
 

総務省統計研究研修所オンライン研修の募集要項 

― 2019年度第２回― 

 

総務省統計研究研修所では、2019年度（第２回）オンライン研修の研修生を募集しますので、御推薦く

ださい。 

 

１．研修名及び研修期間 

研修名 研修期間 

【統計入門課程】初めて学ぶ統計－公務員のためのオンライン講座－ 

【統計基本課程】統計データのできるまで－統計的推測の基礎①－ 

（同時受講可能） 

９月１日(日)～ 

９月 30日(月) 

【統計基本課程】統計データのできるまで－統計的推測の基礎②－ 10月１日(火)～ 

10月 31日(木) 

 ※ 各研修の詳細は、別添２「オンライン研修の研修内容（2019 年度第２回）」を御覧ください。 

 

２．対象者 

国、地方公共団体（教育関係機関を含む。）及び政府関係機関の職員（非常勤職員及び再任用職員 

を含む。）を対象としています。なお、独立行政法人など特別の法律により設置された法人の職員も 

受講可能です。 

 

３．応募方法 

研修担当者は、別添３「総務省統計研究研修所オンライン研修推薦書（2019 年度第２回）」に必要

事項を入力の上、応募締切日（必着）までに以下のメールアドレスにお送りください。 

 ◆推薦書受付専用メールアドレス：o-kensuisen@soumu.go.jp 

◆メールの件名：【推薦機関名】オンライン研修の申込みについて 

◆応募締切日：８月 23日（金） 

 

４．受講決定 

御応募いただいた方は全員受講可能となります。また、決定通知に関しては、研修生宛に gacco※

からの ID及びパスワードの送信メール（no-reply@gacco.org）をもって、代えさせて頂きます。（研

修担当者宛には研修生に IDを通知した旨をご連絡致します。） 

 ※ 本研修では、昨年度の YouTubeによる研修に代えて、今年度は株式会社 NTTドコモが運営する研

修システム「gacco（ガッコ）」を使用することとしています。 
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５．受講方法 

  研修生は、上記４で発行した ID 及びパスワードを使用して、ログインページ ※１よりマイページに 

アクセスし、受講してください。 

  ※１ https://lms.gacco.org/login 

※２ 本研修は、総務省統計局が社会人等を対象として実施する研修とは別の研修です。お間違い 

のないよう、研修名を御確認ください。 

 

６．受講状況通知 

研修期間中、定期的に gaccoから研修生に受講状況を通知します。 

また、上記３の推薦書受付専用メールアドレスから研修担当者宛に研修生の受講状況を通知します。 

 

７．修了条件 

各研修において実施する課題の正答率が 60％以上とします。また、研修期間中に修了状況を確認す

る場合は、マイページの「成績」タブにより御確認ください。 

 

８．修了証書のダウンロード 

上記７の修了条件を満たした研修生は、研修期間終了後、マイページから修了証書のダウンロード

が可能となります。 

 

９．修了状況通知 

研修期間終了後、上記３の推薦書受付専用メールアドレスから研修担当者宛に研修生の修了状況を

通知します。 

 

１０．受講の流れ 

研修名 

初めて学ぶ統計－公務員のためのオン

ライン講座－ 

統計データのできるまで－統計的推測

の基礎①－ 

統計データのできるまで－統計的推測

の基礎②－ 

応募期間 ７月 22日(月)～８月 23日(金) 

ID 及びパス

ワードの通知 

推薦書を送付した週の金曜日 

※金曜日に送付した場合は翌週の金曜日 

※８月 23日（金）に送付された場合は８月 28日（水） 

開講案内 ８月 30日（金） 10 月１日（火） 

研修期間 ９月１日(日)～９月 30日(月) 10 月１日(火)～10 月 31日(木) 

受講状況通知 定期的 

修了証書 10 月１日（火）15 時以降順次 11 月１日（金）15 時以降順次 

修了状況通知 10 月３日（木）～10月 10日（木） 11 月６日（水）～11月 13日（水） 

https://lms.gacco.org/login


１１．推奨環境 

   必ず推奨環境を御確認ください。 

 

パソコン 
最新の OS及びブラウザでの御利用を推奨致します。 

※Internet Explorer９及びそれ以前の旧バージョンは非対応です。 

iOS 
最新の iOSでの御利用を推奨致します。 

ブラウザは最新の Chromeもしくは Firefoxの御利用を推奨致します。 

Android 

最新の OSでの御利用を推奨致します。 

ブラウザは最新の Chromeもしくは Firefoxの御利用を推奨致します。 
※Android は機種により仕様が異なるため、端末固有の表示異常等が発生する場合がございま

す。 

 

１２．本研修に関する問合せ先 

（応募に関する事項、ID及びパスワードが届かない場合等） 

総務省統計研究研修所 研修企画課オンライン研修係 

TEL：042-320-5874 

E-mail：o-kensuisen@soumu.go.jp 

 

 

 

（参考）2019年度の年間実施予定 

 

４月15日（月）～５月24日（金） ６月１日(土)～６月30日(日)

７月22日（月）～８月23日（金） ９月１日(日)～９月30日(月)

10月23日(水)～11月22日（金） 12月１日(日)～12月31日(火)

４月15日（月）～５月24日（金） ６月１日(土)～６月30日(日)

７月22日（月）～８月23日（金） ９月１日(日)～９月30日(月)

10月23日(水)～11月22日（金） 12月１日(日)～12月31日(火)

７月22日（月）～８月23日（金） 10月１日(火)～10月31日(木)

10月23日(水)～11月22日（金） １月１日(水)～１月31日(金)

基
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統
計
基
本
課
程

 統計データのできるまで
 －統計的推測の基礎①－

標本設計の理論を学ぶ
　・標本調査と母集団推定
　・公的統計の実際
　※受講終了目安：約２時間20分

統計データのできるまで
－統計的推測の基礎②－

統計学の基礎知識を理論的に学ぶ
　・標本と母集団
　・正規分布とは
　・様々な分布とその応用
　※受講終了目安：約４時間

統計の初歩を学ぶ
　・統計とは
　・データの性質と代表値
　・データの分布と相関
　・データの見方
　・行政運営のための公的統計
　※受講終了目安：約４時間20分

研　修　名
研　修　期　間

（１か月）
研　　修　　概　　要

初
め
て
統
計
を
学
ぶ
コ
ー

ス

統
計
入
門
課
程

 初めて学ぶ統計
 －公務員のためのオンライ
ン研修－

応　募　期　間
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特に必要ありません。

◆ 第１章　統計とは

統計の意義と役割／統計リテラシーの重要性／統計利用の実例

◆ 第２章　データの性質と代表値

質的データと量的データ／度数分布とヒストグラム／平均値／中央値／最頻値

◆ 第３章　データの分布と相関

分散／標準偏差／四分位数／箱ひげ図／パーセンタイル

◆ 第４章　データの見方

統計表の見方／グラフの見方と使い方

比率の見方／時系列データの見方～基礎編・発展編～

◆ 第５章　行政運営のための公的統計

公的統計の役割／統計制度／全数調査と標本調査／標本抽出法／標本誤差

◆ まとめ

各章の要点など

※　 2017年度及び2018年度に実施した「統計データのできるまで-統計的推測の基礎-」の
第４章及び第５章による構成

高校数学の知識が必要です。

◆ 第４章　標本調査と母集団推定

標本誤差と非標本誤差／標本抽出／標本データから母集団の特徴を探る

母集団の値を含む区間を推定する／標本の大きさの決め方

◆ 第５章　公的統計の実際

母集団の作り方／標本抽出の実務／調査の実際／データの整理／結果の推定

オンライン研修の研修内容（2019年度第２回）

　・初めて調査事務を担当する方
　・標本調査を学びたい方
　・推定方法を学びたい方　　　　　　　　にオススメです。

【前 提 知 識】

【研 修 概 要】

【前 提 知 識】

【研 修 概 要】

 　統計の初歩を学ぶことができます。
　・初めて統計部門に配属された方
　・統計に興味がある方
　・統計の基本を学びたい方　　　　　　にオススメです。

【初めて統計を学ぶコース】

初めて学ぶ統計
－公務員のためのオンライン講座－

講義時間 約４時間20分

【基本的な知識を学ぶコース】

統計データのできるまで
－統計的推測の基礎①－

講義時間 約２時間20分

オンライン研修

オンライン研修



※　 2017年度及び2018年度に実施した「統計データのできるまで-統計的推測の基礎-」の
第１章、第２章及び第３章により構成

高校数学（理系）の知識が必要です。

◆ 第１章　標本と母集団

標本データの意味／相対度数から確率へ／標本と母集団の代表値

不確実性の表現（確率変数）／確率分布－分布を知るメリット－

◆ 第２章　正規分布とは

正規分布の意味－誤差の分布－／正規分布の実例－体格や年齢ごとの人数・割合－

多峰分布の区分－持ち家と借家を区別する－
標準正規分布－大きさの違う分布を比較する－
中心極限定理－どんな分布でも標本平均は正規分布－

◆ 第３章　様々な分布とその応用

一様分布－乱数の値－／二項分布－コインの表の出現率－

ポアソン分布－到着間隔別人数－／指数分布－レジでの顧客の行列－
t分布－小標本で使う分布－

　・統計学を学びたい方
　・データが示す様々な分布とその特徴を学びたい方
　・推測統計に関するExcel関数の使い方と
　　その結果の見方を学びたい方　　　　　にオススメです。

【前 提 知 識】

【研 修 概 要】

【基本的な知識を学ぶコース】

統計データのできるまで
－統計的推測の基礎②－

講義時間 約４時間

オンライン研修
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