
第２回食料・農業・農村政策審議会統計部会 議事録  

   

１ 日 時  平成１４年３月２７日（水）１４：４５～１６：００  

２ 場 所  第１特別会議室  

３ 議 題  

(1) 平成 14年産水稲 10ａ当たり平年収量について  

  ア 諮問の説明  

  イ 農作物平年収量小委員会の報告  

  ウ 答申案の説明・質疑応答  

  エ 答申  

(2) 農林水産統計情報の現状と課題について  

  ア 事務局説明  

  イ 意見交換  

   

４ 出席者  委員：甲斐 諭（部会長）、堀江 武  

臨時委員：秋田 重誠、安倍 澄子、石川 郁子、鵜飼 保雄、佐藤 洋一郎、高見 晋一、堀口 健治、三浦 洋

子、矢口 芳生  

専門委員：大曽根 義克、加瀬 和俊、廣吉 勝治、餅田 治之、山本 博一  

当省からは、遠藤副大臣、林統計情報部長、伊藤統計調整課長、神保企画調整室長、今井生産

統計課長、他統計情報部各課室長等  

５ 議事録  

   

(1) 開会  

伊藤統計調整課長    定刻となりましたので、ただいまから第２回食料・農業・農村政策審議

会  

          統計部会を開催いたします。  

           私、統計調整課長の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

           委員及び臨時委員の皆様方におかれましては、先ほどの農作物平年収量小  

          委員会から引き続きということで、お疲れとは思いますがよろしくお願いし  

          ます。また、専門委員の皆様方には、ご多忙中のところご出席いただき誠に  

          ありがとうございます。  

           なお、遠藤副大臣が出席し、ご挨拶申し上げる予定でございますが、所用  

          により遅れて出席することになりますので、ご承知おき下さい。  

           

(2) 委員紹介     （出席委員の紹介）  

           



伊藤統計調整課長    それでは、以後の議事進行につきましては、甲斐部会長にお願いいた

しま  

          す。  

           甲斐部会長、よろしくお願いします。  

(3) 部会長挨拶     

甲斐部会長      本日の議題は２点でございます。１点目は本部会での審議事項として「平  

          成１４年産水稲 10ａ当たり平年収量について」の諮問・答申について、２点  

          目は「農林水産統計情報の現状と課題」についての説明とこれについての意  

          見交換を予定しております。  

           議事に入ります前に、本日は、遠藤副大臣がご出席される予定となってお  

          ります。都合により遅れておりますが、お見えになられた時点でご挨拶をい  

          ただきたいと思います。  

           まず最初に林統計情報部長よりご挨拶をよろしくお願いします。  

(4) 統計情報部長    

 挨拶        

林統計情報部長    第２回食料・農業・農村政策審議会統計部会の開催に当たりまして一言

ご  

          挨拶申し上げます。  

           委員の皆様方におかれましては、ご多用中のところご参集いただきまして  

          厚く御礼申し上げます。  

           まず、本日の部会におきましてご審議をお願いする水稲の平年収量につい  

          てでありますが、これについては、現在適用している平年収量は、平成１２  

          年産から１４年産までの平年収量（全国値で５１８kg／１０ａ）として、平  

          成１２年３月にこの統計部会の前身であった農林水産統計観測審議会統計部  

          会に諮問をし答申を得たものであります。しかしながら、現在の平年単収に  

          つきましては、最近作況指数が連続して百を上回っているのは、平年単収の  

          水準が実態より低く設定されているためではないか、また、こうしたことが  

          市況にも悪影響を及ぼす恐れがあるのではないかとして、より正確な平年単  

          収の算定を行うべきとの指摘がなされておりました。このため、より精度の  

          高い算定方法を検討するために平成１３年２月に学識経験者等で構成する「水  

          稲平年収量等に関する研究会」を設置し、１３年７月に提言を受けたところ  

          であります。この研究会の提言に基づき、１４年産予想単収を１３年産確定  

          単収に基づき算出した結果、全国値で 10ａ当たり４kg程度引き上げる水準  

          （全国値で５２２kg／１０ａ）となりました。このため、農林水産大臣から  

          食料・農業・農村政策審議会に諮問があり、本部会でご審議の上、答申をい  

          ただきたいと存じます。  



           次に、農林水産統計情報の現状と課題についてでありますが、現在、農林  

          水産統計情報については、新たな基本法の下での農林水産施策全般の改革

や  

          農林水産業、関連産業の実態、更には消費者のニーズに即して、ＩＴ化の進  

          展に対応した公表・提供形態の改善等も含め、現在、抜本的な見直しを進め  

          ているところであります。  

           本日は、農林水産統計情報の現状とその直面する課題につきましてご説明  

          させていただいた上で、皆様方からのご意見をいただき、今後の統計情報業  

          務の見直しに反映させてまいりたいと考えております。なお、統計部会には、  

          統計や情報の体系整備に関する事項を調査審議するための「体系整備小委員  

          会」が設けられておりますので、本件については今後改めてその小委員会で  

          検討をお願いすることを考えております。  

           委員の皆様方には、これまでのご尽力に対しまして重ねて御礼申し上げま  

          すとともに、今後とも農林水産統計情報について引き続きご指導、ご鞭撻を  

          いただきますようお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。  

(5) 議事        

甲斐部会長      ありがとうございました。  

           次に資料の確認と本部会における「平成１４年産水稲 10ａ当たり平年収量」  

          の決定の位置付けについて事務局の方でお願いします。  

           

神保企画調整室長    それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。  

           資料 No.１から７まで配付しておりますので、御確認ください。  

           なお、資料 No.１～６につきましては、先ほど開催された農作物平年収量小  

          委員会にご出席された委員の方々に対してはすでに配布致しております。  

           よろしいでしょうか。  

           続いて、本部会における議決の位置付けについてですが、「平成１４年産水  

          稲 10ａ当たり平年収量」につきましては、本部会の前身である農林水産統計  

          観測審議会において、平成１２年産から平成１４年産までの水稲 10ａ当たり  

          収量として決定されておりました。しかし、近年の生産の動向等を踏まえ、  

          変更することが必要となっており、改めて農林水産大臣から食料・農業・農  

          村政策審議会に対して諮問することとしたということであります。本件につ  

          いては、食料・農業・農村政策審議会令第七条第六項の規程により「審議会  

          は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすること  

          ができる。」と定められておりますので、審議会の議決となることを申し上げ  

          ます。  

           



甲斐部会長      ただいま事務局よりご説明いただきましたとおり、本部会の議決は審議会  

          の議決ということになります。  

           また、本日の案件につきましては、食料・農業・農村政策審議会の今村会  

          長より、統計部会において議決するようご指示をいただいておりますのでよ  

          ろしくお願いいたします。  

           それでは、まず、本日の第一の議題であります「平成１４年産水稲 10ａ当  

          たり平年収量について」ご審議していただきたいと思います。  

           諮問文書の朗読及び諮問事項についての説明をお願いします。  

           

今井生産統計課長    生産統計課長の今井でございます。諮問文を朗読します。  

           武部農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会会長 今村奈良臣殿あて  

          です。  

           本文。作物統計調査に適用する全国作物統計調査に適用する全国及び都道  

          府県別の平成１４年産水稲 10ａ当たり平年収量を別紙のとおりとすることに  

          ついて、貴審議会の意見を求める。  

           別紙。平成１４年産水稲 10ａ当たり平年収量。全国が５２２kgであり、  

          北海道の５２８kgから沖縄の３１７kgまで各都道府県別の内容となってお  

          ります。  

           以上が諮問であります。  

           続きまして、諮問事項について資料 No.１～６でご説明申し上げます。  

           （資料に基づき説明）  

           

甲斐部会長      議事の途中ではありますが、遠藤副大臣がおみえになられましたので、ご  

          挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。  

(6) 副大臣挨拶     

遠藤副大臣      ありがとうございます。  

           委員の皆様におかれましては、農林水産省の所管する様々な分野において、  

          とりわけ統計と情報の分野についてご意見やご指導賜っておりますことに厚  

          く御礼申し上げます。  

           私、本日は公務により他出しており今戻って参りました。平年単収につい  

          てのご説明がちょうどなされていたようですが、作況指数については、現場  

          の実態と数値の乖離がいろいろ取りざたされているところであります。いろ  

          いろ問題とかこれまでの経緯などあるかとは思いますが、今後の見直し等の  

          方向も含めよろしくご審議頂きたいと思います。  

           また、申し上げるまでもなく食料・農業・農村基本計画に基づいて我が省  

          では様々な施策を推進しておりますし、昨年、国会を通過させていただきま  



          した森林・林業基本法や水産基本法などに基づきそれぞれの施策を展開して  

          おるところでございます。  

           大きな政策的転換、あるいは、構造改革が求められている時、一番大事な  

          のは統計であろうと思います。また、これまで蓄積されてきた情報であると  

          思います。ところが現場の声を聞いてみますと、統計情報組織の統廃合によ  

          って大変なのが実態でございまして、こうしたものは人的資源によるところ  

          も大きいわけですから、改革、改革で進む中にあってもこの人的資源をどう  

          活かしていくかが将来の大きなテーマであると考えます。  

           私は農林水産省ホームページ等統計情報部の情報システムを通じて現場の  

          意見・情報を頂いております。第一線現場の職員が、町役場の課長や役員の  

          方々、ＪＡその他農業団体関係者、一般の消費者から生産者に至るまでの様  

          々な方々の意見や声を聞き取ってきたことが全部報告されているわけです。  

          私は必ず毎朝見ておりまして、必要があれば、私の名前で返事を差し上げて  

          いますが、こういう困難の時期だからこそ農林水産行政として系統だった対  

          応をしていくためにも、統計情報というものは非常に大事であると痛感して  

          いる者の１人であります。  

           どうか皆様方におかれましては、今後とも農業、農政を支える統計情報と  

          していろいろご指導賜りたいとお願い申し上げまして挨拶に代えさせていた  

          だきます。ありがとうございました。  

           

甲斐部会長      続きまして、本部会の下に設置されております農作物平年収量小委員会

で  

          先ほど審議されておりますので、その報告を秋田小委員長からお願いいたし  

          ます。  

           

秋田小委員長     本部会から農作物平年収量小委員会に付託されました「平成１４年産水

稲 10  

          ａ当たり平年収量」についての審議結果を報告いたします。生産統計課長か  

          らの説明がありましたことについて小委員会において慎重に審議したところ、  

          小委員会の中で出された主な意見としては、品種の交代による収量への影響  

          が出ているのではないか、あるいは、気象効果の算出については現行の主成  

          分分析でもよいのではないか等の意見が出されました。  

           これらについて慎重に審議した結果、当小委員会としては事務局の提案に  

          対して妥当であるといたしました。以上、報告いたします。  

           

甲斐部会長      ありがとうございました。  



           それではこれから質疑に入りたいと思います。どなたからでもどうぞ。  

           

           （特に質問、意見なし）  

           

甲斐部会長      質問等ございませんので、小委員会の報告を踏まえた上で、これよりお配  

          りする答申案にまとめていきたいと思います。  

           事務局は委員の皆さんに答申案を配布願います。  

           

           （事務局、答申案配布）  

           

甲斐部会長      答申案を読み上げますのでご了知願います。  

           農林水産大臣 武部勤 殿。食料・農業・農村政策審議会会長 今村奈良臣。  

          答申。平成１４年３月２７日付け１３統計第 1463号をもって諮問のあった平  

          成１４年産水稲 10ａ当たり平年収量については、これを妥当と認める。  

           以上でございます。委員の皆さんよろしいでしょうか。  

           

           （全委員異議なし）  

           

甲斐部会長      それでは、これより答申を遠藤副大臣に手交します。  

           

            （甲斐部会長から遠藤副大臣に手交）  

            【遠藤副大臣退室】  

           

甲斐部会長      次に第２の議題であります「農林水産統計情報の現状と課題」について議  

          事を進めさせていただきます。  

           なお、本件については、統計その他の情報の体系整備に関する事項を調査  

          審議するため本部会に設置しております体系整備小委員会において検討を深  

          めていくこととしております。  

           

林統計情報部長    （資料 No.７に基づき「農林水産統計情報の現状と課題」について説明）  

           

甲斐部会長      ありがとうございました。ただいまのご説明いただきましたことにつきま  

          して、ご質問なり、ご意見をお願いします。  

           

堀口臨時委員     若干のお願い事があります。１つ目は、資料の５～７頁について、農業組  

          織経営体経営調査がありますが、例えば農業経営統計調査の米生産費統計と  



          では、必ずしも勘定科目が合わない。スケールメリットを比較したくても分  

          析ができない。必ずしも全部合わせる必要はないかもしれないが大変重要な  

          統計だと思うので、比較できるように工夫いただけるとかなり利用できる。  

          バランスシートについても、組織経営体を含めて、工夫していただくと構造  

          的な問題がかなりわかるのではないかと思います。  

           ２つ目は、いわゆる土地センサスについて、農業だけでなく日本の土地全  

          体の所有関係等をみる場合に必要だと思います。土地所有を把握するために  

          は全体として土地センサスをやった方がよいと思っております。当委員会の  

          権限の範囲を超えるかもしれませんがご検討いただきたい。  

           

高見臨時委員     今、いろいろな分野で国際化が進んでおりますけど、統計情報について、  

          国際的にどのように対処していかれるのか。２１頁には発展途上国に対する  

          統計整備に関する国際協力の推進などが記述されていますが、これらも含め  

          て国際化に対する対応をどのようになされようとしているのか、既になされ  

          つつあるのか教えてほしいのですが。  

           

林統計情報部長    まず堀口臨時委員の意見に対してですが、経営統計の勘定科目につい

て、  

          ご指摘の点もございますが、私どもとしましてはそれだけでなく、把握する  

          収支などの範囲についても考えなければいけないと思っております。組織経  

          営体についてのお話もございましたが、農家でも法人化しているものもあり  

          ますし、青色申告も普及してきていますが、青色申告で対象としている範囲  

          と私どもの調査で対象としている範囲とでは、例えば、農業共済の掛け金、  

          共済金のように扱いが一致していないものがありましたり、農外収入といい  

          ましても農家あるいは組織経営体が付加価値を付けるために加工をしたい場  

          合には、農業生産の延長上にありますが産業分類からいえば農外収入になり  

          ますが、こうした農業関連収入といえるものも把握していくべきではないか  

          という課題もあります。今のお話も含めいろいろ検討する必要があるのでは  

          ないかと思っております。  

           また、土地センサスについては、作物統計に関する統計審議会の答申にも  

          ありますように、土地面積の把握ということでは、センサスという属人統計  

          と作物統計の土地面積という属地統計と２つあるのですが、農地をより正確  

          に把握するため、面積統計については相互の統計を連携することによって、  

          これらの精度を高めるための取り組みを行っていくつもりであります。  

           次に高見臨時委員からのご質問ですが、私ども１４年度予算の中でＡＳＥ  

          ＡＮとの統計情報協力を考えております。これは、単にセンサスなどの基礎  



          的統計に関するキャパシティビルディングだけではなく、統計情報インフラ  

          をＡＳＥＡＮとして構築していくことについて、ＦＡＯとの連携も含めた、  

          より組織的な協力を考えております。あと、これと密接に関連しての専門家  

          派遣や途上国等国家の養成を進めていくこととしています。  

           

堀口臨時委員     土地の件については、面積を把握することは当然必要だが、それ以上に

私  

          が言いたいのは、農業センサスという範囲を超えてしまうとは思いますが、  

          耕作放棄地も含め、土地の所有関係を農業だけでおさえていると実はグレー  

          ゾーンが出てきて、この部分をどう把握するか、他省庁とも関係してくる。  

          いわゆる土地センサスは所有・利用関係をみるために必要ではないかという  

          ことであります。  

           

林統計情報部長    農業センサスとしてどこまでできるかということであろうかと思います。  

           

矢口臨時委員     実態をより正確に捉えるという意味で統計は非常に大事であると思いま

す。  

          特に２点ほど申し上げたい。  

           １つは、米価や農産物価格が下落すると農家の側では市場へ農協等を通じ  

          て出荷しなくなる。市場外流通が増えてくると、生産物流量をどの程度正確  

          に把握されるのか、これから益々疑わしい状況になってくるのではないかと  

          思います。単に市場に出たものだけを捉えていればよいのか、その辺の統計  

          的工夫が特にこれから大事になると感じます。とりわけ果実の場合、観光農  

          園という形でかなり増えてきて、実際には市場に出回らないで処理されてい  

          るものがある。大産地でない場所ほど観光農園で対応しているので、統計へ  

          の反映をどうやっていくのか、工夫していくのか。  

           もう１つは、集落営農のことが具体的に政策の上で明確に打ち出されてき  

          ているわけですが、集落営農という名称もそうだが、組織体の取り方として  

          どのような概念規定をして捉えていくのか。任意組織だけで集落営農という  

          のか、農事組合法人あるいは有限会社という形で事実上の集落営農とするの  

          か、どのように定義するのか。  

           農林水産省では、かつて行政側の名称としては農業集団というものを昭和  

          ５０年代中ごろから使っていますし、それがいつの間にか消えて集落営農と  

          いう言葉に変わってきているし、当時、ＪＡ関係では地域営農集団なる言葉  

          を用いていたり、その一方で経営基盤強化法の下では農用地利用改善団体と  

          いう名称を使っている。その辺、組織体の取り方としてどのように概念規定  



          を明確にした上で集落営農という問題を捉えていくのか検討する必要がある  

          と思います。  

           また同時に、米価が低下してくると最近では、１集落の枠を超えて数集落  

          に及んでいる状況があり、今やっと集落営農が行政の眼目になってきていま  

          すが、実態はすでにその先を行っています。数集落の広域的な経営が行われ  

          ている。例えば、石川県の松任では、１集落１農場ではなく数集落で再編が  

          始まっているし、安城、十四山（愛知県）では既に１集落では完結できなく  

          なっています。もっと規模を大きくしていかないと低米価へ対応できない、  

          担い手育成もできないということで集落の枠を超えています。その辺の問題  

          も併せて集落営農だけに止まらず、集落を超える部分についてどう考えるの  

          か。事業体調査で把握できるのかどうか分かりませんが、集落営農の統計調  

          査をやるのであれば、その点を考慮していかないと実態を正確に反映した統  

          計にはなり難いと思います。  

           

佐藤臨時委員     ９頁の表に興味を持ったのですが、ここでの「生産」は非常に重要だと思  

          う。「経営」も重要だが、生産分野は国としての生産、食糧需給などの面から  

          重要であります。しかしながらこの９頁のところはどうも統一性がないよう  

          に思う。例えば、作付面積のところでは、主要野菜は１３品目、収穫量は２  

          ６品目であるが、収穫量を作付面積で割って単位面積当たりの収穫量を算出  

          するわけですから、この辺をちゃんと企画から統一して、それぞれの品目ご  

          とに単位面積当たりどのくらいとれているのか、その推移はどうなっている  

          のかが分かるようにすることが重要であると思います。  

           並びにしても、「経営」の方をみますと、八百屋さんのようにいろんなもの  

          が並んでいますが、例えば、バラ科であるとかウリ科であるとか、もう尐し  

          スマートにならないものでしょうか。  

           

甲斐部会長      時間も迫ってきておりますので、まとめて次の方どうぞ。  

           

石川臨時委員     先ほど矢口臨時委員から観光農園のお話が出ましたけれど、やはりイン

タ  

          ーネットによる産直というものが増えてきています。その中で産物がどう動  

          いているのかの把握も、大変難しいとは思いますが、大きな課題ではないか  

          と思います。  

           

安倍臨時委員     ２７頁の新規就農者の把握の充実についてですが、新規就農者のカウン

ト  



          の中に今まで、女性が結婚によって農家に入った場合はカウントしていませ  

          んよね。その辺の新規就農者の考え方、どう捉えていくのかということは非  

          常に弱い部分なのでぜひここはきちんとしていただきたいと思っております。  

           

林統計情報部長    ではまとめてお答えします。  

           まず、矢口臨時委員からの２点についてですが、市場外流通の把握につい  

          ては、現在のところは９頁にもありますように基本的には市場流通で捉えて  

          いる形になっております。１４年度では、産直も把握することとしています  

          が、これからは市場外のものを含めた流通全体の姿をどこまで取れるのか工  

          夫してみたいと考えております。その関連で申しますと、観光農園だとか石  

          川臨時委員からありましたインターネット産直などが生産段階でどうしたら  

          把握できるのか工夫してみたいと思います。  

           それから集落営農については、全体として１万ぐらいありますが、確かに  

          私どもの調査の定義は一般的な観念と同様に広いものがありまして、作付の  

          取り決めだけのものもありますし、何らかの形で生産から耕作まで「営農」  

          という形で行っているのは約１割ぐらいだろうと思っております。集落営農  

          の捉え方、コアになっているのはいろんな意味での農業生産法人が絡んでい  

          る場合がありますので、その辺の取り方をきちんとしていく必要があると思  

          います。農業集落についても関連したお話がありましたが、ご指摘のような  

          問題のほかに、今の集落の線引きは 1970年代に定められたものでありますの  

          と、他の統計とのリンケージ、国勢調査の単位区との接続の問題もありまし  

          て、次の 2005年センサスに向けて、集落の定義、線引き、また、集落営農と  

          いうコンセプトや法人ないしは法人になろうとしているものについてのコン  

          セプトについても考え方を整理していきたいと思っており、内部で検討中で  

          あります。  

           次に佐藤臨時委員からの９頁へのご意見についてですが、基本的なものの  

          単位面積当たりの生産量は分かるようにはなっておりますが、ただ銘柄別、  

          品目区分別などは取りきれていない面や流通統計との接続が必ずしも十分で  

          ない面があり、検討していかなければならないと思っております。  

           最後に安倍臨時委員のご指摘でございますが、２７頁のところはその点も  

          意識したつもりであります。太線のところが現行の調査で取っているもので  

          ありまして、図の真中の「農家世帯員の在宅での参入」部分は構造動態統計  

          調査で把握しております。あと、実態把握のかたちで農業法人へ雇われて入  

          った者については多尐数字はわかります。しかしながらご指摘のように、参  

          入パターンとしておよそ考えられるものは全部入れていかなければならない  

          という問題意識を持って検討していきたいと思います。ご指摘の農家へ嫁入  



          した場合は、ここでは「その他」というカテゴリーに入りますので、把握さ  

          れることになります。  

           

甲斐部会長      私からも１つ。矢口臨時委員がおっしゃっていたことですが、ある県の地  

          産地消の販売額等をみると、240箇所、約 100億円あるのでないか、その県で  

          は全体の 2,300億円の中で 100億円ぐらいが統計に把握されていないのではな  

          いかといわれています。  

           ２７頁を見ているのですが、都市と農村の交流・共生という部門で捉える  

          のか、流通分野で捉えるのか、粗生産額が 100億も違ってくるということだ  

          から、面積や粗生産額にも影響するでしょうし、この頁にもある都市との交  

          流にも影響するでしょう。現実が多様になってきている中、統計の連続性等  

          とをどうやってマッチさせていくのかが今後の重要な課題であると思います。  

           

林統計情報部長    私どもその点は重要だと思っております。今現在、加工統計である農業

粗  

          生産額統計がありますが、市町村が集計単位となっておりまして、基本的に  

          は 1,000万円以上のものについて品目単位に生産額を算出し、それ以下のもの  

          はその他に含めています。その限りでは何らかの形で把握できるのではない  

          かと思われます。しかし、今のようなご指摘の視点でも考えていきたいと思  

          っております。  

           

甲斐部会長      地産地消については、県、地方行政において担当部署がないので把握し

て  

          いないと思われます。生産流通課というのはありますが、大体は市場流通を  

          捉えているものです。市場外流通については、どこが行政指導しているのか  

          不明な部分がありますが、統計的にも捉え難くなっているのではないでしょ  

          うか。  

           

林統計情報部長    どう定義するかといった問題もありますが、工夫してみたいと思います。  

           

甲斐部会長      いずれにしろまた、今後、体系整備小委員会で話題になると思われます。  

           

三浦臨時委員     統計の充実ということで２点ほどお願いがあります。  

           １つは食品ロスについてですが、おそらくは消費者寄りというか、消費者  

          がインプットしてアウトプットするという栄養問題などとして考えられてい  

          るようですが、もっと広く生産、流通、加工の各段階でも食品ロスの問題を  



          もっと細かく、例えば業種別のロスだとか、全体的な食料システムの中での  

          食品ロスという問題意識で取り組んでいただきたい。  

           もう１つは、流通情報としてのＰＯＳがありますが、外郭団体で販売指数  

          が発表されているのですが、そのＰＯＳのデータに偏りがみられます。これ  

          は 200 ぐらいのスーパーが主な情報源になっていますが、もっと広い範囲で  

          コンビニ等含めて捉えてほしい。さらに言えば、公表されているものには中  

          食部分がまったく抜けています。その辺、情報はあるはずなのに公表されな  

          いのは問題だと思います。ぜひこの部分を統計情報部の調査によって充実し  

          ていただきたい。  

           

林統計情報部長    その点もよく検討したいと思います。食品ロスについても、中間の流通・  

          加工段階では取るよう考えてはいるのですが、なかなか調査手法面でうまく  

          いかない部分もございます。そこは検討課題と思っております。ＰＯＳにつ  

          いても、そのような情報を含め流通の実態をいかに総合的に捉えていくのか  

          検討していきたいと思います。  

           

甲斐部会長      他にないようでしたら、本件については時間もかなりオーバーしているこ  

          ともあり、一応これまでとして、本日のご意見等を踏まえ、体系整備小委員  

          会において、引き続き検討することと考えております。体系整備小委員会の  

          委員の皆様よろしくお願いいたします。  

           それでは、本部会でご審議いただく事項は終了いたしましたので、進行を  

          事務局にお返しします。  

           

伊藤統計調整課長    これをもちまして、本日の統計部会を閉会させていただきます。  

           本日はご多忙中のところご出席いただき誠にありがとうございました。  

   

                                  （以上）  

 


