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統計制度改革検討委員会（第８回） 議事概要 

 

１．日  時：平成18年２月６日（月）15：00～17：00 

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、東田委員、

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 「中間整理・たたき台」について 

２ 「司令塔」の在り方について 

３ その他 

５．配布資料：資料１－１ 「司令塔」の在り方に関する検討事項 

       資料１－２ 国の統計機構一覧 

       資料１－３ 統計の中核的機能に関連する行政組織 

       資料２「中間整理」（たたき台） 

       参考 統計行政の改革に関する提言（平成18年１月31日：統計行政の将来を考える会） 

              席上配付資料 統計制度改革に関する国会質疑 

 

６．議事概要：  

（１）席上配付資料及び参考について、吉川委員長から説明があった。 

（２）「中間整理」（たたき台）について、藤原委員から説明があった。 

（３）資料１－１について、吉川委員長から説明があった。 

（４）資料等を参考に、「中間整理」（たたき台）及び「司令塔」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。 

（５）その他 

次回委員会は、中間整理（案）について議論することとし、平成18年３月９日（木）午前10時から

開催予定。 

 

【藤原委員による報告】 

○ ワーキングチーム（以下「ＷＴ」という。）として「中間整理・たたき台」をまとめたので、ご審議を

お願いしたい。この案文は、あくまで「たたき台」であり、本日の議論及びその後の各委員のご意見も

踏まえて、更にＷＴで案文を調整の上、次回委員会にあらためて「中間整理（案）」として提出させてい

ただきたい。（以下、「たたき台」について内容の概略を説明） 

 

【「中間整理」（たたき台）に関する議論】 

○ 第１次委員会の結論は分散型統計機構を前提にしていると理解しているが、資料２の11頁のオの注の

ように、ある統計を所管する役所が複数に分かれる場合、10頁の注３でどの作成主体が概算要求するの

か、その際「司令塔」がどのように関与するのかという手続きを明確にする必要がある。後の話になる

が、実査をする際にリソースとの関係をどうするのか、その際「司令塔」はどの程度関与するのか、実

査は特定の省庁が行うのか、それとも複数の省庁が共管して行うのか検討してほしい。 

一つの分野の統計を複数の統計調査により作成している具体的な例として、うまくいっているものと

うまくいってないものを挙げると、現在うまくいっているのは生産動態統計調査である。これ自体は指

定統計調査ではないが、各省が所掌する産業別に、経済産業省生産動態統計調査、厚生労働省の薬事工
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業生産動態統計調査、旧運輸省の鉄道車両等生産動態統計調査の三つの指定統計調査がある。三つの省

がそれぞれ調査規則を作っているが、かなり初期にできたものであることから、すり合わせがよくでき

ている。一方、うまくいっていない例は企業活動基本調査である。これは経済産業省企業活動基本調査

により、同省の所掌である工業、商業、特定サービス産業いづれか一つに属する少なくとも一つの事業

所を持っている資本金３千万円以上、従業員50人以上の大規模な企業を主産業が何であるかを問わず調

査対象としているので、車両整備工場を持っていれば運輸企業も調査の対象となる。それ以外の産業の

企業活動については、建築関係の承認統計がある。企業活動基本調査に当たるものを横並びで整備しよ

うと統計審議会でかつて何度も提言したが、結局役所が動かずにうまくいかなかった。産業別の所掌範

囲は理由があって分かれているが、それを持ち寄って一つの統計調査にする段階にそろそろ来ているの

ではないか。 

一般統計をタイプⅠとタイプⅡの二つに分けたとき、タイプⅡは、16 頁のエの「『司令塔』は調査実

施者から事後的に報告を受け、当該結果を定期的に取りまとめて公表する」というシステムで本当によ

いのか。分散型統計機構の下では、調査実施省庁においてチェックする人を置く必要があるが、「司令塔」

の審査権限を委譲する形で「司令塔」から各省への人の派遣について検討することが必要である。一般

統計をタイプⅠとタイプⅡに分けることによって、現行の審査労力はかなり軽減されるが、その結果と

して、調査対象や経済団体あたりから調査の重複に関するクレームが付きすぎないようにすべきであり、

「司令塔」が組織的に事前に関与することができないか。 

行政記録の活用によるビジネスフレームの整備は、他の法律と抵触する点にもう少し踏み込めないか。

具体的には、先進国では、租税情報等の行政記録を統計目的に提供できる一方、統計情報を他の行政目

的には利用しないというルールが国際的な慣行としてほぼできており、この世界の流れから日本は遅れ

ている。これは統計関係の法律ではなく税法の方で処置しなければならないかも知れないが、本委員会

ではそこに踏み込んだ形で何か言えないだろうか。 

地方公共団体が統計調査を行うときに、17頁のイ、ウで政府が行う基幹統計に対して影響を及ぼす恐

れがあった場合、「司令塔」は何らかの発言ができる形になっているが、現在届出統計では、政府の調査

では統計の結果が遅い場合に調査を行う、小地域でサンプル数が少ないときに補充的にサンプル数を増

やす、又は裾切りせずに全数で調査を行うといったことがかなり行われている。それは地方公共団体の

予算で行われていることだが、その調査結果の個票情報を「司令塔」を通して中央政府にフィードバッ

クできないだろうか。現行の地方と中央の関係では法制度上非常に難しいハードルがあるとは思うが、

その点をうまく設計できないか。 

 

○ 地方公共団体の調査について、現在行っている実情にかんがみてフィードバック機能を持たせるべき

という指摘であるが、どこまで書けるかはともかく、問題意識は分かった。たたき台の基本線は、地方

公共団体の自主性を重んじて国の関与は必要最小限のものにするということである。ご指摘のフィード

バック機能はその整理とは別の話かも知れないので、引き続き議論したい。 

租税情報の統計への提供の話は非常に大きな問題であり、ＷＴで処理できるかどうか分からないが、

国際的な流れについてはきちんとテイクノートしておきたい。 

一般統計のタイプⅡは比較的軽い統計ではないかと認識しているが、事後的な評価だけでなく、作成

部局の担当者と「司令塔」とが協力してチェックできるような仕組みを考えるべきとの指摘であろう。

これは組織に関わる話であるので、それぞれの行政部門の担当者がどの程度働くかということと、各省

庁がそれぞれの所掌事務をどの程度自由に行うかということが難しい問題だと考えるが、指摘された問

題点については再度よく考えてみたい。 

10 頁の注３と 11 頁のオの注がうまく機能するような仕組みについても、統計の専門の先生方の知恵
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をいただいて検討してみたい。 

 

○ 分散型統計機構の下で予算とどう結びつけて基本計画を作るかがポイントであり、その仕組みさえ考

えればうまく動くだろう。 

 

○ 予算については各省分散型で要求することになっており、「司令塔」がオールマイティで全部一元的に

決めることは、現在の政府のガバナンスとしてありえない話である。ただし、「司令塔」が全く関与でき

ないかというとそうではなく、科学技術予算に関わる総合科学技術会議を一つのモデルとして、予算に

関わる部分について「司令塔」がどこまで関与できるか、もう少し考えていきたい。 

 

○ 「官庁統計」、「公的統計」といった言葉が出てくるので、それぞれ何を指すのか整理する必要がある。 

１頁に現状の問題点が４つ列記されているが、新規や統廃合を含めて統計の体系的整備が進んでいな

いことが現状の大きな問題の一つではないか。その問題が全体を通して影響を与えていると考えるので、

その点を１ポツの中に入れるか、あるいは別途記載してほしい。 

 

○ 指摘の２番目の点は、１ポツの「各府省の個別行政への利用に供することを念頭に整備されている」

から体系的整備が進んでいないことになり、趣旨は一応入っているのではないか。 

 

○ ６頁に統計の基本原則が掲げられているが、ＩＭＦの一般的フレームワークや諸外国の法制度におけ

る基本原則の中でも「relevance」を挙げている国が多いことから、全体を通して「relevance」の考え

方を含意するという整理よりも、むしろ一つ項目として挙げた方がよいのではないか。 

８頁のウの注１に「基本計画は中核的な政策ツール」とあるが、「中核的な指針」という言葉であれば

非常に分かりやすい。「政策ツール」とはどのような意味か教えてほしい。 

 

○ これは、基本計画がないと総合的・計画的な統計整備がうまく進まないという意味ではないか。 

 

○ ＳＮＡや産業連関表など様々な加工統計の問題点を改善していくためには、一次統計に遡って改善す

る必要も生じるが、その場合の一次統計に対する要請のプロセスは、14頁のイのところで考えればよろ

しいのか。 

 

○ 「官庁統計」や「公的統計」などの用語の統一を図るべきとの指摘については、再度整理したい。 

体系的整備についての指摘は、問題意識として１頁の４つ目のポツの「分散型統計機構の中で、統計

行政の調整機能が統計整備の方向性の提示やそれに沿った個別統計の整備といった能動的な役割を十分

に果たし得ていないこと」のところにも組み込んでいる。 

６頁の「有用性」は、①から⑧までを統合する言葉として括れるのではないかと考えている。 

「ツール」という言葉は、指摘を踏まえて検討し、分かりやすい形にしたい。 

加工統計の改善のための一次統計への要請については、ご質問のとおりである。 

 

○ 「基本統計の作成機能」がうたわれている一方で「基幹統計の作成機関」という用語が使われている。

基本統計の作成機能は「司令塔」に付与されるが、これは、基幹統計を「司令塔」自らが作るという解

釈なのか。ここに登場する「基幹統計の作成機関」は「司令塔」に付与される基本統計の作成機能を担

う「司令塔」の中の組織を指しているのか。ここは、「司令塔」が担う基幹統計の範囲とその実際の調査
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の在り方、他の府省が担う実査機能とどのような位置関係にあるのかによって「司令塔」の作成機能の

中味が決まってくると考える。例えば、13頁のアの注１で「基幹統計の作成機関に対し」と使われてお

り、24頁の「３ 「司令塔」の有すべき機能」として「基本統計の作成機能」とある。さらに、ここで

の記述において「ビジネスフレーム」という用語が一部使われているが、26頁の「ⅱ 基本統計の作成

機能」の最後のパラグラフにある「他の統計作成機関の所掌事務の範囲を超えるような政府横断的・共

通的な統計を作成する機能である」との対応関係が整合性を欠いているように考えるので、整合的にま

とめてほしい。また、26頁の最後のパラグラフの２行目「このような統計調査」とは何を指すのか。私

の推測するところでは、現在検討中の経済センサス（仮称）のようなものを指しているものと考えるが、

そうであるならば経済センサス（仮称）そのものはここで言う基本統計として含まれるのか。経済セン

サス（仮称）のような調査とビジネスフレームの作成と分離して考えているのか、これから具体的に検

討していく上で典型的な基本統計として見なすかどうかを含めて大変重要な点ではないかと考えるので

整合性をとってほしい。 

 

○ 大切な統計は政府全体として整備されなければならないが、分散型の下でかなりの数の基本的な統計

が「司令塔」以外のところで作られる。「司令塔」は政府横断的な統計作成のラストリゾート（最後の手

段）として調査機能も持つとしているので、ＷＴ及び委員会の考え方としては、24頁の「基本統計の作

成機能」は「all（すべての）」ではなく、「some（ある種の）」あるいは「if necessary（必要ならば）」

といった言葉を付けた読み方をすればよいのではないか。 

 

○ 「司令塔」の機能をⅰ、ⅱ、ⅲと整理したために指摘を受けたものと考えるが、25頁の「ⅱ 基本統

計の作成機能」の具体的内容は、「⑨ 政府横断的・共通的な統計（他の行政機関によっては作成されな

い重要な統計を含む）の作成」である。 

 

○ 25頁のⅱの⑨の注は、ある統計は「司令塔」の調査機能だけで作成するものではないと読めるが、複

数の府省で政府横断的・共通的な統計の作成を行う場合があるという意味か。それとも「司令塔」に付

与される作成機能を使って作成するという意味か。 

 

○ ＷＴの議論を振り返ると、「統計の作成」では実査の部分が明らかでないという意味合いの議論があっ

たので、地方の実査組織をどうするかは別にして、地方の実査体制の管理や連絡を含むという意味の注

釈としてこの部分に入れたものと理解している。 

 

○ 26 頁の最後の行に「『司令塔』がいわばラストリゾート（最後の手段）として、自ら統計を作成する

ことで統計体系の不備を補い得る機能も含まれる必要がある」とあるが、世帯に関連した調査であれば、

例えば現行の総務省統計局統計調査部に所掌してもらうことは可能である。しかし、産業横断的な調査

に関するラストリゾートを現在の組織体制で考えると難しい問題がある。したがって、省庁横断的な調

査に関しては、各省庁から出向して作成している産業連関表のようなメカニズムが「司令塔」の下にあ

ってもよいのではないか。そのようなものをラストリゾートと考えると非常に理解しやすい。 

 

○ 今の指摘は、これまでの我々の議論でも前提になっていた話である。詳細で具体的な問題は、「司令塔」

ができた後に「司令塔」に考えてもらうことであり、我々としては将来できた「司令塔」が全く動けな

いと困るので、大きなところで「司令塔」の考え方や姿を描いておきたいと考える。 
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○ 「中間整理」（たたき台）で考えている基本計画の中味が何であるのか。基本計画には、その中で決め

られた事項を「司令塔」が担うのか、分散組織が担うのかに関する記述を含むものと理解しており、統

計の体系化を行うために基本計画を作成するのだから、今議論になっている問題は、基本計画を立案す

る段階で「司令塔」が解決するのではないか。基本計画は10年程度を視野に入れつつおおむね５年を計

画期間とすると書かれているが、基本計画の中に「司令塔」が何を盛り込むかがキーになるのではない

か。 

 

○ 今の意見は、８頁の注２、９頁の注３のところをもう少しはっきりさせるべきだという指摘と受け止

めた。その点は過去の本委員会の資料で提示されていると考えるがきちんと検討したい。 

 

○ 本日は「中間整理（たたき台）」であるが、次回の委員会では「中間整理（案）」として藤原委員から

報告していただく。本日の議論は時間が限られていたので、今後たたき台を各委員が読んで問題点等が

ある場合はいつでもＷＴに連絡してほしい。また、ＷＴ委員は各委員の指摘を踏まえ、次回の委員会ま

で検討を進めてほしい。 

 

【「司令塔」の在り方に関する議論】 

○ 統計委員会を廃止してその所掌事務を行政管理庁に移した理由について、当時の議事録を見ていたら、

大内委員長は、「統計委員会であれば統計だけの独立した権限であるが、大臣であれば他の権限も有して

おり、監察のような他の権限とつながって、統計に関しても権限の行使をすることが可能になることが

大きい。だから、統計委員会を廃止する法案を提出したものであり、これに私（大内委員長）も賛成す

る」旨の答弁をしている。 

私も、分散型統計機構における「司令塔」の調整権を実効性あるものとすることが重要であると考え

ており、しかも、それは命令的なものでなくて協議を中心とする調整になるだろうが、委員会とか独立

性を持った閉鎖的な機関ではなく、大臣が担当するのがいいと思う。 

その場合には二つの組織が必要となる。第一は、大臣が担当するとはいっても統計の中立性を確保す

ることが非常に重要であることから、学識経験者を中心とする審議会は内包していなければならない。

第二に、調整権を実効あらしめるためには調整の場が必要であり、各行政機関の集まりである協議会を

設けることが重要である。現在も事実上、各省庁の連絡会議が存在するようだが、とりわけ地方公共団

体の参加が必要であることを考えると、事実上ではなく制度化することが適切ではないかと考える。 

まとめると、大臣が責任を持ち、他の権限と融合する形で調整権を行使するのが適当であり、その場

合に、中立的な審議会と各省や地方公共団体から構成する協議会を内包する組織が考えられるのではな

いか。 

 

○ 今回の統計改革は、基本線は現状の分散型統計機構の上にありながらも、方向性としては統計の集権

化あるいは集中化の必要性から出てきたものである。また、各省庁の統計部門は弱い立場であり、財政

難の折から組織縮小や定員削減の対象になりがちである。 

そういう理由からも、強い独自の組織によってプラン・ドゥ・シーを可能とし、組織や人員の集中化

を図り、政府内の統計部門の発言権を高めるべきではないか。 

「司令塔」の基本計画の立案、個別統計の調整及びレビューが実質的に機能するためには、「司令塔」

は他省庁に対する相当に強い権限を持つことが必要であり、バーチャルな組織では脆弱である。 

しかも、他省庁と横並びの形ではない形で調整権限を行使しうることが明らかである組織が望ましい。

同時に、「司令塔」機能を有する組織は、統計の企画・調整部門、統計実施部門及び研究・分析部門を
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三位一体で保有することが、特に統計の質の向上や適正化を図る上で非常に重要である。 

実務を持たない省庁では権限が空洞化しやすいように、統計実施部門を持たない調整機関というのは

空洞化に陥りやすい。自ら統計実施部門を持つことで、本当に必要な統計は自ら作成できるラストリゾ

ートによって調整力も強まるので、大変重要なことである。 

また、企画・調整部門及び研究・分析部門と基本的な統計を作成する部門が切り離されると、行政や

国民のニーズが反映しにくくなり、一種の目的意識や実施部門の士気の低下にも繋がると同時に、統計

の質の低下にも繋がり、統計が形としてだけ存在している状態にもなりかねない危険性がある。 

それから、統計実施部門を持たない研究・分析部門は必要なデータを入手することが困難であり、研

究・分析部門自体の質の低下に繋がる。 

そこで、基本的には三つの機能を合わせ持ち、政府全体に有用な統計というものを作成することによ

って、統計の政府内における地位や重要性が向上するものと考える。 

 

○ 中間整理を公表する場合には、「中間整理」（たたき台）の28頁の「４ 「司令塔」組織の在り方」に

関する記載は必要ないのではないか。 

つまり、統計に関する規律や「司令塔」の役割、機能等の在り方について、「中間整理」で提言するこ

とにより、早急に関係各省庁に具体的な組織の在り方について話し合いを進めてもらい、成案を得ても

らう方法が戦略論としてよいのではないか。 

その理由として、一つは、本委員会の提言に沿って改革を実現することを考えると、提言内容は相当

多くの省庁に影響を与えるため、実現のために様々な工夫を考えないといけない。我々の議論だけでは

見落としがあるといけないので、まず関係者が協議した方がよい案が出るのではないか。 

企画・調整機能を持つ役所を作ると、屋上屋を重ねる形となってうまくいかない例が多く、そういう

ことにならないためにも慎重に検討してはどうか。 

 

○ 「司令塔」に関する部分は、もとより慎重に対応するつもりである。ただいまの提案については、ア

ドバイスとして貴重な意見を頂いたが、「中間整理」（たたき台）の中に記載するかどうか、あるいはそ

の後の日程等についても、委員長一任とさせていただきたい。 

 

○ 「司令塔」の中に統計作成部門と研究部門は不可欠だということは非常によく理解できる。特に統計

作成部門については企画立案・調整部門の下になければうまく機能しない。 

分散型統計機構は前提であるけれども、何らかの形で各省庁に分散している統計資源を「司令塔」の

コントロール下で具体的な立案を行う部門と、その下で直轄的に統計作成を行う部門との二重構造の組

織が必要ではないか。 

省庁横断的に捉えられる人や世帯に関する統計の作成については、一元的に所管する省庁があって何

とかなってきたが、それ以外の事業所・企業に関する統計の作成は昔からうまくいかない。しかも企業

は、最近どんどんアメーバのように形を変えている。事業所は特定の省庁の所管行政に入ることもある

が、それをコントロールしている企業というのは必ずしも特定の省庁の行政権限の中にうまく入るとは

限らない。そこをうまく把握するためには、ラストリゾートとしての統計作成機能を持った組織が非常

に工夫された形でできないと困る。そういう二重構造を持った「司令塔」というのが望ましいのではな

いかと考える。 

 

○ 従来の経緯はご指摘のとおり。従来の制度は、行政目的のために統計を作成することが出発点となっ

ていることから当然そういう形になっていると考えるが、本委員会としては、統計は「公共財」であり
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インフォメーションであると考えている。そのために、とりあえずは行政目的を離れて、インフォメー

ションは合理的に作成することになる。ただし、それぞれの所管する役所が統計を作成するのが合理的

な場合もあり、そこに分散型統計機構のメリットが存在するのだろう。 

事業所の場合には役所と事業所が一対一となるから問題ないが、企業が複数の事業にまたがってくる

と問題となるとのご指摘であり、その点は確かにそのとおりだと考える。インフォメーションを作成す

るという目的のためからすると、企業レベルでの統計が作成できないのでは困るため、「司令塔」が調

整機能を果たす必要がある。 

それから先、「司令塔」が絵に描いた餅に終わらないで、実効性を持つにはどうしたらよいかが重要な

ポイントなのだが、あるところから先になると詳細設計の世界に入り、「司令塔」ができてから「司令

塔」で考えてもらわざるを得ないところがどうしても残る。本委員会でそこの所を 100％詰めきれると

は言い切れないが、指摘の点は重要な問題だと認識している。 

 

○ 今回の委員会は、統計は「公共財」であるというコンセンサスから出発していると考える。資料１－

１の合意事項の４点目に、「『司令塔』には、ユーザーや統計関係者などとの緊密なコミュニケーション

機能が必要」と記載されているが、今回、新しくユーザーという概念が入ってきた。また、漠然と「統

計関係者」と記載されているが、これはかなり広い範囲を指しているのであろう。 

現在の日本の統計作成システム及び統計デリバリーシステムが機能不全に陥っている部分があるとい

うそもそもの問題意識から考えると、見直し作業を現在の狭い意味での統計関係者に委ねてしまうとい

うことは、我々がやろうとしてきたことと方向性を異にしてしまうのではないかと考える。少なくとも

本委員会での合意事項を具体的な形に成果物に示すことが重要であり、それが組織論であると考える。 

その観点で、もう一点申し上げると、イギリスの統計改革としてＳＮＡの改革が紹介されたが、ＳＮ

Ａというのは統計の基礎であり、統計の顔である。これは日本のみならず、全世界で様々な経済活動を

している人達に対して、日本はどういう国であるかを表す非常に重要な統計である。 

しかし現在では、ＳＮＡを作成する部局と一次統計を作成する部局との間のコミュニケーションが非

常に不足しているために、様々な問題が起きている。したがって、ＳＮＡを作成するために必要な一次

統計は何かという意味で、統計の企画立案・調整機能、そして研究機能との三位一体が必要だと考える。

さらに、今回の検討結果は、国民の目から見て変わったということを印象付けるために、非常にわかり

やすいものとする必要がある。つまり、我々から見て顔の見えない統計ユーザーの意見をいかに吸い上

げるのかが非常に重要になってくるので、新たな「司令塔」の存在を国民から見てわかりやすいところ

に位置付けるという組織論まで踏み込まないと、我々の検討は完結したことにならないのではないか。 

 

○ 資料１－１に「『司令塔』がよりよく機能を発揮するためには、『司令塔』はどのような組織に置かれ

るのが適当か」との記載があるが、その前に「司令塔」そのものがどのような組織から成り立っていな

ければならないかを議論する必要がある。 

私は、「司令塔」は、狭義の「司令塔組織」と広義の「司令塔組織」とからなるのではないかと思う。

狭義の「司令塔組織」は、「司令塔」のいわゆるヘッドクォーター部分とその業務をサポートする事務機

構としての実働部隊とから構成される。 

資料２の３のイ（８頁）に第三者機関との表現がある。これは現行組織で言えばおそらく統計審議会

に当たると考えられる。ここでは第三者機関はヘッドクォーターの外付けとして位置づけられているよ

うに思われる。また、狭義の「司令塔」の実働部隊には、ヘッドクォーターを中心に取りまとめられる

基本計画、あるいは基幹統計（仮称）の指定等の業務のサポート、統計基準の策定や各種の指示マニュ

アルの作成といった様々な業務を遂行することが期待される。 
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また、広義の「司令塔組織」は、ビジネスフレームの整備・維持管理という統計調査のインフラ整備

部門、各省横断的なデータの上に基づいて作成されるＧＤＰや産業連関表といった加工統計作成部門、

基幹統計の公表に関わるポータル、ミクロデータの提供･利用や統計データアーカイブといった統計利

用に関係する部門からなるのではないかと私は考える。なお、これら広義の「司令塔」組織を構成する

と考えられる諸部門のどこまでがリアルな組織であり、またバーチャルな組織であるかについては、今

後の判断に委ねることにしたい。 

先ほど他の委員の方から、「司令塔」が実効力を持ちうるためには大臣を配置した組織の方がよいとの

指摘があった。私はこれとは異なる形で実効力を担保する仕組みもこの機会に制度化すべきであると思

う。諸外国では、制度そのものの機能、個別統計、それにビジネス・フレームのような統計作成インフ

ラについての評価システムが完備している。「統計の品質評価」がそれである。これについては、「司令

塔」に外付けした第三者評価委員会（仮称）が客観的な評価を行い、それを審議会等の第三者機関に報

告を行い、その結果は審議会を通じて印刷物あるいはウエッブ上で公開される。それはマスコミ、各種

団体、政治家の目にも当然留まる。例えば、基幹統計として指定したにもかかわらず、万一、その調査

に対する予算申請が行われなかった場合には、不作為としての統計体系上の不備が存在している事実を

指摘、勧告を行い、その結果を広く公開することができる。従来の審議会答申の内容は、どうしても最

終的に省庁折衝で折り合いのつく範囲でまとめられることが多かった。私が提案している「司令塔」外

付けの第三者委員会による「品質評価報告」は、そうした折衝を経ないで外付けの第三者が客観的に問

題点を評価する形で、統計の改善に誘導する仕組みである。 

また、第７回委員会で各委員から指摘されていた統計（調査、利用）技術ならびに統計制度に関する

研究機能を持つ組織、さらには統計利用者とのインターフェースの役割を果たす組織なども狭義の「司

令塔組織」の外付けとして配置することが適当ではないか。 

私は、「司令塔」の全体構造はこのような形のものではないかと考えている。 

 

○ 「司令塔」機能が実効性を持つためには、資料１－１に記載された①から③までの機能を一体化する

ことが必要である。 

その理由として、「司令塔」が規律に裏付けられた権限を保有しているだけで調整機能が果せるかと言

えば、決してそうではなく、「司令塔」が統計の専門的な基礎知識を持っていることが絶対的に必要であ

る。中間整理では、従来のほぼ調査統計中心であった指定統計に加え、加工統計、行政記録に基づく業

務統計にまで対象範囲に広げるという考え方であるから、当然、加工統計としての最も重要なＳＮＡに

ついての基礎知識は必要となるし、各種の幅広い調査についての基礎的な知識を持つことが重要であろ

う。そのためには統計を作成する機能を併せ持つことも必要であろうし、そういう調整機能と作成機能、

それから基盤機能を担う職員について、人材の採用から育成まで一体的に担うことこそが、実態として

の調整機能を持つことにつながると考える。 

我が国と同様に分散型統計機構を採用しているフランスでは、ほぼ①から③の機能を全て一つの組織

が保有している。イギリスの場合は、改革を経て①から③までの機能を保有し、政府統計の精度が改善

したとの報告が前回の委員会であった。最近では、我が国の統計機構あるいは統計が先進諸国に比べて

立ち遅れているという認識は共通であるから、欧米の組織と「司令塔」の機能を参考にして、かなりの

部分を取り入れることが必要だと考える。 

 

○ 基本的に統計体系と統計を作成するための将来組織についての基本計画をきちんと提案することが

「司令塔」の一番大きな役割であり、基本計画を立案、提案し実施する権限を持って実行すること、そ

れから「司令塔」自身の成果について評価を行って世に問うことの三つが、おそらく「司令塔」が果す
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べき機能ではないか。それを実現するためには、組織としてユーザーや有識者との接点を持つことが非

常に重要であると考える。今までの日本の組織がそういう機能を果せなかった要因としては、プロフェ

ッショナルな資質を持った人材がいなかったということが一番大きい。したがって、有識者である審議

会にだけ任せるのではなくて、「司令塔」そのものがプロフェッショナルな資質を持った集団でなければ

いけないというのが、非常に重要なことだと考える。 

それから、現在のＳＮＡの統計は様々な問題を抱えているが、一番大きな問題は、ＳＮＡを作成する

基となる加工統計や一次統計に対して、工夫や改善についての調整機能や指令機能を保有している組織

がないという点である。業態が大きく変化しているので、過去のＳＮＡの体系を守るだけでは統計が作

成できなくなっている。その他にも、的確なサジェスチョンを行いうる専門家を内包しているというこ

とが「司令塔」の果すべき大きな役割ではないか。 

一方で、統計基準部を含めた現在の統括機能に欠けている部分があるとすれば、統計を作成している

ものの実際に利用していない、もしくはユーザーとの接点が比較的欠けているという点であり、ユーザ

ーからのフィードバック機能と改善機能を保有しないと「司令塔」としては役割を果せない。 

 

○ 日本の統計調査が本当に分散型であるかと言えば、都道府県レベルではほとんど全ての統計調査につ

いて自ら実査が担われているという意味では集中型であるとも言える。現行の地方公共団体を経由して

行う実査機能が、各国で見られるように将来麻痺していった時に、「司令塔」はどのように調整するのか。

現在各省が持っている地方の実査機能を、それに代わるものとして「司令塔」組織の中に内包すること

は可能であろうか。先ほど二重構造ということを提言したが、狭義の「司令塔」の下に、実際に統計作

成を担う組織を置き、さらに、その下で実査機能を持つ組織をどのようにコントロールするかという問

題があるのではないか。 

総務省政策統括官（統計基準担当）の前身の総務省統計基準部は、かつて、地方公共団体の統計所管

課に関する関与権をある程度持っていたが、どんどんと弱くなってきた。そういう状況において、どう

いうメカニズムを作るべきか考えておく必要があるのではないか。 

 

○ 先ほど指摘のあった資料２の28頁の「４ 『司令塔』組織の在り方」に関する記載を全く放棄してし

まうのは適当でない。今まで議論してきたことをそのまま各省に任せてしまえば、具体的な形を作るこ

とは難しいのではないか。 

かたや、我々は組織の専門家ではなく、本委員会だけで結論を出すことが適当ではない。そういう意

味で、今まで出てきた議論を基にして、どんな形の組織が考えられるのかというくらいの作業はＷＴで

行うことになるのかどうか、確認しておきたい。 

 

○ 組織に関する議論をどこまでの範囲で行うかを本委員会で議論すると混乱するので、議論の範囲、あ

るいは、タイムスケジュール、委員会の工程表等については委員長に一任ということにさせていただき

たい。委員の皆様方には、初めから議論の範囲を限定して議論を小さくしてしまうのではなくて、基本

的には統計をよくしよう、統計をよくするためにはどういうことが必要かという立場で、自由に「司令

塔」の組織についても議論いただきたい。 

 

○ これまで総務省の組織で統計の専門家が育成されなかったのは、安定的な組織ではなかったという面

が大きい。行政改革への対応などによって常に臨時の組織体制が作られ、総務省からその体制に人を融

通せざるを得ない事情があったことから、安定的な人事運用が難しく、継続的に統計の専門家を育成す

るのが困難であったという実態があった。このような組織の実態を知らずして理想を追求することには
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困難がある。 

 

○ 本委員会で考えるべき事項と「司令塔」が考えるべき事項は分けて考えるべきであるし、本委員会の

指摘を受けて統計法が改正されて「司令塔」ができたとしても、統計改革は新たな「司令塔」の下でさ

らに推進される必要がある。大きな一里塚であることが望ましいが、本委員会はあくまで統計改革の一

里塚であると考えている。 

 

【議論の要約】 

○ 「司令塔」の在り方について、本日の議論をまとめると以下のとおりである。 

１．大臣が責任を持つ形で「司令塔」を設計しなければならない。 

２．「司令塔」には、統計の中立性の観点から学識経験者やユーザーの代表と密接に接点を持った審議

会を内包する必要がある。 

３．「司令塔」には、統計作成を担う組織と地方公共団体との協議の場である協議会を内包する必要が

ある。 

４．統計においては、統計の企画調整機能、統計調査の実施機能、統計の研究・分析の三位一体が組織

として密接に結びついていないといけない。とりわけ調整機能については、誰から見てもはっきり理

解できるようなバーチャルではなくてリアルな組織が必要である。 

５．資料１－１にある①企画立案・調整機能、②基本統計の作成機能、③統計の基盤機能の三つの機能

を一体的に担う強い権限を持った「司令塔」組織が必要である。 

６．事業所・企業に関する統計についての調整について問題提起をいただいた。 

７．「司令塔」についての詳細な組織の在り方についての指摘があり、議事概要に反映するとともにＷ

Ｔでの議論に生かしていただきたい。 

８．組織の在り方については、慎重に扱うべきとの議論があり、「司令塔」組織の在り方に意見を述べ

ないとの意見もあったが、初めから議論を狭くして議論をする必要はなく、本委員会としても「司令

塔」の組織の在り方について意見を述べたいと考えている。 

以上をもって「司令塔」の在り方に関する本日の議論はこれまでとして、本日の議論を踏まえてＷ

Ｔで「中間整理」（案）を議論していただいて、次回委員会において、「中間整理」（案）をご説明いた

だきたい。 

 

○ 以下の点については「議論のまとめ」としてメンションして頂きたい。 

１．基本計画の中身について明示する必要がある。 

２．三位一体機能というときに、レビュー機能は「司令塔」組織の外付けになる点が非常に重要である。 

 

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。 

 


