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担　　当
１　農業経済

1-1 主要経済指標（全国） 企画室
1-2 主要経済指標（岩手） 企画室
1-3 本県における農業の地位 企画室

　 1-4 農業産出額・生産農業所得 企画室
1-5 主要農作物の収益性 農産園芸課・畜産課
1-6 全国、東北における県農業の地位 企画室
1-7 作物別作付（飼養）状況 農産園芸課・畜産課
1-8 農家所得の推移（販売農家1戸当たり） 企画室

２　農業構造
(1) 農家構成

2-1-1 専業・兼業別農家数の推移 企画室
2-1-2 主副業別農家数 企画室
2-1-3 経営耕地規模別農家数の推移 企画室
2-1-4 農産物販売金額規模別農家数の推移 企画室
2-1-5 農業労働力保有状態別農家数の推移 企画室
2-1-6 農業後継者の有無別農家数（販売農家）の推移 企画室

(2) 農家人口と農家の就業
2-2-1 農家人口の推移(販売農家） 企画室
2-2-2 農業労働力の男女別構成比(販売農家） 企画室
2-2-3 農業従事日数別農業従事者数 企画室
2-2-4 農業就業人口と基幹的農業従事者の年齢構成 企画室
2-2-5 Uターン農業青年の動向 農業普及技術課
2-2-6 県農業者教育施設の就農状況 農業普及技術課
2-2-7 国の動向 農業普及技術課
2-2-8 農村青年組織の活動状況 農業普及技術課

(3) 農地
2-3-1 耕地面積及び利用の推移 企画室
2-3-2 耕地の拡張・かい廃面積 企画室
2-3-3 耕地利用率の動向 企画室
2-3-4 放棄地等の動向 企画室
2-3-5 農業基盤整備の状況 農村計画課
2-3-6 農地造成・整備の推移 畜産課
2-3-7 農業農村整備事業等の実施状況　 農村計画課
2-3-8 農地流動化の推移 農業振興課
2-3-9 田畑売買価格 農業振興課
2-3-10 農地の移動と流動化の状況 農業振興課
2-3-11 利用権設定面積（ストック） 農業振興課
2-3-12 農地保有合理化事業の実施状況 農業振興課

(4) 資本装備
2-4-1 資本装備と生産性 企画室
2-4-2 農業機械の普及推移 農産園芸課
2-4-3 農業用施設の推移 農産園芸課、流通課、畜産課

(5) 農業経営
2-5-1 経営組織別農家数 企画室
2-5-2 農産物販売金額１位部門農家数 企画室
2-5-3 認定農業者の認定状況 農業振興課
2-5-4 水稲作の作業を請け負った（作業受託）農家数と面積 農業振興課
2-5-5 水稲作の作業を請け負いに出した（作業委託）農家数と 農業振興課
2-5-6 公共牧場利用状況 畜産課

項　　　　　　　　　　目
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担　　当項　　　　　　　　　　目
Ｈ24版（Ｈ25作成）

３　農業生産と流通加工
(1) 作物別生産と流通

① 米
3-1-1-1 年次別水稲生産量 農産園芸課
3-1-1-2 平成24年産水稲収穫量 農産園芸課
3-1-1-3 平成24年産水稲の被害面積及び被害量 農産園芸課
3-1-1-4 品種別作付面積の動き（うるち） 農産園芸課
3-1-1-5 種子配付及び更新率の推移 農産園芸課
3-1-1-6 出荷数量等の推移 農産園芸課
3-1-1-7 岩手県産米農産物検査数量 農産園芸課
3-1-1-8 岩手県産米の1等比率 農産園芸課
3-1-1-9 平成24年産民間流通米入札結果 流通課
3-1-1-10 盛岡市における精米の小売価格 流通課
3-1-1-11 国民1人・1年当たりの米の年間供給数量 流通課

② 麦・大豆・雑穀
3-1-2-1 麦類の生産動向 農産園芸課
3-1-2-2 小麦検査格付動向 農産園芸課
3-1-2-3 大豆の生産動向、大豆検査格付動向 農産園芸課
3-1-2-4 雑穀の生産状況（全国） 農産園芸課
3-1-2-5 雑穀の生産状況（岩手） 農産園芸課

③ 野菜
3-1-3-1 作付面積、生産量及び出荷量 流通課、農産園芸課
3-1-3-2 野菜指定産地の指定状況 農産園芸課
3-1-3-3 野菜指定産地一覧表 農産園芸課
3-1-3-4 加工野菜の生産状況（系統扱い分） 農産園芸課
3-1-3-5 青果物価格安定対策事業対象品目一覧表 流通課

④ 花き
3-1-4-1 花きの生産推移 農産園芸課
3-1-4-2 りんどうの生産推移 農産園芸課

⑤ 果樹
3-1-5-1 りんごの生産出荷動向 流通課
3-1-5-2 わい化栽培面積の推移 農産園芸課
3-1-5-3 りんごの品種別結果樹面積・出荷量 農産園芸課・流通課
3-1-5-4 ぶどう生産出荷動向 流通課
3-1-5-5 西洋なしの栽培面積及び生産・出荷状況 農産園芸課・流通課

⑥ 工芸作物
3-1-6-1 葉たばこ作付面積、生産量 農産園芸課
3-1-6-2 ホップ作付面積、生産量及び販売額 農産園芸課
3-1-6-3 ホップ農協別生産実績 農産園芸課

⑦ 菌茸類・薬用作物
3-1-7-1 菌床きのこ生産の推移 流通課、林業振興課
3-1-7-2 薬用作物の栽培状況 農産園芸課
3-1-7-3 薬用作物の品目別栽培状況 農産園芸課

⑧ 飼料作物
3-1-8-1 飼料作物作付面積 畜産課
3-1-8-2 飼料作物の単収（10a当たりの収量） 畜産課
3-1-8-3 配合飼料の用途別流通量 畜産課
3-1-8-4 配合飼料工場渡価格の推移 畜産課

⑨ 乳用牛
3-1-9-1 飼養戸数及び頭数 畜産課
3-1-9-2 生乳生産量、都道府県間移出入量及び生乳処理量 流通課
3-1-9-3 生乳の生産費（搾乳牛1頭当たり） 畜産課
3-1-9-4 乳価の推移 畜産課



担　　当項　　　　　　　　　　目
Ｈ24版（Ｈ25作成）

⑩ 肉用牛
3-1-10-1 飼養戸数及び頭数 畜産課
3-1-10-2 出荷頭数 流通課
3-1-10-3 牛肉の枝肉卸売価格（東京市場）と子牛価格（岩手県） 流通課
3-1-10-4 和牛子牛生産の収益性（子牛１頭当たり） 畜産課
3-1-10-5 肥育牛去勢牛若齢肥育生産の生産費（肥育牛１頭当たり畜産課
3-1-10-6 子牛取引の推移 流通課

⑪ 中小家畜
3-1-11-1 肉豚の飼養戸数及び頭数 畜産課
3-1-11-2 肉豚生産出荷動向 流通課
3-1-11-3 肉豚の価格動向 流通課
3-1-11-4 採卵鶏の飼養戸数及び羽数 畜産課
3-1-11-5 鶏卵の生産出荷動向及び価格 流通課
3-1-11-6 ブロイラーの出荷羽数、価格 畜産課

⑫ 畜産全般
3-1-12-1 家畜別主要疾病発生状況 畜産課

⑬ 養蚕
3-1-13-1 養蚕の概況 農産園芸課

(2) 水田農業経営確立対策
3-2-1 水田での作物別作付等面積 農産園芸課
3-2-2 各対策における助成金等 農産園芸課

(3) 農産物市場
3-3-1 卸売市場数 流通課
3-3-2 卸売市場の入荷形態別金額（地方卸売市場のみ） 流通課
3-3-3 家畜市場及び上場頭数の推移 流通課

(4) 農産加工
3-4-1 農畜産物製造業の推移 流通課
3-4-2 加工原料用果実の仕入量 流通課
3-4-3 加工原料用果実価格の推移 農産園芸課・流通課
3-4-4 産地直売施設の設置状況 流通課
3-4-5 有人産地直売施設の運営主体別施設割合 流通課
3-4-6 有人産地直売施設の開設時期別施設数 流通課

(5) 試験研究
3-5-1 平成24年度農業関係試験研究成果一覧 農業普及技術課

(6) 農業生産環境
3-6-1 主要な病害虫の発生面積 農業普及技術課
3-6-2 農薬使用金額の推移 農業普及技術課
3-6-3 肥料の消費動向 農業普及技術課
3-6-4 畜産環境汚染発生状況 畜産課

４　農家生活と生活水準
(1) 農家生活と生活水準

4-1-1 農家所得と家計費の動向 企画室
4-1-2 農家と勤労者の所得・家計費水準比較 企画室

(2) 農村女性
4-2-1 農村女性の組織の推移 農業普及技術課
4-2-2 組織加入状況及び対象別割合 農業普及技術課
4-2-3 農村女性組織活動状況 農業普及技術課

(3) 農村生活環境
4-3-1 水道普及率の状況 農村計画課
4-3-2 汚水処理人口普及状況 農村計画課

５　中山間地域農業
5-1-1 制度別地域指定市町村数 農業振興課
5-1-2 地域別人口等の動き 農業振興課
5-1-3 経営耕地面積及び地目構成の割合 農業振興課
5-1-4 耕作放棄地面積 農業振興課
5-1-5 中山間地域等直接支払制度の取組状況 農業振興課



担　　当項　　　　　　　　　　目
Ｈ24版（Ｈ25作成）

６　農業団体
(1) 農業協同組合

① 組織
6-1-1-1 組合数の推移 団体指導課
6-1-1-2 組合員数の推移（総合農協） 団体指導課
6-1-1-3 正組合員戸数別組合数の推移 団体指導課
6-1-1-4 役職員の推移 団体指導課
6-1-1-5 農協青年部・女性部組織の推移 団体指導課

② 経営
6-1-2-1 財務の構成（総合農協1組合当たり） 団体指導課
6-1-2-2 農業協同組合法施行令の適合状況 団体指導課
6-1-2-3 損益の構成（総合農協1組合当たり） 団体指導課
6-1-2-4 信用事業の主要勘定月末平均残高（総合農協計） 団体指導課
6-1-2-5 販売事業の取扱実績（総合農協計） 団体指導課
6-1-2-6 購買事業の取扱実績（総合農協計） 団体指導課
6-1-2-7 共済事業の取扱実績（総合農協計） 団体指導課

(2) 農業共済組合
6-2-1 組合等の推移 団体指導課
6-2-2 農作物共済事業の実績 団体指導課
6-2-3 家畜共済事業の実績 団体指導課
6-2-4 果樹共済事業の実績 団体指導課
6-2-5 畑作物共済事業の実績 団体指導課
6-2-6 園芸施設共済事業の実績 団体指導課

(3) 農業委員会
6-3-1 農業委員会等に関する法律第6条第1項関係主要事務（農地法関係）処理件数 農業振興課
6-3-2 農業委員会等に関する法律第6条第2項事務処理状況 農業振興課

(4) 農業会議
6-4-1 農地法等関係事務処理件数 農業振興課

(5) 土地改良区
6-5-1 面積規模別・組合員数別土地改良区数 農村計画課

(6) たばこ耕作組合
6-6-1 たばこ耕作組合の状況 農産園芸課

(7) ホップ農業協同組合
6-7-1 ホップ農業協同組合の状況 農産園芸課

７　農業金融
7-1 農業関係制度資金の融資状況 団体指導課
7-2 農業経営基盤強化資金の融資状況 団体指導課
7-3 天災資金の融資状況 団体指導課
7-4 農業経営負担軽減支援資金の利子補給承認実績 団体指導課
7-5 農業近代化資金利子補給承認実績 団体指導課
7-6 農業近代化資金融資実績 団体指導課
7-7 畜産特別資金の融資状況 畜産課

８　その他
8-1 市町村別各種地域指定等一覧 各課
8-2 各種表彰の受賞一覧 各課
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