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６　水 稲 も ち の 地 域 別

平　成　27　年　産 平　成　28　年　産 平　成　29　年　

地域 順　位 品　　種 面　積 シェア 品　　種 面　積 シェア 品　　種 面　積

県

計

１　位 ヒメノモチ 1，399 74．2 ヒメノモチ 1，551 74．0 ヒメノモチ 1，449

２　位 でわのもち 195 10．3 でわのもち 200 9．6 でわのもち 196

３　位 こゆきもち 133 7．1 こゆきもち 166 7．9 こゆきもち 170

その他 158 8．4 178 8．5 161

計 1，885 100．0 2，095 100．0 1，976

村

山

１　位 ヒメノモチ 252 ヒメノモチ 277 ヒメノモチ 271

２　位 こゆきもち 21 こゆきもち 29 こゆきもち 30

その他 47 54 50

計 320 17．0 360 17．2 351

最

上

１　位 ヒメノモチ 925 ヒメノモチ 1，045 ヒメノモチ 960

２　位 こゆきもち 45 こゆきもち 63 こゆきもち 65

その他 45 50 51

計 1，015 50．4 1，158 55．3 1，076

置

賜

１　位 ヒメノモチ 169 ヒメノモチ 173 ヒメノモチ 161

２　位 こゆきもち 54 こゆきもち 61 こゆきもち 62

その他 40 40 32

計 263 14．0 274 13．1 255

庄

内

１　位 でわのもち 188 でわのもち 193 でわのもち 187

２　位 ヒメノモチ 53 ヒメノモチ 57 ヒメノモチ 56

その他 46 54 51

計 287 17．4 304 14．5 294

注：１）作付面積は、10ａ以上の作付生産者の申告面積。
　　２）四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。
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・ 品 種 別 作 付 面 積

単位 面　　積：ha
　　 シ ェ ア：％

兼
牽
験

産 平　成　30　年　産 令　和　元　年　産 令　和　２　年　産

シェア 品　　種 面　積 シェア 品　　種 面　積 シェア 品　　種 面　積 シェア

73．3 ヒメノモチ 1，209 71．0 ヒメノモチ 1，083 70．8 ヒメノモチ 1，056 70．5 

9．9 でわのもち 187 11．0 でわのもち 172 11．2 でわのもち 179 11．9 

8．6 こゆきもち 154 9．0 こゆきもち 140 9．2 こゆきもち 133 8．9 

8．2 154 9．0 134 8．8 130 8．7 

100．0 1，704 100．0 1，529 100．0 1，498 100．0 

ヒメノモチ 229 ヒメノモチ 213 ヒメノモチ 212

こゆきもち 31 こゆきもち 22 こゆきもち 16

50 42 40

17．8 310 18．2 277 18．1 268 17．9 

ヒメノモチ 801 ヒメノモチ 710 ヒメノモチ 692

こゆきもち 60 こゆきもち 57 こゆきもち 54

49 41 40

54．5 910 53．4 808 52．8 786 52．5 

ヒメノモチ 140 ヒメノモチ 122 ヒメノモチ 118

こゆきもち 51 こゆきもち 53 こゆきもち 54

28 27 23

12．9 219 12．9 202 13．2 195 13．0 

でわのもち 177 でわのもち 165 でわのもち 174

ヒメノモチ 39 ヒメノモチ 37 ヒメノモチ 34

49 41 40

14．9 265 15．6 243 15．9 248 16．6 

（山形県県産米ブランド推進課調べ）
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