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不適切な統計調査問題が取
りざたされている昨今、「統計」
について調べてみました。

統計とは・・・・
現象を調査する事によって数量で把握する事。
または、調査によって得られた数量データ（統計量）のこ
と。
■統計の変遷
国家を統治するための基礎資料として活用されてきた
歴史があり、建造物建設のための調査や兵役や徴税の
ための調査といったように、人口や土地等については古
くから統計がとられている。
また、近代国家が成立した頃から政策の企画・立案のた
めに利用されるようになり、それに伴い調査範囲も広が
った。さらに、パソコンの普及、分析手法の発達によって、
大学や企業なども統計を利用するようになり、「国のため
のデータ」から「国民のためのデータ」へとその性質は変
わってきている。

例会の記録

■日本の統計史
律令制における戸籍にその始まりを見る事ができる。
人口や土地面積等の把握は国家統治の基本であり、日
本においても検地や人別改などとして歴代の国家主
体・政治主体により実施されてきた。
調査方法を統一し、集計体制を整えたいわゆる近代的
統計を日本で初めて実施したのは明治政府である。
1871年（明治4年）太政官正院に【政表課】が設置され、
近代的な統計制度が開始された。
1885 年（明治 18 年）の内閣制度成立と共に、【内閣統計
局】が発足し、以後終戦まで政府の統計業務を行う事と
なる。
第二次大戦後に統計委員会が設置され、国家の統計
業務の中心である総理庁統計局と各省庁が実施する諸
統計との調整を行うように体系づけるとともに、行政によ
る統計の基本法として「統計法」が制定された。これによ
り戦後日本における統計制度が確立した。
その後、社会情勢の変化により、個人情報保護の重視
と統計業務効率化の徹底を目的として、2007 年（平成
19 年）に「統計法」の改正が行われた。
これにより、統計情報を“国民の共有資産”と位置づけな
おし、個人情報等の保護に留意しつつ、行政目的のみ
ならず広く活用すべきこととされた。
■指定統計一覧
総務省： 国勢調査
事業所・企業統計
住宅・土地統計
労働力調査
小売物価統計
家計調査
個人企業経済調査
科学技術研究調査
地方公務員給与実態調査
就業構造基本調査
全国消費実態調査
全国物価統計

社会生活基本統計
サービス業基本統計
経済センサス
財務省： 法人企業統計
国税庁： 民間給与実態統計
文部科学省： 学校基本調査
学校保健統計
学校教員統計
社会教育調査
厚生労働省： 人口動態調査
毎月勤労統計調査
薬事工業生産動態統計調査
医療施設統計
患者調査
賃金構造基本統計
国民生活基礎統計
農林水産省： 農林業センサス
牛乳乳製品統計
作物統計
海面漁業生産統計
漁業センサス
農業経営統計
経済産業省： 工業統計調査
経済産業省生産動態統計
商業統計
埋蔵鉱量統計
ガス事業生産動態統計
特定機械設備統計調査
石油製品需給動態統計
商業動態統計調査
特定ｻｰビス産業実態統計
経済産業省特定業種石油等消費統計
経済産業省企画活動基本統計
商工業実態基本統計
国土交通省： 湾港調査
造船造機統計
建築着工統計
鉄道車両等生産動態統計調査
建設工事統計
船員労働統計
自動車輸送統計
内航船舶輸送統計
法人土地基本統計
■今後の課題
社会の変化への対応
調査対象の意識の変化への対応
調査項目の見直し
推計精度、速報性向上への対応
予算制約への対応
官から民へ業務移管
統計はあらゆる政策の判断基準になるので、これが信
用できないと全ての政策が意味を失います。この不正統
計調査問題をどう対処するのかで、先進国である日本
の将来が大きく変わる気がします。

幹事報告
< 佐々木康幹事 >
・3 月のプログラムが理事会で承認
・受贈会報 所沢西ＲＣ
・回
覧 ＡＡＲニュース 2 月号

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会（小林奈保絵 委員長）
「ロータリーの友 2 月号」の紹介
【横組み】表紙：ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ おかドド
「幸せの足跡」

米山梅吉誕生 150 年記念（P16）

【縦組み】表紙：ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ ますこひかり
「雪遊び」

この片手袋は誰が落としたの？

クラブを訪ねて・秩父ＲＣ（P9）

イニシエーション・スピーチ

清水 武信

会員

イニシエーション・スピーチ (Initiation Speech)とは、
ロータリーに入会して自己紹介をすること。
例えば自分の経歴、職業、趣味、考え方など他の会員
に伝え、理解を深めていくこと。 (ロータリー用語便
覧２００８)とあります。
私がロータリークラブに入会したのは昭和 60 年
（1985 年）3 月 1 日でした。平成 22 年 12 月に退会
（休会）させて頂いてから昨年 10 月に再入会まで 8
年間のブランクがあります。
通算でのロータリアン歴は 26 年となります。

誕生
昭和 19 年 8 月 10 日、大東亜戦争終戦の約 1 年前でし
た。父親は満州に出征中で母親と姉 1 人、兄 4 人。大
家族の中で「てんやわんや」の時代に、入間郡入間村
大字北入曽の農家の五男として生まれました。
翌年 9 月には父親も復員することができて、初めての
対面であったそうです。
（記憶にはありません）復員後
3 人の弟が生まれ、八男までいます。
経歴
入間村立入間小学校 4 年生の時に 1 町 5 ｹ村が合併し
て「狭山市」となりました。狭山市立入間小、中学校
を卒業し、
昭和 38 年 3 月川越商業高等学校を卒業後、
株式会社日立製作所本社に入社しました。
税理士試験
日立では、自由に勉強時間を取れる環境で、8 年 3 か
月の在職中、8 年間は夜学校に通学することができま
した。その間税理士試験に合格して、仕事の関係もあ
り税理士登録も済ませていました。
特技
高校時代は競技会に出るクラスの珠算部に属して、計
算能力を磨きました。ソロバンで平方根を開くなどの

技を磨いたことが、仕事の時間を短縮し、勉強時間を
多く取ることが出来ました。
職業
税理士法人ＳＫＪ清水会計事務所を中心に、狭山ケー
ブルテレビ（株）
、コンサルタント業務と資産運用を行
う（株）クリエイト、日本情報システム（株）
、ライブ
ステーション狭山、農業生産法人の（株）スワンドリ
ーム、
（株）イマジン・ジャパン等経営に参画しており
ます。これらの職業を通じて重要な点は、ロータリー
の「職業奉仕」の精神であると自覚しております。
ＪＣ
1974 年 9 月に所沢青年会議所に入会、1977 年 4 月入
間青年会議所の創立で移籍、
1981 年 4 月狭山青年会議所設立に伴い再度移籍して
初代理事長に就任しました。
1979 年から1980 年の 2 年間は日本青年会議所経営開
発委員会に出向して、全国の青年会議所に新しいプロ
グラム「リーダーシップ・イン・アクション(LIA)」の
普及拡大の講師を担当しました。この経験が、その後
の事業経営に大きな影響があったと思っています。
ロータリークラブ
JC を卒業後、1985 年 3 月に狭山ロータリークラブに
入会しました。
平成 5 年（1993 年）5 月狭山中央ＲＣ創立に伴い移籍
し、同年 11 月 6
日に新宿の京王
プラザホテルで
開催したチャー
ターナイトの司
会を担当したこ
とも記憶に残っ
ています。
狭山ロータリー
クラブの例会場
に
「入りて学び、
出でて奉仕」の
言葉が掲示され
ていました。
とても厳格な先輩ロータリアンが多く、緊張して例会
に参加していました。
1987 年（昭和 62 年）5 月に、新狭山ＲＣが創立され
会員の一部が移籍されました。私は狭山ＲＣに残り、
狭山中央ＲＣの新設準備を行っていました。1993 年
（平成 5 年）5 月 18 日に創立総会を迎えるまで、狭山
ＲＣからの移籍メンバー13 名は、頻繁に事務所で会議
を開き、創立時のメンバー37 名まで拡大することが出
来ました。

これからのＲＣ
1905 年シカゴで
創設されたロータ
リークラブは 114
年の歴史を刻んで
来ました。
休会中に、狭山Ｒ
Ｃが消滅してしま
い残念でなりません。狭山市内に 3 つのクラブは少し
荷が重いのかも知れません。もう一度狭山市内で一つ
のＲＣに収斂する施策も真剣に考える必要がありそう
です。そして会員増強を図り少なくとも 50 人の会員
を擁するＲＣを目指し、ロータリアンとしてより高い
矜持を持てるクラブに成長したいものです。
ロータリーの使命
職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、
人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、
平和を推進することにあります。
ロータリーの精神を、自分の職業に、地域社会及び家
族との交流に、あらゆる組織、団体に活かすことがで
きたら、より豊かになり発展することは間違いないと
信じております。

江原君

清水武信会員のイニシエーションスピーチ
を楽しみにしておりました。宜しくお願い
致します。
浜野君
清水武信会員、本日のイニシエーションス
ピーチ楽しみにしておりました。宜しくお
願い致します。
稲見君
清水武信会員、先日の叙勲祝賀会、盛大で
おめでとうございました。今日のスピーチ
楽しみにしていました。
小島君
清水武信会員、イニシエーションスピーチ
楽しみにしていました。宜しくお願いしま
す。
益子君
清水会員のイニシエーションスピーチとい
うか卓話、楽しみにしていました。本日は
宜しくお願いします。また、旭日小綬章受
章おめでとうございます。
沼崎君
今日は、清水武信会員、イニシエーション
スピーチを宜しくお願いします。再入会で
すから、これからはロータリーの役を宜し
くお願いします。
奥富君
清水武信様、今日の卓話宜しくお願いしま
す。
清水(武)君叙勲祝賀会を無事開催する事ができました。
7 人目の孫が 2 月 6 日に誕生しました。
田端君
清水武信様、この度の素晴らしい叙勲おめ
でとうございました。本日もどうぞ宜しく
お願い申し上げます。
若松君
清水会員のイニシエーションスピーチ楽し
みにしていました。宜しくお願いします。

◆ 次の例会 ◆

清水武信会員、貴重なお話しをしていただきありがとう
ございました！

清水(幸)君寒い日が続きますが皆様お元気でお過ごし
下さい。清水武信様、イニシエーションス
ピーチ宜しくお願い致します。
佐々木君 先日の積雪予報が外れホッとしています。
清水武信会員、本日のイニシエーションス
ピーチ楽しみにしていました。宜しくお願
いします。

2 月 26 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）
3 月 5 日（火）
第二副 SAA：古谷会員 石川会員
外来卓話：土屋信行様
新狭山ＲＣﾒｰｷｬｯﾌﾟ参加
3 月 12 日（火）
第二副 SAA：稲見会員 片山会員
外来卓話：(福)至福の会
本部長 大野裕一様

