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日豪通商協定締結50周年

記念セミナー参加報告
～日本農業は日豪EPAで守れるのか～

農対部会議」事務局 一之瀬今朝一「

３月の北海道議会では、日豪 の影響がEPA
北海道農業を崩壊しかねない道庁の試算が発

表され、党派を超えて大問題になっている新

EPA聞記事を見ました。また、農水省も日豪

、がもたらす日本農業への影響について発表し

国会での議論になっています。

こんな状況が発生しているおり、東京食健

連の会議でも農民連の方からこの問題が提起

され、にわかに日豪 の影響について関心EPA
がでてきました。

そこで、情報を得ようと思い、４月１６日

日豪通商協定締結５０周年記念セミナー 主「 」（

） 。催：日豪経済委員会 に出席したところです

本セミナーでは森本敏氏（拓殖大学海外事

情研究所長）及び木村福成氏（慶應義塾大学

教授）の講演を聞くことができました。

「 」森本氏は 地域の安全と日豪安全保障協力

について話されました。氏は防衛庁に勤めて

いた経歴もある方ですが、国家戦略として日

本が憲法を改正し集団的自衛権を進捗させ、

日米豪間における安全保障条約・地位協定締

結を推進する必要性を強調されていました。

氏は当日中に総理官邸にレポートを提出する

そうですが、軍事をもって日本の独立が成し

遂げる考えの人を見てしまった感がしたとこ

ろです。

木村氏は「戦略関係を強化する日豪 」EPA
について、パワーポイントを使ってアジア太

平洋地域の 締結状況、豪州からの日本へFTA
、 、の資源・食料供給内容 日豪 のメリットEPA

日本農業への影響及び四品目に関する保護政

策等が話されました。この中での「日本農業

への影響」では、消費者が貿易保護コスト負

担を強いられていることが知られていないこ

とから消費税の増税よりも関税の事実をしら

せるべきとして 農水省の影響分析の内容 国、 （

内生産減額分はマイナス 億円）及び北海7900
道庁の影響分析の内容（北海道内生産減額分

はマイナス 兆 億円）として生産減額1 3716
は豪州主要農産品と競合する国内生産品の生

産額の積み上げ、価格低下による消費上昇を

、 。無視 関連産業の安い材料調達利益を無視等

EPAまた 「４品目に関する保護政策」では、

を通じて関税のみが撤廃・引き下げられたと

しても、他の制度が維持されれば、国産品へ

の影響は限定的とし、農水省、北海道庁が懸

念する四品目については、関税撤廃だけを行

ったとしても、国内産業が壊滅的状態になら

ないような各種制度等が存在している等と話



されました。

両氏の話を聞いて、日本の食料安全保障が

国内食料生産と農業を守ることであることを

両氏に理解されていないように思いました。

そして、消費者にも独立国である以上、胃袋

は自国で生産した食料で満たすことが重要で

。あることを宣伝する必要を感じたところです

この間、農民連が豪州に現地視察団を派遣

しており、その報告では豪州の農家も決して

豊かではないことや昨年は干ばつで羊に食べ

させる牧草にもことを欠いていること、日本

の農家を脅かす農産物の輸出を望んでいない

ことが報じられていました。

４月２３日から開始される日豪 交渉でEPA
は日本の国内農林水産業への影響を十分踏ま

え、農水省の「守るべきもの」は「守る」と

いうスタンスにいささかも陰りが出ないこと

を強く期待するところです。

（関心のある方は、農水省ホームページ→国

際→パンフレット「日豪 の交渉にEPA/FTA
当たって」が参考になります ）。

４月１８日水産庁中央会議室において 「農、

林統計の歩みと重要性について」と題し、農

対部会議主催による学習会が４１名の参加を

受けて開催されました。

、今回は大学習会規模での開催ということで

１９６３年の農林省入省以来、四十年余りの

長きにわたり農林水産統計業務に携わり、統

計部門最高の栄誉である「大内賞」を受賞さ

れた神宮司一誠氏を講師にお迎えし、先生の

半生をかけた現場から本省、地方そして海外

、での技術移転に至るまでの貴重な体験を元に

農林統計の歩みについて学習を深めました。

講義の主な内容としては、先生が力を注が

れてきた作物統計の歴史と手法の改善、つま

り戦後の混乱と食糧危機を解決するため、GHQ

から示された４原則に従い初めて設置された

統計組織たる作物報告事務所。狭く、粗末な

小屋から出発した統計組織が、統計の 「農林、

農政学習会報告記

「農林統計の歩みと重要性について」「農林統計の歩みと重要性について」

「農対部会議」事務局 音山 和裕

」 、行政の基礎資料 としての重要性を増しつつ

昭和３０年代に入り 「もはや戦後ではない」、

などのキーワードのもと、作物統計主体の調

査から農業構造統計、農家経済統計、流通統

計などへ、ニーズを見極め時代とともに変遷

しながら、時代とともに歩いてきたこと。

さらに、昭和４５年の農林省設置法改正に

よる地方農政局発足に伴い、地方農政局傘下

に入っていった組織の歴史。

一方で 「統計学」という学問的な側面を持、

つ統計調査において、特に精力を注がれてき

た単収把握のための坪刈調査における、群落

調査から１株刈りへの手法の見直しの理論と

実践。

そして本省時代に取り組まれた、アメダス

データを有効活用した「稲作気象指数」から

の作況指数の推定など、枚挙にいとまがない

ほどの思考・試行の繰り返しとその成果、こ

れらについて深く学習をしました。

「 」 、「 、一般的に 統計 とは ある目的をもって

一定の条件(時間、空間、標識)で定められた

、 、 、 、集団を対象に 調べ 集めたデータを 集計

加工して得られた数値」と定義づけすること

ができると思いますが、先生の体験談はまさ

にこれを具現化したもので、いわば、あらゆ

（ ） 、る事象 自然現象ですら を数値に置き換え

これを体系的に整理し、新たな法則・理論を

推定し、実験により検証していく「学問」で

あると感じ入りました。

お話はその後、退官されてからの海外での

作物統計調査（パラグアイ・インドネシア・

タイなどにおける坪刈調査、面積調査）や、

現地の方々に「現地の技術を使った」統計調

査手法を伝える技術移転活動をされたこと、

それが大きく評価され 「統計マン冥利に尽き、

る」想いをされたことなどを熱く語っていた

だきました。

現在は、ご自身の経験を生かし 「花咲じい、

さんになりたい との帰国後の夢を実現し 桜」 、「

前線研究所」というサイトを立ち上げて、桜

の開花予想に没頭する日々、とのことです。

現役を退かれても、否、生涯現役で「統計

学」に没頭する様は 「農林統計の歩みと重要、

性」というテーマ以上に深く、私達参加者の

琴線に訴えるものがありました。

統計組織・統計調査業務の変遷とともに先



、生がこれまで歩んでこられた歴史と生き様が

私たちの記憶に深く残った学習会となったよ

うに思えてなりません。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

interview
農政学習会講師：神宮司一誠氏

【写真】学習会での神宮寺氏

労働組合の学習会なので、こんな内容でい

いのかなあということを心配していました。

また、話の中身もかなり作物統計分野の専門

的なところがあり、聞いていただけるかなあ

とも心配していました。

しかし、講義しながら感じたことは、前の

方に座っていた方々も、後ろの方に座ってい

た方々も約１時間、熱心に聴いていただいて

いることがよく伝わってきて、うれしく思い

ました。農水省の現役の方々が沢山参加され

たので、自分が講義で話させていたいただい

た内容の1コマでも心に残って頂き、ご自分

達の今後の業務の心構えの参考になっていた

だければ幸いです。

私の講義要請時間である90分という時間は

十分すぎましたが、ただ、パワーポイントの

コマ数が多かったので、急いで話している感

じがしたかなと反省しています。私の話はい

、つもあんな風な体験談になってしまいますが

ああいう感じのものでよろしければいつでも

喜んでお話いたします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

（参加者から寄せられた感想）

総研分会書記長 川崎賢太郎

私は農林水産省で唯一の経済学系の研究所

に勤める研究者であり、農業問題の統計分析

を専門としている。その仕事柄、農林統計は

必須である。いや単に必須というのに留まら

ず、統計が「好き」だと言っても過言ではな

い。そんな統計のヘビーユーザーであり、一

ファンでもある私にとって、統計を「作る」

世界は未知のものだったため、今回の講演に

は非常に期待していたのだが、実際の講演は

私の期待をはるかに越えた素晴らしいもので

あった。

講演は、如何に真実に近い収量を迅速に調

べるかを追い求めた青年時代、如何に気象か

ら収量を予測するかに取り組んだ地方時代、

そして如何に自らの経験と知識を途上国の人

々に伝えていくかに邁進した海外時代という

構成になっており まるでそのまま某局の プ、 「

」 、ロジェクト として放送できるかのようなX
神宮司氏の半生の重みがぎっしり詰まったも

のであった。中でも印象深かったのは、当初

自らの仕事に自信を持っていなかったタイの

統計職員たちが、神宮司氏の指導によって統

計に対する興味と自信と技術を身に付け、過

去にまで遡って正確な統計を整備しようと立

ち上がったエピソードである。これはまさに

一人の日本人が大きな国際貢献を果たした瞬

間であり、同じ農林水産省職員として誇らし

くさえ思えた。

また定年を迎えた現在の夢として「花咲じ

」 、いさん になりたいと目を輝かせながら語り

統計学に基づいた桜の開花予想をインターネ

ット上で行っているというお話にも心を打た

れた。これはまさに神宮司氏が自らの仕事を

楽しんできたこと、そして人生を楽しんでい

ることの証拠なのである。かくありたいと思

った参加者は、私だけではないだろう。

仕事柄多くの研究発表や講演を聞く機会があ

るが、これほど時間が経つのを忘れ、心温ま

った講演は初めてであった。このような機会

を与えていただいたことに心から感謝すると

共に、神宮司氏のような統計をこよなく愛す

る職員に支えられている農林統計のことが、

。ますます好きになってしまった一日であった



大内賞とは？】【

大内賞は、元統計委員会委員長大内兵衞博

士のわが国の統計への業績を記念するために昭

和28年に設けられ、わが国統計界の最高の栄誉

とされている賞です。

神宮司一誠氏の受賞理由】【

年間にわたり農林水産省において農林水40
産統計業務に従事し、この間、生産統計調査

の専門家として、耕地面積調査の母集団情報

整備手法の改善・普及、アメダスデータの有

効活用による作況調査、被害調査の効率化及

び精度向上に尽力した。また、調査の効率的

実施や調査精度の向上に関する研究成果の普

及に努め、農林水産統計の改善に大きく貢献

した。

【 財）全国統計協会連合会ＨＰより抜粋】（

お母さんにおまかせ弁当(国産素材95%達成)でおなじみ

石井正江の簡単！美味しくクッキング

recipe No.24

「山うどパスタ 梅シソ風味」

材料（２人前）

50gそうめん

7 8cm山うど ～

バジルの葉 ～ 枚2 3
1練り梅 小さじ

大葉 枚2
2オリーブオイル 大さじ

作 り 方

山うどを細切りにし、練り梅、オリーブオ

イルと合わせ、茹でて冷水にさらしたそうめ

んと和え、大葉のみじん切りをふりかければ

出来上がりです。

コラム

あなたはどのタイプ？

今年、東京地方の桜は４月上旬で散ってしまっ

た。開花期間の週末は天気に恵まれず、お花見の好

機を逃した人もおられることと思う。この時期、廊下で

初々しい様子の新人に出会うことがある。わからない

ことばかりで、戸惑う毎日であろうが、何かわからないこ

とがあったら、「これは何か、また、どうしたらいいのか、

何を読んだらいいのか？」と、先達に聞く勇気を持って

欲しいと願う。というのも、「最近の若者は人にものを

聞くということが出来ずに一人悩んでしまい、先に進ま

ない。」と耳にしたからである。「聞くは一時の恥、聞か

ぬは一生の恥」ということわざもあるのだから、成長する

一課程として必要ではないだろうか。

先日、面白い話を聞いた。出所が明らかでない

が、大体次のような内容であった。

コロニーを形成している蟻を良く観察したところ、２：

６：２の割合で運営されていることがわかったという。何

が２：６：２かというと、最初の２が一生懸命に働いてい

る蟻、次の６が何だかわからないけれど右往左往して

いる蟻、最後の２が全く働いていない蟻だそうだ。それ

ならばと、よく働く蟻を取り除いて様子を見ると、残さ

れた蟻の中で２：６：２に分かれてコロニーを再び形成

していくというのである。この逆の全く働かない蟻を除い

ても然りだそうだ。蟻のコロニーをそのまま人間社会に

当てはめることは出来ないが、仕事を進めていく上で、

最初の２でありたいものと年度が改まったところで、心

新たに思う。

新人の皆さん、年数回のペースで、各分野の専門

家や担当職員を講師に招いて、東京地本農対部で

は学習会を開催しているので、積極的に参加して是

（久米妙子）非見聞を広めて頂きたい。


