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１．統計調査データのインターネットでの提供状況について（事前 web-site 調査項目） 

注１）対象は産業関連の主要統計データ３つ（例：工業統計、商業統計、生産動態指数）） 
注２）ノルウェー、韓国、フランスに関しては、母国語での公開の現状を調査する 
注３）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、代表的な統計データ

の定性的な傾向を把握すること   

 
調査対象データ① データ名称： 

提供省庁： URL： 
階層構造の現状 ※＜省庁トップ P→統計コーナー→分野別一覧→統計一覧→調査年次→都道府県デー

タ など＞整理イメージのように欲しいデータにたどり着くまでの道筋をスクリー

ンショットをコピーして別紙に整理する 

提供データのファイル

形式（複数回答可） 
□excel   □pdf   □csv   
□その他（具体的に→       ） 

時系列公開の現状 □有 □無  時系列データの提供 
□縦方向  □横方向   時系列の取り方（上記「有」の場合） 

検索システムの有無 □ 有      □ 無   

有の場合その内容  
必要データにたどり着

く過程で表示される

URL はユニークか 

□ ユニーク      □ ユニークでない（表示が変化せず） 
※日本では、ポータルサイトの URL が表示され続け、他人に URL でデータの所在

を伝えることが困難なケースがある 

左記の情報提供 
（有、無いずれかのボ

ックスをチェックす

る） 

□有 □無  統計の解説（基本的調査事項の変更含む） 
□有 □無  誤差情報 
□有 □無  調査項目の定義 
□有 □無  公表日（予定を含む） 
□有 □無  統計調査結果の（一歩踏み込んだ）解説・解釈 
□有 □無  グラフ表示機能 
□有 □無  メッシュデータ提供 
□有 □無  Ｑ＆Ａの充実 
□有 □無  内外関連情報へのリンク（海外関連情報や国内産業界サイト） 
□有 □無  データ購入・申し込み方法 

統計教育ページ □ 有      □ 無   
有の場合その内容  

調査対象国名  調査対象省庁・課  

ヒアリング日時  ヒアリング場所  

応対者役職  応対者氏名  
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調査対象データ② データ名称： 

提供省庁： URL： 
階層構造の現状 ※＜省庁トップ P→統計コーナー→分野別一覧→統計一覧→調査年次→都道府県デー

タ など＞整理イメージのように欲しいデータにたどり着くまでの道筋をスクリー

ンショットをコピーして別紙に整理する 

提供データのファイル

形式（複数回答可） 
□excel   □pdf   □csv   
□その他（具体的に→       ） 

時系列公開の現状 □有 □無  時系列データの提供 
□縦方向  □横方向   時系列の取り方（上記「有」の場合） 

検索システムの有無 □ 有      □ 無   

有の場合その内容  
必要データにたどり着

く過程で表示される

URL はユニークか 

□ ユニーク      □ ユニークでない（表示が変化せず） 
※日本では、ポータルサイトの URL が表示され続け、他人に URL でデータの所在

を伝えることが困難なケースがある 

左記の情報提供 
（有、無いずれかのボ

ックスをチェックす

る） 

□有 □無  統計の解説（基本的調査事項の変更含む） 
□有 □無  誤差情報 
□有 □無  調査項目の定義 
□有 □無  公表日（予定を含む） 
□有 □無  統計調査結果の（一歩踏み込んだ）解説・解釈 
□有 □無  グラフ表示機能 
□有 □無  メッシュデータ提供 
□有 □無  Ｑ＆Ａの充実 
□有 □無  内外関連情報へのリンク（海外関連情報や国内産業界サイト） 
□有 □無  データ購入・申し込み方法 

統計教育ページ □ 有      □ 無   
有の場合その内容  
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調査対象データ③ データ名称： 

提供省庁： URL： 
階層構造の現状 ※＜省庁トップ P→統計コーナー→分野別一覧→統計一覧→調査年次→都道府県デー

タ など＞整理イメージのように欲しいデータにたどり着くまでの道筋をスクリー

ンショットをコピーして別紙に整理する 

提供データのファイル

形式（複数回答可） 
□excel   □pdf   □csv   
□その他（具体的に→       ） 

時系列公開の現状 □有 □無  時系列データの提供 
□縦方向  □横方向   時系列の取り方（上記「有」の場合） 

検索システムの有無 □ 有      □ 無   

有の場合その内容  
必要データにたどり着

く過程で表示される

URL はユニークか 

□ ユニーク      □ ユニークでない（表示が変化せず） 
※日本では、ポータルサイトの URL が表示され続け、他人に URL でデータの所在

を伝えることが困難なケースがある 

左記の情報提供 
（有、無いずれかのボ

ックスをチェックす

る） 

□有 □無  統計の解説（基本的調査事項の変更含む） 
□有 □無  誤差情報 
□有 □無  調査項目の定義 
□有 □無  公表日（予定を含む） 
□有 □無  統計調査結果の（一歩踏み込んだ）解説・解釈 
□有 □無  グラフ表示機能 
□有 □無  メッシュデータ提供 
□有 □無  Ｑ＆Ａの充実 
□有 □無  内外関連情報へのリンク（海外関連情報や国内産業界サイト） 
□有 □無  データ購入・申し込み方法 

統計教育ページ □ 有      □ 無   
有の場合その内容  
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２．政府がデータを提供している媒体について（ヒアリング調査項目） 
注１）対象は政府全体のデータまたはヒアリング対象省庁全体のデータ 
注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握す

ること 

 
政府が関与している統計データ公開

に関する、インターネット、紙、

CD-ROM、磁気テープなどの媒体の

活用の方針 

 

（統計データ公開の）法律上の位置付

け 
 

 

 

※インターネットで公開したことになるか。日本ではまだ法

律上紙媒体が必要。 

ネットワークの発達していない地域

に対する統計データ提供の政府方針 
 

 

政府の全ての統計データのうち、大よ

そ何割程度が、インターネット、紙、

CD-ROM 等で提供されているか 

全体の約（  ）%が提供されている 
その内訳は、全体を 100%とすると、 
・インターネット  〇〇％ 
・紙媒体      〇〇％ 
・CD-ROM     〇〇％ 

※直感的、感覚的な比率で回答を依頼。 
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３．データ提供の有償・無償について（ヒアリング調査項目） 
注１）対象は政府全体のデータまたはヒアリング対象省庁全体のデータ 
注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握す

ること 

 
政府の統計データを利用する際の料

金体系（メディア別・データの対象範

囲別・データ量別・ユーザ属性別など） 
 

有償のものがある場合、料金はどこの

収入になるか（国、委託先の外郭団

体・民間企業） 
 

 

 

 

紙・CD-ROM の値段一覧 
 
 
 
 

 

インターネットで提供するデータの

利用に対する課金の考え方（すべき・

すべきでない、その理由） 
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４．民間機関との関係整理（ヒアリング調査項目） 
注１）対象は政府全体のデータまたはヒアリング対象省庁全体のデータ 
注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握す

ること 

 
統計データ作成及び提供業務での、外

郭団体や民間企業活用方針（官民の役

割分担、「民業圧迫」に関する政府の

スタンスなど） 
 

 

統計データ作成及び提供にかかる予

算、人員の現状（と推移） 
（推移については、５年前との比較で

の増減傾向） 
 
 

 

 

 

統計データ作成業務・提供業務を行う

外郭団体、民間企業の有無 
 
 
 

 

（有の場合）外注（民間委託）の業務

内容・予算額の現状（できれば推移） 
（推移については、５年前との比較で

の増減傾向） 
 
 

 

統計データ作成業務を外郭団体や民

間企業が行う場合の著作権の取り扱

い 
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５．提供データに係る個別課題（ヒアリング調査項目） 
注１）対象は政府全体または対象省庁でのデータのインターネット公開 
注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握す

ること 

 
外国語でのデータ提供のベースにあ

るポリシー（または法令） 
 

 

自国語で提供している統計データの

うち外国語での提供割合（概算） 
 

 

 

 

ユーザサポート体制のベースにある

ポリシー（または法令） 
 

 

具体的なユーザサポート体制の概要 
  

専門のサポート組織の有無 
  

上記のサポートにかかる予算・人員の

現状  

過去統計の修正情報提供のベースに

あるポリシー（または法令）  

紙媒体、CD-ROM で提供された過去

統計の修正情報の対応方針  

（インターネット上の）統計教育機能

提供ポリシー（または法令）  

統計調査の個票データの提供の有無 
 

□ 有      □ 無   
 

有の場合その条件 
  

有の場合個人情報保護への配慮の内

容  
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６．統計データユーザのニーズを把握する仕組みについて 
統計データの提供・公表方法につ

いて、ユーザニーズを反映させる

仕組みがあるかどうか 
（有、無いずれかのボックスをチ

ェックする） 

有 無 
□ □  パブリックコメント 
□ □  審議会 
□ □  アンケート・ヒアリング調査 
□ □  苦情や要望等の受付窓口（サイト上） 
□ □  その他 
（→具体的に 
 
                       ） 
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