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第７回食料・農業・農村政策審議会統計部会 議事録

１ 日 時 平成18年３月29日（水） 15：00～17：00

２ 場 所 農林水産省第２特別会議室

３ 議事次第

（１） 平成18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、池谷委員、齋藤委員、佐藤委員、

高見委員、野村委員、服部委員、三木委員

当省から、小西統計部長、河﨑統計企画課長、澤田生産流通消費統計課長、

他統計部職員

５ 議事録

（開会）

定刻となりましたので、ただいまから「第７回食料・農業・農村河﨑統計企画課長

政策審議会統計部会」を開催いたします。

私、本日司会を務めます統計企画課長の河﨑でございます。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。

なお、本日は堀江臨時委員が所用によりご欠席となっておりま

す。

それでは、以後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。

田嶼部会長 本日の議題は「平成18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、小西統計部長からご挨拶をいた

だきたいと思います。

（統計部長挨拶）

小西統計部長 本日は大変お忙しいなか 「第７回食料・農業・農村政策審議会、

統計部会」にご出席いただき、誠にありがとうございます。

本日の統計部会では、水稲の平年収量についてご審議いただけれ

ばと考えております。

これにつきましては、平成13年に設置しました「水稲平年収量等

に関する研究会」でお示しいただいた算定方法に基づき、平成18年

産の水稲予想単収を計算いたしました。全国値で10ａ当たり２kg引

き上げる水準で全国値で529㎏となりました。

「平成18年産水稲10ａ当たり平年収量」につきまして、農林水産

大臣から「食料・農業・農村政策審議会」に諮問させていただき、

本部会でご審議のうえ、答申をいただければと存じます。

せっかくの機会ですので、若干お時間をいただきまして、行政改
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革の 近の動きと農政改革の動きにつきまして、ご報告させていた

だきたいと思っております。

一昨年来、農林統計につきましては、政府全体の行政改革の流れ

のなかで 「統計のゼロベースの見直し」すなわち「できるものは、

職員調査から調査員調査や郵送・オンライン化といったアウトソー

シングを図っていく」ということで抜本的な見直しをいたしまし

て、定員につきましても今後５年間に地方組織の定員を４分の１、

約1,100名を縮減するという計画を立て、それに従って現在着実に実

施しているところでございます。

地方組織につきましては、本年の４月に「地方農政事務所」と

「統計・情報センター」を統合する予定にしております。これは、

「農政事務所」が農政全般を担う地方組織ということで、地域農政

全般を司る「農政事務所」の機能を発揮していくための統合・再編

でございますが 「統計・情報センター」もそうした農政改革のな、

かでその一翼を担っていくということで、農政各部局と連携を密に

して行政ニーズに応えていくという趣旨で統合をしていくわけでご

ざいます。

更にこれまでの動きにあわせまして、昨年の９月11日の総選挙以

降の動向でございます。公務員の総人件費及び定員の縮減について

の世論が急速に高まりまして、昨年末には政府の行革の重要方針で

あります「公務員の総人件費改革」に関する閣議決定がなされ、今

後５年間で政府全体の国家公務員５％以上の純減という非常に厳し

い課題が課せられました。行政ニーズの変化に合わせた業務の大胆

な整理を行い、重点分野のなかに農林統計業務が指定をされまして

更なる見直し・改革が求められているわけでございます。

すでに行政改革推進事務局から統計の実査事務について、原則と

して国の職員による実査をすべて廃止、また、統計の企画・取りま

とめ事務について、地方農政局等が行っている事務を本省で一括し

て実施するなどの項目について、厳しい指摘を受けているわけでご

ざいます。

去る３月10日には「行政減量・効率化有識者会議」が行われまし

て、この見直しの結果についてのヒアリングが行われて、私どもは

厳しい指摘を受けたわけでございます。

この関係につきましては、後ほど担当課長からご説明させていた

だきたいと思いますが、いずれにしてもこうした厳しいなかで私ど

もの農林統計をこれからも農林水産行政を着実に実施していくうえ

で、大きな役割は依然として果たし続けると思われます。特に農政

改革を推進していくうえで、この農林統計は、例えば、今日の議題

でもあります「お米」についても、食料の安定供給などの施策の基

礎になるわけございます。更に、経営統計調査につきましても、経

営安定対策の基礎となる調査でありますので、こうした役割をねば

り強く説明をしていきながら 「守るべきものは守り 、しかし他、 」

方 「今後改革すべきところは更なる改革を進める」という方針で、

この厳しいなかを乗りきっていきたいと思っております。
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すでに私どもは、農政改革を踏まえ、経営安定対策の具体化を踏

まえた経営統計の見直しに取り組むという方針で臨んでおりまし

て、そうした見直しによって「更なる統計の見直し」と「定員縮減

を行う」ということで、改革の姿勢を示していきたいと思っており

ます。

そういうなかで、私どもの統計が今後ともきちんとした役割を果

たせるように、そしてまた、改革が取り組めるように、職員ひとり

ひとりがひとつとなって勤めていきたいと思います。

農政改革の動きにつきましては、すでに申しましたとおりでござ

いまして 「経営安定対策 、特に 「品目横断的経営安定対策」の、 」 、

いわゆる「ゲタ」と言われている部分には生産費が使われておりま

す。これについては、引き続き、この調査の重要性というものが維

持されなければならないと思っておりますし、一定の役割を果たし

ていきたいと思っております。

今回の経営安定対策の実施は省をあげて取り組むということで、

統計もその一翼を担っておりますので、それに必要なデータをタイ

ムリーに提供するとともに、内部関係者や農家を含めた関係者の皆

様方にその対策に必要な調査について説明をしながら、我々の役割

を果たしていかなければならないと思っております。

統計に対する世の中の見方が非常に厳しい昨今ではございます

が、この農林統計を「公共財」であるという認識で国民から求めら

れているニーズにあった形で、必要性の高いものから優先的に応え

ていくということで、国民の期待に応えていきたいと思っていま

す。

今日はせっかくの機会ですので、お集まりの皆様からご忌憚のな

い意見をいただきまして、今後の農林統計のあり方を更に考える際

の参考にさせていただきたいと思っております。また、平年収量に

つきましても皆様のご意見を踏まえまして、速やかに検討し、次年

度の作況に役立てていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

簡単ですが挨拶に代えさせていただきます。

（議事）

田嶼部会長 ありがとうございました。

それでは、次に本部会における「平成18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でご説明お願

いします。

本日は部会長よりお話がありましたように 「平成18年産水稲10河﨑統計企画課長 、

ａ当たり平年収量」につきまして諮問をさせていただくということ

でございます。これは、農林水産大臣から「食料・農業・農村政策

審議会」に対して諮問をさせていただくということでございます。

本日の本部会における審議の位置づけについてですが、食料・農業
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・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 」と規程されております。従いまして、本部会の議決が審。

議会の議決となるわけでございます。よろしくお願いいたします。

田嶼部会長 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」の八木会長より「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、本日の議題であります「平成18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。

生産流通消費統計課長の澤田でございます。よろしくお願いしま澤田生産流通消費

す。諮問文でございますが、お手元の資料の一番下に諮問文を入れ統計課長

させていただいております。それでは読ませていただきます。

17統計第1499号 平成18年３月29日

食料･農業･農村政策審議会 会長 八木宏典殿

農林水産大臣 中川昭一

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18年産水稲10

ａ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。

ということでございまして、次の紙に別紙がございます。これにつ

いては、後で個々に詳しく説明いたしますので、ただいまは省略さ

せていただきます。

続きまして、諮問事項について説明させていただきます。お手元

の資料１で平年収量とはどういったものか、作成の方法等をご紹介

いたします。前回の統計部会でもいたしましたが、もう一度おさら

いの意味でご紹介いたします。

１点目ですが、水稲10ａ当たり平年収量の定義でございます。

水稲の栽培を開始する以前に、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、 近の栽培技術の進歩の度合

や作付変動等を考慮し、実収量のすう勢を基にして作成された

ということでございその年に予想される10ａ当たり収量をいう、

ます。通常であれば、これくらいの収量がとれるだろうという予想

収量でございます。次に何に使っているかですが、一つは作柄の良

否を表す単位の基準として用いる、ということで、作況指数という

のがございますが、今回定める平年収量を分母としまして、実際の

収量を測定した結果を指数で表す、ということでございます。その

米の需給調整や農作物共済事業における共済基準収量の他、

算定など各種施策の基礎資料に用いられている、ということ

でございます。
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２点目、算定方式でございますが、気象変動要因、これは下に書

アメダス観測体制が整った昭和54年からいてございますけども、

の、日降水量、日平均気温、日 高気温、日 低気温、推定日

射量、日 大風速の６要素を基本にして、その他に、補助変数

を使っているものでございます。こういった気象変動要因によ

る収量への影響、気象効果と申しますが、これを極力除去した

単収に補正したうえで、これからスプライン関数を用いて滑ら

かな傾向線を導きまして、翌年産の平年単収を算出するという

推計方法でございます。

この方法については、技術改良などの近年のすう勢をより正

確に反映することができる算定方式ということで、平成９年 よ産

り使用しております。それ以前は、平方根重回帰という方法で

やっておりましたが、 近はそういうやり方でやっておりま

す。下の注３に書いてございますけども、ス プ ラ イ ン 関 数 と

は 、 小 区 間 内 で 定 義 さ れ た 多 項 式 に よ る 関 数 、 で き る だで

け 滑 ら か に つ な が っ て い る も の で ご ざ い ま し て 、 手法とし

ては、生物学、計量経済学、医 学 分 野 な ど で 活 用 し て い る 、

という こ とで ござ い ます。

そ れ で 、 ２ ペ ー ジ に 今 言 葉 で 申 し 上 げ た こ と を 図 に し て

み ま し た 。 こ れ は 日 本 の 代 表 的 な 米 の 産 地 と い う こ と で 、

新 潟 県 を と っ て お り ま す 。 青 い 点 々 で 書 い た 部 分 が 実 収 量

で 年 々 変 動 し て お り ま す が 、 気 象 の 変 動 要 因 、 下 に 気 象 効

果 抜 き 出 し て お り 、 こ れ を 極 力 除 去 し て 、 赤 い 線 を 引を

こ れ を 基 に し て 、 滑 ら か な 傾 向 線 を 引 く 。 こ れ を ず っき、

と 延 ば し て い き ま し て 、 18年 を 推 計 す る 、 と い う や り 方 で

ござい ま す。

そ の 下 で ご ざ い ま す 。 そ う や っ て 計 算 を し た う え で 作 成

す る わ け で す が 、 上記算定方式で求めた傾向値を基にして、

近の生産事情を考慮したうえで10ａ当たり平年収量を作成す

る、ということですが、実態をよく見て判断･検証する、という

ことでございます。内容としては、品種構成の変動、栽培技術

の変化、収量構成要素の変動、ということでございます。

３ページ目でございますが、先ほど、諮問文の中で数字がご

ざいましたけども、ここでは改めてそれを掲げながら、現行と

の差を出しております。今回の案、これが現行である17年産に

設定している平年収量と比べてどうなっているか、ということ

でございます。 初に全国 書いてありますけども、全国についと

ては後追いで、推計自体は各都道府県 に出します。各都道府を先

県ごとに推計した平年収量を各県の作付面積で加重平均して全

国を求めております。それで北海道では２kg増、一番大きく増

えたところが茨城・山梨の５kg、次に栃木の４kgというような

傾向値です。後で特徴などをご紹介したいと思います。ちなみ

に全国で一番高い平年収量というのは、左側の下の方ですけど
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も、長野県の620kg、今回３kg増えます。

次に４ページですが、そういった平年収量で見ました各県別

の色分けをしております。高いところ、低いところ、色分けし

ておりま 赤いところが比較的高い４県となっております。して、

続きまして、これ以降の説明ですが、資料２がグラフとなっ

ておりますので、これを広げていただきながら、資料３で説明

させていただきます。資料２の赤い線はこれまでの実収量、点

々で書いた青い線はこれまで設定した平年収量でございます。1

8年のところに、もう入れてありますけども、今回ここに設定し

たい、ということです。各グラフの下に表がございまして、各

年の実単収の数字、平年収量の数字、それで毎年どれだけ平年

収量を上げてきたか、また下げてきたかという数字でございま

す。それから、一番下はその年の作況指数でございます。

県別の詳細は、資料３で説明いたしますが、ここに品種の変

遷、変化の話が出てきます。品種については、資料４が各県の

品種の変化を図で示しております。例えば、北海道のところで

ございますが、資料３の記述を見ますと良食味だが収量性の劣

る「ほしのゆめ」から良食味・多収の「ななつぼし」へ転換と

いうことで書いてございます。これは、資料４の図の方の内容

を示しています。これを見ていただきますように赤い点線の

「ほしのゆめ」が減って、その代わりに緑の「ななつぼし」が

上がっているということです。あと参考１は品種ごとの単収を

私どもがまとめて先日公表したものですが、４ページを見てい

ただきますと、今お話しました北海道のところの「ほしのゆ

め」の10ａ当たり収量、私ども 申し上げておりま、これを単収と

すけれども 「ななつぼし」の方が単収が高いというのはこうい、

った数字を見ていただければ分かると思います。

北海道は今申し上げたように、品種が変わるということが要因と

して大きく、計算では傾向値が530kgでして、対前年比２kg増です。

裏付けとして、生産事情でそういった品種の話が出ております。生

産事情については、各県に統計・情報センタ－がございまして、そ

こで県、試験場、ＪＡ等から県内の情報を集めたものをまとめてお

ります。生産事情を見ても計算どおりで妥当ではないかと思ってい

るところです。

次の青森ですけども、青森は資料２のグラフでも横ばいの線でご

ざいます。品種的にも 「つがるロマン」が５割以上を占めて、新、

品種も出ておりますが、全体として変動はないのではないか、とい

うふうに見ておりまして、傾向値でも580kg、対前年同で妥当ではな

いか思っているところです。

次は岩手でございますが、岩手は計算で533kgということで、対前

年同の数字が出ております。生産事情を見ますと 「ひとめぼれ」、

が６割で中心でございまして、こういった品種構成の変化もないよ

うです。また、後でグラフで解説いたします。

それから、宮城でございますけども、グラフでは資料２の３ペー



- -7

ジ、計算では傾向値530kgで対前年で３kgアップという結果でござい

ます。品種構成を見ますと、基幹品種が「ひとめぼれ」です 「ひ。

とめぼれ」は 近、急速に普及しているということで、現在８割強

となり、肥培管理等栽培技術の習熟で有効穂数を安定的に確保して

おります。東北では籾数がどうも減る傾向があるのですが、宮城は

減り方を調整して横ばいといいますか、あまり減らないようで、肥

料の適正施用の指導効果が出た、ということです。ですので、傾向

値としても上がっていきますし、実態としてもやはり籾の数を減ら

さずに籾の重さで収量増加という内容になってございます。

次、秋田でございますけども、計算上573kg、対前年同ということ

です 「あきたこまち」が９割弱と中心の品種でございまして、あ。

まり変化はない、というふうになっております。

山形は、傾向値で594kg、対前年同ということでございます。これ

は、品種を見ますと 「はえぬき」という品種が６割強を占めると、

いうことで、品種構成も大きな変化はない、ということです。グラ

フの４ページですけども、あまり変化はなく横ばいだろう、という

ことです。

それから、福島でございますが、計算上537kg、対前年１kgアップ

という計算でございます。品種的には「コシヒカリ」が６割強と中

心品種でこの辺は変化がありません。ただ、中山間の条件不利な所

で栽培が減少傾向にあり、単収の高い地域の割合が増えることで１k

gぐらい増える関係にあるだろう、というふうに考えております。

それから、次に茨城ですが、ちょっと大きな変化がありますの

で、資料３の３ページをご覧いただきたいと思います。今回、従来

に無い分析をさせていただいておりますので、ちょっとご紹介させ

ていただきます。まず、品種の方ですが「コシヒカリ」の作付けが

定着して８割。そのほか、収量の高い「あきたこまち 「ゆめひた」、

ち」が増加することで、品種的には収量は向上するだろうと思われ

ます。それから、栽培技術でございますけども、適正な水管理であ

るとか、気象変動に強いイネづくりを行うための健全な土づくり、

また種子の更新とか、いろいろやっておりまして、技術は進歩して

います。後は、生育のパターンですけども、生育の前進化が収量増

加に好条件となっていることがあるのではないか、と考えておりま

す。

３点目は収量構成要素の話です。いろいろ項目があるのですが、

上の方から全穂数とか、有効穂数とか書いてありますが、ポイント

は真ん中の１㎡当たり全もみ数、入れ物の数でございまして、その

下が千もみ当たり収量、重量でございまして、この２つが非常に重

要な要素でございますので、次の４ページにこれらをグラフにして

おります。今回、新しく作ってみたのですが、これでいろいろ新し

いことが分かるのかな、と考えてみました。左上の図１で今申し上

げたもみの数が緑の線で、右肩上がりで推移しています。青い線が

重量、千もみ当たり収量で、しいなも含めてどれだけ籾が充実した

か、ということがこれで分かります。これで見ますと、籾の数も増

えているし、充実、登熟も良いということで、良いことづくめ、と
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いう感じです。もみの数自体は３万粒を超えてきており、千もみ当

たり収量、重量自体はまだ低いですがこれだけ直線的に伸びていれ

ば、何か理由があり10ａ当たり平年収量に何が関与しているだろう

と従来から思っていたのですが、いろいろな要因があると思うので

す。品種の話、栽培技術の話、それから気象の話があります。ちょ

っと調べてみました。図２ですけど、これは出穂 盛期の推移で、

出穂 盛期が前進化している、ということが１つ言えると思いま

す。これがなぜかというのがあるわけですが、図３を見ますと田植

期が前進化しています。つまり田植期が前進化していますので、出

穂 盛期も前進化している、というのが１つあると思います。図３

までは、私たちの調査結果で把握している項目ですが、右側は気象

データを整理したものです。図４は出穂期前後の平均気温の推移

で、出穂期の前後というのは収量が決定される時期でございまし

て、出穂の前がもみ数を決定し、出穂のちょっと前から出穂の後が

登熟、もみの重さを決定する大事な時期でございます。その前後の

気温の変化を過去、昭和54年からずっと見ていきますと、右肩上が

りになっておりまして、これが結果として収量アップに働いている

のではないか、とそう考えられます。それから、図５でございます

けども、日照時間でございます。日照時間は平年値の推移を描いて

おりますが、大体８月にピークがきております。そこで、出穂期で

すが図２で見たとおり、前進化することによって、青い線でくくっ

た部分が、赤い線でくくった部分へ移動してきている。丸で示した

部分が出穂期ですが、前10日・後30日ということで間隔をとってお

ります。前進化しているということで、ピークを抱え込むように移

動してきており、非常に気象的にも良い時期へ移動してきている、

ということが言えるのではないでしょうか。それと、図６ですけど

も、これは、単純に毎月の平均気温をとっております。若干、右肩

上がりということで、温暖化の影響が視覚的にも分かります。こう

いった状況がございまして、気象的な背景もあって、やはり収量が

伸びている、ということが言えるのかなと思っております。

次をめくっていただきまして５ページが栃木でございます。今、

茨城で詳しくご説明しましたのと大体同じ話でございますので、後

はポイントだけ説明させていただきます。品種的な話は「コシヒカ

リ」が８割ということでございます。栽培技術のところもやはり、

どこの県を見ても同じですが高品質・良食味ということで頑張って

おられるということでいろんな栽培指導をしています。ここもやは

り生育の前進化ということで収量増加に好条件になっているのでは

ないかと考えられます。それから６ページを眺めていただきたいの

ですが、これもやはり茨城と同じようなグラフで、図１がまさに同

じような感じでございます。後の要因も同じように考えられるので

はないかと思っている次第でございます。

長くなってはいけないので後は簡単にさせていただきますが、１

ページに戻っていただききますと次は群馬ですが、群馬はあまり品

種構成に大きな変化はないということで、計算上494kgで対前年同で

ございます。ここは麦跡水稲が33％、約３分の１を占めているとい
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うことで、茨城や栃木と違っております。

埼玉はこれも計算上495kgということで対前年同という結果でござ

います。ここもあまり変化がない状況です。

それから千葉でございますが、計算上531kg、対前年プラス３kgと

いうことでございます。ここは収量の高い品種の普及、それから収

量の低い谷地田で耕作放棄が進んでおり、全体としては収量アップ

ということで３kgアップが妥当であると考えております。

あと東京ですが、東京は200haしかなくて小さな栽培県でございま

す。ここは宅地化でだいぶ耕地が減少しておりまして、飯米程度を

作っている小さな農家がドンドン減っており、そういうところが減

って、まとまって作っているところが残っているという状況でござ

います。そういう意味では、収量水準が上がっているという結果が

得られております。ちなみにどこら辺で作っているかですが、八王

子とか府中とか町田でございます。八王子といっても45haとかその

ようなものですけども。

次の神奈川県でございますが計算上480kg、対前年プラス３kgで

す。ここは良食味で収量の高い「さとじまん」の作付けが増加、そ

れからやはり宅地化に伴う単収の低いほ場の減少ということで、こ

ういうことが収量で見るとアップする要因と考えられます。

それから新潟ですが、新潟は539kgで対前年同という結果でござい

ます。背景としては、依然として「コシヒカリ」でございますけれ

ど、いもち病抵抗性の「コシヒカリBL」に切り替わっておりまし

て、収量は安定化しております。それから北陸は高温障害というこ

とが言われているのですが、高温対策も指導しているということで

ございます。

富山でございますが計算上535kg、対前年プラス２kgですが、これ

は「てんたかく」という比較的多収な品種が増加しているというこ

とでございます。それから高温対策も遅植えを指導して効果が出て

いると聞いておりますのでプラス２kgで妥当ではないかと考えま

す。

それから石川ですが、良質・多収の「ゆめみずほ」が増加してお

ります。また、加賀地域ですがここは５割以上を占めておりまし

て、ここの地域は単収が高くてそこの作付けウエイトが増えている

ということ、それと高温対策を指導しているというようなことで、

プラス１kgで妥当ではないかと思います。

それから福井ですが、良食味・多収の「イクヒカリ」が増えてい

るということ、中山間地域の条件不利地の作付けが減少していると

いうことでございます。それから高温対策も指導しているというこ

とでございます。

それから山梨は対前年５kgアップということでございますが、７

ページを見ていただきたいのですが、品種的には今は「コシヒカ

リ」がメインでございます。昔は「日本晴」とかを作っていたので

すけれども、また良食味・多収の「あさひの夢」というのも増えて

ございます。栽培技術のところですが、気温が上昇しているので冷

害の危険性が減っているということです。それから資料２の10ペー
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ジの下ですが、かつて毎年収量が変動して冷害を受け易かった場所

ですが、 近はやはり気温が良い状況になったと思いまして安定し

た収量になっております。それから、高齢化・兼業化というのはど

こでも進んでいますが作業の委託とか請負耕作が普及しておりまし

て、安定的にまとまって作っているということがあります。それか

ら長野県は単収が高いのですが、それに引っ張られて長野県に近い

地域で単収が高くなっているということでございまして、後は生育

の前進化があるというふうに考えられます。そして次の８ページに

やはり同じような図を作ってございます。もみ数は横ばいという状

況ですが、もみの重さは増えているという状況でございます。気

温、あるいは日照を見ても割りと良い条件に来ているかなと、先ほ

どもご説明しましたが、日照のピークの方にだんだん向かっている

というのが分かると思います。

次の長野ですが、また９ページにグラフを作ってみました。長野

が何で収量が高いのかという、前回もそういう質問が出ましたの

で、同じようなグラフを作ってみました。長野は図１をご覧いただ

くと分かるのですがもみの数が非常に多いです。もみの数が多いの

にもみの重さもある、大体基準として３万粒ぐらいがある程度の目

安になっていると思うのですが、ここは３万４千粒あります。もみ

の重さもこれだけ数がありながらこれだけの充実、登熟があるとい

うことで非常に単収が高いという理由がここに出ていると思いま

す。それで、これがなぜかという辺りですが、やはり図６の右下な

んですが気温の日較差が大きいということが 大の特徴ではないか

と思います。長野は緑でございます。各県の平均の日較差でござい

ますけれど、比較としまして近隣の岐阜、金沢、それから米地帯の

秋田を比較で入れておりますが、非常に日較差があるということ

で、昼間貯めた糖やデンプンが夜消費されずに蓄積されるというこ

とが、登熟が良いという結果を導くのではないかというふうに考え

ております。

後は簡単にご紹介させていただきます。岐阜は品種について書い

てありますが前年と同じであります。静岡も前年と同じでございま

す。それと愛知、三重、ここは若干上がるという計算でございま

す。現場からは収量の高い営農集団や大規模経営農家への集約化が

進んでいるという情報があります。大規模になれば収量が上がるの

かというような話もちょっと調べてみたのですが、前回もそういう

ご議論がありまして、生産費調査で規模別に見たりしているのです

が、大体５haから７ha位までは収量が上がっています。それを超え

るとやはりちょっと下がるという傾向がありますが、ある程度規模

があると高い技術を持つ、ちゃんとした農家がやるという感じで増

えていくのではないかなと思います。現場からはそういう情報が入

ってきています。

それから２ページでございますが、滋賀も京都も１kgアップ

ということでございます。これも品種的にはあまり大きな変化

はなくて、作業の受委託等という話がございます。大阪でござ
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いますが、10ページの終わりのところに書いてございますが、

品種的には「ヒノヒカリ」がメインでございます。栽培技術で

すが、先ほどお話しました耕地の宅地化に伴う減少ということ

で、収量水準の低い農家の作付けが減少しています。それで、

周りを見ると大阪は近隣に比べて割と収量水準が低かったので

すが、近隣の収量水準に近づいているのではないかという感じ

単収の ことでがします。また、 傾向を見ても上がっていくという

ございますので、妥当ではないかと。グラフでは14ページでご

ざいます。それから、兵庫は対前年２kgアップということで、

条件不利地の作付けが減っているということです。奈良は品種

の更新でございます。和歌山も２kgアップでございます。これ

ということでございは中山間で収量水準の低い農家が減っている

。ます

あとは鳥取、島根、岡山ですが、ここは対前年同ということ

で、グラフを見ていただいても大体そういったことで確認でき

るかと思います。それから続けて広島でございますけども 「コ、

シヒカリ」が減って多収の「ヒノヒカリ」が増加しているとい

うことで品種要因で説明できるのではないかと思っており、２k

gアップという計算結果でございます。後は、山口、徳島、香

川、愛媛ということで、対前年同ということでございます。品

種的にも大きな変動はないということでございます。高知は品

種の変動がありまして、計算結果も１kgアップということでご

ざいます。

それから次は九州ですけども、九州はいろいろ言われている

地域でございまして、高温障害 いろいろありますが、資料２など

は21ページから九州でございます。九州の実際の動きを見てい

ただきますと、各県そうですけども21ページは上が福岡、下が

佐賀と並んでい すけども、 近３年間がだいぶ落ちていてこのま

まま落ちていくのではと、図で見ているだけではそういうふう

に感じるのですが、平成15年については日照不足、16年につい

ては台風がたくさん来た年でございまして、それから17年、昨

年ですが、台風第14号とか病害虫の被害それから高温障害が出

たということで、３年間続けて落ちていますけども、これは計

算上、除外されて戻していきますと対前年同と、そういう結果

でございま 福岡、佐賀はそういうことで対前年 というこして、 同

とでございます。それから長崎はグラフで見ていただきますと

災害部分を引きますと若干右肩上がりになっている と、また品こ

種的 「にこまる」という高温障害を受けにくい 普及がには 品種の

広まるだろうと言われております。 は収量水準の低いところ後

で、 がなくなってきている、止めているということで１kg水稲作

アップが妥当ではないかと思っています。それから、熊本、大

分は先ほど福岡、佐賀で申し上げたような話で対前年同という

ことでございます。それから宮崎ですが、早期栽培でやってい
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強ございまして、そこで単収が増えていましてこのるところが４割

まま伸びるのではないかと思っていますし、計算結果も３kgアップ

というふうに出ております。鹿児島も計算結果でプラス１kgという

ことでございます。ここは早期栽培の米の価格が低迷しておりまし

て、収量の高い普通期栽培への転換が見込まれるという話でござい

ます。

それから、 後に沖縄になりますが、沖縄は24ページを見ていた

だきますと、資料２の24ページの下でございますけど、ここは非常

に台風などの災害の多いところで、下がっているところは大体台風

とか、低温障害とかを受けております。ここは２期作をやっており

まして、１期作稲、２期作稲とあるのですが、１期作稲の場合は

２、３月に田植えをするものですからその時に低温障害とか日照不

足とかの影響を受け易く、２期作稲は台風の影響を受け易いという

ことで、これがなければもう少し収量が増えるということでござい

まして、平年収量は309kgの対前年同という結果でございます。長く

なりましたが以上でございます。

田嶼部会長 どうもありがとうございました。生産流通消費統計課長から平年

収量の算定の経緯についてご説明いただきました。これから審議に

入りたいと思いますがどなたからでも質問を伺いたいと思います。

佐藤臨時委員 新潟と富山だったと思いますが、確か今年からコシヒカリは「コ

シヒカリBL」が入っていますが、これは理屈のうえでは、単収が増

加する要因だったと思いますが、実際に実収量に何か違いが出てい

ないのでしょうか。

澤田生産流通消費 一応、いもち病抵抗性ということで、そういう意味では高くなる

統計課長 かなという気もするのですけど、実際はあまりないと思います。雑

誌でもいろいろ書いてあって私も読んでいるのですけど、実際抵抗

性がどれだけ効いているかも含めてどうかということは私も良く分

からないですけども、収量自体は変わってないと思います。

田嶼部会長 そのほか意見ありますか。

安倍臨時委員 54年からのスムージングスプラインの傾向線と実際の単収のデコ

ボコをずっと眺めておりまして、九州以外の地域では傾向線に対し

て単収がそれほど離れないのに対して、九州になるとかなりぶれて

きているわけですね。要因分析の主成分分析の話を何年か前に聞い

たときに、気象条件とか、温度条件とかそういうものがすごい寄与

率が高くて、そのために単収の変動が激しいという結果があって、

その考え方は変わっていないかと思います。その辺で九州がこのよ

うにぶれることについてどのようにお考えになっているのか、あま

りぶれるようであれば算定方式を見直すとか、ヒートアイランドな

どの新しい条件を加味するとか、お考えがあればお聞かせ下さい。
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澤田生産流通消費 まず、資料２のグラフの意味ですけど、21ページをご覧いただい

統計課長 ていると思いますが、福岡、佐賀とありまして、赤い線は実単収で

ございまして、青い点々はスムージングスプラインで描いた傾向線

ではなく、これは平年単収、毎年設定してきた平年単収です。スム

ージングスプラインで引いた線はもう少し滑らかに実勢を反映した

ような形になります。紛らわしいので今回はそれは入れていないの

ですが、実はそれはまた別にございます。資料１のところで新潟を

例にとってご説明しましたが、資料１の２ページにグラフがござい

ます。これは新潟の例で九州ではないので残念ですけど、実収量が

ありまして、実収量はこの場合は青い点線で書いてございますが、

ここから気象要因を除いて、赤い線を一回導いて描いていますけ

ど、これを基に滑らかな曲線を作っていくというもので、この黒い

線がスムージングスプラインで引いた傾向線です。それで、九州は

今手元にないので申し訳ないのですけど、あまりフィットしていな

いのではないかという話でしょうか。九州自体はやはり災害を受け

易いので、実際赤い線はジグザグし易いので視覚的にはそういうふ

うになりますけども、新潟のグラフで見ますように、気象効果を除

外してもう少し滑らかな線に直した後で傾向線は作っているので、

そういう意味では、めちゃくちゃなことにはなっていないのかなと

思います。

それと、これまでの議論の中で、気象要因の何が一番効いている

のかという話もあるわけです。実はそういうことで作った式で確認

してみますと、主成分分析というのをやっているので個々の気象要

因が単体で式の中に入っているわけではないので、非常に見にくい

というのが従来から言われているわけですが、一番の要因はやはり

気温でございます。平均気温とか 高気温が一番収量に影響を及ぼ

しているという結果がございます。その次が日照です。確かに計算

上見にくいということはありますけど、ただ、単体だとまたややこ

しくなって大変になってくるので、この方法がやはりいいのかなと

思っております。

齋藤臨時委員 今のに関連しまして、特に沖縄は平成８年か９年くらいまでは、

平年単収は上がってきているのにそこから下がり始めてますよね。

これは台風が多くなったせいですか。

澤田生産流通消費 台風の被害自体は、除外するように計算しますので、台風が多く

統計課長 なったから下がったということではありません。台風除きで下がっ

ているということでございまして、やはり別の要因、例えば品種の

要因とかいろんな要因があって下がっているということです。１つ

は気温の影響が逆に出ているのかもしれないですし、そこはなかな

か難しいのですが、品種の要因、気象の要因あと、技術的な要因が

重なって傾向としては下がっているということです。

安倍臨時委員 沖縄につきまして、先ほど長野を例にとって全もみ数ともみ数当

たりの収量のグラフをご説明いただきましたが、沖縄はこの点に関
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しては何か 近の変化はありますか。

澤田生産流通消費 沖縄についてはそこまで分析していないので申し訳ないのですけ

統計課長 れども、南の方ですので、もみ当たりの重さは少ないです。

秋田臨時委員 先ほどの九州の単収の傾向ですが、資料２で見てみますと、実単

収の赤い点と平年単収とのギャップはここ３年くらいずっと実単収

は低いのに平年単収は上回っている、この原因としては気象効果だ

ということになるのだろうと思います。台風が多かったということ

ですけど、こういうところをもう少し説得力あるデータで説明があ

れば、例えば、先ほどの資料１で新潟県の例を示されたように実単

収と気象効果を除いた補正値を入れてみると、九州の気象効果はち

ゃんと説明できるのかどうか、そこら辺がはっきりしてくるんじゃ

ないかと思います。そういう図をつけていただくと、九州はこれだ

け実単収は低いれども、平年単収はその上にくるんだという説明が

できるんだと思います。実際、補正値を入れてみた結果はどのよう

になっていますか。

澤田生産流通消費 そこは例えば福岡、佐賀は21ページにあるのですが、３年間確か

統計課長 に青い線に比べて赤い線下になっております。これが補正すること

によって上に上がっていくということで、ちゃんとそのようになっ

たうえで計算しているということです。

秋田臨時委員 だから、そういうデータをここに示していただくとより我々も分

かり易いという感じがいたします。

澤田生産流通消費 分かりました。

統計課長

秋田臨時委員 今回、これまでと違って、独自に統計部の方で解析していただい

た資料は非常に参考になることが多いわけですが、県によって、例

えば長野のように日較差がいきなりポーンと出てきて、これで説明

ができるというような例があるかと思うと、平均気温で説明できる

というようなものがあったりと、ちょっと統一が取れていないよう

な気がします。このような試みは非常に大事で、こういった解析を

もう少し統一が取れたような形で、例えば長野が上がっていくこと

に本当に日較差のこの資料は活きてくるのか、その辺りをはっきり

させるためにも、もう少しこの解析を突っ込んでいただけると、こ

ういう試みは非常に大事だし、むしろ生産流通消費統計課だけでは

なくて、稲の栽培関係の部署はたくさんあるわけですから、地域農

政当たりの意見も入れながら、どういう要因で収量が変動している

のかという解析が、これからますます作物統計関係の陣容は人員削

減で減っていくわけですから、もう少し農水省の傘下には試験研究

機関がたくさんあるわけですから、そういう所の知恵も入れなが

ら、統一の取れた説明資料になっていくといいなと思っておりま
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す。

小西統計部長 非常に大事な意見だと思いますので、今おっしゃったような分析

が関係機関とできるように、また今のスプライン関数について九州

に当てはめるとどうなるか速やかに整理して、またご説明できれば

と思います。

秋田臨時委員 特に、単収変動の激しい北と南なんです。北海道の冷害と九州の

台風、これがもう気象効果でちゃんと説明できて平年多収が妥当だ

という資料ができていると納得し易いです。

小西統計部長 特に北海道は 近好天で収量が増えているが、九州は逆に下がり

気味だとその辺ですね。

秋田臨時委員 説明できればですね。

野村臨時委員 今の秋田委員の話とも関連するのですが、ちょっと質問です。先

ほどの資料は、非常に面白いデータだと思うんですが、茨城、栃木

が耕種期日の前進化と気象条件との合致、それから温暖化の傾向で

収量が増える傾向にあるということですが、前進化とか気象条件の

変化をいうのであれば、周辺の福島、群馬あるいは千葉辺りも似た

ような傾向があるのではないかという気がするので、今秋田委員か

ら指摘があったようにあるきちんとしたルールでこれが示されれば

分かり易いのですが、とりあえずその辺は何故出てこないのかとい

うことです。

それから余談に入るかもしれないが、非常に面白いのはゴールデ

ンウィークに田植えをするというのは、私の理解では、兼業農家が

休みを利用して田植えをする、ある意味、都合のいい時期に温暖化

のことを考えずに田植えをやっていたという話はよく聞くのです

が、資料を見ると上手いこと合致して、新聞の見出しに言わせると

ゴールデンウィークは実は理にかなっていたと、これはある意味で

は示唆にとんだ統計で、統計の使い方はこんなところにもあるんだ

なということですが、その辺はまた、農政推進上出して良いのか分

からないかもしれないのですけど、これは余談です。前段の話につ

いてお答えいただければと思います。

澤田生産流通消費 前進化については茨城、栃木だけではなくて周辺のところも進ん

統計課長 でおります。もともと前進化というのは、千葉で早期栽培を始めて

それを真似していったと言われます。早く作って、早く出して市場

マーケットで有利にしようということだと思います。ただ、群馬は

ちょっと難しくて３分の１が麦跡の作付けなんです。麦が５月下旬

から６月上旬に収穫で、その後田植えになるので、３分の１はその

後になります。だから、県全体平均で一本化した時には上手く現れ

ない可能性があるのですが、多分、普通期の栽培は、麦跡じゃない

ので前進化しているかもしれません。
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それと、前進化で５月の連休に田植えができて具合がいいという

のがひとつあると思います。ただ、前進化することによって、今度

は出穂時期の気温が高い、非常に危険な時期に出穂して登熟障害を

起こし乳白が出たりということで、今は茨城などは５月５日の後に

田植えをしなさいという指導をしています。それで、田植えを早め

ると品質が悪くなってしまうので、各県、北陸もそうですけれど遅

植えの指導をしております。今はそういうことでまた逆に戻ってお

ります。

野村臨時委員 群馬の麦跡というのは何月ぐらいの田植えですか。

澤田生産流通消費 ６月の中旬ぐらいです。

統計課長

野村臨時委員 それは具合のいい話になるわけですか。

澤田生産流通消費 それ自体は今度、生育期間が短くなるので、そんなに収量アップ

統計課長 にはならないです。

野村臨時委員 まあ、その辺は今話題になっている生産調整と関連してくるので

すが、良く分かりました。

池谷臨時委員 各県の作付面積はどこかに出ておりますか。それから私は東京な

んで東京に関心があるのですが、だいぶ作付面積が減っているとい

うことですし、能率的には５～７haが一番単収が高いという話でし

たけども、各県の平均の耕地作付面積は必要ないデータなのでしょ

うか。

澤田生産流通消費 各県の面積はこの部会が終わるまでに皆さんのお手元に届けま

統計課長 す。昨年、私どもが公表した資料がございますので。

それから規模別に単収がどうかという話は、私どもの収穫量調査

ではなくて、生産費調査というもので個々の農家の経営を調査して

いるのですけども、そこでまとめた資料ではそういう結果が出てい

ます。私どもの調査は農家ごとの調査ではなく、ほ場を選んで行う

調査なので、規模別のデータまでは持っていないんです。それで、

そのほ場がどういう規模のものだったかというところまでは調査し

ていないということがありまして、詳しいところまでは分からない

のです。

田嶼部会長 その他、ご意見ご質問などはございませんか。

澤田生産流通消費 もう１つ資料の説明をします。参考２ですけど、先ほどご指摘の

統計課長 とおり、グラフはまだ未完成で試みでやったものですから、十分で

はなく、先ほど茨城、栃木と山梨だけでご説明したのですけども、

では他の地域ではどうなっているのかという話です。そういう話が
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出るだろうと思ってちょっと資料を作ってみたのですが、東北と九

州、ちょっと労力がかかるのでこれしかできなかったのですが、東

北ではどのような傾向があるのか、あるいは九州ではどうかという

ことです。

まず、岩手ですが、先ほどご説明した各県についてはもみの数も

重さも右肩上がりだったのですけども、岩手はもみの数は減ってお

り、もみの重量は上がっています。実は東北は大体こういう傾向で

す。やはり、品質を高めたいということがあると思いますし、品種

の切り替えがあると思っていますが、もみの重さ、もみの粒が大き

くなっており、品質を高めている状況がございます。気象的には良

い条件にいっていると思います。

次の宮城は同じですが、平成７年以降、もみの数の減り方が横ば

いになってございます。それであまり減り過ぎないようにという指

導がされております。これは肥料を調整して元肥を十分にやるとい

うことで、緩効性肥料ですけども、そういうことです。

それから、九州の佐賀でございますが、もみの数は増えていても

みの重さは減っているということで、打ち消しあってこれも頭打ち

ですけれど、そういう状況があります。もみの重さが減っていると

いうことが品質上問題と言われるところなんですけども。

それから４ページ目の長崎ですが、九州の中でももみの数も若干

増えているところもあるということです。

今回試みでいろいろやってみましたけども、今後また勉強してみ

たいと思います。とりあえずご紹介いたしました。

秋田臨時委員 今のような解析が非常に大事で、例えば宮城を見せてもらうと、

長年の傾向をとるとこのように線が引けるかもしれませんが、例え

ば図１を見てみますと青色の線は平成５年くらいまでは、割合高く

てまた一段下がったところに水平線が引けるかと思います。これの

理由を見てみますと「ササニシキ」と「ひとめぼれ」の品種交代期

なんです。ちゃんと理由が説明できる。佐賀については私は検討し

ていませんが、宮城なんかは明らかにそういうことがあって、これ

が品種の構成なのか先ほどおっしゃったように栽培技術の効果なの

か、もみ数を減らして量を多くするような農家の栽培技術の変化な

のかという辺りはきちんと解析をされると非常に面白い結果になる

と思います。そういう解析をもう少し輪を広げておやりになること

が大事ではないかと思います。

田嶼部会長 非常に貴重な意見をありがとうございました。

安倍臨時委員 昨年も品種の米改革大綱の時にいろいろありまして、各県の新種

の動きというものが出てきまして、今回大体ご説明いただきまし

て、その辺のところがだいぶ重要な要素になってくるので、分析の

時、この辺のところも少し加えていただければと思います。

田嶼部会長 それでは、本日頂戴しましたご意見の中で九州についてですが、
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資料２の中に資料１の参考のグラフのようなものを付けてお出しい

ただけるということでよろしいでしょうか。

澤田生産流通消費 そこはグラフが込み入ってしまうのでちょっと工夫します。どう

統計課長 いうふうに気象要素を見たかというところを。

田嶼部会長 それでは、添付していただく資料にはそのようにしていただくと

ということで。

澤田生産流通消費 そこのところは作業が間に合わないので後で送らせていただくと

統計課長 いうことで。

田嶼部会長 では、追って先生方に資料を送付していただくということでお願

いします。参考２のようなグラフがあると非常に参考になるという

ご意見を頂戴しましたけども、これはかなり大変な労力になるので

しょうか。

澤田生産流通消費 全県やるということになるとちょっと難しいですね。

統計課長

田嶼部会長 今年が難しいようであれば、次年度に向けていかに農水省から出

る統計がきちっとしたものであるかということをお示しいただけれ

ば幸いです。 初に小西統計部長からお話がありましたが、統計が

おかれている厳しい状況を打破できるような説得力のある資料をと

思います。

その他、ご意見がないようであればこれからお配りする答申案に

まとめていきたいと思います。事務局は答申案をお配り下さい。

（事務局、答申案配付）

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 中川昭一殿

食料・農業・農村政策審議会会長 八木宏典

答申

平成18年３月29日付け統計第1499号をもって諮問のあった、平成18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）

どうもありがとうございます。それでは、答申案につきましてこ

れから正式なものを用意いたしまして、大臣に代えて小西統計部長

にお渡ししたいと思います。

（答申文準備）
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それでは、答申の文書が準備できたようですので、小西統計部長

にお渡ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（答申を田嶼部会長から小西統計部長に手交）

田嶼部会長 続きまして、議題２「その他」につきまして、事務局から報告を

受けたいと思います。

では、報告をお願いいたします。

河﨑統計企画課長 それでは、私の方からお話をさせていただきたいと思います。

資料は参考５でございます。

冒頭部長の挨拶のなかでもありましたように、今、行政改革の動

きが急を告げております。

前回、昨年の10月18日だったと思いますが、この部会で農林統計

をめぐる行政改革等々について説明をさせていただきました。その

後、別の次元で、しかも極めて重大な動きがあったというわけでし

て、それに関する報告をさせていただきたいということでございま

す。

それは何かと申しますと、この参考５の後ろについております

「行政改革の重要方針」というものが、昨年の12月24日に閣議決定

をされたということでございます。

この「行政改革の重要方針」の中身でございますが、いろいろあ

りますがそのなかで、４として「総人件費改革の実行計画」という

ことでございます。ありていに言えば 「どうやって人を減らして、

いくか」ということでございまして 「今回重点事項というかポイ、

ントを絞ってそれについてドンドン減らすんだ」という方針を打ち

出してきたということでございます。

具体的に申し上げますと、まずひとつは 「公務員の定員の純減、

目標を立てる」ということでございます。

国の機関の定員ということで、平成18年３月31日現在で国家公務

員としておりますのが、約33万２千名ということでございます。こ

れを今後５年間で５％以上純減させるという方針が打ち出されたと

いうことでございます。この５％にはミシン目が入っておりまし

て、ひとつは従前のような定員縮減ということで1.5％、我々の「ゼ

ロベースの見直し」で「この５年間で約1,100名の定員の縮減する」

というのはこの1.5％の方に入っているわけです。更にこの1.5％に

加えて、3.5％を以下の重点事項を中心に、業務の大胆かつ構造的な

見直しによって減らしていくというように打ち出されているわけで

ございます。

具体的な中身は何かと言えば 「 a）行政ニーズの変化に合わせ、 （

た業務の大胆な整理」ということで （ⅰ）として農林統計関係が、

ノミネートされたということでございます。ですから、我が方の定

員縮減に対しては、従前の1,100名というのは、定員縮減1.5％分で

あるということで、それとは別に「3.5％を上積みせよ」と突きつけ
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られたということになったわけでございます。このことは、今国会

で審議される予定の「行政改革推進法案」に盛り込まれているわけ

でございます 「有識者会議」の議論と並行的に国会でも行革特別。

委員会が設置されましたので、そちらでも議論されるということで

ございます。

これまでの状況を申し上げますと、本年の２月24日に農林水産省

としての回答ペーパーをお出ししたところでございまして、それが

「農林統計関係」という資料でございます。これを行革事務局の方

にお出しをしたということで、我が方の「統計の重要性」や「どう

いう仕事をしているか」ということを書いてあります。今現在やっ

ている「ゼロベースの見直し」の話を３で説明し、更に、４として

今後農政改革が進捗していくなかで、更に縮減が見込まれる部門も

ありますので、そのようなところを重点的に合理化していく方針を

示しているところでございます。但し書きとして、５として農林統

計には難しい部分が残っていることを説明して 「リストラにも限、

界がありますよ」ということも表明したということでございます。

その後、本年の３月10日に「有識者会議」のヒアリングがござい

まして、そのときに中心に使用しました資料が参考５でございま

す。先ほどの文章編とほぼ同様な内容でありまして、まず始めに、

農政改革の支えや「公共財」としての統計が作られていること、農

林統計の重要性や必要性を訴えたということでございます。ほかの

省庁の統計よりも政策との関係が極めて密度が高いということでご

ざいます。

それから、統計手法に関しまして、農家の財産といった懐に手を

突っ込むような調査をやらざるを得ない、その他にもモノを言わな

いような土地や作物に対する調査が必要であるということで 「他、

府省の統計とは質的に違います」ときちんと申し上げたということ

でございます。

それから２つ目として、農林統計はこれまでも継続的に改革を実

施してきたということで、ピーク時には約２万名の職員がいたので

すが、 近では平成16年度末には4,300名まで減少させている。更

に （２）でゼロベースの見直しを平成16年からスタートさせまし、

て、その成果として、今後５年間で約1,100名の縮減に取り組んでい

るということであります 「ここまでやっているのに何だ」という。

意味もあって、きちんと説明をしたということでございます。

更に 「今後は」ということで、３ですが、農政改革の進捗をみ、

てみると、具体的に申し上げますと、経営所得安定対策の大綱が昨

年の10月に決定をし、具体的な姿が見えてきたことにより、それに

対応した統計の見直しができるようになったということでございま

す。特に、経営統計調査を中心といたしまして、担い手に重点化し

ていくといったことを通じて、更なる縮減が可能であると説明した

ところでございます。その際、いろいろなやり取りがございました

が、ありていに申し上げますと 「今後縮減できるであろう人数を、

出し得なかった」ということでありまして、理由が２つあり、確か

に方向性は決まっているがどこまで出せるかという数字に至るまで
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精査ができないところがあったことと、もう一つはやはり生首を切

るわけにはいきませんので、当然縮減された分を職員が出て行く先

がまったく示されないなかで数字だけが一人歩きされることは問題

でありまして、数字を出すことはしなかったということでありまし

た。ただ、それを捉えまして、逆に「ゼロ回答」というような捉え

方をされまして、新聞報道等でもそのような書き方をされたようで

ございますけども、我々としてはきちんと方向性として 「こうい、

った縮減をしていきます」と説明をいたしましたし、それなりに必

要性につきましても説明したということであります。

いずれにしましても、基本的には業務の見直しのなかで、積み残

しになっておりました経営統計調査を中心とした見直しをいたしま

して、その中で合理化をしていくということでございます。将来的

には、国の職員による直接的な実査、農家の庭先まで出向いて調査

票を書いてもらうといったことについては、フェードアウトしてい

かなければということではないかと思っております。ただし、その

際も、統計の技術をきちんと維持していかなければなりませんの

で、調査員の指導をしたり、調査の客体の方から送っていただく調

査票をきちんと審査をしたり検証するような仕組みが必要となって

くると思っております。そのようなところを拡充しながら、一方で

は合理化をせよという国民の声にも応えていかなければならないと

いうことでございます。従来のように職員がやれば一番簡単ではあ

りますが、それをやっちゃいかんという方向性でございますので、

それに対応し、なおかつ、統計の品質をできるだけ落とさない努力

をしていきたいと思っております。

先生方におかれましても、いろんな場面でご支援いただければと

思っております。よろしくお願いいたします。

田嶼部会長 ありがとうございました。

今の統計企画課長のご説明につきまして、何かご意見やこのよう

な考えはどうだろうといったお考えがございましたら出していただ

ければと思います。

高見臨時委員 地方自治体などの統計調査業務とは、どうような関係になってい

るのでしょうか。ほとんど把握されていないのでしょうか。多分数

多くあると思うのですが。

河﨑統計企画課長 我が省以外の統計調査の多くは、都道府県の統計部局に対して法

定委任事務としてやられております。我が方の調査、例えば「農林

業センサス」や「漁業センサス」については、到底うちの職員だけ

ではできないということで、都道府県に委託して調査を行っており

ます。しかも、都道府県に対しては、総務省から交付金の形で人件

費を補填されているということで、我々から言わせれば、地方公務

員がやっているか国家公務員がやっているかの違いと言いたいとこ

ろではありますが、そのような形であります。

ただ、地方自治体におきましても実はこれ以上の統計を受けるよ
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うな事情にはないということで、新しい統計を押し付けるのであれ

ば、従前の統計をスクラップせよというようなことで、他府省でも

自治体の統計の実施が難しくなっているということもあります。そ

れからもう一つは、市町村まで降りてくるわけですが、そこから先

は民間の調査員になるわけです。その人たちが昨年の10月に行いま

した「国勢調査」でいろいろ新聞に載っていましたけど、調査環境

が非常に悪化している。例えば、オートロック式のマンションが増

えて、そもそも玄関先までも行けないというような事態が発生して

おります。調査員が大量に辞任するといった事態もございます。で

すから、地方自治体ルートでやっている統計も実は順風満帆ではな

い。ですから、同じようなやり方はできませんので、我々としては

今ある地方組織をつぶさずに残して、地方組織が調査員の方にお願

いして実査を行っていただいて、現場の職員がきちんと審査をする

という姿で、アウトソーシングを進めていこうと思っております。

高見臨時委員 先ほど、秋田委員の方から、国の試験機関をもう少し活用して、

新のいろんな情報を取り入れて提供を深めてはどうかというご意

見がありました。私も以前そのようなところにおりましたので、行

政・省庁の研究機関でありながら、ほとんど活用していただけてい

ない、あるいはこちらが勝手にやっているというようなそういう面

も感じましたので、そういうことはひとつ重要だと思いました。

もう一つは、それに関連して 「リモートセンシング」なども農、

林水産統計として重要な将来の方向だと思うのですが、その辺はど

のように考えているのでしょうか。

従来田んぼのなかを這いつくばってというスタイルでやってきた

わけですが、それはそれで今後も 低限残していく必要はあるので

しょうけど、やはりもう少し近代兵器を活用してやっていく方法と

いうのも重要だと思います。

澤田生産流通消費 今「リモセン」の話も出ましたので、その点についてお話しさせ

課長 ていただきたいと思います。私たちは「リモセン」については前か

ら調査のなかに何とか活かせないかと研究・検討会をやってきまし

た。幸いなことに、今年１月に、ALOS 「だいち」という観測衛星、

が上がりました。私たちのこれまでの研究でなかなか難しい点が２

つありまして、１つは雲がかかってしまって、欲しい時期に欲しい

画像が手に入らないということが一点と、コストが高いということ

が二点目、解像度の問題もございます。今回の衛星は解像度が2.5ｍ

とカラーであれば10ｍ、合わせ技をすれば結構見えそうだという話

があって、まだちゃんとした画像が手に入っていないのですけど、

実は私ども面積調査に是非活用したいと思っています。どこまで解

像度があるのでどこまで見えるかという話と雲の関係で年間どれだ

け使えるのか非常に難しいのですが、是非活用したいと思ってい

て、今まさに検討というところです。技術的に実用化できるので、

取り入れたいと思っております。あと予算の確保とかそういうふう

なものがあるので是非頑張っていきたいと思います。そういった段
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階です。

野村臨時委員 この改革は今の小泉改革に代表される改革ですが、このなかで基

本的に農林水産業というものは何も国が手を突っ込まなくてもマー

ケットメカニズムを使えば 「業」としては自然に活力のある効率、

的な業界ができあがるという発想が基になっています。僕はもちろ

んそのようには思っていませんが。

従いまして、先ほど縮減数が1,100名で済んだと思ったけれど、ま

た来たということは、これはつまり「マーケットを上手く使えばそ

れだけで上手くいくのだから農林統計はいらないという考えが基本

にある」という厳しい認識で臨んだ方がいいと思います。そうなる

とどのように考えればいいかというと、まず今度の農政改革のなか

で農林統計をどう位置づけるかということが非常に大きな問題で、

農林統計の改革も進めなくてはいけない。いろいろやっているよう

ですが、要は農林水産業というのは非常に公の部分があるし、農林

統計が非常に重要だということを改めてもう一回新しい改革のなか

で組み立てていく必要があると思う。以前から、私はもう少し需要

側に目を向けた統計の仕組み方、例えて言えば、スーパーマーケッ

トや外食産業など需用側から利用度が高く使い勝手がいいものにま

で目配りしていけるかということを検討することと、消費者の 大

の関心である安心や安全という問題がありますが、要は従来の統

計、農林統計という発想だけではもたない。発想を転換していく要

点が今言ったことだと思います。

もう一つは、市場のメカニズムを非常に評価している我が国の製

造・サービス業での統計というものを研究しておくべきではないか

といったところであります。

それからもう一つは、とりわけ欧州での各国の統計の体制、農林

統計のあり方、そういうことを研究なさって、ある意味でグローバ

ルに幅広く我が国の農林統計の改革方針を示していかないと、これ

はおそらく今の土俵でやってもおそらく農林統計が必要だと思って

いない恐れがありますので、そこは非常に厳しい状況であるという

前提の基で、発想を転換していただきたいと思います。

河﨑統計企画課長 非常に有意義なご提言ありがとうございました。

いろいろいただきましたけれど、例えば、需要の方に目を向けた

統計に注視せよという話。我が方もそういう方向で、従前は生産統

計が中心でありましたが、消費流通分野の統計も数が増えてきてお

りますし、ご指摘のあったような安全・安心に関しましても「トレ

ーサビリティーがどの辺まで浸透しているか」とか「トレーサビリ

ティーでどこまで追いかけられるか」などを含めた調査をやってお

りますし、流通段階で「どのような価格形成がなされているか」と

いったこともやっています。ただ、流通統計というものは、消費や

流通など一番手間のかかる統計が多いわけで、なかなかノウハウが

確立されていないということもありまして、研究しながら少しずつ

増やしていき、これにつきましては、これからもきちんとやってい
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きたいと思います。それと同時に、そういったものをきちんと出す

ということ、また、出し方についても工夫していく必要があると思

っております。

それから、サービス産業のこともお聞かせいただきましたが、こ

れについては、今我が国のサービス統計自体が非常に不完全であ

り、それぞれの各省庁の所管に応じてモザイク状になっておりま

す。ですから、所管がせめぎ合っているところは統計がないという

ことがありまして、国全体でサービス統計をきちんとしないと、GDP

等の国民経済計算などもきちんとしたものもできないという議論も

あって、それをどうするかということをやっております。経済財政

諮問会議の下にそういう会議も作られて検討されているところであ

りまして、我が方としては、せっかく我々が持っているある程度の

スキルを持った人間をそういう統計に活用できないかといったこと

でアプローチしているところでありまして、そういうのに乗っかて

きている議論もあるのですが、全体が公務員の数を減らしていくと

いうなかで、そういう増やす議論がなかなかしにくいという実態で

あります。いずれにしても、せっかく統計の能力を持った人間がい

るわけですから、それが別のところで単なる事務屋として使われる

ことは非常にもったいないと思いますので、そういうことが実現で

きるように、農林水産を含めたサービス統計についても、拡充をし

ていくし、その時には我々も組織的な関与ができると思っていると

ころでございます。

それから、外国の関係でございますが、我々の今回の議論を前提

としていろいろ調べてみました。そうしますと、ありていに言え

ば、どこの国も先進国を含めて我が方がやっているような経営統計

や生産統計をみんなやっています。ただ、相手方が、例えば、金融

的なノウハウが非常に多いところがありますし、特にアメリカなど

については我が国がやっている企業統計のような手法ででもできて

しまうとか、あるいは、税務のデータが使えるといった例を持って

いる国も相当あるということで、我々は税から調べなければいけな

いといったことで、我が国統計自体が、行政データの活用が非常に

遅れていまして、そういった面の問題があるということを認識して

いるところでございます。

いろいろ勉強しながら、打ち返しができるものはきちんと打ち出

していきたいと思っています。

野村臨時委員 まったくそのとおりですが、前から気になっていましたのは、

「消費者の統計をとりましょう」と言っているのではなく、例えば

外食産業でも今日出たような「日照時間などを各県、各地域ごとに

よってどう違って、それがお米の出来具合にどう関係しているの

か、場合によっては外食やお米屋さんと関係ないわけではない」と

いうようなところに目を向けた統計のあり方を考えてもらいたい。

つまり 「農産物は消費者なり需要者のニーズに即したものを作り、

ましょう」とか 「そちらに目を向けましょう」という考え方は、、

統計も同じだと思います。統計が生産者側の統計であってもそれが
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需要者にどう役に立っていくのかということを視点に入れていかな

いと、いつまでもある狭い範囲内での統計だけということになって

しまいます。これでは、とりとめなく縮減されていくということに

なりかねない。だからそこはいろいろ工夫次第で 「そんなことは、

無理だよ」という話は聞きますが、それは僕は発想を変えれば何と

かなるのではないかと思います。

それからもう一つ、他の小売りや工業統計との関係というのは、

農林統計でやれという話ではなく、そちらをいろんな使い方をし、

政策にどのように反映させるか、どれくらいの規模で、どれくらい

の予算でやっているかなどを研究し、国として国民のためにどうい

うことができるか、つまり社会的な要請を考えていかないと 「農、

業のためだけに」ということではもたないと思います。

河﨑統計企画課長 我々の考え方としては、今までの統計というのは数字を作って終

わりみたいなところが多分にございました。昨年、野村委員にも座

長としていろいろお世話になって、統計の広報や公表の改善の「ア

ドバイザリーグループ」というものを立ち上げまして、その中でい

ろいろ議論がありました。その際でてきた議論の一つといたしまし

て、これから分析や二次統計の作成などをきちんとやっていくべき

ではないかいう話であります。そこは、職員の能力の問題もありま

すが、先ほど高見先生からございました研究機関との連携について

の話があり、我が方も政策研究所というものを持っておりますが、

そのようなところと連携し 「分析をきちんとしたうえでお出しす、

る 「二次統計をきちんと作っていく」といったことも進めていき」、

たいと思います。それから、各府省との統計とリンケージをしやす

い土壌がだんだんできてきつつあり、政府全体で統一的なシステム

を作っていこうという動きがあります。それとできるだけ歩調をあ

わせるようにしてリンケージを考えていこうと思っていまして、実

は、昨年行いました「2005年農林業センサス」ですが 「国勢調、

査」のデータとリンケージができるように農業集落の区域の調整を

しまして 「国勢調査」の基本単位区とちゃんと合うように見直し、

てやっているということでございます。そういった基盤のところで

リンケージができるようにやっていきたいと思っております。いず

れにしても、一言で言えば 「統計の公共財としての価値を高め、

る」ということだと思っておりますので、そういうことを一生懸命

やることによって、世の中の評価を得るような方向で頑張っていき

たいと思っております。

佐藤臨時委員 私は「大学共同利用機関法人」というところにおりまして、そこ

で評価の仕事をしておりまして、まさに「あなたのところはどうい

う改革をするのか」という仕事をしているわけですが、その議論の

なかで、今日の議論で気がついたことが二点ございます。

一つは、行政改革が良いか悪いかという話ではなくて、必要でな

いというものを省くということは当然のことですけど、国のセンサ

スについては絶対必要なものが必ずあるということで、イギリスの
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例を見てみると 「こんなものが何の役に立つんだ」という統計が1、

50年にわたってとり続けられて、しかし、それが後の国の利益のた

めに非常に役に立ったというものもあるわけです。本当に必要なも

のについては絶対残すという姿勢がどうしても必要であります。見

直すところは見直す必要がありますが、そういうところまで削らな

いでもらいたいということがポイントの一つとして大事だろうと思

います。

もう一つですが、我々も耳の痛い話ですが、国の機関、元国の機

関を含めまして、宣伝が非常に下手でございまして、例えば「こう

いうセンサスというのは何に使われていて、どういうことに重要

か」ということの合意が得られない限り、多勢に無勢だろうと思い

ます。それだけで事が済むとは決して私も思っておりませんが、農

業のセンサスが「どういうところに役に立って、なるほど必要だ」

と普通の人が思えるような言い方を本当に必要なものについてはし

ていただきたい。この二つをいつも強く感じております。

森野委員 いくつか質問をさせていただきます。

ひとつは、これから更に縮減を求められている統計部門の職員の

人たちの平均年齢がどれくらいかということを教えてもらいたい。

どうしてこのようなことを聞くかというと、私は以前、東京都の直

営の福祉施設の民営化のような議論をしていまして、そのとき、一

部については民営化した方がいいと思った根拠として 「現業の職、

員の平均年齢が46,7歳で、若い保育士とか入ってきてもみんな仕事

を押しつけられてしまったり、辞めてしまって20代の職員がほとん

どいない」という年齢構成だったものでしたから、10年もすれば定

年で辞めるだろうし、その機会に 「ある程度民間の福祉法人なり、

事業自体を民営に任せてもいいところがある」という議論をしたこ

とがありました。そういうことに照らして言うと、統計企画課長が

言ったように「生首を切るわけにはいかない」という、そこの部分

をきちんと議論しないまま結論を出すということは、この行革の議

論自体ずいぶん乱暴だと私も思っています。ですから、ある程度時

間をかければ自ずと自然減となっていくこともございますので、逆

に、これだけ確実に減らせるという数字を出していくということも

一つ重要と思います。

あと二点。まず一点は 「工業統計 「商業統計」などは毎年や、 」、

っているものではなくて、３年に一度とか、５年に一度といったよ

うに指定統計によって間隔が違うと思いますが、毎年やらなければ

いけないものの性格の違いもあると思いますので、その辺りをきち

んとご説明になった方がいいと思います。

後に、農業経営の統計に関して、確かにプライバシーなどが関

係してくると思いますので、なかなか外部委託が難しいところもあ

るということは理解できるのですが、これから品目横断対策をやっ

ていくと、ありていに言えば、税金で支援していくということもあ

るだけに、経営状態については、むしろ統計の職員と国税の職員が

連携して、個別農家の経営状態をきちんと把握していき、それに耐
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えるような簿記の記帳など、そこに行く道のりは遠いのですが、そ

ういうような経営指導をしていき、主税当局の方の税務あたりがき

ちんとダブルチェックをするような仕組を作っていった方が 「個、

人のプライバシーを守る」といった観点と「精度をよく把握でき

る」という両面から見て、有効ではないかと思います。現実にでき

るかどうか別にして、考え方としてそういうこともできると思いま

す。

小西統計部長 平均年齢からいいますと、ピーク時が大体43歳ぐらいで、全体を

ならした平均は現在手元にございませんが、年齢別に見ますと一番

高いのが43歳前後がピークになっております。

受け皿の議論ですが、これは私たちもこの間の「有識者会議」で

も 「 初から受け皿の議論をまず具体的に明らかにしたうえでな、

いと、数をいくら出せと言われてもなかなか難しい」ということを

言っております。それを受けて行革推進事務局の方も「雇用対策本

部」というのを作って、一定の各省の受け皿を整備をし、新採を抑

制するなどの対策を打ち出してきてはいますが、貴重な統計の職員

の人材をどうやって他で活用できるのか、他省庁へ受け入れられる

のかということは、省内を含めて大事な課題ですので、数を決める

際には、きちんと議論をしていただきたいと思っているところで

す。

河﨑統計企画課長 森野先生のご質問の主旨は、自然減でどれくらい減らせるのかと

いうことだと思うんですけど、

小西統計部長 自然減では、毎年100名弱です。ここ５年をとってみても、4～500

名ぐらいしか自然減では賄えない。従って、今のところ1,100名を縮

減するということを言っておりますが、そのうちの4～500人を除い

た部分の600～700名は、他に配置転換とか振り替えをしないとなか

なか対応できない、そんな感じになります。その辺が一番大きな問

題ではないかと思います。

河﨑統計企画課長 それと 「農業経営統計調査」を税務と連携できないかというお、

話ですが、実は先ほど外国の事例と関係しますが、フランスなどは

農家の申告をサポートするというか請け負う機関があります。そこ

と連携して経営統計調査をとっているというようなこともありまし

て、非常にうらやましいと思っているところです。

我が国の場合は、例えば今 「経済センサス」といいまして、農、

林業以外の「工業統計」や「商業統計」など合体してやろうという

動きがあって、そのときにどこまで税務データを出してくれるのか

ということで、いろいろやったのですが、結局出してもらえるの

は 「名前」と「電話番号」だけということで、我々が欲しいのは、

そうではなくて「売上げ」などですけれど、そういう状況でありま

す。

それから、一方では、我々の統計についても 「この統計は課税、
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等には使いませんので正直に書いて下さい」ということもありまし

て、そこのところが、非常に超え難いものがございます。ですか

ら、日本は「統計制度」として、やはり行政データを使えないよう

な制度がずっと続いてきたということと、それから更に「個人情報

保護法」ができて、それに拍車がかかったということでして、統計

にとっては不幸な歴史的背景を背負っているといえます。

森野委員 私がさっき言った自然減だけでいいといった話だけではなくて、

今回敢えて税務署と連携した方がいいと言ったのは、税務署を辞め

て税理士になったり、今度司法制度改革で裁判にしても、司法書士

など新しい仕事ができているわけで、そういうところへつなげるよ

うな、今までの統計の専門家が次の仕事へつなげるような調査内容

への仕事の替え方というのを 「セカンドキャリアプログラミン、

グ」みたいなものを見据えた改革というものが必要になってくるの

ではないかということを申し上げたのです。それが主眼です。

田嶼部会長 どうもありがとうございました。河﨑統計企画課長の農林統計に

関する改革について、委員の先生方から大変貴重なご意見をいただ

きまして、本当にありがとうございました。

改めてこの農林統計そのものの存在が大変厳しい情勢におかれて

いる状況が浮き彫りになってきたと思いますが、佐藤委員がおっし

ゃいましたように、国のセンサスというのは私たちの財産であり、

農林水産省は長い歴史や大変貴重な統計を持っており、これを存続

させていくことは大変必要なことと思っております。そのためにこ

の行革の嵐のなかでそのすべてをどうやって守っていくのか、守る

ギリギリのところの人員はどうか、質はどうか、システムはどうよ

うになるのかというようなことに関して是非回答していただきたい

と思うわけでございます。

ただ、逆風が吹いた時というのは、改革の時であると考えられる

わけですから、統計企画課長がセンサスの使い方について、問題が

ないわけではないとおっしゃってましたし、これをきっかけに新た

な統計のあり方、統計の考え方というようなことを是非整理いただ

けたらと思います。

高見臨時委員 過激な質問をさせていただきます。

仮に各省庁別の統計をやめて、総務省かどこかに全体的な統計局

みたいなものを置くとしたら、どういう不都合が生じますか。

小西統計部長 議論として、分散型か集中型かということは、昔から議論があり

まして、各国によってやり方が違うわけです。日本の場合には、従

来から分散型の統計システムとなっているわけですが、そのメリッ

ト、デメリットというのは、それぞれ政策と統計とがやはり密接に

関わってくるわけです。ですから、先ほどのご質問で仮に一本化し

たらどうなるかというようなご疑問に対しては、私たちの農林統計

を預かる立場からすると、それぞれ農業の固有の課題があり、経営
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安定対策から始まって、それぞれの農政の施策を実施していく必要

があり 「統計データ」というのは、農政局、また、今度統合する、

農政事務所で一体的に実施をして、政策と連携してやるというとこ

ろにメリットがありますので、これを希薄になっては却って政策に

も反映できなくなるということがあります。やはり現状では、分散

型でいかざるを得ないのではないかと思います。

ただ、もちろん、先ほどサービス統計の例もありましたけれど、

国全体でやらなければならないといけないという行政事情も一方で

はありますので、連携を密にしてサービス統計ならサービス統計と

して一本化してやるというシステムも必要になるでしょう。そうい

ったところでは大いに協力してやっていくということで、分散型で

はあるけれど、全体的には各省で連携を密にして、一本化の効果が

現れるようなシステムを目指していくべきではないかと思います。

田嶼部会長 他によろしいでしょうか。

それではいろいろご意見をお聞かせいただきました。

以上をもちまして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。

河﨑統計企画課長 多岐にわたりまして、貴重なご意見をいただきありがとうござい

ました。これをもちまして 「第７回食料・農業・農村政策審議会、

統計部会」を閉会とさせていただきます。ありがとうございまし

た。

いろいろご意見をいただきましたので、参考にしながらまた頑張

っていきたいと思っております。次回もある程度ニコニコした顔で

この会場へ来られるようにしたいと思いますので、ご支援方よろし

くお願いいたします。ありがとうございました。

（以上）


