した性格の類似した階層（性格階

層）に分類している。 

(ｳ) 標本配分及び抽出 

都道府県別の水稲作付面積が的確に把握で

きるよう階層ごとに調査対象数を配分し、系

統抽出法により抽出する。 

(ｴ) 実査（対地標本実測調査） 

抽出した標本単位区内の水稲が作付けされ

ている全ての筆について、１筆ごとに現況地

目、耕地の境界及び作付けの状況を確認する。 

(ｵ) 推定 

面積調査用の地理情報システムを使用して

求積した「標本単位区の田台帳面積の合計」

に対する「実査により得られた標本単位区の

現況の水稲作付見積り面積の合計」の比率を

「母集団（全単位区）の田の台帳面積の合計」

に乗じ、これに台帳補正率（田台帳面積に対

する実面積の比率）を乗じることにより、全

体の面積を推定している。 

(ｶ) その他 

遠隔地、離島、市街地等の対地標本実測調

査が非効率な地域については、職員による巡

回・見積り、情報収集によって把握している。 

イ 収穫量調査 

(ｱ) 母集団 

(3)のアの(ｲ)により、「田のみ階層」及び

「田畑混在階層」の地目階層に分類される単

位区を母集団としている。 

(ｲ)  階層分け 

都道府県別に地域行政上必要な水稲の作柄

を表示する区域として、水稲の生産力（地形、

気象、栽培品種等）により分割した区域を「作

柄表示地帯」として設定し、この作柄表示地

帯ごとに収量の高低、年次変動、収量に影響
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する条件等を指標とした階層分けを行ってい

る。 

(ｳ) 標本配分及び抽出 

都道府県別の標本数を階層別に水稲の作付

面積に10ａ当たり収量の標準偏差を乗じた結

果に比例して配分する。 

階層別に配分された調査対象数を単位区の

水稲作付面積(田台帳面積)に比例した確率で

抽出する確率比例抽出法により標本単位区を

抽出する。抽出された標本単位区内で、水稲

が作付けされている筆から１筆を無作為に選

定し、作況標本筆（実測調査を行う筆）とす

る。 

(ｴ) 作況標本筆の実測 

作況標本筆の対角線上の３か所を系統抽出

法により調査箇所に選定し、株数、穂数、もみ

数等の実測調査を行う。 

(ｵ) 10ａ当たり玄米重の算定 

各作況標本筆について、一定株数（１㎡分

×３か所の株数）の稲を刈り取り、脱穀・乾燥

・もみすりを行った後に、飯用に供し得る玄

米（農産物規格規程（平成13年２月28日農林

水産省告示第244号）に定める三等以上の品位

を有し、かつ、粒厚が1.70mm以上であるもの）

となるように選別し、10ａ当たり玄米重を決

定する。 

(ｶ) 10ａ当たり収量の推定 

各作況標本筆の10ａ当たり玄米重の平均を

基に、都道府県別の10ａ当たり玄米重平均値

を推定し、これにコンバインのロス率（コン

バインを使用して収穫する際に発生する収穫

ロス）や被害データ等を加味して検討を行い、

都道府県別の10ａ当たり収量を推定する。 

さらに、作況基準筆（10ａ当たり収量を巡

回・見積りにより把握する際の基準とするも

のとして有意に選定した筆をいう。）の実測

結果及び特異な被害が発生した際に設置する

被害調査筆の実測結果を基準とした巡回・見

積り並びに情報収集による作柄及び被害の見

積りによって推定値を補完する。 

(ｷ) 収穫量及び被害量 

作況標本筆の刈取り調査結果から推定した

10ａ当たり収量に作付面積を乗じて収穫量を

求める。 

被害量は、農作物に被害が発生した後、生

育段階に合わせて被害の状況を巡回・見積り

で把握する。また、特異な被害が発生した場 

合は、被害調査筆を設置して調査を実施し把

握する。 

(4) 定義及び用語の解説 

ア 作付面積（子実用）とは、青刈り面積（飼料用

米等含む。）を除いた面積である。 

イ 10ａ当たり収量とは、実際に収穫された（農

家が収穫を放棄した場合は除く。）10ａ当たり

の収穫量をいう。 

ウ 収穫量とは、実際に収穫された（農家が収穫

を放棄した場合は除く。）もののうち、農産物

規格規程に定める三等の品位（整粒歩合45％）

以上に相当するよう、ふるい目幅1.70mm以上で

選別された玄米の重量をいう。 

エ 被害面積とは、農作物に損傷を生じ、その被

害が発生しなかったと仮定した場合に収穫され

ると見込まれる収量から減収した面積をいう。 

オ 被害量とは、農作物の栽培が開始されてから

収納されるまでの期間に、災害等によって損傷

を生じ、その被害が発生しなかったと仮定した

場合に収穫されると見込まれる収量より減収し

た量をいう。 

 

２ 麦類、豆類、かんしょ、なたね、そば、
飼料作物 

(1) 調査の範囲及び対象 

ア 調査の範囲 

 麦類、大豆、そば及びなたねは全国の都道府

県を対象に実施している。令和２年産の小豆に

ついては、作付面積調査及び収穫量調査ともに

主産県調査として実施し、かんしょ及び飼料作

物については、作付面積調査を全国の都道府県

で、収穫量調査は主産県を対象として実施した。 

なお、全ての都道府県を調査対象とする全国

調査を作付面積調査は３年、収穫量調査は６年

ごとに実施する。 

イ 調査の対象 

作付面積調査は、調査対象作物を取り扱って

いる全ての農協等の関係団体とした。 

収穫量調査は、調査対象品目の取扱いを行っ

ている全ての農協等の関係団体とし、また、都

道府県ごとの収穫量に占める関係団体等の取扱

数量の割合が８割に満たない都道府県について

は、併せて標本経営体調査を実施することとし

た。 

標本経営体は、2015年農林業センサスにおい

て、調査対象作物を販売目的で作付けし、関係

団体以外に出荷した農林業経営体の中から作付

面積に応じた確率比例抽出法や等間隔に抽出す

る系統抽出法により抽出した。 

なお、近畿における収穫量調査の調査客体数

は以下のとおり。 

(ｱ) 麦類 

 関係団体：45、標本経営体：－ 

 巡回・情報収集：198市町村 
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(ｲ) 大豆 

 関係団体：55、標本経営体：469 

 巡回・情報収集：198市町村 

(ｳ) 小豆 

 関係団体：32、標本経営体：111 

 巡回・情報収集：86市町村 

(ｴ) なたね 

 関係団体：８ 

 巡回・情報収集：198市町村 

(ｵ) そば 

     関係団体：17、標本経営体：74 

   巡回・情報収集：198市町村 

(ｶ) 飼料作物 

 標本経営体：300 

 巡回・情報収集：41市町村 

(ｷ) かんしょ 

    関係団体：２ 

    巡回・情報集：198 

(2) 調査期日 

 作付面積調査は、豆類は９月１日、豆類以外の

作物は収穫期（刈取り、堀取りした時期）で、収穫

量調査についてはいずれも収穫期である。 

(3) 調査・集計方法 

ア 作付面積調査 

 関係団体に対する往復郵送調査又はオンライ

ン調査により行った。集計は、関係団体調査結

果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見

積り及び職員による情報収集により補完してい

る。 

イ 収穫量調査 

 関係団体に対する往復郵送調査又はオンライ

ン調査及び標本経営体に対する往復郵送調査に

より行った。集計は、関係団体調査及び標本経

営体調査結果から得られた10ａ当たり収量に作

付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は

統計調査員による巡回及び職員による情報収集

により補完している。 

(4) 定義及び用語の解説 

ア 作付面積とは、麦類、豆類、そば、なたねは子

実用途として生産されたもの（飼肥料用に青刈

りされたもの及びえだまめ、さやいんげん等未

成熟で収穫されるものを除く。）をいう。 

イ 10ａ当たり収量とは、実際に収穫された（農

家が収穫を放棄した場合は除く。）10ａ当たり

の収穫量をいう。 

ウ 収穫量とは、実際に収穫されたもののうち一

定の基準（品質・規格）以上のものの量をいう。

飼料作物にあっては、飼料用として収穫された

生の状態の量（放牧して直接家畜に与えるもの

も含む。）をいう。 

なお、麦の基準は、上麦（農産物規格規程に定

める二等以上の品位を有するものに加え、同規

程における規格外のうち一定以上の品質を有す

る「規格外Ａ」相当に該当するまで唐み等で選

別したもの。）とし、大豆の基準は、上粒（農産

物規格規程に定める特定加工用大豆標準品以上

の品位に該当するまで唐み等で選別したもの。）

とする。 

 

３ 野菜 

(1) 調査の範囲及び対象 

ア 調査の範囲 

令和２年産については、作付面積調査及び収

穫量調査ともに主産県を調査の対象として実施

した。 

なお、全ての都道府県を調査対象とする全国

調査を作付面積調査は３年（直近は令和元年

産）、収穫量調査は６年（直近は平成28年産）ご

とに実施しており、全国調査以外の年にあって

は、全国調査年における作付面積の全国値のお

おむね80％を占めるまでの上位都道府県、野菜

指定産地に指定された区域を含む都道府県、調

査対象品目に係る畑作物共済事業を実施する都

道府県及び特定野菜等供給産地育成価格差補給

事業を実施する都道府県を調査の範囲（主産県）

としている。 

イ 調査の対象 

調査対象品目を取り扱っている全ての農協等

及び野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103

号）第10条第１項に規定する登録生産者とした。 

また、都道府県ごとの収穫量に占める関係団

体の取扱数量の割合が８割に満たない都道府県

については、併せて標本経営体調査を実施する

こととした。 

標本経営体は2015年農林業センサスにおい

て、調査対象品目を販売目的で作付けし、関係

団体以外に出荷した農林業経営体から、品目別

作付面積の規模に比例した確率比例抽出法によ

り抽出した。 

 

 野菜の調査品目は、春だいこん、夏だいこん、

秋冬だいこん、春夏にんじん、秋にんじん、冬

にんじん、ごぼう、れんこん、春植えばれいし

ょ、秋植えばれいしょ、秋冬さといも、その他

さといも、春キャベツ、夏秋キャベツ、冬キャ

ベツ、春はくさい、夏はくさい、秋冬はくさい、

ちんげんさい、ほうれんそう、春ねぎ、夏ねぎ、

秋冬ねぎ、にら、たまねぎ、にんにく、冬春きゅ

うり、夏秋きゅうり、かぼちゃ、冬春なす、夏秋

なす、冬春トマト、夏秋トマト、冬春ピーマン、

夏秋ピーマン、スイートコーン、かぶ、やまの

いも、こまつな、カリフラワー、ブロッコリー、

Ⅳ 農作物の部  - 165 -



そらまめ、えだまめ、さやいんげん、さやえん

どう、グリーンピース、ふき、みつば、しゅんぎ

く、セルリー、アスパラガス、春レタス、夏秋レ

タス、冬レタス、しょうが、いちご、メロン、す

いか、みずなである。 

 なお、近畿における調査対象数は以下のとおり。 

(ｱ) 春植えばれいしょ 

 ２年産は該当なし。 

(ｲ) 冬春・春・夏秋 

 関係団体：95、標本経営体：1,394 

 巡回・情報収集：198市町村 

(ｳ) 秋冬・年間計 

 関係団体：90、標本経営体：1,746 

 巡回・情報収集：198市町村 

(2) 調査期日 

 調査期日は、収穫・出荷終了時である。 

 なお、この調査の季節区分及び年産区分の主な

収穫・出荷期間は次のとおりである。 

 

品  目 季  節  区  分 

春だいこん 

夏だいこん 

秋冬だいこん 

春夏にんじん 

秋にんじん 

冬にんじん 

春植えばれいしょ 

秋植えばれいしょ  

秋冬さといも 

その他さといも 

春はくさい 

夏はくさい 

秋冬はくさい 

春キャベツ 

夏秋キャベツ 

冬キャベツ 

春ねぎ 

夏ねぎ 

秋冬ねぎ 

冬春きゅうり 

夏秋きゅうり 

冬春なす 

夏秋なす 

冬春トマト 

夏秋トマト 

冬春ピーマン 

夏秋ピーマン 

春レタス 

夏秋レタス 

冬レタス 

４月～６月 

７月～９月 

10月～翌年３月 

４月～７月 

８月～10月 

11月～翌年３月 

４月～８月 

11月～翌年３月 

６月～翌年３月 

４月～５月 

４月～６月 

７月～９月 

10月～翌年３月 

４月～６月 

７月～10月 

11月～翌年３月 

４月～６月 

７月～９月 

10月～翌年３月 

前年12月～６月 

７月～11月 

前年12月～６月 

７月～11月 

前年12月～６月 

７月～11月 

前年11月～５月 

６月～10月 

４月～５月 

６月～10月 

11月～翌年３月 

 

 

品  目 年 産 区 分 

かぶ、さやえんどう、グリ

ーンピース 

 

いちご 

ピーマン 

きゅうり、なす、トマト 

 

こまつな、えだまめ、しゅ

んぎく、ちんげんさい、に

ら、にんにく、かぼちゃ、

スイートコーン、そらま

め、ふき、みつば、 

さやいんげん、セルリー、

アスパラガス、メロン、す

いか、みずな 

 

だいこん、にんじん、ばれ

いしょ、さといも、やまの

いも、はくさい、キャベツ、

ほうれんそう、ねぎ 

たまねぎ、カリフラワー、

ブロッコリー、ごぼう、れ

んこん、しょうが、レタス 

前年９月～８月 

 

 

前年10月～９月 

前年11月～10月 

前年12月～11月 

 

 

 

 

１月～12月 

 

 

 

 

 

 

 

   ４月～翌年３月 

  

 

 

 

(3) 調査・集計方法 

ア 調査方法 

    関係団体に対する往復郵送調査又はオンラ

イン調査及び標本経営体に対する往復郵送調

査により行った。 

イ 集計方法 

 作付面積の集計は、関係団体調査結果を基

に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及

び職員による情報収集により補完している。 

収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営

体調査の結果から得られた10ａ当たり収量に

作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又

は統計調査員による巡回及び職員による情報

収集により補完している。 

 出荷量の集計は、関係団体調査結果から得ら

れた出荷量及び標本経営体調査結果から得ら

れた10ａ当たり出荷量等を基に算出している。 

(4) 定義及び用語の解説 

ア 作付面積とは、は種又は植付けをしたものの

うち、発芽又は定着した延べ面積をいう。 

イ 収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又

は加工用として流通する基準を満たすものの

重量をいう。 

ウ 出荷量とは、収穫量のうち、生食用、加工用、

業務用向けとして販売した量をいい、生産者が
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自家消費した量及び種子用、飼料用として販売

したものは含めない。 

 

４ 果樹 

(1) 調査の範囲及び対象 

ア 調査の範囲 

 令和２年産については、全国を対象として調

査を実施した。 

なお、全ての都道府県を調査対象とする全国

調査を６年ごとに実施しており、全国調査年以

外の年にあっては、調査品目ごとに、直近の全

国調査年における面積調査結果に基づき、全国

の栽培面積のおおむね80％を占めるまでの上位

都道府県及び調査対象品目に係る果樹共済事業

を実施する都道府県を調査の範囲（主産県）とし

ている。 

イ 調査の対象 

 調査対象品目を取り扱っている全ての農協等

の関係団体とした。また、都道府県ごとの収穫

量に占める関係団体の取扱数量の割合が８割に

満たない都道府県については、併せて標本経営

体調査を実施した。 

標本経営体は、2015年農林業センサスにおい

て、調査対象品目を販売目的で栽培し、関係団

体以外に出荷した農林業経営体から品目別の作

付面積の規模に比例した確率比例抽出法により

抽出した。 

  なお、近畿における調査対象数は以下のとお

り。 

(ｱ) みかん 

  関係団体：67、標本経営体：224 

    巡回・情報収集：198市町村 

(ｲ) 日本なし 

  関係団体：13、標本経営体：197 

  巡回・情報収集：198市町村 

(ｳ) かき 

  関係団体：32、標本経営体：327 

  巡回・情報収集：198市町村 

(ｴ) びわ 

関係団体：７、標本経営体：40 

巡回・情報収集：198市町村 

(ｵ) もも 

関係団体：15、標本経営体：208 

巡回・情報収集：198市町村 

(ｶ) すもも 

関係団体：８、標本経営体：75 

巡回・情報収集：198市町村 

(ｷ) うめ 

  関係団体：17、標本経営体：456 

    巡回・情報収集：198市町村 

(ｸ) ぶどう 

  関係団体：24、標本経営体：243 

  巡回・情報収集：198市町村 

(ｹ) くり 

関係団体：16、標本経営体：307 

巡回・情報収集：198市町村 

(ｺ) キウイフルーツ 

関係団体：10、標本経営体：154 

巡回・情報収集：198市町村 

(2) 調査期日 

 調査期日は、収穫・出荷終了時である。 

(3) 調査・集計方法 

ア 調査方法 

    関係団体に対する往復郵送調査又はオンライ

ン調査及び標本経営体に対する往復郵送調査に

より行った。 

イ 集計方法 

 結果樹面積の集計は、関係団体調査結果を基

に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及

び職員による情報収集により補完している。 

収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営

体調査結果から得られた10ａ当たり収量に結果

樹面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は

統計調査員による巡回及び情報収集により補完

している。 

 出荷量の集計は、関係団体調査結果から得ら

れた出荷量及び標本経営体調査結果から得られ

た10ａ当たり出荷量等を基に算出している。 

(4) 定義及び用語の解説 

ア 結果樹面積とは、栽培面積のうち、生産者が

当該年産の果実を収穫するために結実させた面

積をいう。 

イ 収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又

は加工用として流通する基準を満たすものの重

量をいう。 

ウ 出荷量とは、収穫量のうち、生食用又は加工

用として販売した量をいい、生産者が自家消費

した量及び種子用、飼料用として販売したもの

は含めない。 

 

５ 花き 

(1) 調査の範囲及び対象 

ア 調査の範囲 

 令和２年産については、作付面積調査及び出

荷量調査ともに主産県を調査の対象として実施

した。 

なお、全ての都道府県を調査対象とする全国

調査を作付面積調査は３年、出荷量調査は６年

（直近はともに令和元年産）ごとに実施してお

り、全国調査年以外の年にあっては、調査対象

品目ごとに、全国調査年における作付（収穫）

面積の全国値のおおむね80％を占めるまでの上

位都道府県を調査の範囲（主産県）としている。 

イ 調査の対象 
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 調査対象品目を取り扱っている全ての農協等

の関係団体とした。また、都道府県ごとの出荷

量に占める関係団体の取扱数量の割合が８割に

満たない都道府県については、併せて標本経営

体調査を実施することとした。 

標本経営体は、2015年農林業センサスにおい

て、調査対象類（切り花類、球根類、鉢もの類及

び花壇用苗もの類）を販売目的で作付けし、関

係団体以外に出荷した農林業経営体から、類別

の作付面積規模に比例した確率比例抽出により

抽出した。 

 なお、近畿における調査対象数は以下のとお

り。 

 関係団体：44、標本経営体：376 

 情報収集：172市町村 

(2) 調査期日 

 当該年産の収穫・出荷の終了した２月末日に実

施した。 

(3) 調査・集計方法 

ア 調査方法 

    作付面積調査は、関係団体に対する往復郵送

調査又はオンライン調査により行った。 

出荷量調査は、関係団体に対する往復郵送調

査又はオンライン調査及び標本経営体に対する

往復郵送調査により行った。 

イ 集計方法 

 作付（収穫）面積の集計は、関係団体調査結

果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見

積り及び職員による情報収集により補完してい

る。 

出荷量の集計は、関係団体調査及び標本経営

体調査結果から得られた１ａ当たり出荷量に作

付（収穫）面積を乗じて算出し、必要に応じて

職員又は統計調査員による巡回及び職員による

情報収集により補完している。 

(4) 定義及び用語の解説 

ア 作付面積とは、販売を意図して、花き栽培の

ために利用することを目的に作付けした面積を

いう。したがって、自家用として庭園等に栽培

したもの及び公園などで観賞用に植え付けられ

ているものの面積は除く。 

イ 収穫面積とは、球根類及び鉢もの類の作付面

積のうち、収穫又は出荷した花きの利用面積を

いい、育成中の球根類等の利用面積は除いたも

のをいう。 

ウ 出荷量とは、収穫された花きのうち、販売に

供されたものの量をいう。 

 

６ 茶 

(1) 調査の範囲及び対象 

ア 調査の範囲 

(ｱ) 一番茶期調査 

直近の全国調査年の一番茶期の生葉収穫量の

多い上位３都道府県及び茶の畑作物共済事業を

実施し半相殺方式を採用している都道府県を調

査の範囲（主産県）としている。 

(ｲ) 年間計調査 

令和２年産については、全国を対象に調査を

実施した。 

 全ての都道府県を調査対象とする全国調査は

６年ごとに実施しており、全国調査年以外の年

にあっては、直近の全国調査年における面積調

査結果に基づき全国の茶栽培面積のおおむね80

％を占めるまでの上位都道府県、強い農業・担

い手づくり総合支援交付金による茶に係る事業

を実施する都道府県及び畑作物共済事業を実施

し半相殺方式を採用している都道府県を調査の

範囲（主産県）としている。 

 

イ 調査の対象 

 調査対象都道府県に所在する標本として抽出

した荒茶工場とした。 

  なお、近畿における調査対象荒茶工場数は以下の

とおり。 

(ｱ) 一番茶期調査 

 標本工場：59工場 

 巡回・情報収集：26市町村 

(ｲ) 年間計調査 

 標本工場：215工場 

 巡回・情報収集：198市町村 

(2) 調査期日 

 一番茶期調査は一番茶期（４～６月）、年間計

調査は12月１日現在である。 

(3) 調査方法 

標本荒茶工場に対する往復郵送調査又はオンラ

イン調査により行った。なお、必要に応じて職員 

又は統計調査員による巡回・見積り及び職員によ

る情報収集により補完している。 

(4) 定義及び用語の解説 

ア 摘採実面積とは、茶を栽培している面積のう

ち、収穫を目的として茶葉の摘取りが行われた

面積をいい、同一茶園で複数回摘採された場合

の延べ面積ではない。 

イ 10ａ当たり生葉収量とは、生葉収穫量を摘採

実面積で除して求めた、10ａ当たりの生葉収穫

量をいう。 

ウ 荒茶とは、茶葉（生葉）を蒸熱、揉み操作、乾

燥等の加工処理を行い製造したもので、仕上げ

茶として再製する以前のものをいう。 

 

７ 市町村別統計利用上の注意 

(1) 市町村別統計は、「作物統計調査」を実施する
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上で把握した地域における集出荷団体等への郵送

調査、農家への標本調査、現地見積りの結果、関

係機関からの情報等のほか、都道府県計値の内訳

として市町村別に作成した加工統計であり、作成

する上で精度を設定しているものではない。 

なお、「作物統計調査」は都道府県計値を求め

るために設計されている。 

(2) 耕作者の市町村間の出作・入作を考慮していな

い（属地統計）。 

(3) 数値は四捨五入しており、市町村値の計が都道府

県値と一致しない場合がある。 

(4) 平成19年産以降、小豆、かんしょ、飼料作物、野

菜（指定野菜・指定産地を除く。）、果樹、花き、

茶の市町村別データは作成していない。 

 

 

この部についての照会先  

生産流通消費統計課  電話 （075）414-9650 
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