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概要 
 
厚生労働省による統計調査が、不正であった、と報じられた。 

 統計調査方法が、法的に、どのように不正であったのか、について検討した。 
 統計調査方法が、訪問調査ではなく、郵送調査に勝手に変更されていたから

不正である、とされているようである。 
 しかし、現在、インターネットによる調査方法が導入されており、その事に

より、訪問調査方法と言う文言が、調査方法の規則から削除されている。 
 又、法的には、統計調査は行政裁量内の事とされている。従って、行政判断

に対して、後日、結果論的にとやかく注文を述べる事は、おのずと限度がある。 
 
 国会が、内閣に質す場合は、自らの行政監査の不履行をも、自らに質さなけ

ればならない。 
 ここに、統計調査の目的は、内閣によっても「政策立案の為」とされている。

所が、本来、政策・立法は、国会だけが行なう事の出来る職務である。従って、

各種統計調査は、立法の為、本来は国会が調査の内容を決め、実施しなければ

ならない者である、と言える。政策の効果検証の為にも、国会が主導しなけれ

ばならない作業である。 
 
 以上、見た様に、国会は、立法職務を果たしている、と言う状況とは言い難

いが、神戸市議会議員から、立法職務を果たそうとする動きがあり、この議員

提出条例策定の動きに期待したい。 
 
 
Summary 
 
About corruption of statistical survey, by Ministry of Health, Labour and Welfare 
 
 
 
Weblio 英和辞典・和英辞典 

 

不正： 〈官吏の〉 corruption 
統計調査： statistical survey 

厚生労働省： Ministry of Health, Labour and Welfare 
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１ 朝日新聞記事から 
 
 1）朝日新聞 2019/3/9 別宮潤一、西村圭史、松浦祐子「不正 10 年以上前から 

賃金統計調査 幹部、把握せず 総務省、隠蔽認めず 風通しの悪さ指摘」につ

いて： 
 
 記事の概要は、以下の通りである。 
 
 総務省は、厚生労働省の賃金構造基本統計の不正調査問題で、検証報告書を

以下の通り発表した。 
 
政府について： 

 （状況） 
 調査員調査を郵送調査に変えた不正を、現場レベルでは 10 年以上前から認識

していた。 
 2018/12、政策統括官が、担当室長からルール違反の郵送調査の報告を受け、

「実態に合うように」と是正を指示した。 
しかし、発する方も、指示を受けた方も、どう是正するか、明確な内容がな

かった。 
 （原因） 
 担当者に、統計法（＊）違反の認識が無かった。 
 一部の担当者は、「かなりグレー」と思いながらも、長年の慣行であり、ルー

ル違反には当たらないと認識していた。 
 幹部にも、深い認識が無かった。 
 「長年の慣行」との意識があった。 
 （応急措置） 
 「遵法意識の欠如」、「事なかれ主義の蔓延」の打破。 
  （恒久措置） 
 検証報告書の提言は、具体的な対処法が示されていない。 
 
国会について： 

 蓮舫立憲民主党副代表は、「（総務省）行政評価局も結局『厚労省守り』に入

った」と指摘した。 
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＊統計法  出典：e-Gov法令検索 

第二章 公的統計の作成 

第一節 基幹統計 

（国勢統計） 

第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関す

る全数調査を行い、これに基づく統計（以下この条において「国勢統計」という。）を作成しな

ければならない。 

第二節 統計調査 

第一款 基幹統計調査 

（統計調査員） 

第十四条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査

員を置くことができる。 

 

＊＊統計法の概要  出典：平成３０年６月１４日 厚生労働省老健局・保険局 

（２）主な内容 

＜①公的統計の体系的整備＞ 

・重要なものとして総務大臣が指定した統計を基幹統計として位置づけ 

 

 

資料 

① 朝日新聞 2019/3/9 

② 朝日新聞デジタル  厚労省、統計調査の違反隠しか 総務省にルール変更相談 

③ 東京新聞  郵送調査マニュアル配布 賃金統計不正 厚労省、現場に指示 
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2）朝日新聞 2019/3/9 村上晃一、志村亮「監察委報告に最低評価 勤労統計不正

調査 弁護士ら格付け委 独立性ない 信用できぬ」について： 
 
 記事の概要は、以下の通りである。 
 
 厚生労働省による「毎月勤労統計」の不正調査を検証した特別監察委員会の

報告書について、弁護士や大学教授ら有志でつくる「第三者委員会報告書格付

け委員会」は、最低評価を付ける格付け結果を発表した。 

 格付け委は、日本弁護士連合会の第三者委ガイドライン作成メンバーが 2014

年に設立。 

 監察委委員長が理事長である労働政策研究・研修機構は、国から年間数十億

円の補助金をもらっている。この一点を見るだけで全く独立性はない、との指

摘がされた。 

 

 3/6の参院予算委員会で、公明党・杉久武氏が、監察委の第三者性を問題視し、

新たに独立した調査組織を立ち上げ、調査することを検討してほしい、と求め

た。 

 だが、首相は否定的だ。 

 

 

資料 

① 朝日新聞 2019/3/9 

② 厚生労働省  毎月勤労統計調査って何？ 

③ 厚生労働省  統計調査員について 

④ 政策統括官 平成 28/8/8  毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令（案）について 

⑤ 厚生労働省  オンライン調査システム 利用希望届等のお知らせ 

⑥ 労働省令第十五号 毎月勤労統計調査規則 

⑦ Weblio辞書  省令 

⑧ Weblio辞書  省令 出典：フリー百科事典「ウィキペディア」 
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２ 検証：朝日新聞 2019/3/9 記事について 
 

1）「不正」の内容について 
 
 朝日新聞は、「不正」、「ルール違反」と言い、総務省官房審議官は統計法違

反である、と言う。 

 統計法第十四条（前掲）では、「行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実

施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。」となっており、

必ずしも調査員が調査しなければならない、と言う条文ではない。 
厚生労働省のホームページ「毎月勤労統計調査って何？」（資料参照）の「調

査方法は？」には、統計調査員は「訪問・聞き取り」する事と、「インターネ

ット回線を利用したオンライン調査システムでも提出ができます」と記載され

ている。 

従って、インターネットができない事業所の為に、郵送調査をした、として

も何ら差し支えない、と思われる。現に、厚労省は、朝日新聞「総務省にルー

ル変更相談」をしている。 

（朝日新聞によると、厚労省が総務省にルール変更願いをした事は、勝手に

ルール変更した事のアリバイ作りである、かの様に報じられている。これは、

ジャーナリズムのジャーナリスティックな報道である。） 

 

 

2）「訪問調査」でなければルール違反か？ 

 

 では、「ルール」とは、何か？ 

 それは、「毎月勤労統計調査規則」（資料参照）である。 

毎月勤労統計調査規則の第十二条には、統計調査員について、「訪問調査」

と言う文言が削除されている。 

「訪問調査」と言う文言が削除されたのは、政策統括官の平成 28/8/8、「毎

月勤労統計調査規則の一部を改正する省令（案）について」（資料参照）によ

る。 

つまり、統計調査員の訪問調査は、その必要性が削除されている。 

それにもかかわらず、朝日新聞は、なぜ「統計不正調査、ルール違反」と言

うのであろうか？ 

強いて考えられる事は、郵送調査と言う文言が規則に記載されていない、と

言う事であろうと思われる。 

しかし、インターネットによる調査が施行されている状況下、郵送は、イン
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ターネットに準ずる調査方法と考える事が出来るので、郵送調査方法はルール

違反とは言えない。 

従って、郵送調査方法がルール違反である、との指摘は、何か別の意図によ

る指摘である、と思われる。 

 

 

3）調査は行政裁量内の事である 

 

 では、次に、毎月勤労統計調査規則について、考えて見る。 

 毎月勤労統計調査規則は、労働省令第十五号（資料参照）である。 

労働省令と言う省令（資料参照）は、統計法を根拠としている。 

省令は、大臣が署名して官報で公布される命令である。つまり、行政裁量内

の法令である。従って、国会が関与していない法令である。 

上記の通り、統計調査は、行政府に一任されていた、と言える。行政府に一

任、と言う状況下、国会は、長年、監査すらして来なかった、と言う事である。 
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３ 応急措置 

 

 朝日新聞は、厚労省の統計調査が不正である、と言うが、不正であるとは言

い難い。 

 朝日新聞は、総務省の検証報告書の中の提言が具体的な対処法を示していな

い、と報ずるが、統計調査の全てが行政裁量内の事として処理されている以上、

官の成すままに、とりあえずは委ねる他はない。 
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４ 恒久措置 

 

 統計調査の目的は、そもそも何だろうか？ 

 厚生労働省「毎月勤労統計調査って何？」（資料参照）の「調査結果はどの

ように使われるの？」には、下記のように記載されている。 

 

 毎月勤労統計調査の結果は、経済指標の一つとして景気判断や、都道府県の各種政策決定に際

しての指針とされるほか、雇用保険や労災保険の給付額を改定する際の資料として、また、民間

企業等における給与改正や人件費の算定、人事院勧告の資料とされるなど、国民生活に深く関わ

っています。 

 

 上記の通り、毎月勤労統計調査結果は、政策作成の基礎資料である。 

 所が、政策は、行政府によって立案されている。 

つまり、基礎資料と政策作成が、行政府によって担われている、と言う事で

ある。 

 上記の事は、国民としては、国民が行政府に一任している状況から、国民が

関与する、と言う制度に改善しなければならない、と言う事を示している。 

 しかし、国民の代表である国会の衆議院の厚生労働委員会、予算委員会、決

算行政監視委員会、及び、参院の厚生労働委員会、予算委員会、決算委員会、

行政監視委員会は、統計調査と政策作成に関わっていない状況である。 

 国会が上記の状況なので、国民は、憲法前文の頭書「日本国民は、正当に選挙さ

れた国会における代表者を通じて行動し、」に則り、国会の上記各委員会へ請願しな

ければならない者である。 

 国民による国会への請願内容は、従来に多く見られる「お願い」型の請願で

はなく、具体的な政策を提示しての請願でなければならない。 

 国民である各種団体は具体的政策作成（＊）の為の着手をする、と言う事が、

求められている。 
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（＊）具体的政策作成について 

 

 国会においては、国会議員は、内閣の提出する法案に対して質問するか、問題が起こった後に

内閣に質問するか、と言う活動が主であり、会期外は国会を長期間に亘って休んでいる。（因み

に、内閣と行政機関は、休む事無く、業務を遂行している。） 

 所が、神戸市会議員の中に、下記の公約を掲げる議員が存する。 

 

 ・平井まち子神戸市議：市民の声を反映した議員提案条例の制定に超党派で取り組む。 

 ・よこはた和幸神戸市議：党派を超えたグループで、議員提出条例をつくる。 

 ・あわはら富夫神戸市議：政策の構想段階から市民意見を取り入れる制度を作る。 

 

 上記の通り、神戸市議会から、議員が立法する事が打ち出されて来た。この事は、神戸市議

会基本条例を実体化する動きである、と言え、憲法の根本原理である３権分立を実体化する、

と言う意味を持っている動きである。 

 地方議会の神戸市議会・議員提出条例が、国会へ逆流し、法律として制定されると、憲法「第

四章 国会 〔国会の地位〕第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機

関である。」と言う条文が、法律として実体化された、と言う事を意味し、又、憲法が基本法と

して実体法化される、と言う事を意味する。 

 憲法の基本法としての実体法化は、憲法「第三章 国民の権利及び義務 〔自由及び権利の保

持義務と公共福祉性〕第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努

力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつ

て、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と言う条文の実践である、と言える。 
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