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統計制度改革検討委員会（第４回） 議事概要 

 

１．日  時：平成17年11月18日（金）10：00～12：00 

２．場  所：中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者： 吉川委員長、井上委員、菅野委員、栗林委員、清水委員、藤原委員、舟岡委員、松田委員、

森委員、黒田昌裕氏（必要に応じて出席を求める者） 

       内閣府：統計制度改革検討室 川崎室長、大脇次長、北田参事官、日下参事官 

４．議  題：統計の総合的・計画的整備 

５．配布資料：資料１ 統計制度改革の論点 

       資料２ 「統計の総合的・計画的整備」関する主な論点 

       資料３ 統計の総合的・計画的整備 

       資料４ 政府統計の区分と特性（舟岡委員提出資料） 

       資料５ 統計制度改革検討委員会における基本的な論点等について 

       参考１ 参考資料 

       参考２ 「基本法」における理念・責務規定等について 

６．議事概要：  

（１）今後の審議の進め方、資料１及び資料２について、吉川委員長から説明した。 

（２）資料３について、川崎室長から説明した。 

（３）資料４について、舟岡委員から説明した。概要については、以下のとおり。 

（４）資料を参考に、基本計画の在り方、個別統計の調整方法等に関して審議された。主な審議の概要につ

いては、以下のとおり。 

（５）委員長から、中間整理に向けて委員会での議論を踏まえた細部の検討を行うためワーキングチームの

メンバーとして、藤原委員（座長）、井上委員、舟岡委員、森委員が指名された。 

（６）その他 

次回委員会は、加工統計・一次統計、また、指定統計・届出統計・承認統計の関係についての考え方

の整理を行った後、行政記録の活用について議論することとし、平成17年12月12日（月）17時30分

から開催予定。 

 

【舟岡委員のプレゼンテーション概要】 

○ 公的統計は、政府統計と政府に準ずる機関の作成する統計に二分割され、政府統計は、調査統計、業

務統計、加工統計に分けられる。建築着工統計や人口動態統計など実態的には業務統計と考えられるも

のを調査統計の形をとって指定統計化してきたが、最近のように電磁化されたデータを集計するだけで

統計ができるという状況では、業務統計として制度的な位置づけを考える必要もあろう。統計法は、統

計調査法としての性格が強かったが、当時の状況とは異なる現在の状況では、調査統計、業務統計、加

工統計のいずれも、基幹的な統計については指定統計化するという考え方を改めて確認する必要がある。

政府に準ずる機関の作成する統計としては、地方公共団体、独立行政法人、日本銀行等が作成する統計

があり、地方公共団体や日本銀行の統計は、届出統計として扱われているが、これらも公的統計として

「公共財」の役割を持つであろう。 

 

○ 公的統計の「公共財」としての役割は、公共性が大きいものから小さいものまで区別して考えた方が

よい。公共性が大きいものは「国民にとって有用」、小さいものは「国民にとって利用しやすい」という
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整備の視点で統計を提供する役割がある。「公共財」として少なくとも国民にとって利用しやすい条件で

整備すべきである。統計の性格として国民にとって有用というのは「基幹的」なものであり、指定統計

等がそれに当たる。対象が限定的あるいは一回限りの統計調査－主に行政目的などで必要に応じて作ら

れる統計、地方公共団体等の作成する統計も含む－があり、その中間には、例えば周期的、あるいは動

態として時系列で行うような調査があり、それらは基幹的な性格も持つので指定統計に準ずるような統

計と見なしうるであろう。 

 「公共財」の役割として統計の結果や作成方法を公開することが必要条件である。また、統計作成の

もととなる調査票や個別データ・資料等を取り扱うことに関して守秘義務が課せられるべき。その上で、

公共性の観点からそれらの有効活用を図る道として、統計データの再集計やミクロデータの活用等を含

む対応が必要。 

 

○ 政府統計については、「司令塔」が策定する計画の中で主な個別統計を位置づけ、「司令塔」が作成・

変更・廃止等を指示できるようにすべき。国の基幹的な統計である指定統計に対しては、現在、必ずし

も明確でない基準を明確にし、指定できるだけでなく解除できる基準を設定して指定・解除を行うこと

が必要。指定統計は調査統計に限らず業務統計、加工統計にまで広げ、指定統計化された調査統計につ

いては、現行どおり調査客体に対する申告義務を課すとともに、実地調査の権限と罰則規定を付与すべ

き。業務統計は調査して得られる統計ではないので、指定統計化することで、重要な統計として社会的

な認知が向上するという勲章的な役割を持つものであろう。加工統計は、ＧＤＰ統計やＣＰＩのような

非常に重要な統計は指定統計にすることが適当と考えられ、指定統計化することで、例えばＧＤＰを作

成するときに小規模の調査を実施することができる、あるいは推計のために行政記録を利用するといっ

た機能を持つようにすることが考えられる。 

指定統計以外の統計について、調査統計は統計調査に対する承認行為を必要とするが、現行の承認基

準はかなり古い時代に作られた基準であり、「公共財」という視点からあまり適当でないものもあるので

見直す必要がある。業務統計については、行政記録を統計化して国民に利便性を提供する、財政負担を

軽減する、調査負担を軽減するという意味で効果が期待できるが、何でも統計化するというよりも、政

策当局も含めて社会が広く必要とするという公益性が認められたときには、統計化することを「司令塔」

が求めることができるようにすべきである。加工統計については、一定の品質を確保することが必要。

業務統計、加工統計のいずれも統計の存在及び内容について広く公開することが求められる。 

 

○ 政府に準ずる機関が作成する統計は、現行では届出統計という扱いになっているが、統計の概要につ

いてきちんと形式が整っていれば届出を認めるという形式的要件でよいのではないか。日本銀行等（独

立行政法人、政府関連機関等）については、政府統計との関連性を絶えず意識しながら何らかの形で「司

令塔」が関与できることが望ましい。地方公共団体の統計については、国が関与するのはなかなか難し

いが、国民が広く利用しやすい統計という視点に立つと、ユーザーの意見を何らかの形でくみ上げ、同

じような統計は都道府県間の概念・定義等の基準を統一することが必要であろう。 

 

【基本計画に関する議論】 

○ 今回も含め、今後委員会で検討する各論点については、それぞれ統計の公共財的性格のような理念的

なものから、その実現形態としての制度や仕組み、さらにはそれをどういった内容の条文で担保するか

といったより具体的なものまで何段階かのステップがある。更に、論点によっては他の論点と相互に関

連する要素を持つものもある。そこで事務局には、それぞれの論点がどういう形で関係しているか、各
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回の議論で取り上げられる論点はその中のどの部分に位置しているか確認できるように論点を一覧でき

るチャートを作成してもらいたい。そうすることで各委員は、各自の発言がどのレベルの事柄について

の意見かを確認しつつ、法案に盛り込むべき具体的な内容を想定しながら発言できる。このように委員

から出される意見を予め整理しておくことで議論をより効率的に行うことができるし、それは、後に大

綱をまとめる上でも有効であると思われる。 

この委員会の課題は、日本の政府統計について、今後50年といったタイムスパンでの統計に係る法制

度の整備を行うことにあると私自身は認識している。各委員の発言も、このような視点からのものであ

って欲しい。 

 

○ 基本計画については、盛り込むべき内容その他項目を議論する前に、何のために基本計画を作るのか

を一旦考えてみる必要がある。分散型の統計機構の中で社会に必要とされる政府統計をきちんと提供し

ていく、政府全体で責任を持って取り組むための一つの手段として基本計画を位置づけるべき。目標・

理念として「公共財」という考え方を掲げることに異存はないが、「公共財」としての統計を適切かつ効

率的に提供していくことが政府としての責務であることを付け加えておかないと基本計画の位置づけが

明確にならないのではないか。国連の「官庁統計の基本原則」によれば「社会の情報システムに不可欠

な要素を提供する『公共財』としての統計を適切かつ効率的に提供することは政府としての責務である」

という表現になるが、このことが我々の達成すべき最も基本的な目標ではないか。その中の一つのツー

ルとして、基本計画があるという位置付けにしておくべき。 

 

○ 「公共財」として社会に必要な重要な情報となる統計が何であるかは議論の余地があるが、そのよう

なものを提供することが政府の責務であることは、第１次委員会でも議論し、この委員会でもコンセン

サスが得られていると考える。「公共財」としての統計を提供するのは政府の責務であり、それを担保す

る機関がいわゆる「司令塔」ということであり、その「司令塔」が役割を果たすための道具として基本

計画が必要ということである。 

 

○ 新しく作られる統計法の根底にそういう全体の大原則（「公共財」としての統計を提供することが政府

の責務であること）が示されるべき。その上で、統計法の中に基本計画を作るべきことを明示し、その

位置づけを担保しておくことが必要であり、それに基づいて政府の責務としての活動を具体化するのが

「司令塔」の一つの役割・義務であろう。そういう意味で、基本計画の制度的位置づけとしては、策定

根拠が基本法に直接示されているような形のものでなければ、基本計画の機能が発揮されないのではな

いか。 

 

○  基本計画の一番大きな目標の一つは「公共財」としての統計は何か、政府全体として責任を持って整

備すべき「公共財」としての統計の範囲・目標をしっかり決めることではないか。政府が作成している

様々な統計が、基本計画において政府の責務として重点的に整備すべき統計のグループと、そうではな

い政府の個別分野の活動に密着した統計のグループの二つに分かれると考える。前者についてはどのよ

うにすれば十分に整備できるかが課題となり、後者の統計については、各行政の中では大切なものであ

るが、全体として報告者の過重な負担にならないこと、政府のリソースが重複投資にならないこと、あ

るいは社会の変化に伴ってスムースに転換が図られているかなどが問題となる。したがって、それぞれ

のグループによって統計法が関わる仕方も違ってくる、ということになるのではないか。 
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○  どういう統計が本当に重要であるかについて具体的に議論するのは「司令塔」の役割であると考える。

「公共財」として政府が提供する責務がある統計について、現在の制度の下では加工統計、業務統計と

いう分類があり、その制度上の扱いは調査統計とは相当異なっているが、その点については現行の制度

上の位置づけや統計の区分には必ずしもとらわれず、加工統計、業務統計にもしっかりと目配りをでき

るように、統計法の対象、「司令塔」がしっかり関わる対象に含める、したがって基本計画の対象にもな

るという理解である。 

 

○  これまでの反省に立つと、時代が変わっていく中で、政府が義務として提供すべき情報が、分散型の

統計機構で背負い込めなくなったことが大きな問題であるので、基本計画の中には、政府が責任を持っ

て提供する統計の体系がどうあるべきかということ、その統計の体系を実現するためにどういう取組が

必要かということ、さらには、組織上の対応なども何らかの形で盛り込む必要があると考える。 

 

○  「公共財」としての統計と政府の活動としての統計の二つに分けられる意見があった。これまでの議

論を通じて各委員の間でこの委員会で対象とすべき統計の概念についてニュアンスが違う気がしている。

この点は非常に重要であるが、自分は「公共財」としての統計と政府の活動としての統計という形で分

けるのは適当ではないと考える。むしろ統計というものは基本的にすべて「公共財」であるという概念

からスタートすべきではないか。例外的なものはあるだろうが、この委員会では、集計量として国民に

フィードバックできるものはすべて統計であり、「公共財」であるというところから出発すべきではない

か。 

 

○  数字が直ちに統計というわけではなく、例えば一つの家の家計簿や一つの会社の財務諸表は直ちに統

計というわけではない。財務諸表で言えば、会社の中では何らかの集計をしているであろうが、通常一

つの会社の財務諸表を統計とは言わない。マクロ又はセミマクロで集計している以上何らかの意図が働

いており、また、有用であるからこそ集計を行っており、「公共財」情報として、社会・経済全体に有用

な役割を果たすことで初めて統計になると理解している。 

 

○  統計法の中に基本計画の策定を明示し、法制的に位置づけるべきことに関しては同感。「統計行政の

中・長期構想について」が当初段階で「計画」から「構想」になったために予算的な裏付けもなく、統

計の体系整備に関して、分散型の統計作成を調整する強い権限もないまま、その内容が実現しなかった。

そのことが、20数年わが国の統計の未整備な状態が継続した最大の理由だとすると、基本計画について

は制度上の強い位置づけが必要である。 

 

○  基本計画を何らかの形で法的に位置づけることが望ましく、意思決定のレベルは閣議決定であろうと

いう意見が出された。閣議決定であるから動かないとも考えられるが、これまで様々な閣議決定があり、

ある内閣が決めてその後何代かの間に空文化してしまうことがあったことを考えると、基本計画を閣議

決定することが基本法などの法的な根拠を持つことは非常に重要なことである。この二つは切り離さな

い形で制度化されるべきである。 

基本計画の具体的な内容は「司令塔」の議論に譲るという整理になっているが、「司令塔」の議論に何

を譲れるのか、あらかじめ「司令塔」のミッションについて考えておくことが重要である。具体的には

どの範囲の統計を対象とするのかについては、委員間で微妙に考え方の違いがあり、法文化する上で重

要なポイントであるので、後ほど議論しておいた方がよい。 
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50年は機能する統計制度を目指すことと計画のスパンは非常に関連してくる。第２次世界大戦後の約

60 年間を大きく三つに分けると、最初の約 20 年は毎年周期の調査と３年周期の調査、５年周期の調査

が行われ、次の約20年は３年周期が崩れて、５年周期の調査との間に齟齬が出て、最近の約20年で５

年周期の調査と毎年調査という形でほぼ整理された。そのような整理は中・長期構想、新中・長期構想

で議論されてきた帰結である。統計に関しては、一つの調査が安定するには３回ほどかかるとされてい

る、そうであるならば５年周期の調査がスタートする時点、５年後の中間、さらに５年後という最低３

回すなわち10年ぐらいがスパンの中に入っていないと計画としては有効に機能しないのではないか。各

国の大型センサスには10年周期であるものも多いが、日本は５年周期が慣行になっている。このように

考えると、10年をスパンに入れた計画を作るべきではないか。10年で長すぎるのであれば、途中５年で

見直しを行うこととし、長期は約10年、中期は５年を目安として考えてはどうか。計画が実施できてい

るかどうか、予算の査定につながる毎年のレビューも不可欠である。 

中・長期構想、新中・長期構想が結局うまくいかなかったのは、統計を始めさせる権限の問題ではな

く、予算等の都合で行われなくなった統計調査を実施させることができなかったからである。それは基

本計画を閣議決定のレベルまで上げることで何とかなるかもしれない。したがって、このような問題に

対処するためには、統計関係の法制度だけでなく、別途の手だてが必要なのかも考えておくことが重要

である。すなわち、統計法は指定統計調査を実施するためのものとして固まりすぎており、指定統計と

して意味のある固まりが省庁横断型で複数の省庁に分かれて調査する場合、指定統計調査が個別省庁の

所管行政の中で決まり、その省庁の責任者が当該指定統計調査に関する規則を作ることになるが、どこ

かの省庁が統計調査を行わない場合にも全体としての指定統計が作成できるような仕組みを作っておく

必要があるという問題意識である。ただし、これを統計法の中に盛り込むのは難しい問題であろう。 

 

○  計画であるから期間が必要となるが、１年は予算の関係で毎年見直すということで出たものであろう

し、10年を念頭に置くことは理解できるが、計画期間となると５年ということではないか。ただし、計

画の策定に当たっては、文字通り５年だけを念頭に置くのではなく、10年ぐらいの見通しを持った上で

５年の期間について取組を定めるとすれば齟齬はないのではないか。 

 

○  後に議論することになる「司令塔」の機能に関係することであるが、基本計画を策定すればそれで役

割が終わりというものではなく、その執行状態についてもしっかりと監視する仕組みが、必要である。

諸外国の法令にも見られるように、それを定期的にチェックすることを「司令塔」の役割として条文に

書き込むことも検討して欲しい。 

 

○  国の行政機関以外の機関・団体の関わりについて、主な主体としては地方公共団体、日本銀行等があ

り、それらは国の行政機関ではないことから、政府とは一線を画さざるを得ないが、「公共財」という考

え方からすると同様に統計を作成している主体であり、協力関係になくてはならない。基本計画を作る

主体は「司令塔」であるが、一つの解決策として、政府以外の主たる統計の作り手、担い手である地方

公共団体、日本銀行等を代表される方が、場合によってはオブザーバーという形でも「司令塔」での議

論に参画することが考えられるのではないか。 

 

○  資料４によると、基幹的な統計を指定統計化するのは政府が責任を持って行うとのことだが、指定統

計調査の実査は地方公共団体が担うことになるので、地方公共団体に、統計の実査に関しても、どうい

う指示ができるのか、「司令塔」の中でその点をどう担保するのか整理することが重要。 
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○  「司令塔」や基本計画で議論すべきことは、分散型の統計機構の中で社会が求める統計を作るという

ことにポイントがある。各省に委ねておいても作成される部分への対応と、各省に委ねておいたのでは

作成されない部分への対応とは違うというのが私の理解であるが、政府が作成する統計として連続的に

理解することに関しては異論がない。 

地方公共団体や日本銀行の位置づけに関する議論については、基本計画は基本的に政府だけに絞った

方が明快ではないか。国連の「官庁統計の基本原則」に示された役割は、日本銀行も地方公共団体も担

っており、同じように政府も担っているが、基本計画として明確にすべきことは政府が担うべき役割は

何かということであり、統計全体が「公共財」としてどういう品質を持つべきという問題は、計画本体

とは切り離して議論すべきであり、基本計画の内容は政府が責任を負うものだけでいったん整理すべき

である。政府統計の実査の一部分を担う役割としての地方公共団体と独立した統計作成主体としての地

方公共団体は別途に考えないといけない。法定受託事務の受け皿としての地方公共団体については、当

然に政府の基本計画の視野に入れるべきだが、統計作成主体としての地方公共団体は、とりあえず除外

するという整理なのではないか。 

 

○  政府が責任を負うべき統計の範囲について、例えば物価統計を考えた場合、日本銀行が作成している

統計が政府の体系の中でどうしても重要であるという位置づけはあり得る。その際、日本銀行の統計部

局に対して「司令塔」が何らかの権限を持っている必要があり、全く独立にしておくというのは難しい

のではないか。それは様々な地方公共団体でも同様にあり得るのではないか。 

 

○  「司令塔」は政府の組織であり、基本計画は政府の計画であるから、その対象とすべきは一義的には

政府であるが、例えば日本銀行は政府に対して独立性が尊重されなければならないし、命令のような形

で関与することはできないであろう。「司令塔」としての関心は金融政策でなく統計をいかによくするか

ということであるので、日本銀行も、形式はともかく何らかの形で「司令塔」と関係を持っていただき、

いわば両者で情報交換をし、統計をよくするために調整するというような協力は可能ではないか。例え

ば産業分類の適用や、お互いが作成する物価指数について調整していくことなど統計に限った調整はそ

れほど無理なくできるのではないか。 

 

○  日本銀行も「司令塔」機能に実質的にかかわる形で統計整備の観点から積極的に関与すべきではない

か。政府の施策に重要な統計はすべて政府が作る、あるいは「公共財」としての統計をすべて政府が提

供するということであれば、政府だけを対象にしたフレームワークでも機能するであろうが、厳然とし

た歴史的な経緯から日本銀行が提供するもの、政府以外の機関・団体が提供するもの、地方公共団体が

提供するものがあるので、統計法制や基本計画がそれらを全面的にカバーしないと、結果的にいびつな

ものとなってしまうのではないか。実際にユーザー又は統計に協力する報告者の立場からすると、国・

政府と日本銀行は必ずしも区別できないのではないか。あるいは、地方公共団体が実査していても、国

が作成する統計の実査主体としてなのか、地方公共団体が独自に行っている調査なのかについて、一般

の人にすべて理解してもらうことは不可能に近い。一般の利用者、報告者の側から見て、何らかの公的

な力が見えるものは、「公共財」という枠組みの中でとらえるのが適当であり、そこの部分を広くとらえ

ておくことが今後50年、制度をもたせる知恵として必要なのではないか。 

 

○  法的根拠を持って閣議決定するという基本計画の方向をとるとして、今の分散型の統計機構を前提に
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すると、「司令塔」に強い権限を与えていく形にしないと実効を担保することが難しいのではないか。し

たがって、「司令塔」において総合的な統計の整備、体系化がしっかりと行われ、かつその実効性が予算

で担保されることが非常に重要になってくる。 

もう一つは、「司令塔」が統計の体系化をしていくときに、例えばＳＮＡや国連の社会人口統計体系な

ど、経済・社会全体をとらえていくような加工統計の中に個別統計がどのように位置づけられているの

かということが、しっかりと「司令塔」の中で整理され、利用者、作成者にもその意図が伝わっていく

ことが重要である。そういう観点から考えると、国以外の機関・団体など、特に日本銀行のように大事

な金融統計を作っている機関にもその考え方に同調してもらう必要があるので、そうした統計作成機関

も参加してもらうことが必要ではないか。 

 

○ 基本計画が実現されるためには実査機能が動かなければならない。そのためには、統計の作成を担保

できるような枠組みを基本計画の仕組みの中に盛り込んでおくべきではないか。例えば、指定統計の作

成を実現する際、どこの実査機関が作成を行うべきか、実査機関は国の統計部局もあるし、現場の実査

機能は地方公共団体が担ってきた。その実現可能性を担保するような枠組みを基本計画に盛り込んでお

くべきではないか。「公共財」としての統計を提供する機関としての地方公共団体の扱いと実査機能とし

ての地方公共団体の扱いは分けて議論すべきではないかと考える。 

 

○ 必要な「公共財」としての統計を整備する義務は政府が負うべきであり、作成している機関は政府以

外にも地方公共団体や日本銀行等が存在する。それらの主体の作成する統計も含めて必要な情報を提供

する義務は政府が負う。そのために政府の中に「司令塔」が置かれ、また政府の基本計画が作られると

政府以外のそれらの主体にも何がしかの影響が及んでいくと考える。 

 

○ 現行の分散型のシステムの中では、どの分野の統計に予算を要求するかは当該分野を所管する省庁の

固有権限として保持されているが、統計は省庁の産業別等の所管行政の固有権限を超えて横断的に作成

されなければいけないという場合もある。それを省庁横断的に施行できるように担保する決定権は最終

的には閣議にあるとして、閣議に案を出すに当たって対応する省庁はいったいどこになるかという問題

が依然として残る問題である。 

 

○ 国のガバナンスとして、予算に関する個々の査定権限は財務省主計局が保持しているが、それ以外の

機関がまったく関与出来ないというわけではない。例えば、科学技術予算に関して内閣府の総合科学技

術会議では各省に横断的にまたがる科学技術に関わる様々な予算について、ある種の審査等を実施して

いる。同様の機能が統計の「司令塔」に必要か否かは、別途の機会に議論したい。 

 

○ 政府以外の組織の代表が「司令塔」にどういう形でかかわってもらうのがよいのか。法施行型審議会

に移行する前は、統計審議会には日本銀行の代表も、地方公共団体の代表も入っていた。そういう一種

の合議体的な組織が「司令塔」の脇にあるというような制度設計が良いかこの点の判断は先に行っての

議論の余地を残しておいていただきたい。 

 

○ 決定までの手続の中でパブリックコメントを求めるべきか議論してはどうか。 

 

○ 「司令塔」に参加していない統計の専門家の方々の意見を聞いたり、ヒアリングをしたり、パブリッ
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クコメントを実施するのかという点については、「司令塔」が基本計画を作成する際に、「司令塔」の担

当者にしかるべき対応を考えてもらうという整理としたい。 

 

○ 基本計画については政府統計を範疇に入れて統計法の中に書き込むべき。基本計画は、時代に対応し

た統計をいかに体系的に整備するかという観点から、統計の改廃が基本計画の中心になると考える。そ

れには当然、予算の裏付けも伴う。基本計画を作成する手続については、「司令塔」が中心になるとは考

えるが、ユーザーの声をどう吸い上げて体系整備すべきか議論が必要である。「司令塔」が基本計画を基

にして統計の有用性を判断する機能を持つべき。 

実査を担う組織に対して「司令塔」がどのような権限を保持すべきかについては、基本計画というよ

りは「司令塔」に係る論点として議論すべきであろう。 

 

○ 基本計画について、本日のコンセンサスを整理したい。 

  まず、統計の総合的・計画的整備を進めるため基本計画を作成すること、統計法という基本法に根拠

を持って作られること、基本計画の案は「司令塔」が作ること、基本計画の決定は閣議決定によること、

についてコンセンサスが得られたと考える。 

  基本計画の重要な役割は、「公共財」としての重要な統計の改廃であり、統計制度が時代の変化に即応

しているかどうか見極めること。また、基本計画は現行の区分でいう業務統計、加工統計を含んだもの

であるべきである。 

  基本計画の計画期間については、10年というタームを射程に入れつつ、計画としては５年程度の取組

を対象として作成する。 

基本計画に盛り込まれる内容としては、統計整備に関する基本的な考え方、重点的に整備すべき点に

関する考え方すなわち統計の改廃に関する考え方等である。 

基本計画の策定主体は政府であることから、基本的には政府の取組をはっきりさせる。統計制度を時

代の変化に併せて整備することは政府の責務である。政府が責務を果たすためには政府の中に「司令塔」

が必要であり、「司令塔」がその役割を果たすためにも基本計画が必要である。 

統計の作成主体としては政府以外にも地方公共団体や日本銀行等の重要な主体があり、政府以外のそ

れらの主体にも協力してもらわなければ、良い統計は作成できない。このため、基本計画の作成におい

て地方公共団体等についても、実質的な意味では協力してもらう必要がある。具体的には、基本計画を

作る「司令塔」の中で実質的な意味で議論に参画してもらうことで担保できるのではないかということ。 

以上についておおむねコンセンサスが得られたと考える。 

 

○ 基本計画の執行状態を監視して、報告を求める仕組みや役割が必要という点も加えられたい。 

 

○ 監視の機能は、ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ、Ｄｏ、Ｃｈｅｃｋ、Ａｃｔｉｏｎ）という概念でいえ

ば、Ｃｈｅｃｋに当たるものであり、結果を見てＡｃｔｉｏｎが行われる。ＰＤＣＡの一環として基本

計画は作られるべきものである。機能としては「司令塔」の役割に含まれるが、基本計画にも深く関わ

る部分であり、重要な指摘である。 

 

○ 個別の統計の整備だけでなく、統計の体系的整備に関わる枠組みのベースになるもの、例えば母集団

情報の整備といったような課題に関する事項も基本計画の対象に含めるべきである。 
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○ ＰＤＣＡサイクルのＤの部分を実現するための組織体制についても基本計画の中で言及することが必

要ではないか。 

 

○ 法案整備を念頭に置くと、長期的視点に立って５年ごとに見直すということであろうが、統計の周期

を考えると最低10年をスパンに入れて考えないと様々な問題が発生すると考えるので、その点は、条文

整備の時に是非ご留意いただきたい。 

 

○ これまでの統計法制度の焦点は、どのように良い統計を作成するかという点にかなり力点が置かれて

いたと考えるが、基本計画の策定に当たっては、作成した統計をどのように提供すべきかという点も視

点の一つとして重要であることを強調したい。 

それを最終的に担保する方法としてフィードバックシステムやユーザーの意見を吸い上げられるよう

な機能を「司令塔」に付加していただきたい。 

 

○ 以上のご指摘も含めて、本委員会での基本計画に関するコンセンサスとして整理したい。 

 

【個別統計の調整方法に関する議論】 

○ 資料３（４頁）「現行法制度における指定・承認・届出制度の概要」を見て感じるのは、指定統計と届

出統計のベクトルはほぼ同じ方向に走っているが、その間に位置する承認統計のベクトルが本来「三位

一体」となるべきところ逆の方向に走っていることである。 

指定統計については、①指定統計を作成するための調査とあるが、そもそも何を指定するかの記載が

ない、②指定を解除したり、廃止したりすることに関する記載がない。承認統計については、①承認の

基準が既存の承認統計調査との重複がないこと等だけでよいのか、②リソースの活用から見て問題のあ

る規定が存在しているといった問題が感じられ、統計報告調整法についても議論する必要があるのでは

ないか。 

結果の公表についての記載は三調査に共通して存在しないが、統計が「公共財」であることやユーザ

ーへのフィードバックに関する議論を踏まえると、統計作成者による一種の説明責務として全ての調査

について共通して結果の公表という論点を議論すべきという印象を受ける。 

指定統計、承認統計、届出統計のそれぞれについて個別に議論しなければいけない点と、結果の公表

や秘密の保護のような全てに共通して議論可能な点があるので、共通して議論できる点は共通して議論

してはどうか。 

 

○ 調査統計に係る現行の三本立ての制度について、今日では特段の合理性は考えられないのではないか。

なんらかの共通部分とそれぞれ別個に記す部分と区分して考えればよく、統計についての考え方は共通

部分に記すような位置付けの方がよいと考える。 

 

○ 調査統計に係る現行の三本立ての制度について、合理性が無いわけではないと考える。 

承認統計調査は統計調査を所管各省庁が勝手に行っては困るという観点から総務大臣による承認とい

う仕組みがあるわけで、「司令塔」には単に重複を是正するだけではなく、承認を拒否することが可能な

権限が必要ではないか。 

届出が合理性を持っているのは、調査実施者が本来の意図を隠して、あたかも国が情報を必要として

いるような装いで様々な組織が官庁の委託を受けたかたちで国民に情報を求めるような調査を勝手に実
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施されては困るということではないか。 

調査統計と業務統計のうち基幹的な統計を指定統計化してはどうかとの提案があり、その際、人口動

態統計や建築着工統計のような統計は、業務上の知り得たデータの集計だけで済むという説明であった

が、そのように基幹となりうる統計に関しては、業務でデータを収集する際に、後の統計化を視野に入

れて若干項目を付加することで統計化する際に有用な統計になるように提言する権限を「司令塔」に持

たせておく必要があるのではないか。 

例えば、人口動態統計調査は戸籍に届出のあった出生、死亡等の情報からだけで作成されると思われ

る向きもあるが、その際、死亡原因の記載に関して統計のコード、疾病の原因に関する情報を付加し、

後で一定の加工や分析が可能な仕組みとしている。統計の体系的整備の観点から、業務統計を指定統計

とするためには、そういう付加要件を指示できるような機能が不可欠ではないかということも一つの論

点である。 

もう一つ、車検を例にとると判りやすいので、具体例を挙げて説明したい。自動車に関する統計は、

車検の際に収集されるデータに基づいて統計を作成すれば非常に良いものが出来る。その際、自動車の

種類が業務用と自家用に分かれるが、ここで自家用というのは企業が所有していても運送業を営まない

車両は全て自家用という区分になってしまう。自動車を所有する届出主体について、例えば特定の事業

体のビジネスフレーム上の番号を付加することができれば、他のデータとリンクして再集計することが

でき、産業別の活動が判るとか業務統計として非常に意味がある。しかし、現在の車検制度に対して統

計サイドからそういう要求はできない。そういう届出がいたるところに存在する。ほんの少し工夫すれ

ば、届出に基づく情報をそのまま統計化できる、それに対して統計作成の観点からコントロールすると

ころが存在しないという実態も問題なのではないか。指定統計、承認統計、届出統計の外に、大きく業

務統計という情報の宝庫が眠っている。 

もう一点、加工統計、業務統計に関して実査機構との議論とも関係するが、地方公共団体が保有して

いる情報（例えば、裾切りをしている調査を地方公共団体が独自調査をしているといった情報）を中央

が、吸収して活用できるようなメカニズムを作っておかないと基本計画ができないのではないか。 

 

○ 本委員会で議論すべきことと、「司令塔」が出来た後で議論することとを分けて考えるべき。新たな制

度が出来上がった後の運用など細かい点は「司令塔」で議論してもらうしかないが、そこに「司令塔」

が対応するにしても、この委員会では新たな制度の基本的なルール、法的枠組みを整備しておく必要が

ある。 

その場合でも、法律についての詳細は、ワーキングチーム（以下「ＷＴ」という。）で議論してもらう。

すると本委員会のレベルで今問題にしていることについて注意しておかなければならないことは「スピ

リット」である。 

 

○ 次回の委員会で議論する予定の行政記録の活用とも関連するが、政府統計の作成面でのインフラとし

ての母集団フレームあるいはデータ同士を相互にリンクをするためのキーになる情報をいかに整備して

いくかという重要な課題がある。行政情報の利用も含めてそれに必要な情報をどのように入手するかに

ついての法的枠組みの議論は、この委員会で行っておく必要がある。 

今後、統計のニーズはさらに多様化する一方で、財政の制約から予算面では一層厳しい対応をますま

す迫られる状況になると予想しなければならない。今、日本の統計は大きな曲がり角に差し掛かってい

る。法整備も含め、諸外国ではすでにそれに対応する制度的インフラがかなりの程度整備されている。

その中の重要な課題のひとつが母集団フレームである。その整備のための法的枠組み作りは「司令塔」
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の権限範囲を超える本質的な論点を含むことから、そこに検討を委ねるのではなく、是非とも本委員会

で検討すべき課題である。 

 

○ 基本計画に盛り込むべきことは、統計の総合的な体系を計画的に整備するということであろう。調査

統計、業務統計、加工統計という分類や、指定統計、承認統計、届出統計という分類は統計の体系を実

現する際、それらをどういう位置付けに置くかということに関わる。どういう体系を実現しようとして、

何を指定統計、何を承認統計、何をどこに位置付けるかということは、その次の議論であろう。 

そういう意味では、例えば、ＳＮＡのような加工統計をピラミッドの頂点と置いて、その体系を実現

するため以下に、いったいどういう一次統計が必要か、かつ、それを実現するためのインフラ部分が必

要かという進め方もある。逆にボトムアップで、一次統計やそれを作成する際のインフラである母集団

情報を整備することから、加工統計を集約していくやり方もある。そういう体系が出来た上で、どれを

指定統計、どれを承認統計にすべきかを本来議論することになるのであろう。あるいは、その議論は「司

令塔」が行えばよいと考えるなら、位置づけとして何が指定統計で、何が承認統計であるかについてだ

けを明記しておけば、その後の議論は進むのではないか。 

 

○ レジスター情報を統計に変化させるメカニズムは、法の中で規定をしない限りできない。それが統計

法で出来るのか他の法に及ぶのかという関連の議論はあるが、業務統計はレジスター業務による調査対

象の確定のための利用と各種の集計量の業務統計とに考えを分けておかなければならないのではないか。 

 

○ 資料３（７頁）は「調査統計、加工統計、業務統計」という区分で整理されているが、それぞれ議論

の角度が異なるものが混在している。 

調査統計は統計のソース（情報源）が統計調査によって作られることに着目し、加工統計はソースが

一次統計であることに着目している。業務統計はソースと同時に、それが得られる方法にも着目してい

る。加工統計について対比するのは一次統計であり、一次統計と加工統計という対比で考えるべき。一

次統計については、そのソースが何であるかに着目して考えれば、一番目が統計調査、二番目が行政記

録、その中には統計化されて公表されているものもあれば公表されていないものもある。そして三番目

は企業の財務データなど様々な意味で公表データから作成される統計がある。大きく分けると、原デー

タから統計化した一次統計なのか一次統計を加工して作成したものなかという議論のグループがあり、

もう一つに、一次統計のソースとして統計調査によるものなのか、統計調査によらないものなのかとい

う議論のグループがある。統計調査によらないソースデータの中で大きな部分として行政が保有してい

るデータがあり、行政データ（記録）から作成されるのが業務統計だ。 

指定統計、承認統計、届出統計という三区分は、主に統計調査による統計の区分であるが、単純に並

べるのは合理性が無いと考える。根拠法が二つある。指定統計と届出統計は一つのセットであり、これ

は統計ということに着目すると同時に調査ということにも着目した法体系だ。他方で、承認統計という

のはまったく別の観点からの制度であり、これが対象としているのは統計ではなくて、統計調査すなわ

ち行政報告の重複排除、国民の負担軽減である。２つの法制度は対象範囲もアプローチの仕方も違って

いるわけで、それを三つ並べてあたかも一本柱の三区分のように考えることはおかしい。   

基本計画を実現していくツールとして、指定統計や承認統計という制度が果たす役割は大きいと思う

が、合目的的に制度を再構築するためにはどうしたらよいのか、全部を整理し直して区分は一つでよい

のか二つがよいのか、あるいは三つであるのかということを含めて見直さなければならない。 
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○ ご指摘の点を含めて、統計体系を抜本的に見直す必要があると考える。 

 

○ 基本計画において統計の体系の骨格を提供するのが指定統計の役割と理解するが、調査統計であれ、

業務統計であれ、言ってみれば体系全体を作りあげる指定統計がどういう基準で作成されるべきか、そ

の基準が明確にされる必要がある。 

 

○ 最後の議論について整理をする必要があると考える。 

一次統計や加工統計や業務統計と、問題の現在の指定統計等の三分類との概念整理の表一枚紙で事務

局に作成願う。現行では、個別の調査統計について指定統計調査、届出統計調査、承認統計調査という

大変重要な概念が存在するが、その合理性も含めて次回委員会の冒頭に、全ての委員にご意見を伺って

委員会としての考え方の整理をしたい。 

 

○ この委員会では統計法制の改正のために「大綱」のようなものをまとめることとしたいが、回数が限

られる中で、法律の条文に至るような詳細まで詰めることは不可能であるので、何人かの委員でＷＴを

設けたいと考えている。この委員会のミッションは、時代の変化、様々な環境の変化にしっかりと適合

でき、自ら進化できるような統計制度として、今後50年間もつようなものを作ることである。この委員

会では、法律を整備する際の考え方・「スピリット」をしっかり議論し、その考え方や「スピリット」が

本当に生きるような制度的な詰めはＷＴで行い、ＷＴで詰めたものをこの委員会にフィードバックし、

委員会として十分に議論するというステップを踏んでいくこととしたい。 

 

以上 

＜文責：内閣府統計制度改革検討室＞ 

  注：本議事概要は暫定版であり、今後修正がありえます。 


