
地域の農業を見て・知って・活かすDB　　データ一覧
2016年6月

出典
原典
年次

表名称 ファイル名

農林業センサス 2010 農林業経営体_調査客体 SA0001_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農林業経営体_組織形態別経営体数 SA0002_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_組織形態別経営体数 SA1009_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_農産物販売金額規模別経営体数 SA1011_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_農産物販売金額１位の部門別経営体数 SA1012_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010
農業経営体_農業生産関連事業を行っている経営体
の事業種類別経営体数

SA1019_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010 農業経営体_経営耕地の状況 SA1024_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_経営耕地面積規模別経営体数 SA1025_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_経営耕地面積規模別面積 SA1026_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_借入耕地のある経営体数と借入耕地面 SA1037_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面 SA1040_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_農業用機械の所有経営体数と所有台数 SA1053_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_経営者・役員等 SA1054_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_常雇 SA1059_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 農業経営体_臨時雇 SA1062_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010
農業経営体_販売目的で作付け（栽培）した作物の類
別作付（栽培）面積

SA1066_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010
農業経営体_家畜等を販売目的で飼養している経営
体数と飼養頭羽数

SA1090_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010
農業経営体_農作業を受託した経営体の事業部門別
経営体数

SA1107_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010
農業経営体_水稲作受託作業種類別経営体数と受託
作業面積

SA1111_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010 販売農家_経営耕地面積規模別農家数 SA3025_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_経営耕地面積規模別面積 SA3026_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_耕作放棄地のある農家数と耕作放棄地面 SA3043_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_主副業別農家数 SA3114_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_専兼業別農家数 SA3115_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_後継者の有無別農家数 SA3119_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_後継者の有無別経営耕地面積 SA3120_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_年齢別の農業従事者数 SA3131_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_年齢別の農業就業人口 SA3133_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 販売農家_年齢別の基幹的農業従事者数 SA3135_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 総農家等_総農家数等 SA5194_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010
総農家等_経営耕地のある農家数と経営耕地面積(総
農家、自給的農家）

SA5200_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010
総農家等_耕作放棄地のある農家(世帯)数と耕作放
棄地面積（総農家、自給的農家）

SA5201_2010_2010_XX.xlsx

農林業センサス 2010 地域調査_DIDまでの所要時間 SA7001_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 地域調査_耕地面積 SA7002_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 地域調査_寄り合いの開催状況 SA7003_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 地域調査_実行組合の有無 SA7004_2010_2010_XX.xlsx
農林業センサス 2010 地域調査_地域資源の保全 SA7005_2010_2010_XX.xlsx
国勢調査 2005 世帯数 SB0001_2005_2010_XX.xlsx
国勢調査 2005 男女・年齢別人口 SB0002_2005_2010_XX.xlsx
国勢調査 2005 産業分類別就業者数 SB0003_2005_2010_XX.xlsx
国勢調査 2010 世帯数 SB0001_2010_2010_XX.xlsx
国勢調査 2010 年齢別人口 SB0002_2010_2010_XX.xlsx
国勢調査 2010 産業分類別就業者数 SB0003_2010_2010_XX.xlsx
将来人口推計 2015 男女・年齢別人口 SC0001_2015_2010_XX.xlsx
将来人口推計 2020 男女・年齢別人口 SC0001_2020_2010_XX.xlsx
将来人口推計 2025 男女・年齢別人口 SC0001_2025_2010_XX.xlsx
将来人口推計 2030 男女・年齢別人口 SC0001_2030_2010_XX.xlsx
経済センサス 2012 産業分類別事業所数 SD0001_2012_2010_XX.xlsx
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出典
原典
年次

表名称 ファイル名

経済センサス 2012 産業分類別従業者数 SD0002_2012_2010_XX.xlsx
経済センサス 2012 産業分類別売上金額 SD0003_2012_2010_XX.xlsx
経済センサス 2012 産業分類別付加価値額 SD0004_2012_2010_XX.xlsx
集落営農実態調査 2015 SE0001_2015_2010_XX.xlsx
農業基盤情報基礎調査 2014 GA0001_2014_2010_XX.xlsx
多面的機能支払交付金 2014 GC0001_2014_2010_XX.xlsx
中山間地域等直接支払交
付金

2014 GD0001_2014_2010_XX.xlsx

国土数値情報 地域指定等 KA0001_2015_2010_XX.xlsx
国土数値情報 施設等 KA0002_2015_2010_XX.xlsx
農業集落境界 2010 農業集落 MA0001_2010_2010_XX.zip
農業集落境界 2010 旧市区町村 MA0002_2010_2010_XX.zip
農業集落境界 2010 市区町村 MA0003_2010_2010_XX.zip
※ファイル名の「XX」は都道府県番号
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 経営体
11 農業と林業を行っている経営体 整数 経営体
12 農業のみを行っている経営体 整数 経営体
13 林業のみを行っている経営体 整数 経営体
14 農業経営体 整数 経営体
15 農業経営体_家族経営 整数 経営体
16 林業経営体 整数 経営体
17 林業経営体_家族経営 整数 経営体
18 一世帯複数経営の世帯数 整数 経営体

農林業センサス_農林業経営体_調査客体
SA0001
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 合計 整数 経営体
11 法人化している_計 整数 経営体
12 法人化している_農事組合法人 整数 経営体
13 法人化している_会社_小計 整数 経営体
14 法人化している_会社_株式会社 整数 経営体
15 法人化している_会社_合名・合資会社 整数 経営体
16 法人化している_会社_合同会社 整数 経営体
17 法人化している_会社_相互会社 整数 経営体
18 法人化している_各種団体_小計 整数 経営体
19 法人化している_各種団体_農協 整数 経営体
20 法人化している_各種団体_森林組合 整数 経営体
21 法人化している_各種団体_その他の各種団体 整数 経営体
22 法人化している_その他の法人 整数 経営体
23 地方公共団体・財産区 整数 経営体
24 法人化していない 整数 経営体
25 法人化していない_個人経営体 整数 経営体

農林業センサス_農林業経営体_組織形態別経営体数
SA0002
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 合計 整数 経営体
11 法人化している_計 整数 経営体
12 法人化している_農事組合法人 整数 経営体
13 法人化している_会社_小計 整数 経営体
14 法人化している_会社_株式会社 整数 経営体
15 法人化している_会社_合名・合資会社 整数 経営体
16 法人化している_会社_合同会社 整数 経営体
17 法人化している_会社_相互会社 整数 経営体
18 法人化している_各種団体_小計 整数 経営体
19 法人化している_各種団体_農協 整数 経営体
20 法人化している_各種団体_森林組合 整数 経営体
21 法人化している_各種団体_その他の各種団体 整数 経営体
22 法人化している_その他の法人 整数 経営体
23 地方公共団体・財産区 整数 経営体
24 法人化していない 整数 経営体
25 法人化していない_個人経営体 整数 経営体

農林業センサス_農業経営体_組織形態別経営体数
SA1009
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 経営体
11 販売なし 整数 経営体
12 50万円未満 整数 経営体
13 50～100万円 整数 経営体
14 100～200 整数 経営体
15 200～300 整数 経営体
16 300～500 整数 経営体
17 500～700 整数 経営体
18 700～1000 整数 経営体
19 1000～1500 整数 経営体
20 1500～2000 整数 経営体
21 2000～3000 整数 経営体
22 3000～5000 整数 経営体
23 5000万～１億円 整数 経営体
24 １～３ 整数 経営体
25 ３～５ 整数 経営体
26 ５億円以上 整数 経営体

農林業センサス_農業経営体_農産物販売金額規模別経営体数
SA1011
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 

6



農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 経営体
11 稲作 整数 経営体
12 麦類作 整数 経営体
13 雑穀・いも類・豆類 整数 経営体
14 工芸農作物 整数 経営体
15 露地野菜 整数 経営体
16 施設野菜 整数 経営体
17 果樹類 整数 経営体
18 花き・花木 整数 経営体
19 その他の作物 整数 経営体
20 酪農 整数 経営体
21 肉用牛 整数 経営体
22 養豚 整数 経営体
23 養鶏 整数 経営体
24 養蚕 整数 経営体
25 その他の畜産 整数 経営体

農林業センサス_農業経営体_農産物販売金額１位の部門別経営体数
SA1012
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 経営体
11 農業生産関連事業を行っていない 整数 経営体
12 農業生産関連事業を行っている実経営体数 整数 経営体
13 事業種類別_農産物の加工 整数 経営体
14 事業種類別_消費者に直接販売 整数 経営体
15 事業種類別_貸農園・体験農園等 整数 経営体
16 事業種類別_観光農園 整数 経営体
17 事業種類別_農家民宿 整数 経営体
18 事業種類別_農家レストラン 整数 経営体
19 事業種類別_海外への輸出 整数 経営体
20 事業種類別_その他 整数 経営体

農林業センサス_農業経営体_農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数

SA1019
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 経営耕地のある経営体数 整数 経営体
11 経営耕地総面積 整数 a
12 田_田のある経営体数 整数 経営体
13 田_面積計 整数 a
14 田_稲を作った田_経営体数 整数 経営体
15 田_稲を作った田_面積 整数 a
16 田_稲を作った田_二毛作した田_経営体数 整数 経営体
17 田_稲を作った田_二毛作した田_面積 整数 a
18 田_稲以外の作物だけを作った田_経営体数 整数 経営体
19 田_稲以外の作物だけを作った田_面積 整数 a
20 田_何も作らなかった田_経営体数 整数 経営体
21 田_何も作らなかった田_面積 整数 a
22 畑（樹園地を除く）_畑のある経営体数 整数 経営体
23 畑（樹園地を除く）_面積計 整数 a
24 畑（樹園地を除く）_普通作物を作った畑_経営体数整数 経営体
25 畑（樹園地を除く）_普通作物を作った畑_面積 整数 a
26 畑（樹園地を除く）_飼料用作物だけを作った畑_経整数 経営体
27 畑（樹園地を除く）_飼料用作物だけを作った畑_面整数 a
28 畑（樹園地を除く）_牧草専用地_経営体数 整数 経営体
29 畑（樹園地を除く）_牧草専用地_面積 整数 a
30 畑（樹園地を除く）_何も作らなかった畑_経営体数 整数 経営体
31 畑（樹園地を除く）_何も作らなかった畑_面積 整数 a
32 樹園地_樹園地のある経営体数 整数 経営体
33 樹園地_面積 整数 a

農林業センサス_農業経営体_経営耕地の状況
SA1024
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 経営体
11 経営耕地なし 整数 経営体
12 0．3ha未満 整数 経営体
13 0．3～0．5ha 整数 経営体
14 0．5～1．0 整数 経営体
15 1．0～1．5 整数 経営体
16 1．5～2．0 整数 経営体
17 2．0～3．0 整数 経営体
18 3．0～5．0 整数 経営体
19 5．0～10．0 整数 経営体
20 10．0～20．0 整数 経営体
21 20．0～30．0 整数 経営体
22 30．0～50．0 整数 経営体
23 50．0～100．0 整数 経営体
24 100ha以上 整数 経営体

農林業センサス_農業経営体_経営耕地面積規模別経営体数
SA1025
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 a
11 0．3ha未満 整数 a
12 0．3～0．5ha 整数 a
13 0．5～1．0 整数 a
14 1．0～1．5 整数 a
15 1．5～2．0 整数 a
16 2．0～3．0 整数 a
17 3．0～5．0 整数 a
18 5．0～10．0 整数 a
19 10．0～20．0 整数 a
20 20．0～30．0 整数 a
21 30．0～50．0 整数 a
22 50．0～100．0 整数 a
23 100ha以上 整数 a

農林業センサス_農業経営体_経営耕地面積規模別面積
SA1026
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計_実経営体数 整数 経営体
11 計_面積 整数 a
12 田_経営体数 整数 経営体
13 田_面積 整数 a
14 畑（樹園地を除く）_経営体数 整数 経営体
15 畑（樹園地を除く）_面積 整数 a
16 樹園地_経営体数 整数 経営体
17 樹園地_面積 整数 a

農林業センサス_農業経営体_借入耕地のある経営体数と借入耕地面積
SA1037
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計_実経営体数 整数 経営体
11 計_面積 整数 a
12 田_経営体数 整数 経営体
13 田_面積 整数 a
14 畑（樹園地を除く）_経営体数 整数 経営体
15 畑（樹園地を除く）_面積 整数 a
16 樹園地_経営体数 整数 経営体
17 樹園地_面積 整数 a

農林業センサス_農業経営体_貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積
SA1040
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 動力田植機_経営体数 整数 経営体
11 動力田植機_台数 整数 台
12 トラクター_経営体数 整数 経営体
13 トラクター_台数 整数 台
14 コンバイン_経営体数 整数 経営体
15 コンバイン_台数 整数 台

農林業センサス_農業経営体_農業用機械の所有経営体数と所有台数
SA1053
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計_実経営体数 整数 経営体
11 計_人数 整数 人
12 男_経営体数 整数 経営体
13 男_人数 整数 人
14 女_経営体数 整数 経営体
15 女_人数 整数 人

農林業センサス_農業経営体_経営者・役員等
SA1054
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計_雇い入れた実経営体数 整数 経営体
11 計_人数 整数 人
12 計_延べ人日 整数 人日
13 男_経営体数 整数 経営体
14 男_人数 整数 人
15 男_延べ人日 整数 人日
16 女_経営体数 整数 経営体
17 女_人数 整数 人
18 女_延べ人日 整数 人日

農林業センサス_農業経営体_常雇
SA1059
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計_雇い入れた実経営体数 整数 経営体
11 計_人数 整数 人
12 計_延べ人日 整数 人日
13 男_経営体数 整数 経営体
14 男_人数 整数 人
15 男_延べ人日 整数 人日
16 女_経営体数 整数 経営体
17 女_人数 整数 人
18 女_延べ人日 整数 人日

農林業センサス_農業経営体_臨時雇
SA1062
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 作付（栽培）面積 整数 a
11 類別作付（栽培）面積_稲 整数 a
12 類別作付（栽培）面積_麦類 整数 a
13 類別作付（栽培）面積_雑穀 整数 a
14 類別作付（栽培）面積_いも類 整数 a
15 類別作付（栽培）面積_豆類 整数 a
16 類別作付（栽培）面積_工芸農作物 整数 a
17 類別作付（栽培）面積_野菜類 整数 a
18 類別作付（栽培）面積_花き類・花木 整数 a
19 類別作付（栽培）面積_その他の作物 整数 a
20 類別作付（栽培）面積_露地_作付（栽培）面積 整数 a
21 類別作付（栽培）面積_露地_稲 整数 a
22 類別作付（栽培）面積_露地_麦類 整数 a
23 類別作付（栽培）面積_露地_雑穀 整数 a
24 類別作付（栽培）面積_露地_いも類 整数 a
25 類別作付（栽培）面積_露地_豆類 整数 a
26 類別作付（栽培）面積_露地_工芸農作物 整数 a
27 類別作付（栽培）面積_露地_野菜類 整数 a
28 類別作付（栽培）面積_露地_花き類・花木 整数 a
29 類別作付（栽培）面積_露地_その他の作物 整数 a
30 類別作付（栽培）面積_施設_作付（栽培）面積 整数 a
31 類別作付（栽培）面積_施設_野菜類 整数 a
32 類別作付（栽培）面積_施設_花き類・花木 整数 a
33 類別作付（栽培）面積_施設_その他の作物 整数 a

農林業センサス_農業経営体_販売目的で作付け（栽培）した作物の類別作付（栽培）面積
SA1066
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 乳用牛_飼養経営体数 整数 経営体
11 乳用牛_飼養頭数 整数 頭
12 肉用牛_飼養実経営体数 整数 経営体
13 肉用牛_飼養頭数 整数 頭
14 肉用牛_肥育中の牛_飼養経営体数 整数 経営体
15 肉用牛_肥育中の牛_飼養頭数 整数 頭
16 肉用牛_売る予定の子牛_飼養経営体数 整数 経営体
17 肉用牛_売る予定の子牛_飼養頭数 整数 頭
18 豚_飼養経営体数 整数 経営体
19 豚_飼養頭数 整数 頭
20 採卵鶏_飼養経営体数 整数 経営体
21 採卵鶏_飼養羽数 整数 羽
22 ブロイラー_出荷した経営体数 整数 経営体
23 ブロイラー_出荷羽数 整数 羽
24 栽培きのこ、その他の家畜等の農業経営を行って整数 経営体

農林業センサス_農業経営体_家畜等を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数
SA1090
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 実経営体数 整数 経営体数
11 耕種部門の作業を受託した経営体数_実経営体数 整数 経営体数
12 耕種部門の作業を受託した経営体数_水稲作 整数 経営体数
13 耕種部門の作業を受託した経営体数_麦作 整数 経営体数
14 耕種部門の作業を受託した経営体数_大豆作 整数 経営体数
15 耕種部門の作業を受託した経営体数_野菜作 整数 経営体数
16 耕種部門の作業を受託した経営体数_果樹作 整数 経営体数
17 耕種部門の作業を受託した経営体数_飼料用作物整数 経営体数
18 耕種部門の作業を受託した経営体数_工芸農作物整数 経営体数
19 耕種部門の作業を受託した経営体数_その他の作整数 経営体数
20 畜産部門の作業を受託した経営体数 整数 経営体数
21 畜産部門の作業を受託した経営体数_酪農ヘルパ整数 経営体数

農林業センサス_農業経営体_農作業を受託した経営体の事業部門別経営体数
SA1107
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計_経営体数 整数 経営体
11 計_面積 整数 a
12 全作業_経営体数 整数 経営体
13 全作業_面積 整数 a
14 部分作業_実経営体数 整数 経営体
15 部分作業_育苗_経営体数 整数 経営体
16 部分作業_育苗_面積 整数 a
17 部分作業_耕起・代かき_経営体数 整数 経営体
18 部分作業_耕起・代かき_面積 整数 a
19 部分作業_田植_経営体数 整数 経営体
20 部分作業_田植_面積 整数 a
21 部分作業_防除_経営体数 整数 経営体
22 部分作業_防除_面積 整数 a
23 部分作業_稲刈り・脱穀_経営体数 整数 経営体
24 部分作業_稲刈り・脱穀_面積 整数 a
25 部分作業_乾燥・調製_経営体数 整数 経営体
26 部分作業_乾燥・調製_面積 整数 a

農林業センサス_農業経営体_水稲作受託作業種類別経営体数と受託作業面積
SA1111
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 経営体
11 経営耕地なし 整数 経営体
12 0．3ha未満 整数 経営体
13 0．3～0．5ha 整数 経営体
14 0．5～1．0 整数 経営体
15 1．0～1．5 整数 経営体
16 1．5～2．0 整数 経営体
17 2．0～3．0 整数 経営体
18 3．0～5．0 整数 経営体
19 5．0～10．0 整数 経営体
20 10．0～20．0 整数 経営体
21 20．0～30．0 整数 経営体
22 30．0～50．0 整数 経営体
23 50．0～100．0 整数 経営体
24 100ha以上 整数 経営体

農林業センサス_販売農家_経営耕地面積規模別農家数
SA3025
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 a
11 0．3ha未満 整数 a
12 0．3～0．5ha 整数 a
13 0．5～1．0 整数 a
14 1．0～1．5 整数 a
15 1．5～2．0 整数 a
16 2．0～3．0 整数 a
17 3．0～5．0 整数 a
18 5．0～10．0 整数 a
19 10．0～20．0 整数 a
20 20．0～30．0 整数 a
21 30．0～50．0 整数 a
22 50．0～100．0 整数 a
23 100ha以上 整数 a

農林業センサス_販売農家_経営耕地面積規模別面積
SA3026
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計_実農家数 整数 経営体
11 計_面積 整数 a
12 田_農家数 整数 経営体
13 田_面積 整数 a
14 畑（樹園地を除く）_農家数 整数 経営体
15 畑（樹園地を除く）_面積 整数 a
16 樹園地_農家数 整数 経営体
17 樹園地_面積 整数 a

農林業センサス_販売農家_耕作放棄地のある農家数と耕作放棄地面積
SA3043
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 戸
11 主業農家 整数 戸
12 主業農家_65歳未満の農業専従者がいる 整数 戸
13 準主業農家 整数 戸
14 準主業農家_65歳未満の農業専従者がいる 整数 戸
15 副業的農家 整数 戸

農林業センサス_販売農家_主副業別農家数
SA3114
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又

は調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 戸
11 専業農家 整数 戸
12 専業農家_男子生産年齢人口がいる 整数 戸
13 専業農家_女子生産年齢人口がいる 整数 戸
14 兼業農家 整数 戸
15 第１種兼業農家 整数 戸
16 第２種兼業農家 整数 戸

農林業センサス_販売農家_専兼業別農家数
SA3115
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名

7 CITY_NAME 文字列 市区町村名

8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名

10 合計 整数 戸
10 同居後継者がいる_計 整数 戸
11 男の同居後継者の自営農業従事日数別_小計 整数 戸
12 男の同居後継者の自営農業従事日数別_従事しなかった 整数 戸
13 男の同居後継者の自営農業従事日数別_1～29日 整数 戸
14 男の同居後継者の自営農業従事日数別_30～59 整数 戸
15 男の同居後継者の自営農業従事日数別_60～99 整数 戸
16 男の同居後継者の自営農業従事日数別_100～149 整数 戸
17 男の同居後継者の自営農業従事日数別_150～199 整数 戸
18 男の同居後継者の自営農業従事日数別_200～249 整数 戸
19 男の同居後継者の自営農業従事日数別_250日以上 整数 戸
20 女の同居後継者の自営農業従事日数別_小計 整数 戸
21 女の同居後継者の自営農業従事日数別_従事しなかった 整数 戸
22 女の同居後継者の自営農業従事日数別_1～29日 整数 戸
23 女の同居後継者の自営農業従事日数別_30～59 整数 戸
24 女の同居後継者の自営農業従事日数別_60～99 整数 戸
25 女の同居後継者の自営農業従事日数別_100～149 整数 戸
26 女の同居後継者の自営農業従事日数別_150～199 整数 戸
27 女の同居後継者の自営農業従事日数別_200～249 整数 戸
28 女の同居後継者の自営農業従事日数別_250日以上 整数 戸
29 同居後継者がいない_他出農業後継者がいる 整数 戸
30 同居後継者がいない_他出農業後継者がいない 整数 戸

農林業センサス_販売農家_後継者の有無別農家数
SA3119
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を

「x」表示とする秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合

は「-」、事実不詳又は調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名

7 CITY_NAME 文字列 市区町村名

8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名

10 合計 整数 a
11 同居後継者がいる_計 整数 a
12 男の同居後継者の自営農業従事日数別_小計 整数 a
13 男の同居後継者の自営農業従事日数別_従事しなかった 整数 a
14 男の同居後継者の自営農業従事日数別_1～29日 整数 a
15 男の同居後継者の自営農業従事日数別_30～59 整数 a
16 男の同居後継者の自営農業従事日数別_60～99 整数 a
17 男の同居後継者の自営農業従事日数別_100～149 整数 a
18 男の同居後継者の自営農業従事日数別_150～199 整数 a
19 男の同居後継者の自営農業従事日数別_200～249 整数 a
20 男の同居後継者の自営農業従事日数別_250日以上 整数 a
21 女の同居後継者の自営農業従事日数別_小計 整数 a
22 女の同居後継者の自営農業従事日数別_従事しなかった 整数 a
23 女の同居後継者の自営農業従事日数別_1～29日 整数 a
24 女の同居後継者の自営農業従事日数別_30～59 整数 a
25 女の同居後継者の自営農業従事日数別_60～99 整数 a
26 女の同居後継者の自営農業従事日数別_100～149 整数 a
27 女の同居後継者の自営農業従事日数別_150～199 整数 a
28 女の同居後継者の自営農業従事日数別_200～249 整数 a
29 女の同居後継者の自営農業従事日数別_250日以上 整数 a
30 同居後継者がいない_他出農業後継者がいる 整数 a
31 同居後継者がいない_他出農業後継者がいない 整数 a

農林業センサス_販売農家_後継者の有無別経営耕地面積
SA3120
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を

「x」表示とする秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合

は「-」、事実不詳又は調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 男女_計 整数 人
11 男女_15～19歳 整数 人
12 男女_20～24 整数 人
13 男女_25～29 整数 人
14 男女_30～34 整数 人
15 男女_35～39 整数 人
16 男女_40～44 整数 人
17 男女_45～49 整数 人
18 男女_50～54 整数 人
19 男女_55～59 整数 人
20 男女_60～64 整数 人
21 男女_65～69 整数 人
22 男女_70～74 整数 人
23 男女_75～79 整数 人
24 男女_80～84 整数 人
25 男女_85歳以上 整数 人
26 男_計 整数 人
27 男_15～19歳 整数 人
28 男_20～24 整数 人
29 男_25～29 整数 人
30 男_30～34 整数 人
31 男_35～39 整数 人
32 男_40～44 整数 人
33 男_45～49 整数 人
34 男_50～54 整数 人
35 男_55～59 整数 人
36 男_60～64 整数 人
37 男_65～69 整数 人
38 男_70～74 整数 人
39 男_75～79 整数 人
40 男_80～84 整数 人
41 男_85歳以上 整数 人
42 女_計 整数 人
43 女_15～19歳 整数 人
44 女_20～24 整数 人
45 女_25～29 整数 人
46 女_30～34 整数 人
47 女_35～39 整数 人
48 女_40～44 整数 人
49 女_45～49 整数 人
50 女_50～54 整数 人
51 女_55～59 整数 人
52 女_60～64 整数 人
53 女_65～69 整数 人

農林業センサス_販売農家_年齢別の農業従事者数
SA3131
EXCEL
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54 女_70～74 整数 人
55 女_75～79 整数 人
56 女_80～84 整数 人
57 女_85歳以上 整数 人

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 男女_計 整数 人
11 男女_15～19歳 整数 人
12 男女_20～24 整数 人
13 男女_25～29 整数 人
14 男女_30～34 整数 人
15 男女_35～39 整数 人
16 男女_40～44 整数 人
17 男女_45～49 整数 人
18 男女_50～54 整数 人
19 男女_55～59 整数 人
20 男女_60～64 整数 人
21 男女_65～69 整数 人
22 男女_70～74 整数 人
23 男女_75～79 整数 人
24 男女_80～84 整数 人
25 男女_85歳以上 整数 人
26 男_計 整数 人
27 男_15～19歳 整数 人
28 男_20～24 整数 人
29 男_25～29 整数 人
30 男_30～34 整数 人
31 男_35～39 整数 人
32 男_40～44 整数 人
33 男_45～49 整数 人
34 男_50～54 整数 人
35 男_55～59 整数 人
36 男_60～64 整数 人
37 男_65～69 整数 人
38 男_70～74 整数 人
39 男_75～79 整数 人
40 男_80～84 整数 人
41 男_85歳以上 整数 人
42 女_計 整数 人
43 女_15～19歳 整数 人
44 女_20～24 整数 人
45 女_25～29 整数 人
46 女_30～34 整数 人
47 女_35～39 整数 人
48 女_40～44 整数 人
49 女_45～49 整数 人
50 女_50～54 整数 人
51 女_55～59 整数 人
52 女_60～64 整数 人
53 女_65～69 整数 人

農林業センサス_販売農家_年齢別の農業就業人口
SA3133
EXCEL
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54 女_70～74 整数 人
55 女_75～79 整数 人
56 女_80～84 整数 人
57 女_85歳以上 整数 人

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又

は調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 男女_計 整数 人
11 男女_15～19歳 整数 人
12 男女_20～24 整数 人
13 男女_25～29 整数 人
14 男女_30～34 整数 人
15 男女_35～39 整数 人
16 男女_40～44 整数 人
17 男女_45～49 整数 人
18 男女_50～54 整数 人
19 男女_55～59 整数 人
20 男女_60～64 整数 人
21 男女_65～69 整数 人
22 男女_70～74 整数 人
23 男女_75～79 整数 人
24 男女_80～84 整数 人
25 男女_85歳以上 整数 人
26 男_計 整数 人
27 男_15～19歳 整数 人
28 男_20～24 整数 人
29 男_25～29 整数 人
30 男_30～34 整数 人
31 男_35～39 整数 人
32 男_40～44 整数 人
33 男_45～49 整数 人
34 男_50～54 整数 人
35 男_55～59 整数 人
36 男_60～64 整数 人
37 男_65～69 整数 人
38 男_70～74 整数 人
39 男_75～79 整数 人
40 男_80～84 整数 人
41 男_85歳以上 整数 人
42 女_計 整数 人
43 女_15～19歳 整数 人
44 女_20～24 整数 人
45 女_25～29 整数 人
46 女_30～34 整数 人
47 女_35～39 整数 人
48 女_40～44 整数 人
49 女_45～49 整数 人
50 女_50～54 整数 人
51 女_55～59 整数 人
52 女_60～64 整数 人
53 女_65～69 整数 人

農林業センサス_販売農家_年齢別の基幹的農業従事者数
SA3135
EXCEL
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54 女_70～74 整数 人
55 女_75～79 整数 人
56 女_80～84 整数 人
57 女_85歳以上 整数 人

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 総農家 整数 戸
11 販売農家 整数 戸
12 自給的農家 整数 戸
13 土地持ち非農家 整数 戸

農林業センサス_総農家等_総農家数等
SA5194
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 総農家_経営耕地のある農家数 整数 戸
11 総農家_経営耕地面積 整数 a
12 自給的農家_経営耕地のある農家数 整数 戸
13 自給的農家_経営耕地面積 整数 a

農林業センサス_総農家等_経営耕地のある農家数と経営耕地面積(総農家、自給的農家）
SA5200
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名

7 CITY_NAME 文字列 市区町村名

8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名

10 総農家_耕作放棄地のある農家数 整数 戸
11 総農家_耕作放棄地面積 整数 a
12 自給的農家_耕作放棄地のある農家数 整数 戸
13 自給的農家_耕作放棄地面積 整数 a
14 土地持ち非農家_耕作放棄地のある世帯数 整数 戸
15 土地持ち非農家_耕作放棄地面積 整数 a

農林業センサス_総農家等_耕作放棄地のある農家(世帯)数と耕作放棄地面積（総農家、自給的農家）

EXCEL
SA5201

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を

「x」表示とする秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合

は「-」、事実不詳又は調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 計 整数 集落
11 15分未満 整数 集落
12 15分～30分 整数 集落
13 30分～1時間 整数 集落
14 1時間～1時間半 整数 集落
15 1時間半以上 整数 集落

農林業センサス_地域調査_DIDまでの所要時間
SA7001
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 耕地面積 整数 ha
11 田面積 整数 ha
12 畑面積 整数 ha
13 樹園地面積 整数 ha

農林業センサス_地域調査_耕地面積
SA7002
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 寄り合いの開催回数 整数 回
11 寄り合いの議題_農業生産にかかる事項 整数 集落
12 寄り合いの議題_農道・農業用用排水路・ため池の管理 整数 集落
13 寄り合いの議題_集落共有財産・共用施設の管理 整数 集落
14 寄り合いの議題_環境美化・自然環境の保全 整数 集落
15 寄り合いの議題_農業集落行事(祭り・イベント等)の計画・推進 整数 集落
16 寄り合いの議題_農業集落内の福祉・厚生 整数 集落
17 寄り合いを開催しなかった 整数 集落

農林業センサス_地域調査_寄り合いの開催状況
SA7003
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 実行組合がある 整数 集落
11 実行組合がない 整数 集落

農林業センサス_地域調査_実行組合の有無
SA7004
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示と

する秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は

調査を欠く場合は「…」としています。 
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農林業センサス農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 農地_保全している 整数 集落
11 農地_保全していない 整数 集落
12 農地_ない 整数 集落
13 森林_保全している 整数 集落
14 森林_保全していない 整数 集落
15 森林_ない 整数 集落
16 ため池・湖沼_保全している 整数 集落
17 ため池・湖沼_保全していない 整数 集落
18 ため池・湖沼_ない 整数 集落
19 河川・水路_保全している 整数 集落
20 河川・水路_保全していない 整数 集落
21 河川・水路_ない 整数 集落
22 農業用用排水路_保全している 整数 集落
23 農業用用排水路_保全していない 整数 集落
24 農業用用排水路_ない 整数 集落

農林業センサス_地域調査_地域資源の保全
SA7005
EXCEL

調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とす

る秘匿措置を施しています。また、調査を行ったが事実がない場合は「-」、事実不詳又は調

査を欠く場合は「…」としています。 
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国勢調査結果農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数 年
11 一般世帯総数 整数 世帯
12 親族世帯 整数 世帯
13 核家族世帯 整数 世帯
14 核家族以外の世帯 整数 世帯
15 ６歳未満世帯員のいる一般世帯総数 整数 世帯
16 ６５歳以上世帯員のいる一般世帯総数 整数 世帯

国勢調査_世帯数
SB0001
EXCEL
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国勢調査結果農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数 年
11 総数、年齢「不詳」含む 整数 人
12 総数０～４歳 整数 人
13 総数５～９歳 整数 人
14 総数１０～１４歳 整数 人
15 総数１５～１９歳 整数 人
16 総数２０～２４歳 整数 人
17 総数２５～２９歳 整数 人
18 総数３０～３４歳 整数 人
19 総数３５～３９歳 整数 人
20 総数４０～４４歳 整数 人
21 総数４５～４９歳 整数 人
22 総数５０～５４歳 整数 人
23 総数５５～５９歳 整数 人
24 総数６０～６４歳 整数 人
25 総数６５～６９歳 整数 人
26 総数７０～７４歳 整数 人
27 総数７５歳以上 整数 人
28 総人口不詳 整数 人
29 男の総数 整数 人
30 男０～４歳 整数 人
31 男５～９歳 整数 人
32 男１０～１４歳 整数 人
33 男１５～１９歳 整数 人
34 男２０～２４歳 整数 人
35 男２５～２９歳 整数 人
36 男３０～３４歳 整数 人
37 男３５～３９歳 整数 人
38 男４０～４４歳 整数 人
39 男４５～４９歳 整数 人
40 男５０～５４歳 整数 人
41 男５５～５９歳 整数 人
42 男６０～６４歳 整数 人
43 男６５～６９歳 整数 人
44 男７０～７４歳 整数 人
45 男７５歳以上 整数 人
46 男人口不詳 整数 人
47 女の総数 整数 人
48 女０～４歳 整数 人
49 女５～９歳 整数 人
50 女１０～１４歳 整数 人
51 女１５～１９歳 整数 人
52 女２０～２４歳 整数 人
53 女２５～２９歳 整数 人

国勢調査_男女・年齢別人口
SB0002
EXCEL

44



54 女３０～３４歳 整数 人
55 女３５～３９歳 整数 人
56 女４０～４４歳 整数 人
57 女４５～４９歳 整数 人
58 女５０～５４歳 整数 人
59 女５５～５９歳 整数 人
60 女６０～６４歳 整数 人
61 女６５～６９歳 整数 人
62 女７０～７４歳 整数 人
63 女７５歳以上 整数 人
64 女人口不詳 整数 人
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国勢調査結果農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数 年
11 総数 整数 人
12 Ａ　農業、林業 整数 人
13 うち農業 整数 人
14 うち林業 整数 人
15 Ｂ　漁業 整数 人
16 Ｃ　鉱業、採石業、砂利採取業 整数 人
17 Ｄ　建設業 整数 人
18 Ｅ　製造業 整数 人
19 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 整数 人
20 Ｇ　情報通信業 整数 人
21 Ｈ　運輸業、郵便業 整数 人
22 Ｉ　卸売業、小売業 整数 人
23 Ｊ　金融業、保険業 整数 人
24 Ｋ　不動産業、物品賃貸業 整数 人
25 Ｌ　学術研究、専門・技術サービス業 整数 人
26 Ｍ　宿泊業、飲食サービス業 整数 人
27 Ｎ　生活関連サービス業、娯楽業 整数 人
28 Ｏ　教育、学習支援業 整数 人
29 Ｐ　医療、福祉 整数 人
30 Ｑ　複合サービス事業 整数 人
31 Ｒ　サービス業（他に分類されないもの） 整数 人
32 Ｓ　公務（他に分類されるものを除く） 整数 人
33 Ｔ　分類不能の産業 整数 人

国勢調査_産業分類別就業者数
SB0003
EXCEL
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農業集落別将来推計人口データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数 年
17 総数、年齢「不詳」含む 整数 人
18 総数０～４歳 整数 人
19 総数５～９歳 整数 人
20 総数１０～１４歳 整数 人
21 総数１５～１９歳 整数 人
22 総数２０～２４歳 整数 人
23 総数２５～２９歳 整数 人
24 総数３０～３４歳 整数 人
25 総数３５～３９歳 整数 人
26 総数４０～４４歳 整数 人
27 総数４５～４９歳 整数 人
28 総数５０～５４歳 整数 人
29 総数５５～５９歳 整数 人
30 総数６０～６４歳 整数 人
31 総数６５～６９歳 整数 人
32 総数７０～７４歳 整数 人
33 総数７５歳以上 整数 人
34 男の総数、年齢「不詳」含む 整数 人
35 男０～４歳 整数 人
36 男５～９歳 整数 人
37 男１０～１４歳 整数 人
38 男１５～１９歳 整数 人
39 男２０～２４歳 整数 人
40 男２５～２９歳 整数 人
41 男３０～３４歳 整数 人
42 男３５～３９歳 整数 人
43 男４０～４４歳 整数 人
44 男４５～４９歳 整数 人
45 男５０～５４歳 整数 人
46 男５５～５９歳 整数 人
47 男６０～６４歳 整数 人
48 男６５～６９歳 整数 人
49 男７０～７４歳 整数 人
50 男７５歳以上 整数 人
51 女の総数、年齢「不詳」含む 整数 人
52 女０～４歳 整数 人
53 女５～９歳 整数 人
54 女１０～１４歳 整数 人
55 女１５～１９歳 整数 人
56 女２０～２４歳 整数 人
57 女２５～２９歳 整数 人
58 女３０～３４歳 整数 人
59 女３５～３９歳 整数 人

将来推計人口
SC0001
EXCEL
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60 女４０～４４歳 整数 人
61 女４５～４９歳 整数 人
62 女５０～５４歳 整数 人
63 女５５～５９歳 整数 人
64 女６０～６４歳 整数 人
65 女６５～６９歳 整数 人
66 女７０～７４歳 整数 人
67 女７５歳以上 整数 人
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経済センサス結果農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数
11 A～R_全産業（Ｓ公務を除く） 整数 事業所
12 A_農業，林業 整数 事業所
13 01_農業 整数 事業所
14 02_林業 整数 事業所
15 B_漁業 整数 事業所
16 C_鉱業，採石業，砂利採取業 整数 事業所
17 D_建設業 整数 事業所
18 E_製造業 整数 事業所
19 09_食料品製造業 整数 事業所
20 10_飲料・たばこ・飼料製造業 整数 事業所
21 F_電気・ガス・熱供給・水道業 整数 事業所
22 G_情報通信業 整数 事業所
23 H_運輸業，郵便業 整数 事業所
24 I_卸売業，小売業 整数 事業所
25 52_飲食料品卸売業 整数 事業所
26 58_飲食料品小売業 整数 事業所
27 J_金融業，保険業 整数 事業所
28 K_不動産業，物品賃貸業 整数 事業所
29 L_学術研究，専門・技術サービス業 整数 事業所
30 M_宿泊業，飲食サービス業 整数 事業所
31 76_飲食店 整数 事業所
32 77_持ち帰り・配達飲食サービス業 整数 事業所
33 N_生活関連サービス業，娯楽業 整数 事業所
34 O_教育，学習支援業 整数 事業所
35 P_医療，福祉 整数 事業所
36 Q_複合サービス事業 整数 事業所
37 R_サービス業
（他に分類されないもの） 整数 事業所

経済センサス_事業所数
SD0001
EXCEL

事業所数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示

とする秘匿措置を施しています 
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経済センサス結果農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数
11 A～R_全産業（Ｓ公務を除く） 整数 人
12 A_農業，林業 整数 人
13 01_農業 整数 人
14 02_林業 整数 人
15 B_漁業 整数 人
16 C_鉱業，採石業，砂利採取業 整数 人
17 D_建設業 整数 人
18 E_製造業 整数 人
19 09_食料品製造業 整数 人
20 10_飲料・たばこ・飼料製造業 整数 人
21 F_電気・ガス・熱供給・水道業 整数 人
22 G_情報通信業 整数 人
23 H_運輸業，郵便業 整数 人
24 I_卸売業，小売業 整数 人
25 52_飲食料品卸売業 整数 人
26 58_飲食料品小売業 整数 人
27 J_金融業，保険業 整数 人
28 K_不動産業，物品賃貸業 整数 人
29 L_学術研究，専門・技術サービス業 整数 人
30 M_宿泊業，飲食サービス業 整数 人
31 76_飲食店 整数 人
32 77_持ち帰り・配達飲食サービス業 整数 人
33 N_生活関連サービス業，娯楽業 整数 人
34 O_教育，学習支援業 整数 人
35 P_医療，福祉 整数 人
36 Q_複合サービス事業 整数 人
37 R_サービス業
（他に分類されないもの） 整数 人

経済センサス_従業者数
SD0002
EXCEL

事業所数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表
示とする秘匿措置を施しています 
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経済センサス結果農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数
11 A～R_全産業（Ｓ公務を除く） 整数 万円
12 A_農業，林業 整数 万円
13 01_農業 整数 万円
14 02_林業 整数 万円
15 B_漁業 整数 万円
16 C_鉱業，採石業，砂利採取業 整数 万円
17 D_建設業 整数 万円
18 E_製造業 整数 万円
19 09_食料品製造業 整数 万円
20 10_飲料・たばこ・飼料製造業 整数 万円
21 F_電気・ガス・熱供給・水道業 整数 万円
22 G_情報通信業 整数 万円
23 H_運輸業，郵便業 整数 万円
24 I_卸売業，小売業 整数 万円
25 52_飲食料品卸売業 整数 万円
26 58_飲食料品小売業 整数 万円
27 J_金融業，保険業 整数 万円
28 K_不動産業，物品賃貸業 整数 万円
29 L_学術研究，専門・技術サービス業 整数 万円
30 M_宿泊業，飲食サービス業 整数 万円
31 76_飲食店 整数 万円
32 77_持ち帰り・配達飲食サービス業 整数 万円
33 N_生活関連サービス業，娯楽業 整数 万円
34 O_教育，学習支援業 整数 万円
35 P_医療，福祉 整数 万円
36 Q_複合サービス事業 整数 万円
37 R_サービス業
（他に分類されないもの） 整数 万円

経済センサス_売上金額
SD0003
EXCEL

事業所数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示

とする秘匿措置を施しています 
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経済センサス結果農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 データ年次 整数
11 A～R_全産業（Ｓ公務を除く） 整数 万円
12 A_農業，林業 整数 万円
13 01_農業 整数 万円
14 02_林業 整数 万円
15 B_漁業 整数 万円
16 C_鉱業，採石業，砂利採取業 整数 万円
17 D_建設業 整数 万円
18 E_製造業 整数 万円
19 09_食料品製造業 整数 万円
20 10_飲料・たばこ・飼料製造業 整数 万円
21 F_電気・ガス・熱供給・水道業 整数 万円
22 G_情報通信業 整数 万円
23 H_運輸業，郵便業 整数 万円
24 I_卸売業，小売業 整数 万円
25 52_飲食料品卸売業 整数 万円
26 58_飲食料品小売業 整数 万円
27 J_金融業，保険業 整数 万円
28 K_不動産業，物品賃貸業 整数 万円
29 L_学術研究，専門・技術サービス業 整数 万円
30 M_宿泊業，飲食サービス業 整数 万円
31 76_飲食店 整数 万円
32 77_持ち帰り・配達飲食サービス業 整数 万円
33 N_生活関連サービス業，娯楽業 整数 万円
34 O_教育，学習支援業 整数 万円
35 P_医療，福祉 整数 万円
36 Q_複合サービス事業 整数 万円
37 R_サービス業
（他に分類されないもの） 整数 万円

経済センサス_付加価値額
SD0004
EXCEL

事業所数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする

秘匿措置を施しています 
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集落営農実態調査農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 集落営農数 整数 集落営農

集落営農実態調査
SE0001
EXCEL

注：複数の農業集落にまたがる集落営農については、各農業集落に集落営農数を計上して

いる。このため、実数値である都道府県計、市区町村計及び旧市区町村計と各農業集落の

積み上げは一致しない。 
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農業基盤情報基礎調査農業集落別データ仕様
2016/7/7

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列
農業集落
番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県
7 CITY_NAME 文字列 市区町村

8 KCITY_NAME 文字列
旧市区町
村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落
10 田（1ha以上） 数値 ha
11 田（0.5～1.0ha） 数値 ha
12 田（0.3～0.5haほ区均平） 数値 ha
13 田（0.3～0.5haその他） 数値 ha
14 田（0.2～0.3haほ区均平） 数値 ha
15 田（0.2～0.3haその他） 数値 ha
16 畑-整形 数値 ha
17 農道_幅4m以上 数値 ha
18 農道_幅3～4m以上 数値 ha
19 用水_田_パイプライン 数値 ha
20 用水_田_開水路 数値 ha
21 用水_畑かん有り（事業により末端配水施設まで整備） 数値 ha
22 用水_畑かん有り（事業により基幹施設まで整備） 数値 ha
23 用水_畑かん有り（事業によらない整備）_面積 数値 ha
24 排水良好 数値 ha

農業基盤情報基礎調査
GA0001
EXCEL

ほ区均平とは、ほ区の田面差がほとんどなく、畦畔除去等により大区画化が可能な田。 
排水良好とは、地下水位が70cm以深かつ湛水排除時間が４時間以下の田 。 
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多面的機能支払交付金農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 組織数 数値 組織
11 広域活動組織 数値 有無
12 地域資源保全プラン策定組織 数値 有無
13 農業者人数 整数 人
14 農業者団体数 整数 団体
15 農業者以外人数 整数 人
16 農業者以外団体数 整数 団体
17 活動計画_協定農用地_計 数値 ha
18 活動計画_協定農用地_田 数値 ha
19 活動計画_協定農用地_畑 数値 ha
20 活動計画_協定農用地_草地 数値 ha
21 活動計画_協定農用地_うち遊休農地面積 数値 ha
22 活動計画_協定農用地_うち中山間との重複面積 数値 ha
23 活動計画_農地維持支払_水路 数値 km
24 活動計画_農地維持支払_農道 数値 km
25 活動計画_農地維持支払_ため池 整数 有無
26 活動計画_農地維持支払_対象農用地_計 数値 ha
27 活動計画_農地維持支払_対象農用地_田 数値 ha
28 活動計画_農地維持支払_対象農用地_畑 数値 ha
29 活動計画_農地維持支払_対象農用地_草地 数値 ha
30 活動計画_資源向上支払（共同）_対象農用地_計 数値 ha
31 活動計画_資源向上支払（共同）_対象農用地_田 数値 ha
32 活動計画_資源向上支払（共同）_対象農用地_畑 数値 ha
33 活動計画_資源向上支払（共同）_対象農用地_草地 数値 ha
34 活動計画_資源向上支払（長寿命化）_対象農用地_計 数値 ha
35 活動計画_資源向上支払（長寿命化）_対象農用地_田 数値 ha
36 活動計画_資源向上支払（長寿命化）_対象農用地_畑 数値 ha
37 活動計画_資源向上支払（長寿命化）_対象農用地_草地 数値 ha
38 活動計画_資源向上支払（長寿命化）_水路 数値 km
39 活動計画_資源向上支払（長寿命化）_農道 数値 km
40 活動計画_資源向上支払（長寿命化）_ため池 整数 有無

多面的機能支払交付金
GC0001
EXCEL
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中山間地域等直接支払交付金農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 集落協定数 数値 組織
11 対象農用地の有無 数値
12 協定が存在 数値
13 複数の協定が存在 数値
14 複数集落にまたがる協定が存在 数値
15 協定締結面積総計 数値 ha
16 田面積 数値 ha
17 畑面積 数値 ha
18 草地面積 数値 ha
19 採草牧草地 数値 ha

中山間地域等直接支払交付金
GD0001
EXCEL
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国土数値情報農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 中心地平均標高 数値 ｍ
11 中心地平均傾斜度 数値 度
12 最高標高 数値 ｍ
13 最低標高 数値 ｍ
14 総土地面積 数値 ha
15 森林地域 数値 ha
16 森林地域_国有林 数値 ha
17 森林地域_地域森林計画対象民有林 数値 ha
18 森林地域_保安林 数値 ha
19 農業地域 数値 ha
20 農業地域_農用地区域 数値 ha
21 都市地域 数値 ha
22 都市地域_市街化区域 数値 ha
23 都市地域_市街化調整区域 数値 ha
24 都市地域_その他用途地域 数値 ha
25 用途地域_第一種低層住居専用地域 数値 ha
26 用途地域_第二種低層住居専用地域 数値 ha
27 用途地域_第一種中高層住居専用地域 数値 ha
28 用途地域_第二種中高層住居専用地域 数値 ha
29 用途地域_第一種住居地域 数値 ha
30 用途地域_第二種住居地域 数値 ha
31 用途地域_準住居地域 数値 ha
32 用途地域_近隣商業地域 数値 ha
33 用途地域_商業地域 数値 ha
34 用途地域_準工業地域 数値 ha
35 用途地域_工業地域 数値 ha
36 用途地域_工業専用地域 数値 ha
37 用途地域_不明 数値 ha

都市地域
（2011年）

用途地域
（2011年）

国土数値情報_地域指定等
KA0001
EXCEL

標高傾斜
度4次メッ
シュ（2009
年）

森林地域
（2011年）

農業地域
（2011年）
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国土数値情報農業集落別データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

項目番号 項目名 型 単位 備考
1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名
10 DIDid 文字列 人口集中地区（2010年）

13 市区町村役場_本庁 整数 箇所
14 市区町村役場_支所、出張所、連絡所 整数 箇所
15 市区町村役場_上記以外の行政サービス施設 整数 箇所
16 公立公民館 整数 箇所
17 集会施設 整数 箇所
18 警察_警察本部 整数 箇所
19 警察_警察署 整数 箇所
20 警察_分庁舎 整数 箇所
21 警察_交番 整数 箇所
22 警察_駐在所 整数 箇所
23 警察_派出所 整数 箇所
24 警察_地域安全センター、連絡所等 整数 箇所
25 消防署_消防本部 整数 箇所
26 消防署_消防署 整数 箇所
27 消防署_分署・出張所 整数 箇所
28 郵便局_普通郵便局 整数 箇所
29 郵便局_特定郵便局（集配局） 整数 箇所
30 郵便局_特定郵便局（無集配局） 整数 箇所
31 郵便局_簡易郵便局 整数 箇所
32 医療機関_病院 整数 箇所
33 医療機関_診療所 整数 箇所
34 医療機関_歯科診療所 整数 箇所
35 福祉施設_保育所 整数 箇所
36 福祉施設_へき地保育所 整数 箇所
37 福祉施設_認可外保育施設 整数 箇所
38 福祉施設_幼稚園 整数 箇所
39 福祉施設_認定こども園 整数 箇所
40 文化施設_美術館 整数 箇所
41 文化施設_資料館，記念館，博物館，科学館 整数 箇所
42 文化施設_図書館 整数 箇所
43 文化施設_水族館 整数 箇所
44 文化施設_動植物園 整数 箇所
45 文化施設_山の家・林間学校等の施設 整数 箇所
46 文化施設_スキー・スノーボード場 整数 箇所
47 文化施設_キャンプ場 整数 箇所
48 文化施設_海の家・海水浴場等の施設 整数 箇所
49 文化施設_河川・湖沼等の遊泳場 整数 箇所
50 学校_小学校 整数 箇所
51 学校_中学校 整数 箇所
52 学校_中等教育学校 整数 箇所
53 学校_高等学校 整数 箇所
54 学校_高等専門学校 整数 箇所
55 学校_短期大学 整数 箇所

郵便局
（2013年）

医療機関
（2014年）

福祉施設
（2011年）

文化施設
（2013年）

学校（2013
年）

消防署
（2012年）

国土数値情報_各種施設等
KA0002
EXCEL

市町村役
場等及び
公的集会
施設（2010

年）

警察署
（2012年）
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56 学校_大学 整数 箇所
57 学校_特別支援学校 整数 箇所
58 燃料給油所_SS（ガソリンスタンド） 整数 箇所
59 燃料給油所_SS（LPガススタンド） 整数 箇所
60 燃料給油所_SS以外の燃料販売店(家庭で使用する灯油等の燃料販売店） 整数 箇所
61 地場産業関連施設 整数 箇所
62 地場産業関連施設_直売所有り 整数 箇所
63 地場産業関連施設_直営レストラン有り 整数 箇所
64 地場産業関連施設_農林漁業体験民宿有り 整数 箇所
65 地場産業関連施設_市民農園有り 整数 箇所
66 バスルート 整数 有無 バスルート（2011年）

67 バス停留所 整数 箇所 バス停留所（2010年）

68 鉄道 整数 有無
69 駅 整数 箇所

地場産業
関連施設
（2012年）

鉄道（2014
年）

燃料給油
所（2010

年）
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農業集落境界データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

測地系
座標系
項目番号 項目名 型 単位 備考

1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 RCOM 文字列 農業集落番号

6 PREF_NAME 文字列 都道府県名
7 CITY_NAME 文字列 市区町村名
8 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

9 RCOM_NAME 文字列 農業集落名

農業集落境界
MA0001
SHAPE（ポリゴン)
世界測地系　
経緯度座標系
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農業集落境界データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

測地系
座標系
項目番号 項目名 型 単位 備考

1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 KCITY 文字列 旧市区町村番号

5 PREF_NAME 文字列 都道府県名
6 CITY_NAME 文字列 市区町村名
7 KCITY_NAME 文字列 旧市区町村名

旧市区町村境界
MA0002
SHAPE（ポリゴン)
世界測地系　
経緯度座標系
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農業集落境界データ仕様

データ名
ファイル名
データ形式

測地系
座標系
項目番号 項目名 型 単位 備考

1 KEY 文字列 農業集落コード

2 PREF 文字列 都道府県番号

3 CITY 文字列 市区町村番号

4 PREF_NAME 文字列 都道府県名
5 CITY_NAME 文字列 市区町村名

市区町村境界
MA0003
SHAPE（ポリゴン)
世界測地系　
経緯度座標系
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