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公的統計の基本原則（前文省略）

原則 1 公的統計は、経済・人口・社会・環境の状態についてのデータを政府、経済界及び公衆に提供することに
よって、民主的な社会の情報システムにおける不可欠な要素を構成している。この目的のため、公的な情
報利用に対する国民の権利を尊重するよう、公的統計機関は、実際に役に立つ公的統計を公正にまとめ、
利用に供しなければならない。

原則 2 公的統計への信頼を保持するために、統計機関は、科学の原理と専門家としての倫理を含む厳密に専門的
な見地から、統計データの収集、処理、蓄積及び公表の方法及び手続を決定する必要がある。

原則 3 データの正しい解釈を促進するため、統計機関は、統計の情報源、方法及び手続に関する情報を科学的基
準に従って提示しなければならない。

原則 4 統計機関は、統計の誤った解釈及び誤用に関して意見を述べる権利を有する。

原則 5 統計を作成するためのデータは、統計調査又は行政記録など全ての種類のデータ源から入手し得る。統計
機関は、品質、適時性、費用及び報告者負担の観点からデータ源を選定するべきである。

原則 6 統計機関が統計作成のために収集した個別データは、自然人に関するものであれ、法人に関するものであ
れ、厳重に秘匿されなければならず、統計目的以外に用いてはならない。

原則 7 統計システムを運用するための法律、規則及び諸手続は、公にされなければならない。

原則 8 国内統計機関間の調整は、統計システムの一貫性及び効率性を達成するために不可欠である。

原則 9 国際的な概念、分類及び方法を各国統計機関が用いることは、全ての公的レベルの統計システムの整合性
及び効率性を向上させる。

原則10 統計における二国間及び多国間協力は、全ての国の公的統計のシステムの改善に寄与する。
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常勤委員が法定された審議会等の業務内容等について
審議会等名 委員合計

（定数）
常勤委員
（定数）

常勤委員
（発令） 業務内容 事務量

政策提言型審議会

原子力委員会 3名 2名 2名

原子力の研究、開発及び利用に関する政策
に関すること、関係行政機関の原子力利用
に関する事務の調整に関すること、原子力
利用に関する資料の収集及び調査に関する
こと 等

平成28年度：決定（諮問・答申事項等）14件、
声明・見解6件、報告書1件

平成29年度：委員会決定（諮問・答申事項等）
9件＋閣議決定1件、声明・見解5件

平成30年度：決定（諮問・答申事項等）25件、
声明・見解5件、報告書1件

令和元年度（10月16日時点）：決定（諮問・答申
事項等）7件

不服審査型審議会

行政不服審査会 9名 3名以内 3名

行政庁の処分又は不作為についての審査請
求に対する裁決に関し、その客観性・公正
性を高めるため、審査庁である主任の大臣
等からの諮問を受けて、第三者の立場から、
審理員が行った審理手続の適正性や、法令
解釈を含め、調査審議・答申すること

平成30年度：新規諮問93件、答申90件
（前年度繰越15件、取下げ7件、
翌年度繰越8件）。

情報公開・個人
情報保護審査会 15名 5名以内 5名

行政機関情報公開法、独法等情報公開法、
行政機関個人情報保護法及び独法等個人情
報保護法の規定による諮問に応じ、不服申
立てについて調査審議を行うこと

平成30年度：諮問1,128件、答申909件

労働保険審査会 9名 6名 6名 労災保険及び雇用保険の給付処分に関して、
第二審として行政不服審査を行うこと

平成30年度：請求510件、裁決452件、取下げ6件

社会保険審査会 6名 6名 6名
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国
民年金の給付等処分に関して、第二審とし
て行政不服審査を行うこと

平成30年度：受付1,628件、裁決1,344件、
取下136件、残998件（平成29年度
残850件）

公害健康被害
補償不服審査会 6名 3名以上 4名

公害健康被害の補償等に関する法律及び石
綿による健康被害の救済等に関する法律の
規定による審査請求の事件を取り扱うこと

平成28年度：受理32件、取下げ3件、裁決21件
平成29年度：受理38件、取下げ6件、裁決17件
平成30年度：受理35件、取下げ11件、裁決19件

※ 審議会等の類型については、宇賀克也著『行政法概説Ⅲ 第３版』を基に事務局において整理 6



常勤委員が法定された審議会等の業務内容等について
審議会等名 委員合計

（定数）
常勤委員
（定数）

常勤委員
（発令） 業務内容 事務量

事案処理型審議会

食品安全委員会 7名 4名 4名

リスク管理機関（関係省庁）から諮問を受
け、又は自ら食品健康影響評価を実施し、
リスク管理機関にその結果を通知すること。
なお、食品安全委員会の下に、専門の事項
を調査審議するため、12の専門調査会と7
のワーキンググループを設置している。

平成28年度：諮問261件、答申270件、開催実績
44回

平成29年度：諮問127件、答申180件、開催実績
46回

平成30年度：諮問132件、答申154件、開催実績
46回

公益認定等
委員会 7名 4名以内 3名

申請に基づいて公益法人の認定及び公益法
人の運営・事業活動に関する報告の徴収等
の監督に関する審査等を行うこと

平成20.12.1～平成30.4.1：答申5,702件、
勧告11件

再就職等監視
委員会 5名 1名 1名

再就職等規制違反行為に関する調査（証人
喚問、書類提出要求等）等

平成30年度：委員会を16回開催
公表情報の確認作業、再就職等規制違反行為
に関する個別調査・事案の概要の公表 等

証券取引等監視
委員会 3名 3名 3名

市場分析審査、証券検査、取引調査（内部
者取引や相場操縦、風説の流布・偽計等の
不公正取引に関する調査）、開示検査及び
犯則調査等

平成30年度：取引審査1,052件、
不公正取引（勧告）33件、（告発）5件、
開示規制違反（勧告）10件、（告発）3件、
行政処分（勧告）11件、建議2件

公認会計士・
監査審査会 10名 2名 2名

公認会計士試験の実施、監査事務所に対す
る審査及び検査 等

公認会計士試験の実施：年2回の短答式試験、年1
回の論文式試験

平成27年度：監査事務所に対する検査9件、
勧告4件

平成28事務年度：監査事務所に対する検査12件、
勧告2件

平成29事務年度：監査事務所に対する検査9件、
勧告1件

平成30事務年度：監査事務所に対する検査10件、
勧告0件

※ 平成28年7月から事務年度に変更。なお、平成28事務
年度は変更期であるため、平成28年4月から6月までの
実績も含む。
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常勤委員が法定された審議会等の業務内容等について
審議会等名 委員合計

（定数）
常勤委員
（定数）

常勤委員
（発令） 業務内容 事務量

地方財政審議会 5名 5名 5名

地方交付税、地方譲与税、各種交付金、地
方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込
額等に関し、法令によりその権限に属せら
れた事項を審議し、総務大臣に必要な勧告
をすること

平成28年度：地方財政審議会の会議開催回数142
回、意見3件（親会議）、諮問・答申
事項等1件（固定資産評価分科会）

平成29年度：地方財政審議会の会議開催回数143
回、意見3件（親会議）、諮問・答申
事項等7件（固定資産評価分科会）

平成30年度：地方財政審議会の会議開催回数140
回、意見3件（親会議）、諮問・答申
事項等2件（固定資産評価分科会）

国地方係争処理
委員会 5名 2名以内 0名

国の関与のうち公権力の行使に当たるもの
について不服のある地方公共団体の長等か
らの申出に基づいて審査を行い、必要に応
じて勧告を行うこと

平成28年度：会議８回（審査申出１件）
平成29年度：会議２回（審査申出０件）
平成30年度：会議６回（審査申出１件）
令和元年度：会議８回（審査申出２件）R1.10.2時点

電気通信紛争
処理委員会 5名 2名以内 0名

電気通信事業者間の接続、ケーブルテレビ
事業者と地上テレビジョン放送事業者間の
再放送の同意に関する紛争等に対し、あっ
せんや仲裁を行うこと。また、総務大臣が
接続協定等の裁定、業務改善命令等を行う
際に、総務大臣から諮問を受けて審議・答
申を行うこと及び競争ルールの改善等につ
いて総務大臣に勧告すること

平成28年度：会議開催13回（答申1件、あっせん
２件）

平成29年度：会議開催9回
平成30年度：会議開催9回（あっせん1件）

中央更生保護
審査会 5名 3名 3名

特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の
免除又は特定の者に対する復権の実施につ
いての申出の審査 等

平成30年：恩赦取扱件数79件、仮釈放の取消に係
る審査請求取扱件数７件、特別遵守事
項の設定に係る審査請求１件

運輸審議会 6名 2名 2名
鉄道の旅客運賃等の上限の認可、航空機の
運賃又は料金変更の命令、混雑飛行場の使
用許可 等

平成30年：答申事案18件、事後通知事案4件、報
告聴取74件、現地調査8件、過去の答
申に基づくフォローアップ1件

土地鑑定委員会 7名 1名 1名
地価公示及び不動産鑑定士試験の実施、不
動産鑑定士等の不当鑑定に対する国土交通
大臣が行う懲戒処分についての意見具申等

平成30年度：審議事項17件、報告事項17件
地価公示、不動産鑑定士試験（短答
式、論文式）の実施（年1回）
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