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調査結果の要点
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データ実装リスト検討の流れ
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▍ データ棚卸作業と、ヒアリング調査、アンケート調査、追加調査の3段
階の調査の結果を基に、検討会の意⾒を踏まえて、データ実装リスト
の作成を⾏った。

ヒアリング調査

アンケート調査

データの棚卸

データカタログ暫定版

データカタログ最終版
・品⽬別※1に整理

第２回検討会

データ実装リスト暫定版①
・カタログを基に最優先候補のみ選定

第１回検討会

データ実装リスト暫定版②
・全体を選定。課題別※2に整理

追加調査

データ実装リスト最終版

第３回検討会

データ実装リスト作成フロー

※1 農産物共通、⻘果物、⽶等、畜産物の４つに分類した。
※2 調査に基づき把握した課題を、作業効率化、売上増加、コスト削減の３種類にまとめた。



データ棚卸の結果

▍ 棚卸した官公庁統計、関係団体の統計、統計以外の官公庁データを、
農産物共通、⻘果物、⽶等、畜産物の４品⽬ごとに整理した。
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• 貿易統計（財務省）
• 家計調査（総務省）
• ハザードマップ（国⼟地理院） 等

データカタログ掲載データ抜粋

農産物共通

⻘果物
• ⻘果物卸売市場調査 ⽇別調査（農林⽔産省）
• 作物統計 作況調査（野菜・果樹）（農林⽔産省）
• 野菜⼩売価格動向調査（農畜産業振興機構） 等

• ⽶の相対取引価格・数量（農林⽔産省）
• 農業経営統計調査 農産物⽣産費統計（農林⽔産省）
• ヒストリカルデータ（⼤阪堂島商品取引所） 等

⽶等
(穀物・イモ等)

• 畜産物流通調査 ⾷⾁卸売市場調査（⽇別）（農林⽔産省）
• ⽜乳乳製品統計（農林⽔産省）
• ⾷⾁販売動向調査結果（農畜産業振興機構） 等

畜産物

主な掲載項⽬

• データの内容
• 更新頻度
• 流通段階
• 調査対象品⽬
• 地域別集計
• 公表時期
• データ項⽬
• データ形式 等



ヒアリング調査の結果

▍ ニーズ把握のため、農業者や企業等18件にヒアリングを実施した。
▍ ヒアリングの結果、予測による制御や経営状況の評価のために、市況情報や地
理・空間情報が有⽤であることが明らかになった。
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データ分析の⽬的

分析に
有⽤なデータ

求められる
データ特性

• 農業者がデータを⽤いて経営改善をするにあたり、⽐較
による評価と、予測による制御が⽬的となる。

• ⾃社と平均を⽐較して⾃社を評価したり、市場間で⽐較
して出荷先を評価したりする。

• データを組み合わせて予測モデルを作り、アウトプット
を改善するための制御を⾏う。

• 求められるデータとして、⻘果等の市況情報と、地理・
空間情報が複数挙げられた。

• 市況情報は、出荷先を評価したり、相場のトレンドから
収穫時期を調整したりする際に利⽤できる。

• 地理・空間情報は、農地の質を評価したり、栽培⽅法を
制御したりするために利⽤できる。

• データが⽬的を満たすために、情報のリアルタイム性や、
地理的な区分の細かさや品⽬分類の適切さが重要。

• リアルタイム性のあるデータであれば、こまめな評価や
精緻な予測が可能になる。

• 区分・分類が細かく適切であることも、⾃社と平均の⽐
較や、予測を精度良く⾏うために重要となる。



アンケート調査の結果

▍ ニーズ把握のためにアンケートを⾏い、農業者798件、企業等110件を回収した。
▍ アンケートの主要な結果として、農業者の経営課題では、作業の効率化などの
⽣産効率や、販売単価の向上など販売⾯の問題、安全・安⼼への取り組みなど
の消費者対応といった点が重要であることが分かった。

7
⾮常に重要＝+3点、どちらでもない=0点、まったく重要でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値

⽣産効率や販売単価、
消費者対応等の課題

n=798



実装データの選定方法について

▍ 本事業で開催した検討会での協議を踏まえ、以下のように実装データ
の優先順位の設定基準を作成した。
◎︓最優先、○︓優先、△︓優先ではないが実装候補、×︓実装しない

▍ なお、追加調査で優先順位を⾼めるべきといえる情報があったものは、
⼀つ上の⽔準に格上げした。
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品⽬や更新頻度
等で問題点が無
いもの※１

品⽬や更新頻度
等で⼀つ問題点
があるもの※１

品⽬や更新頻度
等で複数問題点
があるもの※１

実装が困難なも
の※２

市況に関する⽇次
データ ◎ ○ △ 該当なし

ヒアリングやアン
ケートで⽀持された
市況以外のデータ

○ △ × ×
ヒアリングやアン
ケートで⽀持の弱
かったデータ

× × × ×

実装データの優先順位案の設定基準

※１︓品⽬や更新頻度の問題点とは、ヒアリングやアンケートで⽀持されたデータと類似の内容であるが品⽬が
マイナー（例えば⼭菜等）であったり、更新頻度が５年に⼀回のように低かったりすることを指す。

※２︓例えば⼟地改良事業団のデータは全国組織で集約しておらず、収集することが困難であった。



データ実装リストの概要

▍ 前ページの⽅法に基づき、各データの優先順位を◎、〇、△、×の４段
階で整理し、◎、〇、△のものをデータ実装リストに掲載した。
– ◎は⻘果物、⽶、畜産物の⽇別更新の市況データを選定。
– 〇、△は、作業効率化、売上増加、コスト削減の課題ごとに選定（売上増
加は品⽬ごとにも分類）。
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• ⻘果物市況情報
• ⽶の相対取引価格・数量
• 畜産物流通調査 ⾷⾁卸売市場調査（⽇別） 等

リスト掲載データ抜粋

◎
（最優先）

〇
（優先度⾼）

• 農業経営統計調査 農産物⽣産費統計・畜産物⽣産費統計
• 作物統計 作況調査（⽔陸稲等・野菜・果樹）
• 農業物価統計調査 農業⽣産資材価格調査 等

• 特定作物統計調査
• ⽜乳乳製品統計
• 消費動向調査 等

△
（優先度低）





１．事業概要
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① 事業の趣旨
はじめに 農業データ連携基盤（WAGRI）について

▍ 農業競争⼒の強化を図るためには、担い⼿等が様々なデータを駆使し
て⽣産性向上や経営改善に挑戦できる環境を整備することが重要。

▍ そこで、様々なデータを連携して共有・活⽤できる協調領域として、
内閣府SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）により農業データ
連携基盤（WAGRI）が構築された。
– 平成31 年４⽉から農研機構が運⽤を開始。

▍ WAGRIに搭載された様々なデータの活⽤により、農業の⽣産性向上・
経営改善を図ることが可能になる。

12
図はWAGRI協議会Webサイトより引⽤
（ https://wagri.net/ja-jp/）



① 事業の趣旨
本事業の調査対象

▍ WAGRIには、気象データや農地データなど、多様なデータが含まれて
おり、システム利⽤者（ICTベンダーや農機メーカー等）が取得して、
農業者等に向けたサービスに利⽤できる。

▍ 本事業ではこのうち、官公庁が保有する統計をWAGRIに実装するため
に、どの統計を載せるべきかを調査・検討する。

13
図はWAGRI協議会Webサイトより引⽤
（ https://wagri.net/ja-jp/）

本事業の
調査対象



① 事業の趣旨
実装データの検討

▍ 現在、国や地⽅公共団体、独⽴⾏政法⼈等の政府関係などで多数の統
計が取られている。

▍ このため、どの統計をWAGRIに載せていくか優先順位をつけ、WAGRI
の特性を活かし、農業現場で活⽤されるデータを実装するための検討
が必要。
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農林⽔産省の統計
「作物統計」「畜産統計
調査」「⻘果物市況情

報」等

農⽔省以外の国の統計
財務省「貿易統計」
総務省「消費者物価指

数」等

政府関係機関の統計
⽇銀「企業物価統計」
農畜産業振興機構「野菜
⼩売価格動向調査」等

地⽅公共団体の統計
各⾃治体が調査する⼟地
や⽣産量、経営状況等に

関する調査



② 事業内容
事業の目標と実施内容

▍ 事業の⽬標
– 政府統計等のオープンデータに関して、WAGRI に実装するべきデータの優
先順位や実装⽅法を提案する報告書を作成すること。

▍ 実施内容
– データカタログの作成

• 各データの特徴（主な項⽬、更新頻度、公表単位（県単位、市町村単位等）、
データ形式等）を整理したデータカタログを作成する。

– ニーズの把握
• ヒアリング及びアンケートにより、事業者のニーズを把握する。

– ヒアリングは、システム利⽤者及び農業者を対象に、20件程度実施。
– アンケートは、WAGRI利⽤会員、WAGRI協議会会員などに実施。

– 検討会の実施
• WAGRI に実装するオープンデータ等に関して、ニーズや費⽤対効果を踏まえ、
実装すべきデータや効率的で⾼い効果が期待できる実装⽅法の検討等を⾏う。

– データ実装リストの作成
• ニーズ把握と検討会での議論を踏まえ、WAGRI に実装するべきデータの優先順
位や実装⽅法を取りまとめる。
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② 事業内容
データ活用の軸

▍ 本事業では、取得したデータを誰がどのように活⽤するかというデータ利⽤者
の想定と、どのようなデータを実装するのかというデータ選定の２つの軸で課
題を整理している。
– 前者はデータ利⽤対象者や活⽤される状況をいかに想定するか、後者は課
題解決に資する情報かどうかを判断するための視点である。
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主な検討事項

データ利⽤者
•どのような事業者・農業者を利⽤者と想定するのか。
•フードチェーンのうち、⽣産段階以外も対象とするか（流通・消費段階を含むか）。
•事務的な⽤途での利⽤を想定するか。

データ選定
•データ利⽤者の抱える課題は何か。
•課題を解決するために必要な情報は何か。
•情報の質や内容は適切か（真に課題解決につながる情報といえるか）。



② 事業内容
想定されるデータ利用者

▍ WAGRIで公開するデータは、主にICTベンダーの提供するシステムを通して農業
者が活⽤するというBtoBtoCの形で提供されていることから、個々の農業者と
WAGRIを通じてデータを取得する営農管理サービス提供者（ICTベンダー）を本
事業において実装するデータ利⽤者として設定した。
– ここでいう「農業者」とは、現在実際にデータを活⽤している、⼜は今後
データを活⽤することが⾒込まれるような既存の農業者や農業法⼈を想定
しているが、新規就農者も検討の際に考慮に⼊れた。

▍ フードチェーンのうち、流通段階においてもWAGRIの活⽤の可能性があるため、
⾷品流通関係者も⼆次的な利⽤者として想定した。
– また、調査を通じて、農業者やサービス提供者以外から、事務的な⽤途で
統計等の官公庁データを利⽤しているが、データ収集にコストがかかって
おり、それらがWAGRIにおいて⼀元的に管理・提供されることで、コスト
削減につながるという意⾒が上がったため、農業関係事業者の企画担当者
や⾏政機関等もニ次的な利⽤者として想定した。
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② 事業内容
適切なデータの選定

▍ WAGRIは、農業ICTの抱える課題を解決し、農業の担い⼿がデータを使って⽣産
性向上や経営改善に挑戦できる環境を⽣み出すことを⽬的に構築されたことか
ら、農業経営の改善に資するかどうかという視点で実装するデータを選定した。

▍ なお、すでにどこかで公開されているデータも、WAGRIから⼀括して⼊⼿する
ことやAPI化による利便性の向上で有益となることを考慮した。
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• 統計情報だけでなく、農業経営と関係のある官公庁データ全体を対象とした。
• 栽培品⽬ごとに必要な情報が異なるため、品⽬ごとに情報を整理した。
• データの内容のほか、データの価値を図る上で重要な更新頻度やデータの粒度等を記載した。

上記視点を盛り込むために考慮したポイント
データの棚卸と
データカタログ

の作成

ニーズの把握
• 現場のニーズをより深く把握できるよう調査設計を⾏った。
• データの利活⽤に⽐較的前向きな農業者やICTベンダー等を主たる調査対象とした。
• 農業者に対して営農指導を⾏う、農協の指導員や⾏政職員の意⾒を収集した。

• 有識者に加え、想定されるデータ利⽤者とWAGRI運営者を委員とした。
• 実装対象となり得るデータを所管する官庁職員をオブザーバーとした。
• 検討会での協議や委員等の意⾒を踏まえて、意思決定を⾏った。

検討会の開催

• 優先順位の評価を決するための考慮要素を、ニーズ把握調査の結果を基に決定した。
• 調査結果を踏まえて把握した課題ごとに、利⽤主体や利⽤状況を踏まえてデータを整理した。
• 検討会の意⾒を反映し、内容を更新した。

データ実装リス
トの作成



▍ 検討会を全３回開催。
▍ 第１回で調査⽅針について検討し、第２回で調査結果を踏まえて実装す
るデータの選定を⾏い、第３回で事業の取りまとめを⾏った。

② 事業内容
検討会開催概要

アジェンダ位置付け 開催の時期

第1回
• ヒアリング結果の報告
• データカタログ案の検討
• アンケート調査設計案の検討

•調査⽅針の決定 • 令和２年６⽉19⽇

第2回
• 調査の進捗報告
• データ実装リスト案の検討

•実装データの絞込み • 令和２年９⽉17⽇

第3回

• 追加調査の報告
• データ実装リスト案の検討
• 報告書案の検討
• 今後のデータの充実に向けた議論

•調査・検討結果報告
•取りまとめ

• 令和２年12⽉18⽇
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② 事業内容
検討会委員及びオブザーバー

■委員（五⼗⾳順、敬称略）
– 實川勝之 株式会社アグリスリー 代表取締役
– 島津秀雄 慶応義塾⼤学 政策・メディア研究科 特任教授
– 砂⼦幸⼆ 富⼠通株式会社 ソーシャルデザイン事業本部

サステナブルシティ事業部 ⾷・農プロジェクト
– 本島邦明 国⽴研究開発法⼈ 農業・⾷品産業技術総合研究機構

農業情報研究センター センター⻑
– 吉村和晃 キーウェアソリューションズ株式会社 サービス企画部⻑

■オブザーバー
– 神成淳司 副政府ＣＩＯ、慶應義塾⼤学 環境情報学部 教授
– 佐藤晃平 内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室
– 村松義宏 国⼟交通省 国⼟政策局 国⼟情報課 課⻑補佐
– 藤原弘道 国⼟交通省 港湾局 計画課 企画室 課⻑補佐
– 川舩 功 農林⽔産省 ⼤⾂官房 統計部 統計企画管理官付管理官補佐
– 阿部明⾹ 農林⽔産省 ⼤⾂官房 政策課 デジタル政策推進室 企画官
– 松本賢英 農林⽔産省 ⼤⾂官房 政策課 技術政策室⻑
– 添⽥孝志 農林⽔産省 ⼤⾂官房 政策課 技術政策室 課⻑補佐
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２．データの棚卸とデータカタログ

21



①データカタログの作成目的

▍ 官公庁統計等のうち、主に営農管理や農産物流通等に関係するものを
収集し、WAGRIに優先的に実装するデータを選定するための基礎資料
とする。
– 作成⽅針

• WAGRIに実装する候補となるデータをまとめるため、実装の優先順位の決定に
資する情報を整理する。

– 活⽤⽅法
• 検討会において、カタログ掲載の統計データ等の優先順位付けを⾏う。

22



関係団体の統計

• 農業全般に関する統計
• 穀物に関する統計
• ⻘果に関する統計
• 畜産に関する統計
• 資材に関する統計
• ⾷品産業・流通に関する統計 等

• 更新頻度
• 流通段階
• 調査対象品⽬
• 地域別集計
• データ項⽬
• データ形式 等

• 各団体が独⾃に作成した統計のうち、
営農管理や農産物流通等に関係する
ものをピックアップ。

官公庁統計

• 農⽔省統計
• 農⽔省以外の中央省庁の統計
• 都道府県の統計
• 市町村の統計

• 更新頻度
• 流通段階
• 調査対象品⽬
• 地域別集計
• 公表時期
• データ項⽬
• データ形式 等

• 現場におけるデータ活⽤の判断基準を
踏まえて、掲載項⽬を設定。

• 各統計がどのような情報を包含している
かをわかりやすく整理。

②実施した棚卸作業の手順
棚卸の対象

▍ 官公庁統計、関係団体の統計、統計以外の官公庁データのうち、主に
⼀般に公開されているデータを対象とした。

23

掲載対象データ 主な項⽬

統計以外の
官公庁データ

• 地理データ
• 衛星データ
• 補助⾦情報 等

• 更新頻度
• データ項⽬
• 情報の粒度
• データ形式 等

• 統計よりも柔軟に活⽤できる可能性が
あるため、ヒアリングやアンケートの結果
を特に注視して内容の充実を図った。

整理のポイント



②実施した棚卸作業の手順
掲載対象データ（官公庁統計）

▍ 政府CIOポータルに掲載されている「⾏政保有データ(統計関連)の棚卸
し結果」や各地⽅⾃治体のホームページを参照して収集した。

24

農⽔省が保有する統計データ（抜粋）

所管府省庁
部局名

（課室名まで記載願いま
す）

統計データ名 統計種類 更新周期 更新⽉

農林⽔産省
⼤⾂官房統計部統計企画
管理官 産業連関構造調査 ⼀般統計 ５年 ９⽉

農林⽔産省
⼤⾂官房統計部統計企画
管理官 農業・⾷料関連産業の経済計算 加⼯統計 年 ３⽉

農林⽔産省
⼤⾂官房国際部国際経済
課 農林⽔産物輸出⼊統計 加⼯統計 ⽉ 毎⽉

農林⽔産省
⼤⾂官房統計部統計企画
管理官 農林⽔産業⽣産指数 加⼯統計 年 １⽉

農林⽔産省
⼤⾂官房統計部経営・構
造統計課 農業経営統計調査 基幹統計 年 ６⽉、７⽉、８⽉

農林⽔産省
⼤⾂官房統計部経営・構
造統計課 林業経営統計調査 ⼀般統計 ５年 不定期

農林⽔産省
⼤⾂官房統計部経営・構
造統計課 漁業経営調査 ⼀般統計 年 ９⽉

農林⽔産省
⼤⾂官房統計部経営・構
造統計課 農業物価統計調査 ⼀般統計 ⽉、年 毎⽉



②実施した棚卸作業の手順
掲載対象データ（関係団体統計）

▍ 農業に関係する95団体をリスト化した上で、各団体の統計等のデータ
を整理した。

25

関係団体の統計（抜粋）
分類 調査主体 統計名

農業全般 全国農業会議所 農作業料⾦・農業労賃に関する調査

農業全般 全国農業会議所 ⽥畑売買価格等に関する調査

農業全般 政策⾦融公庫 農業経営動向分析

⻘果 農畜産業振興機構 野菜⼩売価格動向調査

穀物 ⽶穀安定供給確保⽀援機構 DI調査（⽶取引関係者の判断に関する調査）

穀物 ⽶穀安定供給確保⽀援機構 品種別作付動向

畜産 ⽇本⾷⾁格付協会 ⽜枝⾁格付結果

畜産 ⽇本養豚協会 ⼦豚・種豚市場情報

畜産 中央畜産会 敷料データベース

資材 農薬⼯業会 農薬年度出荷実績

資材 全国農業機械商業協同組合連合会 中古農機情報

⾷品産業・流通 ⽇本スーパーマーケット協会 スーパーマーケット販売統計調査
マンスリーレポート

⾷品産業・流通 ⽇本百貨店協会 百貨店売上⾼

その他 ⽇本たばこ協会 紙巻きたばこ統計データ



②実施した棚卸作業の手順
掲載対象データ（統計以外の官公庁データ）

▍ 統計データ以外に地理データや衛星データも整理した。また、⾃治体データは、
主に各都道府県のオープンデータポータルサイトから、農業関係情報を収集し
た。その他、ヒアリング等の意⾒を踏まえて補助⾦情報等を追加した。

– 衛星データ
• Tellus（経済産業省）
• 気象・海象データ（⽂部科学省・気象庁等） 等

– 地理データ
• 国⼟交通データプラットフォーム（国⼟交通省）
• G空間情報センター 等

– ⾃治体データ※

• 各都道府県のオープンデータポータルサイト 等

– 補助⾦情報・融資情報データ
• 農林⽔産省ホームページ 等

26
※特定の⾃治体のみが保有するものではなく、複数の⾃治体が共通して公開しているデータを想定



№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 地域別集計 公表場所 e-stat掲載 URL データ形式 備考

1 農林⽔産省
統計部

⻘果物卸売市場調査
⽇別調査

全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘
果物の⽇別の卸売数量及び卸売価額を調
査し、価格形成の実態等を明らかにするも
の。

⽇ 流通 主要な都市別 農林⽔産省HP 無

https://www.seisen.maff.go
.jp/seisen/bs04b040md001/

BS04B040UC020SC998-
Evt001.do

PDF
csv

HTML

2 農林⽔産省
統計部 ⻘果物市況情報 全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘

果物の市況情報を明らかにするもの。 ⽇ 流通 市場 農林⽔産省HP 無

https://www.seisen.maff.go
.jp/seisen/bs04b040md001/

BS04B040UC010SC999-
Evt001.do

PDF
csv

HTML

3 農林⽔産省
統計部 ⽣鮮野菜価格動向調査

⼩売段階における⽣鮮野菜の販売区分
（国産有機栽培品、国産特別栽培品及
び輸⼊品をいう。）別の価格動向及び国産
標準品との価格の差異を把握するもの。

四半期 流通 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/t
okei/kouhyou/seisen_kakak

u/

PDF
excel

4 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（果樹）

結果樹⾯積、出荷量及び⾃家⽤、無償の
贈与の量等、果樹の⽣産・出荷に関する実
態を明らかにするもの。

年 ⽣産 都道府県
市町村 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/t
okei/kouhyou/sakumotu/sa
kkyou_kazyu/gaiyou/index.

html#1

PDF
excel
HTML

5
農林⽔産省

⽣産局農産部
園芸作物課

特産果樹⽣産動態等調査
果樹の品種・品⽬別の栽培⾯積、収穫
量、出荷量（うち加⼯向け）、主要産地
名を明らかにするもの。

年 ⽣産 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/t
okei/kouhyou/tokusan_kazy

u/

PDF
excel

6 農林⽔産省
経営局保険課 果樹共済統計表

農業災害補償法による果樹共済事業の年
産（度）ごとの事業実績について取りまとめ
たもの。

年 ⽣産 全国
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/t
okei/kouhyou/kazyu_kyosai

/

PDF
excel

農業災害補償法による
果樹共済事業の年産
（度）ごとの事業実績
について取りまとめたもの

7 林野庁 林業産出額 林業産出額は、林業⽣産の実態を⾦額で
評価することにより明らかにするもの。 年 ⽣産 全国

都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/t
okei/kouhyou/ringyou_sans
yutu/gaiyou/index.html#2

PDF
excel

きのこのデータあり
諸統計等を⽤いて推計

③データカタログの概要
データカタログの整理の考え方

▍ 検討会での以下の意⾒を踏まえてカタログを整理した。
– 統計等のデータの内容を説明する項⽬を追加したほうが良い。
– 簡易な⽂⾔を⽤いたほうが良い。
– 栽培品⽬ごとに必要なデータが異なるので、カタログを品⽬ごとに整理し
たほうが良い。
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⻘果物等のカタログ



③データカタログの概要
掲載項目

▍ カタログに掲載する項⽬として以下のものを設定した。
– データの内容

• 各データの概要を記載
– 更新頻度

• 毎⽇、毎⽉、毎年、5年に1度、不定期 等
– 流通段階

• ⽣産、中間流通、最終消費 等
– 対象品⽬

• 農産物、資材、⼟地 等
– 地域別集計

• 全国、農業地域※、都道府県、市町村 等
– e-stat掲載有無

• e-stat上でデータが公開されているかどうか
– URL

• データが公開されているページのURL
– データ形式

• 公開されているファイルのフォーマット

28
※北海道、東北、北陸、関東・東⼭、東海、
近畿、中国、四国、九州、沖縄の区分。



③データカタログの概要
データカタログ

▍ 棚卸した官公庁統計、関係団体の統計、統計以外の官公庁データを、
農産物共通、⻘果物、⽶等、畜産物の4品⽬ごとに整理した。
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• 貿易統計（財務省）
• 家計調査（総務省）
• ハザードマップ（国⼟地理院） 等

掲載データ抜粋

農産物共通

⻘果物
• ⻘果物卸売市場調査 ⽇別調査（農林⽔産省）
• 作物統計 作況調査（野菜・果樹）（農林⽔産省）
• 野菜⼩売価格動向調査（農畜産業振興機構） 等

• ⽶の相対取引価格・数量（農林⽔産省）
• 農業経営統計調査 農産物⽣産費統計（農林⽔産省）
• ヒストリカルデータ（⼤阪堂島商品取引所） 等

⽶等
(穀物・イモ等)

• 畜産物流通調査 ⾷⾁卸売市場調査（⽇別）（農林⽔産省）
• ⽜乳乳製品統計（農林⽔産省）
• ⾷⾁販売動向調査結果（農畜産業振興機構） 等

畜産物

主な掲載項⽬

• データの内容
• 更新頻度
• 流通段階
• 調査対象品⽬
• 地域別集計
• 公表時期
• データ項⽬
• データ形式 等





３．データに関するニーズの把握
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① 調査の手順

▍ 本事業では、ヒアリング→アンケート→追加調査という３段階で調査を
実施した。
– ヒアリングのような定性調査は、調査員が予期しない新しい情報の掘り出
しに優れている。そのため、まず初めにヒアリングを⾏い、どのような
ニーズがあるかを抽出した。

– アンケートのような定量調査は、事前に整理された調査項⽬について、多
くの対象者を調査することに優れている。そのため、最初のヒアリングで
ニーズを整理した後に、アンケートを⾏った。

– ヒアリングとアンケートを⾏った後、検討会での協議内容等を踏まえ、課
題解決のために必要なデータやその組み合わせは何かという視点でのニー
ズを把握するため、追加調査としてヒアリングを⾏った事業者への簡易ア
ンケートを⾏った。
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① ヒアリング ② アンケート ③ 追加調査
調査対象者のデータに
対するニーズを聞き取
り、どのようなニーズ
があるかを整理する。
※⼀部はアンケート後
に実施

ヒアリングで整理した
ニーズについて、どの
ニーズが多く求められ
ているか、定量的に把
握する。

ヒアリング対象企業に
対して、求めるデータ
について簡易アンケー
トを実施し、追加の情
報を収集。



② ヒアリング調査
ヒアリング調査の設計

▍ ヒアリングは、主に農業者や企業等を対象に⾏った。
– 農業者は、穀物、畜産物、野菜、果物を漏れなく対象とした。

• 先進的な農業法⼈だけでなく、⼀般的なJAの組合員もヒアリングした。
– 企業等では、農機メーカーやICTベンダーを複数ヒアリングしつつ、⾦融機関や
農業団体等も対象とした。

– その他、地⽅公共団体等にもヒアリングを実施した。
▍ ヒアリングでは、まずデータの利⽤状況を確認したのち、経営の課題や、
それを解消するために求めるデータを聴取。
– 最後にいくつかの政府統計のリストを提⽰し、有⽤と思うものを尋ねた。
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農業者への質問 企業等への質問
WAGRIに対する認知 WAGRIの利活⽤状況

社外データ、政府統計等の利活⽤状況 社外データ、政府統計等の利活⽤状況
統計を経営に利⽤した経験・事例 統計を利⽤したサービスの事例

⾃社の経営課題 顧客（⽣産者等）の経営課題
⾃社が求めている情報 顧客（⽣産者等）が求めている情報

（実装候補である統計の説明を受け）
⾃社の経営に利⽤できそうか

（実装候補である統計の説明を受け）
⾃社のサービスに利⽤できそうか



② ヒアリング調査
ヒアリング対象者

▍ 本事業において実装するデータの利⽤対象者として想定する、農業者、ICTベンダー
を中⼼に、その他のデータシステム利⽤者や⾏政機関等にも話を聞いた。

– 農業者 ６件
• ⽶作 １件（農業者A）
• 野菜（畑作） １件（農業者B）
• 野菜（施設） ２件（農業者C、D）
• 果樹 １件（農業者E）
• 養豚 １件（農業者F）

– 企業等 ９件（いずれもWAGRI協議会会員）
• 農機メーカー ２件（農機メーカーG、H）
• ICTベンダー ３件（ICTベンダーI、J、K）
• 農業団体 ３件（農業団体L、M、N）
• ⾦融機関 １件（⾦融機関O）

– その他、地⽅公共団体等 ３件
• 市町村農業委員会 １件（市町村P）
• 都道府県 １件（都道府県Q）
• ⼤学 １件（⼤学R）
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② ヒアリング調査
ヒアリング調査の設計 提示した統計リスト

35

No. 分類 概要 主な内容 活⽤例
地域別データがある

地域区分
更新頻度 更新時期

1 ⽣産 作付⾯積や収穫量等の⽣産状況に関する調査
穀物・⻘果・花きについて、主要な品⽬別に作付
⾯積（結果樹⾯積）、収穫量、出荷量等を調査し
たもの。

品⽬ごとに⽣産状況の把握やト
レンドの分析ができる。

都道府県
市町村

年
速報は調査
の3か⽉後

2 ⽣産 農業経営に関わる全般的な調査
穀物・⻘果・畜産・花きのそれぞれで農業⼈⼝、
農地、雇⽤・労働、販売⾦額等について調査。5
年に⼀度は、すべての農業経営体に調査する。

⽣産の基本情報を把握するとと
もに、標準的な⾯積や雇⽤状況
を把握し、⾃社と⽐較できる。

地区、都道府県 年
１〜２⽉に
調査、６⽉
に公表

3 ⽣産 資材の価格に関する調査
農業経営において使⽤割合が⾼いもの等162品⽬
について、⼩売店で販売される平常の価格を調査
したもの。

⽣産計画を検討したり、実際に
資材を購⼊したりする際の⽬安
となる。

全国のみ ⽉
調査⽉の翌
⽉末

4 ⽣産 ⽣産費に関する調査
穀物や畜産物について、費⽬別の費⽤、作業別労
働時間、資材や飼料の費⽤等について調査したも
の。

標準的な⽣産費⽤を把握し、⾃
社と⽐較できる。

地区、都道府県 年
調査翌年の
6⽉以降順
次公表

5 流通 卸売市場における取引情報
主要な⻘果100品⽬弱に関する、市場別の⽇ごと
の卸売数量と価格。豚や成⽜に関する市場別のと
畜頭数と枝⾁キロ単価。

出荷する都市の判断や、相場の
トレンド分析に使⽤できる。

主要な都市の市場ご
と

⽇
年

当⽇または
翌⽇

6 流通 物価に関する調査
⽣産者からの販売価格、企業間の取引価格、⼩売
店頭での販売価格などについて、品⽬別に調査し
た指数。

価格の状況把握やトレンド分析
に使⽤できる。

⼩売価格のみ地⽅・
都市圏・都道府県庁
所在市別に公表

⽉
調査⽉の翌
⽉

7 流通 貿易に関する調査
貿易事業者から税関に提出された資料をもとに、
輸⼊及び輸出について、品⽬別に価格と数量を集
計したもの。

輸出先について、相⼿国別に規
模間を把握できる。品⽬別の輸
⼊の状況を分析できる。

全国のみ ⽉
調査⽉の
翌々⽉上旬

8 消費 世帯ごとの消費状況に関する調査
⼀世帯当たりの購⼊量や購⼊⾦額を集計したも
の。⽣鮮野菜といった分類だけでなく、キャベツ
のような品⽬でも集計。

地域や品⽬ごとに、消費の実態
やトレンドを分析できる。

都市階級（規模）・
地⽅・都道府県庁所
在市

⽉、四半
期、年

調査⽉の
翌々⽉上旬

9 消費 消費者の⾷に関する調査
例えば消費者へのアンケートで、健康志向・簡便
化志向といった志向や、国産品であることを気に
するかといった点を調査したもの。

消費者の志向を把握し、マーケ
ティング活動を⾏うために消費
者の志向等を把握できる。

全国のみ 年2回
調査⽉の
翌々⽉

10 全般 景況感に関する調査
農業関係者と⾷品産業の事業者に、景況感や資⾦
繰り等の⾒通しなどについて調査して、指標化し
たもの。

消費の状況などについて、近い
将来の⾒通しが⽴てられる。

全国のみ
⽉または
年2回

調査⽉の
翌々⽉



② ヒアリング調査
主な調査結果
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地域単位の積算温度がわかるとよい。最終的には、エリアごとのコメの
味・成分と当該エリアの環境（気象や⼟壌）との相関関係を把握した
い。

農業者A

「今」よりも「予測」が必要であり、当該情報には、お⾦は⽀払う。少しで
も先の情報が欲しい。市場相場の予測はニーズはあると思う。
データの有益な活⽤点は、他の農家と⽐較すること。深いレベルで⽐較
し、⾃⾝の課題に気づけた農家は成⻑する。農業者C

将来予測がわからないと意味がない。プロの農家は、病害⾍診断はでき
る。知りたいのは将来発⽣するか否かである。また市況も予測ができれば、
収穫をコントロールできる。

農業団体L

データ分析の⽬的は、⽐較による評価と、予測による制御。
例えば、⾃社の実績と平均を⽐較して⾃社を評価する。

何らかの予測をすることで、作業を⾒直したり、⾃動で制御したりする。



② ヒアリング調査
主な調査結果
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農⽔省の統計情報は、農⽔省のHPでオープンにされダウンロードできる
ので⾃社システム経由で農家さんに提供する必要はない。ただし、市況
データなどのリアルタイムなデータであれば有⽤。

農機メーカーG

市況情報を既に得ているが、WAGRIから取れると良い。現在はWEBス
クレイピングで取得しているが形式が変更する可能性があるため、APIと
してデータが整形されている⽅が望ましい。

ICTベンダーI

消費動向や相場は⾒ている。当該情報は鮮度が良いほど良い。マンス
リーレポートもデータは確実だが、もう少しスピード感があると良い。価格
情報についてはリアルタイムでないと利⽤は難しい。１ヶ⽉後では遅い。

農業者A

提⽰した統計の中では、市況情報を求める声が多い。
その背景として、データの調査・更新頻度や、調査から結果公表までの

期間の短さなど、情報のリアルタイム性が重視されている



② ヒアリング調査
主な調査結果
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筆ポリゴンが⾃由にダウンロードでき、農地ナビのデータがダウンロードでき
る状態が欲しい。⽣産規模が⼤規模になると200-300の筆数になり管
理が⼤変になる。

農業者B

農地データも必要だが、どのメッシュまで対応できるかにも依存する。圃場
単位まで⾒られるレベルが良く、耕作者と⾯積、品⽬、遊休農地か否か
といった農地のマッチングに繋がるとよい。

農業者C

⾃社園地の地図データがあるといい。⾶び地で農地を所有している場合、
切⼦や新⼈が、道畑がわからない等の問題が⽣じるので、その対処の⼿
間をなくしたい。⾃社でデータ作るのは難しいので、作ってくれるとうれしい。

農業者E

全体的に、WAGRIに実装するオープンデータとして、
既に農林⽔産省HP等で簡単に取得できるデータと⽐べて、
地理・空間情報については⾒てみたいという声が挙がった。



② ヒアリング調査
主な調査結果
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品⽬ごとにどのくらいの栽培時間が必要なのかが都道府県ごとに情報が
異なるため、都道府県ごとの作業別労働時間に興味がある。

農業者D

国の統計では⾯積等の経営規模の粒度が粗く、規模の違いが⾒えづら
い。100haの農家ともっと⼩さい農家では単純な⽐較はできない。

農機メーカーG

農林業センサス等は年に1回使うかどうかなので、WAGRIに⼊れる必要
性はあまり感じない。他⽅、⽇々更新されるデータならWAGRIに⼊れる
意味があるのでは。

農機メーカーH

実装するデータの選定基準として、リアルタイム性のほか、
地理的な区分の細かさや、品⽬分類の適切さなどが挙げられた



② ヒアリング調査
主な調査結果
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求⼈・求職者の情報も欲しい。
農地の需給ニーズが⾒える化できると良い。
物流⾯では出荷情報がオープンになれば共同物流で効率化できる可能
性はある。農業者B

病害⾍についてはネットの情報が古いので、タイムリーな情報があればほ
しい。

農業者F

国や⾃治体の情報をサービスに取り込みたい。例えば各都道府県が公
表している病害⾍の発⽣予察データ。これは⾃社のみで全国の情報を
拾うことは難しい。また、各都道府県の補助⾦情報も農家に届けたいと
考えている。ICTベンダーK

病害⾍の発⽣状況や、売りに出ている⼟地の情報、
補助⾦の情報、求職者の情報、物流網の情報など

集計データではなく、個別的な情報を求める声が挙がった



② ヒアリング調査
その他の調査結果
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農業部署全般的に、統計情報を利⽤した事務的な資料作成の効率
化が課題なので、データが⾃動的に取得等されると役に⽴つ。

都道府県Q

議会で聞かれることもあるので、担い⼿の分布などの統計データが分かる
とよい。

市町村P

政府統計のうち、農家規模別の情報は、⾃社戦略を考える際に利⽤し
ている。

ICTベンダーJ

⾏政機関や農業関係事業者から、事務的な⽤途で官公庁統計を利⽤しており、
統計データの収集が負担となる場合があるという声が挙がった。



② ヒアリング調査
ヒアリングのまとめ

▍ ヒアリングの結果、予測による制御や経営状況の評価のために、市況
情報や地理・空間情報が有⽤であることが明らかになった。

42

データ分析の⽬的

分析に
有⽤なデータ

求められる
データ特性

• 農業者がデータを⽤いて経営改善をするにあたり、⽐較
による評価と、予測による制御が⽬的となる。

• ⾃社と平均を⽐較して⾃社を評価したり、市場間で⽐較
して出荷先を評価したりする。

• データを組み合わせて予測モデルを作り、アウトプット
を改善するための制御を⾏う。

• 求められるデータとして、⻘果等の市況情報と、地理・
空間情報が複数挙げられた。

• 市況情報は、出荷先を評価したり、相場のトレンドから
収穫時期を調整したりする際に利⽤できる。

• 地理・空間情報は、農地の質を評価したり、栽培⽅法を
制御したりするために利⽤できる。

• データが⽬的を満たすために、情報のリアルタイム性や、
地理的な区分の細かさや品⽬分類の適切さが重要。

• リアルタイム性のあるデータであれば、こまめな評価や
精緻な予測が可能になる。

• 区分・分類が細かく適切であることも、⾃社と平均の⽐
較や、予測を精度良く⾏うために重要となる。



③ アンケート調査
アンケート調査の概要

▍ 事業者のニーズを定量的に把握するために、アンケート調査を⾏った。
▍ アンケート調査の対象にはWAGRI利⽤会員・協議会会員を含めるとと
もに、農業者に対しても広く調査した。
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調査⼿法 • WEBアンケート調査
• メールで調査ページのアドレスを配信

概要・⽬的 • 農林⽔産省が保有・収集する統計等のオープンデータや各種データベース等を農業データ連
携基盤に実装するにあたり、実装するデータに関するニーズを定量的に把握する。

配布対象者
• WAGRI 利⽤会員、WAGRI 協議会会

員等（ICTベンダー、農機メーカ－、団体
等）。

調査時期 • 令和２年８⽉〜９⽉初旬にかけて調査を実施。

• ⼤⼿調査会社が保有する企業名簿から、
従業員５名以上の農業者を抽出。

• データ利⽤に前向きと思われる農業者を補
充するため、農林⽔産省アプリの利⽤者にも
案内。

企業等農業者

• WEBアンケート調査
• 郵送及びアプリの通知で調査の案内を送付

有効回答数 • 798件
※農業者以外の業種からの回答を無効回答とした

• 110件
※同⼀企業からの重複回答を無効回答とした



③ アンケート調査
統計の評価 調査の観点

▍ 本調査では、３種類の観点から質問を設けた。
① 統計の評価︓具体的な統計を⽰して、消費者の評価を尋ねた
② 経営課題︓データの潜在的なニーズを考察するため、農業者の課題を調査
③ データの特性︓どのような特徴のデータが課題解決に有⽤かを尋ねた

44

統計の評価

経営課題 データの特性

• 単収の増加
• 資材費の低減
• 作業の効率化
• 販売単価の引き上げ
• 販売単価の安定
• 消費者ニーズへの対応 など

• 調査・更新頻度の多さ
• 調査から結果公表までの

期間の短さ
• 品⽬・品種分類の細かさ
• ⻑期間のデータがあること
• 地域区分の細かさ など

• 個別の統計に関する
概要



③ アンケート調査
回収状況

▍ 回答した農業者には⽐較的若⼿が多いこと、⼤規模⽣産者が多いこと、
組織経営が多いことに注意が必要。
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品⽬ 回答数 構成⽐ 経営者の属性 回答数 構成⽐ ⽣産地域 回答数 構成⽐
稲作 131 16.4% ⼥性30歳未満 1 0.1% 北海道 95 11.9%
畑作（⻨、⼤⾖、そばなど） 21 2.6% ⼥性30代 7 0.9% 東北 105 13.2%
露地野菜 94 11.8% ⼥性40代 5 0.6% 関東 131 16.4%
施設野菜 119 14.9% ⼥性50代 4 0.5% 北陸 61 7.6%
果樹 37 4.6% ⼥性60代 5 0.6% 中部 108 13.5%
花き 56 7.0% ⼥性70歳以上 6 0.8% 近畿 37 4.6%
酪農 50 6.3% 男性30歳未満 5 0.6% 中国 64 8.0%
繁殖⽜ 7 0.9% 男性30代 70 8.8% 四国 44 5.5%
肥育⽜ 45 5.6% 男性40代 189 23.7% 九州・沖縄 153 19.2%
養豚 80 10.0% 男性50代 182 22.8%
採卵養鶏 59 7.4% 男性60代 231 28.9%
ブロイラー養鶏 16 2.0% 男性70歳以上 93 11.7%
きのこ 27 3.4%
育苗 16 2.0%
その他 40 5.0%

販売⾦額 回答数 構成⽐ 組織形態 回答数 構成⽐ 主な出荷先 回答数 構成⽐
500万円未満 25 3.1% 組織経営（農業法⼈等） 711 89.1% 農協への出荷 250 31.3%
500万円以上1000万円未満 27 3.4% 家族経営（専業） 75 9.4% 農協以外の集出荷団体への出荷 153 19.2%
1000万円以上2000万円未満 40 5.0% 家族経営（兼業） 10 1.3% 卸売市場へ直接出荷 94 11.8%
2000万円以上3000万円未満 30 3.8% 集落営農 2 0.3% 実需者（⼩売・外⾷等）への直接販売 207 25.9%
3000万円以上5000万円未満 63 7.9% 消費者への直接販売 77 9.6%
5000万円以上1億円未満 134 16.8% その他 17 2.1%
1億円以上 479 60.0%

農業者
回答数
798件

企業等
回答数
110件

業種 回答数 構成⽐ ⽀援先 回答数 構成⽐
ICTベンダー 51 46.4% ⽔稲・⻨・⼤⾖・そば 30 27.3%
団体 15 13.6% 施設野菜 18 16.4%
機械・設備 12 10.9% 露地野菜 13 11.8%
コンサル・研究所 8 7.3% 果樹 6 5.5%
肥料・農薬・資材メーカー 9 8.2% 畜産 9 8.2%
⾷品流通・加⼯ 6 5.5% その他 12 10.9%
その他 9 8.2% 農業者への⽀援は⾏っていない 22 20.0%



③ アンケート調査
経営課題ごとの重要さ（農業者）

▍ 経営課題について、課題ごとの重要さを７段階の選択肢で尋ねた。
– 下図は、７段階での評価の平均得点ごとに、課題を並べたもの。

▍ 作業の効率化など⽣産効率に関する課題や、販売単価の向上など販売に関する
課題、安全・安⼼への取り組みなど消費者対応の課題が重要であるとされた。
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⾮常に重要＝+3点、どちらでもない=0点、まったく重要でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値

⽣産効率や販売単価、
消費者対応等の課題

n=798



③ アンケート調査
経営課題ごとの重要さ（農業者の生産品目別）

▍ 農業者の⽣産品⽬別に⾒ると、いずれの品⽬でも、⽣産効率や販売単価に関す
る課題意識が⼤きい。

▍ 全体では農地集約や⼟壌改善、農薬・肥料選定等の課題が弱い（前⾴参照）が、
⽣産品⽬ごとの重要さの差が⼤きく、稲作・畑作、露地野菜では課題となって
いる。

47※数値が⾼いセルを緑、低いセルを⾚で⾊付けした。
※業種の「その他」には、きのこや育苗等の⽣産者が含まれる。

稲作・
畑作 露地野菜 施設野菜 果樹 花き 畜産 その他

回答者数 152 94 119 37 56 257 83
作業の効率化 2.50 2.44 2.48 2.41 2.39 2.42 2.36
販売単価の向上 2.38 2.30 2.57 2.11 2.57 2.38 2.18
販売単価の安定 2.36 2.40 2.37 2.03 2.50 2.34 2.23
労働⼒の確保 2.18 2.43 2.29 2.19 2.18 2.36 2.22
資材費の低減 2.23 2.29 2.29 2.03 2.30 2.20 2.10
安全・安⼼への取組 2.18 1.88 2.21 2.35 1.55 2.47 2.19
収量の増加 2.32 2.32 2.45 2.03 1.93 2.05 1.80
安定した販売先の確保 2.11 2.36 2.31 2.00 2.57 1.88 2.30
消費者ニーズへの対応 1.81 1.80 2.21 2.05 2.29 1.76 2.04
物流費の低減 1.58 2.05 2.08 1.78 2.21 1.69 1.89
病害⾍の予防 1.99 2.24 2.13 2.30 2.34 1.28 1.55
環境問題（汚染や気候変動等）への対応 1.85 1.78 1.50 1.70 1.38 2.06 1.37
最新の農業政策を知ること 1.95 1.81 1.62 1.73 1.86 1.79 1.23
販売先の開拓 1.73 1.95 1.92 1.73 2.07 1.26 1.87
年間を通じた作業量の平準化 1.59 1.96 1.87 1.78 2.00 1.42 1.69
物流⼿段の確保 1.26 1.85 1.86 1.76 2.05 1.22 1.60
⼟壌の改善 1.86 2.10 0.79 1.68 1.38 - 0.80
農薬の選定 1.66 1.44 1.08 1.22 1.71 - 0.89
肥料の選定 1.81 1.53 1.00 1.49 1.23 - 0.73
農地の集約（連担化、⼤区画化） 1.98 1.80 0.75 0.65 0.70 - 0.46
農地を増やすこと（⼤規模化） 1.06 0.99 0.55 0.35 -0.05 - 0.32

経営課題ごとの重要さ（⽣産品⽬別）



③ アンケート調査
支援先の経営課題（企業等）

▍ 企業等には、⽀援（商品やサービスの販売、公共サービスの提供）をしている
農業者の経営課題について尋ねた。

▍ 全体的に農業者に尋ねた場合と同様の回答であり、⽣産効率や販売、消費者対
応の課題が重要であるとされた。
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⾮常に重要＝+3点、どちらでもない=0点、まったく重要でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値
農業者向けに商品・サービスを提供していない事業者は回答していない

n=88



③ アンケート調査
データの特性ごとの重要さ

▍ データの特性を列挙して、それぞれデータ活⽤において重要か尋ねた。
– 下図は、データの特性ごとに７段階での評価の平均得点を⽰したもの。

▍ データへの慣れ⽅が異なるためか、農業者と企業等で異なる回答。
▍ 農業者・企業等ともに予報に関するデータを⾼く評価。
▍ 農地に紐づいたデータは農業者は重要と認識していないが、企業等は重要と認
識。
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⾮常に重要＝+3点、どちらでもない=0点、まったく重要でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値



③ アンケート調査
データの特性ごとの重要さ（農業者の生産品目別）

▍ 農業者の⽣産品⽬別に⾒ると、全ての⽣産品⽬で、最も重視されたのは「将来
の予報があるデータ」であった。

▍ 野菜・果樹農家は、他の農家よりも分類の細かさを重視。
▍ 農地に紐づいたデータと、地域区分が細かいデータの重要さの評価は、⽣産品
⽬により⼤きく異なり、稲作・畑作及び露地野菜農家が重視。
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稲作・
畑作 露地野菜 施設野菜 果樹 花き 畜産 その他

　回答者数 152 94 119 37 56 257 83

  将来の予報があるデータ（需給動向、病害⾍発⽣予察等） 1.81 1.74 1.65 1.78 1.68 1.26 0.84

  ⻑期間にわたるデータ（5年以上のデータがある等） 1.44 1.56 1.28 1.43 1.14 1.25 0.75

  速報性があるデータ（調査の翌週に公開、翌⽇に公開等） 1.45 1.54 1.18 1.27 0.80 1.16 0.34

  農産物の分類が細かいデータ（品⽬や品種ごとのデータがある等） 1.23 1.69 1.52 1.49 1.02 0.84 0.39

  更新頻度が⾼いデータ（毎⽉更新、毎⽇更新等） 1.24 1.49 1.08 1.11 0.86 1.03 0.25

  地域の区分が細かいデータ（市町村別のデータがある等） 1.44 1.45 0.93 1.38 0.77 0.84 0.22

  農地に紐付いたデータ（農地情報や農地ごとの⼟壌・気象情報等） 1.63 1.63 1.13 1.54 0.96 0.49 0.20

データの特性ごとの重要さ（⽣産品⽬別）

※数値が⾼いセルを緑、低いセルを⾚で⾊付けした。
※業種の「その他」には、きのこや育苗等の⽣産者が含まれる。



③ アンケート調査
統計ごとの有用さの評価
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⾮常に有⽤＝+3点、どちらでもない=0点、まったく有⽤でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値
(※)が付いた項⽬は、特定の品⽬を⽣産・⽀援している者のみに尋ねており、回答者数が異なる

▍ 個別の統計について、⾏政から提供されたときに有⽤と考えられるかどうかを
尋ねた。

– 下図は、データの特性ごとに７段階での評価の平均得点を⽰したもの。
▍ 農業者の場合はヒアリングと同様に、卸売市場のデータの評価が⾼かった。
▍ ⼀⽅で、企業等からは作物統計等の政府統計や衛星解析データも評価された。



③ アンケート調査
統計ごとの有用さの評価（農業者の生産品目別）

▍ 農業者の⽣産品⽬別に⾒ると、卸売市場のデータは、野菜農家と畜産農家で評
価が⾼い。

▍ 企業等が⾼く評価した作付⾯積等の統計や、⽣育状況等の衛星データは、農業
者においても稲作・畑作及び露地野菜農家が⾼く評価。

▍ 衛星解析データや⽤排⽔のデータなどは、業種によっての評価の差が⼤きい。
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稲作・
畑作 露地野菜 施設野菜 果樹 花き 畜産 その他

　回答者数 152 94 119 37 56 257 83

  毎⽇の卸売市場ごとの取引量と価格の情報 - 1.53 1.50 0.86 1.02 1.79 -

  ⽉に⼀回、⽶の相対取引価格や、在庫の状況、販売の状況などを整理した情報 1.29 - - - - - -

  年に⼀回、⽣産費、労働時間等について調査した統計 1.07 1.33 1.07 0.95 0.95 0.90 0.41

  年に⼀回、経営規模、販売⾦額、雇⽤者数等について調査した統計 1.02 1.18 1.09 0.68 0.80 0.98 0.46

  ⽉に⼀回、主要な農業資材の⼩売価格を調査して算出した物価指数 0.97 1.06 0.96 0.65 0.98 0.58 0.22

  年に⼀回、地域ごと、品⽬ごとの作付⾯積や出荷量について調査した統計 1.21 1.53 1.08 0.51 0.48 0.25 0.07

  ⽉に⼀回、世帯当たりの農産品等の購⼊量や購⼊⾦額を品⽬ごとに調査した情報 0.69 1.06 0.93 0.62 0.84 0.53 0.22

  農地ごとの作物の⽣育状況等が分かる衛星解析データ 1.54 1.45 0.58 0.54 -0.09 -0.18 -0.30

  ⽉に⼀回、税関の資料をもとに、輸⼊及び輸出について、品⽬別に価格と数量を集計した情報 0.23 0.64 0.13 -0.05 0.46 0.60 -0.20

  農地の⽤排⽔・農道等の基盤整備状況の情報 0.97 0.82 0.02 0.11 0.04 -0.14 -0.64

  ⽤排⽔路、貯⽔池などの基幹的農業⽔利施設の建設年度、施設規模等の情報 0.71 0.43 -0.08 -0.24 0.00 -0.33 -0.94

※数値が⾼いセルを緑、低いセルを⾚で⾊付けした。
※業種の「その他」には、きのこや育苗等の⽣産者が含まれる。

統計ごとの有⽤さの評価（⽣産品⽬別）



④ データの組合せの検討と、事業者への追加調査
調査概要

▍ 農家の経営課題としてアンケートで回答の多かったものとそれらの課題を解消する
ために必要だと想定される情報についてリスト化した上で（次ページ参照）、リス
トの中でも特に重要な情報やリストに掲載されているもの以外で有⽤なデータの組
合せ等について、本事業で⼀度ヒアリングを⾏った事業者に尋ねたところ、９件の
回答を得た。

– 農業者 ４件
• ⽶作 １件（農業者a）
• 野菜（畑作） １件（農業者b）
• 果樹 １件（農業者c）
• 養豚・野菜（畑作） １件（農業者d）

– 企業等 ５件（いずれもWAGRI協議会会員）
• 農機メーカー １件（農機メーカーe）
• ICTベンダー ２件（ICTベンダーf、g）
• 農業団体 １件（農業団体h）
• ⾦融機関 １件（⾦融機関i）

– なお、アンケートの際に提⽰したリストには、オープンデータと独⾃データ（実装の対象
外）の両⽅を記載した。これは、現場においては、課題解消に当たってWAGRIから取得し
たオープンデータと、農家やICTベンダー等が保有する独⾃データを組み合わせて使⽤する
ことを想定しているためである。
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④ データの組合せの検討と、事業者への追加調査
アンケート調査の設計 回答者に提示したデータリスト

54

経営課題（⼤分類） 経営課題（⼩分類） 課題解決に必要と思われる情報 データの例
作業の効率化 農地確保 農地売買・賃貸借情報 全国農地ナビ
作業の効率化 農地確保 当該地域の収量 作物統計作況調査
作業の効率化 農地確保 農地の⼟壌情報 ⽇本⼟壌インベントリー（農研機構）
作業の効率化 農地確保 農地の地形情報 衛星データ
作業の効率化 農地確保 降⽔量・気候等の情報 気象庁の年間・時期別データ
作業の効率化 農地確保 ⽔利施設等周辺情報 農業基盤情報基礎調査
作業の効率化 農地確保 農地の被災リスク ハザードマップ
作業の効率化 ⼈材確保 当該地域の労働市場情報
作業の効率化 ⼈材確保 全国的な雇⽤情勢 農作業料⾦・農業労賃に関する調査
作業の効率化 効率的な状態との⽐較 他の⽣産者の情報 ⽣産費調査（⽣産費・労働時間）
作業の効率化 効率的な状態との⽐較 作業ごとの作業時間 農業者・農機メーカー・ICTベンダーの独⾃データ
作業の効率化 機械購⼊ 機械のスペック等 地域の関係団体作成の資材カタログ
作業の効率化 機械購⼊ 公的制度（補助⾦等）に関する情報 逆引き辞典補助⾦情報（農林⽔産省）
作業の効率化 機械購⼊ 融資に関する情報 JAの貸付情報
売上増加 栽培品種・品⽬⾒直し 奨励品種 都道府県奨励品種
売上増加 栽培品種・品⽬⾒直し 格付け情報 ⽶の⾷味ランキング等
売上増加 栽培品種・品⽬⾒直し 時期別品⽬別価格・数量 各種市況情報・卸売市場情報
売上増加 栽培⽅法の適切化 栽培⽅法情報 JA・都道府県の品⽬別栽培マニュアル
売上増加 栽培⽅法の適切化 農薬情報 農薬登録情報（FAMIC）
売上増加 栽培⽅法の適切化 病害⾍情報 都道府県病害⾍発⽣予察情報
売上増加 栽培⽅法の適切化 農地の⼟壌情報 ⽇本⼟壌インベントリー（農研機構）
売上増加 栽培⽅法の適切化 ⽇々の気象情報 ハレックスの気象情報
売上増加 ⼟壌改良 肥料情報 肥料登録銘柄検索システム（alic）
売上増加 ⼟壌改良 ⼟壌改良材情報 ⼟壌改良資材の⽣産量及び輸⼊量調査
売上増加 販売チャネル・時期⾒直し 輸出品の状況 貿易統計・農林⽔産物輸出⼊統計
売上増加 販売チャネル・時期⾒直し 時期別品⽬別価格・数量 各種市況情報
売上増加 ニーズの把握 ⼈⼝統計に関する情報 ⼈⼝推計（国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所）
売上増加 ニーズの把握 消費者の嗜好に関する情報 家計調査
コスト削減 コストの把握 資材価格の相場情報 農業⽣産資材価格調査
コスト削減 コストの把握 ⼈件費相場・労働市場情報 農作業料⾦・農業労賃に関する調査
コスト削減 コストの把握 資源関係先物価格 原油先物取引データ
コスト削減 コストの把握 輸送費・物流費の相場情報 物流コスト調査（⽇本ロジスティクス　システム協会）
コスト削減 効率的な状態との⽐較 他の⽣産者の情報 農業者・農機メーカー・ICTベンダーの独⾃データ・⽣産費調査（⽣産費・労働時間）
コスト削減 効率的な状態との⽐較 営農指導の際の基準 JAの営農指導マニュアル



④ データの組合せの検討と、事業者への追加調査
主な調査結果（特に重要な情報）
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• 農地の⼟壌情報（農業者a・農業者d・農機メーカーe）
• 病害⾍の情報（農業者d・農機メーカーe・⾦融機関i）
• 農地の被災リスク（⾦融機関i）

アンケート回答

農地・栽培に
関する情報

市場取引に
関する情報 • 時期別品⽬別価格・数量（農業者b・農業者d・⾦融機関i）

• 公的制度（補助⾦等）に関する情報（ ICTベンダーg・⾦融機関i）
• 融資に関する情報（農業者a・ ICTベンダーg ）

資⾦調達に
関する情報

▍ 農地や栽培に関する情報が重要であるという意⾒が⽬⽴った。次ページの
データの組合せに関する意⾒を⾒ても、農地に関する情報を中⼼に、周辺
情報と組み合わせて⽤いることが想定されているものと思われる。
– また、これまでの調査の中でニーズが⾼い結果となっていた市場取引に関する
情報のほか、補助⾦情報や融資情報のような資⾦調達に関する情報や⼈件費の
相場のようなコスト管理に関する情報が重要であるという意⾒もあった。

• ⼈件費相場（農業者c）
コスト管理に
関する情報



④ データの組合せの検討と、事業者への追加調査
主な調査結果（データの組合せ）
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▍ データの組合せについては、農業者cから、農地被災リスクと農地の⼟壌情報、
⽇々の気象情報が組み合わされば、新規参⼊農地の検索の際に参考となるとい
う意⾒があった。

▍ また、農業者dから、⽣産地ごとの気象、⼟壌データと、市場⾒込（トレンドなど
⾼価値が⾒込まれる）を組み合わせた収益性の⾼い⽣産案などが考えられる
という意⾒もあった。

気象情報

⼟壌情報 被災リスク

新規参⼊の際の農地の検索 収益性の⾼い⽣産案

気象情報

⼟壌情報 市場⾒込



⑤ 調査のまとめ

▍ 農業者の経営課題
– ⽣産効率や販売単価といった⽣産性に関わる課題や、消費者ニーズへの対応が
重要な問題となっており、この点に対応したデータ提供が必要。

– ⽣産品⽬によって農業者の課題は異なる。例えば、農地集約や⼟壌改善、農
薬・肥料選定等は、稲作・畑作、露地野菜では重要な課題となっている。

▍ 望ましいデータ特性
– ヒアリング、アンケートともに、予測につながるデータが求められた。
– ヒアリングでは、更新頻度が⾼く、リアルタイム性のあるデータが望ましいと
いう意⾒が度々あがった。

– アンケートでは、農地に紐づくデータや⻑期にわたるデータも⽀持された。
– 追加調査の意⾒から、組合せて使⽤できるデータは有⽤と考えられる。

▍ ニーズから考えられる実装候補
– 卸売市場のデータや⽶の相対取引価格は、経営課題の⾯でも、データ特性の⾯
でも実装候補と考えられる。

– 農地に紐づくデータは、複数を組み合わせて使⽤できると考えられており、ま
とめて実装することが望ましい。

– その他、作付⾯積や出荷量、⽣産費等に関する統計も、実装候補となる。
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４．データ実装リスト
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①データ実装リスト作成の考え方
データ実装リスト検討の流れ

60

▍ データ棚卸作業と、ヒアリング調査、アンケート調査、追加調査の３
段階の調査の結果を基に、検討会の意⾒を踏まえて、データ実装リス
トの作成を⾏った。

ヒアリング調査

アンケート調査

データの棚卸

データカタログ暫定版

データカタログ最終版
・品⽬別※１に整理

第２回検討会

データ実装リスト暫定版①
・最優先候補のみ選定

第１回検討会

データ実装リスト暫定版②
・全体を選定。課題別※２に整理

追加調査

データ実装リスト最終版

第３回検討会

データ実装リスト作成フロー

※１ 農産物共通、⻘果物、⽶等、畜産物の4つに分類した。
※２ 調査に基づき把握した課題を、作業効率化、売上増加、コスト削減の3種類にまとめた。



①データ実装リスト作成の考え方
実装データの選定方法について

▍ 検討会での協議を踏まえ、以下のように実装データの優先順位案の設
定基準を作成した。
◎︓最優先、○︓優先、△︓優先ではないが実装候補、×︓実装しない

▍ なお、追加調査で優先順位を⾼めるべきといえる情報があったものは、
⼀つ上の⽔準に格上げした。
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品⽬や更新頻度
等で問題点が無
いもの※１

品⽬や更新頻度
等で⼀つ問題点
があるもの※１

品⽬や更新頻度
等で複数問題点
があるもの※１

実装が困難なも
の※２

市況に関する⽇次
データ ◎ ○ △ 該当なし

ヒアリングやアン
ケートで⽀持された
市況以外のデータ

○ △ × ×
ヒアリングやアン
ケートで⽀持の弱
かったデータ

× × × ×

実装データの優先順位案の設定基準

※１︓品⽬や更新頻度の問題点とは、ヒアリングやアンケートで⽀持されたデータと類似の内容であるが品⽬が
マイナー（例えば⼭菜等）であったり、更新頻度が５年に⼀回のように低かったりすることを指す。

※２︓例えば⼟地改良事業団のデータは全国組織で集約しておらず、収集することが困難であった。



②実装データリスト
優先順位◎

▍ ヒアリングと農業者アンケートの両⽅で⾼評価であった卸売市場の
データ等を、最優先で実装するデータ候補としてリストアップした。

62

№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 地域別集計 データ形式

1 農林⽔産省
統計部

⻘果物卸売市場調査
⽇別調査

全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘果物（野菜︓50
品⽬、果実︓44品⽬・品種）の⽇別の卸売数量及び卸売
価額を調査し、価格形成の実態等を明らかにするもの。

⽇ 主要な都市 csv

2 農林⽔産省
統計部 ⻘果物市況情報 全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘果物（野菜81品

⽬、果実90品⽬）の市況情報を明らかにするもの。 ⽇ 卸売市場 csv

3
農林⽔産省

政策統括官農産
企画課

⽶の相対取引価格・数量 産地別・品種別の⽶の相対取引価格・数量を明らかにするも
の。 ⽉ 産地（都道府県） csv

4 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
⾷⾁卸売市場調査（⽇別）

豚、成⽜等の規格別枝⾁取引成⽴頭数、規格別枝⾁取
引総重量、規格別枝⾁取引総価額を把握するもの。 ⽇ 卸売市場 csv

5 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
と畜場統計調査（⽇別）

豚のと畜頭数、成⽜（和⽜、乳⽜、交雑⽜、その他の⽜）
のめす及び去勢のと畜頭数を把握するもの。 ⽇ 全国 csv



②実装データリスト
優先順位〇（作業効率化）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
農産物⽣産費統計 〇

⽶、⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、はだか⻨、⼤⾖、
原料⽤かんしょ、原料⽤ばれいしょ、てんさい、さとうき
び、なたね及びそばの⽣産費の実態を明らかにするも

の。

年 ⽣産 農産物
全国

農業地域
都道府県

有
PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

2 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
畜産物⽣産費統計 〇

畜産物の⽣産のために投⼊した費⽬別の費⽤、作業
別労働時間、飼料等の品⽬別数量と価額、主産物
及び副産物の数量と価額、農業就業者数、経営⼟
地⾯積、建物、⾃動⾞・農機具の所有台数等を明ら
かにするもの。

年 ⽣産 畜産物
全国

農業地域
北海道・都府県

有
PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

3 国⼟地理院 ハザードマップ 〇 洪⽔、⼟砂災害、津波、道路防災情報に関するハ
ザードマップを地図上に表⽰する。 ⽣産 地図タイルデータ 30mまで 無 XML

ヒアリングで農地の被災リスク
についてのニーズが⾼かったた
め。

4 全国農業会議所 ⽥畑売買価格等に関する調査 〇 耕作⽬的の売買価格と転⽤⽬的の売買価格を調査
したもの。 年 ⽣産 ⽔⽥、畑 都道府県 無 PDF ヒアリングで農地の売買情報

のニーズが⾼かったため。

5 農村振興局
整備部設計課

農業基盤情報基礎調査（農業⽣産基盤の整
備状況（農地）（ほ区ポリゴン）） 〇 農地の整備状況（区画、農道、⽤⽔、排⽔）につい

て把握するもの。 年 － 農地 都道府県 無 PDF
ヒアリングで農地の⽤排⽔施
設についてのニーズが⾼かっ
たため。

6
農林⽔産省
農村振興局

整備部設計課

農業基盤情報基礎調査（農業⽣産基盤の整
備状況（基幹的農業⽔利施設）） 〇

貯⽔池、頭⾸⼯、⽔⾨等、機場、⽔路における、基
本情報（施設名称、⽤排施設区分など）、建設年
度、建設費、施設規模、事業情報（当初及び更新
時の事業地区名など）を把握するもの。

年 －

基幹的農業⽔利
施設（施設受益
⾯積100ha以

上）

都道府県 無 PDF
ヒアリングで農地の⽤排⽔施
設についてのニーズが⾼かっ
たため。

7 農研機構 ⽇本⼟壌インベントリー 〇 ⼟壌図、⼟壌分類、⼟壌温度等を地図上に表⽰す
るもの。 ⽣産 無

アンケートやヒアリングで、⼟
壌についてのニーズが⾼かっ
たため。なお、⼟壌図は
WAGRIに実装済み。



②実装データリスト
優先順位〇（売上増加_青果物・米等）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（⽔陸稲、⻨類、⾖類、かんしょ、

飼料作物、⼯芸農作物）
〇

⽔稲、⻨類（⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、はだ
か⻨）、⼤⾖、そば、なたね、陸稲、かんしょ、飼
料作物、てんさい、さとうきび、茶の、作柄概況や
（予想）収穫量を把握するもの。

年 ⽣産 ⽶等
農業地域
都道府県
市町村

有
PDF
excel
HTML

アンケートで企業等から⾼評
価だったため。

2 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（野菜） 〇

作付⾯積、収穫量、出荷量及び⽤途別出荷量
等、野菜の⽣産・出荷に関する実態を明らかにす
るもの。

年 ⽣産 野菜 都道府県
市町村 有

PDF
excel
HTML

アンケートで企業等から⾼評
価だったため。

3 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（果樹） 〇

結果樹⾯積、出荷量及び⾃家⽤、無償の贈与
の量等、果樹の⽣産・出荷に関する実態を明らか
にするもの。

年 ⽣産 果樹 都道府県
市町村 有

PDF
excel
HTML

アンケートで企業等から⾼評
価だったため。

4 農林⽔産省
統計部

作物統計
⾯積調査 〇

⽔稲、⻨類（⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、はだ
か⻨）、⼤⾖、そば、なたね、陸稲、かんしょ、飼
料作物、てんさい、さとうきび、茶、果樹、野菜、花
きの耕地⾯積調査や作付⾯積を把握するもの。

年 ⽣産 農産物
農業地域
都道府県
市町村

有
PDF
excel
HTML

アンケートで企業等から⾼評
価だったため。

5
農林⽔産省

政策統括官農産企
画課

⽶の契約・販売状況、⺠間在庫の推移等 〇
産地別・品種別の⽶の契約・販売状況、⺠間在
庫の推移、⽶穀販売事業者における販売数量・
販売価格の動向、産地別事前契約数量を明ら
かにするもの。、

⽉ 流通 ⽶ 産地（都道府県） 無
PDF
csv

excel

ヒアリングとアンケートで⽶の
販売状況等に関する情報の
評価が⾼かったため。



②実装データリスト
優先順位〇（売上増加_畜産物）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 農林⽔産省
統計部 ⾷⿃市況情報 〇 ⾁⽤若鶏の部位別価格・数量を把握するもの。 ⽇ 流通 畜産物 東京都 無

PDF
csv

HTML

アンケートやヒアリングで⾼評
価だったため。ただし、品⽬
が限定的である。

2 農林⽔産省
統計部 鶏卵市況情報 〇 鶏卵の規格別価格・数量を把握するもの。 ⽇ 流通 畜産物 東京都 無

PDF
csv

HTML

アンケートやヒアリングで⾼評
価だったため。ただし、品⽬
が限定的である。

3 農林⽔産省
統計部 畜産統計調査 〇 畜産物の飼養頭数、経営タイプ及び飼料⽤作物の

作付実⾯積状況等を明らかにするもの。 年 ⽣産 畜産物 農業地域
都道府県 有

PDF
excel
HTML

作物統計等の基幹的な統
計のニーズが⾼いことから、本
統計にもニーズがあると推定
できるため。



②実装データリスト
優先順位〇（売上増加_農産物共通）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 総務省
統計局 家計調査 〇 国⺠⽣活における家計収⽀の実態を把握するもの。 ⽉

全国
都道府県
政令市

有
csv

excel
HTML

アンケートで消費者対に関
する課題が重要視されてい
るため。

2 財務省 貿易統計 〇 我が国の輸出⼊の状況を把握するもの。 ⽉ その他 その他 有 PDF
csv

アンケートで販売に関する課
題が重要視されているため。

3 農林⽔産省
統計部 ６次産業化総合調査 〇

 農産加⼯・農産物直売所・観光農園等、6次産
業化に関する各農家の取組状況について、販売価
格や販売数量、年間稼働⽇数等から把握するも
の。

年 ⽣産 農産物 農業地域
都道府県 有

PDF
excel
HTML

ヒアリングで他の農家の取組
を参考にしたいという意⾒が
あったため。



②実装データリスト
優先順位〇（コスト削減）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 農林⽔産省
統計部

農業物価統計調査
農業⽣産資材価格調査 〇

農家が購⼊する農業⽣産資材を販売する⼩売
店等で実際に販売される平常の価格（消費税
を含む。）を調査したもの。

⽉ ⽣産 資材等 全国 有
PDF
excel
HTML

資材価格についてのニーズが
⾼かったため。

2 農林⽔産省
統計部

農業物価統計調査
農産物⽣産者価格調査 〇

農家が⽣産した農産物の販売価格（消費税を
含む。）から出荷・販売に要した経費（消費税
を含む。）を控除した価格を調査したもの。

⽉ ⽣産 農産物 全国 有
PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

3 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
農産物⽣産費統計 〇

⽶、⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、はだか⻨、⼤
⾖、原料⽤かんしょ、原料⽤ばれいしょ、てんさ

い、さとうきび、なたね及びそばの⽣産費の実態を
明らかにするもの。

年 ⽣産 農産物
全国

農業地域
都道府県

有
PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

4 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
畜産物⽣産費統計 〇

畜産物の⽣産のために投⼊した費⽬別の費⽤、
作業別労働時間、飼料等の品⽬別数量と価
額、主産物及び副産物の数量と価額、農業就
業者数、経営⼟地⾯積、建物、⾃動⾞・農機
具の所有台数等を明らかにするもの。

年 ⽣産 畜産物
全国

農業地域
北海道・都府県

有
PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

5 農林⽔産省
統計部 農業構造動態調査 〇

経営体の概要、⼟地・世帯・農業労働⼒・農産
物の販売・農作業の受託に関する事項等、農業
⽣産構造、就業構造等に関する基本的事項を
把握するもの。

年 ⽣産 農産物 都道府県 有
PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

6 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
営農類型別経営統計（個別経営） 〇

農業⽣産物を販売することを⽬的とした農業経
営体（個別経営）の農業経営収⽀等の実態
を明らかにするもの。

年 ⽣産 農産物 全国
北海道・都府県・九州沖縄 有

PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

7 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
営農類型別経営統計（組織経営） 〇

農業⽣産物の販売を⽬的とした農業経営体
（組織経営）の経営収⽀等の実態等を明らか
にするもの。

年 ⽣産 農産物 全国
農業地域 有

PDF
excel
HTML

アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。

8 全国農業会議所 農作業料⾦・農業労賃に関する調査 〇
全国の市町村農業委員会を対象に農作業料
⾦・農業労賃と農村部の他産業賃⾦の調査を
⾏ったもの

年 ⽣産 農産物
 ⼤都市通勤地帯周辺

 中⼩都市通勤地帯周辺
 農⼭漁村地帯

無 PDF
アンケートで⽣産効率に関
する課題が重要視されてい
るため。



②実装データリスト
優先順位△（作業効率化）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 農林⽔産省 農林⽔産省逆引き辞典
補助⾦情報 △ 農林⽔産省が所管する⽣産者向け補助事業に関す

る情報提供。 ⽣産 無 HTML

ヒアリングで補助⾦に関する
ニーズが⾼かったため。
ただし、Webやアプリから対
象・⽬的・品⽬別に簡単に
⼊⼿可能。

2 農林⽔産省 農林⽔産省逆引き辞典
融資情報 △ ⽣産者向けの融資に関する情報。 ⽣産 無 HTML

ヒアリングで補助⾦に関する
ニーズが⾼かったため。
ただし、Webやアプリから対
象・⽬的・品⽬別に簡単に
⼊⼿可能。

3
⼀般社団法⼈社会
基盤情報流通推進

協議会
農地筆ポリゴン(世界測地系） △ 農林⽔産省が提供する市町村別農地筆ポリゴンに市

区町村コード、市区町村名を追加したデータ。 ⽣産 ⼟地 市町村 無 SHP

アンケートで⼟地に紐づいた
データの評価が⾼かったた
め。ただし、実装済みデータと
の差異が⼩さい。

4
⼀般社団法⼈社会
基盤情報流通推進

協議会
農地筆ポリゴン(世界測地系）_重⼼点データ △

農林⽔産省が提供する市町村別農地筆ポリゴンの重
⼼座標（世界測地系）をcsvに変換、属性情報とし
て市区町村コード、市区町村名を追加したデータ。

⽣産 ⼟地 市町村 無 csv

アンケートで⼟地に紐づいた
データの評価が⾼かったた
め。ただし、実装済みデータと
の差異が⼩さい。
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優先順位△ （売上増加_青果物・米等）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 ⼤阪堂島商品取引
所 ヒストリカルデータ △ ⽶等の先物取引に関する、取引価格や取引量

（出来⾼）をまとめたもの。 ⽇ 流通

⽶
⼩⾖
粗糖

とうもろこし

全国 無 CSV

アンケートで市場取引に関
する情報が⾼評価だったた
め。ただし、取引所の認可が
来年8⽉まで、更新されるか
未定。

2 農林⽔産省
統計部 特定作物統計調査 △

⾖類、こんにゃくいも、いの作付⾯積、収穫量、栽
培⾯積、収穫⾯積、⽣産農家数等を明らかにす
るもの。

年 ⽣産 ⾖類等
全国

農業地域
都道府県

有 excel
HTML

作物統計がアンケートで⾼
評価であるため。ただし、品
⽬が限定的であるため。

3 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（花き） △ 花きの作付⾯積と出荷量を把握するもの。 年 ⽣産 花き 都道府県

市町村 有
PDF
excel
HTML

作物統計がアンケートで⾼
評価であるため。ただし、品
⽬が限定的であるため。

4 農林⽔産省
⽣産局園芸作物課 地域特産野菜⽣産状況調査 △

多様な野菜の品⽬別・栽培⽅法（施設・露
地）別の作付⾯積、収穫量、出荷量、出荷量の
内訳（⽣⾷⽤・加⼯⽤）⽣産状況等を把握す
るもの。

２年 ⽣産 野菜 都道府県 有 PDF
excel

作物統計がアンケートで⾼
評価であるため。ただし、品
⽬が限定的であるため。

5
農林⽔産省

⽣産局農産部
園芸作物課

特産果樹⽣産動態等調査 △
果樹の品種・品⽬別の栽培⾯積、収穫量、出荷
量（うち加⼯向け）、主要産地名を明らかにする
もの。

年 ⽣産 果樹 都道府県 有 PDF
excel

作物統計がアンケートで⾼
評価であるため。ただし、品
⽬が限定的である。

6 林野庁 特⽤林産物⽣産統計調査 △ 都道府県の特⽤林産物の⽣産等の変動の実態
を継続的に把握するもの。 年 ⽣産

流通 きのこ 全国
都道府県 有 PDF

excel

作物統計がアンケートで⾼
評価であるため。ただし、品
⽬が限定的である。

7 農林⽔産省
統計部 ⽣鮮野菜価格動向調査 △

⼩売段階における⽣鮮野菜の販売区分（国産
有機栽培品、国産特別栽培品及び輸⼊品をい
う。）別の価格動向及び国産標準品との価格の
差異を把握するもの。

四半期 流通 ⻘果物 全国 有 PDF
excel

アンケートで販売に関する課
題が重要視されているため。
ただし、品⽬が限定的であ
る。

8 農林⽔産省
統計部

⻘果物卸売市場調査
年間取扱量等調査 △

全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘果物の
年間の卸売数量及び卸売価額を調査し、価格
形成の実態等を明らかにするもの。

年 流通 ⻘果物 都道府県 有 PDF
excel

アンケートとヒアリングで⾼評
価であるため。ただし、更新
頻度が低い。

9 ⽶穀安定供給確保
⽀援機構 消費動向調査 △ ⽶の消費状況を把握するもの。 ⽉ 消費 ⽶ 都市別の公表はない 無 PDF

アンケートで消費者対応や
販売に関する課題が重要視
されているため。ただし、公表
単位が全国のみである。

10 各都道府県 病害⾍発⽣予察情報 △ 病害⾍の発⽣予察情報 ⽉
（4⽉〜9⽉） ⽣産 ⽶

⻘果物 都道府県 無 PDF

ヒアリングで⾼評価なため。
ただし、47都道府県それぞ
れ個別に情報を取得する必
要がある。



②実装データリスト
優先順位△（売上増加_畜産物）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
鶏卵流通統計調査 △ 鶏卵の集出荷量を明らかにするもの。 年 流通 畜産物 都道府県 有

PDF
excel
HTML

アンケートとヒアリングで⾼評
価であるため。ただし品⽬が
限定的である上、更新頻度
が低い。

2 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
⾷⿃流通統計調査 △ ⾁⽤若鶏等の年間処理量を明らかにするもの。 年 流通 畜産物 全国 有

PDF
excel
HTML

アンケートとヒアリングで⾼評
価であるため。ただし品⽬が
限定的である上、更新頻度
が低い。

3 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
と畜場統計調査（⽉別） △

豚のと畜頭数、成⽜（和⽜、乳⽜、交雑⽜、その
他の⽜）のめす、去勢及びおすのと畜頭数、⼦⽜、
⾺のと畜頭数及び枝⾁重量を把握するもの。

⽉ 流通 畜産物 都道府県 有
PDF
excel
HTML

アンケートとヒアリングで⾼評
価であるため。ただし更新頻
度が低い。

4 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
⾷⾁卸売市場調査（⽉別） △

豚、成⽜等の規格別枝⾁取引成⽴頭数、規格別
枝⾁取引総重量、規格別枝⾁取引総価額を把握
するもの。

⽉ 流通 畜産物 市場 有
PDF
excel
HTML

アンケートとヒアリングで⾼評
価であるため。ただし更新頻
度が低い。

5 農林⽔産省
統計部 ⽜乳乳製品統計 △ ⽜乳及び乳製品の⽣産、出荷及び在庫等に関する

実態を明らかにするもの。
⽉
年

⽣産
流通 酪農

全国
農業地域
都道府県

有
PDF
excel
HTML

作物統計等の基幹的な統
計のニーズが⾼いことから、本
統計にもニーズがあると推定
できるため。ただし、品⽬が
限定的である。

6 農畜産業振興機構 ⾷⾁販売動向調査結果 △ ⾷⾁の消費・販売動向を把握するもの。 半年 中間流通・⼩
売 畜産物 都市別の公表はない 無 PDF

アンケートで消費者対応や
販売に関する課題が重要視
されているため。ただし、公表
単位が全国のみである。



②実装データリスト
優先順位△（売上増加_農産物共通）
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№ 作成主体 名称 実装優先度 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 e-stat掲載有無 データ形式 選定理由

1
内閣府

経済社会総合研究
所

消費動向調査 △
今後の暮らし向きの⾒通しなどについての消費者の
意識や、主要耐久消費財等の保有状況を把握す
るもの。

⽉ その他 農産物 全国 有
PDF
csv

excel

アンケートで消費者対応に
関する課題が重要視されて
いるため。ただし、公表単位
が全国のみである。

2 農林⽔産省
国際部 農林⽔産物輸出⼊統計 △ 農林⽔産物貿易状況を品⽬別に掲載するもの。 ⽉ 流通 農産物 全国 有 PDF

excel

アンケートで販売に関する課
題が重要視されているため。
貿易統計の加⼯統計。



③ 効率的な実装方法
WAGRIへの実装コストについて

▍ コスト感の把握のため、⼀部のデータについて情報システム会社から概算を得た。
▍ この結果、ファイル形式やデータサイズが、実装コストに⼤きく関わることが分かった。
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№ 統計名 調査主体
取り込み
コストの
１次評価

更新
頻度 データ数 フォー

マット数
ファイル
形式

取り込み
⽅法

加⼯の⼿
間

1ファイル
のデータ量

(KB)

年間の
データ量
(MB)

対象データ例URL 備考

1 ⻘果物卸売市場調査
⽇別調査

農林⽔産省
統計部 ⼩ ⽇

30ファイル（15
都市×野菜・果

実）
1種類 CSV WEBクローリ

ング ⼩ 11 120
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04B
040UC020SC001-Evt001.do

2 ⻘果物市況情報 農林⽔産省
統計部 ⼩ ⽇

60ファイル（30
市場×野菜・果

実）
1種類 CSV WEBクローリ

ング ⼩ 15 164
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04B
040UC010SC999-Evt001.do

3 ⽶の相対取引価格・数量 農林⽔産省
政策統括官農産企画課 ⼩ ⽉ 1ファイル 1種類 CSV WEBクローリ

ング ⼩ 6 0.1
https://www.maff.go.jp/j/seisa
n/keikaku/soukatu/attach/other/
aitaikakaku-5.csv

1種類 WEBクローリ
ング ⼩ 0.5 2

豚︓
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04B
040UC040SC001-Evt001.do

1種類 WEBクローリ
ング ⼩ 1 4

⽜︓
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04B
040UC040SC001-Evt002.do

5 畜産物流通調査
と畜場統計調査（⽇別）

農林⽔産省
統計部 ⼩ ⽇ 1ファイル（全国

のみ）
1種類 CSV WEBクローリ

ング ⼩ 0.3 0.1
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04B
040UC060SC990-Evt000.do

6 ⾷⿃市況情報 農林⽔産省
統計部 ⼩ ⽇ 1ファイル（東京

都のみ）
1種類 CSV WEBクローリ

ング ⼩ 0.4 0.1
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04B
040UC040SC001-Evt003.do

7 鶏卵市況情報 農林⽔産省
統計部 ⼩ ⽇ 1ファイル（東京

都のみ）
1種類 CSV WEBクローリ

ング ⼩ 0.4 0.1
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04B
040UC040SC001-Evt004.do

39ファイル 39種類 EXCEL （要検討） ⼤︖ 46 2

9ファイル 9種類 PDF （要検討） ⼤︖ 0.2 0.0

153ファイル 153種
類 EXCEL （要検討） ⼤︖ 74 11

3ファイル 3種類 PDF （要検討） ⼤︖ 10.4 0.0

10 家計調査 総務省
統計局 ⼤ ⽉ 24ファイル 2種類 PDF （要検討） ⼤︖ 419 0.4 https://www.stat.go.jp/data/kak

ei/index3.html

対象は、⽉次報告を想定。デザインされたPDF
ではあるが、この資料内の表が対象だと思われ
る。その元データを⼊⼿してからの判断が必要。

⼤ 年︖ 1724ファイル︖ 1種
類︖ SHP （要検討） ⼤︖ 9,100 15,688 https://www.geospatial.jp/ck

an/dataset/notifude-04miyagi
シェイプ（SHP）ファイルのため、ファイルサイズ
が⼤きいのが課題

⼩ 年︖ 1724ファイル︖ 1種
類︖ CSV WEBクローリ

ング ⼩ 4,323 7,453
https://www.geospatial.jp/ck
an/dataset/notifudejushin-
4miyagi

CSVファイルだが、1ファイル6万⾏以上のため、
データ量がやや多い。

12 GCOM-C 植⽣指数 テルース （確認中） ? ︖ ︖ ︖ ︖ ︖ ︖ ︖ https://www.tellusxdp.com/

13 植⽣（樹⽊被覆率）｜地理院地図 テルース （確認中） ? ︖ ︖ ︖ ︖ ︖ ︖ ︖ https://www.tellusxdp.com/

※1ファイルの実データ量から試算

11 農地筆ポリゴン(世界測地系） ⼀般社団法⼈社会基盤
情報流通推進協議会

テルース上からは元データのDLはできない。元
データを⼊⼿してコストの1次評価を⾏う。

4 畜産物流通調査
⾷⾁卸売市場調査（⽇別）

農林⽔産省
統計部

20ファイル（10
市場×豚・⽜）⼩ ⽇ CSV

年⼤
https://www.maff.go.jp/j/tokei/
kouhyou/sakumotu/sakkyou_ko
me/index.html

農林⽔産省
統計部

年

対象は確報を想定。
デザインされたエクセルやPDFのため、このファイ
ルをAPI化するのは⼿間がかかる。他に元ファイ
ルがあり、それのフォーマット次第。

8

9 農業構造動態調査 農林⽔産省
統計部

https://www.maff.go.jp/j/tokei/
kouhyou/noukou/index.html⼤

作物統計
作況調査（⽔陸稲、⻨類、⾖類、か
んしょ、飼料作物、⼯芸農作物）



③ 効率的な実装方法
WAGRIへのデータの取込方法の例について
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▍ 例えば、「⻘果物市況情報」であれば、農林⽔産省のホームページからデータを取得する。
▍ 取得するダウンロードデータについて「①取得⽤URL」「②更新タイミング」「③取得⽅法」「④市場名」

「⑤ファイル数」「⑥データ量」等を整理した結果をもとに、Webクロールにて⽇次で⾃動収集する仕組
みが構築できる。

▍ データ提供側のシステムが対応可能であれば、安定性の⾼いAPIでの取り込みも考えられる。

②更新タイミング・・・⽇次の更新
時刻のタイミングをヒアリングして
調整し、定期実⾏。

https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC010SC001-Evt001.do

①取得⽤URL・・・固定

⑤ファイル数・・・60=30市場×2(野菜、果
実)

③取得⽅法・・・リンクがJavaScript等で
実装されており、クリックする必要がある

⑥データ量・・・1⽇のデータ量(数都市の
サンプリングで確認)
野菜100件程度、果実50件程度
(100＋50)×30＝4500⾏程度
⽇⽔が定休
⽉平均20⽇として、4500×20⽇=90,000⾏/
⽉
90,000×12ヶ⽉=1,080,000⾏/年

④市場名・・・正式な名称はデータ
内に持っていない(他のデータと合
わせてマスタを検討する余地あり)



④ 活用イメージ
（１） 売上を最大化する自動分荷システム

▍ ⽣産者が出荷予定数量をシステムに⼊⼒すると気象情報、市況情報、
物流費情報に基づき、収益が最⼤となる出荷先・出荷⽇が提案される。

気象庁・
ハレックス等

農林⽔産省 農林⽔産省 農林⽔産省 物流業界団体

気象情報 ⻘果物⽇別市況情
報

⻘果物市況情報 コメ市況情報 輸送費・物流費の相
場情報

データリソース

データ

WAGRI

⾃動分荷システム
⽣産者

連携基盤

出荷予定数量

最適な出荷先・出荷⽇

⽶相対取引価格・数量

サービス 画⾯イメージ

Dream API ⻘果物卸売市場⽇別
調査

⻘果物市況情報 物流コスト調査

出荷先 出荷⽇

X⽇にXX市場への出荷を推奨
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④ 活用イメージ
（２） 単収の見える化及び単収増加のための対策提案

▍ ⽣産者が収量をシステムに⼊⼒すると、作物情報、作況情報、気象情報、
⼟壌情報、資材情報に基づき、⾃⾝・圃場の単収が他地域と⽐較して⾒え
る化され、気象や⼟壌を踏まえた単収向上のための対策が提案される。

農林⽔産省 気象庁・
ハレックス等

経営作物、⾯積、収
量

資材情報気象情報 農地の⼟壌情報地域作況情報

データリソース

データ

WAGRI

単収⾒える化システム
⽣産者

連携基盤

圃場毎収量

・単収の⾼低
・単収増の対策提案

サービス 画⾯イメージ

農業経営統計調査

ICTベンダー

AGMIRU（アグミル）⽇本⼟壌インベントリー

農研機構農林⽔産省

Dream API

単
収

A圃場 地域平均 全国平均

単収向上には資材変更を推奨

作況調査
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④ 活用イメージ
（３） 自身の経営に最適な農地選定

▍ ⽣産者が作物や地域をシステムに⼊⼒すると、農地情報、地域作況情
報、気象情報、農地の⼟壌情報、被災リスク情報に基づき、最適な農
地が提案される。

農林⽔産省 気象庁・
ハレックス等

農地情報 被災リスク情報気象情報 農地の⼟壌情報地域作況情報

データリソース

データ

WAGRI

最適農地選定システム
⽣産者

連携基盤

作⽬、地域

最適な農地

サービス 画⾯イメージ

全国農地ナビ

国⼟交通省

⽇本⼟壌インベントリー

農研機構農林⽔産省

Dream API作況調査 ハザードマップ

0

5

10
⾯積

作況

気象⼟壌

災害
A農地
B農地
C農地

76



④ 活用イメージ
（４） 栽培方法の最適化提案

▍ ⽣産者が栽培品⽬と作業情報をシステムに⼊⼒すると、栽培⽅法情報、
農薬情報、病害⾍情報、農地の⼟壌情報、⽇々の気象情報に基づき、
最適な栽培⽅法（作業内容）が提案される。

JA・都道府県 FAMIC 都道府県 農研機構 気象庁・
ハレックス

栽培⽅法情報 農薬情報 病害⾍情報 農地の⼟壌情報 ⽇々の気象情報

データリソース

データ

WAGRI

栽培最適化提案システム
⽣産者

栽培設計書・マニュアル

連携基盤

農薬登録情報システム

栽培品⽬、作業情報

最適な栽培⽅法

病害⾍発⽣予察情報 ⽇本⼟壌インベントリー Dream API

サービス
作物 圃場

昨⽇の作業

画⾯イメージ

えだまめ A5

XXX

今⽇の作業提案
XXX
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④ 活用イメージ
（５） 自社経営のコスト見える化

▍ ⾃⾝の資材購⼊費等コスト情報をシステムに⼊⼒すると、資材価格の
相場情報、⼈件費・労働市場情報、資源関係先物価格、輸送費・物流
費の相場情報に基づき、相場とのコスト⽐較結果が表⽰される。

データリソース

データ

経営コスト⾒える化システム
⽣産者

資材購⼊費等コスト情報

相場とのコスト⽐較結果

サービス

農林⽔産省 ICTベンダー 全国農業会議所 東京商品取引所 物流業界団体

資材価格の相場情報 ⼈件費・労働市場情
報

資源関係先物価格 輸送費・物流費の相
場情報

農業物価統計調査 農作業料⾦・農業労
賃に関する調査

先物取引相場表 物流コスト調査

WAGRI連携基盤

AGMIRU（アグミル）

資材価格情報

費
⽤
︵
円
︶

資材費 ⼈件費 物流費

画⾯イメージ

…⾃社 …相場
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④ 活用イメージ
二次的利用者向け

▍ 本事業は、現時点においてWAGRIに優先的に実装するデータを選定す
ることを⽬的としている。このことから、優先順位を決する要素とし
て、⼆次的な利⽤者の利⽤が想定されることを評価してはいないが、
将来的にWAGRIの裾野を広げることが必要となった際の参考としてい
ただくため、⼆次的利⽤者の利⽤が想定されるデータについてまとめ
た。
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利⽤が想定されるデータ

⾏政機関
農業関係事業者

• 農林業センサス（農林⽔産省）
• 作物統計 各種（農林⽔産省）
• 農業経営統計調査 各種（農林⽔産省）

• ⽶の相対取引価格・数量（農林⽔産省）
• ⻘果物市況情報 （農林⽔産省）
• ⾷⾁卸売市場調査（農林⽔産省）

流通関係事業者

• 農林⽔産物輸出⼊統計（農林⽔産省）
• 農業物価統計調査 各種（農林⽔産省）
• 産業連関構造調査（農林⽔産省） 等

• ⾷⿃市況情報（農林⽔産省）
• 鶏卵市況情報（農林⽔産省）
• ⽜乳乳製品統計（農林⽔産省）等





５．今後の課題
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今後の課題について

▍ これまで実施した調査において、今後検討するべき課題が明らかに
なった。
– 政府統計に関する課題に限らず、今後のWAGRIの改善に向けて整理する。

▍ 本事業で明らかになった課題
– 更なるデータの探索、新たな統計作成の必要性
– 予測に資するデータあるいは機能の必要性
– プラットフォーム間連携の難しさ
– 個別の情報へのニーズ
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更なるデータの探索、統計作成の必要性

83

消費動向や相場は⾒ている。当該情報は鮮度が良いほど良い。マンス
リーレポートもデータは確実だが、もう少しスピード感があると良い。価格
情報についてはリアルタイムでないと利⽤は難しい。1ヶ⽉後では遅い。農業者A

農地データも必要だが、どのメッシュまで対応できるかにも依存する。圃場
単位まで⾒られるレベルが良く、耕作者と⾯積、品⽬、遊休農地か否か
といった農地のマッチングに繋がるとよい。農業者C

国の統計では⾯積等の経営規模の粒度が粗く、規模の違いが⾒えづら
い。100haの農家ともっと⼩さい農家では単純な⽐較はできない。

農機メーカーG

現在の政府統計では対応できないが、経営規模等の分類や地域のメッシュ、
データの更新頻度等が細かいデータへのニーズが現れた。

今後、この点に対応したデータの探索や、統計の作成が求められる。

作付⾯積データは、更新頻度が毎⽇であれば⾮常に助かる。⽉単位や
年単位ではなく、リアルタイムに近いデータが欲しい。
作物統計は割とよく⾒ている。しかし、メッシュが粗いことが⼀番の課題。⾦融機関M

ヒアリング調査より



更なるデータの探索、統計作成の必要性

▍ アンケート調査において、農業者に対して経営課題を尋ねた。
▍ この調査で上位にあがった課題のうち、労働⼒の確保や安全・安⼼への取組、
安定した販売先の確保等に資する政府統計がなく、代わりのデータの収集が求
められる。

84
⾮常に重要＝+3点、どちらでもない=0点、まったく重要でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値

⽣産効率や販売単価、
消費者対応等の課題

n=798

アンケート調査より



予測に資するデータあるいは機能の必要性

85

「今」よりも「予測」が必要であり、当該情報には、お⾦は⽀払う。少しで
も先の情報が欲しい。市場相場の予測は、ニーズはあると思う。また、重
油価格も予測がわかるとよい。農業者C

将来予測がわからないと意味がない。プロの農家は、病害⾍診断はでき
る。知りたいのは将来発⽣するか否かである。また市況も予測ができれば、
収穫をコントロールできる。農業団体L

ヒアリングにおいて、データの有⽤性に関する視点として、「予測」が
できることが挙げられた。今後、WAGRIで予測の機能を充実させたり、

会員の予測サービス構築に有⽤なデータを揃えたりすることが求められる。

稲と野菜の⽣育予測を⾃社システムに取り込みたい。薬剤散布や追肥
時期の適切な時期判定に活⽤したい。

農機メーカーG

先⽇、⾃社の仕組みを利⽤する農業者の部会で、作物の価格崩壊等
のリスクを検知するため、作況予測を把握したいという声があった。

ICTベンダーJ

ヒアリング調査より



予測に資するデータあるいは機能の必要性

▍ アンケートでデータの特性を列挙して、それぞれデータ活⽤において重要か
どうかを尋ねた。

▍ この調査においても、農業者・企業等ともに「将来の予報があるデータ」が
最も⽀持される結果となった。

86
⾮常に重要＝+3点、どちらでもない=0点、まったく重要でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値

アンケート調査より



プラットフォーム間連携の難しさ

87

主に衛星データの収集を意図して、他官庁のデータプラットフォームと
意⾒交換を⾏ったが、具体的な接続⽅法の課題や、データの権利に関する

問題が現れており、連携の難しさが明らかになった。

調査中に⾏った
意⾒交換より

WAGRIとDIAS（地球環境情報に関するデータ統合・解析システム）
をつなげるなら、何をどうつなげるかといった点は、WAGRIとDIASで詰め
ないといけない。どのようにつなげるかだけでも、
⼀つの共同研究プロジェクトになるくらい、話し合うことが沢⼭ある。DIAS担当者

国⼟交通プラットフォーム⾃体は本運⽤しているが、APIでデータ連携す
る機能はまだないので、欲しいデータがある場合は、国⼟交通省にその
旨を伝えてもらってデータ提供することになる。国⼟交通プラット

フォーム担当者

TellusのデータをWAGRIで使⽤するためには、データホルダー（JAXA、
Planet、パスコ等）との調整が必要。農⽔省の事業で⾮営利なら容易
だが、売買になると交渉になる。

Tellus担当者



プラットフォーム間連携の難しさ

88

⾮常に有⽤＝+3点、どちらでもない=0点、まったく有⽤でない=-3点として、７段階での評価の平均を取った値
(※)が付いた項⽬は、特定の品⽬を⽣産・⽀援している者のみに尋ねており、回答者数が異なる

▍ アンケートで個別の統計について、⾏政から提供されたときに有⽤と考えられ
るかどうかを尋ねた。

▍ 企業等からは衛星解析データが⼆番⽬に⾼く評価されており、衛星データの実
装については、プラットフォーム間連携以外の⽅法も検討が必要。

アンケート調査より



個別の情報へのニーズ

89

全国平均は情報として欲しい時には欲しいが、個別の情報も欲しい。
求⼈・求職者の情報も欲しい。農地の需給ニーズが⾒える化できると良
い。物流⾯では出荷情報がオープンになれば共同物流で効率化できる
可能性はある。農業者B

点在する園地の集約を⼟地の交換という形でやりたいが、現在は隣地
の所有者を確認するのにも、役所の資料を確認しなければならない。
個⼈情報なので実現できるのかはわからないが、情報提供してくれるとあ
りがたい。農業者E

物流において、⽇々どの路線にどの物流会社が⾛っているか把握できる
とよい。

ICTベンダーI

政府統計のような集計データではなく、個別の情報へのニーズがあった。
例えば、売りに出ている⼟地、求職者、物流網や物流便等の情報であり、

このような情報の掲載も、データ充実の⽅向性の⼀つといえる。

ヒアリング調査より





６．総括
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本事業で明らかになった事

▍ データの活⽤
– 農業者がデータを⽤いて経営改善をするにあたり、⽐較による評価と、予
測による制御が⽬的となる。

– 農地に紐づくデータ（気象や⼟壌、⽔利等）は、組み合わせて⼀体として
活⽤できる可能性がある。

– これらのデータは、ICTベンダーや農機メーカー等のサービスを通じて、農
業者の⽣産性向上や経営改善に活⽤されると期待できる。

▍ 農業者の経営課題
– ⽣産効率や販売単価といった⽣産性に関わる課題や、消費者ニーズへの対
応が重要な問題となっており、この点に対応したデータ提供が必要。

– ⽣産品⽬によって農業者の課題は異なる。例えば、農地集約や⼟壌改善、
農薬・肥料選定等は、稲作・畑作、露地野菜では重要な課題となっている。

▍ WAGRIへの実装に望ましいデータ特性
– ヒアリングでは、更新頻度が⾼く、リアルタイム性のあるデータが望まし
いという意⾒が多かった。また、予測データへの⾼いニーズも明らかに
なった。

– アンケートでは、ヒアリングで挙げられたデータ特性に加え、農地に紐づ
くデータや⻑期にわたるデータも⽀持された。

– WAGRIへの実装の観点では、ファイル形式やデータサイズが実装コストに
⼤きく関わるため、実装に当たっては考慮する必要がある。 92



作成したデータ実装リスト

▍ データカタログを作成した後、各データの優先順位を◎、〇、△、×の
４段階で整理し、◎、〇、△のものをデータ実装リストに掲載した。
– ◎は⻘果物、⽶、畜産物の⽇別更新の市況データを選定。
– 〇、△は、作業効率化、売上増加、コスト削減の課題ごとに選定（売上増
加は品⽬ごとにも分類）。
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• ⻘果物市況情報
• ⽶の相対取引価格・数量
• 畜産物流通調査 ⾷⾁卸売市場調査（⽇別） 等

リスト掲載データ抜粋

◎
（最優先）

〇
（優先度⾼）

• 農業経営統計調査 農産物⽣産費統計・畜産物⽣産費統計
• 作物統計 作況調査（⽔陸稲等・野菜・果樹）
• 農業物価統計調査 農業⽣産資材価格調査 等

• 特定作物統計調査
• ⽜乳乳製品統計
• 消費動向調査 等

△
（優先度低）





添付資料
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添付資料

▍ アンケート調査の結果
– ニーズ把握のために⾏ったアンケートの結果のうち、「３．データに関す
るニーズの把握」に掲載した以外の詳細な集計結果を掲載している。

▍ データカタログ
– 本事業で作成したデータカタログについて、そのすべてを掲載している。
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アンケート調査の結果



アンケート調査の概要

▍ 事業者のニーズを定量的に把握するために、アンケート調査を⾏った。
▍ アンケート調査の対象にはWAGRI利⽤会員・協議会会員を含めるとと
もに、農業者に対しても広く調査した。
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調査⼿法 • WEBアンケート調査
• メールで調査ページのアドレスを配信

概要・⽬的 • 農林⽔産省が保有・収集する統計等のオープンデータや各種データベース等を農業データ連
携基盤に実装するにあたり、実装するデータに関するニーズを定量的に把握する。

配布対象者
• WAGRI 利⽤会員、WAGRI 協議会会

員等（ICTベンダー、農機メーカ－、団体
等）。

調査時期 • 令和２年８⽉〜９⽉初旬にかけて調査を実施。

• ⼤⼿調査会社が保有する企業名簿から、
従業員５名以上の農業者を抽出。

• データ利⽤に前向きと思われる農業者を補
充するため、農林⽔産省アプリの利⽤者にも
案内。

企業等農業者

• WEBアンケート調査
• 郵送及びアプリの通知で調査の案内を送付

有効回答数 • 798件
※農業者以外の業種からの回答を無効回答とした

• 110件
※同⼀企業からの重複回答を無効回答とした

再掲



データ活用の状況（農業者の回答（生産品目別））

▍ 農業者のデータ活⽤状況を把握するために、データ活⽤の内容ごとに、
実施している取組を尋ねた。

▍ ⾃社データの分析やWebでの情報収集は⾏っている農業者が多い。
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稲作・
畑作 露地野菜 施設野菜 果樹 花き 畜産 その他 総計

回答者数 152 94 119 37 56 257 83 798

  ⾃社のデータを分析して業務に役⽴てている 49% 59% 68% 57% 61% 74% 61% 63%

  インターネットでWEBサイト等から情報収集をしている 45% 52% 46% 54% 50% 46% 41% 47%

  ⽣産管理（栽培記録等）のアプリを使⽤している 38% 40% 29% 27% 16% 26% 19% 29%

  営農管理（労務・財務等）のアプリを使⽤している 36% 21% 19% 35% 25% 28% 17% 26%

  圃場でセンサーを⽤いてデータ取得している 11% 7% 38% 19% 14% 9% 12% 15%

  複数のデータをシステムで連携（あるいは統合）して活⽤している 7% 4% 13% 8% 11% 17% 10% 11%

  異なる会社のデータ等をシステムで連携して活⽤している 5% 4% 9% 5% 5% 12% 6% 8%

  販売⽀援のアプリを使⽤している 10% 9% 10% 19% 9% 5% 2% 8%

  農機からデータ取得している 14% 9% 4% 3% 0% 9% 1% 7%

  あてはまるものはない 13% 13% 7% 16% 9% 9% 17% 11%

データ活⽤として⾏っていること（複数回答、選択者の割合を集計）



データ活用の状況（農業者の回答）

▍ 農業者ごとに、前⾴の９個の取組のうち当てはまるものの数を集計。
▍ 多くの農業者は１〜３個であり、いくつもの取組を⾏う農業者は少数。
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稲作・
畑作 露地野菜 施設野菜 果樹 花き 畜産 その他

回答者数 152 94 119 37 56 257 83

0個 13% 13% 7% 16% 9% 9% 17%

1個 30% 32% 31% 35% 36% 32% 31%

2個 21% 23% 24% 14% 29% 24% 29%

3個 18% 17% 15% 8% 13% 14% 16%

4個 8% 7% 10% 5% 11% 11% 4%

5個 6% 3% 8% 14% 4% 7% 2%

6個 2% 1% 2% 5% 0% 3% 1%

7個 1% 2% 3% 3% 0% 1% 0%

8個 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

9個 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

総計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

９種類のデータ活⽤項⽬のうち、⾏っているものの数



データの利用状況（企業等の回答）

▍ 企業等に対しては、農業者の⽀援のために、既に使⽤しているデータ
について尋ねた。

▍ 利⽤者が多いデータは気象情報、有料での利⽤者が多いデータは農場
のセンサーから収集した情報や他社システムと連携したデータ。
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※設問は「農業機械や環境計測センサー等を利⽤する際、異なる農機やシステム間でデータ連携ができないことで、データの整理や活⽤が
しづらいと感じることがありますか。」

※連携できずにいるデータは、データ連携できずに困ることが「全くない」という回答者以外に尋ねた。

システム間のデータ連携について（農業者の回答）

▍ システム間のデータ連携で困ることがあるかを調査。
▍ センサーや農機から得られた情報が連携できないという声が⽐較的多い。
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経営課題ごとの重要さ（農業者の生産品目細分類別）

▍ いずれの品⽬でも、⽣産効率や販売単価に関する課題意識が⼤きい。
▍ 全体では農地集約や⼟壌改善、農薬・肥料選定等の課題が弱いが、稲
作、畑作、露地野菜では課題となっている。
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稲作

畑作
（⻨、⼤
⾖、そば
など）

露地野菜 施設野菜 果樹 花き 酪農 繁殖⽜ 肥育⽜ 養豚 採卵養鶏 ブロイラー
養鶏 きのこ 育苗 その他

回答者数 131 21 94 119 37 56 50 7 45 80 59 16 27 16 40
作業の効率化 2.48 2.62 2.44 2.48 2.41 2.39 2.34 2.86 2.53 2.38 2.36 2.56 2.52 2.44 2.23
販売単価の向上 2.41 2.14 2.30 2.57 2.11 2.57 2.32 2.71 2.60 2.30 2.39 2.19 2.41 2.25 2.00
販売単価の安定 2.35 2.43 2.40 2.37 2.03 2.50 2.18 2.71 2.56 2.20 2.51 2.13 2.41 2.38 2.05
労働⼒の確保 2.15 2.38 2.43 2.29 2.19 2.18 2.44 1.71 2.40 2.36 2.34 2.38 2.00 2.44 2.28
資材費の低減 2.25 2.10 2.29 2.29 2.03 2.30 2.12 2.14 2.33 2.21 2.20 2.06 2.30 2.38 1.85
安全・安⼼への取組 2.20 2.05 1.88 2.21 2.35 1.55 2.22 1.71 2.58 2.45 2.68 2.69 2.30 1.94 2.23
収量の増加 2.28 2.57 2.32 2.45 2.03 1.93 2.26 1.14 2.04 2.20 1.85 1.88 2.44 1.06 1.65
安定した販売先の確保 2.18 1.67 2.36 2.31 2.00 2.57 1.26 1.86 2.16 1.79 2.29 1.94 2.44 2.25 2.23
消費者ニーズへの対応 1.86 1.48 1.80 2.21 2.05 2.29 1.14 1.00 2.16 1.74 2.05 1.94 2.30 1.94 1.90
物流費の低減 1.55 1.76 2.05 2.08 1.78 2.21 1.30 1.29 1.71 1.65 2.02 2.00 2.15 2.38 1.53
病害⾍の予防 1.92 2.48 2.24 2.13 2.30 2.34 0.64 0.86 1.33 1.31 2.00 0.50 1.15 2.63 1.40
環境問題（汚染や気候変動等）への対応 1.88 1.67 1.78 1.50 1.70 1.38 1.80 1.14 1.98 2.24 2.20 2.06 1.07 1.75 1.43
最新の農業政策を知ること 1.91 2.24 1.81 1.62 1.73 1.86 1.74 1.86 2.22 1.69 1.59 2.00 1.22 1.44 1.15
販売先の開拓 1.80 1.29 1.95 1.92 1.73 2.07 0.30 2.00 1.80 1.10 1.83 1.13 1.89 2.00 1.80
年間を通じた作業量の平準化 1.63 1.38 1.96 1.87 1.78 2.00 1.32 1.57 1.33 1.49 1.37 1.75 1.89 1.94 1.45
物流⼿段の確保 1.25 1.29 1.85 1.86 1.76 2.05 0.98 0.86 1.47 1.01 1.56 1.19 1.59 2.13 1.40
⼟壌の改善 1.81 2.14 2.10 0.79 1.68 1.38 - - - - - - - 0.81 0.80
農薬の選定 1.63 1.86 1.44 1.08 1.22 1.71 - - - - - - - 2.38 0.30
肥料の選定 1.79 1.95 1.53 1.00 1.49 1.23 - - - - - - - 1.44 0.45
農地の集約（連担化、⼤区画化） 2.05 1.57 1.80 0.75 0.65 0.70 - - - - - - - 0.63 0.40
農地を増やすこと（⼤規模化） 1.11 0.76 0.99 0.55 0.35 -0.05 - - - - - - - 0.38 0.30



農業者と企業等の課題意識

▍ 農業者と企業等の回答は
概ね⼀致している。

– 企業等は、農業者の課
題をある程度正しく理
解して、サービス提供
できているといえる。

▍ 本調査の経営課題に関す
る回答は、農業者と企業
等の両⽅の意⾒であり、
頑健なものと考えられる。
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等



データの特性ごとの重要さ（農業者の生産品目細分類別）

▍ 農地に紐づいたデータと、地域区分が細かいデータの評価は、⽣産品
⽬により⼤きく異なる。

▍ 野菜・果樹農家は、他の農家よりも分類の細かさを重視。
▍ 採卵養鶏やきのこは、現場のデータが重視されやすいためか、全体的
に数値が低い。
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稲作

畑作
（⻨、⼤
⾖、そば
など）

露地野菜 施設野菜 果樹 花き 酪農 繁殖⽜ 肥育⽜ 養豚 採卵養鶏 ブロイ
ラー養鶏 きのこ 育苗 その他

　回答者数 131 21 94 119 37 56 50 7 45 80 59 16 27 16 40

  将来の予報があるデータ（需給動向、病害⾍発⽣予察等） 1.77 2.05 1.74 1.65 1.78 1.68 1.20 0.57 1.53 1.24 1.15 1.50 0.93 1.50 0.53

  ⻑期間にわたるデータ（5年以上のデータがある等） 1.47 1.29 1.56 1.28 1.43 1.14 1.20 1.29 1.49 1.19 1.19 1.19 1.04 1.00 0.45

  速報性があるデータ（調査の翌週に公開、翌⽇に公開等） 1.51 1.10 1.54 1.18 1.27 0.80 0.92 1.29 1.53 1.23 0.93 1.31 0.52 0.56 0.13

  農産物の分類が細かいデータ（品⽬や品種ごとのデータがある等） 1.22 1.29 1.69 1.52 1.49 1.02 0.62 1.14 1.36 0.78 0.71 0.69 0.85 1.06 -0.20

  更新頻度が⾼いデータ（毎⽉更新、毎⽇更新等） 1.24 1.24 1.49 1.08 1.11 0.86 1.16 0.86 1.40 0.93 0.83 0.94 0.44 0.69 -0.05

  地域の区分が細かいデータ（市町村別のデータがある等） 1.46 1.33 1.45 0.93 1.38 0.77 0.90 0.57 1.29 0.78 0.63 0.69 -0.07 1.00 0.10

  農地に紐付いたデータ（農地情報や農地ごとの⼟壌・気象情報等） 1.60 1.81 1.63 1.13 1.54 0.96 1.04 -0.57 0.64 0.43 0.24 0.06 -0.44 1.31 0.20



統計ごとの有用さの評価（農業者の生産品目細分類別）

▍ 卸売市場のデータは、⽜、豚、野菜でニーズが強い。
▍ ⽣育状況等の衛星データは、⽶、畑作、露地野菜でニーズが強い。
▍ ⽤排⽔のデータの評価が低いことは、畜産農家・きのこ農家の評価が
低いことが要因。
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稲作

畑作
（⻨、⼤
⾖、そば
など）

露地野菜 施設野菜 果樹 花き 酪農 繁殖⽜ 肥育⽜ 養豚 採卵養鶏 ブロイ
ラー養鶏 きのこ 育苗 その他

　回答者数 131 21 94 119 37 56 50 7 45 80 59 16 27 16 40

  毎⽇の卸売市場ごとの取引量と価格の情報 1.53 1.50 0.86 1.02 0.29 2.04 1.78

  ⽉に⼀回、⽶の相対取引価格や、在庫の状況、販売の状況などを整理した情報 1.29

  年に⼀回、⽣産費、労働時間等について調査した統計 1.09 0.90 1.33 1.07 0.95 0.95 0.78 0.29 1.58 0.73 0.85 0.69 0.81 0.69 0.03

  年に⼀回、経営規模、販売⾦額、雇⽤者数等について調査した統計 1.05 0.86 1.18 1.09 0.68 0.80 0.62 0.43 1.53 0.90 1.00 1.19 0.93 0.56 0.10

  ⽉に⼀回、主要な農業資材の⼩売価格を調査して算出した物価指数 0.96 1.05 1.06 0.96 0.65 0.98 0.26 0.43 0.96 0.54 0.68 0.44 0.85 0.63 -0.38

  年に⼀回、地域ごと、品⽬ごとの作付⾯積や出荷量について調査した統計 1.17 1.48 1.53 1.08 0.51 0.48 0.16 0.29 0.78 -0.03 0.29 0.25 0.52 0.88 -0.55

  ⽉に⼀回、世帯当たりの農産品等の購⼊量や購⼊⾦額を品⽬ごとに調査した情報 0.68 0.76 1.06 0.93 0.62 0.84 0.12 -0.29 0.84 0.56 0.80 0.06 0.96 0.56 -0.43

  農地ごとの作物の⽣育状況等が分かる衛星解析データ 1.47 2.00 1.45 0.58 0.54 -0.09 0.60 -0.86 0.24 -0.44 -0.44 -1.25 -0.59 0.44 -0.40

  ⽉に⼀回、税関の資料をもとに、輸⼊及び輸出について、品⽬別に価格と数量を集計した情報 0.30 -0.19 0.64 0.13 -0.05 0.46 -0.02 0.00 1.02 0.91 0.53 0.31 0.07 -0.38 -0.33

  農地の⽤排⽔・農道等の基盤整備状況の情報 0.94 1.14 0.82 0.02 0.11 0.04 -0.14 -1.00 0.31 -0.03 -0.32 -0.94 -0.93 0.13 -0.75

  ⽤排⽔路、貯⽔池などの基幹的農業⽔利施設の建設年度、施設規模等の情報 0.75 0.48 0.43 -0.08 -0.24 0.00 -0.10 -1.14 0.00 -0.40 -0.44 -0.94 -1.22 -0.56 -0.90



統計ごとの有用さの評価（農業者のデータ活用状況別）

▍ 周囲と⽐べたデータ活⽤の程度を尋ね、集計の軸として整理。
▍ 全体的に、データを活⽤しているという農業者は、多くの統計に対して有⽤で
あると評価しており、さらなるデータ活⽤に積極的。

▍ 特にデータ活⽤者は、⽣産費、労働時間、雇⽤者数等の統計を⾮利⽤者より⾼
く評価。

107※数値が⾼いセルを緑、低いセルを⾚で⾊付けした。

統計ごとの有⽤さの評価（データの活⽤状況別）
他の⽣産
者よりも
データを
活⽤して
いる

どちらかと
いうと、他
の⽣産者
よりもデー
タを活⽤
している

他の⽣産
者と同程
度

どちらかと
いうと、他
の⽣産者
よりもデー
タを活⽤
できてい
ない

他の⽣産
者よりも
データを
活⽤でき
ていない

　回答者数 136 224 280 99 59
  毎⽇の卸売市場ごとの取引量と価格の情報 1.31 1.77 1.43 1.35 1.11
  ⽉に⼀回、⽶の相対取引価格や、在庫の状況、販売の状況などを整理した情報 1.43 1.31 1.34 1.00 1.13
  年に⼀回、⽣産費、労働時間等について調査した統計 1.15 1.29 0.74 1.01 0.27
  年に⼀回、経営規模、販売⾦額、雇⽤者数等について調査した統計 1.13 1.27 0.72 1.04 0.24
  ⽉に⼀回、主要な農業資材の⼩売価格を調査して算出した物価指数 1.00 0.96 0.54 0.81 0.44
  年に⼀回、地域ごと、品⽬ごとの作付⾯積や出荷量について調査した統計 0.85 1.07 0.51 0.65 0.14
  ⽉に⼀回、世帯当たりの農産品等の購⼊量や購⼊⾦額を品⽬ごとに調査した情報 0.89 1.06 0.37 0.66 0.20
  農地ごとの作物の⽣育状況等が分かる衛星解析データ 0.51 0.86 0.20 0.54 0.19
  ⽉に⼀回、税関の資料をもとに、輸⼊及び輸出について、品⽬別に価格と数量を集計した情報 0.61 0.66 0.09 0.17 -0.05
  農地の⽤排⽔・農道等の基盤整備状況の情報 0.13 0.54 -0.09 0.13 0.25
  ⽤排⽔路、貯⽔池などの基幹的農業⽔利施設の建設年度、施設規模等の情報 0.09 0.21 -0.35 0.07 -0.05
　11種類のデータへの評価の平均 0.83 1.00 0.50 0.67 0.35





データカタログ



データカタログ（農産物共通）
№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 公表場所 e-stat掲載有無 URL データ形式 備考

1 植物防疫所 植物検疫統計 外国から輸⼊した植物の検疫結果を輸出国
別、品⽬別にまとめたもの。

週
⽉ ⽣産 農産物 防疫所 植物検疫所HP 無

https://www.maff.go.jp/pps/j/tok
ei/index.html

txt
excel

2 農林⽔産省
統計部

農業物価統計調査
農業⽣産資材価格調査

農家が購⼊する農業⽣産資材を販売する⼩
売店等で実際に販売される平常の価格（消
費税を含む。）を調査したもの。

⽉ ⽣産 資材等 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/noubukka/index.html

PDF
excel
HTML

3 農林⽔産省
統計部

農業物価統計調査
農産物⽣産者価格調査

農家が⽣産した農産物の販売価格（消費税
を含む。）から出荷・販売に要した経費（消費
税を含む。）を控除した価格を調査したもの。

⽉ ⽣産 農産物 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/noubukka/index.html

PDF
excel
HTML

4 農林⽔産省
国際部 農林⽔産物輸出⼊統計 農林⽔産物貿易状況を品⽬別に掲載するも

の。 ⽉ 流通 農産物 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k

ouhyou/kokusai/
PDF
excel 貿易統計の加⼯統計

5 総務省
統計局 家計調査 国⺠⽣活における家計収⽀の実態を把握する

もの。 ⽉
全国

都道府県
政令市

総務省統計局HP 有
https://www.stat.go.jp/data/kake

i/index3.html

csv
excel
HTML

6
内閣府

経済社会総合研究
所

消費動向調査
今後の暮らし向きの⾒通しなどについての消費
者の意識や、主要耐久消費財等の保有状況
を把握するもの。

⽉ その他 農産物 全国 内閣府HP 有
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sta

t/shouhi/shouhi.html

PDF
csv

excel

7 財務省 貿易統計 我が国の輸出⼊の状況を把握するもの。 ⽉ その他 その他 財務省HP 有
https://www.customs.go.jp/touke

i/info/tsdl.htm
PDF
csv

8 総務省
統計局 労働⼒調査

我が国の15歳以上⼈⼝について、就業時間・
産業・職業等の就業状況、失業・求職の状況
など、⽉々の就業・失業の状態を把握するも
の。

⽉ ⽣産 農産物 総務省統計局HP 有
https://www.stat.go.jp/data/roud

ou/2.html#ft_title

csv
excel
HTML

9
農林⽔産省

消費・安全局消費者
⾏政・⾷育課

ＪＡＳ規格に係る指導の件数等 「有機」「オーガニック」等のJAS規格に関する違
反に対する⾏政指導状況をまとめたもの。 半期 ⽣産 農産物 全国 無

https://www.maff.go.jp/j/jas/kan
si/attach/pdf/shido-49.pdf PDF

10 全国農業会議所 農作業料⾦・農業労賃に関する調査
全国の市町村農業委員会を対象に農作業料
⾦・農業労賃と農村部の他産業賃⾦の調査を
⾏ったもの

年 ⽣産 農産物
 ⼤都市通勤地帯周辺

 中⼩都市通勤地帯周辺
 農⼭漁村地帯

全国農業会議所
のHPで公開 無

https://www.nca.or.jp/publicatio
n/statistics/ PDF

11 全国農業会議所 ⽥畑売買価格等に関する調査 耕作⽬的の売買価格と転⽤⽬的の売買価格
を調査したもの。 年 ⽣産 ⽔⽥、畑 都道府県 全国農業会議所

のHPで公開 無
https://www.nca.or.jp/publicatio

n/statistics/ PDF

12 政策⾦融公庫 農業経営動向分析
政策⾦融公庫の融資先の3 ヵ年（平成 28
〜30 年）の決算データを集計して、損益の動
向や財務指標などを分析したもの。

年 ⽣産 農産物全般 ⼀部、北海道と都府県や地
域ブロックに分かれる

政策⾦融公庫の
HPで公開 無

https://www.jfc.go.jp/n/findings/i
nvestigate.html PDF



データカタログ（農産物共通）
№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 公表場所 e-stat掲載有無 URL データ形式 備考

13 農林⽔産省
統計部 ６次産業化総合調査

 農産加⼯・農産物直売所・観光農園等、6
次産業化に関する各農家の取組状況につい
て、販売価格や販売数量、年間稼働⽇数等
から把握するもの。

年 ⽣産 農産物 農業地域
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/rokujika/index.html

PDF
excel
HTML

14

農林⽔産省
農村振興局農村政
策部地域振興課中
⼭間地域・⽇本型直

接⽀払室

荒廃農地の発⽣・解消状況に関する調査
荒廃農地⾯積や「再⽣利⽤が可能な荒廃農
地」、「再⽣利⽤が困難と⾒込まれる荒廃農
地」等について明らかにするもの。

年 ⽣産 農産物 全国
都道府県 農林⽔産省HP 無

https://www.maff.go.jp/j/nousin/
tikei/houkiti/ PDF

15 農林⽔産省
統計部 ⽣産農業所得統計

農産物の産出額及び農業が⽣み出した付加
価値額である⽣産農業所得を推計し、農業⽣
産の実態を⾦額で評価することにより明らかに
するもの。

年 ⽣産 農産物
全国

農業地域
都道府県

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/nougyou_sansyutu/

PDF
excel
HTML

16 農林⽔産省
経営局経営政策課 農業経営改善計画の認定状況 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営

改善計画の認定状況を把握するもの。 年 ⽣産 農産物 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_
ninaite/n_seido/nintei_zyokyo.ht

ml
PDF

17 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
営農類型別経営統計（個別経営）

農業⽣産物を販売することを⽬的とした農業
経営体（個別経営）の農業経営収⽀等の
実態を明らかにするもの。

年 ⽣産 農産物 全国
北海道・都府県・九州沖縄 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/noukei/einou_kobetu/ind

ex.html

PDF
excel
HTML

18 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
営農類型別経営統計（組織経営）

農業⽣産物の販売を⽬的とした農業経営体
（組織経営）の経営収⽀等の実態等を明ら
かにするもの。

年 ⽣産 農産物 全国
農業地域 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/noukei/einou_sosiki/inde

x.html

PDF
excel
HTML

19 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
経営形態別経営統計（個別経営）

農業⽣産物を販売することを⽬的とした農業
経営体（個別経営）の農業経営収⽀等の
実態を明らかにするもの。

年 ⽣産 農産物 全国
農業地域 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/noukei/einou_syusi/inde

x.html

PDF
excel

20
農林⽔産省

農村振興局農村政
策部農村計画課

農⽤地区域内の農地⾯積 農⽤地区域内の農地⾯積を都道府県別に把
握するもの。 年 ⽣産 農産物 都道府県 農林⽔産省HP 無

https://www.maff.go.jp/j/nousin/
noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_04.

html
PDF

21 農村振興局
整備部設計課

農業基盤情報基礎調査（農業⽣産基盤の
整備状況（農地）（ほ区ポリゴン））

農地の整備状況（区画、農道、⽤⽔、排
⽔）について把握するもの。 年 － 農地 都道府県 農林⽔産省HP 無

https://www.maff.go.jp/j/nousin/
sekkei/totikai/h28_choukei.html PDF

都道府県別の農地の整備
⾯積のみ農林⽔産省HPで
公表（ほ区ポリゴン（GIS
データ）は農林⽔産省HPに
掲載していない）

22
農林⽔産省
農村振興局

整備部設計課

農業基盤情報基礎調査（農業⽣産基盤の
整備状況（基幹的農業⽔利施設））

貯⽔池、頭⾸⼯、⽔⾨等、機場、⽔路におけ
る、基本情報（施設名称、⽤排施設区分な
ど）、建設年度、建設費、施設規模、事業情
報（当初及び更新時の事業地区名など）を
把握するもの。

年 －

基幹的農業⽔利
施設（施設受益
⾯積100ha以

上）

都道府県 農林⽔産省HP 無
https://www.maff.go.jp/j/nousin/
sekkei/totikai/h28_choukei.html PDF

都道府県別の基幹的農業
⽔利施設の施設数・延⻑の
み農林⽔産省HPで公表
（GISデータは農林⽔産省
HPに掲載していない）

23 秋⽥県
農林政策課 秋⽥県認定農業者認定状況 秋⽥県における認定農業者の認定状況を公

表するもの。 年 ⽣産 農産物 市町村 秋⽥県HP 無
https://www.pref.akita.lg.jp/page

s/archive/1343 PDF

24 宮城県
農政総務課 宮城県農業協同組合要覧 宮城県における農業協同組合の状況を公表

するもの。 年 農業協同組合 総合農協地帯 宮城県HP 無
https://www.pref.miyagi.jp/soshi

ki/nosuisom/toukei.html PDF
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25 農林⽔産省
統計部

作物統計
被害調査

天災等が⽣じた際に、農作物の被害状況や減
収状況を把握するもの。 年 ⽣産 農産物 農業地域

都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/sakumotu/higai/index.ht

ml

PDF
excel

26 農林⽔産省
統計部

作物統計
⾯積調査

⽔稲、⻨類（⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、は
だか⻨）、⼤⾖、そば、なたね、陸稲、かん
しょ、飼料作物、てんさい、さとうきび、茶、果
樹、野菜、花きの耕地⾯積調査や作付⾯積を
把握するもの。

年 ⽣産 農産物
農業地域
都道府県
市町村

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/sakumotu/menseki/gaiyo

u/index.html#5

PDF
excel
HTML

27 農林⽔産省
統計部 農業構造動態調査

経営体の概要、⼟地・世帯・農業労働⼒・農
産物の販売・農作業の受託に関する事項等、
農業⽣産構造、就業構造等に関する基本的
事項を把握するもの。

年 ⽣産 農産物 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/sakumotu/menseki/index

.html

PDF
excel
HTML

28 農林⽔産省
統計部 集落営農実態調査 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営

改善計画の認定状況を把握するもの。 年 ⽣産 農産物 都道府県
市町村 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/einou/

PDF
excel
HTML

29 農林⽔産省
⾷料産業局企画課 ⾷品産業企業設備投資動向調査

⾷料品製造業及び外⾷産業に属する主要企
業の最近の設備投資等の実績及び計画の実
態を把握するもの。

年 流通
消費 資材等 全国 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/kigyo_setubi/ excel

30
農林⽔産省

政策課⾷料安全保
障室

⾷料需給表

我が国で供給される⾷料の⽣産から最終消費
に⾄るまでの総量、国⺠1⼈あたりの供給純⾷
料及び栄養量を⽰すもので、⾷料⾃給率算出
の基礎としても活⽤される。

年 消費 農産物 全国
輸出⼊ 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/
fbs/

PDF
excel

31 農林⽔産省
統計部 新規就農者調査 新規就農者数（雇⽤による新規就農者及び

新規参⼊者を含む。）を把握するもの。 年 ⽣産 農産物 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k

ouhyou/sinki/index.html
PDF
excel

32

農林⽔産省
農村振興局農村政
策部地域振興課中
⼭間地域・⽇本型直

接⽀払室

中⼭間地域等直接⽀払制度の実施状況

中⼭間地域等の集落協定の締結状況、各集
落等に対する交付⾦の交付状況、協定による
農⽤地の維持・管理等の実施状況、⽣産性
向上、担い⼿の定着等の⽬標として掲げている
内容及び当該⽬標への取組状況等直接⽀払
いの実施状況を把握するもの。

年 ⽣産 農産物 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k

ouhyou/sankan_siharai/
PDF
excel

33
農林⽔産省

⽣産局農業環境対
策課

⼟壌改良資材の⽣産量及び輸⼊量調査

地⼒増進法（昭和59年法律第34号）第
11条の規定に基づき政令で指定している⼟壌
改良資材の供給量、農業者による使⽤状況
や制度の運⽤状況を把握するもの。

年 ⽣産 資材等 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k

ouhyou/dozyo_kairyo/ excel

34 農林⽔産省
経営局協同組織課 農業協同組合等現在数統計

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農
事組合法⼈の毎年度末現在の設⽴、合併、
解散等の状況を把握するもの。

年 ⽣産 農産物 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k

ouhyou/noukyo/
PDF
excel

35 農林⽔産省
経営局保険課 農作物共済統計表

農業災害補償法による農作物共済事業の年
産（度）ごとの事業実績について取りまとめた
もの。

年 ⽣産 農産物 全国
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/nousaku_kyosai/

PDF
excel

農業災害補償法による農作
物共済事業の年産（度）
ごとの事業実績について取り
まとめたもの

36 農林⽔産省
経営局農地政策課 農地の権利移動・借賃等調査

農地法第52条に基づき、農業委員会から提
供された、農地等の権利移動及び転⽤等の状
況、借賃等の動向等の基礎的な情報を把握
するもの。

年 ⽣産 農産物
全国

農業地域
都道府県

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k

ouhyou/nouti_kenri/
PDF
excel
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37 農林⽔産省
統計部 農道整備状況調査 農道の整備状況を把握するもの。 年 ⽣産 農産物

全国
⼀部の農業地域

都道府県
農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/noudou/

PDF
excel
HTML

38 農林⽔産技術会議
事務局研究企画課 農林⽔産関係試験研究機関基礎調査

公的機関における農林⽔産分野についての研
究⼈員、資⾦及び⽤地の実態等を調査するも
の。

年 全般 農産物 独⽴⾏政法⼈等
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/kenkyu_kikan/

PDF
excel

39 農林⽔産省
統計部 市町村別農業産出額（推計） 市町村ごとの農業⽣産の実態を⾦額（産出

額）で評価するもの。 年 農産物 市町村 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/sityoson_sansyutu/

PDF
excel
HTML

農林業センサスと作物統計
の加⼯統計

40 北海道
農政部

離農農家の保有農地
権利移動状況調査結果

（概要）

北海道において、平成30年に離農農家が保
有していた農地の権利移動状況等を調査した
もの。

年 ⽣産 農産物 全道
振興局等別 北海道HP 無

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns
/csi/noutidate.htm PDF

41 愛媛県 愛媛県農地転⽤許可件数及び⾯積 愛媛県における農地転⽤許可件数及び⾯積
を公表するもの。 年 ⽣産 農産物 市町村 愛媛県HP 無

https://www.pref.ehime.jp/opend
ata-catalog/dataset/dataland-

201.html
excel APIあり

42 ⻘森県
農林⽔産部

⻘森県における農地の動き
（市町村別集計表）

⻘森県における農地の権利移動、転⽤の状況
等を調査分析したもの。 年 ⽣産 農産物 市町村 ⻘い森オープン

データカタログHP 無
https://opendata.pref.aomori.lg.jp

/dataset/dataland-560.html
word
PDF APIあり

43 農林⽔産省
経営局協同組織課 農業協同組合及び同連合会⼀⻫調査

農業協同組合や農業協同組合連合会のそれ
ぞれについて、組織、財務及び事業に関する実
態を明らかにするもの。

年
２年 ⽣産 農産物 都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/noukyo_rengokai/ excel

44 帯広市 帯広市
農村地区モバイル通信状況調査

帯広市における農村地区のモバイル通信状況
を調査したもの。 2018年度 ⽣産 農産物 農村地区 帯広市HP 無

https://www.city.obihiro.hokkaido
.jp/soumubu/jouhoushisutemuka

/opendata.html
GeoJSON

45 茨城県
農政部 茨城県エコファーマー認定状況 茨城県におけるエコファーマーの認定状況を公

表するもの。 2年 ⽣産 農産物 市町村 茨城県HP 無
https://www.pref.ibaraki.jp/nouri
nsuisan/nougi/ecofa/contents02.

html
PDF

46 農林⽔産省
統計部 産業連関構造調査

「産業連関構造調査」のうち、農林⽔産省が
担当する部⾨における投⼊額の推計等に必要
な、収⼊内訳や経費内訳を把握するもの。

５年 その他 その他 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/k
ouhyou/sangyo_renkan/index.ht

ml
csv

47 農林⽔産省
統計部 農林業センサス

我が国の農林業の⽣産構造や就業構造、農
⼭村地域における⼟地資源など農林業・農⼭
村の基本構造の実態とその変化を明らかにする
もの。

５年 ⽣産 農産物
全国

都道府県
市町村

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/c

ensus/afc/index.html
各都道府県HPに市町村別
データがexcel形式で掲載

48
⼀般社団法⼈社会
基盤情報流通推進

協議会
農地筆ポリゴン(世界測地系）

農林⽔産省が提供する市町村別農地筆ポリ
ゴンに市区町村コード、市区町村名を追加した
データ。

⽣産 ⼟地 市町村 G空間情報セン
ター 無

https://www.geospatial.jp/gp_fro
nt/ SHP
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49
⼀般社団法⼈社会
基盤情報流通推進

協議会
農地筆ポリゴン(世界測地系）_重⼼点データ

農林⽔産省が提供する市町村別農地筆ポリ
ゴンの重⼼座標（世界測地系）をcsvに変
換、属性情報として市区町村コード、市区町
村名を追加したデータ。

⽣産 ⼟地 市町村 G空間情報セン
ター 無

https://www.geospatial.jp/gp_fro
nt/ csv

50 国⼟交通省
技術調査課 国⼟交通データプラットフォーム ⽣産 ⼟地 国⼟交通データプ

ラットフォーム 無
https://www.mlit-
data.jp/platform/

XML
PDF

51 テルース GCOM-C 植⽣指数

気候変動観測衛星「しきさい」（GCOM-C）
が観測している、雲、エアロゾル（⼤気中のち
り）、海洋、植⽣、雪氷などのデータより⽣成さ
れたプロダクト（植⽣指数）をEPSG:3857に
投影したもの。

2~3⽇ ⽣産 衛星データ テルース 無 https://www.tellusxdp.com/ja/ 画像形式 APIあり

52 テルース 植⽣（樹⽊被覆率）｜地理院地図

MODISを利⽤して樹⽊被覆率を求め、植⽣
レイヤーを作成したもの。樹⽊被覆率とは地表
⾯に対する樹⽊の⽐率であり、ある区域がどの
程度樹⽊で覆われているのかを⽰している。

⽣産 衛星データ テルース 無 https://www.tellusxdp.com/ja/ 画像形式 APIあり

53 内閣府
地⽅創⽣推進室 RESAS

地域経済分析システム（RESAS︓リーサス）
は、地域に関する官⺠の様々なデータを搭載
し、誰もが分かりやすいように「⾒える化」したシ
ステム。

都道府県 RESASホームペー
ジ 無

https://opendata.resas-
portal.go.jp/ APIあり

54
⼀般財団法⼈

リモート・センシング技
術センター

DIAS 地球環境分野に関するデータを⻑期的に維
持・管理するデータプラットフォーム。

衛星データ
地上観測データ

地球温暖化データ
⼤気観測データ

海洋データ

DIASホームページ 無
https://diasjp.net/dias-

datasetlist/

55 各都道府県の⼟地改
良事業団体連合会 ⽔⼟⾥情報システム

全国の参加県⼟連で運⽤しているWeb型農
地地図情報システム（GIS）。農地筆、耕
区、農振地域、農業⽤⽔利施設、航空写
真、地形図等のデータが取扱い可能。

⽣産 GISデータ 都道府県
各都道府県の⼟
地改良事業団体

連合会HP
無 ー SHP︖

56 国⼟地理院 ハザードマップ 洪⽔、⼟砂災害、津波、道路防災情報に関
するハザードマップを地図上に表⽰する。 ⽣産 地図タイルデータ 30m 国⼟地理院ホーム

ページ 無 https://disaportal.gsi.go.jp/ XML

57 農研機構 ⽇本⼟壌インベントリー ⼟壌図、⼟壌分類、⼟壌温度等を地図上に
表⽰する。 ⽣産 農研機構ホーム

ページ 無
https://soil-

inventory.dc.affrc.go.jp/
※⼟壌図はWAGRIに実装
済み

58 農林⽔産省 農林⽔産省逆引き辞典
補助⾦情報

農林⽔産省が所管する⽣産者向け補助事業
に関する情報。 ⽣産 農林⽔産省HP 無

https://www.gyakubiki.maff.go.jp
/appmaff/input HTML

59 農林⽔産省 農林⽔産省逆引き辞典
融資情報 ⽣産者向けの融資に関する情報。 ⽣産 農林⽔産省HP 無

https://www.gyakubiki.maff.go.jp
/appmaff/input HTML

60 各都道府県 病害⾍発⽣予察情報 病害⾍の発⽣予察情報 ⽉
（4⽉〜9⽉） ⽣産 ⽶

⻘果物 都道府県 各都道府県病害
⾍防除所HP 無

https://www.maff.go.jp/j/syouan
/syokubo/boujyo/120104_yoho.ht

ml
PDF 左記農林⽔産省HPに各都

道府県のリンクあり



データカタログ（⻘果物等）
№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 公表場所 e-stat掲載 URL データ形式 備考

1 農林⽔産省
統計部

⻘果物卸売市場調査
⽇別調査

全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘果
物の⽇別の卸売数量及び卸売価額を調査
し、価格形成の実態等を明らかにするもの。

⽇ 流通 ⻘果物 主要な都市別 農林⽔産省HP 無
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04
B040UC020SC998-Evt001.do

PDF
csv

HTML

2 農林⽔産省
統計部 ⻘果物市況情報 全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘果

物の市況情報を明らかにするもの。 ⽇ 流通 ⻘果物 市場 農林⽔産省HP 無
https://www.seisen.maff.go.jp/
seisen/bs04b040md001/BS04
B040UC010SC999-Evt001.do

PDF
csv

HTML

3 農林⽔産省
統計部 ⽣鮮野菜価格動向調査

⼩売段階における⽣鮮野菜の販売区分（国
産有機栽培品、国産特別栽培品及び輸⼊
品をいう。）別の価格動向及び国産標準品と
の価格の差異を把握するもの。

四半期 流通 ⻘果物 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/seisen_kakaku/

PDF
excel

4 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（果樹）

結果樹⾯積、出荷量及び⾃家⽤、無償の贈
与の量等、果樹の⽣産・出荷に関する実態を
明らかにするもの。

年 ⽣産 果樹 都道府県
市町村 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/sakumotu/sakkyou_

kazyu/index.html

PDF
excel
HTML

5
農林⽔産省

⽣産局農産部
園芸作物課

特産果樹⽣産動態等調査
果樹の品種・品⽬別の栽培⾯積、収穫量、
出荷量（うち加⼯向け）、主要産地名を明ら
かにするもの。

年 ⽣産 果樹 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/tokusan_kazyu/

PDF
excel

6 農林⽔産省
経営局保険課 果樹共済統計表

農業災害補償法による果樹共済事業の年産
（度）ごとの事業実績について取りまとめたも
の。

年 ⽣産 果樹 全国
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/kazyu_kyosai/

PDF
excel

農業災害補償法による果
樹共済事業の年産
（度）ごとの事業実績に
ついて取りまとめたもの

7 林野庁 林業産出額 林業産出額は、林業⽣産の実態を⾦額で評
価することにより明らかにするもの。 年 ⽣産 きのこ 全国

都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/ringyou_sansyutu/in

dex.html

PDF
excel

きのこのデータあり
諸統計等を⽤いて推計

8 林野庁 特⽤林産物⽣産統計調査 都道府県の特⽤林産物の⽣産等の変動の実
態を継続的に把握するもの。 年 ⽣産

流通 きのこ 全国
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/tokuyo_rinsan/

PDF
excel きのこのデータあり

9 農林⽔産省
経営局保険課 園芸施設共済統計表

農業災害補償法による園芸施設共済事業の
年産（度）ごとの事業実績について取りまとめ
たもの。

年 ⽣産 施設園芸 全国
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/engei_kyosai/

PDF
excel

農業災害補償法による園
芸施設共済事業の年産
（度）ごとの事業実績に
ついて取りまとめたもの



データカタログ（⻘果物等）
№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 公表場所 e-stat掲載 URL データ形式 備考

10 農林⽔産省
統計部

⻘果物卸売市場調査
年間取扱量等調査

全国の主要な⻘果物卸売市場における⻘果
物の年間の卸売数量及び卸売価額を調査
し、価格形成の実態等を明らかにするもの。

年 流通 ⻘果物 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/seika_orosi/index.ht

ml

PDF
excel

11 農林⽔産省
統計部

⾷品流通段階別価格形成調
査

⻘果物調査

産地から消費地に⾄る各流通段階別の流通
経費等の実態を把握するとともに、その結果を
⽤いて価格形成の過程を試算するもの。

年 全体 ⻘果物 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/sakumotu/sakkyou_y

asai/index.html

PDF
excel
HTML

12 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（野菜）

作付⾯積、収穫量、出荷量及び⽤途別出荷
量等、野菜の⽣産・出荷に関する実態を明ら
かにするもの。

年 ⽣産 野菜 都道府県
市町村 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/sakumotu/sakkyou_

kaki/index.html

PDF
excel
HTML

13 農林⽔産省
経営局保険課 畑作物共済統計表

農業災害補償法による畑作物共済事業の年
産（度）ごとの事業実績について取りまとめた
もの。

年 ⽣産 露地 全国
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/tokusan_yasai/

PDF
excel

農業災害補償法による畑
作物共済事業の年産
（度）ごとの事業実績に
ついて取りまとめたもの

14
農林⽔産省

消費・安全局農産
安全管理課

国内産農産物における農薬の
使⽤状況及び残留状況調査

国内産農産物における農薬の使⽤状況及び
残留状況を明らかにするもの。 年 ⽣産 ⻘果物 全国 農林⽔産省HP 無

https://www.maff.go.jp/j/nouy
aku/n_monitor.html

PDF

15
農林⽔産省

消費・安全局農産
安全管理課

農薬の使⽤に伴う事故及び被
害の発⽣状況

農薬の使⽤に伴う事故及び被害の発⽣状況
を明らかにするもの。 年 ⽣産 ⻘果物 全国 農林⽔産省HP 無

https://www.maff.go.jp/j/nouy
aku/n_topics/h20higai_zyokyo.

html
PDF

16
農林⽔産省

消費・安全局農産
安全管理課

農薬製造・出荷数量報告 農薬の製造・出荷数量を明らかにするもの。 年 ⽣産 ⻘果物 全国 農林⽔産省HP 無
https://www.maff.go.jp/j/nouy

aku/n_info/
PDF

17 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（花き） 花きの作付⾯積と出荷量を把握するもの。 年 ⽣産 花き 都道府県

市町村 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/sakumotu/sakkyou_
kaki/gaiyou/index.html#1

PDF
excel
HTML

18 農林⽔産省
⽣産局園芸作物課 地域特産野菜⽣産状況調査

多様な野菜の品⽬別・栽培⽅法（施設・露
地）別の作付⾯積、収穫量、出荷量、出荷
量の内訳（⽣⾷⽤・加⼯⽤）⽣産状況等を
把握するもの。

２年 ⽣産 野菜 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei
/kouhyou/tokusan_yasai/

PDF
excel

19 農畜産業振興機構 野菜⼩売価格動向調査 主要都市における野菜の⼩売価格動向を把
握するもの。 ⽉ ⼩売 野菜

全国の主要9都市
（中央卸売市場のあ
る札幌市、仙台市、東
京23区、名古屋市、

⾦沢市、⼤阪市、広島
市、⾼松市及び福岡

市）

農畜産業振興機
構　野菜情報総合

把握システム
無

https://vegetan.alic.go.jp/kouri
_cyousa.html

Excel
PDF



データカタログ（⽶等）
№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 公表場所 e-stat掲載有無 URL データ形式 備考

1
農林⽔産省

政策統括官農産企画
課

⽶の相対取引価格・数量 産地別・品種別の⽶の相対取引価格・数量を
明らかにするもの。 ⽉ 流通 ⽶ 産地（都道府県） 農林⽔産省HP 無

https://www.maff.go.jp/j/seisan/
keikaku/soukatu/aitaikakaku.html

PDF
csv

excel

2
農林⽔産省

政策統括官農産企画
課

⽶の契約・販売状況、⺠間在庫の推移等

産地別・品種別の⽶の契約・販売状況、⺠間
在庫の推移、⽶穀販売事業者における販売数
量・販売価格の動向、産地別事前契約数量を
明らかにするもの。、

⽉ 流通 ⽶ 産地（都道府県） 農林⽔産省HP 無
https://www.maff.go.jp/j/seisan/
keikaku/soukatu/aitaikakaku.html

PDF
csv

excel

3 農林⽔産省
統計部 ⽣産者の⽶穀在庫等調査 ⽣産者の⽶穀の在庫量、消費量、販売量等の

実態を把握するもの。
年３回

年 ⽣産 ⽶ 全国
農業地域 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/kome_zaiko/

PDF
excel
HTML

4 農林⽔産省
政策統括官穀物課 農産物検査結果 ⽶、⻨、⼤⾖等の等級検査結果をまとめたも

の。 年 ⽣産
⽶
⻨

⼤⾖等
全国 農林⽔産省HP 無

https://www.maff.go.jp/j/seisan/
syoryu/kensa/index.html

PDF
excel

5 農林⽔産省
統計部 特定作物統計調査

⾖類、こんにゃくいも、いの作付⾯積、収穫量、
栽培⾯積、収穫⾯積、⽣産農家数等を明らか

にするもの。
年 ⽣産 ⾖類

全国
農業地域
都道府県

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko

uhyou/tokutei_sakumotu/
excel
HTML

6 農林⽔産省
統計部

作物統計
作況調査（⽔陸稲、⻨類、⾖類、かんしょ、飼

料作物、⼯芸農作物）

⽔稲、⻨類（⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、は
だか⻨）、⼤⾖、そば、なたね、陸稲、かんしょ、
飼料作物、てんさい、さとうきび、茶の、作柄概

況や（予想）収穫量を把握するもの。

年 ⽣産 農産物
農業地域
都道府県
市町村

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/sakumotu/sakkyou_kome/i

ndex.html

PDF
excel
HTML

7 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
農産物⽣産費統計

⽶、⼩⻨、⼆条⼤⻨、六条⼤⻨、はだか⻨、⼤
⾖、原料⽤かんしょ、原料⽤ばれいしょ、てんさ
い、さとうきび、なたね及びそばの⽣産費の実態

を明らかにするもの。

年 ⽣産 農産物
全国

農業地域
都道府県

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/noukei/seisanhi_nousan/in

dex.html

PDF
excel
HTML

8 ⽇本穀物検定協会 ランキング試験
主な産地品種銘柄について、当協会がその供
試試料を⾷味試験した結果に基づいて⽶の⾷

味ランキングを評価するもの。
年 ⽣産 穀物 主要産地品種銘柄 ⽇本穀物検定協

会HP 無
http://www.kokken.or.jp/ranking_

area.html PDF

9 ⽶穀安定供給確保⽀
援機構 消費動向調査 ⽶の消費状況を把握するもの。 ⽉ 消費 穀物 都市別の公表はない ⽶穀安定供給確

保⽀援機構HP 無
https://www.komenet.jp/data/jish

uchousa/doko/ PDF

10 ⽶穀安定供給確保⽀
援機構

DI調査
（⽶取引関係者の判断に関する調査）

⽶の需給動向や価格⽔準などの取引状況を把
握するもの。 ⽉ 段階縦断 穀物 都市別の公表はない ⽶穀安定供給確

保⽀援機構HP 無
https://www.komenet.jp/data/jish

uchousa/dichosa/ PDF

11 ⽶穀安定供給確保⽀
援機構 品種別作付動向 品種別作付動向を把握するもの。 年 ⽣産 穀物 東京都以外の46道府

県
⽶穀安定供給確
保⽀援機構HP 無

https://www.komenet.jp/data/jish
uchousa/hinshitu/ PDF

12 ⼤阪堂島商品取引所 ヒストリカルデータ ⽶等の先物取引に関する、取引価格や取引量
（出来⾼）をまとめたもの。 ⽇ 流通

⽶
⼩⾖
粗糖

とうもろこし

全国 ⼤阪堂島商品取
引所HP 無

http://www.ode.or.jp/market/his_i
ndex.html CSV

国内唯⼀の取引所。取
引所の認可が2021年8
⽉まで、更新されるか未
定。



データカタログ（畜産・酪農）
№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 公表場所 e-stat掲載有無 URL データ形式 備考

1 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
⾷⾁卸売市場調査（⽇別）

豚、成⽜等の規格別枝⾁取引成⽴頭数、規
格別枝⾁取引総重量、規格別枝⾁取引総価
額を把握するもの。

⽇ 流通 畜産物 市場 農林⽔産省HP 無

(豚)
https://www.seisen.maff.go.jp/s
eisen/bs04b040md001/BS04B04

0UC040SC001-Evt001.do
（⽜）

https://www.seisen.maff.go.jp/s
eisen/bs04b040md001/BS04B04

0UC040SC001-Evt002.do

PDF
csv

HTML

2 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
と畜場統計調査（⽇別）

豚のと畜頭数、成⽜（和⽜、乳⽜、交雑⽜、そ
の他の⽜）のめす及び去勢のと畜頭数を把握
するもの。

⽇ 流通 畜産物 全国 農林⽔産省HP 無
https://www.seisen.maff.go.jp/sei
sen/bs04b040md001/BS04B040U

C060SC990-Evt000.do

PDF
csv

HTML

3 農林⽔産省
統計部 ⾷⿃市況情報 ⾁⽤若鶏の部位別価格・数量を把握するもの。 ⽇ 流通 畜産物 東京都 農林⽔産省HP 無

https://www.seisen.maff.go.jp/sei
sen/bs04b040md001/BS04B040U

C040SC001-Evt003.do

PDF
csv

HTML

4 農林⽔産省
統計部 鶏卵市況情報 鶏卵の規格別価格・数量を把握するもの。 ⽇ 流通 畜産物 東京都 農林⽔産省HP 無

https://www.seisen.maff.go.jp/sei
sen/bs04b040md001/BS04B040U

C040SC001-Evt004.do

PDF
csv

HTML

5 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
と畜場統計調査（⽉別）

豚のと畜頭数、成⽜（和⽜、乳⽜、交雑⽜、そ
の他の⽜）のめす、去勢及びおすのと畜頭数、
⼦⽜、⾺のと畜頭数及び枝⾁重量を把握する
もの。

⽉ 流通 畜産物 都道府県 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/tikusan_ryutu/index.html

PDF
excel
HTML

⾷⾁流通統計という名⽬
でまとめて公開されてい
る。

6 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
⾷⾁卸売市場調査（⽉別）

豚、成⽜等の規格別枝⾁取引成⽴頭数、規
格別枝⾁取引総重量、規格別枝⾁取引総価
額を把握するもの。

⽉ 流通 畜産物 市場 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/tikusan_ryutu/index.html

PDF
excel
HTML

⾷⾁流通統計という名⽬
でまとめて公開されてい
る。

7 動物検疫所 動物検疫統計 動物・畜産物の輸⼊検査件数を把握するもの。 ⽉ ⽣産
流通 畜産物 仕出国 動物検疫所HP 無

https://www.maff.go.jp/aqs/tokei
/toukei.html

PDF
excel 近年はPDFのみ

8 農林⽔産省
統計部 ⽜乳乳製品統計 ⽜乳及び乳製品の⽣産、出荷及び在庫等に関

する実態を明らかにするもの。
⽉
年

⽣産
流通 酪農

全国
農業地域
都道府県

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko

uhyou/gyunyu/

PDF
excel
HTML

9 農林⽔産省
統計部 畜産統計調査 畜産物の飼養頭数、経営タイプ及び飼料⽤作

物の作付実⾯積状況等を明らかにするもの。 年 ⽣産 畜産物 農業地域
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/tikusan/index.html

PDF
excel
HTML

10 農林⽔産省
統計部

農業経営統計調査
畜産物⽣産費統計

畜産物の⽣産のために投⼊した費⽬別の費
⽤、作業別労働時間、飼料等の品⽬別数量と
価額、主産物及び副産物の数量と価額、農業
就業者数、経営⼟地⾯積、建物、⾃動⾞・農
機具の所有台数等を明らかにするもの。

年 ⽣産 畜産物
全国

農業地域
北海道・都府県

農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/noukei/seisanhi_tikusan/in

dex.html

PDF
excel
HTML

11
農林⽔産省

⽣産局畜産部⽜乳乳
製品課

チーズの需給表 チーズの⽣産量・消費量等をまとめたもの。 年 消費 酪農 全国 農林⽔産省HP 有
https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/tikusan_ryutu/index.html

PDF
excel

⽜乳乳製品統計、貿易
統計の加⼯統計



データカタログ（畜産・酪農）
№ 作成主体 名称 データの内容 更新頻度 流通段階 対象品⽬ 地域別集計 公表場所 e-stat掲載有無 URL データ形式 備考

12 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
鶏卵流通統計調査 鶏卵の集出荷量を明らかにするもの。 年 流通 畜産物 都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/tikusan_ryutu/index.html

PDF
excel
HTML

13 農林⽔産省
統計部

畜産物流通調査
⾷⿃流通統計調査 ⾁⽤若鶏等の年間処理量を明らかにするもの。 年 流通 畜産物 全国 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/katiku_kyosai/

PDF
excel
HTML

14 農林⽔産省
経営局保険課 家畜共済統計表

農業災害補償法による家畜共済事業の年産
（度）ごとの事業実績について取りまとめたも
の。

年 ⽣産 畜産物 全国
都道府県 農林⽔産省HP 有

https://www.maff.go.jp/j/tokei/ko
uhyou/gyunyu_doukou/

PDF
excel

農業災害補償法による家
畜共済事業の年産
（度）ごとの事業実績に
ついて取りまとめたもの

15
農林⽔産省

⽣産局畜産部⽜乳乳
製品課

⽜乳乳製品の⽣産動向 ⽣乳⽣産量や⽤途別処理量を取りまとめたも
の。 ⽉ 流通 酪農 農業地域 農林⽔産省HP 有

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns
/tss/feed/index.htm

PDF
excel

⽜乳乳製品統計の加⼯
統計

16

北海道
農政部

⽣産振興局
畜産振興課

飼料の安全に関する情報
飼料製造・輸⼊・販売に関する各種届出や飼
料の適正な利⽤についての情報提供、過去の
飼料⽴⼊検査状況を公表するもの。

⽣産 畜産物 北海道 北海道ホームペー
ジ 無

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns
/tss/feed/index.htm PDF

17

北海道
農政部

⽣産振興局
畜産振興課

北海道牧草・飼料作物優良品種⼀覧 北海道における牧草・飼料作物の優良品種を
取りまとめたもの。 ⽣産 畜産物 北海道 北海道ホームペー

ジ 無
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns

/tss/rakuno/kairyo.htm PDF

18

北海道
農政部

⽣産振興局
畜産振興課

⽜群検定加⼊状況

⽜群検定（地域の酪農家が組織する検定組
合に所属する検定員が、検定加⼊農家が飼養
する乳⽤⽜について、個体毎に乳量、乳成分
率、体細胞数、繁殖成績などのデータを毎⽉記
録し、収集したデータを専⾨機関で分析した後
「検定成績表」として酪農家へフィードバックする
システム）加⼊状況を公表するもの。

⽣産 酪農 北海道 北海道ホームペー
ジ 無

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns
/tss/rakuno/index.htm excel

19

北海道
農政部

⽣産振興局
畜産振興課

新搾乳システム等導⼊状況調査 北海道における新搾乳システム等の導⼊状況を
調査したもの。 ⽣産 酪農 北海道 北海道ホームペー

ジ 無
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns

/tss/rakuno/index.htm PDF

20

北海道
農政部

⽣産振興局
畜産振興課

酪農経営における経営離脱調査 北海道における酪農経営の離脱状況を調査し
たもの。 ⽣産 酪農 北海道 北海道ホームペー

ジ 無
https://www.alic.go.jp/r-
nyugyo/raku02_000060.html PDF

21 農畜産業振興機構 ⾷⾁販売動向調査結果 ⾷⾁の消費・販売動向を把握するもの。 半年 中間流通・⼩売 畜産 都市別の公表はない 農畜産業振興機
構HP 無

https://www.alic.go.jp/r-
nyugyo/raku02_000060.html PDF

22 農畜産業振興機構 ⾁⽤⼦⽜取引情報 家畜市場における⾁⽤⼦⽜の取引情報を把握
するもの。 ⽉ 中間流通 畜産 全国の家畜市場別 農畜産業振興機

構HP 無
https://www.alic.go.jp/operation/l

ivestock/calf-report.html
PDF
excel
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