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統計制度改革検討委員会（第12回） 議事概要 

 

１．日  時：平成18年４月24日（月）10:45～12:20 

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、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） 

統計法制度に関する研究会：廣松座長 

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 統計データの二次的利用について 

２ 「中間整理」以降のワーキングチームにおける検討状況について 

３ 経済社会統計整備推進委員会報告のフォローアップについて 

４ その他 

５．配布資料：資料１ 統計法制度に関する研究会報告書（中間とりまとめ）の修正点 

資料２ ワーキングチーム（ＷＴ）における検討状況について 

資料３ 経済社会統計整備推進委員会報告のフォローアップ結果 

資料４ 統計制度改革検討委員会「中間整理」に対する意見 

席上配布資料：「統計法制度に関する研究会」における検討状況等（廣松座長提出資料） 

６．議事概要：  

（１） 吉川委員長から日本学術会議の政府統計の作成・公開方策に関する委員会報告について紹介があった。 

（２）廣松座長から、席上配布資料「『統計法制度に関する研究会』における検討状況等」及び資料１に基づ

き説明の後、質疑応答が行われた。 

（３）藤原委員から資料２に基づき説明があり、川崎室長から資料４の紹介の後、質疑応答が行われた。 

（４）川崎室長から資料３に基づき説明し、質疑応答が行われた。 

（５）その他 

次回委員会は、委員会報告の素案について議論を行うこととし、平成18年5月15日（月）9時から

開催予定。 

 

【「統計データの二次的利用について」に関する議論】 

〔廣松座長による「統計法制度に関する研究会」の検討状況の説明概要〕 

○１．研究会の検討状況 

一昨年の11月に総務省統計局統計基準部長の私的研究会として発足し、昨年の７月の総務省統計基準

部から総務省政策統括官（統計基準担当）への組織替えに伴い、現在はその私的研究会という位置づけ

で活動している。昨年の12月までに研究会を10回開催し、それまでの検討結果を「中間とりまとめ」

という形で公表した。 

「中間とりまとめ」に対して、こちらの委員会や調査実施部局も含めた関係各者から貴重な意見をい

ただき感謝している。そうした意見等を踏まえ３月から研究会を再開して、現在、 終報告書案につい

て議論を行っているところであり、こちらの委員会とも連携しながら６月頃を目処に 終報告書をとり

まとめる予定である。 

 

 ２．研究会における基本的考え方 

  統計は国民の共有財産として幅広く用いられるべきものであり、可能な限り統計データの二次的利用

を促進する必要があるという認識である。個人的には、この基本的な考え方はこちらの委員会と同様で
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あると考えている。これまでの統計行政においては、秘密の保護と調査対象者の信頼確保について特に

配慮されてきており、統計法第 15 条第２項に基づく現行の調査票の目的外使用制度は、秘密の保護に

欠けることなく、かつ、公益性を有することを承認の要件としていた。 

昨年の４月に施行された個人情報保護法により国民の個人情報に対する意識の高まりやオートロック

マンション等の建物の構造上の要因も絡まり統計調査環境が悪化している状況を前提とすると、今後と

も必要な統計データの把握が当然可能であると考えることは困難であり、新たな法制度の設計にあたっ

ても調査対象者の協力の確保を前提とした制度とする必要があると考える。 

 

 ３．中間とりまとめ以降の検討事項 

 （１）総論 

秘密の保護と調査対象者の信頼を確保した上で統計データの多様な利用を促進する観点から、新た

な法制度について検討し「中間とりまとめ」を公表した。 

現行統計法第１条に「この法律は、統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計体系を整

備し、及び統計制度の改善発達を図ることを目的とする。」との記載があるが、個人的には、新たな法

制度として「統計の利活用の促進」との項目を追加して記載すべきではないかと考えている。 

統計目的での調査票そのものの使用については、個々の申告内容が明らかになる使用形態であるこ

とから、基本的に現行の目的外使用制度における承認基準を維持することとし、オーダーメード集計

等の秘密の保護が確保された形態での使用については、調査対象者の信頼確保に配慮しつつ使用者の

範囲を現行の目的外使用制度よりも拡大することが適当である。 

本日のこちらの委員会の議題とは直接に関係しないが、統計データの二次的利用の拡大と統計業務

の民間委託はある意味で車の両輪であり、民間委託を実施することによって統計データの利用を拡大

することが可能ではないかと考えている。 

（２）オーダーメード集計、匿名標本データ 

  オーダーメード集計等については、新たな統計データの利用の在り方として、法制度上明確に位置

付けるとともに、秘密の保護を確保するために必要な規定を整備する必要があると考えている。 

その際、現在、「公益性」を理由に行政目的での使用がある程度認められているが、それに加えて学

術研究目的での使用を認めるなど、現行の目的外使用制度よりも使用者の範囲を拡大することとして

いる。特に、学術研究目的での使用については、大学の研究所あるいは高等教育機関に限定せずに、

研究成果が社会に還元される場合には営利企業についてもある程度認める方針である。これについて

は、こちらの委員会からも意見をいただいており、 終報告書ではその点をより明確に記載したいと

考えている。 

現時点での検討内容については、資料１の４頁に「（ⅱ）学術研究目的の範囲」として、修正後の案

として項目立てして詳細な説明を加える形にしている。 

 （３）インサイト利用等 

いわゆるインサイト利用等の秘密の保護が確保される使用形態については、従来、行政機関との関

連性という形式面から判断される場合が多かったが、「公益性」の判断について調査実施者において柔

軟に対応することにより、「公益性」という考え方を広く認めることも可能となるような 終報告書に

したいと考えている。 

昨年12月にまとめた「中間とりまとめ」でもこの点についてたびたび触れてはいたが、もう少し強

調すべきという意見もあり、この点に関しては資料１の７頁に「（エ）インサイト利用等」として新た

に項立てして説明を付け加えている。 

（４）調査票使用の判断権者の変更 
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統計目的での調査票の二次的利用については、総務大臣による個別承認は行わないこととして、判

断を調査実施者に委ねることとしている。従来の手続きの簡素化を図るとともに、これにより統計デ

ータの利用が促進されるものと期待している。ただ、判断権者を調査実施者に移すにあたって、統計

目的の使用状況に関しては、使用させた場合及び使用を認めなかった場合も含めて調査実施者から総

務大臣に対して定期的に報告をさせ、報告結果を国民に公表する。これにより調査実施者による適正

な運用が確保されるものと考えている。 

 

昨年12月にとりまとめた「中間とりまとめ」に基づき、その後の検討の も重要な論点のみご説明し

た。総論でも申し上げたとおり、現状を考えると、過去に蓄積された情報や統計をデータとしてうまく

利用する体制を作ることは重要な点ではあるが、継続し新たな統計を作成することの方が更に重要な点

であることから、利用に当たってはある程度の秩序をもって利用の拡大に努めるのが適当ではないかと

考えている。 

 

〔統計データの二次的利用に関する意見交換〕 

○ そちらの研究会と本委員会との間で考え方に少し温度差があるようである。本委員会の一つの問題提

起として、「公益性」の基準をどう考えるべきかとの意見があった。一番ラディカル（過激）な言い方

をすると、個人的には「公益性」の基準は必要ないのではないかと考えている。 

統計をきちんと作成する時にプライバシーの確保が大変重要であることは、本委員会の総意だと考え

ている。プライバシー保護は大変重い基準であり、二次的利用の場合でもこの基準がクリアされていな

ければならないことは言うまでもない。ただ、逆に言えば、この基準がクリアされている以上は、誰が

どのような目的で使用しても、それに対して更に基準を設けることが果たして正しいことなのか。 

分かりやすい言葉で言うと、大学の教授が「公益性」があると考えられるような研究目的で使用する

場合と、中学生や高校生が学校でレポートの作成に使用する場合の間に、何か差を設ける必要があるの

か。こういったところに差を設けることによって「公益性」の基準をいったい誰がどのように決定する

のか。どうしても行政が判断することにより、そこに裁量性が生じるのではないか。 

これはフィロソフィー（哲学）の問題になるが、研究会では、非常に制限的である現行制度から間口

を広げようという方向で議論されているようだが、本委員会の基本的な考え方は、プライバシー保護は

大変重い基準で絶対に守らなければならないが、その基準をクリアしたという前提のもとで「公共財」

としての情報の統計は誰でも自由に使えるものだという点から出発している。プライバシー保護はテク

ノロジーに依存すると考えるが、テクノロジーで決まるプライバシー保護をきっちりと確保するために

はある程度制限が加えられる。いわば、下から上へと上から下へと方向は同じなのかもしれないが、や

や基本的なフィロソフィーで温度差があるように感じる。具体的には「公益性」の基準のような点で問

題になってくる印象がある。 

 

→ 研究会で正式に取り上げた議論ではないので、ある意味で個人的な見解になるが、法的には様々な議

論があるものの、現在では「自分の情報をコントロールする権利」をプライバシーと捉えることが多い。

もちろんそれを「単に放っておいてもらう権利」と考える立場もあるように非常に幅があるが。「自分

の情報をコントロールする権利」は、単に利用するだけでなく自分の情報を提供する時に関してもかな

り強い権利になる。調査の対象となった個々人の権利と統計として収集するときの論理をうまく結びつ

けるのは大変難しい。少なくとも今までは整理があいまいではあるが、公益のために個人の情報のコン

トロール権をある程度制限した上で収集してきた。そのことからも一番重要な点は個人情報の保護にな

る。 
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○ 先程の指摘は、統計を収集する時の話ではなく、統計の二次的利用に関する議論である。 

 

→ その点は重々承知している。二次的利用の範囲を拡大することによって、結果として統計情報を収集

する段階にまで影響が及ぶ懸念があることから申し上げている。現在のように個人情報の保護という意

識が大変高まった段階で、二次的利用が国民にうまく理解していただけるかどうか、大変難しい点があ

ることはぜひご理解いただきたい。 

 

○ 二次的利用があまりに杜撰になっていると、多くの人が危惧を感じて統計を収集する時に協力しなく

なる危険があることに留意しなければならないという指摘はそれはそれで理解できるが、そこに問題が

あるのであれば、大学の教授が行う「公益性」のある研究であっても利用は許されないことになる。そ

の注意すべき基準をクリアしたとしたら、大学の教授と中学生の間に区別する理由があるのか。そこに

もう一つの基準を入れる必要性や合理性はあまりないのではないか。 

 

→ その点に関しては、誰もが納得できる基準として設けるのは確かに困難かもしれない。そして少なく

とも現状において今までの統計法の適用をいきなり変更するのはかなり困難ではないかという判断が一

部入っている。 

統計法においては、昭和22年の制定当初から秘密の保護を条文で明記して厳格に運用してきたことを

理由として、統計調査によって集められた個人情報は行政機関個人情報保護法の適用から除外されてお

り、統計における個人情報保護に関してはあくまで統計法を適用する形になっている。 

したがって、行政機関個人情報保護法の適用を受けない統計情報について、統計データを利用する側

の理屈だけで今までの運用基準や手順を大幅に変更することは、一般の国民の方になかなか受け入れて

いただけないのではないか。 

二番目の点として、戦前のある時期から戦中にかけての政府サイドの情報の扱い方に問題があり、そ

れに対する反省という意味もあって、現行の秘密の保護、目的外利用の禁止の条項が入っているものと

考えている。 

 

○ 一つだけクラリファイのための質問をさせていただければ、現行統計法に規定があることが理由とい

うように理解したが、統計法そのものの改正ということも含めて視野に入れて議論されているのか。 

 

→ 現行の統計法を固定した上で議論しているつもりはない。しかしながら、これから新しい制度設計を

する時に、現行の統計法を完全に無視して、基本的な考え方が180度違うものを作成するのは困難では

ないかという個人的な判断を加えた上での議論である。 

 

○ 個々の調査実施省庁に二次的利用に関する判断権を委ねるという点について危惧がある。これまでの

統計法の目的外使用に関しても、先に実施省庁の副申を得た後に総務省政策統括官（統計基準担当）が

審査する形になっている。その総務省政策統括官（統計基準担当）の審査を廃止することは結構である

が、逆に今まで、事前協議が整わない場合には門前払いされていたことから、事前協議が整わない時に、

総務省政策統括官（統計基準担当）が逆に発言しうる権限を明記して残すべきではないか。それに対し

て資料１の３頁に「申し出を拒む場合に関しての措置」を新たに修正案として入れたというのも非常に

意味のあることだと考えるが、これで果たして十分であろうか。 

意見書でも述べたが、省庁横断型にデータアーカイブを整備する機能が整わないうちに個別の省庁に

二次的利用に関する判断権を委ねた場合には、「そのデータは保存期限が過ぎたため廃棄しております
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ので再利用はできません」という回答がすぐに想定される。データアーカイブを作成することを明示的

に入れていただかないとうまく機能しないのではないか。これは研究者の側だけの問題ではなくて、省

庁間でデータを共有しようとする時には、現行は目的外使用の手続きをとっている。一応、目的外使用

の手続きに関して判断権というのを総務省政策統括官（統計基準担当）が保有しているわけだが、その

権限を無くして、調査実施省庁に権限を委ねた時に、他省庁の利用が保障されないおそれがある。実施

官庁だけで無く他省庁間の利用に関してももっと活用しても良い筈ではないのか。そのような権限が残

る形で政策統括官部局（統計基準）の役割を逆にポジティブに、残す文言規定が法改正の際にあっても

良いのではないか。 

その時に 大の眼目はデータアーカイブを早急に整備してほしいということである。過去に遡ってど

れだけできるかは別にして、少なくとも現行の情報を保存することは可能であるから、そのための手続

きを明記して整備してほしい。 

もう一つ危惧するのは、どこまで利用できるのかということである。ハードルをもっと下げた方がい

いという時に、もう一つのハードルの下げ方として、具体的にはリサンプリングデータではなくレプリ

カデータを作るという方法がある。それはインターネット上で公開して、実験することを可能にするこ

とも考えて良いのではないか。現在、レプリカデータは統計法の形では作成することが不可能になって

いることから、表章の一つの在り方として、もう一歩進めても良いのではないかと考える。 

 

→ 一点目の省庁横断的な利用の仕方、あるいはそれを可能にするようなデータアーカイブの作成に関し

ては我々の研究会でも議論し検討した。ただ、少なくとも研究会の守備範囲として、データアーカイブ

は少し外れることから「中間とりまとめ」には明示的に記載していない。ただ、管理態勢の強化という

ことに関しては民間委託とも関わるので、その部分で強調しているつもりである。ご指摘のあった政策

統括官部局の関与のあり方について、現行では調査実施部局からの副申を受けて総務省政策統括官（統

計基準担当）が審査する体制になっているが、その権限の残し方に関しては研究会でも議論を十分に詰

めていないため、もう少し議論をしたいと考える。 

それから利用者のより一層の拡大のためにレプリカデータ等の別の表章形態についても考えるべきで

はないかとの指摘に関しては、研究会であらためて取り上げたいと考えるが、一方で、現在、匿名標本

データの部分で、いわゆるスワッピング等を行わないような形の提供形態というものを念頭においてい

ることから、技術的な側面を踏まえて研究会の検討の次の段階として議論できればと考えている。 

 

○ 今の説明はよくわかるが、統計審議会が法施行型に移って情報処理部会が廃止になったことにより、

保存データに関する以前のテープフォーマット、レコード様式と言ってもよいであろうし、それと符合

表あるいはコード表等の保存に関する調整機能がなくなっている。そうすると、将来データアーカイブ

を作成しようとする時に、メタデータの保存に関する規定がないことが障害になる。データアーカイブ

そのものが直ぐにできるかどうかはいろいろと難しい問題があることから、データアーカイブが作成さ

れた時にデータ移管ができるように、今度の統計法の改正規定の中にデータの保存に関する規定を盛り

込んでほしい。 

 

○ 今回の提案のように、統計データの管理について調査実施者の権能を増すと、利点だけでなく、分散

して管理することによる問題点も逆に出てくるのではないか。調査実施者の裁量が増すことにより、利

用上の不便、保全上の不安も増える懸念があるということだ。そういう観点から、統計データ・アーカ

イブを大切に考えるべきだろう。 

統計データのアーカイブでは電子データのコピーが一般的と考えると、オリジナルな文書を集めるこ
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とを基本とする一般の公文書館とは違った面がある。公文書館法では、公文書の移管を（各省庁に）義

務付けることが大きな問題だが、統計データの場合には（コピーなので）利用の便利と保管の安全とい

う点で利益だけが増える（公文書を移管することによる各省側の不便といったマイナス面が少ない）の

で、法律によりアーカイブを設置、移管の義務付けという手順は踏まずに、条件が整った所に順次コピ

ーデータが集積されるというような進み方をする可能性もあるのではないか。そういうことを想定した

時に、法律で措置して置くべきことがあるのか無いのか､あるとすれば今回の機会に手当てしておくと

いうことを検討していただきたい。 

 

→ その点に関しては、研究会において検討させていただく。 

 

○ 二次的利用の拡大が図られたのは大いに評価できると考える。ただ、先程、他の委員から指摘があっ

たレプリカデータが実現できれば、学生の教育のために利用するのはレプリカデータで十分ではないか。

匿名標本データといいながらも個別データであることは変わりなく、調査対象者の信頼を損なうことも

大いに危惧されることから、匿名標本データの使用範囲については、ある程度限定する方向で検討され

てもいいのではないか。 

 

○ 現行統計法からそうラディカルに変えようがないということだが、例えば中学生と大学の教授を区別

する「公益性」の基準にどういった合理性があるのか。 

 

→ その点に関しては、レプリカデータともある程度関係することかもしれないが、研究会で一番神経質

に検討していることは、何らかの形で被調査者個人の特定が行われた場合のそれに伴うマイナスの影響

である。その意味でデータの管理には細心の注意が必要であると考えている。 

 

○ その点は完全に理解しているつもりだが、その基準に照らして問題があるのであれば、大学教授であ

っても利用できないのではないか。なぜ、その基準に照らして大学教授なら利用可能で中学生は利用で

きないのか。そこから第二の基準が出てくるところが理解できない。そこに合理性がなぜあるのか。個

人情報の秘匿に関してそれを守らなければならないという基準は当然だが、これはテクノロジーに依存

する問題であって、ユーザーの属性に依存する問題ではないのではないか。 

 

→ その点については直接議論していなかったので、少し考えさせていただきたい。 

 

○ 大きなフィロソフィーの差があるとは思っていない、実際に「中間取りまとめ」においても、指摘の

ような中学生が使う場合と大学の研究者が使う場合の違いについては明記していない。例えば中学生が

使用する場合には、教育用教材として使用する教員が申請するケースが考えられる。この部分も「公共

財」としての意味を持たせているだけの話で、非公共的な意味でこれらが悪用されることについてはあ

る一定の幅を設けて制限しておきたい。もう一つ、公共目的に照らしてそれが使用される限りにおいて、

仮にテクノロジーに問題があったとしても、匿名標本データが持っているであろう匿名性が解読される

ことを我々は予定しないという範囲内での問題の処理であるので、その点だけは誤解がないようにして

いただきたい。 

 

○ 個人情報の秘匿は大切だが、そのことはテクノロジーに依存する問題であって、ユーザーの属性に依

存する問題ではないのではないかというのが質問の趣旨であるが、その点についてどうか。 
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○ その点については同意する。テクノロジーについて完全でない場合もあるので、ユーザーの属性とい

うよりはユーセージ（使用方法）、目的として何に使われるかによって規定しておこうという程度の話

だと理解していただきたい。属性を持って分けているわけではない。 

 

○ しかし、個人情報の秘匿というのは使用目的に依存するのか。論理的あるいは科学的にそういうこと

がありうるのかどうかというのが質問であり、それをユーセージ、利用目的に応じて判断すると、そこ

に裁量の余地が生まれる。そのことが本当に望ましいことなのかどうか。 

 

○ 個人情報を保護するということに照らして、保護とは反対の方向で使われるユーセージについてはそ

れを排除しておこうということである。 

 

○ 今の説明からすると、使用が制限されるのは、明らかに個人情報を探索しようとするような、個人情

報の秘匿に正面から衝突する場合に対する非常に例外的な排除との理解でよいか。 

 

→ 例えばオンデマンドの集計等で、 終的に個人を識別するために何回もいわば細切れに集計するよう

な申請がなされた時に、それをどう判断するかという技術的な問題は残るが、少なくともオンライン集

計の基本的な目的としてはオーダーメード集計も含むが、それを認めるものではないということである。 

 

【ワーキングチームにおける検討状況に関する議論】 

○ 軌道修正を図られた点であるが、いわゆる調査統計に関してどのような規律の一般原則を作るのか。

現行では、指定統計については一定の要件が定められているが、これに当たるものが必要ではないか。

一般原則として基幹統計については規律を明示すべきであるし、一般統計については、それを準用でき

るような余地を考えておく必要があるのではないか。 

資料２の５頁の一番下のマルにある「重複是正措置を行うことにより報告者負担の軽減を図ること」

は、経団連の要望とも合致するが、一定規模以上の企業・事業所に関しては、重複しても統計の精度確

保のためには調査しなければならない場合があるので、一定規模以上の企業は、社会的な責務として報

告負担があるということが読めるようにもう少し慎重に書く必要があるのではないか。 

１頁の「１ 対象範囲」において、国会、裁判所、会計検査院等については、法制度の対象としない

こととなり、それらが作成する統計に関しては法制度の対象としないが、それらを対象とした統計調査

は当然どこかが作成してもかまわないということでよいか。現行では事業所・企業統計で政府部門に属

する調査対象となることについて、誤解を招かないような文言が必要である。 

報告負担について、現行では（内国）法人又は自然人となっている点を変えていただきたい。日本で

活動する外国法人にも調査権限が及ぶようにしたいと言うことである。この点はすでに何度か申し上げ

たので、意味はご理解いただけると考える。 

 

→ 新たな法制度で基幹統計に関する規律はあるが、中間整理を軌道修正した加工統計・業務統計に関し

ては、実体的な規律を設けないこととしているので、何らかの規律を設けるべきとのご意見であろう。

一般統計には、基幹統計の指定手続のように対象を画定する手続きがないので、統計の範囲を画定でき

ないものに実体的な規律を設けることは難しいというのがワーキングチーム（以下「ＷＴ」という。）

の考え方である。ただし、総則規定に置かれるであろう基本原則が適用されるので、基本原則による一

定の規律や作成機関が自主的に取組を図ることによって担保できるものと考えている。 
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○ 現在、各府省が行っている承認統計及び届出統計には、標本設計から考えると精度に疑問のあるもの

が多い。中間整理では一般統計の中で重要なものはⅠとして残っていたが、一般統計の二つの区分が完

全になくなると、政府統計と呼べるものができるのか危惧している。 

 

→ 基本原則は一般統計にも当てはまり、基本原則には正確性の意味も含まれている。ご主張は、そこか

ら先の問題で、基本原則を実現するためにさらに何らかのルールが必要ということであろうが、ＷＴで

は必ずしも必要ではないと考え、緩やかにしたということである。基本原則の先のルールはある種の技

術論であろうが、この点に関して、今、短時間で答えが出るとは考えられないので、ＷＴにご意見を出

していただきたい。 

 

→ 一般統計を区分する外形基準の規模に関しては、ＷＴにおいても十分議論したが、標本数に線を引く

ことで意味を持つような統計がたくさんあるだろうし、産業によっては数が限られていたりするので、

合理的な外形基準が見つからなかったというのが実情である。 

報告負担に関する現行の条文が法人又は自然人となっている点については、提出されたご意見のペー

パーをＷＴにおいても読ませていただく。 

 

○ １頁の「２ 各主体の責務」において、「報告者（事業者・国民）、統計利用者その他の主体に関する

一般的な責務規定は設けない」としているが、統計調査の環境が変わる中で、非常に重要なセンサス等

に対する国民の報告義務のような規定を何らかの形で統計法に明記する必要があると考えるが、その点

についてＷＴで何か議論があったか。 

 

→ 先ほど廣松座長からも統計の調査環境が悪くなっているというご報告があったし、前回のヒアリング

においても厚生労働省から調査サイドが苦労しているとのご意見があったので、その点は理解するが、

真に不可欠な統計調査については申告義務を課すことができる法制であるので、それ以外の統計調査に

関して一般的な協力を要請する責務規定を書いた方がよいのかどうか。ＷＴにおいては、調査サイドの

気持ちは十分理解するが、今日の個人情報、プライバシーに関する意識や企業情報を守るという企業側

の意識の高まりを考えたときに、情報主体の利益、権利とのバランスをとる必要があるので、現段階で

国民一般に対する責務規定を書くことに踏み切ることが妥当かという議論があった。 

 

○ 一般論としてはなかなか難しい状況はよく分かるが、例えば特定の基幹統計の範囲内ではある種の報

告義務を課すことは可能であるか。 

 

→ 現在の指定統計調査には申告義務があるが、基幹統計という仕組みになっても当然申告義務は残るこ

とが現在の案の想定になっている。 

 

○ 一般統計がⅠとⅡに分かれていたときには、一般統計のⅠに関しては報告義務を課すことができると

考えていたが、ⅠとⅡがなくなった現段階で、しかも基幹統計に関してのみ報告義務を課すことになる

と、政府統計に関する精度がガタ落ちになる懸念があるので、一般統計のⅠとⅡの区分を設けるべきで

ある。 

 

→ ＷＴにおいては、今の意見交換も踏まえて 終報告の素案を作成していただき、次の委員会にご報告
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いただくようお願い申し上げる。委員の皆様は、ご意見がある場合、文書にして今週中に事務局に提出

していただきたい。 

 

【経済社会統計整備推進委員会報告のフォローアップ結果に関する議論】 

○ 統計調査の市場化テスト・民間開放については、「規制改革・民間開放推進３か年計画」を踏まえ、統

計の正確性・信頼性の確保、報告者の秘密の保護を前提として進めていくこととされている。 

総務省統計局では、有識者による「統計調査の民間開放・市場化テストに関する研究会」を本年３月

から開催しており、これまでに２回開催された。今後は、概ね月１回のペースで来年３月を目途に合計

10回の開催が予定されている。 

この研究会には、竹内啓先生が座長を務められ、その他、規制改革・民間開放推進会議専門委員の大

橋先生など、私を含め５名の有識者がメンバーとして参加している。 

この研究会では、総務省所管の指定統計調査のうち、調査員調査としては個人企業経済調査を、郵送

調査としては科学技術研究調査を検討対象として、試験調査や意識調査、そして民間事業者や地方公共

団体へのヒアリングを行った上、それらの結果を検証しながら統計の正確性を担保するための適切な民

間開放の在り方について検証・検討を行うこととしている。 

現時点では、主に検討課題の具体化や試験調査、意識調査の内容について検討を行っている段階であ

る。今後、これらの試験調査の結果等を踏まえつつ、民間開放に関する問題点やその対応策、統計調査

を民間開放する場合に必要な条件や基準等の検討、９月までに総務省が作成することとされている市場

化テスト・民間開放に向けた計画に係る検討等を行っていく予定となっている。 

 

○ 資料３の11頁において、サービス分野の統計に関する調査体制の整備について書かれているが、「こ

れまでの取組」の農林水産省の部分は、統計のリソースとして活用するのは難しくなったと判断せざる

を得ないのか。それとも、より進めていただきたいとお願いすることが可能なのか。 

 

○ 現時点において責任のあるお答えはできないし、またお答えする立場にもないと考えているが、農水

統計職員の方々が農水統計業務を離れた際、何らかの統計関係業務、とりわけサービス統計等で活躍さ

れれば、政府部内の人材活用として一番よいのではないかというのが本委員会の立場であったと考える。

ただし、この問題は、政府部内の公務員の配置転換として、これは必ずしも統計に限らずにより大きな

問題として議論されているので、そちらの議論がどのようになっているのかを見極める必要がある。本

委員会の立場は先ほど申し上げたとおりであり、委員の皆様のご意見もそのとおりであると理解してい

るが、政府部内ではより一つ上のレベルで議論されていると考える。 

 

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。 


