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公的統計の総合的品質管理を目指して（建議）
昨年末に明らかとなった毎月勤労統計における不適切事案を発端として公的統計に対す
る国民の信頼は大きく損なわれた。ここ数年来、政府において経済統計を中心とする抜本
的な改革が進められている途上で、このような事態が生じたことは誠に遺憾である。
統計委員会は、統計作成機関が講ずべき措置を第一次再発防止策として、以下のとおり
取りまとめたので建議する。
総務大臣におかれては、本建議の内容を速やかに各府省に通知するとともに、この内容
が速やかに実行に移されるよう適切に取り計らうことを要請する。
【公的統計の信頼回復に向けた考え方】
＜ガバナンスの確立と質・量の両面からの体制整備＞
今般、最も影響度が深刻であった毎月勤労統計の事案では、端的に言えば、組織内にお
けるガバナンスが十分に機能しなかったことが最大の要因と考えられる。また、その他の
事案の中には、影響度が小さかったとは言え、一歩間違えば深刻な影響を与える可能性が
あるものもあったことを踏まえれば、統計作成プロセスの適切な管理を含めたガバナンス
の確立は最重要の課題である。
国民から信頼される統計を作成する上では、何よりも統計作成機関自身がガバナンスの
確立に努めることが大前提であるが、それだけでは十分ではない。政府全体として、環境
整備等により、統計作成機関のガバナンス確立の取組を実効あるものとし、その強化を後
押しする必要がある。その意味では、統計に関するＰＤＣＡサイクルが確実に実行できる
よう、体制を質・量の両面から整備することは、政府としての責務であると言える。特に、
「質」という観点からは、統計は専門技術性の高い分野であり、専門知識を有する人材の
統一的で計画的な育成が求められる。これは一朝一夕に解決できる課題ではなく、中長期
的な取組が必要となるが、府省間の人事交流はもとより、若手研究者等の任期付職員とし
ての採用、学界との交流などアカデミアとの連携等を含めて統一的に行い、より実効性の
ある対応が取られることを期待する。

＜透明性の確保＞
これらの取組の底流において一貫して求められるのは、透明性の確保である。統計作成
機関においては、利用しやすい統計データを提供することはもとより、統計の作成に関す
る基本情報やその品質に関する情報を積極的に公開し、それを通じて利用者からの信頼を
確保する必要がある。また、こうした対応を通じて、利用者から見た統計の品質を確認で
きるようになる。さらに、問題事案が発見された場合に備えて「バッド・ニュース・ファ
ースト」（都合の悪いニュースこそ速やかに明らかにして、その組織が真剣にその問題に取
り組んでいることを示す）の組織文化を定着させることが重要である。これによって、悪
い事象が起きた場合に、その情報が一早く、責任者にまで連絡・報告され、迅速な対応が
確実に取られるようになるのである。その際、問題事案に関する情報の開示を速やかに行
うことを怠ってはならない。どのような事象が起きているのか、どの部門にどの程度の大
きさの影響が生じるのかなどの情報を迅速に外部に提供することによって、統計利用者の
被害を最小限に食い止めることが可能になる。
＜関係者の協働による再発防止の徹底＞
公的統計は、全ての国民が用いる共有の財産であり、また、その作成過程において調査
対象となる国民や企業、作成業務を各府省とともに担う地方公共団体や民間事業者の協力
が不可欠である。本建議に掲げる諸対策を真に実効性あるものとするには、こうした関係
者全ての理解と協力を得た、「協働」の取組として進めていくことは必須の条件である。統
計委員会としては、公的統計への信頼を高めるために、国民、企業を始めとする関係各方
面に改めて広く協力を求めたい。その際には、統計利用者としての国民や企業の声を広く
真摯に聞き、統計の改善を図るとともに、調査対象者としての国民や企業の負担軽減に最
大限の努力を払うという統計作成機関の側の地道な努力を忘れてはならない。
＜公的統計の信頼回復に係る政府の責務＞
第一次再発防止策は、公的統計の信頼回復に向けた最初の一歩にすぎない。これを絵に
描いた餅とすることなく、公的統計の信頼回復を確実なものにしていくのは政府としての
責務である。政府には、今回の対応を一過性の取組に終わらせることなく、公的統計のさ
まざまな改善を総合的かつ継続的に実現することを通じて、失われた公的統計の信頼を一
日でも早く取り戻すことを切に希望する。
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検討の経緯と対策の方向性等
＜検討の経緯＞
・ 毎月勤労統計における不適切事案を発端として政府統計に対する国民の不信が高まる
事態となった。また、本年１月に実施された、基幹統計に関する一斉点検では、承認さ
れた計画どおりに実施されていない統計が多く確認された。
・ こうした状況を踏まえ、本年１月に統計委員会に点検検証部会（以下「部会」という。）
が設置され、全ての基幹統計及び一般統計（一般統計調査から作成される統計をいう。
以下同じ。）を対象として、不適切事案の再発防止及び政府統計の品質向上等を目的に、
点検検証を行うこととされた。
＜検討の概要＞
・ 基幹統計及び一般統計に関する一斉点検で報告のあった各事案について、部会でその
影響度を確認したところ、影響度Ⅲ（利用上重大な影響のない結果数値の訂正事案）に
相当するものは、基幹統計２調査、一般統計 16 調査で、影響度Ⅰ～Ⅱ（結果数値の訂正
なし）のみに相当するものは、基幹統計 21 調査、一般統計 138 調査であったが、影響度
Ⅳ（利用上重大な影響のある結果数値の訂正事案）に相当するものは、毎月勤労統計以
外には見られなかった。
・ 部会では、統計作成プロセスの詳細な現況を把握するため、詳細な書面調査と、その
結果を踏まえた全基幹統計に対するヒアリングを行い、再発防止策をとりまとめた。
＜対策の方向性＞
・ 重大な影響が生じた毎月勤労統計に対しては、今後さらに結果数値や作成プロセスに
ついて重点的な検証を行い、他統計を含めてこのような影響度Ⅳの事案が将来起こるこ
とのないよう万全を期すことを目指す。万が一、そのような事案が発生した場合に、迅
速かつ適切な是正策が確実に講じられるようにするための対策についても検討する。
・ 影響度Ⅲ以下に相当する事案については、当該事案自体の影響は重大でないものの、
重大事案の今後の発生リスクを抑制する観点から対策を検討する。
・ ヒューマンエラーを皆無にすることは難しいこと、結果数値等に誤りが発生した事案
の中には報告者の誤記入など統計作成機関だけでは解決できないものも散見されること
を考えると、検討に当たっては誤りの発生率をいかに低下させるか、万が一発生した場
合にその影響をいかに極小化するか、といったことに注力する方が費用対効果の観点か
ら合理的である。
・ 以上のことを総合的に勘案し、今後の再発防止及び品質向上のために、統計の作成プ
ロセスにおいて、ＩＳＯ、ＪＩＳによる総合的品質管理（注）の考え方に沿って対策を
講じていくこととし、次のような基本的な視点の下で課題及び対応策を整理していく。
（注）TQM（Total Quality Management）の訳語で、製品だけでなく、その過程を改善することで品質を向上させるとい
う品質管理(QC)の基本的考え方に、職員個人の能力向上や組織的な活動を加え、全社的な取組に発展させたもの
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なお、「統計の品質」については、国際的に共通した概念として捉えるべきである。す
なわち、統計の精度だけではなく、利用者にとっての利便性や公表の適時性なども含む
幅広い概念として考えるべきである。
① 品質はプロセスで作り込む
事後的な検査、外部からの監察・評価には限界がある。プロセスの中での品質保証
に注力することが王道であり、また、最も効果的である。
② 透明性を確保する
統計の仕様・品質に関する情報の開示は、適切な統計利用及び利用者からの信頼確
保に不可欠である。
③ 継続的にＰＤＣＡサイクルを回す
統計作成プロセスの中でＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Act）のサイクルを回すことによ
り、不断の品質改善に取り組む必要がある。
④ 業務記録の保存を徹底する
業務の遂行を適切に管理する上でも、そして、ＰＤＣＡサイクルを的確に回すため
にも、業務記録を通じた再検証が不可欠であり、記録の保全はその前提条件である。
⑤ 必要な業務体制を整備する
統計の品質の確保・改善は、精神論だけでは実現できない。高い専門知識を有する
人材・組織体制、その適切な運営・管理が必要である。
⑥ 府省間でノウハウ、リソースを有効活用する
府省間の比較で判明したグッド・プラクティスの共有に努めるとともに、優れたノ
ウハウ、リソースを有する機関の協力を得て改善に取り組む。
⑦ ガバナンスを確立する
上記の確実な実行を保証するため、トップマネジメントが責任を持って取り組むこ
ととし、その取組を可能な限り可視化する。

Ⅰ．統計作成プロセスの適正化
総合的品質管理の考え方の下、各府省の統計作成を改善する必要がある。
まずは、各調査担当者が、「品質はプロセスで作り込む」との理念に基づき、企画－実
査－審査・集計－公表の各段階において、統計作成者としての責任感と専門家としての
自覚をもって、日々の業務遂行やその改善に当たることが大前提となる。その上で、以
下の措置を講ずる必要がある。
特に、ＰＤＣＡサイクルや分析的審査の仕組みを速やかに導入することで、品質の確
保・向上に万全を期すものとする。
１．ＰＤＣＡサイクルによるガバナンスの確立
毎月勤労統計の事案では、調査の骨格である標本設計が、専門的な検証が行われない
まま、担当課限りの判断で著しく透明性を欠く手続によって変更され、更に幹部の無関
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心が問題の発覚を遅らせた。また、賃金構造基本統計調査の事案でも、調査結果への重
大な影響は認められなかったものの、同様の問題があった。
今回実施された一斉点検では、他の基幹統計及び一般統計においても、承認された調
査計画どおり作成されていないものが多く見られた。部会で確認したところ、手続的な
問題が大部分であり、重大な影響を及ぼすものは見られなかったが、これら多くの統計
において、専門的な検証を経て策定された調査計画が軽視されていた事実を看過すべき
ではない。
部会が、全ての基幹統計を対象に実施したヒアリングでは、幹部職員の統計作成プロ
セスへの関与は、主として調査設計の変更時や結果数値の公表時に限定されており、調
査結果の事後検証を含めた統計作成プロセスへの関与が十分行われていないことが明ら
かになった。調査の企画・変更においては、専門的な知見に基づき調査計画を策定し、
それに沿って調査を実施した後に、統計幹事のトップマネジメントの下で事後検証を行
い、以後の調査計画を改善するというＰＤＣＡサイクルが確実に回るような仕組みの整
備が必要である。
（改善策）
・ 各府省において、調査実施後（又は定期的）に統計幹事の下で、調査計画の履行状況、
回収率等の調査精度に関する事項、利活用状況等について点検・評価を行うことをルー
ル化する。
・ 点検・評価を踏まえ、必要に応じて、業務マニュアルの修正、調査計画の改定、利活
用が低調な調査の中止や調査事項の削減等の措置を講ずる。
・ 点検・評価結果は、総務省に提出するとともに、各府省のホームページで公表する。
・ 点検・評価に当たっては、調査計画の履行状況等をチェックリストにより簡易に確認
し、課題が発見されたものについて重点的な検証を行うなど、業務負担が大きくならな
いよう留意する。
２．統計作成プロセスの適正化
企画－実査－審査・集計－公表の各段階において、ＩＣＴの活用、システム化の徹底、
関係者間の連携強化や確認・チェックの重層化などにより、一層の改善を図り、統計の
品質向上を目指す。
（１）ＩＣＴを活用した業務プロセスの見直し
膨大なデータを正確かつ迅速に収集・集計・分析し、その結果を広く国民に提供する
統計業務は、一般にＩＣＴとの親和性が高い。今回の書面調査では、基幹統計において
オンライン調査の導入は相当程度進んでいる（基幹統計では、オンライン回収実施：48
／54 調査、オンライン回答率：約半数の調査で 30％以上）ことが確認されたが、オンラ
インで収集したデータを紙に印刷した後に再入力しているものも見られた。
また、複数の外部組織を経由してデータを収集している調査において、システムが円
滑に連携されていないことから、途中でデータの欠落を生じ、それに気付かずに公表し
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たため、多くの結果訂正事案が発生したケースも見られた。
（改善策）
・ オンライン調査の導入を一層推進する。一般にオンライン調査になじみやすいと考え
られる企業対象調査、月次など調査頻度が高い調査、同一客体に継続して回答を求める
調査、調査客体数が多いためオンライン利用の効果の大きい調査については、各調査の
特性も踏まえつつ積極的な検討が必要である。また、オンライン回収率が低調な調査に
ついては、原因を分析し、調査対象の特性に応じた回収率の向上方策について検討する。
・ ＩＣＴを最大限活用して、調査票の回収、審査・集計、公表等の一連のプロセスにお
いて、業務特性を踏まえつつ可能な限り職員等による手作業のデジタル化を進めるとと
もに、データが正確に流れ、組織やプロセス間でデータの欠落や転記ミス等の誤りが発
生しないよう方法・システムの見直しを検討する。その際、将来的なシステム改修を柔
軟に行えるよう、また、システム構築後に着任した職員でも業務内容とシステムでの処
理内容の双方が理解できるよう、システム自体をブラックボックス化させず、持続可能
なものとすることが必要である。
・ 報告者負担軽減の観点から、事業所母集団データベースの活用等により、過去の調査
等によって得られている情報のプレプリントを一層推進する。
・ 地方公共団体等が保有する行政記録情報の抽出、集計、転記等を行う形態の調査につ
いては、作業ミスの削減や報告者負担軽減の観点から、行政記録情報の円滑な収集方法
を検討する。
（２）システムを用いたエラーチェックの徹底
膨大なデータを扱う統計作成プロセスにおいては、システムを活用した第１次のデー
タチェック（想定されるレンジから逸脱した異常値の検出、項目間の矛盾の検出等）の
適切な実施が不可欠である。今回のヒアリングでは、全ての基幹統計でシステムを用い
たエラーチェックが行われていることが確認できたが、一部プロセスでは目視によるチ
ェックのみが行われているものも見られたほか、外部機関に集計業務等を委託してエラ
ーチェックを実施している調査の中には、チェックの方法・内容について指示をしてお
らず、実施の有無を含めて、チェックの状況を把握していないものも見られた。
（改善策）
・ 調査の特性を踏まえつつ、システムによるエラーチェックの実施を徹底する。外部機
関に集計業務等を委託している場合、エラーチェックの実施に加え、その方法・内容に
ついても指示を行い、チェック精度の向上とともに委託事業者等の変更時における継続
性の担保を図る。
（３）調査担当から独立した分析的審査の実施
毎月勤労統計の事案では、全数で行うべき層について抽出調査に変更した際や、ロー
テーション・サンプリング導入時の断層に対して外部からの疑問が示されたときに、調
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査手法変更による影響の分析が適切に実施されず、このことが問題の発生や発覚遅延の
要因となっている。
毎月勤労統計以外の基幹統計についても、今回のヒアリングでは、各府省の統計作成
体制の縮小に伴い、分析的審査の体制が削減されてきたとの回答が得られた。調査担当
がしっかりと業務を遂行することは当然の前提であるが、それとは異なる視点から分析
的審査を実施することも、統計の品質を高める上で重要である。
（改善策）
・ 統計幹事の下で、調査担当から独立した分析的審査担当官が、調査結果の分析的審査、
調査設計等の変更時の影響分析に加え、調査担当が行う外部からの疑義照会への対応や、
結果数値等の誤り発見後の原因分析と再発防止策検討状況の管理等を実施する。
・ 分析的審査のノウハウや効果的な再発防止策等に関する情報は、各府省間で共有する
とともに、困難な事案の分析に際しては統計委員会の指導の下で協力連携して対応する。
（４）民間事業者、地方公共団体等への適切な指示と履行確認
政府内の統計リソースが限られる中で、優れた能力を有する民間事業者を積極的かつ
適切に活用していくことは重要である。また、今回のヒアリングでは、統計調査員によ
る適切な業務の履行確認については、国が地方公共団体による調査員の任命状況を把握
していない調査や、事務手引き等により適切な業務実施確保措置を求めていない調査が
見られたほか、調査員による不適切な調査による結果訂正事案が見られた。これらを勘
案し、民間事業者、地方公共団体等への適切な指示と履行確認について必要な対策を講
ずる必要がある。民間事業者、地方公共団体等は、協働・連携して統計を作成するパー
トナーであり、円滑なコミュニケーションに努める必要がある。
（改善策）
・ 民間事業者への業務委託に当たっては、「統計調査における民間事業者の活用に係る
ガイドライン」（平成 17 年 3 月 31 日各府省統計主管課長等会議申合せ）に基づき、品質
確保に特に配慮が必要な契約については、業務遂行能力を踏まえた総合落札方式等の選
定方法によることとし、仕様書や契約書に必要な内容を明記するとともに、適切な履行
確認を行う。
・ 名簿提出等による調査員の任命状況の確認、統計調査員による適切な調査を確保する
ための措置（研修の実施や指導員による巡回等）を行うべきことについて、調査の事務
手引き等において定めることする。また、総務省統計局が実施している調査員の業務の
履行状況を国が直接確認する取組（いわゆる「コンプライアンスチェック」）について、
原則として、他府省においても導入する。
・ 調査実務を担当した民間事業者、地方公共団体等から、調査実施後等に今後の調査プ
ロセスの改善に向けた意見を聞いて、調査設計等に反映させるなど、調査プロセス改善
の参考とする。
・ 地方支分部局など、本府省とは異なる機関を介する場合についても、コミュニケーシ
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ョンエラー等による業務の不適切な履行が生じないよう、関係者間の連携確保に万全を
期す。
（５）業務マニュアルの整備
今回の書面調査では、全ての基幹統計で業務マニュアルが作成されているとの回答が
得られたが、一般統計においては約１割の調査で作成されていなかった。業務マニュア
ルは、人事異動等がある中で、多くの者が関与して実施される調査の品質を安定的に確
保するとともに、ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める際の要となるものでもある
ことから、一般統計も含め、業務マニュアルの整備と、その内容の継続的な確認・見直
しが必要である。
（改善策）
・ 調査の対象者や規模、調査事項、調査方法等が統計ごとに異なることも踏まえつつ、
標準的な業務マニュアルを作成することは有益である。このため、平成 28 年 12 月に発
覚した繊維流通統計調査の不適切事案を受けた再発防止策として、経済産業省が作成し
た省内向けの標準マニュアルを参考に、総務省において、記載すべき標準的な事項を示
した標準マニュアルを作成・提供することで、各府省における、一般統計も含めた業務
マニュアルの整備を進める。その際、統計作成に経験年数の少ない職員が携わっている
ケースが多いことを踏まえ、チェックリスト方式の活用を積極的に検討するものとする。
・ 作成した業務マニュアルについては、調査方法の変更等の事由がない場合でも、見直
しの必要性の有無を含め、定期的な確認を行う。
３．統計の仕様・品質に関する情報開示（「見える化」）等による外部検証可能性の確保
毎月勤労統計の事案の発覚は、統計ユーザーからの疑問が契機となった。部会におい
て、基幹統計の過去の正誤情報・結果訂正事案について確認したところ、外部からの疑
義照会が端緒となったものが少なくない（約２割）ことを踏まえれば、統計作成プロセ
スの透明性を確保して、外部検証可能性を確保するとともに、統計利用者に対する情報
提供の改善も一層促進する必要がある。
（改善策）
＜統計作成プロセスの透明化＞
・ ブラックボックス化しやすい標本抽出や復元推計の方法、事後検証にも必要となる目
標精度・回収率等（母集団及び標本の規模に関する情報を含む。）の情報について、調
査計画に参考情報として記載することとした上で、全ての統計の調査計画を一元的に閲
覧可能な形でインターネット上に掲載する。その際、上記Ⅰ「１．ＰＤＣＡサイクルに
よるガバナンスの確立」により公表される調査実施後の点検・評価の結果情報とリンク
させるなど、調査実施状況と併せて閲覧できるようにする。
・ 各府省のホームページにおける統計に関する情報提供を充実させるため、基幹統計の
統計精度に関する情報提供度をスコアリングしている「見える化状況検査」の継続的な
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フォローアップを行うとともに、一般統計についても、見える化状況検査を実施する。
＜統計の利活用の促進＞
・ 利活用の拡大は、統計の改善を促すとともに結果数値等の誤り発見の観点からも有効
であることから、外部ニーズの把握等を進め、適切な利活用を促進する。政府内利用に
ついては、下記Ⅱ「２．統計作成プロセスの適正化」で整備する「利活用リスト」を活
用して、調査事項や公表時期の変更を予定する際にはあらかじめ連絡することとする。
・ 統計法等の一部改正法（平成 30 年法律第 34 号。令和元年 5 月 1 日施行）により、調
査票情報の２次利用の範囲が拡大されたことを踏まえ、調査票情報の利用を一層促進す
る。このため、大学や行政機関等にセキュリティーを確保したオンサイト施設の設置を
促進するとともに、３年以内に、原則として、全ての基幹統計及びニーズの高い一般統
計の調査票情報をオンサイト施設で提供できるようにする。
・ 統計データの公表に当たっては、再入力や書式変換等の不要な利用しやすい形式で提
供するなど、利便性にも配慮した形態とするとともに、政府統計のポータルサイトであ
るｅ－Ｓｔａｔの利便性向上を図る。

Ⅱ．誤り発生への対応
統計作成プロセスの改善により、誤り発生を抑制する必要があるが、結果数値等の誤
りは、外的な要因（報告者のミス、委託事業者のミス、プログラムミス）を含めて様々
な原因で発生すること等から、その発生をゼロにすることは事実上困難である。このた
め、結果数値等の誤りが発見された場合の対応方策をあらかじめ定めておくことにより、
影響を極小化する必要がある。
１．対応ルールの策定
外部からの疑義照会が結果数値等の誤り発見の端緒となる場合が少なくないが、各府
省において、外部から調査結果に対する疑義照会があった場合に組織内で情報共有を行
うためのルールはほとんど定められていない。
また、結果数値等の誤りを発見した場合の対応ルールについては、多くの基幹統計で
定められており、省内の結果数値等の誤りに関する情報を一元的に集約し、原因分析、
再発防止に取り組んでいる府省も見られたが、一般統計においては定められていないも
のが多かった。
（改善策）
・ 各府省において､外部から結果数値に関する疑義照会があった場合の組織内情報共有ル
ール等を策定する。
・ 結果数値等の誤りを発見した場合、統計幹事に報告し、その下で、結果数値等の訂正
の速やかな公表、影響度に応じた対応（把握している利用者への連絡、報道発表等）、原
因分析、再発防止策の検討等を行うことなどを内容とした対応ルールを策定する。
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再発防止策の検討では、発生原因の分析結果を調査設計等にフィードバックして、ミ
スが発生しにくい業務プロセスへの変更（例：回答誤りが多発している場合、調査票や
記載要領の見直し）を行うほか、当該誤りを発見できるようにするためのチェック方法
の改善（例：エラー検出条件の見直し）や、過去の類似事案の有無の確認、類似事案に
対して講じた再発防止策の効果検証を行う。
・ 結果数値等の誤り分析情報（原因別の発生状況、効果的な再発防止策等）は政府全体
で共有し、統計作成プロセス、特に審査分析方法の改善に活用する。
２．行政利用の事前把握（統計のリコール制度）
毎月勤労統計の事案では、政府内における利活用状況を十分に把握できていなかった
ことから、結果数値等の誤りが判明した後の政府内における影響の確認に時間を要した。
今回のヒアリングでも、統計作成者が、自ら作成した統計が政府内でどのように利用
されているか十分に把握できていないことが確認された。このような状況では、結果数
値等の誤りが発見された場合、迅速かつ的確な対応ができないことが危ぶまれる。
（改善策）
・ 統計等のエビデンスに基づく政策立案を推進する各府省の事務責任者から構成される
ＥＢＰＭ推進委員会を通じて、政府内における統計ごとの利活用状況を定期的に確認し、
利活用リストや結果数値等の誤りを発見した際の連絡ルールを定め、誤り発見時にその
影響を迅速・正確に把握して適切に対応できる仕組みを整備する。
３．調査関係データの保存
毎月勤労統計の事案では、長期にわたり不適切な調査が行われてきたことから、過去
にさかのぼった再集計が必要となったが、必要なデータが保存されておらず、迅速かつ
適切な再集計が困難となっている。今回の書面調査においても、文書保存期限が明確に
定められていないなど改善が必要な点が見られた。
（改善策）
・ 結果数値等の誤り等が発見された際に、過去にさかのぼって再集計が行えるよう、推
計乗率等の補助情報を含む必要なデータの保存ルールを整備するとともに、定期的なフ
ォローアップ等を通じて適正な運用を担保する。
・ 都道府県や民間事業者など国以外の主体が保有・管理しているために永年保存されて
いない調査票情報等について、国に集約して保存する。

Ⅲ．調査実施基盤の整備
上記に掲げた対策を講じるため、必要な体制等調査実施基盤を整備する必要がある。
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１．体制の確保
今回の書面調査とヒアリングにおいて、基幹統計の一部や多くの一般統計（政策部局
で作成されている一般統計については約半数）が統計業務経験２年未満の者だけで作成
されているなど統計作成の体制が極めて弱いものがあることが明らかとなった。また、
企画や分析担当から要員が削減された結果、業務の改善や継続的な品質維持等に不安が
あるとの率直な声も聞かれた。今後とも統計の品質を維持し、更に向上させていく上で
は、そのための体制を質と量の両面から確保する必要がある。
（改善策）
＜各府省の体制＞
・ ＰＤＣＡサイクル、分析的審査等に必要となる体制（分析的審査担当官等）を、所管
統計の重要性や数・調査実施回数に応じて、各府省統計幹事の下及び総務省（統計委員
会の事務局、政策統括官室）に速やかに配置する。
・ 各府省に配置する分析的審査担当官は、調査結果の分析的審査や調査設計等の変更時
の影響分析を行うとともに、調査担当が行う外部からの疑義照会への対応や、結果数値
等の誤り発見後の原因分析と再発防止策の検討状況の管理等を通じて、調査の正確性を
確保する役割を担う。
・ 統計幹事の下に、社会経済情勢を反映した調査内容の抜本的な見直し、ＩＣＴや行政
記録情報、ビッグデータの活用等による調査手法や統計作成プロセス・システムの抜本
的な見直しなどを行う、各府省内で改革のエンジンとなる企画担当や、統計リテラシー
が低い政策部局が統計を作成する際の相談・支援窓口を計画的に整備する。
・ 調査担当の下に、統計作成プロセスの各段階におけるエラーチェック、委託事業者や
地方公共団体等への履行確認、調査票データ等の保存など、統計作成プロセスの適正化
に必要な体制を確保する。
・ 統計は、国民の合理的な意思決定の基盤として重要なものであり、誤りが生じた場合
には社会に重大な影響を与えるものであることを考慮して上記を含め、その体制は中長
期的な視点で継続的に確保していく必要がある。
＜都道府県の体制＞
・ 都道府県の統計専任職員については、調査環境の困難化、調査員の高齢化等の課題へ
の対応、調査員活動の適切な管理・支援に必要な体制のほか、大規模調査実施年の業務
量増に対応できる体制を確保する。
＜各府省における職員の育成等＞
・ 調査担当には、統計業務経験者を配置する。調査の難易度、重要性、民間事業者の活
用状況等も踏まえ、基幹統計には１０年以上、一般統計のうち重要なものには５年以上
の統計業務経験を有する者を配置し、そうした者を中心に作成することを基本とする。
このような配置が困難な場合は、各府省統計幹事の下に整備された相談・支援窓口等の
支援を受けながら作成する。
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・

各府省は、専門的な知識を習得させるため、統計業務を担わせる職員に計画的に研修
を受講させる。初任者には原則としてオンライン研修等による基礎的な研修（統計制度
を含む。）、各府省の中核的な統計人材として育成する職員には長期研修や専門研修を積
極的に受講させる。総務省統計研究研修所研修の研修定員の確保、各府省における代替
要員の確保など長期研修等を受講しやすい環境を整備する。また、統計の作成・分析に
は統計学に加えて情報技術の知識が必要であり、これも併せて習得されるよう努めるも
のとする。
・ 各府省の統計業務を総括し、統計委員会との連携協力の要となる統計幹事及びその下
の統計部門の総括体制については、組織マネジメントの能力に加え、統計に関する知識
経験を有する者を充てる。ただし、所管統計が少なく、統計幹事に統計に関する十分な
知見を有する者を配置することが難しい府省は、統計技術的な見地から統計幹事をサポ
ートできる体制（統計部門の総括体制を含む。）を整備することで対応する。
・ 各府省は、「ＥＢＰＭを推進するための人材の確保・育成等に関する方針」（平成 30 年
4 月 27 日ＥＢＰＭ推進委員会・統計委員会決定）に基づき、職員の統計人材プロファイ
ル（統計業務の経験年数、業務内容、統計研修の受講履歴等）の整備等により、統計業
務経験者の中から素養のある者を繰り返し統計業務に就かせるなど、統計人材を計画的
に育成する。過渡期には、総務省統計研究研修所のオンライン研修や、外部人材の受入
れ等により補完する。
統計業務の知識経験が豊富な人材を育成している府省においては、統計作成側の視点
にとどまらず、統計利活用の視点を習得させる観点から、政策部門等における勤務経験
を計画的に付与する。
外部人材については、最新の研究成果の取り込み等の観点からも、若手研究者等の任
期付職員としての採用や学界との交流に取り組む。
また、調査設計・集計・分析に高度な統計技術を必要とする重要統計には、当該統計
に関する豊富な知識経験を有するスペシャリストを計画的に育成する。
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ような人事運用・仕組み（処遇等）を検討する。
２．情報システムの適正化
毎月勤労統計等の事案で見られたように、改修などに対応できる者が限られ、また、
業務仕様を明記した資料が不十分であるなど、いわば「ブラックボックス化」している
システムの存在が確認された。
（改善策）
・ 「ブラックボックス化」しているシステムについては、仕様書等を早急に整備すると
ともに、容易に改修等ができるシステムへの計画的な移行を早急に検討する。
３．政府全体の統計ガバナンスの確立
各府省の統計作成プロセスの適正化を実現するため、総務省（統計委員会含む。）の関
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与・支援の在り方も見直し、政府全体としての統計に関するガバナンスの改善を図り、
そのための体制の整備等を行う。
（改善策）
＜調査計画の履行状況の確認＞
・ 総務省は、各府省が調査後に実施した点検・評価結果に基づき、自ら承認した調査計
画との整合性等を確認し、統計委員会に報告するとともに、必要に応じて調査計画の改
善を求める。
＜調査計画の承認審査の重点化＞
・ 調査計画は、報告者の信頼確保・負担軽減、調査の効率的な実施、統計の精度確保及
び調査結果の利活用増進に係る事項について重点的に記載・審査を行う一方で、その他
の事項については、承認後の状況変化に対応し得る記載を許容して調査実施後の点検・
評価において確認するなど、記載内容の見直しを実施する。
＜情報の共有・支援＞
・ 総務省は、各府省の協力を得て、困難事案の分析を行うとともに、各府省で発見され
た結果数値等の誤りに関する情報（原因、発見の端緒、再発防止策等）を収集分析して、
各府省に提供するなど、情報の収集・分析・共有を通じて、各府省の統計作成への支援
を行う。
＜統計の専門機関による各府省に対する支援＞
・ 統計の専門機関である総務省統計局、統計研究研修所、（独）統計センターは、各府省
の統計作成への積極的な支援（相談・支援窓口の設置、各府省への人材派遣、研修生の
受入れ、調査の共同実施、受託調査等）を行うこととし、そのための基盤を整備する。
・ 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
務スキルを認定することにより、各府省の計画的な人材育成や能力に応じた処遇等に活
用できるようにする。

Ⅳ．その他
１．フォローアップ
今回の第一次再発防止策については、今後、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 55 条
第１項の施行状況報告を活用するなどして、統計委員会において、継続的にフォローア
ップし、その結果を公表する。
このフォローアップにおいては、今回新たに導入する諸方策について、リスク（問題
発生の可能性や発生時の影響の大きさ）に見合ったものとなっているか、コストに見合
う効果が期待できるか等を確認し、対策の強化・中止の両面から見直しを検討するもの
とする。
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２．一斉点検結果を踏まえた個別統計の改善
（１）各府省の対応
一斉点検において、承認された調査計画との相違が確認された統計について、統計幹
事の下で、別紙の対応方針に沿って、改善を進める。
このうち、「１．調査計画の変更を要しない手順・手続の誤り」については、速やか
に改善を実施し、総務省を通じて統計委員会に報告する。
「２．調査計画との間に相違が確認されたもの」については、調査ごとの改善案（調
査実施方法・内容を改めて調査計画どおりに実施、調査計画を改正など）を検討し、令
和元年末までに総務省に報告する。
（２）総務省及び統計委員会の対応
総務省は、各府省から報告された個別改善案の内容を確認し、統計委員会に報告する
とともに、その概要を公表する。なお、個別改善案の履行状況については、総務省にお
ける調査計画の変更承認審査時や統計委員会における施行状況報告審議時等に確認する。
併せて、上記Ⅲ「３.政府全体の統計ガバナンスの確立」の改善策中の＜調査計画の承
認審査の重点化＞について検討する。
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別紙
一斉点検による事案の概要

対応方針

１．調査計画の変更を要しない手順・手続の誤り
・作業ミスによる結果数値等
・結果数値等の訂正・公表を速やかに実施
の誤り
・調査実施手順の細部の相違
・調査手順・手続を速やかに改善
・調査関連告示の未修正 等
２．調査計画との間に齟齬が確認されたもの
・集計予定のないものを誤って集計事項とした場
合には、計画から削除又は見直し
・集計事項の一部の未集計・
・結果数値の精度や秘匿の観点から公表に適さな
未公表【集計事項】
い集計事項は、計画からの削除又は見直し
・その他は、可能な限り速やかに集計・公表
・一部媒体による公表の未実 ・インターネットによる公表を原則として、印刷
施【公表の方法】
物はニーズが認められる場合に作成・提供

・公表の遅延【公表の期日】

・母集団情報の変更漏れ
【報告者】

・調査対象の縮減【調査の対
象となる母集団の地域的及
び属性的範囲。報告者】
・報告者数の増減【報告者】
・調査方法の相違【調査方
法】
・回答期限繰上げによる調査
期間の短縮【調査実施期
間】等

・遅延が繰り返して発生している調査は、その原
因に応じて、業務プロセスや体制の見直し、主
要項目に絞った速報値の公表等による遅延の解
消を検討。これらの対応によっても解消が困難
な場合、申請負担軽減対策（平成９年２月 10 日
閣議決定）に定める公表期限や利活用ニーズも
踏まえつつ、公表期日等の見直しを検討
・月次統計にもかかわらず、数か月に及ぶ遅延が
継続的に発生しているものは、月次統計の必要
性について再検討
・e-Stat 及び各府省のホームページにおいて、使
用する母集団情報の名称や年次等を掲載するこ
とを検討
・上記の掲載を実施している場合、計画には使用
している母集団情報の適切性を概括的に確認で
きる記載を検討
・「公的統計の品質保証に関するガイドライン」
（平成 22 年３月 31 日各府省統計主管課長等会議
申合せ）で求めている品質の表示を踏まえ、eStat 及び各府省のホームページにおいて、標本
設計や標本の規模等について、統一的な定義・
用語を用い、適時、明確に掲載することを検討
・報告者数（標本調査の場合は、通常、標本の規
模を意味する。）や調査方法等が継続的に計画と
相違している場合、個別に結果精度への影響や
報告者負担等の観点から計画の変更や記載内容
の見直しを検討
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基幹統計の点検結果の整理について
影響度による区分
Ⅰ 数値の誤りも利用上の支障も生じない
Ⅱ 数値の誤りは生じていないが、利用上の支障を来す
Ⅲ 利用上重大な影響は生じないと考えられる数値の誤り
Ⅳ 利用上重大な影響が生じると考えられる数値の誤り

令和元年５月16日
第４回点検検証部会資料

※「利用上重大な影響」とは、数値の誤りが発生した箇所が、
・ＳＮＡ、ＱＥその他重要な統計を作成する際の主要な材料
・国が交付する給付金等の金額の算定根拠
・重要な政策の立案・実施の根拠
・民間企業等の重大な意思決定の根拠
として直接的に用いられている場合（参考資料にとどまる場合は除く）で、誤りの内容がそれら
の作成・決定内容に影響を及ぼす可能性があると思われる場合

○結果数値の訂正が必要なもの
府省名

統計名

国土交通省 建設工事統計

事案の概要

事業者からの報告内容に誤記載があり、
実態より大きい値で公表

影響度

Ⅲ

影響の内容

対応方針又は対応状況

・内閣府が公表する「月例経済報告」で
は、本調査の「受注高」が利用されている
が、修正が発生した項目は利用していない
・平成31年1月24日及び2月20日に修
・外部からの本数値の使用を目的とした
正値について公表済
データ提供依頼はない
・内閣府の「国民経済計算」においても影
響がないことを確認

○計画上の集計事項の中に集計・公表されていないものがある
府省名

統計名

事案の概要
調査計画の集計事項一覧に、集計予定
のない事項を誤って記載していたため、当
該事項について集計及び公表を行ってい
ない
調査計画の集計事項一覧に、集計予定
のない事項を誤って記載していたため、当
該事項について集計及び公表を行ってい
ない

総務省

住宅・土地統計

総務省

経済構造統計

総務省

①調査計画の集計事項一覧に、集計予
定のない事項を誤って記載していたため、
当該事項について集計及び公表を行って
全国消費実態統計 いない
②調査の結果サンプル数が少なく結果精
度の面から集計・公表に適さないと判断し
たため、集計及び公表を行っていない

財務省

法人企業統計

年次別調査において、平成20年度から平
成29年度までの「損害保険業」の「配当
率」、「配当性向」、「内部留保率」が掲
載漏れ

１．「給料月額別職名別教員構成」を
特別支援学校全体のみ集計し、公表して
いたが、障害種別には集計、公表していな
かった

影響度

厚生労働省 毎月勤労統計

調査計画上集計・公表することとしていた
「産業、規模及び一人平均きまって支給
する給与階級別事業所数」を公表せず、
「事業所割合」で公表

対応方針又は対応状況

Ⅰ又はⅡ

調査計画から集計予定のない事項を除く
統括官室へ相談の上、総務大臣への変
変更申請手続が行われていなかった事案
更申請手続等必要な作業を実施する
であり、利用上の支障は生じない

Ⅰ又はⅡ

調査計画から集計予定のない事項を除く
統括官室へ相談の上、総務大臣への変
変更申請手続が行われていなかった事案
更申請手続等必要な作業を実施する
であり、利用上の支障は生じない

Ⅰ又はⅡ

①調査計画から集計予定のない事項を
除く変更申請手続が行われていなかった
事案であり、利用上の支障は生じない
統括官室へ相談の上、総務大臣への変
②調査の結果、結果精度の面から集計・
更申請手続等必要な作業を実施する
公表に適さないと判明したものを除く処理
をしたものであり、利用上の支障は生じな
い

Ⅰ又はⅡ

・左記の３つの比率は、既に公表している
「損害保険業」に係る「配当金」、「資本
金（期首・期末平均）」等から算出可能 掲載漏れとなっていたデータについて、平成
・掲載が漏れていた事項をe-Statへ追加 31年1月24日に財務省HPに掲載済
的に掲載するという事案であり、遡及改定 e-Statへは1月29日に掲載済
等の修正が必要となるものではなく、既存
のデータに対する影響はない

Ⅰ又はⅡ

１．特別支援学校の障害種別に係る集
計結果の掲載漏れによって影響が生じたと
１．集計の上、e-Statに掲載済
いう事案は特段認められず、当該事項に
係る調査票情報の提供申請もなかった

Ⅰ又はⅡ

２．刊行物への掲載が漏れていたもので
あるが、もともと調査計画で集計事項本 ２．刊行物への掲載の必要性を再検討
体と閲覧公表（インターネットのみに掲
しつつ、今後は調査計画に沿った掲載を
載）の両方に同じ事項を記載していたも 行う
の

文部科学省 学校教員統計
２．「短期大学」・「高等専門学校」にお
ける、「年齢区分別 専門分野別 本務
教員の自校出身者の占める比率」につい
て、刊行物には掲載していなかった

影響の内容

Ⅰ又はⅡ
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報告のあった事業所が特定される可能性
があるため、秘匿性確保の観点から「数」
秘匿処理の方法を検討の上、公表する
ではなく「割合」に変更したもの

1

府省名

統計名

国土交通省 建築着工統計

事案の概要

「用途別、構造別、大都市別表」等にお
いて、計画上の集計事項の集計を行って
いなかった

調査計画上、集計することとなっている車
鉄道車両等生産動 種別「改造」、「修理」の区分の合計であ
国土交通省
態統計
る「鉄道車両（改造・修理）車種別総
計」を、年報において作成していなかった

平成25年に調査計画を変更した際、統
計は最新の集計表で作成したが、35の集
経済産業省企業活
計表のうち１表については、過去の内容で
経済産業省
動基本統計
変更申請手続を行ったため、調査計画内
の１表が最新の内容でなくなっていた

影響度

影響の内容

対応方針又は対応状況

Ⅰ又はⅡ

当該事項の集計に必要なデータは、
集計したとしても建築物の特定を行いやす
く、公表の際には相当の秘匿処理を必要
とする可能性があることから、公表すること 当該集計表の必要性について検討
が必ずしも統計利用者の利便に資すると
は限らない

Ⅰ又はⅡ

平成21年度より改造・修理についてのみ
月次調査から四半期調査に変更したこと
により、四半期報における必要な統計表と
して、新たに「鉄道車両（改造・修理）
平成31年2月14日公表済
車種別総計」の作成を始めたが、年報に
おいては従来通り「鉄道車両（改造・修
理）車種別総計」の作成を行っていなかっ
た。

Ⅰ又はⅡ

調査計画中の表章様式の誤記載箇所を
修正する変更申請手続きが行われていな 平成29年６月に調査計画を変更し、現
かった事案であり、利用上の支障は生じな 在は最新の内容となっている
い

○都道府県における抽出作業の手順が、国が示した手順と細部において相違したもの
府省名

統計名

国土交通省 建築着工統計

事案の概要
一部の都道府県における抽出作業の手
順が、国土交通省が示している手順と細
部において相違していた（抽出の発出番
号や抽出間隔が異なる等）

影響度

Ⅰ又はⅡ

影響の内容

対応方針又は対応状況

一部都道府県（４県）において無作為
当該都道府県に対して改めて適切な手
抽出手順の細部が相違していたものであ
順で抽出するよう指示
り、利用上の支障は生じない

○その他手続等の問題があるもの（計画変更手続の未実施）
府省名

統計名

経済産業省 商業動態統計

事案の概要

標本抽出に用いる母集団名簿を平成24
年時点から平成26年時点の最新のもの
に変更したが、総務大臣への変更申請手
続が行われていなかった

影響度

Ⅰ又はⅡ

影響の内容

対応方針又は対応状況

・調査計画上に記載されている母集団と
実際に利用している母集団は異なることを
調査自体は適切に行われたが手続が漏
当該統計調査のＨＰに注記
れていた事案であり、利用上の支障は生じ
・調査計画上の母集団の記載を変更する
ない
申請手続きを早急に行う（総務省と相
談中）

○その他手続等の問題があるもの（告示が未修正）
府省名

統計名

国土交通省 建築着工統計

事案の概要

影響度

調査計画通りに調査は実施されたが、標
本抽出方法を示す告示において、必要な
修正が行われていなかった

Ⅰ又はⅡ

影響の内容
調査自体は適切に行われたが告示が修
正されていなかった事案であり、利用上の
支障は生じない

対応方針又は対応状況
「公的統計の整備に関する基本的な計
画」に基づき標本設計の変更を検討中で
あり、その結果を踏まえ対応

○その他手続等の問題があるもの（公表期日の遅延）
府省名

統計名

事案の概要

文部科学省 学校教員統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から約２か月遅延

文部科学省 社会教育統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から約3か月遅延

影響度

影響の内容

対応方針又は対応状況

Ⅰ又はⅡ

過去調査４回分（平成19年度調査以
降）の調査の公表日を確認したところ、中
調査計画記載の公表期日通り公表する
間報告において断続的に発生。確報は遅
延なし。（※３年に１回調査を実施）

Ⅰ又はⅡ

過去調査４回分（平成17年度調査以
降）の調査の公表日を確認したところ、中
調査計画記載の公表期日通り公表する
間報告において断続的に発生。確報は遅
延なし。（※３年に１回調査を実施）
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2

府省名

統計名

事案の概要

影響度

影響の内容
年報は平成26年以降、遅延、月報は平
成21年以降、遅延
※年報は平成22年分以降、月報は平成
21年分以降の調査の公表日を確認
昨年、公表の遅延改善等を目的として、
調査のオンライン化など調査方法を変更。
（平成30年１月総務省承認、平成31
年１月から実施済）

対応方針又は対応状況

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から
薬事工業生産動態
月報（平成30年1月）で約６か月の遅
厚生労働省
統計
延
年報（平成28年）で約９か月の遅延

Ⅰ又はⅡ

厚生労働省 医療施設統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から
静態調査で約２か月の遅延（平成29
年調査）

Ⅰ又はⅡ

静態調査は平成23年以降、遅延
※動態調査（平成30年10月分）につ 調査計画（公表の期日等）等の見直し
いては、遅延なし

厚生労働省 患者統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から２か月遅延（平成26年調査）

Ⅰ又はⅡ

平成23年以降、遅延

調査計画（公表の期日等）等の見直し

農林水産省 牛乳乳製品統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から確報が出ている平成29年の公
表の調査でみると、１～２日の遅延

平成18年以降、遅延

公表実態に合った期限に改めるべく、調
査計画の変更を申請
総務省統計委員会の点検検証部会での
再発防止、統計の品質向上等を目指し
た検証作業に積極的に協力

農林水産省 農業経営統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から確報が出ている平成29年度の
公表の調査で見ると、22調査区分のうち
12調査区分について調査計画上の公表
期日より1～5か月程度の遅延

Ⅰ又はⅡ

平成16年以降、遅延

公表実態に合った期限に改めるべく、調
査計画の変更を申請
総務省統計委員会の点検検証部会での
再発防止、統計の品質向上等を目指し
た検証作業に積極的に協力

平成29年速報について、平成30年１月
経済産業省企業活 中に公表する予定であったが、公表準備
経済産業省
動基本統計
中に調査対象企業の報告値に誤りがある
ことが判明したため、公表日が２日遅延

Ⅰ又はⅡ

平成30年２月２日に公表
速報の公表が２日遅れ（単発の事象） なお、平成30年速報については、平成
31年1月24日に公表している

国土交通省 建築着工統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から約６か月遅延

Ⅰ又はⅡ

確認できるのは
昭和45年分以降（補正調査結果）
公表期日の見直し
※建築物着工統計等については遅延なし

国土交通省 自動車輸送統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から約３か月遅延

Ⅰ又はⅡ

確認できるのは
平成6年4月分以降（月報）

公表期日の見直し

国土交通省 港湾統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から
・月報で約８か月遅延
・年報で約１か月遅延

Ⅰ又はⅡ

確認できるのは
平成元年1月分以降（月報）
平成28年分以降（年報）

公表期日の見直し

国土交通省 造船造機統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から
・月報で約１か月遅延
・四半期報で約１か月遅延

Ⅰ又はⅡ

確認できるのは
昭和46年1月分以降（月報）
平成21年第2四半期分以降（四半期
報）

公表期日の見直し

Ⅰ又はⅡ

確認できるのは
平成21年度第1四半期分以降（四半
期報）
平成28年度分以降（年報）

申請どおり公表の方針
・丁寧な督促を鋭意実施したことにより、
公表期日からの遅延が14日に縮小したこ
とから、引き続き、調査計画どおりの公表
に向け、鋭意督促を行っていく

平成20年、25年調査結果公表分

申請どおり公表の方針
・調査票回収、回答内容の審査等の各
業務を前倒しで行うとともに、調査結果の
審査等を合理化する

調査結果の公表が、調査計画上の公表
鉄道車両等生産動 期日から
国土交通省
態統計
・四半期報で約１か月遅延
・年報で約１か月遅延

法人土地・建物基
国土交通省
本統計

調査結果の公表が、調査計画上の公表
期日から
・速報で約１か月遅延
・確報で約３か月遅延

Ⅰ又はⅡ

Ⅰ又はⅡ

20

・調査客体を集約し、調査票収集を迅速化
・紙・電磁的記録媒体・オンラインのいずれで報告し
ても可としていたが、原則オンライン報告とし、エラー
チェック機能を拡充することにより、データ精査に要す
る期間を大幅に短縮
・紙調査票のデータ入力に要していた時間の短縮

3

○その他手続等の問題があるもの（公表方法の変更）
府省名

統計名

事案の概要

ガス事業生産動態
経済産業省
統計

計画上は、統計データを資源エネルギー庁
ホームページ及びe-Stat掲載することとし
ていたが、資源エネルギー庁ホームページに
は全データを掲載していたものの、e-Stat
には月報のみの掲載となっていた

国土交通省 自動車輸送統計

影響度

影響の内容

対応方針又は対応状況

Ⅰ又はⅡ

四半期結果の集計表のみ、e-statへの
掲載がされていなかったものであり、資源エ 判明後、直ちにe-Statにも全データを掲
ネルギー庁ホームページでの公表はされて 載
いる

計画上の公表方法（インターネット、印刷
物）のうち、実施していないものがある

Ⅰ又はⅡ

・印刷物での公表を行っていないことを当
月報をインターネット及び印刷物で公表す
該統計調査のＨＰに注記
るとしていたところ、印刷物のみ未実施
・計画を変更し、月報の印刷を廃止する

国土交通省 港湾統計

計画上の公表方法（インターネット、印刷
物）のうち、実施していないものがある

Ⅰ又はⅡ

・印刷物での公表を行っていないことを当
月報をインターネット及び印刷物で公表す
該統計調査のＨＰに注記
るとしていたところ、印刷物のみ未実施
・計画を変更し、月報の印刷を廃止する

国土交通省 造船造機統計

計画上の公表方法（インターネット、印刷
物）のうち、実施していないものがある

Ⅰ又はⅡ

月報及び四半期報をインターネット及び印 ・印刷物での公表を行っていないことを当
刷物で公表するとしていたところ、印刷物 該統計調査のＨＰに注記
のみ未実施
・計画を変更し、月報の印刷を廃止する

厚生労働省追加報告（賃金構造基本統計）
府省名

統計名

事案の概要

調査票の配布・回収方法
総務大臣の承認を受けた調査計画で
は、「調査員調査」で行うとされているが、
実際には配布・回収ともにほぼ全ての事業
所について「郵送調査」により実施されてい
た。

報告を求める期間
調査計画で定めた期間よりも、短い提
出期限を報告者に通知している例があっ
た。
厚生労働省 賃金構造基本統計 調査対象の範囲
調査計画では、調査対象範囲に日本
標準産業分類による「宿泊業，飲食サー
ビス業」を含めていたが、実際の調査では、
そのうち産業小分類766「バー，キャバ
レー，ナイトクラブ」については、抽出の母
集団から除外し、調査対象としていなかっ
た。
集計事項
調査計画では、集計することとされている
事項のうち、「企業規模５～９人」につい
て、集計結果は存在するものの統計表を
公表していないもの（（１）①ア（ケ）
職種、年齢階級別所定内給与額等、
（シ）初任給額等）、集計していないも
の（（１）①ア(ｵ)標準労働者の特定
年齢別所定内給与額分布、（ス）初任
給額の分布）があった。

影響の内容

対応方針又は対応状況

Ⅰ又はⅡ

・いつから郵送調査の導入を開始したのか
特定できず、調査方法の変更による調査
結果への影響についての判断は困難だ
が、最近の回収率は70％台で安定的に
推移しており、平成30年度で72.4%
・標準誤差率をみても、目標精度は概ね
達成できている（労働者数の少ない一部
の層を除く）

・調査精度の確保・向上及び調査の効率
的実施の観点から、郵送調査を原則とす
る一方、一括調査方式の導入等を実
施。一括調査方式においては、電子媒体
による調査票提出も可能とするよう措置
・複数の調査方法による回収状況や督促
履歴を厚生労働本省と都道府県労働局
との間でオンタイムで管理・共有する方策
を導入
・結果公表に当たり、これまでの調査方法
について調査計画との相違が生じていたこ
とや、回収率の推移等、結果利用上参
考となる情報提供を充実

Ⅰ又はⅡ

・結果数値に影響の出る事案ではない
が、調査計画では、「調査票を調査実施 ・提出期限を７月31日と明記した上で、
年の７月31日までに、都道府県労働局 厚生労働省から一括して調査票を配布
長に提出する」としていたが、これよりも早い し、統一する
提出期限を定めた例があった。

Ⅰ又はⅡ

・いつから除外を開始したのか特定できず、
調査対象除外としたことによる調査結果へ
の影響についての判断は困難だが、バー、
キャバレー等の労働者数が占める割合から
見て、除外によって結果に大きな影響を及
ぼすことはないと考えられる（宿泊業、飲
食サービス業に占めるバー、キャバレー等の
労働者数の割合：2.2%）

・令和元年調査においては「バー，キャバ
レー，ナイトクラブ」を調査対象に含めて
実施
・結果公表に当たっては、統計利用者に
対する丁寧な情報提供を実施

Ⅰ又はⅡ

・集計結果を公表していなかった事案であ
り、統計の利用において影響のある事案で
はないが、調査計画を変更するなどの判
断が行われないまま保留されていたもの。
・主要な統計表については、企業規模５
～９人についても公表されており、これら
未公表等の集計表に関する問い合わせ
等もこれまでなかったことから、未公表で
あったことによる大きな影響はないと考えら
れる。

・過去の調査分に関しては、統計的な見
地から集計結果を精査した上で、必要な
対応を検討するとともに、職種等を見直す
ことが予定されている2020年調査の調査
計画の変更の中での対応も含めて、適切
な対応を検討中。

影響度
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4

点検対象外の事案
府省名

総務省

統計名

小売物価統計

事案の概要

大阪府知事任命の（大阪市、枚方市及
び東大阪市の）統計調査員が不適切な
調査事務を行っていたため、該当品目の
平均価格に修正が発生

影響度

影響の内容

対応方針又は対応状況

Ⅲ

・不適切な事務処理があったのは、全国
約21万の価格データのうちの約180価格
（価格の訂正を行ったのは、約50価格）
・本調査結果を用いている消費者物価指
数の公表済数値に影響なし

・平成31年１月31日に全都道府県に
対して注意喚起の文書を発出
・大阪市、枚方市及び東大阪市の該当
品目に係る遡及集計を行い、平成31年
２月22日に遡及集計結果及び正誤表
を公表
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୍⯡⤫ィㄪᰝ䛾Ⅼ᳨䛻䛴䛔䛶

ͤ㒊㛗䛾ᣦ♧䛾ୗ䚸ົᒁ䛻䛶సᡂ

௧ඖᖺ㸳᭶㸯㸴᪥
➨㸲ᅇⅬ᳨᳨ド㒊㈨ᩱ

24

Ⓨ㜵Ṇ䛾ほⅬ䛛䜙Ⅼ᳨᳨ド㒊䛷☜ㄆ䛜ᚲせ

䐟୍㒊䛾㞟ィ⾲䛻䛚䛔䛶ᚲせ䛺ඖ᥎ィ䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛛䛳䛯䠄䠎ㄪᰝ䠅

2)ᢳฟ᪉ἲ➼䠄䠑ㄪᰝ䠅
ᩘㄪᰝ䜢ᶆᮏㄪᰝ䛻䛶ᐇ䚸
ᑡ䛺䛔ㄪᰝᑐ㇟ᩘ䛷ᐇ ➼

3)ㄪᰝ᪉ἲ䠄䠎ㄪᰝ䠅
ㄪᰝဨㄪᰝ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䜢
㒑㏦ㄪᰝ䛻䛶ᐇ

㞟ィ㡯䠄50ㄪᰝ䠅
䞉せ䛺㡯䜢ㄪᰝィ⏬䛻
グ㍕䚸㞟ィ῭㡯䜢ᮍබ
⾲ ➼
බ⾲᪉ἲ䠄9ㄪᰝ䠅
䞉⮬┬䠤䠬グ㍕῭䛷䛒䜛䜒䛾䛾䚸
e-Stat䜈䛾ᥖ㍕₃䜜 ➼

ㄪᰝᮇ㛫䚸ᥦฟᮇ㝈䚸ᇶ‽
᪥➼䠄40ㄪᰝ䠅
䞉㓄ᕸᮇ䜔ᅇᮇ䛾
㐜䜜 ➼
ሗ࿌㡯䠄5ㄪᰝ䠅
䞉᪂䛯䛻⏕䛨䛯䝙䞊䝈䛻ྜ䜟䛫
䛯ㄪᰝ㡯䛾㏣ຍ ➼

[ᙳ㡪ᗘ༊ศϨ䡚ϩ]

䛭䛾䠄4ㄪᰝ䠅
䞉᪥ᮏᶆ‽⏘ᴗศ㢮௨እ䛻⊂
⮬ศ㢮䜢⏝䛔䛶㞟ィ ➼

ᢳฟ᪉ἲ➼䠄31ㄪᰝ䠅
䞉ẕ㞟ᅋྡ⡙䛾᭱᪂ሗ
䜈䛾᭦᪂ ➼

ͤྛ┬䛛䜙䛾ሗ࿌⥲ᩘ䠍䠑䠐ㄪᰝ䠄㔜」ィୖ䛒䜛䛯䜑䚸ୖグ䛾ྜィ䛸୍⮴䛧䛺䛔䠅

䐟ᢸᙜᗓ┬䛻䛚䛔䛶ㄪᰝィ⏬䛹䛚䜚ᐇཪ䛿䝴䞊䝄䞊䝙䞊䝈➼䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷ㄪᰝィ⏬䛾ぢ┤䛧䚹⥲ົ┬䛻䛚䛔䛶ᑂᰝ䚸䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢ᐇ䛾䛖䛘䚸㒊䛻ሗ࿌
䐠⤫ィἲ䛻ᇶ䛵䛟ㄪᰝィ⏬䛾ᢎㄆ㡯䛾ぢ┤䛧䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ

ㄪᰝ᪉ἲ䚸ㄪᰝ⤌⧊䠄8ㄪᰝ䠅
䞉㒑㏦䛷䛿䛺䛟䜸䞁䝷䜲䞁䛷ᐇ䚸
୍㒊ᆅ᪉ᨭ㒊ᒁ䜢⤒⏤䛫䛪ᐇ

බ⾲㐜ᘏ䠄81ㄪᰝ䠅
䞉ㄪᰝ⚊䛾ᅇ㐜䜜䛻క䛖
බ⾲ᮇ᪥䛾㐜䜜 ➼

ͤ䛭䛾⤖ᯝᩘ್䛻ᙳ㡪䛾䛺䛔ᡭ⥆ୖ䛾ၥ㢟䛾䜏䛾ㄪᰝ䠄䠍䠎䠕ㄪᰝ䠅

䐟⤖ᯝ⢭ᗘ䜈䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶䚸Ⅼ᳨᳨ド㒊䛻䛚䛔䛶☜ㄆ䛜ᚲせ䚸䐠ㄪᰝィ⏬䛹䛚䜚ᐇཪ䛿䝴䞊䝄䞊䝙䞊䝈➼
䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷ㄪᰝィ⏬䛾ぢ┤䛧䚹

 䛂䝞䞊䚸䜻䝱䝞䝺䞊䚸䝘䜲䝖䜽䝷䝤䛃䚸䛂⮬ື㈍ᶵ䛃

1)ㄪᰝᑐ㇟䛾⠊ᅖ䠄䠐ㄪᰝ䠅
ㄪᰝᑐ㇟䛛䜙୍㒊䛾ᴗ✀䜢㝖እ

䛆䠐䞉䠑䝨䞊䝆ཧ↷䛇

䠏䠊ᙳ㡪ᗘ༊ศϨ䡚ϩ䠄ᩘ್䛾ㄗ䜚䛿⏕䛨䛶䛔䛺䛔䠅䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸⤖ᯝ⢭ᗘ䜈䛾ᙳ㡪䛾ほⅬ䛛䜙☜ㄆ䛜ᚲせ 䠍䠍ㄪᰝ

䐠ሗ࿌⪅䛾ㄗグධ䚸ཷクᴗ⪅䛾䝭䝇䚸䝥䝻䜾䝷䝮タィ䝭䝇➼䛻䜘䜛⤖ᯝᩘ್䛾ㄗ䜚䠄䠍䠐ㄪᰝ䠅

ゞṇᮍᐇ䛾ㄪᰝ䛿
㏿䜔䛛䛻ゞṇ䞉බ⾲
ͤᙜヱ⟠ᡤ䛿䚸SNA䚸⤥➼䛻┤᥋⏝䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛣䛸➼䛛䜙䚸㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

䠍䠒ㄪᰝ䠄䛖䛱䠍䠐ㄪᰝ䛿ゞṇ⤖ᯝබ⾲῭䠅

䠎䠊ᙳ㡪ᗘ༊ศϪ䠄⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᩘ್䛾ㄗ䜚䠅

䛆䠎䞉䠏䝨䞊䝆ཧ↷䛇

ヱᙜ䛺䛧

䠍䠊ᙳ㡪ᗘ༊ศϫ䠄⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛜⏕䛨䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᩘ್䛾ㄗ䜚䠅

䠍

ྛᗓ┬䛛䜙ሗ࿌䛜䛒䛳䛯䜒䛾䜢䛂ᙳ㡪ᗘ䛾༊ศ䠄䠑᭶䠕᪥Ⅼ᳨᳨ド㒊䠅䛃䠄㈨ᩱ䠍䠉䠍䠅䛻↷䜙䛧䛶ᩚ⌮䛩䜜䜀䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚

୍⯡⤫ィㄪᰝ䠄232ㄪᰝ䠅䛻㛵䛩䜛Ⅼ᳨䛻䛴䛔䛶
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䠑᭶䠍䠐᪥䛾୰ኸ
᭱ప㈤㔠ᑂ㆟
䛻ሗ࿌῭
ྠ᪥䚸ඖ᥎ィ䛧
䛯㞟ィ್䜢බ⾲
῭

䞉㈤㔠ᨵᐃ≧ἣㄪᰝ䛾䛖䛱䚸୍㒊䛾㞟ィ⾲䠄⏘ᴗู䛾㈤㔠ᘬୖ䛢䞉ᘬୗ䛢ᐇᴗᡤ䛾ྜ➼䠅䛷ඖ䜢
⾜䛳䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹
ͤ᭱ప㈤㔠䛿ᮏㄪᰝ䛾䜋䛛ᵝ䚻䛺䝕䞊䝍䚸せ⣲䜢⥲ྜⓗ䛻຺䛧䛶᭱ప㈤㔠ᑂ㆟䛻䛚䛔䛶ᑂ㆟䛧䚸Ỵ
ᐃཬ䜃ᨵṇ➼䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸᭱ప㈤㔠䛾Ỉ‽䛻ᙳ㡪䛿䛺䛔䠄୰ኸ᭱ప㈤㔠ᑂ㆟䛻䛚䛔䛶䜒
䛭䛾Ⅼ䛿ᢎ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䠅䚹

䞉ປົ㈝⋡ㄪᰝ䛾⤫ィ⾲䛾䛖䛱䚸䐟䛂ປົ㈝⋡䛻ಀ䜛⤫ィ⾲䛃䛻䛴䛔䛶䛿ඖฎ⌮䜢㐺ษ䛻⾜䛳䛶䛔䛯䚹䛧
䛛䛧䚸䐠䛂ୗㄳᴗ⪅ᩘูᵓᡂྜ䛃䚸䐡䛂☜ᐃಖ㝤ᩱ㢠ูᵓᡂྜ䛃ཬ䜃䐢䛂ᘏປാ⪅ᩘูᵓᡂྜ䛃
䛻䛴䛔䛶䛿䚸㞟ィసᴗ䛾䝏䜵䝑䜽䛜㊊䛧䛶䛔䛯䛣䛸䛻䜘䜚ඖฎ⌮䛜⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹
䈜⤫ィ⾲䛾䛖䛱䚸䐟䛂ປົ㈝⋡䛻ಀ䜛⤫ィ⾲䛃䛻㝈䜚䚸ປົ㈝⋡䠄ᘓタᴗ䛻䛚䛡䜛ㄳ㈇䛾ሙྜ䛾ປ⅏ಖ
㝤ᩱ䛾⟬ᐃ䛻⏝䛥䜜䜛䚹䠅䛾ᨵᐃ䛾ᇶ♏㈨ᩱ䛸䛧䛶⟇䛾⏬䞉❧䛻ά⏝䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛭䜜௨እ䛾䐠
䡚䐢䛾䠏⾲䛿䚸ᨻ⟇❧䚸ண⟬✚⟬䚸䛾ᣦᶆ䛾䛔䛪䜜䛻䛴䛔䛶䜒ά⏝䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹

᭱ప㈤㔠䛻㛵䛩䜛ᐇ
ែㄪᰝ䠄ཌ⏕ປാ┬䠅

ປົ㈝⋡ㄪᰝ
䠄ཌ⏕ປാ┬䠅

䠎

ᖹᡂ㻟㻝ᖺ㻠᭶㻞㻢᪥
䛷ṇㄗሗ䜢
බ⾲῭

ᑐᛂ

䛾ᴫせ

⤫ィㄪᰝྡ

䕿ඖ᥎ィ䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛛䛳䛯ㄪᰝ䠄䠎ㄪᰝ䠅

Ⅼ᳨⤖ᯝ䠖⤖ᯝᩘ್䛾ゞṇ䜢క䛖䜒䛾

Ⅼ᳨⤖ᯝ䠖⤖ᯝᩘ್䛾ゞṇ䜢క䛖䜒䛾

H31.4.26
H31.4.26
H31.3.7
H31.2.18
H31.4.18

R1.5.15

H31.4.26

H31.4.16

ሗ࿌⪅䠄ᆅ᪉⮬య䠅䛛䜙䛾ሗ࿌ㄗ䜚ཬ䜃⫋ဨ䛻䜘䜛㞟ィㄗ䜚䛻䜘䜚䚸㻝㻡⾲䛾䛖䛱䠍⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䚹Ⓨ
⏕ᩘ䛾䜟䛪䛛䛺ゞṇ䛷䛒䜚⟇➼䜈䛾⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
㻝㻞㻣⾲䠄㼑㻙㻿㼠㼍㼠䠅୰䛾䠍⾲䛻䛴䛔䛶䚸ሗ࿌᭩ᥖ㍕⤫ィ⾲䛾ᩘ್ㄗ䜚䚹䠄ㄪᰝ䛾⏝㡯┠䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸⏝ୖ㔜
䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䠅
ㄪᰝᑐ㇟䛾ሗ࿌ㄗ䜚䛻䜘䜚䚸㻝㻠㻥⾲䛾䛖䛱䠍⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䠄᳃ᯘ⤒Ⴀィ⏬䛾௳ᩘ䠅䚹┘╩ᣦ㔪➼䛾᳃ᯘ⤌ྜ
ไᗘ䛾ぢ┤䛧➼䛾ᇶ♏㈨ᩱ䛻⏝䛔䛶䛔䜛䛜䚸⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
ሗ࿌⪅䠄ᆅ᪉⮬య䠅䛛䜙䛾ሗ࿌ㄗ䜚䛻䜘䜚䚸㻝㻣㻟⾲䛾䛖䛱㻡㻣⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䚹㻿㻺㻭䛻୍㒊㡯┠䠄➉ᮦ䚸ᮌⅣ
䛾⏕⏘㔞䠅䛜䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸䜟䛪䛛䛺ゞṇ䠄➉ᮦ㻝㻘㻝㻥㻣䊻㻝㻘㻝㻥㻢༓᮰䚸ᮌⅣ㻝㻡㻘㻥㻠㻞䊻㻝㻡㻘㻥㻠㻝䝖䞁➼䠅䛷䛒䜛䛣䛸➼䛛䜙
㻿㻺㻭䛾⤖ᯝᩘ್䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛾⟇➼䜈䜒⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
ጤクᴗ⪅䛾䝥䝻䜾䝷䝮䝭䝇䛻䜘䜚䚸㻝㻡㻞⾲䛾䛖䛱䠐⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䚹ゞṇ䛧䛯㞟ィ⾲䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾䛾
⤫ィ䛾సᡂ䛾㝿䛻⏝䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䚸⟇➼䛾᰿ᣐ䛸䛧䛶⏝䛔䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨
䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
ሗ࿌⪅䠄ᆅ᪉⮬య䠅䛛䜙䛾ሗ࿌ㄗ䜚䛻䜘䜚䚸༢ᖺ䛾⿕ᐖ䜢♧䛩㻠㻠ᅗ⾲䛾䛖䛱㻞㻥ᅗ⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䚹Ỉᐖ⤫
ィ䛿䚸Ỉィ⏬䛾᳨ウ䛻䛒䛯䜚㐣ཤ䛾⿕ᐖ䛾ᐇ⦼䜢⾲䛩ཧ⪃ⓗ䛺ሗ䛸䛧䛶⏝䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚸ᖺ㛫⿕ᐖ
㢠䛻䛚䛡䜛㻜㻚㻝㻡㻑⛬ᗘ䛾ゞṇ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
ጤクᴗ⪅䛾⦅㞟సᴗ䛾ㄗ䜚䠄㈞䜚䛡సᴗ䛾䝭䝇➼䠅䛻䜘䜚䚸ヲ⣽∧㻝㻡㻠⾲䛾䛖䛱䠎⾲䚸ᴫせ∧㻟㻢⾲䛾䛖䛱䠑⾲
䜢ゞṇ䚹䛾ㄪᰝ➼䜈䛾ά⏝䛿☜ㄆ䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

㣗⫗᳨ᰝ➼ሗ㑏ඖㄪᰝ䠄䚺䠅

㈤㔠ᘬୖ䛢➼䛾ᐇែ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䠄䚺䠅

᳃ᯘ⤌ྜ୍ᩧㄪᰝ䠄㎰ᯘỈ⏘┬䠅

≉⏝ᯘ⏘≀⏕⏘⤫ィㄪᰝ䠄䚺䠅

ᅜ㈌≀⣧ὶືㄪᰝ䠄ᅜᅵ㏻┬䠅

Ỉᐖ⤫ィㄪᰝ䠄䚺䠅

⎔ቃ䛻䜔䛥䛧䛔ᴗ⾜ືㄪᰝ䠄⎔ቃ┬䠅

H31.3.15

ጤクᴗ⪅䛾䝥䝻䜾䝷䝮䝭䝇䛻䜘䜚䚸㻝㻥㻝⾲䛾䛖䛱㻢⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䚹ྲྀᚓᴗᡤ䛜ᑡ䛺䛔䠄䠍䠂ᮍ‶䛾䠅ಶู
ຍ⟬䛻㛵䛩䜛⤖ᯝ⾲䛷䚸㆟➼䛷䜒ά⏝䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

ୖ

ྠ

ປ㛵ಀ⥲ྜㄪᰝ䠄䚺䠅

H31.3.29
୍㒊බ⾲῭

㞟ィ୰

㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼ᚑ⪅ฎ㐝≧ἣ➼
ㄪᰝ䠄䚺䠅

ୖ

ྠ

㞟ィ୰

ඖ᥎ィసᴗ䛻ẖ᭶ປ⤫ィㄪᰝ䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䛔䜛䛯䜑㞟ィ䛜ᚲせ䚹⟇䛾ཧ⪃㈨ᩱ䛸䛧䛶⏝䛔䜛䜒䛾䛷
䛒䜚⟇Ỵᐃ䛾᰿ᣐ䛸䛧䛶┤᥋ⓗ䛻⏝䛔䜙䜜䛶䛿䛔䛺䛔䛯䜑䚸⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

㞠⏝ືྥㄪᰝ䠄ཌ⏕ປാ┬䠅

㞠⏝䛾ᵓ㐀䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ䠄䚺䠅

H31.4.8

ጤクᴗ⪅䛾䝥䝻䜾䝷䝮䝭䝇䛻䜘䜚䚸㻠㻞⾲䛾䛖䛱䠎⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䠄◊✲㈨㔠䛾㔠㢠䛻ಀ䜛㡯┠䠅䚹䛾⤫ィ
ㄪᰝ䜔ᴗົ➼䜈䛾ᙳ㡪䛿☜ㄆ䛥䜜䛶䛚䜙䛪⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

Ꮫ➼䛻䛚䛡䜛䝣䝹䝍䜲䝮⟬䝕䞊䝍䛻
㛵䛩䜛ㄪᰝ䠄䚺䠅

H31.3.29
୍㒊බ⾲῭

R1.5.15

ㄪᰝ䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅䛾䝥䝻䜾䝷䝮䝭䝇䛻䜘䜚䚸㻢㻡⾲䛾䛖䛱䠎⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䚹䛻┬ෆ䛷
⟇❧䛾ཧ⪃䛻⏝䛔䜙䜜䜛㈨ᩱ䛷䛒䜚⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

Ꮫ⾡ሗᇶ┙ᐇែㄪᰝ䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠅

ṇㄗබ⾲
H31.3.29

ͤά⏝䜈䛾ᙳ㡪䛿䛂ᙳ㡪ᗘ䛾༊ศ䛃䠄㈨ᩱ1-1䠅䛻↷䜙䛧䛶グ㍕

ㄳ㈇ᴗ⪅䛾䝥䝻䜾䝷䝮䝭䝇䛻䜘䜚䚸143⾲䛾䛖䛱䠍⾲䛾୍㒊㡯┠䜢ゞṇ䠄䛂ᑟධ䛧䛶䛔䜛䠥䡋䠰䛾䝅䝇䝔䝮䜔䝃䞊䝡
䝇䛃䜢ゞṇ䠅䚹䠯䠪䠝䞉䠭䠡䛾⏝㡯┠䛷䛿䛺䛟䚸⏝ୖ㔜䛺ᙳ㡪䛿⏕䛨䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

䛾ᴫせ

㏻ಙ⏝ືྥㄪᰝ䠄⥲ົ┬䠅

⤫ィㄪᰝྡ

䕿䛭䛾䛾⤖ᯝᩘ್ゞṇ䛜ᚲせ䛺ㄪᰝ䠄䠍䠐ㄪᰝ䠅

26

䠏

27

㻞㻕㻌ㄪᰝィ⏬
䜘䜚䜒ᶆᮏ
ᩘῶᑡ➼䛻
䛴䛺䛜䜛ᑐ
ᛂ䠄䠑ㄪᰝ䠅

1)ㄪᰝィ⏬
䛻グ㍕䛧䛯
ㄪᰝᑐ㇟䛾
୍㒊䜢ㄪᰝ
䛧䛶䛔䛺䛔
䠄䠐ㄪᰝ䠅

Ϲ䠅ィ⏬ୖ䛾ẕ㞟ᅋ
ሗ䜘䜚䜒䝞䞊䝆䝵䞁䛾
ྂ䛔䜒䛾䜢䛳䛯

䠐

ᒙู䛾㓄ศ䛻⏝䛩䜛ሗ䛷䛒䜚䚸㞟ィ䛻䜒ྠ䛨䜒䛾䛜⏝䛔
䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛷䚸᥎ィ䛾Ḟ㝗䜔೫䜚䜢⏕䛨䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹

ㄪᰝᆅⅬ䛾㑅ᐃ䛻䛒䛯䜚䚸ㄪᰝィ⏬䛷䛿䛂ᖹᡂ䠎䠓
ᖺᅜໃㄪᰝ䛻タᐃ䛥䜜䛯ㄪᰝ༊䛃䜢⏝䛔䜛䛸䛧䛶
䛔䛯䛜䚸ጤクᴗ⪅䛾䝅䝇䝔䝮䜈䛾䝕䞊䝍ධຊ䛜
ᐇᰝ䜎䛷䛻㛫䛻ྜ䜟䛺䛔䛣䛸䛛䜙䛂ᖹᡂ㻞㻞ᖺᅜໃㄪ
ᰝ䛻タᐃ䛥䜜䛯ㄪᰝ༊䛃䜢⏝䛧䛶䛔䛯䚹

㟷ᑡᖺ䛾䜲䞁䝍䞊䝛䝑
䝖⏝⎔ቃᐇែㄪᰝ
䠄ෆ㛶ᗓ䠅

䞉䛂ಖ㝤་⒪ᶵ㛵➼⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛃䛸䛂་⒪タ➼ㄪᰝ䛾⤖ᯝ
䜢ඖ䛻సᡂ䛩䜛ྡ⡙䛃䛸䛿䚸ᐇ㉁ⓗ䛻ྠ䛨⠊ᅖ䛾ᑐ㇟䠄ᅾᏯ
デ⒪䜢ẚ㍑ⓗከ䛟ᐇ䛧䛶䛔䜛୍⯡デ⒪ᡤ䠅䜢䜹䝞䞊䛧䛶䛔
䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ྡ⡙䜢ኚ᭦䛧䛶䜒䚸⿵㊊⋡䛾Ⅼ䛷ၥ
㢟䛿䛺䛔䚹
ᒙู䛾ᶆᮏ㓄ศ䛻⏝䛩䜛ሗ䛷䛒䜚䚸㞟ィ䛻䜒ྠ䛨䜒䛾䛜
⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛷䚸᥎ィ䛾Ḟ㝗䜔೫䜚䜢⏕䛨䜛䜒䛾䛷䛿䛺
䛔䚹

䞉᭱᪂≧ἣ䛜ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䛷䛒䜛䛂་⒪タㄪᰝ䛾⤖
ᯝ䜢ඖ䛻సᡂ䛩䜛ྡ⡙䛃䛷䛿䛺䛟䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䛾ሗ
䜢ᚓ䜙䜜䜛䛂ಖ㝤་⒪ᶵ㛵➼⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛃䜢ẕ㞟
ᅋྡ⡙䛸䛧䛶ά⏝䛧䛶䛔䛯䚹

䞉ෆ㛶ᗓ䛾䛂ᅜẸ⤒῭ィ⟬䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᮏㄪᰝ⤖ᯝ䛾୍㒊䛜
⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᙜヱ䛾ᑠศ㢮䜢ẕ㞟ᅋ䛛䜙㝖እ䛧䛯ᴗ
✀䛻ಀ䜛㒊ศ䛿⏝䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䜎䛯䚸ᮏ䛻㛵䛩䜛ㄪ
ᰝ⤖ᯝ䜢䚸ἲ௧䞉ண⟬䞉⛯➼䛾タィ䛻ά⏝䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛿䚸☜
ㄆ䛧䛯㝈䜚Ꮡᅾ䛧䛺䛔䚹
䞉་⒪ᮦᩱ䛾⏝≧ἣཬ䜃ᐇໃ౯᱁䜢ᢕᥱ䛧䚸デ⒪ሗ㓘ᨵᐃ
䛾ᇶ♏㈨ᩱ䜢ᚓ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ㄪᰝ䚹་⒪ᮦᩱ䛾⏝≧
ἣ䚸ᐇໃ౯᱁䛻䛴䛔䛶ྠ୍䛾ᢳฟ⋡䛷ᢳฟ䛥䜜䛯ྜ䜔ᖹ
ᆒ䛾䜏䛾ㄪᰝ䛷䛒䜛䛯䜑䚸ඖ䛿せ䚹

䛂ᐙ䝃䞊䝡䝇ᴗ䛃ཬ䜃䛂እᅜබົ䛃䛿ィ⏬ୖ䛻㝖እ䛩䜛᪨᫂
グ䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛜䚸ㄪᰝ䛾ᛶ᱁ୖ䚸ඖ䚻ᑐ㇟እ䛸䛧䛶䛔䜛䜒
䛾䛷䛒䜚䚸ㄪᰝᑐ㇟䛾ẕ㞟ᅋ䛛䜙䜒㝖እ䛧䛶䛔䜛䚹
䞉㝖እ䛧䛯ᑠศ㢮䛾ᴗᩘ䛜ศ㢮䛾ᴗయ䛻༨䜑䜛
ྜ䛿䠌䠊䠎䡚䠌䠊䠏䠂䛸ᴟ䜑䛶ᑠ䛥䛟䚸⤖ᯝ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛿㍍ᚤ
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

䛂䝞䞊䚸䜻䝱䝞䝺䞊䚸䝘䜲䝖䜽䝷䝤䛃䛾ᖖ⏝ປാ⪅ᩘ䛿䚸㞠⏝ື
ྥㄪᰝ䛾ㄪᰝᑐ㇟⏘ᴗ䛾ᴗᡤ䛷䛿య䛾㻜㻚㻟䠂䛷䛒䜚䚸⤖
ᯝయ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䛂䝞䞊䚸䜻䝱䝞䝺䞊䚸䝘䜲䝖䜽䝷䝤䛃䛾ᖖ⏝ປാ⪅ᩘ䛿䚸ປ㛵
ಀ⥲ྜㄪᰝ䛾ㄪᰝᑐ㇟⏘ᴗ䛾ᴗᡤ䛷䛿య䛾㻜㻚㻝䠂䛷䛒䜚䚸
⤖ᯝ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

⏕ά≧ἣ䛻㛵䛩䜛ㄪ
ᰝ䠄ෆ㛶ᗓ䠅

ಖ㝤་⒪ᮦᩱ➼⏝
≧ἣㄪᰝ䠄ཌ⏕ປാ
┬䠅

ϸ䠅ㄪᰝᐈయᩘ䛜ィ⏬䜘
䜚ከ䛛䛳䛯䛯䜑ᩘ
ㄪᰝ䛷䛿䛺䛟ᶆᮏㄪ
ᰝ䜢ᐇ

䞉ᨺᑕ⥺⒪タ䜢᭷䛧䚸䛛䛴୍⯡ᗋ䛜㻞㻜㻜ᗋ௨
ୖ䛾୍⯡㝔䛻䛴䛔䛶䚸⣙㻝㻘㻜㻜㻜タ䠄ᩘ䠅䛸䛾
ィ⏬䛻ᑐ䛧䚸᭱᪂䛾ẕ㞟ᅋ䛜㻝㻘㻟㻢㻝タ䛷䛒䛳䛯䛯
䜑↓సⅭᢳฟ䛧䛯㻝㻘㻜㻜㻜タ䜈䛾ᶆᮏㄪᰝ䜢ᐇ䚹

ᑠᴗ➼䛾䛖䛱䛂⮬ື㈍ᶵ䛻䜘䜛ᑠᴗ䛃䚸ᐟἩ
ᴗ➼䛾䛖䛱䛂䛭䛾䛾ᐟἩᴗ䛃㻔䠖Ꮫ⏕ᑅ䠅䚸ፗᴦᴗ
➼䛾䛖䛱䛂➇㍯䞉➇㤿➼䛾➇㉮ሙ䚸➇ᢏᅋ䛃䠄䠖䛝䜕
䛖⯋䠅䜢㝖እ䛧䛶ㄪᰝ䜢ᐇ䚹

ປ㛵ಀ⥲ྜㄪᰝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛻ຍ䛘䚸⏕ά
㛵㐃䝃䞊䝡䝇ᴗ➼䛾䛖䛱䛂ᐙ䝃䞊䝡䝇ᴗ䛃䚸䝃䞊䝡
䝇ᴗ➼䛾䛖䛱䛂እᅜබົ䛃䜒㝖እ䚹

ྠୖ

㈤㔠ᵓ㐀ᇶᮏ⤫ィㄪᰝヨ㦂ㄪᰝ䛿䚸ᮏయㄪᰝ䛾ᇶ♏㈨ᩱ䜢
ᚓ䜛䛯䜑䛾䠍ᅇ㝈䜚䛾ㄪᰝ䚹ᮏయㄪᰝ䛻䛚䛔䛶ᑐᛂணᐃ䚹

ᙳ㡪➼

ẕ㞟ᅋྡ⡙䛻䛴䛔䛶䚸䛂ఫẸᇶᮏྎᖒ䛻䜘䜛
㻴㻟㻜㻚㻝㻚㻝⌧ᅾ䛾ேཱྀ䛃䛻䜘䜚సᡂ䛩䜛䛸䛧䛶䛔䛯䛜䚸
ጤクᴗ⪅䛾䝅䝇䝔䝮䜈䛾䝕䞊䝍ධຊ䛜ᐇᰝ䜎䛷
䛻㛫䛻ྜ䜟䛺䛔䛣䛸䛛䜙䛂㻴㻞㻥㻚㻝㻚㻝⌧ᅾ䛾ேཱྀ䛃䛻䜘
䜚సᡂ䚹

୰ᑠᴗᐇែᇶᮏㄪ
ᰝ䠄⤒῭⏘ᴗ┬䠅

䠄ཌ⏕ປാ┬䠅

ປ㛵ಀ⥲ྜㄪᰝ

㞠⏝ືྥㄪᰝ䠄ཌ⏕
ປാ┬䠅

㣧㣗䝃䞊䝡䝇ᴗ➼䛾䛖䛱䛂䝞䞊䚸䜻䝱䝞䝺䞊䚸䝘䜲䝖
䜽䝷䝤䛃䜢ㄪᰝ䛫䛪䚹

㈤㔠ᵓ㐀ᇶᮏ⤫ィㄪ
ᰝヨ㦂ㄪᰝ䠄ཌ⏕ປ
ാ┬䠅

Ϲ䠅ᑠᴗ➼䛾䛖䛱䛂⮬
ື㈍ᶵ䛻䜘䜛ᑠ
ᴗ䛃➼䜢ㄪᰝ䛫䛪

ϸ䠅㣧㣗䝃䞊䝡䝇ᴗ➼䛾
䛖䛱䛂䝞䞊䚸䜻䝱䝞䝺䞊䚸
䝘䜲䝖䜽䝷䝤䛃䜢ㄪᰝ䛫
䛪

ᴫせ

⤫ィㄪᰝྡ

䛾ᴫせཬ䜃⤫ィㄪᰝྡ

Ⅼ᳨⤖ᯝ䠖⤖ᯝ⢭ᗘ䜈䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶☜ㄆ䜢せ䛩䜛ㄪᰝ

28

Ϻ䠅ㄪᰝᐈయᩘ䛜ィ⏬䜘
䜚䜒ῶᑡ

㻟㻕 ㄪᰝဨㄪᰝ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䜢㒑㏦ㄪ
ᰝ䛻ኚ᭦䠄䠎ㄪᰝ䠅

㻞㻕㻌ㄪᰝィ⏬
䜘䜚䜒ᶆᮏ
ᩘῶᑡ➼䛻
䛴䛺䛜䜛ᑐ
ᛂ䠄䠑ㄪᰝ䠅

ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䛻ㄪᰝ᪉ἲ䜢ㄪᰝဨ䞉㒑㏦ㄪᰝ䛛䜙㒑
㏦䞉䜸䞁䝷䜲䞁ㄪᰝ䛻ኚ᭦䚹

‴㐠㏦ᴗ㞠⏝ᐇ
ែㄪᰝ䠄ཌ⏕ປാ┬䠅

ᅜ㐨㊰䞉⾤㊰㏻
ໃㄪᰝ䠄ᅜᅵ㏻
┬䠅

ㄪᰝィ⏬ୖ䛿ㄪᰝဨㄪᰝ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸㒑㏦ㄪ
ᰝཬ䜃⫋ဨㄪᰝ䜒ే⏝䛧䛶ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹

⏕䝁䞁䜽䝸䞊䝖ὶ㏻⤫
ィㄪᰝ䠄⤒῭⏘ᴗ┬䠅

㻞㻜㻝㻣ᖺㄪᰝ䛛䜙ㄪᰝィ⏬䜢ኚ᭦䛧䛯㝿䚸୍㒊ရ┠
䛻䛴䛔䛶䚸ኚ᭦๓䛾ㄪᰝィ⏬䛾ᶆᮏᩘ䛷ㄪᰝ䛧䛯
䛣䛸䛻䜘䜚ㄪᰝᐈయᩘῶᑡ䠄⣙㻥㻣㻜䊻㻤㻠㻟䠅

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䚸ㄪᰝィ⏬䛻ᇶ䛵䛝୍ᐃ
つᶍ௨ୖ䛾⏕⏘㔞䜢ᣢ䛴ᴗ⪅䛿ᩘ䜢ᑐ㇟䛸䛩
䜉䛝䛸䛣䜝䚸๓䛾☜ㄆ䛻䛶䚸⏕⏘㔞䛜୍ᐃᮍ‶ཪ
䛿ᗫᴗ῭➼䛾䜒䛾䛿ㄪᰝᑐ㇟እ䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯䛜䚸
㻣㻟௳䛜ᚋⓗ䛻ㄪᰝᑐ㇟䠄୍ᐃ䛾⏕⏘㔞䛜䛒䜛䠅䛸
ุ᫂䚹⤖ᯝ䛸䛧䛶㻞㻠㻣㻟௳୰㻣㻟௳䛜ᮍ㏦䛸䛺䛳䛯䚹

≉ᐃస≀⤫ィㄪᰝ
䠄㎰ᯘỈ⏘┬䠅

䛾ᴫせཬ䜃⤫ィㄪᰝྡ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ୍ᩧⅬ᳨䛾ᣦ䜢㋃䜎䛘䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛛䜙ḟᅇ
ㄪᰝ᪉ἲ➼䛻㛵䛩䜛᭷㆑⪅㆟䜢㛤ദ䛧䛶䛚䜚䚸ḟᅇ௧䠎
ᖺ䛾ㄪᰝ䜎䛷䛻ㄪᰝィ⏬䛾ኚ᭦⏦ㄳ䜢㐺ษ䛻ᐇணᐃ䚹

䠑

ᖹᡂ㻞㻞ᖺㄪᰝ䛻䜸䞊䝖䝻䝑䜽䛾ᬑཬ䛻䜘䜛ᅇ⟅ධᡭ䛾ᅔ㞴
䛥䜔ゼၥㄪᰝ䛾⿕ㄪᰝ⪅䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ➼䛜ㄢ㢟䛸䛺䛳䛯䛯
䜑䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖⎔ቃ䛾ᬑཬ䜢㋃䜎䛘䛴䛴ㄪᰝົ䛾ຠ⋡
䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺㄪᰝ䛻ㄪᰝဨㄪᰝ䜢ᗫṆ䛧䚸䜸
䞁䝷䜲䞁ㄪᰝ䜢ᑟධ䛧䛯䚹

㒑㏦ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䜒䠔䜢㉸䛘䜛㧗䛔ᅇ⋡䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸≉
ẁ䛾ၥ㢟䛿⏕䛨䛶䛔䛺䛔䚹

䞉ィ⏬㏻䜚䛻ᩘㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘㄪᰝ䛾≧ἣ䜢㋃
䜎䛘䚸ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜䛯ᴗ⪅䛾⏕⏘⬟ຊ䛻┴ู䛾✌ാ⋡䜢
䛛䛡᥎ᐃฟⲴᩘ㔞䜢⟬ฟ䛧䛯⤖ᯝ䛸ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘㄪᰝྜィฟ
Ⲵᩘ㔞ᐇ⦼䛸ẚ㍑䛧䛯䛸䛣䜝䚸ᮍ㏦ศ䛾ᙳ㡪䛿య䛾㻝䠂
⛬ᗘ䛸᥎ィ䛷䛝䚸⤖ᯝ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛿㍍ᚤ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘㄪᰝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄪᰝィ⏬䛻ᇶ䛵䛝䚸ᩘㄪᰝ
䜢ᐇ䚹
䞉䛺䛚䚸ᮏㄪᰝ䛿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘㄪᰝ䜢䜒䛳䛶୰Ṇ䛧䛶䛔䜛䚹

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ⏘ㄪᰝ⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䐟ᖹᡂ㻞㻤ᖺ⏘ㄪᰝ䛷䛿㐺
ṇ䛸䛥䜜䛶䛔䛯ㄪᰝ᪉ἲ䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚸䐠༑ศ䛺⢭
ᗘ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛚䜚䚸ᨻ⟇䜈䛾ᙳ㡪䛜⏕䛨䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸බ
⾲⤖ᯝ䜢ゞṇ䛩䜛ᚲせ䛿䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

Ⅼ᳨⤖ᯝ䠖⤖ᯝ⢭ᗘ䜈䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶☜ㄆ䜢せ䛩䜛ㄪᰝ䠄๓㡫⥆䛝䠅

ᇶᖿ⤫ィㄪᰝಀࡿ᭩㠃ㄪᰝ⚊࠙ᵝᘧࠚ

ᇶᖿ⤫ィㄪᰝࡢྡ⛠

ᗓ┬ᗇ➼ྡ㸦ᢸᙜㄢᐊྡ㸧 

ͤ ௨ୗࡢ㡯ࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕ⟠ࡢࠖڧᡤࡘ࠸࡚ࡣヱᙜࡍࡿࡇࢁࢳ࢙ࢵࢡ㸦ڦ㸧ࢆࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᡤᐃࡢ⟠ᡤグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᮏㄪᰝ⚊ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ᮎⅬ࠾
࠸࡚☜ሗࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ┤㏆ࡢㄪᰝࡢᐇ≧ἣࢆᇶグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸯 ⤫ィㄪᰝಀࡿᇶᮏⓗ㡯
ձసᡂࣉ
ㄪᰝᑐ㇟ ᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࠝڧᅜ ୍ڧ㒊ᆅᇦ㸦   㸧
ࠞ
ࣟࢭࢫࡢ
ࡢ⠊ᅖ
ᒓᛶⓗ⠊ᅖࠝڧୡᖏ࣭ಶே ڧᴗ࣭ἲே ڧᴗᡤ 
ᴫせ
ࡢࡑڧ㸦    㸧
ࠞ
ᩘㄪ
ᰝ࣭ᶆᮏ
ㄪᰝࡢู
➼

ㄪᰝ⣔⤫
ㄪᰝ⚊ࡢ
㓄ᕸ࣭ᅇ
᪉ἲ
⏬࣭ᐇ
ᰝ࣭ᑂᰝ
➼ࡢᐇ
ᶵ㛵➼

ڧᩘㄪᰝ
ڧᶆᮏㄪᰝࠝ↓ڧసⅭᢳฟ ڧ᭷ពᢳฟࠞ
ࠝẕ㞟ᅋሗ㸸                      ࠞ
୍ࡕ࠺ڧ㒊ࡢᒙࡀᩘㄪᰝ࡛࠶ࡿ
ࠝᩘㄪᰝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᒙ㸸                ࠞ

㓄
ڧㄪᰝဨㄪᰝ ڧ㒑㏦ㄪᰝ ࣥࣛࣥ࢜ڧㄪᰝ ࡢࡑڧ㸦    㸧
ᕸ
ᅇ ڧㄪᰝဨㄪᰝ ڧ㒑㏦ㄪᰝ ࣥࣛࣥ࢜ڧㄪᰝ ࡢࡑڧ㸦     㸧

ィ᪉ᘧࡢሙྜЍڧ
یヱᙜࡍࡿḍࠕࢆࠖەࡍࠋ



⏬㻌

ᶆᮏ㻌
ᢳฟ㻌

ᐇᰝ㻌

ධຊ㻌

➢ྕ㻌
䛡㻌

ᑂᰝ㻌

㞟ィ㻌

බ⾲㻌

ᮏᗓ┬㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

ᆅ᪉ᨭศ㒊ᒁ㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠄⊂䠅⤫ィ䝉䞁䝍䞊㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

ᕷ⏫ᮧ㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

Ẹ㛫ᴗ⪅㻌
㻌

㻌
㻌

㻌
㻌

㻌

㻌
㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌
㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

༊ศ㻌

䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌
䠄┤㏆䛾ㄪᰝ䛾ᐇ⦼䠅㻌

㸦ὀ㸧ࠕࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠖḍࡣࠊྛᴗົࡢᮇࠊᮇ㛫 㸸ࠐ᭶ࡽࠐ᭶ࡲ࡛ࠊࠐ᭶
ࢆグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋྛᴗົࡢᮇࠊᮇ㛫ࡣ㔜」ࡋ࡚࠸࡚ࡶࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋ

ղㄪᰝࡢ
࿘ᮇ
ճㄪᰝ⚊
ࡢᵓᡂ


✀ۑ㢮
㸦࡞ㄪᰝ⚊㸸ۑۑㄪᰝ⚊ࠊۑۑㄪᰝ⚊ࠊۑۑㄪᰝ⚊㸧
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մᅇ⋡
ࡢ᥎⛣

༊ ศ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ㄪᰝᑐ㇟ᩘ D 











ᅇᩘ E 











ᅇ⋡ ED㸧











༊ ศ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ᖹᡂ  ᖺ

ㄪᰝᑐ㇟ᩘ D 











ᅇᩘ E 











ᅇ⋡ ED㸧











 یᅇᩘ௦᭰ᶆᮏࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ Ѝ ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵڧ ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵڧ
㸦ὀ㸧㸯 ␗࡞ࡿᒓᛶⓗ⠊ᅖࢆᑐ㇟ㄪᰝࢆᐇ㸦㸸ୡᖏᴗࢆᑐ㇟ᐇ㸧ࡋ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀศࡅ࡚సᡂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸰 ᅇ⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡼࡾグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ 㸯ᖺᮍ‶ࡢ࿘ᮇ࡛⾜ࢃࢀࡿㄪᰝ㸦᭶ḟㄪᰝࠊᅄ༙ᮇㄪᰝ➼㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㹼
 ᖺࡢᖺᖹᆒᅇ⋡

ղ  ᖺḟ࣭㝸ᖺㄪᰝࠊ࿘ᮇㄪᰝ㸦㸱ᖺ࿘ᮇ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㹼 ᖺ࠾ࡅࡿᐇᖺ
ࡢᅇ⋡㸦ᮍᐇᖺࡢḍࡣࠕ㸫ࠖࢆグ㍕㸧
ࠋ㸳ᖺ࿘ᮇࡣࠊ┤㏆㸰ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ
௨๓࡞ࡿሙྜࡶྵࡴ㸧ࡢᅇ⋡


յண⟬㢠

ͤ᥎⛣ࡀࢃࡿࡼ࠺㐣ཤ  ᖺᗘศࡢண⟬㢠ࢆࢢࣛࣇ࡛ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࢆࣉࣟࢵࢺ
 㸦ୗᅗࡣࠊ༓༢࡛సᡂࡋࡓࢢࣛࣇࡢ࣓࣮ࢪ㸧













㸦༓㸧
66,500

ண⟬㢠

66,265

66,265

66,265

66,000
65,500

65,468

65,198

65,468

65,198

65,468

65,198

65,198

65,000
64,500








㸰 Ⓨ㜵Ṇಀࡿྲྀ⤌
ձ  ࢳ࢙ࢵࢡ࣭ᑂᰝ㸦ᐇᰝࠊᑂᰝࠊ㞟ィࡢྛẁ㝵㸧
ϸ㸧ᐇᰝẁ㝵࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡ
یㄪᰝ⚊ࡢグ㍕ෆᐜࡢ☜ㄆ
ᐇࡋ࡚࠸ࡿㄪᰝ᪉ἲࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊᙜヱㄪᰝ᪉ἲࡼࡾᚓࡽࢀࡓㄪᰝ⚊ࡢグ㍕ෆᐜࡢ☜ㄆ
ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌
ㄪᰝ᪉ἲ
ㄪᰝ⚊ࡢグ㍕ෆᐜࡢ☜ㄆࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌
ڧㄪᰝဨㄪᰝ
ڧㄪᰝဨ㸦ጤクᴗ⪅ࡢㄪᰝဨࢆྵࡴࠋ
㸧
࣭ᣦᑟဨࡼࡿ┠ど
ڧጤクᴗ⪅ࡼࡿ┠ど
ڧ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡼࡿ┠ど
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ࡢࡑڧ㸦       㸧
ڧጤクᴗ⪅ࡼࡿ┠ど
ڧ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡼࡿ┠ど
ࡢࡑڧ㸦       㸧
ࣥࣛࣥ࢜ڧㄪᰝ ڧグධ₃ࢀࡢࢳ࢙ࢵࢡэڧㄪᰝ㡯ࡢ㒊
ڧㄪᰝ㡯ࡢ୍㒊
㸦㟁Ꮚㄪᰝ⚊࠾
ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢳ ࢡࢵ࢙ࢳࢪࣥࣞڧ
ࢡࢵ࢙ࢳࢫࣟࢡڧ
࢙ࢵࢡ㸧
ࡢࡑڧ㸦     㸧
ࡢࡑڧ
㸦ྲྀ⤌ෆᐜࢆグ㍕㸧
ڧ㒑㏦ㄪᰝ

   㸦ὀ㸧
ࠕࣞࣥࢪࢳ࢙ࢵࢡࠖࡣࠊ౯᱁࡞ࡢࡼ࠺㏻ᖖࡢ್ᖜ➼ࡀ࠶ࡿሙྜࠊᅇ⟅ᩘ್ࡀ୍ᐃࡢチᐜ
⠊ᅖෆ࠶ࡿྰࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡶࡢࠋ
     ࠕࢡࣟࢫࢳ࢙ࢵࢡࠖࡣࠊྛㄪᰝ㡯┠㛫ࡢ㛵㐃ᛶ╔┠ࡋࠊࡑࡢグධෆᐜࡢ▩┪ࡸྜ⌮ࢆࢳ
࢙ࢵࢡࡍࡿࡶࡢࠋ


Ϲ㸧ಶ⚊ࢹ࣮ࢱࡢᑂᰝẁ㝵࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡ
 یᑂᰝẁ㝵࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡࡢᐇ≧ἣ
ಶ⚊࣮࣋ࢫࡢㄪᰝ㡯ࡢᑂᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ
   ڧᐇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡿࡼ࣒ࣛࢢࣟࣉ࣒ࢸࢫࢩڧᑂᰝࢆᐇ
     ┠ڧどࡼࡿᑂᰝࡢࡳᐇ㸦⌮⏤㸸              㸧
ڧᐇࡋ࡚࠸࡞࠸
  㸦⌮⏤㸸                          㸧

㻌 㸦ࢩࢫࢸ࣒࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿᑂᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧
䛊䝏䜵䝑䜽䛾ෆᐜ䛋㻌
䕿䕿ㄪᰝ⚊㻌
ㄪᰝ㡯䠖䠑䠌㡯┠㻌
༊ศ

ㄪᰝ㡯ࡢ㏻ࡋ␒ྕ
ձグධ₃ࢀࡢࢳ࢙ࢵࢡ

ࢳ࢙ࢵ ղࣞࣥࢪࢳ࢙ࢵࢡ
ࢡ᪉ἲ ճࢡࣟࢫࢳ࢙ࢵࢡ
ࡑࡢ
ձ㹼ճࡢィ

᳨ฟ⥲ᩘ
㸦ᴫᩘ㸧

ࢳ࢙ࢵࢡ᭷ࡢ㡯┠ᩘ
㸭㡯┠ᩘ ͤ㸯

᳨ฟ⥲ᩘࡢㄝ᫂ ͤ㸰

㸲㸷㸭㸳㸮





㸰㸮㸭㸱㸳



㻌

㸲㸮㸭㸳㸮



㻌





㻌

㸯㸮㸷㸭㸯㸱㸳






㸦ὀ㸧ㄪᰝ⚊ࡈㄪᰝ㡯ࡢ㏻ࡋ␒ྕ㸦㸯ࠊ㸰ࠊ͐㸧ࢆࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࢳ࢙ࢵࢡ᪉ἲ
ᛂࡌ࡚グ㍕࣭ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࢆῧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊㄪᰝ⚊ࡈᮏ⾲ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿᡤᐃ
㡯㸦ࠕࢳ࢙ࢵࢡ᭷ࡢ㡯┠ᩘ㸭㡯┠ᩘࠖࠕ᳨ฟ⥲ᩘ㸦ᴫᩘ㸧ࠖ㸧ࢆグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ͤ㸯 㡯┠ᩘࡣࠊࣞࣥࢪࢳ࢙ࢵࢡ࡞ヱᙜࡢ࢚࣮ࣛࢳ࢙ࢵࢡࡢᑐ㇟࡞ࡾᚓ࡞࠸㡯ࡣ㝖እࡋ࡚⟬
ฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢሙྜࠊ㝖እࡋࡓ⌮⏤ࢆ᫂グࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ͤ㸰 ᳨ฟ⥲ᩘࡢㄝ᫂ḍࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊ᳨ฟ⥲ᩘࡀࡢࡼ࠺࡞್ࡢㄝ᫂㸦ึᅇࢳ࢙ࢵࢡࡢ᳨
ฟ௳ᩘࠊྛᅇࢳ࢙ࢵࢡࡢ⣼ィ ࡞㸧ࢆグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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ࠝᑂᰝẁ㝵࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡᐇࡢ⪃࠼᪉ࠞ㻌
ࡢࢡࢵ࢙ࢳ࣮࢚ࣛ یᑐ㇟࡞ࡾᚓ࡞࠸㡯ࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤
༊ศ
⪃࠼᪉
㸦㸧ࣉࣞࣉࣜࣥࢺࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ
グධ₃ࢀࡢࢳ࢙ࢵࢡ

㸦㸧ᩘ್௨እࢆグධࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵ
ࣞࣥࢪࢳ࢙ࢵࢡ

㸦㸧㡯┠࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵヱᙜ࡞ࡋ
ࢡࣟࢫࢳ࢙ࢵࢡ


ࡢࢡࢵ࢙ࢳ࣮࢚ࣛ یᑐ㇟࡞ࡾᚓࡿࡀ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⌮⏤
༊ศ
⪃࠼᪉
グධ₃ࢀࡢࢳ࢙ࢵࢡ 


ࣞࣥࢪࢳ࢙ࢵࢡ


ࢡࣟࢫࢳ࢙ࢵࢡ


ࡢࡑ یࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢෆᐜ⪃࠼᪉
 㸦ෆᐜ㸸                                㸧
 㸦⪃࠼᪉㸸                               㸧


᳨ࠝฟࡉࢀࡓࡶࡢࡢฎ⌮ࡘ࠸࡚ࠞ
࡛ࢡࢵ࢙ࢳ࣮࢚ࣛ ی᳨ฟࡉࢀࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡛⩏↷ࡢᑐ㇟ࢆ㑅ᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
   


࡛ࢡࢵ࢙ࢳ࣮࢚ࣛ ی᳨ฟࡉࢀࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊ☜ㄆࠊゞṇࠊ㝖እ➼ࡢฎ⌮ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡣ
࠶ࡿࠋ
ࡿ࠶ڧ㸦ෆᐜ㸸                         㸧
࠸࡞ڧ
ࠝᑂᰝẁ㝵࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡࡢ࣮ࣝࣝࠞ㻌
 یࡢᶵ㛵㸦⤫ィࢭࣥࢱ࣮ࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊẸ㛫ᴗ⪅➼㸧࠾࠸࡚࢚࣮ࣛࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊࢳ࢙ࢵࢡࡢ᪉ἲ㸦ࣞࣥࢪࢳ࢙ࢵࢡࠊࢡࣟࢫࢳ࢙ࢵࢡ➼㸧ࡸෆᐜ㸦ࣞࣥࢪࡢᖜ
➼㸧ࡣࠊ࣐ࢽࣗࣝࠊᣦ♧᭩ࠊᵝ᭩➼ᐃࡵ࡚࢚࣮ࣛࢳ࢙ࢵࢡᐇᶵ㛵⤫୍ⓗ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
   ࡢࢡࢵ࢙ࢳڧ᪉ἲࠊෆᐜࡶᐃࡵ࡚࠸ࡿ
   ࡢࢡࢵ࢙ࢳڧ᪉ἲࡢࡳᐃࡵ࡚࠸ࡿ
ڧᐃࡵ࡚࠸࡞࠸㸦ᆅ᪉බඹᅋయࠊཷクᴗ⪅➼ࡢุ᩿ࡼࡾᐇ㸧
Ϻ㸧㞟ィẁ㝵࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡ
 ی㞟ィࡉࢀࡓ㞟ィ⾲ࡢṇ☜ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ
    ڧᐇࡋ࡚࠸ࡿ
ࢡࢵ࢙ࢳࡿࡼ࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣒ࢸࢫࢩڧ
┠ڧどࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡࡢࡳᐇ㸦⌮⏤㸸           㸧
ڧᐇࡋ࡚࠸࡞࠸
      㸦⌮⏤㸸                         㸧
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㸦ࢩࢫࢸ࣒࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧

㸦
ࠕᐇࡋ࡚࠸ࡿࠖሙྜࠊヱᙜࡍࡿࡶࡢࡍ࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
ࢳ࢙ࢵࢡࡢ᪉ἲ
ᐇ≧ἣࡢ᭷↓
⌮⏤
⾲ෆ᳨⟬㸦⾲ෆ࡛ㄽ⌮▩┪ࡀ ڧ᭷ Ѝ㸯㸮⾲㸯㸮⾲

࡞࠸㸧
↓ڧ
⾲㛫↷ྜ㸦⾲㛫࡛ㄽ⌮▩┪ࡀ ڧ᭷ Ѝ 㸱⾲㸳⾲

࡞࠸㸧
↓ڧ
⣔ิࢳ࢙ࢵࢡ㸦㐣ཤࡢ⤖ᯝ ڧ᭷ Ѝ㸯㸮⾲㸯㸮⾲

ࡢẚ㍑㸧
↓ڧ
㛵㐃⤫ィࡢẚ㍑㸦Ẹ㛫ࢹ࣮ ڧ᭷ Ѝ 㸱⾲㸱⾲

ࢱ➼ࡢࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑㸧 ↓ڧ
  
㸦ὀ㸧
ࠕᐇ≧ἣࡢ᭷↓ࠖḍࡣࠊࢳ࢙ࢵࢡࡢ᪉ἲࡀ㐺⏝ྍ⬟࡞㞟ィ⾲ࡢᩘࢆศẕ㸦ྑഃ㸧ࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㞟ィ⾲ࡢᩘࢆศᏊ㸦ᕥഃ㸧グ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ศẕศᏊࡢ㞟ィ⾲ࡢᩘᕪࡀ࠶ࡿሙྜࡣࡑࡢ⌮⏤ࢆࠕ⌮⏤ࠖḍグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ࠝ㞟ィẁ㝵࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡࡢ࣮ࣝࣝࠞ㻌
 یࡢᶵ㛵㸦⤫ィࢭࣥࢱ࣮ࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊẸ㛫ᴗ⪅➼㸧࠾࠸࡚࢚࣮ࣛࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊࢳ࢙ࢵࢡࡢ᪉ἲ㸦⾲ෆ᳨⟬ࠊ⾲㛫↷ྜ➼㸧ࡸෆᐜ㸦⾲㛫↷ྜࢆᐇࡍࡿ㡯┠
➼㸧ࡣࠊ࣐ࢽࣗࣝࠊᣦ♧᭩ࠊᵝ᭩➼ᐃࡵ࡚࢚࣮ࣛࢳ࢙ࢵࢡᐇᶵ㛵⤫୍ⓗ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
   ࡢࢡࢵ࢙ࢳڧ᪉ἲࠊෆᐜࡶᐃࡵ࡚࠸ࡿ
   ࡢࢡࢵ࢙ࢳڧ᪉ἲࡢࡳᐃࡵ࡚࠸ࡿ
ڧᐃࡵ࡚࠸࡞࠸㸦ᆅ᪉බඹᅋయࠊཷクᴗ⪅➼ࡢุ᩿ࡼࡾᐇ㸧

ղ ጤクᴗ⪅ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢᒚ⾜☜ㄆ
ࠝጤク
ᴗ⪅ࡢ
ࡢᒚ⾜☜ㄆࠞ
ࠞ
㸦ጤクᴗ⪅ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ௨ୗࢳ࢙ࢵࢡ㸧
ϸ㸧
ࠕ⤫ィㄪᰝ࠾ࡅࡿẸ㛫ᴗ⪅ࡢά⏝ಀࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ྛᗓ┬⤫ィ
⟶ㄢ㛗➼㆟⏦ྜࡏ㸧
㸦௨ୗᮏ㡯࠾࠸࡚ࠕ࢞ࢻࣛࣥࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᐇ≧ἣ

 یጤクᑐ㇟ᴗົ㸦                              㸧

 یᴗົ㐙⾜⬟ຊ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㑅ᐃ᪉ἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦࢞ࢻࣛࣥϪ㸯࢘㸧
ڧ౯᱁ࡼࡿ➇தධᮐ᪉ᘧ
ྜ⥲ڧホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ
ࡢࡑڧࡢ㑅ᐃ᪉ἲ㸦             㸧

  یᴗົࡢᐇ≧ἣᢕᥱࡢࡓࡵ᥇ࡗ࡚࠸ࡿᥐ⨨ࡢ᭷↓㸦࢞ࢻࣛࣥϪ㸲  㸧
          ڧ᭷ ↓ڧ
  㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࠊヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
  ڧᐃᮇⓗཪࡣ㝶ࡢሗ࿌ࡢồࡵ
ڧጤクᴗ⪅ᑐࡍࡿ┘ᰝ
ࡢࡑڧ㸦             㸧
 
ࣥࣛࢻ࢞ یϪ㸲  ձᥖࡆࡿ௨ୗࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚㐩ᡂ≧ἣ☜ㄆࡢ᭷↓
          ڧ᭷ ↓ڧ
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  㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࠊヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
    㸦ඹ㏻㸧
ڧㄪᰝ⚊ࡢㄗ㏦➼ࡢ≧ἣ
ڧㄪᰝ㡯┠ูࡢᮍグධཬࡧഛࡢ≧ἣ
ڧㄪᰝ㛤ጞࡽㄪᰝᮇ㝈ࡲ࡛ࡢ୍ᐃࡢⅬ࠾ࡅࡿᅇ≧ἣ
↷ڧᑐᛂࡢ≧ἣཬࡧຠᯝ㸦⩏↷⋡➼㸧
╩ڧಁࡢᐇ≧ἣཬࡧຠᯝ㸦╩ಁᚋᅇ⋡➼㸧
ڧ㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ㸦ㄪᰝᑐ㇟ྡ⡙ࠊಶูࢹ࣮ࢱࠊ㞟ィࢹ࣮ࢱ➼㸧ࡢ⟶⌮≧ἣ
㸦ㄪᰝဨㄪᰝࡢࡳ㸧
ڧㄪᰝဨࡢ☜ಖཬࡧཷクᴗ⪅ࡢᴗົ⟶⌮యไ
ڧㄪᰝဨࡢᣦᑟ≧ἣ
ڧሗ࿌⪅ࡢゼၥ≧ἣ
ڧᅾ➼ࡢሙྜ࠾ࡅࡿゼၥࡢᐇ≧ἣ

ࣥࣛࢻ࢞ یϪ㸲  ᥖࡆࡿ㡯ࢆᵝ᭩➼࠾࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿ
   ڧᐃࡵ࡚࠸ࡿ ڧᐃࡵ࡚࠸࡞࠸
            㸦⌮⏤㸸                          㸧


ࣥࣛࢻ࢞ یϪ㸳  ᥖࡆࡿጤク㛵ࡍࡿ⚗Ṇ㡯ࢆ㑂Ᏺࡋࠊጤクࡢ᮲௳ࠊᡭ⥆ࠊ
ጤクඛࡢᴗົᣦ♧ࡢ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࠊዎ⣙᭩➼᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
   ࠸࡞࠸࡚ࡋڧ ࡿ࠸࡚ࡋڧ
           㸦⌮⏤㸸                       㸧


ࠝᆅ᪉බඹᅋయࡢᒚ⾜☜ㄆࠞ
㸦ᆅ᪉බඹᅋయࢆ⤒⏤ࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ௨ୗࡘ࠸࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
ϸ㸧ᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ᴗົᐇ☜ಖࡢࡓࡵ᥇ࡗ࡚࠸ࡿᥐ⨨
   یㄪᰝࡢᐇ≧ἣᢕᥱࡢࡓࡵ᥇ࡗ࡚࠸ࡿᥐ⨨ࡢ᭷↓   ڧ᭷ ↓ڧ
㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࠊヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
ڧᐃᮇⓗཪࡣ㝶ࡢ㐃⤡☜ㄆࠊᡴྜࡏࡢᐇ
⌧ڧሙ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ࡚ࡢᐇ≧ἣࡢᢕᥱ
ڧᴗົࡢ⠇┠ཬࡧࡢሗ࿌⫈ྲྀ
ࡢࡑڧ㸦             㸧  
Ϲ㸧ᅜ࣭ᆅ᪉බඹᅋయ௵ࡢㄪᰝဨࡢ㐺ษ࡞ᴗົᐇ☜ಖࡢࡓࡵ᥇ࡗ࡚࠸ࡿᥐ⨨
 یㄪᰝဨタ⨨≧ἣࡢᢕᥱࡢ᭷↓㸦ྡ⡙➼ࡢᥦฟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ➼㸧  ڧ᭷ ↓ڧ
 یᅜࡽᆅ᪉බඹᅋయᡭᘬ➼ࡼࡾồࡵ࡚࠸ࡿᥐ⨨ࡢ᭷↓   ڧ᭷ ↓ڧ
㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࠊヱᙜࡍࡿࡶࡢࡍ࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
◊ڧಟ➼ࢆ㏻ࡌࠊṇࡋ࠸ㄪᰝ᪉ἲ➼ࡢ⌮ゎᚭᗏ
ڧᣦᑟဨ➼ࡢᕠᅇࡼࡿᐇ≧ἣࡢᢕᥱ
⌧ڧሙ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ࡚ࡢᐇ≧ἣࡢᢕᥱ
ڧᴗົࡢ⠇┠ཬࡧࡢሗ࿌⫈ྲྀ
ࡢࡑڧ㸦                㸧
 یᅜࡀᆅ᪉බඹᅋయࢆࡉࡎ┤᥋⾜࠺ᐇ≧ἣᢕᥱㄪᰝࡢ᭷↓   ڧ᭷ ↓ڧ
㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࠊලయⓗ࡞ෆᐜࢆグධ㸧
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ճ ㄪᰝ࣭㞟ィ᪉ἲࡢ㏱᫂ᛶ
ϸ㸧⤫ィㄪᰝࡢ⢭ᗘ㛵ࡍࡿሗࡢබ㛤

 یᇶᖿ⤫ィㄪᰝ㛵ࡍࡿሗࡢබ㛤
   ⥲ົ┬ࡀᇶᖿ⤫ィㄪᰝࢆᑐ㇟⤫ィ⢭ᗘ㛵ࡍࡿሗࡢබ⾲≧ἣࢆㄪᰝࡋ࡚ࠊ⤫ィጤဨሗ
࿌ࡋࡓࠕ⤫ィ⢭ᗘ㛵ࡍࡿ᳨ᰝ㸦⤫ィ⢭ᗘ᳨ᰝ㸧ࡢᶆ‽᳨ᰝ㸦ぢ࠼ࡿ≧ἣ᳨ᰝ㸧
ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᐇ
ࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㸧ࡢホ౯㡯ᑐࡍࡿ⮬ᕫⅬ᳨ࡢ⤖ᯝ
ձᶆᮏタィ

ղㄪᰝ᪉ἲ
ࢹ࣮ࢱ㞟᪉ἲ 

ճ㞟ィ࣭᥎ィ
մᶆᮏㄗᕪ
յ㠀ᶆᮏㄗᕪ
㸦ᶆᮏㄪᰝࡢࡳ㸧
᪉ἲ

ն⤫ィࡢ
ẚ㍑࣭ศᯒ

+ + + + + + + + + + + +
























ͤ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ௨㝆ᨵၿࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢫࢥࢆ
グ㍕ࠋ࡞࠾ࠊ
ࠕ+ࠖḍࡣ⥲ົ┬࠾࠸࡚グ㍕

  ᨵၿࡋࡓ㒊ศࡘ࠸࡚ሗ࿌㸦࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡢ᪂ᪧࢆῧࡢࡇ㸧



Ϲ㸧ᴗົ࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢᩚഛ≧ἣ
 یᢸᙜ⪅ࡀ␗ືࡋ࡚ࡶᡭ㡰ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ⥅ᢎࡉࢀ⤫ィࡢရ㉁ࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ⤫ィసᡂୖ
ࡢ࣏ࣥࢺࡸᡭ㡰➼ࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓᩥ᭩㸦ྡ⛠ࠊయࡣၥࢃ࡞࠸㸧ࡢ᭷↓  ڧ᭷ ↓ڧ
㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜ㸧
 ᑐ㇟ᴗົ㸦⯡ࠊ⏬ࠊᶆᮏᢳฟࠊᐇᰝࠊᑂᰝࠊ㞟ィࠊබ⾲➼㸧
㸦                              㸧
ෆᐜࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡿ
ڧᐃᮇⓗᐇ㸦ᐇᮇ            㸧
ڧᐃᮇᐇ㸦                㸧
ࡢࡑڧ  㸦                㸧 

մ ࣉࣟࢭࢫࡈࡢ⟶⌮⪅ࡢᙺ
ϸ㸧ㄢᐊ㛗⣭ࡢ⟶⌮⪅ࡣࠊ⏬ࠊᐇᰝࠊᑂᰝࠊ⩏↷ࠊ㞟ィࠊබ⾲ࡢྛࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊ
ࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡢ





Ϲ㸧㒊ᒁ㛗⣭ࡢ⟶⌮⪅ࡣࠊ⏬ࠊᐇᰝࠊᑂᰝࠊ⩏↷ࠊ㞟ィࠊබ⾲ࡢྛࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊ
ࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡢ









7

35

յ ⤖ᯝᩘ್ࡢጇᙜᛶ㛵ࡍࡿእ㒊 ᗓ┬እ ࡽࡢᣦ
ϸ㸧እ㒊ࡽࡢࠊ⤖ᯝᩘ್ࡢ⩏➼ࡢᣦࡢ≧ἣ
 یእ㒊ࡽࡢᣦࡢ᭷↓   ڧ᭷ ↓ڧ
㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜ㸧
    ᣦࢆ㋃ࡲ࠼ࠊゞṇࡋࡓ௳ᩘ㸦㐣ཤ㸳ᖺ㛫㸧
༊ศ
௳ᩘ

 ᖺᗘ


 ᖺᗘ


 ᖺᗘ


 ᖺᗘ
 ᖺᗘ


㸦ὀ㸧ࠕ ᖺᗘࠖࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ௳ᩘ   
Ϲ㸧እ㒊ࡽࡢᣦࡢᑐᛂ࣮ࣝࣝ
 یእ㒊ࡽࡢᣦࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊᐇ㛵ಀࢆᢕᥱࡋࠊ㐺ษᑐᛂࡍࡿ࣮ࣝࣝࡢ᭷↓
   ڧ᭷ ↓ڧ
㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࠊࡑࡢලయࡢෆᐜࢆグ㍕ࠋู㏵ࠊ⌧≀ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧

     




㸱 㐺ษࡢⓎ⏕ᑐᛂಀࡿྲྀ⤌
ձ ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࡢಖᏑ
ϸ㸧ㄪᰝ⚊ሗࠊㄪᰝ㛵ಀ᭩㢮➼ಀࡿಖ⟶ᮇ㝈ࡢᐃࡵࡢ᭷↓ཬࡧಖ⟶ᮇ㝈


ಖ⟶ᮇ㝈ࡢ
ಖ⟶ᮇ㝈
ࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮
᭷↓
ᐃࡵࡢ᭷↓
㸦
ࠕ᭷ࠖࡢሙྜ㸧
  ㄪᰝ⚊ሗ ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
㸦グධ῭ㄪᰝ⚊㸧
↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
  ㄪᰝ⚊ሗ ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
㸦ㄪᰝ⚊ࡢෆᐜࢆグ㘓 ↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

 ࡋࡓ㟁☢ⓗグ㘓፹య㸧
↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
  ㄪᰝ⚊ሗ ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
㸦ࡑࡢ㸧
↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
 ㄪᰝ㛵ಀ᭩㢮
ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
 ୰㛫⏕ᡂ≀
ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
 ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ
ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
 ⾜ᨻグ㘓ሗ
ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
 ࣓ࢱࢹ࣮ࢱ
ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
ڧỌᖺ
↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧

↓ڧ
ڧ㸯ᖺᮍ‶
8

36

ᮇ㛫‶
ᚋࡢᥐ⨨
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ
⟶⛣ ڧ
◚ ڧᲠ

 ẕ㞟ᅋඖሗ ڧ᭷ ڧ᭷эڧㄪᰝつ๎
㸦ୖグᥖࡆࡿࡶ ↓ڧ
ڧᩥ᭩⟶⌮つ๎
ࡢࢆ㝖ࡃ㸧
↓ڧ

ڧỌᖺ
⟶⛣ ڧ
ڧᡤᐃࡢᮇ㛫㸦  ᖺ㸧
 ◚ ڧᲠ
ڧ㸯ᖺᮍ‶

࣭ࠕㄪᰝ⚊ሗࠖࡣࠊ⤫ィἲ➨㸰᮲➨  㡯つᐃࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
࣭
ࠕㄪᰝ㛵ಀ᭩㢮ࠖࡣࠊㄪᰝ⚊௨እ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤫ィㄪᰝࡢᐇᰝẁ㝵㸦ㄪᰝ⚊ࡢ㓄ᕸࡽᅇಀࡿ୍㐃ࡢ
άື࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧࡛⏝ࡍࡿㄪᰝᑐ㇟ྡ⡙ࠊㄪᰝ༊ᆅᅗࠊせᅗ➼ࡑࡢ㛵ಀ᭩㢮࡛ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㆑
ูࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
࣭
ࠕ୰㛫⏕ᡂ≀ࠖࡣࠊ㞟ィẁ㝵➼࠾࠸࡚⤖ᯝ⾲➼ࡢ᭱⤊⏕ᡂ≀ࡀᡂࡍࡿࡲ࡛⏕ᡂࡉࢀࡿධฟຊᖒ⚊ࠊ
ࢳ࢙ࢵࢡ῭ࢹ࣮ࢱࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢ῭ࢹ࣮ࢱ➼ࠊㄪᰝ⚊ሗࢆྵࢇࡔ⏕ᡂ≀ࢆ࠸࠺ࠋ
࣭ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࠖࡣࠊᑗ᮶ࡢ⏝ᙜࡓࡗ࡚㟁Ꮚཪࡣ☢Ẽࡉࢀࡓㄪᰝ⚊ሗཬࡧ༏ྡࢹ࣮ࢱࡀࡢ
ࡼ࠺࡞ሗ࡛࠶ࡿ♧ࡍࠊࡲࡓά⏝ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ሗࢆ࠸࠺ࠋ࠼ࡤࢹ࣮ࢱࣞ࢘ࢺࣇ࢛࣮࣒ࠊ➢
ྕ⾲➼ࡢㄪᰝ⚊ሗཬࡧ༏ྡࢹ࣮ࢱ⤖ࡧࡘࡅ࡚ᙜヱࢹ࣮ࢱࢆᐃ⩏ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ሗࠊࡲࡓࠊࣉࣟࢢ
࣒ࣛసᡂࡢࡓࡵᚲせ࡞ᵝ➼ࠊ㟁Ꮚィ⟬ᶵฎ⌮ᚲせ࡞ሗࢆ࠸࠺ࠋ࡞࠾ࠊࡑࢀࡽࡢྲྀᢅせ㡿ࠊㄪᰝᴫ
せ㈨ᩱࡶྵࡴࠋ
࣭ࠕ⾜ᨻグ㘓ሗࠖࡣࠊ⤫ィἲ➨㸰᮲➨  㡯つᐃࡍࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊ⤫ィἲ➨  ᮲➨  㡯ࡢつᐃࡼࡾ
ࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
࣭ࠕ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࠖࡣࠊ࠶ࡿࢹ࣮ࢱࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜヱࢹ࣮ࢱ㝶ࡍࡿࢹ࣮ࢱ⮬㌟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵㐃ࡍ
ࡿሗࢆ࠸࠺ࠋࢹ࣮ࢱෆᐜ࣭≉ᛶࡢ⌮ゎࢆຓࡅࡿࡓࡵࠊᐇᰝࡸ㞟ィ➼ࡢ⤫ィసᡂࡢྛẁ㝵࠾ࡅࡿసᴗࡀ
ࡢࡼ࠺⾜ࢃࢀࡓࡘ࠸࡚ࡢሗ㸦ㄪᰝᮇࠊㄪᰝ᪉ἲࠊㄪᰝᑐ㇟ࠊᢳฟ᪉ἲࠊ᥎ィ᪉ἲ➼㛵ࡍࡿ
ሗ㸧ࡶ࣓ࢱࢹ࣮ࢱྵࡲࢀࡿࠋ
࣭ࠕẕ㞟ᅋඖሗࠖࡣࠊᶆᮏㄪᰝ࠾࠸࡚ẕ㞟ᅋࡢඖ᥎ィࢆ⾜࠺㝿⏝࠸ࡽࢀࡿሗ࠸࠺ࠋ


ղ Ⓨ⏕Ⅼ࡛ࡢᑐᛂ࣮ࣝࣝ
ϸ㸧⤖ᯝᩘ್ࡢゞṇ➼㐺ษⓎ⏕ࡢᑐᛂ࣮ࣝࣝ㸦ฎ⌮᪉ἲࠊグ㘓㸧ࡢ᭷↓ࠊෆᐜ
 یᑐᛂ࣮ࣝࣝࡢ᭷↓   ڧ᭷ ↓ڧ
 㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜ㸧
ୖグ࣮ࣝࣝ➼ࡢ⟇ᐃᮇ࣭ෆᐜ㸦ู㏵ࠊ⌧≀ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧
㸦                                     㸧

ճ ⾜ᨻ⏝ࡢ๓ᢕᥱ
ϸ㸧⤖ᯝᩘ್ࡢά⏝ඛࢆලయⓗᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ
 ⤖یᯝᩘ್ࡢά⏝ඛࢆලయⓗᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㸦ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡍ࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
   ڧ㹑㹌㸿ࠊ㹏㹃ࡢసᡂࡢ㝿⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢࡑ ڧࡢ⤫ィࡢసᡂࡢ㝿⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤫ィྡ        㸧
   ڧᨻ⟇ࡢ❧࣭ᐇࡢ᰿ᣐࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
    㸦ᨻ⟇➼ࡢྡ⛠                               㸧
   ڧᅜࡀ⤥ࡍࡿᡭᙜࡸ⤥㔠➼ࡢ㔠㢠ࡢ⟬ᐃ᰿ᣐࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ᡭᙜ࡚➼ࡢྡ⛠                              㸧
   ڧ᭶⤒῭ሗ࿌⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
  ࡢࡑ ڧ㸦                              㸧

⤖یᯝᩘ್ࡢά⏝ඛࡢᢕᥱ᪉ἲ
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㸲 ရ㉁ྥୖ㸦ୖグ௨እ㸧ಀࡿྲྀ⤌
ձ ⤫ィࢽ࣮ࢬ㸦⾜ᨻእࢆྵࡴ㸧ࡢᢕᥱ࣭ᑐᛂ
⾜ یᨻᶵ㛵௨እࡢ⏝⪅㸦㸸Ẹ㛫ࢩࣥࢡࢱࣥࢡࠊ◊✲⪅㸧ࡽࡢࢽ࣮ࢬࢆ㞟ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ
᭷↓   ڧ᭷ ↓ڧ
  㸦
ࠕ᭷ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࠊࡑࡢᐇ⦼ࠝ㐣ཤ㸯ᖺ㛫ࠞ
㸧
 㸦                                    㸧

㸦ཧ⪃㸧୍⯡⣬ࠊᴗ⏺⣬ࠊ◊✲ㄽᩥ➼ࡢᘬ⏝௳ᩘ࣭H6WDW ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ௳ᩘ
㸦⥲ົ┬࠾࠸࡚グ㍕㸧

⤫ یィἲᇶ࡙ࡃㄪᰝ⚊ሗ➼ࡢ㸰ḟⓗ⏝ࡢ≧ἣ㸦ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ㸧
㸦⥲ົ┬࠾࠸࡚グ㍕㸧
࣭ㄪᰝ⚊ሗࡢ㸰ḟⓗ⏝㸦        ௳㸧
  ͤ⤫ィἲ  ᮲ᇶ࡙ࡃ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡼࡿ㸰ḟ⏝ࠊ⤫ィἲ  ᮲ᇶ࡙ࡃㄪᰝ⚊ሗࡢᥦ౪
࣭࣮࢜ࢲ࣮࣓ࢻ㞟ィ  㸦        ௳㸧
     ͤ⤫ィἲ  ᮲ᇶ࡙ࡁసᡂࡍࡿ⤫ィࡢᥦ౪
࣭༏ྡࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪   㸦        ௳㸧
     ͤ⤫ィἲ  ᮲ᇶ࡙ࡁసᡂࡉࢀࡿ༏ྡࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪


ղ ᢸᙜ⫋ဨᩘࠊ⫋ဨࡢ⬟ຊ

ࠝㄪᰝᴗົࡢὶࢀࠞ
    ձ    ղ    ճ     մ    յ      ն

⏬
㞟ィ
බ⾲
ᐇᰝ
ᑂᰝ
ࡑࡢ

  

ࠝㄪᰝᢸᙜ㒊ᒁㄢᐊ࣭ಀࠞͤᮏᗓ┬ࡢࡳグ㍕
ͤୗᅗࡣఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィࢆ࣓࣮ࢪⓗ౽ᐅᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢᴗົࡾࡾ➼ࡣ␗࡞ࡿࠋ







ୖẁ㸸ᴗົෆᐜ㸦ձ㹼ն࡛ᐇᴗົࢆࣉࣟࢵࢺ㸧   
ୗẁ㸸ᴗົ㔞ᣨศ

⤫ィᒁ㛗  ⤫ィㄪᰝ㒊㛗  ᅜໃ⤫ィㄢ㛗 


࣭ձղ
ఫᏯᅵᆅㄪᰝᢸᙜ⿵బ  ఫᏯ࣭ᅵᆅㄪᰝ➨୍ಀ㛗   ಀဨ
࣭ ே㸰
  ࣭ձ㹼ն
             ࣭ձղյ
          ಀဨ 
  ࣭
  ே
           ࣭
 ே        ಀဨ  ࣭ձղյ
࣭ ே
                          ಀဨ
࣭ձղյ
      
࣭ ே
 
࣭ճմյ
            
࣭ ே
ఫᏯ࣭ᅵᆅㄪᰝ➨ಀ㛗
ಀဨ
             
                  ࣭ձճմյ
          ಀဨ
࣭ ே
                           ࣭ձճմյ
 
࣭ ே

 
ͤ௵⏝⫋ဨ ▷ྵࡴ ࡶྵࡵ࡚グ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᮇ㛫ᴗົ⫋ဨࡣグ㍕ࡢᚲせࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
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ࠝᮏ⤫ィࡢసᡂᚑࡍࡿ⫋ဨᩘ㸦┬௧⫋௨ୖࢆ㝖ࡃ㸧
ࠞ
ͤᮇࡼࡗ࡚⫋ဨᩘࡀኚືࡍࡿሙྜࠊᶆ‽ⓗ࡞⫋ဨᩘ࡞ࡿⅬ࡛グ㍕








ᴗົ㔞ࢆᣨศࡋࡓᐇဨ┦ᙜᩘ

㸶㸬㸰ே

ᚑࡍࡿ⫋ဨࡢேᩘ㸦ᐇဨ㸧

㸷ே

࠺ࡕࠊ ⤫ィᴗົ⤒㦂  ᖺ௨ୖ

㸮ே

ࠌ     㸳ᖺ௨ୖ  ᖺᮍ‶

㸰ே

ࠌ     㸰ᖺ௨ୖ㸳ᖺᮍ‶
㸱ே


ࠌ     㸰ᖺᮍ‶
㸲ே
 
  ᮇ㛫ᴗົ⫋ဨࡢᩘ   㸦     ே㸧

ࠝᢸᙜ⟶⌮⫋㸦ᨻ௧⫋ࠊ┬௧⫋㸧ࡢ⤫ィᴗົ⤒㦂➼ࠞ 
   ⤫ڧィᴗົࡢ⤒㦂⪅ࠊಟኈ࣭༤ኈྕಖ᭷⪅ࠊ⤫ィ᳨ᐃ➼ࡢྜ᱁⪅ࡢ࠸ࡎࢀヱᙜ㸦ࠐே㸧
   ୖڧグࡢ࠸ࡎࢀࡶ࡞ࡋ㸦ࠐே㸧


ճ ⤫ィసᡂ⏝࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࠊ㐠⏝యไ㸦㛵㐃ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ࡢ㐺ษᛶࠋྂ࠸ࢩࢫࢸ࣒
ࡀࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸧
ࠝ⌧⾜ࡢᑂᰝ࣭㞟ィࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࠞ
ࡢ یᴗົࡘ࠸࡚ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸦ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡍ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊࡑࡢᴫせ
ࢆグ㍕㸧
ಖ᭷⪅ࡢෆ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
⏝࠸࡚࠸ࡿ
ಖ᭷⪅
〇እ㒊Ⓨ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ
ᴗົ
ὀࡢู
ڧ ࢙ࢳࡢࢱ࣮ࢹڧᅜ
ڧෆ〇

ࢵࢡ࣭ᑂᰝ
⤫ ⊂ ڧィ ڧእ㒊

ࢭࣥࢱ࣮
Ⓨὀ
ڧẸ㛫ᴗ⪅
ࡢࡑڧ
㸦    㸧
⤫ڧィࡢసᡂ࣭ ڧᅜ
ڧෆ〇

㞟ィ
⤫ ⊂ ڧィ ڧእ㒊

ࢭࣥࢱ࣮
Ⓨὀ
ڧẸ㛫ᴗ⪅
ࡢࡑڧ
㸦    㸧
ࡢࡑڧ
ڧᅜ
ڧෆ〇

㸦    㸧
⤫ ⊂ ڧィ ڧእ㒊

ࢭࣥࢱ࣮
Ⓨὀ
ڧẸ㛫ᴗ⪅
ࡢࡑڧ
㸦    㸧
㸦ὀ㸧
ࠕࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࠖḍࡣࠊձ࡞ࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂࠊղࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ᮇ㸦࠸ࡘࡽ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
㸧
ࠊճ㸦እ㒊Ⓨὀࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢሙྜ㸧㐣ཤ  ᖺ㛫࡛ᴗ⪅ࡢኚ᭦࠶ࡗࡓ㸦ྠࡌᴗ⪅ࡀ⥅⥆ⓗᴗ
㸦ࢧ࣮ࣂ࣮ഃࠊࢡࣛࣥࢺഃ㸧ࠊ
ົࢆཷὀࡋ࡚࠸ࡿ㸧
ࠊմ26 ࡢ✀㢮㸦㸸:LQGRZV81,; ࡞㸧
յࢯ࣮ࢫࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏝ࡋ࡚࠸ࡿゝㄒ㸦&2%2/ -$9$ ࡞㸧ࡢ✀㢮ࠊնࢩࢫࢸ࣒࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ✀㢮ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘ࣛࢭࣥࢫࡢ⏝ࡢ᭷↓ࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢ᭷ຠᮇ㛫࡞

11

39

ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢሗࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪤Ꮡ㈨ᩱ㸦ㄪ㐩ࡢᵝ᭩➼㸧ࡀ࠶
ࡿሙྜࡣࡑࡢ㈨ᩱࢆῧࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕูῧ㈨ᩱཧ↷ࠖグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 یᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࢆᢸᙜ㸦㛤Ⓨࠊ㐠⏝ࠊእὀ⟶⌮➼㸧ࡋ࡚࠸ࡿᗓ┬⫋ဨᩘ㸦ᐇဨ┦ᙜᩘ㸧
  㸦     ே㸧
㈝⤒࣒ࢸࢫࢩ ی㸦ࣁ࣮ࢻࠊࢯࣇࢺ㸧
 㛤Ⓨ⤒㈝㸦       ⓒ㸧  ᖺ㛫㐠⏝⤒㈝㸦      ⓒ㸧
ࠝㄪᰝኚ᭦ࡢࢩࢫࢸ࣒㠃࡛ࡢၥ㢟ࠞ
 یㄪᰝ㡯ࡢ㡯┠ࡸ㑅ᢥ⫥࡞ㄪᰝኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࢩࢫࢸ࣒㠃࡛≉ၥ㢟࡞ࡿ
㡯ࡣఱ㸦ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡍ࡚ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
  ڧᨵಟ㈝⏝
  ڧᨵಟせࡍࡿ㛫
  ڧᨵಟෆᐜ㸦ఱࢆ┤ࡍࡁࡀศࡽ࡞࠸ࠊ࡞㸧
 ୖグ௨እ࡛ࠊ⌧ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࣭㐠⏝ࡋ࡚࠸࡚㒔ྜࢆឤࡌࡿⅬࡘ࠸࡚グ㍕

  

մ ࢜ࣥࣛࣥㄪᰝࡢᐇ≧ἣ
ࣥࣛࣥ࢜یㄪᰝࡢᑟධ≧ἣ
  ڧᑟධ῭㸦ᑟධᮇ㸸           㸧
    ࣭⏝ࢩࢫࢸ࣒
     ڧᨻᗓඹྠ⏝ࢩࢫࢸ࣒
 ཷࠊ┬ྛ ࣒ࢸࢫࢩ⮬⊂ڧクᴗ⪅➼ 
ڧ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
ࡢࡑڧ㸦                  㸧
    ࣭࢜ࣥࣛࣥᅇ⟅⋡㸦࢜ࣥࣛࣥᅇ⟅⪅㸭ㄪᰝᑐ㇟⪅㸯㸮㸮㸧㸦        㸣㸧 
     Ѝ 㸳㸣ᮍ‶ࡢሙྜࠊ⏝ࡀᑡ࡞࠸⌮⏤㸦             㸧
     Ѝ㸳㸮㸣௨ୖ㸦ୡᖏㄪᰝࡣ㸱㸮㸣௨ୖ㸧ࡢሙྜࠊ⏝ࡀከ࠸⌮⏤㸦        㸧
ڧᑟධணᐃ㸦ᑟධணᐃᮇ㸸             㸧
ڧᑟධணᐃ࡞ࡋЍᖺ㛫⥲ᑐ㇟ᩘ㸯௨ୖࡢ⤫ィࡘ࠸࡚ࡣࠊᑟධࡋ࡞࠸⌮⏤㸦     㸧
 



















12

40

㸳㐣ཤ㸳ᖺ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶㹼 ᖺ  ᭶㸧࠾ࡅࡿ⤖ᯝᩘ್ࡢゞṇ➼ࡢ᭷↓ࡢ≧ἣ
⤖ ۑᯝᩘ್ࡢゞṇ➼ࡼࡿṇㄗ⾲ሗࡢබ⾲࣭ᥦ౪
↓ڧ
ڧ᭷ 㸦ලయࡢෆᐜ㸧
 
 ی㐣ཤ㸳ᖺ㛫ࡢබ⾲௳ᩘ㸸   ௳

 ┤ی㏆ࡽ㐳ࡗ࡚㸳ࢆグ㍕
  㸦ὀ㸧බ⾲ࡋࡓṇㄗ⾲ሗ㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆῧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

බ⾲ᮇ

㹆ۑۑۑ









ᴫせ㸦ෆᐜ
ᮇᙳ㡪㸧
 Ⓨぢࡢ ➃⥴
㸦Ⓨぢࡋࡓ⪅Ⓨ
ぢ᪥㸧
ཎᅉ



















































ᑐᛂ㸦⤖ᯝᩘ್ࡢ
ゞṇࠊࡢබ⾲
➼㸧
 Ⓨ㜵Ṇ ྥࡅ
᥇ࡗࡓᥐ⨨








13

41

⤫ィ⫋ဨᩘཬࡧ⫋ဨࡢ⤫ィ◊ಟࡢཷㅮ≧ἣࡘ࠸࡚

ᗓ┬ᗇ➼ྡ




㸯 ⤫ィ⫋ဨᩘ㸦ᖖ⫋ဨᩘ㸧
ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥⌧ᅾ
ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥⌧ᅾ



 ே 
 ே ࠺ࡕࠊ⤫ィ᳨ᐃࡢྜ᱁⪅ᩘ 㸦    ே㸧
      ಟኈࠊ༤ኈྕࢆ᭷ࡍࡿ⪅㸦   ே㸧
ࡑࡢ㸦     㸧㸦    ே㸧
ͤࠕ⤫ィ᳨ᐃࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤫ィㄪᰝኈࠊᑓ㛛⤫ィㄪᰝኈࢆ
ྵࡳࡲࡍࠋ


㸰 ⫋ဨࡢ⤫ィ◊ಟࡢཷㅮ≧ἣ
⮬ ۑᗓ┬⫋ဨࡢ⤫ィ◊ಟࡢཷㅮ≧ἣ
                                     㸦༢㸸ே㸧
༊ศ
⤫ィᇶᮏㄢ⛬
㸦ᮏ⛉㸧

◊ಟྡ

◊ಟᮇ㛫

ᮏ⛉㸦⥲ྜㄢ⛬㸧

㸱᭶

ேཱྀ᥎ィ

㸳᪥㛫

ᅜẸ࣭┴Ẹ⤒῭ィ⟬

㸳᪥㛫

⤒῭ண

㸳᪥㛫



ᣦᩘ㛵ࡍࡿ◊ಟ
㸫㖔ᕤᴗᣦᩘࢆ୰ᚰ㸫
⤫ィᑓ㛛ㄢ⛬

⤫ィᇶᮏㄢ⛬

⤫ィධ㛛ㄢ⛬

⤫ィධ㛛ㄢ⛬
㸦࢜ࣥࣛࣥㅮᗙ㸧

ᆅᇦศᯒ

 ᪥㛫
㸲᪥㛫

ᨻ⟇❧⤫ィ

 ᪥㛫

ᨻ⟇ホ౯⤫ィ

㸱᪥㛫

⏘ᴗ㐃㛵⾲ࡢసᡂ࣭ศᯒ

㸳᪥㛫

࣑ࢡࣟࢹ࣮ࢱศᯒ
㸫5 ࡼࡿ⤫ィゎᯒ㸫

㸲᪥㛫

⤫ィ⏝ࡢᇶᮏ

㸱᪥㛫

⤫ィศᯒࡢᇶᮏ

㸲᪥㛫

⤒῭⤫ィࡢᇶᮏ

㸱᪥㛫

♫࣭ேཱྀ⤫ィࡢᇶᮏ

㸰᪥㛫

ㄪᰝタィࡢᇶᮏ

㸳᪥㛫

*,6 ࡼࡿ⤫ィά⏝

㸰᪥㛫

⤫ィᐇົ⪅ྥࡅධ㛛

㸰᪥㛫

⤫ィ⏝⪅ྥࡅධ㛛

㸱᪥㛫

ึࡵ࡚Ꮫࡪ⤫ィ
㸫බົဨࡢࡓࡵࡢ࢜ࣥࣛ
ࣥㅮᗙ㸫

̿

⤫ィࢹ࣮ࢱࡢ࡛ࡁࡿࡲ࡛
㸫⤫ィⓗ᥎ ࡢᇶ♏㸫

̿

ୖグࡢ࠺ࡕࠊ⤫ィἲࡸ⤫ィไᗘ㛵ࡍࡿ◊ಟࢆྵࡴࡶࡢ



ᕥ
グ

┦
ᙜ
ࡍ
ࡿ
ᗓ
┬
⊂
⮬
ᐇ

ࡢ
◊
ಟ
ࡢ
ཷ
ㅮ
⪅
ᩘ



 ᖺᗘ  ᖺᗘ  ᖺᗘ
ࠐே

ࠐே

ࠐே

ۑே

ۑே

ۑே

ۑே

ۑே

ۑே

ۑே

ۑே

ۑே

ࠐே

ࠐே

ࠐே

࠺ࡕ
ࠐே

࠺ࡕ
ࠐே

࠺ࡕ
ࠐே

    㸦ὀ㸧ࠕ༊ศࠖࠕ◊ಟྡࠖཬࡧࠕ◊ಟᮇ㛫ࠖࡣࠊ⥲ົ┬⤫ィ◊✲◊ಟᡤࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿ◊ಟࢆཧ⪃ࡲ࡛
♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

14

42

点検検証部会の開催経緯
平成 31 年２月 19 日（火） 第１回点検検証部会
議 題：（１）点検検証部会の運営について
（２）基幹統計の点検結果等について
（３）今後の進め方について
平成 31 年３月５日（火） 第２回点検検証部会
議 題：（１）基幹統計の点検結果の整理について
（２）基幹統計の予備審査（統一的審査）について
（３）今後の進め方について
※平成 31 年３月 22 日（金）から４月 25 日（木）まで、第１、第２ワーキング
グループ会合を開催（別紙参照）
令和元年５月９日（木） 第３回点検検証部会
議 題：（１）基幹統計に関するワーキンググループでのヒアリングについて
（２）今後の進め方について
令和元年５月 16 日（木） 第４回点検検証部会
議 題：（１）基幹統計の一斉点検事案の影響度評価について
（２）一般統計調査の点検について
（３）第 1 次再発防止策素案について
（４）重点審議の対象について
令和元年５月 23 日（木） 第５回点検検証部会
議 題：（１）第 1 次再発防止策素案について
（２）重点審議の対象について
（３）今後の進め方について
令和元年６月 13 日（木） 第６回点検検証部会
議 題：（１）重点審議（学校基本調査（システム変更の柔軟性）について）
（２）重点審議（「プログラムミスによる統計数値の誤り発生の防止」の
審議の進め方について）
（３）第１次再発防止策（案）について
令和元年６月 20 日（木） 第７回点検検証部会
議 題：（１）重点審議（最低賃金実態調査について）
（２）第１次再発防止策（案）について
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