
米づくりに最適な土、水、気候に恵まれ、古くから稲作が

行われてきた京丹後市。市内全域では2,720haの水稲が作付

され、その大部分では、生産者こだわりの高品質なコシヒカ

リが栽培されています。さらに、新種のミルキークインは、炊

飯後、冷めても硬くなりにくく、時間が経過してもおいしく

食べられるため、今後注目の品種です。

そのほか、味に定評のある黒豆や、砂丘地や丘陵地では

梨、柿、桃、ぶどうなどの果実、メロン、さつまいもがつくら

れています。これらは、「京丹後産」としてのブランド化が図

られるとともに、春には桃・梨の花が美しく咲き、秋にはぶ

どう狩りや梨狩りが楽しめるなど、季節とともに移り変わる

まちの風物詩でもあります。全国に誇る京丹後ブランドは、

地域の人々の知恵と汗によって、丁寧に生み出されるのです。

産業…農林業 Industry ― Agriculture and forestry

肥沃な大地、清らかな水、やさしく降り注ぐ陽光、そして地域の人々の心を込めた世話。京丹後の農産物は、さまざまな栄養素を取り込みな
がら、毎日少しずつ、少しずつ成長し、やがて品質高い京丹後ブランドとして、全国に届けられていく。

In a city blessed with ideal land, water, and a climate for growing rice, there are 2,720 hectares of rice paddies planted throughout the city, the majority
of which consist of high-quality Koshihikari rice. Recent years have seen considerable attention drawn to Milky Queen, a variety of rice that does not
harden easily and remains delicious even after the rice is cooked and allowed to cool. In addition, black soybeans, pears, persimmons, peaches, grapes,
melons, other fruits, and sweet potatoes with an established reputation for taste are also grown. The Kyotango brand, which is thus renowned
throughout Japan, is carefully nurtured by the local people.

Cultivating the Kyotango brand 
from the ground up

主要な産業として古くから行われてきた米づくり。丹後のコシヒカ

リは、日本穀物検定協会
※
による食味ランキングで、平成15年、平成

16年と２年連続で最高位「特A」にランクされました。これは、有名

な新潟県魚沼産コシヒカリと並ぶ最高の品質であることを意味します。

日本一の旨み

●丹後のコシヒカリ

高糖度・高品質ブランド

●京たんご梨

Tango Koshihikari rice—the tastiest variety of rice in Japan 
Koshihikari is a superior variety of rice, having been graded Special A in terms of flavor
rankings in 2003 and 2004 by the Japan Grain Inspection Association.

大玉で、甘くてみずみずしい味わいが人気の京たんご梨。高糖

度・高品質には定評があり、京のブランド産品に認定されています。

新品種「ゴールド二十世紀梨」のうち、糖度センサーによる糖度が

11.5度以上のものだけが選別され、「京たんご梨」と呼ばれます。市

内に広がる約100haの果樹園では、梨狩りも実施しています。

Kyotango pears: high sugar content and a high-quality brand 
Popular for their large size and sweet juicy taste, Kyotango pears are certified as an
official Kyoto-branded product.

※：日本穀物検定協会とは 米・麦などの穀物をはじめ、農作物や食品における品質や安全性を公正に検査、検定する第三者検定機関です。炊飯

した白飯を実際に試食し、基準米と比較して、特A：味が特に良い、A：良好、A'：同等、B：やや劣る、B'：劣る、とし

て評価しています。

Industry
産　業 



農業の大規模経営
１haという大区画整備された農地が広がる丹後の竹野沖田地区。

平成16年に丹後地域初の大区画ほ場が完了し、現在は、ラジコンヘリ

コプターによる種まきや薬剤散布、担い手への農地集積が進み、大規

模経営を展開、経営コストの低減を実現しています。

Large-scale farming operations
The Takeano-Okita area of Tango is home to a one-hectare farm set aside as part of
a large zoning development. In 2004, the first large zoning project in the Tango region
was completed, such that cuts in operational costs are being realized through large-
scale operations.
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4,7591,565626494540693841
1,468537174113161195288
1,05834514581104181202
4,7801,629567468447718951
4671636571466557
4,2921,402561423494628784
12,0654,0761,5121,1561,2521,7872,282

農業就業人口 

 

仕事に従事しなかった人 
その他の仕事だけに従事した人 

その他の仕事が主の人 
自営農業が主の人 自営農業とその他の 

仕事に従事した人 

自営農業にだけ従事した人 
15歳以上の世帯員 

就業状態別 
世帯員数 

（販売農家） 

7,3002,4379076857751,0961,400
7,1592,4059056857491,0421,373
14,4594,8421,8121,3701,5242,1382,773
9,8543,2281,2141,0631,1831,4571,709

女 
男 
計 
女 

うち 
販売農家 

総農家 男 9,6053,1611,1931,0381,1401,3811,692

 

世帯員数 

計 19,4596,3892,4072,1012,3232,8383,401
合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 

●農家人口（世帯員数） 

（資料：平成12年世界農林業センサス） 

1,255386148204188174155
3,2711,083419335328490616
311― ― ― 1

197463721353127
7016116131311
12143108142125
190611712253936
4741716336427587
1,346462171130102198283
87028310912297113146

自給的農家 
計 
例外規定 
3.0ha以上 
2.5ha～3.0ha
2.0ha～2.5ha
1.5ha～2.0ha
1.0ha～1.5ha
0.5ha～1.0ha
0.3ha～0.5ha

総農家数 

 

 

 

販売農家 

 
4,5261,469567539516664771
合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 

●経営耕地規模別農家数 

（資料：平成12年世界農林業センサス） 

657― 12― 3115
102― 2― 24
33― 258― ― ― 
2― 11― ― ― 
17― 611― ― ― 
2― 11― ― ― 
23― 167― ― ― 
4― 31― ― ― 

77,2949,71016,0554926,3717625,033
65235941212
4― 22― ― ― 
2― 11― ― ― 

87738342277178438
3981311412
5873565234604― 

群数 
飼養戸数 

蜂蜜 

羽数 
飼養戸数 

うさぎ 

頭数 
飼養戸数 

やぎ 

羽数 
飼養戸数 あいがも・ 

あひる 

羽数 
飼養戸数 

にわとり 

頭数 
飼養戸数 

馬 

頭数 
飼養戸数 

肉用牛 

頭数 
飼養戸数 

乳用牛 

 
1212171― 

合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 

●家畜飼養戸数と飼養頭羽数 

（資料：平成16年2月1日京都府畜産課） 

5,512,0631,649,579711,778733,281931,239781,578704,608

33,683.219,757.664,780.504,646.294,992.184,935.644,570.94

371,514110,89194,05652,52652,25031,50430,287

2,376.61609.71666.38341.66297.25259.52202.09

107,1656,18779,81224416,840144,068

1,184.5244.29995.701.87112.160.1130.39

5,990,7421,766,657885,646786,0511,000,329813,096738,963

蓄積（m2） 
面積（ha） 

私有林 

蓄積（m2） 
面積（ha） 

公有林 

蓄積（m2） 
面積（ha） 

国有林 

蓄積（m2） 
面積（ha） 

総 数  

 
37,244.3410,411.666,442.584,989.825,401.595,195.274,803.42

合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 

●所有別森林面積および蓄積 

（資料：平成16年4月1日京都府林業統計） 

樹園地 

販売農家 
549131102381686941畑 
3,054916419321291526581田 
3,7021,119521364481595622計 
10674162311樹園地 
587142105441777346畑 
3,264982445356318557606田 

 合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 
3,9571,198551406518631653計 

総 農 家  

（資料：平成12年農林業センサス） 

●経営耕地面積 （単位：ha） 

［ 資 料 編 ］


