
農林水産省 大臣官房 統計部

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1

【連絡先】
　管理課 採用担当
　TEL 03-3502-8111( 内線 3554) 03-3502-2786( 直通 )

【交　通】
　東京メトロ　丸ノ内線・日比谷線・千代田線『霞ヶ関』駅下車
　A7 出口（本館正面玄関：赤色で表示）又は
　B3a 出口（北別館：黄色で表示）
※統計部採用担当は「北別館」の３Fになります

インターネットの農林
水産省 統計部採用情報
もご覧ください

農林水産統計データは
こちら
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農林水産省 統計部
より確かな未来のために日本の“今”を調査する



自給率が低く大丈夫？
国産でないと不安？
今年のコメは不作？外国の

農産品と
競争できるか？

大震災で
東北の被災３県の
農林水産業はどう
なっている？

公共財としての農林水産統計データ
日本の食と農林水産業の実態はどうなっているの？

日本の農業の問題は
何？

（農業者、耕地 etc）

◆作物統計調査
　水稲（R3年産）（概数値）
　　収穫量：756 万 t
　　単　収：539 ㎏
　　作況指数：101

◆畜産統計調査
　肉用牛 (R3.2.1 現在 )

　　飼養戸数：  42 千戸
　　飼養頭数：261 万頭

◆農林業センサス　
　（R2年）　

　販売農家：103 万戸
　基幹的農業従事者
　　　　　 ：136 万人
　平均年齢 :67.8 歳

◆新規就農者調査
　（R2年）

　新規就農者：5.4 万人
　49 歳以下：1.8 万人

◆作物統計調査
　（R3年）

　耕地面積：435 万 ha
　　　　田：237 万 ha
　　　　畑：198 万 ha
　耕地率 :11.7％
　（R3 年産）（概数値）

　水稲作付面積：140 万 ha
　麦類作付面積：   28 万 ha
　大豆作付面積：   15 万 ha

◆農業経営統計調査
　農業所得（R2年）
　１経営体：123.3 万円
　米生産費（R2年産）
　10ａ当たり：129,186 円

◆生産農業所得統計
　（R2年）

　農業総産出額：8.9 兆円
　　米の産出額：1.6 兆円

◆農林業センサス　
　（R2年） 

　農業経営体１経営体
　当たり経営耕地
　　　　　　   ：3.1ha

◆６次産業化総合調査
　（R元年度）

　総販売金額：2.3 兆円
　総従事者数：46.7 万人

◆農林業センサス
　被災３県の農業経営体数
　（R2年）　
　農業経営体：107,983 経営体
　　　　　　　（▲22.3%）
　うち法人経営：2,284 経営体　　　　
　　　　　　　（13.8%）
　 注：（ ）内は H27 年に対する増減率

日本では何を
どの位作っているの？

・農家は何人いるの？
・平均年齢は？
・どの位減っているの？
・新しい参入者は？

大震災で被害を受けた
農家の現状は？

・経営規模はどの位？
・規模拡大は進んでいる？
・６次産業化は
　進んでいる？

耕地はどの位あるの？
品目別の作付面積は？

農業の収入はどの位？
農作物を作るのに
いくらかかるの？
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本　省 地方組織

統計部

管理課

統計品質向上室

経営・構造統計課

センサス統計室

生産流通消費統計課

消費統計室

・農林水産業に関する経済面の統計を作成

統計企画管理官

・統計調査の円滑な実施、結果の利活用を促進　

・農林漁業の現状の姿を把握

・農林水産物の生産実態の把握

・6次産業化、農水産物の流通消費の実態を把握

地方農政局統計部※

北海道農政事務所統計部

・統計調査の実施・取りまとめ、地域関係者への　
　

・統計調査に関する総合調整、総務・経理

・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

調査結果の分析・提供・説明

中国四国

九州

東海

近畿

北陸

東北

北海道

関東

※地方農政局の所在地：東北（仙台）、北陸（金沢）、
関東（さいたま）、東海（名古屋）、近畿（京都）、
中国四国（岡山）、九州（熊本）
　なお、これとは別に各県庁所在地などに数名から
数十名程度が常駐しています。

農政を支える情報インフラ 国民のための公共財

（令和 4年１月現在）

　公表された調査結果は、日
本の農林水産業を取り巻く情
勢を捉えるための “ものさし” 
となっており、

1. 国民が農林水産業を捉える
   指標として
2. 学術的な研究データとして

使われています。

　より効果の高い政策を行うために
は、農林水産業を取り巻く変化を正
確に反映したデータが必要です。
　統計部では、

1. 国の財政支出の算定根拠
2. 需給安定対策等の施策の
　発動基準
3. 政策目標の設定・評価

に必要な調査を実施し、農政を支え
る情報インフラを整備しています。

農林水産統計
2つのミッション

農林水産省統計部の使命 組織紹介
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●統計部では、農業経営統計調査、作物統計調査、農林業センサス等公的統　　計の中核となる特に重要な統計調査（基幹統計調査）を7調査実施しているほか、6次産業化
　総合調査などの一般統計調査を実施しています。
●農林水産統計は「調査の①検討、②設計、③実施・取りまとめ、④公表」の　　行程に沿って作成しています。
●本省は全ての行程を統括、地方農政局では③実施・取りまとめを担当して　　います。

Point

調査員

政策部局

国 民

総務省

政策部局

農政を支える「情報インフラ」

国民のための「公共財」

□ 調査対象
□ 調査票
□ 時期
□ 標本数
□ 調査方法
□ 点検・評価
□ 予算

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

□ 面接、郵送等
□ 審査・集計
✓
✓

□ 広報、普及
□ 速報と確報
✓
✓

　省内のユーザーである政策立案部局からニーズを
把握し、実施の必要性を検討します。

　公表された調査結果は、日本の農林水産業を取り巻く
情勢を捉えるための “ものさし” となっており、政策決定
のみならず、国民が農林水産業の「今」を知る指標として、
また、学術的な研究にも使われています。

　取りまとめた調査結果は、ホームページや各種刊行物など
で公表され、メディアに掲載されるなど広く活用されます。

　調査票を使用し、面接、郵送などにより調査を行います。一部
調査では一般の方を調査員として雇用し、調査を実施しています。
　調査票の審査が終わった後、一定の方法に基づいて迅速かつ正
確に集計作業を実施し、総数や平均値などの調査結果を審査して
取りまとめます。

　　調査の目的に応じて効率性を考えながら、調査対象、
調査事項（調査票）、調査時期、標本数、調査方法など設
計を行い、統計品質の点検・評価、必要な予算の確保、
統計法を所管する総務省への申請を行います。

公表
④

利活用
⑤

検討
①

設　計
②

③

実施・
取りまとめ
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　農業経営統計調査

　農家の収入、支出などを明らかにする「営農類型別経営統計」と、農畜産物の生産コスト
を明らかにする「農畜産物生産費統計」の２大体系で実施しています。

【農業経営統計調査の体系】

農業経営統計調査

営農類型別経営統計

農畜産物生産費統計

水田作、畑作、野菜作、酪農、肉用牛など 13営農類型別に
農業経営の実態を把握

農業経営体における農畜産物（米、麦、大豆、牛乳、肉用牛
など）の生産費（コスト）の実態を把握

File 1
農
家
の
経
営
状
況
、
農
畜
産
物
の
生
産
コ
ス
ト
を
明
ら
か
に
す
る

　

‒

農
業
経
営
統
計
調
査‒

　施策や調査環境の変化に対応しているか調査内容を点検し、ニーズに対
応した調査となるよう常に見直しを行っています。

設計
②

③

実施・
取りまとめ

検討
①

利活用
⑤

公表
④ 　取りまとめたデータは、調査結果の分析を行い、国民視点に立った分か

りやすいものとなるよう、解説を加えて公表しています。
　　

こんな所で使われています…
▶「営農類型別経営統計」は、各種農業施策の企画立案や施策評価等に活用
されています。
▶「農畜産物生産費統計」は、「経営所得安定対策」などの交付金算定等に
活用されています。

　本調査は５年ごとに実施される農林業センサス等を母集団とした標本（サ
ンプル）調査です。
　本省において、センサス結果で明らかになった構造変化や、施策の変化
に対応し都道府県別、規模別の標本数を設計しています。
（全国で 9千経営体）

　地方農政局や都道府県拠点において職員や専門調査員が実施しています。
調査は農家の年間を通じた協力に支えられており、調査現場における農家
との信頼関係で成り立っています。
　また、調査対象から得られたデータは、当年の作柄や生産事情などに照
らして審査を行い、正確な調査結果を取りまとめています。

●　個人経営体の水田作経営の全国平均
の農業所得は 12.6万円となり、そのう
ち、農業所得が主となる主業農家の平
均農業所得は、278.5万円となってい
ます。

●　全国平均の米 60kg 当たり生産費は、
1万 5,046 円となっています。

●　地域別にみると、作付規模が大きい
北海道では、都府県と比べて生産費は
低くなっています。

調査結果

令和 2年　農畜産物生産費統計
（米生産費・60kg 当たり）

令和 2年　営農類型別経営統計
（個人経営体・水田作経営１経営体当たり全国平均）
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主業農家平均販売農家平均
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
（円）

全国 北海道 都府県

1,297 
賃借料及び料金
1,053 肥料費

1,169
878 1,069

1,310

2,949
農機具費 2,153

3,024

5,703
その他

4,485

5,827

4,044
労働費

2,791

4,166

（15,046）

（11,476）

（15,396）

（280.6）

農業経営費
268.0

農業所得
12.6

1,115.2

278.5

（1,393.7）

農
業
粗
収
益
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　水稲収穫量調査

　全国で約 1万箇所のほ場を実測調査をし、水稲の作柄や収穫量を明らかにしています。

File 2
お
米
の
豊
凶
を
予
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す
る

　

‒

水
稲
収
穫
量
調
査‒

　効率的で必要性のある調査が実施できるように、適宜調査事項や調査手
法の改善を検討します。
　

　本省において、都道府県別の調査結果が目標とする調査精度を達成でき
るように、調査ほ場数を算出します。
（全国で約１万ほ場）

　地方組織の職員（調査員）が調査ほ場を選定して、実測調査を行います。
　収穫が行われる前に実施する調査（8 月、９月、10 月）は、穂数、もみ
数など実測可能な項目を計測し、実測不可能な項目は気象データと過去の
実測データを基に予測した上で、10アール当たり予想収量を決定します。
　収穫期に実施する調査は、稲を刈取り、脱穀・乾燥・もみすりを行った後、
選別を行い、その重さを計測し、10アール当たり収量を決定します。

●　作況指数は、作柄の良否を表す指標で、その年の「10 アー
ル当たり平年収量」に対する「10アール当たり（予想）収量」
の比率を表したもの。

●　10 アール当たりの平年収量は、その年の気象の推移や被害
の発生状況などを平年並みと仮定した上で、実収量のすう勢
を基に、最近の栽培技術の進捗の度合、作付品種の変動、温
暖化の傾向等を考慮して作成した予想収量

　取りまとめた結果は 8月、10月、11月、12月の年４回（一部地域は年５回）
公表します。
　公表に際しては記者ブリーフィングを行うなど丁寧な結果発表に努めて
います。　

こんな所で使われています…
▶国民の主食である米の需給及び価格の安定を図るための需給見通しの策
定に用いられます。
▶生産者が作業計画や販売計画等を立てる上での参考情報として利用され
ます。

調査結果

設計
②

③

実施・
取りまとめ

検討
①

利活用
⑤

公表
④

=×１㎡当たり全もみ数 千もみ当たり収量 10ａ当たり（予想）収量

【10a 当たり（予想）収量の求め方】

収
穫
前

１㎡当たり株数 １株当たり穂数 １穂当たりもみ数

実　測　調　査

収
穫
期

刈取り 脱穀 『生もみ』 もみすり 選別

実　測　調　査

乾
燥

『 玄　米 』
( 三等品位以上 )

重
量
計
測

過去の気象及び実
測データから作成
した重回帰式に、
当年の気象及び実
測データを入力し
て予測。

令和２年産水稲の作況指数（「令和2年産水陸稲の収穫量 」より）

作況指数 100×= 10アール当たり（予想）収量

10アール当たり平年収量

9 10

統
計
調
査
の
し
く
み

統
計
調
査
の
し
く
み



統計部の新たな取り組み

AI（人工知能）や人工衛星画像データを活用した新たな取り組み

筆ポリゴンをオープンデータとして提供
　統計部では、耕地面積調査等の母集団情報として、全国
の土地を隙間なく 200 メートル四方（北海道は 400 メート
ル四方）の区画に区分し、耕地が存在する約 290 万区画に
ついて、人工衛星画像をもとに「ほ場」の形状に沿って作
成した農地の区画情報（筆ポリゴン）を整備し、オープンデー
タとして幅広く提供を行っています。
　筆ポリゴンは、民間事業者等が開発・販売するスマート
農業技術への活用のほか、行政機関や農業団体の業務効率
化など様々な場面で活用されています（令和２年 12 月末ま
でに 1,900 件以上のダウンロード実績）。

筆ポリゴンの最新化の取り組み
 　「ほ場」の形状の変化に伴う筆ポリゴンの更新について、国内で最新の AI 技術を有する国立研究開発法人産業技術総
合研究所と 2018 年に共同研究契約を締結し、AI の機械学習を用いて人工衛星画像データを解析し、形状に変化のあっ
た「ほ場」を自動的に抽出し、更新が必要な筆ポリゴンを特定するための手法開発を実施しました。
　筆ポリゴンの更新作業はこれまで、職員等が人工衛星画像を目視で確認して、更新が必要な筆ポリゴンを特定してい
たため、１年間で更新ができる筆ポリゴンは全国の５分の１程度に留まっていましたが、この手法を活用し、2020 年度
から全国の筆ポリゴンを毎年最新の情報にアップデートする取り組みを開始しました。
　筆ポリゴンは、これまではスマート農業への活用等の目的で民間企業や大学・研究機関等で利用されていますが、農
地情報のデジタルインフラとして毎年最新の筆ポリゴンが提供可能となることで、衛星画像等を活用したほ場ごとの栽
培管理の省力化など、スマート農業の推進やデータ駆動型の農業経営の実現に大きく貢献することとなります。

人工衛星画像データのAI 解析による農地の区画ごとの作付状況把握手法の開発
　2019 年度からの新たな取り組みとして、小型人工衛星により高頻度で撮影した衛星画像データを AI の機械学習を利
用して解析し、農地の区画ごとの作付状況を効率的に把握する手法の開発に着手しています。

人工衛星からの取得データを利用した水稲作柄予測手法の導入
　水稲の作柄予測について、気象データに加え、人工衛星データを利用することにより、調査精度を維持しつつ、草丈、
茎数等の実測調査に係る業務を合理化する手法の開発を 2017 年度から２か年かけて行い、2020 年度から運用を開始し
ています。

人工衛星画像入手 全ての区画で変化の
有無を目視判定 筆ポリゴン修正作業

人工衛星画像入手 全ての区画で変化の
有無を目視判定

抽出された区画で
変化の有無を目視判定

AI が変化がある
区画を自動抽出 筆ポリゴン修正作業

形状変化等のあった筆ポリゴンを
手作業で修正し更新

形状変化等のあった筆ポリゴンを
手作業で修正し更新

入手した人工衛星画像
データの全ての区画を
目視で確認するため、
変化の有無を判定する
作業に多大な労力を要
していた。

AI が変化ありと判別した区画を重点的に確認することで、筆ポリゴン更新作業の効率化を実現。
新たな手法の導入により、実測調査に係る業務を合理化しつつ、水稲作柄を予測。

 これまでの手法

  2020 年度からの手法

これまでの生育把握方法

衛星データ

イメージ（例）

職員等による草丈、茎数の計測

イメージ（例）

判別結果

レタス

大豆

AI

地上分解能が約３mの超小型人工衛星画像を用いて、
ほ場の時系列変化を確認。

3月●日

4月●日

5月●日

…

時系列変化の特徴を捉
えて作物を分類

作物の分類
モデル

アメダスデータに加えて、
人工衛星から取得される
データを利用することに
より、作柄を予測

アメダスデータ

人工衛星からの取得データを活用した水稲作柄予測手法
作柄の良否 都道府県数区分

やや良
平年並み
やや不良

5
20
21

生育の良否 都府県数区分
やや良
平年並み

6
21
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データサイエンスを活用した政策立案イメージ
　民間で活用されているデータサイエンスの事例は、高度な政策立案にも応用可能

統計部の新たな取り組み

DS ＝ A ∩ B ∩ C

出所：Drew Conway, The Data Science Venn Diagram, 
<http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram> を翻訳・加筆

データ分析の高度化に向けた取り組み　～農林水産省職員研修の例～

データサイエンティスト育成プロジェクト
　データサイエンティストとは、さまざまな意思決定の局面において、データに基づいて合理的な判断を行えるように
意思決定者をサポートする職務またはそれを行う人のことであり、統計解析や IT のスキルに加えて、ビジネスや市場ト
レンドなど幅広い知識が求められます。
　統計部では、データに基づく政策立案や効果検証ができる人材、また、データ分析に強い民間事業者とも対等に渡り
合える人材を育成することを目指して、農林水産省内の職員を対象に「データサイエンティスト育成研修」を実施して
います。

基礎から応用、実践までの幅広い研修カリキュラム
　研修カリキュラムは、統計学（母集団と標本）、数理（確率分布、検定）、EBPM（因果推論）、IT（データベース、クラウド）
などのデータ分析の基礎となる内容に加えて、プログラミング（R、python）、機械学習（ディープラーニング）など、
最新の分析手法についても学ぶことができるよう設計し、講師には、それぞれの専門分野で教鞭をとっている大学教授、
民間事業者の現役データサイエンティストなど、外部の専門家を招いています。
　更に、より実践的な研修となるよう、研修後半では、研修生で複数のチームを組んで、現実の課題解決（野菜の価格予測、
水利施設の事故予測）に取り組むケーススタディ形式で研修を実施し、その成果についてはそれぞれの政策担当部局へ
還元されています。

データサイエンス（DS）が取り扱う領域　
　　　　　　　　　　

海外への統計改善のための技術協力

統計部で培った知見を海外で活かす
　統計部では、開発途上国に対する技術協力を中心とした、農林水
産統計分野の国際関係業務を行っています。
　具体的には、国連食糧農業機関（FAO）などの国際機関等を通じ
た技術協力プロジェクトの実施、海外研修員の受入、国際会議への
参加、海外調査出張等を行っており、海外と直接関わることができ
ます。意欲があれば、国際機関や大使館等に出向し、海外勤務を経
験することも可能です。
　このように、統計部では、皆さんの語学力を活かす仕事にも就く
ことができますし、今は海外経験がなく語学力に自信のない方でも、
入省後、研修や業務を通じて経験を積みスキルアップを図ることで、
様々な国際関係業務を担うことができます。

　　　アセアンを通じた取り組み
　アセアン地域では、域内の食料安全保障状況を把握・監視し、各国の政策立案に必要とされる統計データを提供する
仕組みとして、2001 年 10 月に開催された「第１回アセアン＋３（日・中・韓）農林大臣会合」において「アセアン食
料安全保障情報システム（AFSIS）」の設立が合意されました。この合意を受け、統計部では農業統計改善のため、様々
な事業を実施しているところです。
　現在は、2020 年３月に開始した事業を通じて、タイ、カンボジア及びラオスを対象に、SDGs（持続可能な開発目標）
の達成に向けた各国の取り組み状況を評価するために必要な SDGグローバル指標の整備を支援しています。
　本事業実施に当たっては、統計部から１名の職員が、AFSIS 事務局が設置されているタイ農業協同組合省に、専門家
として派遣されています。専門家の業務は、事業の活動計画の作成や進捗管理、各国における研修の講師、パイロット
調査の指導、国際機関や現地日系企業等の関連機関との協力関係構築等、多岐に渡っています。
　また、業務だけでなくタイ人の同僚とランチを一緒にしたり、職場の行事に参加したりするなどし、良好な人間関係
を築くことも重要です。
　職員の海外派遣は、日本の進んだ技術を移転し事業の効果を高めるためですが、日本人が現場で現地職員と一緒に活
動することで「顔の見える協力」となり、海外における日本のプレゼンス向上にも貢献することができます。
　海外に派遣された職員は、自分の裁量で比較的自由に業務を行うことができます。その分責任が伴い苦労も多いです
が、統計部で知見を培えば、十分に対応可能です。また、対象国の関係者とともに事業の成功を喜び合えるなど、非常
にやりがいのある仕事です。

アフリカでの作物統計調査の指導

タイ側職員と調査設計の打合せをする専門家 職場の年末大掃除に参加する専門家

具体例
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管理課 経営・構造統計課

課のミッション、現在の仕事内容

　管理課では、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職員の人事給与や福利厚生、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
担っております。
　この中で私は人事係に所属し、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。
　その他にも給与や栄典業務など様々な仕事に携わっ
ており、職員の方々が働きやすい環境で仕事をしてい
くためのサポートをしております。

職場の雰囲気

　統計調査は、1 人で調査を担当するわけではなく、
チームで協力し、統計を作り上げているため、上司や
周りの職員の方々とのコミュニケーションをとる機会
が多くあります。その中で職員一人一人が、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。また業務以外にも、時には趣
味やお子さんのお話など人生の先輩としての意見も伺
うことができるため、大変勉強になっております。
　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、周りの方々
に支えていただきながら、研修に参加し、統計業務以
外にも様々な知識を吸収することができました。また
月に１度は年次休暇を取得できるように上司の方々が

気にかけてくださるため、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

　統計部は、農林水産省本省とは別枠で採用活動をし
ているため、若手職員も多く非常に活気のある職場と
なっております。試験勉強など大変なこともあるかと
思いますが、様々な業務説明会にご参加いただき、そ
の中で統計部を志望していただけると大変うれしいで
す。
　頑張ってください！

石黒　聡
平成29年 入省（一般職（大卒程度）行政）
  統計部経営・構造統計課林業・漁業経営統計班
  漁業経営統計第１係
平成30年 統計部管理課総括班総括係
令和   ２年 現職

Career

管理課総務班人事係

実家が飲食店を経営していたことから、
「食」に携わる仕事をしたいと考え、
大学時代に統計学について勉強していたことを
きっかけに農林水産省統計部を志望しました。

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

　入省２年目に参加した農村研修です。農家に１か月
ほど住み込み、生活を共にしながら、生産現場を学び
ました。研修では、収穫や出荷作業、観光農園のお手
伝い、加工製造作業など研修先の作業に加え、地域行
事や生産者会合への参加も経験しました。都市部で生
まれ育った私にとって、農作業はもちろん、農村とい
う環境で過ごすことが初めてだったため、研修期間中
の生活そのものが貴重な経験でした。研修でお世話に
なった農家の方とは今でも連絡を取り合っており、生
産現場の近況を教えてもらったりしています。

学生へのメッセージ

　私が統計部に入省したのは、偶然、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！

米山　千香子
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

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。

志望動機
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センサス統計室 生産流通消費統計課

室のミッション、現在の仕事内容

　センサス統計室では、日本の農林漁業の現状を把握
するため、農林漁業を営む経営体数や就業者数、経営
の規模などについての調査を実施しています。
　当室が行う調査の中でも特に「農林業センサス」と「漁
業センサス」は、５年ごとに農林漁業を営むすべての
世帯や法人などを対象として実施しています。両調査
は農林漁業版の国勢調査とも言える大規模調査であり、
政府の基幹統計に位置付けられています。
　また、両調査以外にも、新規就農者を把握する新規
就農者調査や集落営農を把握する集落営農実態調査な
どの調査も実施しています。

ワークライフバランス、働き方について

　妻が２人目を妊娠した際に、体調を崩してしまい、
妻の介護と上の子の世話のため、介護休暇（２時間ほ
ど勤務時間を短縮）を取得しました。また、出産後も
２か月弱の育児休業を取得しました。
　介護休暇の取得中は、コロナ禍ということもあり、
テレワークをしながら、子供のお弁当作りや幼稚園へ
の送迎など、仕事以外で様々な経験もしました。職場
には大変迷惑をかけたと思いますが、一生に一度しか
できない経験として、大変貴重な経験ができました。
皆様も、男性だからといって、育児休業を取らないの
ではなく、積極的に取得してください。

学生へのメッセージ

　統計部の仕事は、政策の立案や、遂行といった仕事
をするわけではありません。それらを実行するために
データを提供し、バックアップする縁の下の力持ちで
す。皆様には大変地味な仕事だと感じられるかもしれ
ませんが、データがなければ、どのような政策が有効
なのかといったことが判断できません。皆様も一緒に
統計を作成してみませんか。

小川　航
平成16年 入省（Ⅱ種行政）統計部統計企画課
平成19年 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部
  地域・特定勘定課
平成26年 統計部センサス統計室農林漁業構造統計班
  基本統計係長
平成29年 統計部センサス統計室
  農林業センサス統計第１班センサス統計第１係長
令和   2 年 現職
令和   2 年 育児休業（約2箇月）

Career

「食」に興味があり、それに関わる仕事が
したいと思い、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

　生産流通消費統計課は、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
係る統計の調査を実施しています。
　これらの調査は、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の欠かせな
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役割を果
たしています。このような役割を果たすためには、滞
りなく、調査結果を提供していくことが求められてい
ます。
　私の担当する畑作統計係では、麦類、大豆、そば等
の畑作物に関する統計調査の設計、取りまとめ、公表
業務等を行っています。具体的には、毎年約 20 品目の
調査を公表しており、各調査票の印刷発注から、調査
データの集計システムの開発・改修業務、地方農政局
から報告された調査結果の審査、取りまとめ、公表等、
多岐に渡った業務があります。また、毎年同じような
調査方法で調査しているのではなく、調査環境は日々
変化していくことから、どのような調査方法を実施す
ることが効率的な調査となるのか調査設計を考えてい
くことも業務の一つです。

統計部の魅力

　毎年調査し、公表するという一連の流れは、一見地
味な業務に思われるかもしれません。しかし、毎年公
表するデータを過去から繋げていくと、過去から現在
までの農業の姿を現す指標でもあり、政策の検証に欠
かせないデータでもあります。公表後は、新聞やメディ
ア等にも取り上げられることも多く、公表したデータ
が活用されることに達成感や責任感を感じる仕事でも
あります。また、機械学習等様々な分析が注目される

なかで、分析するには生のデータが必要であり、デー
タを正確に調査することが欠かせません。正確に調査
するには、どのような調査を行えばいいのかを考え、
そのアイディアを基に調査することができることも統
計部の魅力の一つです。

学生へのメッセージ

　就職活動は、自分のやりたい仕事を考える期間の一
つであり、様々な業務を幅広く知ることができる期間
でもあると思います。私も業務にこだわらず、自分の
やりたい仕事を考える幅を広げるために、様々な説明
会に参加しました。そのなかで、自分が今まで経験し
て学んできたことと結びつけながら、やりたい仕事を
考えてきました。自分の可能性を広げ、そのなかに統
計という業務に少しでも興味があれば、是非説明会に
お越し下さい。

長谷川　弥
平成28年 入省（一般職（大卒程度）行政）
  統計部センサス統計室構造企画班企画係
平成30年 統計部生産流通消費統計課解析班生育情報係
平成31年 統計部生産流通消費統計課普通作物統計班
  米統計第１係
令和   ３年　 現職

Career

生産流通消費統計課普通作物統計班
畑作物統計係長

センサス統計室農林漁業構造統計班
組合統計係長

大学で農業に関する研究をしていくなかで、
農業の統計データの重要性に気付き、
農業の統計調査設計等に関する仕事に
携わりたいと思い、農林水産省統計部を
志望しました。

志望動機
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消費統計室 統計企画管理官

室のミッション・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。
　私が担当している野生鳥獣資源利用実態調査は、野
生鳥獣の解体頭・羽数、販売数量・金額等を把握し、
調査結果はジビエ利用量の倍増という政策目標の評価・
検証等に利用されています。
　この調査は、民間事業者に委託して実施しているた
め、調査の企画、設計の他に受託事業者が適切に調査
を実施できるよう、指導・スケジュール管理もしなが
ら調査結果を取りまとめ、公表を行っています。

最も印象に残っている出来事・経験

　総務省統計局が実施する研修に参加し、統計学の基
本的な知識・理論、統計調査の実務に必要な知識・技能、
政府の所掌する主要な統計の分析手法等の講義を受講
し、身に付けた内容に基づき、グループ実習で統計調
査の設計、個人研究で統計分析を実際に行う等、統計
についてしっかり学ぶ機会を得ました。また、様々な
職場から集まった研修生と出会い、共に学べたことは
自身の視野を広げることもでき、貴重な経験となりま
した。
　研修に参加する機会を与えていただいたこと、３か

月という長期間、仕事を気にすることなく研修に集中
させていただけた職場環境に感謝しています。

学生へのメッセージ

　官庁訪問は農林水産省に限らず、様々な国の事業や
取り組みを直接、職員から伺うことができる貴重な機
会です。コロナ禍のため制約は多いと思いますが、官
庁訪問でできるだけ多くの官庁へ足を運び、各官庁の
仕事内容や役割を見聞きし、職場の雰囲気を感じとり、
「ここで働きたい！！」と思える職場を見つけてくださ
い。統計部は周りと協力しながら業務を進める作業が
多いため、相談しやすい環境が整っており、とても働
きやすい職場です。統計部の業務説明会へも是非ご参
加ください。

内村　聖子
平成10年 入省（Ⅱ種農学）関東農政局農政部構造改善課
平成14年 育児休業（約１箇月）
平成17年 育児休業（約８箇月）
平成20年 関東農政局東京農政事務所統計部
  経営・構造統計課経営統計係長
平成25年 統計部消費統計室流通動向第２班
  青果物市況情報係長
令和   元年 現職

Career

大学で農学を専攻していたこともあり、
将来は、「農業」、「食」等に関係のある仕事がしたいと思っていました。
農林水産分野でスケールが大きい仕事に携われるところに魅力を感じ、農林水産省を志望しました。

大学で農学を専攻していたこともあり、
将来は、「農業」、「食」等に関係のある仕事がしたいと思っていました。
農林水産分野でスケールが大きい仕事に携われるところに魅力を感じ、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　

　農林水産統計データは、公共財であり、幅広く活用
していただくことで価値あるものになります。
　統計企画管理官の仕事は、世の中の動向やニーズに
あった調査を企画・実施し、みなさまに正確で信頼性
のある統計データを提供することです。関係省庁や省
内部局と調査実施課室との間に立ち、連絡・調整等の
業務も行います。具体的には、国が行う統計調査は「統
計法」に基づき実施されるため、所管省庁の総務省と
の連絡調整や調査を実施・取りまとめるために必要な
システムの開発、調査結果の公表などを行っています。
最近では、根拠に基づく政策立案が重要視されている
ため統計データの分析やビッグデータの活用、新技術
（画像解析や AI）を用いた統計調査手法の開発等の業務
にも力をいれているところです。
　私の担当する企画係は、省内の政策部局や統計部内、
室内の連絡・調整を行っています。政策部局の要望に
沿った調査結果の提供や問い合わせへの対応等、全体
の業務が滞りのなく進むよう調整し、期限内に遂行す
ることが主な業務です。

職場の雰囲気

　私はこれまで 2 度の育児休業を取得し、現在も子育
てと仕事で忙しい日々を送っています。育児休業から
復職した際は長期離脱で不安もありましたし、家庭の
事情で時短勤務や急なお休みをとることもありました
が、周りの温かいサポートを受けながら、ここまでやっ
てこれたことに感謝しています。
　省内の中でも、統計部は、みんなで仕事をするとい
う意識が強く、上司や同僚と気軽にコミュニケーショ
ンを取りやすい組織だと感じます。また、数年前から
新規採用者が増え、新しい力が加わったおかげで部内

の活力が増していますし、テレワークや時差出勤を活
用する方も多く、個人の働き方を尊重してくれる働き
やすい職場です。

学生へのメッセージ

　統計部の仕事は、数字を扱う仕事が多い印象があり
不安を感じる方もいらっしゃると思いますが、最初か
ら農業や統計の知識がなくても、入省後は研修制度が
充実しており、優しく指導してくださる先輩方も大勢
いらっしゃいますので、ご安心ください。また、農林
水産省の仕事は幅広いので、統計部に限らず、様々な
業務を通じて自分の目指す道が見つかると思います。
これから新しいことにチャレンジし、社会に貢献した
いと思っている方は、是非、業務説明会にご参加くだ
さい。

小平　彩子
平成15年 入省（Ⅱ種農学）統計部経営・構造統計課
平成21年 消費・安全局消費者情報官付消費者相談班
  企画運営係長
平成22年 育児休業（約２年）
平成24年 統計部経営・構造統計課分析班分析第２係長
平成25年 育児休業（約２年）
平成30年 現職

Career

統計企画管理官付統計企画班
企画第３係長

消費統計室価格・消費動向班
消費動向第１係長

人の心と体を育む「食」と「自然（農林水）」
の仕事に携わることで、未来を担う子供たちの
笑顔あふれる社会づくりに貢献したいと思い
志望しました。

志望動機

野生鳥獣のジビエ利用量（全国）

令和２年度
ジビエ利用量
1,810ｔ
（100％）

自家消費向け食肉
112ｔ
（6.2％）

解体処理のみを
請け負って依頼者へ

渡した食肉
24ｔ（1.3％）

その他鳥獣
15ｔ

（0.8％）

ペットフード
489ｔ

（27.0％）

イノシシ
427ｔ

（23.6％）

シカ
743ｔ

（41.0％）

食肉として販売
1,185ｔ（65.5％）
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九州農政局

パワー藻ガールズ 説明風景

総務省統計局統計調査部国勢統計課
労働力人口統計室審査発表第１係

　

他省庁

人事交流

地方農政局統計部のミッション、現在の仕事内容

　九州農政局は、農林水産省の地方出先機関として、本
省で企画立案された政策に基づく施策の効果が最大限発
揮されるよう実行するとともに、現場ニーズを汲み上げ
て施策に反映させる役割を担っています。また、台風や
豪雨、高病原性鳥インフルエンザなどの災害に見舞われ
た際は、各部の枠を超え一丸となって被害状況の把握や
防除作業の徹底など迅速な対応を図っています。
　管轄地域である九州は、変化に富んだ地形や気象、更
に離島を抱えるなど、それぞれの立地条件を活かした特
色ある農林水産業が展開されており、稲作、畑作、野菜
を始め、全国の農業産出額の約３割を占める畜産など我
が国の安定的な食料供給を図る上で重要な役割を担って
いる地域です。
　その中で私の所属する統計部のミッションは、施策の
検討や検証を行う際に欠かすことができない統計数値を
通じて、農林水産業の発展を支えるとともにわかりやす
いデータを提供することです。
　現在は、統計部調整課の一員として人事、予算、会計、
研修など、職員や調査員の方が統計調査を円滑に実施で
きるようサポート的な役割を担っています。

学生へのメッセージ

　就職活動中は、様々な省庁や企業を訪問し、それぞれ
の職場の雰囲気を直に感じ貴重な経験ができると思いま
す。気疲れをするとは思いますが、体調には気をつけて
頑張ってください。
　私の職場である統計部は、先輩方が築いてきた伝統あ
る調査手法に加え、AI やドローンを活用した新たな技術
の導入を図るなど、「伝統」と「進化」を感じることがで
きる職場だと思います。皆様と一緒に新たな伝統を築き
上げていけたら嬉しく思います。

小林　智晴
平成13年 入省（Ⅱ 種行政）近畿農政局
  和歌山統計情報事務所企画情報課
平成18年 統計部消費統計室流通動向第２班
  市況情報運用係長
平成23年 大臣官房情報評価課分析班分析第２係長
平成23年 統計部統計企画管理官付総合解析班
  産業連関係長
平成28年 統計部センサス統計室構造企画班
  分析第１係長
令和   2 年 現職

Career

第一次産業としての役割だけではなく、国土の保全や景観、地域文化の継承など
国の基礎を築くために欠かすことのできない産業としての役割に魅力を感じ志望しました。
第一次産業としての役割だけではなく、国土の保全や景観、地域文化の継承など
国の基礎を築くために欠かすことのできない産業としての役割に魅力を感じ志望しました。

志望動機

九州農政局統計部調整課課長補佐

　学生時代に統計学を履修していたことと、業務説明会や職場
見学を通じて魅力を感じたため、農林水産省統計部を志望しま
した。
　経営局保険課は、農業共済事業と収入保険事業の一端を担っ
ており、私の所属する数理班は、農業共済事業（農作物共済、
家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済の 5 つ）に関
する共済掛金標準率の算定を主な業務としています。
　「そもそも共済と保険の違いって何？」といった声が聞こえ
てきそうですが、基本的には皆さんがイメージされる保険（自
動車保険や火災保険等）と同じです。共済事業も「保険の理論」
に基づいて運営されており、加入されている農家の皆様から掛
金をお支払いいただき、農作物や園芸施設等に被害が発生した
場合に、共済金（保険金）をお支払いするという制度です。では、
共済掛金標準率とは何かというと、掛金そのものではなく、「掛
金の決定に影響する数値」というイメージです。共済掛金標準
率の算定は、全国の加入されている農家さんの掛金に大きく影
響するため、難しいですがとてもやりがいのある仕事です。
　共済掛金標準率を算定する中で、統計部のデータを利用する

こともあります。令和３年度は畑作物共済の改定期であり、生
産流通消費統計課が公表している「作物統計」の公表データを
利用し、算定を行いました。作物統計の利活用事例は数理班の
業務だけでなく、農政の基本方針と位置づけられる「食料・農業・
農村基本計画」における野菜の生産努力目標の策定等にも利用
されています。
　このように、統計部のデータはあらゆる政策決定の基盤とな
り、国民が農林水産業の実態を把握するための公共財として、
その重要性は増しています。私自身も他部局での業務を経験さ
せていただけたことで、実際に統計部のデータがどのように利
用されているのかを肌で感じ、統計の重要性を改めて認識する
ことができました。農林水産省統計部は、統計業務に従事する
だけでなく省内他部局や他省庁等へ出向し、様々な業務を経験
する機会にも恵まれていると思います。興味を持っていただけ
た方はぜひ、業務説明会等にお越しいただけると嬉しいです。
お待ちしています。

渕上　航平
平成30年 入省（一般職（大卒程度）行政）
  統計部経営・構造統計課林業・漁業経営統計班
  漁業経営統計第１係
平成31年 統計部経営・構造統計課企画班企画係
令和   ２年 現職

Career

経営局保険課数理班収穫共済数理係

　入省前は漠然と、「誰かのためになるような仕事をしたい」と考
えていましたが、日本の現状を統計データとして後世に伝えるとい
うところに魅力を感じ、なかでも祖父が林業を営んでいることから、
関係のある農林水産省統計部の仕事に興味を持ち、志望しました。
　出向先の総務省統計局は、我が国の社会経済情勢を把握する国勢
の基本に関する統計を通じて、政府統計の中核的機関としての役割
を果たしています。我が国の社会・経済の変化に的確に対応しなが
ら、国勢調査を始めとする国の重要な統計調査を企画・立案及び実
施し、社会に役立つ正確な統計を作成・提供しています。
　私の担当している「労働力調査」は、都道府県を通じて定期的に
行っている経常３調査（労働力調査、消費者物価指数、家計調査）
の一つであり、総務省の統計の中でも注目度の高いものとなってい
ます。ニュースなどで取り上げられる「完全失業率」は労働力調査
で集計した項目（完全失業者 ÷労働力人口 ×100）から求められます。
注目されている調査だけに問い合わせも多く、新聞社などからの照
会への回答内容が、翌日の記事になっていることもあり、大変なが
らも非常にやりがいのある仕事です。また、今年は５年に１度のベ
ンチマーク人口切り替え（国勢調査の結果を反映する基準改定作業）

を行う年であり、出向したばかりですが、忙しない日々を過ごして
います。逆に言えば、滅多にない仕事を経験できるチャンスと前向
きに捉え、調査への理解を深めていこうと日々邁進しています。
　農林水産省統計部との直接的な関わりはあまりありませんが、統
計を扱うという面では共通しているため、農林水産省統計部で培っ
た知識や経験が、総務省での業務にも活かされていると感じます。
ちなみにですが、農林水産業の従事者数を知りたいといった問い合
わせには、労働力調査のデータのほか、必要に応じて農林水産省の
統計調査を紹介するなど、利用者が欲している情報に、なるべく近
づけるよう案内をしています。私は、学生時代に統計学を学んでい
たわけではなく、統計の知識はほとんどありませんでした。それで
も農林水産省統計部では、入省後の初任者研修や、任意で受講可能
な総務省統計研究研修所での研修プログラムなどを通して、統計へ
の理解を深めることができます。日々の業務についても先輩職員が
やさしく教えてくれますので、統計はよく分からないからと敬遠せ
ずに、まずは説明会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

尾前　雄彦
平成29年 入省（一般職（大卒程度）行政　
  統計部消費統計室流通消費企画班企画係
平成30年 統計部経営・構造統計課分析班農業物価統計係
令和   元年 統計部センサス統計室農林漁業担い手統計班就業統計第２係
令和   ３年 現職

Career
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≪統計という高度な専門分野≫
　このパンフレットを手にされた皆さまには、何
らかの形で国家行政に携わり役に立ちたいとの思
いで国家公務員を目指しておられるものと思いま
すが、国家行政の一つに統計行政と言われる専門
分野があります。聞き慣れない行政用語かと思い
ますが、政府の統計調査の企画設計や取りまとめ
は重要な国家行政の一つです。
　統計作成は政策立案の裏方的な業務と受け取る
方もおられますが、実は統計の作成には高い専門
性が必要であり、特に政府統計は国民生活を支え
る重要な情報基盤になっているのです。

≪命を支える高いレベルの農林水産統計≫
　日本の統計行政は、各府省に統計セクションを
置く分散型の組織で運営・推進されています。農
林水産省統計部では農林水産業や農林水産物と
いった、私たちの命を支える食料の安定供給に深
く関与する農林水産統計の企画設計や取りまとめ
を担っています。
　これら農林水産統計の作成には多くの労力や予
算が必要です。画期的なイノベーションが次々と
生まれる中で調査を効率的に実施するため、衛星
画像や AI といった先端技術を駆使した調査手法
の研究・開発に積極的に取り組みながら、品質的
にも調査技術的にも常に高いレベルの農林水産統
計を目指しています。

≪幅広く経験や勉強ができる機会≫
　農林水産統計の企画設計や結果を取りまとめる
際には、予め調査結果を予測しながら実態をどう
数値で描き表現していくのかをイメージしながら
検討・作業を進めなければ良い統計を作成するこ
とはできません。
　そのため、農林水産業の現場や実態を知ること
は勿論、各種農林水産政策の仕組みや調査手法の確立に必要な最新の IT 技術といった様々な予備知識や情報が必要
になります。
　こういった知識や情報を一朝一夕に習得して業務に活かすことは難しいことです。統計部に配属された職員は、統
計行政以外のあらゆる分野に出向して経験を積み勉強する機会を与えられ、自分を徐々に高めながら得意なフィール
ドで統計行政に寄与していくことになります。

≪「統計一家」の良き伝統≫
　皆さまには、やがて家庭を持ち、子育て、介護等々、これから多くの事が待ち受けています。農林水産省統計部は、
職員一人ひとりのワークライフバランスを大切に楽しく仕事ができる職場作りに積極的に取り組んでいます。　
　私の所属する消費統計室は女性職員数が４割を占めますが、職員は可能な限りにおいて、勤務時間内で効率的に仕
事を組み立て、定時にはジムや趣味の世界へ、あるいは家族の元へと充実した時間を過ごしています。これは職員各
位が業務に計画性を持ち、周りの職員との関係をも大切にしながら良好な協働意識を醸成する中で成し得ている大き
な成果です。
　このような良き雰囲気や結束力は、私の入省時から「統計一家」と称され、その伝統は今も受け継がれています。

　さて、あなたの人生をサポートする生涯の仕事として農林水産統計を選んでみませんか？多くの経験を積む中で自
分に適したフィールドを見つけながら、仕事も生活も充実できる、あなたの将来がここにあります。
　何事にも好奇心を持ち貪欲に取り組むエネルギッシュで協調性のある仲間をお待ちしています！

　

育児休業

在外公館 「農林水産統計を生涯の仕事に」

橋本　博德
生産流通消費統計課 消費統計室長

昭和62年 入省（Ⅱ種 農学）
昭和62年 経済局統計情報部農林統計課
平成   6 年 大臣官房調査課調査分析第２係長
平成15年 総務省統計局統計基準部ストック統計調整専門官
平成18年 大臣官房統計部経営・構造統計課課長補佐
平成21年 経営局経営政策課課長補佐
平成24年 中国四国農政局統計部調整課長
平成28年 大臣官房統計部経営・構造統計課（総括）
平成30年 北陸農政局地方参事官（福井県担当）
令和   2 年 現職

Career

　海外で働いてみたいと思ったことはありませんか？在外公館
や国際機関での勤務チャンスがあることは国家公務員の魅力の
一つではないでしょうか。
　中・東欧に位置するハンガリーは広大な農地を持つ農業国と
して知られています（フォアグラ、トカイワイン、蜂蜜など、
ハンガリーの農産品に接したことがある方もいるかもしれませ
ん）。そのため、在ハンガリー日本国大使館には歴代農林水産
省から職員が派遣されています。私は経済班長として、農業関
係のみならず、２国間の経済・財政・インフラ・エネルギー・
科学技術・環境など、多岐にわたる分野の情報収集に加え、日
系企業支援など、両国間の経済発展や交流促進を目指した仕事
を行っています（新型コロナウイルス感染拡大により、オンラ
インや電話での会合・セミナー参加が増えています）。
　特に、ハンガリー農業省とは農業関連イベントの開催や農産
品の輸出入促進などを通じて相互協力を行い、良好な関係を築

いています。2019 年、日本とハンガリーの外交関係樹立 150 周
年を機に佳子内親王殿下が当地をご訪問されました。その際、
農業省の所管する馬牧場を含め、国内ご訪問先との受け入れア
レンジに携わることが出来たことも貴重な経験です。
　「統計」は利用者側です。欧州域内でのハンガリーの地位を知
る際には Eurostat や OECD のデータを、国内の県別数値や直近
の状況を知りたい時にはハンガリー中央統計局や中央銀行の数
字を利用し、両国間の輸出入を把握する際には日本の貿易統計
を、農林水産業を説明する際には我が農林水産統計も使用して
います。コロナ禍下にあって、見通しづらい今後の情勢をどの
ように見極めるのか。農林水産業を含むあらゆる分野にかかる
統計データは、より即時性及び正確性が期待され、その重要性
が改めて認識されているのではないでしょうか。
　就職活動中の皆様に良い出会いがあることを祈念しておりま
す。

國兼　洋平
平成15年　入省（Ⅱ種行政）統計部管理課
平成16年　北海道農政事務所旭川統計・情報センター
平成18年　大臣官房総務課国会連絡室
平成21年　国際部輸出促進室輸出業務第２係長
平成24年　派遣職員（国連食糧農業機関（FAO）
  バンコク地域事務所）農業農村統計
  改善プロジェクトオフィサー
平成28年 統計部統計企画管理官付海外協力第１係長
平成30年 現職

Career

外務省在ハンガリー日本国大使館二等書記官

　私には小学１年生と４歳の娘がおり、仕事と子育てに関する
両立支援のための様々な制度を活用しながら働いています。子
の出産に伴い、産前・産後休暇及び育児休業を取得し、仕事復
帰後の現在は、保育園の送迎のため、育児時間制度を利用して
勤務時間を短くすると同時に、在宅勤務も併用して、時間の有
効活用に努めています。また、育児をしていると、子の急な発
熱や怪我はつきものですが、そのような時は子の看護休暇を活
用しています。
　さらに、男性職員の育児参加に関する制度も近年充実し、統
計部では、妻の出産に伴う男性職員の育児休業等取得も一般的
になりました。男性職員も育児休業等を経験することで、育児
や家事の大変さを実感し、このことが、女性職員に対する理解
やフォローにつながるため、職場全体における職員同士の相互
理解が深まっていると感じます。

　統計部は皆で助け合い
ながら、安心して働き続
けられる職場です。私が
妊娠後に体調を崩し病気
休業を取得した時や、３
年間の長期にわたる育児
休業から復帰した時、い
つも上司や同僚が温かい
言葉をかけてくれました。
妊娠・出産・子育てといっ
た各ライフステージにお
いて、きめ細やかな支援
制度が整っていると同時
に、制度を利用しやすい
雰囲気・環境があること
は、統計部の大きな魅力
だと感じています。私も
皆様と一緒に良い職場を
作っていきたいと思って
います。統計部に少しで
も興味のある方は、ぜひ
官庁訪問等へお越し下さい！お待ちしています。

泉井　梓
平成15年 入省（Ⅱ種農学）関東農政局山梨統計情報事務所
平成21年 統計部センサス統計室法人経営体統計係長
平成26年 育児休業（約１年）
平成29年 統計部管理課図書資料班利用推進係長
平成30年 育児休業（約３年）
令和   ２年 現職

Career

管理課総務班管理・厚生係長
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新規採用者　採用実績 １年目職員の座談会
　統計部では平成 28 年度以降、統計の専門的知識を身につけた職員を育成するために、独自の採用枠で採用活動
を行っております。

　令和 3 年度入省の４名から業務内容や入省のきっかけ、
職場の雰囲気をききました。

入省の動機、きっかけは？
河合　大学時代に農業経済学を専攻していたことから、農林水産省の統計データを利用する機会が多々ありました。その
中で、統計データを作成する側、分析する側に興味を持ったのが入省のきっかけです。また、統計部以外の説明会や座談
会にも多く参加しましたが、統計部が一番温かく優しい雰囲気であり、ワークライフバランスの取組も推進しているとい
うことで、このようなホワイトな職場で働きたいと思うようになりました。
町田　埼玉県秩父市出身ということもあり、漠然と農業に関する仕事を行いたいと考えており、農林水産省に興味を持ちまし
た。統計部の説明会に参加した際、雰囲気がとてもよかったため統計部で働きたいと思いました。
加藤　農業が身近な環境で育ったことから、農林水産省に興味を持ちました。なかでも統計部では、正確な統計データを提供
することにより、農林水産業の「いま」に寄り添った政策立案をサポートすることができます。農林水産業に携わる多くの方々
を支えることができる統計部の業務に魅力を感じ、志望しました。
松下　祖父母が農家だったこともあり、農林水産省には当初から興味がありました。特に、学生時代に、統計学的手法を用い
たデータ解析の面白さに魅力を感じていたことから、統計部を志望しました。説明会や、座談会等に参加し、詳しい業務内容
を知ることができたことも大きなきっかけになりました。

現在の仕事内容は？
河合　私の所属する管理課総括班では、統計部の窓口として国会関係の要求や各種作業依頼に対応しております。具体的
には、過去の対応を参考にしながら依頼のあった作業を部内に展開し、場合によっては省内の関係部局庁と協力（調整）
して最終的なとりまとめを行っております。総括班は部内の仕事がスムーズに流れるよう指揮（整理）する役割を担うこ
とが多く、統計部全体を知ることができる点が１番の魅力です。
町田　畜産物生産費統計班は牛乳・肉用牛・豚の生産にかかるコストを調査して公表しています。私の業務は豚の取りまとめ
のほか、説明資料作成用のデータ収集や他部署からの作業依頼対応、牛個体識別情報の地方還元などを行っています。また、
班以外の業務として農業経営統計調査のデジタル化に向けた検討などを行っています。
加藤　私は生産流通消費統計課に所属し、畜産統計の担当をしています。畜産統計では、乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏及び肉
用鶏が全国で何頭（羽）飼われているかなどについて、加工統計と調査により把握しています。私は主に、ホームページに掲
載する統計表等の公表資料を作成しています。また、依頼に応じたデータ提供や、次の年の調査に向けた準備も行っています。
松下　私は、消費統計室の流通動向第 1班に所属しています。そこでは、野菜や果実などの青果物の卸売数量や価格等を調査・
集計し、公表に向けた取りまとめを行っています。主に私は、地方組織からの報告の取りまとめや、調査客体への疑義照会の
対応等を担当しています。

農水省統計部のイメージ、雰囲気は？
河合　説明会等を通して「ホワイトな職場」だなと漠然とイメージしていましたが、全くその通りでした。上司、先輩を
はじめ周りの方々がとても優しく丁寧に教えてくださるので非常に仕事がしやすい環境であると思います。また、若手職
員向けの研修等も充実しており、各種研修を通してスキルアップできるのも魅力です。私は約 2 か月半の「データサイエ
ンティスト育成研修」に参加し、様々な分析手法について勉強することができました。
町田　説明会や座談会に参加したときからイメージが変わらず、優しい方が多いという印象を持っています。気軽に質問や相
談がしやすい雰囲気で、業務を行いやすい環境だと思います。
加藤　説明会に参加し、穏やかで優しい方ばかりだと感じましたが、入省してからもそのイメージは変わりませんでした。先
輩方は分からないことを丁寧に教えてくださいます。また、質問しやすい雰囲気で、疑問に感じた点はその都度、解消するこ
とができるため、とても働きやすいです。
松下　アットホームな職場と入省前に聞いていましたが、公務員特有のお堅いイメージが入省前の私の中には強くありました。
しかし、入省後の職場は本当にみなさん温かく迎え入れてくれて、何かあっても上司と相談しやすい雰囲気がいつもそこには
あります。

学生の皆さんへ今伝えたいこと、就活中にやっておいた方が良いことは？
河合　就活中は悩む場面が多々あると思いますが、そのような時は友達や家族に相談したり、様々な説明会・座談会に参加したりしながら、自分の納得できる選択
を見つけてください。皆さんが後悔なく就職先が決まることを応援しています！
町田　なるべく多くの採用説明会に参加し、いろいろな人からお話を聞くと良いと思います。自分がどんな内容の仕事をしたいか・会社の雰囲気は自分と合っているか
など、志望先を決める上で役に立つと思います。
加藤　ここだ！と思える職場との出会いは、どこにあるか分かりません（私自身、農林水産省秘書課の説明会で統計部のことを知りました）。食わず嫌いせず、ぜひ様々
な説明会に参加してみてください。
松下　過去の自分を振り返ることは就活の一助になると思います。今は忘れていても、きっと、好きなこと、得意なこと、夢中になれたことがあったと思います。そういっ
た自分を生かせる職場かどうか説明会に参加して、自分に合った居場所を探してみて下さい。心から応援しています。

余暇の過ごし方は？
河合　休日はバイクに乗って温泉や岩盤浴のあるスーパー銭湯に行きリフレッシュしています。また、シーズン中（４月
～ 10 月）は社会人のソフトボールチームに所属し、練習や試合を通してダイエットに励んでいます（笑）。
町田　双子の妹とだらだら過ごしたり、アイドルのイベントに参加したりしています。休暇を取りやすい雰囲気なので、お仕
事と推し事を両立しやすいと思います。
加藤　コロナ禍ということもあり、週末は家でゆっくり過ごすことが多いです。休暇を取得し、人出の少ない平日に買い物を
したり、友人とご飯に行ったりすることもあります。
松下　最近は絵の具でアクリル画を描いたりします。前からの趣味だったわけではなく、コロナ禍で、一人の時間を家でも楽
しめる方法を考えた結果が絵を描くことでした。コロナ（と体力）が落ち着いたら、サッカーやフットサルをまた始めたいです。

河合　諒也
管理課総括係

町田　文香
経営・構造統計課

畜産物生産費統計第１係

加藤　佑佳
生産流通消費統計課畜産統計第１係

松下　昌平
消費統計室青果物統計係

R3 年度新規採用者 18 名

※R4 は、内定者数

採用実績（試験区分別）

※令和 4年１月 1日時点の職員数

統計部男女別割合

在籍者数
234 人

女性
75 人

男性
159 人

採用実績（H28～R4）の男女別割合

若手
職員数 80 人

女性
40 人

男性
40 人

試験区分 H28 H29 H30 H31・R1 R2 R3 R4

一般職事務系（大卒程度）　行政 2 12 14 6 10 14 9

農学 - - - - 3 1 2
一般職技術系
（大卒程度）　 化学 - - - - 1 2 2

電気・電子・情報 - - - - 1 1 -

合計 2 12 14 6 15 18 13
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１年目職員１日　　

佐野　凜香
統計企画管理官広報第 1係

現在の業務の内容
　私は統計広報推進班で働いています。統計部の広
報の窓口として、農林水産統計の公表（HP 更新な
ど）、広報室や報道室との連絡調整、報道機関や一
般の方からの問い合わせ対応、イベント関係等の業
務に携わっています。

余暇の過ごし方
　友人と美味しいご飯を巡る、自宅
で漫画や映画を楽しむなど、休日は
のんびり過ごすことが多いです。通
勤以外で運動する機会が少ないので、
テニスや習い事で程よく体を動かし
てリフレッシュしています。

12

6

39
210

111

57
48
7:50　出勤（時差出勤活用中）
メールのチェックをした後、そ
の日の業務内容を整理してリス
トアップします。
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8:30　公表関連作業
公表前の資料を広報の視点でチェックします。部
内の確認が終わった資料を HP に掲載する準備を
行い、公表手続きを進めます。

イベント開催に向けて、広報室と内容の打ち
合わせを行います。広報活動について様々な
アドバイスをいただきます。

照会対応 その都度
電話やオンラインで農林水産統計に関する問い合
わせに対応をします。記者の方だけでなく、一般
の方からも問い合わせがあり、丁寧に回答するよ
うに心掛けています。
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14:00　広報室との打ち合わせ
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17:00　退庁
次の日の業務を確認して元気に退庁します。お仕事の後、習い事に
行くこともあります。

12:00　昼食

同期や上司と近辺の美味
しいお店に食べに行く日
もあれば、自席でゆっく
りお弁当を食べる日もあ
ります。
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学生の皆さんへ
　最初から進路を定めるのではな
く、それまで興味がなかった分野
も含め色々な道を模索してみてく
ださい。沢山の説明会に足を運ん
で、実際に働いている人とお話し
することで、思いがけず良い出会
いがあると思います。

入省前後の農水省統計部のイメージ、雰囲気
　優しい雰囲気の職場というイメージは入省前と変
わっていません。わからないことがあっても気軽に
相談できる環境で、未熟な私の意見も丁寧に聞いて
くださる風通しの良い職場だと感じています。

栗原　匡庸
センサス統計室

センサス統計第１係

現在の業務の内容
　農林業センサス統計第１班では、5 年毎におこな
われる全数調査である農林業センサスを担当してい
ます。
　私は、2020 年農林業センサス報告書の発刊業務
や、都道府県や一般の方からの問い合わせ等の業務
を担当しています。
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9:30　出勤
メールチェックを行い、本日の業務
内容を確認します。

13:00　報告書の作成
集計したデータを報告書の様
式にまとめ、刊行の準備を進
めます。
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10:30　作業依頼対応

他の課から来る作業依頼に対して、回答をメール、または電話で
対応します。
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12:00　昼食

自席で食べることが多いですが、同期や先輩
と外に出て昼食をとることもあります。
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16:00　地方組織や一般の方
　　　 からの問い合わせ対応
農林業センサスについての問い合
わせに回答します。
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18:20　退庁
明日の業務を確認し、退庁します。
同期と飲み会に行くこともあります。
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学生の皆さんへ
　定期的におこなわれる説明会に
何度も参加した方が良いと思いま
す。
　HP やパンフレットを見るより
も、実際に働いている職員と会話
したほうが、職場が自分に合って
いるかどうか判断しやすいと思い
ます。

入省の動機、きっかけ
　実家で農作業をしていた経験から、農業の楽しさややりがいを広
めるとともに、若者の農業参加を促進したい、農林水産業の活性化
に貢献したいと思ったのがきっかけです。

入省前後の農水省統計部のイメージ、雰囲気
　堅い雰囲気な職場を想像していましたが、実際はと
ても穏やかな雰囲気で、上司に相談事などもしやすい
です。仕事を丁寧に教えてくれるので、働きやすい環
境が整っていると思います。

余暇の過ごし方
　休日は、大学生の時から通っ
ているカフェでゆっくり過ごし
たり、友人と外食したりしてい
ます。また、休日のほとんどを
ゲームに費やすこともあるほど
ゲームが好きです。

　大学で生物系の勉強をしていたことから、人々の生活に欠かせな
い「食」に携わりたいと思い農林水産省に興味を持ちました。教科
書に載っているデータや政策の基盤として国を支える統計に関わる
ことはやりがいのある仕事だと感じ、統計部を志望しました。
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　職員の資質向上と職務上必要な知識や技術の取得を目的として、実効性のある研修を実施しています。 研修には、農林水産省が実施する研修をはじめ、統計部が実施する研修、総務省、デジタル庁等
が実施する研修など、それぞれの職務・役割を適切に行えるよう様々な研修があります。
　統計業務に関する知識に加え、A) 農林水産業及び関連施策、B) 統計理論、C) 情報リテラシー、D) 国 際関係、E) マネジメント能力（統計調査員管理）の専門知識を備えた人材の育成についても、複
数の育成ルートを設定することにより長期的・戦略的に行っていきます。

キャリアパス・研修制度

新人紹介
P.25-28

他部局
P.22

階層別
研修

課長補佐
フォローアップ研修 管理者研修係長フォローアップ研修

課長補佐等養成研修

新規採用研修
実践的研修（法令制度、予算業務、国会対応、報道業務）
農村研修
係長養成研修

Word/Excel
研修英会話研修

農林水産統計専門職員研修
・統計調査基礎コース
・統計調査実務コース
・管理者コース

農林水産統計能力養成研修
・EBPM研修
・統計利活用スキルアップ講習会
・データサイエンティスト育成研修

係員　　　　　　　              　　 係長　 課長補佐 管理者
　

文部科学省認定現代統計  実務   講座（通信講座）、簿記研修（通信講座）

総務省研修（統計研修）、   デジタル庁研修（情報システム研修）

実務
研修

　

本省及び
地方農政局の
管理職

係員
1～7年目

係長
8～20 年目

課長補佐
20年目以降

政策部局 農政局統計部 管理職
・本省課室長
・地方農政局
  統計部長 等

・海外派遣
  （FAO等）
・他省庁

課室紹介
P.15-20

海外
P.22

農政局
P.21

管理職
P.24
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