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Ⅰ　はじめに

現在、地方公共団体を取り巻く環境は非常に厳しい。税収の伸び悩み、少子高齢化、地

方交付税の削減等で、財政難に陥っている自治体は非常に多い。そういった状況の中で、

全国どの自治体でも行政改革が進められ、様々な分野で民間委託（アウトソーシング）の

推進が行われている。指定統計調査の実地調査の部分においても、国の主導で、民間委託

へと動き始めている。本稿では、平成 19 年に福井県越前市において全国で初めて実施さ

れた就業構造基本調査の民間委託の事例を紹介し、実際に生じた民間委託についての意義

や課題を整理し、民間委託の今後のあり方を述べたい。

Ⅱ　自治体のアウトソーシングとは

1. 自治体のアウトソーシングの背景

自治体は現在、税収の伸び悩み、少子高齢化、地方交付税の削減等で財政難に陥ってい

る。2007 年に夕張市が財政再建団体に陥ったように、自治体の財政状況は火の車の状態

にある。こういった状況をうけて、自治体における業務のアウトソーシングが広がってい

る。しかし、このアウトソーシングの拡大は今に始まったことではない。民間委託に関す

る議論がでてきたのは、1960 年代における公営企業の経営悪化であった。宮崎（1997）

は、「1952 年に制度化された公営企業（病院、水道、交通等）は、概ね 1961 年を境とし

て赤字を累積させる状態に陥り、座視に耐えなくなっていった。1964 年の地方公営企業

制度調査会の答申において、民間委託という言葉が初めて記されていた（p. 49）」と述べ

ている。

2. アウトソーシングの長所・短所

アウトソーシングの導入の長所として、島田（2000）は、「①受託者に任せることで費
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用削減ができる、②インフラに変更を加えることなく組織の成長ができること、③受託者

に任せる方が内部の職員でやるよりもサービスの品質が高いこと、④固定費の変動費化が

できること、⑤人的資源の有効活用ができること、⑥高度な知識・技術・ノウハウの導入

が可能である（p. 26）」と述べている。全国の自治体は、財政難に陥っている自治体が非

常に多く、行政改革により職員の数も削減されているため、アウトソーシングにより、特

に①の費用削減、⑥の民間企業のノウハウの導入をしていくことは、非常に重要である。

逆に、アウトソーシングは長所だけでなく短所も併せ持つ。短所として、島田（2000）

は「①受託者のサービスをコントロールすることが失われるおそれがあること、②知識・

技術・ノウハウなどが失われる可能性があること、③受託者に‘封じ込められる’可能性が

あること、④情報の漏洩のおそれがあること、⑤受託者の財務状況が脆弱な場合に不安が

あること（p. 26）」と述べている。短所の部分では、委託先による個人情報漏洩・流出な

どの事件などがしばしば起きている。個人情報は、いったん流出してしまうと取り返しの

つかないものなので、個人情報を取り扱う自治体としては、特に④の情報の漏洩について

は、気をつけなければならない。

このように、アウトソーシングは、長所・短所を併せ持っているので、アウトソーシン

グの際は、適切な契約の締結が行われなければならない。また、これからのアウトソーシ

ングは、島田（2000）は、『自治体と受託者のパートナーシップの確立が非常に重要であ

る。「自治体は委託者」、「民間企業が受託者」という一歩的な関係を超え、アウトソーシ

ングをとおして相互に学び、共通も目標を実現するという信頼関係を確立することが最も

大切である（p. 26）』と述べている。

Ⅲ　指定統計調査の民間委託について

1. 指定統計調査 1 とは

指定統計とは、統計法の第 2 条に「政府若しくは地方公共団体が作成する統計又はその

他のものに委託して作成する統計であって総務大臣が指定し、その旨を公示した統計をい

う。」と規定されている。この指定統計を作成するための調査を指定統計調査といい、統

計法は「総務大臣の承認」「申告義務」「秘密の保護」「結果の公表」等の規定を整備して

いる。平成 20 年 2 月 1 日現在、国勢調査、工業統計調査、就業構造基本調査等 55 の調査

が指定統計調査となっている。

1  統計法は、全部改正が行なわれ、平成 21 年 4 月 1 日に全面施行され、指定統計調査は、基幹統計調
査に改められた。
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統計法及び統計法施行令により、国の指定統計調査の事務の一部は、地方公共団体が実

施する法定受託事務となっている。なお、各指定統計調査ごとの事務に関する細目は、実

施者である各省庁大臣が制定する調査規則（省令）等に定められている。また、地方財政法

により、指定統計調査については、国が経費を負担することになっている。市町村の職員

の人件費については地方交付税により、調査ごとの経費は、市町村交付金により交付され

る。

2. 指定統計調査の民間委託への動き

（1）規制改革・民間開放推進 3 か年計画（再改定）

指定統計調査の民間委託への流れが大きく動き始めたものとして、平成 18 年 3 月に閣

議決定された「規制改革・民間開放推進 3 か年計画（再改定）」があげられる。閣議決定

では「総務省は（中略）市場化テスト・民間開放を実施するため、規制改革・民間開放

推進会議との連携の下、遅くとも平成 18 年度前半までに、そのための計画を策定する」

と、総務省に民間委託のための計画の策定するよう述べられた。

（2）総務省所管の指定統計調査の民間開放に向けての計画

平成 18 年 10 月に、「総務省所管の指定統計調査の民間開放に向けての計画」が公表さ

れ、地方公共団体に実地調査を委託している調査については、地域単位で民間開放を行っ

ていくことや、平成 19 年度から民間開放の取組を可能とするための環境整備などについ

て述べられた。

（3）法令・委託実施方針・処理基準の改正

計画の公表後、平成 19 年度から、総務省所管の指定統計調査について、地方公共団体

において民間開放に係る入札を実施し、民間開放できるようにするため、統計法施行令の

改正、平成 19 年に実施される就業構造基本調査規則・全国物価統計調査規則の改正など

が行われた。また、「統計調査の民間委託に係るガイドライン」について、民間委託の推

進の観点などから、ガイドラインの改定が行なわれた。その他、指定統計調査は、法定受

託事務ということで、各指定統計調査ごとに国より処理基準が作成されるが、就業構造基

本調査の処理基準においても、民間事業者に委託して行う場合の処理基準が新たに付け加

えられた。

3. 指定統計調査の民間委託の意義

民間委託の地方公共団体にとっての意義として、統計調査の民間開放・市場化テストに

関する研究会（2007）によれば、「統計調査員を自ら管理することに伴う業務（統計調査

員の選任・指導、調査票や報酬等の交付、説明会の開催など）が軽減され、指定統計調査

の実施に係る職員の業務内容の効率化を図る手段として活用できること・民間事業者のノ

ウハウを活用・吸収する機会が得られること（p. 8）」と述べている。また、地方公共団



経営戦略研究　vol.…3306

体は、行政改革等により、職員の数は削減されている。市町村の統計担当職員 2 の数も見

てみると、平成 10 年には、専任と兼任合わせて 11,969 人配置されていたのに対して、平

成19年には、8,159人と大きく削減されている。約3割の統計担当職員が削減されている。

このように、統計担当職員が削減されている中で、上記のように、統計業務を民間委託

することにより、指定統計調査の実施に係る職員の業務内容の効率化を図っていくことや

民間事業者のノウハウを活用・吸収していくことは、大変意義があるように思われる。

4. 指定統計調査の民間委託の現状と課題

指定統計調査の民間委託の課題については、各種団体及び実際に業務を行う地方公共団

体から次のような点が指摘されている。

（1）各種団体からの意見

各種団体から指摘されている意見について、3 点述べたい。

第 1 に、「統計の信頼性・正確性の確保」の点である。民間委託の問題点について、日

本人口学会理事会（2004）によれば、「国勢調査のような大規模調査がこれまで高い精度

（頼性と正確性）を誇ってきたのは、調査主体、実施機関としての公的機関 ( 政府 ･ 自治

体 ) に対する国民の側の信頼感、安心感、義務意識が強く、調査への協力度が高かったた

めであると考えられます。民間の調査機関が実施機関となった場合、国民の協力度が低下

する恐れが大きく、公的機関が実施する場合と同様の調査精度 ( 信頼性と正確性 ) を保つ

ことはきわめて困難と考えられます。」と述べている。

第 2 に、「調査対象となる国民・企業等の秘密保護等」の問題である。統計調査の民間

開放・市場化テストに関する研究会（2007）によれば、「統計調査は、国民・企業等の秘

密を含む情報が記載された調査票を収集することで成り立っている。調査対象の理解と協

力を得るには、万が一にも秘密の保護について疑念が持たれるような事態を招くことのな

いよう、十全な措置が必要である（以下略）（p. 6）」と述べている。このように、民間企

業が調査を受託した場合、様々な個人情報や企業情報が書かれた調査票を取り扱うわけで

あるから、そういった情報の秘密の保護は問題ないのかという指摘である。

第 3 に、「不適切な調査が行われないか」という問題である。日本学術会議（2006）に

よれば、「日本銀行、内閣府及び総務省が民間に委託した調査で発生したような問題 3 が

生じる可能性も排除できない。（中略）民間企業の調査が数年間続く間に、官庁側の調査

実行体制は消滅することになる。その結果、仮に民間企業の不適切な調査体制が指摘され

たとしても、政府が実施する能力が失われる危険性が高い（p. 9）」と述べている。以上

2  統計委員会基本計画部会　第 1 ワーキンググループ報告書（資料編）
 （http://www5.cao.go.jp/statistics/report/wg/wg1-siryou_1.pdf）を参照した。
3  日本銀行、内閣府及び総務省が民間に委託した調査において、回収率を高めるために本来の調査対象

以外の者を調査するという問題が生じた。
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のような課題が各種団体からでていた。

（2）地方公共団体からの意見

指定統計調査の実査を担当する地方公共団体から出た民間委託についての課題について

も述べたい。福井県においては、平成 19 年 2 月上旬から 5 月にかけて統計局とともに平

成 19 年の秋に実施される「就業構造基本調査」の民間委託について各市町への説明会、

意見交換会が行われていた。「福井県における指定統計調査の民間開放への取組状況につ

いて」（公共サービス改革小委員会　統計調査分科会）によれば、市町との協議結果、主

な意見としては、①「受託可能な民間業者を確保できるのか」、②「登録調査員や統計協

会からの理解が得られるか」、③「市町にとって業務量の軽減にはつながらないのではな

いか」、④「現行の委託費の範囲内では民間業者の利益が出ないのではないか」といった

主に 4 つの意見がでていた。

Ⅳ　越前市における就業構造基本調査における事例

1. 越前市の概要 4

越前市は、福井県のほぼ中央に位置し、平成 17 年 10 月 1 日に旧武生市と旧今立町が合

併して誕生した都市であり、人口は 87,742 人（平成 17 年国勢調査）で県人口の約 10.7%

を占めている。産業は、1500 年の伝統を誇る越前和紙、刃物業界で初めて国の伝統工芸

の指定を受けた越前打刃物に代表されるように、越前市は古くからモノづくりが盛んな地

域であり、固有の地域文化が培われていた。また、近年はハイテク産業の企業が立地し、

地域産業に広がりを増し、県下第 1 位の製造品出荷額を誇る産業都市として発展を続けて

いる。

2. 事例の概要

越前市の就業構造基本調査の事例について、「（1）民間委託決定まで」から「（9）SRC

の職員が調査票審査」の順に説明したい。

（1）民間委託決定まで

全国で初めて行われた指定統計調査の民間委託の事例である平成 19 年に越前市で行わ

れた就業構造基本調査の事例を、「平成 19 年就業構造基本調査（越前市）実地調査業務の

民間委託実施報告」（越前市）及び越前市の職員への直接のインタビューの結果により説

明したい。インタビューは、平成 20 年 12 月 9 日（火）に、越前市役所で実際に就業構造

4  越前市ホームページ（http://www.city.echizen.lg.jp/）を参照した。



経営戦略研究　vol.…3308

基本調査を担当していた職員に行った。

民間委託に向けて、福井県においては全国で唯一、平成 19 年 2 月定例県議会で知事の

権限である統計調査員設置等の事務を市町村長に移譲するための条例改正などが行なわれ

た。越前市では、平成 18 年 3 月に越前市行財政構造改革プログラムが策定されるなど、

少子高齢化・財政難の時代、行財政改革への取り組みが行われてきた。越前市へのインタ

ビューによれば、行政改革の一環として指定統計調査の業務を民間委託することにより、

業務の効率化を図ることができればという観点から、また民間企業のノウハウを吸収する

ことにより、今後の業務改善を行うことができればという観点から、平成 19 年 6 月に、

10 月 1 日現在で全国一斉に行われる「就業構造基本調査」で、全国で初めての指定統計

調査の民間委託に取り組むことを公式に発表した。取組は、総務省統計局と福井県の共同

で取り組むこととなった。「就業構造基本調査」は、国民の就業及び不就業の状態を調査

し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的として、5 年に 1 回実

施される指定統計調査であり、平成 19 年 10 月 1 日現在で、全国で約 45 万世帯の 15 歳以

上の者約 105 万人を調査対象に行われた。

（2）福井県からの市町村交付金の内示

前述のように、指定統計調査については法定受託事務ということで、県から 286 万

8,000 円の市町村交付金の内示があった。市町村交付金の特徴として、市町村交付金は各

調査のための直接経費しか計上されていないことがあげられる。従事する担当職員の人件

費と間接費は地方交付税で措置されているというのが建前である。

（3）入札の実施

入札についての事務は、本来、市町村の直営で行われる場合は発生しない事務である。

入札については、福井県内に受託可能な地元事業者は存在しないため、広く全国から

受託事業者を募るとともに、単に価格のみならず質（技術）の評価も行うことに配慮し、

「総合評価方式一般競争入札」を採用した。総合評価方式一般競争入札では、価格 100 点

満点、企画書の質の評価点 100 点満点の合計点数により事業者を決定することとした。企

画書においては、「業務実施体制」、「調査票の回収率向上策」、「個人情報の管理・保護」

などについての評価を行った。特に、個人情報・秘密の保護に重点がおかれた点が特徴的

であった。また、入札に当たっての設計価格であるが、統計業務については、適切な設計

単位が無く、設計価格の積算が困難であった。最終的に設計価格は、福井県からの市町村

交付金と同額の 286 万 8,000 円となった。

総合評価方式一般競争入札には、3 者が参加した。3 者とも、東京に本社があり、越前

市には拠点を持たない事業者であった。入札の結果、民間のマーケティング会社である

㈱サーベイリサーチセンター（以下 SRC という。）が落札することとなった。落札額は、

267 万 7,500 円（税込み）と福井県からの交付額よりも、約 19 万円安い金額であった。
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（4）実地調査業務の委託契約の締結

その後、越前市と SRC との間で実地調査業務の委託契約が締結された。契約書では、

「秘密の保護、個人情報管理の規定」や「調査関係書類の適正管理」など、個人情報保護

について、厳しく規定された。また、個人情報の取扱いについて、受託した第三者が厳格

に秘密を守る旨を記載した「誓約書」（総務省統計局長あて）が事業者から提出され、厳

重な管理監督を行うためにとった措置について説明する「個人情報管理計画書」が提出さ

れた。

（5）実施本部

越前市と SRC の話し合いの結果、調査の実施主体を「越前市就業構造基本調査実施本

部」とし、実施本部を越前市役所第二庁舎 3 階に置いた。執務室として、越前市は越前市

第二庁舎 3 階の統計分室の一部を受託事業者に事業期間中は無償で貸与した。つまり、

図 1 のように、越前市の統計担当者が事務を行っている近くで民間事業者が業務を行うと

いうことになった。このことにより、指定統計調査のノウハウを持たない民間事業者と市

の協力体制を図ることができた。また、越前市へのインタビューによれば、調査のパンフ

レットの連絡先には、図 2 のように、「越前市就業構造基本調査実施本部」と書いて、民

間事業者と越前市役所の双方が書かれており、世帯に安心感を与えることができた。実施

本部には、SRC の職員 1 名と SV1 名が常駐することとなった。

SRC

PC FA

2

越前市就業構造基本調査実施本部

場　所　　越前市役所第二庁舎 3階
問合先　　0120-380651

ＦＡＸ　　0778-21-1941

Ｅメール　echizen@surece.co.jp

㈱サーベイリサーチセンター
越前市役所 情報統計課

図 1　越前市就業構造基本調査実施本部の配置

出所 :「平成 19 年就業構造基本調査（越
前市）実地調査業務の民間委託実施報告」

（越前市）

　図 2　越前市の就業構造基本調査のパン 

　 フレットに記載された連絡先

出所 : 越前市の就業構造基本調
査の準備調査及び本調査パンフ
レットより
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（6） 調査員の確保・調査員説明会

統計調査を行なうに当たっては、実際に世帯を訪問し、世帯等に対して調査票を配布

し・回収を担当する調査員というものが必要になる。SRC は、本社が東京の事業所であ

り、越前市内で活動できる調査スタッフを自社で全数確保することはできないと当初から

報告していた。そこで、SRC は越前統計情報協会 5（現 越前市統計協会）に対して調査

員紹介の依頼をし、希望者を雇用することにした。越前市統計情報協会から SRC に対し

て、最終的に本人の同意の得られた市の登録調査員を 10 名紹介した。その後、調査員説

明会が行われた。

（7）広報事務・準備調査

一般的に、指定統計調査ごとに、調査の実施について広報活動が事前に行われる。今回

の場合、調査の実施のみならず、民間委託についても広報される必要があった。広報事務

は、民間企業が行うより自治会等との関連が深い自治体が行う方が効果的で効率的である

という観点から、SRC との打ち合わせの結果、越前市が実施することになった。具体的

には、自治体の広報紙への掲載、自治会への回覧等が実施された。その後、準備調査が行

われた。

（8）調査員が調査世帯へ調査票を配布・回収

調査員が調査対象世帯へ訪問し、調査票の記入依頼を行い、回収日を約束する。後日、

調査員が回収しに行く作業である。SRC が調査員の後方支援を行った。

（9）SRC の職員が調査票審査

調査員は、世帯から回収した調査票を SRC に提出した。その後、SRC により、調査

票の記入漏れや誤りの部分を調べる、調査票審査が行なわれた。実施本部は、基本的に

SRC の職員 1 名と SV1 名が常駐の体制であったが、この時期は、人員を東京の本社や名

古屋の事業所から大量投入して、のべ「55 人日」を投入して実施された。

このような流れで、初めての指定統計調査の民間委託が実施された。

3. 越前市の就業構造基本調査の成果

越前市の行った就業構調査の民間委託の成果について、（1）〜（4）の 4 点を述べたい。

（1）直営と比較しても調査の品質に遜色なし

第 1 に、調査結果の精度について、調査票の回収率及び記入率の観点から見てみたい。

まず、調査票の回収率について見てみたい。今回の就業構造基本調査において、越前市

の調査票の回収率は、図 3 のように、93.6%であった。旧武生市においての前回平成 14 年

就業構造基本調査の調査票回収率が約 94%であることから、近年の統計調査における非

5  統計への知識・理解を深めるため広く市民ニーズに即した統計情報の収集、提供、研究、利用促進及
び統計知識の向上、普及に寄与することを目的として設立された外郭団体（市を事務局）
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協力・拒否の増加状況を加味すると、高い回収率を確保したと評価できる。調査票の回収

率について、今回特別に近隣の都市で、越前市と人口規模も比較的よく似ており、市が直

営で業務を行った鯖江市の調査票の回収率の調査も行われが、図 3 のように、93.4%と民

間委託した越前市と大差がなかった。このように、調査票の回収率は前回の旧武生市との

比較及び近隣の都市の比較から、民間委託を行っても特に問題がなかったといえる。

図 3　越前市及び鯖江市の調査区数、調査対象世帯数等

出所 :「就業構造基本調査の民間開放の実施状況について（概要）」統計調査の民間開放の
検討・評価に関する懇談会

次に、調査票の記入率について見てみたい。統計局により、民間企業の行った調査の調

査票の精度のモニタリングが行われた。調査票の回収率と同様に、市が直営で行った場

合との比較を行うために、近隣の鯖江市の調査票の記入率も調査された。調査票の審査終

了後（越前市は民間企業が審査・鯖江市は市が直接審査）、調査票が県へ提出された際の

記入不備率の割合を見てみると、図 4 のように、民間委託を行った越前市の記入不備率が

16.1%であったのに対して、市が直営で行った鯖江市の記入不備率は 12.1%と、それほど

大差は見られなかった。

図 4　調査票の記入状況

出所 :「総務省統計局所管統計調査の民間開放について　本体資料」統計委員会基本計画
部会　第 4 ワーキンググループ
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以上のように、調査票の回収率及び調査票の記入率などを検証してきたが、調査の品質

について、直営と民間委託では、それほど大差はみられないことが明らかになった。

（2）民間企業に対する世帯の拒否感はみられない

第 2 に、調査世帯の反応を見てみたい。まず、調査終了後、調査対象となった全世帯に

対して、調査の実施についてのアンケートが郵送で行われた。調査対象となった全世帯の

うち、445 世帯から回答を得ることができた。このような調査を行う場合、国・県・市の

調査員と民間事業者の調査員のどちらが良いかという質問に対して、図 5 のように、「ど

ちらでもよい」が 51.7%、「国・県・市がよい」が 21.6%であった。

図 5　国・県・市の調査員と民間事業者の調査員のどちらが良いか

出所 :「平成 19 年就業構造基本調査（越前市）実地調査業務の民間委託実施報告」越前市

また、越前市では調査終了後、民間委託による統計調査に携わった調査員の意見を知る

ため、調査員に対してもアンケートが行われたが、アンケートの中には、「世帯の協力状

況について」ということで、協力できない世帯の理由を調べる項目があった。協力でき

ない理由を見てみると、図 6 のように、「面倒又は忙しい」「答えたくない事項がある」と

いった理由が多く、民間事業者が調査を行っているので協力できないといった理由は見ら

れなかった。

図 6　世帯の協力状況（拒否された理由）

〈世帯の協力状況（拒否された理由）について（複数回答）〉 
44 ）数区査調（数総
20 いし忙は又倒面
7 いし難は又い多が項事査調
18 るあが項事いなくたえ答

結果がどのように活かされているかわからない 8
16
11

 いなくたし力協もで査調の何
近所の人や知人は対象となっていない

6 るあが満不に政行
1 明不由理
9 他 の そ
6 答回効無

出所 :「就業構造基本調査の民間開放の実施状況について（概要）」統計調査の民間開放の
検討・評価に関する懇談会
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以上の結果から、民間企業に対する世帯の拒否感はみられないことが明らかになった。

（3）越前市のコスト削減

第 3 に、越前市の就業構造基本調査に係る経費の削減ができたという点あげられる。県

からの越前市への就業構造基本調査に係る市町村交付金の交付額が 286 万 8,000 円であっ

たのに対して、SRC の落札額及び契約額は 267 万 7,500 円（税込み）であった。差し引き

19 万 5,000 円が越前市における就業構造基本調査の経費節減効果となった。

（4）越前市の業務の効率化

第 4 に、越前市において就業構造基本調査に係る業務の効率化を図ることができた点が

あげられる。確かに、総合評価方式一般競争入札業務により、入札・契約に係る事務とい

う新たな事務が発生し、その部分は業務量が増加したが、当初市が行う予定であった調査

票の審査事務が SRC により行われたことにより、事務が大幅に削減された。越前市の資

料によれば、市が直営で行うこととした場合は 9 人月かかる計算になるが、今回の民間委

託の場合は、入札事務等の増加を含めて 6 人月程度と、約 3 分の 2 になった。

4. 越前市の就業構造基本調査の課題

次に、越前市が行った民間委託で発生した課題について、（1）〜（3）の 3 点を述べたい。

（1）委託費用の問題

第 1 に、委託費用の問題である。今回の総合評価方式一般競争入札において、SRC は

267 万 7,500 円で落札したのに対して、経費の方は、SRC が越前市に報告した資料によれ

ば、図 7 のように、SRC は今回の調査において 915 万 6,000 円の費用が生じた。

図 7　事業者の所要経費

項目 単価 人日 金額 主な内容
内勤労務費 650,000 調査物件準備・原票チェック・資料作成
調査員手当 1,950,000 27 名の調査員手当て・リピート手当て
調査員交通費 400,000 調査員の調査に関る交通費
出張旅費交通費 900,000 社員の滞在・出張交通費・日当
通信連絡費 65,000 通話料金・インターネット接続料金
調査協力費 147,000 謝礼購入費
賃借料 400,000 常駐者の住宅費・パソコンレンタル費
物件費 326,000 PC 周辺機器購入費
雑費 162,000 電話工事費

直接経費小計 5,000,000
社員Ａ人件費 51000 15 765,000 打ち合わせ・準備・説明・管理
社員Ｂ人件費 51000 15 765,000 打ち合わせ・要図作成・説明
社員Ｃ人件費 51000 10 510,000 打ち合わせ・実施計画・管理・チェック・報告
社員Ｄ人件費 34000 55 1,870,000 打ち合わせから全ての実務
社員Ｅ・Ｆ人件費 41000 6 246,000 チェック

社員人件費小計 4,156,000
合計 9,156,000

出所 :「就業構造基本調査の民間開放の実施状況について（概要）」統計調査の民間開放の検討・評価に関
する懇談会
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詳細な積算根拠が明らかでなく、官民の経理区分も異なるため、単純な比較は困難だ

が、そもそも、福井県からの市町村交付金は、図 8 のように、調査員手当など直接経費は

含まれているが、職員の人件費は含まれていない。職員の人件費は、市町村交付金とは別

に、地方交付税に含まれているからである。

図 8　福井県からの越前市への市町村交付金
　　総額 2,868,000 円      　　　（単位千円）

科目 金額 費途内容
報酬 2,367 指導員報酬　調査員報酬
職員手当 21 指導職員時間外勤務手当
賃金 125 依頼状宛名書要員賃金

調査票等審査補助要員賃金
報償費 202 記入者報奨金

調査協力謝金
旅費 4 普通旅費
需用費 61 消耗品費

食糧費
役務費 54 通信運搬費
使用料および賃貸料 34 会議会場借料

　　出所 :「平成 19 年就業構造基本調査事務市町村交付金の内示について 6」より筆者作成

このように、市町村交付金には、直接経費のみで、人件費が含まれていないことで事業

者に大幅な赤字を発生させることが大きな問題であることが明らかになった。

（2）地方では地元に拠点を置く事業者が不在

地方では地元に拠点を置く事業者が不在の点が課題として上がった。今回落札したの

は、入札の参加条件も影響したが、越前市に拠点を持たない事業者であった。入札に参加

した他の事業者も越前市に拠点を持っていなかった。

（3）調査員確保の問題

今回の就業構造基本調査において、企画書の段階から、入札に参加した 3 者とも自社で

確保できる統計調査員の数が不足するということで、市統計協会の方へ登録調査員の紹介

を要請していた。民間の調査会社は都市部に集中するということで、調査員も都市部では

ある程度の数を確保することができても、地方都市で調査員の確保というのは非常に難し

い。

6  平成 19 年 5 月 28 日付け政統第 45 号福井県総務部長通知
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Ⅴ　指定統計調査の民間委託の今後について

1. 越前市の事例から

（1）越前市の就業構造基本調査の意義

越前市の就業構造基本調査の意義を、Ⅳから整理したい。越前市の就業構造基本調査の

民間委託の意義として、Ⅳの成果でも述べたように、民間事業者が行なっても直営で実施

した場合と調査の品質に遜色ないということ、が明らかになったことがあげられる。また

同時に、調査の品質を保つには、市役所のスペースの無償提供、調査のパンフレットに民

間事業者と越前市を併記、越前市が広報事務等を担当するなど、民間事業者に任せ切りで

なく、必要に応じて自治体の支援が必要であると判明した点であるといえる。つまり、官

民の協力が非常に大切であると明らかになったことが、重要な意義としてあげられる。

（2）越前市就業構造基本調査の課題についての整理

Ⅲで指定統計調査の民間委託の課題について述べたが、越前市が実際に就業構造基本調

査の民間委託を行って、Ⅲで述べた課題はどうであったのかを整理したい。

（ⅰ）各種団体からの意見

各種団体からの意見として、3 つの課題が述べられていた。

第 1 の「統計の信頼性・正確性」については、Ⅳの成果でも見たように、越前市の調査

票の回収率の及び記入率から、調査票の品質には特に問題がなかったと明らかになった。

また、調査後の世帯へのアンケートでも、指定統計調査について、民間企業が行うことに

対して批判的な回答はみられなかった。調査員に行ったアンケートの結果を見てもそうで

ある。以上のように、Ⅲで述べた「統計の信頼性・正確性」の課題については、越前市の

結果、特に問題がなかったといえる。問題なく調査を終えることができた理由として、

（1）の意義でも述べたが、民間事業者が市役所内部のスペースを借り、実施本部を置き、

越前市と SRC が協力し合いながら事務を行うなど、必要に応じて越前市も業務を手助け

した点があげられる。また、調査に関する連絡先も「越前市就業構造基本調査実施本部」

と書いて、民間事業者と市役所の名称が併記されており、調査客体に安心感を与えること

ができた点があげられる。

第 2 の、「調査の対象となる国民・企業等の秘密の保護等」の点も、最終的に特にトラ

ブルもなく、調査を終えることができた。問題がなく終えることができた理由として、越

前市のインタビューによれば、上記の理由と同様に、越前市役所の内部に実施本部が置か

れ、回収された調査票も市役所内部で管理された点があげられる。また、入札の企画書の

段階や実際の契約の段階において、個人情報の保護について様々な対策がとられていた点

があげられる。

第 3 の、「不適切な調査が行われないかという問題」の点も、問題なく終えることがで
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きた。問題なく終えることができた理由として、上記の理由と同様に、越前市役所の内部

に実施本部を置き、越前市職員の間近で業務が行われたことが理由にあげられる。

（ⅱ）地方公共団体からの意見

次に、地方公共団体からの意見として、4 つの課題がでていた。

第 3 の「市町にとって業務量の軽減にはつながらないのではないか」という課題に対し

ては、Ⅳの成果でも述べたが、市町村の業務を約 3 分の 2 に軽減を図ることができた。業

務を軽減できた理由として、当初越前市が行う予定であった調査票の審査を SRC が行う

ことになった点が大きな理由にあげられる。越前市へのインタビューによれば、入札事務

について、今回初めての総合評価方式一般競争入札方式ということで、非常に事務の負担

となったが、入札事務の改善が行われれば、もう少し業務量の減少が図れるとしている。

第 2 の「登録調査員や統計協会からの理解が得られるか」という課題に対しては、今

回は越前市統計協会の協力を得ることができ、不足する調査員 10 名を越前市統計協会か

ら紹介を受けることができた。しかし、越前市のインタビューによれば、市の登録調査員

は、行政への貢献、地域社会への参画でボランティア的な精神で行っている人が多く、今

回参加した市登録調査員全員に市統計協会から「今後同様に民間事業者の調査委託が有っ

た場合、募集に応じますか ?」と口頭で聞いたところでは、収入を中心に考えている 2 〜

3 名以外は、やらないと答えている。今後、地方都市で調査員を確保していくこと及び統

計調査員の理解を得ていくことは、課題の 1 つである。今回は調査員の確保が可能であっ

たが、今後検討していかなければならない課題である。

第 4 の「現行の委託費の範囲内では民間業者の利益が出ないのではないか」という課

題に対しては、越前市の結果を見てみると、落札額 267 万 7,500 円に対して、経費 915 万

6,000 円と事業者に大幅の赤字を出させた。この点に関しては、当初の市町村の指摘どお

りとなった。業者に大幅な赤字を出させた理由として、Ⅳの課題でも述べたように、市町

村交付金には、直接経費しか含まれておらず、人件費が含まれていないということが問題

としてあげられる。受託事業者が遠隔地で、多額の滞在費・交通費が必要であったことも

問題としてあげられる。その他、今回は越前市役所のスペースを無償で民間事業者に提供

したので、この部分のコストは発生しなかったという点も考慮に入れておかなければなら

ない。今後、指定統計調査の民間委託を行っていくにあたって、解決されるべき課題であ

る。

第 1 の「受託可能な民間業者を確保できるのか」という課題に対しては、今回は総合評

価方式一般競争入札の方式を使い、今回は SRC が落札したために問題が生じなかった。

しかし、今回は SRC に大幅な赤字が生じた。越前市へのインタビューにおいても、SRC

は、今回は全国で初の指定統計調査の民間委託ということで、この分野で業界のトップを

走りたいということで落札を行ったが、今回の大幅な赤字がでた状況を踏まえると、今

後、仮に入札が行われても落札者が不在という事態も起こりかねない。今後解決されるべ
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き課題である。

2. まとめ

以上のように、指定統計調査の民間委託について、平成 19 年に越前市で実施された就

業構造基本調査の事例をもとに、意義及び課題を整理した。

越前市において、このように平成 19 年の就業構造基本調査では、民間委託が行われた

が、平成 20 年に行われた指定統計調査の 1 つである「住宅・土地統計調査」では民間委

託の実施をしなかった。実施をしなかった理由として、越前市へのインタビューによれ

ば、Ⅳであらわれたコストの問題や受託者の問題が解決されない限り今後の民間委託は厳

しい点と述べている。平成 20 年の住宅・土地統計調査では、民間委託を検討した市町村

はあったが、最終的に全国のどこの市町村でも住宅・土地統計調査の民間委託は実施され

なかった。

しかし、昨今、統計調査は住民のプライバシー意識の高まりやワンルームマンション・

オートロックマンション増加などによる不在世帯・非協力世帯の増加などが課題になって

きている。

近畿地方の市役所の統計担当で、「近畿都市統計協議会」という統計に関する協議会が

作られている。同協議会は、毎年総務省などに対して、「統計に関する中央要望」という

統計調査業務に関する要望を行なっている。近畿都市統計協議会（2008）によれば、「プ

ライバシー保護意識の高揚やオートロック・ワンルームマンションの増加等に伴い、調査

拒否・不在・夜間訪問・面会困難世帯の増加や調査票の取集に非常に労力を使うなど調査

環境が日ごとに困難を増し、悪化の一途をたどっている状況であり、調査員・指導員の負

担や市区町村の事務量が増加している（p. 2）」と述べており、調査環境悪化の意見が、

毎年国へ出されている。また、Ⅲの民間開放の意義の部分でも述べたが、市町村の統計担

当職員の数はこの 10 年で約 3 割減少している。

このように、統計を取り巻く調査環境は悪化して、統計調査の業務量も増加しているの

にも関わらず、統計担当の職員は減少している。こういった状況の中で今までどおりの指

定統計調査を行っていくのは非常に困難であると言える。したがって、何らかの対策をし

ていかなければならない。

越前市は、今回の民間委託の成果及び課題等を踏まえて、「平成 19 年就業構造基本調査

（越前市）実地調査業務の民間委託実施報告」で「越前市の結論としては、民間開放では

なく、行政と民間事業者がお互いの強みを活かし、弱みを補完しながら、共同作業で統計

調査に取組む部分的な民間委託を模索していきたいと考えている。」と述べている。

したがって、越前市の結論のように、行政と民間事業者がお互いの強みを活かし、弱み

を補完しながら、共同作業で統計調査に取組む部分的な民間委託を模索していき、行政は

民間企業のノウハウを学び、また民間事業者は指定統計調査のノウハウを行政から学び、
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お互い学びあいながら、現在の統計を取り巻く調査環境に対応していくべきである。
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