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統計制度改革検討委員会（第14回） 議事概要 

 

１．日  時：平成18年５月22日（月）10:00～10:45 

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、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 

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 委員会報告（案）について 

２ その他 

５．配布資料：資料 統計制度改革検討委員会 報告（案） 

参考 統計制度改革検討委員会 報告（素案）に対する意見（東京都総務局統計部） 

６．議事概要：  

（１）藤原委員から資料に基づき説明があり、川崎室長から参考について概要を説明した後、意見交換が行

われた。 

（２）５月18日開催の経済財政諮問会議における統計制度改革に関する報告内容について、吉川委員長から

説明があった。 

（３）その他 

次回委員会は、委員会報告の取りまとめを行うこととし、平成18 年６月５日（月）17 時から開催予

定。 

 

【藤原委員による報告（案）の説明】 

○ 本日「司令塔」部分の案文を含めてお示しすることで、全体の姿が明らかになったが、本文部分全体

で53頁にもわたる大部なものとなった。 

資料に関連して一言申し上げると、第一次委員会のフォローアップの取扱いについて委員長と相談し

た結果、第 12 回委員会で報告された資料を各府省における取組の現状として、報告書の参考資料とし

て添付することとした。 

 

○ 第２の「新たな法制度の基本的な枠組み」については、前回の委員会に提出した「素案」から、委員

会での議論などを踏まえて修正しており、その点について説明する。なお、字句の整理や法令番号の追

加といった細かい修正点については説明を省略する。 

 

１ 法制度の目的 

［６頁 8～12行目］ 

○ 前回の委員会で、統計の「有用性」には「usefulness」が含まれるべきであり、作成される統計が情

報価値を十分持っていることが必要と指摘されたことを踏まえて、法制度の目的の部分に、その趣旨を

明記した。 

 

３ 基本原則 

［10頁 中段やや下］ 

○ 前回の委員会での「精度の確保に留意する点をぜひ明記していただきたい」との指摘を踏まえ、基本

原則の「②信頼性の原則」の中に必要な精度の確保も含まれる旨を明確にした。 
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４ 国及び地方公共団体の責務 

［13頁 「５」の直上の段落］ 

○ 東京都から「事業者や国民に対する責務規定を設けられないか」との意見が出された。また、以前の

ヒアリングで関係府省からも同様の意見があった。この点についてあらためて検討した結果、本日の案

としては、国民・事業者と統計との関わりに言及しつつ、統計調査への協力が期待される旨を枠外に追

加した。 

この点については、枠内に記述すべきとの考え方もあるとは思うが、最近、自己の情報に関する個人

や企業の意識が高まる中で、任意の統計調査にまで一般的な協力を要請する責務を法律として規定する

ことには若干ためらいがあった。制度として担保すべきことは措置されているので、枠外にとどめた。 

 

５ 公的統計の整備に関する基本的な計画 

［15頁 6行目］ 

○ 基本計画の内容として「統計データの提供」を明記すべきとの指摘を受けて、これを追加した。 

［15頁 10～12行目］ 

○ 「基本計画の立案時に各府省の意見を聴取するなりして、各府省の持つ考え方・意見・事情を反映さ

せることを担保しておく必要がある」との指摘を踏まえて、「緊密な連携」とともに「意思疎通」が必

要である旨の記述をその理由と共に追加した。 

 

６ 国の行政機関が作成する統計 

a.基幹統計 

［18頁 8行目］ 

○ 前回委員会での指摘を踏まえて、先ほどの基本原則の箇所の修正と同様の趣旨で、「精度の確保を含め

て」を追加した。 

［18頁 下から11～7行目］ 

○ 国民経済計算（ＳＮＡ）のように様々な統計の体系で作成されている場合の基幹統計としての規定方

法について指摘があったことから、基本的には統計表の属性を特定することで画定し得るものと考えら

れるが、基幹統計の外延を明確に画定する手法については、立案過程の中で検討されるべき事項と整理

した。 

 

b.統計調査により基幹統計を作成する際の規律 

［21頁 下から10～8行目］ 

○ 前回委員会での指摘を踏まえて、調査票の適正管理について、単に安全に管理することにとどまらな

い旨を記述した。 

［21頁 下から3行目～次頁1行目］ 

○ 新たな法制度における制度所管大臣の関与に当たって、恣意性の排除の観点から、制度的な安定性・

透明性が確保されるべき旨を追加した。 

［22頁 10～12行目］ 

○ 基幹統計調査について、調査を実施する度に承認手続きを要するかのように受け止められることのな

いよう、その旨を明確にした。 
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d.一般統計調査に関する規律 

［27頁 下から12～7行目］ 

○ 素案では、一般統計調査の調査対象としての事業者と地方公共団体の位置づけを全く並列に記述して

いたが、地方公共団体は自ら統計を作成し得る主体であり、それにふさわしい専門性を兼ね備えている

ものと想定されることから、その部分の記述を修正した上で、制度所管大臣が審査・承認を行う際には、

そうした地方公共団体の性格を加味して取り扱うことが望ましい旨を記述した。 

［27頁 下から2行目～次頁1行目］ 

○ 38頁の6行目にあるとおり、素案の段階から、一般統計調査の調査票の情報もビジネスフレームの作

成・更新に活用する場合があることを想定していたが、一般統計調査に関する規律の部分にそれに該当

する記述がなかったことから、全体の整合性を図る観点で記述を追加した。 

［28頁 中段］ 

○ 一般統計調査については、重要事項を変更しない限り制度所管大臣の審査・承認を要しないものと整

理しているが、「重要事項」とは何かが明確になっていなかったことから、現時点で想定されるものを

列記した。 

［29頁 4行目］ 

○ 内容継続調査に対する制度所管大臣の改善の求めについて、一般統計調査はまずもって調査実施者の

自律的な取組みが求められるものとして整理していることから、その調査実施者の自律的な取組が機能

しない場合に、制度所管大臣が関与する旨を明確にした。 

 

８ 行政記録の統計への活用 

［34頁 下から10行目］ 

○ 行政記録の保有機関の本来業務に著しい支障を及ぼすおそれがある場合のように合理的な事情があれ

ば、制度所管大臣からの要請に応じられないことも想定される旨を記述していたが、統計作成機関から

保有機関に対して行う求めについて同趣旨の記述がなかったことから、ここでまとめて述べる形で記述

を追加した。 

 

９ ビジネスフレーム（事業所・企業を対象とする共通の母集団情報）の整備 

［38頁 13～14行目］ 

○ ビジネスフレームの作成・更新にあたって、調査票の情報のみでは十分なデータが得られない場合に、

精度を維持・向上させる上で必要な場合には、個別事業者に対する照会に加えて、現地での所在確認も

必要となる場合が想定されることから、その旨の記述を追加した。 

［39頁 中段やや下］ 

○ 国の行政機関が統計調査を実施する際、母集団の選定に当たっては、原則としてビジネスフレームの

使用を義務付けることが適当としているが、使用が義務付けられる以上、ビジネスフレームを使用する

行政機関が使い勝手の良いものとする必要があり、そのための意見交換が必要である旨を記述した。 

 

10 統計調査の民間開放及び統計データの二次的利用 

［40頁］ 

○ 素案の枠内では、総務省「統計法制度に関する研究会」の報告を踏まえる旨のみを記述していたが、

委員長からの指摘のとおり、本委員会としても統計データの二次的利用については数度にわたって議論

を重ねてきたこともあり、単に総務省の研究会を引用した記述とするのではなく、本委員会としての基
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本的な考え方を枠内に記述する形に改めた。 

［40頁 中段やや下 「なお、」の段落］ 

○ 前回の委員会で「データアーカイブは、現在の統計調査実施官庁における利用の促進であることも強

調してほしい」旨の指摘があったことを受けて、データアーカイブの意義に関する記述を追加した。 

 

11 統計基準 

［41頁 下から10～7行目］ 

○ 「統計基準を作成する段階で国際比較を念頭に置く必要がある」との指摘があったことから、制度所

管大臣が基準を設定する際の留意点として記述を追加した。 

 

14 その他 

［46頁 末尾］ 

○ 前回委員会で私から冒頭申し上げたが、第２の全体を通じて、「制度所管大臣」や「第三者機関」とい

った一般的な用語を用いているが、これらの用語は、「司令塔」組織についての政府の検討の結果を踏

まえて、条文化に当たって適切な機関名に置き換えられるべきものであることを記述した。 

 

第３ 「司令塔」の在り方 

○ 第３の「司令塔」の在り方の部分について、１から３まで（現状認識、役割、機能を整理した部分）

は、中間整理の文章を基本的に踏襲した上で、３月に中間整理を取りまとめる際の議論等を踏まえて必

要な修正を行った。 

 

１ 「司令塔」に関する現状認識と改革の方向性 

［47頁 注1］ 

○ 第２の中で公的機関が作成する統計を「公的統計」として用語を整理したところであり、第３の中で

も同じく「公的統計」が対象となるが、表記上煩雑になることを避けるため、ここでは単に「統計」と

いう用語で整理している。その旨を注１に追加した。 

［47頁 注２関係（記述の削除）］ 

○ 中間整理では、「司令塔」という表現について引き続き検討すると記載していたが、先日了承された骨

子が反映される「４『司令塔』組織の在り方」も含めて、第３の全編を通じて「司令塔」との語を引き

続き用いることとなったため、当該記述は削除した。第２の中では「司令塔」という用語は使わずに、

「制度所管大臣」あるいは「第三者機関」という用語で整理しているので、制度的な部分で混乱するこ

とはないものと考えている。 

 

２ 「司令塔」の果たすべき役割 

［48頁 中段③の記述］ 

○ ③について、中間整理では「統計の作成・提供・改善に反映」となっていたが、取りまとめの際に、

「作成・提供」と「改善」との並びが取れていないとの指摘があったことから、当該部分について、法

制度の目的の表現を引いて、「統計の作成、提供及び利用促進に関する施策に反映」と修正した。 

 

３ 「司令塔」の有すべき機能 

(2) 各機能の必要性等 
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［51頁 4～6行目］ 

○ 先日の委員会において指摘のあったＳＳＤＳ（社会・人口統計体系）について、「司令塔」が基本的な

統計を整備する際に、国際連合が提唱しているこのような枠組みも視野に入れる必要がある旨の記述を

追加した。 

［52頁 中段］ 

○ 中間整理の取りまとめの際に議論があった情報提供の機能について、取りまとめの際に私から、「⑫情

報システム」の機能の内側に含まれる旨を説明したが、第２の「14 その他」において、「インターネ

ットの利用その他適切な方法により総合的な情報提供を行う」（44 頁）と記述したことも踏まえ、その

趣旨を明確にするための記述を追加した。 

［52頁 下段 イ］ 

○ 中間整理の取りまとめの段階での委員からの指摘を踏まえて、イの文章は、中間整理の「司令塔」組

織部分において、「関係行政機関や地方公共団体等と「司令塔」との協議・連絡を行う場についても引

き続き検討する」とされたことを受けたものである。これらの関係機関との協力関係は、ここに掲げた

「司令塔」機能が発揮される場面のすべてにおいて求められるべきものと考えられることから、「司令

塔」機能の最後の部分にその趣旨を明記した。 

［52頁 下段（記述の削除）］ 

○ 中間整理における「法制上の措置以外の運用の在り方を検討すべき」との記述については、検討結果

を第２の枠外事項に記述（16頁に基本計画と予算審査との関係を記述）したことから削除した。 

 

４ 「司令塔」組織の在り方 

［53頁（表題だけ52頁）］ 

○ ４の「司令塔」組織の在り方については、先日の委員会で、委員長から「了解された骨子に基づきま

とめていただきたい」との指示をいただいたことから、「骨子」を極力忠実に反映した上で、第三者機

関の建議機能に関する前回委員会での指摘を踏まえて、当該機能に関する記述を追加した。 

そのような作業方針で案文を作成した関係上、中間整理で記載されていた「注」が、この部分から落

ちているが、相当する記述は他の部分に盛り込まれている。 

○ ①及び③については、委員長からの指示を受けて、文章を簡潔にする観点から、骨子の表現を若干修

正した。 

○ ⑥の「チーフ・スタティスティシャン」は、骨子では英語のみが記載されていたところであるが、全

体が日本語の報告書であることから、表記の統一の観点から修正した。 

なお、「Chief Statistician」の日本語訳についても検討してみたが、なかなかよいものが見当たらな

かったため、そのままカタカナとしている。 

○ ⑥の下の「注」については、前回の委員会での指摘を踏まえて、第三者機関が統計整備に自ら能動的

な役割を果たし得るよう、必要があると認めるときは、公的統計の作成、提供及び利用促進のため講ず

べき施策に関する重要事項について、意見を述べることが適当としたものである。 

○ 下の方（20～26行目）の「これまで」から「真摯な検討を待つこととしたい」までは、骨子の表現を

生かしつつ、趣旨を変えない程度に若干修正した。 

○ 最後の一文（27～28行目）は、ワーキングチームにおける思いであり、何らかの締めの表現を置いた

ほうが座りがよいと考え、このような文章を追加した。 
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【参考に対する吉川委員長のコメント】 

○ 東京都のご意見である参考の（１）については、統計関係の多くの方々が法律の中に明記されるべき

という率直な気持ちを持たれていると考えるが、一方で個人情報保護との関係があり、統計法の改正と

いう立法のプロセスを考えると、総合的な判断としては、本報告書では枠の中からはずすこととした。

スピリットとしては、東京都の指摘はもっともであると認識している。 

 

【報告（案）に関する議論】 

○ 調査員調査が将来非常に難しい問題を抱えることに対して、何らかの解決の道筋を明記すべきとの東

京都の意見について、道筋を書き込むことは難しいと考えるが、抜本的な検討を政府部内で行うことを

どこかにうまく入れられないか。 

この関連で、13頁の（事業者・国民等についての考え方）に「統計調査の対象となる事業者・国民に

ついては、」とあるが、この「国民」には「国民等」と「等」を付けて居住者概念が入るようにしてほし

い。実査の困難性として、東京都は日本国籍以外の調査対象者に関して色々と難しい問題を抱えている

と考えるので、ここはタイトルどおりに「等」を入れた方がよいのではないか。 

22 頁の〔審査・承認〕において、「継続的に行われる基幹統計調査については、実施の都度、制度所

管大臣の承認を受けることを要しない。」とあるが、28 頁の〔審査・承認〕において、重要事項の変更

について明示していることから、ここのところには「原則として」を入れた方が趣旨が明瞭になるので

はないか。 

29頁の内容継続調査に対する制度所管大臣の改善要求について、これ以上強く書きようがないのかも

知れないが、個人的にはもう少し強くしなくてよいのかと考える。 

41頁の（統計基準の意義）において、現行の政令で規定されている産業分類及び疾病、傷害及び死因

分類の二つが例示的に入っているが、統計基準の設定としては、標準商品分類や標準職業分類など現在

政令で規定されていないものの統一的に検討していただきたいものが色々あるので、「新たな法制度にお

いては、」以下の「統計基準の設定」は、含みを持たせて「各種の統計基準の設定」などとしてほしい。 

53頁の「司令塔」機能において、現行統計法にある「体系的整備」のくだりが新法では消えてしまう

のか。①に「基本的な統計の整備機能」だけでなく、体系も整備する点が明示されていた方がよいので

はないか。 

 

○ 「体系的整備」に関する指摘については、個人的には、①にその趣旨が含まれ「司令塔」がしかるべ

く考えればよいことではないかと考えている。 

41 頁の商品や職業など様々な分類に関しては、（統計基準の設定等）の「等」で意を尽くしていない

か、指摘を踏まえて検討する。 

29頁の内容継続調査の改善要求をもう少し強く書けないかという指摘については、これ以上は無理か

も知れないと言われたとおりであるが、もう一度読み直してみる。 

22頁の〔審査・承認〕については、「原則として」という言葉を入れないと28頁と矛盾したような読

み方ができるのではないかという指摘であったと考えるので、その点は精査する。 

13頁の（事業者・国民等についての考え方）に関する指摘については、表題を「国民等」としている

関係で精査する。 

 

○ 本報告書は最終的な取りまとめを行う段階であるので、本報告書を読んでいただき、何かお気づきの

点があれば、５月24日（水）までに事務局にご連絡いただきたい。本日の委員会における意見とご連絡
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いただいた各委員の意見を合わせて、ワーキングチームにおいて最終案を作成していただきたい。 

なお、次回の委員会が最終回となるが、報告書の取りまとめを行う。 

 

【吉川委員長による経済財政諮問会議における統計制度改革に関する報告内容について説明】 

○ 統計制度改革に関して、５月18日（木）の経済財政諮問会議において報告を行った。議事要旨は数日

後に出るので、本日はお配りできないが、基本的には、本委員会の意見を積極的に支持していただいた。 

今回、私と黒田所長がメインテーブルに着き、私からは改革の大きな柱として、統計法制度の改正、

「司令塔」機能の充実が必要であることを中心に説明した。黒田所長からは、３月の海外出張の経験を

踏まえた発言があり、「司令塔」機能の中でチーフ・スタティスティシャンの役割がとりわけ重要である

という説明があった。 

これを受けて議論が行われ、竹中総務大臣、奥田議員、福井日銀総裁、二階経済産業大臣の順で発言

があり、いずれの方からも統計改革について本委員会の報告のとおりに進めるべきとの発言をいただい

た。最後に小泉総理大臣からも「司令塔」を充実させることが大事であるとの指示をいただくことがで

きた。それを踏まえて、諮問会議の司会をされている与謝野大臣が、議論のまとめとして、統計法制度

の改正と真に省庁横断的かつ専門性を兼ね備えた「司令塔」が必要であるという点については異論のな

いところであるので、統計制度改革検討委員会の報告を踏まえて、内閣官房を中心に検討を進めるとい

う趣旨の発言があった。 

これから先を具体的にどのように進めるかは本委員会の守備範囲ではなく、政府にしっかり受けてい

ただき、この報告書を政府部内でしっかりと検討することを期待する旨が報告書の最後に謳ってあるが、

先週の諮問会議において、統計制度改革について本報告書に基づき内閣官房で検討を進めていくことが

決定されたところである。我々としては、予定どおり最終報告の最後の詰めを行うこととし、その結果

のエッセンスは、閣議決定される骨太の方針にも盛り込まれるし、それを踏まえて内閣官房で具体的な

検討を進めていくことになった。 

 

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。 
 


