
は じ め に

この報告書は、平成２２年２月１日現在で実施された「２０１０年農林業センサス」の

調査結果のうち「農林業経営体調査」の滋賀県分の概要をとりまとめたものです。

農林業センサスは、基幹統計調査として我が国農業の基本構造の現状とその動向を明ら

かにすることを目的に農林水産省が都道府県、市町を通じて実施しているものであり、農

林業に関する最も基本的で大規模な調査です。

農林業は、食料の安定供給や林産物の供給のほか国土・環境保全等の多面的な機能を持

っていますが、近年は従事者の高齢化や担い手不足による農地の減少、山林の手入れ不足

等のさまざまな課題をかかえています。

これらの諸問題に対応するため、「食料・農業・農村基本法」および「森林・林業基本

法」の基本理念に基づき、戸別所得補償制度の創設、農業の６次産業化の推進、適切な森

林施業の確保等、各種施策が展開されています。

「農林業センサス」はこれらの施策を実施する際の基本的な指標として必要不可欠なも

のとなっています。さらに、各自治体や地域で、農村地域の整備などの町づくり村づくり

に必要な資料としての役割も期待されています。

関係各位の皆様に、この調査結果を幅広く御活用いただければ幸いです。

なお、このセンサスの実施にあたり、多大の御協力をいただきました農家や林家の方々、

農林業関係者をはじめ、調査員、指導員ならびに市町等の関係各位に対し厚く御礼申し上

げますとともに、今後とも一層の御協力を頂きますようお願いいたします。

平成２４年３月

滋賀県総合政策部長 西 嶋 栄 治
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