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総務省統計局統計調査部消費統計課
物価統計室長

中村英昭
1999年総務庁採用

統計局消費統計課

2001年 間 統計局園勢統計課

2002年米圏留学（ハーI�ー ド大学・力 ＇） フォルニア大学

バーヲレ一校）

2004年総務省統計局調査企画課企直係長

2006年 同 行政管理局副管理官

同 自治行政局選挙部管理課電子投票専門官

同 統計局総務課課長補佐

同 総合通信基盤局電波部移動通信課課長補佐

同 政策統括官（縮十基準担当）付統計企画管理官補佐

同 統計局総務課課長補佐

同 統計局総務課調査官

同 政策統括官（傭十基準担当）付調査官

同 統計改革実行推進窒政策統括富（統計基準担当）付

調査官併任内閣官房統計改革推進室企画官

2018年現職

懇の姿ーを思い描き与がら

｜三人の石切り工の話から

古代ギリシア時代の三人の石切り工（石切

り職人）の話をご存じでしょうか？経営の神

様として知られるピ ーター・ドラッカ 一 氏が、

著書の中で引用して有名になったものです。

『三人の石切り工の話がある。何をしている

かを聞かれて、それぞれが「これで暮らしを立

てている」「最高の石切りの仕事をしている」

「教会を建てている」と答えた。』

(P.F.ドラッカ ー着、上回惇生編訳「【工ッセン

シャル版】マネジメント 基本と原則」）

皆さんが石切り工だったとして、同じ質問

をされたらどう答えますか？理工系の学部で

専門性を磨いてきた皆さんの中には、自分は
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二番目の回答をする、と考える人ち多いので

はないかと思います。しかし、ドラッカ 一 氏は

「問題は第二の男である。」として、その理由を

以下のように語っています。

『熟練しだ技能は不可欠である。組織は最高

の技能を要求レなければ二流の幸子在になる。

レかレ専門家は、単lこ石を磨き脚柱を集めて

いるにすぎなくとち、大きなことをしている

と錯覚することがある。技能の重要性は強調

しなければならないが、それは組織全体の

ニ ー ズとの関連においてでなければならな

い。』

行政の仕事私の業務経験から

皆さんは、行政の仕事にどのようなイメ ー

ジを抱いていますか？ここでは、私のこれま

での業務経験を振り返りながら、行政の仕事

のイメージを伝えてみたいと思います。

私は課長補佐になりたての頃、行政改革の

仕事に携わりましだ。小泉内閣の最終盤、「簡

素で刻率的な政府の実現」を目標に掲げる「行

政改革擢進法」が成立した直後のことです。総

務省行政管理局では、この法律の内容を実現
するための方策について知恵を絞っていまし

た。ICTの活用や民間委託の推進などにより

業務の刻率化を進める 方で、治安、安全・安

,e,，など新たな行政需要が発生レている分野で

はむしろI普員させる必要があります。当時の

私は各省行政に関する知見ちなく、暗中模索

の状態でレたが、あるべき行政の姿と現実と
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かんかんが〈が〈

の狭間の中で侃侃誇誇の議論を交わす諸先輩 ｜理想の姿を思い描きながら
万の背中を見ながら、できるだけ多くのこと

を吸収しようと努めました。厳しい日々でし

たが、この頃の経験が今の私の行政能力の基

礎を形作ってくれたものと思っており、大愛

感謝しています。

まだ、数年前には統計改革の仕事に携わり

ました。改革当初の2015年紋頃は、経済情勢

を的確！こ判断するための基礎統計の充実を目

指レていまレたが、その後、GDP統計の信頼

性や統計組織の抱える構造的な問題など、よ

り大きな改革課題が提起され、2017年初頭

には閣僚を構成員とする統計改革推進会議が

立ち上がりまレた。私は惰造的な問題を担当

や調査の負担感に関する調査を行ったり、地

方統計部局の実情を聞いたり、会議資料を作

成したり、関係部署と調整したりと本当lこ目

まぐるしい毎日の連続でしたが、改革後の公

的統計の世界を思い浮かべながら、千載一 遇

のチャンスを活かすべく最大限尽力し、何と

か周年5月の最終取りまとめの決定にこぎ着

けました。その後、改革は実行段階lこ入り、

2018年3月には公的統計の整備に関する5

か年計画である「公的統計基本計画Jが閣議決

定され、周年5月には改正統計j去が成立しま

レた。ビッグデ ー タの時代が到来レ、EBPM

（根拠に基づく政策立案〉の重要性が叫ばれる

中、ちょうど時代に合致レた改革だったと言

ここで、冒頭の石切り工に話を戻しましょ

う。三番目に答えた石切り工は、石を切り出し

ている湯所にいながら、遠い湯所にいつか建

つであろう教会を思い描きながら、目を輝か

せて住事していたのではないでしょうか。前

節で私が携わった仕事の一舗を紹介しました

が、行政の仕事も、三番目の石切り工と同じよ

うな，e,，構えで、理想の姿を思い描きながら臨

んでみるととても楽しいものです。総務省に

は活躍のフィー ルドがたくさんあります。志

の高い理工系の皆さんの挑戦を、，e,，からお待

ちしています。

することになり、短期間の中で、利用者二一 ズ えるのではないでしょうか。

I ’）（、 1n 現在の目標 ・ やりがい
Career I ．・

・ ・

LU.l ヲ初めて室全体の責任者ゆ務の方向性をできるだけ分かり
｜ ・ やすく示すことを目指レ、新たな気持ちでビッグデータの物

Step I : 価統計への活用などに取仙でいる。

勺nno 課長補佐級になってすぐの苦労 ・ やりがい
．・

・ ・

ι園、，、， u 初めて統計局以外の部署を経験。今までの経験では歯が立たす、暗中
．－ 

模索しながら震が聞の文化や仕事のスピ ー ド感、各省との調整の仕

： 万・おさめ方なと、多くのことを学,Si。

ーゥ nn 勺留学
．・

・ ・ι園、J、�ζー入庁時から目標にレていた留学を実現。英語でのコミュニケ ーシヨン能力を
． 磨きながら、ハ ーパー ド大学で統計学、力リフォルニア大学パークレ ー校で
; 人口学の修士号を取得。

1999 入庁時の意気込み ・ 目標
理工系の素養を活かしつつ幅広く様々な業務を経験したいとの思いから、総務庁（当
時〉への入庁を決める。国会・予算などの行政の基本や公的統計の基礎を学ぶととも
に、留学を目指レて英語の勉強を進める。

【課室での取組】

私の所属する物価統計室は女性職員の割合が高く、日々子育てしなが

ら働いている方ち多い部署です。私自皐ち、毎朝パタパタしながら3歳

の子どもを保育園に送り、それから出動するのが日課となっています。

ここ数年、総務省でも子育てと仕事の両立を可能にする制度やツ ー

ルの整備が急ピッチで進んできました。私は、子どもと過ごす時聞を少

レでも多く確保すべく、自らがフレックスタイム制やテレワ ー クなど

を積極的に活用することにより、室員の皆さんが制度を利用しやすい

雰囲気の醸成に努めています。また、訂合せを刻率的に行うことができ

るよう、大型ディスプレイや可動式デスクの導入などのオフィス改革

にも取り組んでいます。

・ 司動式デスクで部下と立ちながら打合わせをする筆者
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2005年総務省採用

統計局経済統計課事業所 ・ 企業統計室

2006年 同 政策統括官（統計基準担当）付

統計法制度改革担当室

2007年 同 政策統括官（統計基準担当）付

統計審査官（経済統計担当）付

2008年 同 政策統括官（統計基準担当）付

統計審査官（経済統計担当）付 主査

2009年 同 情報通信圃際戦略局国際経済課

多国間経済室WTO ・ EPA係長

2012年強立行政法人統計センヲ ー 経営審議室課長代理

2015年総務省行政管理局副管理官（業務 ・ システム改革総括）

2016年 同 大臣官房秘書課秘書専門宮（総務大臣政務官付）
2017年 同 大臣官房企画課

サイバ セキュリティ ・ 情報化推進室

併任秘書課働き方改革推進室課長補佐
2018年 現職

多様怠仔政分野亡 J舌さるF理主的v思考抱ゴ

「何のためJ と統計と

「明治150年」を迎えた2018年から、私

は内閣官房情報通信技術CIT〕総合戦略室

において、政府全体の情報通信戦略の司令

培を担う内閣情報通信戦略監（政府CI0) 

を支え、デジタル・ガパメントの推進を担う

業務を遂行しています。

その政府CIOが常日頃から強調してい

るのは、「何のため」のIT化なのかを明確

にレて改革を進めていこう、という点です。

すなわち、電子化やIT化そのものを目的

にしていると、実際に狙おうとしてい疋行

政の効率化や国民の利便性向上を果たぜな

くなるおそれがあるということなのです。

この「何のため」を明らかにするためには、

我が園をとりまく現状をデータとしてつぶ

さに把握することが不可欠であり、それは

統計的自質管理にも通ずる現状分析能力が

大きく寄与しうる領域でもあります。

さて、この現状分析においては、単に合計

レて1つ1つの事実の意味をつぶしてレま

う、といったことを防止し、分布をしっかり

と見つめよう、という者え方を大変重視し

ています。「統計」とは語感から「足レ上げ

る」ことを指すようにも見えますが、もとも

とは「状態」を表すラテン語statisticumを

語源とするstatisticsの訳語として用いられ

ているちのです。明治時代後期においても、

このような考え方から、「統計」の訳語を用

いるか「スタチスチック」の用語をそのまま

使用すべきかとの論争が統計実務者及びア

力デミアにおいて盛んに起こりました。

多績な行政分野で活躍できます

私はこれまで統計行政に軸足を置きつつ

も、法制度改革、独立行政法人の経営企画、総

務大臣政務官の秘書業務など、決して理士

系とは言えない業務にも数多く携わってき

ました。しかしながら、法令の検討には論理

的な思考が、経営企画には法制面での技術

が、秘書業務にはこれまでの業務経験で得

た知見・人脈が役立ち、とそれぞれのフェー

ズで得疋スキルが有機的につながり、国家

公務員の能力としてスパイラルアップが図

られていることを実感しています。

そして現在は、事実を踏まえた行政のデ

ジタル化のため、クラウドコンビュ ー テイ

ンク等の最新の技術動向とその利活用方策

を学びながら、地に足の着いた各種業務改

革のお手伝いを行っているところです。1

つ1つの業務は泥臭いものがあるかもしれ

ませんが、その1つ1つを楽レんで取り組

み、成果が出るところまでやり抜く、そして

やり抜けることが、これまで私が携わつだ

業務に備わっていた共通的な魅力です。

「統計」の指す真の意味を理解し、多様な

行政分野に活かせるのは、「理工的思考力」

を持った行政官の大きな売りの1つです。

理工系のJ�＼を持ち国家の大プロジェクトを

マネジメン卜したい、という熱い思いを持

つ方と一人でも多く一緒に働けることを希

望しています。
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平威量鍾の年を迎えて

こ の パン フ レッ ト を 手に 取 る 方 は、

2020年4月に国家公務員になることを

目指している方が多いと思います。

平成最後の年である今年は、 5月から新

元号に切り替わり、 6月末lこは大阪でG20

の首脳級会合が開催されます。その後ち10

月には消費税の引上げが予定されており、

並行レて、ラグビ ー のワ ー ルド力ップの日

本開催 ちあります。来年には東京オリン

ピックが控えるなど、2020年と併せて、時

代の大きな転換点として、重要な意味を持

つ年になることと思います。

そのようなダイナミックな変化が起き

る時代に、就職活動を行い、行政官とレて

自身のキャリアをスター トさせることは、

人生の大事な時期に、貴重な挑戦の揚を得

ることになります。このような時代だから

こそ、是非とも、パ イタリティ溢れる皆様

総務省統計局統計調査部消費統計課
課長補佐

小川友彬

将来に自はτ

に行政官を目指していただきたいと思い

ます。

国際祉会とデータ

世界に目を向けてみても、今年は3月末

のBre×itを始めとして、激動の一年になる

のだと思いますが、2015年に国連総会で

採択された持続可能な開発目標（SDGs）に

とっても重要な年になります。4年に一 度

のSDGs首脳級会合が9月に初めて園連本

部で開催され、総理がG20の議長として、

その成果を国際社会に発信する予定です。

昨年の夏まで、私は園連統計部に 出 向

し、SDG指標の整備を国連の立場から担っ

てきました。17のゴ ー ルと169のタ ー

ゲットからなるSDGsは、その達成状況を

デ ータでモニタリングすることを重視し

ており、全てのター ゲットに指標が設定さ

れています。モニタリングが国際社会の行

動を促すと考えられているからです。昨今

2009年総務省採用

統計局統計調査部圏勢統計課企画係

2011年 同 政策統括官（統計基準担当）付

統計企画管理官付総括担当

2012年 同 政策統括官（統計基準担当）付

統計企画管理官付主査（総括担当）

2013年内閣官房行政改輩推進本部

国家公務員制度改革事務局総括主査

2014年 同 内閣人事局企画第 係長

2015年総務省大臣官房秘書課主査（総務大臣補佐官付）

2016年 同 大臣官房秘書課課長補佐（総務大臣補佐官付）

2017年国際連合経済社会局統計部（SDG Monitoring Section) 

2018年現職

話題となっている海洋プラスチックや食

日ロスの問題にも、対応する指標が君子在し

ます。

j蓄基文前国連事務総長が、COP22など

の揚で好んで使っていたフレー ズ！こ
”

We

don't have plan B because there is 

no planet B
”

という ちのがあります。

SDGsが喫緊の地球規模課題であり、国際

社会が一丸となって取り組むべきものであ

ることを鋪的に表レ疋言葉だと忠います。

二児の父親となった今、本当に微力なが

らも、将来世代のための仕事に携われたこ

とを誇らしく思います。大学・大学院と獄

学を専攻していた時期には、自身の専門の

社会的な意義に悩んだこともありました

が、一 度しかない人生の中で、このような

形で専門性を多少なりとも活かせたこと

は、ありがたいことですし、国家行政に携

わってきだからこそできだ経験だと思い

ます。
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総務省統計局統計調査部
経済統計課長

小松聖
1996年総務庁採用

統計セン骨 一 管理部情報処理課

1998年 間 統計局統計基準部統計審査官（統計基準・

産業連関表・調査技術担当）付

2000年総理府大臣官房男女共同司参画室主査（企画担当）

2002年内閣府男女共同参画局総務課総括係長

2003年 同 大臣官房政府広報室世論調査専門官

2006年総務省統計局統計調査部経済統計課課長補佐

2007年 同 行政管理局行政情報システム企画課課長補佐

羽09年 間 自治行政局地域政策課国際室課長補佐

2010年 同 統計局統計調査部調査企画課課長補佐

2013年独立行政法人統計セン安 一 総務部経営企画室長

2015年総務省政策統括官（統計基準担当）付

統計企画管理官付調査官

2015年 同 統計局統計調査部消費統計課物価統計窒長

2017年現職

里二ι系ご己ちぷ荏から ζ そ

｜より広いフィ ールドを目指して

平成は激動の時代でした。パブル景気と

崩壊、失われた20年ともいわれる経済の

値迷があり、また、出生率の減少から人口

減少社会となりました。また、阪神・淡路大

活躍の幅の広い事務官としての採用が

あった統計局と出会いました。

｜想侮を超えた職場遍歴

その後の配属先は、しかし私の想像を超

えていましだ。なにせ統計局を中山に配属

女共同参画部局で、官邸の近くで仕事をし

たことや、今ち変わらぬ課題である日本lこ

定住する外国人の問題を手探りで扱った、

総務省自治行政局での勤務は、強く印象に

残っています。

ま疋、理工系に関係のある業務とレて
震災や東日本大震災をはじめとする大災 されると思っていたのに、係長以前では統 は、GDP統計の基礎となり、多裁の省庁で

害ち発生しました。私が当時の総務庁に入 計局への配属なし、課長補佐時代でちゃっ 1つの統計を作り上げていく、産業連関表
庁したのは、そんな平成の初め、バブル崩 と半々という感じで、一時は将来どうなる

壊後間もなくの頃でレた。未だインタ ー かとI�＼配になったくらいです。

ネットが普及していなかっ疋時代に情報 理工系と関わりのない業務では、各府省

工学を専攻していた私は、大学でIきった理 や地方からの出向者を含め、普通ではます

工系の知識を主かしつつち、より広い 一 緒に仕事をしない人達との出会いに恵

フィ ールドで活躍しだいと考えていまし まれました。中央省庁再編のさなかに唯一

た。そんな中で、国家公務員、しかも、より 組織が拡充された内閣府（旧総理府〉の男
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の作成に携わりました。また、内閣府の政

府広報室では、意識を問う世論調査の担当

となり、いかに中立かつ琶を誘導レない聞

や選択肢を作るかについて学びました。更

に、総務省行政管理局では、行政手続のオ

ンライン化を推進するという、理工系らし

い仕事ができまレ疋。

Statistics Japan 

統計局でも、経済財政諮問会議での提言を

機会に、当時虫食い状態の整備だったサー

ビス産業 を横断して把握する月次統計の

立ち上げに関わりました。また、統計局の

調査部局の取りまとめとして、東日本大震

災の被災後に、いかに調査を継続しつつ結

果を出し、またデ ータで被災地に貢献する

かなどに頭を悩ませまし疋。

［統計がメジャ ーになる中で

さて、私の大学時代、「統計」は、理工系で

も限られた人の学問で、地味な扱いを受け

ていまレだ。レかし、今やオ ー プンデ ータ

やデ ータサイ工ンスといった言葉が当た

り前に使われ、統計が最強の学問だといわ

れるような時代となり、臨世の感がありま

す。行政でちEBPM（証拠に基づく政策立

精神が、備わっているものと思います。個

別施策から距離を保ちつつ、国全体で活用

される統計を作成することが任務である

統計局を基盤として、理工系たる自覚をも

ちつつ広い分野で活躍することは、まさに

平成に続く新しい時代の理工系公務員に

ふさわしいものと思います。

こうして経歴を振り返ってみると、実1こ
｜おわりに

いろいろなことをやらせてい疋だいだと 案〉の重要性が言われる現在、理工系で統

思います。理工系とのつながりがますない 計を専門とする職員が、その活躍の揚を広

部署であっても、むしろそういう部署で仕 げていくことは確実です。誰しも、自らに

事ができたからこそ、単純な理工系の型に 都合のいいデ ータのみを集めて主張をし

はまらず、自分の知識や経験をより広げる がちです。レかし、理工系を自覚する蓄な

総務省の統計部局では、理工系でも、そ

して理工系だからこそ、どんな分野の行政

にでも、その知識と経験と精神を生かすと

いう、チャレンジ精神にあふれた方を求め

ています。理工系に根ざしつつ、その枠に

役には大いに立ったものと思います。 らぱ、その都合の良さをおかしいと感じる とどまらない仕事、やってみませんか？

Career 
Step 

ゥ r、 10現在の目標・やりがい

．・・・ ιVムJ 今度は課長として再び経済統計課ヘ。経済統計の改善は統計改革の
． 目玉の一つ。10年先のゴールを目指レ、担当する統計を揃から順番
． に改善し続けています。

’） fl nζ 課長補佐になってすぐの苦労・やりがいー．・・ 4園、J、J、J 経済統計課に配属、サー ビス産業の月次統計の立ち上げに携わる。なん
よ と統計局への配属は初めて。現場感覚のなさに戸惑いつつも、周囲のベ
・ テランに肪けられました。

1996 入庁当時を振り返って
最初は総務庁統計センタ ー （当時〉に配属。PCシステムのメンテナン
スが担当業務で、庁舎中を駆け回ってトラブル対応。おかげでいろい
ろな方に顔を覚えていただきました。

10年の大計 経済統計の大改革

現在、GDP統計を軸とする経済統計の改善が大きな課題となっ れにくくなっています。この中で、いかに回答いただく企業等の負

ていますが、公的統計の基礎となる各種規準の改定をも巻き込ん 担を減らしつつ、必要なデータを的確に得るかが課題となってい

で行われることもあり、統計の世界では珍しい、10年を越す工程 ます。このため、たとえば個人企業など規模が小さい企業等のデー

表に基つ
、

く大改革となっています。 タ収集は最小限に絞る、どうレても負担が大きくなる大企業に専

経済統計課は、GDP統計に関わる調査として、①5年に一度、全 属のサポートをつける試みをするなど、将来ち見据えた様々な工

国すべての事業所・企業を調査する「経済センサスー活動調査」及 夫をしているとこ

び②毎月サー ビス産業の動きを捉える「サー ビス産業動向調査」を ろです。

所管レていますが、この改革で新たに③GDPの9割以上を占める ある意味今後の

経済活動を毎年把握する「経済構造実態調査」を2019年から実施 経済統計を占う大

することとなりました。 改革、今ならもれな

現在は3調査の軸となる「2021年経済センサス 活動調査」の く経済統計の歴史

改善を進めているところですが、精度の高い統計のニ ー ズが高ま の証人になれるこ

る一方で、秘密の保持等の観点から、企業等の調査への協力が得ら とを保障します。
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