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  青 森 県 企 画 政 策 部 



   は  し  が  き 

 

    2010 年世界農林業センサス農林業経営体調査は、平成 22 年 2 月 1 日を

調査期日として調査を実施し、平成 22 年 11 月に結果の一部を取りまとめ

概要として公表いたしましたが、このたび、詳細な集計結果がまとまりま

したので、本結果書を作成し、公表するものです。 

     農林業センサスは、我が国の農林業・農山村の基本構造とその変化を明

らかにするとともに、土地・労働力等の資源総量を把握することを目的に、

1950 年（昭和 25 年）から 5 年ごとに行われ、その調査結果は我が国の農

林業施策の企画・立案等の基礎資料として利用されております。 

     この結果書が、農林業行政関係者のみならず、広く県内の各方面にわ

たって活用され、本県農林業の振興に役立つことができれば幸いです。 

終わりに、本調査は、厳冬期の 2 月、とりわけ例年にない大雪の中での

調査となり、また、統計調査を取り巻く環境が一層厳しさを増す中での調

査となりましたが、円滑に調査が実施できたことに対し、本調査に協力い

ただいた農林業関係者の皆様、また、調査員、指導員、市町村、関係機関

の皆様に、心から感謝の意を表する次第であります。 

 

     平成 23 年 3 月 

 

                 青森県企画政策部長  佐々木 郁夫 
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