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第５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３月２８日（月）１４：４５～１６：１０

２ 場 所 農林水産省統計第１会議室

３ 議 題

平成 年産水稲 ａ当たり平年収量について(1) 17 10

その他(2)

４ 出席者 委 員：増田 淳子

臨時委員：秋田 重誠、安倍 澄子、坂 齋、鈴木 玲子、高見 晋一、

竹田 香苗、服部 信司、平澤 正、堀江 武、堀口 健治、

矢口 芳生

専門委員：齊藤 壽典、廣吉 勝治

、 、 、 、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５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。

河﨑でございます。ど私、本日の司会を務めます統計企画課長の

うぞよろしくお願いいたします。

委員及び臨時委員の皆様方におかれましては、先ほどの農作物平

年収量小委員会から引き続きということで、お疲れとは思いますが

よろしくお願いいたします。また、専門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

まず最初に、新たに本部会の委員に選任されました方を御紹介さ

せていただきます。

社団法人 大日本水産会常務理事でいらっしゃいます齊藤専門委

員でございます。

齊藤でございます。よろしくお願いいたします。齊藤専門委員

なお、本日は三浦臨時委員、佐藤臨時委員、池谷専門委員、加瀬河﨑統計企画課長

専門委員、餅田専門委員、山本専門委員が所用によりご欠席となっ

ております。

、 、それから 当部会の部会長であります甲斐委員におかれましては

。食料・農業・農村政策審議会委員を３月12日付でご退任されました

このため本日の議事進行につきましては、食料・農業・農村政策審

議会令に基づきまして、あらかじめ部会長代理に指名されておりま

す堀江臨時委員にお願いいたしております。

堀江部会長代理、よろしくお願いいたします。

堀江部会長代理 堀江でございます。ご指名によりまして、本日の議事進行を努め

させていただきます。よろしくお願いいたします。

本日の議題は２点でございます。まず、１点目に「平成17年産水
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」 。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

２点目は「その他」としまして、事務局より報告を受けたいと思い

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 統計部長の小西でございます。本日は大変お忙しい中お集まりい

ただきまして本当にありがとうございます。

本日は第５回の食料・農業・農村政策審議会統計部会でございま

すが、委員の皆様方には日頃から統計の調査業務につきましてご指

導、ご協力いただきましてお礼申し上げたいと思います。

本日の議題につきましては、水稲の平年収量でございます。

ご案内のように平成13年に設置しました「水稲平年収量等に関す

る研究会」の算定方式に基づきまして、平成17年産の水稲予想単収

につきましては全国値で10a当たり２キログラム引き上げるというこ

とで10a当たり５２７㎏となりました。

これにつきましては、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まして、本部会でご審議の上、答申をい

ただければと存じます。

なお、農林水産統計の見直しにつきましては、昨年来部内におい

て調査方法の見直しを進めてまいりました、一つには食料・農業・

農村基本計画に基づく施策の推進に対応した事業計画の見直しに基

づきまして、統計につきましても、見直しを行っていくといった内

容でございます。

また、行政改革の一環といたしまして、アウトソーシングの推進

のための調査員調査化等の見直しを行うことにより、政策ニーズに

則し、かつ効率的な農林水産統計の実現を目指しております。本日

はその見直しの方向について報告させていただきたいと存じます。

委員の皆様方には、今後とも農林水産統計について引き続きご指

導、ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げまして、私の挨拶と

させていただきます。

（議事）

堀江部会長代理 ありがとうございました。

次に資料の確認と本部会における「平成17年産水稲10a当たり平年

収量」の決定の位置付けについて事務局よりお願いします。

それでは、お手元の資料の確認をお願いいたします。河﨑統計企画課長

資料№１から５につきましては、先ほど開催されました農作物平

年収量小委員会にご出席された委員の方々に対しましてはすでに配

付いたしております。

よろしいでしょうか。

続きまして、本部会における議決の位置付けについてでございま

すが 「平成17年産水稲10a当たり平年収量」につきましては、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いたすこと

としておりまして、本件につきましては、食料・農業・農村政策審
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議会令第７条第６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。

定めておりますので、本部会の議決が審議会の議決となることを申

し上げます。

堀江部会長代理 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、まず、第１の議題であります「平成17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。

島村農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会会長八木宏典澤田生産流通消費

殿あてです。統計課長

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17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。

別紙「平成17年産水稲10a当たり平年収量 、全国値が527㎏であ」

り、各都道府県別の内容となっております。

以上が諮問でございます。

続きまして、諮問内容につきまして資料に基づいて、ご説明させ

ていただきます。資料№１「平成17年産水稲10a当たり平年収量につ

いて」という資料でございます。表紙をめくっていただきますと、

まず定義がございます 「作物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、最近の栽培

技術の進歩の度合い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当たり収量をいう 」という。

ことでございます。注にありますように、10a当たり平年収量は、農

作物の作柄の良否を表す場合の基準として用いるほか、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算定など各種施策の基

礎資料に用いられております。

算定方式でございますが、気象要因によります収量への影響を除

去しまして、気象が平年並みであった場合の単収に補正した上で、

これらをなめらかな曲線で結んで平年単収を算出する方法を用いて

おります。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

式としてスムージングスプライン方式を平成９年より使用しており

ます。

また、算定に用いる気象要素につきましては、平成13年産まで、

日降水量、日平均気温、日最高気温、日最低気温、日照時間、日最

大風速の６要素を使用しておりましたが、平成13年７月に出された

「水稲平年収量等に関する研究会報告」の改善事項を取り入れまし

て、平成14年産より、曇りの日であっても日射量は水稲の収量に影
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響することから「日照時間」に代えて「推定日射量」を適用し、出

穂前の強い低温や台風等の一過性の被害による収量への影響を適切

に反映させるため、補助変数として「低温積算値」及び「日最大風

速の自乗値」を適用しております。

平成17年産の平年収量でございますが、昭和54年以降の実単収か

ら気象による変動を極力除去し、その長期的すう勢から算定した平

成17年産の傾向値を出しまして、最近の生産事情を検討、確認を行

って作成しました。

生産事情に大きな変化がありましたら、修正を行いますが、今回

もそうした修正は行っておりません。この結果全国の平成17年産水

稲10a当たり平年収量は昨年に比べ２㎏アップの527㎏となっており

ます。都道府県別には別表のとおりですが、全国の平年収量の出し

方としまして、各県別に先ほど申し上げました方法で平年収量を出

しまして、これを昨年の作付面積で加重平均して求めております。

続きまして３頁でございますが、都道府県別の平年収量の一覧表

でございます。青森県などはマイナス２㎏、茨城、栃木はプラス４

㎏、千葉はプラス６㎏、山梨がプラス５㎏、大阪がプラス６㎏、兵

庫はプラス５㎏、ということで大きく増減しているところもありま

す。

、 。次の４頁を見ていただきますと 平年収量を色分けしております

高い県は赤でございます、中ほどの県は黄色でございます、低めの

県は緑となっておりまして、東京と沖縄は白ということで特に低い

という区分でございます。

次の５頁でございますが、赤い線が実収量でございまして、これ

まで昭和54年からの推移が示されております。ここから、気象要因

による収量の影響を極力除去しまして、それを関数でつなげており

ます。青い線は全国のグラフでございますので、各県のものを加重

平均して出したものでございます。この結果平成17年産は昨年に比

べて２㎏アップとなっているという状況でございます。

平成16年は台風の被害がございまして、作況指数が98ということ

でございます。

次に資料№２でございます。これは、先ほど見ていただきました

グラフを各県別に整理してあるものでございます。後で見ていただ

ければと思いますが、台風の影響を受けた県がいくつかあります。

。秋田県と九州地方がかなり影響を受けているのが分かると思います

次に資料№３をご覧いただきたいと思います。平成17年産水稲の

生産事情ということで、際だって減少なり増加した都道府県につき

まして個別にその要因等を分析、考察してございます。

まずは１頁の全国の動向でございますが、品種の動向につきまし

ては、やはりコシヒカリがかなり集中しておりまして、まだ伸びて

まして平成17年度は38.6％の見込みとなっております。減少傾向に

あるものとしては、キヌヒカリ、きらら397がございます。コシヒカ

リ以外で増加傾向にありますのは、ヒノヒカリ、つがるロマン、な

なつぼし等がございます。

次に生産基盤の変化についてでございます。近年の生産調整が増
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加してきているという経緯がございます。その中で山間部等の条件

。 、不利地域の作付割合が減少しているということがございます 一方

安定した収量を望めるほ場整備地の作付けが増加しており、収量水

準の向上につながっていると考えられます。

次に２頁ですけれども、栽培技術ということで施肥についてでご

ざいます。初期成育促進の観点から側条施肥技術の普及や緩効性肥

料の普及等の栽培技術が定着しており、収量の安定要因となってい

ると考えられます。次に病害虫防除につきまして、箱処理薬剤とい

うことで、田植え前に箱の段階で処理する薬剤がかなり普及してお

りまして、７割を超えてきており、これにつきましても、収量の安

定要因となっていると考えられます。

次に３頁以降が各県別の生産事情でございます。青森県ですが、

対前年２㎏減ということでございます。理由としましては、品種の

構成の変化があるのではないかと、これまでの多収であるが食味の

劣る「むつほまれ」が減少し、良食味の「つがるロマン」及び「ゆ

めあかり」が増えております。このように品種の変化が収量水準の

低下の要因になっているものと思われます。また、栽培技術の変化

であったり、他にも要因があるのではないかと考えておりまして、

更に考察を進めていかなければと思います。収量構成要素の推移と

いうことで、実績でございますが、表を見ていただきますと、①と

いうのがございまして、平成７年から平成11年の５年間の上下をと

ったものの３年間の平均、②につきましては、平成12年から平成16

年までの５年間の上下をとったものの３年間の平均との比較でござ

いまして、一番下の10a当たり玄米重というところを見ていただきま

すと、マイナス0.8ポイントとなっております。

次に４頁の茨城県でございます。茨城県は４㎏アップということ

でございまして、これまでも伸びてきておりますが、今後も伸びる

のではないかと思われまして、要因としましては品種の構成がござ

います 「コシヒカリ」が８割ということで、かなり普及してきて。

いるのですが、耐冷性で「コシヒカリ」よりも収量が高い「あきた

こまち」が増加傾向にあるということでございまして、品種的に見

ても収量は向上するだろうと思われます。その下の生産基盤、栽培

技術の変化についてでございます。収量水準の低い谷地田での耕作

放棄が進んでおりまして、条件のよいところに移って来ており、土

づくり等もあり収量水準は向上するのではないかと思われます。

また、下の表の10a当たり玄米重を見ますと5.7ポイントアップと

なっております。

次に５頁の栃木県でございますが、こちらも４㎏アップとなって

おります。品種につきましては、やはり「コシヒカリ」が８割まで

普及しているのですが、これは若干減少するのではないかと、17年

の聞き取りでございますが、それに替わって「あさひの夢 「ひと」

めぼれ」が増加の見込みとなっております。特に増収要因としまし

て栽培技術があるのではないか、ということでございまして県が熱

心に指導しております。緩効性肥料を用いた施肥、それから発生予

察情報による適期の防除等が安定栽培の普及・定着につながってる
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と思われます。収量の構成要素を見ていただきましても、10a当たり

玄米重も過去の推移、傾向としまして、６ポイントアップという傾

向にございます。

それから、６頁の千葉県でございます。対前年６㎏アップとなっ

てございます。千葉県は過去からの推移、資料２を後ほど見ていた

だきたいと思いますが、かなり伸びてきている県であるということ

でございます。一つは品種についてですが、収量が比較的高い「あ

きたこまち」が増加しているという点、それから栽培技術として品

種の組み合わせであったり、季節の組み合わせであったり、冷害や

高温障害による被害回避のための植付早限順守ということで、あま

り早く植えないように、というようなことでやっているわけでござ

います。過去の実績として10a当たり玄米重が5.6ポイントアップと

いう実績がございます。

次に７頁の山梨県でございますが、対前年５㎏アップということ

でございます。山梨も過去から伸びている県でございます 「コシ。

ヒカリ」が６割を超えておりますが、最近では良食味・多収品種の

「あさひの夢」が増加傾向にあるということでございます。それか

ら生産基盤、栽培技術についてでございますけれども、高齢化が進

んでおりまして、山間部等の条件不利地で作付けが減少していると

いうことで、安定収量を望めるほ場整備地での作付けが増加してい

るということでございます。また、いもち病の防除ですとか、作業

受委託が進んで適期の作業ができるようになってきたのではないか

と考えております。10a当たり玄米重が3.2ポイントアップというこ

とでございます。

次に８頁の大阪府でございますが、これも大きくアップするので

はないか、ということで６㎏アップということで計算されておりま

す。１つは品種についてでございまして、良食味の「ヒノヒカリ」

と収量の高い「キヌヒカリ」の作付割合が増加しております。大阪

府はもともと収量が低いのですが 「ヒノヒカリ」などを中心に高、

温障害を避けるための遅植えの指導などのほか、田植時に複数の病

害虫の有効な箱施用薬剤などを使って栽培技術の高位平準化が図ら

、 。れ 近隣県の収量水準に近づいてきているということでございます

、 。次に９頁の兵庫県ですが 対前年比５㎏アップと考えております

１つは品種についてでございますが、良食味の「コシヒカリ 「キ」、

ヌヒカリ 「ヒノヒカリ」の作付けが拡大されているということで」、

ございます。それから、生産基盤、栽培技術の変化についてでござ

いますが、山間部等の条件不利地の作付割合が減少し、条件のよい

ところでの作付割合が増加しております。あとは土壌診断に基づく

堆肥、土壌改良材等の施用なども行っているということで、過去の

推移を見ましても、10a当たり玄米重で2.2ポイントアップと実績が

ございます。

最後になりますが、沖縄県でございます。対前年比２㎏減という

ことでございます。品種につきましては、良食味の「ひとめぼれ」

の作付けが８～９割ということでございます また 収量の高い チ。 、 「

ヨニシキ」の作付けが減少しており、収量水準は低下するものと見
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られます。

次に資料№４でございます。品種の動向等を申し上げましたが、

各県、全国も含めましてすべての県の主な品種の過去からの変遷を

グラフにしてございます。かなり変化がありまして、最近新しく登

。 。場している品種もございます 後ほどご覧いただければと思います

資料№５でございますが、過去３カ年における気象の推移という

ことで、３カ年の６～８月の気象について、平均して対前年で比べ

てまとめております。１頁目は気温でございます。真ん中の2003年

は冷害の年でございまして、全体的に青くなってございますけれど

も、昨年の2004年の夏は太平洋高気圧の勢力が強くて、全般に高温

となったという結果でございます。

２頁が降水量でございます。一番下を見ていただきますと、昨年

の夏でございますが、降水量、一部緑になっておりますが、ここが

前線とか台風の影響を受けた地域でございまして、それ以外は比較

的小雨であったということでございます。ご案内のとおり、７月中

旬は前線活動が活発になっておりまして、北陸から東北の豪雨にな

った地域は緑になっております。また、台風がこの時期に６個上陸

したということで、台風の影響で豪雨が多かったところもございま

す。

３頁が日照時間でございます。日照時間は６～８月の時期は多か

ったということでございます。ただ、この時期は東北の日本海側は

、 。 、日照が少なく その影響で一部色が薄くなっております それから

８月は西日本で少なかったということで若干色が薄くなっていると

いうことでございます。お手元の資料としまして、参考配付で昨年

、 。の水陸稲の生産状況がございますが ご覧いただければと思います

以上でございます。

堀江部会長代理 ありがとうございました。なお、本件につきましては、本部会の

下に設置されております農作物平年収量小委員会で先ほど審議され

ておりますので、その報告を秋田小委員長からお願いいたします。

秋田臨時委員 秋田でございます。この部会に先立ちまして小委員会で検討いた

しましたところ「平成17年産水稲10a当たりの平年収量」につきまし

ては、平成16年産に比べ、２㎏高い527㎏とする。また都道府県別の

平成17年産水稲10a当たり平年収量は別表のとおりである、という原

案について検討したわけでございますが、妥当である旨の結論を得

たことを報告させていただきます。なお、いろいろな意見が出まし

たが、主な意見を２、３紹介させていただきます。まず１点目は米

改革、これが進んでいますけれども、各地で直まきなども含めて米

作りの取り組み方が変わってきているわけでございますが、これら

の影響が平年単収にどのように反映されているのか、これをすぐ検

討を行う必要があるのではないか、２点目として良質米志向が進ん

でいるわけでございますけれども、そういった中で特に東北、北陸

などを中心とした米どころで平年収量が頭打ちになってきている、

こういった地域の要因についても分析が必要ではないか、というご
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意見、それから３点目としまして最近の地球温暖化傾向により作期

が遅くなっているところがあるわけですが、そういった影響を前年

対比にどう反映させるか、またどう反映させていくかということに

ついて今後検討していくことが重要ではないか、というような意見

が出されました。以上でございます。

堀江部会長代理 ありがとうございました。

それではこれから質疑に入りたいと思いますので、ご質問、ご意

見等お願いいたします。

秋田臨時委員 「平年」ということが、最近ほとんどなくなってきており、そう

いう別表、平年というのが非常に捉えにくくなっている。温暖化と

いわれながら気象の変動が大きくなっているのが最近の温暖化の特

徴だと思われますが、そういった点をきちっと示すような、気象の

３か年のデータだけ見ても変動が大きいことが分かるのですが、も

う少し長期にわたって気象変動が拡大しているという認識をもう少

し反映させる必要があるのではないかと思っております。資料１の

１頁の「２ 算定方式」とありますが 「算定方式については、気、

象要因による収量への影響（気象効果）を除去し 」とありますが、、

除去して気象が平年並みである、とありますが、ここの表現につい

ても、矛盾があるような気がします。気象が平年並みであったと仮

定したのでしたら、気象効果は除去して、ないわけですとか、この

辺の表現についてもう少し工夫が必要ではないでしょうか。

堀江部会長代理 ありがとうございました。ただいまの秋田委員からのご指摘につ

きまして、事務局からお願いします。

非常に大事なご指摘だと思います。特に温度は温暖化の影響があ澤田生産流通消費

り、それから気象の変動が大きくなっているということでございま統計課長

して、変動が大きくなっているということに関しましては、逆に平

年収量というものの考え方が大事になっていることだと思うのです

が、先ほどおっしゃったように気象要因を除去して、除去した中に

また更に年次変動が残るわけですけれども、その中に、更に気象変

動が残っているのではないかという点があれば、今後、より検討し

ていかなければならないことだと思っております。

堀江部会長代理 ありがとうございました。気象の影響を除去するというのは実際

上不可能であるという、気象によって収量というのは決まってくる

わけですから、変動の影響を除去するとかですね、そういう言葉に

置き換えた方がよいのではないかということだと思います。

秋田臨時委員 台風とか冷害などを除く、というのなら分かるのですが、平常的

な気象の変動は除いていないということになるのでしょうか。それ

が分かるように表現していただきたいということです。
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小西統計部長 災害等による異常な変動等を除去して気象の影響、そういった中

長期的な影響など、そういったものが該当してくるということでご

理解願います。

堀江部会長代理 ありがとうございました。その他にご意見はございますでしょう

か。先ほどの農作物平年収量小委員会において、秋田小委員長から

のご報告の中にもありましたけれど、問題点としまして、米改革に

取組んで収量にどれだけ反映してくるか、という指摘や近年の良質

米志向、そういったものが平年収量にどれだけ反映してくるか、と

いった取組み、あるいは、これも良質米志向と関係してくるのです

が、作期が遅くなってきていると、そういったものが潜在的にどん

な影響を与えているか、そういったことについて平年収量への影響

を洗い直してみる必要があるのではないかというご指摘があったわ

けですけれども、そのことに関連して何か意見がございましたらお

願いします。

安倍臨時委員 消費者ニーズによる良質米というのは、よく言われるのは消費者

は「コシヒカリ」がよいというふうに生産にシフトすると言われて

ますけど、肝心なところが、これから生産者が米改革等で趣向を聞

く、それと流通などでもだいぶ系統出荷でないものも流通が出てく

ると、こういうようなグループタイプの変更みたいなものが、収量

に影響してくるというようなことについてはどのようにお考えなの

でしょうか。

澤田生産流通消費 消費者ニーズにつきましても系統以外の流通につきましても、上

統計課長 質な売れる米作りということで、これから伸びていく可能性が高い

と考えておりまして、売れる米作りを目指した農業などをやってい

くことが目標でございまして、そのようになっていくのではないか

と思っております。収量につきましても、どういうふうになってい

くかという点につきましても、またこれから検討していかなければ

ならないと思いますが、確かに、そうは言っても品質もよく、収量

も高くというふうに目指していきたいというのが願いだと思います

ので、これを目指した品種が計画されるのではないかと思います。

。 。堀江部会長代理 ありがとうございました その他にご質問はありますでしょうか

竹田臨時委員 先ほどの農作物平年収量小委員会でも発言させていただきました

が、各県の米改革に対する取組みというのが意識的に取組まれてい

るわけで、それが農業団体にも大きな影響を与えて、我々農家にも

大きな影響を与えているわけでございます。この中で環境保全型の

農業、この部分のものが中山間地を含めながら相当広がりを見せて

おり、その辺の推進的な部分もきちっと捉えていただきながら、ど

。う影響を与えるかについて調査することも必要ではないでしょうか

減農薬栽培あるいは有機栽培の部分というのは、結果的には収量面

の方向の栽培方式になっていくわけで、その辺もぜひ確認をしてい
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ただきたいと思います。

堀江部会長代理 ありがとうございました。さきほどのご発言はこれからの取組み

だと思うのですが、なにか関連して、他にご意見等ございますでし

ょうか。

澤田生産流通消費 これから十分検討していきたいと思っております。生産部局とも

統計課長 話をしておるのですけれども、そこをどう見ているのか、という話

になってくるのかと思いますけれども、ヨーロッパ等の場合は低投

入で、環境に負荷を与えず収穫減少を前提にやっていますが、日本

の場合は負荷を減らしつつ収穫も維持していこうという意欲が強い

ものですから、どう切り開いていくかということが重要な点になっ

てくると思われます。いずれにしましても、よく検討させていただ

きたいと思います。

小西統計部長 今回の食料・農業・農村基本計画の中でも環境保全型農業につい

て、全体的にではないのですが、今後の取組みについては組み込ま

れているので環境保全型農業の影響等、今後その辺もゆっくり関係

部局と連携をとりたいと考えております。

堀江部会長代理 ありがとうございました。かつてのように与えられた気象条件の

もとで最大収量を達成しようという、そういうことでの収量から最

近は上質米志向や環境志向であるとか、あるいは、流通形態ですと

かそういった点をどのように統計に反映させていくかといったこと

が、これからの課題ではないかと、そういったことを今後の平年収

量に反映させていくことをお願いいたしまして、審議を終了したい

と思います。

それでは、議論が出尽くしたようでございますので、小委員会の

報告を踏まえた上で、これよりお配りする答申案にまとめていきた

いと思います。事務局は委員の皆さんに答申案を配付願います。

（事務局、答申案配付）

答申案を読み上げますのでご了知願います。

農林水産大臣 島村 宜伸 殿

食料・農業・農村政策審議会会長 八木 宏典

答申。平成17年産３月28日付統計第1515号をもって諮問のあった

、 。平成17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。委員の皆様方よろしいでしょうか。

（全委員異議なし）

本答申につきましては、これから正式なものをご用意いたしまし

て、農林水産大臣に代えて小西統計部長に手交いたします。しばら

くお待ちいただきたいと思います。
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（答申文準備）

、 、 。それでは 答申の用意ができたようですから 答申をいたします

（答申を堀江部会長代理から小西統計部長に手交）

それでは、次に「その他」につきまして、先ほどの小西統計部長

のご挨拶にもありましたとおり 「農林水産統計見直しの方向」に、

ついて事務局よりご報告を受けたいと思います。

それでは、資料№６をご覧いただきたいと思います。一昨年来、河﨑統計企画課長

農林水産統計をめぐる状況が大きく変化しておりまして、それに対

応して農林水産統計のあり方につきまして、約一年間かけまして検

証的な見直しを行い、省としての方針をまとめました。その後、昨

、 、年の暮れにかけまして 総務省の行政管理局と折衝をいたしまして

この見直しを前提といたしまして、向こう５年間で統計組織1,100人

縮減していくということで国としての方向性を決定したところでご

ざいます。

今回の見直しの背景は二つございまして、一つは資料№６の「農

林水産統計の見直しの方向」の概念の下において書き分けているわ

けでございますが、農政改革への対応ということでございます。そ

れからもう一つは行政改革の見地からの農林水産統計への指摘がい

ろいろあり、それに対応していくということでございます。まず、

農政改革につきましては、去る３月２５日に食料・農業・農村基本

計画が閣議決定されました。特に、今回は平成13年９月に発生しま

した我が国初めてのＢＳＥですとか、あるいはＷＴＯ交渉、ＦＴＡ

交渉等といった非常に大きな農業をめぐる状況の変化や、構造改革

の立ち後れ、品目毎の政策が限界に来ていることに対応して、従来

にない政策手法の導入を計画しているところでございます。今年の

秋には品目横断的な対象となる、いわゆる「担い手」の範囲を明確

化する予定になっているところでございます。今後はこの新しい基

本計画に則しまして様々な施策の展開が想定されるわけでございま

して、統計としても従来の統計調査を見直した上で、新たな統計ニ

ーズに対応する体制を整えたいと思います。

二つ目は行政改革の見地から、農林水産統計組織が非常に重たい

というご指摘がいろいろな局面でございまして 一昨年の暮れに 国、 「

の行政組織等の減量効率化について 、これは「スリム化計画」と」

言っておりますが、そこでの指摘がございましたし、昨年の６月に

は「基本方針2004 「骨太2004」というものですが、そこでも国の」、

全体の統計組織の職員の中でも農林水産統計の担当者が多いとのご

指摘をいただいたところでございます。また、各方面から地方組織

のあり方という観点からいろいろなご指摘がございました。

このような事態に対応しまして農林水産統計調査について何らの

前提を置かずに見直すということで、ゼロベースでの見直しと言っ
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ておりますが、一昨年から１年間かけてやってきたわけでございま

す。

見直しに当たりましては、現在の統計調査というところの下に矢

印の中に黄色い字で書いてありますけれども、統計の利用という面

から統計の内容の簡素化ですとか、調査精度の緩和が可能なものに

ついてはこれを緩和していくとか、従来は調査をされる側の熟度が

あまり高くないということで、国の職員が自ら調査しておりました

が、そういったことが必要なくなった調査もあるわけで、そういっ

たものを中心にいたしまして職員調査から調査員調査、つまり調査

員に調査を委ねる調査ということで方向性を目指したわけでござい

ます。

また、政策的なニーズがもうすでに明らかになっているものにつ

きましては、ステップの１ということで、真ん中にありますけれど

、 、も 主に生産統計ですとか流通統計の分野で必要のないものは廃止

それから調査員調査化、郵送、オンライン調査化、そういったこと

で対応していこうということでございます。また、担い手がらみの

統計につきましては、これから「担い手」を絞り込んでいくという

こともございますので、農政改革の進捗度合いに応じまして、更な

る検討が必要になる分野でございます。これにつきまして、ステッ

プの２ということで、右端に表示してございますが、主に経営統計

の分野で更なるアウトソーシングをしていこうということでござい

ます。

現在大括りで数えますと32本の調査があるわけでございますが、

そのうちの19本が職員調査になってございます。それをステップ１

ではまず調査そのものを５本廃止もしくは他部局へ移管するという

、 、ことを考えておりまして そのなかで更に職員調査につきましては

６本まで絞り込んでいきましょうということを考えているわけでご

ざいます。ステップ２につきましては、これから秋以降「担い手」

の定義が明確になるのを待ちまして検討を進めていきたいと思って

いるわけでございます。

資料の２枚目は、基本的には先ほどご説明したものと同じもので

ございます。現行の32本の調査を分野別に表示したということでご

ざいまして、その中に、統計名称が色分けになっておりますが、動

態統計と静態統計に区分いたしました。緑色が動態統計で、青色が

静態統計でございます。それからポイントを変えていますが、これ

については、見直しのポイントでございます。真ん中がステップ１

でございまして、調査名の左側の一重丸、二重丸、四角等ございま

すが、二重丸というのが見直しをして実施する調査でございます。

括弧内に見直しのポイントが標記されているということで、例えば

経営統計調査の農業物価統計調査につきましては、調査員調査化に

移行するということでございます。一重丸は廃止もしくは所管替え

ということで、統計部としては今後は実施しないということでござ

います。四角はステップ１では見直しをしないということですが、

これには二つありまして、経営統計調査等はステップ２の検討にス

テップ１では見直しをしないということになっておりますし、構造
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統計分野の農林業センサスにつきましては、すでに先行して見直し

ており処置済みということでございます。繰り返しになりますが、

ステップ２におきましては、品目横断的な政策の具体化に対応して

経営統計の調査対象、これが「担い手」だけでよいのかということ

もありますし、仮に「担い手」に調査を絞っていくとすれば、現在

我が方の職員がおじゃまをして数字をいただいておるわけですが、

それは自計申告のそれぞれの経営者の方が記帳していただいてそれ

を統計の現状としていただいてくるというやりかたが可能ではない

かと、そういう方法も仮定してこれからの検討を進めていきたいと

いうことでございます。

このような見直しを平成17年度から５年間で実施していこうとい

うことでございます。

すでに予算要求等で具体化が進められておりますし、この一部に

つきまして、特に生産統計につきましては、すでにこの方向性につ

きまして、統計審議会にお諮りをしております。その際、一部の統

計の専門家から「この見直しというのは手法の改善にとどまってい

て、調査体系の見直しに及んでいないのではないか」というような

ご批判も若干ございました。ただ、農林水産統計調査といいますの

は、各種の農林水産施策と密接に関わっているということでござい

まして、単に統計としての体系を求めたというよりは、むしろ政策

体系に重点を図るということでございまして、それぞれが必要不可

欠な調査でありますし、なかなか体系まで見直すというところまで

は政策的な利用から見てもいけないということで省としての判断を

させていただいたところでございます。ただ、一方では別のご意見

もありまして農林水産統計というのは政策的な利用に偏りすぎて国

民に対して各種の情報を的確に伝えるといった公共財としての役割

が二の次になっているのではないかというご指摘もございます。私

達も感じているところでございまして、その点に関しましては実は

明日３月29日に第１回目の会合を開きますが、公表あるいは広報の

見直しに関するアドバイザリーグループというものを部長が主催す

る懇談会として設置をいたしまして、いろいろな専門の方々のご意

見をいただいて、この統計の出し方、プレゼンテーションの仕方等

を改善していきたいと思っているところでございます。統計の見直

しに関しましては以上でございます。

堀江部会長代理 ありがとうございました。ただいまの「農林水産統計の見直しの

方向」につきましてご質問なり、ご意見をお願いします。

堀口臨時委員 だいぶ厳しいというふうに受けとりました、このステップ１とス

テップ２の時間的な関係なんですが、4,300人を５年間で1,100人減

らしまして3,200人体制ということと、ステップ１とはどう関係する

のか、ステップ１を５年間かけてやるというふうに理解してよろし

いのでしょうか

当初はステップ１を３年間、ステップ２を３年間というふうに考河﨑統計企画課長
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えておりましたけれども、いろいろな状勢を踏まえステップ１を５

年間で進めていき、その中でステップ２も政策的ニーズが明らかに

なった段階で並行的にやっていくことにしております。先ほど申し

上げました1,100人というのは主にステップ１で簡素化することによ

って削減できる定員ということで総務省の行政管理局との間では更

。にステップ２の関係で個別に調整をしていくことになっております

堀江部会長代理 ありがとうござました。他にご意見はございますでしょうか。

高見臨時委員 農水がやり玉に上げられて非常に努力されているというのが分か

りました。他の省庁の動きはどうでしょうか。それぞれ部局を持っ

ていると思うのですが。

定員に関しましては、こういう地方組織を持っていて実査機関を河﨑統計企画課長

持っているというところは他にございません。他の省庁は都道府県

のルートで調査を実施しており、公務員が関与しているという面で

はそれほど変わりはないのですが、国の職員が地方にも組織をもっ

て実査をしているというところが農林水産省の非常に特異な点であ

ります。

「骨太方針2004」の中では国の統計そのものがご指摘を受けまし

て、たまたま農林水産省の人的資源が多すぎるということがあった

のですが、そもそもは国民経済計算等の二次統計に使うべき統計、

つまり一次統計が十分準備されていないというご指摘があったわけ

です。それに対応しまして諮問会議の下に経済社会統計整備推進委

員会というものができました。そこでは諮問会議の議員であります

東京大学の吉川先生が座長になりまして、その他に統計の専門家が

検討に入っております。その中では特にサービス統計の不備によっ

てなかなか国民経済計算が迅速かつ正確にできないというご批判も

ありまして、組織とか定員に関する批判は受けているのですが、現

在行っている統計の中身につきましては総務省を中心とする他の省

庁も相当ご指摘を受けているという状況でございます。

農林水産統計の職員がかなり多いんじゃないかと、全体の統計職小西統計部長

員の割合等、こういった表面だけを見て批判しており、他の省庁と

は統計調査の比較、職員のデータを得るための方法が違うと、農林

水産統計につきましては、米の作況から始まって、それから農業経

営統計等でも工業統計であれば申告なり聞き取りですむところが、

直に出向いて個人的なデータを見せてもらう、基本的な調査のあり

方というのは職員調査ですし、第２ステップで若干の見直しを行い

ますが、地方統計につきましてはどうしても必要性がでてきます。

高見臨時委員 総務省かどこかに統計資料を渡してトップダウンの試行とか。

国全体の先ほど申しましたような、ＳＮＡの統計なりあるいは全小西統計部長

体の体系を一元的に把握すべきだという議論があって、中央組織を
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今の総務省中心から一元的にやっていくべきではないかという議論

は出ております。どのような形でやるのかはこれからの議論になり

ますが、経済社会統計整備推進委員会が設けられて議論している中

にそういった議論、我々としても無関係ではありませんのでそうい

った議論を十分注視していく必要があります。

堀江部会長代理 他に何かありますでしょうか。

坂臨時委員 この縮減分というのはどこに振り分けられるのでしょうか、省内

の分になるのか、省外になるのか。

、 、 、小西統計部長 具体的には今後５年間ということで これからの話ですが 省内

他省庁両方含めてのインナーソーシングになります。

鈴木臨時委員 アウトソーシングともう一つは説明にあった県、市町村でやって

もらうという方法があるのか。ご説明の資料では職員調査であった

ものが調査員調査、郵送、オンラインといった形になっていくわけ

ですが、これはどれが民間に出す分で、どれが地方に出す分なのか

というのが分かりません。

基本的には民間にまるっきりお願いするということは今のところ河﨑統計企画課長

想定はしておりません。統計・情報センターというのはこれからあ

る程度統合して減らしはしますが、組織は置いておくわけで、そこ

にいる職員を1,100人減らしていこうと、その減らした分については

民間の調査員をそのセンターがお願いしまして動いていただくとい

うことになりますので、都道府県を経由した調査といいますのは現

在実施しております農林業センサスと漁業センサスに限定されるも

のと考えます。受ける県のほうもそれほどのキャパシティーはない

のではないかと思っております。

それから民間への委託につきましても、今のところそれになじむ

調査というのがないというのが実態でございまして、そこは調査の

性格によって考えていきたいと思っております。

堀江部会長代理 ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。

堀口臨時委員 農業というものは地域環境等、例えば環境保全型農業の推進とか

持続的生産環境とか、まさに形態がいろいろ違うわけで、そういう

意味では何とか頑張っていただくことが必要だと思いますけど、一

方で農林水産統計は作報時代以来、政策目標のために必要な部分を

カバーしていると思うのですが、農林水産をカバーする分野として

は、食品産業なり相当広い分野、そういう分野のカバーの仕方はど

のようにお考えですか。

基本的には全体の相関図的なものを作って、それに「抜け」はな河﨑統計企画課長

いだろうか、例えば農林業センサスにおきましても販売先ですとか
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販売金額を聞くことによって、売った先の情報が母集団情報として

また新たな統計を設定するとか、そういった統計間の関連性を深め

るというわけで、できるだけ抜けを少なくしていこうというような

ことを考えております。

また、新たな統計、特に流通分野の拡充の必要性も感じているわ

けでございますけれども、流通統計は難しい統計になりますので、

報告者に負担をかけることになります。基本的には政策部局からの

ニーズがあった場合にはそれに適確に対応していくというやり方を

しております。ただ我々の工夫としましては、既存の統計の中で他

の統計と組み合わせて全体が分かるような工夫をそれぞれ講じてい

るところでございます。

、 、小西統計部長 全体的に見ますと 食品ロスあるいは流通段階別の価格形成など

担当部局からも「ぜひやっていただきたい」とニーズがあるものも

ございます。統計部としましても、それぞれの施策のニーズに応じ

てやっていきたいと考えております。

堀江部会長代理 ありがとうございました。他にご意見はございますでしょうか。

廣吉専門委員 産業分析や農林水産業の構造分析に関わる専門的な知見を大いに

踏まえながら、お互いに検討していくというような公平な立場を期

待したいというのが第一点目です 「統計」だけの議論というのは。

大変に危険だと思います。限りなく「統計の簡素化」とありました

けれども、農政改革の方向なり、あるいは国民的な関心への対応と

いうのは産業分析や構造分析の専門家も交えて大いに論争して欲し

河﨑統計企画課長から説明のあった、いと思っております。先ほど

例えば水産統計でも、流通機関の調査の廃止ですとか、あるいは水

産加工統計調査の標本化・簡素化といった話ですとか、話としては

伺っていたのですけれども、これは大変なことで十分注意していた

だきたいと思っているところです。

二点目に、専門委員という立場なものですから、簡素化ではなく

むしろ拡充の方向で細かいことを２点申し上げたい。ひとつは食品

産業の動向の把握というのは非常に弱いと感じているところです。

例えば水産関係ですと、パッケージにしたり、包丁一つ入れてカッ

トしたり、そうして最終製品にする、農産物でいえばキャベツを刻

んだり、あるいはご飯を炊いたりという産業が事業化して次第に大

きな食品産業に育っている。研究者の中には「フードシステム」へ

の関心の観点から研究が進んでいる産業分野です。工業統計があり

ますけれども野菜刻むだけやカットをしてパッケージするだけでは

、 、製造業としては認知されていない 事業所統計で把握されるだけで

農業、水産業の産業としての有機的な体系を捉えられないと思われ

ます。やはりこれは農林水産業の立場からは重要な食品産業動向を

捉える調査を充実する方向も大いにあると私は思っています。それ

からもう一点、担い手の調査ですけれども第11次漁業センサス、一

昨年前に調査したものでは初めて外国人就業者を乗組員という形で
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捉えるということを認めていただいて、調査していただいたわけで

ございますけれども、全体20数万人の就業者の中で外国人乗組員が

8,000人近くカウントされたので重要な調査となったと思うのです

が、これは食品加工産業の部類だとか、農業においても、相当大き

な流れがあると思うのです。これは入国管理の政策の方から、ある

いは他の政策との整合性からなかなか実態を把握するという方向に

行かなかったけれども担い手の調査として充実すべきと思うので

す。

堀江部会長代理 ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。特にご

意見がないようでしたら、この「見直しの方向」につきましては、

報告でございます。ただ今のような大変貴重なご意見をいただいて

おりますので、そういった点をご考慮いただきたいと思います。以

。上で本会議についてご審議いただく事項はすべて終了いたしました

長時間のご審議ありがとうございました。それでは進行を事務局へ

お返ししたいと思います。

（閉会）

それでは、これをもちまして第５回食料・農業・農村政策審議会河﨑統計企画課長

統計部会を閉会とさせていただきます。本日はご多用中のところご

出席いただきまして誠にありがとうございました。今後ともよろし

くお願いいたします。

（ ）以上


