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国の基幹統計書き換え 国交省でも 
行政、司法関連で不正事案が続出 

  10月の第 49回衆院選では自民が単独過半

数(233議席)を維持、公明党と合わせて 285

議席の絶対安定多数も確保した。新型コロナ

ウイルスは、７月からの感染第５波で２万人

を超える日々が続いたのが、９月に入ってか

ら減少傾向をたどり、10月上旬に３桁と急激

に数を減らした。下旬には２回接種完了が７

割を超えたが、新たな脅威の変異株「オミク

ロン」が出現した。10月からの 3カ月では、

行政・司法関連の不正や不祥事が続出した。 

 

◇接種記録システムでデータ 500万件？ 

 

新装「101代岸田丸」の船出に見えたこと

し最後の３カ月も、丸２年に及ぶコロナ禍と

いう閉塞状況にあって順風満帆とは行かず、 

足元も含め法に触れる可能性もあるデータ

改ざん、無責任やずさん、ごまかし、汚職と

いった不正、不祥事が絶えなかった。 

 政府肝いりで新設・導入したワクチン接種

状況を一元管理する「接種記録システム」で

16万件分ほどの誤データと再確認が必要な

データが 500万件ほど見つかり、全国の自治

体が修正作業に追われた（12月）。9月下旬、

誤データを機械的に抽出する機能をシステ

ムに追加したことでわかった。 

 ３年前の 1月に明らかとなった厚生労働省

の「毎月勤労統計」のデータ抽出不祥事と生

き写しのような事例が、国土交通省でも露見

した。建設業の受注実態を表す基幹統計調査

で、抽出した全国約１万２千業者から出され

た調査票のデータを８年も前から無断で書

き換えていた。毎月の集計で未提出の業者で

も受注実績をゼロとせず、同じ月に提出して

きた業者の平均値を受注推計値として計上

するルールで、後で数カ月分が加算されるた

め二重計上により、受注が実態より過大に。 

 厚労省の「毎月勤労統計」不祥事では、資

料取得のルールを勝手に変え、全数を採らず

に３分の１だけ抽出した結果、大企業などが

対象から外れ、賃金水準が実態より低く算出

され、雇用保険の失業給付などが不当に長期 

間減額される影響も出ている。 

今回の国交省の事例では、建設工事受注実

績を調査票で集計するのに都道府県を介在

させ、自治体の担当者に書き換えのガイドま

でしていたことで、元の生データが残されて

いないという事実、さらには厚労省の不祥事

を受けて、会計検査院で２年前から政府統計

を検証、書き換えの事実も把握し、指導しな

がらも国会の報告には盛り込まなかったと

いう深刻な問題もはらんでいる。 

 

◇最高裁公式資料に誤りや起訴取り下げ 

 

▽最高裁では公式資料「判例集」に大法廷

判決の原本と異なる誤りが 119カ所発見され

た（10月）▽生物兵器の製造に転用可能な噴

霧乾燥装置を不正輸出したとして外為法違

反（無許可輸出）で警視庁に逮捕送検、起訴

されたものの輸出規制の要件解釈の誤りと

認められ、初公判直前に起訴を取り下げられ

た横浜市内の機械製造会社代表ら３人に刑

事補償を支払う東京地裁決定（12月）▽全国

の国立 20 大学付属校の教員の時間外労働に

対する割増し賃金の未払い残業代が、明らか

になっただけで８億７千万円に上り労働基

準監督署から是正勧告（12月）―などの不祥

事が見られた。 

経済絡みではコロナウイルス対応の政府

の観光支援策「Go To トラベル」で、延べ１

万８千泊以上の不正な給付申請をしていた

旅行大手子会社、日本年金機構が市町村に貸

し出すために調達したノートパソコン３千

台のうち 1300 台が活用されることなく１億

円以上が無駄となり、一方、国調達の通称「ア

ベノマスク」が調達した３割近い 8300万枚、

115億円分が未配布で倉庫に眠っていた。 

三菱電機、トヨタ（車検不正）など大手メ

ーカーでの長年のデータ不正が相次いだが、

自動車部品製造の日立 Astemo(アステモ)で

も 20年以上にわたり大手 16社に供給してい

るブレーキとサスペンション部品で検査デ

ータ書き換えなどの不正が明らかになった。 
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米フェイスブッ

ク（FB） 

10 月 6 日   

 

 

世界のＳＮＳで７割のシェア、１千万以上の広告主を持つ同社の写真投稿

アプリ「インスタグラム」、メッセージアプリ「ワッツアップ」などで 4

日、アプリにアクセスできなくなるなどの大規模な障害が起きた。グルー

プ全体で 35 億人超の利用者を持つ FB のサービスで一斉に障害が起きる

のは異例で、世界に影響が広がった。1400 万超の障害の報告があったと

いい、「我々が今まで見てきたなかで最大の障害となった」という。 

神奈川県警 10 月 21 日 警察が扱った遺体の搬送業務で大和市の葬祭会社に優先的に遺族を紹介

するなど便宜を図る見返りに 13回にわたり、現金 127万円とプリペード

カード 137枚 68万円相当を受け取ったとして、受託収賄の疑いで大和署

警部補の男(48)、贈賄容疑で同市内、宮前署警部補の男(65)と、妻で葬

祭会社を実質的に経営する女(60)の両容疑者を逮捕。両警部補は 2005

年に同じ部署所属していた。同署の年間遺体取扱数は約 400体。 

ＳＭＢＣ日興証

券（東京都千代田

区） 

11 月 2 日 社員らが特定の銘柄の株価を維持する目的で不正な取引を繰り返した疑

いがあるとして、証券取引等監視委員会が２日までに、社員らに対する金

融商品取引法違反（相場操縦）容疑の関係先として本社を強制調査してい

たことがわかり同社顧客らに対して謝罪。 

九州の医薬品卸

６社 

11 月 9 日 独立行政法人「国立病院機構」（本部・東京）が発注する医薬品の入札で

談合したとして、公正取引委員会は九州にある医薬品卸６社を独占禁止法

違反（不当な取引制限）容疑で立ち入り検査した。公取委は昨年、大手４

大医薬品卸による談合事件を摘発、地方でも談合が横行している恐れがあ

ると判断したもようだ。６社で九州・沖縄地区のシェアの約８割を占める。 

日本郵便 11 月 26 日 郵便局長が経費で買ったカレンダーや顧客情報を政治流用した疑いが出

ている問題で、カレンダー配布にあわせて政治活動などをするよう指示し

たとして、全国の統括局長 238人のうち 90人を懲戒処分したと発表。統

括局長は 100 前後の郵便局を束ねる役職で、大量処分は極めて異例。処

分理由は「会社が政治活動をしているような誤解を生み、会社の社会的評

価を低下させる不適切な指示をした」としている。 

ソニー生命保険 

(東京都千代田区） 

12 月 1 日 海外の子会社から不正送金し、約 170 億円をだまし取ったとして、警視

庁捜査２課は詐欺容疑で社員の男(32)を逮捕した。逮捕容疑は子会社の

銀行口座から約 170 億円を別の口座に不正送金し、詐取した疑い。同社

は８月に不正送金があったと公表。警視庁に刑事告訴していた。 

日本大学 12 月 1 日 2018 年と 20 年に日大の関連業者から受け取ったリベート収入など計約

１億 1800万円を税務申告せず、約 5200万円の所得税を免れた疑いの所

得税法違反容疑で東京地検特捜部に逮捕された理事長の田中英寿容疑

(74)が理事長職を辞任、５期 13年に及ぶ長期体制が終わった。大学では

医学部付属板橋病院建て替えを巡る背任事件について、被害届を提出する

ことも決まったという。（20日に東京地検特捜部が起訴） 

２０国立大学 12 月 5 日 

 

   

小中高校などを運営する全国 56 の国立大学法人のうち、埼玉大や高知大

など 20 法人で、付属校に勤務する教員の時間外労働に対する割増賃金の

未払いがあったことが共同通信社のアンケートでわかった。うち 18 法人

が労働基準監督署から是正勧告を受け、未払いの残業代を明らかにした

14法人の総額は計約８億 6990万円に上った。 

楽天 

(東京都世田谷区) 

12 月 6 日 公正取引委員会は楽天グループに対し、インターネット通販サイト「楽天

市場」の送料無料化制度の運用で独禁法違反（優越的地位の乱用）の疑い

があると指摘したと発表。制度が公表される前の出店者は参加するかどう

か任意とされていたが、楽天の営業担当が「不参加だと検索順位が下がる

ようになる」と不利益を示唆するなど、実際は参加を迫っていると判断し

た。違反として認定されると排除措置命令などの行政処分を出すことにな

るが、楽天は指摘を受けて年内に改善するとしている。 

企業不祥事などのコンプライアンス動向（2021 年 10 月～12 月） ＡＣＢＥＥ編集部まとめ 
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龍角散 

(東京都千代田区) 

 

12 月 6 日 元法務担当部長の 50 代女性が、忘年会での社長のセクハラ行為を調査し

たところ解雇されたとして、解雇無効の確認と賃金の支払いなどを求めた

訴訟が、東京地裁で和解成立した。会社側が解決金として６千万円を支払

う。和解は１日付。訴状によると、元部長は 2018 年 12 月、社内の忘年会

で社長が女性従業員に抱きついたと聞き調査を開始。19 年３月、セクハラ

行為を捏造(ねつぞう)し女性従業員に意向と異なる申告をさせたなどとし

て、同社を解雇された。訴訟で元部長側は、解雇権の乱用を主張していた。 

パナソニック 

(大阪府門真市) 

 

12 月 6 日 半導体事業を担う富山工場（富山県砺波市）で技術部の課長代理を務めて

いた男性社員（当時 43）が 2019 年に自殺した。同社は、過大な仕事量や

「持ち帰り残業」を含む長時間労働を正さずにいた結果、男性がうつ病を

発症して死に至ったとして遺族に謝罪し、解決金を支払うことなどで和解

が成立した。労働基準監督署は職場では仕事をおわらせることができず、

業務用パソコンを自宅に持ち帰っての仕事を会社の指示と認めなかった

が、同社は独自調査で会社の責任を認めた。企業が裁判を経ず、持ち帰り

残業を労働時間と認めるのは異例。 

山梨県警 12 月 8 日 自らの交通違反を見逃すよう部下に指示したとして、犯人隠避教唆の疑い

で、県警本部交通部の 50 代男性警視を書類送検した。停職１カ月の停職

処分も発表。警視は依願退職した。秋の全国交通安全運動期間中だった９

月 27 日午前、同県甲州市の国道で法定速度を超過して公用車を運転し、

反則切符の処理を免れるため、同乗していた部下に赤色灯を点灯させ交通

取り締まりをしていたように装うよう指示した疑い。甲府地検は 16 日、

犯人隠避容疑で書類送検されていた部下共々不起訴処分にした。 

ＨＩＳ子会社 12月 11日 大阪市と東京の子会社２社が、政府の観光支援策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」

で不正な給付申請をしていた疑いがある問題で、申請が少なくとも延べ１

万８千泊以上ある可能性があることがわかった。観光庁も事実関係を調査

している。事業はコロナ禍で低迷する観光業界を支援するため、１人１泊

２万円を上限に旅行代金の最大半額を補助する仕組みで、昨年７～12 月

に実施した。２社は宿泊の実態がなく補助の対象にならない旅行を申請し

た疑いがある。上限額で１万８千泊分を申請した場合、宿泊費の割引分で

約２億５千万円が補助金として支払われたことになる。 

国土交通省 12月 16日 国土交通省による国の基幹統計で、景況判断の重要な指標作成にも活用さ

れる「建設受注統計」の書き換え問題で、会計検査院から指摘を受けた後、

昨年１月から今年３月まで同省職員自ら書き換え作業をしていたことが

わかった。指摘後も１年以上にわたって不適切な処理を続けていたことに

なる。岸田首相は 16 日の参院予算委員会で、問題を検証する第三者委員

会の設置を指示したと表明。結果を踏まえ再発防止に努める考えも示し

た。第三者委は１カ月以内に取りまとめる。 

日立 Astemo 

(日立アステモ) 

 

(東京都千代田区) 

12 月 22 日 国内大手自動車メーカーなど 16 社に提供しているブレーキ構成部品約５

万７千件と同サスペンション部品約１千万本で、検査データを書き換え定

期試験に架空のデータを用いるなどの検査不正があったと発表。山梨と福

島工場の製造したもので、不正は 20 年以上前から続けられており社員か

らの情報提供で発覚した。ことし１月、日立製作所とホンダ傘下の自動車

部品メーカー４社が経営統合して発足。安全性に問題はないとしている。 
 
 
 
本資料に関する一切の権利は経営倫理フォーラムに帰属します。その全部または一部を無断で引

用・転載することを禁じます。イントラネットへの転載や研修・講演などで本資料をご利用の際は、

ACBEE 事務局にご連絡・ご相談ください（ACBEE 団体会員は、事務局への申請のみで本資料の使

用料免除）。 

 

 


