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第４回食料・農業・農村政策審議会統計部会 議事録

１ 日 時 平成１６年３月２４日（水）１４：４５～１６：０５

２ 場 所 農林水産省第２特別会議室

３ 議 題

平成 年産水稲 ａ当たり平年収量について(1) 16 10

農業経営統計調査の改正について(2)

年農林業センサスの実施計画について(3)2005

その他(4)

４ 出席者 委 員：甲斐 諭、増田 淳子

、 、 、 、 、臨時委員：秋田 重誠 佐藤 洋一郎 鈴木 玲子 高見 晋一 堀江 武

服部 信司、平澤 正、堀口 健治、三浦 洋子、矢口 芳生

専門委員：池谷 キワ子、大曽根 義克、加瀬 和俊、餅田 治之、

山本 博一

当省からは、山本統計部長、河﨑統計企画課長、佐本生産流通消費統計

課長、宮尾経営・構造統計課長、小林消費統計室長、

黒木センサス統計室長、須賀原システム管理室長、

他統計部職員

５ 議事録

開会(1)

河﨑統計企画 それでは皆さんおそろいでございますので、ただいまから第４回

課長 食料・農業・農村政策審議会統計部会を開催いたします。

私、統計企画課長の河﨑でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

委員及び臨時委員の皆様方におかれましては、先ほどの農作物平

年収量小委員会から引き続きということで、お疲れとは思いますが

よろしくお願いします。また、専門委員の皆様方には、ご多忙中の

ところご出席いただき誠にありがとうございます。

なお、本日は、安倍臨時委員、坂臨時委員、竹田臨時委員、廣吉

専門委員が所用により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、甲斐部会長にお願い

いたします。

甲斐部会長、よろしくお願いします。

甲斐部会長 本日の議題は４点でございます。まず、１点目に「平成16年産水

稲 ａ当たり平年収量について」の諮問・答申について、２点目、10

３点目は昨年来ご説明しております「農業経営統計調査の改正」と

「2005年農林業センサスの実施計画」について、４点目は 「その、

他」としまして、この統計部会の運営内規の一部改正についてであ

ります。

統計部長挨拶(2)

それでは、議事に入ります前に、山本統計部長から挨拶をいただ甲斐部会長

きたいと思います。
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山本統計部長 第４回食料・農業・農村政策審議会統計部会の開催に当たりまし

て一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、ご多用中のところご参集いただ

きまして厚く御礼申し上げます。

まず、水稲の平年収量についてであります。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」でお示し頂いた算定方法に

基づき、16年産の水稲予想単収は全国値で ａ当たり１ 程度引10 kg

き上げる水準（全国値で525 ／10ａ）となりました。これにつきkg

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

て頂き、本部会でご審議の上、ご答申をいただければと存じます。

次に、昨年の本部会でもご説明致しましたが 「農業経営統計調、

査」が本年１月から新たな体系で実施しております。更に 「2005、

年農林業センサス」につきましては先日統計審議会の答申もいただ

き、17年２月1日に実施の運びとなりましたので、これらにつきま

してご報告をさせていただきます。

ご案内のとおり現在、農林水産省では新たな食料・農業・農村基

本計画の策定に取り組んでおります。2005年農林業センサスの結果

は、この新たな基本計画の策定には間に合いませんが、その後具体

化される各種施策を企画・立案する上で、重要な基礎データとなる

ものであり、今後の農林行政の方向を左右すると言っても過言では

ないかと思います。

統計部としましては、この他に、農政全体の見直しが行われます

ので、これに併せてこれまで行ってきました統計調査がこのままで

良いのかということで、その内容についても部内で見直し作業を進

めることとしております。

委員の皆様方には、今後とも引き続きご指導、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(3)

甲斐部会長 ありがとうございました。

次に資料の確認と本部会における「平成16年産水稲 ａ当たり10

」 。平年収量 の決定の位置づけについて事務局の方からお願いします

河﨑統計企画 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。

課長 資料№１から８まで配付しておりますので、御確認ください。

なお、資料№１～５につきましては、先ほど開催された農作物平

年収量小委員会にご出席された委員の方々にはすでに配布致してお

ります。

よろしいでしょうか。

続いて、本部会における議決の位置付けについてですが 「平成1、

6年産水稲 ａ当たり平年収量」につきましては、最近の生産の動10

向等を踏まえ、変更することが必要となっており、改めて農林水産

大臣から食料・農業・農村政策審議会に対して諮問させていただく

ということであります。
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本件については、食料・農業・農村政策審議会令第七条第六項の

規程により「審議会は、その定めるところにより、部会の議決をも

って審議会の議決とすることができる 」と定められておりますの。

で、本統計部会の決定が食料・農業・農村政策審議会の議決となる

ことを申し上げます。

甲斐部会長 ただいま事務局よりご説明いただきましたとおり、本部会の議決

は審議会の議決ということになります。

また、本日の案件につきましては、食料・農業・農村政策審議会

の八木会長より、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。

10それでは まず 本日の第１の議題であります 平成16年産水稲、 、 「

ａ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。

亀井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佐本生産流通

殿あてです。消費統計課長

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16年産

水稲 ａ当たり平年収量を別紙のとおりとすることについて、貴10

審議会の意見を求める。

別紙「平成16年産水稲 ａ当たり平年収量 、全国が525 であ10 kg」

り、各都道府県別の内容となっております。

以上が諮問であります。

続きまして資料の説明をさせていただきます。佐本生産流通

消費統計課長 16 ａ当たり平年収量について」とい資料№１の「平成 年産水稲 10

。 。う資料についてであります １頁おめくりいただきたいと思います

「平成16年産水稲 ａ当たり平年収量（案）について」であり10

ます。定義につきましては平年収量はその年の気象の推移や被害の

発生状況など平年並みとみなして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質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 ａ当たり収量であるということで、定義は変わっ10

ておりません。

それから算定方式ですが、平成９年産から適用されておりますス

ムージングスプライン方式と申しまして、気象要因による収量への

影響を除去して気象が平年並みであった場合に、単収を平年並みで

あった場合の単収に補正を致しまして、これを滑らかな曲線で結ん

で翌年産の平年単収を算出するということであります。近年のすう

勢に正確に反映することができるスムージングスプライン方式とい

う方式で算定をしております。

また、気象要素につきましては平成13年まで日降水量、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要素でや

っておりましたけれども、平成13年に水稲の平年収量等に関する研

究会での報告から、改善事項が出ておりまして、それを取り入れま
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して、日射量というのは、日照時間よりも推定日射量という形でこ

れを活用する方がより適当であるということで、平成14年産からは

日照時間に変えて推定日射量をこの要素として取り入れておりま

す。

それから、台風の影響や強い風の影響、昨年のように冷害により

影響を受けた場合に低温積算値ということで、出穂前15日間の平均

気温が20度を下回った場合は何度下回ったかの積算値ですが、これ

を使った方がよいということで平成14年産からはそのような風が吹

、 、きました場合につきましては 日最大風速に変えて補助変数として

最大風速の二乗値、それから20度を下回る平均気温が出穂前15日間

に出現した場合には日最低気温に変えて低温積算値を補助変数とし

て算定するという方法を採用しているところであります。これによ

りまして算定した推定値、これを基本的には平年収量として採用す

るわけですが、県・地域によって品種構成や栽培管理といったもの

が大きく変動してその算定値をそのまま用いるのが適当ではないと

いう場合にはこういったものを考慮してその値を修正することがで

きる事になっております。ただし、平成９年以降このスムージング

スプライン方式を採用してから、今回もそうでございますが、そう

いった修正は必要なかったということで、行ってはいないところで

ございます。ちなみにそれで算定した平年単収は統計部長の挨拶の

なかにもございましたが、平成16年産は525㎏ということになるわ

けであります。

次の表をご覧いただきたいと思います。平成15年産が524㎏であ

りますので、１㎏アップということになるわけであります。これは

算定につきましてはそれぞれの県ごとにそれぞれの県別の平年単収

を算定致しまして、これを全体の生産量等でウェイトを掛けて全国

の平均値を出すという方法を採っておりますが、県別に見ますと、

コメどころで岩手県、茨城県、栃木県、新潟県、長野県などで４㎏

。 、無いし３㎏アップという県が見られるということであります また

九州では大分県、宮崎県で３㎏無いし４㎏アップしてるという状況

であります。

この平年収量ですが次の日本地図ですが赤く塗ってあるところ

が、550㎏以上という非常に収量水準が高い県でありまして、基本

的には東北地方の日本海側の県、青森県などは両方にありますが、

津軽は日本海側ということでして、それから、内陸の長野県が非常

に高い地域となるわけであります。特に16年の長野県は614㎏とな

っておりまして、日本国内としましては、600㎏を越えている唯一

の県であります。

次のグラフと表でありますが、各年の平均単収と平年収量の推移

を表しているところでありまして、平成15年は平成５年に次ぐ10年

ぶりの冷害ということでありまして、作況指数は90、実単収は469

㎏ということで、かなり単収の落ち込みが見られたという状況にな

っております。平年単収の推移を見てまいりますと、今回は１㎏ア

ップという事ですが、14年、15年は２㎏アップ、その前は４㎏アッ
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プということになっておりまして、その前の年は変わらず、という

ことになっておりますが、そういう意味では変化は少ないというふ

うに考えております。

次に資料№２であります。これは各県別に全国でお示ししました

ような実単収、平年単収の推移をグラフに示しております。特に北

、 、 、海道は平成15年の作況指数は73 青森県が53 それから岩手県が73

宮城県が69ということで北海道、東北地方の太平洋側の地域で冷害

による単収の落ち込みがあったということでありまして、同じ東北

でも秋田県、山形県、こういったところはそれほどの落ち込みはな

かったということが見られます。各県別のものにつきましてはご参

照いただければと考えております。

次に資料№３の生産事情であります。品種につきましては、相変

わらず「コシヒカリ」がかなりのウェイトを占めておりまして、16

年もやや増加の見込みということになります。２番目が九州地方で

中心に栽培されております「ヒノヒカリ 、それから３番目が東北」

地方、特に宮城で中心に栽培されております「ひとめぼれ 、次に」

秋田を中心に栽培されております「秋田こまち」という順位になっ

ております。収量的にはまだ下の方にありますが、青森県の耐冷性

「 」 、の品種であります 津軽ロマン などがやや増加傾向にありますし

北海道の「ほしのゆめ」も、一度減ってはおりますけれども、若干

増加傾向にあるということになっております。

それから栽培技術についてですが、肥料・施肥の関係で緩行性肥

料の普及ですとか、測条施肥の田植機による元肥施与技術の普及で

すとか生育診断技術の普及とこういったものもありまして、普及率

が測条施肥田植機については徐々に増えているということが見られ

ます。

それから病害虫の防除につきましては、特に箱処理技術というこ

とで混合剤を最初の段階で箱施与するという技術がかなり普及して

おりまして、特にこの技術につきましては近年「イモチ病」の被害

が軽減化していることに大きく役立っているといわれております。

昨年の冷害の時にもこの箱施与をしたかしなかったかといったこと

が議論されたところであります。

その後は先程申し上げました主に単収の上がった県についての要

因についてであります。例えば岩手県では４㎏アップになっており

ますが、そこについては県単独の「いわてっこ」という県の独自品

種がかなり増えてきているということが見られますし、 ａ当たり10

玄米重も平成６年から10年の５カ年中３カ年平均と、11年から15年

の５カ年中３カ年平均を比較してみますと2.4ポイントアップして

いるということもありまして、いわゆる収量水準、つまり栽培技術

がかなり高位平準化しているということであります。それから茨城

県などでも「ゆめひたち」という県の品種の面積が増えてきており

ますし、また栽培技術につきましても高位平準化してきているとい

うことで収量増へつながっているのではないかと、栃木県につきま

しても同様に県の独自品種、栽培技術の高位安定ということで収量
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は増加傾向であるということであります。新潟県や長野県でも同様

な傾向であります。傾向が違うのが宮崎県で４㎏単収が増えており

ますが、ここにつきましては収量水準の低い早期栽培が減っており

まして、それに変わって普通期栽培が増えております。早期栽培と

いうのは８月の上旬に収穫して早く出荷してしまうという「コシヒ

カリ」でありますが、こういったものが減って普通期栽培の「ヒノ

ヒカリ」が増えているということで栽培様式のちがいによって結果

的に単収水準が向上してきているということになっているのではな

いかということになっております。

次に資料№４でありますが、先程ふれましたように北海道、青森

で新しい品種が増えておりますし、関東の茨城、栃木、それから群

馬、埼玉などでも新しい品種が増えているという傾向があります。

次に資料№５であります。これにつきましては過去３カ年の気象

の推移を地図に落としてありますが、まずは１頁を見ていただきま

すと平成15年、14年、13年とあるわけですが、13年と14年は特に西

の方では高温でコメの品質が低下するということが起こった時期で

ありまして、14年は西は高温で北海道は冷害ということでありまし

た。昨年は状況が様変わりしておりまして、赤いところがどこにも

ないということで、全国的にかなり温度が低かったということにな

ります。特に北海道と東北地方においては太平洋側の宮城県、岩手

県、青森県では平年よりも1.5度以上低かったということで冷害に

なったということであります。

次の頁は降水量ですが本州、九州と西の方がかなり降水量が多か

ったということであります。

次の頁で日照時間を見ますと、北海道では昨年より日照時間が多

かったのですが、昨年、一昨年と本州の東北、関東、北陸、近畿、

中国地方の太平洋側、灰色の濃いところを合わせますと九州地方の

中部以北も含めましてほとんどのところがかなりの日照不足であっ

たという気象条件でした。昨年は低温・日照不足によって全国の作

況指数が10ポイント下がって90になったということがこの地図を見

てもはっきりと分かるのではないかということであります。

資料の説明は以上です。

16 ａ当たり平年甲斐部会長 ただいまご説明いただきました「平成 年産水稲 10

収量」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

収量小委員会で先程審議されておりますので、その報告を秋田小委

員長からご説明をお願いします。

秋田小委員長 それでは、当部会から農作物の平年収量小委員会に付託されまし

16 ａ当たり平年収量」についての審議結果にた「平成 年産水稲 10

ついてご報告させていただきます。生産流通消費統計課長から説明

、 、のありましたことにつきまして 小委員会において審議したところ

主な意見といたしましては、障害型冷害、これは低温積算値で反映

されているわけでありますが、今年の北海道、青森のような遅延型
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冷害、これは現在のところ反映されていないのではないか、その点

も今後は考慮すべきではないかという意見、さらには政策の変化に

対する生産事情についても今後注視すべきではないか。もう一つの

意見といたしましては、温暖化あるいは大気の二酸化炭素濃度とい

ったような環境の変化、気象の変化、こういったものが反映されて

、 。 、いるのか というような意見が出されました これらにつきまして

慎重に審議いたしました結果、当委員会としましては、事務局の提

案に対して妥当であると判断いたしました。

以上報告いたします。

甲斐部会長 ありがとうございました。

それではこれから質疑に入りたいと思います。ご質問ご意見はあ

りませんか。

（特に質問・意見なし）

それでは、小委員会の報告を踏まえた上でこれよりお配りする答甲斐部会長

申案にまとめていきたいと思います。事務局は委員の皆様方に答申

案を配付願います。

（事務局、答申案配付）

甲斐部会長 答申案を読み上げますのでご了知願います。

農林水産大臣 亀井善之 殿

食料・農業・農村政策審議会会長 八木宏典

答申。平成 年３月２４日付け統計第 号をもって諮問のあ１６ 1508
16 ａ当たり平年収量については、これを妥当った平成 年産水稲 10

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甲斐部会長

て、農林水産大臣に代えて山本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。

（答申を甲斐部会長から山本統計部長に手交）

それでは、次に第２、第３の議題であります「農業経営統計調査甲斐部会長

の改正」と「2005年農林水産業センサスの実施計画について」につ

いて議事を進めさせていただきます。事務局からご説明をお願いい

たします。

宮尾経営・構 それでは、資料№６「農業経営統計調査の改正」について説明さ

造統計課長 せていただきます。農業経営統計調査の改正につきましては、昨年

のこの会議においても統計審議会に諮問する前の案というものを説
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明させていただきました。その後の経緯を中心にご説明させていた

だきます。

経緯についてでありますが、趣旨としましては農業経営関連諸施

策の見直し等に資するよう、農業経営に関する統計体系の再編・整

、 、備を行うため 統計部内において学識者による研究会を設けまして

これを開催し、この研究会の結果につきましては、昨年３月の当食

料・農業・農村政策審議会統計部会において報告をさせていただい

ております。

改正につきましても、研究会の成果を踏まえた内容で 年の５月15

に総務省の統計審議会において諮りまして、 年７月に答申を得た15

ところでございます。

また、答申の概要でありますが、農業経営関連諸施策等の見直し

・再編に的確に対応する見地から、①農業経営の実態のトータルな

姿を的確に把握する観点から、法人、集落営農などの組織経営体の

経営実態把握の充実を行いつつ、地域の営農類型に着目して農業経

営をきめ細かく把握できるよう調査体系を改正する、②農業経営の

多角化に対応して、農業生産関連事業を的確に把握する。また、農

業共済等の農業経営由来の収支項目を「農業経営収支」として整理

する、③世帯収支から経営の観点に立った収支の把握に改正する、

等を内容としました調査計画につきましては統計審議会から妥当と

する旨の答申を得たところであります。

また、経営という側面に着目して調査客体をとらえようという方

向性は妥当であるとされた一方で、新たな調査客体の概念及び定義

に基づく調査の実施は、 年センサス結果を踏まえて改めて審議2005

することが適当とされました。

調査名称につきましては、諮問の時点では「農業経営統計調査」

から「農業経営体経営統計調査」へ変更するとしておりましたが、

標本設計における母集団情報は、従来と同様に 年センサスの結2000

果を用いており、調査客体の概念には変更がないことを踏まえ、調

査名称についても、従来どおり「農業経営統計調査」とすることと

なりました。

今後の見直しにつきましては、農業の構造変化やそれに伴う施策

の変更も考えられることから、 年センサス結果を受けた標本設2005

、 、計の機会や 食料・農業・農村基本計画の見直し時期等をとらえて

計画内容の見直し等を行うことが必要とされました。

16新たな調査の実施につきましては、新たな体系に基づく調査は

年１月より開始をされております。これに伴いまして、古い体系の

うち農業経営動向統計・月次調査は、 年 月分（ 年２月公表）15 12 16

で終了し、新しい体系に基づいて四半期ごとに公表する経営形態別

経営統計・四半期別収支に移行することとなりました。また、この

四半期別以降それぞれの年計等の結果がまとまっていくということ

になります。

１枚目以下の３枚カラーの表がありますが、これは改正の内容に

ついてまとめたものでありまして、昨年の３月にこの部会に報告さ

せていただいたものと同じものですので、説明は省略させていただ
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きます。

黒木センサス 続きまして、農林業センサスについてご説明させていただきます

。 。統計室長 センサス統計室長の黒木でございます よろしくお願いいたします

資料№７－１をご覧下さい。 年農林業センサス実施計画につ2005

きましては、３月 日に統計審議会において答申を得たところであ12

ります。

今回の農林業センサスにつきましては大きく見直しを行ったとこ

ろですので、概要についてご説明させていただきます。

年農林業センサスにつきましては 「食料・農業・農村基本2005 、

法」及び「森林・林業基本法」の基本理念に基づきまして、各種施

策の展開に的確に対応する観点から、見直しを行っております。

まずは「農業、林業両センサスを統合」についてであります。従

来から農業センサスは 年から５年毎に実施しておりました。ま1950

た、林業センサスは 年から 年毎に実施しておりました。しか1960 10
しながら、冒頭申し上げました「食料・農業・農村基本法 「森林」

・林業基本法」の２つの法律に基づきます基本計画というものが５

年毎に見直されるということもありまして、今後は農業・林業両セ

ンサスを統合いたしまして、農林業センサスとして５年周期で実施

していこうと考えております。

次に「農林業経営に関する調査」ですが、農林業の経営活動を総

合的にとらえる観点から、これまで個別に調査しておりました農業

、 、関係の３つの調査であります農家調査 農家以外の農業事業体調査

農業サービス事業体調査、また林業に関する３つの調査であります

林家調査、林家以外の林業事業体調査、林業サービス事業体等調査

を統合いたしまして、農林家世帯、集落営農、農林業サービス事業

体を含む各事業体の活動を経営に着目して農林業経営体として統一

的に把握するということにいたしました。この見直しにより、従前

の農林家世帯としての把握に加え、同一世帯において後継者等が独

立して行っている農林業経営をも正確に把握することができるとい

うことで、一世帯複数経営の把握も可能になると考えております。

次に「農山村地域に関する調査」であります。農林業、農山村の

有する多面的機能等を一体的に把握するため 「農業集落調査」と、

「林業地域調査」を統合した「農山村地域調査」を実施することを

考えております。この調査につきましても、５年周期で行っていこ

うと考えております。

続きまして 「 年農林業センサスにおける見直しとその効果」、 2005

についてであります。これまでの問題点として、農家、農家以外の

農業事業体、農業サービス事業体全体を合わせた結果を提供できな

い、一世帯複数経営の実態が不明、一戸一法人を含む法人全体の結

果を提供できない、集落営農組織を特定していなかったため、その

実態が不明、というような問題点がございました。今回の見直しの

結果考えております効果としまして、個人、組織を合わせた農林業

、 、経営全体の生産構造 就業構造に関するデータの提供が可能となる

一世帯複数経営の実態や、一戸一法人を含む法人経営全体の動向が
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明らかになる、集落営農組織の実態が明らかになる、と考えており

ます。

また、農山村地域に関する調査につきましては、見直しの効果と

いたしまして、農地、森林等農山村資源の賦存・保全・活用の状況

を一体的に把握することにより、農林業・農山村の有する多面的機

能を総合的に明らかにすることができる、と考えております。

続きまして 「 年農林業センサス実施計画概要」につきまし、 2005

て、この計画を統計審議会にお諮りして、答申をいただいたもので

すが、大きな変更点につきましては重複しておりますので、説明を

省略させていただきます。

続きまして、センサスの調査票でございます。都府県用の調査票

ですが、この他に沖縄県用と北海道用があります。栽培されている

作物や使われている農業機械が違うため、沖縄と北海道は変わって

おります。

調査票を見て頂きますと、６本の調査票を１つにしましたことか

ら、調査票にいろいろと工夫がされております。まず、１頁をご覧

いただきますと、まず最初にお答え下さいということで調査客体の

特徴を調べております 「１家族による経営ですか 「２経営の法、 。」

人化の状況等について記入してください 」ということで、農家か。

どうか、それから法人の経営状況について聞きまして、調査票の下

の欄ですが 「１家族による経営である」と答えた方は２頁の「１、

世帯」へ進んでください 「１家族による経営でない」と答えた方、

は 頁の「 山林」に進んでください、それからそれ以外の方に10 11
ついては４頁の「２農業経営」に進んでくださいというように、飛

び先を示しておりまして、これによって６本の調査票を１本にした

調査の複雑さをできるだけ緩和しようと考えております。ご覧いた

だければと思います。

それから資料７－４が農山村地域調査であります。これにつきま

、 。しては 集落用調査票と市区町村用調査票の２つに別れております

基本的には市区町村の農林の主管課にこの調査票を持っていきまし

て回答していただこうと考えておりますが、集落について詳しい調

査につきましては一部集落の精通者に聞くということで進めていき

たいと考えております。なお、農林業センサスは来年の２月１日に

実施する予定ですが、沖縄県につきましては今年の 月１日に実施12

したいと考えております。

それから農林業経営体調査につきましては都道府県、市区町村を

通じて調査を行います。

それから、農山村地域調査につきましては農林水産省の統計組織

で調査を行うこととしています。以上です。

甲斐部会長 ありがとうございました。ただいま事務局の２人からご説明のあ

りました件につきましてご質問、ご意見がありましたらお願いしま

す。

堀口臨時委員 資料の７－３のところを少し教えていただければと思います、農



- 11 -

林業センサスをどう直していくか大変苦労しておられるところをよ

く承知しておりますが、経営体として全体を同じ土俵のうえでとら

えようというのも全体の行動をとらえる上でよく解るという意図だ

と思うのですが、そういう前提のうえで細かいところを教えていた

だきたいのですが、３頁の６、世帯から離れて住んでいる農業後継

者（予定者を含みます 、これは世帯から離れて住んでいる場合に）

自営農業に従事した日数、自営農業以外に従事した日数、それから

右のほうに独自に農業経営を行っていますかという場合に、これは

別に住んでいる子供が親の農業を支援するということ、それは６頁

の【５】の中の「４手伝い」が入っておりますが、親は元の家に住

んでいて、子供は都市部に出て土曜、日曜は応援するというような

場合はどう捉えるのかということなんですが、手伝いと離れて住ん

でいて独自に農業経営を行っているというのは、親とは違った経営

を行っているという意味になるのでしょうか、そこの関連を教えて

いただきたい。特に６頁とこれはどう関連するのかについて。

それから同じ家にいて財布が別々で子供が農業以外のところに従

事している、その財布については経営体の方でおさえませんという

ことですが、その場合に同じ屋根の下で奥さんとご主人が一生懸命

農業をやるのですが、畜産部門は自分の財布でやります、稲作は別

の方が経営をします、という同じ屋根の下での２つ以上の経営とい

うのでしょうか、ここはセンサスの中でどう反映してくるかという

のを教えていただければと思います。この場合別な調査票になるの

かということについて教えていただきたい。

それから５頁のところで、土地のところなんですが、耕作放棄の

ところは概念も従来と同じようにして、概念自体も実はいくつか問

題点もあることは承知しておりますが、継続性を考えてこういう形

にしておられると思うのですが、たとえば田のところを見ますと、

、 、 、所有している田 他から借り入れている田 それから田の経営耕地

この場合借地で放棄しているケースはどう見るのか、ほとんど考え

られないと言われるとそうなるかも知れませんが、１セットで書い

てあるなかで不利なところの田は借りているが放棄しているなんて

いうケースも考えられるのでは。田、畑、他のところについても同

じような規程をしておられるので、そこはどう見ておられるのか、

教えていただきたい。

それからサービス事業体など、今まで別に捉えていたタイプの経

営を一緒にまとめているという意味では、例えば作業受託を請け負

っているサービス事業体は、９頁のところで同じように家族でやっ

ている経営と同時に法人としてサービス事業体があるような場合で

も、９頁の【９】のところで、農作業の受託、こういう形で捉えよ

うということですか。今までのセンサス、従来型のサービス事業体

なり法人を別な財源でおさえる、その調査項目が一緒にすることに

、 、よって落ちてくるような部分がある ということはないのかどうか

一緒の土俵にまとめたことによって従来の農林業センサスでおさえ

ていた水準の、事業体なり法人の項目がうまくつながるかどうか、

そこについても少し教えていただけますか。
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黒木センサス まず、３頁と６頁の【４】手間替え・ゆいの関係ですが、この関

統計室長 係は後継者が親の世帯と離れて住んでて親が農業をやっている場合

【 】に息子さんが時々親の手伝いをしている場合については６頁の ４

のほうに記入していただこうと考えているわけであります。

それから、同一世帯内で父と子が一緒に住みながら別な経営をや

っているものにつきましては、先程先生からお話がありましたよう

に調査票をもう１枚お配りする形になります。まず、資料№７－３

の１頁をご覧いただきたい、この１頁目の基本指標番号というもの

があります。この番号を記入していくのですが、経営体と書いてあ

る４桁の一番後ろのところが実線で区切られております。これは、

一経営であった場合には０、それからいくつかの経営に別れている

場合には枝番号にわかれて１となるわけであります。これで、調査

を行うときに親御さんと息子さんのところで、同じ世帯に住みなが

ら調査票が別れる場合は識別できると考えております。ここで、お

父さん方には世帯全部記入していただきますが、息子さんにつきま

しては２頁目、３頁目については調査票を書かずにその経営につい

て記入していただき、４頁目以降について記入していただこうと考

えております。

それから借地で耕作放棄地になっている場合は、検討の時点では

想定していなかったのですが、先生からご指摘もありましたので、

そういう場合にも、これに紛れがないように手引でそういう場合に

はどうするという事を明確にして、同じ考え方で全国で調査ができ

るようにしていきたいと考えております。

それから、新規に出てきたものにつきましては、統計組織と市区

町村で相談しまして追加補正していくような追求をしていく形にな

るかと思います。

堀口臨時委員 項目としては、ほぼ従前のものをそのまま受け継いでいると理解

してよろしいのですか。

黒木センサス はい。

統計室長

池谷専門委員 今、不在村森林所有者がたくさん増えていたり、相続によって、

町に住んでいる人が山を所有したりしていて、大抵そういう人は手

入れも何もしないでただ所有しているというだけで、林業を営んで

いるという形ではないのですけれど、中には、リモコン的に町に住

んでいても、森林組合なりに委託して作業をしている、または何ら

かの理由で立木を売ったり、それから自分で出して市場で販売して

いるというようなことが、あまり頻繁ではないのですがやっている

方がいらっしゃるのですけど、そういう方に対する調査をどういう

ふうにされているのか。

、 、 、それからもう一つは 森林ボランティア 事業団体が増えていて

そういう人も新たに施業計画を立てられたり、それから補助金をい

ただけたりというようなシステムができるようになりましたけど、
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そういう方たちも不在村とか在村とかいろいろですけれども、そう

いう方達をどう調査なさるのかお聞きしたい。

黒木センサス 不在村地主の問題につきましては、まず前回までは各市町村ごと

統計室長 に山のある市町村で不在村の方のものを調べて、その方に記入して

いただくという方法をとっておりました。しかし、この方法をとり

ますと、東京とか大阪にたくさんの山林があるという形になってし

、 、 。まいまして 実態と合わないのではないか との指摘もありました

、この作業が市町村にとって大変な作業になってしまうものですから

この改善が求められました。それで今回は、実は 年センサスの2000

調査結果を踏まえまして、前回の調査結果がありますので、それを

、 、ベースに調査を行い それから実際に過去５年間に施業を行った方

それから森林施業計画を作成している方を調査対象として調べると

いうことにしております。

森林組合が作業を行っていると聞いておりますので、市町村に調

査をしたときにある程度の実態がわかると思います。調査票の中に

施業を受けたサービス事業体につきましても記入するようになって

おりますので、調査結果として補足できると思います。

三浦臨時委員 これは私の希望ですが、資料７－３の９頁【７】農産物の販売、

３の過去１年間に販売した農産物の出荷先について、すべての出荷

先とそのうち販売金額が最も多かった出荷先を記入してください。

という欄がありますが、今１番問題になっておりますのは卸売市場

があちこちで経営が立ち行かなくなっているというような状況もあ

りますし、ここの部分を例えば農産物の種類別で、どの程度何処に

出荷したかというような形にぜひしていただきたい、そうしますと

生産者と加工、流通、消費者との結びつきがより一層明らかになる

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。

黒木センサス 資料７－３の部分につきましては、審議会の中でいろいろとご指

統計室長 摘もありまして、欄を２つに致しました、当初は該当する出荷先を

記入してもらうようにしていたんですが、売上げ１位の出荷先につ

いても記入していただき、この１位と上の方で作付の関係で各農家

、 、や事業体が行っております生産については 完全ではありませんが

そこで生産している大半は出荷先が捉えられるというふうに考えて

おります。

ご指摘のあった点につきましては、作物の生産者がどこに出して

、いるかというのが分かるような体制ができると聞いておりますので

今後はここはもっと充実できるところだとは思いますが、今回はこ

の程度しか今の時点ではできないと考えております。

甲斐部会長 ちょうど同じところなんですけれど、農産物の直売所については

「消費者に直接販売」なのか 「その他」に入るのか 「消費者に直、 、

接販売」なら生協さんの場合は消費者か消費者団体を含んだ消費者

なのかという２点ですね。直売所は「その他」にはいるのか、とい



- 14 -

うことです。

黒木センサス ご指摘のあった点につきまして、現時点ではその他に入るという

統計室長 ことであります。

矢口臨時委員 今の農産物の販売に関連してでありますが、４頁８の農業生産関

連事業について、今回新しく付け加わったところだと思います。特

に農村と都市との共生なり交流ということで基本計画の１つになっ

ているということもありますし、今までの観念からいえば農業イコ

ール第一次産業みたいなことでやられていましたけれども、現実に

事態を見ますと必ずしも農産物の生産だけで農業が成り立っている

というわけでもないわけです。むしろ第三次産業的ウェートがだい

ぶ大きくなってきているのではないかと思うのです。しかし、例え

ば観光農園ですと、農産物の販売はもちろんきちっとおさえなけれ

ばいけないと思いますけれども、いわゆるサービス産業としての農

業として見たときに、８の農業関連産業事業の事業収入というもの

をどのような形で位置付けられるのか、今回はもう位置付けられな

いのか。むしろ基本計画、これから「農村」というものも大きな柱

になりますし、そのことが農家の経営なり地域の活性化なり地域づ

くりにつながっていくわけですから、統計としてきちっとどのよう

におさえていくのかということも非常に私は重要だと思います、こ

の辺をどんなふうに実際の調査の中に組み込めるのか、組み込めな

いのか、現段階ではどのようにお考えなんでしょうか。

宮尾経営・構 農業経営統計の資料№６の３枚目に「農業経営の実態を一体的か

造統計課長 つきめ細かく把握」というのがありまして、この「営農類型別の経

営」の経営統計で捉える項目の中に、先生のおっしゃられた農業生

、 、産関連事業収支ということで 事業の概念は同じなんですけれども

農家民宿、農産加工、市民農園、観光農園等ということで、ここで

先程言われました粗収益なり費用というところを捉えていこうと考

えております、これはこのセンサスを母集団情報として使ってシス

テムについては更に細かくサンプルを取って調べていくと、こうい

う形で調べていこうと考えております。

矢口臨時委員 センサスの中ではそういう農外事業の収支については把握しない

ということなんですか。

黒木センサス 実はこういう関係の悉皆調査が今までなかったということで、新

統計室長 たにこういう項目を追加いたしました。先程から申し上げましたよ

うに、これが母集団情報として情報提供すると。

今後は経営統計他、また新たな統計として個別に調査していくよ

うな形になると思います。

甲斐部会長 他に意見が無いようでしたら、この件については 年の農林業2005

センサスが円滑に実施され、的確に実態が把握されますことを期待
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しております。

甲斐部会長 続きまして、統計部会運営内規の一部改正について事務局の方か

らご説明をお願いします。

統計企画 資料№８をご覧ください。食料・農業・農村政策審議会統計部会河﨑

課長 運営内規であります。極めて形式的な変更でありまして、一番最後

の横長の紙をご覧いただきたいと思います。この運営の際の担当課

、 、の名称について 変更させていただきたいということでありまして

昨年の７月に農林水産省の組織の改正を行いました。それに伴いま

して従来の企画調整室が統計企画課と、それから生産統計課が生産

流通消費統計課と変わりましたので、そのように変更させていただ

くということであります。以上でございます。

甲斐部会長 ただいま事務局の方から統計部会運営内規の改正（案）の説明が

ありましたけれども、これでよろしいでしょうか。

特に御異論はないと思いますので、案のとおり決定いたします。

以上で本部会でご審議いただく事項は終了いたしましたので、進

行を事務局にお返しいたします。

統計企画 それでは、これをもちまして本日の統計部会を閉会とさせていた河﨑

課長 だきます。本日はご多忙中のところご出席いただきまして大変あり

がとうございました。

（以上）


