
平成30年 入省（一般職（大卒程度）行政）
統計部消費統計室流通動向第２班青果物市況情報係

平成31年 統計部統計企画管理官付調査改善班調査改善係
令和　２年 農産局農産政策部技術普及課資材調査班調査企画係
令和　４年 現職

career

関川　元啓
管理課総務班人事係

課のミッション、現在の仕事内容

　管理課は、①国会対応や統計部内・他部局との総合調整、②統計調査結果の分析的審査、統計作成プロセスの
点検・検証、③統計調査を行うための予算要求や経費の支払い、④職員の人事や給与、福利厚生、⑤農林水産図書
館の運営といった職員が働きやすい環境を作るとともに、業務を円滑に進めていくための調整する役割を担っ
ている部署です。
　その中で私が所属する人事係では、人事異動に係る資料の作成や検討、職員名簿の整理、公務員志望者へ向
けた採用イベントの企画立案、大学・人事院主催の合同業務説明会への参加、任期付職員・非常勤職員の採用
といった業務に携わっております。
　これらの他にも職員の給与や栄典業務など幅広く業務を行っております。

職場の雰囲気

　統計部では職員一人一人が、環境の良い職場づくりを心がけているため、困ったことがあった際には相談が
しやすく、非常にアットホームな職場だなと感じております。
　その他にも統計部では、研修や休暇等を積極的に活用できる環境が整っております。私自身、仕事と家庭の
両立がしやすく、ワークライフバランスの高い職場だなと実感しております。

学生へのメッセージ

　試験勉強などこれから大変なことも多くあるか
と思いますが、ご自身の視野を広げる上でも様々
な業務説明会に積極的に参加していただきたいと
思います。その中で統計部に興味を持っていただ
き、志望していただけると大変うれしいです。

平成15年 入省（Ⅱ種行政）統計部管理課
平成22年 経営局構造改善課調査班調査係長
平成24年 統計部経営・構造統計課農産物生産費統計班

農産物生産費統計第３係長
平成29年 統計部経営・構造統計課農業組織経営統計班

組織生産費統計係長
平成30年 大臣官房広報評価課企画調整班調整係長
令和   ３年 現職

career

様々な業務説明会に参加する中で、生きる上で
必要不可欠な「食」に携わる仕事がしたいと思い、
中でも政策立案の基礎となる統計に関心を持ったため、統計部を志望しました。

志望動機

管理課

米山　千香子
経営・構造統計課農産物生産費統計班農産物生産費統計第１係長

都市部で生まれ育ちましたが、高校の修学旅行で経験した
ファームステイがきっかけとなり、農業に携わる
ことができる農林水産省を志望しました。

都市部で生まれ育ちましたが、高校の修学旅行で経験した
ファームステイがきっかけとなり、農業に携わる
ことができる農林水産省を志望しました。

志望動機

課のミッション、現在の仕事内容

　経営・構造統計課は、農林水産業の経済的な面を捉える調査を実施しています。具体的には、①農林漁業者の
経営収支、②農畜産物の生産コスト、③農業に関する物価動向、④一年間に産出された農林漁業の産出額などの統
計データを作成しています。私たちの生活に欠かせない「食」を支える農林水産業の経営状況の “今” を的確
に把握することが当課のミッションです。
　私が担当する農産物生産費統計は、米や麦など作物別の生産コストの実態を把握しており、具体的には、作
物の生産に使用した肥料、農薬、農業機械の費用や作業労働時間など、生産開始から終了までどのくらいコス
トがかかっているのかについて調査しています。私の業務は、地方組織から報告された調査結果に誤りや疑義
がないか審査し、取りまとめ、公表を行うことです。公表した調査結果は、生産コスト低減を目的とした政策
の進捗評価や農業者の所得を確保するための交付金を算定する資料に利用されるなど、農業施策の推進に貢献
しています。

最も印象に残っている出来事・経験

　係長昇任後２年間、経営局で農地法等に基づき農地に関する情報収集を行う業務を担当しました。農地法や
農業経営基盤強化促進法等、農業を支える大切な資源である農地に関する仕組みや制度を勉強することができ
たこと、そして、農地のプロである知識豊富な上司・同僚に巡り合えたことは現在でも大きな財産となってい
ます。また、現職の前には大臣官房広報評価課報道室で閣議後大臣会見や大臣への取材対応を行う業務を担当し、
報道という側面から農林水産行政を見ることができ、貴重な経験となりました。

学生へのメッセージ

　私が統計部に入省したのは、偶然にも統計部の
業務説明会に参加したことがきっかけでした。統
計の知識はありませんでしたが、統計データとい
う側面から農林水産業を支えることができること、
そして、話をしてくれた先輩達の生き生きとした
雰囲気に、「ここで働いてみたい！」と思い、今に
至っています。統計の知識がある方もそうでない
方も、ぜひ一度、業務説明会にお越しください！

経営・構造統計課

様々な業務説明会に参加する中で、生きる上で
必要不可欠な「食」に携わる仕事がしたいと思い、
中でも政策立案の基礎となる統計に関心を持ったため、統計部を志望しました。
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平成13年 入省（Ⅱ種行政）
　　 北陸農政局九頭竜川下流農業水利事業所庶務課
平成18年 育児休業（約１年）
平成20年 統計部生産流通消費統計課園芸統計班花き統計係長
平成22年 育児休業（約３年）
平成26年 統計部生産流通消費統計課園芸統計班果樹統計第１係長
令和   ３年 生産流通消費統計課デジタル情報班筆ポリゴン管理係長
令和   ４年 現職

career
平成16年 入省（Ⅱ種農学）　

東北農政局秋田統計・情報センター生産流通消費統計課
平成19年 統計部経営・構造統計課
平成22年 育児休業（約１年）
平成23年 統計部経営・構造統計課企画班調整係長
平成25年 育児休業（約１年）
平成28年 統計部センサス統計室農林業担い手統計班就業統計第２係長
平成31年 現職

career

栗山　早織
センサス統計室漁業センサス統計班内水面漁業統計係長

室のミッション、現在の仕事内容

　センサス統計室では、５年に一度、「農林業センサス」と「漁業センサス」という調査を行っています。これは、
農業や漁業に携わる方すべてを対象とした大規模な調査で、経営体数や就業者数などを調べています。５年に
一度というと、皆さんにもお馴染みの国勢調査と同じスパンですね。「農林業センサス」と「漁業センサス」は、
農林水産業の国勢調査とも言える大事な調査なんですよ。
　私は現在、「漁業センサス」にかかわる仕事をしています。漁業センサスは今年、令和５年 11 月１日現在で
調査を行います。いよいよ本番ですから準備に忙しいです。前回の 2018 年漁業センサスの反省を活かし、現
在の漁業の状況等を踏まえ調査をリニューアルしました。2023 年漁業センサスでは民間の力も取り入れて調
査を行う計画としています。５年に一度しか調査をしませんし、統計は後世に残すものですから、失敗は許さ
れません。近頃では統計にかかわる不祥事のニュースもありますが、そのようなことが無いよう気を引き締め
ています。

最も印象に残っている出来事・経験

　あるとき、妹から「お姉ちゃんてどんな仕事してるの？」と聞かれ「日本中津々浦々に漁師が何人いるか数
えてる」と答えたら、「は？なにそれ。どうやって？」と返されました。浜に出て数取り器（昔、紅白歌合戦で
日本野鳥の会の方がカチカチやっていた器械）で数えているのかと思ったそうです。またあるときは娘から「マ
マはパソコンの前に座っているだけなのに、どうやって漁師の数が数えられるの？」と言われました。統計の
仕事は表に出ることが少ないので、一般にはイメージしにくい仕事なんだなと思った出来事でした。統計の仕
事を皆さんに知っていただけると嬉しいです。

学生へのメッセージ

　統計部というと、難しい数式を使いこなして計
算ばかりしているようなイメージを持たれるかも
しれませんが実際はそんなことはありません。そ
のような場面もありますが、集計はコンピューター
がやってくれるので、多くの時間は調査票の印刷
など調査の準備、集計結果の検討（異常値がない
か等）、資料の作成、集計システムのメンテナンス
等に費やしています。ぜひいろんなタイプの学生
さんに来ていただきたいです。

センサス統計室

寺田　雅子
生産流通消費統計課企画班計画係長

「食」と「農業」は人間が生きていく基盤だと感じて
おり、ここに関わる仕事がしたかったからです。

志望動機

課のミッション、現在の仕事内容

　生産流通消費統計課は、主に農業の生産基盤となる耕地や農林水産物の生産実態を把握するための調査を所
管しています。具体的には、田畑の面積統計、米、畑作物、果樹、野菜、花き等の生産統計、畜産、木材、漁
業に係る統計などがあります。
　これらの調査により得られたデータは、農林水産省の施策の策定や達成状況の検証、省内の各種事業を実施
するために欠かせない基礎データとして活用されるだけではなく、新聞やメディアを通して国内の生産状況等
を伝える公共財としての役割を果たしています。また、「○○の収穫量第 1 位は何県？」といったクイズや小
学校の社会科等で取り上げられることもあり、親しみのあるデータかと思います。
　私が担当する計画係は、特定の調査を担当し統計を作成するのではなく、課内の各調査担当のバックアップ
のような仕事をしています。具体的には、調査の結果を公表する際の数値や資料のチェック、部内調整や広報
業務、集計・取りまとめに使用するシステムの整備に係る連絡調整、統計データへの問合せ窓口業務などを行っ
ており、広く課内の調査に関わることが出来るのが面白いところです。

職場の雰囲気

　統計部内・課内の色々な係の担当者と話す機会が多いですが、話しかけやすく、何か相談しても丁寧に対応
してくれる方が多いです。正確な統計データの作成・提供という目的のためにみんなで協力して仕事をする、
という意識が強く、風通しの良い職場だと感じます。
　また、私は育児休業を 2 回と配偶者帯同休業を取得した経験があり、休業からの復職の際はいつも不安があ
りましたが、その都度、周りの方に快くサポート
していただき、感謝するとともに、休んだ分しっ
かり頑張ろうと思えました。最近はテレワークを
利用する人も多く、個人の働き方を尊重し合う雰
囲気があるので、誰もが働きやすい職場です。

学生へのメッセージ

　統計部は派手ではありませんが、基礎データの
作成という重要な役割を担っており、継続して取
り組む価値のある仕事です。統計業務というと、
情報や数学の専門知識が必要と思われるかもしれ
ませんが、研修も充実しており、丁寧に教えてく
れる方ばかりなので、興味を持たれた方は、是非、
業務説明会にご参加ください。

生産流通消費統計課

志望動機

祖父母が農業を営んでおり、私も植物を育てるのが好きだったので
農業にかかわる仕事がしたいと思っていました。大学では統計学の講義もあり、
統計って面白いと感じたので農林水産省統計部を志望しました。
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平成13年 入省（Ⅲ種行政事務）
近畿農政局滋賀統計情報事務所八日市出張所

平成20年 統計部生産流通消費統計課
平成22年 大臣官房情報評価課総務班企画第４係長
平成26年 統計部統計企画管理官付統計システム運営班統計システム管理係長
平成29年 統計部消費統計室地域資源流通構造統計班

地域資源流通構造統計第４係長
令和  ２年 統計部消費統計室食品産業動向班食品産業動向第１係長
令和  ４年 現職

career

中司　裕起
消費統計室流通消費企画班企画係長

室のミッション、現在の仕事内容

　消費統計室では、農畜産物や水産物の流通消費分野に関する統計調査を実施しています。
　具体的には、①農業・漁業の６次産業化への取組の実態、②青果物・水産物の産地から消費地に至る流通段階
別の価格形成、③青果物卸売市場における野菜・果実の卸売数量・卸売価額、④豚肉・牛肉・鶏肉・鶏卵、牛乳、
水産加工品等の生産量、⑤冷凍・冷蔵工場における水産物の入出庫量・在庫量、⑥野菜・果実・鶏肉・鶏卵の市
況情報、⑦野生鳥獣の解体・販売の実態、⑧食品廃棄の発生量及び再生利用の実態の把握といった様々な調査を
実施しています。
　私が担当している企画係は部内の他課室との窓口となる係で、室内の各調査の取りまとめ結果（公表資料）
の確認や進捗管理を行うなどの調整業務となります。

職場の雰囲気

　これまで省内の他部局も経験しましたが、統計部はみんなで協力してつくり上げていくためか、とてもアッ
トホームな雰囲気で、上司をはじめ、周りの方々とも気軽にコミュニケーションがとりやすいと感じます。
　また、研修や休暇等を積極的に活用できる環境が整備されていることに加え、周りの職員の理解も高く、仕
事と家庭の両立がしやすく、ワークライフバランスがとれる働きやすい職場です。

学生へのメッセージ

　統計部の仕事は決して派手さはありませんが、
農林水産施策の基礎データとなるとても重要な業
務です。
　農林水産業の実態を客観的に捉えることのでき
る統計データはなくてはならないもので、やりが
いを感じられる仕事だと思いますので、是非一緒
に働いてみませんか！

消費統計室

横田　宜憲
統計企画管理官付統計企画班企画第２係長

課のミッション、現在の仕事内容

　統計企画管理官室では、世の中の動向やニーズにあった「農林水産統計調査」の企画・立案、統計の発展・
改善などに関する業務を行っています。
　具体的には、①統計法に基づく総務省（総務大臣）の審査・承認、②データを審査・集計するシステムの開発、
③調査結果の公表・広報、④国際機関への拠出金プロジェクトや技術協力、⑤10 府省庁共同による産業連関表
の作成、⑥AI を活用した画像解析などの新技術開発などがあります。
　最近では、既存の統計調査に加え、データ分析も重要な業務に位置付けています。令和 4 年 3 月には部内横
断的「統計データ分析支援チーム」を設置（9・10 ページを参照）、政策部局や学識者と共同により、「スマー
ト農業」や「農泊」などに係るデータ分析を実施し、政策の必要性や妥当性を示すデータを提供（EBPMを推進）
しました。また、データサイエンティストを養成するための取組などを行っています。
　私の担当する企画係は、これらの業務が滞りなく進むよう調整・管理することが主な業務ですが、突発的な
事案が発生した際には、室の中心となって職員と協力しながら組織的に対応します。

最も印象に残っている出来事・経験

　2018年度から 4年間スポーツ庁に出向し、「スポーツを「使った」まちづくり」という政策を担当しました。
これは自治体や関係者と協働しながら、観光・健康・商工・教育といった分野とスポーツを組み合わせる（○
○× スポーツ）ことで地域の新たな取組を創出しようというもので、これまでにない柔軟な発想とチャレンジ
を求められるものでした。
　農林水産省に戻ってからも、農業そのものの振興だけでなく、農業・農村をもっと活かせる方法はないかと
考えるようになりましたし、出向時に得た人脈は大変貴重なものになりました。
入省してからも他省庁や自治体などに出向する機会はたくさんありますので、是非チャレンジしてみて下さい。

学生へのメッセージ

　私は漠然とした将来展望の中で就職活動を行って
いました。今思えば、官庁訪問の際にも積極的に質
問をして、入省後にやりたいことをもっと具体化し
ておけば良かったと反省しています。
　声に出して行動することで見えてくるものはたく
さんあると思います。トライ＆エラーの気持ちで積
極的に頑張ってください。皆さんと一緒に働けるこ
とを楽しみにしています。

統計企画管理官

平成17年 入省（Ⅱ種農学）
中国四国農政局消費・安全部地域第一課

平成21年 統計部管理課
平成24年 経営局金融調整課経営専門職
平成26年 統計部センサス統計室構造企画班構造管理係長
平成30年 スポーツ庁参事官（地域振興担当）付地域振興係長
令和  ４年 現職

career

都市部で生まれ育ちましたが、官庁訪問で
「食」に関する農林水産省の業務に興味を持ち志望しました。
都市部で生まれ育ちましたが、官庁訪問で
「食」に関する農林水産省の業務に興味を持ち志望しました。

志望動機 四国の田舎で生まれ、農業があることが当たり前の
環境で育ってきたため、自然とそうした地域を支える仕事がしたいと
思うようになり、農林水産省を志望しました。

四国の田舎で生まれ、農業があることが当たり前の
環境で育ってきたため、自然とそうした地域を支える仕事がしたいと
思うようになり、農林水産省を志望しました。

志望動機
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