
経済社会統計整備推進委員会（第２回）議事概要 

 

日 時  平成１６年１２月２０日（月）10:00～12:00 

場 所  中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室 

出席者  吉川委員長、井上委員、大林委員、清水委員、西村委員、舟岡委員 

内閣府：荒井経済社会統計整備推進室長、杉田参事官、北田参事官、前

川参事官、三上企画官 

総務省 

統計局統計基準部：新井統計企画課長、熊埜御堂統計審査官、中川国

際統計企画官 

統計局総務課：山崎総務課長 

議 事 

（１）経済・社会の変化に対応した統計の整備について 

（２）統計制度の整備推進について 

（３）統計の民間開放について 

（４）その他 

配付資料 

資料１ 統計整備に関する本委員会における問題意識 

資料２ 「統計行政の新たな展開方向」における社会・経済情勢の変化と統計調査

の必要性等 

資料３ 統計調査に統計利用者の意見を取り入れる仕組み 

資料４ 統計行政の基本指針とその推進実績 

資料５ 「統計行政の新たな展開方向」（第２ 社会・経済の変化に対応した統計の

整備）の概要及びその進捗状況 

資料６ 経済社会統計整備について 

資料７ 統計事務の民間開放について 

席上配布資料 官庁統計の基本原則（１９９４年国連統計委員会採択） 

参考資料 経済社会統計整備推進委員会のホームページについて 

 

概要： 

○ 前回会議で各委員から示された問題認識の整理について、事務局から資料

１に基づき説明があった。 

○ 総務省統計局統計基準部新井統計企画課長から、「統計行政の新たな展開

方向」における社会・経済情勢の変化と統計調査の必要性等、統計行政の基

本指針とその推進実績等について資料２～資料４に基づき説明があった。 

○ 統計の整備及び統計制度の整備推進について意見交換を行った。 

 1



○ 統計の民間開放について、資料７に基づき総務省統計局山崎総務課長から

説明を聴取し、意見交換を行った。 

○ 次回の会議において、日本銀行及び日本経済団体連合会から、ユーザーの

立場で現在の統計についてどのような問題意識をもっているかヒアリング

を行うこととなった。 

 

＜議題（１）及び（２）関係＞ 

○ 戦後設計された統計制度・統計体系は、５０年余りを経過して現実と適合

しない点が出てきている。「統計行政の新中・長期構想」、「統計行政の新たな

展開方向」（以下「新展開」）は、いずれもその前の答申以降のおおむね１０年

程度のタームで経済・社会の変化等にどのように対応するかに主眼が置かれて

検討されたものである。この委員会で５０年タームの議論もできればよい。 

  戦後に確立された統計体系・仕組みの有効性が４つの観点から大きく揺ら

いでいる。何らかの制度設計、仕組みの変更を考える時期ではないか。 

① 政府統計の位置づけと統計の作成目的が変わってきたのではないか。戦後

十数年、経済・社会の運営に果たす官の役割が圧倒的に大きかったことを受

けて、政府統計も各種行政施策の企画立案を第一義として、所管行政の実施

に必要な業務資料として作成されてきた。その後、経済が発展し、政府の役

割が相対的に小さくなり、統計は民間が幅広い分野で利用する公共財として

の性格を強めているが、統計のメーカーサイドでも世間でもそうしたことが

意識されていない。欧州では９０年代から公共財としての統計の位置づけが

確立されている。我が国でも個別の行政目的とは必ずしも直結しない統計作

成の仕組みが考えられて然るべきである。 

② 時代が求める情報と実際の統計の対応にズレが生じてきているのではな

いか。かつては経済に占める農林水産業・製造業の割合が大きくサービス産

業の割合が小さかったため、統計体系もそうした状況を踏まえたものとなり、

それが今も色濃く残っている。最近ではサービス産業が経済全体の３分の２

を超えるに至っているが、その分野の統計の整備が十分とはいえず、経済活

動の実勢と均整のとれた統計体系となっていない。 

③ 統計調査の実施主体である政府の権威が低下する一方、調査対象者のプラ

イバシー意識が高まるなど国民の意識が変化してきている。厳しい調査環境

の中で、統計情報を補完するための行政記録を積極的に活用するための方策

が欧米に比べて著しく遅れており、法制度上の対応が必要な時期に来ている

のではないか。 

④ 地方分権の流れの中でそれを支える地方統計組織が脆弱である。統計専任

職員もここ５０数年で半数以下になり、職員の在職期間も短くなって業務に
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熟知した職員が少なくなっている。地方行政において適宜適切に統計調査を

実施して統計予算を効率的に使用するという観点に立った地方統計機構の

あり方を検討することも重要である。 

○ 検討・議論されていることと、検討された結果が統計調査・制度に実際に

どのように反映されているのか、この委員会かそれぞれの検討会等での議論の

進捗にあわせて検討する必要がある。 

○ 委員会のミッションは論点を整理して明確な工程表を半年で作るというこ

と。理想的な姿を描きつつ、それを実行に移す際の工程表の道筋を明確にする。

従来の統計整備に関する提案は現実を踏まえてきたが、今回はもう少し踏み込

んで省庁の垣根を越えたリストラもありえるという前提で理想的な姿に近づ

けたい。 

○ 統計の位置づけや仕組みについて根源的な議論を行うことが大切である。

これからの議論、意見集約のためのたたき台として、1994 年に国連統計委員

会で採択された「官庁統計の基本原則」を紹介しておきたい。 

原則１に示された考え方によれば、政府統計の役割とは、民主的な社会の情

報システムに必須のデータを提供することと位置付けられる。これに対して、

我が国の現状では、統計は第一義的には個別行政のために作成されるという位

置づけではないか。政府統計のユーザーとして、官庁統計の基本原則の１では、

行政、経済、社会一般への提供が並列・対等関係に置かれている。これに対し

て、我が国の現在の統計に対する理解は、基本的には行政における需要に対応

することが優先して考えられている。 

原則１のように政府統計を認識すると、その体系性・全体性の確保の観点か

ら、行政施策の企画等には不要であっても他の経済・公衆が真に必要とし、か

つ、民間によっては提供されていないものは、政府統計がカバーする必要があ

るということになる。これに対し、日本の現状では、個別行政が何らかの理由

で統計をとらない分野・対象は統計化されずに放置される可能性がある。具体

的には、サービス業や環境のように縦割行政の中で各省を横断する分野、行政

の対応が確立されていない分野－例えば、新規産業－、あるいは統計という形

でのデータ収集を必要としない分野などについては、統計が整備されない可能

性がある。さらに、統計が整備されにくい分野として、行政機関そのものの運

営・活動なども統計化の対象とならない可能性がある。発生主義による財政デ

ータがとれないといった例も、統計を整備すべき分野として認識されていない

ということが基本にあるのではないか。 

国連の基本原則に照らせば、行政施策にとっては必ずしも必要でないが他の

主体が必要とするもの、社会の情報システムとして提供される必要があるもの

については、政府統計がカバーする必要がある。そのための仕組みとして、政
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府統計全体に責任をもつ一元的な組織が対応する「集中型」と、分散型を残し

ながら、統一性・体系性が欠けてしまう部分をカバーする中央機関を置く「中

央型」のような仕組みが考えられるのではないか。 

基本原則の１に見られる政府統計の位置づけ、特にユーザー間における優劣

関係、政府統計全体としての体系性・全体性の確保の仕組みについて、国連の

示す原則と我が国における現状との間に乖離があり、その乖離が前回・今回の

各委員の問題意識に密接に関連している。また、基本原則の５は、統計作成等

のデータとして統計調査に限らず行政記録を対等に使うという発想だが、我が

国の現状は調査統計に偏しており、統計整備の観点からは、データのソースの

あり方がもう一つの検討のテーマだ。これらの意味から、この委員会の議論に

おけるたたき台の一つとして国連の「官庁統計の基本原則」を使ってはどうか。 

○ 行政に必要な統計であるとしても、公共財として多くの人にどれだけの価

値を持っているかということは別の問題である。 

統計が従来は行政上の業務資料であったが、これを公共財としてとらえる大

きな世界の流れになっており、我が国の考え方がそれに追いついていないので

はないか。 

○ 統計審議会の答申に掲げられたもので実現していないものについて、なぜ

実現しないのかその原因を探ることで我が国の制度や仕組みが抱える問題点

をあぶりだすことができるのではないか。 

○ 重要な統計体系の整備の観点からみると、家計・世帯を対象とした人口セ

ンサスと、これに対応する企業・事業所を客体とする経済センサス、この２つ

がどう体系的に整備されているかという点について、この委員会で検討し、そ

こが整備されていないとすれば、どこに問題があるのか考える必要がある。整

備の方向性については相当議論されているが、それが実現されない、あるいは

工程表を決めたとしても実現できない可能性があるとしたら何に起因してい

るのか検討を進めるべき。 

「統計行政の中・長期構想」以来問題になっている経済社会の変化について、

サービス業のウェイトが高まっているにもかかわらず、現在のサービス業基本

調査がサービス業の全体像をどこまで把握しているのか、事業所・企業統計調

査が当初の目的である名簿整備についてどこまで目的を達成しているのか。名

簿整備は産業統計、特にセンサスベースの統計調査の大前提であり、この名簿

整備をきちんと行わない限り、経済センサスとして問題が残ってしまう。事業

所・企業統計調査がなぜ名簿整備という目的を達し得ていないか議論すること

がこの委員会での方向性と内容を決めるのではないか。 

○ 公的部門について、地方について決算、公共投資等を含めて統計が速やか

に開示されず、ＱＥなどでも推計に頼っていることの問題が長く指摘されてい
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る。一方で、国では電子政府の構築に向けて旗を振っており、大きなギャップ

を感じる。統計を整備する観点から国に責任もあり、電子政府を推進している

総務省が責任をもって、地方財政関係の統計の整備について真剣に促進する必

要があるのではないか。業務資料という観点からみても、地方交付税や地方財

政計画、地方の決算が明確でなければ様々な問題がある。 

○ 経済活動のウェイトと統計情報がうまくバランスがとれているかチェック

しておくべき。統計資源が偏在していることが委員共通の認識のようだが、そ

の実態を踏まえた上で未整備の分野に何らかの資源配分ができないのか検討

する意味がある。 

サービス業基本調査が平成元年に始められたときに、どの省庁も所管してい

ない、その他の「L サービス業」、すなわち他の大分類に分類されない雑多な

サービス業を対象とした。第三次産業全体に枠を広げた広義のサービス業の中

でどこの情報が足りないのか、その産業の特性を把握できる統計情報を把握で

きているかといった視点も重要である。経済センサスについては、母集団名簿

の整備が最大目的であるが、それに次いで政府統計の中で十分でないサービス

業について情報の整備が図られることも期待される。地方でサービス産業がど

のように変化しているかとらえるときに十分な情報がない。サンプル調査であ

るサービス業基本調査では地域レベルの細かい表章は無理であり、それを使っ

た行政施策の立案もできないという早期に解決すべき問題がある。 

○ サービス業基本調査にしても事業所・企業統計調査にしても、多大な統計

資源を投入しなくても、行政記録を活用することで相当程度、精度を向上させ、

統計それ自体の体系化も図られるという印象を持っている。行政記録を活用し

きれないのは法制度の面で阻まれているのかなどについて、この委員会で議論

した方が結論を明確にしやすいのではないか。 

○ 現状認識として、官庁が自分たちの業務のために必要な統計を整備し、そ

れを目的外使用として認めるという我が国の分散型システムは立ちいかなく

なりつつある。 

evidenced-based policy（明確な証拠に基づいた政策決定）が今後必要性を

増して来るという考え方が国際的な流れになっており、我が国においてもそう

した動きが見える。国際的には evidence とは広い意味で、質的な統計も含め

ての統計指標のことであり、それが政策立案や政策評価のモノサシになるとい

う考え方である。そのためには統計システムの独立性の確保、国民との対話が

同時に達成できるシステムづくりが必要である。情報システムとしての統計シ

ステムが重要な役割を果たすことになる。国際的な流れを無視した政策運営は

これから難しくなる。 

理想としては、政策立案・評価としての「国民指標」（National Indicator 
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System）を整備する必要があるのではないか。それをＸ年後に作成するという

公約を掲げ、それを統括する部門は高い独立性を有しつつ、アカウンタビリテ

ィーを果たすということが考えられる。国民指標システムは、最近、さまざま

な国で公表されるようになっており、米国でも National Key Indicator System

が出てきている。我が国では様々な統計情報があるが、アクセスが難しい状況

を変える必要もある。国民指標システムは、多様性に配慮すると同時に柔軟性

をもつべきと考える。 

わが国は多数の民間の統計があり、民間統計の質を高めて公的統計との協働

を可能にするシステムを目標として掲げてはどうか。具体的には３つ考えられ

る。 

① 国民指標システムが導入されるとしても、マクロ統計においてＳＮＡ（国

民経済計算）が引き続き重要であることは明快であり、１１月のＯＥＣＤの

会議でも一致した認識であった。ＳＮＡを中心としたシステムに再編成して

はどうか。現状はＳＮＡを作るためにシステムが作られておらず、ＳＮＡは

結果として他のデータを使わせてもらう形になっている。本来最も重要と考

えられるＧＤＰ統計をよりよくするための統計システムになっていないこ

とが大きな問題である。分散型システムの良さは各省庁の個別のニーズに敏

速に対応するということにあり、この点への配慮も必要だが、両者は二律背

反でなく、よいシステムを作れば同時に達成でき、統計の質も向上する。 

② 地域統計を正面にすえる必要がある。その際に都道府県単位では小さすぎ

る。道州制のような都道府県をまとめた単位で再編成し、速報性を高める必

要がある。都道府県ではサンプルが少なすぎ、経済活動が広域化しているこ

とにも対応できない。統計行政の効率化を図る観点からも、都道府県を越え

た再編成、明確な指揮系統の確立が必要である。 

③ 民間統計と公的統計の一体化を考えていく必要がある。民間統計の質を評

価し認証すると同時に、公的統計についても質の評価を行い、向上を図る。

その際、質を上げながらコストを下げるＴＱＣ（Total Quality Control）的な

考え方が必要である。これらを達成するためには統計情報に関する「司令塔」

が必要であり、現在のシステムを前提としつつ予算配分について明確なリー

ダーシップを果たすことのできる制度的枠組みを作っていく必要がある。 

○ 政府として統計に振り向けるマンパワーをどれだけと決めているわけでは

ないから、基本方針２００４にも記述のある農林統計が縮小されるとしても、

統計の他の部門にその分の人員を再配分すると言う関係にはならないのでは

ないか。この委員会の検討によって、現状でマンパワーの足りない部分、新た

に必要な部分も明らかになってくるはず。政府は１７年度を初年度とする新た

な定員削減計画を策定する方針のようだが、定員の関係で何か言うとしたらい
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つまでにどんなタイミングで言えばよいのか。 

○ 統計職員の問題について、この委員会が個別の配置についてまでというこ

とではないが、大きな方向性について問題点を指摘して改善すべき方向を打ち

出すことは、統計整備を考える際の守備範囲である。我々のミッションは約半

年で工程表に結びつく提言を作ることであり、提言を受けて具体的な施策とし

て取り組む必要が出てきた場合、予算措置にからむということも考えられるの

で、来年６月に作られるいわゆる骨太方針に間に合わせようということである。 

○ 資料６に関連して「民間統計」をどのようにとらえているのか。国民指標

システムの一つとして民間統計を使うことになるのか。望ましい国民指標シス

テムを決めてから、それを政府統計で埋めるのか民間統計で埋めるのか、統計

の民間開放の問題も絡んでくることになるので聞いておきたい。 

○ 政府統計の補完的なものとして、質の点からも重要なものと考えられるも

のがここでいう「民間統計」と考えている。具体的な仕組みは別として、多数

の民間統計の中から、ある種の認定してほしいと出てきたものを公的に認定す

るかどうか考えるということである。例えば、サービス統計に関連して、民間

のシンクタンクがチケットの売上げを使って支出に関するある種のデータを

作ろうとしているが、政府統計の中では不足している部分でもあり、そうした

ものは民間統計の中で考えてもよいのではないか。民間統計すべてではなく、

政府統計の中で不足しているものがあれば積極的に考えていこうという趣旨

である。 

○ 現行では、法令により総務大臣に届け出るべきものとして日本銀行や日本

商工会議所が作成する統計が定められているが、それに相当するようなイメー

ジなのか。届出によって調査客体からの信頼を確保し、質を保障しようという

ことまで考えているのか。（具体的にそこまで考えていないが、将来的にそう

いう形にもっていくというのがわが国の統計システムにとってもよいのでは

ないかとのコメントあり。） 

○ 政府が民間の統計を認定したり、格付けするのはどうかと思うが、統計を

公共財として、みんなが便利に使えるということがポイントであろう。統計局

として、政府の統計についての情報と同時に、民間の統計についてもどういう

ものがあるかといった情報を体系的に提供することがあってもよいのではな

いか。 

○ 民間統計の所在情報については、現状で全国統計協会連合会のホームペー

ジにどのような民間統計があるかという一覧はある。政府統計についても、統

計データポータルサイトという総合的な窓口を作って対応している。まだ使い

勝手が十分でない点などは改善する必要がある。 

○ 資料６に指摘されている地域統計に関して同感である。地方で適宜適切な
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統計調査を行って統計予算を効率的に使用するためには、都道府県単位では規

模が小さい。現行の政府統計は国の行政機関のブロック単位では表章できても、

都道府県単位ではできないものが多い。財務局、経済産業局といった出先の局

単位では地域の情報が公表されているが、同じブロックでも省によってカバー

する範囲が違うことでユーザーがそれらを活用できないという不便さがある。 

＜議題（３）関係＞ 

○ 試験調査をどの統計調査について行うかが重要である。民間開放になじむ

ものとそうでないものがある。試験調査であればこそ結果精度を検証できる。

いったん民間開放して統計調査を実施して、それがどれくらいの精度を保って

いるかを評価することは難しい。以前あるチームが民間に委託して行った調査

で、結果に疑問があり一つずつ洗ったところ、調査票のメイキング（調査対象

を訪問せずに調査員が自ら調査票に記入する行為）が発見されたような例もあ

り、かなり慎重に扱う必要がある。 

世帯・個人対象の調査はプライバシー意識がこれだけ高まっている中では困

難ではないか。事業所・企業対象の調査では留意すべき点が３つほどある。①

結果精度を何らかの他の統計調査と比較して検証できること、②個別の情報を

知ることになる調査実施者、調査に当たる個人が利益を得たり、客体が不利益

を受けたりする調査でないこと、③集計結果を早期に知ることでインサイダー

取引のような形で利得を図れるような統計でないこと、といった条件が課され

ることが適当ではないか。 

○ 統計についても市場化テストを試してみることに臆病である必要はないと

思うが、統計は重要なものであり、市場化テストによって統計が悪くなってし

まっては元も子もない。市場化テストの流れの中で、統計についても民間開放

を試してみてもよいではないかということなら、どういう統計で試してみるの

が合理的かということを専門家の立場から提言するように考えたい。 

○ 既に民間に委託されているものもある。それらはここでいう民間開放の対

象としないのか。民間開放の議論をするなら、今まで民間にやらせてきたもの

はどういう位置づけになるのかもあわせて議論した方がよい。 

以上 

 

＜文責：内閣府経済社会統計整備推進室＞ 

 

注：本議事概要は暫定版であり、今後修正の可能性があります。 

 
 


