
 1

統計制度改革検討委員会（第５回） 議事概要 

 

１．日  時：平成17年12月12日（月）17：30～19：30 

２．場  所：中央合同庁舎第４号館 共用第４特別会議室 

３．出 席 者：  吉川委員長、阿藤委員、井上委員、菅野委員、栗林委員、清水委員、西谷委員、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：１ 行政記録の統計への活用 

２ その他 

５．配布資料：資料１ 現行法制度における統計調査の概念整理 

       資料２ 「行政記録の統計への活用」に関する主な論点 

       資料３ 行政記録の統計への活用 諸外国の例 

       資料４ 行政記録の統計への活用 

       資料５ 調査統計の作成と行政記録の利活用について（清水委員提出資料） 

       資料６ 行政記録の統計化の具体例（舟岡委員提出資料） 

       資料７ 行政記録の統計化について（松田委員提出資料） 

       資料８ 行政情報の統計への活用に係る論点メモ（森委員提出資料） 

       参考１ 諸外国の統計関係法制における行政記録の活用に関する規定（未定稿） 

       参考２ 行政記録の統計への活用に関する参考資料 

       参考３ 統計制度改革検討委員会ワーキングチームの今後の運営について 

６．議事概要：  

（１）参考３に基づき、ワーキングチーム（以下「ＷＴ」という。）の今後の運営について、藤原委員から説

明があった。ＷＴメンバー以外の委員に対して、ＷＴの検討内容を随時情報提供するとともに、会合の

日程等を事前に通知することとなった。 

（２）資料１について、川崎室長から説明した。 

（３）資料等を参考に、前回に引き続き、個別統計の調整の在り方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。 

（４）資料２から４及び参考１から２について、川崎室長から説明した。 

（５）資料５から８に基づき、清水委員、舟岡委員、松田委員及び森委員から説明があった。 

（６）資料等を参考に、行政記録の統計への活用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。 

（７）その他 

次回委員会は、「司令塔」の役割・機能について議論することとし、平成17年12月27日（火）10時

から開催予定。 

 

【ワーキングチームの今後の運営について説明（参考３）】 

○ 前回の委員会で指名されたＷＴのミッションは、中間整理に向けてたたき台となる案を適切に本委員

会に報告できるように、本委員会における議論を踏まえ、制度化に当たって整理・明確化しておくべき

事項の詳細を検討することと心得ている。参考３は、ＷＴの共通認識を形成し、本委員会との意思の疎

通をきちんとしておこうということの確認ペーパーだとお考えいただきたい。 

ＷＴは、検討状況を委員会に適切にフィードバックし、各課題に係る論点や検討の方向性等について
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の意見を聴取し、出来る限り本委員会との緊密な連携を保ちつつ検討を行う。委員から求められた場合

にはＷＴの検討状況について事務局から速やかに報告させたい。つまりＷＴは、本委員会と不可分一体

のものとして詳細を検討する場である。 

 

○ ＷＴを指名した趣旨は、大綱に向けて具体的に詳細な技術的論点を協議する時間が本委員会では十分

確保できないためである。ＷＴの検討に関する情報は本委員会に入れていただき、その上で全ての委員

がＷＴに意見等があれば提案していただく。ＷＴでの検討内容について他の委員から異論や問題等が生

じた場合、それが重要な論点であれば本委員会で議論する場合もある。ＷＴの検討内容に関する情報は

それ以外の委員にも事務局から送付して、本委員会との議論に齟齬がないようにしていただきたい。Ｗ

Ｔのメンバーにおかれては、お忙しい中よろしくご検討をお願いしたい。 

 

○ ＷＴ会合の期日と議題をあらかじめご連絡いただけると、自分の考えをメール等で提出できるのでそ

のような取扱いをお願いしたい。 

 

○ ＷＴとしてもありがたい提案であり、そのように対応したい。 

 

【個別統計の調整に関する議論】 

○ 資料１の整理は、前回までの議論や、現行の指定、承認、届出の実態とは少し異なると考える。前回、

指定・承認・届出という区分の合理性について言及したところ、あまり根拠のない区分であると受け取

られた向きもあるようだが、60年間まがりなりにも運用されてきており、それなりの意義があったので

はないか。問題は、それではもはや運用しきれなくなったというところが焦点であろう。 

今までの議論の中で、これまでは業務を担当している主務大臣が統計調査を提案して行うという形に

なっているが、計画的な統計整備のためにそのプロセスだけで十分なのかどうかという点が一番重要な

問題であるという認識があったと考える。こういうものを申請すべきと主務大臣に提言する、つまり申

請を提出させる権限が法文上規定されていないことが問題である。 

 承認の基準に関して「指定統計について規定無し」と記載があるが、指定統計調査に関しては統計法

第７条１項各号、届出統計に関しては第７条１項の１号に規定されている届出事項は、一種の承認基準

とも言えるのではないかと私は考えている。手続上それらの事項が主務大臣から申請されるところがポ

イントであり、「誰が」という非常に重要な点がこの概念整理からは抜けている。 

人口動態統計、建築着工統計等については業務統計の移し替えをもって調査に代替しており、業務統

計を積極的に指定統計化するというプロセスの規定が抜けていると理解すべきではないか。戸籍法を基

にした人口動態統計は、統計化するのに長い期間がかかった。統計作成上の必要から、本来、戸籍では

必要のない事項が付け加わっているが、業務統計を考える際には、このように場合によって必要な情報

を付加させた上で指定統計化できるよう条文整理がされるべきではないか。その点が資料１の三類型を

比較する際に非常に重要な点である。 

加工統計について「報告者が存在しないことから統計調査に該当しない」との整理は私の解釈とは異

なる。指定統計と加工統計とは対応していないようにも見えるが、例えば、小売物価統計調査の調査規

則を見ると指数の基礎とする資料として実施する旨が規定されていることから、ある部分では加工統計

との対応がとられている。類似のことが承認統計調査にもある。五年に一度作成する産業連関表のパー

ツを作成するために種々の承認統計調査を実施していることに見られるように、加工統計に三種類の統

計が含まれていないというわけではないし、含まれ方が明示されてないというわけでもない。「司令塔」
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の機能として基本計画を作成していくためには、どのような法制度を整備しなければいけないのか、そ

のためには現行の三制度について、慣行として実施されてはいるが法文として規定されていない部分を

付加する必要があるのか無いのか考える必要があるのではないか。 

 

○ 現行では指定統計調査、承認統計調査、届出統計調査という統計調査に関する区分と加工統計、業務

統計とが存在するわけだが、統計制度の改革を考える際に、仮に現行制度でも色々工夫して出来ること

があるとしても法制度を抜本的に見直すのであれば、現状にあまりとらわれる必要はないのではないか。 

 

○ 主題から外れるかもしれないが、指定、承認などの区分に必ずしも含まれないかもしれない統計とし

て、例えば政府が実施している小規模な調査がある。例えば、内閣府の世論調査、男女共同参画、少子

高齢化等に関する調査などが典型だが、これらの調査は政府の名前で公表され税金を使用して実施され

ていることは確かなものの、このような調査はそうした区分から漏れている印象を受ける。行政機関か

ら見れば小規模な調査であっても全国標本で実施されているような調査には、外部の学者等による利用

のニーズが極めて高いが、調査に参画した関係者以外は利用が制限されており、時間の経過とともに調

査データが失われてしまうというような大変非効率なことが行われている。こういうことをどのように

カバーできるのか問題提起しておきたい。 

 

○ 新たな法制度で指定統計、承認統計、届出統計という現行の分類を生かすとするなら、現状の問題点

を明確にした上で、それぞれの統計が何を担うかが整理できれば、「司令塔」がどの統計を指定や承認と

するかの決定が体系化になると認識している。新たな区分の内容が明確になれば、先ほどの指摘のよう

にどの統計が漏れているのか明らかになる。 

 

○ 新たな基本計画を考える上で、例えば、アメリカの統計改革におけるダンカンレポートのような膨大

な計画を作成するというのは現行の統計政策担当（総務省統計局・政策統括官）の能力を超えているで

あろう。総務省で対応可能なのはいわゆる中長期構想＋α程度のものであろう。白地から議論して美し

い統計体系が出来ればよいが、統計全体の連続性を考えると、名称を別としても、完全に白地から作る

ことは難しいと考える。現行の三つの調査区分で対応出来なかった点、特に少なくともこれだけは対応

しなければならない点が明らかになれば、新たに作る時の設計図も綺麗にできるであろう。 

また、世論調査については、第二次世界大戦の敗戦後、特別高等警察による思想監視の反省から、政

府は世論調査に関する類を統計調査としては行わないという形の不文律があり、世論調査は外部に委託

して実施され、元データも政府部内に残らないという形で仕組みができていると理解している。ただ、

時代も変わったので、世論調査も対象に含めるかどうか一度議論してみる必要がある。 

 

○ いずれにしても、本委員会では、統計は役に立つインフォメーションとしての「公共財」であると整

理し、その目的に沿うように統計の制度を定義、改革しようとしているので、現行の指定・承認・届出

の仕組みについても、必ずしも現行の分類にこだわらずに、統一的な理念や目的の下でそれぞれの役割

や基準などを明確にするようＷＴで詰めて議論するのがよいと考える。 

 

○ 「公共財」的性格という理念の下、新しい土台の上にそういう視点でまとめて作りあげるという理解

でよろしいか。 
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○ そういう共通理解になっていると考える。 

また、加工統計、業務統計の中の重要な統計、新たな法制度での名前はともかく現行制度で言えば指

定統計に相当するものについては、「司令塔」が適切に関与するという理解が共有されたと考える。これ

までの議論を踏まえると当然そういう方向になるのだが、例えば加工統計の中にも国民経済計算のよう

な非常に重要なものが当然あるため、加工統計や業務統計も重要な統計についてはしかるべく「司令塔」

が関与するということを共通の認識とした上で、ＷＴでさらに細かい議論を詰めていくこととしたい。 

 

【行政記録の統計への活用に関する議論】 

○ 資料８の（３）に統計目的で収集した情報の行政目的での使用禁止とある記載については、収集した

個票情報と考えて良いか。 

 

○ ご指摘のとおりである。９．１１（２００１年９月１１日に発生した米国の同時多発テロ）に関連し

て、アラブ系アメリカ人の所在を明らかにした統計データを米国センサス局が外部に公表した事例等を

念頭に置いている。 

 

○ 資料５では、行政記録の統計作成利用について、あえて調査統計の補完又は代替として使用するとさ

れているが、なぜ調査統計の補完又は代替でなければならないのか。統計作成においてデータソースは

も効率的・効果的で精度の高いものを選定すればよく、行政記録を統計作成に利用する時に目標とす

る統計が調査統計でなければならない必要はないのではないか。必要な統計という出発点があって、そ

の統計を作成するために、従来は統計調査で十分に入手できていた情報が現在では入手困難になったた

めに行政記録で代替するということもあるだろうが、統計としては有用であるが、元々統計調査では情

報が得られないようなものについては、行政記録そのものから作成することがあってしかるべきではな

いか。 

ここでの大きな問題は、誰がそのイニシアチブ（主導権）をとるかということである。この委員会で

意識されている中で主要な問題の一つは、社会が必要とする統計が作成されていないということである。

調査が困難だから作成できないといった理由もあるであろうが、行政記録を使用すれば必要な統計を作

成するのに有用であるのに、誰もそれを言い出す仕組みがないということが問題と考える。行政記録に

よる統計作成を、調査統計の補完、調査環境の悪化への対応や精度向上等における補完的位置づけでと

らえるのではなく、必要とされている統計を作成する上で行政記録が一番適当な分野、あるいは行政記

録以外からは統計を作成できない分野について「司令塔」がイニシアチブを発揮して統計を作成し、あ

るいは作成を依頼できる仕組みが必要なのではないか。 

 

○ 資料５では、説明の便宜上、調査統計を対象にしており、そのことは前文で述べている。完全に行政

記録で置き換えることが出来るような統計であれば、それはもはや調査統計である必要はない。社会的

に必要とされる指定統計を統計調査によって作成するか、あるいは行政記録の完全転用によって作成す

るかは、これから個別統計ごとに考えるべきである。今の指定統計は基本的に統計調査によって作成さ

れることを前提としているので、その一部を代替補完できる可能性を議論しようとすれば、「調査統計の

一部分を補完・代替する」という書き方になるであろう。指定統計がまずあり、それが調査によって作

成されるか行政記録の完全転用によって作成されるかはこれからの判断である。それを判断できるよう

にする前提として、行政記録の統計への活用に当たっての提供義務について法制化が必要であろうとい

うことを資料５でも指摘している。 
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○ ここで大事なことは将来、「司令塔」が出来た時に「司令塔」がイニシアチブを発揮できる仕組みを作

成しておくことだと考える。それが指定統計に限定される、されないということはまた別の話である。

「司令塔」がイニシアチブを発揮できる仕組みを条文の中にどういう形で書き込んでおくかが一番重要

なのではないか。 

 

○ 行政記録の活用に関してあまり欲張って手を広げるべきではないと考える。行政記録が使用できれば

統計がこれだけ良くなるという発想だけで考えることは基本的な制度を作る上で大きな障害となってし

まう。真に必要なもの、納得の得られるものに限って統計に活用するための手順を整備するという、目

標の限定を行うことが必要なのではないか。それなしに、あまり欲張ると何も確保できなくなってしま

う。 

 

○ 何が実行性を阻害しているのか、何を超えると手を広げすぎることになるのか。この委員会で言う「公

共財」的な性格に照らせば、各府省が代表して収集したデータの統計的価値は国民に広く還元されなけ

ればならないという点がポイントであり、そこをしっかり担保しておけば、かなりのことが対応可能な

のではないか。要は、統計の「公共財」的性格をどこまで制度的な仕組みとして推し進めるかというこ

とではないか。 

 

○ 各国の統計法のように、統計作成のために行政記録の提供を求めることができる強い権限が何らかの

形で法令上に規定できればよいと考えるが、行政機関が保有する行政記録の中には、個別法で行政目的

以外の使用を禁止している規定を持つものもあり、統計法上にそれを上回る権限規定を置くことができ

るのかどうか。現行の行政記録の利用は、個別法に統計調査に利用することができるという規定を置く

ことで初めて道が開かれているところがある。国民年金法や建築基準法など行政記録を活用しているも

のは、すべてそのような手順になっている。この手順を踏み越えられれば望ましいし、さらに「情報主

権」というものが「司令塔」に付与されれば、国民の負担や財政的な負担も少なくなり、非常に望まし

いと考える。 

 

○ 行政記録の使い方として母集団名簿の作成は非常に重要であると考えるが、実際問題として現在の行

政記録を使って母集団名簿の作成がどのくらい可能なのか。例えば、国民背番号が完全にあるわけでは

ないし、事業所背番号が統一されているわけでもないことを考えると、その中で行政記録の活用を一歩

進めるとすれば、そこまで踏み込んだ統計法上の規定が必要ではないか。 

また、資料７の中で1.②に「固有の法規で情報の提供を禁止されている」とあり、統計法で行政記録

を使うことができる権限を何らかの形で「司令塔」に与えたとしても、個別法の規定まで乗り越えられ

るかという問題があると考えるが、その場合、統計法を変えると同時に当該個別法も変えることが可能

なのか。 

 

○ 行政記録の統計への活用を制限する個別法の規定もこの機会に変えるように要望してほしい。 も典

型的なのは税法上の守秘義務の取扱い問題である。日本以外の主要国の多くで、税務で得られた情報を

統計、特に名簿情報の作成に活用している。例えば、ドーマントカンパニー（休眠会社）であるかない

かなど、少なくとも取引の有無については、税法上の情報によって捕捉できるところが大きい。また、

フランスの実例では、SIRENE（ビジネスレジスター）の初期の段階で付加価値税の情報を大量に使って
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いるはずである。付加価値税の情報が使えるというのはインヴォイス（請求書）方式を使っているため

であり、将来的には我が国でも消費税方式もそのような方向で見直してほしい。そのようなことにどこ

まで実現可能性があるかはともかく、少なくともどこかで声を出しておく必要があるのではないか。 

また、各省庁が持っている固有の行政記録について、少なくとも行政記録の活用に関する各省庁との

交渉権限は「司令塔」に与えるべきではないか。現行制度で権限がなかったかどうかは法解釈の問題で

あるが、今まで行政記録の活用が実現できなかったのは、許認可に基づく情報の転記を統計調査と見な

すことで切り抜けたからである。既存のその種の指定統計調査はすべて統計法成立の初期のものであり、

その後は行政記録を活用するためにそのような道は開かれていない。人口動態統計は現行制度が形作ら

れる以前から行われており、建築着工統計は昭和25年、統計法は昭和22年である。当時の特殊な状況

でそのような読み替えで対応することができた。今まさにそれらを御破算にして計画を作るとすれば、

強い権限を「司令塔」に持たせることでできるのではないか。その際に行政記録の転記による統計は「○

○統計」と呼ぶような新しいカテゴリーを作ってもよいし、そのカテゴリーを作るに当たっては「司令

塔」が何らかの形で附加的事項を指示できるような法的根拠を与える必要があるのではないか。それが

小限どのくらいになるか、適当なところで妥協しないとまとまらないという忠告もそのとおりと考え

るが、法的整備だけは行い、一つか二つでも具体的な事例ができればよいと考える。 

 

○ あまり高望みすると取れるものも取れなくなるという発言があったが、そこの裁量性を残しておくの

はよくないのではないか。「司令塔」と各省庁が力関係だけで交渉するというのは変な話であるので、行

政記録のうち統計整備のために使えるべきものは使えるように法制度として整備できないものか。 

 

○ 資料３の１頁にあるカナダ統計局の例で一番の特徴は、「他の行政機関と協力し、統計情報（当該行政

機関の業務を通じて取得される統計を含む）を収集し、加工し、及び公表すること」ということであり、

統計のデータ収集も含めてすべて各行政機関の協力のもとに統計局が行う集中型の典型である。さらに

統計局が指定した者については、関係行政機関がデータへのアクセス権を付与しなければならないこと

になっている。これは行政記録へのアクセスの問題だが、基本的に我が国と違うのは、カナダが集中型

の統計機構であるのに対し我が国は分散型であるという点であろう。この委員会での議論は、カナダの

ような集中型はとらないことを前提としている。また、個別法で行政記録の目的外利用を禁止している

部分について、一つ一つの法律をすべて統計法の改正に併せて直していくことは非常に難しいと考える。

新たな法制度において法的な措置が必要であるのは、行政記録を統計化したりあるいは統計フレームの

作成に利用したりするために、少なくとも要請する側がイニシアチブを発揮できるようにすることであ

ると考えるが、それは受ける側にとってもそれなりの納得性あるいは手続的な慎重性が備わったもので

なければならない。そういう意味で基本計画が必要であると考える。基本計画において、「この統計につ

いては全政府レベルで整備が必要である、その整備のために統計調査の手法で行うものはこれである、

しかしできない場合は行政記録を活用する」というように、法的な問題は若干残るかも知れないが、行

政記録を使うことについて関係省庁が納得するプロセスが必要と考える。その際、基本計画に盛り込ま

れるような重要統計のレベルであれば問題ないが、この行政記録を使えればデータをリンクできる、あ

るいは統計が作成できるというものすべてを対象にするというのでは実現できないのではないか。すべ

ての政府統計が「公共財」であるからすべての行政記録にアクセスできるようにすべきというのは欲張

りすぎであり、分散型の中で必要な統計を整備するためには、そういう慎重な手順を踏んだものが必要

である。その手順はすべての統計を対象にするということではなく、政府が提供すべき責務を持って行

うものに絞るべきである。 
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○ 無用な数字であればそもそも統計を作る必要はなく、何らかの有用な情報として統計が整備されるこ

とを目指しているのであるから、分散型かどうかということがどう関係してくるのか必ずしも明らかで

ない印象を受ける。どこが統計を作るのかは本質的でなく、やや極端に今や情報の移転そのものはほと

んどコストフリーであると考えれば、各省庁に分散している行政記録を統計整備目的のために政府部内

で使えるかという問題である。行政として我が国の統計機構が分散型になっているのは大前提であるし、

カナダの場合でも実際に中央統計局が足し算を行っているかというのは本質的な問題ではないと考える

が、それとの関係で「欲張り」と考えられるとしたらどういうことか。 

 

○ 分散型のイメージでは、例えば運輸関係の統計を作るとした場合、統計作成のイニシアチブは運輸関

係を所管する省庁にあるが、その省庁が統計作成の意欲や必要性を感じていないにもかかわらず、全体

の統計体系からみると当該統計が必要という状況が一般的であると考える。行政記録の活用についても、

その行政記録を持っている省庁が業務統計を作って公表していればよいが、部内的な業務統計として公

表していないか、あるいは統計処理を全くしていないなどの場合に、外から働きかけるというプロセス

が出てくるのは、集中型をとるカナダなどと我が国で大きく違うところと考える。 

 

○ 今の例で言うと、運輸関係について少なくともこういう統計が情報として世の中に必要であろうとい

うことを判定するのは「司令塔」の仕事ではないかとこの委員会では議論してきた。それを判定するの

は必ずしも国土交通省ではない。国土交通省は行政の所掌の役割を担うために、統計が必要な場合もあ

るし、あるいは数字が必要であるということかも知れないが、いわゆる「公共財」としてどのような統

計が必要であるか、少なくともこれだけは国として世の中にしっかりとした情報を提供しなくてはなら

ないということを判定するのは「司令塔」ではないか。 

 

○ そのとおりであると考えるが、その判断したものを具体的にどのようにして統計というアウトプット

で出していくかというときに、権限的なものも含めて「司令塔」が自らその作業をするのかどうかとい

う点を考える必要がある。 

 

○ 何から何まですべて行政記録を使うというのは欲張りすぎという考え方に賛成である。ただし、「司令

塔」が「公共財」という統計を作る立場から、必要な行政記録を使わせる権限は「司令塔」が持たなけ

ればならない。実際に各業務統計を分散型で作成したとしても、「司令塔」の指示に従ってそれを出させ

る権限を統計法上で「司令塔」に付与するというのは非常に重要であると考える。それが付与された場

合は行政記録を使えるということさえ担保しておけば、すべての行政記録を何でもかんでも使うという

ことにはならないので、それでよいのではないか。 

 

○ 現行の統計報告調整法の第２条に「この法律の運用に当たっては、関係行政機関の権限を不当に侵害

しないように留意し、専ら統計上の見地から、統計報告の徴集について調整を行わなければならない。」

とあるが、この第２条を削れないか。つまり、不当に侵害していないかどうかの判断については、もう

少し透明な形で「司令塔」が計画の立案等の際に、新規の行政記録の統計化に当たって言えるような形

にできないか。分散型である現行のシステムを維持しながらこの仕組みをどうやって作るかという条文

調整の問題であると理解すればよい。 

強調したいのは、母集団名簿の作成は、行政記録の統計化とは別にここできちんと法制度上の道を開
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いておかないと実現しないということである。母集団名簿の作成は広い意味では統計とも言えるが、通

常は統計と考えられていないだけに、統計調査の重要な基盤整備としてぜひ明文の規定を設けたい。 

 

○ 各府省が数字や情報を集めるときには、第一義的には統計を目的とするものでなくても、潜在的には

統計になりうるものを情報として集めているという認識を持ってもらう必要があるのではないか。各府

省が集めた数字情報や名簿情報は基本的には各府省のものであるが、同じ政府の中の統計部門からその

情報が有用だと求められたときに、大した合理的根拠もないままに出せないと一方的に主張するだけで

交渉が終わってしまうというのでは、この財政難の折に限られたリソースで統計を整備するという政府

全体の目的に照らして問題である。プライバシーや秘密の保護にはきちんと気を付けないとならないが、

各府省が別の目的で集めたものであっても、数字、名簿等の情報は潜在的には国の統計を整備していく

目的のために非常に有用な情報であり得るというところを出発点にして、統計を効率的に整備できる道

を考えることはできないか。 

 

○ 行政記録を統計化することについて、他省に対して指示する規定を設けることは現実的でなく、「求め

ることができる」という規定までではないか。「司令塔」が基本計画の中に位置付けることによって行政

記録を統計化する際、あまり欲張ったものを目指しても現実にはなかなか実現が難しいだろうから、ス

テップバイステップで行政記録の統計化に少しずつ実現の道を開いていけばよいと考える。 

 

○ 基本計画は欲張ってきちんとしたものを作るべきと考える。ただし、オーソライズした基本計画の中

で「行政記録を使う」と明記されれば各行政機関はそれに応じなければならないということだけは、統

計法の中にきちんと据えるべきである。そうしないと基本計画の意味があやふやになってしまう。一方

で、基本計画での位置づけもなしに何でもかんでも行政記録は統計作成に使えるということにすると、

秘密保持の観点が非常に曖昧なものになってしまうので、基本計画に明記することで担保しておく必要

があろう。統計法の運用全体があやふやになりかねないので、基本計画はきちんと作るべきと考える。 

 

○ 個別行政庁が保有する行政記録を活用するとした場合、「司令塔」が強権を発動して命令的にコントロ

ールしていく方法は適当でない。あるべき神様の姿（整備すべき統計の全体像）が外見的に明確であれ

ば、どこか一つの主体が命令的に体系を整えていけばよいが、現実はそうでないのだから、社会的需要

に対応した統計が何であるかは、多数が参加して調整的に答えを見出していくものであると考える。個

別行政庁が持っている行政記録は個別主体の行政目的に従った調査結果であり、その限界はどうしても

破れない。したがって、新たな法制度には「司令塔」の命令的な権限ではなく、調整的権限あるいは手

続的コントロールとして言わば協議というようなものを中心とする調整的な手法に関する規定を置いて

いくことになるのではないか。その場合に注意すべきことは、個別省庁が法律に基づいて行っている調

査と、予算上の措置として事実上行っている調査の両方があることである。法律に基づいている方は、

当該法律の解釈としてどこまでその結果を統計目的のために提供できるかということをよくにらんで考

えなくてはならない。当該官庁と「司令塔」がお互いによく協議しながら行政記録を提供できる範囲を

決めていかなくてはならないものである。神経を使って各方面の法律を眺めていき、その限界を知りつ

つ、協議システムの中でそれを解いていくという形にしていかなければならない。また、予算の中で毎

年事実上の措置として行われる各省関連行政の方は、法律に基づくものに比べると、協議システムとは

いえやや強く体系化を図る線を出してもよいと考える。 
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○ 基本計画が正当な手続でオーソライズされたら、その基本計画に盛り込まれたものについては、行政

記録を目的外利用できるようなシステムを作らなければならないということであり、その場合のオーソ

ライズするシステムが手続的コントロールであろう。行政記録は確かにそれぞれの行政目的に応じてそ

れぞれの根拠法・権限法で収集したデータであるが、行政情報は国民の共有財産であるという情報のそ

もそも論にも帰れるので、ある程度は交渉ごとだとしても、オーソライズするシステムいかんによって

は、「司令塔」が行政記録の提供を求めたときに、提供できないと主張するのであれば、その立証責任を、

提供したくないという側に負わせるというシステムはあり得る。行政情報の目的外利用の話は、従来、

必ずしも明らかでない部分であり、議論の価値はあると思う。 

 

○ 本日の議論について簡潔にまとめたい。以下についてコンセンサスということでよいか。 

・ 統計を作成していく上での効率化、回答者負担の軽減、統計精度の向上を図るため、数字情報、名

簿情報の二面的な意味で、今後、行政記録を今まで以上に積極的に活用していく必要がある。 

・ そのための何らかの法的な根拠規定を整備することが必要である。 

・ 「司令塔」による命令的・指令的な関与を設けることは無理があるので、もう少し緩やかに協議と

いった手続的な方法を考えることが自然ではないか。 

・ 一方で、基本計画が政府全体として何らかの形でコミットされたものであれば、基本計画との関係

で行政記録の活用が積極的に進められる仕組みを法的に整理することが可能ではないか。 

・ 統計作成のために行政記録を活用する場合に、秘密保護や目的外利用の禁止について何らかの規定

を設ける必要がある。 

・ 各種統計調査の母集団フレームを設けることや位置付け等についても規定を整理する必要がある。 

 

○ 行政記録には行政のために集めた情報もあるが、行政遂行そのもののために、あるいは行政機関その

ものの情報も含めて考える必要がある。 

 

○ 母集団名簿の整備と言うときに、必要な行政記録を保有する行政機関には中央政府だけではなく地方

自治体も含むことをテイクノートしておいてほしい。 

 

○ 以上を本日のコンセンサスとした上で、ＷＴではそれらを踏まえて、行政記録の活用についても制度

的、法律的に詰める作業を行ってほしい。 

 

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。 


