
統計行政機構のあり方について

資料２



 我が国では、各府省が必要な統計を作成する「分散型統計機構」となっており、総務省（政策統括官）が
これらの統計を横断的に調整
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各府省の所掌事務に必要な統計調査を実施

総務省 統計研究研修所
統計に関する調査研究、

国・地方公共団体職員の研修の実施 等

独立行政法人 統計センター
国の重要な統計の製表 等

地方支分部局 都道府県・市区町村 統計調査員実地調査

（GDP等）

・・・

総務省 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（統計技術、重
複排除等の観点）・調整 等 （92人）

総務省
統計局

国の重要な
統計調査の
実施 等

国勢調査
家計調査
労働力調査 等

（461人）

（684人）（40人）
※（ ）内は平成30年度末定員（統計センターについては、平成30年１月１日現在の職員数）

統計委員会
委員長：西村淸彦
（政策研究大学院大学

特別教授）

法人企業
統計調査
等

学校基本
調査等

人口動態
調査等

農林業
センサス等

工業統計
調査等

建築着工
統計調査
等

統計幹事
統計幹事

統計幹事 統計幹事 統計幹事 統計幹事 統計幹事 統計幹事

総括統計幹事
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各省内の統計機構（イメージ）※総務省は除く

＜統計部局＞ ＜政策部局＞
・省内の統計業務を総括
・省内の主要な統計を作成（基幹統計、一般統計）

・内閣府、厚労省、農水省、経産省では、自ら職員
研修を実施し、統計業務経験者を多く配置。他省
では経験者の配置は少ない。

・担当政策の遂行に必要な統計の作成（ほとんど
一般統計）

・統計業務の割合が少ないため、統計業務経験者
の配置少ない。

統計業務
の総括

・相談支援窓口

・研修実施 等

参事官（□□担当）

参事官（△△担当）

政策統括官等（部局長級）

（統計、□□、△△担当）

統計幹事

参事官（Ａ統計）
Ａ統計作成（基幹）

参事官（Ｂ統計）
Ｂ統計作成（基幹）

参事官（Ｃ統計等）
Ｃ統計、Ｄ統計作成（一般）

参事官（総括）
省内統計の総括

〇〇局
（〇〇政策担当）

総務課

〇〇企画課

〇〇制度課

〇〇業務課

〇〇管理課

◇◇実態統計作成（一般）

◇◇状況統計作成（一般）

＜現状＞

政策部局の個別統
計への積極的な関
与は行われておら
ず、主に相談対応

＜今後＞

統計委員会提言に
基づき、今後、幹事
の下でPDCA管理、
分析的審査を実施

2



作成部局別（統計部局、政策部局等）統計数

統計部局
作成

統計部局以外
（政策部局等）

作成
合 計

基幹統計 ４４
（８３．０）

９
（１７．０）

５３
（１００）

一般統計調査 ７２
（３１．０）

１６０
（６９．０）

２３２
（１００）

合 計 １１６
（４０．７）

１６９
（５９．３）

２８５
（１００）
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府省名 基幹統計名 府省名 基幹統計名
内閣府 ・国民経済計算（注１）

農林水産省

・農林業構造統計

総務省

・国勢統計 ・牛乳乳製品統計
・住宅・土地統計 ・作物統計
・労働力統計 ・海面漁業生産統計
・小売物価統計 ・漁業構造統計
・家計統計 ・木材統計
・個人企業経済統計 ・農業経営統計
・科学技術研究統計

経済産業省

・経済産業省生産動態統計
・地方公務員給与実態統計 ・ガス事業生産動態統計
・就業構造基本統計 ・石油製品需給動態統計
・全国家計構造統計 ・商業動態統計

・社会生活基本統計 ・経済産業省特定業種石油等消費統計

・経済構造統計（注２） ・経済産業省企業活動基本統計
・産業連関表（注１）（注３） ・鉱工業指数（注１）
・人口推計（注１）

国土交通省

・港湾統計
財務省 ・法人企業統計 ・造船造機統計
国税庁 ・民間給与実態統計 ・建築着工統計

文部科学省

・学校基本統計 ・鉄道車両等生産動態統計
・学校保健統計 ・建設工事統計
・学校教員統計 ・船員労働統計
・社会教育統計 ・自動車輸送統計

厚生労働省

・人口動態統計 ・内航船舶輸送統計
・毎月勤労統計 ・法人土地・建物基本統計
・薬事工業生産動態統計
・医療施設統計
・患者統計
・賃金構造基本統計
・国民生活基礎統計
・生命表（注１）
・社会保障費用統計（注１）

基幹統計一覧（53）
※統計部局が作成しているもの（黄色）は４４／５３

（注１）基幹統計のうち、「統計調査以外の方法により作成する統計」（いわゆる加工統計）
に該当する。（計６統計）

（注２）経済構造統計は、総務省及び経済産業省の共管である。

（注３）産業連関表は、総務省の外、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省も作成者となっている。
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一般統計調査①（232）
※統計部局が作成しているもの（黄色）は７２／２３２
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実施機関 統計調査の名称 実施機関 統計調査の名称 実施機関 統計調査の名称

人事院

職種別民間給与実態調査

文部科学省

高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査

厚生労働省

雇用動向調査
退職公務員生活状況調査 子供の学習費調査 雇用の構造に関する実態調査

民間企業における役員報酬（給与）調査
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査

最低賃金に関する実態調査

民間企業の勤務条件制度等調査 体育・スポーツ施設現況調査 歯科技工料調査

内閣府

機械受注統計調査
大学・短期大学・高等専門学校におけるインターンシップ実施
状況等調査

歯科疾患実態調査

企業行動に関するアンケート調査 大学等におけるフルタイム換算データに関する調査 児童養護施設入所児童等調査
景気ウォッチャー調査 体力・運動能力調査 社会福祉施設等調査
高齢者の住宅と生活環境に関する調査 地方教育費調査 社会保障・人口問題基本調査
市民の社会貢献に関する実態調査 ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 社会保障生計調査
消費動向調査 民間企業の研究活動に関する調査 就労条件総合調査

生活状況に関する調査 文化庁 宗教統計調査 受療行動調査

青少年のインターネット利用環境実態調査 文部科学省・厚生労働省
大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の
就職内定状況等調査

障害者雇用実態調査

男女間における暴力に関する調査 文部科学省・厚生労働省 21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児） 障害福祉サービス等経営実態調査

地方公共団体消費状況等調査 文部科学省 全国イノベーション調査 障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査

特定非営利活動法人に関する実態調査

厚生労働省

医薬品・医療機器産業実態調査 消費生活協同組合（連合会）実態調査
民間企業投資・除却調査 医薬品価格調査 食肉検査等情報還元調査
組織マネジメントに関する調査 医療給付実態調査 所得再分配調査
民間非営利団体実態調査 医療経済実態調査 全国家庭児童調査

内閣府・財務省 法人企業景気予測調査 「医療費の動向」調査 全国ひとり親世帯等調査

総務省

家計消費状況調査 医療扶助実態調査 地域児童福祉事業等調査
家計消費単身モニター調査 院内感染対策サーベイランス 中高年者縦断調査
サービス産業動向調査 衛生行政報告例 中国残留邦人等実態調査
全国単身世帯収支実態調査 病院報告 賃金構造基本統計調査 試験調査
通信・放送産業動態調査 地域保健・健康増進事業報告 賃金引上げ等の実態に関する調査
通信利用動向調査 介護サービス施設・事業所調査 特定保険医療材料価格調査
国際比較プログラムに関する小売物価統計調査 介護事業実態調査 21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）
近畿の「道の駅」の防災機能・バリアフリー化等に関
するアンケート調査

かかりつけ歯科医機能の在り方に関する調査
21世紀成年者縦断調査（国民の生活に関す
る継続調査）

保護司の活動に関するアンケート調査 家内労働等実態調査 乳幼児栄養調査

総務省（各府省） 産業連関構造調査 看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査 乳幼児身体発育調査

総務省・経済産業省 情報通信業基本調査 喫煙環境に関する実態調査 年金制度基礎調査

法務省
犯罪被害実態（暗数）調査（安全・安心な社会づくり
のための基礎調査）

健康保険・船員保険被保険者実態調査 能力開発基本調査

財務省

国家公務員共済組合年金受給者実態調査 原子爆弾被爆者実態調査 被保護者調査
適用実態調査（租税特別措置の適用状況の透明化
等に関する法律第4条第1項に基づく適用実態調査）

公的年金加入状況等調査 福祉行政報告例

法人企業統計調査 附帯調査（四半期別GDP速報
（１次速報）のための一部項目早期調査）

公務員及び私学教職員に関する厚生年金保険適用給付状
況調査

訪問看護療養費実態調査

連合会を組織する共済組合における医療状況実態
統計調査

港湾運送事業雇用実態調査
ホームレスの実態に関する全国調査（生活
実態調査）

文部科学省

学術情報基盤実態調査 国民健康・栄養調査 保険医療材料等使用状況調査
学校給食栄養報告 国民年金被保険者実態調査 保健師活動領域調査
学校給食実施状況等調査 子どもを守る地域ネットワーク等調査 無医地区等調査
学校における教育の情報化の実態等に関する調査 雇用均等基本調査 無歯科医地区等調査



実施機関 統計調査の名称 実施機関 統計調査の名称 実施機関 統計調査の名称

厚生労働省

労使関係総合調査

経済産業省

海外事業活動基本調査

国土交通省

建設資材・労働力需要実態調査

労働争議統計調査 外資系企業動向調査 主要建設資材需給・価格動向調査

労働安全衛生調査 金属加工統計調査 建設労働需給調査

労働経済動向調査 工場立地動向調査 パーソントリップ調査

労働災害動向調査 砕石等動態統計調査 東京都市圏物資流動調査

労務費率調査 スポットＬＮＧ価格調査 近畿圏物資流動調査

農林水産省

花き産業振興総合調査 製造工業生産予測調査 中京都市圏物資流動調査

漁業経営統計調査 鉄鋼需給動態統計調査 全国都市交通特性調査

漁業就業動向調査 鉄鋼生産内訳月報 水害統計調査

集落営農実態調査 特定サービス産業動態統計調査 全国道路・街路交通情勢調査（自動車起終点調査）

食品循環資源の再生利用等実態調査 生コンクリート流通統計調査 住生活総合調査

食品製造業におけるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
の導入状況実態調査

ビッグデータを活用した商業動態統計調査（試験
調査：家電大型専門店分野）

空家実態調査

食品流通段階別価格形成調査

資源エネルギー庁

エネルギー消費統計調査 マンション総合調査

新規就農者調査 貴金属流通統計調査 住宅市場動向調査

青果物卸売市場調査 石油設備調査 民間住宅ローンの実態に関する調査

生産者の米穀在庫等調査 石油輸入調査
幹線旅客流動実態調査（オンライン調査の導入に向け
た試験調査）

地域特産野菜生産状況調査
総合エネルギー統計補足調査（電気事業者の発
電量内訳調査）

船員異動状況調査

畜産統計調査 非鉄金属海外鉱等受入調査 全国輸出入コンテナ貨物流動調査

畜産物流通調査 非鉄金属等需給動態統計調査 ユニットロード貨物流動調査

水産物流通調査（水産加工統計調査）
特許庁

知的財産活動調査 バルク貨物流動調査

特定作物統計調査 模倣被害実態調査 航空旅客動態調査

土壌改良資材の生産量及び輸入量調査 中小企業庁 中小企業実態基本調査 航空貨物動態調査

内水面漁業生産統計調査 経済産業省・国土交通省 建設機械動向調査 国際航空旅客動態調査

農業協同組合及び同連合会一斉調査

国土交通省

航空輸送統計調査 国際航空貨物動態調査

農業構造動態調査 大都市交通センサス 北海道法人企業投資状況調査

農業物価統計調査 全国貨物純流動調査

観光庁
旅行・観光消費動向調査

農道整備状況調査 建設工事進捗率調査 宿泊旅行統計調査

木材流通統計調査 旅客県間流動調査 訪日外国人消費動向調査

野生鳥獣資源利用実態調査 鉄道輸送統計調査

環境省

家庭部門のCO２排出実態統計調査

油糧生産実績調査 建設業活動実態調査 環境経済観測調査

林業経営統計調査 建設関連業等の動態調査 環境にやさしい企業行動調査

６次産業化総合調査 建設副産物実態調査 環境保健サーベイランス調査

林野庁

森林組合一斉調査 自動車燃料消費量調査 産業廃棄物排出・処理状況調査

特用林産物生産統計調査 建築物リフォーム・リニューアル調査
食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組
に係る実態調査

木質バイオマスエネルギー利用動向調査 幹線旅客流動実態調査 水質汚濁物質排出量総合調査

水産庁

水産物流通調査（産地水産物流通調査、冷蔵
水産物在庫量調査）

内航船舶輸送統計母集団調査 大気汚染物質排出量総合調査

都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関す
る一斉調査

建築着工統計調査補正調査 試験調査
容器包装廃棄物の収集運搬・選別保管費用等に関する
アンケート調査

農林水産省・経済産業省 容器包装利用・製造等実態調査 土地保有移動調査

経済産業省 海外現地法人四半期調査 土地動態調査

一般統計調査②（232）
※統計部局が作成しているもの（黄色）は７２／２３２
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政策立案過程における統計活用のイメージ

②実態の把握（既存の業務情報、統計。足りない情報は追加の業務監査、統計調査）

① 課題の認識 ←社会経済情勢の変化、事件・事故の発生

⑥ 事後評価（政策効果の検証）

④ 法律改正、予算・定員の確保

⑤ 執 行

③ 政策の立案（給付金の増額、規制強化、取締強化）

少子化、景気動向、リーマンショック、震災、交通機関の事故、・・・

業務情報：許認可情報、所管業者の業務報告、研究機関報告書等
統 計 ：政府統計、業界統計

審議会の審議、関係者の意見聴取、パブリックコメント等を経て、様々な
選択肢から効果的な対策を選択（緊急対策、時間をかけた制度改正）

国会審議、査定当局への説明

政策部局では、統計調査のみならず、
様々な方法で収集した情報を組み合
わせて政策を立案

※近年は、これまで以上にEBPMの推進
が求められている

例：民間給与実態→最低賃金水準、公務員給与改定
医療機関の損益状況→診療報酬改定
学校教育情報化の実態→数値目標を定めて

ＩＣＴ環境整備を推進
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ利用→補助金、税制等の支援策
〇〇産業の生産動態→各種経済対策

統計、業務情報等をもとに、政策効果を把握・評価して必要な見直し

※省横断的に利用される基本的な統計調査は総務省が実施
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日本
＜2019年＞

アメリカ
＜2018年＞

イギリス
＜2017年＞

フランス
＜2018年＞

ドイツ
＜2018年＞

カナダ
＜2017年＞

委員会等 統計委員会
統計方法論に関する

連邦委員会
統計政策に関する
省庁間協議会

統計理事会 国家統計情報委員会 統計諮問会議 国家統計審議会

調整等 総務省政策統括官
（109人）

大統領府行政管理
予算庁首席統計官
（7人）※2015年

国家統計局
（3,685人）

経済財政省
国立統計経済研究所
（5,609人）

内務省連邦統計局
（2,310人） 産業省

カナダ統計局
（4,773人）

基

本

統

計

人口 総務省統計局
※統計研究研修所含む
（468人）
統計センター
（683人）

商務省センサス局
（6,543人）

ＣＰＩ
労働省労働統計局
（2,035人）

労働力

国民経
済計算

内閣府
経済社会総合研究所

（94人）
商務省経済分析局
（480人）

その他

法務省、財務省、
文部科学省、厚生
労働省、農林水産
省、経済産業省、
国土交通省等
（1,277人）

商務省、労働省、
ｴﾈﾙｷﾞｰ省、農務省、
内国歳入庁、教育
省、運輸省、司法
省等
（2,645人）

児童学校家庭省、
保健社会保護情報ｾ
ﾝﾀｰ、内務省、ｽｺｯﾄ
ﾗﾝﾄﾞ政府等

（人数不明）

農業省、持続的開
発省、労働雇用省
教育省、保健・連
帯省、関税庁等

（1,928人）

合計 1,948人 11,710人 3,685人 7,537人 2,310人 4,773人

主要国の統計機関の職員数等（未定稿）

本表は、各国のウェブサイト等の情報を基に便宜上整理したもの。
国ごとに時点、統計職員数の概念や範囲、統計調査の実施方法等が異なることから、単純比較はできないことに留意。
（注１）上記各機関の統計職員の合計数（統計センター職員数を除く）。

このほか、統計センター職員683人と、都道府県統計専任職員として1,635人が国の統計調査に従事している。
（注２）「その他」の統計機関の職員数を含まない。
（注３）各州統計局（職員数６千数百人）が独立して統計活動を行い、連邦統計局がそのデータ提供を受けて統計を作成。

（注２）

（注３）

（注１）

2019年9月4日現在
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組 織

○ 総務大臣等からの諮問に応じて、調査審議を行い意見
・ 統計及び統計制度の発達改善に関する基本的事項
・ 公的統計の整備に関する基本計画の策定
・ 基幹統計の指定 ・ 基幹統計調査の承認申請
・ 統計基準の設定
・ 国民経済計算の作成基準の策定
・ 基幹統計調査に係る匿名データの作成 など
＜平成３０年統計法改正により追加＞
○ 諮問によらず、自ら調査審議して総務大臣に意見
○ 基本計画の計画的な推進を図るため必要と認めるときは、総務大臣又は
総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告

統計委員会

概 要
委 員（１３人以内） ※非常勤
（第Ⅵ期：任期は2019年10月13日まで）

◎西村 淸彦 （政策研究大学院大学特別教授）
○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 （日本大学経済学部特任教授）
清原 慶子 （前 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会長）
宮川 努 （学習院大学経済学部教授）

※このほか、必要に応じて臨時委員、専門委員を置く

◎：委員長、○委員長代理

１ 沿革
• 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、平成19
年10月１日に内閣府に設置

• 「内閣府スリム化法」により、平成28年４月に内閣府から総務省へ移管
２ 位置付け・役割
• 統計法を設置根拠とする法定審議会
• 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
• 平成30年法改正により、機能強化 →赤字部分

統計委員会の所掌事務

幹 事（統計委員会の補佐機関）
各省内の統計の総括責任者を幹事に任命。
委員会と各省の調整の役割

事務局機能
総務省政策統括官（統計基準）が処理
→統計委員会担当室（約30人）を設置
※国民経済計算の作成基準については内閣府大臣
官房企画調整課が協力
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いわゆる三条委員会と八条委員会について

内閣府設置法第64条及び国家行政組織法第３条に規定されている委員会。国
家行政組織法第３条等を根拠とすることから３条委員会と呼ばれることがある。
府省の下に置かれ、それ自体として独自の国家意思の決定を行い、外部に表示
する国の行政機関（府省、庁、委員会）の一つである。

内閣府設置法第37条及び第54条並びに国家行政組織法第８条に規定されて
いる合議制機関。国家行政組織法の８条を根拠とすることから８条委員会と呼
ばれることがある。国の行政機関の下に置かれ、調査審議、不服審査、その他
学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどる合
議制の機関である。

公正取引委員会/ 国家公安委員会/ 個人情報保護委員会/ カジノ管理委員会（未設置）/ 
公害等調整委員会/ 公安審査委員会/ 中央労働委員会/ 運輸安全委員会/ 原子力規制委員会

国の行政機関としての委員会（いわゆる三条委員会）について

審議会等（いわゆる八条委員会）について ※統計委員会はこれに該当

食品安全委員会/ 証券取引等監視委員会/衆議院議員選挙区画定審議会/ 国地方係争処理委員会/ 
情報通信審議会/行政不服審査会/ 検察官適格審査会/ 財政制度等審議会/ 科学技術・学術審議会/ 
大学設置・学校法人審議会/ 社会保障審議会/ 労働政策審議会/ 中央最低賃金審議会/ 
日本工業標準調査会/ 輸出入取引審議会/ 運輸審議会/公害健康被害補償不服審査会 など

参考文献：塩野宏 行政法Ⅲ 第4版 10



内閣府 食品安全委員会、原子力委員会、公益認定等委員会、再就職等監視委員会
金融庁 証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会
総務省 地方財政審議会、行政不服審査会、情報公開・個人情報保護審査会、国地方係争処理委員会、電気通信紛争処理委員会
法務省 中央更生保護審査会
厚生労働省 労働保険審査会、社会保険審査会
国土交通省 運輸審議会、土地鑑定委員会
環境省 公害健康被害補償不服審査会

審議会等（１２９）の委員の常勤化について

 統計委員会を始めとした審議会等は、平成30年４月１日現在で130。委員
は原則として非常勤であり、「審議会等の性格、機能、所掌事務の経常性、
事務量等からみて、ほぼ常時活動を要請されるもの」については、常勤も
可能とされている※１。

 法令上、常勤委員を置ける17の審議会等※２の委員には以下の共通点がある。
• 国家公務員法の規定に基づき、特別職の国家公務員
• 両議院の同意を得て主任の大臣が任命（国会同意人事）
• 兼業が原則禁止 ※非常勤委員に同様の規定はない
• 勤務日数によらず俸給月額を支給 ※非常勤委員は、勤務日数に応じて支給

審議会等の委員の常勤・非常勤の別について

※１ 審議会等の整理合理化に関する基本的計画（平成11年４月27日 閣議決定）
※２ 法令上、常勤の委員を置ける規定があるのは、下記17／１２９審議会等

うち下線のある１５審議会等で実際に常勤委員が発令（計50人）。常勤委員の勤務日数は、全て５日／週
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分散型 集中型

仕組み ・それぞれの行政機関に統計の機能を分
散させる。

・統計を一元的に一つの機関（例えば中
央統計局）に集中させる。

メリット

・行政ニーズに的確、迅速に対応するこ
とが可能 ・統計の専門性をより発揮しやすい。

・所管行政に関する知識と経験を統計
調査の企画・実施に活用できる。 ・統計の整合的な体系が図りやすい。

デメリット
・統計の相互比較性が軽視されやすい。 ・行政ニーズを的確、迅速に反映した統

計調査が行われにくい。

・統計調査の重複や統計体系上の欠落
を招きやすい。

・所管行政に関する知識と経験を統計調
査の企画・実施に活用しにくい。

外国の例 ・アメリカ、日本 ・カナダ、オーストラリア

統計行政機構の分散型と集中型の整理

我が国は分散型のメリットを活かしつつ、集権化を進めてきた。
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集権化の取組

統計行政の司令塔
の設置・機能強化
（統計委員会）

平成１９年の統計法により統計委員会を設置
・司令塔機能（公的統計整備の基本計画、統計法施行状況等の審議）

・各省に説明要求、意見が可能

平成３０年の統計法改正による機能強化
・司令塔機能の強化（諮問によらない建議、勧告が可能に）

・各省の統計の総括責任者（部局長級）を統計幹事に任命。統計委員
会に出席し、委員会の審議に協力

平成３０年１１月に評価分科会を新設。各省が実施する統計調査の技
術的課題を検証（例：標本設計見直し、欠測値補完の妥当性）

統計委員会を支える事務体制を強化（担当室 13人（平19）→30人）

分析審査官
の集中配置

本年７月、内閣官房に分析審査官３１人を集中配置して各省に派遣
→各省の審査水準の向上。誤り情報・再発防止策を政府全体で共有。
重大事案は統計委員会と連携して、府省を超えて共同対応

府省横断的な不断
の統計改革実施体
制（統計改革調査
部会）の整備

本年８月、統計改革推進会議の下に設置。各省の統計幹事（統計作
成者）と政策立案総括審議官（統計の利用者）を構成員として、府省横
断的にニーズを踏まえた統計整備を推進

分散型統計機構の下における集権化等の取組

１．これまでの集権化等の取組
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統計委員会の提言等の内容

総務省（統計委員会）

による各省統計調査への
事後チェックの強化

従来は原則として事前関与のみだった総務省（統計委員
会）が、承認した調査計画に基づく統計調査の事後検証を
実施することをルール化

【統計委員会提言】

統計の専門機関（総務省統計
局、統計研究研修所、統計セン

ター）による各省支援の強化

統計作成の相談・支援窓口の設置、各府省への人材派遣、
研修生の受け入れ、統計調査の共同実施、受託調査を実
施

【統計委員会提言】

専門人材の育成支援

総務省統計研究研修所は、職制上の段階や業務レベル等
に対応した研修を実施し、業務スキルを認定。各府省は、
職員に計画的に研修を受講させる。

職員が積極的に知識経験の習得に努め、誇りを持って統
計作成に携われるよう、統計の専門知識や業務経験が評
価される人事運用・仕組みを検討する。

【統計委員会提言】

２．統計委員会の提言等に盛り込まれた集権化等の取組
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各省機能の集権化の例①
分 野 設置された組織 類型 集権化の内容

消費者行政

消費者庁
司令塔整備

監督組織の一元
化、共同化

各省により産業振興の間接的テーマとし
て、縦割りで行われてきた消費者保護
行政の司令塔として設置

・消費者行政の司令塔機能（各省大臣へ
の勧告・措置要求、すきま事案の対応）

・事故情報等の一元的な集約・分析

・消費者に身近な法律の所管を各省か
ら移管又は共管化（例：消費者契約法、景
品表示法、製造物責任法等を移管。食品衛
生法、特定商取引法等を共管化）

消費者委員会
（８条委員会）

・諮問によらずに審議を行い建議
・総理大臣、各省大臣に勧告

個人情報保護
個人情報保護

委員会
（３条委員会）

監督組織の一元
化・共同化

・個人情報の保護に関する基本方針の
策定

・個人情報取扱事業者等への検査、指
導、助言、勧告（検査は事業所管大臣に
委任可）
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各省機能の集権化の例②
分 野 設置された組織 機 能

公文書管理

公文書管理
委員会

（８条委員会）

監視機能強化
各省に補佐役

・諮問に応じて総理大臣に意見

独立公文書
管理監
（内閣府）

・各省の行政文書の管理状況を監視

公文書監理官
（各省）

・各省の総括文書管理者（官房長等）
を補佐する文書管理・情報公開の実
質責任者

政府情報システ
ム管理

内閣情報通信
政策監（政府CIO）

司令塔の整備
人材一元管理

・政府全体のIT政策及び電子行政の

推進の司令塔（予算重点化方針の策
定、一括計上）

政府CIO補佐官

・各省情報化統括責任者（官房長等）
を補佐。情報システムの専門家を内
閣官房で一元的に採用・管理して各
省へ派遣。非常勤
※当初は各省で採用していたが、平成25
年に内閣官房で一元的に採用管理する
プール制に移行
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