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３　農林水産業の姿

土地利用と気象

本県経済の中での位置付け

○本県は県土のうち農地面積が16％、森林面積が66％を占める緑豊かな県です。
○気象は、四季がはっきりしており、複雑な地形や海流の影響により、地域によって大きな差があります。
○�日本海側に位置している津軽地域は、夏は比較的好天に恵まれますが、冬は大陸からの冷たい季節風の
影響により雪が多く降ります。
○�太平洋側に位置している県南地域は、オ
ホーツク海に発達する高気圧の影響によ
り、春の終わりから夏にかけて冷たいヤ
マセ（偏東風）が吹きますが、冬は晴天
の日が多く雪が少なくなっています。

■土地利用（令和２年）� （単位：ha）

土地面積 964,600 （100％）
農　地 149,800 （16％）
森　林 632,309 （66％）
その他 182,900 （19％）

出典：��全国都道府県市町村別面積調、耕地及び作付面積統計、
　　　青森県森林資源統計書

○�本県の全産業の就業人口に占める農林漁業人口の割合は11.8％と全国平均の3.9％に比べ高い水準と
なっています。
○�平成30年度の県内総生産に占める農林水産業の割合は4.7％で、うち農業は4.0％、林業は0.1％、水産
業は0.7％となっています。
○�平成30年の本県の農業産出額は3,222億円で、全国で第７位、東北で第１位（15年連続）となっています。

■就業人口に占める農林漁業人口の割合（平成30年度） ■県内総生産（平成30年度）� （単位：億円）
区　　　分 生産額（名目）
県　全　体 43,744 （100.0）
農林水産業 2,077 （4.7）

農　業 1,760 （4.0）
林　業 29 （0.1）
水産業 288 （0.7）

（　）内は構成比率（％）　　出典：青森県県民経済計算

■本県の産出額構成比
　（平成30年）

■農業産出額及び食料品・飲料等製造業の出荷額
� （単位：億円）
区分 農業産出額 食料品・飲料等製造業の出荷額

平成２年 3,270 4,691
７　 3,193 4,547
12　 2,648 3,921
17　 2,797 3,506
22　 2,751 3,941
27　 3,068 4,543
29　 3,103 4,766
30　 3,222 4,912

令和元　 3,138 －
出典：生産農業所得統計、青森県の工業

青森県 645千人
11.8％

（76千人）

3.9％
（2,673千人）

96.1％
（66,117千人）

88.2％
（569千人）

全国 68,790千人

出典：青森県県民経済計算、国民経済計算

出典：�生産農業所得統計、林業所得
統計、漁業・養殖業生産統計

農林水産業
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農林水産業の生産概要
○�県内では、米や、全国の生産量の半分を占める
りんご、全国一の生産量を誇るにんにく、ごぼう
などの野菜のほか、様々な畜産物などの生産が
行われ、多様な農業が各地で展開されています。
○�農業産出額は、果実、畜産物、野菜、米の順で
多く、果実は全国第１位、野菜は東北一です。
○�木材の県内生産量は全国第７位の約1,097千㎥
となっており、戦後に植林したスギが本格的に
利用可能な時期を迎えています。
○�海面漁業・養殖業の総生産量は全国で第６位、
総産出額は第７位となっています。

■農産物（令和元年）
区　分 作付面積 生産量 産出額
米 45,000ha 282,200t 596億円

り ん ご 20,500 409,800 869　　
特産果樹 － － 45　　
野 菜 14,297 388,068 642　　
花 き 93 17,207

（千本、千鉢） 16　　
工芸作物 － － 38　　
そ の 他 － － 47　　
計 2,253　　

出典：農林水産省統計より作成、花きは県農産園芸課
※野菜（いも類含む）の作付面積、生産量は主要20品目※花きの生産量は出荷量

■畜産物（令和２年２月１日現在）
区　分 飼養頭羽数 産出額（30年）
乳用牛 11,800頭 91億円
肉用牛 53,700頭 162　　
豚※ 351,800頭 221　　

鶏※ 5,186千羽（採卵鶏：成鶏めす）
6,943千羽（ブロイラー） 399　　

その他 － 13　　
計 － 885　　

　　　※令和２年は農林業センサス実施年のため、調査を中止している
　　　※豚及び鶏は平成31年2月1日現在

出典：畜産統計、生産農業所得統計

■林産物（平成30年）
区　分 生産量 産出額

木 材 1,097千㎥ 96億円
き の こ 561t 4　　
その他林産物 － 1　　

計 － 101　　
出典：青森県特用林産物生産調査、木材需給報告書、県林政課

■水産物（海面）（平成30年属人）
区　分 生産量（漁獲量＋収穫量） 産出額（漁業＋養殖業）

ホタテガイ 85,473�t 139億円
イ カ 類 17,931�t 105　　
サ バ 類 18,837�t 22　　
イ ワ シ 類 14,818�t 6　　
タ ラ 類 3,318�t 11　　
そ の 他 34,935�t 266　　

計 175,312�t 549　　
出典：漁業・養殖業生産統計年報

�１　りんごの生産量� 第１位　元年
�２　にんにくの生産量� 第１位　元年
�３　ごぼうの生産量� 第１位　元年
�４　果樹の栽培面積� 第１位　元年�
�５　豚の１戸当たりの飼養頭数� 第１位��31年
�６　採卵鶏の１戸当たりの飼養羽数� 第１位��31年
�７　ながいもの生産量� 第２位　元年
�８　西洋なしの生産量� 第３位　元年
�９　だいこんの生産量� 第３位　元年
10　かぶの生産量� 第３位　元年
11　食料自給率（生産額ベース）� 第３位��30年
12　たばこ耕作面積� 第４位　元年
13　牧草地面積� 第４位　元年
14　食料自給率（カロリーベース）�第４位��30年
15　耕地面積� 第４位　元年
16　にんじんの生産量� 第４位　元年
17　ブロイラーの飼養羽数� 第４位��31年
18　メロンの生産量� 第５位　元年
19　ばれいしょの生産量� 第８位　元年
20　ピーマン� 第８位　元年
21　ねぎの生産量� 第10位　元年

�１　ヒバ蓄積量� 第１位　29年
�２　スギ人工林面積� 第４位　29年
�３　素材（丸太）生産量� 第７位　30年
�４　森林面積� 第９位　29年

�１　アカイカの漁獲量� 第１位�
�２　シラウオの漁獲量� 第１位
�３　ワカサギの漁獲量� 第１位
�４　コイの漁獲量� 第１位
�５　ウグイ・オイカワの漁獲量� 第１位
�６　ホタテガイの生産量� 第２位
�７　スルメイカの漁獲量� 第２位
�８　シジミの漁獲量� 第２位
�９　クロマグロの漁獲量� 第２位
10　コンブ類の漁獲量� 第２位
11　ヒラメの漁獲量� 第３位
12　サケ・マス類の漁獲量� 第３位
13　ウニの漁獲量� 第３位

農業の全国ランキング

林業の全国ランキング

水産業の全国ランキング（平成30年）
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