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食料・農業・農村政策審議会統計部会農作物平年収量小委員会 議事録

１ 開催日時 平成17年３月28日（月） 13時30分～14時30分

２ 開催場所 農林水産省統計第１会議室

３ 出席者 【小委員会委員 （13委員）】

増田 淳子、秋田 重誠、安倍 澄子、坂 齋、佐藤 洋一郎、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

【事務局】

澤田生産流通消費統計課長、三森課長補佐（総括）ほか

４ 議 題 平成17年産水稲10ａ当たり平年収量について

５ 議事録

（開会）

。事務局（生産流通消 本日は大変ご多忙の所をご出席いただきましてありがとうございます

費統計課総括課長補 定刻となりましたので、ただ今から、食料・農業・農村政策審議会統計

佐。以下「総括」と 部会農作物平年収量小委員会を開催させて頂きます。事務局を担当して

する ） おります生産流通消費統計課総括課長補佐の三森と申します。どうぞよ。

ろしくお願いいたします。

小委員会の開催に先立ちまして、生産流通消費統計課長よりご挨拶申

し上げます。

（生産流通消費統計

課長挨拶）

事務局（生産流通消 生産流通消費統計課長の澤田でございます。本日は年度末のお忙しい

費統計課課長。以下 中、委員の皆様方にはご参集いただきましてありがとうございます。例

「課長」とする ） 年この時期に水稲の平年収量の答申を頂いておりますけれども、昨年は。

大変災害の多い年でございまして、特に台風の被害に付きましては過去

最高の10個の台風が上陸するなど、米の収穫量に非常に大きな影響を与

えました。また、平成16年度は米政策改革の初年度ということでござい

まして、その中で豊作時の過剰米処理の対策として 「集荷円滑化対策」、

が策定されまして、その実施基準として水稲の作況指数が用いられるこ

とになるなど、従前にも増して水稲の作況が重要性を持つことになりま

した。

こうした中で私どもとしましては、昨年の気象状況や実収穫量などを

勘案致しまして、平成17年産水稲平年収量の原案を作成させて頂きまし

た。本日は短い時間ではございますけれども、十分ご審議頂きますよう

よろしくお願い致します。

、 、事務局（総括） それでは 本日の委員・臨時委員の皆様の出欠の状況でございますが

服部臨時委員は、所用により遅れるとのことでございます。また、三浦
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臨時委員は所用によりご欠席となっております。

それでは、以後の議事について、秋田小委員長にお願い致します。秋

田小委員長、よろしくお願い致します。

（小委員長挨拶）

秋田小委員長 秋田でございます。本日は皆様ご多忙の中ご出席賜り、ありがとうご

ざいます。

本日は平成17年産水稲10a当たり平年収量につきまして、それぞれご専

門の立場から忌憚のない御意見をお聞かせ願いますとともに会の運営の

ためにご協力を賜りますようお願い致しまして、簡単ではありますが挨

拶とさせていただきます。

（議事）

、 。秋田小委員長 まず 議事に入ります前に資料の確認を事務局の方よりお願いします

事務局（総括） お手元の資料を確認させて頂きます。

（資料確認） 配布資料一覧、議事次第、諮問文の写し、小委員会座席表、小委員会

委員等名簿、資料No.1「平成17年産水稲10a当たり平年収量について 、」

資料No.2「水稲10a当たり収量及び平年収量の推移 、資料No.3「平成17」

年産水稲の生産事情について 、資料No.4「水稲主要品種の作付面積割」

合の推移 、資料No.5「過去３カ年における気象の推移 、それから参考」 」

資料としまして「平成16年産水陸稲の収穫量」以上でございます。

よろしいでしょうか。なお、本資料につきましては、この後の「食料

・農業・農村政策審議会統計部会」の資料としても使用させていただき

ますので、よろしくお願いします。

秋田小委員長 それでは議事に入らせて頂きます。

本日付けで農林水産大臣から当審議会の八木会長あてに諮問をいただ

いております「平成17年産水稲10a当たり平年収量について」でございま

す。

この議題につきましては、八木会長から当統計部会において付託を受

け、さらにその下にあります当委員会で審議するよう付託されておりま

すので澤田生産流通消費統計課長より諮問文の読み上げ及び説明をお願

いします。

事務局（課長） お手元に諮問文の写しがあると思いますので、御覧頂きたいと思いま

。 。す 本日付けで島村大臣から八木会長あてに諮問したものでございます

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通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。

２枚目に全国の平年収量、および各都道府県の収量が記載してござい

ます。

続きまして、諮問事項について、お手元の資料にて説明させていただ

きます。

まず資料No.1を御覧頂きたいと思います 「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。
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一枚めくって頂きますと、まず定義がございます。今回確認のために

一応ご紹介させて頂きます。

「作物の栽培を開始する前に、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。注にございますように、。

この平年収量は「農作物の作柄の良否を表す場合の基準となるほかに、

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の資料

に用いられている 」ということでございます。。

次に、算定方法でございますが 「気象要因による収量への影響を除、

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、翌年の平年単収を算出する」という方法

でございます。近年のすう勢をより正確に反映させることが出来る算定

方式としまして、平成９年よりスムージングスプライン方式というもの

を使用してございます。

「 、 、 、また 算定に用いる気象要素については 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響することから「日照時間」

に代えて「推定日射量」を適用しております。また、出穂前の強い低温

や昨年の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」と「日最大風速の自乗値」を適用

している 」ということでございます。。

平成17年産平年収量（案）でございますけれど、アメダスの観測体制

、が整った昭和54年以降の実単収から気象による変動を極力除去しまして

その長期的すう勢から算定した平成17年産の傾向値（単収）を出しまし

て、最近の生産事情も検討・確認を行って作成したものでございます。

生産事情に大きな変化があれば修正が必要になりますが、今回もそう

した修正は行っておりません。

その結果、全国の平成17年産水稲10a当たり平年収量（案）でございま

、 。すが 平成16年産に比べて２kg高い527kgということになってございます

都道府県別の平年収量は、別表の通りになっております。なお、全国

の平年収量というのは、各県別に先ほど申し上げたスムージングスプラ

イン方式によって、平年収量をまず算定しまして、これを昨年の作付面

積で加重平均して求めているということでございます。

３ページ目の別表でございますが、各県別にみますと青森のように２k

。 、 、 、gマイナスというところもございます それと 茨城 栃木のように４kg

それから千葉６kg、山梨５kg、大阪６kg、兵庫５kgというようにアップ

しているところもございます。これらにつきましては、この後資料No.２

とか３で考察してみようと思います。

また、平年収量そのものを各県で比較してみますと、長野県が600kgを

超えて最も高いということであります。山形、青森、秋田がこれに続い

。 、 。 、ています また 九州南部とか四国などは低い傾向にございます 沖縄

東京は特に低い状況でございます。これらを表しましたのが次の４ペー
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ジの図でございます。

赤い所が今申し上げたように平年収量が高い地域でございます。黄色

い所が中程で、緑の所が低い地域というふうになってございます。

その次の５ページでございますが、赤い線が全国の実単収で、例えば

15年は冷害でだいぶ落ちたということでございます。

16年産は台風などの被害を受けて、作況が下の表で見て頂きますと98

と御覧頂けると思います。

そして、青い線が先ほど申しました計算方法で求めた全国の平年収量

でございます。これは全国版のグラフでございます。

次に資料No.２を御覧頂きたいと思います。

これはただ今見て頂きました全国のグラフというものを各都道府県別

に整理したものでございまして、それぞれの実単収と平年収量の推移が

御覧頂けると思います。

昨年台風の被害が多かったということで、例えば３ページの秋田がだ

いぶ実単収が落ちてございます。

４ページを御覧頂きますと山形、８ページの新潟、あとは中四国と、

あるいは特に九州の各県の実単収がかなり下がっておりまして、これら

は台風の影響を強く受けたものというふうに考えております。後ほど御

覧頂ければというふうに思います。

続きまして、資料No.３を御覧頂きたいと思います 「平成17年産水稲。

の生産事情について」でございます。

１ページですが、品種の動向を表にしてございまして 「コシヒカリ」、

が相変わらず伸びておりまして、約４割を占めており、まだ増加基調に

ございます。それから「キヌヒカリ 「きらら３９７」は作付が減少傾」、

。 「 」、向にあります 伸びているものとしましては良食味品種の ヒノヒカリ

「つがるロマン 「ななつぼし」といったものが増加しております。こ」、

れは全国版ですが、各県の動向は資料No.４で後ほど見て頂きます。

それからその下の生産基盤の変化ですが、近年ずっと生産調整をやっ

ているわけでございますが、その中で山間部などの条件不利地の作付割

合が減少しているということがある一方で、安定した収量を望めるほ場

整備地の作付割合が増加しているということで、こうしたことが収量の

向上につながっているというふうに考えております。

今後、特に担い手への農地の集積ということで進めておりますので、

こうした傾向は益々出てくるのではないかというふうに思ってます。

次の２ページでございますが、栽培技術ということで、施肥技術の向

上というのが１点目にございます。初期生育促進の観点での側条施肥技

術が収量の向上・安定の要因になっているのではないかと思ってます。

あと、緩効性肥料の普及といったものもございます。

それと、病害虫防除につきまして、箱処理剤を殺菌剤、殺虫剤、混合

剤といったことで使っておりますが、これがかなり普及してまして、収

量の安定要因になっているということが分かると思います。

次の３ページでございます。３ページ以降は各県、先ほどご紹介いた

しました特に下がっている県、あるいは伸びている県について個別に分

析しております。

まず青森でございます。青森は対前年で２kg減っているということで
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ございまして、先ほどの資料No.２と対比しながら見ていただければ分か

るかと思いますが、要因としまして最近の品種の構成ということで、多

収であるが食味の劣る むつほまれ が減っておりまして 良食味の つ「 」 、 「

がるロマン 「ゆめあかり」等への更新が進んでいるということでござ」、

います。こういうことが主な収量が低下する要因ではないかと思ってま

す。

あと、栽培技術の変化ということでは減化学肥料とか減農薬といった

ものが推進されているという点がございます。

、 、その結果 ３点目の収量構成要素の推移というところでみてみますと

平成７年から11年の５年間のうちの上下を取って３年の平均というのが

①にございます。それと平成12年から16年のやはり５年間の上下を取っ

ての３年間の平均が②にございまして、その対比という表でございます

が、例えば一番下の10a当たり玄米重というのを見ますと0.8ポイント減

少しているということでございます。

次にいかせて頂きますと、茨城県でございますが、ここは前年に比べ

て４kg増えるということでございます。

資料No.２の５ページの上のグラフを見て頂くと分かるのですが、ずっ

と上昇基調にあるという傾向を見ていただけると思います。

１つ目は品種の話でございますが 「コシヒカリ」はかなり定着して、

きておりまして、それと耐冷性の「あきたこまち」が増加基調にあると

いうことです。それから17年産の調査・聞き取りを致しますと「コシヒ

カリ」が減少して 「コシヒカリ」よりも収量が高い「あきたこまち」、

が伸びるといったような話でございまして、品種的に見ても収量は向上

すると考えております。

それと２点目の生産基盤・栽培技術の話でございますが、収量水準の

低い谷地田等で耕作放棄が進んでいるということでして、それに対して

より条件の良いところで作るようになっているということで、収量水準

は向上していると考えられます。

あとは適切な水管理、健全な土づくりとかの指導が図られているとい

うことでございます。

その結果、下の表でございますが、10a当たり玄米重が5.7％増加とい

う結果でございます。

次は、栃木でございます。

先ほどの資料No.２の５ページの下のグラフでも見ていただけますよう

にかなり伸びておりまして、４kgアップということで考えております。

近年の品種構成ということで、やはり「コシヒカリ」が定着して茨城

と同じ様な傾向ですが、良食味の「あさひの夢」という品種が増加傾向

にございます。

栽培技術としましては、緩効性肥料を用いた全量元肥の栽培増加とい

うことがございます。

。それと発生予察情報による適期防除等を県が熱心に指導しております

ということで一番下の表の一番下でございますが、10a当たり玄米重が

６ポイント増加という結果となってございます。

次に６ページの千葉県でございますが、対前年で６kgアップというこ

とでございます。
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資料No.２で見ていただきますと７ページの上のグラフになりますが、

かなり増加傾向となっております。

品種的には「コシヒカリ」が定着しており、あと収量が高い「あきた

こまち」が増加しているという傾向が見て取れます。

栽培技術の変化としましては、早生とか中生、晩生を組み合わせた望

ましい品種構成ということと、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、被害にぶつからないように、あまり早すぎ

て植えないようにということをやっております。

その結果一番下の表の一番下ですが、10a当たり玄米重が5.6ポイント

増加という結果でございます。

続きまして山梨でございますが、資料No.２で先ほどのグラフでは10ペ

ージの下のグラフになりますが、増加基調にありまして来年の平年収量

は５kgアップということで計算されております。

まず品種の構成ですが 「コシヒカリ」が６割 「こいごころ」に変わ、 、

る品種として良食味・多収品種の「あさひの夢」が増加傾向にございま

す。

生産基盤、栽培技術の変化でございますが、高齢化で山間部の条件不

利地の作付が減少しており、安定収量を望めるほ場整備地での作付が増

加しています。

、 、防除の関係では いもち病の防除を無人ヘリでやっているということ

。それから田植えと刈取りの委託が増加しているということでございます

そういうことで適期の田植えなどがなされて安定栽培技術の普及定着が

図られているというふうにみられます。

その結果、一番下でございますが10a当たり玄米重が3.2ポイント増加

という結果に反映されていると思います。

次の８ページの大阪府でございます。

資料No.２でみますと14ページの下でございますが、かなりの増加基調

になっておりまして、平成17年産の平年収量は６kgアップというふうに

みております。

品種的には「ヒノヒカリ」及び収量の高い「キヌヒカリ」が増加して

いるということでございます。

下の生産基盤、栽培技術の変化でございますけれども、収量水準の低

いほ場での作付が減少していること、それと「ヒノヒカリ」などの中生

の品種を中心に高温障害を避けるための遅植えの指導がなされていると

いうことや、箱施用剤が普及しているといったようなことで、もともと

単収が低い県ではございましたけれども、高位平準化といいますか、近

隣県の収量水準に近づいてきているというような傾向にございます。

次が兵庫県でございます。前年に比べて５kgアップということでござ

います。

資料No.２では15ページの上でございますが、伸びている傾向にあると

いうことでございます。

品種的にみますと、良食味の「コシヒカリ 「キヌヒカリ 「ヒノヒ」、 」、

カリ」の作付拡大が図られているということでございます。

それから、生産基盤、栽培技術の変化のところでは、山間部の条件不

利地での作付が減少して、条件の良い所での作付が増加しているという
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ことでありまして、あと土壌診断にもとづく堆肥、土壌改良材の施用技

術の普及・定着が図られているということから、一番下の実績でみまし

て、10a当たり玄米重が2.2ポイント増加といったことでござます。

あと、沖縄県でございますが、10ページでございますが対前年２kg減

ということでございます。

資料No.２で最後の24ページのところで傾向を見ていただけますが、減

少傾向にあるということでございます。

要因として考えられるのは、良食味の「ひとめぼれ」の作付が定着し

ている中で、収量が高い「チヨニシキ」は作付が減少しているというこ

とでございまして、品種の動向でやはり減少傾向であろうというふうに

考えられます。

資料No.３は以上でございます。

次は資料No.４を見て頂きたいのですが、これは今申し上げた品種の動

向を県別にグラフにしてございます。

折れ線グラフで見やすくなっておりますので、後ほど御覧頂ければと

思いますが、大きく伸びている品種としましては、北海道の「ななつぼ

し 、新潟県の「こしいぶき」といったものがございます。」

あと、各県独自に指定した品種というのがいくつかのところで顔を出

しているという傾向が見られます。後ほど御覧頂ければと思います。

資料No.5に移らせて頂きますが、過去三カ年における気象の推移とい

うことで、気象についての情報でございます。

１ページは気温でございますが、平年との差でございます。

昨年は冷害ということで青くなってございますが、今年はかなり高温

に推移したということで、太平洋高気圧の勢力が日本付近で強かったと

いうことで全国的に高温に推移したということでございます。これは、

６～８月の話でございます。

次の２ページですが、一番下の図を見て頂きますと、降水量というこ

とで、前線や台風の影響を受けた一部地域は緑になっておりますが、そ

ういった所を除いて一般に少雨だったということでございます。

梅雨の入りや明けは全国的に平年並みか早かったということですが、

７月中旬には前線活動が活発になりまして、北陸から東北にかけて豪雨

になったということで、緑になっております。

この６～８月は台風が６個上陸したということでありまして、台風の

影響で降水量が多くなっている地域がございます。

次が３ページでございますが、これは日照時間でございます。

真ん中の2003年は冷害で日照時間が平年に比べて少なかったわけです

が、2004年はかなり日照時間が多かったということでございます。

詳しく見ますと６～８月に東北の太平洋側が少なく、８月は西日本で

少なかったということでありまして、若干、６～８月の平均の中にそう

いった傾向が反映されていると思います。

以上、資料No.１から５までご説明させて頂きました。

あと参考資料としまして平成16年産水陸稲の収穫量というものがあり

ます。これは昨年12月１日に公表した資料でございますので、参考のた

めに見ていただければと思います。

以上でございます。
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秋田小委員長 ありがとうございます。それではただいま説明があったように全国で

は２kg、それから各県でいきますと多いところでは６kg位、少ないとこ

ろではマイナス２kg位というような平年収量についての案が示されたわ

けですけれども、ただいま頂きました説明について質問と意見を区別せ

ずに、時間が限られていますので併せてお願いできればと思います。

それではよろしくお願いいたします。時間は20分程度しかございませ

んので、できるだけ簡単にお願いします。

高見臨時委員 先程、青森と沖縄の平年収量が低下している原因として品種構成の変

化を挙げられたと思いますが、しかしこの品種の図を見ますと、品種構

成は既に数年前から、特に沖縄は、平成12年くらいから若干は変化はあ

りますが、ほとんど変わっていない。

そうしますと品種構成だけでは必ずしも平年収量の落ち込みを説明で

きないのではないかと思うのですがいかがでしょう。

、 、秋田小委員長 沖縄と青森の品種構成の説明ですが 確かに高見委員の指摘のとおり

沖縄の品種構成は平成13年くらいからほとんど変わっていない。

それをさらに２kg下げるとなると、品種構成以外にも生産事情の説明

がもう少しいるのではないか。

それでは後ほど回答してください。

安倍臨時委員 日照時間と気温の問題がありますよね。昨年、2004年の夏は大変暑か

ったのですが、ヒートアイランドの問題が随分言われていますが、お米

を作るうえで人工的な温度変化、輻射熱のようなものはあまりお米の収

量への影響はないのでしょうか。

事務局（課長） たとえば、資料No.１の下から２枚目の日本地図で色分けしたものがご

、 、ざいますけれども 西の方はかなり単収が低いという傾向がありまして

こういうことからみて、夜温がヒートアイランド現象などで高くなりま

すと、呼吸によるエネルギーの消費が多くなり収量が伸びないと考えて

おります。

今、温暖化の影響等がずいぶんと言われておりますが、逆に北の寒い

地域が生育が良くなるのかといったことも今後見ていかなければいけな

いと思っております。

竹田臨時委員 今の気温の上昇について、平均値では上がっており、新潟県を含めて

日本全国で暖かくなっている中で、今年２年目を迎える米改革や良質米

生産が進められる中で、この部分は各県相当に力をいれて取り組んでい

るわけで、それが今後どういう形で影響を与えるかというところはちょ

っと明らかでないなという感じを受けます。

事務局（課長） 米改革は大きく分けて２つあると思います。

１つは売れる米作りということでございまして、需給調整についても

各生産者が主体となってやっていくという方向で、遅くとも20年までに
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は役割を移転していくということでやっており、需給調整をやりながら

売れる米作りをやっていくということです。

もう１つは、担い手に米の生産を集中させていくといった点があると

思います。

需給をみながら売れる米作りといったことについては、米に対して各

県力を入れていくといった形で出てくるのではないかと思っておりまし

て、条件の良い所で良い米を作っていくということで、単収的には例え

ば北関東でみたような、熱心に指導していく所が伸びていくというふう

なことがあるのではないかと考えています。

担い手に集中ということについては、担い手というのも規模の大きい

、 、個人に集中していくということと 集落営農という形態を目指していく

法人化を目指していくという形で集落営農をやっていくという流れがあ

りますが、これまでの傾向を見るとやはり条件の良い所で作っていくと

いうことになっていくと思います。

そういう意味でこれからも単収は伸びていく傾向にあるのではないか

と思っています。

良食味というところで、単収への影響がどのくらいあるのかというと

ころで、現在の状況では、いろんな品種を組み合わせながら、技術を高

めてやっていくということですので、そんなに単収が落ちるということ

はないのではと思います。

竹田臨時委員 私の意見は少し違うのですが、傾向としてはよろしいと思います。

担い手に集中されていって、客観的な状況は分かりますけれども、一

軒当たりの栽培面積、作付面積が増えてくると技術的な水準というのは

下がる傾向にあるんです。

そこで売れる米作りを推進、あるいは良質米を作るということになる

と、自ら収量の上限をある程度決めた形での米作り、良質米を作るとい

う米作りになるというのが現実的な話なわけで、そういう点でただ一概

に収量が伸びるという傾向ではないのではなかろうかと思います。

佐藤臨時委員 平年収量の計算方法については一応私なりに理解しているつもりなの

ですが、平年収量ではなくて実収量の推移を少し長いスパンで見てみま

すと、特に西日本の方ではもう収量は全体として下がり始めているよう

な印象を受けるんですけども、しかし平年収量の方は相変わらず全体と

して増加基調にある。これはいかがなものかと思います。

私としては平年収量は特に西日本では下降傾向にあるのではないかと

思うのですが。

。秋田小委員長 実収量と平年収量の比較をしたらどうかということでよろしいですか

西日本全体の実収量が右肩下がりになっていると。

佐藤臨時委員 もし、平均をとって回帰をとると下がっているようにも見えるんです

が、これは実態にあっているのでしょうか。

事務局（課長） 確かに実収量の赤い線だけをみますと15年は冷害で、16年は台風とい
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うことで実収量は下がっています。

ただ平年収量の計算は気象要因を極力除去したうえで、それをスムー

ズにつないでいくという作業が入っていますので、見かけ上収量が下が

っていますが、気象要因のマイナスの部分を戻していけば、更におだや

かに上昇基調にあるということです。

秋田小委員長 よろしいでしょうか。その他に。

平澤臨時委員 ２点ほど質問させて頂きたい。

各県の水稲生産事情の兵庫の例で、収量構成要素と収量が示されてい

ますが、収量構成要素から推定した収量と合わないように見えるのです

が、この点をお聞きしたい。

もう一点は先ほどの佐藤委員からの質問にも関連しますが、最近15年

間の平年収量の推移を見ますと、全体としては上がっていますけれども

地域によってかなり違いがある。

大きく見ますと東北、北陸、こういったところで全体として上がり幅

が小さいですし、同じ東北でも青森県、秋田県ではほとんど停滞してい

るか、むしろ減少しています。北陸を見ますと、新潟県では伸びが小さ

いなかでも更に小さい。

それから九州では全体では平年収量は伸びているように見えますが、

福岡、佐賀では平年収量の伸びが小さいように思います。全国の動向と

して、土地生産基盤ということで一応説明されておられますけれども、

これだけでは説明できない部分がでてきているように見えるのですが、

その点について実態を整理されていればお伺いしたい。

秋田小委員長 ２点ありましたが、１つは資料No.３の９ページのところの収量構成要

素から求めた収量が合わないということでよいか。

平澤臨時委員 １㎡当たり全もみ数が101.1で、千もみ収量が100を切っているので、

2.2ポイントにはならないように思います。

秋田小委員長 それではそこの所は後ほど回答するということで、２番目の佐藤委員

の質問に関連する点についてはどうか。

事務局（課長） 私どもの作業としまして、先程も申しましたが実単収の推移から気象

要因を除きまして、今後どういうふうに行くかという計算上の推移をひ

とつ見ているということです。

その背景となる技術的な背景があるのかないのかということで次の作

業を考察しているところですが、まだ考察しきれてない部分があるので

はないかということについては私どもも思っておりまして、これからも

検討していかなくてはならない点だと思っております。

ただ傾向として推移しているという事もありますので、やはり何らか

の要因があって、あるいは温暖化のような気象の要因があって伸びてい

るのかもしれませんし、その点は解析していかなければならない点であ

ると思っております。
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ひとつ分かりやすい点では、条件の良い所に移ってきているのではな

いかということと、あるいは先ほど意見が食い違うといった話がありま

したが、各県で熱心に稲作に取り組んでいるといった点があるかと思い

ます。

平澤臨時委員 米どころといわれているところの平年収量が最近伸びていない。 そ

うすると全国の動向として土地生産基盤が良くなってきているというこ

とだけでは恐らく説明できない何かがあるのではないか。

技術的なものとか色々なものがある可能性があると考えられる訳です

けれども、その辺を整理していく必要があると思います。

秋田小委員長 東北、北陸のいわゆる米どころの動きは停滞しているということです

が。

竹田臨時委員 今の意見に関連して、先ほど私の意見と多少食い違うと言ったのはそ

の辺なんですけれども、生産基盤だけでは見えない部分、特に専業でや

ろうとする農家が多い各県、良質米を売ってきた秋田、山形、新潟が自

主的に収量を頭打ちにしながら良質米をいかに作るかという政策を早く

からやっているわけです。

そういう所というのは傾向として見て割合に収量が伸びていない。

ですからその辺がひとつの要因として今後、米改革の中で各県が動い

てくると具体的にそうなるのではないか。

逆に今年度、関東の茨城等の収量が上がっている部分では、早売りを

しているわけで、そういう面ではそこの生産者と話をしますと、現実的

には収量を取って早めに対処している。

米改革の中で早売りをして出るという考え方を専業農家は結構持って

いるわけです。

そういう部分が現実的に現れているのではないだろうかと感じたわけ

で、それで意見が多少違うのではないかと申し上げたわけです。

事務局（課長） 例えば新潟みたいな所はもうコシヒカリが中心で、単収も頭打ち傾向

にあるということで、東北や新潟などの米どころが徐々に頭打ち傾向に

、 、あるのかということも感じられますが 品種の更新も進んでいますので

安定的な災害に強い品種で収量も高いという、食味プラス安定収量とい

ったところで進んでいくので、一概に頭打ちというだけではないと考え

ております。

秋田小委員長 今日の資料の中に平年単収が停滞している県についての生産事情の説

明が抜けている。

そこの所も十分に解析をしておくことが大事だというご指摘だろうと

思います。

他の産地で収量から良質米生産への転換が反映されて収量にかかわっ

てきているというご指摘だろうと思います。

今後そういったここに上がってこない県についても説明を加えて頂く

ということでお願いしたい。
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事務局（課長） 分かりました。

16年から始まっている米改革ということで非常に重要な点だと思いま

すのでよく検討して参りたいと思います。

鈴木臨時委員 今委員長から説明があったことに追加になってしまいますが、資料No.

３の３ページの青森県は収穫量が減少している県のひとつと思われます

が、減少の理由として「減農薬、減化学肥料の栽培で… 」があげられ。

ています。作るために減農薬などの技術が採用されて来ているのだとす

れば、こうした変化は青森県だけではなくて多くの県で採用されている

可能性はないでしょうか。

もう一点あるのですが、No.３の１ページで生産基盤の変化というとこ

ろで 「ほ場整備の進んだところで作付けが増えているので収量が上が、

っている 」という説明がこの１ページだけでなく他の県でもなされて。

います。１ページの表４に整備率が掲載されていますが、これを見ると

確かに整備されている所が増えているものの、増加は１年間１％の伸び

にしか過ぎない。これほど多くの県でほ場整備による平年収量の増加し

たという事実と、この１％の伸びは対応するのでしょうか。

事務局（課長） 一点目の良食味という話で、先ほどの新潟の話にもあるように良食味

を目指すためには肥料を抑えるといった傾向がありますので、確かにこ

れから、より売れる米作りといった中で収量がどうなるかというところ

を注目していきたいと思います。

それから生産基盤の話ですけれども、こういうふうに書いてしまうと

まさに生産基盤したところが単収が高くなるという説明になってしまっ

、 「 。」たと思うのですが その手前の文章の 山間部の条件不利地が減って…

というところがポイントでして、生産基盤整備した所が単収が上がると

いう単純なことにはなっていないと思います。

ただ、ほ場整備をしますと畦畔が高くなりまして、例えば東北などで

冷害があるときに深水潅漑といいまして、下の方の幼穂を守るというこ

とをやるんですけども、そういうことがやり易くなるということで収量

が安定するということがデータでも出ております。単純に単収が高くな

るということではないというふうに思っております。

秋田小委員長 鈴木委員よろしいですか。示す資料を少し考慮して頂きたい。

増田委員 資料No.３の７ページの山梨県のところに関連して、ちょっとご説明を

伺いたいと思います。

基本計画の議論の中で担い手というのが浮上してまいりまして、担い

手の延長線上と言いますか、担い手をとりまく生産環境の中で集落営農

というものがたびたび出てきております。

、 、先ほどの説明にもありましたので 重ねるようになるかと思いますが

山梨県の２の項目のところで 「田植え、刈取り等の委託の増加に伴い、、

適期田植え、適期刈取り」とありますけど、収量の上で積極的に位置づ

けているのかどうかをお伺いしたい。
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それから経営戦略というのが品種の選択の中でもだんだん見えてくる

ような気がしますが、早売り、遅売りの戦略の中でそれを支える集落営

農というやり方をキッチリと評価していこうというふうにお考えなのか

お伺いしたい。

事務局（課長） 集落営農というのは、特定の農業者だけに集中するのではなく、集落

で色々な役割分担を決めたり合理的にやっていこうということだと思い

ます。

ここで言っていますのは委託の話であり、この文章の最初のパラグラ

フの所に「高齢化から… 」とありますが、高齢化によって十分適期の。

作業ができないなど、労働力がなくて今田植えしたいが人がいなくてで

きないといったことを集落の中で助け合って、良い時期に作業できるよ

うに作業できる人に頼むとか、そういう積極的な効果としてみておりま

す。

品種的にも個別の経営ではなく、集落の中で水の配分も含めて 「こ、

の時期にこの品種をこう植えよう 」というように計画的に品種を組み。

合わせて、災害も出にくく、作業もやりやすく、というように集落の中

でやっていければ当然プラスに働くのではと思っています。

秋田小委員長 その他に。

先ほどのペンディングになってました平澤委員と高見委員の質問に対

する答えについてはいかがでしょうか。

高見委員のおっしゃった青森と沖縄の減少の理由ですが、青森は何と

か苦しいながらも説明できるかもしれませんが、沖縄は「チヨニシキ」

の割合が0.1ポイント下がったくらいで説明を昨年と同じようにできるの

かということですね。

事務局 高見先生のご指摘のとおり、沖縄は平成10年から11年にかけて「チヨ

ニシキ」から「ひとめぼれ」に切り替わった時期でございます。

この時に平年収量も資料No.２の24ページをご覧いただきますとおわか

りのとおり、11、12年はそれぞれ－５kg、－８kgとなっており、14、

15年も－７kg、－６kgと下げてきております。

ただ実際に現地のほ場の状況をみてみますと、もう少し下がるのでは

ないかということで更に２kg下げさせて頂くことの説明として使わせて

いただいているところでございます。

現地の実態ではもう少し下がるという傾向があるということでござい

ます。

「ひとめぼれ」に変わったということですけど、現地での収量が安定

していないことが結びついていると考えております。

高見臨時委員 まだ技術的に安定していないということを考慮して、もう少し下がる

ということですね。

秋田小委員長 もう一つの平澤委員の質問については。
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事務局 収量構成要素の表なんですが、作りが縦の関係を整合させるために作

っておりませんので、各収量構成要素の動きがどうなっているのかとい

うことで、今ご指摘のあった縦の関係を見てみますと相矛盾する点がご

ざいます。

なぜかと申しますと、12～16年の５中３の数値は、各要素の５中３で

あり、最高と最低を切った３年平均でやっております。

従いまして除かれる年次が各要素違っておりまして、その結果、縦の

関係で見ていきますと、今ご指摘のありましたとおり、玄米重で2.2ポイ

ント上がっているのに、全もみ数で1.1ポイントしか上がらず、登熟の方

であります千もみ収量が0.5ポイント落ち、これはどう計算しても１％を

切ってしまうという現象が出ているのですが、そこはそういうことでご

ざいます。

申し訳ありませんが縦の関係で整合がとれていないことをご了解願い

たいと思います。

秋田小委員長 その他に。

堀江臨時委員 意見なのですが、最近の温暖化傾向を受けて、良質米生産で作期が遅

くなる傾向にありますね。一般的に今まで収量が増えてきたのは作期が

早くなって増えたというのが一般の理解なのですが、遅くなることがマ

イナスの方に働いてくるのではないかとか、そういった作期の影響をど

のように捉えているか。あるいは今後捉えようとしているのか。

それから一般的に温暖化基調にありまして、西日本では登熟期の最低

気温は30年前に比べ1.5℃位上がっている。

そうするといわゆる純粋な統計学で回帰式を作った場合、最低気温の

効き方が時代によって変わってくるし、地域によって変わってくるとい

ったことがあると思います。

こういった回帰式を作られる場合に、どういった期間でどういった地

域を選びながらやっているのかといったことが重要になってくるのでは

ないかと思います。

その点について今後どのように取り組まれる予定でしょうか。

事務局（課長） 低温積算値につきましては、出穂前15日間が影響を与えるので、その

間の日平均気温が20℃を下回った日について積算気温を求めて計算の中

に入れているということです。

これまでのイネの生理の観察の中でそういう結果になっているのです

が、今後の新しい動きといいますか、温暖化の影響については私共もま

だ分からないところがございまして、これまでのやり方でみれば、気象

災害の影響を除去した上で年次的な推移を追っているのですが、その推

移の中にとけこんでしまっているのかもしれないので、またそれは解析

して抜き出せるものかどうかということも更に検討していきたいと思っ

ております。

秋田小委員長 いずれにしても堀江委員のご指摘のあったことは、これからの作況を

考えると非常に大事なことでありますので、これからまたご検討いただ



- -15

かないとと思います。

確かに遅植えだけでは平年単収が下がるということに働きそうな気が

します。

遅植えした面積はどうなっているとか、その県の単収の足を引っ張る

。のかなど生産事情の解析というのは今後必要になってくるのではないか

今後の課題ということでよろしいでしょうか。

その他にございますか。

矢口臨時委員 直播の問題はどのように平年収量に反映されているのか。

増えているのか減っているのかによるのですが教えて頂きたい。

事務局 直播によります収量差については、私共の方でも直播についてはきち

んと収量把握しているわけではないのですが、一般的な話では10％位収

量が落ちると聞いています。

直播の面積はどうなっているかということですが、私共の情報把握し

た範囲ではだいたい全国の面積に対しまして１％程度直播の面積がある

というふうに掴んでおります。

これはまた一定数量、例えば１％が10％といったオーダーに上がって

きますと、当然１割減のものが増えてきますので収量への影響はその時

点で出てくるということになろうかと思っております。

ただ繰り返しになりますが、私共の方としましても実証データとして

直播した場合と普通植えの場合、これぐらい単収差があるという所まで

は、まだケースが少なくデータも揃っておりませんので、データが増え

てくれば今後示していきたいと考えております。

秋田小委員長 その他にございませんか。

いろいろご意見をいただいて、将来的には検討を少し加えていく必要

があるという点がいくつかあったと思います。

それを踏まえて、それでは「平成17年産水稲10a当たり平年収量」これ

についてこの委員会で審議をした結果、提案の全国平均で２kg、各県で

は多いところで６kgという答申の内容ですけど、この内容で「妥当であ

る 」旨の報告を統計部会長にしてよろしいでしょうか。。

・・・意見なし・・・

それでは、ご意見がないようですのでその旨の報告をさせていただき

ます。

それでは、これから先の議事運営を事務局にお返しします。

事務局（総括） 「平成17年産水稲10a当たり平年収量」のご了承をいただきましてどう

もありがとうございました。

以上をもちまして、平成16年度食料・農業・農村政策審議会統計部会

「農作物平年収量小委員会」を閉会させていただきます。

なお、引き続きこの場所で、14時45分から「食料・農業・農村政策審

議会統計部会」が開催されますのでよろしくお願いいたします。


