
 

 
平成 26 年８月１日 

 

アプリ De 統計のリニューアル 

－新たに自治体情報の発信を支援－ 
 

 総務省は、「アプリ De 統計」を活用し、新たに、自治体の魅力や観光情報を

発信する「ふるさと自慢」のページを設けます。 

この「ふるさと自慢」は、地域の魅力や観光情報の発信の場を提供すること

により、地域活性化に貢献するものです。 

夏の旅行や帰省時など、アプリ De 統計を使って、それぞれの地域に親しみ、

「ふるさと」を再発見するきっかけになればと考えています。 

 

  

  総務省統計局では、スマートフォンで簡単・手軽に統計データを入手でき

る「アプリ De 統計」において、「ふるさと自慢」のページを追加するなどの

リニューアルを８月１日に行います。 

 

  この「ふるさと自慢」は、市区町村の統計データを表示する「City Stat」

を拡充し、表示された統計データの画面から、当該市区町村の魅力や観光情

報を発信するものです。 

 

  こうした地域情報の発信を支援する取組により、例えば、旅先などで、地

元の統計データや地域の魅力、観光情報に触れることによって、地域振興の

一助になればと考えております。なお、今回のリニューアルでは、全国 217

市区町村の情報を発信しますが、今後も定期的に追加していきます。（次回更

新は９月） 

 

  以上のほか、統計データの表示を見やすく改善したり、とうけいどけいの

コンテンツ（本日のとうけい、クイズ統計王）を追加します。 

   

（別添資料） 
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今回の「アプリDe統計」のリニューアルについて

①「ふるさと自慢」の公開

初回は、全国217市区町村で開始
（今後も定期的に追加予定）

資料

②統計データの表示の改善
③「とうけいどけい」のコンテンツ(本日のとうけい、クイズ統計王)追加

平成26年８月１日（金）にアプリを更新
利用方法：
・現在お使いの方：Google Play上で更新アプリをインストールしてください。
・これからお使いになる方：Google Play上で「アプリDe統計」を検索しインス
トールしてください。

GPSで所在地の統計データを
表示（所在地指定も可能）

ふるさと自慢の例



「アプリDe統計」ふるさと自慢掲載市区町村一覧（26.8.1現在） 参考１

1 青森県 おいらせ町 51 埼玉県 越谷市
 コシガヤ  シ

101 石川県 能登町

2 青森県 弘前市
ヒロ サキ シ

52 埼玉県 杉戸
スギ　ト

町
マチ

102 長野県 富士見町

3 岩手県 奥州市
オウシュウシ

53 埼玉県 嵐山町 103 長野県 辰野町

4 岩手県 金ヶ崎町 54 埼玉県 幸手市
 サッ テ   シ

104 長野県 駒ケ根市

5 宮城県 仙台市 55 埼玉県 皆野町 105 長野県 軽井沢町

6 秋田県 大館市 56 埼玉県 川口市 106 長野県 野沢温泉村

7 秋田県 にかほ市 57 埼玉県 羽生市 107 岐阜県 土岐市

8 秋田県 八峰町
ハッポウチョウ

58 埼玉県 松伏町
マツブシマチ

108 岐阜県 御嵩町
ミタケチョウ

9 秋田県 五城目町
　　ゴジョウメマチ

59 千葉県 東庄町
トウノショウマチ

109 岐阜県 富加町
トミ　 カ チョウ

10 秋田県 藤里町 60 千葉県 大網白里
オオ アミ シラサト

市
シ

110 岐阜県 海津市
カイ　ヅ　　シ

11 山形県 尾花沢市
　オ　バナザワ シ

61 千葉県 山武市
サン　ム　シ

111 岐阜県 恵那市

12 山形県 上山市
カミノヤマ シ

62 千葉県 流山市
ナガレヤマシ

112 岐阜県 郡上
  グジョウ

市
　シ

13 山形県 戸沢村 63 千葉県 富津市
　フッ ツ　 シ

113 岐阜県 八百津町
  ヤ    オ  ツチョウ

14 山形県 真室川町
　マムロガワマチ

64 千葉県 匝瑳市
　ソウサ　シ

114 岐阜県 高山市

15 山形県 山形市 65 千葉県 富里市 115 岐阜県 養老町

16 山形県 最上町 66 千葉県 館山市 116 岐阜県 山県
ヤマガタ

市
シ

17 山形県 酒田市 67 千葉県 佐倉市 117 岐阜県 関市

18 山形県 高畠町 68 東京都 八丈町 118 静岡県 浜松市

19 福島県 伊達市 69 東京都 あきる野市 119 静岡県 静岡市

20 福島県 須賀川市
スカガワシ

70 東京都 昭島市
アキシマシ

120 愛知県 あま市

21 福島県 棚倉
 タナグラ

町
マチ

71 東京都 町田市 121 愛知県 清須市

22 福井県 国見町 72 東京都 中野区 122 愛知県 名古屋市

23 福島県 白河市 73 東京都 墨田区 123 愛知県 扶桑町
フソウチョウ

24 福島県 磐梯町
バンダイマチ

74 東京都 品川区 124 愛知県 半田市

25 福島県 福島市 75 東京都 小金井市 125 愛知県 豊橋市

26 福島県 相馬市 76 神奈川県 横須賀市 126 愛知県 豊山町

27 福島県 古殿町
フルドノマチ

77 神奈川県 南足柄市 127 愛知県 尾張旭市
　オ　ワリアサヒシ

28 茨城県 北茨城市 78 神奈川県 厚木市 128 愛知県 日進市

29 茨城県 水戸市 79 神奈川県 伊勢原市 129 愛知県 知多市

30 茨城県 大子町
ダイ　ゴ マチ

80 神奈川県 寒川町
サムカワマチ

130 愛知県 岩倉市

31 茨城県 笠間市 81 神奈川県 横浜市 131 愛知県 長久手市
ナガ　ク　　テ　シ

32 茨城県 城里町 82 新潟県 小千谷市
　オ　 ヂ   ヤ   シ

132 愛知県 東海市

33 栃木県 那須町 83 新潟県 十日町市 133 愛知県 南知多町
ミナミ チ 　タ チョウ

34 栃木県 さくら市 84 新潟県 津南町
　ツ　ナンマチ

134 三重県 伊賀市

35 栃木県 足利市 85 新潟県 新潟市北区 135 三重県 伊勢市

36 栃木県 日光市 86 新潟県 新潟市南区 136 三重県 朝日町

37 群馬県 高山村 87 新潟県 新潟市東区 137 三重県 鳥羽市
ト　　　バ　　シ

38 群馬県 神流町
 カン ナ マチ

88 新潟県 新潟市西区 138 三重県 尾鷲市
　オ ワセ  シ

39 群馬県 玉村町 89 新潟県 新潟市中央区 139 三重県 いなべ市

40 群馬県 渋川市 90 新潟県 新潟市
ニイガタシ

西蒲区
ニシカンク

140 三重県 志摩市

41 群馬県 伊勢崎市 91 新潟県 新潟市
ニイガタシ

秋葉
アキハ

区
ク

141 三重県 四日市市

42 埼玉県 吉川市 92 新潟県 新潟市
ニイガタシ

江南区
コウナンク

142 三重県 東員町
トウインチョウ

43 埼玉県 寄居町 93 新潟県 三条市 143 滋賀県 竜王町
リュウオウチョウ

44 埼玉県 戸田市 94 新潟県 五泉市
　　ゴセンシ

144 滋賀県 豊郷町
 トヨサトチョウ

45 埼玉県 神川町
 カミ カワマチ

95 新潟県 村上市 145 滋賀県 守山市

46 埼玉県 美里町 96 新潟県 燕市 146 奈良県 三郷町
サンゴウチョウ

47 埼玉県 日高市 97 富山県 射水市
  イ  ミズ シ

147 奈良県 御杖村
　ミ  ツエムラ

48 埼玉県 ふじみ野市 98 富山県 舟橋村 148 奈良県 香芝市
 カ　シバ  シ

49 埼玉県 春日部市 99 石川県 白山
ハクサン

市
  シ

149 奈良県 奈良市

50 埼玉県 秩父市 100 石川県 野々市
　ノ　 ノ   イチ

市
 シ

150 和歌山県 那智勝浦町

県名 市区町村名市区町村名市区町村名県名 県名



151 和歌山県 白浜町 201 熊本県 八代市
ヤツ シロ シ

152 鳥取県 倉吉市 202 熊本県 上天草市

153 鳥取県 湯梨浜町
　ユ　 リ  ハマチョウ

203 熊本県 錦町

154 鳥取県 米子市
　　ヨナゴシ

204 大分県 日出町
　ヒ　 ジ マチ

155 島根県 知夫
  チ   ブ

村
ムラ

205 大分県 杵築市
キ　ツ　キ　シ

156 島根県 浜田市 206 大分県 宇佐市

157 岡山県 新見市
ニイ  ミ   シ

207 大分県 姫島村

158 岡山県 倉敷市 208 大分県 国東市
クニサキ　シ

159 岡山県 備前市
　ビ  ゼン シ

209 大分県 豊後高田市
 ブン  ゴ タカ  ダ   シ

160 岡山県 高梁市
 タカハシ シ

210 鹿児島県 与論町
ヨロンチョウ

161 岡山県 赤磐市
アカイワ　シ

211 鹿児島県 枕崎市

162 岡山県 総社市
ソウ ジャ　シ

212 鹿児島県 鹿児島市

163 広島県 東広島市 213 鹿児島県 大崎町

164 広島県 坂町
サカチョウ

214 鹿児島県 南さつま市

165 広島県 福山市 215 鹿児島県 鹿屋市
　カノヤ　　シ

166 広島県 海田町
カイタチョウ

216 沖縄県 豊見城市
  ト   ミ  グスク シ

167 広島県 大竹市 217 沖縄県 宜野座村
  ギ  ノ   ザ  ソン

168 徳島県 鳴門市

169 愛媛県 久万高原
　ク　 マ   コウゲン

町
チョウ

170 愛媛県 西予市
 セイ  ヨ  シ

171 愛媛県 宇和島市

172 愛媛県 松前町

173 愛媛県 四国中央市

174 愛媛県 鬼北町
　キ　ホクチョウ

175 高知県 須崎市

176 高知県 土佐市

177 高知県 高知市

178 高知県 大豊
オオトヨ

町
マチ

179 高知県 室戸市

180 福岡県 飯塚市

181 福岡県 糸田町

182 福岡県 大野城市

183 福岡県 鞍手町
 クラ テ  マチ

184 福岡県 宮若市

185 福岡県 糸島市

186 福岡県 福岡市

187 福岡県 芦屋町

188 福岡県 太宰府市

189 長崎県 東彼杵町
ヒガシソノギチョウ

190 長崎県 五島市

191 長崎県 雲仙市
ウン　ゼン シ

192 長崎県 松浦市

193 長崎県 長与町
 ナガ ヨ　チョウ

194 長崎県 大村市

195 長崎県 西海市
サイカイ　シ

196 長崎県 長崎市

197 熊本県 御船町
　ミ　フネマチ

198 熊本県 宇土市
　ウ　 ト   シ

199 熊本県 玉名市

200 熊本県 玉東町
ギョクトウマチ

県名 市区町村名県名 市区町村名



「アプリDe統計」（統計情報提供アプリ）について 

①City Stat： 
 今、自分がいる場所の市区町村の統計データを、スマートフォン・
タブレット端末のGPS機能とAPI機能を連動させ表示する機能 
 

②ポケット統計： 
 基本的な統計データを手軽に表示する機能 
 

③とうけいどけい： 
 様々な日にちなんだ統計情報や統計にまつわるクイズ、ちょっとし
た統計グラフを作成する機能 
 

 ※ 詳細は裏面を御覧ください。 

仕様 

 総務省統計局及び独立行政法人統計センターは、広く国民の皆様
に統計の有益性や便利さを実感していただけるよう、スマートフォ
ン・タブレット端末による「アプリDe統計」の試行版を無料で提供
開始しました。 

AndroidOS 4.0.3以上のスマートフォン、タブレット端末で利用可能 

機能 

 皆様からの御意見や御要望も踏まえ、iPhoneへの対応等更なる改
善・改修を行ってまいりますので、是非御利用いただき御意見等をど
しどしお寄せください。 
 

（御意見の提出方法） 
 ①Google Play「アプリDe統計」のレビューより投稿する。 
 ②【stat-api@soumu.go.jp】宛てに電子メールにて投稿する。 

インストール方法 

 お使いのスマートフォン・タブレット端末から、Google Playで
「アプリDe統計」と検索いただき、インストールしてください。 

参考２ 



①City Stat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

②ポケット統計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③とうけいどけい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本日のとうけい】 

その日に見合った統計 
情報を紹介します。 
（例）４月18日 発明の日 
      ７月４日 なしの日 

等々 

【クイズ統計王】 

統計にまつわるクイズが
出題され、選択肢を選択
することで、回答するこ
とができます。 

【マイ統計グラフ】 

任意のグラフタイトル、
数値を入力することで、
統計がグラフで表示で
きます。 

統計の項目ごとに統計
データを一覧で表示 

GPSで所在地の統計
データを表示 

所在地を指定して表示
することも可能 


