
平成３０～令和元年度（２０１８～２０１９年度）

熊本県農業動向年報

熊本県農林水産部

©2010 熊本県くまモン 

平
成
30
～
令
和
元
年
度(

２
０
１
８
～
２
０
１
９
年
度)

 

熊
本
県
農
業
動
向
年
報　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
農
林
水
産
部

発 行 者：熊本県

所　　属：農林水産政策課

発行年度：令和２年度



は じ め に

ここに、平成 ～令和元年度（ ～ 年度）の熊本県農業動向年

報を発行いたします。

本年報は、最近の本県における農業構造、農家経済及び農業生産の動

向等について取りまとめたものですので、業務等に御活用いただければ

幸いに存じます。

また、年報の作成にあたって、貴重な資料を提供していただきました

九州農政局統計部をはじめ関係機関の方々に対し、厚く御礼申し上げま

す。

令和２年（２０２０年）６月

熊本県農林水産部
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