総務
平成２９年１２月７日

討が開始されたところであり︑私自身も検討会の

の定年引上げに関する検討会において具体的な検

まれたところでございます︒これを受け︑公務員

の引上げについて具体的な検討を進めると盛り込

国民︑住民の理解だと︑最後はそこに行き着くと

で︑やはり最も重要なポイント︑課題というのは

たというふうに思うわけであります︒そうした中

う意味ではこの点も大きく環境は改善をされてき

で悩む時代となったわけでありますから︑そうい

ます︒
﹂と発言なさいました︒我が立法府たる参

取組を通じて︑ＥＢＰＭの実践を推進してまいり

総務大臣は︑所信の中で︑
﹁政策評価における

どうぞよろしくお願いいたします︒

○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます︒

体なかなか御存じじゃない首長さんも多いんじゃ

では︑こういう検討が行われているということ自

○古賀友一郎君 まだまだ恐らく地方自治体の方

す︒

ながら適切に対応してまいりたいと考えておりま

討などを踏まえ︑また関係者の御意見をよく伺い

って公務員の総人件費が膨張しないよう抑制すべ

この点大変腐心をいたしまして︑定年引上げによ

が党のこのプロジェクトチームの提言においても

とが大変これは重要でございます︒そのため︑我

解を受けないようにしながら進めていくというこ

よって︑これは公務員優遇であると︑こういう誤

したがいまして︑特に公務員が先行することに

践をうたう一方で︑その証拠が廃棄されていたり︑

案だそうですが︑この証拠に基づく政策立案の実

政府は︑ＥＢＰＭ︑これは証拠に基づく政策立

行政府たる政府に︑もう二年前︑求めております︒

値や明確な根拠に基づく評価を実施する﹂ことを

いて全会一致で可決し︑その最初の項目で︑
﹁数

案﹂というものを二年前の七月八日︑本会議にお

議院においては︑﹁政策評価制度に関する決議

ありがとうございました︒

構成員として参加しております︒
いう課題であります︒

ないかと思うんです︒ですから︑ある日突然こう

きということも︑これは一方で明記をいたしまし

地方公務員についても︑当該検討会における検

なりましたと言われても地方はびっくりするばか

いと︑このように思います︒

うに思いますので︑よろしくお願いを申し上げた

かれては準備をやっていくべきだと︑こういうふ

す︒そういった点も含めてしっかりと総務省にお

ンを取っていくということは大変重要だと思いま

置きながらも︑きちんと地方とコミュニケーショ

ますよと︑まだ検討中ですけれどもという前提を

くお願いを申し上げまして︑多少時間も残ってお

しっかりと着実に推進していただけますように強

大変これは大事業でございますから遺漏なきよう

いると︑私はこのように理解をしておりますので︑

れども︑気持ちは十分政府もお分かりいただいて

ので答えられないことも多々あるとは存じますけ

かり酌んでいただきまして︑今現状︑検討段階な

政府におかれましては︑そういった趣旨をしっ

な利活用を行うために用いられる行政記録情報と

等データは︑統計︑統計ミクロデータ及び統計的

革推進会議最終取りまとめにおきましては︑統計

○政府参考人︵横田信孝君︶ 本年五月の統計改

統計等データとは何か︒お願いします︒

そこで︑まず内閣官房に伺います︒

が不正に操作された事例もあります︒

ための基盤となる重要な情報である統計等データ

す︒また︑国民にとって合理的な意思決定を行う

文書が作られていなかったりする事例がございま

いろいろ課題はあります︒かつては定年の引上

りますけれども︑私の準備した質問は終わりまし

定義されております︒

た︒

げによって若年者雇用を圧迫するという︑こうい

たので︑これで私の質問を終わらせていただきた

りでございますから︑こういったことをやってい

うことで慎重な声もございましたけれども︑その

いと思います︒

その内容といたしましては︑個々の情報が集計

後︑時代は進んで︑今はむしろ若年者の人手不足
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と思いますが︑その中に行政記録情報とあります︒

統計等データのところを読み上げていただいたか

た統計改革推進会議最終取りまとめ三ページ目の

○吉川沙織君 今︑今年五月十九日にまとめられ

ます︒

録︑このようなものが含まれるものとなっており

個々の情報︑さらには統計として使われる行政記

された統計︑それからその基となる統計調査の

かと思いますが︑この行政文書に関しては総務省

条第四項の定義のところを読み上げていただいた

○吉川沙織君 今︑内閣府から公文書管理法第二

います︒

をいうというふうに規定されているところでござ

いるものとして当該行政機関が保有しているもの

文書であって︑当該行政機関の職員が組織的に用

は︑行政機関の職員が職務上作成し又は取得した

公文書管理法第二条第四項において︑行政文書

書を対象として調査を実施したものです︒

う問題意識により︑保存期間が一年以上の行政文

政文書に関する管理状況が不徹底ではないかとい

文書の紛失などを契機として︑歴史的に重要な行

○政府参考人︵讃岐建君︶ お答えいたします︒

ます︒

れているのか否かのみ︑総務省行政評価局に伺い

売却等に関する行政文書の管理状況について含ま

この結果に学校法人森友学園に対する国有地の

そのため︑平成二十六年に公布された法律など

この調査は︑原子力規制委員会に対する引継ぎ

行政記録情報について総務省に伺います︒

所管の情報公開法第二条第二項にも同じような︑
若干最後の文言が違いますが︑ございます︒

○政府参考人︵三宅俊光君︶ お答えいたします︒
統計法におきまして︑行政記録情報とは︑行政

基本的に︑行政記録情報は行政機関の職員が職

の文書を調査対象としており︑御指摘の行政文書

機関の職員が職務上作成し又は取得した情報であ

五条に基づき︑本件に関して会計検査院に対する

の管理状況については調査しておりません︒

的にこれらがなければ政策立案︑証拠に基づく政

検査要請を議決し︑この結果が会計検査院法第三

務上作成し又は取得した情報︑行政文書は行政機

文書に記録されているものをいい︑調査票情報︑

策立案は難しいということになります︒でも︑残

十条の三に基づき︑先月︑報告されております︒

って︑当該行政機関の職員が組織的に利用するも

事業所母集団データベースに記録されている情報

念ながら︑これら行政文書については作成や保存

この報告の百十五ページには︑﹁所見﹂として︑

○吉川沙織君 参議院は︑三月六日︑国会法第百

及び匿名データを除いたものと定義されておりま

も徹底すべき基準が不十分な例があるということ

﹁本件土地の売却等をめぐっては︑国会で質疑が

関の職員が職務上作成し又は取得した文書︑基本

す︒

で︑例えば昨年末に公表された経済産業省自身の

のとして当該行政機関が保有するもののうち行政

○吉川沙織君 今︑統計法第二条第十項の定義の

行政評価局は︑例えば機動的な調査として調査

行われ︑報道等も頻繁に行われており︑国民の関
政府全体の公文書管理の状況について︑総務省

期間を延ばしたり︑対象を追加したりということ

統計不正について︑三月九日の当委員会で指摘さ

務上作成し又は取得した情報でございますが︑で

行政評価局が行政評価・監視を行っています︒行

はお考えにならなかったんでしょうか︒

ところを読み上げていただいたかと思います︒今

は次に︑行政文書とは何かについて今度は内閣府

政評価局は︑
﹁公文書管理に関する行政評価・監

○政府参考人︵讃岐建君︶ お答えいたします︒

心が極めて高いものとなっている︒
﹂とあります︒

に伺います︒

視﹂として結果を取りまとめて︑今年九月二十日

この調査の開始後︑御指摘の森友学園問題など

せていただいたところではあります︒

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ お答えいたしま

に全府省に対して勧告したと承知しております︒

のは行政記録情報で︑原則︑行政機関の職員が職

す︒
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り方等が国会等で議論となりました︒

を契機として︑保存期間一年未満の行政文書の在
問題への関係府省の対応状況を見ながら調査の必

改善を要すると考えられる問題の発生状況とその

行政の制度運営そのものの改善を図る観点から︑

であれば︑これはしがらみがあったということに

ガイドラインの改正に合わせてやったということ

したけれども︑行政評価局は内閣府がやっている

員会で同じ文言の答弁を何度も繰り返されていま

これにつきましては︑この問題をも踏まえ︑文
要性を検討しているところでございます︒

することとはしなかったものであります︒

ることとし︑あえて行政評価局の調査対象に追加

られたことから︑総務省としてはその議論を見守

○吉川沙織君 内閣府において議論がされている

その議論を見守ることとしたものであります︒

内閣府において議論が進められていたことから︑

本問題に関しては︑公文書管理制度を所管する

価・監視を行い︑行政の適正性の確保等を図る役

事業を担う各府省とは異なる立場から行政の評

総務省行政評価局は︑政府内にあって︑施策や

○政府参考人︵讃岐建君︶ お答えいたします︒

書管理制度を所管する内閣府において議論が進め

○吉川沙織君 先ほどの答弁で引用されたのは︑

ということは承知をしております︒

なりやしませんか︒いかがですか︒

平成二十八年四月に総務省が出した平成二十八年

ただ︑先月十一月三十日の参議院予算委員会で

今回の事案に関しましては︑国会等の議論の中

割を担っております︒

度行政評価等プログラムの中に︑
﹁行政評価局調

も総務大臣は答弁されていましたし︑総務省行政

理に関するガイドラインの改正を年内に行うなど︑

査テーマの概要﹂で︑
﹁公文書等管理に関する行

しょうか︒ほかの府省とは異なる立場から勧告を

関係府省において適切に対応することとされてお

で御指摘があったことを踏まえ︑公文書の管理に

こういった事象がある等の背景事情が説明されて

出せる︑これが行政評価局の機能です︒事実︑平

りますので︑まずは関係府省における対応の状況

評価局は政府内における第三者的な評価専門機関

いて︑それに基づいて調査をされたということは

成二十八年二月二十三日︑政策評価審議会が行政

を注視してまいりたいと考えております︒

政評価・監視﹂
︑その中で︑
﹁平成二十四年度には︑

もう重々承知しています︒でも︑たまたま調査し

評価局調査テーマ選定に関する中長期的な考え方

総務省としましては︑必要な場合には行政評

ついて︑国民への説明責任を全うするという公文

ているときにこれだけ大きな問題があって︑書類

というのを取りまとめています︒この中に︑
﹁行

価・監視機能を適切に発揮し︑行政運営の改善に

を自任しておられます︒問題点を実証的に把握し︑

が作られていない︑例えば財務省だって評価調書

政評価局調査は︑政府内にあって施策や事業の担

努めてまいりたいと考えています︒

原子力安全・保安院から原子力規制委員会に引き

を作っていなくて予定価格決めたりもしています

当府省とは異なる立場からしがらみなく︑また︑

○吉川沙織君 では︑少し違う観点からまた行政

書管理法の趣旨をより徹底するため︑公文書の管

し︑そんないろんな問題が起こってきた中で︑も

一府省内だけでなく︑府省全体を俯瞰し横断的な

評価局に伺いたいと思います︒

行政評価・監視を優先すべきだったのではないで

ちろん公文書管理の関係もやっているのは承知し

観点からチェックを行うという点がその独自の強

継ぐ行政文書百四十二ファイルの紛失も発覚﹂
︑

ていますが︑それは行政評価局としてはやらない

みであると言える︒
﹂とされています︒
正に向けて︑総理も四日間行われた衆参の予算委

行政文書の管理に関するガイドラインの年内改

ことは先ほど申し上げました︒でも︑この日は閣

府省に対して行われたと承知しておりますという

今回のこの勧告につきましては九月二十日に各

という判断だったということでよろしいんですね︒
○政府参考人︵讃岐建君︶ お答えいたします︒
行政評価局の調査機能の発揮に当たりましては︑
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大臣から発言があるのが例でした︒例えばですが︑

り︑その後の九月の二十二日の閣議において総務

また︑閣議につきましては︑委員御指摘のとお

ていただければと思います︒

操作について︑その後の取組について確認をさせ

月九日に取り上げた経済産業省における統計不正

また︑先ほど答弁いただきました行政記録情報

本日の閣議におきまして総務大臣から該当の大臣

大臣から勧告について報告をさせていただいてお

することによって︑改善を行う各府省に適切に情

に対して行政評価・監視の結果に基づく勧告を行
ります︒

二を所管する経済産業省において︑昨年末︑本当

議が行われていません︒ほかの行政評価・監視の

う旨発言しました︑と総務大臣閣議後記者会見の

○吉川沙織君 平成二十四年四月以降︑行政評価

に昨年末でした︑統計不正操作が発覚し︑当該不

を含む統計等データについても同様です︒その信

報告ぶりが見られます︒

局が行った勧告は全部閣議と同じ日に大臣が発言

正統計については事案の公表と同時にその廃止ま

報が伝わり︑対応ができるように︑こういう趣旨

私は行政評価局の監視の内容についてはいつも

をされていました︒これは民主党政権のときも自

で発表をしています︒本件に関しては︑残念なが

勧告例は︑実は今までの︑平成二十四年の四月以

拝見しておりますので︑大体閣議で総務大臣の発

民党政権のときも一緒です︒この日だけ違うんで

ら内部からの告発ではなくて外部からの指摘で発

憑性は絶対的に求められる条件です︒そこで︑三

言があってから勧告が出ている︑若しくは同日に

す︒だから︑やっぱり内閣府が︑年内総理がガイ

覚した︑つまり自浄作用が働いていなかったこと︑

で九月の二十日に公表したものでございます︒

出ている︒それで︑ずっと突合して調べましたと

ドライン改正するって言っているから︑それに合

また第百五回︑第百六回の統計委員会においては

降全部調べましたら︑勧告を行う日に閣議で総務

ころ︑平成二十四年四月以降︑全ての勧告は勧告

わせて︑第五十七回公文書管理委員会は確かに九

何で九月二十日に勧告を行ったんですか︒

発言しています︒

平成二十四年四月以降︑九月二十二日に総務大臣

で発言したのは︑初めての例だと思うんですね︑

回は九月二十日に勧告を行って︑総務大臣が閣議

られていつもと違う形で公表したというのは︑私

は異なる立場から勧告を行えるのにこれに引っ張

ルに合わせて︑総務省行政評価局はほかの府省と

ついてと載っていますけれども︑このスケジュー

にも公文書管理に関する行政評価・監視の結果に

月二十日十時半から開かれていて︑その議事次第

統計不正操作の際に︑その不正を行うというこ

てようやく認められたということがありました︒

は突き返されて︑第百六回統計委員会で再提出し

第百五回統計委員会で経済産業省が出した報告書

していることなど︑課題は多くあり︑さらには︑

統計委員長がこの件はデータの捏造であると明言

我が国において︑五十六ある基幹統計のうち十

と同日の閣議において報告がなされています︒今

○政府参考人︵讃岐建君︶ 本調査につきまして

はとても残念に思っています︒

各省に対する通知などについての議論と公表が行

に行政文書の管理に関する議論が行われ︑そこで

に︑公文書管理委員会におきましてこの勧告以外

います︒これにつきましては︑同日︑九月二十日

げになるのではないかと思っています︒

を推進しようとしても証拠に基づく政策立案の妨

が適切に保存されていなければ︑ＥＢＰＭとやら

わけですけれども︑政策立案の基となる行政文書

でも︑これら︑森友問題でも行政文書なかった

三月九日の質疑で経産省に問うたところ︑﹁ただ

のの︑作成についてはありませんでした︒そこで︑

報告書では︑文書の保存については記載があるも

に関し︑経産省が第百六回統計委員会に提出した

行政文書の作成︑保存が行われていなかったこと

とが課長了解事項として決定したにもかかわらず

は︑九月の二十日に勧告を行って公表をしてござ

われたところであります︒これらを合わせて公表
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いまの議員の御指摘を踏まえてしっかりやってい

ます︒

ませんが︑商工中金が︑先ほど御指摘がありまし

測の統計不正も含まれていました︒調査先千社の

商工中金が毎月実施している中小企業月次景況観

毎月発表しているものでございます︒

して︑その結果をＤＩという形でレポートとして

での聞き取り等を通じましてアンケートを行いま

たように︑自らの取引先のうち千社を対象に電話

あれから九か月経過しております︒再発防止に

うち︑聞き取りを行わずに担当者自身が調査票を

今回判明した不適切な事案︑これも御指摘のと

今回︑商工中金で多くの不正が見付かった中に︑

向けて行政文書の作成も徹底されたのかどうか︑

自作したことのある調査先が︑少なくとも千社の

おりでありますが︑アンケート調査の過程におき

きたいというふうに思っております︒
﹂と答弁が

経済産業省に伺います︒

うち百四十二社あることが判明したということを

まして︑職員が実際には取引先に対する電話等に

ありました︒

○政府参考人︵渡邊厚夫君︶ お答えします︒

商工中金自身が今年十月二十七日に発表していま

よる聞き取りを行うことなく調査票を自作する等

文書作成につきましては︑本委員会での議員か

すが︑確認調査継続中となっています︒

らの御指摘も踏まえ︑統計調査ごとに作成するこ

この百四十二から増えてしまったのかどうか調査

な行為が百四十二先あったということが判明して

では︑これも御指摘のとおり︑同様のこの不適切

の行為を行っていたものでございます︒十月時点

成をするよう盛り込むことによって省内徹底をい

状況をしっかり把握されているかどうか︑中小企

おります︒

現在︑監督官庁たる経済産業省や中小企業庁は︑

たしたところでございます︒

業庁次長に伺います︒

ととしている実施マニュアルの中に適切に文書作

○吉川沙織君 取組が進んでいるようですので︑

○政府参考人︵吉野恭司君︶ お答えいたします︒

ながら事案でございましたので︑是非しっかりそ

公的統計の信頼性を揺るがしかねないような残念

ことと考えておりまして︑中小企業庁としても重

案につきましては極めて大きな問題で大変遺憾な

まず︑商工中金の危機対応業務における不正事

実施しているところでございます︒これは︑これ

と同様の行為がないかについて更なる統計調査を

はその調査の実施︑公表を中止した上で︑当面の︑

切な行為の判明を受けまして︑商工中金では当面

このような調査レポートの信頼性を損なう不適

今後は二度とやっぱり︑一般統計でしたけれども︑

のとおりに進めていただければと思います︒

く受け止めております︒

の質疑を中立公正の立場で拝聴する中で︑当分の

離れて経済産業委員長の任にありました︒各会派

たが︑当時︑私︑そのときだけこの総務委員会を

商工中金法の直近の法改正は二年前の常会でし

おいて︑残念ながら多くの不正が見付かりました︒

判明しておりまして︑御指摘の中小企業月次景況

応業務以外の分野でも不正行為や不適切な行為が

力をしてきております︒その過程において危機対

底的に問題を洗い出して全容を解明することに注

全件調査や主務省による立入検査によりまして徹

本事案につきましては︑これまで二十二万件の

りまして︑主務省としてもしっかりと監督をして

まえて対応方針を検討していくことと認識してお

今後につきましては︑この継続調査の結果を踏

に推察をしているところでございます︒

しやはり事例があるんではなかろうかというふう

まで聞いておりますところでありますと︑いま少

また︑経済産業省が監督官庁である商工中金に

間としつつも完全民営化を無期限に先送りして本

まいりたいと考えております︒

以上でございます︒

観測もその一つでございます︒
この調査は統計法に基づく政府統計ではござい

当にいいのか否か等の思いも抱きながら議場で委
員長報告をしたということを今も鮮明に覚えてい
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とも含めて︑いまだ調査中ということでよろしい

うような不正がいつから行われていたかというこ

この担当者自身が勝手に調査票を書いていたとい

プラスで出てしまうということかと思いますが︑

ま少しあるということは︑残念ながら百四十二社

○吉川沙織君 今の中企庁次長の答弁の中に︑い

いきたいと思っています︒

すので︑立法府としてもしっかりチェックをして

も多くの不正が行われていたということもありま

○吉川沙織君 残念ながら︑この統計不正以外に

ております︒

更に調査をした上で今後検討していきたいと思っ

るとは思っております︒ただ︑今回の事案の中身︑

別の統計の改善を推進してまいる所存でございま

展的に取り組んでいくということで︑引き続き個

ありますとか品質評価の活動の中でしっかりと発

く事後チェックの仕組みで導入する統計棚卸しで

してやっているところでございます︒

のフォローをしっかりとするような体制を整えま

今後︑こうした検査を︑統計改革の一環で新し

ですか︒

に統計法は全部改正されています︒基幹統計調査︑

をいろいろ勉強したんですけれども︑平成十九年

れていますので︑その際は事後チェックをしっか

も予定されているようなことが政府の文書に書か

○吉川沙織君 是非︑統計改革の中で統計法改正

す︒

一般統計調査に当たってはそれぞれ総務大臣の事

り入れていただきたいと思います︒

この経産省の不正事案をきっかけとして統計法

す︒

前承認制となっていて︑それ以降︑事後的にチェ

先ほど指摘しました︑昨年末に公表された︑発

○政府参考人︵吉野恭司君︶ お答えをいたしま

○吉川沙織君 先ほど申し上げた︑昨年末に発覚

ックする法的担保はありません︒その仕組みは要

覚をした経産省の統計不正事案を契機に︑総務省

す︒

をした経済産業省自身が行っている公的統計につ

るのではないかということを三月九日の質疑で前

ニーズが薄いだか何だか分かりませんけど︑中止

チェックして改善につなげる方策に取り組んでま

総務大臣に問うたところ︑
﹁事後の状況を適切に

一斉点検を行っています︒前回の質疑のときはま

は統計法遵守に関する各府省等所管の統計調査等

そうした過去の経緯も含めて調査中でございま

いては︑不正発覚の事案公表と同時にその統計も︑
を発表しています︒でも︑今回の商工中金の統計

だ調査結果︑報告結果の取りまとめ中だったんで
次期統計法改正時には事後チェックの仕組みが

いります︒
﹂と答弁がありました︒

廃止とはおっしゃっていません︒これはもうまた

法的に担保される見込みか否かを総務省に伺いま

に関しては︑取りあえず公表は中止しているが︑
再開︑不正の原因と現状が明らかになったら再開

す︒

のように公的統計そのものをいじってしまったよ

すが︑その結果については四月二十日に公表され

をする有用性の高いやっぱり調査ということでよ

○政府参考人︵三宅俊光君︶ お答えいたします︒

うな不正はあったかなかったか︑総務省に伺いま
ざいます︒それに加えまして︑今年度前半には五

当たりまして事前に審査を行っているところでご

一斉点検の結果︑繊維流通統計調査のような︑

○政府参考人︵三宅俊光君︶ お答えいたします︒

す︒あったかなかったかだけで結構です︒

まず︑最初に一つ確認させてください︒経産省

ています︒

ろしいですか︒

総務省では︑各府省の統計調査の実施︑変更に

この商工中金の調査でございますけれども︑月

十一件の基幹統計調査を対象に統計の精度に関す

公的統計の信頼を損なうような事案はございませ

○政府参考人︵吉野恭司君︶ お答えをいたしま

次で全国ベースでやっている調査ということでは

る検査を実施をしております︒このように︑事後

す︒

ほかに例のない調査でございまして︑重要性があ
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はなかったということでございますが︑では︑届

○吉川沙織君 公的統計の信頼を損なうような例

んでした︒
しっかりやっていかなきゃいけないことだと思っ

ク体制とか必要になると思いますので︑その辺も

求められる︑統計に求められる信頼性とかチェッ

と答弁がありました︒

百億円程度︑地方税については大体一千億円程度

ら答弁があり︑当時は国税についてはマイナス五

影響額について財務大臣︑総務副大臣それぞれか

あれから五年たちました︒現在の影響額につい

ています︒
少し違う観点からお伺いをさせていただければ

出︑事前に承認を総務大臣からもらって︑それと
内容が違っていた手続上の問題がある例はあった

○政府参考人︵三宅俊光君︶ 御指摘の一斉点検

ださい︒

最大となる二〇四〇年頃の行政課題を整理し︑今

で行政サービスが提供できるよう︑高齢者人口が

少︑高齢化の中で︑地方公共団体が持続可能な形

大臣は︑先日の所信の中で︑
﹁本格的な人口減

ます︒また︑試算ではありましても︑その結果は

すことから︑試算自体なかなか難しい面がござい

た税収は経済︑社会の様々な動向の影響を受けま

国税は所得税︑法人税︑消費税などがあり︑ま

○政府参考人︵田島淳志君︶ お答えいたします︒

て︑財務省と総務省にそれぞれ伺います︒

の結果でございますけれども︑三百七十二の調査

後早急に取り組むべき対応策を検討してまいりま

幅を持って捉える必要があると考えてございます︒

と思います︒

のうち︑手続上の問題のある事例は百三十八調査

す︒
﹂と発言されました︒その中で︑私自身がそ

その上で︑労働力調査や賃金構造基本統計調査

のかなかったのか︑もしあるとすれば何調査中何

でございました︒その多くが公表の遅延でござい

の世代であります就職氷河期世代が抱える行政課

調査あったか︑その数字のみでいいのでお答えく

ました︒

公表の遅延が九十五だと承知しておりますが︑や

が奇貨としてやられたことですが︑若干とはいえ︑

○吉川沙織君 大変な取りまとめ︑経産省の事例

しかし︑基幹統計である総務省の労働力調査によ

会を支え︑牽引する役割が期待をされています︒

を迎えていて︑一般には現役世代の中軸として社

就職氷河期世代は今三十五歳から四十歳代前半

いますが︑マイナス七百億円程度の減収影響とな

試算いたしますと︑幅を持って捉える必要はござ

を得ていないことによる所得税収への減収影響を

前半の非正規雇用者の方々が正規雇用と同じ年収

ゆる就職氷河期世代として三十代半ばから四十代

を用いまして︑一定の仮定を置いて御指摘のいわ

っぱり事前に届け出たものと違うことが行われて

れば︑この世代が非正規である理由として︑四割

ります︒

題について少し問うていきたいと思います︒

いるということもありますので︑これはしっかり

もの方が正規の職員︑従業員の仕事がないことを

以上でございます︒

事後チェックを担保して見ていってほしいと思い

挙げています︒ほかの年齢層と比べても不本意非

以上です︒

ます︒

就職氷河期世代が正社員になれなかったことに

国税と同様︑税収に直接どのような影響を与え

○政府参考人︵内藤尚志君︶ お答え申し上げま

中︑しかも︑九月一日︑総務大臣︑閣議後の記者

よる経済的損失を正しく把握し︑証拠に基づく政

るかを試算することは難しい面もございまして︑

正規の割合が高いです︒

会見で私は統計が非常に好きと発言もされていま

策立案の必要性については︑五年前の社会保障と

幅を持って捉える必要はございますけれども︑同

また︑政府自身が統計改革︑統計改革とうたう

すし︑そういう中で人的体制︑リソースの確保︑

税の一体改革特別委員会で指摘し︑税収に与える

す︒

それから人材育成︑そういった観点でもこれから
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収となっているところでございます︒

収影響を試算いたしますと︑千二百億円程度の減

じ年収を得ていないことによる個人住民税への減

歳から四十四歳の非正規雇用者が正規雇用者と同

様の仮定を置いて︑平成二十八年における三十五

○政府参考人︵和田昭夫君︶ お答え申し上げま

す︒

直近の調査で何人でしょうか︒数字だけで結構で

五歳から三十九歳の広義の引きこもりの推計数は

年から行っていますけれども︑調査対象である十

まず︑内閣府が引きこもりの調査︑平成二十二

すが︑直近の調査でこの世代が年取ったことのフ

らこそフォローアップの必要性があると思うんで

て︑約半分の七万人は自然減とも言えます︒だか

人から三千四百四十五万人へと一割以上減ってい

総務省の人口推計を見てみますと三千八百八十万

○吉川沙織君 十五・五万人減ってはいます︒

○吉川沙織君 五年前は︑それぞれ国税がマイナ
す︒

幅を持って考える必要はあるでしょうけれども︑

ましたら︑もちろんそれぞれ一定の仮定を置いて

にある十五歳から三十九歳までの方を推計した数

に関する調査において︑広義の引きこもりの状態

平成二十七年度に実施いたしました若者の生活

○政府参考人︵和田昭夫君︶ お答えいたします︒

んか︒している︑していないで結構です︒

ただ︑調査対象の十五歳から三十九歳の人口は︑

ス五百億︑地方税が一千億︒今回御答弁いただき

国税で七百億円程度︑地方税で一千二百億円程度︒

は五十四万一千人であります︒

についての追跡調査は実施しておりません︒

ォローアップの調査はしていますか︑していませ

差は︑マイナス幅は残念ながら大きくなってしま

○吉川沙織君 直近は約五十四・一万人︑その前

○吉川沙織君 これだけ引きこもりが高年齢化︑

五万人︒これ減少した要因は内閣府はどのように

いうのが大きくなっていることが明らかになる中

いことによる国税︑地方税の減収に与える影響と

平成二十二年度に実施した調査対象となった方

っています︒

に行われた平成二十二年調査では約六十九・六万

長期化して︑また就職氷河期世代が正規雇用でな

非正規雇用者を正規雇用にすることができれば︑

人であったと承知していますが︑この差︑十五・

ていなければならないはずです︒この世代を正規

捉えていますか︒

で︑例えば実態把握をしっかりしなければいけま

この世代は本来社会や組織の中心で働き手となっ
雇用者にすることができれば︑所得税︑住民税な

○政府参考人︵和田昭夫君︶ お答え申し上げま

いる調査では三十九歳までしか対象ではありませ

ど税収につながるだけではなく社会保障の面でも

御指摘の平成二十二年度調査と平成二十七年度

ん︒いずれの調査結果を見ても︑四十歳で全ての

せん︒でも︑今内閣府が平成二十二年から行って

生活保護費等の負担が減り︑収入が増えることで

調査との間で広義の引きこもりの推計数の差が生

方が就職して調査結果から抜けたということはあ

す︒

消費が増える可能性があり︑経済効果も高いから

じた要因については︑どれか一つを特定すること

りません︒

受け手から支える側に回ることができ︑将来的な

こそ支援の重要性が問われると思います︒

は困難ではございますけれども︑例えば調査の対

二十一都府県が独自に行った実態把握では四十

間団体の方々による支援の取組の効果などを挙げ

こもり支援のための国や地方公共団体の施策や民

象といたしました年齢層全体の人口の減少︑引き

についても対象にすべきではないかと考えますが︑

対象を三十九歳で区切るのではなくて四十歳以降

摘をさせていただきましたが︑調査に当たっては︑

昨年五月三十一日に提出した質問主意書でも指

ただ︑一方で就職氷河期世代の引きこもりが明

歳以上が過半数を占める自治体もあることから︑

ることができるのではないかと考えております︒

らかになりつつあります︒

内閣府に幾つか事実の確認を行いたいと思います︒
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のことも捉えていただきたいと思います︒

ＢＰＭとおっしゃるのであれば︑是非そこの世代

○吉川沙織君 是非︑実態を正しく把握して︑Ｅ

経費をお願い︑計上しておるところでございます︒

の予算概算要求においてその調査の実施に要する

ついての調査を実施すべく︑現在︑平成三十年度

内閣府といたしましては︑四十歳以上の方々に

○政府参考人︵和田昭夫君︶ お答えいたします︒

内閣府の見解を伺います︒

意味で問題になっているので︑これも同様の問題

齢者になったときの受皿がないということが別な

いるのは高齢化した障害︑かつての児が︑者が高

思うんです︒ですから︑今障害者の問題で抱えて

んどいないという前提︑これはまだ続いていると

障害児で終わることが多いので者になる人がほと

は︑昔は重度の障害児は長生きできなかったから︑

なふうに取り扱われることが間々あります︒それ

まして︑重度の障害児というのは︑
︵者︶みたい

とが想定できます︒

えるだろうと︑主体になってくるだろうというこ

見ると︑やはり独り暮らしの高齢者がもう大変増

族︑三世代の世帯なんかが減少しているところを

寿命も延びておりますし︑さらには︑やはり大家

しないで生きていかれる方も増えておりますし︑

例えば︑その一つには生涯未婚率の上昇︑結婚

が想定できます︒

です︑そういう方が増えていくだろうということ

族があっての福祉だったり家族があっての医療と

ただ︑今の福祉や医療なんかを見ていると︑家

二〇四〇というのは︑まさに全ての人々が超高

いうことになっていますが︑そういうことができ

だと思います︒

て二〇四〇年頃の地方行政に与える影響も大きい

齢社会の一員となるときにどういう地方をつくっ

引きこもりが長期化︑高年齢化することによっ
と思いますが︑総務大臣に御見解を伺います︒

に影響を与えるということは十分考えられます︒

なくなる︒高齢者が増えるということは︑また行

クトに︑これだけの人が高齢者になる︑地方は特

○吉川沙織君 具体的な事例を引きながら︑地方

ていかなければならないかということを︑とにか

政府においてはもちろんですけれども︑私たちは

に顕著である場合に︑こういう問題が発生する︑

行政に影響がなくはないという御答弁だったかと

○国務大臣︵野田聖子君︶ 統計というのは大変

議員立法を作るときもそういう統計を︑やっぱり

こういう需要が発生するということのテーマを出

思います︒

政需要の増加という形で二〇四〇年の自治体行政

データを前提として様々な世の中の仕組みをより

して︑それでそれの対策のために何をするかとい

大臣が所信で発言をされた二〇四〇年頃︑それ

くいろんなことを︑余分なことを考えずにダイレ

良い方向に変えていこうとしているわけですから︑

うことを決めた上で逆算して︑今からできること

から今御答弁いただいた二〇四〇年頃というのは︑

重要なことだということはもう言うまでもないし︑

先ほど経産省の話を聞きましたけれども︑しっか

に取り組んでいこうということを考えようとして

運と縁と巡り合わせで最初から会社員︑正社員と

り総務省︑総務大臣としても︑私自身がそうやっ

引きこもりの方々がそのまま高齢化した場合は

して仕事を︑社会に出ることができました︒でも︑

ちょうど私世代︑本当に就職氷河期世代で︑私は
当然独り暮らしで生きていく可能性が高くなるわ

同世代の多くが︑どれだけ卒業式の前の日まで靴

いるところです︒

けで︑結論から言えば︑独り暮らしの高齢者数と

の底すり減らして活動しても︑非正規としてしか

て吉川委員がおっしゃったように統計を大事にし

今お話しの引きこもりについてですけれども︑

いうのが今後二〇四〇年に向かって増えていくだ

社会に出られなかった時代です︒

ている以上頑張ってやっていきたいと思っていま

確かに対象年齢が上がっていくわけですよね︒こ

ろうと︒これは決して悪いという意味ではないん

す︒

れ︑同様なことが例えば重度の障害児もよくあり
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増えてくることになります︒基幹統計である労働

ってその年を迎えなければ︑生活保護費なんかも

年齢になります︒その世代がちゃんと働き手とな

この年代︑二〇四〇年頃には六十五歳ぐらいの

策立案もおかしくなってしまいますので︑これら

間違いがあったり不正があったりしては︑その政

政策立案の前提となる公的統計や統計等データに

して質問をさせていただいたつもりでございます︒

今日は︑政策評価と統計という側面から筋を通

○国務大臣︵野田聖子君︶ 情報公開制度は︑情

大臣の御所見をお伺いします︒

要な制度であると私は認識しておりますけれども︑

まさにこれは民主主義の根幹を支える上で大変重

ます︒

力調査を見ても︑賃金構造基本統計調査を見ても︑

についてはこれからもしっかり見てまいります︒

情報公開制度︑また公文書管理制度というのは︑

この世代だけ厳しい状況に置かれたままであるこ

について国民に対する説明責任を果たし︑公正で

報公開法第一条に定めるとおり︑政府がその活動

○森本真治君 大変お疲れさまでございます︒民

民主的な行政を推進する上で極めて重要な制度で

ありがとうございました︒

タでもそう︒でも︑引きこもりは︑先ほど内閣府

進党・新緑風会の森本真治でございます︒

とが明らかになりつつあり︑既にある統計等デー
から今度の調査からは四十歳からも対象にしてい

過ぎまして︑皆さんおなかもすくと思いますけれ

ますが︑今まさに安倍政権︑政府がこの重要な制

○森本真治君 当然の御答弁だというふうに思い

あると考えています︒

ども︑しばらくのお付き合いをどうぞよろしくお

度である情報公開や公文書管理についてどれだけ

四十分のお時間をいただいて︑ちょっと十二時

だから︑ＥＢＰＭの実践とおっしゃるのであれ

願いをいたします︒野田大臣に初めての質問とい

その重要性を認識しているのかということが︑ま

ただけるということでしたが︑今あるものは三十

ば︑そういった本当の意味で証拠に基づく政策立

うことで非常に楽しみにしておりましたので︑ど

九歳までのデータです︒

案が必要だと思いますが︑端的に総務大臣の見解

さに今問われていると思います︒防衛省日報隠し

問題︑森友学園問題など︑総務省ではありません

うぞよろしくお願いいたします︒
まず︑通告させていただいたのが︑情報公開制

けれども︑財務省であったり国交省の姿勢という

を伺います︒
○国務大臣︵野田聖子君︶ いや︑まさにそのと

度︑公文書管理についてということでお伺いをし
情報公開制度は総務省の所管でございますが︑

おりで︑今御指摘があったような方たちがしっか
直し︑リカレント教育というのを進めようと思っ

元々公文書管理についても情報公開法に規定され

まさにこの国民への説明責任を果たすという認

ものもあります︒国民への説明責任を全うすると

ていますけど︑その対象がどこにあるかというの

たものでございまして︑不可分の関係にあるとい

識が今政府として低下していると言わざるを得な

たいと思います︒

をフォーカスしておかなければ︑やはりその政策

うことでセットでお伺いしたいと思いますが︑今︑

いと私は思いますけれども︑情報公開を所管する

りと非正規から正規に行くために︑私たちは学び

が的外れになることは間違いありません︒おっし

公文書管理法は内閣府ということで︑今日は副大

総務大臣の認識をお伺いします︒

いうこの政府の責務が果たされているのか︑疑問

ゃるとおりだと思います︒

臣もお越しいただいて︑ありがとうございます︒

○国務大臣︵野田聖子君︶ 情報公開を通じて説

明責任を的確に果たしていくためには︑その前提

を持たざるを得ません︒

○吉川沙織君 ありがとうございます︒是非取り

よろしくお願いいたします︒
それで︑まず冒頭︑大臣にお伺いしたいと思い

組んでいきたい課題でもありますし︑立法府の立
場としても見ていきたいと思います︒
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