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組事省続計研修所

総務省統計研修所は、統計に関する我が国唯一の専門研修機関であり、園、地方公共団体の職員（教員を含む。）及び

政府関係機関の職員を対車に、統計家の育成を目的として、様々な研修を実施しています。

平成28年度

統計研修のご案内

＠ 

総務省統計研修所
http://www.stat.go.jp/training/index.同n
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統計研修へのいざない

総務省統計研修所長

公的統計は、園や地方公共団体の状況を客観的に把握するものであり、政策の立案・樹子検証に

欠くことのでき怠い、行政運営を支える情報基盤です。今日でI~、企業、メディア、教育など様々怠分

野で活用される、社会を支える情報基盤にもなっています。

また、ICTの進化I~、多種多様で膨大な聖のデータ分析を可能にする「ピッグデータJの時代者、さ

らには、公的情報が公開されることにより、新た怠付加価値を生み出せる「オープンデータlの時代を

もたらしています。このよう怠様々拡情報（データ）の分析にI~~統計知識や統計的手法の活用が必

要不可欠であります。

国も地方公共団体も、それぞれ効果的怠行政運営を行うためには、職員に公的統計を含む情報

（データ）を読み解く能力、つまり統計リテラシーが求められます。そのため、統計的思考力やデータ

分析力のより高い人材、すなわち統計家の育成に取り組む必要があります。

総務省統計研修所｜志、我が国唯一の統計専門研修機関であり、園・地方公共団体と政府関係機関

の職員に対し、統計家の育成を目的としτ様々拡研惨を行っτいます。一人でも多くの方が、私ども

の研修を受講されることを期待しております。

If万四E吾苦在京~羽三回直立~ヨE彊E面扇扇面~両手否両市E

動画で解説する統計の入門コースーいつでもどこでも要請できるl
． ウ工ブ上にて参加可能怠講義
・パソコンによる受講のほ白川、タブレット・スマートフォンによる受講も可能誌ので、通勤時間怠どにも受講できます

．講座は5つの章で構成されています
．それぞれの章は3～5単元！こ分かれており、1つの単元let10分程鹿です

・修了条件を満たすと、修了証白f取得できます

｜隅輔析ソフト「RJの基礎l l~t-iJ~~· ］ 
「RJを使って大量のデータを自ら集計・分析できることをめざして！

・rRJって何？と思っている方も、基本を学べば活用できるようになります

（インストールの仕方、データの読み込み、データの加工、グラフ作成怠ど）

・rRJ利用の準備泊、ら擁似データを用いた演習まで、 1日でIRJの基礎を学部ことがて・きます

講師のほかにアシスタントがつくので、分から怠い点はその場で解決できます

[ r 1日時嶋本開l
梅本田査の企画に生か世る！ 雲罷冒査の納晶輔のチヱツクポイントti'.分かる1
・府省、地方公共団体の皆様から要望のある『標本設計jを単科で実施します

．標本設計の知識は、調査を委託するときにも発注者に求められる基本です

・調査の多くi志槙本謂査として実施、1日だけ職場を瞳れてこのコースを受講することで、その後の業務効率11.上がります
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初めて統計を学ぶコース

統計入門課程（4課程）

．基本のコースに向11た準備として

統計実務者向け入門 統計利用者向け入門

週信研修入門1 スクーリング 通信研修入門2 スクーリング

統計家として基本的な明者学ぶコ寸又

｜本科（総合課程） i統計基本課程（6課程）

l統計的思考力やデータ分析力を
身lζ付！？る総合鴨程

・公的統計の作成・利用、データ分析に必要怠

統計の知識・理論・手法

・広範な応用力の育成のため、講義における

演習のほか、個人研究、？＇Jレーブ演習、
発表手法怠ども

専門的な知蔀を学ぶコース司

統計専門騨（7醜）

・本科の更曹が健しい方に、特定分野の
知蹟・手法が習得できる眼程

調査設計の基本 統計利用の基本

統計分析の基本 社会・人口統計の基本

経済統計の基本 GISによる統計活用

．より実務的・実E書簡かつ商震な知麗・手法が習得できる鵬程
・演習により実務への活用方法を身に付げる

人口推計 経済予測 園民・県民経済計算 産業連関分析 人口統計による地域分析

特別コース
・テーマを限定した統計に関する短期の研修

l統計をめぐる話題・情報に対応したセミナー

研修 統計研修アドパイス
相談 告府省や都道府県等で主催する統計の研修やセミナーについての相説、ア附イス、講師紹介
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統 計入門課 程 ～墓本のコースf＼：向l抗準備として～

研修名

統計寓務者向け入門

研修期間

5月叩自供）－5月13目白白

8月7目。ω～6月108<*)

29:年
2月7目。ゆ～2月10目値目

5月17自民｝～5月20目白白

｜融人目｜ 研修軍要

続酎膏曹の企画や実胞の担当IζE属された5.まず要町
｝銃計の初歩と、観音十調査の企酉設計・実施怠どの実遺書的＃

I I S礎知副司E学ilt
告4日間｜田 l

国

国

・前半2日間1Mft酎データの見方・使い方、
銃計グラフの盤礎・作成怠どを冒得
画悪霊を聾笥t"る場合‘厩lζ置修した鍵遁
科目は居修じ怠くても可

統計割問者向け入門 le月14日ω～8月17巨樹｜割日間川1I I --I黛密IL:t!立つ鵠針スキル唱E身に付ける

2梓 ｜ 〕，、｜ι統計の初歩と、データのまとめ方や主聖観計の見方怠ど実
1月17団関～1月20目｛劃｜ 川01 駒鮒データによる利翻咽醐薗を制

温信研修
研修名 研惨期間 職人員 研修暢膏

入 門1判 6月7因。ω～6月27日｛月｝
告15日間 70 

Utl糊 f研修の掴に
7月4目伺｝～7月盛田｛月｝ ・順酎鎗劇、Ill附データ網J刷、I億本属劃の佃歩を学Jlt

｜スク－!J:,!';f 10.月12目ωο～10.月13目。同 2目闇 岨
スク－IJジグで週個研修の疑問点などを解決じ、理解をより
深める

入 門2判 8月2目。ゆ～8月泊目t火j
告15日間 70 

入門rn：加えて受情するととで、線計の軍本が身Ii:付く
12月1目。防～12月21日ω。 入門1の上位障で、『錦町分断J.rmll唐十jの翻歩唱t.!Filt

29隼
1日 40 

・スクーリングで週信研修の蝿周点怠どを解決し、
2月2目。同 入門冒程唱E寧鍵l

掴めて学S濁惜f一公濁買のための才ジライジ憧塵一・2
ωつでもどとでも温働時個lζ豆・町田
C闘圃による研修で、入門1と間程鹿の内容を学at

平成28!年秋の開鴎に向けて箪偏申 .5つの寧で構晶それ者1の’除3～5単元でtつ1哨程廃の動画

・1 臥門1J汲び「入門2Jl孟聡掴のパソコンを使用したe・ヲーニング、要情期間である15日間｛平日の中で自主的Ii:進める研修．通信研修のみの受鴎も可飽
・2 It'.／コンのlまか、タブレッド・スマートフ2ンによる受闘も可能

本 科（総合課程） 噌師として、耐的思考力やデータ紺力を身に付ける齢融～

研修名 研修期間 輸入且 研修概裏

3か月＇？！閣慣 f叡l、未来司E担う人材唱E育成
告橿符盈施績の企画ー立案・醇価lζ必要怠歳計の知鴎・理首、

本科（総合露間 9月7目伺O～12月9日匂住｝ 3か月
分断手法を幅広く学ilt

却 社会·•済の実際のデータを用いた演習や分析・研究、総酎
圃壷＠企画・実施の演習などによる広筒怠応用力の育成

事研修成箇刻崎署lζ恒男帯園の職員についてl;I;.人事構規則自－Blζ規定される
研修男鎗の対怠と怠りまT

統 計基本課 程 ～輔籾聞が躍しい航、特酎駒畑・識が冒僧できる闘量～

研修名 研修期間 欄臥E 研修概要

調査盟酎の基本 5月23日間｝～5月27日＠回 5日間 40 
グループ潰冒で慣置の企圃・IRltを伸.
銃計調査の墨窓、梅本殴計高r.e罰査の企画・殴酎の理由と
実積知闘を学ぷ

続酎'OJ見方と利用滋~·本が身lζ付く
統計痢周の畠本 e月1日C*)～e月3自信也 S日間 40 主裏統酎僧恨の見方や行政の隈掴Ii:対応Uた人口・S酷楠掴十

の活用法を学部

統計分析の基本 e月21自民｝～8月24自信t) 4日間
演冒唱E泊。τデータ分析力を向上

40 a:z伝統酎置の統酎データの算出・見方、多褒量情祈Qどの
銃計分析手法の知簡を学ilt

社会・人口統計の基本 8月 4目併9～8月5日（~ 2日間
社舎や地喝の紋況が分かる、分析できる

40 社会分軒の目的、アンケート圃査を周いた社会分軒、人口
銃計の見方、人口分析の方法を学ilt

糧満鶴置十の姐鴎と分析の種本11身lζ付〈

経溝統計の畠本 e月祖国匂防～7月1日値目 3日間 40 
制マ’クfのロ畠飽本満知統援計と、消分費析・手物法価を統学断d、k生産・混濁統計主主Eの16号

29年 統計データをGISで可制包

GISによる統計活用 3月Z目例。～3月3目白島
2日間 40 GIS（：地理情報システb.）を用いた統計データの可視化と活用

の手法を学ilt
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国型盟主L一一.......：』品1
統計専門課 程 ～より輔副・実蜘か措置怠嫡・手法が酬できる鵬ト

研修名 研修期間 旗臥貝 研修概要

人口推計 7月4日【月｝～7月8自信也 5日岡
人口・世智・労・力人口を推計する

40 ・人口の将来推計忽どをfjうための知鴎と手法を学~~
。潰置で実践する

経済予測 7月25日【月）～7月29日値目 5日間
鍾漬状況や鍾鏑麹及姐果を予濁する

40 ＠各種纏済統計データを用い紅飽満予測怠Eのための知鴎
と実目的怠手法を学llt

7月11日【月｝～7月15目白幽 40 
園・地場の包演司向を捉える

国民・県民経済計算 §5日間 トーーーーーー e国民経済官｜算・県民経済計算の繕酎方法と分析手訟を学il¥
11月7目伺｝～11月11日｛創 40 

産損週間分析
富島

5日間 40 
産軍連関衰の仕錨iJと分析手濯をマスター

1月23日伺）～1月27自信也 ・産第週間患の先薗と分析手法を演習・実例で学ぶ

制蝿の人口掴十問視化

人口統計による地場分析 B月31日（＊＞～9月2日也It) 3日間 40 。地震人口・世稽の備計を用いた地鼠分析の知鴎と分析手法
を学il¥

・人口統計のGIS（組理情領システhJ活用を学il¥

ミクロデータ分析
身近にあるデータによる分析・活用の輿鴎

11月15目。A0-11月18日但魁 4日間 40 ・ミクロデータの分析のための促固と按衡を学ilt
(Rによる締罰解柿 ＠録似ミクロデータを用L.＼た演習

＊航劃情析ソフトRき刷用

施備の企画・立寮・胃価への僻酌＠活用
政策と統計 10月25日。ω～10.月28日倍。 4日間 40 e敵煎立案、行政野価！ζ必要怠統針の知•·•簡を学ぷ

・アジケートの胃査·•計・解析を演習する

＊テーマを限定した続ltlζ闘する姐期の研悔＊統計をめぐる店圃・情報に対応したセミナー

研修名 研修期間 聞人民 研修概要

入門 29!隼2月申旬 日3 オープンデータとは、オーブンデータの刷用

統計オープンデータ利活用 告1日

実践 28$8月下旬 40 オープンデータの活用方法、APIによる活用演習

統計解析ソフト「則の基礎 g月下旬 1日
Rプログラb.の解説、Rの利用の逼砲、

50 Rによる加工・2島断・グラフ倖成、鰻似データ型E周
いた演習

1目で宇部梅本国酎 10.月上旬 1日 50 ι繍本E’fの考え方、梅本抽出の手法、舗本倶差

教育関係者向lナセミナー 8月よ旬 1日 思3 統計伝聞する鰻蟻［i:復立つヒントを絹介

都道府県踊住曽田
4月12日｛泊～13日附 1日 ヨ3

統計制度と統計f守政、地方行政と統計．統計冒査

新任管理者セミナー 【牛割目 （午伽
の実胞と活用

地壇別統計セミナー
【開催地櫨の地方公共団俸の暗買と

（耳回出場
29隼3月 1日 60 府省噂の視員を対象】

開催地却に関連した震計テーマのセミナー

明日に位立つ統計セミナー 7月20日ω。 1日 日3 続世十をめ々 る情’I・活用Ii:闘するセミナー
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平成 28年度統 計 研 修 日 程 表

研修名 周囲-28年
5月 e月 7月 8月 9月 10月 , 1月 12月

自年
2月 3月

人員 4月 1月

統計実穂者向田入門（3固
告

50 10～13日 7～10日 7～10日4目闇

銃酎~胴者向防入門（3固
告

50 17・～20日 1中叶7日 17～四日4目闇

入門1(2回
告

70 7『 -27目 4～白日
15日間

入門1スターUング 2日間 40 12～13日

入門2(2回 告 70 2～呂田 1～21目
15日間

入門2スターυング 1目 40 2目

初めて字尽掘f ~同店の同町l乙向けて単欄中

本 科 3か月 30 9月7日～12月g目

・＂

回壷E’十の種本 5日間 40 23～27日

同;.t!司a 銃酎~閣の基本 3日間 40 1～3日

rι ~ 銃罰分析の基本 4目闇 40 21～剖目

同

叫~ 社会・人口鋪f帽本 2目間 40 4～5目

経済新宮fの笹本 a日間 40 29～1日

GISによる銃置↑活用 2日間 40 2～3日

人口推計 5日間 40 4～8日

~＇ 錘済予測 5日間 40 25～包9日

” 以
国民・県民経済計震（2固｝

告
40 11-15日 7-11日

間
5目闇

~ 、品

塵鍵連関分析 5日間 40 23-ー宮7日

人口統計による地緯分析 3日間 40 31～2日

ミクロよデるー銃タIt解分析明
(Rに

4日間 40 15叩 18日

政調置と歳計 4目圃 40 2ト沼田

入門 1目 50 ｛中旬］

統計才一プジデータ網陪周 一ーーー』一一ー 一一ー一一ー

実務 司自 40 f下旬｝

統音f解析ソフト『則の畠礎 1目 50 f下旬）

」

1日で学原慎本mt 1日 50 （上旬）

教育関係者向Iオセミナー t目 50 t上旬｝

都道府県繍it主管際組 t目 30 12～13日
新任管理者包ミナー

地偶摘刷間出島信掛f包ミナー 1日 60 日程
未定

明日に役立つ続酎セミナー 2日 50 却目

泊開催国俗、4月12日午後～13日午前、開催姐所体総務省杭計局です．
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研修生は、研修所の蜘也内にある宿泊施設をりネン代の実費負担のみで利用できます｛ただし、受入れ人数には、

限りがあります）。

詮詮、～
（宿泊施霞の~観』

【セキュリティー1
．統計研修所の建物・宿泊槙は、監視員が＇24時間体制で常駐しています。

．宿泊施設への出入りは、専用のに力一円でセキュリティーチェックを行い、宿泊者以外は立ち入ることがて・きません。

【宿泊施置の設備】
．宿泊施設のI寮室jは個室で、次の設備等が備わっています。

【施盟】
・ベッド Q.Jネンはセットされています。）

．机、いす

・ユニットパス（トイレあり）
．収納掴

【備晶】

・電気スタンド ・ドライヤー

・電気ポット ・エアコン

・防災ラジオ ・アラーム付き時計

．共同で使用できるものとして、次のものがあります。

・冷蔵庫、掃陸機（各階）

・洗濯機、衣類乾燥機、アイロン

G先濯室：2階男性専用、3階女性専用）

・テレビ偉堂、説話コーナー）

【利用上の留意点】
・ 1週間ごとにUネン代（500円程度）の実費負担が必要です。

慣室開

｛宿泊棟の廊有

．前泊は、研修開始日の前日が平日で、16時かS17時までの受付時聞に来所できる場合陣、事前申し込みにより

可能です。

・研修最終日の節目l誌できません。

．食事の提供は行っていません。食事I~各自で御用意ください。
・身の回りの晶（タオル、シャンプ一、石けん類、スリッパ等｝は、各自で御用意ください。

7 



4』

＋一ー＋

応募方法

国家公務員・地方公務員（教員を含む．）忍び政府関係機関の職員が対象です。

応募には、音機関長からの推薦が必要です。所属機関の研修担当窓口経由でお申し込みください。

応募に関する詳細は、統計研修所白骨折属機関の研修担当に別途お送りする「統計研棲の募集要項jを

御嘗照ください。

総務省統計研修所

干185-0024
東京都圏分寺市泉町2・11・16

JR1中央線・武蔵野録I西国分寺J駅下車

南口か5徒歩で約6分

四Rか§徒曹曹鈎6分、創400m)

弘、指If!ハイム －
立
田
園
田
圏
分
電
公
・

．．． 
官岡崎

間合せ先
総務省統計研修所企画課企画係

可


