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統計制度改革検討委員会（第11回） 議事概要 

 

１．日  時：平成18年４月10日（月）16:00～18:40 

２．場  所：中央合同庁舎第４号館 共用第１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 

内閣府経済社会総合研究所：飛田国民経済計算部長、大貫企画調査課長、長谷川国民支出課長 

総務省統計局：田口総務課長、飯島調査企画課長 

厚生労働省統計情報部：宮田企画課長、藤田企画課調整室長、中村室長補佐 

農林水産省統計部：小西部長、河崎統計企画課長 

経済産業省調査統計部：窪田部長、細川総合調整室長、吉岡統計企画室長、今井統計企画調査官 

４．議  題：１ 関係府省からのヒアリング 

２ その他 

５．配布資料：資料１ 統計制度改革・中間整理に関する意見（内閣府資料） 

資料２ 統計制度改革検討委員会「中間整理」に対する意見（総務省資料） 

資料３ 統計制度改革検討委員会「中間整理」に対する意見等について（厚生労働省資料） 

資料４ 農林水産統計の改革・サービス統計への農林統計組織の活用について（農林水産省資料） 

資料５ 統計制度改革検討委員会「中間整理」について（経済産業省資料） 

資料６ 「中間取りまとめ」に対する意見等に係る論点の検討（平成18年4月3日・総務省「統

計法制度に関する研究会」資料） 

席上配布資料 

・ 統計法制度の在り方に関する研究会「中間報告」に対する阿藤委員、井上委員、松田委員提

出メモ（第７回統計制度改革検討委員会配布資料） 

・ 米国・カナダ統計整備の状況（黒田氏提出メモ） 

６．議事概要：  

（１）内閣府から資料１に基づき説明した後、質疑応答が行われた。 

（２）総務省から資料２に基づき説明した後、質疑応答が行われた。 

（３）厚生労働省から資料３に基づき説明した後、質疑応答が行われた。 

（４）農林水産省から資料４に基づき説明した後、質疑応答が行われた。 

（５）経済産業省から資料５に基づき説明した後、質疑応答が行われた。 

（６）川崎室長から資料６について説明した後、統計データの二次的利用に関する議論が行われた。 

（７）黒田氏から海外出張に関する報告があった。 

（８）その他 

次回委員会は、ワーキングチームにおける検討状況の報告及びそれに基づく意見交換、並びに統計データ

の二次的利用に関する議論を行うこととし、平成18年４月24日（月）10時から開催予定。 

 

【内閣府からのヒアリング】 

＜内閣府から資料１に基づき説明。その他追加して下記のとおり説明。＞ 

○ 行政記録の活用について、現状では制度的に担保されていないことから、ＳＮＡを作成するために行政デ

ータを協力ベースで各府省から入手しているが、過去に行政データの提供が打ち切られて入手できなくなっ

たことがある。「中間整理」で示されたような制度的な担保をぜひお願いしたいと考えている。 
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○ その働きかけを「司令塔」を通じて行うべきかという議論があるが、実効性を考えた場合には提供省庁と

利用省庁との間での情報交換が必要になることから、必ずしも「司令塔」を通じる必要はなく、各自で働き

かけを行った方が効率的ではないか。「司令塔」は、何か支障が生じた場合や統計全体で対応しなければなら

ない場合に調整する程度の関与が望ましいのではないか。 

 

＜質疑応答＞ 

○ 「司令塔」機能を中心に建設的かつ具体的な意見を多くいただいた。 

資料１の２頁の６に記載のある地方公共団体との関係だが、地方公共団体や日本銀行の立場からすると、

国から一方的な指令ないし命令をされるのは困るので、独立性を尊重してほしいということだと考える。そ

の点は前回の委員会でも東京都及び日本銀行からヒアリングを行い、地方公共団体及び日本銀行の独立性と

いうのは最大限尊重されるべきだということを明確にした。その前提の上で、地方公共団体及び日本銀行双

方とも、統計を良くする上での合理性を追求する観点から充分に協議する必要性については了解し、話し合

いを充分行い、国に充分協力することについては異存がないとの回答があった。そういう趣旨からすると、

現在の「中間整理」の「関与しない」という表現はやや不適当だと考えるので、一方通行にならない形で地

方公共団体及び日本銀行等の独立の主体については、充分その独立性を尊重した上で「司令塔」としては当

然、統計に関して協議を行うと、適宜、修文させていただきたい。 

 

○ 基幹統計に関して「司令塔」と密接な情報交換をするということに関して、具体的なイメージが今ひとつ

湧いてこない。 

県民経済計算の最大のネックは移出入計算ができないことであるものの、都道府県間の物の移出入に関し

ては、現行の統計調査体系では把握できない。かつては、孤立した島などでは多少の移出入統計が独立して

作成できたが、現在、これだけ自動車輸送や特にコンテナ輸送が普及してしまっては、まず品目別には作成

できない。そのため都道府県間の物の移出入の把握には極めて大規模な調査を必要とし、それがうまく解決

できないと国民経済計算の改善もさることながら、地方経済計算の改善は難しい。それを把握するための統

計調査を打ち立てることは難しいと考えるが、基幹統計として整備すべきという要望を持っているのか。 

あと一点、国民経済計算の精度確保と密接な関連を有する国富調査に関して、内閣府はどのように考えて

いるのかを教えてほしい。 

 

→ 国富調査は昭和 30 年、45 年のかなり古い時点で網羅的な標本調査が実施され、現在のストックデータも

ある程度それに依存しているところがある。そういった点も踏まえて、現在、国民経済計算調査会議のスト

ック検討委員会において抜本的な改正の在り方を議論しているが、実施に当たっては相当の予算が必要であ

るとの感触を持っており、何が何でも第一プライオリティとして国富調査の実施をお願いするという感じで

はない。それよりもむしろ、資料１の６で言及させていただいた地方における財務データのプライオリティ

がかなり高いと考えている。財政を国際的に比較可能な形で網羅的に把握するためには、国の財務統計がい

くら充実していても十分ではなく、地方の財務データを把握する必要がある。また、第一次委員会で言及の

あったサービスに関する動態統計など、他にも様々な分野でプライオリティの高い統計があり、「司令塔」が、

リソースをどこに向けていくべきかを示していただくことが非常に重要だと考える。 

 

○ 先ほどの地方公共団体との関係について、地方公共団体は、統計の作成主体である立場、法定受託事務を

実施する立場、調査客体の立場という三つの立場があると考える。資料１の２頁の６に記載のある「関与し

ない」の部分は、統計の作成主体としての地方公共団体に対する法律による規制の観点からこのような表現

になっており、現状の協力関係を阻害したり後退させたりという趣旨ではない。もっとも、具体的な表現振

りについては今後の課題だと考える。 
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もう一つは別の話であるが、資料１の１頁目の２で「司令塔」の在り方について、基本的には「中間整理」

の整理が適当であるとのご主張だと考えるが、「メリットが生かされるような相応の準備が必要である。」、「長

期的に望ましい姿に一度に移行すると、却って混乱が生じる可能性に注意する必要がある。」との記載につい

て、具体的な考えがあれば教えてほしい。 

 

→ この委員会における最終報告のイメージとしては、望ましい組織が明日にも実現するという前提で考えて

いるわけではないと我々の方では理解している。したがって、望ましい組織の姿に移行していくために必要

なことや、狭義の「司令塔」機能を孤立させずに一体となってできる仕組みについてのイメージがあまり湧

いてこないこともあり、リソースに関する「司令塔」の介入や、事前のコミュニケーションといった点をも

う少し強調していただければと考えている。 

 

○ 「司令塔」とＳＮＡの関係が非常に重要であるという点は、私自身もかなり強調して申し上げたつもりで

ある。資料１の１頁目の１に「したがって、望ましい目標の姿としては、広義の「司令塔」の中にＳＮＡの

作成および研究開発機能が含まれるべきである。」との記載があるが、「中に」とはどのような意味なのか。

そこに書いてあることの趣旨はおおむね賛成であり、「司令塔」がＳＮＡ等に関する基本的な問題意識等を踏

まえることは今後の対応方針に当たっては極めて重要だと考えるが、そのためには近くにあるような位置関

係では問題であり、「中に」機能がないとうまくいかないというお考えなのか。 

 

○ 本委員会の「中間整理」では「狭義」とか「広義」という言葉は使用しておらず、「狭義の「司令塔」機能」

等は便宜上、内閣府で整理して作成した資料で使用していることから、本委員会の「中間整理」には「狭義」

や「広義」の概念は特にない。その点を踏まえて、指摘の文章に特段の意味合いが込められたり、思い入れ

があったりするのかどうかお答えいただきたい。 

 

→ 「一体となって」ということに尽きていると考えている。 

 

○ 行政記録の活用について、「中間整理」では、ＳＮＡ作成等についても「司令塔」を介して行政記録の利用

について要請すると記載しているが、それについて、必ずしも「司令塔」の関与は必要なく、直接の要請で

充分であるとのご説明だった。ただ一方で、資料１では「司令塔」機能として統計体系の整備を総合的、計

画的に進めるためには、「司令塔」機能は孤立して存在しては困るというご指摘もある。 

統計体系の整備を総合的、計画的に進めるためには、「司令塔」が統計全体を熟知して監視していることが

必要であり、省庁間で直接交渉する場合ではそういった情報が「司令塔」にまったく伝わらないおそれがあ

る。「司令塔」は、品質の確保や作成プロセスにおける手続に目配りをする必要があることから、政府統計を

全体として整備するという視点に立てば、「司令塔」が関与するという手続が必要ではないか。 

 

→ そういう判断もあると思うが、実務的には一つ一つすべての案件を「司令塔」に通す必要は必ずしもない

のではないか。全体的な目配りや情報を「司令塔」として持つ必要があるというのはご指摘のとおりと考え

る。 

 

【総務省からのヒアリング】 

＜総務省から資料２に基づき説明。＞ 

＜質疑応答＞ 

○ ご指摘の点は本委員会の「中間整理」にほとんど盛り込まれていることであり、全体として「中間整理」

を評価していただいたという理解でよろしいか。 
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→ そのとおりである。 

 

○ 資料２のⅡ「個別事項について」の２（１）に「統計の二次的利用の促進を図るためにデータアーカイブ

機能を充実すること」との記載があるが、例えば、個票データとして研究目的に活用するために、統計局が

実施しているすべての指定統計をデータアーカイブとして電子化して、匿名情報を保存して貸し出すために

は、現状のリソース以外に人員予算が必要なのか、あるいは今の体制の中である程度で可能なのか、そのあ

たりの感触を伺いたい。 

 

→ 行政の減量化という要請もあり、新しい組織を設けて肥大化することが認められるはずがない。新たな取

組みとしてデータアーカイブ機能を充実させるためには、一方で統計局及び統計センターの既存の機能を見

直して、ある部署を減量化するといった取組みを行う必要があると考えている。 

 

○ 前回の委員会での東京都からのヒアリングでは、国が直轄の統計調査機構を持つ必要の可否については言

及されなかったが、ただ現行の調査員調査は維持するのに難しい点があるという意見があった。調査方法の

具体的な在り方や統計調査員調査が今後も維持できるかという点について、第一次委員会ではかなり踏み込

んだ意見が書かれていたが、今度の「中間整理」ではある意味では議論を避けている。その点に関してはど

う考えているのか。 

 

→ 今回の国勢調査でも、調査員調査についての様々な問題点が現れたのは事実だが、問題が出てきたケース

の比率は、全体から見れば非常に小さいものと考える。ただ、そこには大きな問題も内在しているので、今

後更に大きな問題にならないよう、調査の具体的方法についての工夫を進めているところである。 

調査員調査自体をすべて放棄するということを考えているわけではなく、統計調査を正確に実施していく

上で、調査員調査は今後とも基本になるものだと考えている。ただ、調査員調査だけですべての調査を実施

することが難しい環境になってきており、調査の方法を更に工夫しながら、多様なやり方でトータルとして

正確なデータを可能な限り把握する方向で検討を進めているところである。 

 

○ Ⅱ「個別事項について」の１から３に記載されている対応は、いずれも「中間整理」の中でも直接・間接

に盛り込まれていることだと考えるが、これらの取組みないし整備の主体は統計局が担うという認識か。「中

間整理」の中に出てきている「司令塔」と現在の統計局との位置関係をどう考えているか。 

 

→ 「司令塔」に関しては、「中間整理」で企画・立案・調査機能、基本的な統計の整備機能、統計の基盤整備

機能が一体的に効果を発揮し得る必要があると整理されており、三位一体という方向性については非常に良

いことではないかと考えている。統計局は、現在、政府横断的な統計を作成している立場を踏まえてご説明

しているところである。 

 

○ Ⅱ「個別事項について」の１の（２）に「（決定プロセスの透明化、「政府統計ブランド」の確立、統計教

育の推進、マンション関係等の関係団体の協力確保など）」との記載があるが、法制度の整備で対応すべき部

分と、その他の取組みが必要な部分とが混在していると考えるがどうか。 

 

→ 例えば決定プロセスの透明化については、必要な手続を法制面で手当てすることも考えられる。一方で、

「政府統計ブランド」の確立については、事実行為の側面がかなり強いものの、名称保護に関する規定を置

いている法律の例もある。実際に我々が努力していかなければならない部分もあるが、一方で法整備に馴染
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むものもあると考える。 

 

○ 現在の総務省統計局という組織と、「中間整理」の中で提案された三位一体である「司令塔」機能との関わ

り合いを、現時点でどう考えているのか。 

現在の総務省統計局は、統計法の規定によれば、本来は統計体系についての「司令塔」的役割を果たすべ

き立場であると理解されているように考えるが、そうすると、ここで考えられている提案のいくつかの役割

と現在の統計局、若しくは「中間整理」の中で提案された理想的な「司令塔」との関り合いをどのように、

現時点で統計局側は整理されているのかが、これから一番の問題になると考えるので確認しておきたい。 

 

→ 現在は、統計局と政策統括官（統計基準担当）が分かれた形で総務省に置かれているが、こういう機能を

「司令塔」という形にすることと、「司令塔」の機能そのものの議論については様々な関係があって、この「中

間整理」のような提言が出されているものと理解しており、問題解決のための良い方向性だと考えている。 

 

【厚生労働省からのヒアリング】 

＜厚生労働省から資料３に基づき説明。ポイントは以下のとおり。＞ 

○ 第１の「制度改革のねらいとポイント」について、この中間整理に示された「社会の情報基盤としての統

計」という考え方に賛成である。厚生労働省においては、国民生活に密接に関係する保健・福祉・介護・労

働などの行政を担当していることから、調査結果については国民の関心も高く、こうした期待に応えるため、

ホームページに「統計情報」のコーナーを設け、積極的に情報提供を行っている。 

 

○ 第２の「新たな法制度の基本的枠組み」について、まず（１）の「基本原則と各主体の責務」については

異論はない。ただ、国民のプライバシー意識の高まり等により、調査環境がますます厳しくなる中、統計調

査の実施に際しては、国民や事業所等の理解と協力が不可欠である。現行統計法において指定統計調査につ

いては、「申告義務」が課せられているが、それ以外は規定されていない。統計法の改正に当たっては、調

査実施主体が責務を果たし、国民等から理解と協力を得る努力をすることは当然であるが、「国民や事業所

の自発的な協力」を促進するという視点も必要ではないかと考えている。 

 

○ （２）の「基本計画」の策定については、各府省と十分協議、調整がなされ、その意見もご理解いただい

た上で、政府全体としての重点的な取組分野が示されるのであれば、厚生労働省としてもそれを踏まえ、着

実に取り組んでいきたいと思っている。その意味で、厚生労働省が今後、社会経済情勢や社会保障制度の変

化に対応した統計の整備を進めていくことが基本計画の中に位置づけられるのであればありがたいと考えて

いる。 

 

○ （３）の「基幹統計と一般統計（タイプⅠ及びⅡ）の区分と各区分に応じた規律」については、現行の統

計法等とどう違うのか運用も含め、まだ詳細が不明な点もあり、あまり明確な意見を申し上げることはでき

ないが、現在、人員削減や事務の効率化を進めていかなければならない一方で、制度改正が相次ぐ中で、調

査結果の早期公表が求められるという厳しい状況にある。こうした中で、新たな規律が各統計調査に適用さ

れることにより、統計調査に対する社会的理解や認識が高まり、国民等の協力を得ていく上でプラスになる

のであれば好ましいが、あまり手続きが煩雑になるようであれば辛いということもご理解いただきたい。い

ずれにしても、これらの枠組みの詳細や運用については、今後各府省と十分な協議、調整がなされるようお

願いしたいと考えている。 

 

○ 第３の「司令塔の在り方」については、「基本計画」のところでも触れたが、各府省が、社会経済情勢や
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社会保障制度の変化に対応した統計を整備していくことについて、政府統計全体の観点から「支援」あるい

は「助言」いただけるような形で「司令塔」機能を発揮していただけるとありがたいと考えている。これま

での総務省政策統括官（統計基準担当）の各府省の統計事業に係る予算要求に対する意見は、支援というよ

りむしろ「査定」の色合いが強かったのではないか。そうした方向ではなく、政府統計をより整合のとれた

形で発展させていくため、「司令塔」がリーダーシップを発揮して支援いただくことを期待している。また、

予算要求に関しては、各府省の個別施策とリンクした小規模の統計調査まで「司令塔」が関与する必要は必

ずしもないのではないか、例えば、基幹統計に絞るということも考えられるのではないかと考えている。 

 

○ 「その他」として、総務省の「統計法制度に関する研究会」とも関連すると思うが、統計法等の改正時期

が気になる。 

 

○ 最後に、政府統計が「公共財」であるならば、なおさら社会経済情勢の変化や国民のニーズに対応し、調

査結果の精度を維持した安定的・継続的な統計データの提供が政府全体の責務と認識している。委員の先生

方には引き続きの政府統計の安定的・継続的な作成・提供について、ご支援を賜ることをお願いしたい。 

 

＜質疑応答＞ 

○ ご説明で理解できなかった点が、基幹統計と一般統計の区分についての部分である。全体の手続が煩雑に

ならないように、基幹統計については「司令塔」が関与する一方で、それ以外の統計については関与の程度

が少なくなるようにとのご指摘であったが、「中間整理」での、一般統計をタイプⅠとタイプⅡとに分ける考

え方は、従来に比べると、少なくとも一般統計のタイプⅡについては関与が弱まる形となり、手続が煩雑に

なるどころか簡略化していると理解している。 

 

→ 「中間整理」の理解がそのようなことであれば問題ない。現行では指定統計調査と承認統計調査の審査業

務が総務省政策統括官（統計基準担当）でなされており、基幹統計と一般統計のタイプⅠ、Ⅱの関係が「中

間整理」で明確になっていないことから審査事務が煩雑になるのではないかとの危惧があり、懸念を申し上

げた。 

 

○ 現在、厚生労働省が所管する統計調査のうち、どういう統計が「中間整理」で示された基幹統計に当ては

まると考えているかお聞かせ願いたい。 

 

→ 「中間整理」の10頁の注１に記載されている基幹統計を指定する際のメルクマールに照らすと、人口動態

調査は当然含まれるものと考える。それから、社会全体への影響という点からは特定分野に限られるもので

はあるが、厚生労働省として非常に重要な分野に関する統計である医療施設調査、患者調査及び介護・社会

福祉施設関係の統計は新たに基幹統計になりうるのではないか。これらをメルクマールに照らした場合、基

幹統計に含まれるかどうか今後議論のあるところと認識している。 

 

○ 国民や事業所の自発的な協力を求める仕組みについて、具体的に考えられる方法があれば教えてほしい。

また、本委員会でも、ＳＮＡは中心的な大きな体系の一つとして、体系化の視点から議論したが、社会・人

口統計体系としてのＳＳＤＳの観点からの議論まで深められなかったと考えている。 

厚生労働省が所管する少子高齢化や年金といった問題に関しては、加工統計も含めて統計を整備しなけれ

ばならないと考えるが、その点に関して考えがあればお聞かせ願いたい。 

 

→ 自発的な協力についての促進についてはぜひお願いしたい点である。例えば、当省で所管する健康増進法
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の第２条において、「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの

健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」という国民の責務規定が置かれており、

このような規定をイメージして申し上げている。 

二点目のご質問については明快にお答えできないが、社会・人口統計の中でどういうものを整備していく

かは、今後、閣議決定されることとなる基本計画の中に盛り込む形で整理をしていくことになるのではない

か。 

 

○ 統計法の改正時期について気にしていることの真意は何か。例えばあまり拙速でやるのは困るとか、遅く

なりすぎるのは困るとかいう具体的なご意見をお持ちだと理解して良いか。 

 

→ 単に、改正時期が分からないので、この委員会の方で何かお考えがあるようならばお聞かせ願いたいとい

う趣旨である。ニュートラルな疑問としてご理解いただきたい。 

 

○ 先程のご説明の際に、これまでの総務省政策統括官（統計基準担当）の審査が査定的であり、「司令塔」で

はきちっと統計の調査体系の整備に対して支援をしてほしいという話があった。また先程、他の委員からＳ

ＳＤＳに関して考えてはどうかという指摘もあった。 

今度の「中間整理」の26頁で基本的な統計の整備機能について、ＳＮＡ「等」という形で指摘のあったＳ

ＳＤＳも含めているが、仮に「司令塔」が現行の厚生労働省の人口動態調査と総務省の国勢調査に雇用労働

を含めて抜本的な整備するような形で、各国で実施しているような包括的な組織で体系整備することは、非

常に強力な支援だと考えるが、そういうことについてはどう考えるか。 

 

→ 話が壮大過ぎてすぐにお答えできないが、そもそも人口動態統計は戸籍の事務から発生している業務統計

であり、そういう意味では国勢調査とは調査のシステムが大分異なる。両者の調査があいまって全体の人口

が見えてくるということは当然あるが、両調査の間の調査のシステム上の隔たりがかなり大きいのではない

かと考えている。 

 

○ 要するに、ＳＳＤＳを実現するために、人口動態を含めて所管した戦前の統計局の調査体系機能に戻した

らどうかという私見を申し上げている。 

 

→ 「支援」の意味は予算要求に対しての支援という意味である。組織の話については、具体的にどういう組

織にと伺っていないので、そのことを申し上げるつもりはない。 

 

○ 統計の「司令塔」なので、予算を切ることだけ言わずに予算をつけることも考えるべきという要望と理解

したが、「司令塔」もスクラップアンドビルドは考える必要があるのではないか。 

 

【農林水産省からのヒアリング】 

＜農林水産省から資料４に基づき説明。説明の冒頭の内容については以下のとおり。＞ 

○ 本日、私共に与えられたテーマは、統計制度改革検討委員会の「中間整理」に対する農林水産省としての

考え方について述べることであると理解している。この点については、他府省と同様、基本的な方向性につ

いて異論はない。今回は与えられた時間も少ないことから、本委員会の前身である経済社会統計整備推進委

員会からの課題であり、我が省の組織問題とも大きく関係している「サービス統計の実査機関」に関する課

題に絞ってご説明申し上げる。 
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○ 農林水産統計組織に関しては、現在、「行政減量・効率化有識者会議」でも重点項目として取り上げられ、

今後５年間で大幅な人員削減を求められている。農林水産省としても、これまでの見直しに加えて更なる改

革について一定の方向性を示さざるを得ない状況にある。最も厳しい状況を想定すれば、数年後には、サー

ビス統計分野に提供し得る人的資源が枯渇する事態も考えられることから、今回は、敢えてこの点に絞った

ご説明とさせていただきたい。なお、「中間整理」の個別項目に関する農林水産省としての考え方については、

後ほど質疑の中でご質問があればお答えしたい。（以下、資料４に基づき説明） 

 

＜質疑応答＞ 

○ 今回のご説明の趣旨は、第一次委員会報告では、地方の実査体制の整備については農林水産分野での統計

の専門性を活用するのも一つの案であると書かれている一方、今度の中間報告ではそこに触れられていない

ので、もう少し踏み込んで書いてもよいのではないかというお考えと理解してよろしいか。 

 

→ 私共もそのような気持ちで折に触れて説明をさせていただいており、結果的に「中間整理」26頁のⅱ⑨に

注で書かれているものを今後検討していただければと考えている。 

 

○ この点については、農林水産省には大変前向きに対応してきていただいているが、国全体の行政改革の大

きな問題で、必ずしも統計だけの問題では済まない面がある。 

 

○ 説明の最初の方で、場合によるとサービス統計のリソースが枯渇する可能性があるという話があったが、

具体的にはどういうことなのか。 

また、資料４の２頁は、農林統計の優れたスタッフとシステムでサービス統計の実査を行うというご提案

のようであるが、自らの組織はアウトソーシングをしながら、農林統計の組織自体がいわばエージェンシー

のような形で他の業務を請け負うということか。もしそうであるならば、例えば組織法上の所掌事務はどの

ように整理するのか。 

資料４の２頁のシステムは、専用線で結ばれた階層的な仕組みがすでに存在するようであるが、別に専用

線や階層的な組織でなくても統計データの送受信を行うのであれば十分ではないか。このような階層的なシ

ステムを作った意味、利点についてご説明いただきたい。 

 

→ 人的資源の枯渇については、５年間で純減５％という閣議決定に基づく行政減量・効率化有識者会議の検

討が進められており、今後1,100 人にプラスして大幅に縮減していくことになると、数年後には農林統計の

基本的な調査を行うぎりぎりのところまで追い込まれてしまうので、その時にサービス統計を行おうとして

も、人を出すことがほとんどできなくなる。1,100 人以上の大規模な人員削減であると、自然減を除いても

相当な規模の配置転換をせざるを得ない状況であるので、配置転換の方法をこの数年間に整理し、サービス

統計の方に充当しないと今後は難しくなるという趣旨である。 

組織については、別の様々な議論があると考えるが、私共としては基本的に縮減した人材について何とか

活用していただけないかと考えている。ただし、新しい組織が難しいという議論になった場合、農林水産統

計組織の一部を活用することもあり得るかも知れないので、組織としての活用も一つの手法として申し上げ

ているが、エージェンシー化するという議論にはなっていない。 

資料４の２頁の絵自体は、組織の形態とネットワークを一緒に描いているので、かなり閉鎖的なシステム

のように見えるが、現時点では農水省独自で一種の専用線サービスと契約し、ＬＡＮとＷＡＮにつないでい

る仕組みである。目下、各府省共通システムとの連携やシステムの最適化も検討しており、もう少し開放的

なシステムであるが、いずれにしても明日にでも稼働しうるシステムである。 
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【経済産業省からのヒアリング】 

＜経済産業省から資料５に基づき説明。ポイントは以下のとおり。＞ 

○ 経済産業省においては、当省所管の工業、商業、サービス産業等に関する構造統計、動態統計、指数の作

成等を行うとともに、政府全体の統計業務に参画しており、最近では、経済センサスや新たなサービス動態

統計の創設において、総務省などとともに主体的な役割を務めているところである。現在、産業構造の変化

や厳しさを増す調査環境への対応が求められる中で、当委員会が、統計の果たすべき役割に遡って抜本的見

直しを行い、統計制度の基本的枠組みや司令塔機能の強化についてお示し頂いたことは、大変に重要なこと

と感じている。 

 

○ 我が国の統計制度において、「司令塔」機能の強化が喫緊の課題であることは、全くそのとおりだと考える。

その中でも特に、資料５の２頁に示す点が現在脆弱であり、今後強化すべきところであると考えている。第

１には、統計の体系的かつ着実な実施を確保するための基本計画案の作成と個別統計評価の役割、第２には、

経済社会を包括的にとらえる政府横断的・共通的な統計を整備する役割、その関連としてのラストリゾート

機能、第３には、ビジネスフレームなど統計の基盤を整備する役割である。 

 

○ 現在、各府省において、個別行政のニーズに対応して、きめ細かく機動的に統計を整備している一方で、

統計が体系的に整備されておらず、予算や人材といったリソースが適切に配分されていないとの指摘もなさ

れている。これは、中長期的視点に立った政府統計全体の計画がないことや統計の実施状況を評価して改廃

を行う仕組みがなかったことに起因しており、「司令塔」の役割として基本計画案の作成が極めて重要である。

「司令塔」において、産業構造の変化やユーザーのニーズを踏まえて、統計を整備すべき重点分野・重点課

題について高い見地から検討が行われ、提示されることを期待している。また、個別統計の準備段階におい

ても、「司令塔」が、重要な統計に適切なリソース配分がなされているかを吟味したり、意義が薄れた統計や

非効率な統計については、廃止を含め、見直しを求めたりすることにより、限られたリソースを有効に活用

した統計の整備を進めることが重要と考える。こうした役割については、当委員会でも話題となった総合科

学技術会議は参考になるところが多いと考える。総合科学技術会議においては、内外の技術動向や社会ニー

ズを勘案して、国として取り組むべき研究開発の重点分野・重点課題を選定し、中長期的視点から科学技術

基本計画の案を作成している。また、毎年度の予算案作成プロセスにおいても、開発課題の優先付けを行い、

重要な課題には高い評価、意義が低い課題については低い評価を与えるなどしてリソース配分にも一定の影

響力を発揮していると理解している。 

 

○ 経済センサスの準備作業においては、総務省政策統括官に設けられた検討会で、総務省及び経済産業省、

さらには、関係府省、地方公共団体の役割を調整しつつ、本年３月にその枠組みを定めたところである。そ

の過程において、関係府省が持つ経験、知見、ノウハウ、予算、人材などのリソースをいかに組み合わせ有

効に活用するか、関係府省の持つ既存の大規模統計をいかに統廃合・簡素化するか、地方公共団体からの要

望に一元的にいかに対応するかなどの課題に直面したところである。政府横断的・共通的な統計の作成のた

めには、関係府省等の調整を行う行司役の存在が必要であることを強く認識したところである。また、単な

る関係府省間の調整にとどまらず、全体を構想しセンサスの枠組みとして定めることが重要な機能として含

まれていると考える。経済センサスの枠組みづくりは政策統括官に設けられた検討会、統計作成は総務省、

経済産業省を中核とする関係府省という形に機能が明確に分担されている。この検討会の果たしてきた役割

が、「司令塔」の役割として大いに参考になるのではないかと考える。 

 

○ 社会が必要とする統計が作成されていない場合に、「司令塔」がその必要性を認識し、その整備を促すこと

は重要である。その際、作成を担当すべき府省が消極的な場合であっても、「司令塔」が当該機関に強力に働
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きかけて統計の整備を図ることを基本とすべきであり、「司令塔」には、関係府省に対するそうした影響力を

持たせる制度設計とすることが重要と考える。ただし、緊急のニーズがありながら適当な担い手を決めるに

は時間がかかり間に合わないといった場合には、「司令塔」自らが当該統計を作成することはあり得ると思わ

れるが、あくまでもこうした緊急避難的な役割に限定すべきと考える。 

 

○ 「司令塔」が、統計全体について基本的方向を示し、優先順位付けを行い、評価を実施するという機能を

十二分に発揮するためには、「司令塔」は統計作成に対して中立的であることが不可欠である。また、統計作

成機関より一段の高みに位置づけられ、「司令塔」の指揮のもとに、統計作成機関がそれぞれの役割を果たす

という構図が重要と考える。「司令塔」が、自ら統計を作成する機能を持ちながら統計全体のプライオリティ

付けを行うことや、自ら作成する統計を自ら審査・承認し、さらには評価するということでは、中立性・透

明性に疑問があり十分な説明責任が果たせるとは思えない。たとえ政府横断的な統計であっても、そこにど

れだけのリソースを投入するか、効率的に実施されているかなどは、他の個別の統計と同一の土俵で優先順

位付けや評価がなされるべきと考える。一方、構造改革における小さな政府の流れや、統計改革に対する国

民の厳しい目を考慮すれば、「司令塔」はスリムな組織にならざるをえないと考える。こうした観点から、「司

令塔」の機能は、全体方針を示す旗振り役や調整・評価役になる位置づけがよいのではないか。 

 

○ 資料５の１頁の統計制度の基本的枠組みについては、大筋、「中間整理」で示されたとおりと考える。 

(1) 基本計画については、統計の位置づけを明確にするとともに、総合的・計画的に整備するとの観点から、

政府全体の意思決定として基本計画を定めることは極めて重要と考える。 

(2) 重要性等を勘案して「基幹統計」及び「一般統計」に区分して、それぞれに応じた規律を設けるとの整

理は、統計の体系をわかりやすいものにすると考える。特に一般統計については、タイプⅡとして、統計

作成機関の自律的な取り組みに委ねる仕組みが検討されていることは、行政手続の効率化・簡素化、機動

性確保の観点、「司令塔」のスリム化の観点から大変有意義であり、このような仕組みを今後の制度設計に

おいて実現することが重要と考える。同様に、一次統計等を加工した基幹統計の規律については、創意

工夫による発展の観点からできるだけ簡潔な仕組みとし、統計作成機関の自律的な取り組みに委ね、

「司令塔」の関与は、例えば事後的なチェックなど最小限にとどめることが望ましいと考える。 

 

○ 行政記録の活用等について 

(1) ビジネスフレームの整備は、政府全体の統計の共通基盤として極めて重要と考える。「司令塔」もこのよ

うな整備に関して役割を果たしていくものと考える。この観点からは、ビジネスフレームを作成・更新す

るための調査票の利用については、目的外使用ではなく、ビジネスフレームの整備そのものを目的として

制度化することが検討課題として提案されているが、是非この方向で検討願いたい。 

(2) 調査環境が年々厳しさを増している現状や報告者負担の軽減、統計作成の効率化の観点から、ビジネス

フレーム以外についても、行政記録の活用や統計データの二次的利用は重要と考える。目的外使用の制限

についても、承認手続きの合理化を図る観点から改善を図ることは重要と考える。守秘義務の問題など解

決すべき課題も多く、「統計法制度に関する研究会」での検討も進められていると承知しているが、当委員

会の最終報告の段階では、積極的な活用に向けて大きな流れが形成されることを期待している。 

 

＜質疑応答＞ 

○ 冒頭のご説明を要約すると、今までの政府の統計行政に関しては、中長期的な計画がないということ、ま

た、中止すべき調査をいつまでも引きずって行っており、調整機能が十分働いていないことが問題であった

と理解してよいのですか。この話を伺って、経済産業省がこれまでの方針を180度変えられたことに非常に

賛意を表したい。 
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計画がなかったわけではない。「統計行政の中・長期構想」や「統計行政の新中・長期構想」において、統

計審議会の企業統計部会において、産業統計の整備に関する様々な提案を行ったにもかかわらず、通商産業

省は周期調査の予算措置を講じずに実質的に指定統計を中止し、死屍累々となってきている。これは専ら通

商産業省及び経済産業省の所管の統計である。ご説明の趣旨は、今後はこのようなことがないような形にす

べきであって、その程度の概算要求を含めて「司令塔」がもっと強力な権限を持つべきであるというものと

理解してよいか。 

 

→ 政府統計全体を対象としてこれまで何もなされていないということを言っているつもりではなく、これま

でも統計の基本的な方向を定める報告書が出たり、あるいは統計審議会においてご意見が出たりということ

はあるが、閣議決定ベースでの基本計画という具体的な形のものはなかったということを申し上げたつもり

である。また、経済産業省として今までの姿勢を変えたというよりは、このような方向で今後とも努力をし

ていきたいということを申し上げたつもりであり、その点をご理解いただきたい。 

 

○ 基幹統計の枠組みについて、「司令塔」は事後的チェックのみで最小限にすべきとの発言があったが、「中

間整理」における「重要事項の変更に関して事前通知をする」という記述とニュアンスが大きく異なってい

るように聞こえるので、その真意を伺いたい。 

また、ビジネスフレームの整備は基本的に「司令塔」が担うべきと考えているのか。 

 

→ 一次統計が調査対象者と直接関わりがあるのに対し、一次統計等を加工して統計数値を作成する場合はそ

のような関わりがなく、できるだけ自由な発想、創意工夫が生きるような仕組みがよいのではないか。その

ためには必ずしも事前に重要であるかないかという判断をして通知をしなくても、自主性に任せた上で、行

き過ぎがあれば事後的に関与していくような仕組みができないものかと考えている。 

ビジネスフレームの整備については、整備されるべきものについて旗振りをして枠組みを決めるのは「司

令塔」の役割であるが、それを実際に作る場合にはかなりの手足が必要となると考えるので、各統計作成機

関が協力しながら作っていくことになるのではないか。 

 

○ ご主張の「中立的でスリムな司令塔」ではこれまでうまく機能しなかったというのが、委員会の認識であ

る。基本的に、政府統計は個別行政の推進のために個別の府省が作成しているが、その足し上げだけでは、

全体としてバランスのとれた又は社会的需要に十分マッチした統計は作れないというのが、第一次委員会報

告を含めての基本的な認識である。各府省が個別行政を推進するために行う統計を「司令塔」がうまくコー

ディネーション（調整）することによって、全体として自ずから体系的なものができてくるのであれば、中

立的な調整のあり方が大切になってくると考えるが、実際はそうなっていないのではないか。各国の状況を

見ても、日本は統計従事職員の絶対数が少ないことに加えて、中核的な統計機関への集中度が低い。現在欠

けている統計を整備する必要がある場合、個別の府省がその分野の統計整備にどの位の関心を持っているか、

あるいは府省の中の意思決定において府省のリソースをどの程度投入できるか、それらが統計体系全体の整

備の緊急度等とうまくマッチしているときはよいが、現実にはそこに大きな乖離が出てきており、各府省の

統計の調整を行うことだけによって体系的なものを実現することは困難ではないかというのが委員会の共通

認識である。したがって、「中立的でスリムな」というのは、観念としては分かるが、現在直面している問題

を解決する正しい方向ではないのではないか。 

 

○ 説明にあった「中立的」の意味合いは、現在各府省が行政上の目的で作成している統計をコーディネート

していればよいという現状維持的に使われていたのではなく、「司令塔」ができた場合に「司令塔」自身が統

計を作る部分は小さい方がよいということに尽きるのではないか。「司令塔」は個別統計の必要性にリーダー
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シップを発揮しなければならないが、とりわけ必要ないと思われる統計がある場合、「司令塔」が多くの統計

を作成していると、「司令塔」自身がリストラせずに他の統計をリストラしようとしても説得性がなくなるの

ではないか。したがって、行司役を務める「司令塔」は自ら統計を作成しない方がよい、言い換えれば行司

は自ら相撲を取らない方がよいという意味合いで「中立的」という言葉を使われていたのではないか。詰ま

るところ、「司令塔」自身が統計を作成する部分はあまり肥大化しない方がよいというご主張ではないか。 

 

→ まさにご指摘のとおりであり、「司令塔」は、中立的な立場に立って各府省に強い影響力を持つことが大切

であると考えている。先ほど経済センサスの話に触れたが、各府省が分担しているものを単に調整し、どの

省が何をやりなさいというだけでは決して一つのものにまとまらないということを感じている。「司令塔」は

様々な意見を聞きながら、自ら枠組みを提示する主体性がないとうまくいかないだろう。まさにその部分が

今まで「司令塔」機能として弱かった部分ではないか。 

 

○ 本委員会の「中間整理」は、「司令塔」を作るといっても、日本の分散型統計機構のメリットは十分尊重し

て生かしながら、「司令塔」を作ったら「司令塔」も自らある程度統計を作成する能力、守備範囲を持ってい

た方がよいというものである。その点については経産省の主張とは齟齬があるが、「司令塔」がリーダーシッ

プを発揮すること自体は、経済産業省も何ら異存はないということである。 

 

○ 第一次委員会における基本的な了解は、分散型統計機構のメリットはあるかも知れないが、むしろ弊害が

目立つので、分散型の弊害を改めることが急務であり、そのために「司令塔」機能が強力に発揮できるよう

な法制度を整える必要があるということであり、その点については各府省も了解しているものと理解してい

る。組織の面で分散型統計機構を改めるのは現実的でないので、現行の分散型統計機構を前提とした上で、

統計が体系的に整備できるような仕組みとして「司令塔」機能を強化することが必要であり、「機能のスリム

化」というご主張は本委員会の見解と矛盾するのではないか。 

 

○ 経済産業省が主張されているのは、「司令塔」機能のスリム化ではなく、「司令塔」が本来の機能を強化す

るためにも組織はスリム化した方がよいということである。各委員が賛成するかどうかは別として、経済産

業省のご主張は、機能を強化するのは結構であり、そのためにも「司令塔」自らは統計作成から離れていた

方がリーダーシップを発揮しやすいだろうということである。 

 

【関係府省からのヒアリングのまとめ】 

○ 本委員会の「中間整理」に対して各府省から様々な具体的なコメントをいただいた。全く齟齬がないとは

言えないが、大まかな考え方は各府省に賛成していただいたものと考える。ただし、具体的な文言について、

例えば地方公共団体との関わりなど具体的なコメントをいただいているので、ワーキングチームで検討を深

めていただきたい。 

 

【統計データの二次的利用に関する議論】 

○ 本委員会としては、総務省の統計法制度に関する研究会（以下「研究会」という。）に対して意見を言う立

場ではないと考える。本委員会は、現在「中間整理」から最終報告に向けて作業を詰めているところである

が、本日の二次的利用に関する議題は、最終報告に至るプロセスの中でどういう位置づけになるのか、ロー

ドマップを説明してほしい。 

 

→ 第一次委員会報告では、統計データの二次的利用及び民間委託に関する法制度については、研究会におい

て検討する整理になっており、本委員会の「中間整理」においても同様の書き方になっている。ただし、統
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計データの二次的利用等については、本委員会における統計法制度の検討と統計データの二次的利用に関す

る法制度の見直しに齟齬がないようにしていく必要があると考えており、この点については、第７回委員会

においても委員からご意見をいただいていることから、統計データの利用に関する考え方に齟齬がないこと

を確認するために資料６を紹介させていただいたところである。 

 

○ 本委員会としても、統計データの二次的利用に関する見解を示すべきだと考える。法制的な問題について

は基本的に研究会に委ねたことになっているが、非法制的な部分があるのではないかという問題意識と同時

に、法制的な部分についても、統計又は統計データの扱い方について本委員会で議論してきたことと、研究

会における法制的な判断の仕方との間に大きな齟齬があれば、調整すべきではないか、という問題だ。 

研究会の中間取りまとめにおいては、統計データの二次的利用について「秘密の保持」と「公益性」とい

う二つの基準を示している。私自身は、かなりドラスティックな意見ではあるが、統計データの二次的利用

については「公益性」は外して、個体情報が出てこないように「秘密の保持」に十分な措置を講じれば十分

ではないかと考えていた。「公益性」という基準については、実際は「公務性」で「公益性」を評価している

のが現在の運用の実態である。研究会の中間取りまとめは引き続き「公益性」を強く要求し、かつ「公益性」

の判断については、従前と同様に行政との関係の有無、つまり「公務性」で決めるという面を強く残してい

る。この点について、「公益性」自体を今の時点で一挙にとりはずすという主張は撤回してもよいが、「公益

性」の判断基準については、「公務性」に限定しないできるだけ広い利用を認める形で最終案を取りまとめて

ほしいと考えている。 

研究会の中間取りまとめにおいて、現在では非常に限定されている統計データの利用について拡張、柔軟

化しようというところは大変評価できると考えるが、その管理の主体を統計調査の実施者にすべて収斂しよ

うとしているところは問題がある。統計調査の実施者が調査票から集計表までの様々な形態のデータをほと

んど専一的にコントロールし、それに対する全体との調整の仕組みが整っていないことについては、もう少

し考える必要があるのではないか。集計が終わった後の調査票及びその他の統計データは公共物であるにも

かかわらず、それを調査実施者が専一的に管理し、使用に関する排他的な権限を持っているということでは、

使い勝手の点でも管理の安全性の点でも問題であろう。例えば、１回の国勢調査の調査票は約５千万枚ある

が、これだけの調査票を保管し続けるのは大きな事務であったことと、国民の信頼を確保する必要があると

いう観点から、従前は３年で廃棄することになっていた。しかし、現在国勢調査の集計はＯＣＲで行うので、

調査票のイメージデータが残る。５千万枚の調査票だとＡ４裏表で１億枚のイメージデータになるが、情報

機器や圧縮技術の進歩によって、現在では手で持てる記憶媒体に収録できるぐらいのボリュームにしかなら

ない。これを廃棄すべき積極的な理由があるとすれば、国民の信頼を損なわないようにということになるの

だろうが、数百億円をかけて百万人の労力で作られた国民の財産をどのように有効活用するか、もう少し真

剣に考える時期に来ているのではないか。したがって、法制的な部分ではなく、現在の物理的又は技術的に

管理できるレベルが従来とは違うことも踏まえて、広い意味での統計データをより安全に管理し使いやすい

状態に置くことについて、本委員会でも積極的な提案を出すべきではないか。 

 

○ そもそも統計は「公共財」であることから、いわゆる目的外の使用についても抜本的に考え直す必要があ

るのではないか。プライバシーをきちんと確保する前提の下であれば、基本的に個票そのものが情報として

の価値を持つのではないか。国はある一定の常識的な形で集計データを公表するが、個票の集計の仕方は使

用者の目的によるので、国が集計を行った結果だけが統計であって、それ以外の使い方は目的外になるとい

う整理は、必ずしも意味をなさなくなるかもしれない。 

 

○ 研究会の中間とりまとめは、調査実施者が個別に匿名標本データを作成し、それぞれにデータを提供する

というイメージでまとまられているが、本当にそれでよいのだろうか。本委員会は、「司令塔」について真剣
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に議論し、全体調整やサービスの提供も含めて「司令塔」機能を考えているので、公共物になったものを各

府省から「司令塔」に持ってきて、規格にあっているか審査し、しかるべきところにストックして一元的に

貸し出すというようなことまでを考えないと、各府省に任せておいて、努力義務だけをかけておくだけで二

次利用が進むのかというと非常に疑問である。したがって、大きな枠組みとしてデータアーカイブを併せて

考える必要があるが、中間とりまとめでは議論されていないので、包括的に道筋を考えるべきである。 

 

○ 統計法における統計の概念が変わると、目的外使用の概念が変わってくる。統計法で指定統計が指定され、

指定統計調査の中で集計表様式を規定する。そこで規定された集計表が統計であり、それ以外のものを作る

のが目的外であるというのが現行の法令であるが、今後、加工統計を含む基幹統計ということで抜本的に変

えると全部変わってくる。研究会においては、本委員会の意見をもう少し取り入れていただけるとありがた

い。 

統計データの利用形態に関して、オーダーメード集計、匿名標本データ以外の統計データの利用方法とし

て、調査票の使用を庁舎内に限定することにより、行政機関と直接的に関連性を持たない研究を行うために、

調査票を使用させることが想定されるとしている。アメリカ、カナダ、イギリスも庁舎内に限定している場

合もあるが、その庁舎が大学とのジョイントで何カ所にも増えている。このような制度の国々から「庁舎内」

という概念だけを抜き出してきて制度を作っても、本来の趣旨に合わないと考える。 

府省間にまたがってミクロデータを活用することでその制約は低くなるが、それをオーダーメード集計の

枠に入れてしまうと、逆に利用が難しくなってしまう。もう少し利用しやすい制度を考えていただきたい。 

 

○ 統計の定義や目的外使用の概念の整理、そして統計データの二次利用については、大変重要なことである

ので、次回の委員会でも時間をとってさらに議論を深めたいと考える。本日の意見交換の内容は、本委員会

の事務局から研究会の事務局に伝えていただきたい。 

 

○ 先にスタートした総務省の研究会と本委員会とは、議論の前提が必ずしも同じではない。研究会の方では

淡々と法制度を整備するというスタンスで専ら検討作業を行っている。先ほど各委員から表明されたような

意見を本委員会の見解として事務局を通じて先方に正式に伝えたとしても、本委員会が今回のシステム設計

にあたって基礎に据えた「政府統計に関する新たな理念」と完全に整合的な形で二次利用に関する法制度案

が研究会の方でまとめられるという保証はない。 

 

 

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。 
 


