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第６回食料・農業・農村政策審議会統計部会 議事録

１ 日 時 平成１７年１０月１８日（火）１５：００～１７：００

２ 場 所 農林水産省統計第１会議室

３ 議事次第

開会(1)

統計部会長の互選について(2)

統計部会長代理指名について(3)

食料・農業・農村政策審議会統計部会運営内規の一部改正について(4)

農林水産統計をめぐる状況について(5)

その他報告事項(6)

その他(7)

閉会(8)

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、野村委員、服部委員、

堀江委員、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

北村センサス統計室長、他統計部職員

５ 議事録

（開会）

それでは定刻となりましたので、ただいまから第６回食料・農業河﨑統計企画課長

・農村政策審議会統計部会を開催させていただきます。統計企画課

長の河﨑でございます。

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。

今回は、新たに「食料・農業・農村政策審議会」の委員の皆様方

が任命されましてから初めての会合となるわけでございます。そこ

で部会長が選出されるまでの間、私が司会進行を担当させていただ

きます。

なお、本日は午後５時頃までを予定させていただいています。

、 。それでは 委員及び臨時委員の皆様方を紹介させていただきます

田嶼委員でございます。

森野委員でございます。

秋田委員でございます。

安倍委員でございます。

池谷委員でございます。

野村委員でございます。

服部委員でございます。

堀江委員でございます。

三木委員でございます。

なお、本日は、齋藤委員、佐藤委員、高見委員が所用によりまし

て欠席となっております。委員の皆様方は以上でございます。

次に、当部会の部会長を選出していただく必要があるわけでござ
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いますが、参考１の食料・農業・農村政策審議会令第７条第３項の

規定によりまして、部会長の選出は、委員の互選によることとされ

ております。

何かご意見がありましたらお願いします。

森野委員お願いします。

森野委員 僭越ですが 「食料・農業・農村政策審議会」の委員であり 「消、 、

費・安全分科会家畜衛生部会」などで部会長をお務めになり、部会

運営に定評があるとともに食生活の見識も豊富な田嶼委員に部会長

をお願いすることについてご提案させていただきます。

ただいま、森野委員から、田嶼委員に部会長をお願いしてはどう河﨑統計企画課長

かという、ご提案がございましたが、皆様方いかがでしょうか。

（ 「異議なし」の声あり ）

それでは、ご異論がないようでございますので、田嶼委員が部会

長に選出されました。それでは田嶼委員、部会長席にお移り願いま

す。

田嶼部会長 （ 田嶼委員、部会長席に着席 ）

ただ今部会長に選出されました田嶼でございます。皆様のご協力

をいただきながら部会を円滑に進めて参りたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

食料・農業・農村政策審議会令第７条第５項の規定により、部会

長の職務を代理する委員については、部会長が指名することとなっ

ております。

森野委員にお願いします。

続きまして、統計部長からご挨拶をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

（統計部長挨拶）

第６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小西統計部長

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、大変お忙しい中 「食料・農業、

・農村政策審議会統計部会」にご出席いただき本当にありがとうご

ざいます。折角の機会ですので挨拶させていただきます。

まず 「食料・農業・農村政策審議会統計部会」についてでござ、

います。

これにつきましては、本年７月22日に開催された「食料・農業・

農村政策審議会」のスリム化の見直しに沿って 「統計部会」も効、

率的な運営ができるよう改正させていただきました。

これにつきましては、後ほど、事務局から説明をさせていただき

ますが、従来と同様に、統計の体系整備と水稲の平年収量に関する
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事項を主にご審議いただければと考えております。

次に、 近の状勢について２、３お話しさせていただきたいと思

います。

農政改革の動きについては、既にご承知のとおり、この３月に新

たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されました。

これに基づきまして食の安全確保、また食糧自給率の向上、担い

手に焦点をあてた「経営安定対策基本計画」に基づく施策の具体化

が検討されているわけでございます。

経営安定対策につきましては、現在担い手の要件などにつきまし

てどのように具体化をしていくかについて大詰めの議論を展開し、

検討しているところでございます。

統計部につきましては、この農政改革、また経営安定対策に必要

な資料をタイムリーに提供するという大変大きな役割を持っており

ます。

去る５月には集落営農の実態調査も行い、先日は「2005年農林業

センサス」の暫定値を公表いたしました。

また 「2005年農林業センサス」の概数値につきましても近々取、

りまとめ、公表する次第であります。

こうした統計が農政改革の施策の推進に大きな役割を持っている

ということでございますので、我々としてもこうした農政改革の流

れの中で基本的な役割を果たしていきたいと思っております。

こうした農政改革にあわせまして行政改革も大きな流れとなって

おりまして、我々もそういったことにも配慮しながら統計の見直し

についても着実に実施しております。

昨年９月には農政改革の推進に対応した農林水産統計の見直しに

ついて省内で決定をしていきまして、一部アウトソーシングを行え

るものは行っていくという基本的な考え方のもとに、職員調査から

調査員調査にできるものは切り替えていく、あるいは利活用の実態

を踏まえた調査精度の見直し等新たな政策ニーズに対応した統計の

見直しを現在行っているところでございます。

また、調査方法の見直しと合わせまして、人と組織につきまして

も私どもできるだけの効率的な運用に努めることとしております。

これも昨年12月に決定いたしました、いわゆる「スリム化計画 、」

これは総務省が各省と協議して決定したものでございます。

それから昨年６月の閣議決定などを踏まえまして地方組織の要員

の規模については、約４分の１にあたる約1,100名の縮減を目指すと

いうことで、現在取り組んでいる状況でございまして、府省間の配

置転換、省内振り替えも含めて現在検討を進めているところでござ

います。

また、来年の平成18年４月には農政事務所と取りまとめ統計情報

センターが統合する予定になっております。

これは地方組織の見直しの中で農政事務所が農政全般を担う地方

組織として、農政改革の中で大きな役割を担っていくという位置づ

けで統計・情報センターもその一翼として統合によって連携をさら

に密にして行政のニーズに応えていこうという趣旨の統合でござい
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ます。

そういったことも行いながら行政ニーズに合った効率的な統計調

査をこれから実施していくということでございます。

後になりますが、行政ニーズに応えるだけではなく国民全体が

どういった統計を求めているのか、国民に目を向けたいわゆる「公

共財」としての農林水産統計をこれから充実させて消費者、関係者

またはマスコミ等国民に統計のサービスを提供していくという役割

が益々求められているところでございます。

そういった趣旨で、本年３月からここにご出席の野村委員に座長

をお願いいたしまして 「農林水産統計の広報・公表及び利活用に、

関するアドバイザリーグループ」を立ち上げまして、現在に至るま

で議論をしていただいて、取りまとめ・公表をする予定といたして

おります。

そういった各層の学識経験者の皆様のご意見を踏まえて、私ども

も「公共財」としての統計をどうやって国民に提供し、利活用して

いただくかというところに大いに意を用いてやっていきたいと思っ

ております。

本日お集まりの皆様におかれましては今後とも統計の利活用を十

分に活用していただくという観点からご忌憚のないご意見をいただ

きまして今後の私どもの統計調査の実行、また更なる見直し等につ

いて参考にさせていただきたいと思いますのでご指導のほどお願い

申し上げまして挨拶に代えさせていただきます。

本日はどうもありがとうございます。

ありがとうございました。田嶼部会長

それでは、議事次第に基づき、議題の４「食料・農業・農村政策

審議会統計部会運営内規の一部改正」と当部会の議事の取り扱いに

ついて事務局からご説明をお願いします。

河﨑統計企画課長 それでは、私から説明をさせていただきます。

資料№１と参考４をもとに説明をさせていただきます。

「食料・農業・農村政策審議会統計部会運営内規（案 」につい）

てでございます。

従前の「統計部会」につきましては参考４をご覧いただきたいと

思います。

第２条に組織について記載されておりますが 「体系整備小委員、

会」と「農作物平年収量委員会」の２つの委員会で構成されており

ましたが、今般の「食料・農業・農村政策審議会」全体をスリム化

しようという動きがありまして本部会も審議の効率化の観点等か

ら、部会のみの構成にさせていただくことといたしました。

しかしながら、従前の「統計部会」の審議事項をきちんと受け継

ぐ必要があるということでございまして 内規の内容を資料№１ 食、 「

料・農業・農村政策審議会統計部会運営内規（案 」のとおり改め）

させていただきたいということでございます。

特に資料№１の第２条をご覧いただきたいと思いますが審議事項
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といたしまして「１ 水稲の10アール当たり平年収量及びこれに関

する事項について」ということでございまして従前の「平年収量小

委員会」の審議事項を引き継ぐもの、それから「２ 農林水産省の

所掌事務に係る統計その他の情報の体系整備に関する事項につい

て」ということで、従前の「体系整備小委員会」の審議事項に係る

ものということで、これらを部会に位置づけたということでござい

ます。

小委員会の廃止に伴う形式的な改正でございます。

それからもう１点ございますが 「統計部会」の議事の取り扱い、

でございます。

参考２の「食料・農業・農村審議会規則」というもので、これは

「食料・農業・農村政策審議会」全体に係るものでございます。

「 」 、そこの第３条の２項に 会議は公開とする とされておりまして

これを引く形で第８条の規定により 「第２条から前条までの規定、

は、分科会及び部会について準用する。この場合において、これら

の規定中「会長」とあるのはそれぞれ「分科会長」又は「部会長」

と 「審議会」とあるのはそれぞれ「分科会」又は「部会」と読み、

替えるものとする 」とされておりまして 「統計部会」につきまし。 、

ても、原則公開という取り扱いとさせていただきたいと思います。

以上でございます。

ただいまの、事務局から「食料・農業・農村政策審議会統計部会田嶼部会長

運営内規の一部改正」と当部会の議事の取り扱いについて説明があ

りましたが何かご意見はございますでしょうか。

（ 異議なしの声 ）

、 。特にご異論がないようですので そのようにさせていただきます

続きまして、事務局から議題５「農林水産統計をめぐる状況につ

いて」の説明をお願いします。

それでは資料№２に基づきまして説明させていただきます。河﨑統計企画課長

ただいま統計部長からの挨拶にもありましたことを整理したペー

パーということでございます。

「農林水産統計の役割と今後のあり方」ということで、農林水産

統計は今、何をやっているのか、何を求められているのか、更にそ

れに対応して何をどう変えていこうとしているのか、ということを

まとめたペーパーでございます。

まず、今何をやっているのかというところについて説明させてい

ただきたいと思いますが、左端の「把握する事項と統計調査」とい

うところでございます。

農林水産統計にはいろいろな分野がございます。

農業なり水産業の生産状況を把握するもの、農林水産業経営者の

経営実態を把握するもの、それから流通や加工の関係、さらに川下
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の消費の実態状況ということでございます。

また農林水産業の基盤であります、農山漁村や地域の実態の把握

をするといった統計分野に分かれております。

農林水産統計の 初は１番上の箱にありますように農林水産物の

、 。生産状況を把握するということで スタートしたわけでございます

その中に 「作物統計調査」というものがございます。、

これは本日若干説明させていただきますが、水稲の作況ですとか

作柄の調査もここにはいってきます。

もろもろ拡充をしてきたわけでございますが、 近では下から２

番目の箱の中にあります「農林水産物の消費の状況の把握」という

ことで、消費の実態等につきましても拡充をしてきました。

、その統計がどのように使われているかということについてですが

今度は縦のラインになりますが、左から２番目の黄色と青い箱のと

ころでございます。

上が農林水産政策への活用で、下の青い箱が一般的な情報開示と

いったような使われ方という整理をしております。

農林水産政策への活用の中で ○ が４つありますが これは 食「 」 、 「

料・農業・農村基本法 の４つの理念である 食料の安定供給 農」 「 」、「

業のもつ多面的機能 「農業の持続的発展 「農村の振興」を示し」、 」、

、 。ておりまして それぞれにいろいろな施策があるわけでございます

それと我が方の統計が密接に関連しているということでございま

す。

各府省の統計もいろいろございますが、農林水産省の統計はもと

もと戦後の少ない食料をどう分かちあうかというところからスター

トした統計でございまして、政策との密着性というものは他の省よ

りかなり高いというふうに考えているわけでございます。

近はそれが良いのか悪いのかという議論に発展してきているわ

けでございますが、例えば１番上の「食料の安定供給」についてで

ございます。

米の需給見通しの策定ということで、毎年の米の需給見通しを旧

食糧庁、今の総合食料局で作っているわけでございますが、その際

には我が方の作況の数字が使われていくということでございます。

また、３番目の「○」のところにございますが 「農業の持続的、

」 「 」 、発展 の２つ目の点で 農畜産物の行政価格の算定 ということで

近では少なくなりましたが、昔は価格政策というものが農林水産

施策の中心でございまして、その価格の算定をする際に我が方の生

産費調査等が使われておりまして、参考データではなく算定の基礎

数値として使われているということでございます。

そのほか 「農村の振興」の分野においても各種の交付金の算定、

の基礎として使われると、更に言えば 近は政策評価というものが

なされております。

その際も定性的な評価ではなく、できるだけ定量的な評価をせよ

というようなことになっておりますので、統計の数字がそういう面

でも使われているということでございます。

そういったことに加えて、国民に対して食料、農業、農村の実態
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について情報開示をするという役割も持っておりまして、それが下

の青い箱の部分でございます。

いろいろな場面が書いてございますが、マスコミ・報道関係者の

皆さん、生産者の皆さん、消費者の皆さん、教育の場面、研究者の

皆さん、それから地方公共団体、それから大きいのが「 （国民SNA
経済計算体系 「 （国内総生産 」などそういった計算を内閣）」、 ）GDP
府を中心にやっているわけでございますが、そういった２次統計の

素材となる１次統計を我々が供給しているという役割も担っている

わけでございます。

こういことをやってきているわけでございますが、資料の中心に

黄色と青のもやもやっとしたものがございます、１つは現在、農政

改革が進められているということで、従前とは違った政策手法を取

り入れようというような動きもございます。

それからここには書いておりませんが、行政改革ということで、

地方の機関をできるだけ縮小していきましょうという動きもありま

して、その中で我が方の組織は現在地方の調査職員として約4,300人

ほどの人を抱えているわけでございますが、それが、やはり重たい

というご指摘もいただいているところでございます。

それから下の青いもやもやっとしたところに「国民のニーズの多

様化」と書いておりますが、多様化だけではなく高度化ということ

もあるのではないかと思っております。

それから 政府統計の構造改革 というところですが これは 政「 」 、 「

府統計の骨太2004」という「経済財政諮問会議」の報告が一昨年出

たわけでございます。

その中で「政府統計の精度が落ちているのではないか 、一方で」

は「農林水産統計に人的資源や予算が偏りすぎている」といったご

指摘を受けておりまして、政府統計全体の中で農林水産統計をどう

位置づけていくか、ということも課題となっております。

そのような状況を受けて、これからどうしようとしているのかと

いうのが、左から３つ目の「時代の変化に対応した見直し」でござ

います。

上の黄色い方が統計の作り方、情報、データの集め方の見直しと

いうことでございまして、若干前になりますけれど「農政改革の推

進に対応した農林水産統計の見直し」ということで、これは農林水

産省として決定したということでございます。

これにつきましては、後ほど次のペーパーで説明いたしますが、

基本的には4,000人以上の職員を投入して直接的に調査をするという

ことから、民間の調査員に委託をしていくという方向に切り替えて

いくということでございますし、統計の使われ方もきちんと見直し

て、対応する、更に加えて農政改革が進んでいるという実態に対応

して新たな政策ニーズに対応するような新規の統計もやっていくと

いうことでございます。

それから、統計の出し方の見直しということで、やはり統計とい

うのは農林水産省だけが使うものではなく、国民全体の「公共財」

として使われていくべきものであります。
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そのためには何が障害になっているかといいますと広報や公表、

あるいは活用の仕方ですとかそういったところにいろいろな問題が

あるのではないか、という問題意識をもって具体的にどこをどう直

そうかという相談をする懇談会を設けました。

それが「農林水産統計の広報・公表及び利活用の改善に関するア

ドバイザリーグループ懇談会」ということで、本日こちらにいらっ

しゃる野村委員に座長をお願いいたしまして懇談会を開いたわけで

ございます。

それについては３枚目のペーパーで説明させていただきます。

そういったことを通じまして今後のあり方ということで、新たな

「食料・農業・農村基本計画」の具体化を中心とする農政改革が、

現在進められているところでございまして、それを推進するうえで

欠くことのできない統計数値を的確かつ効率的に提供していくとい

うことと、国民に対しまして農林水産業ないしは農山漁村の現状を

分かりやすくお伝えすると､更に幅広い目的にご利用いただくという

ことを目指していきたいということでございます。

続きまして、２枚目のペーパーの「農林水産統計の見直しについ

て」ということで、これは統計の取り方の見直し、統計の作り方の

見直しということでございます。

そもそもどういう事でスタートしたかというところが上の方に２

行ほどで書いてありますが、１つは農政改革が進んでいるためにそ

れに対応するということ、もう１つは国の行政機関の「スリム化計

画」というものがありますので、そういった効率的な政府組織を作

っていくということでございまして、そういったことにも対応して

いくという２つの目的でやってきているわけでございます。

現在の農林水産統計調査というものが１番左側にございますが、

大きく分けますと32本ございます。

この32本というのは相当大括りでございまして、本日お配りして

いる資料の中に公表一覧というものがございます。

こちらをご覧いただきますと、32本の調査がパーツに分かれてお

りまして、そのパーツができあがるたびに公表しております。

毎日１日１本ぐらいの割合で公表しているということでございま

す。

それをコンパクトにまとめましたのがピンク色の表紙の「ポケッ

ト農林水産統計」ということでございます。

こちらをご覧いただきましてもかなりのボリュームの統計調査を

実施しているということがお分かりいただけるかと思います。

それを大括りにしますと32本の統計調査を実施しているわけでご

ざいますが、そのうちの19本につきまして、職員が自ら調査をする

という直営型の調査をやっているわけでございます。

これには理由がございまして、農林水産統計というのは生産統計

が中心でございました。生産統計というのは田や畑や作物といった

物を言わないものが対象でございまして、それらに対する一定の知

見が必要であるということ、それから農家なり漁家なりといった生

産者の方々も従前は経営と家計が未分離であったり、あるいは簿記
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の記帳などに不慣れであるため、それなりの知見をもった職員がお

手伝いをしないと統計調査ができないといった面があるわけでござ

います。

また、一方では米価を中心とするような統計調査が即価格算定の

基礎資料になると、例えば１円違うと数億円違うといった使われ方

もしていることもあったということでございます。

そのため、精度の高い調査結果も要求されたということもござい

まして、職員調査中心にやってきたわけでございます。

しかし、そうは言いましてもすでに調査員調査もやっております

し、郵送調査なりインターネットを使ったオンライン調査等もやっ

ているということでございます。

それに関しましては、省内各利用部局と色々調整を行いまして、

上の方に矢印で黄色い文字で書かれておりますが 「利活用の面か、

ら内容の簡素化・調査精度の緩和が可能となった調査」ですとか、

あるいは調査される側のレベルが上がってきて「職員の専門性が必

要なくなった調査」等そういったものをアウトソーシングしていき

ましょう、ということで進めてきたのがこの見直しでございます。

全体の見直しをステップ１、ステップ２と分けております。

これは、農政改革の具体的な中身が決まらないということもござ

いまして、その農政改革の中身が決まってから進めるのがステップ

２、それから今すぐにでもできるものがステップ１ということでご

ざいます。

このステップ１とステップ２を平成17年から平成21年までの５年

間で進めていきたいと思っております。

今すぐにでもやれるステップ１のアウトソーシングといたしまし

て、例えば「調査員調査」というところをご覧いただきたいのです

CPI WPIが、農産物の物価指数、これは「 （消費者物価指数 」や「）

（卸売物価指数 」などがございますが、そういったものの農業版）

だということでございます。

それから面積の統計ですとか 「食品ロス統計調査」という家庭、

の中でどのくらい食品を摂取し、どのくらいの無駄になっているか

という、秤を使った調査でございますが、これもだんだん慣熟され

てきまして調査員調査も可能であろうということがございます。

また、相手方が企業であるとか組合であるとか一定の組織であれ

ば職員が調査に行かなくても郵送でも対応できるというものも増え

てきたということもございまして、ステップ１では職員調査は現状

の19本から６本まで減らせるということを考えております。

更に今の農政改革が進んでおりまして、この中心となっておりま

すのは従前のばらまき型の政策ではなく、担い手に政策を集中して

いくということでございます。

その際には当然簿記記帳をやっておられる担い手のところに調査

をお願いに行くことになると思いますので、職員が記帳のお手伝い

をするということはなくなるであろうという前提で、更なる見直し

を図ろうということでございます。

現行の調査体系につきましては、それぞれ必要な調査を実施して
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いるということでございますので、それを前提といたしまして調査

の手法を変えていきたいということにしているわけでございます。

こういったことを踏まえて現在4,300人の地方の職員を抱えており

ますが、４分の１程度の1,100人をこの５年間で減らしていきたいと

考えているわけでございます。

そういったことを通じまして１番右にありますように、政策ニー

ズに即しながら効率的に統計調査を実現していきたいと考えている

わけでございます。

以上が統計の取り方の見直しの関係でございます。

続きまして、３枚目のペーパーでございますが、今度は出し方の

見直しでございます。

「現状」というところからスタートしますが 「調査結果の公表、

等」ということで、主に紙媒体の公表でございます。

それから真ん中辺に「ホームページ」というものがありますが、

これは電子媒体で、更に加工を加えた「加工・分析」といった公表

の仕方を加えているわけでございます。

それから円が重なっているところがございますが、速報や報告書

につきましては、紙だけではなくホームページにも同じものを公表

しておりますし、ホームページ上ではデータベースも作っておりま

して、過去のデータも含めて検索できるようにしております。

更にホームページ上で利用できるデータでございますが、市町村

ごとに各種の農林水産統計をまとめて、その市町村に関するデータ

が見られるというようなサイトも作っておりますし、どちらかとい

うと子供向けの食育的なものでございますが「グラフと絵で見る食

料・農業」ということで、品目ごとの統計を子供にも分かりやすく

提供しております。

しかし 近は統計ニーズも多様化しており、例えば国民の皆様の

ニーズが多様化しているということで、特に食の安全ですとか食育

の関係ですとか、これは「 」ですとか食の安全を脅かすようなBSE
問題があったことの反作用であるわけでございますが、国民の関心

が非常に高まっているということでございます。

また、一方では誰でもインターネットをつかってホットな情報に

アクセスできるような条件が整ってきているというようなこともご

ざいます。

農林水産施策といたしましても、農政改革が進みつつあるという

実態がございます。

また、国の統計全体の役割も変化してきているということを認識

されられるようなことが起こってきたということでございまして、

「 「 」等を中心とする統計が不正確になってきているのSNA GDP」、

、 「 」 。ではというご指摘もあって それが 骨太2004 にも書かれました

それを受けまして「経済社会統計整備推進委員会」が諮問会議の

下にできまして、いろいろな検討がなされたということでございま

す。

そういったことを受けまして、我々としても何をしようとしてい

るかということが、このペーパーの右半分でございます。
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「今後の広報・公表及び利活用の改善」ということで、基本コン

セプトとしてどんなことを考えているか、ということでございます

が、緑色の箱の中に書いておりますけれども統計ユーザーのニーズ

を的確に把握していくということがまず大事です。

それから出すうえで誰に対して何のための資料かということ、誰

に分かっていただきたいのかということを明確にするということ、

また議論の中で「ペルソナ」という言葉がでてまいりまして、一定

の相手方を想定した上で公表物を作っていけばよいのではないか、

というお話もございました。

これからは、そういったことも参考にしていきながらやっていき

たいと思います。

それから、当然のことながら分かりやすく、関心を持っていただ

、 、くような説明をしていく それから統計結果そのものだけではなく

その周辺的な情報についても合わせてお知らせしていくような事が

必要であろうと思います。

それからユーザーインターフェースの改善ですが、これは単なる

ホームページの見え方だけではなく文章表現やペーパーメディアの

構成なども入る概念でございます。

それからいろいろな手法が出てきております。

例えばインターネットも単なるホームページだけではなく 近は

ブログなどの手法もありますので、そういったものも積極的に活用

すべきではないか、さらに加工・分析等の統計の２次利用、高度分

析についても進めていく必要があると、そういったことを基本コン

セプトにしながら、具体的な対応としまして、右側の青い箱の中に

あるようなことをこれからやりつつあるということでございます。

すでに１つ直したところもございまして、参考資料の中にいくつ

か速報がありますが、参考８をご覧いただきたいと思います。

速報にしてはかなり厚いのですが、これも従来は無味乾燥な資料

でしたが、できるだけグラフを使ったり、調査結果の概要のところ

の文章のところも、その原因や要因も含めて記述をするとか、重要

なポイントはアンダーラインを引くとか、更に統計表ですが、まだ

ら模様になっております。従来はこういったまだら模様もなく、数

字を追いかけるのも大変だったということもございました。

それから74頁ですけれども調査の仕様、つまり調査のスペックを

きちんと書くということで、どういう標本設計をしたか、調査の体

系がどうなっているか、そういったお知らせすることはきちんと書

き込むというようなことを考えているわけでございます。

若干戻りますが72頁には関連するデータ、情報ということで、こ

の統計とはちょっと違うというようなものや、あるいは過去のデー

タなども記載することにしたということもございまして、この検討

を基にしまして、速やかに改善をしていきたいということでござい

ます。

資料に目を戻していただきたいのですが、青い箱の下の方にクリ

ーム色の箱の中ですが 「施策の変化、技術の進展やニーズの変化、

等に対応するための継続した取組」ということで、こういった見直
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しを継続的にやっていきたいということで、この矢印がまわってい

るということで、気持ちがでているということでございまして、こ

ういった出し方の見直しというものは、どうしても我々の思い込み

がありますので、いろいろな方のご指摘等を受けて普段から見直し

ていこうということでございます。

農林水産統計がこれから進んでいく方向について、説明をさせて

いただきました。

ありがとうございました。田嶼部会長

「農林水産統計の役割と今後のあり方」につきまして、膨大な資

料を基にご説明いただきましたが、ただ今のご報告に対しまして何

かご質問、ご意見等ございますでしょうか。

（質問なし）

よろしいでしょうか、それでは続きまして、その他報告事項でご

ざいます。

これにつきましては、事務局の方から資料が３点程、準備されて

います。

、 「 （ ）」まず 資料№３ 2005年農林業センサス速報結果概要 暫定値

について事務局から説明をお願いします。

北村センサス統計 センサス統計室長の北村でございます。

室長 資料№３と参考５につきまして、説明させていただきます。

まず 初にセンサスについて説明させていただきますが、すでに

ご承知かと思いますが農林業センサスは我が国の農林業の基本構造

とその動向を明らかにして農林水産行政の推進に必要かつ総合的な

統計資料を整備することを目的としまして５年周期で西暦の末尾が

０と５の年に実施しております。

「2005年農林業センサス」は本年の２月１日、沖縄県は昨年の

12月１日現在で実施しております。

調査の詳しい内容につきましてはさきほどご紹介ありましたけれ

ども、参考５の速報本体の21頁に「調査の仕様」というものがござ

います。

そちらをご覧いただきたいと思います。

それからこの速報は暫定値ということでスピード感をもって農政

改革に対応するということで、都道府県の協力を得ながら速やかに

農林業の動向を集計した暫定値ということでございまして、９月

21日に公表しております。

全体の詳細な調査結果につきましては 「2005年農林業センサス、

結果概要」としまして10月末の公表を予定しているところでござい

ます。

今回のセンサスでは今までの農家・林家という調査単位に替えて

農林業の担い手を明確にするため、経営に着目しまして農林業経営

体という新たな調査単位に基づき調査を行っております。

そのため、比較のために平成12年値をつけているわけですが、

「2000年世界農林業センサス」の結果を可能な範囲で組み替えて掲
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載しております。

組み替えできないものにつきましては 「･･･」で表示しておりま、

す。

農林業経営体の詳しい内容につきましては、参考５の22頁「用語

の解説」に載っておりますが、まず１つめの「個人経営体」はこれ

までの農家、林家が含まれております。

それから２つめの「法人経営体」については農事組合法人、会社

等が含まれます。

３つめに「非法人の組織経営体」ですが、これは法人化していな

い組織経営体が該当し、これら３つをひっくるめまして「農林業経

営体」として調査結果に表章しているということでございます。

なお、１世帯複数経営につきましては、今回から別々の経営体と

いうことで把握しております。

それでは資料№３の方を説明させていただきたいと思います。

調査結果についてでございますが、平成17年の農林業経営体数は

207万１千ということで、そのうち農業経営体は198万９千で、平成

12年に比べ15.9％減少してございます。

また３つめの「○」でございますが、農林業経営体を経営耕地面

積規模別に見ますと小規模層ほど減少し、大規模層ほど増加してお

りまして、構造変化が進んでいるという結果になっております。

詳しい表は速報本体８～９頁の「統計表」というところに記載さ

れておりますが、次の頁の販売金額規模別に見ましても同じような

傾向でございます。

資料№３の、表２をご覧いただきたいのですが、これは販売農家

という従来の表章をしたものでございますが、平成12年の233万７千

戸から平成17年の194万９千戸ということで、200万戸を割って16.6

％の減少という結果になっております。

次の頁でございますが、販売農家を主業、副業別に見たものが図

１でございます。下の図２は専兼業別に見たものでございます。

まず上の図１でございますが、主業、準主業、副業農家をそれぞ

れ構成比で表したものが図１でございまして、それぞれ主業農家、

準主業農家、副業的農家は実数としてはそれぞれ減少しているわけ

ですが、構成比で比較してみますと主業農家は微増、準主業農家は

減少、副業的農家は増加という結果になっております。

下の専兼業別農家数につきましては実数で比較したもので、第１

種兼業農家、第２種兼業農家は減少しておりますが、専業農家は増

加となっております。

これは、兼業農家が兼業先をリタイアし、専業農家となったこと

等のためと推測しております。

３頁でございますが、土地の状況でございます。

まず、上のグラフは昭和55年からの耕作放棄地の推移をまとめた

ものでございます。

耕作放棄地は平成12年に34万ｈａだったものが平成17年には38万

ｈａとなっており、４万ｈａ増加したわけでございますが、平成７

年から平成12年にかけて10万ｈａ増加したことに比べれば増加のペ
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ースが鈍ったのが見てとれます。

それから２番目が農山村地域調査の概要でございます。

今回から初めて耕地面積と農振農用地の耕地面積を調べているわ

けでございますけれども、耕地面積が478万ｈａで農振農用地の耕地

面積が405万ｈａとなっております。

林野面積につきましては、前回に比べ微減となっておりますが、

それほどの変化は見られないという状況でございます。

これ（資料№３）は速報本体から抜き出してポイントを掲載した

ものでございますが、本体の方には他の項目も若干載せてございま

すので、後ほどご覧いただきたいと思います。以上でございます。

田嶼部会長 ありがとうございました。次に 「水稲10ａ当たり平年収量算定、

方式の概要」について事務局から説明をお願いします。

澤田生産流通消費 生産流通消費統計課長の澤田でございます。どうぞよろしくお願

統計課長 いいたします。それでは、資料４で若干説明させていただきます。

先ほど、資料１で統計部会の審議事項ということでご紹介があっ

たかと思いますが、その内容についてでございます。

これは例年ですと３月の末にご審議いただくことになっておりま

して、本日はどのようなものか、について説明させていただきたい

と思います。

まずは定義でございますが 「水稲の栽培を開始する以前に」と、

、 、なっておりますが 例年ですと３月末ということでご審議いただき

決定していくということでございます。

「その時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」とありますが、実際にはその年はまだ始まっておりませ

んので予測となりますが、そこを平年並みと見なし、 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

作成されたその年に予想される10ａ当たり収量でございます。

何に使われるのかというのは注１に書いております。

１つは後ほどご紹介しますが「作柄」でございます。今年の水稲

の作柄がどうかというその基準になるということが１点。

２点目は「米の需給調整」の資料、基本データとして用いられて

います。

それから３点目でございますが 「農作物共済事業」における共、

済基準収量の算定、これらが主な利用でございます。

それから算定方式というものがありまして、これはアメダスデー

タで気象データをとっておりまして、その大きな変動要因を除去し

て気象が平年並みであった場合の単収を出して、それをスプライン

関数を用いて曲線を作っていくということでございます。

２枚めくっていただきまして、図がございます。

まず、下の図の①は実単収となっておりまして、青い丸を波線で

つないでいますが、これは実際の単収でございます。

毎年いろいろな気象要因がございまして、豊作になったり、不作

になったりといろいろございます。
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ここから②の気象効果、気象変動要因を除去しまして、赤い線が

除去した③の補正値というところでございます。

これをなめらかな曲線でつないでいくと、この図はイメージ図で

ございますので直線になっておりますが、もう少しうねった線にな

っております。ということで今年度平成17年を予測しているという

ことでございます。

もう１枚めくっていただきますと過去からの平年収量として設定

してきたものの推移でございます。

今年度につきましては「10ａ当たり平年収量」を527㎏と予想して

おります。

昨年に比べまして２㎏増加となっております。

こういったことを３月の時点でかなり詳しい情報を整理しまして

皆様にご審議いただくということでございます。

需給調整で基本的な数値になりますので、私どもかなり慎重を期

しますが、よろしくお願いいたします。

以上で資料４についての説明を終わります。

田嶼部会長 ありがとうございました。続きまして 「平成17年産水稲の作柄、

概況」について事務局から説明をお願いします。

澤田生産流通消費 引き続き説明させていただきますが、平年収量を用いて「作況指

統計課長 数」というものを出しております。

これは９月の末に公表させていただいたものでございまして、

９月15日現在の調査結果でございます。

今、10月15日現在を取りまとめ中でございまして、月末に公表す

る予定でございますが、とりあえず９月15日現在をご覧いただきた

いと思います。

ここに図がございまして地域別に数値が書いております。

「北海道109」ですとか「東北101」といったものですが、その下

に囲みがございまして、１つめの作況指数、この指数ですがどうい

うことかといいますと、先ほど説明しました10ａ当たり平年収量に

対する今年の予想収量、その比率でございます。

こういうことで発表するということの作業をやらせていただいて

おります。

特徴的なところで申し上げますと、今年は割と気象条件も良く、

九州だけは「99」ということで、これは台風14号の影響がございま

すが、おおむね順調ということで推移しているということでござい

ます。

１枚めくっていただきますと、県別の数字がございます。

、 。それから６頁をご覧いただきたいのですが 県別表がございます

上の方の表頭を見ていただきたいのですが、まずは「10ａ当たり

（ ） 」 、 。予想 収量 とありまして この時点ではまだ予想でございます

右の方をご覧いただきたいと思いますが、穂数の多少、１穂当た

りのもみ数の多少、前もみ数の多少とございますが、これらは数え

られる時期でして、実数として数えています。
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ただ、１番右の登熟の良否につきましては登熟の状況がまだ分か

りませんので、ここは予測になってます。

したがって左側の数値は予想ということになっております。

徳島、高知、宮崎、鹿児島などの早期栽培の部分は実績ですが、

だいたいは予想でございます。

ここの予想の数値のとなりに「10ａ当たり平年収量 、いずれ皆」

様にご審議いただく「平年収量 、これは県別にご議論いただいて」

おります。

その比が作況指数ということで、となりに並んでございます。

せっかくの機会ですので、この他に参考６「水稲収穫量調査のし

くみ」というパンフレットがございます。こちらを使いまして簡単

に収穫量調査全体の説明をさせていただきたいと思います。

まず１枚めくっていただきますと、調査体系図というものがござ

います。

先ほど説明させていただきました９月15日現在は１番左の箱の赤

い文字の「作柄概況調査」の９月に当たるところでございます。

次の予想収穫量調査の下に10月とありますが、これが今度公表す

るものです。

このような全体の体系となってございます。それから右側の頁に

「収穫量調査の内容」とありまして、ではどこでどのように調査し

ているのかということになりますが、全国で１万カ所、１万ほ場を

選んでおりまして、そこで実測しております。その１万の選び方を

上の方に記載しております。

上の囲みのところに「作況標本筆」とありますが、筆というのは

ほ場の古い呼び方です。

都道府県別に筆を選んでいるということでございまして、かっこ

、 、の中にありますが 都道府県ごとのほ場を２ｈａの区画に区切って

その中から無作為に選びます。

その２ｈａ分の標本単位区の中からほ場を無作為に選びまして、

対角線に３カ所選びまして、そこからサンプルを採っているという

ことでございます。

統計的にこういうサンプルの採り方をし、集計しているというこ

とでございます。

その下にあるのが推定方式、予想の段階ですが、先ほども言いま

したが、もみ数までは分かるのですが登熟が分からない、登熟は過

去の気象データから推定してかけ算して予想収量を出しているとい

うやりかたです。

もう１枚めくっていただきますと、収穫期にどうしているかとい

いますと、収穫期になりますと農家と同じように刈って、重さを計

ることができますので、１万のほ場から３カ所ありますが、坪刈り

といいまして、農家と同じように乾燥、もみすりをしております。

しかし、くず米等がございますので、どうするのかといいますと

図の真ん中あたりにございます粗玄米、つまりくず米もはいった米

の量の中から農産物規格規定の三等に合格する品位で、粒厚が

1.7㎜以上ということで選んでいます。
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これは、食用、つまり飯用に供し得る米の全量を把握するという

趣旨でこういうやり方をしております。

その下には、先ほど申しました「作況指数」の求め方、また、右

の頁には平年収量の求め方ということで、先ほど簡単に説明させて

いただきました内容を図にしております。

。 。このような内容でございます 簡単に紹介させていただきました

以上でございます。

田嶼部会長 ありがとうございました。

「2005年農林業センサス速報結果概要 「水稲10ａ当たり平年収」、

量算定方式の概要について 「平成17年産水稲の作付面積及び９月」、

15日現在における作柄概況」の３点について詳しいご説明をいただ

きましたが、これらにつきましてご質問やご意見はございますでし

ょうか。

それでは、私から質問させていただいてよろしいでしょうか。

国が水稲の収穫量の調査をこんなに丁寧にやっていらっしゃると

いうことを初めて知りましたが、この方法は何年ぐらいやっていら

っしゃるのでしょうか。

経年的に指数をかけていらっしゃいますが、それを変えなければ

ならない、例えば土地の状況ですとか、あるいは気象の状況ですと

か、そのようなことは発生しないのでしょうか。

そして、推定されたあとに検証していると思われるのですが、ど

のようになっているのでしょうか。

澤田生産流通消費 「作況指数」の公表につきましては、昭和23年頃からだったかと

統計課長 思います。

それから「スムージングスプライン方式」でやり始めたのは平成

９年からで、それまではもう少し単純な推計をやっておりました。

アメダスのデータも昭和54年から使えるのでそれを基にやってお

ります。

それから出た結果に変動はあるのか、というご質問につきまして

は、先日公表しましたのは９月15日調査で、これから10月15日の公

表も予定しておりますが若干の変更が毎年あります。

過去10年を見ますと10回のデータのうち同じ数字だったのは５回

で、上がったのは２回、下がったのは３回ということで、その間に

台風があったりします。

ただ10月15日現在というのはほぼ収穫が全国的に終了していると

いう時期でございますので、10月15日以降は、ほぼ変更はありませ

ん。

また、10月15日以降の発表は12月に 終確定を発表しますが、変

更はあまりないものと思われます。

田嶼部会長 お米は日本にとって大切なものですから、このように正確な調査

をしていらっしゃるということで、国民としては安心ということで
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ございます。

何かご発言などございますでしょうか。野村臨時委員お願いしま

す。

野村臨時委員 米の調査についてですが、私どもマスコミが先を争って発表しよ

うとしているものですからご迷惑をお掛けしているのではないかと

思います。

なぜ私がこのようなことを言っているのかといいますと農業政策

が大いに変化してきておりまして、そして米をめぐっても従前の政

策とは大きく変わってきております。

具体的には、価格形成ですとか、生産も含めて市場に合わせた農

業に向けて変えていくと、そうしますと、この「作況指数」の役割

が大きく変化してくると思います。

むしろ国がこういう数値を公表することについて問題化しかねな

いということもあると思います。

一方ではそういった調査が重要な意味を持つ可能性もあるという

ことで、統計部の対応なり考え方が、非常に重要になってくるとい

うふうに思っているのですが、そこについては農政の変化に合わせ

て収穫量 「作況指数」について、これまでどんな対応をしてきた、

のか、どのようなことを予想されているのか、お聞かせいただける

とありがたいのですが。

澤田生産流通消費 まず、今年度から見直しを行ったというのが１つあります。

統計課長 それは７月に生育情報を公表しておりましたが、この時期に予想

しておりますと気象条件等により変動が大きく、その時期に予想す

るということは、いろいろな面でリスクがありますので、そこにつ

きましては、いろいろなご意見をいただきましてやめております。

結果的にまどわすようなことになりかねませんので。

８月の時点では早期栽培だけ文字情報で出し、あとは生育情報で

収量がどうなるか、といった情報までは出しておりません。

そういったことで９月からやらせていただいております。

それから米政策改革で新たな方向になってまして、国として情報

提供していくということが大きな役割となってきている、というこ

とでございまして、私どもに対してはより正確性を求められている

という部分があると思います。

「作況指数」については、かなり過去から出してはおりますが、

非常に重みを帯びてきていると、ひしひしと感じているところでご

ざいます。

したがって私ども作業する上で、農家の方々、関係団体や自治体

等ございまして、そういった方々の意見との齟齬があるといけませ

んのでよく注意して、どういう調査をしているかといった説明責任

と言いましょうか、そこを求められるので、そこは慎重に対応しご

理解いただくということでやっております。

集荷円滑化対策という、農家の方が自ら出荷調整を行うしくみが

平成16年度からスタートしているのですが、先日公表しましたもの
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では「102」という「作況指数」で、集荷円滑化対策は、全国で

「101」を超え、都道府県と地帯で「101」を超えた場合に発動する

というしくみでございます。

実際にその数値が適用されるのは10月15日の数値が基になります

ので、私どもも責任が重くなっていると思っているところでござい

ます。

しかし、生産者側で調査を行うわけにはいかず、生産から離れた

立場でそこはやはり調査をし、公表をしていくということが私ども

も重要だと思っているわけでございます。

田嶼部会長 ありがとうございました。

新聞などで数値を見ますが、その時に数値だけを見ましても一般

の国民はどのくらい農林水産省がご苦労なさったかというところま

ではなかなか分からないものです。

精度の高い調査をした結果得られた数値であることもご理解いた

だけたかと思います。

他にもご意見等はございますでしょうか。池谷委員どうぞ。

池谷臨時委員 人員削減についてお聞きしたいのですが、やはりいろいろなもの

が複雑化している現状に、専門の方が少なくなってしまうというこ

とは、正確な調査を期待する私たちにとっては不安になってしまう

ものでございまして、いろいろなやり方が講じられるのかな、とも

思うのですが、やはり専門家が足で調査することの方がいかに大事

なのかということは広く皆さんにお知らせいただきたい。

そこのところに不安を感じると言いましょうか、教えていただき

たいと思います。

この件に関しましては、我々も同じように感じているわけでござ河﨑統計企画課長

いまして、いろいろな場面で説明をしてきております。

例えば「経済財政諮問会議」の下に設けられております、吉川座

長を中心とする「経済社会統計整備推進委員会」などにも説明をし

ておりますし、自民党の中にも「行革推進本部」というものがあり

まして、そういうところからもご指摘をいただいているところでご

ざいます。そういったところにも統計の必要性なり、あるいはどの

ように使われているか、なぜこれだけの精度が必要なのか、それら

を前提にして一定程度の職員調査は、残さざるを得ないということ

を説明しております。

統計が現在、行っている仕事についてのご異論はほとんどないと

いう状況でございまして、１つあるとすれば政策との密着が強すぎ

て「公共財」としての役割が少し足りないのではないか、という程

度のご指摘です。したがって、仕事については文句はないが、それ

にしても人が多いのでは、という言い方をされております。

一方では統計を把握する条件も整ってきており、例えば調査をお

願いしている農家や林家の方々もレベルが上がってきており、従前

はお手伝いしないと「経営統計調査」も把握できなかった面も、い
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ろいろ簿記記帳も経営管理されているということで、我々が行かな

くても一定程度のものはお聞きできるといった条件も変わってきて

おりまして、そういったところを見つけ出してきて、そこをきちん

とスリム化することによって、世の中のいろいろなご意見に対応し

ていこうということで、従前はこういう行政改革の話になりますと

「何人減らせ 「そんなに減らせません」といったバナナの叩き売」

りみたいな話しかなかったわけでございますが、今回は統計調査の

業務のすべて見直しまして、ここはリストラできる、ここは簡素化

できる、といったところを見つけて、それで積み上げたのが1,100人

だということでございます。

やはりきちんとした数字を作るということを前提にやっているわ

けでございまして、ご迷惑はおかけしないような姿で行っておりま

すが、先ほどからご支援的な言葉も頂戴しておりますが、こういう

事は必要なんだ、ということを引き続きアピールしていきたいと思

っております。

どうかご支援のほど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。私からもう１点質問させていただいて

よろしいでしょうか。

「農林水産統計の広報・公表及び利活用の改善に関するアドバイ

ザリーグループ懇談会」を立ち上げて、野村座長のもとに審議が進

められているという話を承りましたが、貴重なデータをいろいろな

分野の方が正しく使うことができれば科学の推進にもつながること

だと思います。

しかし、誰でも使ってもよいというものでもないと思います。

管理、運営に関しましても一定の規則が必要になってくるかとは

思いますが、この点につきまして今後どのように整備がなされ、ど

のような形で国民が利用できるようになるのについてお聞きしたい

のですが。

まず、統計の結果につきましては基本的にはすべて無料で出しま河﨑統計企画課長

す。

従前ですと統計表を出さなければならないということで、印刷等

でかなり経費もかかりますので、外郭団体から有料で配布するとい

うことがありました。

それも続けてはおりますが、ホームページ上ですべてのデータは

出しております。

それから過去のデータについてもデータベースという形で出して

おります。

今、ニーズとしてありますのが個別のデータを使わせてほしいと

いうものがありまして、それに関しましては統計法という制度が絡

んできまして、今の段階では統計法違反になってしまうということ

で、そこについては応えがたいのですが、それについても「組み替

え集計」という形であれば対応できるということでございます。

我々が把握したデータにつきましては、ネット上ですべて出して
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いるという実態でございます。

田嶼部会長 農林水産省はかなり寛容な対応をとっていらっしゃるというふう

に感じました。

と言いますのもアメリカの は日本の「国民健康・栄養調NHANES
査」のようなものですが、膨大なデータで非常に貴重なものです。

それにアクセスすることはできるのですが、きちっとした研究プ

ロトコールを書いて、審査を経て、こういう研究のためだったら使

っても良いだろう、というバリアがあって初めて使えるわけでござ

います。

それに対して、このデータは国民のものなので、どうぞお使いく

ださい、という考え方とどちらがよいのかは分かりませんが、そう

いった点について伺わせていただきました。

小西統計部長 公表したデータについてはだれでも利用できますが、個票となり

。ますと日本の場合にはそれなりの手続きが必要になるかと思います

いずれにしましても 「組み替え集計」で対応できますので、一、

定の手続きを踏めばできるということでございます。

田嶼部会長 ありがとうございました。

どなたかご意見はございませんか。

せっかくの機会ですので、広くご意見をいただきたいと思います

が、堀江委員お願いします。

堀江臨時委員 「稲の情報」についてですが、私もかなり熱心なユーザーでござ

いまして、世界を見渡してもこれだけ正確な情報が長期間そろって

いるのは日本の「米」以外ないんです。

アメリカの「 」などもありますが荒っぽいですし、途上国にUSDA
いたっては、統計資料などは信じない方が良いと、それを信じて考

えると間違いに行き当たると、むしろ足で歩いて目で見て感じた方

が正しいというふうに思いますし、この資料は１番整った資料だと

私は思いますし、こういった資料は毎年毎年の米価だとか減反だと

か政策に使われているということで、大変重要なものでございます

けれども、地球が温暖化して食糧がどうなっていくかなどを分析す

る上でも、世界で唯一これだけが長期間のデータが揃っているので

はないかと思います。

私もいろいろと使わせていただいて国際会議などで大きな事を言

っております。

また、人員が減るなどのお話もありますけれども精度を落とさな

いでいただきたいと思います。

どこかで精度が変わりますと解釈まで変わってしまいます。

西日本では 低気温が２℃ほど上がってきておりまして、いろい

ろなことに影響が出始めたというふうに感じてまして、これが将来

続くとどうなるかとか、これが東南アジアまで拡大したときにはど

うなるか、といったいろいろなこともありますので、精度を落とさ
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ないでいただきたいということ。

もう１つは、これだけ資料が揃っていますが、都道府県ぐらいま

でのデータは手に入るわけですが、市町村ぐらいのレベルのデータ

をアクセスできますとユーザーの１人として大変助かります。

田嶼部会長 ありがとうございました。

データをお使いになっているユーザーの方から大変力強いご発言

をいただきました。

他にはいかがでございますか。

野村委員どうぞ。

野村臨時委員 世界に冠たる統計、米もそうですし、それ以外につきましても日

、本はかなり高い水準のものを持っているということに大賛成ですし

それが将来どんな姿で役に立つか分からないというのもそのとおり

です。

したがってかつてのデータの蓄積が大きな財産であるということ

は「アドバイザリー」のそもそもの議論の出発点であったわけです

けれども 必ず市場化するとか 小泉内閣の 大のテーマである 郵、 、 「

政民営化 、その次は小さな政府を目指した「公務員の削減」とい」

った話になってきているわけです。

ではそのやっていることにどういう意味はあるのか、ということ

を問われてくると思うのです。

それをじっと待っているよりも、とにかく探して何かを出そうと

いう話になってきます。

したがって、私が先ほど申し上げたのは、そういうのを念頭に置

きつつも 「環境問題」や「循環型社会」の形成であるとか、そう、

いう問題と統計を、政策的に位置づけをしていくということをやら

ないとせっかくの大切な資源である統計が途中で無駄に終わってし

まう、精度を落としたり範囲を狭めたりすると使い物にならないと

いうことも多々起きると思います。

これから農林水産省のみならず他省庁も含めて、統計部というの

が様々な政策を遂行していく上でどういう役割をしているのかを念

頭に置きながら、存続していかなくてはいけないと思います。

そういう意味での質問は状況変化にどう対応していくというふう

に考えておられるかという、そこはぜひ他省庁も含めて統計部から

積極的に、社会の動きを念頭に置き主張なり統計の進め方を考えて

いただきたい、というふうに考えております。

小西統計部長 ただいま貴重なご発言をいただきました。

すでに「アドバイザリーグループ」の段階からご指導いただいて

おりまして、我々としてももちろん行政ニーズに応えることが必要

ということは先ほどから訴えてきているつもりですが、やはりこれ

は国民全体の目から見ても不可欠なものであるということは認識し

て、これからも見直し、基本的な役割は維持するということでやっ

ていかなくてはいけないのかなと思っております。
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現在行われております「経営安定対策」の検討についても、統計

の調査がどうしても必要になってくるということは間違いがないこ

とですから、そういった意味でも見直しながらやっていくというこ

と、それから「経済財政諮問会議」や党の「行革推進本部」で常に

合理化の矢面に立たされているということがありますので、その点

、 、は私どもも注意して このように見直しを行っているということと

。両面から基本的な方向を訴えて行きたいというふうに思っています

それから委員の皆様も我々の努力を していただけると大変あPR
りがたいと思っております。

田嶼部会長 他にご意見はございますか。三木委員どうぞ。

三木臨時委員 私、水産の方に身を置いているのですが、水産は農業に比べます

と産業規模が小さいだけに、統計が見直しの中でどれだけ減ってい

くのかということを、不安に思っているところです。

それだけに水産が産業として生き残るために、統計の生産サイド

からの利活用が今後進んでいくのではないかと思います。

それからもう１つは、天然資源、もちろん養殖もございますが、

天然資源を利用している産業だけに、環境面、生産データが環境の

状況を示すデータを提供しているというところもあると思います。

統計の利活用を展開していくという話が出ていたかと思うのです

が、その利活用のニーズの発掘の方向性といったものは、ございま

すでしょうか。

資料の２をご覧いただきたいのですが 「農林水産統計の役割と河﨑統計企画課長 、

今後のあり方」というペーパーの青い箱の「国民への情報開示等」

にさらっと書いてあるわけですけれども、いろいろな場面がありま

して、マスコミの皆さんや生産者の方、消費者の皆さんですとか。

今我々が考えているのは教育の世界ですとか、特に食育ですとか

そういった位置づけが非常に高いわけでございまして、例えば「食

育基本法」ができたり、日本の食全体が変な方向に向かっていると

いった認識も広まったのではないか、ということもあります。

ですからそういった面を捉えて、今までどちらかというと農林水

産統計と縁の遠かった方々に対しても使っていただけるような出し

方をしようということで 「アドバイザリーグループ」の中で具体、

的な改善をご検討をいただきまして、それを我々が具体化しようと

いうことです。

ですから、統計体系をがらっと見直すということではなく、政策

的に十二分に使っていただいている統計を、更に使い勝手のよいも

のにして、どちらかといいますと、あまり使われなかった教育現場

ですとか、消費者の皆さんといった方々に使っていただけるように

使いやすいものに変えていきたい、ということを模索している、と

いうことです。
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澤田生産流通消費 先ほどの野村委員と三木委員からのご意見がありましたが、私ども

統計課長 も米の調査の他にも水産の調査や林業の調査もやっております。

林業の調査は我が国における木材の供給量、山からどれだけ切っ

ているかについては、山で調査しても分からないので、製材所、合

単板の工場や木材チップの工場に行ってどれだけ丸太が入っている

か調査しております。

それが日本における木材資源をどれだけ使ってるか、ということ

になります。

ですから、まさに資源の調査ということにもなっております。

水産についても、漁獲量というものをうまく使って、日本近海あ

るいは世界の漁業資源がどうなっているか調査が可能ですし、研究

者の方に使っていただいているわけでございます。

そういった資源や環境といったものにも使われております。

小西統計部長 若干補足しますと、先ほど環境の分析にどのように役立っている

のか、別の面の価値があるのではないかというご意見でしたけれど

も 「アドバイザリーグループ」でも今後、より加工・分析を我々、

も心がけますけれども、それを活用していただく様々な専門分野の

方からこれについては、そういう分析ができるように連携ができる

ようにしていきたいと思っているわけでございます。

それによって広がりが持てるように専門家の皆さんからうまくい

ろいろなところの分析ができるように、そういう面も心がけていき

たいと思っております。

田嶼部会長 関連したことで、私からもよろしいでしょうか。

私、内科の医者でありまして、専門が糖尿病なんですが、糖尿病

の分野で何が問題になっているかと申しますと、 近糖尿病がすご

く増えております。では何がいけないのか、それは日本人がお米、

野菜、魚を食べなくなり、その代わりに、ピザ、カレーライス、オ

ムレツその他の欧米化した食生活と、運動をしない生活が糖尿病患

者数を押し上げているわけでございます。

では、日本ではきちんとおいしいお米を作っているのか、これか

らも作り続けてくれるのか、魚は安全なものが獲れるのか、これか

らも獲り続けることができるのか、野菜はどうなのか、もしも作れ

ないのだとしたら輸入するのか、自給率はどのくらいか、といった

ことが分からないと 「日本人はご飯食べましょう 「魚を食べま、 」、

しょう 「野菜を食べましょう」といっても机上の空論にしかなら」、

ない。しかし、その時に農林水産省の統計部から蓄積されたデータ

が示されて、将来の展望についても示されれば、こんなに心強いこ

とはないわけです。科学的なデータに基づいた論議でなければ、将

来への正しい展望も描くことはできません。

そういった意味で、このまま精度の高い、バイアスのないサンプ

リングによって、データを蓄積していくということは大変重要で、

かつ国民にとって心強いことです。もう１つ、私たちは人々の健康

を考えているわけでございますけれども、農林水産省の統計部は、
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国の土地の健康も考えておられるわけで、１万筆の無作為のサンプ

ルで調査を実施しているということは、厚生労働省の国民健康栄養

、調査のサンプリングより完全なランダムサンプリングということで

、 。このお米たちが人々にも見えてくるような そんな気がいたします

未来のユーザーとしてこういったことを期待していることを申し

上げたくて発言させていただきました。

他にご意見はございませんでしょうか。

安倍委員お願いします。

、 、安倍臨時委員 このような 農林水産省関係の会議に出席させていただきますと

大変心強く感じますが、そうでない省庁の会議に出席したこともご

ざいまして、その関係から言いますと農林水産省でこれだけ精度の

高い統計を整備しても、流通過程が複雑化しておりますので、 終

消費と生産物の関係はなかなか見えにくくなってきているところが

ありまして、他省庁の関係の方からは、もっと流通とか消費とか、

そういったデータを、見るだけで食生活がどうなっているかという

、データを農林水産省の統計のなかからはっきりしなければいけない

といったご指摘をよく受けます。

農林水産省のデータは生産基盤だけに依存しすぎているというよ

うな、そういう感想を他省庁の方は持っているというふうに、よく

遭遇いたしまして、どうすればそこを分かってもらえるのか、とい

うことと、一般国民の方たち、いわゆる都市消費者の方たちの一般

的なニーズというものは流通、消費それから生産と分かりにくくな

っておりまして、そこに商社や外食産業がいろいろと出てきており

ますので、見えにくくなってきているところをどう分かりやすく出

していくか、ということは大変難しい状況でありまして、そこを皆

さんで知恵を出し合って訴えていければいいな、というふうに考え

ております。以上です。

田嶼部会長 今、ご要望がございましたが、企画課長のほうからお答えいただ

いてよろしいでしょうか。

今後のあり方を説明する際に一番 初に申し上げたかと思います河﨑統計企画課長

が、今やっている統計分野がありまして、下から２番目と３番目な

どが、先生が、おっしゃるような分野になるのかと思います。

先ほど申し上げたのは、 近はこのような分野にだんだん重点を

移してきていると申し上げたわけです。

もともと農林水産省の統計というのは、生産統計からスタートし

ました、それからだんだん構造統計に広がってきたというふうなこ

とで、どちらかというと生産サイドからのアプローチなんです。

ただ、やはり政策自体が消費者に軸足をおいた政策に移ってきて

おりまして、今回の新しい基本計画もそれを濃密に出してきている

ということでもあります。

、 、これから広がっていく分野としてはやはり こういった流通とか

消費、加工といった、そういった統計を拡充していく必要があると
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いう認識をしているところでございます。

ただ一方では、その統計の対象というのは非常に難しく、追いか

け難いものが対象になっておりますので、どういう手法でとってい

POSくか、例えばスーパーに行ってもなかなか教えてもらえない、

のデータを買ってこなければいけないなど、従前、我々が経験した

ことがないような難しい統計になってくると思います。

更に付け加えれば、今回 「国勢調査」が非常に困難を極めてお、

りますけれども、やはり統計調査をされる側の認識もずいぶん変わ

ってきているということで、いろいろな手段を使って捉えていきた

いという希望はありますけれども、技術的な困難性も高まってきて

いる。

。そこをどのように解決していくかが我々の課題だと思っています

田嶼部会長 ありがとうございました。

委員の皆様からいただきましたご意見につきましては、今後いろ

いろな機会をとらえて農林水産統計に活かしていただきたいと思い

ます。

以上で本日の議事次第はすべて終了しましたので、議事進行を事

務局へお返ししたいと思います。ありがとうございました。

大変濃密なご議論、ありがとうございました。河﨑統計企画課長

後に、今後の日程につきまして連絡事項としまして、次回の統

計部会の開催予定につきましては、平成18年３月下旬を考えており

ます。

審議内容の中心といたしましては 「平成18年産水稲10ａ当たり、

平年収量 、先ほど生産流通消費統計課長から申し上げました「作」

況指数」の基になる数字の18年版を計算してお示ししてご承認を得

ることになろうかと思います。

くわしい日程につきましては、委員の皆様に個別に連絡を取らせ

ていただきますので、またご協力を賜れば、と思います。よろしく

お願いいたします。

（閉会）

田嶼部会長 ありがとうございました。

次回の統計部会は来年３月下旬ということでございます。

日程調整につきましては、委員の皆様方よろしくお願いいたしま

す。

それでは、本日の統計部会はこれにて閉会といたします。

どうもありがとうございました。


