総務
令和２年１１月２４日

○委員長（浜田昌良君） ただいまから総務委員

─────────────
査を議題とし、質疑を行います。

選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調

○委員長（浜田昌良君） 行政制度、地方行財政、

信頼があってこそだと思います。

総務大臣の所信的挨拶でも言及のあった公的統

計基本計画の変更に当たり、統計委員会委員長は

このような談話を発表しました。新型コロナウイ

ルス感染症の影響により困難な状況にあっても統

にある今こそ、現下の正確な状況把握のために、

○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございま

質疑のある方は順次御発言願います。

会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮
りいたします。

総務大臣は、十一月十二日の所信的挨拶の中で

国民共通の情報基盤である統計の必要性は更に高

計の重要性は変わらないこと、むしろ、困難の中

及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員

こうおっしゃいました、
「各府省によるＥＢＰＭ

まっているとされています。

す。どうぞよろしくお願いいたします。

会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議

の実践を後押しし、政府全体の政策評価の質を向

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信

官村手聡君外十五名を政府参考人として出席を求

上させていきます。
」と。
政府は、ＥＢＰＭ、証拠に基づく政策立案の実

確な数字や統計、とりわけ行政が発信する情報の

ります。だからこそ、日々の感染者数を始め、正

今、また新型コロナウイルスの感染拡大期にあ

め、その説明を聴取することに御異議ございませ

践をうたう一方で、その証拠が改ざんされていた

的確性、正確性は、意思決定の妥当性、有効性の

んか。

り、文書が作られていなかったりする事例があり

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長（浜田昌良君） 御異議ないと認め、さ

検証の観点からも求められると思います。

そこで、これまで取り上げてきた幾つかの事例

ます。また、国民にとって合理的な意思決定を行
うための基盤となる重要な情報である統計が不正

よう決定いたします。
─────────────

及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信

○国務大臣（武田良太君） 証拠が改ざんされる

そう思われますでしょうか。

れること等が不可欠であると思いますが、大臣も

等データが正しく、公文書が適切に作成、保存さ

行政が国民から信頼を獲得するためには、統計

による調査、一つが厚生労働省の福祉行政報告例

れていました。一つが最高裁判所事務総局家庭局

指導勧告の件数については、実は二つ調査が行わ

を規定しています。この家庭裁判所による保護者

家庭裁判所による児童福祉施設への入所の承認等

児童虐待事案に関し、児童福祉法二十八条は、

を例に見ていきたいと思います。

会に日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長増

ということは全ての場にあってはならないことで

における調査となっていますが、この二つの報告

に操作されてしまった事例もあります。

田也君外三名を参考人として出席を求めること

ありますし、国民の信頼を損なうことは全て避け

は、同じ対象を調査しているにもかかわらず、か

○委員長（浜田昌良君） 参考人の出席要求に関

に御異議ございませんか。

るべきであるというふうに考えております。

なり、この同じ事象を捉えているにもかかわらず、

する件についてお諮りいたします。

○委員長（浜田昌良君） 御異議ないと認め、さ

○吉川沙織君 この立法府においても同じことは

大きな乖離が生じていました。

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よう決定いたします。

言えると思うんですけれども、特に行政は国民の

─────────────
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○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

の件数について、厚労省、お答えください。

はあるんですけれども、平成二十四年のそれぞれ

そこで、平成二十四年と、まあ年と年度の違い

その乖離が生じる理由を質問しました。

査で乖離が生じていることを指摘するとともに、

日には再質問主意書を提出し、勧告の件数に両調

導勧告の統計に関する質問主意書を出し、同十八

五日に、児童福祉法二十八条事件に係る保護者指

いうことがございます。

ない場合などの取扱いが両調査で異なっていると

なされたものの、不服申立てがなされ確定してい

たものが計上されており、例えば、承認の審判が

る調査は承認の審判につきまして当該年になされ

働省の福祉行政報告例では、平成二十四年度で五

四年度及び平成二十四年でございますが、厚生労

についての勧告の件数に関し、お尋ねの平成二十

めます家庭裁判所によります保護者に対する指導

討すると、これ再質問主意書の答弁の最後でそう

もに、これを明らかにするために必要な対応を検

生じる理由が分からないということを認めるとと

の調査方法等の違いが明らかではないため乖離が

この質問に対する両政府の答弁書では、両調査

の上、本年の八月六日に、政府統計のポータルサ

これら報告漏れ、報告誤りに関しましては、訂正

があることが確認をされたところでございます。

ましては、都道府県等からの報告漏れや報告誤り

なくとも平成三十年度分の福祉行政報告例につき

さらに、この乖離について検証する過程で、少

委員御指摘の児童福祉法第二十八条第六項に定

件、一方、最高裁判所で行っております調査では、

お答えいただきました。

次第でございます。

イト、いわゆるｅ―Ｓｔａｔに掲載させていただ

ている理由は明らかになりましたでしょうか。

○吉川沙織君 今厚労省から、暦年と年度の違い、

その後、政府においては必要な対応を検討して

ように、同じ調査対象です。確かに暦年と年度の

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

それから最高裁と厚労省における計上の在り方の

いたところでございますが、この場をお借りいた

違いはありますけれども、実に約十倍の開きがあ

委員御指摘の乖離が生じた要因といたしまして

違い、そして、残念ながら都道府県からの報告漏

いただいたかと思いますが、最高裁の調査と福祉

平成二十四年、暦年で四十九件と、四十四件の乖
離があったところでございます。
以上でございます。

るということは、これは私は、同一の事象を調査

は、まず、件数を取りまとめる際の対象期間が、

れ、この三点が挙げられたかと思います。

しまして、統計誤りに関しまして深くおわびする

している二つの統計の件数に大幅な乖離が生じて

先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、厚

乖離が生じている理由として考えられるものが

行政報告例の間で勧告の件数に大幅な乖離が生じ

いること、これは何を意味するかといいますと、

生労働省の福祉行政報告例は年度である一方、最

期間の違い以外にもあったということですが、今

○吉川沙織君 今厚労省から答弁いただきました

その統計に対する信頼性を大きく損なわせること

高裁判所が行っている調査は暦年であることがご

年度分の調査については、この暦年と年度の違い

になってしまいます。また、この統計を基に立案

次に、保護者に対する指導に関する勧告件数に

だけでその乖離の件数が埋められたという理解で

答弁ありましたけれども、平成三十年、平成三十
関しまして、福祉行政報告例は法の規定による承

合いますでしょうか。

ざいます。

私は、立法府に身を置く議会人の一人として、

認の審判について当該年度に確定したものを計上

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

される施策や改正法案の正当性に疑義を生じさせ

このような状況を看過することはできませんでし

していたのに対しまして、最高裁判所が行ってい

ることにもつながりかねません。

た。このような問題意識の下、平成三十一年四月

-2-

総務
令和２年１１月２４日

たように、訂正の上、ｅ―Ｓｔａｔの方に掲載さ

が、この点に関しましては、先ほど申し上げまし

告誤り、報告漏れ等があったところでございます

平成三十年度及び平成三十年に関しましても報

摘ありましたとおり、公的統計につきましては、

○政府参考人（吉開正治郎君） 今先生から御指

あればお願いします。

われかねない事態かと思いますが、総務省、見解

は一般統計調査です。この信頼性がある意味損な

立案に当たりましては最高裁判所の調査結果を用

る調査項目を削除し、今後の児童福祉行政の企画

ら、福祉行政報告例の平成元年度調査より関連す

とでございます。

が行っている調査の内容と重複していたというこ

したがって、最終的に、例えば平成二十四年な

は分析ができていないということだと思います。

分のものだけであって、それ以前の調査について

今答弁もありましたように平成三十年と三十年度

き、当調査を利活用するユーザーに対して丁寧に

因、理由につきましてしっかり調査をしていただ

ば、調査を実施する厚労省におきまして、その原

か、数字に疑問が呈されているということであれ

福祉行政報告例に関しまして、乖離と申します

ように考えております。

行っていただけるよう周知してまいりたい、この

の場等あらゆる機会を活用しまして適切な報告を

れの再発を防止するために、都道府県担当者会議

検証する過程で確認されました報告誤りや報告漏

また、最高裁判所が行っている調査との乖離を

記入者である地方公共団体の負担軽減の観点か

せていただいているということでございます。

その正確性ですとか信頼性の確保が非常に重要で

いることといたしております。

以上でございます。
ございます。

ら十倍ぐらい最高裁と厚労省の調査で差があった

説明を行っていただきたいというふうに考えてお

○吉川沙織君 今回分析することができた調査は、

わけですけれども、その乖離が生じる理由は確定

ります。

ございます。文書の保存年限等の関係で、平成二

ただいま吉川委員から御指摘のあったとおりで

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

を踏まえて、調査期間の違い以外の要因で乖離が、

れまだ公表されていませんけれども、今回の事案

福祉行政報告例と最高裁による調査の結果は、こ

○吉川沙織君 令和元年と年度の調査結果、この

高裁の方は、平成二十九年以前のものは、統計用

べていただいたと承知しております。一方で、最

にいろいろ確認をいただいて、過去まで遡って調

○吉川沙織君 福祉行政報告例の方は、都道府県

以上でございます。

的ではないという理解でよろしいでしょうか。

十四年度及び平成二十四年の乖離に関しましては

すぐ破棄をされてしまう最高裁の資料を基に積

に資料を保存しているわけではないため破棄をし
はないかと考えますが、厚労省の見解を伺います。

み上げていった場合、仮に過去何か問題があった

件数が差が生じることがないよう、最高裁と厚生

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

ときに振り返ろうとしたら、その統計の基礎とな

十分な要因の解明ができておりません。申し訳ご

○吉川沙織君 調査が年単位か年度単位かという

児童福祉法第二十八条に基づきます家庭裁判所

るデータがないという事態も考えられなくはない

ているとも伺いました。

調査期間の違い以外の理由によって乖離が生じて

による保護者への指導を勧告した件数につきまし

んですけれども、その点、大丈夫でしょうか。

労働省とが協力して手だてを講じて改善すべきで

いるとするならば、この福祉行政報告例というの

て、ただいま御指摘ございましたように、厚生労

○政府参考人（村山誠君） お答え申し上げます。

ざいません。

は、統計法に定める基幹統計調査と一般統計調査

働省の福祉行政報告例での調査内容は最高裁判所

以上でございます。

ありますけれども、厚労省のこの福祉行政報告例
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あるということの認識に立ちまして、今後とも、

委員御指摘のとおり、統計調査、極めて重要で
最高裁調査と福祉行政報告例による調査が重複し

は、先ほど厚労省からも答弁ありましたように、

調査の協力意識の低下をもたらしますし、ひいて

公共団体や民間企業に過度な負担を強いることは、

摘ありましたとおり、統計調査におきまして地方

そのため、公的統計基本計画におきましては、

て行われて、しかも調査期間が異なるため誤りを
両調査は、統計を取る目的、調査の主体が司法

統計作成に関する報告者の負担等の声、提案でご

最高裁判所事務総局と緊密な連携の下、しっかり

と行政で相違はありますけれども、これはあくま

ざいますね、これを経常的に募集することとされ

は結果精度にも影響を及ぼすことになります。

で国側の都合です。両調査にそれぞれ対応しなけ

ております。総務省は、寄せられた提案への対応

誘発しやすかったのではないかと思います。

○吉川沙織君 去年、二回主意書を提出して、再

ればいけない地方団体の負担は常に考慮しなけれ

方策につきまして、関係府省と検討の上、統計委

とそのバックデータの保管等についても意見交換

質問主意書の答弁の最後のところにしっかり検討

ばなりません。これは民間団体に求める場合も同

員会に報告するとともに公表しております。さら

してまいりたい、このように考えております。

していくと答弁をいただいて、そこから、厚労省
じです。

したいと思いますけれども、ただ一方で、厚労省

これを機に改善をしていただいたこと自体は多と

れていた過去の担当者もおいでだったと思います。

的に求めるだけではなく、それを可能とする環境

国においては、そのことを地方団体や民間に一方

正確に把握され、報告されることが前提ですが、

統計の信頼性を高めるためには、当然、計数が

○吉川沙織君 平成二十九年五月十二日には、こ

しているところでございます。

会を中心にその対応状況のフォローアップを実施

に、これらの対応方策につきましては、統計委員

以上でございます。

としてこれだけの乖離があったことを疑問に思わ

の方の調査をやめて最高裁の方の調査を、もちろ

れ、民間企業を対象に重複感、負担感調査という
統計法では、基幹統計調査及び一般統計調査の

おやりになりませんか。

を積極的に整備することが必要だと思います。

を採用するときに、最高裁がどうやって調査をし

総務大臣の承認に当たっては、
「他の統計調査と

○政府参考人（吉開正治郎君） お答えいたしま

ん都道府県の負担軽減もありますけれども、それ
ているのか、厚労省の方では十分に把握もできか

の間の重複が合理的と認められる範囲を超えてい

のをやっているんですけど、地方団体に対しては

ねるところもあるでしょうし、そこは注意して見

先ほど先生から御指摘ありましたとおり、統計

す。
だ、総務大臣が合理的と認めているものと地方団

調査を新規に実施するあるいは変更する場合は、

ないものであること。
」が求められています。た

今厚労省の方からも都道府県の負担という話が

体や民間が重複に負担感を覚えているものの間に

ていきたいと思います。
ありましたので、その意味で総務省に伺います。

統計法に基づきまして、総務省から承認、審査を
調査を担う地方団体や民間が実際にはどのよう

は相当距離感があるんじゃないかと思います。

一つに、都道府県からの報告漏れというのがあり

に負担感を受け止めているか調査すべきじゃない

諮問、答申を経ることになっておりますけれども、

本件で両調査に大幅な乖離が生じている要因の
ました。地方団体の立場からすれば、抱えている

でしょうか。

このうち、調査の中に地方公共団体が行う事務が

行うこととしております。

様々な業務に追われている中で余裕がないという

○政府参考人（吉開正治郎君） 今先生から御指

特に基幹統計調査につきましては統計委員会の

のが実態ではないでしょうか。特に本件について
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道府県の参加を求めているところでございまして、

ある場合は、同委員会の部会審議において必ず都
って正確であることも行政の信頼確保には不可欠

施策の有効性検証の基礎となるデータが的確であ

う点です。大雨や台風などでは屋外のスピーカー

斉に直接住民に情報を伝達することができるとい

の、それを他の伝達手段で補いながら、同報系防

からの音声が聞こえにくいという欠点はあるもの

令和二年八月二十六日の参議院災害対策特別委

災行政無線の整備にこだわって総務省消防庁は推

であると思います。

踏まえて審議を行っているところでございます。

員会で、私は、十二年間にわたり定期的に確認し

こういった形で地方公共団体及び民間の御意見も
○吉川沙織君 地方団体、民間の負担を極力減ら

進してきたはずです。それは、同時一斉という特

情報の伝達手段は複数用意することは確かに必

ている同報系防災行政無線の整備率について質疑
これ何かといいますと、一般に総務省や消防庁

要ですが、確認したいのは、統計の背後にある政

していく観点から、どういった調査項目が重複を

が公表している実際の整備率、ただ、これという

策の連続性、これをどのように考えているかとい

長に重きを置いてきたためではないでしょうか。

けど、可能な限りで、いかがでしょうか。

のは市町村合併の効果が入ったものです。Ａ町と

う点です。総務省消防庁は同等をどのように捉え

を行いました。

○政府参考人（吉開正治郎君） 先ほど先生から

Ｂ町、それぞれになかったとしても、Ａ町にあれ

ているんでしょうか、それについて伺います。

しているというのを把握した上で統廃合というの

御指摘ありましたとおり、承認、審査に当たって

ば市町村合併したＣ町では整備済団体として計上

○政府参考人（山口英樹君） お答えさせていた

もやっていってもいいんじゃないかと思うんです

は、ほかの統計調査との重複が合理的な範囲を超

されてしまいますので、実際、市町村合併効果を

コミュニティーＦＭ等の情報伝達手段は、防災

えていないかどうかという視点から審査を行って

率にかなりの差がずっと出てきていました。それ

行政無線、同報系の防災行政無線と同様に、屋外

だきます。

上げましたとおり、審議におきましては都道府県

がこれまで平均して四％ぐらいだったのが、この

スピーカーや屋内受信機を通じて同時一斉に住民

抜いたものと公表されているものについては整備

の参加を求めているほか、民間企業につきまして

前の八月二十六日の最新の答弁では、四％大体平

へ防災情報を伝達できるものとなっており、屋内

いるところでございますけれども、今御説明申し

も、案件によりまして、その関連する業界の関係

均して実質と公表されているものの差があったの
その理由として、消防庁は、地方団体が自前で

また、耐災害性の観点からも、無線のふくそう

者に審議に御参加していただいておるところでご
総務省といたしましては、引き続き、地方公共

構築する同報系防災行政無線に加えて、コミュニ

が発生する危険性や断線の危険性、停電への耐性

受信機は防災情報を受信すると自動で起動するも

団体ですとか民間企業の負担に配慮し、その軽減

ティーＦＭなど防災行政無線と同等の機能を果た

等について、コミュニティーＦＭ等の情報伝達手

が、二％まで縮まっていました。

に資する取組を行ってまいる所存でございます。

し得るものについて整備率の計算に加えることと

段は防災行政無線と同程度の耐災害性を有してお

ざいます。

○吉川沙織君 実際に、重複があって誤りを誘発

したことが要因の一つになっている旨答弁しまし

のとなっております。

した事例が実際にあったわけですから、そこは不

り、同報系防災行政無線と同等の機能を有してい

ると考えております。

た。
同報系防災行政無線の特長というのは、同時一

断にやってほしいと思います。
統計法に基づく統計に限らず、意思決定の基盤、
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池が入っていなかったりコンセントが差さってい

Ｍは、箱だけじゃ意味がありません、そこに乾電

かも分かりません。ただ、このコミュニティーＦ

だと、確かに自動起動する、そういう機能はある

今おっしゃった自動起動するコミュニティーＦＭ

に耳に入ってくるのが防災行政無線です。でも、

か壊れたとかいうんなら別ですけれども、強制的

ていなくとも、もちろんスピーカーが水没したと

防災行政無線というのは、こっちが何も準備し

はありません。

機能とみなすということであって、同等の意味で

○吉川沙織君 今次長がおっしゃったのは同等の

づらくなってしまいます。

にある、何があるのかというのが私たちには見え

政策を変えてしまったのかとか、その政策の後ろ

いるコミュニティーＦＭとか。であれば、これ、

に今答弁のあった同等の機能を有するとみなして

れている項目を変えられているんですよね、ここ

ら急にこの整備率、公表している方の整備率に入

整備を進めてきて、でも、一番新しい消防白書か

それにこだわっているから同報系防災行政無線の

これまで十二年間聞き続けてきました。だから、

としても、本当に同時一斉というのにこだわって

○吉川沙織君 だから、同等の機能は有していた

ころでございます。

いて実態を把握し、公表しているものです。そう

災情報を伝達できる市町村の体制の構築状況につ

外スピーカーや屋内受信機により住民へ確実に防

計、公表数値につきましては、緊急時において屋

御指摘の市町村の同報系防災行政無線に係る統

るなど、周知をしてきたところでございます。

を発出し、緊急防災・減災事業債等の対象にもす

要件に積極的に活用するよう平成二十八年に通知

害性等を有するよう所要の措置を講ずること等を

ティーＦＭ等の代替手段についても、十分な耐災

から、比較的安価で同等の機能を有するコミュニ

要するため、災害情報伝達手段の早期確保の観点

一方で、自営の無線網の構築には多額の費用を

なかったりしたら、そういう意味では、同時一斉

だきます。

○政府参考人（山口英樹君） お答えさせていた

しょうか。

れども、それでも同等と考えていらっしゃるんで

送等を含めた数値が参考値として捉える若しくは

いたのと同じ基準、同じ内容で公表して、ＦＭ放

であれば、整備率は、やっぱりこれまで公表して

ＭとかＦＭ放送等はあくまでその補完ということ

あくまで主軸だったはずです。コミュニティーＦ

○吉川沙織君 統計の継続性について考慮してい

す。

ついても十分考慮してまいりたいと考えておりま

委員の御指摘も踏まえまして、統計の継続性に

ととしているものでございます。

備も含めた整備状況の数値を把握し、公表するこ

いう観点からは、コミュニティーＦＭ等の代替設

コミュニティーＦＭ等で行う場合に、屋内受信

公表するというのが本来の筋ではないかと考えま

ないから指摘申し上げているわけで、そこはよく

ですから、これ、同報系防災行政無線の整備が

機につきましても自動起動できるようなものが開

すが、いかがでしょうか。

見ていたら、ああ、違うものが統計、数字の中に

という意味ではちょっと足りないと思うんですけ

発をされてきております。委員御指摘のとおり、

○政府参考人（山口英樹君） お答えさせていた

ですから、そこは誠実に説明をするということが

乾電池等が仮に寿命が来ているといった場合には

これまで消防庁では、住民への確実な災害情報

私たち立法府の人間に対して、何より国民の皆様

入ってかさ上げされているように見えているだけ

いう意味では、乾電池の備蓄ですとか、そういっ

伝達手段のため、市町村に対して同報系の防災行

に対して誠実な数字の在り方、政策の連続性を見

だきます。

たことも含めてしっかりとした対応を取っていた

政無線の整備を推進してきたところでございます。

起動しないといったこともあり得ますので、そう

だけるように市町村の方にはお願いをしていると
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も引き続き問うていきたいと思います。

る上でも大事かと思いますので、そこはこれから
○政府参考人（藤原朋子君） お答え申し上げま

況についてだけ内閣府に伺います。

であるとの答弁ありましたけれども、その回答状

○政府参考人（藤原朋子君） お答え申し上げま

られるようでしたら教えてください。

のような対応がその後取られたか、把握されてお

以上、条例の廃止、修正や条例案の撤回など、ど

そして、数字に限らず施策の基盤となる公的な
す。

文書が的確、正確であることも行政の信頼確保に

まずもって、昨年の十一月八日の実態調査を発

す。

無償化に関連いたしまして、内閣府令等に多数の

出いたしました時点での通知の中でございますけ

昨年十月から開始されました幼児教育、保育の

幼児教育、保育の無償化に係る内閣府令は、令

誤りがあり、自治体の方を始めとする関係者の皆

不可欠であると思います。
和元年五月三十一日に公布されました。地方団体

れども、まずは今回の多数の誤りについておわび

て、条例について改正ですとか公報への正誤の掲

様に御迷惑をお掛けいたしましたこと、改めてお
委員が御指摘いただきました実態の調査でござ

載など、手法としてはいろいろあり得るかと思い

はこの内閣府令の条文を引用する形で条例を制定
十六か所もの誤りが発覚し、いわゆる官報正誤が

いますけれども、全ての市区町村を対象に、昨年

ますけれども、自治体の御判断で御判断いただき、

を申し上げるとともに、今回の府令の誤りによっ

行われました。仮に誤りのある条文を引用する条

の十月一日時点での条例の改正の状況の把握を行

適切に措置を講じていただくようお願いの文章を

わび申し上げたいと思います。

例を地方団体が制定した場合、その条例も不正確

った調査でございます。

することになりますが、この内閣府令の条文に九

なものになってしまい、ひいては住民サービスに

関する質問主意書、同十八日に再質問主意書、同

幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに

そこで、この件について、令和元年十月四日、

百二十一自治体ございまして、また、認可外施設

て府令の訂正内容を反映できていない自治体が二

が、昨年の十月一日現在で、運営基準条例につい

区町村から御回答いただいたところでございます

コロナウイルス感染症の状況に鑑みて、現時点で

たところなんでございますけれども、今般の新型

査については、実はこの春に実施を検討しておっ

でございました。各自治体へのフォローアップ調

その後のフォローアップについてというお尋ね

発出しているところでございます。

三十日に第三回質問主意書、さらに、十一月二十

に関する条例の方につきましては三自治体が反映

はその自治体の負担も考えて調査を行うというこ

結果についてでございますけれども、全ての市

五日の参議院行政監視委員会でもこの件、質疑申

できていないという状況であったということが把

とは見合わせているところでございます。

影響が生じるおそれもあります。

し上げました。

握できたところでございます。

として把握する責任があるんじゃないでしょうか

する条例を制定した地方団体があるのか、内閣府

が二百二十一団体も存在したということだと思い

府令の訂正内容を反映しなければいけない自治体

○吉川沙織君 つまり、調査していただいた結果、

状況も見ながら、必要に応じてフォローアップと

ているものと考えてはおりますけれども、今後の

自治体におかれましては適切に御対応いただい

委員会では、内閣府令に誤りのある条文を引用

と指摘し、いつまでに調査し、どのような対応を

いいますか、確認といいますか、そういったこと

もやっていきたいというふうに考えております。

ます。
実際、このような地方団体が存在してしまった

講じるのか問うたところ、当時の内閣府副大臣か
らは、条例の制定状況について地方団体に調査中
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な問題があるように思われるんですけれども、何

業務量に比して人員が不足していることに根本的

も、この件に関しては、去年も申し上げました、

このこと自体は多としたいと思うんですけれど

た。

準備して再発防止を徹底している旨答弁ありまし

した。これに対して、十分な確認ができる体制を

局双方において十分でなかったことを挙げられま

なチェックをする体制が法令作成部局及び審査部

臣に委員会で質疑申し上げましたところ、複層的

これが生じた原因について、当時の内閣府副大

めない事実だと思います。

業務やそういったところに影響が出ているのは否

○吉川沙織君 国の内閣府令の誤りが地方団体の

分、担当部局には相当な負担、短い期間で作り上

のやつは前の総理が急におっしゃったことで、多

という御答弁がありました。本当に、この無償化

○吉川沙織君 今審議官から、三名で行っていた

ざいます。

が実際にできるように工夫をしているところでご

査の体制を強化をいただいて、複層的なチェック

体制を強化をしたり、それから、官房の方でも審

て本部の中の職員も動員いたしまして八名体制に

行っておりましたところを、様々、子ども・子育

とで、子ども・子育て本部、当時は三名の体制で

層的なチェックを行う必要があるだろうというこ

作成部局の中で、実際の作成者以外の者による複

○政府参考人（藤原朋子君） まず、私ども法令

に係る記録、新型コロナウイルス感染症対策専門

質疑においても、検察庁法改正案や法解釈変更等

公文書管理に関しましては、六月五日の本会議

す。

が正確、適切に作成、保存されることが不可欠で

でもありませんが、説明責任の観点からは公文書

要性は、これまでも申し上げましたとおり言うま

政令などの公的文書が正確に作成されることの重

行政の透明性確保のためには、統計等データ、

と思います。

ある総務省としても、また見解を求めていきたい

にあります。政府にあって地方自治を守る立場に

負担は全て地方団体に行ってしまったということ

とも二百二十一発生してしまったということは、

家会議の議事録の問題を取り上げました。

そのため、内閣府といたしましては、法令作成

たところでございます。

確認が不十分であったということを反省申し上げ

府令の案の作成の段階におきまして複数段階での

質疑でも当方副大臣から申し上げましたけれども、

っていないと、疲弊してまた同じようなことが起

員を増やすことによって一人当たりの業務量が減

とであれば、業務が単純に純増しただけです。人

で更にチェック体制だけが上乗せされたというこ

も、その方がそれまで行っていた業務はそのまま

このチェック業務を行う人間を増やしたとして

検察庁法改正案策定経緯文書ということでござい

○政府参考人（保坂和人君） お尋ねの文書は、

えてください。

たが、当該記録の公表時期について、法務省、教

文書等の整理に時間を要していると答弁されまし

が、法案審査資料、関係省庁とのやり取りをした

法務大臣は、担当部局において鋭意作業中である

げなければいけないという過重な負担があったか

部局とそれから審査を行う官房の審査部局の双方

こりかねないということは指摘だけさせていただ

ますが、作成日付は本年七月二十二日でございま

か改善策講じられましたでしょうか。

におきまして複層的なチェック体制を整備をし、

きたいと思いますし、これらの負担、内閣府でも

す。この文書につきまして、法務省のウエブサイ

検察官の定年延長に関する記録の作成について、

府令の作成過程において十分な確認が行われるよ

たくさん生じていますけど、実際、誤りのある府

ト、ホームページに掲載して公表したのは本年十

と思います。

うに再発防止を図っているところでございます。

令を引用して直さなきゃいけない自治体が少なく

○政府参考人（藤原朋子君） 昨年の委員会での

○吉川沙織君 人員を増やしたんでしょうか。
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月一日でございます。

大概長くなるものですけれども。

作成をいたしました。この文書は、法務省の行政

のやり取りをした文書などの関係文書につきまし

作成に当たりまして、法案審査資料、関係省庁と

うふうに御答弁させていただきましたが、文書の

す。その当時、本文書について鋭意作成するとい

御質問いただいたのが六月五日のことでございま

○政府参考人（保坂和人君） 委員から本会議で

か。

分の概要、経緯、どんな文書があったかという、

Ａ４四枚で、何書いてあるかといったら、改正部

庁法改正案策定経緯文書、令和二年七月二十二日、

物足りないかなと思いますし、何より、この検察

の法務省の文書管理の在り方からすればちょっと

説明されれば出しますよというんじゃ、これまで

に確かにお作りになられたんでしょうけれども、

質問申し上げたのは六月五日です。七月二十二日

先ほどの経緯文書も含めまして、個々の行政文

に関する事務を行うということにされております。

の職務を助け、及び公文書管理に係る通報の処理

総括文書管理官、これ官房長でございますが、そ

書管理官、公文書監理官の役割といいますのは、

ざいましたが、法務省の文書管理規則上、総括文

先ほど法務省の公文書監理官についてお尋ねご

ざいます。

事局長の指示に従って担当者が作成したものでご

文書管理規則でいいます主任文書管理者である刑

て分類、整理して確認をし、その上で経緯等の記

この紙面の大半を事実と文書のリストで占めた、

書につきましては、先ほど申し上げました主任文

この法案自体は三月の中旬に閣議決定して、私、

載を行うという作業を行っておりましたものです

たった四枚の、Ａ４用紙、四枚です。ですから、

○吉川沙織君 何でそんなに時間掛かったんです

から、文書の作成を了したのが本年の七月二十二

書管理者である刑事局長等の指示に従って作成、

○吉川沙織君 公文書管理に関しては、先ほども

これにこれだけの時間要したというのは、私、済
政府は、財務省の公文書改ざんの事案後、独立

申し上げましたとおり、財務省の事案等があって、

日になったということでございます。その上で、

公文書管理監、公文書監察室、各府省公文書監理

政府を挙げて公文書管理の適正の確保のための取

保存したということでございます。

官の新設等を行うことにより公文書管理の適正確

組についてやってきたはずです。その中で、各府

みません、なかなか理解し難いんですけれども。

他方、先ほどのホームページ、ウエブサイト上

保に資すると何度も答弁されてきましたけれども、

省に公文書監理官を平成三十一年度新設をする、

この文書につきましては、国会議員の先生方から

の公表の点につきましては、現在、私どもの法務

例えば今般の問題で、このような新設の機関、機

ここが実質責任者と明記をされて、平成三十一年

お求めがあった場合にその写しを交付するという

省で法務・検察行政刷新会議というものを開催し

能したんでしょうか。

議の資料として公表したということでございます。

ものですから、それを法務省のホームページに会

明するに当たりまして先ほどの文書もお示しした

当局におきまして、検察庁法改正案の経緯を御説

裁のルールの在り方などが議題となっております。

も書いてございますように法務省刑事局において

した経緯文書といいますのは、資料にクレジット

○政府参考人（保坂和人君） 先ほど御答弁しま

ですか。

に関して、法務省の公文書監理官って何やったん

例えば、今回の定年延長に係る経緯文書の作成

に係る経緯文書の作成の問題に関し、副座長はこ

十月一日のこの第五回会議では、この定年延長

いと思います。

ことおっしゃいましたので、私からも申し上げた

さっき審議官、答弁で法務・検察行政刷新会議の

度からその取組はスタートをしています。事実、

ことでしてまいりました。

ておりますが、こちらで公文書の作成、管理、決

○吉川沙織君 まあ、やましいことがあると答弁
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にしていただかないと、
」と発言をされています。

やっぱりちゃんとやっているのかどうかを明らか

何が改善しないといけないかとかということは、

ことは、反省も踏まえて、何が問題点があって、

題点があるということを指摘しているのかという

件に関してどういう監査をして、どういう何か問

うおっしゃっています。公文書監理官が「今回の

資料として配付されています。

回の、今おっしゃった法務・検察行政刷新会議の

先ほど答弁ございましたように、十月一日の第五

○吉川沙織君 検察庁法改正案策定経緯文書は、

に取り組んでまいりたいと考えております。

と考えておりまして、より適切な運用となるよう

書管理の在り方については不断の見直しが必要だ

てまいりたいと思っておりますし、もとより公文

す。

臣、御所見あればお伺いします。なければ結構で

行うことを期待したいのでございますが、総務大

局が過去の調査のフォローアップと更なる調査を

の第三者的な立場から評価を行う総務省行政評価

方々が機能したとは言い難い。

実際に今般の事案において、これら新設された

旨答弁されていますけれども、未来志向で法務行

文書管理規則、取扱規則に基づいて管理してきた

今も保坂審議官答弁いただきましたけれども、

員の方もいらっしゃいます。七月二十二日に作成

趣旨に合わないんじゃないか。
」と発言された委

書として残されていないと、公文書管理法の本来

「議論をした経緯、意思決定の過程がやっぱり文

この会議の議事録十ページにはこうあります。

まいりたいと考えております。

ておりまして、総務省としても適切に取り組んで

等の総合的な実施を推進しているところと承知し

に公文書管理のチェック体制の整備、研修の充実

公文書管理が適切になされるよう、内閣府を中心

○国務大臣（武田良太君） 各府省におきまして

公文書管理法の趣旨にのっとったものか、政府

ですから、この法務・検察行政刷新会議の中でも、

政の透明化を図るという法務・検察行政刷新会議

されたとされるこの文書は意思決定を本当に明ら

副座長からこういう発言がなされているわけです。

の検討課題からすれば、前提として、法務省公文

去年十一月二十五日の行政監視委員会で、総務

これからも国民から行政が信頼を得ようと思えば、

残すとするのがその法の定めた趣旨でございます。

○吉川沙織君 公文書管理の在り方は、本当に、

○政府参考人（保坂和人君） 今御指摘ございま

大臣はこう答弁なさいました。
「各府省に審議官

適宜適切な情報発信も大事ですが、統計等データ

かにするものとは残念ながら言えないということ

したように、法務・検察行政刷新会議におきまし

級の各府省ＣＲＯが新設されたということによっ

の在り方、正確、適切に保存された公文書という

書監理官が問題点を明らかにした上で今後は再発

ては、各種各方面の有識者の方々に入っていただ

て、新たな体制の下で公文書管理の徹底が図られ

ものが必須だと思いますので、是非これからも指

法の趣旨にのっとれば、第四条は文書主義の原則

きまして、文書管理の在り方など、法務行政の透

ることとなっております。 このような状況でご

摘をしていきたいと思っています。

が、その未来志向で議論する委員の方から御指摘

明化について未来志向で議論がなされております。

ざいますので、総務省としては、まだ始まったば

行政が信頼獲得するためにはこれらのことも大

防止策を検討なさる必要があるのではないかと考

委員から今御発言ございました、様々な御意見

かりの取組がございますから、当面これらの取組

事ですけれども、総理始め各府省庁の大臣が適切

を定めていますし、軽微なもの以外は本当に全て

をいただいておるところでございますが、その議

を注視していく考えでございます。
」と前大臣は

な情報発信を行っていただくことも大事だと思い

がなされているということだと思います。

論を踏まえた御提言あるいは御意見がその会議か

答弁なさいました。ただ、今申し上げたような、

えますが、いかがでしょうか。

ら出された際にはこれを真摯に受け止めて対応し
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ます。

臣の発言は、ややもすると、これらの流れに逆行

の協力を求めただけではなく、利用者自身が料金

同日の会見では、料金の低廉化に向け、事業者

うことは否定できない側面だと思います。

災担当大臣であられましたけれども、災害時のと
十一月十二日の所信的挨拶で、大臣は、携帯電

するような印象を与えかねない側面があったとい

おいて、携帯電話料金値下げについて記者から問

話料金に関し、
「事業者間の競争が働く環境づく

きはなお一層その努力をいたします。

われた際、羊頭狗肉という言葉を用いてお答えに
りを行います。
」と発言なさいました。

総務大臣は、十一月二十日の閣議後記者会見に

なられましたが、この羊頭狗肉の意味って何でし

実質が伴わないことの表現だと私は理解しており

○国務大臣（武田良太君） 見かけだけが立派で

て引き下がっていくことではないかと思いますが、

めてきました。大事なのは、市場での競争を通じ

進や法改正に基づく事業者乗換えの円滑化等を進

充実したサービスとサポートを提供してきており、

バーする最新のネットワークと店舗網を維持し、

大手事業者は、相当のコストを掛け、全国をカ

の見直しをする努力をお求めになったものと私は

ます。

これは認識合いますね。

まず必要なのは、消費者がニーズに応じた事業者、

これまでの総務省の施策、例えば新規参入の促

○吉川沙織君 真意でおっしゃったんでしょうか。

○国務大臣（武田良太君） 常日頃、公正な市場

プランを適切、適正な料金負担で享受できるよう、

ょうか。

○国務大臣（武田良太君） 別に冗談で言ったわ

競争の環境をつくるということを私は申し述べて

思っています。

けじゃなくて、ただ、私の表現としては、羊頭狗

しっかりとした統計等データに基づいて継続的に

いかがでしょうか。

おります。
新聞に、個別の事業者が決める料金について、政

○国務大臣（武田良太君） 先日の記者会見で、

肉というのが適切かどうかは別にしてという言い
○吉川沙織君 確かに、適切かどうかは別にして

府が過度に発言することは自由経済の原則に反し、

徹底したデータというものを我々が入手して客観

モニタリングを行うことではないかと思いますが、

と御発言なさっています。ただ、この羊頭狗肉と

市場メカニズムを阻害するのではないかとの指摘

的な分析を基にこの問題にトライしていくという

○吉川沙織君 平成三十年十月十六日の日本経済

いうのは、場合によっては見かけと実質が伴わな

があります。

方をさせていただきました。

いことの例え、立派なものをおとりに使い、実際

粗悪サービスに値段を付けているわけではあり

八年十二月、届出制、平成十六年四月、事前規制

○国務大臣（武田良太君） 携帯電話料金、平成

て、御存じでしたら教えてください。

んので、そこは是非改めて強く認識をしていただ

って、この料金に関しては公定価格ではありませ

事業者が、適正な、公正な競争環境を政府がつく

○吉川沙織君 まあ、この国は市場経済ですから、

ふうに申し上げました。

ません。粗悪サービスを提供しているかのごとく

を撤廃いたしました。

きたいと思いますし、いろんなニーズがお客様、

そこで、携帯電話に係る料金規制の経緯につい

の用語使用は、私は避けるべきだと思います。良

○吉川沙織君 昭和六十年に事前認可制、平成八

国民の皆様にあると私は思っています。

は粗悪なものを売る例えとする表現もあります。

質なネットワークを提供するために日々現場で努

年にそれが届出制に移行、平成十六年には全ての

そういう解説もあります。

力を続けていますし、通信事業は日々の保守、運

事前規制が撤廃をされました。十一月二十日の大

例えば、とにかく安い方がいいですとか、機器

用があってこその提供であって、大臣も前任は防
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がいいとか、誰しも、全ての皆さんが低廉化低廉

か、災害時にも強く、できるだけ早く復旧する方

に慣れていないので手厚いサポートを受けたいと

わります。

けるということを申し上げまして、私の質問を終

立法府の側からしっかりこれからもチェックし続

獲得するための取組を行政監視機能を有するこの

九は急回復した、Ｖ字回復ではないんですが、半

くない、四―六良くない、だだっと落ちた。七―

ないですわね、消費税上げたんだから。一―三良

ている。景気を見ますと、去年の十―十二は良く

そこで、国の財政というか税収にも大変な影響

ね、また第三波が来て。

分ぐらい返った。しかし、それは分かりませんわ

化というわけでない。この消費者の実態をある程
ありがとうございました。

○片山虎之助君 皆さん、おはようございます。

度広く捉まえて、様々な選択肢が用意されること
こそが、私は、総務省がこれまで志向してきた新

日本維新の会の片山虎之助でございます。

があるんだけれども、地方の税収も大変な影響が

規参入の促進、それから事業者乗換えの円滑化、

それでは、順次質問いたします。

どういう状況か説明してください。

そして分かりやすい料金体系の提示だと思ってい

と言われるんですが、ちょっと時間を考えないと

○政府参考人（内藤尚志君） お答え申し上げま

ある。これについては財政局長で結構ですから、

ころありまして、二十五分ですが、今日は持ち時

す。

今言われたんですが、大勢皆さん呼んでいるな

私、冒頭、統計委員長の談話を引用させていた

間が、場合によっては日本郵政やＮＨＫに行かな

来年度の地方税収等についてまだ見込める段階

ますので、そこはこれからも見ていきたいと思い

だきました。新型コロナウイルス感染症の影響に

いかもしれませんが、行くかもしれませんので、

ます。

よって、この困難な状況だからこそ統計の重要性

り）はい。令和三年度概算要求に当たりまして、

ではございませんけれども……（発言する者あ

う一遍そういう時間をいただいておりますので、

九月時点で作成をいたしました令和三年度地方財

もし行かなくても次やりますからね。木曜日にも

証拠に基づく政策立案、ＥＢＰＭを掲げていると

だから、申し訳ないけど、予行演習のつもりで聞

政収支の仮試算、これで御説明申し上げますと、

は一層高まっているということ、そして、政府は
いうことを冒頭に申し上げました。

いていただきたいと思います。

今回取り上げました事案というのは、福祉行政

閣府令の九十六か所の残念ながら誤り、そして法

れから防災行政無線の整備率の問題、それから内

感染阻止の二面作戦は私も賛成なんですよ。そう

いろんなことを言っておりますが、経済とコロナ

コロナが止まりませんわね。第三波の襲来とか、

分及び地方法人税、これも影響を受けまして、対

円、地方交付税原資となります国税四税の法定率

地方税は対前年度比三・六兆円減の三十九・九兆

したように、新型コロナ等の影響によりまして、

歳入面でございますけれども、今御指摘ございま

務省の公文書管理の在り方等取り上げてまいりま

しないともたない、国が、地域も。それは賛成な

前年度比二・三兆円減の十四・三兆円を見込んで

まずは、コロナと地方財政についてなんですね。

したけれども、これらに多くの課題があるという

んだけれども、これだけ感染者が広がっていくと、

報告例、これ厚生労働省の一般統計調査です、そ

ことはやっぱり否定し難い事実だと思います。

込みました結果、対前年度比五・七兆円増の十・

一方、歳出で、社会保障関係経費の増などを見

いるところでございます。
これが国の財政、地方の財政に大変な影響を与え

そういう意味では大変難しいところなんですが、

やっぱり不安ですよね、安心の担保がないと。

国民、立法府に対して行政がしっかり説明責任
を果たしていただくとともに、記録を残し、正確
な情報提供が行われているか否か、行政の信頼性
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