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んだ︑現場をどう考えているんだ︑そんな思いで

が出ている︒一体何だと︑地方をどう考えている
ます十八業務について導入いたしました︒

の団体で民間委託等の業務改革に取り組んでおり

する件についてお諮りいたします︒

地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審

つながっていくかというのは︑僕は到底そうはな

果たしてこのやり方というのが本来の行政改革に

んで自治体を追い込んでいるという話ですから︑

削減するぞという︑追い込んで追い込んで追い込

やれ︑もっとやれ︑そうしないともっと交付税を

トップランナー方式というのは︑これ︑もっと

付税︑地方財政計画の中でも質問を継続させてい

○江崎孝君 時間が参りました︒また次の地方交

対応することとなるものでございます︒

源を保障するという地方交付税法の趣旨に沿って

組状況等を踏まえまして︑標準的な行政経費の財

いくことが必要でございます︒その上で︑その取

まずは地方団体における業務改革の取組が進んで

○理事︵堂故茂君︶ 地方税法等の一部を改正す

│││││││││││││

決定いたします︒

○理事︵堂故茂君︶ 御異議ないと認め︑さよう

その説明を聴取することに御異議ございませんか︒

川合靖洋君外十名を政府参考人として出席を求め︑

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長

査のため︑本日の委員会に︑理事会協議のとおり︑

らないと思うんですね︒

ただきますけれども︑くれぐれも自治体の現場の

る法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する

このトップランナー方式の拡大につきましては︑

ここで最後の質問にしますけれども︑諮問会議

実態を把握をしながら対応を進めていただきたい︑

法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議

すよね︒

の民間議員からは︑窓口業務だけではなくて︑さ

そのことを申し添えて私の質問を終わります︒

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

らに︑今言ったとおり︑トップランナー方式の適

題とし︑質疑を行います︒

○理事︵堂故茂君︶ 以上をもちまして︑平成三

○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます︒

ありがとうございました︒

こういう意見が出されています︒これは平成二十

十年度一般会計予算︑同特別会計予算︑同政府関

どうぞよろしくお願いいたします︒

用対象業務をもっともっと拡大すべきだという︑
九年の十一月の十六日︑民間議員︑諮問会議とい

係機関予算中︑公害等調整委員会を除く総務省所

質疑のある方は順次御発言願います︒

うところで提出されていますけれども︑こういう

管についての委嘱審査は終了いたしました︒

らっしゃいますか︒そのことをお聞きします︒

これを委員長に御一任願いたいと存じますが︑御

なお︑委嘱審査報告書の作成につきましては︑

管理されていることは言うまでもありませんが︑

民共有の知的資源である行政文書が適正に作成︑

となる統計等データが正しいものであること︑国

行政が信頼を獲得するためには︑政策立案の基

問題︑意見に対して総務省はどのように考えてい
○政府参考人︵黒田武一郎君︶ お答えいたしま

異議ございませんか︒

○国務大臣︵野田聖子君︶ お答えいたします︒

これに対する総務大臣の御所見を伺います︒

す︒

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺
○理事︵堂故茂君︶ 御異議ないと認め︑さよう

トップランナー方式につきましては︑地方行政
サービス改革に係る調査によって把握することと

といった様々なエビデンスを踏まえて政策を立案

御指摘のとおり︑一般に統計データや行政文書
│││││││││││││

することは重要なことと考えています︒このため︑

決定いたします︒

用に計上されている二十三業務について検討対象

○理事︵堂故茂君︶ 政府参考人の出席要求に関

しております地方団体の業務改革のうち︑単位費
としておりまして︑平成二十九年度までに︑多く
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改正法案を去る三月六日に国会に提出するなど︑

活用を推進することなどを内容とする統計法等の

るため︑政府の各種の既存データや民間データの

また︑政策立案の基礎となる統計の改善に資す

の構築や実践を進めているところです︒

て︑現在︑証拠に基づく政策立案を推進する体制

政府においては︑昨年六月の骨太の方針に基づい

す︒

大したのではないかという疑念が湧いてしまいま

整を行うことを目的に︑あえて人口カバー率を拡

地域間の税収格差を是正すること︑水平的財政調

て見直しすることとしたのではないか︒すなわち︑

市から地方部へと流れる結果となることに着目し

バー率が拡大することで地方消費税の流れを大都

いただきました︒これから見直しをするに当たっ

○吉川沙織君 原則は変わらないという御答弁を

原則に変わりはございません︒

て最終消費地と税収の帰属地を一致させるという

今後とも︑地方消費税については︑清算を通じ

ではありません︒

直すものであります︒偏在是正を目的に行うもの

そして︑行政文書については︑公文書管理法の

あくまで最終消費地と税収の帰属地とを一致させ

務大臣や自治税務局長が答弁されているように︑

地方交付税総額の圧縮を折に触れて主張をされ

次に︑財務省に伺います︒

ても︑その答弁︑大事にしていただきたいと思い

趣旨に踏まえ︑適切に管理を行っていくことが必

る趣旨であるとするのが公式見解だとは思います︒

ております財政制度等審議会も︑地方消費税の清

総務省としては︑衆議院総務委員会の審議で総

要と考えております︒

そうであれば︑財政調整を行うために清算基準の

算基準について人口基準の比率を大幅に高めるこ

統計改革を推進しております︒

○吉川沙織君 実は今の問いは︑三月一日の参議

見直しを行ったのではないこと︑そして︑今後も

ます︒

院予算委員会基本的質疑で総理にも同じ質問をし

ます︒

とを主張されておりますが︑財務省の見解を伺い

ということを明言していただきたいと思います︒

○政府参考人︵茶谷栄治君︶ お答え申し上げま

その趣旨から清算基準の見直しを行うことはない

的資源である行政文書の作成︑管理の適正性につ

総務大臣︑よろしくお願いします︒

ています︑統計等データの信頼性と国民共有の知
いて︒実は質問の翌朝︑皆様御案内のとおり︑三

これまでの地方消費税の清算基準は︑最終消費

す︒
地方消費税の税負担は最終消費者に求めるもの

の実態を適切に反映できていないなどの問題があ

○国務大臣︵野田聖子君︶ お答えします︒
であることから︑その税収も最終消費地の都道府

ったことを踏まえ︑適切な税収帰属を図る観点か

結果として人口基準の比率を大幅に高めるなど︑

県に帰属させる必要があり︑そのために清算制度

権分立の根幹を揺るがし︑行政の信頼性を毀損す
る公文書の改ざん問題が報じられ︑今日に至って
います︒
よって︑今回も行政の信頼性と統計等データの

今回の清算基準の見直しは︑平成九年度に地方

抜本的な見直しが必要であると主張をしてきたと

ら統計データの利用法等を見直すこと等により︑
消費税が導入されて以来二十年が経過いたしまし

ころでございます︒

が導入されております︒

た︒そこから︑この間の社会経済情勢や統計制度

○吉川沙織君 結果としてということでございま

在り方という観点から︑まず地方税に関して質疑

今般の地方消費税の清算基準の見直しについて

の変化等を踏まえて︑地方消費税の税収をより適

したが︑例えばですけど︑地方部の税収が増加す

を行うこととし︑最初に地方消費税の清算基準の

は︑いわゆる統計カバー率と人口カバー率を五

切に最終消費地の都道府県に帰属させるために見

見直しについて伺います︒

〇％ずつとしようとしています︒これは︑人口カ
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すことができるというもくろみは背景にないとい

れば︑これは地方交付税総額をこの所要額を減ら
に変わりはございません︒

くまで適切な税収帰属を図る観点から行ったもの

人口が最も適当であると考えられたことを踏まえ

ついては︑人口との相関関係が強いということで

○吉川沙織君 統計カバー率が今まで七五％だっ

て︑人口を用いることにしたと承っております︒

では︑その適切な税収の帰属という観点で︑今

たのが五〇％に減りました︒カバーできないもの

○吉川沙織君 三回続けて同じ答弁でしたけれど

回︑地方消費税の清算基準の見直しによって︑統

については人口の比率を上げて代替をしたという

うことを確認しておきたいと思いますが︑財務省︑

計カバーで見ていたのが︑今まで七五％だったの

ことですけれども︑統計でカバーできていた範囲

御理解いただければと思います︒

今般の見直しは︑地方消費税の適切な税収帰属

が五〇％になりました︒これは︑逆に言えば︑既

が減ったということは︑それ統計でカバーできな

も︒

を図るという観点から行われたものと考えておる

存の統計が最終消費地と税収の帰属地を一致させ

い範囲があるということですから︑それはお認め

よろしいですか︒

ところでございます︒

ることにすら使用することができない︑この事態

になっていただけませんか︒

○政府参考人︵茶谷栄治君︶ お答え申し上げま

○吉川沙織君 適切な税収の帰属と二回続けてお

が明らかになったのではないかと言えます︒

す︒

っしゃいました︒

うに考えております︒
﹂と発言され︑とある委員

など抜本的な見直しが必要ではないかと︑このよ

か︒総務大臣︑お願いします︒

備されていないということになりませんでしょう

の根幹を支える重要な統計インフラが十分には整

○吉川沙織君 今お伺いしていますのは︑統計カ

いまして︑御指摘のとおりでございます︒

ら外すのが適当だというふうにされたものでござ

値と最終消費地が一致をしていないということか

○政府参考人︵内藤尚志君︶ 今御指摘いただき

は︑
﹁国から地方へという交付税の配り方ではな

○国務大臣︵野田聖子君︶ 統計データのカバー

バー率が今まで七五％が五〇％にまで減ってしま

経済活動に関する都道府県別の統計がこのよう

しに︑水平にすることによって国民全体の負担が

外の︑今回︑代替指標として人口を用いるという

ったということは︑そもそもその税収の帰属地を

例えば︑昨年十月三十一日︑財政制度等審議会

小さくなっていくし︑透明性を増すと思うので

ことなんですけど︑今回は見直しによって統計デ

決めるための統計が︑やっぱり国の根幹である統

ましたけれども︑検討会におきまして専門家の御

す︒
﹂
︒これらの発言に鑑みれば︑やっぱり地方交

ータのカバー外が五割になったわけですけど︑そ

計インフラが十分ではないということの裏返しだ

な現状にあるということは︑地方消費税の清算基

付税の総額を圧縮したい︑国から地方へではなく︑

の代替指標につきまして︑検討会で︑地方公共団

と思うんです︒そのことについていかがですかと

の財政制度分科会で担当の主計官は︑
﹁私どもと

地方間でやり取りをしなさいとも読めなくはない

体にも地方消費税の最終負担者である住民にも分

お伺いしています︒

議論をいただきましたときに︑必ずしも統計の数

んですが︑いかがですか︒

かりやすい簡素なものであることが必要だと言わ

○政府参考人︵内藤尚志君︶ 私の方でお答え申

準に活用できないという点にとどまらず︑我が国

○政府参考人︵茶谷栄治君︶ お答え申し上げま

れました︒それに加えて︑電気︑水道︑情報通信

し上げましたのは︑地方消費税の清算基準として

いたしましても︑人口基準の比率を大幅に高める

す︒

業など︑カバー外に存在すると推計される消費に

繰り返し申し上げますが︑財務省としても︑あ
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多くの不備があるという問題だと思います︒
﹂
︒つ

ある委員が︑
﹁やはり今の統計基準にあまりにも

一日の財政制度等審議会財政制度分科会でも︑と

ないということは︑それは例えば去年の十月三十

○吉川沙織君 統計データを用いることが適当で

ます︒

カバー率を一七・五％から五〇％に上げたという

○吉川沙織君 用いることができないので︑人口

いうことでございます︒

きない中で代替指標として人口を五〇％にしたと

したので︑残りについては統計を用いることがで

いたしまして︑それが五〇％ということになりま

いることが適当だというものをまずピックアップ

今御指摘ございましたように︑統計データを用

踏まえながら︑清算基準として利用可能な統計デ

総務省といたしましても︑今後の統計改革などを

行われるべきとされているところでございまして︑

能なデータがないかどうかの検証作業は定期的に

したところでございます︒

ことで︑現時点では見当たらないという結論に達

算基準に用いるためには一定の推計が必要という

ータも都道府県別の金額が把握されておらず︑清

ろでございます︒しかしながら︑いずれの統計デ

まり︑税収の帰属地︑清算基準に用いることが十
ことはいいですね︒

ータがないかどうかについて引き続き検討してま

す︒

分にはできない統計だからこそ減っただけではな

○政府参考人︵内藤尚志君︶ 御指摘のとおりで

いりたいと考えております︒

その統計データを用いることが適当ではないとい

いんですか︒
ございます︒

○吉川沙織君 今︑税務局長がおっしゃった検証

う観点でお答えさせていただいたところでござい

○政府参考人︵内藤尚志君︶ お答えを申し上げ

○吉川沙織君 その理解を前提にすると︑今後︑

作業は定期的に行われるべきであるというのは︑

ら︑地方消費税の清算基準のデータとして用いる

とリンクをしていないデータであるということか

けれども︑いわゆる統計データがその最終消費地

しいでしょうか︒

るということもあるということで︑総務省︑よろ

ましたけれども︑また拡大する方向で見直しされ

が高まれば︑統計カバー率が一旦下がってしまい

県民経済計算というものに触れられています︒ど

だと承知をしております︒

出されまして︑その十五ページに記載があるもの

昨年十一月に地方消費税に関する検討会報告書が

この検討会報告書では︑清算基準として利用可

ます︒

例えば統計の対象が拡大し︑またその統計の精度

ことは適当でないということで今回の結論に至っ

○政府参考人︵内藤尚志君︶ お答え申し上げま

う書いてあるかといいますと︑﹁都道府県別の最

大変恐縮でございます︒繰り返しでございます

たものでございます︒

す︒

ているということで︑これはいいですね︒

は既存の統計ではカバーできないがゆえに拡大し

五％から五〇％にまで大きく拡大しました︒これ

〇％まで減った一方で︑人口カバー率が一七・

今般の見直しで︑統計データは七五％から五

がないかどうかにつきましても検証を行ったとこ

て︑新たに清算基準として利用可能な統計データ

て最終消費の額を把握するという観点に立ちまし

的な議論におきまして︑できる限り統計を活用し

いたしました学識経験者を交えた検討会での専門

今回の見直しでは︑地方財政審議会の下に設置

どうかはともかくとして︑このような県民経済計

地方消費税の清算基準に用いることができるか

直ちに用いることは難しい︒
﹂とされています︒

は必ずしも全都道府県統一ではないこと等から︑

都道府県別の産業連関表があるが︑その推計方法

終消費等を把握する統計として︑県民経済計算や

地方消費税に関する検討会報告書十二ページで︑

○吉川沙織君 では︑少し違う観点から伺います︒

○政府参考人︵内藤尚志君︶ お答え申し上げま
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てのお尋ねがありました︒

○国務大臣︵野田聖子君︶ 県民経済計算につい

の御所見を伺います︒

算の現状をこのまま放置していいのか︑総務大臣

○政府参考人︵内藤尚志君︶ お答え申し上げま

務局長に伺います︒

現状を放置していいのか︒これ︑総務省の自治税

身が統計改革︑統計改革叫んでいる中︑こういう

以来の今回統計法の提出だと思いますが︑政府自

法も︑平成十九年に全部改正された統計法︑それ

済計算標準方式にのっとって各都道府県が自治事

といたしまして︑内閣府が作成しています県民経

共通の方式で推計がなされるよう︑標準化の基準

ての利用︑分析面から諸要請に応えるため︑全国

それから県民経済相互の比較等︑地域データとし

県民経済計算は︑国民経済と県民経済の比較︑

課題が指摘されたところです︒直ちに清算基準と

局に対しまして︑統計の改善方につきましても要

私どもといたしましても︑総務省の統計関係部

なること︑精度向上のため独自で工夫を行ってい

ます︒

ついても検討が行われましたが︑その推計方法が
す︒

して用いることは困難とされました︒一方︑検討

請をしてまいりたいと考えております︒

ることなどを背景といたしまして︑細部におきま

今回の検討会において︑県民経済計算の利用に
必ずしも全都道府県で統一されていないこと等の

会報告書においては︑全国統一的な作成といった

○吉川沙織君 平成二十九年六月二日に開催され

しては各都道府県で違いがあるものと承知してお

務として策定する統計でございます︒

統計の見直しが行われた場合には改めて清算基準

た第二回地方消費税に関する検討会資料三の二ペ

ります︒

ただし︑各都道府県で基礎資料の整備状況が異

の在り方も検討されるべきと指摘されています︒

ージの留意点には︑
﹁地方消費税の清算基準との

そのことから︑将来的にこうした条件が整えば︑

向上が図られますよう︑推計方法が未公表となっ

内閣府といたしましては︑比較可能性の更なる

民経済計算の動向は重要︒
﹂と明記されています︒

ている県に対しましてその公表を促すとともに︑

関係においては︑都道府県ごとの産業連関表・県

ても検討されるべきだと思います︒

かかる点から︑県民経済計算は非常に重要視され

清算基準における県民経済計算などの活用につい
○吉川沙織君 県民経済計算の活用についても検

するものとなるよう︑都道府県との会合︑会議な

推計方法についてできるだけ国が示す方法に整合
ただ︑先ほど︑済みません︑自治税務局長に御

ど機会を通じまして︑各都道府県に対して要請を

ていることが見て取れます︒

この地方消費税に関する検討会︑昨年四月二十五

答弁いただきましたが︑この県民経済計算の所管

討されるべきという答弁でございましたけれども︑
日に開催された第一回の議事概要によれば︑
﹁今

行っているところでございます︒

って計算をされていると答弁でありましたけれど

は内閣府でございます︒そこで︑内閣府に幾つか
県民経済計算については︑先ほどから議論にな

も︑では︑現在の標準方式についてどういう方式

回の課題は︑都道府県の最終消費を如何に正確に
計っているものとして︑県民経済計算があり︑本

っておりますとおり︑その推計方法が必ずしも都

取っているのか︑年式だけで結構です︑お願いし

○吉川沙織君 県民経済計算は標準方式にのっと

来ならばそこでの消費統計を利用するべきではあ

道府県統一でないとのことですが︑実際のところ︑

ます︒

伺っていきたいと思います︒

るが︑これは十分に信頼できる方法では推計され

いかがでしょうか︒

○政府参考人︵長谷川秀司君︶ お答え申し上げ

計るかということに尽きる︒各都道府県の消費を

ていない︒
﹂と指摘されています︒

○政府参考人︵長谷川秀司君︶ お答え申し上げ

政府自身が統計改革︑先ほど︑この国会に統計
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年のちょうど三月は︑国民経済計算についてこの

で︑そのお話をさせていただいておりますが︑去

消費税の検討会報告書の中にたくさん出てきたの

済計算における一国合計値についても同様に影響

に行われる予定でございます︒このため︑県民経

Ｄの投資への計上は県民経済計算においても同様

要因となっています研究開発︑いわゆるＲアンド

ます︒
国の定めます︑基づきます平成二十三年基準改定
総務委員会で取り上げました︒

現在の県民経済計算の標準方式でございますが︑
の前の基準で対応しているところでございます︒
ましては︑平成二十七年度の県民経済計算は︑国

いうのが一番新しい基準ですけど︑それで数値が

平成二十八年の十二月から︑平成二十三年基準と

○吉川沙織君 少し基準改定のお話をさせていた

れ異なるものと認識しております︒

響については産業構造等の差によりましてそれぞ

はあると考えられますが︑各都道府県における影

民経済計算に準拠いたしまして︑最新の国際基準

公表されています︒それで︑最新の数値は三十

だきましたけれども︑地方消費税に関する検討会

国民経済計算︑いわゆるＧＤＰ統計については︑

であります二〇〇八ＳＮＡへの対応を含む平成二

一・六兆円も大幅に︑まあ改定幅の効果によって

そして︑議員今お話にございました基準につき

十三年基準で推計されることになります︒

の中でも︑報告書の中でも︑県民経済計算は本来

使えた方がいいだろう︑統計の精度を上げるため

大きく数字が増えました︒
この県民経済計算も今年の六月に一番新しい数

に︑統計のカバー率︑今回減りましたけど︑また

○吉川沙織君 多分次の問いの答弁だったと思う

値が発表されることになると思うんですが︑国で

んですけど︒
県民経済計算の現在の標準方式は今年今月出さ

上げるためにはやっぱり使える統計になった方が

各都道府県への支援体制はもちろん︑県民経済

三十一・六兆円︑改定でいわゆる押し上げ効果が
基準版で計算されたら大きく数値が去年と比べて

計算のその在り方を見直すつもりは︑内閣府所管

れた県民経済計算標準方式平成二十三年基準版で︑
ていたときは前の基準は平成十七年基準版だと思

上がるという︑そういうことでよろしいんでしょ

の官庁として見直されるつもりはないでしょうか︒

いいだろうということは論をまたないと思います︒

いますが︑それで議論がされていました︒今年六

うか︒

○政府参考人︵長谷川秀司君︶ お答え申し上げ

あって︑県民経済計算も今年六月に平成二十三年

月にも公表される県民経済計算は︑新基準である

○政府参考人︵長谷川秀司君︶ お答え申し上げ

この地方消費税に関する検討会の議論が進められ

平成二十三年基準で計算されたもので認識は合い

県民経済計算は自治事務ということでございま

ます︒
平成二十七年度県民経済計算につきましては︑

すが︑私どもも支援すべく︑現在︑様々な対応を

ます︒
現時点で多くの都道府県においてまさに作業中で

しております︒

ますか︒

ございます︒まだ全ての都道府県の結果が出そろ

○政府参考人︵長谷川秀司君︶ 御答弁申し上げ
議員御指摘のとおり︑平成二十七年度県民経済

っておりませんので︑まだその結果についてはお
ただ︑先生︑お話ございましたけど︑国民経済

者の全国会議の開催︑それからまた︑各都道府県

丁寧に対応するとともに︑主管課長及び実務担当

る改善に向けまして︑各都道府県の照会等に迅速︑

十三年基準で推計されるものと認識しております︒

計算の名目ＧＤＰへの上方改定がされました主な

ます︒
計算は︑国民経済計算に準拠し︑最新の国際基準

答えすることはできません︒

内閣府といたしましては︑県民経済計算の更な

であります二〇〇八ＳＮＡへの対応を含む平成二
○吉川沙織君 実は今︑県民経済計算の話が地方
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いただいて︑何か支援体制を充実していただくよ

○吉川沙織君 内閣府としては標準方式をお示し

もに︑統計調査をめぐる地域ごとの課題に取り組

どにより自治体の統計職員の育成を支援するとと

このため︑総務省としては︑オンライン研修な

ムページに掲載したところでございます︒

遅れまして︑昨日︑三月二十二日に総務省のホー

指摘の第五回及び第六回の議事概要は掲載が大変

大変申し訳ないことでございますけれども︑御

伺いいたします︒

う努力をしていただけるということでしたが︑自

む自治体を技術面︑体制面から個別に支援するな

○吉川沙織君 業務量が非常に多くなってどうし

調査環境が悪化し︑それに対応するための新たな

治事務ということで︑そうなりますと︑これは森

ど︑連携を強化していくこととしているところで

ても後回しになりがちになるということは重々承

が主催いたしますブロック会議への参画等を通じ

林環境税の議論の中でも︑その報告書の中でも︑
す︒

知はしていますが︑今回︑この地方消費税の清算

○政府参考人︵内藤尚志君︶ お答え申し上げま

検討会の中でも出ましたけれども︑人的体制の側

○吉川沙織君 自治体は︑人が少ない中でいろん

基準の見直しって平成九年に制度ができて抜本的

業務が必要になっている自治体もあるものと認識

面の課題というのもあろうかと思います︒

な業務を兼ねて︑防災においても統計行政におい

見直しと言われているものですから︑昨日まで論

まして情報共有を図るなど︑各都道府県への支援

統計行政においても︑例えば都道府県の統計に

ても︑それから森林行政においても同様だと思い

点整理の第五回検討会の議事概要と第六回の検討

す︒

携わる人が一統計で何人いるのか︑それともいな

ますが︑是非総務省としても︑それから県民経済

会議事概要が掲載されていなかったことは望まし

しています︒

いのか︒産業連関表を担当している人と県民経済

計算等を所管する内閣府においても支援体制はし

を続けてまいりたいと思っています︒

計算を担当している人が同一なのか︑違うのか︒

いことではないと思います︒

○国務大臣︵野田聖子君︶ 地方自治体における

お伺いいたします︒

ついて︑総務省︑把握されていますでしょうか︑

自治体における統計行政についての人的体制に

は︑計七回行われた検討会のうち最も大事と思わ

非常に残念な事実が一つだけございました︒それ

配付資料については全て拝読いたしました︒ただ︑

の報告書はもちろん︑公表されている議事概要︑

この地方消費税に関する検討会については︑そ

方についてお伺いしていきたいと思います︒

かねない公文書改ざん問題から︑その管理の在り

そこで︑ここからは三権分立の根幹を揺るがし

ければと思います︒

ことと思いますので︑今後は是非留意していただ

議論︑国民への情報提供の側面から非常に大事な

っかりやっていただきたいと思いますし︑まず現

統計関係業務については︑業務のＩＴ化や民間委

れる論点の整理が行われた第五回検討会︑第六回

ただ︑最初に一点だけ申し上げたいと思います︒

そのときだけ関わっているのか︑そうでないのか︒

託の進展など業務の効率化に伴い︑携わる職員が

検討会の議事概要が昨日まで掲載されていなかっ

昨日︑懇切丁寧に会計検査院に質問通告を出し

これらは行政文書として︑立法府たる国会での

減少しています︒このため︑自治体によっては経

たことです︒ちなみに︑第五回検討会は昨年九月

た数時間後に通告内容と全く同じ内容の報道が出

状把握をしていただければと思います︒

験の長い専門的な人材の確保︑育成が困難となる

二十二日開催︑第六回検討会は昨年十月二十五日

ました︒会計検査院に関しては︑改ざんされた文

人的体制というのは非常に重要であると思います︒

場合も生じていると承知しています︒

の開催でございましたが︑総務省に事実関係をお

一方︑プライバシー意識の高まりなどによって
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め︑受諾して検査を実施したこと等の答弁がござ

からの検査要請については︑要請を真摯に受け止

さず︑内閣からも独立した機関であること︑国会

や検査院法第一条に基づき︑国会及び裁判所に属

会計検査院長にお伺いしましたら︑憲法第九十条

三月一日の予算委員会で︑公文書管理について

し上げて︑会計検査院に問うていきたいと思いま

ば︑信義則に反すると考えます︒そのことだけ申

はないかとの疑念を抱きます︒仮にそうだとすれ

国会で取り上げられる前に誰かがリークしたので

書が見抜けなかった等の指摘を最近受けており︑

百五条の規定に基づいて会計検査院に検査の要請

月六日︑参議院の予算委員会において︑国会法第

○吉川沙織君 国会に対しては︑参議院は昨年三

ます︒

いりたい︑このように考えているところでござい

えに至る経緯及びその内容を確認するなどしてま

国会での御議論も踏まえまして︑決裁文書の書換

に関する問題が明らかになっておりますことから︑

文書の書換えの問題に関しましては︑決裁文書

○説明員︵宮川尚博君︶ お答え申し上げます︒

いたします︒

ないかと考えますが︑会計検査院の見解をお伺い

ことが会計検査制度の信頼確保のために必要では

法定されました︒

については︑平成十七年の会計検査院法改正の際︑

条及び第二十六条で定めています︒この受検義務

法は受検義務というものを会計検査院法第二十五

改ざんされていたということですが︑会計検査院

○吉川沙織君 会計検査院が要求していたものが

の過程で要求していたものでございます︒

それにつきましては︑会計検査院が財務省に検査

えがあったとされる十四件の文書がございます︒

○説明員︵宮川尚博君︶ 今回︑財務省から書換

てください︒

が財務省に対し提出を求めたものか︑確認をさせ

書について︑昨年の会計検査において会計検査院

す︒

いました︒

務省から文書を入手し︑記載が異なる点を見付け︑

改ざん問題が報じられた三月二日に国交省は財

うとしています︒

います︒だからこそ︑今こうやってお伺いをしよ

頼をも揺るがすおそれがある事態であると捉えて

財政民主主義の仕組みの一つである会計検査の信

の信頼を揺るがしかねない事態であるだけでなく︑

て確認するなどの検査をした上で︑報告すべき事

決裁文書の書換えに至る経緯及びその内容につい

○説明員︵宮川尚博君︶ 繰り返しになりますが︑

をされてはいかがでしょうかとお伺いしています︒

回本院に対して︑違う内容となるのであれば報告

じております︑承知しております︒ただ︑もう一

うものが出てきているので︑検査は日常業務と存

る文書が改ざんされていて︑どんどんどんどん違

十二日に本院に提出された報告の内容の前提とな

ではございますが︑検査のより一層円滑な実施の

求には当然応ずべきものと考えられてきたところ

明責任を負っており︑実地検査や資料の提出の要

あることに鑑みまして︑その会計経理について説

は︑その活動の原資が国民の負担による税金等で

この改正前から︑会計検査院の検査を受けるもの

ざいます︒
﹂
﹁会計検査の受検義務に関しましては︑

決算委員会の御提案で行っていただいた経緯がご

て会計検査機能の充実等について御検討いただき︑

計検査院長に問うたところ︑
﹁参議院におきまし

この改正について︑三月一日︑予算委員会で会

三月五日に国交省が所有していた文書のコピーを

項があれば適切な時期に適切な方法で報告してま

ためには︑実地の検査を受けるもの及び資料等の

を全会一致でいたしました︒でも︑その十一月二

財務省に渡したと報じられています︒

いりたいと考えております︒

提出の求めを受けたものの受検義務を法文上明記

今回の財務省における文書改ざんは︑行政全体

提出を求め︑精査し︑国会法第百五条の規定に基

○吉川沙織君 今回︑財務省が改ざんを認めた文

会計検査院は︑国交省から例えば当該コピーの
づき検査要請を行った本院に対し再度報告を行う
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財務省が会計検査において改ざんした文書を提

ここで会計検査院に伺います︒

の参議院が中心になってやったものです︒その受

○吉川沙織君 平成十七年の会計検査院法は︑こ

ございます︒

この応じない場合とは︑国の会計事務を処理する

分の要求をすることができると規定しております︒

を受けこれに応じない場合などについては懲戒処

務を処理する職員が第二十六条の規定による要求

○説明員︵宮川尚博君︶ お答え申し上げます︒

出していたことは︑会計経理についての説明責任

検義務に明らかに二重の意味で財務省は残念なが

職員に故意又は重大な過失があることと解されて

あってはならないことでございますので︑そうい

を果たすものとは言えず︑円滑な会計検査の実施

ら違反をしている疑いが強いんです︒だから︑そ

おり︑これに該当する場合は懲戒処分の要求の対

する必要があると判断されたものと承知しており

を妨げた可能性があります︒

の法定された受検義務の第二十五条及び第二十六

象となり得るものであると考えられます︒

会計検査院法第三十一条第二項は︑国の会計事

また︑財務省と国交省から内容の異なる貸付決

条に反しているという理解でよろしいですね︒

○吉川沙織君 では︑続けて伺います︒

うことはしてはならないことであるということで

議書を受け取った会計検査院に対し︑財務省は調

○説明員︵宮川尚博君︶ 会計検査院の検査を受

今回のように組織的に文書の改ざんが行われる

ます︒
﹂と答弁されました︒

査時に財務省提出が最終版︑国交省のものはドラ

ける︑提出の要求を受けたものは︑これに応じな

こう定められています︒組織的に文書の改ざんが

フト版と説明していたともされます︒財務省は文

に反しているということだと思っております︒

行われるようなケースは残念ながら大変悪質であ

ようなケースは︑これは後で取り上げますけど︑

能の充実等を図るために規定された会計検査院法

○吉川沙織君 実は︑この会計検査院法第二十五

り︑大幅に書き換えた文書を会計検査院に提出し

ければならないというふうに規定されております︒

の受検義務に反するものではないんでしょうか︑

条及び第二十六条︑この受検義務︑
﹁検査を受け

たとしても︑これは検査院の提出要求に応じたも

書を改ざんしただけでなく︑取り繕うように会計

会計検査院にお伺いいたします︒

るものは︑これに応じなければならない︒
﹂と︑

のとは言えないと思います︒

公文書管理法第一条の目的のところでは︑公文書

○説明員︵宮川尚博君︶ お答え申し上げます︒

こう法定で義務化されています︒ただ︑残念なが

検査院の職務遂行に当たって︑最も基本的な検

応じなければならないというのは真正な文書を提

会計検査院の実施した検査におきまして︑真正

ら会計検査院法には罰則規定がありません︒その

査手段を脅かすものとして︑財務省の処分をまつ

検査院に対し虚偽の報告までしたことになります︒

でない資料が提出されたことは極めて遺憾なこと

代わりに懲戒処分の要求ができるというのが会計

までもなく︑懲戒処分の要求を会計検査院法第三

は国民共有の知的資源︑民主主義の根幹を成すと︑

であり︑あってはならないこと︑そういうもので

検査院法第三十一条にあって︑それが罰則の代わ

十一条第二項の規定に基づいて行う必要があるの

出するということでございますので︑そこの部分

あると考えております︒

りの担保となっていると︑こう理解されています︒

このような一連の財務省の対応は︑会計検査機

○吉川沙織君 あってはならないということは受

お伺いいたします︒

ではないかと考えますが︑会計検査院の御見解を
分の要求は︑一般論で結構です︑どのようなとき

○説明員︵宮川尚博君︶ お答え申し上げます︒

会計検査院法第三十一条第二項に基づく懲戒処

でしょうか︒

に行われるんでしょうか︒

検義務に反するという︑こういう理解でよろしい
○説明員︵宮川尚博君︶ 繰り返しになりますが︑
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分の要求を行うべき事例だと思いますが︑いかが

なく︑第三十一条第二項の規定に基づいて懲戒処

うことですから︑財務省の中の処分をまつまでも

つである検査院もこれはないがしろにされたとい

府の意思もないがしろにされ︑財政民主主義の一

フェーズではないと思います︒これは国会︑立法

れ事実は積み上がっていると思うので︑検討する

ていると先ほど答弁いただきました︒明らかにこ

○吉川沙織君 第二十五条及び第二十六条に反し

ついて検討してまいります︒

係を踏まえ︑法に定められた要件に該当するかに

お尋ねの懲戒処分要求につきましては︑事実関

ていて︑会計検査院法︑いろんなことを定めてい

ゆにも思いませんでしたけれども︑結果︑出され

文書が国会や会計検査院に出されているなんてつ

本的質疑に臨むに当たって︑まさか改ざんされた

院の検査報告︑私も︑三月一日︑予算委員会で基

○吉川沙織君 今回の件は︑これまでの会計検査

とではございません︒

まして︑懲戒処分要求をしないと決めたというこ

該当するかに検討してまいるということでござい

○説明員︵宮川尚博君︶ 法に定められた要件に

いうことでいいですね︒

わらず︑まだまだそんなのは使うつもりないよと

い代わりに懲戒処分の要求の法律があるにもかか

思います︒

かり法にのっとってやっていただくべきことだと

政民主主義の一つを担う会計検査院として︑しっ

が起きましたので︑これは会計検査院として︑財

国民全体︑行政全体の信頼性を損なうようなこと

ず本当に︑議会制民主主義はもちろん︑三権分立︑

○吉川沙織君 財務省の中で処分をする前に︑ま

ただいま検討しているところでございます︒

を発動する︑そういうことになると思いますが︑

定められた要件に該当する場合には懲戒処分要求

分要求につきましては︑事実関係を踏まえ︑法に

ように考えているところでございます︒

でしょうか︒

て︑今まで国会に提出された決算検査報告でも︑

ここからは︑公文書管理法に基づいて内閣府を

重ねてのお答えになりますが︑お尋ねの懲戒処

○説明員︵宮川尚博君︶ お答え申し上げます︒

中心に伺っていきたいと思います︒

今回の件というのは︑今までの検査報告の公正

たことなどを踏まえて︑政府としては︑昨年末に

う答弁がありました︒
﹁国会において御指摘され

例えば資料提出の要求にちゃんと応じなかった不

性と妥当性までもが疑われかねない︑そういう事

行政文書の管理に関するガイドラインを改正をし︑

三十一条の規定でございますけれども︑第二十

三月一日の予算委員会において︑公文書管理の

の他の資料若しくは報告の提出の求めを受けたも

例だと思っています︒財政民主主義の一つを担う

そして公文書管理の質を高めるための取組を行っ

誠実な事例とか︑ちゃんと検査報告に載っていま

のはこれに応じなければならないというふうに規

会計検査院として︑ここはちゃんと検討して︑そ

たところでありまして︑今後︑同ラインに沿って

六条の規定による要求を受けこれに応じない場合

定されております︒

ういう方向であるということでいいですね︒

より適切な公文書の管理に努めてまいりたいと思

在り方について総理にお伺いしましたところ︑こ

きましては︑真正なものが出てきておりませんの

○説明員︵宮川尚博君︶ お答え申し上げます︒

す︒

で該当するというふうには考えておりますが︑受

まず︑会計検査院の実施した検査におきまして

その際も指摘しましたが︑ガイドラインという

とございます︒二十六条の方では︑帳簿︑書類そ

けたものというところが更に調査︑検討しないと

真正でない資料が提出されたことは極めて遺憾な

のはあくまでも公文書管理法に基づき各行政機関

これに応じなければならないというところにつ

該当するか今確認中というところでございます︒

ことであり︑あってはならないことである︑この

います︒
﹂と答弁されました︒

○吉川沙織君 では︑せっかくその罰則規定がな
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そこで︑まず内閣府に︑公文書管理法上︑法令

ではございませんと繰り返し答弁をされています︒

規則にのっとって保存しておりました︑法律違反

ぎません︒今国会で財務大臣も財務省理財局長も︑

が規則を定めるに当たって踏まえるべき指針にす

コンプライアンスの確保を図るため︑内閣総理大

た内容を当時の政府参考人は答弁されています︒

りが交わされていますけれども︑今御答弁があっ

閣委員会では平成二十一年六月二十三日にやり取

理法制定時の国会審議において︑例えば参議院内

そもそも︑公文書を改ざんする行為自体が︑公

書管理法に反するものではないかと思います︒

ば︑今回の財務省による決裁文書の改ざんは公文

○吉川沙織君 今の内閣府の答弁を踏まえるなら

合に行使することになるということでございます︒

るため特に必要があると内閣総理大臣が認める場

が︑健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知

臣による適切なチェックや改善措置についての制
そこで︑内閣府にお伺いします︒

的資源として︑主権者である国民が主体的に利用

遵守︑コンプライアンスを確保するための仕組み
○政府参考人︵田中愛智朗君︶ お答えいたしま

内閣総理大臣による必要に応じた報告︑資料の

し得るものであることにかんがみ︑国民主権の理

文書管理法第一条に規定されている︑﹁公文書等

す︒

求め︑内閣府の職員による実地検査︑文書管理改

念にのっとり︑
﹂
﹁行政が適正かつ効率的に運営さ

度化が盛り込まれていると答弁されています︒

お尋ねの公文書管理法につきましては︑公文書

善の勧告は︑一般論で構いません︑どのような場

があるかないかを確認させてください︒

管理法の趣旨を担保する仕組みといたしまして︑

れるようにするとともに︑
﹂
﹁現在及び将来の国民

な要件ということになろうかと思いますけれども︑

さらに︑公文書管理法第四条は︑
﹁行政機関の

合に行われるんでしょうか︒

は資料の提出を求め︑又は実地調査を行う権限が

公文書管理法に規定する権限の発動要件につきま

職員は︑第一条の目的の達成に資するため︑当該

まず︑法第九条第三項において︑行政文書の適正

内閣総理大臣に与えられているところでございま

しては︑まず︑法第九条三項の報告の求め等に係

行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過

に説明する責務が全うされるようにすることを目

す︒

る権限につきましては︑定期的な調査とは別に︑

程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 今お尋ねの件は︑

また︑このほか︑法第三十一条において︑改善

行政文書管理上の問題が発生したときや制度運営

理的に跡付け︑又は検証することができるよう︑
﹂

な管理を確保するために必要があると内閣総理大

等の必要があるとして公文書管理法を実施するた

上特定の行政文書の取扱いについて検討の必要が

﹁文書を作成しなければならない︒
﹂と明確に定

的とする︒
﹂との規定をないがしろにするもので

め特に必要があると内閣総理大臣が認める場合に

生じたときなど︑行政文書の適正な管理を確保す

めています︒

実地調査等やあるいは勧告などの発動する具体的

は︑各行政機関に対して改善すべき旨の勧告をし︑

るために必要があると内閣総理大臣が認める場合

臣が認める場合に︑各行政機関に対し報告あるい

当該勧告の結果とられた措置について報告を求め

に行使することになるというふうに認識しており

す︒

る権限が内閣総理大臣に与えられているところで

ます︒

○吉川沙織君 今︑公文書管理法第九条及び第三

改善等の必要があるとして公文書管理法を実施す

また︑法三十一条の改善勧告についてですが︑

ておくべきと担当者が判断し記載するに至ったで

に至る過程を明らかにするものとして文書に残し

較すると︑文書作成当初は経緯も含めた意思決定

改ざん前の決裁文書と改ざん後の決裁文書を比

ございます︒
十一条を引いていただきましたが︑この公文書管
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揺るがしかねない事態であり︑行政の長として責

総理は三月十二日の会見で︑行政全体の信頼を

いと思います︒

又は検証することができる文書であるとは言い難

管理法第四条に明確に定めている合理的に跡付け

の事項を削除したことになり︑改ざん後は公文書

で︑それぞれの事案の重要度や改善の進捗状況等

対応を見守っているところでございます︒その上

いて適切に対応することが重要であり︑財務省の

れるものでございますが︑まずは各行政機関にお

要があると内閣総理大臣が認める場合等に実施さ

しては︑行政文書の適正な管理を確保するため必

御指摘の公文書管理法に規定する権限につきま

わってきて︑自分たちの大切な仕事として公文書

ようなことを重ねていけばやはり文化は次第に変

スで内閣から勧告したりできますから︑そういう

長の尾崎氏が︑﹁法律の中には︑コンプライアン

は︑公文書管理の在り方等に関する有識者会議座

五月二十九日︑衆議院内閣委員会の参考人質疑で

公文書管理法が制定されるとき︑平成二十一年

書管理法の趣旨にのっとり︑そこは対応していく

任を痛感しているとしながら︑なぜこんなことが

を総合的に考慮し︑行政文書の適正な管理を確保

管理の問題があるんだということが自然と理解さ

というところでございます︒

起きたのか︑全容を解明するため調査を進めてい

するために必要があると認める場合があれば︑報

れてくる︒
﹂と発言をされておられます︒

あろう特殊性とか価格交渉に関する記述︑これら

く︑財務大臣にはその責任を果たしてもらいたい

告の求め等も含めた権限について行使していくこ

必要がある﹂
︑こう答弁されています︒

として︑調査は財務省自身に任せる趣旨の発言を

とになると︑かように考えてございます︒

これは︑公文書管理法︑さっき第九条と第三十

ライアンスの条文の発動ってどういうときに行わ

○吉川沙織君 さっき︑一般論としてこのコンプ

要求︑あるいは内閣府の実地調査の結果に基づき

事例があった際には︑内閣総理大臣の報告︑資料

この発言を踏まえると︑今回のように不適切な

されています︒
一条︑コンプライアンスの条文を挙げていただき

内閣総理大臣が勧告を行い︑公文書管理の適正性

三月一日の予算委員会において︑実地調査及び

コンプライアンス確保の仕組みが法律上設けら

れますかとお伺いしたときの答弁を拝聴すれば︑

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 御指摘の点につ

内閣総理大臣による勧告の必要性について問うた

れているのであるならば︑積極的に活用し︑国民

ましたけど︑内閣総理大臣に付与されている権限

いては︑行政機関の意思決定の基礎となる決裁文

ところ︑速記止まっちゃいましたけれども︑内閣

の信頼回復に努めるのが公文書管理法を所管する

を確保するというのが有識者会議報告が意図した

書について書換えが行われたということは︑公文

府担当大臣は︑
﹁真摯に受け止めて対応してまい

内閣府の責務ではないかと思いますが︑いかがで

今回の事例ってそれを発動する案件だと思うんで

書への信頼︑そして行政全体への信頼を揺るがし

りたい﹂
﹁研修等で意識を高めていくこと等︑適

しょうか︒

を半ば放棄するものではないでしょうか︒内閣府︑

かねない行為であり︑極めて重く受け止めている

切に行われているかどうかの点検︑監査を実施す

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 先ほども答弁し

コンプライアンス確保のための仕組みであったの

ところでございます︒その上で︑今回の件につい

ることも含めてしっかりと徹底をしてまいりた

たところでございますけれども︑具体の事例につ

すが︑続けて伺います︒

ては︑現在︑財務省において︑なぜこのようなこ

い﹂と︑必要か否かについては答弁されませんで

いて︑仮定のお話についてお答えするというのは

見解を伺います︒

とが起きたのか全容を解明するための調査が行わ

した︒一方︑官房長官は︑
﹁政府としては︑公文

ではないでしょうか︒

れており︑また︑検察による捜査も行われている
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し︑行政文書の適正な管理を確保するために必要

の事案の重要度や改善の進捗状況を総合的に勘案

困難なところではございますけれども︑それぞれ

理の適正な運用を図るとともに︑研修の充実など

管理規則を改正し︑厳格なルールの下で公文書管

ンの改正を踏まえて︑年度内に各府省が行政文書

いては︑現在︑昨年末の公文書管理のガイドライ

めのアクションプランというのが平成二十六年に

すが︑この電子決裁については電子決裁推進のた

など指示︑文書改ざん問題という報が流れていま

一つが︑今朝の閣僚懇で︑電子決裁へ移行加速

回った︑もう大分できてますよと言っているのと︑

があると認める場合があれば︑報告の求めも含め

また︑本日︑閣議の後の閣僚懇談会がございま

今回のは︑あくまでも各行政機関に︑文書管理規

出されていて︑最新の取組状況で︑府省全体の電

○吉川沙織君 公文書管理法でコンプライアンス

した︒そのときに︑安倍総理から各大臣に対し︑

則にのっとってやりました︑でもそれができてい

により各職員へのルールの徹底を図ることとして

確保のための規定が置かれているにもかかわらず︑

四月からの新ガイドラインによるルールの徹底︑

ないのが分かったので電子決裁を進めれば直ちに

た権限について行使していくというふうに考えて

今皆様も内閣府の答弁お聞きになられたと思いま

電子決裁システムへの移行の加速について指示が

解決するという問題では私はないと思います︒

子決裁率は八八・八％︑目標の六〇％を大幅に上

すが︑動きは鈍いと言わざるを得ません︒

ございました︒閣僚懇談会で私からも︑業務効率

それから︑内閣府が点検していることですが︑

います︒

そこで︑総務大臣に伺います︒

化に資するため従来から推進してきた電子決裁の

﹁平成二十七年度における公文書等の管理等の状

ございます︒

政府内における第三者的な評価専門機関である

一層の推進のために︑どのようなものがなぜ電子

九・九九％が点検を実施したと回答し︑行政機関

行政評価局が︑各行政機関に調査や点検を委ねる

難があるのか︑個別に精査するため各大臣の協力

の九三・三％において監査を実施したと回答され

況について﹂の結果を見ると︑全文書管理者の九

ことができるのは総務省だと思っています︒この

をお願いしたところです︒また︑公文書管理に関

ています︒その後に出てきたのが今回の問題です︒

決裁でないのか︑今後導入するにはどのような困

ような場合に積極的に調査を行うことこそが︑行

して昨年九月に行った勧告についても︑勧告した

のではなくて︑全府省横串で客観的な調査を行う

政評価局が自らの役割とする国民に信頼される質

れは︑やはり総務省は今こそ行政評価局の機能を

これだけの回答︑これだけ検査しています︑点検
行政評価・監視を所掌する立場として︑まず︑

発揮して機動的調査をやるべき事案だと思います︒

内容を着実に実施いただくよう改めて要請をいた

○国務大臣︵野田聖子君︶ お答えいたします︒

こうした取組を含め︑政府全体の取組状況につい

ここで︑ガイドラインの改正の経緯を見守ると

の高い行政の実現につながるのではないかと思い

大変な御期待をいただき︑感謝をいたします︒

て注視してまいります︒あわせて︑総務省として

御答弁の中でありましたので︑また内閣府に伺い

していますといいながら今回の問題ですから︑こ

ただ︑各行政機関の業務プロセスに応じて膨大か

直ちにできることはしっかりと行ってまいる所存

ます︒

しました︒

つ多様な内容を持つ公文書︑この適切な管理に関

です︒

ますが︑御見解をお伺いいたします︒

しては各行政機関における責任を持った対応が重

年後の見直しに関する検討内容︑昨年のガイドラ

公文書管理委員会における公文書管理法施行五

○吉川沙織君 今︑二つの点で反論したいと思い
ます︒

要であります︒
文書の作成や管理を含む全体の公文書管理につ
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改正につきましては︑公文書管理法附則第十三条

きました行政文書の管理に関するガイドラインの

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 今お尋ねいただ

内閣府に伺います︒

イン見直しに至る経緯について︑簡単で結構です︑

決裁文書について検討すると言い︑翌々日の九月

り方等に関する検討チームが保存期間一年未満の

は︑なぜだか内閣官房に設置された行政文書の在

の扱いが検討対象として出てきて︑九月十九日に

員会において初めて保存期間一年未満の行政文書

ることができなかったんですけど︑第五十四回公

員会を開催した記録がどこを探しても私︑見付け

一つ教えてください︒第五十四回公文書管理委

から引用して経緯を申し上げました︒

会と︑私︑第五十五回公文書管理委員会の議事録

○吉川沙織君 今︑第五十三回の公文書管理委員

公文書管理法附則第十三条に規定する法施行後

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 大変申し訳ござ

二十一日︑内閣府事務次官による通知が出され︑

員会が取りまとめた公文書管理法施行五年後見直

五年を目途とする見直しについて︑内閣府は昨年

いません︒ちょっと今手元に日付の資料がござい

の規定に基づき︑平成二十三年の公文書管理法施

しに関する検討報告書を踏まえて︑見直しの検討

のガイドライン改正をもってこれは見直しを行っ

ませんので︑後ほどお答えしたいと思います︒

文書管理委員会はいつ開催したのか︑後の答弁で

が始められたものでございます︒

たと捉えているんでしょうか︑御見解を伺います︒

○吉川沙織君 後ほど答えていただければ結構な

年末のガイドライン改正に至っています︒

具体的には︑昨年七月以降︑第三者的立場にあ

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 公文書管理の見

んですが︒

行から五年後となる平成二十八年に公文書管理委

る公文書管理委員会において議論が進められ︑行

直しについては︑昨今の国会等での様々な御指摘

も結構ですので︑教えてください︒

政文書の管理の在り方に関して国会等でいただい

も踏まえ︑例えば︑各行政機関の裁量の余地が大

ガイドラインの改正を昨年末行ったところでござ

準の明確化︑文書の正確性の確保等を内容とする

踏まえた上で︑行政文書の作成︑保存に関する基

を示すなど︑公文書管理委員会において検討して

一年未満の保存期間を設定し得る行政文書の類型

ついて︑その範囲を従来より大幅に限定すべく︑

きいと指摘された保存期間一年未満の行政文書に

会開催状況を見ると︑最初が第五十五回︑二〇一

十一日開催で終わっています︒二〇一七年度委員

員会開催状況は︑第五十三回︑二〇一七年二月二

開催状況が載っているんですが︑二〇一六年度委

これ︑ずっと内閣府にそれぞれの年度の委員会

た様々な御指摘やパブリックコメントの結果等も

います︒

って︑ちゃんと一回からずっと数字積み上がって

七年七月七日開催で︑過去のをずっと見たんです
この改正ガイドラインを踏まえまして︑現在︑

いるんですけど︑第五十四回は何かの共催かなと

いただいた上で︑その御議論も踏まえてガイドラ

討会報告書で見直しの方向性をまず出して︑この

公文書管理委員会によるチェックを経て︑各府省

思って︑いろいろ昨日︑夜中見てみたんですけど︑

○吉川沙織君 公文書管理委員会が平成二十八年

報告書を受け︑去年の二月二十一日︑これは元々

の行政文書管理規則の改正を行っているところで

どこを見ても見付かりませんでしたので︑ちょっ

けど︑持ち回りだったら持ち回り開催と書いてあ

見直しますと附則でなっていたので︑その公文書

ございまして︑新年度より︑より厳正な新しいル

と今の委員会中に教えていただければと思います︒

インの改正を行ったところでございます︒

管理委員会第五十三回ですけれども︑そこで見直

ールの下で公文書管理を行うことが重要だという

三月に公文書管理法施行五年後見直しに関する検

しの対応案が元々の方針にのっとって出されまし

ふうに認識しているところでございます︒

次に︑この公文書管理法を制定したときに︑こ

た︒去年七月七日開催の第五十五回公文書管理委
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ついて少し伺いたいと思います︒

の立法府たる国会が附帯決議として付けた項目に
そこで︑今回のガイドライン改正の経緯の在り

残念ながら︑今回反映されている節はありません︒

対して要請をしているんですが︑どこを探しても︑

でございますけれども︑年内に︑つまり十二月ま

指摘いただいたように︑七月以降してまいったの

ガイドラインの議論につきましては︑先ほど御

公文書管理法案の国会審議において︑参議院内

び公文書管理委員会の在り方についても十分検討

﹁公文書管理法制における内閣総理大臣の権限及

目において︑法施行後五年後の見直しに当たり︑

目から成る附帯決議を行っています︒その十八項

﹁年末にはこの公文書管理委員会でガイドライン

終ページによると︑内閣府はこう言っています︒

第五十五回公文書管理委員会の時点で︑議事録最

第五十四回はどこに行ったのか分かりませんが︑

平成二十九年度最初︑七月七日に開催された︑

ンを施行させて︑それにのっとってやっていくと

○吉川沙織君 新年度から新しい改正ガイドライ

ざいます︒

ことで︑こういった検討を進めてきたところでご

度からこれを実施するということができるという

の後︑各府省の行政文書管理規則を改正し︑新年

でにガイドラインを取りまとめることにより︑そ

すること︒
﹂とされています︒

改正の内容を確定していただくというようなこと

いうのは分かりますけれども︑例えば︑立法府が

方についてお伺いしたいと思います︒

公文書管理委員会において公文書管理法施行後

をお願いしたい︒
﹂
︒改正に関する議論を区切って

意思として示した内容が議論の中で反映された形

閣委員会は平成二十一年六月二十三日︑二十一項

五年後の見直しに関する検討報告書を取りまとめ

しまっています︒

いったことを打ち出したところでございます︒

値判断の徹底︑あるいは人材育成︑体制の強化と

ざいまして︑その中では︑文書の適切な歴史的価

において二十九年二月に議論を行ったところでご

正化に向けた主な取組として︑公文書管理委員会

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 公文書管理の適

の管理に関するガイドラインの改正の経緯につき

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 今回の行政文書

はないでしょうか︒御見解を伺います︒

れた形跡がありません︒議論が不足していたので

内閣委員会が付けた附帯決議の内容も全く議論さ

合わせるため︑議論が十分とは︑それこそ参議院

らかも分かりませんが︑二十九年内の改正に間に

正の審議においてもこの参議院総務委員会でこれ

なり議論になりましたし︑平成二十八年度税制改

ますが︑行政府と立法府の関係で︑衆議院でもか

ます︒

国民の信頼の獲得につながるのではないかと考え

書管理に対する信頼回復︑ひいては行政に対する

を行い︑それを踏まえて再度検討することが公文

跡がないとかいうのは︑やっぱりちょっとつらい

○吉川沙織君 実は︑この公文書管理法制定のと

ましては︑公文書の扱いについて昨年の国会にお

がアリの一穴になりやしないかと苦言を呈された

平成二十九年内のガイドライン改正に︑これ総

るに当たって︑内閣総理大臣の権限及び公文書管
理委員会の在り方について議論はなされたんでし

きに附帯決議を付けているのはこの参議院の内閣

いても様々な議論がなされてきたということを踏

自民党の委員の方がいらっしゃいましたけれども︑

です︒ですので︑政府全体として改めて実態調査

委員会だけです︒その中に明確に︑これは質疑の

まえまして︑それに対応するということを考えて︑

固定資産税の特例措置については︑今まさに今日︑

理が何回も衆参の予算委員会で答弁されていたか

中で出ていたからですけれども︑内閣総理大臣の

今回のガイドラインの見直しの議論を進めてきた

この段階で立法府たる国会で審議されている途中

ょうか︒

権限及び公文書管理委員会の在り方についても今

ところでございます︒

そこで︑今回の地方税の改正に戻りたいと思い

後見直すときには議論してくださいねと行政府に
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ものですが︑これ実は︑三月十六日︑参議院本会

がるおそれもあることから多くの懸念が示された

市町村の基幹税である固定資産税の減収につな

をされ︑付託されて採決されれば︑通るのはもう

ますけれども︑法案が実際に内閣から国会に提出

べますと︑これは何回もこの場でも申し上げてい

確かに︑もう今の与党の数と野党の勢力を見比

た資料に関し検査を行わなければならない旨規定

大臣と都道府県知事が︑交付税の額の算定に用い

この点︑地方交付税法第十七条の三では︑総務

からすると︑算定に用いられる資料や算定自体に

議で経産大臣が自治体向けに経産省として説明会

明らかではあります︒ただ︑やっぱり︑立法府た

されていますが︑実は︑この検査の実態︑どこを

○吉川沙織君 ありがとうございます︒

を行っているという答弁があったので︑じゃ︑ど

る国会で審査をしている法案が︑あたかも確定︑

調べてもよく分かりませんでした︒

です︒

んな資料を使って説明されているんだろうと思っ

結構ちょっとなかなか派手な書きぶりですので︑

疑念が持たれぬようにしなければならないという

て見てみましたところ︑既に確定事項であるかの

少し大臣に感想をお伺いしました︒

そこで︑この検査が総務省及び都道府県におい

のは当然だと思います︒

ような表現ぶりをしているなど︑立法府での審議

ついて少し教えていただければと思います︒

て具体的にどのように行われているのか︑実態に

政課長・市町村担当課長合同会議で翌年度の事務

○政府参考人︵黒田武一郎君︶ お答えいたしま

ちなみに︑総務省も毎年一月に全国都道府県財
に支障を来さないための説明会は行っていますけ

す︒

をないがしろにするような説明にも見えなくはな
総務大臣︑何か御感想ありますでしょうか︒

れども︑これは事実関係を淡々と新年度から滞り

いんです︒
○国務大臣︵野田聖子君︶ 吉川委員から御指摘

がないように行っていて︑資料ももう既に示され
の立場にいる人間として少しお伺いをさせていた

ているものを使ってやられていますので︑立法府

基づきまして︑国は都道府県及び政令指定都市︑

ただきました地方交付税法第十七条の三の規定に

て行っております︒

都道府県はこの政令指定都市以外の市町村につい
行政の信頼性獲得に関連して︑地方交付税の算

だきました︒

地方交付税の検査につきましては︑今御指摘い

いただきましたので︑速やかにこのチラシについ
て調査をさせていただきました︒
中小企業庁が作成したチラシなんです︒総務省
に対しても︑固定資産税の特例に関してその事実
関係に誤りがないかどうか︑事務的な照会はあっ

したと聞きました︒

に照らして事実関係には特段の誤りはない旨回答

決定された平成三十年度税制改正の大綱等の内容

団体の様々な行政経費を捉え︑共有の財産を公平

からず閉鎖的だとの指摘が行われることが︑地方

に行われています︒この算定事務が関係者しか分

地方交付税の算定は︑毎年度︑膨大な資料を基

いるのか︑記載誤りや計算誤り等がないかを調査

国の統計であるとか道路台帳等の数値と合致して

を分担して︑交付税額の算定に用いた基礎数値が

して︑数名体制で対象団体に出向きまして︑役割

なくとも三年に一度は検査を行うことといたしま

具体的には︑全ての地方団体につきまして︑少

言うまでもなく︑法案についての国会における

に配分するためには複雑かつ専門的にならざるを

しております︒

定についてもお伺いしておきたいと思います︒

審議が前提となるものですから︑こうしたチラシ

得ないのは仕方がない側面があると思います︒た

たそうです︒平成二十九年十二月二十二日に閣議

については所管省庁においてきちんと丁寧に対応

だし︑地方交付税の原資も国民の税金です︒それ

この検査の結果︑交付税の額の算定に用いた基

する必要があると私は思います︒
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交付税特会歳入歳出予定額各目明細書が配られて

○吉川沙織君 今日︑総務委員の皆様のお手元に

反映いたしております︒

間遡りまして︑当該年度又はその翌年度の算定に

ことになりますが︑それにつきましては最大五年

要額なり基準財政収入額を変更すべき場合という

礎数値に錯誤を発見した場合︑これは基準財政需

す︒

○政府参考人︵黒田武一郎君︶ お答えいたしま

しょうか︒

いうやり方もあると思うんですが︑どっちなんで

理して交付税検査では行っていないという︑こう

ることの確認は自治体の監査で行われるべきと整

かなりやり取りありましたけど︑計数が真正であ

うか︒この計数が︑先ほど資料が真正でないとか︑

たしまして︑一定の検査水準が確保されるように

取りまとめました地方交付税の検査要領を配付い

ます︒

く処理基準を定めまして︑その徹底を図っており

き基準としまして私どもの方で地方自治法に基づ

ございます︒検査の実施に当たりまして︑よるべ

付税検査につきましては第一号の法定受託事務で

また︑検査項目ごとの注意事項や検査資料等を

いるかと思いますが︑この最後のページに検査旅

助言をいたしているところでございます︒

○吉川沙織君 地方交付税の原資は国民の皆様の

この交付税検査におきましては︑算定に用いる
基礎数値が各種の統計数値や地方団体に備付けの

税金でございますので︑そういう検査要領を整備

費として三百四十六万円が計上されています︒
総務省は︑今担当者を区切ってとおっしゃった

義務のあります道路台帳等による数値と一致して

めまして確認しているところでございます︒

ので全部は行っていないと思いますが︑総務省は

度当初予算案におきましては︑交付税検査の旅費

○吉川沙織君 では︑地方交付税法第十七条の三

催されたんでしょうか︒

してちゃんとした計数が取れるようになっている

としまして三百四十六万円をお願いしております︒

第二項に︑例えば︑都道府県が管内の市町村に対

○政府参考人︵田中愛智朗君︶ 大変申し訳ござ

いることの確認にとどまらず︑例えば︑既に供用

この旅費の積算でございますが︑三名の検査員

して検査を行っているか否かの事実は︑総務省と

いませんでした︒

四十七都道府県全てに職員を派遣して検査をされ

が都道府県と政令市に対しまして三年に一度検査

して︑これは法に書いてあるので把握されている

公文書管理委員会第五十四回については︑ホー

ということは︑なかなかこういう地方交付税法︑

することを前提に︑全国平均的な単価を使用して

と思いますが︑都道府県が管内の市町村に対して

ムページに掲載が漏れてございまして︑大変おわ

を廃止した旨の公示を行った道路につきましては︑

積算しているものでございます︒

どのような検査を行っているかは把握しているん

び申し上げます︒開催は平成二十九年三月に持ち

ているのでしょうか︑お伺いします︒

○吉川沙織君 検査はどのように行っているのか

でしょうか︒検査の方法について︑例えば総務省

回りで開催しているところでございます︒

地方税法で出てこないので︑今回の行政の信頼性

を︑例えば台帳が整備されているか︑先ほども少

がガイドラインを示す等の助言なんかは行われて

それが道路台帳から削除されているかどうかを含

しありましたけれども︑どの資料の計数を算定に

いるんでしょうか︒

形式的な公文書管理規則の改正ということで︑持

○政府参考人︵黒田武一郎君︶ この平成三十年

用いたのか等の事実関係を確認することはできる

○政府参考人︵黒田武一郎君︶ これは法に定め

ち回りで開催したということでございます︒

獲得の観点からお伺いをさせていただきました︒

と思うんですが︑資料の計数そのものが適正であ

ておりますが︑都道府県が行う市町村分の地方交

内容につきましては︑組織の新設︑改廃に伴う

内閣府︑第五十四回公文書管理委員会はいつ開

るかどうかについての確認は行っているんでしょ
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だけ議論になっている中で︑私は本当に探したん

も︑それから今回︑この公文書管理委員会︑これ

○吉川沙織君 今回の地方消費税の清算基準の件

いて公文書管理の徹底について各大臣にお願いを

ムの促進であったり︑ガイドラインの改正に基づ

は促進ということですね︑促進︑電子決裁システ

ただ︑今日の話では︑電子決裁システムのこれ

総務省の調査については︑来週以降にお答えを

○国務大臣︵野田聖子君︶ お答えいたします︒

お願いいたします︒

報告をしていただきたいと思いますが︑よろしく

です︑昨日の夜中︒でも︑第五十四回は見付から

したというような答弁をされたのかなというふう

っかり果たしていきたいと思いますので︑これか

いう行政のチェック機能というのをこれからもし

私たち立法府に身を置く議会人の立場からはそう

今ほどこの行政の信頼性が問われている中で︑

しいただきましたけれども︑そのことまで踏み込

て先行してやられているということで前回もお話

ということですね︑これも総務省としては率先し

えてしっかりと︑そのようなことがなかったのか

御指摘があったように︑今回の改ざん問題を踏ま

に思ったんですけれども︑先ほど吉川委員からも

いろいろそれぞれ見直していただきたいという厳

というのは︑この間の昨年九月の勧告というのは︑

御発言があって︑私の方からは︑フォローアップ

文書を管理している梶山大臣も併せてその立場で

て︑安倍総理からまず御発言があって︑そして公

ということで︑本日の閣僚懇で︑私だけではなく

お約束したとおり︑必ず全ての大臣に要請する

させていただきたいと存じます︒

なくて︒

らもどうぞよろしくお願いいたします︒

んで各大臣に私はお願いをしていただけるものと

しい勧告をさせていただいたんですけど︑通常は

ありがとうございました︒
○森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治でご

いうふうにも思っておりました︒

約一年ぐらい掛けてフォローアップをしていただ

ざいます︒

改めて︑そういう思いで︑しっかりと政府全体

くことになるんですけど︑こういう事態になりま

あと四十分︑皆さん︑お付き合いよろしくお願

に対して大臣がリーダーシップを持っていただい

いをしたいと思います︒

電子決裁については︑やはり紙文書による改ざ

したので︑もっと意識を高めていただいて早く着

期待したいと思いますので︑そのことについて改

んがございましたので︑電子決裁というのは本来

て︑真相究明に向けて︑また各省庁でそのような

先ほど吉川委員の御答弁で︑大臣の方から︑今

めてのお考えと︑それと︑前回委員長の方に︑総

は業務効率化に資するということで進めていたけ

今日も︑公文書改ざん問題ということで︑各委

日閣僚懇談会があって︑その中で大臣の方からも

務省の調査︑今週︑今日がたしか締め切るという

れども︑副次的にその電子的な取扱いのメリット

手していただきたいということを各大臣にお願い

各大臣にお話をされたということで御答弁をお伺

ことで︑理事会協議︑お願いしていただいており

としては履歴が残るとか︑そういうことが基本的

ことはないのかということを徹底していただくと

いしました︒

ますけれども︑今日はちょっと一日︑国会の対応

にやれないようになっているということをやっぱ

員さんからいろいろと発言もあったわけでござい

前回火曜日に私︑このことを取り上げさせてい

をされていたかもしれませんけれども︑もしその

り生かして︑これ相当国民の皆さんに不信を抱か

申し上げたことと︒

ただいて︑大臣の方から各大臣にお話をされると

結果がまとまってあるのであれば︑詳しくはまた

れているとするならば︑それを一日も早く解消し

いうことで強く総務大臣にそのリーダーシップを

いう答弁もあったと思うので︑それに基づいて今

委員会に出していただきたいと思いますけれども︑

ます︒

日も発言をしたいなと思います︒
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