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政策統括官（統計基準担当） 
 
 
 

◆統計制度の企画・立案・推進 
◆統計調査の審査・調整 
◆統計基準の設定 
◆国際統計事務に係る協力 

統計センター【独立行政法人】 
 
 

地方公共団体 
 
 
 

◆実地調査（法定受託事務） 
 ・調査員による調査票の配布・収集 等 

◆国の基本的な統計の製表、e-statの運用管理等  

各府省等 

内閣府 

厚生労働省 

農林水産省 

経済産業省 

など 国土交通省 

地方支分部局 

１．国の統計作成に関する体制 
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法
定
受
託 

（注）都道府県の統計主管課職員の人件費は、政策統括官
（統計基準担当）室が統計専任職員配置費として負担 

統計委員会 総務省 

統計研修所 
◆国・地方公共団体の職員に対する統計研修の実施 
◆統計の技術や利用に関する調査研究    等 

総務省（統計局） 
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（参考）統計事業予算の推移 
統計事業予算の推移 

注 国の統計事業予算額は、各年度とも当初予算額である。 
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（参考）国の統計職員数 

府 省 名 統計職員数 
（平成28年4月１日現在） 

内閣府 ７８人 

 （研究所国民経済計算部） （６２人） 

警察庁 ６人 

総務省 ５４８人 

法務省 ８人 

財務省 ７０人 

文部科学省 ２０人 

厚生労働省 ２３７人 

農林水産省 ６０６人 

経済産業省 ２４７人 

国土交通省 ５３人 

人事院 １３人 

合 計 １,８８６人 



2,242  2,219  2,146  2,103  2,060  2,017  1,956  1,839  1,839  1,811  1,811  1,775  1,739  
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都道府県統計専任職員定数 

注）１ 都道府県統計専任職員定数とは、総務大臣の定めた数であり、都道府県の統計主管課に配置されている 
    職員に対し国から人件費を交付している数 
  ２ 市町村職員数とは、市町村において統計業務に従事している職員数であり、専担及び兼務の数を含む。 
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市町村職員数 

（参考）地方公務員統計従事職員数の推移 



・ 統計法第４条に基づき、おおむね５年を計画期間とする「基本計画」を閣議決定（現在、第Ⅱ期基本    
計画を推進中） 

・ 策定・取組の推進には、府省横断的な調整が不可欠 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」による府省横断的な調整・取組の推進 

 

・ 国勢調査に加え、国民経済計算も基幹統計（公的統計の中核をなす重要性が特に高い統計）に位置
付け、加工統計を含めた公的統計全般の体系的整備を推進 

・ この取組を推進するため、「統計審議会」と「国民経済計算調査会議」を統合し、｢統計委員会」を設置
（統計委員会に「国民経済計算部会」を設置（内閣府が共同事務局）） 

加工統計を含めた公的統計全般を対象とした法体系の整備 

 平成19年５月に新たな「統計法」（平成19年法律第53号）が全会一致で可決・成立（「統計法」(昭
和22年法律第18号)の全面改正。「統計報告調整法」（昭和27年法律第148号）は廃止。）、平成
21年４月に全面施行 

 新たな統計法では、加工統計を含めた公的統計全般を対象に、｢統計委員会｣と法定計画であ
る｢基本計画｣を中心に調整機能を強化 

・ 従来の個別統計調査の諮問審議に加え、①基本計画の策定、②国民経済計算の作成基準等に関
する審議機能を付与 

・ 統計法第５５条に基づく統計法の施行状況に関する審議を通じて、関係府省への意見提示が可能 

統計委員会における審議機能の強化 
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２．全面改正された「統計法」のポイント 



第Ⅴ期委員構成 

（参考）統計委員会 

◎西村 淸彦（東京大学大学院経済学研究科教授） 

○北村 行伸（一橋大学経済研究所教授） 

 河井 啓希（慶應義塾大学経済学部教授） 

 川﨑  茂（日本大学経済学部教授） 

 清原 慶子（三鷹市長） 

  西郷  浩（早稲田大学政治経済学術院教授） 

 嶋﨑 尚子（早稲田大学文学学術院教授） 

  白波瀬 佐和子 
     （東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

 関根 敏隆（日本銀行調査統計局長） 

 永瀬 伸子（お茶の水女子大学基幹研究院 

          人間科学系教授） 

 中村 洋一（法政大学理工学部教授） 

  野呂 順一（(株)ニッセイ基礎研究所代表取締役                           

                     社長） 

 宮川  努（学習院大学経済学部教授） 

※任期は平成27年10月14日～29年10月13日 

統計委員会の概要 

○昭和27年８月   統計審議会の設置 
○平成19年10月  統計法の全面改正により、統計審議会は 
             内閣府の統計委員会に移行 
○平成27年１月   「内閣官房及び内閣府の業務の見直しに 
            ついて」閣議決定 
○平成27年９月   「内閣の重要政策に関する総合調整等に 
                             関する機能の強化のための国家行政 
                             組織法等の一部を改正する法律」成立 
            統計委員会の総務省への移管が決定        
○平成28年４月～ 統計委員会が総務省に移管 
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◎：委員長、○委員長代理 

これまでの経緯 

１ 統計委員会 
 ◇ 平成19年10月1日に設置された法定審議会 
    ※ 統計行政に関する重要事項について、専門的・ 
          中立的立場から調査審議を行う機関 
    ※ 公的統計の整備に関する司令塔機能の中核を 
     成す組織として設置 
 ◇ 13名の委員で構成 
 ◇ 建議機能はないが、統計精度に関する課題につ 
   いて意見をまとめるなど統計の改善に積極的に関与   

２ 委員 
 ◇ 内閣総理大臣任命、任期２年 



■ 統計委員会（本会議）は、月１回程度開催。 
■ 基本計画部会、横断的課題検討部会は、全委員が構成員。 
■ 他の６部会は、委員３名で構成 

統計委員会 （委員長を含む委員13名） 

基本計画部会（部会長は委員長、部会委員は全委員）        
基本計画、統計法の施行状況、未諮問基幹統計について審議 

 横断的課題検討部会（同上） 

国民経済計算部会（内閣府が共同事務局） 
人口・社会統計部会 
産業統計部会 
サービス統計・企業統計部会 
統計基準部会 
匿名データ部会 
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（参考）統計委員会の構成 

(平成28年4月新設) 



３．統計の精度改善の要請 
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  ＜参考1＞ 「平成26年度統計法施行状況に関する審議結果報告書（未諮問基幹統計確認関連分）」 
                                              （平成28年３月22日内閣府統計委員会）（抜粋） 
  ５ 横断的な課題への対応 
   （５）統計改善の徹底に向けた体制の整備等 
      このような統計改善の取組を確実に実現していくためには、今後、継続的に、統計委員会が審議とフォローアップ 
    を行うことが重要で、そのために次のア）～エ）のＰＤＣＡサイクルを構築する必要がある。 
     ア） 統計及び統計制度を所管する総務省は、統計委員会の意見を基に、統計のステークホルダーのニーズを広く把握 
      した上で、対象となる統計の統計精度に関する定期的な検査を計画的に実施し、統計委員会に報告する。 
      イ）  統計委員会は、ア）の検査の報告を受け、全府省の協力の下で審議を行い、課題とその課題解決に向けた方針を 
      整理する。 
     ウ）  統計作成府省は、統計委員会が整理した課題解決の方針に基づいて、改善に向けた取組を着実かつ計画的に 
      行う。 
     エ）  統計委員会は、統計作成府省の改善に向けた取組についての進捗状況のフォローアップを行い、それに基づいて 
             総務省が改善の徹底に向けた取組を更に推し進める。 

・麻生財務大臣から、ＧＤＰ推計のもととなる 
 基礎統計の更なる充実について指摘 
 
・有識者議員から、統計の横断的な課題に 
 ついて、統計委員会で方針を整理し、それを 
 踏まえて総務省及び統計作成府省において 
 経済統計の改善を着実に推進すべき、と指摘 

昨年秋の経済財政諮問会議での指摘 

統計委員会において、これらの課題
について審議し（平成27年12月～平
成28年３月）、報告書を取りまとめ
（平成28年３月22日） 
 ⇒３月２４日の経済財政諮問会議 
   に報告（西村統計委員会委員長） 

  ＜参考2＞安倍総理発言（「平成28年第４回経済財政諮問会議（平成28年3月24日） 議事要旨」より） 
       また、経済財政運営に当たっては、不断の統計の改善が必要である。 
       高市大臣には、統計委員会が取りまとめた取組方針に基づき、関係大臣と協力しながら統計の精度向上に 
      取り組んでいただきたい。また、景気判断をより正確に行うために必要な統計の改革に向けて、石原大臣を中心 
      に取組を強化していただきたい。 
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ＧＤＰ統計をはじめとした統計の改善に
向け、経済財政諮問会議において、統
計委員会と連携しつつ、政府の取組方
針を年内に取りまとめる 

総務省内の 
統計関係部
局、専門人材
の力を結集
し、統計委員
会及び各府省
を強力にサ
ポート 

平成２８年４月、統計委員会に統計精
度の改善のPDCAサイクルの中核となる

横断的課題検討部会を設置し、５月同
部会の下に新旧データ接続検討WGを
設けて検討。 

平成２８年４月１日、総務省において新
たな体制（※）を立ち上げ。 
 
 

統計委員会の対応 

省内の体制づくり 

 
昨年秋の経済
財政諮問会議
の指摘を受
け、統計委員
会で審議・報
告 
 

「経済財政運営と改革の
基本方針2016」（平成28年
6月2日閣議決定）に統計
精度に関する取組が記載 

更なる取組 

行政運営
や国民の
諸活動の
基礎となる
情報とし
て、 
不断の 
統計改善 

４．統計の精度改善の取組 

・ＰＤＣＡサイクル策定支援チーム 
 （政策統括官（統計基準担当）室に設置）  
・統計技術改善支援ＰＴ（統計研修所に設置） 
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＜参考＞「経済財政運営と改革の基本方針2016」（平成28年6月2日閣議決定）（抜粋） 

 
 第２章 成長と分配の好循環の実現 
     ２．成長戦略の加速等 
       （７）経済統計の改善 
            経済財政運営に当たっては、不断の統計の改善が必要である。 
            総務省は、統計委員会が取りまとめた取組方針に基づき、関係府省庁の協力を得て、統計の 
    精度向上に取り組む。 
            景気判断をより正確に行う観点から、行政記録情報やビッグデータ等の活用を拡大する。 
     さらに、ＧＤＰ統計をはじめとした各種統計の改善に向け、経済財政諮問会議において、統計 
    委員会と連携しつつ、以下の課題を含む政府の取組方針を年内に取りまとめる。 
 
           ① 経済社会構造の変化を横断的に正確に反映する仕組み 
           ②類似統計間の統計手法、結果等についての比較分析と、統計改善に向けたフィードバック 
      の仕組み 
           ③利用者視点に立った府省庁横断的な地域区分の統一の推進などの統計比較可能性の強化 
             ④行政記録情報やビッグデータなどの新たなデータ源についての効率的な利活用の推進 

（参考）骨太2016 



（参考）PDCAサイクルの役割分担 
～「統計の健康診断」の仕組みの構築を目指して～ 

統計作成 
府省 

◇ 検査のためのデータ提出 
◇ 改善審議への協力 
◇ 統計の改善実施 
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総務省 

統計 
委員会 

◇ 改善方策等の審議 
◇ 進捗状況のフォローアップ 

◇ 検査事項・検査基準、検査計画の設定 
◇ 定期的な検査、統計の診断（精度検証） 
◇ 診断結果の報告 
◇ 改善の徹底 

統計ユーザのニーズ 



５．統計制度の基本的事項の企画立案 
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・学校教育から就業にいたるライフコースを 
 捉える統計（縦断調査）の共管実施の決定 
・各種ガイドライン等の策定（労働者の区分、
消費税の取扱い等） 
・政府統計共同利用システムの機能拡充 

 （ＡＰＩ機能、統計ＧＩＳ等）         など               

・国民経済計算の国際基準（2008ＳＮＡ）へ 
 の対応 
・経済センサスを中心に関連する大規模 

 統計調査に関する新たな枠組みを構築 

                        

                       など 

平成27年度までに実施済み 平成28年度以降対応中 

（１）基本計画の策定と推進  

平成30年度までに当施策を政府が一体と
なって実施し、国民の合理的な意思決定を
行うための基盤となる公的統計を体系的に
整備（毎年度統計委員会への報告等を通じ
てフォローアップ） 

（２）基本計画の推進状況  

○ 「公的統計の整備に関する基本的な計画」 

第Ⅱ期の「公的統計の整備に関する基
本的な計画」（平成26年3月25日閣議決
定）において、107事項に及ぶ各種施策を
課題として設定（５年間の計画）  

 ※統計法第４条 



第１ 基本的な視点及び方針 

統計の体系的整備・ 
有用性の確保・向上 

① 統計相互の整合性の確保・向上 
② 国際比較可能性の確保・向上 
③ 経済・社会の環境変化への的確な対応 
④ 正確かつ効率的な統計作成の推進 
⑤ 統計データのオープン化・統計作成過程の透明化の推進 

第３  公的統計の整備に必要な事項 

１  経済関連統計の整備 

２   分野別経済統計の整備 

３   人口・社会、労働関連統計の整備 

１  統計作成の効率化及び報告者負担の軽減 

２ 統計リソースの確保及び有効活用 

３ 統計調査環境の改善 

４ 統計データの有効活用の推進 

５ 国際協力及び国際貢献の推進 

【別表】 
今後５年間に講
ずる 
「具体的な措
置・方策」 

「担当府省」
「実施時期」 

１  施策の効果的かつ効率的
な実施 

２ 各種法定計画等との整合
性の確保及び的確な情報

提供の推進  

【本文】 

施策展開 

基盤 
具
体
化 

第２  公的統計の整備に関する事項 第４  基本計画の推進 
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（参考）公的統計の整備に関する基本的な計画の構成 



 
複数府省連携事項 

 
 
 
 
 

 
全府省横断的事項 

 
 
 

・ 産業連関表の作成方法に関す
る検討 

・ 経済構造統計を軸とした新たな
枠組みの構築 

・ 新たな経済・金融統計の公表基
準への対応 

等 

 
各府省個別事項 
（適宜関係府省と連携） 

 ・ 国民経済計算の推計手法の改
善 

・ 所管統計調査の改善 

・ 事業所母集団データベースの整
備 

                    等 

【公的統計基本計画推進会議】（平成21年４月23日設置）を通じた連携を一層推進 
   目 的： 基本計画に掲げられた施策の推進及び同計画の見直しに必要な政府部内の連絡、調整及び検討 

     構成員：各府省の部局長級 

【基本計画に掲げられた事項】 

・「公的統計の品質保証に関する
ガイドライン」等、各種ガイドライ
ンの改定 

・大規模災害発生時の対応指針
の取りまとめ 

等 

情報共有・調整 

統計主管部局長等
会議の下で全府省
が一体的に取組 

関係府省が合同で検
討の場を設置し取組 

担当府省が責任を
もって取組 
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 閣議決定された基本計画の実現を図るため、情報共有・調整の枠組みを構築し、連携
を強化 

６．第Ⅱ期基本計画の推進体制 
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７．経済統計の体系的な整備（新たな枠組みの構築）① 

第Ⅰ期基本計画における経済統計の体系(枠組み) 

経済センサス‐活動調査 

経済センサス‐基礎調査 

工業統計調査 

商業統計調査 

特定サービス産業実態調査 

サービス業基本調査 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

 第Ⅰ期基本計画においては、平成18年の関係府省合意を踏まえ、「経済センサス」の創設と関
連する統計調査の休・廃止等を含めた経済統計の体系的な整備の調整を図りつつ、実現を推
進 

 この経済センサス‐活動調査は、すべての企業・事業所を対象に、産業横断的に経済の実態を
把握する調査で、産業連関表(基本表)や国民経済計算の基準年推計等にも利用 

事業所・企業統計調査 

平成27年 平成28年 

● ● 

● ● 

中止 

廃止 

休止 

● 休止 休止 ● ● ● ● ● 

● 

休止 休止 ● 休止 ● ● ● ● 

休止 

廃止 



 経済センサスを取り巻く環境は、①事業所母集団データベースの本格稼動、②活動調査及び基礎調
査の実施状況を踏まえた見直し検討、③活動調査の中間年における大規模統計調査の見直し検討
に加え、④異なる会計処理の存在や決算時期等も踏まえた報告者負担の軽減への対応が求められ
るなど、大きく変化 

 また、国民経済計算との一層の連携強化や、サービス産業や企業活動をより的確に把握するための
統計整備に関するニーズへの対応も求められているところ 

 総務省政策統括官室では、関係８府省と連携し、経済統計の更なる体系的整備に向けた合意を得る
ことを最終目標に、平成26年４月から検討を開始し、結論を得る予定 

 また、この検討に当たっては、施行状況報告審議の一環として、統計委員会にも取組状況を報告し、
その意見を反映 
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第Ⅱ期基本計画を踏まえた新たな体系整備の取組み 

７．経済統計の体系的な整備（新たな枠組みの構築）② 

 経済センサス‐活動調査及び関連する大規模統計調査について、その役割分担や中間
年調査のあり方の整理 

 サービス産業の把握のあり方も含め、企業活動を産業横断的に把握する新たな統計の
具体的な作成イメージを整理 

 行政記録情報を活用した効率的な統計作成、各種統計調査結果のデータリンケージを効
率的に実施できる「法人番号」の具体的な利活用方策・整備方法 等 

最終目標 
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