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第２回食料・農業・農村政策審議会統計部会体系整備小委員会 議事録

１ 日 時 平成１４年９月２５日（水）１０：００～１２：１０

２ 場 所 農林水産省統計情報部第１会議室

３ 議 題

農林水産統計情報の体系整備について

４ 出席者

委 員：甲斐 諭、堀江 武

臨時委員：安倍澄子、石川郁子、竹田香苗、服部信司（小委員長 、）

堀口健治、三浦洋子

専門委員：池谷キワ子、大曽根義克、山本博一

農林水産省：林統計情報部長、長統計調整課長、島田企画調整室長、

他統計情報部各課室長等

５ 議事録

島田企画調整室長 定刻となりましたので、ただいまから第２回食料・農業・農村政

策審議会統計部会体系整備小委員会を開催いたします。

ご出席の委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まり

いただき誠にありがとうございます。

本日は、矢口臨時委員、加瀬専門委員、廣吉専門委員、餅田専門

委員の４名の方々が所用によりご欠席となっておられます。当審議

会統計部会の運営内規第２条第６項により、委員及び臨時委員の３

分の１以上の出席をいただいておりますので、当小委員会が開催で

きることをご報告いたします。

また、運営内規第２条第９項により、当小委員会の議事録は原則

として一般公開されることも申し添えておきます。

、 。それでは 服部小委員長に議事を進めていただきたいと思います

服部小委員長 小委員長の服部です。議事を進行させていただきます。

本日の議題となっております農林水産統計情報の体系整備につい

て、審議を進めてまいりたいと思いますが、まず事務局から資料全

体の説明をしていただきまして、その後、委員の皆様からご意見･ご

質問等を頂戴し審議を行ってまいりたいと思います。

よろしくお願いします。

島田企画調整室長 まず、お手許の資料の確認をさせていただきます。本日お配りし

た資料は、

資料１が「農林水産統計・情報の新展開」というカラー版の概要
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１枚ペーパーです。これは 年度から 年度にかけて私どもが整14 15

備する農林水産統計情報の短期的方向を示したものであります。

資料２は、その本体詳細のＡ４縦版です。

資料３は 「農林水産統計情報の体系整備の方向」です。これは、、

中長期の視点に立った将来的整備の方向について取りまとめたもの

であります。

よろしいでしょうか。

それでは、資料１～３に基づき、ご説明申し上げます。

（資料１～３に基づき説明）

服部小委員長 ありがとうございました。

審議に入ります前に、林統計情報部長からご挨拶をいただきたい

と思います。

林統計情報部長 本日は、ご多用中のところご参集いただきましてありがとうござ

います。体系整備小委員会の開催に当たりまして一言ご挨拶申し上

げます。

当省では本年４月、農林水産施策の抜本的な改革を進める上での

設計図として 「食と農の再生プラン」を示させていただき、その、

30具体化に向けての検討を進めてきたところであります。先般８月

日、経済財政諮問会議におきまして武部農林水産大臣がその具体案

を発表したところでございます。この「食と農の再生プランの具体

化」につきましては、食の安全と安心の確保のための行政組織の改

革再編、関係法令及び施策の見直し、消費者の視点を重視した予算

の重点配分、企業的農業経営の展開のための制度改革、生産振興か

ら生物系資源の持続的活用への抜本的転換などを示したものであり

ます。

本年５月の第１回体系整備小委員会では、今後の私どもの統計情

報がどうあるべきか、現在取り組んでいる新規の分野について、各

種政策の展開や様々な状況変化のある中、中長期的視点に立った農

。林水産統計情報の方向と課題についてご議論いただいたところです

その後、この「食と農の再生プランの具体化」の発表等があるとと

もに、平成 年度の予算要求の中へもその際に頂戴したご意見等を15

盛り込ませていただいたところです。

ただ今、島田企画調整室長からご説明申し上げましたものは、この

「食と農の再生プラン」に対して統計情報部としてどう対応してい

くのか。そして、これまでの経過を踏まえた上での検討内容を整理

させていただいたものでございます。
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本日も熱心なご議論をお願いいたします。

委員の皆様方には、これまでのご尽力に対しまして重ねて御礼申

し上げますとともに、今後とも農林水産統計情報について引き続き

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。

服部小委員長 ありがとうございました。

それでは先ほど事務局から説明のあった農林水産統計情報の体系

整備について、皆様からのご意見等をいただきたいと思います。ご

自由にどなたからでも結構です。

堀口臨時委員 いくつか質問と要望をさせていただきますが、全体的な統計の見

直しの中で、最近の農林水産統計は、インターネット等により使い

易くなっています。ポケット農林水産統計なども消費分野を含めて

非常に評価できるものになっています。

まず最初に、資料３の２ページの農林業センサスについての要望

です。センサスは重要な統計であり、また、様々な課題を抱えてい

るところではありますが、 年センサスの反省を踏まえた 年2000 2005

農林業センサスという面をもっと出していただければ良かったと思

います。例えば、調査方法である農家の自計についてですが、これ

は農家にとっては非常に難しいもので、現場での苦労もあるかと思

います。この辺の検討をもっと出してほしかった。また 「世帯か、

ら経営体への着目」についても、依然として現在の農業では「世帯

＝経営体」のところもあって、これらを包含した上での調査になる

わけですが、世帯（農家）としての継続性についても併せて見てみ

たいと思います。

次に 「総合的地域調査への変更」について、これまでの農業集、

落調査から「農山村地域調査」へ改めるということですが、別途、

「農村集落調査」を標本調査として実施することとの関係もあり、

この「農山村地域調査」は、どの程度の範囲で実施されるのか教え

ていただきたい。それと同時に市町村総合データベースを構築され

るとのことですが、これとの関連も含めて教えていただきたい。

それから、３ページの農業経営統計について、従来の生産費統計

を包含する形での体系整備になっていますが、依然として部門別な

、 、り品目別は必要であり 経営体全体の収支だけでなく部門別の収支

労賃計算等の擬制的計算による生産費は把握する必要があります。

体系整備後の生産費統計はどのように包含されるのか。従来型の生

産費統計を続けてほしいというのが３つめです。

次は資料２について、現在これだけ海外からの食料に依存してい

る中で、海外の農業事情、需給をどのように把握するかということ
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ですが、アメリカの情報だけに依存しない日本自前のものを持つべ

きではないか。すべてでなくても、例えば、世界の米の需給につい

てはどうなっているのか等、捉えられるようにすべきと考えます。

それから、農林水産省の所管でない貿易統計についてですが、先

日実際に、食料に関わっての加工・中間素材と穀物等の原料素材と

に分けて集計してみました。実に大変です。今は電子化しています

ので、商品コードで括ってみたのですが、概念がはっきりしない。

これは、現在の食生活の変化に伴って、穀物そのものよりも加工・

中間素材の輸入量が猛烈に増加していて、この辺が貿易統計ではう

まく捉えられないということです。水産庁の貿易所管の方々ともお

話ししたのですが、品目の判断は実際の現場でないと分らないとい

うことでした。例えば、日本の漁船がイカを中国で水揚げして、そ

こで一定の加工をしてから日本へ輸入するという実態があります。

これら質的・量的な把握をどうするか。このような食料依存の実態

把握について研究してもらいたい。

また次に、有機農業についての把握は重要なことであります。最

近の無登録農薬の問題などがある中、一方では日本の生産者が有機

、 。農法等により努力しておられますが これらの実態把握は必要です

有機農業の認証を受けている農家数がどのくらいあるのか、市町村

でも把握されておらず、たぶん認証をグループで受けているからか

もしれませんが、認証生産者数などの把握も含めて、今の新しい動

きに対応した統計をお願いしたい。

服部小委員長 ただ今、堀口委員から全般にわたっての質問・意見等ありました

が、事務局からの回答をお願いします。

島田企画調整室長 まず、貿易統計についてですが、ご承知のとおり財務省所管の統

計ですが、関税が６ケタ、貿易が９ケタのＨＳコードを使用したき

め細かい対応がなされています。そのため少し分り難くなっている

かもしれません。電子化が進んでいて、編集、加工等、便利になっ

ていますが、関税の業務データでありますので、行政データの統計

利用にはおのずと制約、限界が出てくるものであります。しかしな

がら、行政ニーズに合った形での品目分類、項目設定等が必要であ

ると考えております。

次に、国際関係の情報収集、統計の充実についてですが、現在、

統計情報部国際統計室で把握している分野と総合食料局国際部で把

握している分野とがあります。これらを来年度は組織再編を行い、

大臣官房国際部へ移管する予定です。ここで国際関係情報の収集・

分析強化を図ることとなります。ＦＡＯ、ＵＳＤＡ等の国際機関の

情報分析、その他国際情報等による補完などを行っていきます。
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次に生産費統計の関係ですが、擬制計算的生産費についてのご意

見等ございましたが、基本的には生産費の取りまとめを続けていく

つもりです。従来は、米生産費調査や野菜生産費調査などのそれぞ

れごとの調査体系であったものを、今後は農業経営統計の中の加工

、 。統計として その品目別の生産費統計に変えていくということです

もちろん、統計の連続性にも配慮しつつ行っていきたいと思ってい

ます。

経営統計課長からも詳細な説明をいたします。

宮尾経営統計課長 生産費統計はご承知のとおり、現在も行政価格算定に利用されて

いるところですが、すぐに新体系へ移行するわけではなく、価格政

策のあり方が年々変化していく中で、それらを踏まえながら将来的

に新たな経営体経営統計の中の加工統計として整備していくという

ことです。

できる限り継続性は確保するつもりですが、一方では今の価格政

策に対応した現行の調査概念による細かな生産費統計が継続実施で

きるかどうかは、全体の予算的な面もあります。擬制計算的な部分

はそれなりに継続できるとは思いますが、逆にその他の部分をどう

していくのか、今後とも検討していきたいと思います。

島田企画調整室長 続きまして農林業センサス、総合的地域調査の関係ですが、農山

村地域調査は、基本的に市町村単位で把握するものであります。そ

れにより市町村総合データベースの構築が可能になるということで

す。

14「 」 、農業集落調査 については これまでの農業センサスでは全国

万の農業集落を対象とした悉皆調査を実施してきましたが、今後は

標本調査に変えていきたいと思っています。そこでは国勢調査との

リンケージを図ります。これらのことは、 年センサスを踏まえ2000

た上での反省点でもございます。また、農林業経営体調査について

も、農家と林家を統合した調査を行い合理化を図るということ、更

には 「世帯から経営体に着目した調査体系へ改める」につきまし、

ても、これまでの農林業センサスの反省に立つものであります。

以上のような変更を行う際には、統計の場合、新規政策ニーズへ

の的確な対応と一方では継続性への配慮という二律背反なところが

あります。例えば、農家数などの項目については継続性の観点から

把握できる調査体系を組む必要がありますが、その他はどこまで継

続性に配慮すべきかという検討が必要であります。今秋 「農林業、

センサス等研究会」という統計情報部長の諮問機関を立ち上げる予

定であり、その研究会において、綿密な議論・検討を重ねていきた

いと考えております。
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あとは有機農業の関係ですが、認証生産者数の把握は現在も行わ

れております。

浅川地域･環境情報 有機農業につきましては、ＪＡＳ法に基づき国が認証を行ってい

室長 るものです。ご指摘のとおり、認証される対象は協同体等の団体を

認証しているケースもあります。その場合、構成員である生産者自

体を認証しているわけではありません。しかしながら、行政担当部

局では、認証団体の内訳として生産者数を把握しています。また、

有機より少し広い概念であるエコファーマーについては、県別に把

握しており、ホームページへも掲載しております。

服部小委員長 他にご意見等ございませんでしょうか。

安倍臨時委員 資料３の２ぺージ、経営体調査について、後継者との部門分担も

ありますが、近年、夫婦間での部門分担が大変進んでおります。所

得税法の関係になりますが、一世帯一事業主という点で妻が完全に

部門を別にやっていても税務申告がなかなか認められない実態があ

ります。私たちの調査ではかなり夫婦間での経営部門分担は進んで

いまして、きちんと夫婦間での経営協定を結んでいるのですが、全

国でも二、三の申告事例しか認められていないという難しいところ

があります。このような点も検討の視野に入れていただきたい。

次に、消費者に軸足を置いた統計についてです。最終消費段階で

の調査としては総務省の家計調査があり、また、５年に１度の全国

消費実態調査、あとは厚生労働省の国民生活基礎調査などがありま

すが、家計調査年報のとき問題になったのは、単身者世帯の実態把

握が不十分ということでした。特に高齢単身世帯、この人達の消費

動向を高齢化社会の進む中で、農林水産省としてはどのように把握

していくのか。家計調査を利用していくのであれば、その問題点を

どう克服していくのか。川下から川上までを一体とした食料消費を

捉える際の課題だと思います。

もう１つは、流通コストについて、例えば、じゃがいも、かぼち

ゃ等を北海道から送ってもらう場合、物の値段より送料の方が高い

ということがあります。宅配の契約によっては半額などになる場合

があって、私は毎月お米を送ってもらっていますが、米の業者が宅

配便業者と契約していて送料を半額にできるようになっています。

このように様々なケースがある中、業務データをどのように活用し

て流通実態を把握していくのでしょうか。

島田企画調整室長 まず、経営体調査へのご意見については、メルクマールは確かに

難しい点です。親子で経営している場合でも、経営の複合化なのか



- 7 -

複数経営部門を持っているのかをどう区別するのかという問題があ

ります。経営収支が完全に分離している場合がありますが、夫婦間

における家計が分離されていることはまずありえません。しかも家

計と生産・経営活動が一体に行われていることが個別経営体の特徴

でもあり、そこが難しいところです。このため、夫婦間での部門分

担別の税務申告においては全国でも実例が少ないということになっ

ているのだと思います。これらについても、今秋からの農林業セン

サス等研究会で検討していきたいと考えております。

消費者に軸足を置いた統計についてです。ご指摘のとおり総務省

の家計調査、あるいは厚生労働省の国民栄養調査などが世帯単位に

着目した調査となっています。現在、私ども農林水産省においても

家庭における食料消費、食品ロスを調査しています。高齢者、単身

者へも対象を広げていきたいのですが、主婦がいる世帯でないと調

査協力を得難いという技術的問題があります。いずれにしても私ど

も食料消費の分野へ統計調査の対象を広げてきたところであって、

今後は家計調査等、他の世帯調査との補完を図りながら、全体とし

て食料消費の実態がわかるようにしていきたいと考えております。

流通コストについては、基本的には小売店のコスト構造がどうな

っているのか、小売店－卸売市場－生産者と追っていくのが物流の

主であり、これについては、把握されているところです。農産物の

直販、宅配についても、今回の農業経営統計の中では、経営実態の

定点観測を 経営体について行うこととしており、その中で把握300

する方法があるのではないかと思っています。

石川臨時委員 今の点に関連して、リサイクルと流通経費についてどのように捉

えていくのか。最近、私は生協に加入しましたが、これは食品の表

示問題がある中、生産者がはっきりしている食品を食べたいという

こともありますが、もう１つはリサイクルを行っていることです。

牛乳パックの再利用はもちろん、チラシ等がトイレットペーパーに

なってまた売られています。生産から流通消費の各段階でも、最近

の農家では溶けるビニールを使用している場合もあります。段ボー

ル箱などもリサイクルされています。このような状況の変化は速い

ですけど、この辺の情報については間接的にでも把握する必要があ

るのではないかと思います。

島田企画調整室長 リサイクルにつきましては、循環型社会基本法、また、それに関

連して食品リサイクル法等、個別リサイクル法の整備がなされ、食

品残さなどはその調査を継続的に実施しているところです。また、

現在はリサイクルの流れの実態を中心に把握している段階です。今

後ともリサイクルの実態把握の拡充を考えていきたいと思います。
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三浦臨時委員 統計情報への関心や需要がどれくらいあるのか整理していただき

たい。先日 「ポケット農林水産統計」をいただいたのですが、内、

容が盛り沢山でして、ちょっとポケットには入らないという感想を

持ちました。基本データを必要とされる方、専門的データが必要な

方とそれぞれいらっしゃると思いますが、基本線を押さえていただ

きたい。例えば、私の場合でいえば、ポケット農林水産は 年分く30

らい持っていますが、基本的なデータだけにしてほしいです。現在

の内容であれば、ＩＴ化の進展に伴って統計データベースを整備し

ていただければよいのではないかと思います。

次に、資料３の５ページ、流通・消費統計分野の体系整備につい

て、以前も申し上げたことがありますが、産業連関表の活用をどの

ように行っていくのか。

それから、業界データの幅広い活用について、様々な業界データ

があり、定義等難しい面がありますが、農林水産省として統一して

やっていただきたいと思っております。

島田企画調整室長 最初のポケット農林水産統計等に係る情報提供についてですが、

できるだけ利用者ニーズに応えるため、幅広い情報提供を行いたい

がゆえに、確かにポケットには入りきらない大きさになっておりま

す。これはあくまでも利用者サイドに立った結果であります。ご指

摘のように電子媒体の充実、データベースの整備と使い易い検索シ

ステムの提供により、利用者ニーズに応じたオーダーメイドの提供

が可能になると考えております。

次に産業連関表の利活用についてですが、今回の資料の中でも、

資料２の６ページ 「最終飲食費支出の構成割合 「農業 ･食料関連、 」

産業の国内産出額」など、これらは産業連関表に基づくものであり

ます。加工食品、外食産業等を捉えるに当たっては、どうしても中

間加工品の取り扱いをどうするかという問題がありますが、これに

配慮した統計を作成する場合、産業連関表が一番使い易いものにな

ります。しかし、産業連関表は時間がかかりすぎるという難点があ

って、これをどうするかが今後の課題であると思います。その意味

では、加工食品、外食産業やＰＯＳ等の業界データによって、産業

連関表を補完していくことが考えられます。現在、水産加工品の統

計については、かまぼこ等の加工食品の産出額などは各県の水産加

工組合が持っているデータを既に一部利用していますし、このよう

な業界データの性質、信頼性によってその活用の範囲を検討する必

要があります。今後は利用できるデータは利用していくという方向

へシフトしていくつもりです。
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甲斐委員 まず１点目として統計の利用について、利用者には専門家と一般

の方がおりますので、それぞれの要望を明確化していただきたい。

特に体系整備の際には統計の連続性の問題があります。例えば、稲

作のコスト構造を懸命に分析されている特殊な人であっても日本の

農政にとっては重要な研究かもしれませんし、専門家と一般利用者

を分けて考えた検討をお願いしたい。

また、先ほどポケット農林水産統計のお話しがありましたが、内

、 。容は減らしてほしくないですが 提供媒体は工夫していただきたい

２点目は、データ更新のスピードアップについて、本日ご説明の

あった産業連関表から作成した「最終飲食費支出の構成割合」の図

ですが、早く更新してほしいと楽しみに待っているところです。未

だに平成７年のままなんですよ。これ以外にも流通統計を見ても、

例えば、卸売市場経由率など更新が遅いと思います。少なくとも私

のところにある統計はなかなか更新されません。特に流通に関する

統計のスピードアップをお願いしたい。

３点目は、育成すべき経営体に関して、規模とコストの関係を明

確にする必要があると思います。規模拡大とコスト逓減の限界等、

品目別に目安が必要であって、価格の目標値設定や国際化への対応

のためにも必要です。また、高付加価値農業や有機農業、特別栽培

、 、農産物など価格追求型経営の調査もされるということですが 先日

アメリカの有機農業を調査したのですが、 頭規模の酪農経営が3,000

赤字である反面、 頭の有機酪農家が生き残っているケースがあり27

ました。将来の日本農業が規模拡大するグループと高付加価値等へ

向かうグループに分かれるにしても、これらの経営分析をしっかり

行っていく必要があると思いました。

４点目は、農家が何をどう考えているのか、５年、 年先をどう10

考えているのか、どのような統計でこれを把握するのかということ

です。

５点目は、ファーマーズマーケットの実態把握についてです。農

業･農村の多面的機能として位置付けるということですが、これに異

論があるわけではないのですが、最近のファーマーズマーケットを

みますと、５億とか 億円とか、かなり規模の大きい農家やグルー15

プが現れており、流通の側面からもこれらの把握は重要だと思いま

す。

６点目は、ＩＴ利用の実態について、畜産物のインターネット販

、 、売を調べてみますと ホームページを作っている方は多いのですが

それだけでほとんど実態がないものでした。実際に販売をされてい

る方は少ないです。この原因は何なのか、ＩＴを活用した販売が実

際に行われるように、その障害をどう取り除くのか等、考えていく

必要があるかと思います。



- 10 -

島田企画調整室長 まず、ファーマーズマーケットについては、農業･農村の多面的機

能ということではなく、多角的な取り組みとして、今回の農業経営

統計の改善の中では、経営実態の定点観測を行うこととしており、

その中で捉えることが可能ではないかと考えています。

資料２の９ページにあるように、観光農園、農家民宿、伝統食品

等農産加工などは、農業経営統計の改善の中で、農山漁村における

多角的経営、農業関連事業として実態を把握していきます。

また、インターネットの利用による農家の直売についても、この

ような多角経営の取り組みの中で一番先進的な事例として把握でき

るものと考えております。

次に、農家の意向を把握する点については、現在、統計調査とは

300別に、農家の意向・アンケート調査を実施しています。その外、

経営体を長期的に把握することによって個別経営体の発展過程とそ

の経営判断の状況等を追うことができるものと考えております。

それと経営規模に関するご意見については、経営統計課長からご

説明申し上げます。

宮尾経営統計課長 確かに規模とコストに関する分析は重要であると認識しておりま

す。今回の中長期の体系整備の中では、経営部門別統計、品目別生

産費統計を営農類型別統計に移行していくわけですが、その中で加

工統計として生産費を引き続きみることができるわけです。ただ、

精度やどこまで細かな内容になるのかは検討しなければなりません

が、規模とコストの関係が新体系になってまったく分らなくなると

いうことはありません

また、収益を上げている小規模経営、高付加価値農業についてお

話しがありましたが、規模というメルクマールでの分析というより

も、高付加価値農業などは独自のマーケティング方針で経営展開さ

れていますので、平均値統計に馴染みにくいものがあることから、

定点分析のような個別経営体の継続的把握によって、ある程度分析

できるのではないかと思っております。

島田企画調整室長 次に、産業連関表に係る統計データ更新のスピードアップについ

ては、非常に重要な課題であると思っております。産業連関表のよ

うにきめ細かくなれば時間がかかる一方で、簡素化すれば使い勝手

が悪くなるということがあります。統計として利用する部分は決ま

っているわけですから、何らかの推計方法等を検討していく必要が

あると考えております。その上で、業界データを活用する方法がな

いものか検討を進めていきたいと思っております。

流通統計の関係については、流通消費統計課長からご説明申し上
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げます。

佐本流通消費統計 市場経由率等の更新スピードアップについては、資料３の５ペー

課長 ジ、対応方向②において 「市場外流通を含めた物流の全体像を総、

合的に把握」するとなっており、それぞれの流通段階別に市場外流

通も含めて量的な把握を検討しております。現在、生鮮食料品を中

心に調査の実施を考えていますが、これによりデータ更新のスピー

ドアップを実現していきたいと思っております。

島田企画調整室長 甲斐委員から冒頭ご指摘のあった専門家と一般利用者を区別した

統計の提供につきましては、ご指摘のとおりでありまして、使い易

い統計データベースの実現によって利用者のニーズに応じた情報提

供ができるものと考えております。そのためには、専門家に限らず

、一般利用者に理解し易い検索システムの提供は重要であるとともに

用語が専門的にならないよう心がけたいと思います。このデータベ

ースについては、来年度４月からの提供を予定しておりますが、例

えば、我々農林水産省としては「ばれいしょ」という言葉を使いま

すが、一般的には「じゃがいも」であります。この「じゃがいも」

でも検索できるような使い易いシステムを作成していきたいと考え

ております。

池谷専門委員 林業関係の立場から一言申し上げます。

資料を拝見させていただきましたが、林業部分が少なくて心細い

感じがしますが、林野庁からも様々な統計が出されているものと理

。 、解しております 消費者に軸足を置いた統計という観点からすれば

資料３の６ページ、森林･林業分野においても、もっと流通関係を充

実していただきたい。

ご承知のように材価が低迷する中、林業経営が成り立ち難くなっ

ています。私ども林業経営者協会においてもメンバーが減っている

状況です。しかしながら、林業経営以外の面で、現在、注目を浴び

、 、 、ている分野でもあり ＣＯ 地球温暖化問題や木質バイオマス また２

国産材が ％と少ないことから国産材使用による建築、あるいは、18

森林ボランティアなどの活動が展開されています。このように林業

についての施業の多様化が進んでいます。例えば、武蔵野市が山を

借り受けて、教育、医療関係における利用等がみられます。

質問としては、林野庁業務データとのリンケージをどのように行

うのか。力強く世の中へ訴える、ニーズにも対応した統計の提供を

お願いします。

島田企画調整室長 林野庁業務データの活用につきましては、前回の体系整備小委員
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会において、餅田専門委員から民有林について、材積量、育成成長

分を実測調査により把握すべきとのご意見を頂戴しました。林野庁

では 万 の国有林野を 万メッシュに区分し、毎年 万ヶ所760 ha 90 18

、 。を都道府県別 樹種別に成長量を実測したデータを持っております

同県、同種、同林齢であれば、民有林であっても国有林と同じであ

ると仮定できれば、国有林データの活用による推計が可能になるの

ではと考えています。このように国有林のデータの活用方策を今後

検討していきたいと思っています。

森林ボランティア、森林の多面的利用等については、農林業セン

サスを５年毎に実施することによって、きめ細かく的確な把握がで

きるものと考えています。

林産物の流通関係については、製材統計等、基本的統計は私ども

統計情報部が所管していることから、逆に林野庁ではこれを基に木

材需給表を作成している場合もあって、このように木材流通の全体

像の把握を行っています。また、統計情報部では、森林認証の認知

度など、林野庁の施策を補うようなアンケート調査も実施しており

まして、互いに補完できるよう努めていきたいと思います。

山本専門委員 同じく森林･林業の立場から申し上げます。

資料３の６ページ、対応方向③には、森林の持つ多面的機能が積

極的に取り上げられており、大変結構なことと思います。ただ、こ

の多面的機能には文字通り、沢山のものがありまして、優先順位を

考えてほしいと思います。国土防災、水質保全など、国民の森林に

対する期待度は高く、何が求められているのか把握する必要があり

ます。農林水産省だけでなく広範囲に及ぶ省庁からのデータ収集、

分析、検討が必要になってきますが、その結果を正しく評価し、林

野庁行政に反映していただきたい。

島田企画調整室長 ご指摘のとおりです。ただ、多面的機能の把握については、統計

の場合、何をもって捉えるか、対象の範囲、全国統一的な定義の設

定等、難しい面はあります。これまでも、水源かん養林、土砂流出

防備林、保健レクリェーション林などの状況把握は行ってきました

が、森林の多面的機能について、どうすれば森林の実態がより的確

に把握できるのか検討していきたいと思っています。

服部小委員長 他にご意見のある方、お願いします。

堀江委員 今まで全体的にお話を聞かせていただきまして、大変盛り沢山の

内容になっていますが、私からは２点ほど申し上げたい。

先ほども海外情報についてお話しがでていましたが、生産者から
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消費者への流通を考えた場合、食卓へ上る食料の半分は海外からの

ものになってます。特に消費者は食の安全性、ＢＳＥ等に関心が高

いものがあり、海外情報についても国内統計との整合性を図りなが

ら提供を充実していく必要があります。余談ではありますが、中国

雲南省少数民族の人里離れた山奥で日本向けのわさびが生産されて

いるという事例もあって、普段このような現地での調査はできない

にしても、食料輸入に関する何らかの実態把握は必要ではないかと

思います。

もう１つは、情報分析の重要性、分析結果の技術開発等へのフィ

ードバックについてです。例えば、私の関係分野では水田農業再編

があって、これまでの米主体から麦、大豆への転換が図られていま

すが、年々の統計データの変動が大きく、気になるところです。そ

の原因としては、農家が本気にやってないとか、あるいは、原因不

明の気象災害、大豆では青立ちの問題など、これらの分析をしっか

り行い、農家の生産意欲をかき立てるような政策や技術開発、品種

開発へつなげていただきたい。

島田企画調整室長 まず、輸入統計については、財務省の貿易統計の活用によって把

握が可能になると思います。さすがに雲南省からのわさびは困難で

すが、中華人民共和国からの農産物という形での把握になります。

先ほども申し上げましたが、来年度には海外情報担当部局の組織再

編を行い、国際情報統計を充実させていきたいと考えています。

次に、統計情報の利用について、私どもが実施しているのは行政

統計であることから、経済政策の基礎となっておるところです。

今井生産統計課長 ただ今ご指摘のあった、米と麦･大豆における統計情報と技術施策

との関係については、例えば、米の場合、昨年来から乳白粒の発生

という大きな問題があります。現在、官房の技術政策部局と一緒に

原因解明のため解析に取り組んでいるところです。基準筆調査とい

う長期に定点観測を行っているデータによって、水の温度管理、施

肥、栽培土壌の関係等について、この調査の内容を充実しながら、

乳白や青立ち等について、解析の体制を整備しております。最近で

は従来と違う気象災害がみられますので、作柄・品質変動に対する

気象条件変化の分析については、官房技術政策部局との連携を深め

対応しているところです。

また、麦･大豆の場合、近年の単収の大きな変動にはどのような気

象要因が関与しているのか、技術会議事務局の畑作物技術担当や筑

波の研究部局とも一緒に分析や対策を検討しているところです。

、 、 、このように統計情報と技術研究側とのリンクについては 米 麦

大豆の変動要因分析を通じて、従来以上に濃密に行っております。
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竹田臨時委員 確かに米、麦、大豆等、統計の精度が良くなっていると実感して

。 、 、います 現在 国で行っている生産調整の研究会の結果によっては

ここのところは相当重要になると思います。特に、有機栽培におけ

る収量の格差については、これからの米政策の大きなポイントと考

60Kgえます。今、米の有機栽培と通常栽培との収量差は、だいたい

あります。この辺が生産調整の面積配分等に大きく関わることです

、 。ので 栽培技術の具体的に詳細な情報提供は重要になると思います

それから、私のところは法人経営体でありますが、経営体へ着目

した調査体系への移行について、基本的に賛成です。現在、経営の

複合化が進む中、個別農家における主婦だけでなく、法人経営体に

おける女性の役割も大きくなっています。事業部門が多くなってい

る法人の現状を踏まえた調査のあり方を検討してほしいと願ってい

ます。

さらに、経営体調査への変更において、集落営農の把握は大変難

しいのではないかと思います。これは生産調整研究会のテーマでも

あり、集落営農の実態、将来の法人化までの過程など、継続的な調

査の必要性を強く感じます。

また、市場外流通について、先ほどもファーマーズマーケットの

お話しがありましたが、朝市も相当広がりつつあります。うちの地

域では 戸の農家があり、市を週２回やっています。それとは別500

に、ドラッグストアから朝市の開催申し出があって、場所代は必要

なく、できれば一週間ずっと来てほしい等の申し出がありました。

市への構成メンバーは農家だけでなく、定年退職された方々が自分

の畑で作ったものも売り出しています。だいたい日曜の朝２時間で

５～ 万円の売り上げになって、 店ほどあります。年間トータ10 10

ルでは相当量になりますし、農家とは違った別の生産者になるわけ

です。このように地域に合った市場外流通の実態把握をしてほしい

と思います。その一方では、私どもでもメロン、トマト等の生鮮野

菜をスーパーと契約取引していますが、これらも市場を通さないも

のです。法人格を有する方々は、皆このような販売形態を持ち、地

域のマネージメントをして小さな農家を集約しています。これから

益々増えていきますので、ぜひ、この点も統計調査として対応して

いく必要があると思います。

もう１点あります。我々の仲間には、きのこの栽培農家が結構ご

ざいます。新潟では、まいたけ生産を行う大手の企業があります。

えのきたけ等も増加しています。我々農家側では、生産量に一喜一

憂しており、これは価格帯の変化が激しいということですが、その

辺の的確な情報を迅速に提供してほしいと思います。
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以上、私自身、感ずるところを申し述べました。

島田企画調整室長 まず、きのこの関係については、卸売市場価格動向といった経済

指標としては的確に提供しているところです。また、栽培きのこの

経営実態についても、新たに経営収支等の調査を行います。

次に、市場外流通については、ご指摘のような朝市やスーパーと

の直接取引等があります。これまで私どもでは、生鮮食料品の流通

、 、については 卸売市場経由のものは的確に把握していたわけですが

今後は、市場外流通も含めた物流の全体像の把握に調査体系を改め

ていこうと考えております。それと朝市については、確かに全国各

地で無人販売所なども増加していますし、東京近郊でも地元農協に

よる朝市を見かけます。これらは、農山漁村における多角的取り組

みの一つとして、 経営体の定点観測の中で把握していきたいと300

思っています。

集落営農については、ちょっとした栽培協定から収支まで一緒に

行っているもの等、様々な形態が存在します。農業経営体調査とし

て行うためには、少なくとも収支が一体的に、プール計算で行われ

ているかどうかがメルクマールになると考えます。

農林水産業における女性労働については、このウェイトは高いも

のがあることから、女性の就業実態、構造、さらには家庭内での役

、 。割等 引き続きジェンダー統計の整備を進めていきたいと思います

それと有機栽培については、労働制約等あって規模拡大なり、収

量に限界がある一方で、価格が高い、高付加価値型、少量生産型の

農業でもあります。その経営実態については、農業経営の分析を新

たに導入したいと考えています。

竹田臨時委員 最後の点について、経営実態の調査も大事ですが、生産量の差に

ついても的確な把握が必要だと思います。

島田企画調整室長 ご指摘のとおりです。量的に薄利多売の経営と、その逆に、量に

は制約があるけれども、単価、高付加価値化で勝負する経営とがあ

り、有機農業の経営分析をする場合、収量の差等は慣行的な栽培と

の差異を考える上で重要な指標です。

大曽根専門委員 水産業について申し上げます。

水産業は、生産、流通、加工、消費等の分野がありますが、資料

３の７ページ、①の生産についてのみ質問をします。

200国際的に鯨やまぐろなど 環境問題等の制約があって 最近の、 、

海里内についても管理が行われ、野放図に獲るわけではなく、他の

。 、 、 、 、産業とは違う面があります また 漁獲に際しては ロシア 韓国
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200中国などと競合して常にトラブルの連続であります。①には「

海里内外別に漁業種類別、魚種別漁獲量のきめ細かな把握」とあり

ますが、おそらく、かつお、まぐろの関係だと思いますが、これに

ついてのデータがしっかり把握できるのかどうか心配であります。

どのように把握するのでしょうか。

北村水産統計室長 私ども今年の１月から「漁業センサス等研究会」を始めまして、

現在までに８回開催しております。ただ今のご指摘の点につきまし

ても議論してきたところであります。

海里内外の漁獲量の把握については、水産庁の漁獲成績報告200

書を利用するということで検討を進めております。

服部小委員長 他にご意見等なければ、これで閉会したいと思いますが。

林統計情報部長 最後に私から一言申し上げます。

本日は貴重なご意見、ご指摘等、頂戴いたしましてありがとうご

ざいました。

冒頭、企画調整室長からご説明申し上げましたように、統計情報

の整備の方向としては、モノから経営、あるいは、その経営の中で

多様化している実態を把握していくべきであると考えております。

また、私どもの骨格となっている調査は全国的な調査であり、今ま

で全国平均値へ偏向していたところがありましたが、今後は、地域

統計や営農類型なり、地域の実態や取り組み等の違いも把握してい

きたいと思っております。

ただ、一方では、全体的に調査の効率化を求められており、人的

にも合理化を迫られています。予算面でも相当厳しい状況があり、

、 、このような状況の中で できるだけ効率的かつ体系的に整備を行い

必要なデータを把握・提供していきたいと考えております。

また、事実として客観的に調査できる部分と加工して評価する部

分とを整理していきたいと思います。センサスと経営統計の整備に

ついては、相互に関係しておりますので、今後、センサス研究会を

開催し、その中で具体的な検討を行い、 年農林業センサスでの2000

反省等も踏まえながら進めてまいりたいと思います。また、その状

況等につきましては、適当な機会にご報告させていただきたいと思

います。

なお、統計･情報組織再編についての今後の方向としましては、単

にデータの提供だけでなく、いかにデータを分析して専門家や一般

利用者の要望に応えられるか、提供していくのかを検討していきた

いと思っています。
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服部小委員長 ありがとうございました。

本日いただいたご意見、ご指摘等につきましては、今後の農林水

産統計の体系整備に反映させていただきたいと思います。

以上をもちまして、第２回食料・農業・農村政策審議会統計部会

体系整備小委員会を閉会いたします。

（以上）


