
調査票 項目

1 農林業経営体 【１】１
１　経営は会社等の法人化をしていますか。該当する
もの１つに必ず記入してください。

４　経営は会社等の法人化をしていますか。該当す
るものに○を記入してください。

2 農林業経営体 【１】２
組織経営の方のみ記入してください。 【１】の１で「家族による経営でない」と答えた方のみ

記入してください。

5 農林業経営体 【２】２
２　満15歳以上の世帯員（平成12年１月31日以前に
生まれた方）について記入してください。

３　満15歳以上の世帯員（平成７年１月31日までに
生まれた方）について記入してください。

9 農林業経営体 【２】２④

④過去１年間のふだんの状況
仕事を主にしていた
　主に自営農業を行った
　主に他に勤務した
　主に農業以外の自営業を行った
主に家事・育児を行った
主に学生（研修を含む）であった
その他（高齢や病気等で何もしなかった）

⑦過去１年間の生活の主な状態
仕事が主
　主に自営農業
　主に他に勤務
　主に農業以外の自営業
家事・育児
学生（研修を含む）
上記以外

11 農林業経営体 【２】２⑥

⑥仕事の日数は
　自営農業が多い
　その他の勤務や自営業が多い

⑥従事日数が多いのはどちらですか
　自営農業
　自営農業以外

12 農林業経営体 【２】２⑦

⑦農業経営または林業経営の
　経営主である
　経営主とともに経営方針の決定に関わっている
　経営の後継者である（予定者を含む）

⑧農業または林業の経営主及び後継者について
　経営主

　経営の後継者

13 農林業経営体 【２】３(1)

３　世帯としての所得
(1)　世帯員の中で、過去１年間に自営農業以外の仕
事に従事した方がいますか。該当するものに必ず記
入してください。

４　世帯としての所得
(1)　世帯員の中で過去１年間に自営農業以外の仕
事に従事した方がいますか。該当するものに○を
記入してください。

14 農林業経営体 【２】３(2)

(2)　世帯としての所得は、自営農業と自営農業以外
の仕事でどちらが多いですか。該当するものに記入し
てください。
　　自営農業による所得が多い
　　自営農業以外の所得が多い（不動産による所得
は含み、年金は含まない）

(2)　世帯としての所得は、自営農業と自営農業以
外の仕事でどちらが主ですか。該当するものに○を
記入してください。
　　自営農業
　　自営農業以外

15 農林業経営体 【２】４

４　世帯から離れて住んでいる農業経営の後継者（満
15歳以上）がいますか。該当するものに記入してくだ
さい（予定者を含みます）。

５　世帯から離れて住んでいる農業経営の後継者
（満15歳以上）がいますか。該当するものに○を記
入してください。（予定者を含みます）

19 農林業経営体 【５】
【５】土地
土地の状況を記入してください（けい畔を含めます）。

【４】土地

20 農林業経営体 【５】

田
　所有している田
　　そのうち、貸している田
　　そのうち、耕作を放棄している田
　借りている田
　経営している田
　稲を作った田（主食用米、加工用米、米粉用米）
　　そのうち、裏作物を作った田（二毛作を行った田）
　稲以外の作物だけを作った田
　　そのうち、飼料用に稲を作った田（飼料用米、ホー
ルクロップサイレージ用稲など）
　何も作らなかった田

１　田について面積を記入してください
　所有している田
　　うち、他に貸している田
　　うち、耕作を放棄した田
　他から借り入れている田
　田の経営耕地
　稲を作った田
　　うち、裏作物を作った田
　稲以外の作物だけを作った田

　何も作らなかった田（休耕田）

21 農林業経営体 【５】

畑（牧草専用地は含み、樹園地は除きます）

　所有している畑
　　そのうち、貸している畑
　　そのうち、耕作を放棄している畑
　借りている畑
　経営している畑
　普通作物を作った畑
　飼料用作物だけを作った畑
　牧草専用地
　何も作らなかった畑

３　畑（牧草専用地は含み、樹園地は除きます）に
ついて面積を記入してください。
　所有している畑
　　うち、他に貸している畑
　　うち、耕作を放棄した畑
　他から借り入れている畑
　畑の経営耕地
　普通作物を作った畑
　飼料用作物だけを作った畑
　牧草専用地
　何も作らなかった畑
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22 農林業経営体 【５】

樹園地
　
　所有している樹園地
　　そのうち、貸している樹園地
　　そのうち、耕作を放棄している樹園地
　借りている樹園地
　経営している樹園地

２　樹園地（普通畑や牧草地を除きます）について
面積を記入してください。
　所有している樹園地
　　うち、他に貸している樹園地
　　うち、耕作を放棄している樹園地
　他から借り入れている樹園地
　樹園地の経営耕地

34 農林業経営体 【６】

【６】所有している農業用機械
　現在所有している機械について、その台数を記入し
てください（複数の農家で共有している場合は保管し
ている方のみ記入してください）。

【５】農業用機械
　現在所有している機械（数戸で共有している機械
を保管している場合を含みます）について、その台
数を記入してください。

26 農林業経営体 【７】１

【７】販売を目的とした農産物の生産
１　過去１年間に販売を目的として作付け（栽培）した
のべ面積（けい畔は含めません）を記入してください。
（はじめから販売を目的とせず、自給用に作付け（栽
培）した面積は含めないでください）
稲・麦・雑穀
　水稲
　陸稲
　小麦
　大麦・裸麦
　そば
　その他の雑穀
いも類
　原料用ばれいしょ（でんぷん用）
　食用ばれいしょ（でんぷん用）
　かんしょ
豆類
　大豆
　小豆
　その他の豆類

【６】農産物の生産
１　過去１年間に販売目的で作付けた作物の作付
（栽培）のべ面積を記入してください。（けい畔は含
めません）

稲・麦・雑穀
　水稲
　陸稲
　小麦
　大麦・裸麦
　そば
　その他の雑穀
いも類
　原料用ばれいしょ
　食用ばれいしょ
　かんしょ
豆類
　大豆
　あずき
　その他の豆類

27 農林業経営体 【７】２

家畜
　２　現在、搾乳目的で飼っている牛の頭数を記入し
てください。
　　２歳（24か月齢）以上
　　２歳（24か月齢）未満

４　販売目的で飼っている家畜等
　(1)　販売目的で飼っている乳用牛（搾乳目的で
飼っている牛）の頭数を記入してください。
　　２歳（24か月齢）以上
　　２歳（24か月齢）未満

28 農林業経営体 【７】３

　３　現在、販売する予定で飼っている牛の頭数を記
入してください。
　　和牛などの肉用種
　　　子取り用めす牛
　　　肥育中の牛
　　　売る予定の子牛等（種おすを含む）
　　和牛と肉用種の交雑種
　　　肥育中の牛
　　　売る予定の子牛
　　肉用として飼っている乳用種
　　　肥育中の牛
　　　売る予定の子牛

　(2)　販売目的で飼っている肉用牛の頭数を記入
してください。
　　和牛などの肉用種
　　　子取り用めす牛
　　　肥育中の牛
　　　売る予定の子牛等
　　和牛と肉用種の交雑種
　　　肥育中の牛
　　　売る予定の子牛
　　肉用として飼っている乳用種
　　　肥育中の牛
　　　売る予定の子牛

29 農林業経営体 【７】４

　４　現在、販売する予定で飼っている豚の頭数を記
入してください。
　　子取り用めす豚
　　肥育中の豚

　(3)　販売目的で飼っている豚の頭数を記入してく
ださい。
　　子取り用めす豚
　　肥育中の豚

30 農林業経営体 【７】５

　５　現在、卵の販売を目的として飼っている採卵鶏
の羽数を記入してください（ひなどりを含みます）。
　　採卵鶏

　(4)　卵の販売目的で飼っている採卵鶏（ひなどり
を含みます）の羽数を記入してください。
　　採卵鶏

32 農林業経営体 【７】７

その他
　７　【７】の１から６以外で、販売を目的として、きのこ
の栽培やその他の農業経営を行っていますか。該当
するものに必ず記入してください。

　　行っていない
　　行っている
　　　きのこ栽培
　　　その他の農業経営

　５　上記の【６】の１から４以外で、販売目的で栽培
きのこの栽培、馬・羊・やぎ等の飼養、養蚕、養蜂
などの農業経営を行っていますか。該当するものに
○を記入してください。
　　行っている
　　行っていない
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33 農林業経営体 【８】

【８】過去１年間の農作業の委託（請け負わせ）
　過去１年間によそに委託した（請け負わせた）農作
業について、該当するものすべてに記入してくださ
い。
　水稲作作業
　　作業別に委託
　　　育苗
　　　耕起・代かき
　　　田植
　　　防除
　　　稲刈り・脱穀
　　　乾燥・調製
　　上記のすべての水稲作作業を一括して委託
　さとうきび作作業
　水稲・さとうきび以外の作業（麦作、大豆作、畜産な
ど）

【７】農作業の委託
　過去１年間によそに委託した農作業について、該
当するものに○を記入してください。
　水稲作作業
　　作業別に委託
　　　育苗
　　　耕起・代かき
　　　田植
　　　防除
　　　稲刈り・脱穀
　　　乾燥・調製
　　上記のすべての作業
　さとうきび作作業
　上記以外の農作業

38 農林業経営体 【９】１

【９】 過去１年間の農作業の受託（請け負い）
　１　過去１年間の農作業の受託（請け負い）による料
金収入について、該当するもの１つに必ず記入してく
ださい。
　受託（請け負い）料金収入なし
　農作業の受託（請け負い）あり
　　15万円未満
　　15～50万円未満
　　50～100万円未満
　　100～200万円未満
　　200～300万円未満
　　300～500万円未満
　　500～700万円未満
　　700～1,000万円未満
　　1,000～1,500万円未満
　　1,500～2,000万円未満
　　2,000～3,000万円未満
　　3,000～5,000万円未満
　　5,000万～１億円未満
　　１～３億円未満
　　３～５億円未満
　　５億円以上
　　　「５億円以上」の場合は、金額も記入してくださ
い。

【10】 農作業の受託
　１　過去１年間の農作業の受託による料金収入に
ついて、該当するものに○を記入してください。
　収入なし

　15万円未満
　15～50万円未満
　50～100万円未満
　100～200万円未満
　200～300万円未満
　300～500万円未満
　500～700万円未満
　700～1000万円未満
　1000～1500万円未満
　1500～2000万円未満
　2000～3000万円未満
　3000～5000万円未満
　5000万～１億円未満
　１～３億円未満
　３～５億円未満
　５億円以上
　　「５億円以上」の場合のみ受託料金収入を記入
してください。

39 農林業経営体 【９】２

　２　水稲作作業で、過去１年間によそから受託した
（請け負った）作業の実面積を記入してください。
　作業ごとに受託した
　　　育苗
　　　耕起・代かき
　　　田植
　　　防除
　　　稲刈り・脱穀
　　　乾燥・調製
　すべての水稲作作業を一括して受託

　２　過去１年間によそから受託した水稲作作業の
受託面積を記入してください。
　作業別に受託
　　　育苗
　　　耕起・代かき
　　　田植
　　　防除
　　　稲刈り・脱穀
　　　乾燥・調製
　上記のすべての作業

40 農林業経営体 【９】３

　３　さとうきび作作業で、過去１年間によそから受託
した（請け負った）作業の実面積を記入してください。
　作業ごとに受託した
　　　耕起・整地
　　　植付け
　　　中耕・培土
　　　防除
　　　収穫
　すべてのさとうきび作作業を一括して受託

　３　過去１年間によそから受託したさとうきび作作
業の受託面積を記入してください。
　作業別に受託
　　　耕起・整地
　　　植付け
　　　中耕・培土
　　　防除
　　　収穫
　上記のすべての作業
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41 農林業経営体 【９】４

　４　水稲、さとうきび以外で、過去１年間によそから
受託した（請け負った）農作業すべてに記入してくださ
い。
　　受託したすべての作業に
　　　麦作
　　　大豆作
　　　野菜作
　　　果樹作
　　　飼料用作物作
　　　工芸農作物作（さとうきび作を除く）
　　　その他の作物作
　　　畜産
　　　　酪農ヘルパー

　４　過去１年間によそから受託したその他の農作
業について、受託したものすべてに○を記入してく
ださい。
　
　　麦作
　　大豆作
　　野菜作
　　果樹作
　　飼料用作物作
　　工芸農作物作（さとうきび作を除く）
　　その他の作物作
　　畜産
　　　酪農ヘルパー

35 農林業経営体 【10】１

【10】 過去１年間の農産物の販売
　１　過去１年間の農産物の販売金額（売上高）につ
いて、該当するもの１つに必ず記入してください。（畜
産物、栽培きのこ、養蜂、まゆなどを含みます）
　販売なし
　農産物の販売あり
　　15万円未満
　　15～50万円未満
　　50～100万円未満
　　100～200万円未満
　　200～300万円未満
　　300～500万円未満
　　500～700万円未満
　　700～1,000万円未満
　　1,000～1,500万円未満
　　1,500～2,000万円未満
　　2,000～3,000万円未満
　　3,000～5,000万円未満
　　5,000万～１億円未満
　　１～３億円未満
　　３～５億円未満
　　５億円以上
　　　「５億円以上」の場合は、金額も記入してくださ
い。

【９】 農産物の販売
　１　過去１年間の農産物の販売金額（売上高）の
合計（畜産物、まゆ、栽培きのこ、養蜂も含みます）
について、該当するものに○を記入してください。
　販売なし

　15万円未満
　15～50万円未満
　50～100万円未満
　100～200万円未満
　200～300万円未満
　300～500万円未満
　500～700万円未満
　700～1,000万円未満
　1,000～1,500万円未満
　1,500～2,000万円未満
　2,000～3,000万円未満
　3,000～5,000万円未満
　5,000万～１億円未満
　１～３億円未満
　３～５億円未満
　５億円以上
　　「５億円以上」の場合のみ販売金額を記入してく
ださい。

36 農林業経営体 【10】２

　２　過去１年間の販売金額が上位３位までの部門の
順位を記入し、合計に占める割合をそれぞれ記入し
てください。
　　水稲・陸稲
　　麦類
　　雑穀・いも類・豆類
　　工芸農作物
　　露地野菜
　　施設野菜
　　果樹類
　　花き・花木
　　その他の作物
　　酪農
　　肉用牛
　　養豚
　　養鶏
　　養蚕
　　その他の畜産

　２　過去１年間の農産物の部門別販売金額につ
いて順位を○で囲み、その割合を記入してくださ
い。
　　水稲・陸稲
　　麦類
　　雑穀・いも類・豆類
　　工芸農作物
　　露地野菜
　　施設野菜
　　果樹類
　　花き・花木
　　その他の作物
　　酪農
　　肉用牛
　　養豚
　　養鶏
　　養蚕
　　その他の畜産

農林業経営体 【11】１
農事組合法人、会社の方のみ記入してください。 【１】の４で「02」から「06」と答えた方のみ記入してく

ださい。

4



調査票 項目

2015年農林業センサス　調査票中の文言の修正

№
該当箇所

改正案 2010年調査

42 農林業経営体 【11】１

【11】 農業経営の特徴
　１　農業経営について、農業以外の業種から資本
金・出資金の提供を受けていますか。該当するものす
べてに記入してください。
　提供を受けていない
　提供を受けているものすべてに
　　建設業または運輸業から
　　飲食料品関連の
　　　製造業・サービス業から
　　　卸売・小売業から
　　飲食料品関連以外の
　　　製造業から
　　　卸売・小売業から
　　医療・福祉・教育関連から
　　その他から

【１】 経営体の概要
　５　農業経営について、農業以外の業種（農協、
市町村を除きます）から資本金・出資金の提供を受
けていますか。該当するものすべてに○を記入して
ください。
　提供を受けていない
　提供を受けている
　　建設業・運輸業
　　食料品製造業・飲食サービス業
　　飲食料品卸売・小売業
　　その他

43 農林業経営体 【11】２

　２　地域の慣行に比べて、環境への負担を軽減した
農産物の栽培　（販売目的）を行っていますか。 該当
するものすべてに必ず記入してください。
　行っていない
　行っている
　　化学肥料の低減
　　農薬の低減
　　堆肥による土作り

【８】農業経営の特徴
　１　地域の慣行に比べて環境への負担を軽減した
農産物の栽培　（販売目的）を行っていますか。 該
当するものすべてに○を記入してください。
　行っていない
　行っている
　　化学肥料の低減
　　農薬の低減
　　堆肥による土作り

44 農林業経営体 【11】３

３　 農業生産に関連した事業を行っていますか。該
当するものすべてに必ず記入してください。
　行っていない
　行っているすべての事業に
　　農産物の加工
　　貸農園・体験農園等
　　観光農園
　　農家民宿
　　農家レストラン
　　海外への輸出
　　その他

【８】農業経営の特徴
　３　 農業生産に関連した事業を行っていますか。
該当するものすべてに○を記入してください。
　行っていない
　行っている
　　農産物の加工
　　貸農園・体験農園等
　　観光農園
　　農家民宿
　　農家レストラン
　　海外への輸出
　　その他

46 農林業経営体 【12】４

４　保有山林における過去５年間の林業作業につい
て、該当するものすべてに記入してください。（委託し
た（請け負わせた）作業を含みます）

１　【４】の４の保有山林における過去５年間の林業
作業について、該当するものすべてに○を記入して
ください。

46 農林業経営体 【12】５

５　保有山林における過去１年間の実林業面積につ
いて記入してください。（委託した（請け負わせた）作
業を含みます）

２　【４】の４の保有山林における過去１年間の実作
業面積について記入してください。

49 農林業経営体 【13】

【13】 林業経営内部の労働力
　世帯員又は経営の責任者・役員・山林の共同保有
者のうち、過去１年間に林業経営に従事した人につ
いて、従事日数別に実人数を記入してください。
　男　（人）　　　　　　女　（人）
　　１～29日
　　30～59日
　　60～99日
　　100～149日
　　150～199日
　　200～249日
　　250日以上
　　計

【12】 林業労働力
１　世帯員又は経営の責任者・役員・山林の共同保
有者のうち過去１年間に林業経営に従事した人に
ついて、従事日数別に実人数を記入してください。
　男　人　　　　　　　　女　人
　　１～29日
　　30～59日
　　60～99日
　　100～149日
　　150～199日
　　200～249日
　　250日以上
　　計

50 農林業経営体 【14】１

【14】林業経営の雇用
１　常雇い
　過去１年間に林業経営のために常雇いした人（あら
かじめ年間７か月以上の契約で雇った人）について、
実人数と従事した日数の合計を記入してください。
　実人数
　従事日数の合計
　男
　女

【12】林業労働力
２　過去１年間に林業経営のために常雇いした人
（あらかじめ年間７か月以上の契約で雇った人）に
ついて、実人数と従事した日数の合計を記入してく
ださい。

　実人数
　従事日数の合計
　男
　女
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52 農林業経営体 【14】３

３　150日以上従事した人
　過去１年間に常雇い又は臨時雇いした人のうち、
150日以上林業労働に従事した人について、実人数
を記入してください。
　150日以上従事した人

４ 過去１年間に常雇い又は臨時雇いした人のうち
150日以上林業労働に従事した人について、実人
数を記入してください。

　従事者の合計

47 農林業経営体 【15】１

【15】 素材生産
１　保有山林において、自ら伐採した過去１年間の素
材生産量を記入してください。

【14】 素材生産
１　【４】の４保有山林において、自ら伐採した過去１
年間の素材生産量を記入してください。

48 農林業経営体 【15】２

２　受託（請け負い）もしくは立木買いによる過去１年
間の素材生産量を記入してください。（間伐のうち素
材として利用したものを含みます）

　素材生産量
　　そのうち、立木買いによる

２　受託もしくは立木買いによる過去１年間の素材
生産量を記入してください。（間伐のうち素材として
利用したものを含みます）

　素材生産量
　　うち、立木買いによる

53 農林業経営体 【16】１

【16】 過去１年間の林産物の販売
１　過去１年間の林産物の販売金額（売上高）の合計
について、該当するもの１つに必ず記入してください。
　販売なし
　林産物の販売あり
　　15万円未満
　　15～50万円未満
　　50～100万円未満
　　100～200万円未満
　　200～300万円未満
　　300～500万円未満
　　500～700万円未満
　　700～1,000万円未満
　　1,000～1,500万円未満
　　1,500～2,000万円未満
　　2,000～3,000万円未満
　　3,000～5,000万円未満
　　5,000万～１億円未満
　　１～３億円未満
　　３～５億円未満
　　５億円以上
　　　「５億円以上」の場合は、金額も記入してくださ
い。

【15】 林産物の販売
１　過去１年間の林産物の販売金額（売上高）の合
計について、該当するものに○を記入してください。
　
　販売なし

　15万円未満
　15～50万円未満
　50～100万円未満
　100～200万円未満
　200～300万円未満
　300～500万円未満
　500～700万円未満
　700～1000万円未満
　1000～1500万円未満
　1500～2000万円未満
　2000～3000万円未満
　3000～5000万円未満
　5000万～１億円未満
　１～３億円未満
　３～５億円未満
　５億円以上
　　「５億円以上」の場合のみ販売金額を記入してく
ださい。

55 農林業経営体 【17】１

【17】過去１年間の林業作業の受託（請け負い）
１　 過去１年間の林業作業の受託（立木買いによる
素材生産を含む）による料金収入について、該当する
もの１つに必ず記入してください。
　受託（請け負い）料金収入なし
　林業作業の受託（請け負い）あり
　　15万円未満
　　15～50万円未満
　　50～100万円未満
　　100～200万円未満
　　200～300万円未満
　　300～500万円未満
　　500～700万円未満
　　700～1,000万円未満
　　1,000～1,500万円未満
　　1,500～2,000万円未満
　　2,000～3,000万円未満
　　3,000～5,000万円未満
　　5,000万～１億円未満
　　１～３億円未満
　　３～５億円未満
　　５億円以上
　　　「５億円以上」の場合は、金額も記入してくださ
い。

【16】林業作業の受託
１　 過去１年間の林業作業の受託（立木買いによ
る素材生産を含む）による料金収入について、該当
するものに○を記入してください。
　収入なし

　15万円未満
　15～50万円未満
　50～100万円未満
　100～200万円未満
　200～300万円未満
　300～500万円未満
　500～700万円未満
　700～1000万円未満
　1000～1500万円未満
　1500～2000万円未満
　2000～3000万円未満
　3000～5000万円未満
　5000万～１億円未満
　１～３億円未満
　３～５億円未満
　５億円以上
　　「５億円以上」の場合のみ受託料金収入を記入
してください。
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56 農林業経営体 【17】２

２　過去１年間によそから受託した（請け負った）林業
作業の実面積を記入してください。
　実面積
　　植林
　　下刈り等
　　間伐
　　　切捨間伐
　　　利用間伐
　　主伐
　　　受託
　　　立木買い

２　過去１年間の林業作業の受託面積を記入してく
ださい。
　

　　植林
　　下刈りなど
　　間伐
　　　切捨間伐
　　　利用間伐
　　主伐
　　　受託
　　　立木買い

58
農山村地域

（農業集落用）
【１】

【１】立地条件等（最も近いDID（人口集中地区）及び
生活関連施設までの所要時間）
　農業集落の中心地から、最も近いDIDの中心地に
ある施設及び生活関連施設までの所要時間で該当
するものひとつに○を付けて下さい。

【１】立地条件等
　農業集落の中心地から、最も近いDID（人口集中
地区）の中心地までの所要時間で該当するものひ
とつを○で囲んで下さい。

59
農山村地域

（農業集落用）
【３】１

【３】農業集落内での活動状況
１　寄り合いの開催状況
　この農業集落内では、過去１年間に「寄り合い（集
会、常会、会合等）」が開催されましたか。開催がある
場合は「ある（回数）」欄に開催回数を記入し、寄り合
いの議題について、該当するものすべてに○を付け
て下さい。

【３】農業集落内での活動状況
１　寄り合いの開催状況
　この農業集落内において、過去１年間に「寄り合
い」が開催されましたか。開催がある場合は「ある
（回数）」欄に開催回数を記入し、寄り合いの議題に
ついて、該当するものすべてを○で囲んで下さい。

61
農山村地域

（農業集落用）
【３】２

２　実行組合の有無
　この農業集落には、集落内の農業生産に関する連
絡・調整、活動などの役割を担っている組織（実行組
合）がありますか。いずれかに○を付けて下さい。

２　実行組合の有無
　この農業集落には、実行組合がありますか。該当
するものひとつを○で囲んで下さい。

62
農山村地域

（農業集落用）
【３】３

３　地域資源の保全
　この農業集落には、以下の地域資源がありますか。
　「地域資源がある」場合で保全しているときは、保全
に取り組む者の範囲について「農業集落単独」、「複
数の農業集落」のいずれかに○を、保全していないと
きは「保全していない」に○を付けて下さい。
　また、地域資源がない場合は、「地域資源がない」
に○を付けて下さい。

３　地域資源の保全
　この農業集落において、以下の地域資源（農地、
森林、ため池など）がありますか。
　全ての地域資源について　「地域資源がある」場
合、その地域資源を「保全している」、「保全してい
ない」のいずれかに○を付けて下さい。
　また、「地域資源がない」場合は、「地域資源がな
い」に○を付けて下さい。
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