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…………………………………………………………………………(7) 預貯金等、借入金（年末残高） 275

５ 営農類型区分別農業経営（個別経営・１経営体当たり）（平成24年）

……………………………………………………………………………………………(1) 農業経営の総括 276

…………………………………………………………………………………………………(2) 農業粗収益 278

…………………………………………………………………………………………………(3) 農業経営費 280

……………………………………………………………………(4) 農外収入、農外支出、年金等の収入 282

…………………………………………………………………………(5) 労働力、労働投下量、経営土地 284

……………………………………………………(6) 農業固定資産額、農業経営体財産（年始め現在価） 286

…………………………………………………………………………(7) 預貯金等、借入金（年末残高） 287

…………………………６ 営農類型の部門別農業経営（個別経営・１経営体当たり）（平成24年） 288

７ 営農類型区分別の農業経営（組織経営（組織法人経営）のうち水田作経営・全国・１組織当たり）

………………………………………………………………………………………(1) 農業経営収支の総括 289

……………………………………………………………………………(2) 分析指標及び経営の概況 ……289

８ 営農類型区分別の農業経営（組織経営（任意組織経営）のうち水田作経営（集落営農）・全国）

………………………………………………………………………(1) 農業経営収支の総括及び分析指標 290

…………………………………………………………………………………………………(2) 経営の概要 290

９ 生産費

(1) 米生産費（水稲・玄米）

…………………………………………………………………ａ 全国農業地域別60kg当たり生産費 292

………………………………………………………………………ｂ 都道府県別10ａ当たり生産費 294

…………………………………………………(2) 麦類、いも類・大豆、工芸農作物及びそば生産費 298

………………………………………………………………………………………………(3) 畜産物生産費 302

(4) 組織法人経営の米生産費（水稲・玄米）

………………………………………………………………………………………ａ 60kg当たり生産費 310

………………………………………………………………………………………ｂ 10ａ当たり生産費 310

10 経営所得安定対策等の支払実績

………………………………………………………………………(1) 経営所得安定対策等の支払件数 312

………………………………………………………………………(2) 経営所得安定対策等の支払金額 313

………………………………………………………(3) 米及び水田活用の直接支払交付金の支払面積 314

…………………………………………………(4) 畑作物の直接支払交付金の対象作物別の支払数量 315

……………………………………………………………(5) 再生利用交付金の支払件数、面積、金額 316

…………………………………………………………………(6) 収入減少影響緩和交付金の支払実績 316

……………………………………………………………………11 認定農業者数及び基本構想策定状況 317

Ⅷ 農業物価指数の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 319

…………………………………………………………………………１ 農産物価格指数(平成22年＝100） 322

………………………………………………………………２ 農業生産資材価格指数（平成22年＝100） 322
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…………………………………………………………………………３ 品目別価格指数(平成22年＝100） 324

Ⅸ 農山村の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 336

１ 農業集落

……………………………………………………………………(1) ＤＩＤまでの所要時間別農業集落数 339

………………………………………………………………………………(2) １農業集落当たり平均面積 340

………………………………………………………………………………(3) 耕地面積規模別農業集落数 341

………………………………………………………………………………………(4) 耕地率別農業集落数 343

………………………………………………………………………………………(5) 水田率別農業集落数 345

……………………………………………………………………………(6) 実行組合のある農業集落数 345

(7) 農業集落の寄り合いの状況

ａ 過去１年間に開催された寄り合いの回数別農業集落数

……………………………………………………………………………………………………(a) 実数 346

……………………………………………………………………………………………(b) 構成比 ……348

…………………………………………………………………ｂ 寄り合いの議題別農業集落数 ……350

２ 資源・環境の保全

……………………………………………(1) 環境保全型農業に取り組んでいる取組形態別経営体数 351

(2) 地域資源の保全

………………………………………………………………………………………………………ａ 農地 352

………………………………………………………………………………………………………ｂ 森林 352

…………………………………………………………………………………………ｃ ため池・湖沼 353

………………………………………………ｄ 河川・水路 …………………………………………353

…………………………………………………………………………………………ｅ 農業用用排水路 354

３ 農業生産関連事業への取組

(1) 集落営農における農業生産以外の事業への取組状況(平成26年３月１日現在）

…………………………………………………ａ 現在取り組んでいる事業内容別集落営農数割合 355

…………………………………………………ｂ 今後取り組む予定の事業内容別集落営農数割合 355

４ 農業生産関連事業等の取組状況（平成24年度）

………………………………………………(1) 年間販売金額及び年間販売金額規模別事業体数割合 356

………………………………………………………………………(2) 従事者数及び雇用者の男女別割合 357

………………………………(3) 産地別年間仕入金額及び地場産割合（農産物直売所は販売金額） 357

………………………………………(4) 都道府県別農業生産関連事業の年間販売金額及び事業体数 358

………………………………………(5) 都道府県別漁業生産関連事業の年間販売金額及び事業体数 359

…………………………………………………………………………５ 市民農園の農園数及び面積の推移 360

６ 中山間地域等直接支払制度への取組

……………………………………………………………………………………………………(1) 実施状況 361

……………………………………………………………………………………………(2) 集落協定の概要 362

…………………………………………………………(3) 「多面的機能を増進する活動」の実施状況 363

Ⅹ 林業の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 365

……………………………………………………………１ 保有山林面積規模別林家数、保有山林面積 368

２ 林業経営体

……………………………………………………………………(1) 保有山林面積規模別林業経営体数 370

……………………………………………………………………(2) 保有山林面積規模別保有山林面積 372
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………………………………………………………………………………………(3) 組織形態別経営体数 374

……………………………………………………………………………………………(4) 保有山林の状況 376

……………………………………………………………(5) 林業作業を受託した経営体数と受託面積 378

３ 林野面積及び資源

…………………………………………………………………………………(1) 総土地面積及び林野面積 380

(2) 所有形態別林野面積

…………………………………………………………………………………………………ａ 林野面積 381

……………………………………………………………………………………………ｂ 現況森林面積 382

…………………………………………………………………………ｃ 森林以外の草生地（野草地） 384

…………………………………………………………………………………………………(3) 保安林面積 386

……………………………………………………………………………………………………(4) 森林資源 388

……………………………………………………………………………(5) 林野面積規模別市区町村数 389

………………………………………………………………………………………(6) 林野率別市区町村数 390

…………………………………………………………………………………………………４ 人工造林面積 392

５ 林産物

……………………………………………………………………………………(1) 素材生産量(平成24年) 394

……………………………………………………………………………………(2) 素材生産量(平成25年) 396

……………………………………………………………………………………(3) 素材需給量(平成24年) 398

……………………………………………………………………………………(4) 素材需給量(平成25年) 400

…………………………………………………………………………………………(5) 特用林産物生産量 402

………………………………………………………………………………………………………６ 林業経営 404

７ 林道

…………………………………………………………………………………(1) 林道の現況（自動車道） 405

………………………………………………………………………………(2) 林道新設（自動車道）事業 405

ⅩⅠ 水産業の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 406

１ 漁業生産構造

(1) 海面漁業

ａ 漁業経営体数

……………………………………………………………………………(a) 経営組織別漁業経営体数 409

…………………………………………………………………………(b) 経営体階層別漁業経営体数 410

……………………………………………………………………(c) 営んだ漁業種類別漁業経営体数 416

…………………………………………………………………………(d) 出荷先別延べ漁業経営体数 418

……………………………………………………(e) 漁獲物・収獲物の販売金額別漁業経営体数 419

ｂ 個人経営体

……………………………………………………………………………………(a) 専兼業別経営体数 421

……………………………………………………………(b) 基幹的漁業従事者の年齢別経営体数 422

…………………………………………………………………………ｃ 漁業世帯員数（個人経営体） 424

ｄ 漁業就業者数

………………………………………………………………………(a) 男女別・年齢階層別就業者数 425

……………………………………………………………………………(b) 自営・雇われ別就業者数 425

(2) 内水面漁業

……………………………………………………………………………………ａ 内水面漁業経営体数 426

ｂ 湖沼漁業

………………………………………………………………………………(a) 経営体階層別経営体数 427
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…………………………………………………………………………………(b) 経営組織別経営体数 427

…………………………………………………………(c) 男女別・年齢階層別湖沼漁業従事者数 427

ｃ 内水面養殖業

……………………………………(a) 基本構成・過去１年間の収獲物販売金額規模別経営体数 428

…………………………………………………………………………(b) 営んだ養殖種類別経営体数 430

……………………………………………………………(c) 男女別・年齢階層別養殖業従事者数 432

２ 水産資源の管理、水産業・漁村の多面的機能

(1) 漁業管理組織数

………………………………………………………………………………ａ 管理の内容別延べ組織数 434

……………………………………………………………ｂ 営んだ管理対象漁業種類別延べ組織数 436

(2) 海面漁業の背後条件

…………………………………………………………………………………………ａ 漁場環境の変化 437

……………………………………………………………………………………………ｂ 活性化の取組 438

………………………………………………………………………ｃ 遊漁関係団体との連携した取組 439

(3) 内水面漁業の背後条件

…………………………………………………………………………………ａ 漁場環境改善への取組 441

…………………………………………………………………………………………ｂ 魚種別放流数量 442

……………………………………ｃ 都市との交流活動の取組を行った漁協数及び延べ参加人数 444

…………………………………………………………………………………(4) 遊漁採捕量（平成20年） 445

３ 生産手段及び施設

(1) 登録漁船隻数

…………………………………………………………………………………………ａ 規模別漁船隻数 446

……………………………………………………………ｂ 海水動力漁船の機関種類・船質別隻数 447

……………………………………………………………………………ｃ 海水漁船の漁業種類別隻数 448

…………………………………………………………………………………(2) 海面漁業の保有漁船隻数 449

……………………………………………………………………………………………………(3) 指定漁港 451

４ 漁業及び養殖業の生産

……………………………………………………………………………(1) 漁業種類別生産量及び生産額 452

……………………………………………………………………………(2) 主要魚種別生産量及び生産額 454

(3) 海面漁業

…………………………………………………………ａ 漁業種類・大海区・都道府県別漁獲量 456

………………………………………………ｂ 主要魚種の大海区・都道府県別漁獲量及び生産額 462

(4) 海面養殖業

…………………………………………………主要魚種の大海区・都道府県別収獲量及び生産額 472

(5) 内水面漁業、内水面養殖業

ａ 内水面漁業

…………………………………………………………………………………………………(a) 漁獲量 478

…………………………………………………………………(b) 主要魚種の河川・湖沼別漁獲量 479

……………………………………………………………………………………(c) 主要魚種別生産額 479

ｂ 内水面養殖業

…………………………………………………………………………………………(a) 魚種別収獲量 481

…………………………………………………………………………………………(b) 魚種別生産額 481

５ 漁業経営

(1) 海面漁業個人経営体(平成25年・１経営体当たり）

………………………………………………………………………………ａ 漁業経営の概要及び所得 482
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……………………………………………………………………………………………ｂ 収入及び支出 484

………………………………………………(2) 海面養殖業個人経営体(平成25年・１経営体当たり） 486

…………………………………………………………(3) 会社経営体（平成25年・１経営体当たり） 488

…………………………………………………………(4) 共同経営体（平成25年・１経営体当たり） 492

ⅩⅡ 農林水産業所得の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 494

１ 国民所得

………………………………………………………(1) 経済活動別国民所得（要素費用表示）（名目） 496

……………………………………………………………………………………………(2) 国民所得の分配 496

２ 農業・食料関連産業の経済計算

……………………………………………………………………(1) 農業・食料関連産業の国内総生産 497

(2) 農業の経済計算

……………………………………………………………………………………………………農業生産 498

３ 農業総産出額及び生産農業所得

……………………………………………………(1) 農業総産出額及び生産農業所得（全国推計値） 499

…………………(2) 都道府県別農業産出額及び生産農業所得（都道府県別推計値）（平成25年） 500

…………………………………………………………………………………………………４ 生産林業所得 502

ⅩⅢ 流通及び食品産業の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 503

１ 食品産業の動向

(1) 食品産業の構造

……………………………………ａ 食品製造業の構造と出荷状況（従業者４人以上の事業所） 512

…………………………………………………………………………ｂ 食品卸売業の構造と販売状況 512

………………………………………………………………………ｃ 食品小売業の構造と販売状況 514

…………………………………………………………………………………………ｄ 外食産業の構造 515

……………………………………………………………………………………ｅ 外食産業の売上額 516

………………………………………………………ｆ 食料品製造業及び外食産業の設備投資状況 517

(2) 食品循環資源の再生利用等

（参考１） 食品産業全体の試算結果

……………………ａ 食品廃棄物等の年間発生量、発生抑制の実施量及び再生利用等実施率 518

………………………………ｂ 食品廃棄物等を食品循環資源として再生利用した用途別実施量 518

（参考２） 食品産業全体の試算結果（平成24年度詳細）

……………………ａ 食品廃棄物等の年間発生量、発生抑制の実施量及び再生利用等実施率 520

………………………………ｂ 食品廃棄物等を食品循環資源として再生利用した用途別実施量 522

…………………………………(3) 終消費から見た飲食費の部門別の帰属額及び帰属割合の推移 524

２ 国内産米・麦類の検査数量

………………………………………………………………………………………………(1) 米の検査数量 525

……………………………………………………………………………………………(2) 麦類の検査数量 526

３ 青果物・花きの流通量及び価格

(1) 主要品目別出荷量

………………………………………………………………………………………………………ａ 野菜 527

………………………………………………………………………………………………………ｂ 果実 538

………………………………………………………………………………………………………ｃ 花き 542

………………………………………(2) 青果物の主要品目別卸売数量、価額及び価格（平成25年） 546

(3) 青果物の転送量（主要都市市場計）
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………………………………………………………………………………………………………ａ 野菜 548

………………………………………………………………………………………………………ｂ 果実 549

………………………………(4) 野菜の国産・輸入別の卸売数量・価額・価格（主要都市市場計） 550

(5) 青果物の流通経費(平成24年度）

…………ａ 集出荷団体の販売収入、集出荷・販売経費及び生産者受取収入（100㎏当たり) 552

…………………………………………………………ｂ 仲卸業者の流通経費等(１業者当たり) 554

…………………………………………………………ｃ 小売業者の流通経費等(１業者当たり) 554

(6) 有機農産物

……………………………………………………ａ 有機農産物等の認定業者の認定件数・農家数 555

ｂ 認定事業者に係る格付実績（平成25年度）

……………………………………………………………………………………………(a) 有機農産物 556

…………………………………………………………………………………………(b) 有機加工食品 557

…………………………………………………（参考） 国内の総生産量と格付数量（平成25年度） 558

…(7) 国産標準品、有機栽培品、特別栽培品及び輸入品の品目別価格、販売数量及び店舗数 (平成25年) 559

４ 食肉、鶏卵、食鳥の流通量及び価格

…………………………………………………………………(1) 都道府県別と畜頭数及び枝肉生産量 560

(2) 食肉卸売市場別枝肉取引頭数及び価格(平成25年)

………………………………………………………………………………………ａ 食肉中央卸売市場 564

…………………………………………………………………………………………………ｂ 指定市場 566

…………………………………………………………………………………(3) 鶏卵及び食鳥の出荷量等 570

５ 木材、製材の流通量及び価格

……………………………………………………………………(1) 需要部門別素材需給量（平成24年） 572

……………………………………………………………………(2) 需要部門別素材需給量（平成25年） 572

(3) 製材（平成24年）

…………………………………………………………………………ａ 製材工場数（12月31日現在） 573

………………………………………………………ｂ 製材用素材の材種別入荷工場数及び入荷量 574

……………………………………………………………ｃ 用途別製材品の出荷工場数及び出荷量 577

(4) 製材（平成25年）

…………………………………………………………………………ａ 製材工場数（12月31日現在） 579

………………………………………………………ｂ 製材用素材の材種別入荷工場数及び入荷量 580

……………………………………………………………ｃ 用途別製材品の出荷工場数及び出荷量 583

(5) 合単板工場数及び生産量

……………………………………………………………………………………………ａ 合単板工場数 585

………………………………………………………………………………ｂ 単板製造用素材の入荷量 585

………………………………………………………………………………………………ｃ 合板生産量 585

(6) 木材チップ工場数及び生産量（平成24年）

……………………………………………………………………………………………………ａ 工場数 586

……………………………………………………………………………………………………ｂ 生産量 587

(7) 木材チップ工場数及び生産量（平成25年）

……………………………………………………………………………………………………ａ 工場数 588

……………………………………………………………………………………………………ｂ 生産量 589

(8) 木材価格

…………………………………………………………………………………………………ａ 素材価格 590

……………………………………………………………………………………………ｂ 製品卸売価格 590

６ 木材の流通構造（平成23年）
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(1) 素材の入荷先別入荷量

……………………………………………………………………………………………………ａ 国産材 591

……………………………………………………………………………………………………ｂ 外 材 592

……………………………………………………………………………………………(2) 出荷先別出荷量 593

７ 水産物の流通量及び価格

(1) 水産物の流通経費（平成24年度）

……………………………………………………ａ 産地卸売業者の流通経費等（１業者当たり） 594

……………………………………………………ｂ 産地出荷業者の流通経費等（１業者当たり） 594

…………………………………………………………ｃ 仲卸業者の流通経費等（１業者当たり） 595

…………………………………………………………ｄ 小売業者の流通経費等（１業者当たり） 595

(2) 流通関連施設

ａ 魚市場

………………………………………………………………………………売場面積規模別魚市場数 596

…………………………………………………………………………………………ｂ 冷凍・冷蔵工場 597

ｃ 水産加工場

………………………………………………………………営んだ加工種類別延べ水産加工場数 598

ⅩⅣ 農水産加工品の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 600

１ 農産加工品生産

(1) 米加工実績

…………………………………………………………………………………………ａ 米穀粉の生産量 602

………………………………………………………………………………………ｂ 加工米飯の生産量 602

(2) 麦類加工実績

……………………………………………………………………………………ａ 小麦粉用途別生産量 603

………………………………………………………………………………………………ｂ 精麦生産量 603

…………………………………………………………………………………………………(3) 荒茶生産量 604

……………………………………………………………………………………………(4) 植物油脂生産量 605

………………………………………………………………………………………(5) 食用加工油脂生産量 605

…………………………………………………………………………………………(6) 主要調味料生産量 605

……………………………………………………………………………………(7) 砂糖類、でん粉生産量 606

………………………………………………………………………………………………(8) 菓子類出荷額 606

………………………………………………………………………………………………(9) 飲料類出荷額 606

…………………………………………………………………………………………………(10) 酒類出荷量 607

………………………………………………………………………………………………(11) 乳製品生産量 607

…………………………………………………………………………………………(12) 食肉加工品生産量 607

……………………………………………………………………………………………２ 水産加工品生産量 608

……………………………………………………………………………………（参考）缶、瓶詰生産量 612

ⅩⅤ 食料消費の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 613

１ 食料需給表

………………………………………………………………………………………(1) 平成25年度・概算値 616

………………………………………………………………………………………(2) 平成24年度・確定値 618

２ 政府所有米穀、麦類需給状況

……………………………………………………………………………………………………………(1) 米 620

……………………………………………………………………………………………(2) 麦類（食糧用） 620
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(3) 販売農家１戸当たり米の供給量、消費量、販売量及び在庫量等

……………………………………………………水稲うるち米・水稲もち米計及び水稲うるち米 620

３ 国民栄養

…………………………………………………………………(1) 全国一人１日当たり栄養素等摂取量 622

…………………………………………………(2) 全国一人１日当たり食品群別摂取量（平成24年） 622

４ 食品ロス

…………………………………………………………………………(1) 世帯における食品別食品ロス率 623

……………………………………………(2) 世帯における地域別食品別食品ロス率（平成21年度） 624

………………………………………………(3) 外食産業における食べ残し量の割合（平成21年度） 624

５ 食料価格

………………………………………………………………(1) 消費者物価指数(平成22年＝100、全国) 625

…………………………………………………………………………(2) ６大都市の主要食料品小売価格 626

６ 食料消費

………………都道府県庁所在都市別１世帯当たり年間食料支出金額、購入数量(二人以上世帯) 628

ⅩⅥ 農林水産物貿易の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 634

１ 地域別商品特殊分類別輸出入額

…………………………………………………………………………………………………………(1) 輸出 638

…………………………………………………………………………………………………………(2) 輸入 638

２ 農林水産物の輸出入

…………………………………………………………………………………………………………(1) 輸出 640

…………………………………………………………………………………………………………(2) 輸入 648

………………………………………………………………………………………３ 農業生産資材の輸出入 664

ⅩⅦ 農林漁業共済・保険の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 668

１ 農業共済

(1) 農作物共済

………………………………………………………………………………………………………ａ 水稲 670

………………………………………………………………………………………………………ｂ 陸稲 672

…………………………………………………………………………………………………………ｃ 麦 673

…………………………………………………………………………………………………(2) 畑作物共済 675

(3) 果樹共済

…………………………………………………………………………………………………ａ 収穫共済 676

…………………………………………………………………………………………………ｂ 樹体共済 676

………………………………………………………………………………………………(4) 園芸施設共済 678

(5) 家畜共済

………………………………………………………………………………………………………ａ 合計 679

…………………………………………………………………………………………………ｂ 乳用牛等 680

…………………………………………………………………………………………………ｃ 肉用牛等 682

…………………………………………………………………………………………………２ 森林国営保険 684

３ 漁船保険

………………………………………………………………………………(1) 加入成績（普通損害保険） 688

……………………………………………………………………(2) 保険金支払状況（普通損害＋満期） 690

………………………………………………………………………………………………………４ 漁業共済 692

………………………………………………………………………５ 農業者年金加入者数（年度末現在） 694
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ⅩⅧ 農林水産財政及び金融の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 695

…………………………………………………………………………………………………１ 歳入歳出総額 697

２ 一般会計

……………………………………………………………(1) 農林水産省所管一般会計歳出（組織別） 698

…………………………………………………………………………………(2) 農林水産関係公共事業費 700

３ 特別会計

………………………………………………………………………農林水産省所管主要項目別歳入歳出 701

………………………………………………………………………………………………………４ 地方財政 702

……………………………………………………………………………………５ 農林中央金庫の主要勘定 704

………………………………………………………………………６ 信用農業協同組合連合会の主要勘定 704

……………………………………………………………………………………７ 農業協同組合の主要勘定 704

……………………………………………８ 日本政策金融公庫農林水産事業本部の資金貸付決定状況 706

ⅩⅨ 農林水産業団体の部

…………………………………………………………………………………………………………………解説 709

１ 農業協同組合

……………………………………………………………………………………………………(1) 単位組合 710

………………………………………………………………………………………………………(2) 連合会 712

………………………………………………………………………………………………………２ 森林組合 714

………………………………………………………………………………………………３ 水産業協同組合 716

…………………………………………………………４ 農業委員会、農協、漁協への女性の参画状況 718

付 録

……………………………………………………………………………………………………１ 累年統計表 720

２ 農林水産物の輸入

…(1) 我が国における農林水産物輸入割当（ＩＱ）制度廃止の推移（関税分類番号ＣＣＣＮ４桁分類） 724

……………………………………………………………………(2) 我が国における農水産物輸入割当品目 726

………………………………………………………………………………３ 主要輸入農林水産物の関税率 727

…………………………………………………………………………………４ 主要国の農業関連主要指標 728

５ 主要国の農産物生産量(2012年)

……………………………………………………………………………………………………(1) 収穫面積 730

………………………………………………………………………………………………………(2) 収穫量 730

６ 換算表

………………………………………………………………………………………(1) メートル法計量単位 732

……………………………………………………………………………………………(2) 計量単位換算表 733

…………………………………………………………………………(3) 外国農産物容積の重量換算表 734

………………………………………………………………………………………………(4) 外国為替相場 734

…………………………………………………………………７ 地方農政局及び地域センターの所在地 735

……………………………………………………………………………………………８ 農林水産省組織図 738

…………………………………………………………………………９ 農林水産省編さん主要統計書目録 746

…………………………………………………………………………………………………………10 索 引 750


