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第８回食料・農業・農村政策審議会統計部会 議事録

１ 日 時 平成19年３月27日（火） 15：00～16：30

２ 場 所 農林水産省第１特別会議室

３ 議事次第

（１） 平成19年産水稲10ａ当たり平年収量の諮問・答申

（２） その他

４ 出席者 委 員：田嶼委員、森野委員

臨時委員：秋田委員、安倍委員、高見委員、服部委員

当省から、長統計部長、西岡統計企画課長、佐藤生産流通消費統計課長、

他統計部職員

５ 議事録

（開会）

西岡統計企画課長 定刻となりましたので、ただいまから「第８回食料・農業・農村

政策審議会統計部会」を開催させていただきます。

私、本日司会を務めます統計企画課長の西岡でございます。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、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。

本日は斉藤臨時委員、佐藤臨時委員、堀江臨時委員、三木臨時委

員におかれましては、所用によりご欠席のご報告をいただいており

ます。また、池谷臨時委員も当初ご出席の予定でしたが、先ほどご

連絡ありまして、急遽事情がございましてご欠席という連絡をいた

だきました。

なお、本日の部会は公開されておりまして、１２名の傍聴の方が

お見えになると聞いております。

それでは、以下の議事進行につきましては、田嶼部会長にお願い

いたします。

よろしくお願いします。

田嶼部会長 田嶼でございます。

よろしくお願いいたします。

本日の議題は「平成19年産水稲10ａ当たり平年収量について」の

諮問・答申についてでございます。

それでは、議事に入ります前に、長統計部長からご挨拶をいただ

きたいと思います。

よろしくお願いいたします。

（統計部長挨拶）

長統計部長 統計部長でございます。

審議会の冒頭に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。企画

課長からも申し上げたとおり、年度末の大変お忙しいなか、田嶼部

会長を始め委員の先生方にはご出席いただき誠にありがとうござい

ます。
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本日は水稲の平年収量についてご審議をいただきたいということ

ですが、これは、皆様方関心を持たれている、お米の豊作不作等の

毎年の変化を表わす、作況指数を出すときの大前提になります。普

通の天気であればどれくらい獲れるか、その数値を今日ご審議賜り

たいということでございます。今年19年産の米に向けてよろしくご

審議をお願いいたします。

これに関連しまして、今、別途、私どもでは研究会をつくってお

りまして、地球温暖化が農作物の生産にいろんな影響を及ぼしてい

るのではないか。九州ではこれまで４年連続で不作、もちろん台風

等の被害もありましたけれども、温度の上昇はマイナス効果ではな

いか、あるいは北海道は逆にこれまでに２年連続で大豊作というこ

とであり、農作物生産の北方化が進んでいるのではないかなどいろ

んなご議論がございます。当部会の委員でもあります秋田先生にお

願いしてご意見をいただきながら地球温暖化による水稲生産への影

響についての勉強を進めさせていただいております。なかなか難し

い議論ですけれども、こういうことをやっていくことで、きちんと

した統計としていきたいというのがねらいでございます。この検討

状況につきましても、後ほど担当課長からご説明させていただきま

す。

続きまして、統計を取り巻く現状でございますが、これは統計の

みならず霞ヶ関全体の総人件費改革において、非常に厳しい効率化

が求められております。私どもの農林統計は、非常に独特でござい

まして、全国に農林水産省の統計職員が約4,400名おります。基本的

には職員がいろんな調査を手がけて、世界に冠たる農林統計とし

て、非常に緻密な統計をつくって参りましたが、今、それが否定さ

れておりまして、スリム化を求められているのですが、職員を純減

させつつ、アウトソーシングという民間の方々に調査を移行する方

向で進めています。それについても後ほど担当課長から報告させま

すけれども、これにつきましても是非、様々なご意見を賜れば私も

それを頂戴してこれからの農林統計をいかに効率化しつつ、かつ正

確な統計で農政を支えるということでありますので、どうやってそ

れを継続していけるか、是非ご参考にしていきたいと思いますの

で、このことにつきましても後ほどまたご意見を賜ればと思いま

す。

いずれにしましても、年度末でお忙しい時に、お集まりいただき

まして大変ありがとうございます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

（議事）

田嶼部会長 ありがとうございました。

それでは、本部会における「平成19年産水稲10a 当たり平年収量
について」の審議の位置づけについて事務局の方から説明願いま

す。
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西岡統計企画課長 本部会における審議の位置づけについては、食料・農業・農村

政策審議会令第七条第六項の規定により、｢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。｣と規定されております。従いまして、本部会の議決

が審議会の議決となることを申し添えます。よろしくお願い致

します。

田嶼部会長 ただいま事務局よりご説明頂きましたとおり、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

議会の上原会長より、統計部会において議決するようご指示を
うえはら

頂いておりますのでよろしくお願いします。

それでは本日の議題であります｢平成19年産水稲10アール当た

り平年収量について｣ご審議を頂きたいと思います。

まず、諮問文の朗読と諮問事項についての説明をお願いしま

す。

佐藤生産流通消費 生産流通消費統計課長の佐藤と申します。それでは、私の方から

統計課長 説明させていただきます。まず、諮問文の朗読をさせていただきま

す。

18統計第999号 平成19年３月27日

食料・農業・農村政策審議会 会長 上原征彦殿

農林水産大臣 松岡利勝

諮問

作物統計調査に適用する全国及び都道府県別の平成19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、食

料・農業・農村基本法第40条第１項の規定により、貴審議会の

意見を求める。後ろに別紙がございまして、平成19年産水稲10

ａ当たり平年収量ということで、全国の平年収量が前年と同じ5

29kg、以下各都道府県の数字がございます。引き上げる県が12
県、前年と同じ県が35県となっておりますけども、引き上げの

理由等の説明につきましては、資料１～４で説明させていただ

きたいと思います。

資料１の「平成19年産水稲10a 当たり平年収量の作成につい
て」を見ていただきたいと思います。平年収量の算定方法です

けども、定義については、その年の気象の推移や被害の発生状

況などを平年並みとみなし、最近の栽培技術の進歩の度合や作

付け変動を考慮し、実収量のすう勢を基にして作成するもので

ございます。

算定方法については、裏の参考を見ていただいた方が分かり

やすいと思いますので、「水稲平年収量の算定のイメージ」で説

明します。①で実収量が一番上の青い折れ線グラフで表されて
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いますけども、それにつきまして、アメダスデータを使って、

気象による不規則な変動を除去します。アメダスデータは昭和5

4年から整備されておりますので、昭和54年からのデータを用い

てやっております。そういう形で、気候の不規則な変動を除去

しますと、大きく収量が下がったところは上がり、上がってい

るところは下がり、②のような補正収量が出てきます。それに

ついて、スムージング・スプラインということで、傾向値を求

めるために１本の滑らかな曲線を計算しますと、③のように黒

い線が引かれて、それを１年先に延ばすとその年の10a 当たり平
年収量が出てくる形になっています。これにつきまして、私ど

もの方では、最近の稲作生産事情ということで、栽培技術な

り、作付品種の動向がどうなっているのか、というようなこと

を十分検証し、案にしております。それを④にありますよう

に、本部会に諮問・答申ということで、皆さんの審議に図って

いるところでございます。

次に、県別なり、全国の平年収量を説明したいと思います。

全国の平年収量は529kg ということで、前年と同じですけども､
平成18年産は皆さんもご記憶にありますように、日照不足ある

いは台風第13号の被害ということもございまして、全国的にや

や不良でございます。従って作況指数で100を上回ったのは北海

道と富山県、また100を含めても９県というような状況でしたの

で、なかなか傾向的に上がる感じはない年なんですけども、そ

れぞれ傾向値を求めまして、さらに生産事情でどうなっている

かということを検証した上で、今回平年収量の引上げとなるの

は12県となっております。12県のうち、収量の高い品種の作付

割合が増加傾向にあるのが、北海道と広島県。続いて、収量の

高い早期水稲の作付割合が高まっているのが、宮崎県。また、

収量の低い地域の作付割合が減少傾向にあるのが、東京都以

下、９県でございます。

この辺の事情をさらに詳しい資料３の「都道府県の平成19年産

水稲の生産事情」で説明させていただきます。資料２につきまして

は、これまでの推移でございますので、説明は割愛させていただき

ます。資料３の表紙をめくっていただきまして、生産事情が北海道

からそれぞれ、一言コメントのような形で書いてあります。今回、

平年収量を上げることになった所の北海道と3kg 上げることになり
ました神奈川県以下については、もう少し詳しい資料を用意してあ

りますので、そちらで説明させていただきます。従いまして、まず

は平年収量が上がらない県を簡単に説明させていただきますと、青

森県では品種の変動がありますが、単収が同水準の品種の入れ替え

でございます。また、品質・食味の向上を図るために、適量施肥に

努めるということで、品質の良いものを穫る傾向がございまして、

肥料を入れるのを控えている状況でございます。こういったことは

他の県でも見られ、例えば岩手県でも品種構成の大きな変化は無い

だとか、あるいは同じように品質・食味のために肥料を控えてお
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り、平年収量を大きく上げる事情にございません。ということで、

平年収量が上がらない県の特徴というのは、こうした収量の高い品

種に変わらないだとか、品質・食味の問題から肥料を控えているだ

とかで、上がる傾向にないと理解していただければありがたいと思

います。

それでは、平年収量が上がる県の特徴について説明させていただ

きます。「北海道における水稲生産事情」というページを見ていた

だいて、近年の品種構成は「きらら397」、「ほしのゆめ」が減少傾

向で、良食味で多収性の「ななつぼし」が増加傾向にあります。表

にありますように、「ななつぼし」が5.4%増加する見込みにありま
すが、この「ななつぼし」は10a 当たり収量が高いものですから、
収量水準は向上する傾向にあります。それから、栽培技術の関係で

も、作付品種の早生化による安全出穂期の確保や、健苗の育成と移

植により安定生産になるような傾向にあります。また、比較的単収

水準の高い地域の作付割合の増加というのもいくらか見られます。

それから、収量構成要素といった直接的な指標からみても１㎡当た

り有効穂数が4%増加しており、近年はそういう傾向を示していま
す。こういうことを踏まえまして、平年収量の2kg アップは適当だ
と考えています。裏に品種別推移の表がございますけども、これを

参考にしていただければと思います。

続きまして、「神奈川県における水稲生産事情」を説明させてい

ただきます。品種構成の動向は主要品種が「キヌヒカリ」でござい

ますけども、定着して７割ぐらいを占めています。一方で、良食味

・多収性の「さとじまん」が奨励品種ということで、作付けの拡大

が図られています。こういうような増加傾向に加え、栽培技術等の

変化にもありますように、宅地化に伴う耕地の減少等により、収量

の低い地域（横浜市、横須賀市等）での作付割合が減少しており、

収量水準は上昇傾向にあります。それから、収量構成要素から見て

も、千もみ当たり収量が5.3%増加しており、収量水準は増加傾向に
あります。こういった事情から、平年収量の3kg アップは適当と考
えています。

以下、長野県とかございますけども、繰り返しになりますので、

上げ傾向の所で何が一番か、というポイントだけ述べさせていただ

きます。

長野県の場合は、真ん中の下線を引いている、収量の低い北信地

域での作付割合が減少していることから、収量水準は上昇傾向にあ

ると考えています。

さらにめくっていただいて、奈良県でございますけども、収量の

低い都市地域（奈良市）での作付割合の減少が影響として一番大き

いと考えています。従いまして、平年収量の3kg アップは適当と考
えています。以上が、今回の諮問に関わる平成19年産水稲の平年収

量の説明でございます。

これに少し関連しまして、先ほど部長の挨拶の中でも水稲平年収

量の検討会の話がありましたが、それについて少し話をさせていた

だきたいと思います。九州での４年連続の不作や、北海道での２年
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連続の豊作が地球の温暖化と関係があるのではないか、ということ

で勉強しておりまして、その報告概要を説明する前に資料４の一番

後ろに参考資料 No.２「今後の進め方（案）について」というのが
ございます。これから説明させていただきます。検討会はこれまで

の間に３回行われました。一番初めに、近年の気象や水稲単収との

関係ということで、近年の気象について勉強し、その後、地球温暖

化が水稲生産に与える影響や、また北海道と九州の生産状況という

ことで、特に温暖化の影響を受けているのではないかといった地域

の現状も聞いているところでございます。ちょうど折り返しにかか

ったところでございまして、この後、平年収量の算定方法につい

て、こういう温暖化の状況というものをどういう風に織り込んだら

いいのか、という勉強をさらに続けて、秋頃には平成20年産以降の

算定方法への反映のあり方を整理していきたいと思っています。

そういう中で、どういう議論が行われているのかということを資

料４の最初のページに戻っていただき説明します。まず初めは近年

の夏の気象ということで、気象庁の委員から説明をいただきまし

た。100年間で日本の平均気温の上昇は約1.06℃になっていて、これ

は統計的に有意になっています。さらに、夏か冬かになってくる

と、夏は約0.87℃と年平均より小さく、夏より冬が暖かくなってい

る傾向のようでございます。特に気温が非常に大きく影響を受けて

おり、猛暑や冷夏が頻発するなど、やはり大きな変動という傾向も

いくらかうかがえるという感じでございます。それから、最近の米

の作柄と品質につきましては、当方から説明させていただきまし

た。

第２回の検討会は、温暖化が作物生産に及ぼす影響ということ

で、まずグローバルな影響について、 IPCC の第３次評価報告が出始
めておりまして、国立環境研究所の委員の方から説明をいただきま

した。やはり、将来予測ということになれば、気温上昇が見込まれ

ているところです。次は裏ページに移りまして、日本へはどのよう

な影響があるのかということで、筑波大学の委員から説明をいただ

きました。将来ということになれば、温度が上昇し、農作物の適地

も徐々に移動するのではないかなどの意見をいただきました。続い

て、温暖化が水稲生産に及ぼす影響はどうなのかということで、独

立行政法人の委員の方々から説明をいただきました。生育に及ぼす

影響という点で、気候変化による収量の趨勢というものを検討する
すうせい

となった時には、ひとつに異常高温、台風被害、あと冷夏といった

ものがあるかと思いますが、そういった大幅に減収する要因と、温

度、日射、CO2などに依存し、基本的にはトレンドで捉えられる要
因とに分けて、整理していく必要性があるのではないか、などの説

明を受けました。これが収量・品質に及ぼす影響といったものはど

うなのかというと、出穂前の気温の上昇は生育にとってはプラスの

要因になるけれども、出穂後の高温については、特に品質は下の方

にもありますように乳白粒が出ることも含めて、マイナスの要因に

なるのではないのか、というような意見をいただきました。

さらに、第３回の検討会では、生産現場の状況ということで、北
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海道と九州の状況について、説明をいただきました。北海道の状況

は、北海道農試なり、あるいは実感ということで、 JA の方からも補
足をいただきました。その中で、北海道は冬は暖かくなっている

が、水稲の生育期間の気温変化ということでは、はっきりとした傾

向は見られないのではないかと説明をいただき、近年２年は豊作だ

が、これは栽培技術の改良ということで、先程品種の話をしたとお

り、そういった要因が大きいのではいかという意見でした。

九州の状況については、独立行政法人の委員なり、あるいは熊本

県農試や JA の方の補足をいただきました。近年の九州の作柄低下の
原因は登熟期の日照不足、台風、病虫害であり、今年の潮風害でも

見られるように突発的な事が多く、高温が最大の要因ではないので

はないのか、またそのような高温の影響によって出穂期が早まり、

登熟期が高温期に当たるため、品質低下と大きく関係していること

は明白であり、収量低下についても正確にはわからないが、影響し

ているのではないのかという意見でした。

以上、現場の意見も聞きながら、整理をしているところでござい

まして、これからもさらに検討を続けますが、この平年収量という

のは米の需給政策を進めていく際の基本的な数字で、非常に重要な

ものですから、そういう中で、より正確な出し方ということに努め

ていきたいと思っている次第でございます。

以上、諮問に関わる事項と平年収量の検討会の関係について、説

明をさせていただきました。

田嶼部会長 ありがとうございました。

ただいま事務局からご説明のありました｢水稲平年収量に関する検

討会｣の座長をされております、秋田委員の方から補足説明がござい

ましたらよろしくお願いします。

秋田臨時委員 今まで各委員の方々から精力的にご報告を頂いて、その中で明ら

かになってきていることは確かにありまして、気象の変化がやはり

夏の稲作期間に当然現れているわけです。これが、水稲の作況にも

影響を及ぼしている可能性が高く、今整理をしています。主な論点

は、先程説明がありましたように、今の算定方式の中では気象要因

を基に気象指数というものを算出しているわけですが、それが十分

に気象要素をカバーしているか、また、出穂前と後とでは温度の効

き方が変わるが、そういうことがまだ十分に反映されてはいないの

ではないかなどについての検討はこれからです。温度の関わり方と

いうのは非常に複雑ですので、その辺が焦点になってくると思って

います。

田嶼部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの平年収量に関する説明について、意見

・ご質問等がございましたらご発言頂きたいと思います。な

お、後ほど｢統計を巡る課題と対応｣について説明を受けた後に
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全般的な質疑の時間もとりたいと思います。

どなたからでも結構ですのでどうぞお願いします。

安倍臨時委員 ちょっと教えて頂きたいのですけれども、食味を重視して肥料を

正しく使うということが見受けられますが、そういった食味嗜好

や、おいしいお米を好むということと検討会との関係はどうなので

しょう。

佐藤生産流通消費 その辺のところはほとんどの県でそういう傾向にございまして、

統計課長 それが単収の右肩上がりを抑えているのではないかと思っていま

す。ただ、肥料を少なくしていることと、温暖化による収量への影

響とにどのような相互関係にあるのかということになると、なかな

かはっきりしないところもあります。

安倍臨時委員 私の質問の趣旨は消費者ニーズの方向とその影響です。消費者の

その様な食味嗜好と、収量との関係はどうなのかということであっ

て、温暖化との直接の関係ということではないです。

田嶼部会長 収量がそんなに多くなくても、おいしいお米を作って下さったら

良いのではないかと、そういうことが微妙に影響しているのではな

いかと思います。つまり地球の温暖化という影響以外の因子がある

のではないかという安倍臨時委員からのご発言かと思うんですけれ

ども、それについてはどうでしょうか。

佐藤生産流通消費 その品種の持っている能力を最大限に発揮するという時に、品質

統計課長 と収量を考えたら品質重視になっているということです。ただし、

もともとの品種の能力を高める形で、より良質な上に多収性を求め

るという品種改良はいろいろな県で力を入れているのではないかと

思います。

田嶼部会長 その他、ご意見ございませんでしょうか。後ほど「統計をめぐる

課題と対応」という点につきまして、御説明受けた後に、また全般

的な質疑の時間も持ちたいとは思っておりますが、この時点でご意

見、ご質問等ございませんでしょうか。

秋田先生にお伺いしてよろしいでしょうか。地球温暖化全体が九

州の４年連続の不作と北海道の２年連続豊作に影響していたらしい

ということで、よろしいんでしょうか。

秋田臨時委員 いえいえ、まだそういう結論は出していません。現に現地の北海

道の方は、今の収量水準が比較的数年良いのは、温暖化とはあまり

関係がないだろうとおっしゃっております。

田嶼部会長 それとは別に、温暖化の影響があるかもしれないとすると、今後

は算定するときにそのような因子を入れなくてはいけないというこ
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とですか。

秋田臨時委員 入れるべきものがあれば、それは入れるのが良いでしょう。ただ

し入れるか入れないかはかなり科学的に検証が必要で、妥当だと思

われる要素があれば当然入れることになるでしょう。

田嶼部会長 全体的に気温が高くなるということと、どの時点でどういう気候

になるかということも影響してくるということですね。それは難し

いことなんでしょうね。

秋田臨時委員 温暖化というのは非常にロングタームな話なんですね、それに比

べ作況は年々やっていくものなのですね。そういった時に、技術と

いうのは気象の変動に対応した技術がまた出てくるということがあ

って、どの要素を入れたら良いのかというのは、非常にデリケート

なところがありまして、なかなか検討に苦労しております。

安倍臨時委員 これまでも気候要因はかなり寄与率が高いということで説明され

てきましたが、こういう形でいろいろと考えて頂けるのは良いかと

思います。

秋田臨時委員 そうです。気象要因が寄与するんですけど、その時に今の要因だけ

でいいのか、それを含めて検討しています。

田嶼部会長 寄与度ということでは他の要因も入ってきているだろうし、その

１つが消費者の嗜好ということもあるというのが安倍委員の意見で

したか。

安倍臨時委員 それだけではないとは思いますが、そういうことの影響もあるの

かなという程度です。

服部臨時委員 食味と単収との関係のことで、北海道は「ななつぼし」という品

種が非常に増えていますよね。時々、「ななつぼし」という言葉は

聞くし、現地に行けば出てくるんですけれども、これほど増えてい

るとは、ちょっと意外なほど急速に伸びていますよね。北海道では

長い間、食味向上のために大変な努力がなされてきたところですよ

ね。そこで、「きらら３９７」という品種が登場し、味も上がって

きた。その効果がかなり高まってきた「きらら３９７」を減らしな

がら、「ななつぼし」が伸びているということは、やはり「ななつ

ぼし」の食味が、「きらら３９７」以上の評価を得ているから、こ

のように伸びていると想像されますよね。それで、食味が良いこと

と、多収性は必ずしも両立しないということは一般的な見方ですよ

ね。食味を立てるとすれば、単収を犠牲にせざるを得ないと。とこ

ろが、これは良食味でかつ多収性だということで、本当にすばらし

い品種だと思います。基本的なことをお尋ねしたいのですが、これ

は何から改良された品種なのでしょうか。
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佐藤生産流通消費 調べればすぐに分かるのですが、手元に資料がないものですか

統計課長 ら。北海道自身は他の県に比べて、品種の更新というか変遷という

か、元々食味の点で本州と差があるものですから、できるだけ改良

しようということで、品種も短ければ５年位、長ければ10年位でか

なり変わってきているというのが、ここずっと20年から30年の傾向

じゃないかと思います。そういう中で今はこの「ななつぼし」とい

うのが伸びているということなのだと思います。多収性もしくは品

質のどちらかの性質を基本にして、良質の遺伝子をどんどん入れて

いくような交配の仕方だとか、逆に高品質なものに多収性のものを

入れていくだとか、そういう品種の作り方がありますけれど、そう

いうことで工夫しています。

（資料を調べた上で）

佐藤生産流通消費 片方の親の親に「ひとめぼれ」が入っているようですね。あとは

統計課長 「空育150号」だとか、途中段階で作っている品種みたいな話で、北

海道系統の品種かもしれませんが。

佐藤解析班長 北海道の品種にはあまり「コシヒカリ」系統の品種が入っていな

かったんです。それで食味の重視ということもあって、「コシヒカ

リ」そのものではないのですけが、「ひとめぼれ」は「コシヒカ

リ」を親にしていますから、そういう品種を新しく導入すること

で、食味をより充実した品種育成を北海道でも行い、それが評価を

得ているという感じです。

高見臨時委員 先ほどの温暖化の問題でお尋ねします。気象の推移を平年並みと

みなすという前提がありますね。その場合、当然気象の平年値を使

うと思うのですが、それは気象庁の定義通り、30年平均値というこ

とですか。

佐藤生産流通消費 アメダスデータは昭和54年からしかないものですから、昭和54年

統計課長 からのデータを使って計算するようにしております。ですから、本

来ならばスムージングスプラインみたいな関数にデータを入れてや

るとなれば、30年間位のデータが必要じゃないかといわれているの

ですけれども、まだ30年まで届いていないものですから、従って毎

年１年ずつデータを加えていく形でやっております。

高見臨時委員 そうすると、温暖化の進み方が、おそらくここ10年とか20年とか

で早くなっているとすれば、そういう影響はデータの取り扱い方に

よっては出てこない可能性はありますね。

佐藤生産流通消費 まだ、どんな計算方法が良いかについては結論は出ていないので

統計課長 すけれども、今の計算では生データ(単純積算値)を使っているので

すが、例えば温暖化みたいなものを意識すると、平年値というもの

をおいて、その差のデータを計算式に入れるとか、そういうことも
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考えられます。ただ、まだそこまでは検討会では議論していないん

ですけれども、いずれにしてもその温暖化の影響をより丁寧にみる

ためには、どういうデータを使ったらいいのかということは今後検

討したいと思っております。

田嶼部会長 その他、何かございますでしょうか。

高見臨時委員 ちょっと別のことですが、A3の紙に平年収量が載っていますが、
これをみますと対前年差で変わっているところは全部プラスなんで

すね、北海道とか東京とか。それで、なおかつ全国平均は据え置き

ですが、これはどういうことでしょうか。

佐藤生産流通消費 これは単純に(小数点以下第1位の)四捨五入の関係です。簡単に言

統計課長 えば去年は５２８点いくらであったものが、今年は５２９点いくら

みたいなところで、要するに小数点まで入れれば必ず上がる方に寄

与しているのですけれども、四捨五入の関係で前年同ということで

す。ですから、来年は上がる県が少なくても、全国は上がる可能性

は高いということです。

高見臨時委員 今年の分も拾ってということですね。分かりました。

田嶼部会長 よろしゅうございますか。議論が出尽くしたと考えてよろしいで

しょうか。何か森野委員ご発言ございますか。

森野委員 平年収量そのものに関わる話ではないと思いますけど、今年は雪

が少なくて、多分田植えの時期からその後にかけて、このままいく

と相当渇水が予想されます。平年収量を算定した後の実態としての

作柄はどうなるのか、その辺りについてどのようにみておられる

か、参考までにお聞きしたいのですが。

佐藤生産流通消費 灌漑用水が十分かは、担当部局ではないので正確には説明できま

統計課長 せんけども、聞いているところでは、降雪量が少なかったことは事

実ですが、田植えに影響する程ではないと聞いております。従っ

て、今後の天気がどうなるのか次第です。毎年そうですけれども、

去年もやや不良とはいえ、ある時期までは日照不足の上に低温もあ

り、もっとひどいんじゃないかということも一時言われたこともあ

りましたが、幸いなことに８月に入ったとたんに梅雨明けしまして

問題なく過ごしたので、やっぱり天候の推移には注意しなければな

らないと思っています。ただ、平成５年に大冷害があったことを教

訓に、低温の時期にはいろいろ指導を強化していますし、技術的に

は頑張っているのではないかと思います。

田嶼部会長 ありがとうございました。それではよろしゅうございますか。議

論が出尽くしたようでございますので、これよりお配りする答申案

としてまとめさせて頂きたいと思います。
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事務局は委員の皆さんに答申案をお配り下さい。

（事務局、答申案配布）

それでは答申案を読み上げますので、よろしくお願いいたしま

す。

農林水産大臣 松岡利勝殿

食料・農業・農村政策審議会会長 上原征彦

答申

平成19年３月27日付け統計第999号をもって諮問のあった、平成19

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）

それでは、ご確認いただいた内容をもって本部会としての答申と

させて頂きます。

ありがとうございました。

田嶼部会長 続きまして、その他の事項としまして、「農林水産統計をめぐる

課題と対応について」、事務局から報告を受けたいと思います。

では、説明をお願いいたします。

西岡統計企画課長 統計企画課長の西岡でございます。それではお手元の資料№５

「農林水産統計をめぐる課題と対応について」という資料がござい

ます。冒頭、統計部長からの話にもございましたけれども、最近の

課題をふまえてどのように対応していくのかということについて、

ポイントを説明させていただきたいと思います。

それでは１ページ開いていただきまして、目次、大きく３点あり

まして、１点目は、先ほどもございましたように「行政改革の対

応」、２点目、「農林水産統計のさらなる改革への対応」、さらには

公正・公平な開かれた統計として、「広報・情報発信の強化」とい

うタイトルを中心に説明させていただきたいと思います。

行政改革の対応としましては、行政民営化の対応、経済財政諮問

会議でも農林統計ないし、全体でもいろいろご指摘いただいており

ます。その中でも有識者会議の方から農林水産統計組織ないし、統

計についてどのような指摘があったか、３点ほど取り上げておりま

す。１点目は、職員による調査が主体で非常に多いということ、32

本が統計部でやっておる統計がございますけれども、そのうち、19

本は職員が中心であったこと。こういう職員が直轄している調査と

いうのは他府省においてはみられないという指摘がございました。

２点目ですけれどもさらに農林水産業の GDP 比率は約１％なのです
けれども、そういう産業構成に対して農林統計は政府全体の統計と

いう点からみても比率が非常に高いということで、政府全体の統計

職員数は約6,000名となっておりますが、そのうち、農水省はその７
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割以上の約4,400名、このうち地方に4,100名おります。他府省の数

字が参考にございますが、基本は本省で、一部地方支分部局に配置

されていますけれども、本省中心の調査が中心で、直営・直轄の地

方組織が行う調査は非常に少ない。政府全体の統計としての職員配

分としても偏っているのではないか。さらに諸外国に比べても農林

水産省の統計のウエイトは高いのではないか。アメリカ農務省の職

員数は約1,100名でありまして、アメリカの政府統計全体のシェアは

１割ぐらいですけれども、農林統計の約７割というのは農業国に比

べても非常に数値が多いという指摘があります。この辺は農林統計

そのものが、農作物や土地を相手にしているものであって、元々の

生い立ちとして、作物報告事務所という直轄で生産数量なり面積を

把握するという歴史的経緯があって、現場に多くのセンターや事務

所を配置する、という経緯がございますけれども、こういう指摘が

ございました。

これを踏まえて、２ページ目でございますけれども、一つは農政改

革の対応、さらには行政改革でも、重点化して見直しも行われてき

ておりますので、基本は職員調査からアウトソーシングということ

で進めているところであります。

右の方にアウトソーシングの導入方向というのがありますけれど

も、原則としては職員調査というものは廃止して、特に見直し前の

ところの19本、全体の３分の２が職員主体の調査であったものを、

見直し後は、農業経営調査、作物統計の２本に職員の関与を限定し

てそれ以外は調査員調査、オンライン調査を大幅に増やすという方

向に取組を進めているところであります。したがって、調査員調査

が７本から11本、郵送・オンライン調査が６本から16本と、かなり

郵送調査を大幅に増やしていくというような見直しも進めておりま

す。

こういう見直しを進める中で、昨年決定いたしました総人件費改

革、公務員の約５％強の純減というもので、農林水産省としては、

現在、地方統計組織には4,100名の職員がおりますけれども、平成22

年度までに約1,900名を純減させるということで、22年度までにほぼ

半減させる厳しい人員縮減に直面しているという状況であります。

これにあわせて地方の各センターに事務所統廃合というものを進

めております。現在、地方に270カ所近くのセンターがございます

が、１センター当たり約13名の職員が担当しておりましたけれど

も、各センターごと人員を減らしながら、アウトソ－シングを取り

入れて少ない人数でも調査はやっていくということで進めていると

ころでございます。

３ページ目でございますけれども、やはり農林水産統計は、施策

利用、さらには国民への提供ということで、幅広く利活用されてい

ますけれども、特に財政支出、政策目標の設定、法令の執行という

ところがかなり多く利活用が進んでおります。先ほど水稲の作況の

説明がございましたけれども、これはいろいろな災害関係もござい

ますが、コメの需給安定対策、具体的には米の作況指数１０１以上

となれば米の市場隔離施策を発動させるという施策に直結した利用
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が行われておりますし、もう一つの最大の課題である、経営所得安

定対策、これにも直接的に反収の設定ですとかそういう形で施策利

用なりが行われているところでございます。これらに直接的に利用

されているので、正確な統計というものが必要とされています。

そのほか、基本計画、それぞれ食料分野、林野分野、水産分野と

ありますけれども、各５年の基本計画をつくっております。様々な

展望ですとか自給率の設定の数値として、作物とか漁獲などの生産

量統計などがその目標数値として使われています。

さらには天災融資法、激甚災害法の発動ということで、まさしく

日曜日に地震がございましたけれども当然そういう場合には各セン

ター職員が、土日を問わず災害地域に行って農作物の被害状況なり

を把握しながら、とりまとめていくということも、効率的な組織改

編の中で対応することとしています。

昨年台風１３号が佐賀県沖から福岡県に抜けていくという非常に

特殊的な潮風害被害がございましたけれども、そういうときにも、

当然被害状況の調査をしてまとめるという取組もしております。そ

ういうことに対応しながらアウトソーシングをしっかり進めていく

ことが課題となっております。

その中で、４ページでございますけれども、アウトソーシングに

対応しながら統計整備もしっかりやっていかなければならないとい

うことで、【統計整備の方向性】に①～④まで掲げております。

やはり基幹となる統計として、センサスなり、作物統計、さらに

は農業経営統計などのコアとなる農林統計を中心としながら、今回

の気象の検討会などのように中身をしっかりとやっていき、それら

に必要な予算は、19年度予算でも農業経営統計調査、集落営農に関

する調査、先ほどお話ししました作況の調査のところも内容の充実

はしっかりやっていくということでございます。

その一方で必要性の薄れた統計というのは、今までも見直してお

りますし、不要なものはやめ、新しく対応するものはしっかりやら

なければいけないことはやる、具体的には、19年度「東アジア食品

産業活性化戦略に対応した食品産業に関する新しい統計調査」、こ

れは、海外の食品企業を現地で活用しておりますけれども、そうい

う実態を調べたり、輸出入にかかる調査とか、食品産業の実態を明

らかにしようという新しい調査も考えています。

そのほか、後ほど説明しますが、市場化テストや民間委託への対

応、国民にわかりやすく利用しやすい統計、といった点でしっかり

取り組んで参りたいということであります。

農林水産統計の業務改革というところでは例えば、農家の経営の

記帳のソフトが導入されておりますが、そういうものを活用してよ

り効率的な調査が進められないかという取組ですとか、アウトソー

シングを推進することで、調査精度が低下してはいけませんので、

そういう誤差を調査して必要な対応策をとりまとめていく調査も行

います。調査員を多く導入していますが、今、全国で約15,000名位

確保していますが、そういった方々の指導等のため予算措置を執り

ながら、質の確保という点でもしっかり取り組んでいかなければな
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らないと思っております。

それから５ページ目ですけれども、農林統計の対応ですが、政府

統計全体の見直しがあり、統計法という政府統計の基本法的な内容

と実態を兼ねた法律がありまして、基本はすべてこの統計に沿って

進められております。60年ぶりの大改正で現在通常国会に提出され

ております。そのポイントは左側の方に３つほど掲げてありますけ

れども、一つは今、指定統計という言い方で例えば国勢調査がござ

いますし、農林省でいえば農林業センサスが指定統計にあたってお

ります。これらの基幹となる統計と、それ以外に再整理していこう

という点が１つございます。それに併せて内閣府に統計委員会を設

けて基本計画を創って全体的な司令塔機能を発揮して、しっかり政

府全体として総合的な取組をしていこうというところがポイントに

なってきます。

農林統計としましても今アウトソーシングを進める一方でこうい

う政府全体の統計の再構築にあわせて、当然農林統計もスクラップ

・アンド・ビルドということで基本は中核となるセンサスを中心と

しながらそれぞれ標本調査としてしっかり進めて参りたいと思って

おります。

さらに２つ目のところに、開かれた統計ということで、政府統計

ですので行政利用が多いく、従来は学術研究等のための組替集計で

すとか、公的機関に限定されておりました。これも民間の研究に対

応した様々な利活用をしやすくしていこうと準備しております。民

間の利用拡大ということで、具体的にはオーダーメイドで、民間が

こういったフォーマットで集計してほしいということであれば、そ

れを受託して集計していく、さらには個人情報の保護で個人情報が

特定できないフォーマットで、調査票データを提供していく取組も

政府全体で今後進めていくということでございます。これに対して

は農林統計もわかりやすく、使いやすいくなるように取組を進めて

いますが、利活用の拡大という点でも、取り組んでいきたいと思っ

ております。

政府統計全体でもアウトソーシングの推進、民間への開放がされ

ることになっておりますので、現在は調査の受託者について、盗用

に対する罰則規定はありませんが、政府全体がそういうものをあま

り想定していなかったというのもあります。今後はそういう規定を

整備していくという方向で、農林省も市場化テストにも対応しなが

らやっていきたいと思います。

６ページでございますけれども、市場化テストといわれている公

共サービス改革法の推進が政府全体の課題となっております。右側

の方に公共サービス改革法の概要というのがございます。これは官

民競争入札なり民間競争入札によって質の高い公共サービスをやっ

ていこうということで、新聞等でもでておりますけれども、社会保

険庁の兼任のハローワークですとか政府統計について、その推進と

いうものはあげられております。

具体的には、農林省の関係につきましては、18年12月に閣議決定

をしております。どういうものを取り組んでいくかというリストを
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載せる公共サービスの基本方針がございます。（資料の）【参考】に

ございますように、総人件費改革に向けたアウトソーシングを進め

て参りますので、その取組の一環として平成20年度から適用対象と

する方向で検討していくということで、牛乳乳製品統計調査、生鮮

食料品価格・販売動向調査の２本、その他の追加も含めて検討して

いくということを閣議決定文書の中に盛り込みまして今準備を進め

ているところであります。当然民間業者への開放に当たっては（課

題）にもありますように、一つはしっかり調査をやっていただく事

業者の確保、当然それによって質が低下してはならないそういうも

のの確保措置をとりながら取り組んでいくことが課題となっており

ます。３点目といたしまして、７ページ目、広報・情報発信の強化

ということで、行政利用の一方でわかりやすく利活用していただく

ように提供していくということで、いろいろな改良なりを進めてお

ります。農林水産省のホームページに様々な公表データを載せてお

りますが、（資料の）左側は例えばホームページで統計のところをみ

ていただきますと、楕円形の黒で囲んでありますけれども、統計書

とか、キーワード検索を入れるといろいろな報告書が引き出せると

いう検索機能を入れたりですとか、メニュー画面も昨年12月に改善

しております。さらに基本データ集を入れたりとか、海外の FAO で
すとか USDA などの情報へもすぐリンクできるようになっておりま
す。さらには分野別では、農家数とか担い手などわかりやすい言葉

から検索できるように改善をしております。農林省全体のホームペ

ージには年間500万件のアクセスがございますけれども、統計は速報

だけで全体で年間100本くらい、週に２本ぐらいずつ公表しておりま

す。アクセスも年間200万件ぐらいありましてそういった点では重要

な情報発信元となっております。そのほか公表関係につきまして

も、従来、統計の数値そのものを客観性・公平性という観点でそれ

のみを伝えることが多かったんですけれども、やはり統計に関連し

て様々な、例えば生産量であれば輸入はどうなっているのかという

ような関連の情報も一緒に提供することによって、関心を深められ

るよう改善も進めております。

８ページ目でございますけれども、これはデータ提供の仕方の改

善ということですけれども、右側の方にありますように、衛星を使

った地図情報があります。従来は数値情報だけを伝えることが多か

ったのですが、右側にありますように画面で農業集落等を囲むと例

えば集落の農家戸数がどれくらいあるかとか、あるいは国勢調査と

マッチングするとそこの関連指標と比べたりするというそういう機

能をもつデータベースを４月以降公表できるように準備を進めてお

ります。地図情報をみながら利用者が検索なりできる機能など準備

を進めております。

その他、最後ですけれども、地域別の分析・加工データの提供と

いうことで、基本は市町村別の統計をホームページ上でわかりやす

く提供するということで、これも年間約250万件ぐらいアクセスがご

ざいます。市町村の行政担当者などに利用いただいておりますが、

平成14年にシステムを開発して、19年度から拡充ということで、今
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までは画面情報だけでデータがダウンロードできなかったわけです

けれども、データを利用したい方が、データを引っ張れるというふ

うになっております。あとは簡単な棒グラフや折れ線グラフ等の図

表を作成できるようにしています。統計のアウトソーシングをして

いく中で、その分利用していただける環境をできるだけ、こういう

新しいツールを使いながらやっていくことによって、利活用してい

ただくようにも進めております。

以上でございます。

田嶼部会長 ありがとうございました。

大変詳しいお話をご説明いただきました。

農林水産統計ではアウトソーシングを徹底するなど大きく変化し

ていくとのご説明でしたが、ただいまの説明について、日頃から統

計データをご利用されている委員の皆様方から、意見・ご質問等が

ございましたら、何なりとご自由にご発言いただきたいと思いま

す。

いかがでございましょう。

それでは私の方から伺わせていただけますか。

アウトソーシングで地方職員が4,100人から22年度までに1,900人

の半分になるとのことですが、一番心配なのは世界に冠たる農林水

産統計、調査員の方をよほどきちんと指導していただかないと、精

度が保たれないのではないかと懸念されるのですがそこについて

は、そうした予算等を確保してしっかりとやっていくということ

で、これについては自信がおありなのでしょうか。

西岡統計企画課長 先ほどお話ししたように調査員を確保しながらその方に当然マニ

ュアルを渡したり、研修指導会を開催したり、また、統計あるいは

農業の現場に明るい方、例えば JA の OB の方ですとか農業普及改良
センターの OB の方、市町村の現場事情に詳しい方をできるだけ確
保しながら、調査指導して、質を落とさないように取り組んで参り

ます。

あとは調査の中身をできるだけ簡素化できるところは、簡素化

し、調査票を見やすく記帳しやすくするとか、標本数を減らすなど

しても質が落ちないようにしていくということです。

田嶼部会長 もうひとつ、郵送による調査ですか、アンケート調査のようなも

のも含めるでしょうけれども、だいたいアンケート調査というのは

回収率が悪いですし、精度を高くキープするというのは難しいです

よね。それについてはどうなんでしょう、実際は使えるような精度

の高いデータが集まるのかどうか、その辺についてはどのようにお

考えでしょうか。

西岡統計企画課長 今までは職員が直接お伺いして聞いたり、すぐに出していただけ

ない場合は督促したりしておりましたけれども、これが調査員方式
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に変わっても、調査員の方に督促していただきますし、その前に、

国としてもしっかり調査員調査に変わりますけれども、今まで通り

ご協力いただきます、ということをあわせて周知したりしながら、

回収率を確保していくということを考えています。あとは郵送に変

えるときも回収率は、調査の特性をふまえて設定し、それを見込ん

で精度、誤差率等設定します。もちろん走りながら考えることもご

ざいますけれども、事後調査を入れて調査票等の項目も場合によっ

ては見直していくなどして問題ないように進めていきたいというこ

とでございます。

田嶼部会長 よろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様ご質問ご意見等ございませんでしょうか。

高見臨時委員 政府全体の統計を体系的に一括して整備していくという方向にな

ったわけですね。

西岡統計企画課長 各府省ごとにいろいろな政府統計あります。農林省ではセンサス

もありますし、いろいろな調査構造の基本についての審査は、統計

審議会で全体の縦横を、重複がないか、方法が妥当かのチェックは

しておりました。しかし、政府全体としての基本計画というものが

ありませんでした。ある意味では各府省がそれぞれの必要性に応じ

て講じたものの、調査の中身等を統計審議会でチェックして、実施

という仕組みがありました。統計法の場合、政府全体の縦横含めた

基本計画をつくって、閣議決定することによって、そういった調査

が、そもそも基幹統計としては足りうるかどうか等をしっかり統計

委員会で議論いただいて、そこで内閣としての司令塔機能を発揮し

ながら、しっかり総合的に進めていくというところが拡充されてお

ります。

高見臨時委員 それを追って進めていくことで、内閣府で一括し省庁それぞれの

統計を全部集約していこうという議論にはなっていませんか。

実は過去、総人件費改革にいたる前において、全体として特に農

西岡統計企画課長 林省にはいろんな統計分野のスペシャリストがおりますからまさに

要員配置を政府全体として活用するような方向という考え方も一部

示されておりましたけれども、今はまず、総人件費改革の取組を進

めていく方向では向かっております。やはり、そういう要員の活

用、集中型や分散型の課題はご指摘の点のようなこともあると思っ

ております。

長統計部長 GDP（国内総生産）統計がありますが、これがやっぱり正確では
ないんじゃないか、十分じゃないんではないかといいますか、今の

産業構造、サービス業ですね、ネット通販ですとか、ソフト産業と

いったところが十分統計的に網羅されていない上での GDP 統計は間
違った誤差があるということでマスコミ等に騒がれることがあった
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と思います。そこをもっと充実すべきではないかという考え方があ

って、そこに農林省が、目をつけて優秀な人材を育成しようと考え

たわけです。また、予算も多いんですね。世界に冠たる緻密な統計

を生産から流通、消費まで作成しています。それは元々戦後の日本

の米増産、農家の所得を確立していくという考え方が、未だにつな

がっているのではないかと思われます。

人もそれから予算も、再調査してほしいという議論が、政府全体

でありまして、その中で結果的にふたを開けてみたら、人でなく調

査の問題が先に立ち上り、本当は人材の活用の話も報告書に載せる

予定でした。まだ望みは捨ててませんけれども、そこに市場化テス

トというか、全部民間でやってもらえと、公務員がやらなくてもい

い、そういった議論が実は一気に加速しました。そこはハローワー

クからいろんなところをやっていくべきだと、民間でできないもの

はもちろんやりますけれども、農林統計は民間ではなかなか難しい

ですよと言っていたのですが、会合で説明しますとですね、私ども

のところだけではなくて総務省の統計局などもそうですけどいわゆ

る抵抗勢力と受け止められてしまいます。民間でできるところは民

間に委ねますけれども、なかなか農林統計は難しいです。

田嶼部会長 ナショナルセンサスってすごく大切ですよね。国の宝ですね、そ

の基になったのがこの農林水産統計で、これがあったからこそいろ

いろできたわけでしょ。それを安易に民間におろすって言うのは国

のものすごく大切な財産を秘密の保護といった観点からみても非常

に危険じゃないですか。

長統計部長 我々も当然そういう議論をしましてですね、じゃあアメリカはど

うかと、あの広大なアメリカはわずか1,000名の職員がやっている

と、じゃあ日本と同じ農業構造のフランスやドイツはどうであろう

か、ほとんど農林統計の職員はいないようなんですね、もっと調べ

なければいけませんけれども、でも、そんなには困らない、ちゃん

と統計はあるんです、そういうことでいろいろ考え合わせるとやっ

ぱり、いずれにせよ効率化は避けて通れない、ただ、ご心配いただ

いた精度とかですね、そこをないがしろにならないように、質の低

下を招かないように、緻密にやっていかなければならないと思って

います。効率化のところが厳しいところですけれども、むしろそこ

は先生方に応援いただきたいと思います。

高見臨時委員 各省庁で、自分たちを守ろうとすると、それこそ抵抗勢力として

効率化（人員削減）の対象となるでしょう。しかし、今ある各省庁

なりの人材、技術、資料等をいっそのこと一元化すればスタティス

ティクス（統計学）のもともとの意味であるステート（国家）の学

としての重要性が再認識されるのではないでしょうか。そういう意

味で、農林とかにこだわらず、統計には統計としての基本的な共通

のところがあるはずですから、そこに重点を置いて日本の統計全体

を統括して自由に使えるような体制に持っていけば必ずしも単なる
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人減らしの対象にはならないような気がします。

西岡統計企画課長 その辺は今後基本計画の総合的なプランを作る過程でいろいろな

観点から議論がされていくのではないかと思っております。

安倍臨時委員 総務省の統計審議会は廃止になったんですか。もう決まったんで

すか。

西岡統計企画課長 一応そういう形です。国民経済計算を審議している審議会も廃止

しまして、それに代わりまして統計委員会をつくります。もちろん

審議そのもの、例えば標本とか調査のやり方等の技術的事項など、

統計審議会がやっていた部分に関しては統計委員会の一部の機能と

して残りますけれどもそれ以外の総合的なプランをしっかり議論す

る機能が今後統計委員会の役割として追加されています。

安倍臨時委員 わかりました。

田嶼部会長 そろそろ時間も残り少なくなって参りましたが、他の委員の皆様

ご意見ございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。

それではご意見も一通りいただきました、力強いご意見もいただ

きましたので、どうぞ今後の統計調査の推進していく上での参考に

していただければと思います。

以上で本部会でご審議いただく事項は終了いたします。委員の皆

様方の審議へのご協力ありがとうございました。それではこの後の

進行は事務局にお返しします。

よろしくお願いいたします。

西岡統計企画課長 田嶼部会長をはじめ、委員の皆様におかれましては、熱心な審議

をありがとうございました。

最後になりますが、事務局より統計部会の今後の取扱についてご

説明させていただきます。

食料・農業・農村審議会委員の次回改選は本年７月となっており

ます。この改選時期を契機として審議会全体の運営方法の見直しを

現在、省内で検討しております。この審議会には本統計部会も含め

てあわせて23の部会、分科会、小委員会が多数設置されておりま

す。

今までいろいろな審議会を設置してきた経緯ですとか、様々な理

由がございますけれども、やはり、効果的、効率的な運営に向けた

見直しが求められています。

具体的には、審議会における審議事項は法律的に根拠規定がある

内容に限定していく一方で、その他については、審議会から除き、

各種の検討会等で、対応していくこととしております。

このため、これまでご議論頂きました平年単収をはじめ、私ども

の統計関係につきましては、本統計部会をおって廃止させて頂き、
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これにかえて別途検討会という形で議論の場を設置させて頂ければ

と考えております。

田嶼部会長はじめ、委員各位におかれましては、これまでの本部

会でのご審議について深く感謝申し上げるとともに、今後とも農林

統計につきまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げまして、本日の統計部会を閉会させていただきます。

本日は誠にありがとうございました。

（以上）


