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(4)
(5)

230

230

農林業経営体数・・・・・・・・・・
農家世帯員数（販売農家）・・・・・
農家数・・・・・・・・・・・・・・
経営耕地面積・・・・・・・・・・・
耕作放棄地面積・・・・・・・・・・
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232

◎農山村地域調査
山村地域調査
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１

総土地面積及び林野面積・・・・・・・ 265

２

所有形態別林野面積
(1) 林野面積・・・・・・・・・・・・・
(2) 現況森林面積・・・・・・・・・・・
(3) 森林以外の草生地（野草地）・・・・
３ 地域資源を活用した施設・・・・・・・
４ 耕地面積規模別農業集落数・・・・・・
５ ＤＩＤまでの所要時間別農業集落数・・
６ 過去１年間に開催された寄り合いの回
数別農業集落数・・・・・・・・・・・
７ 寄り合いの議題別農業集落数・・・・・
８ 実行組合のある農業集落数・・・・・・
９ 地域資源の保全
(1) 農地・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 森林・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 河川・水路・・・・・・・・・・・・
(4) ため池・湖沼・・・・・・・・・・・
(5) 農業用用排水路・・・・・・・・・・

〈付属資料〉
付属資料〉
2010 年世界農林業センサス調査票等
１ 農林業経営体調査客体候補名簿
２ 農林業経営体調査票
３ 農山村地域調査票（市区町村用）
４ 農山村地域調査票（農業集落用）
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