
８　水稲直播栽培の実施状況

（単位：ha、戸）

地
区
名

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数 面積 戸数

村　山 134．6 134 113．2 102 158．0 153 214．1 181 318．8 219 363．6 236 409．2 256 405．1 242 391．6 226 371．8 216

最　上 69．0 55 74．1 70 69．2 69 78．6 69 150．3 131 237．3 171 265．0 190 285．9 194 298．0 193 290．0 186

置　賜 113．7 68 105．0 66 109．7 88 152．6 98 183．0 104 227．6 129 277．5 145 308．7 149 350．2 155 377．2 168

庄　内 986．8 577 1，041．0 632 1，115．8 715 1，336．5 758 1，442．3 822 1，537．5 822 1，662．7 784 1，694．8 763 1，691．9 751 1，714．1 685

県　計 1，304．1 834 1，333．3 870 1，452．7 1，025 1，781．8 1，106 2，094．4 1，276 2，366．0 1，358 2，614．4 1，375 2，694．5 1，348 2，731．7 1，325 2，753．1 1，255

資料：山形県農業技術環境課「気象経過と農作物の生育概況」
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