
令和３年度における統計リソースの確保状況
（統計委員会建議において重点配分されるべきとされた取組）

令和３年２月
総務省政策統括官（統計基準担当）

資料４



令和３年度における統計リソースの確保状況（概要）

定員：66人

・ 参事官１（総務省・役割が拡大した統計委員会の補佐体制強化）
※ その他、専門スタッフ職２（内閣府１、総務省１）

予算：86億円

統計リソースの重点的な配分に関する建議（令和２年７月統計委員会）において、統計リソー
スを重点的に配分すべきとされている取組に係る予算・人員の確保状況は、次のとおり。
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機構：参事官１

・ 内訳：新規増17人、振替47人、その他２人（総務省の時限撤廃）

（単位：件、億円、％）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

リソース建議該当 69 119 73 86 4 △ 33 72.3

＜参考＞
統計調査計画等（全体） 292 1,063 291 377 △ 1 △ 686 35.5

令和２年度予算額（当初） 令和３年度予算額（政府案） 対前年度比較増減
対前年度比


全体・リソース

																				（単位：件、億円、％） タンイ ケン オクエン

		案１ アン						令和２年度予算額（当初） レイワ ネンド ヨサン ガク トウショ				令和３年度予算額（政府案） レイワ ネンド ヨサン ガク セイフ アン				対前年度比較増減 タイ ゼンネンド ヒカク ゾウゲン				対前年度比 タイ ゼンネンド ヒ

								件数 ケンスウ		金額 キンガク		件数 ケンスウ		金額 キンガク		件数 ケンスウ		金額 キンガク

						統計調査計画等（全体） トウケイ チョウサ ケイカク トウ ゼンタイ		292		1,063		291		377		△ 1		△ 686		35.5

						うちリソース建議該当 ケンギ ガイトウ		69		119		73		86		4		△ 33		72.3









																				（単位：件、億円、％） タンイ ケン オクエン

		案２ アン						令和２年度予算額（当初） レイワ ネンド ヨサン ガク トウショ				令和３年度予算額（政府案） レイワ ネンド ヨサン ガク セイフ アン				対前年度比較増減 タイ ゼンネンド ヒカク ゾウゲン				対前年度比 タイ ゼンネンド ヒ

								件数 ケンスウ		金額 キンガク		件数 ケンスウ		金額 キンガク		件数 ケンスウ		金額 キンガク

						リソース建議該当 ケンギ ガイトウ		69		119		73		86		4		△ 33		72.3

						＜参考＞ サンコウ

						統計調査計画等（全体） トウケイ チョウサ ケイカク トウ ゼンタイ		292		1,063		291		377		△ 1		△ 686		35.5







令和３年度における統計リソースの確保状況（府省別）
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注１ 複数の項目に該当するものがあるため、各府省の各項目の合計は、「合計」欄の額に一致しない。
（「合計」欄の額が、各府省における予算の実額を表す。）

注２ 予算額が明確ではないものは未計上（例：特別会計○億円の内数）

【予算】 （単位：億円）

計

①　統計業
務の継続
性の確保

②　ビッグ
データ等の
活用の加
速

③　データ
人材等の
確保・育成

④　統計の
効果的な活
用の確保

計

①　統計作
成プロセス
の適正化

②　国や地
方における
機能強化
のための体
制整備等

③　国民経
済計算・経
済統計の
改善を始め
とする府省
横断的・共
同的な統計
整備

内閣府 4.0 0.2 0.2 3.8 3.2 0.1 2.3

総務省 30.8 7.3 3.2 0.5 1.0 3.7 25.1 16.4 1.7 6.9

財務省 0.4 0.0 0.4 0.4

文部科学省 8.5 8.5 8.5 0.0

厚生労働省 3.1 1.7 0.002 0.6 1.1 2.0 1.5 0.6

農林水産省 16.6 13.2 11.7 0.8 0.3 0.4 14.2 10.8 3.4

経済産業省 22.2 1.5 0.3 0.9 0.8 0.2 21.6 20.7 5.6

国土交通省 0.04 0.0 0.04 0.04

環境省 0.0 0.0 0.0

合　計 85.7 32.4 15.3 2.3 2.7 14.2 67.0 53.0 5.8 14.8

府省名 合　計

(1) 政府統計を安定的・継続的に作成・提供等 (2) 政府統計の品質向上、信頼確保等


府省・項目別

																								（単位：億円） タンイ オク エン

				府省名 フショウ メイ		合　計 ゴウ ケイ		(1) 政府統計を安定的・継続的に作成・提供等										(2) 政府統計の品質向上、信頼確保等

								計 ケイ		①　統計業務の継続性の確保		②　ビッグデータ等の活用の加速		③　データ人材等の確保・育成		④　統計の効果的な活用の確保		計 ケイ		①　統計作成プロセスの適正化		②　国や地方における機能強化のための体制整備等		③　国民経済計算・経済統計の改善を始めとする府省横断的・共同的な統計整備

				内閣府 ナイカク フ		4.0		0.2								0.2		3.8		3.2		0.1		2.3

				総務省 ソウムショウ		30.8		7.3		3.2		0.5		1.0		3.7		25.1		16.4		1.7		6.9

				財務省 ザイムショウ		0.4		0.0										0.4		0.4

				文部科学省 モンブカガクショウ		8.5		8.5								8.5		0.0

				厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		3.1		1.7		0.002				0.6		1.1		2.0		1.5		0.6

				農林水産省 ノウリン スイサンショウ		16.6		13.2		11.7		0.8		0.3		0.4		14.2		10.8		3.4

				経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		22.2		1.5		0.3		0.9		0.8		0.2		21.6		20.7				5.6

				国土交通省 コクド コウツウショウ		0.04		0.0										0.04		0.04

				環境省 カンキョウショウ		0.0		0.0										0.0

				合　計 ゴウ ケイ		85.7		32.4		15.3		2.3		2.7		14.2		67.0		53.0		5.8		14.8



























府省・項目別 (修正箇所)

																								（単位：億円） タンイ オク エン

				府省名 フショウ メイ		合　計 ゴウ ケイ		(1) 政府統計を安定的・継続的に作成・提供等										(2) 政府統計の品質向上、信頼確保等

								計 ケイ		①　統計業務の継続性の確保		②　ビッグデータ等の活用の加速		③　データ人材等の確保・育成		④　統計の効果的な活用の確保		計 ケイ		①　統計作成プロセスの適正化		②　国や地方における機能強化のための体制整備等		③　国民経済計算・経済統計の改善を始めとする府省横断的・共同的な統計整備

				内閣府 ナイカク フ		4.0		0.2								0.2		3.8		3.2		0.1		2.3

				総務省 ソウムショウ		30.8		7.3		3.2		0.5		1.0		3.7		25.1		16.4		1.7		6.9

				財務省 ザイムショウ		0.4		0.0										0.4		0.4

				文部科学省 モンブカガクショウ		8.5		8.5								8.5		0.0

				厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		3.1		1.7		0.002				0.6		1.1		2.0		1.5		0.6

				農林水産省 ノウリン スイサンショウ		16.6		13.2		11.7		0.8		0.3		0.4		14.2		10.8		3.4

				経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		22.2		1.5		0.3		0.9		0.8		0.2		21.6		20.7				5.6

				国土交通省 コクド コウツウショウ		0.04		0.0										0.04		0.04

				環境省 カンキョウショウ		0.0		0.0										0.0

				合　計 ゴウ ケイ		85.6		32.4		15.2		2.2		2.7		14.1		67.1		53.0		5.8		14.8

						85.7		32.4		15.3		2.3		2.7		14.2		67.0		53.0		5.8		14.8
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注 複数の項目に該当するものがあるため、各項目の人数を合算したものは「合計」欄の人数とは一致しない。
（「合計」欄の人数が、各府省に措置された人数を表す。）

【定員】
（単位：人）

計

①　統計
業務の継
続性の確
保

②　ビッグ
データ等
の活用の
加速

③　データ
人材等の
確保・育成

④　統計
の効果的
な活用の
確保

計

①　統計
作成プロ
セスの適
正化

②　国や
地方にお
ける機能
強化のた
めの体制
整備等

③　国民
経済計算・
経済統計
の改善を
始めとする
府省横断
的・共同的
な統計整
備

人事院 1 0 1 1 1

内閣府 3 0 3 1 2

総務省 22 17 13 3 2 16 4 9 3

厚生労働省 4 4 3 1 3 3

農林水産省 33 17 17 1 32 32

経済産業省 2 2 1 1 0

国土交通省 1 0 1 1 1 1

合　計 66 40 16 21 3 2 56 10 43 6

府省名 合　計

(1) 政府統計を安定的・継続的に作成・提供等 (2) 政府統計の品質向上、信頼確保等


取りまとめ用



				令和３年度統計リソース建議に関連する機構・定員の要求内容 ナイヨウ



		府省名 フショウ メイ		重点配分
対象事業等 ジギョウ トウ		1		1(1)		1(1)		1(1)		1(1)		1(1)		1(1)		1(2)		1(3)		1(4)		1(4)		1(4)		2		2(1)		2(1)		2(1)		2(1)		2(1)		2(1)		2(1)		2(2)		2(2)		2(2)		2(2)		2(2)		2(2)		2(3)		2(3)		2(3)		2(3)		2(3)		要求事項名 ヨウキュウ ジコウ メイ		令和３年度
機構要求　　　　　　　　　　　　 レイワ ネンド ヘイネンド キコウ ヨウキュウ		令和３年度定員要求 レイワ ネンド テイイン ヨウキュウ												令和３年度
機構要求
審査結果　　　　　　　　　　　　 レイワ ネンド キコウ ヘイネンド ヨウキュウ シンサ ケッカ		令和３年度定員要求審査結果 レイワ ネンド テイイン ヨウキュウ シンサ ケッカ												担当部課 タントウ		備考 ビコウ

										①		②		③		④		⑤		⑥		⑦				⑧		⑨						⑩		⑪		⑫		⑬		⑭		⑮				⑯		⑰		⑱		⑲		⑳				㉑		㉒		㉓		㉔

																																																																								合計 ゴウケイ		新規増 シンキ ゾウ		時限増 ジゲン ゾウ		自律的再配置 ジリツテキ サイハイチ		振替増 フリカエ ゾウ		その他 タ				合計 ゴウケイ		新規増 シンキ ゾウ		時限増 ジゲン ゾウ		自律的再配置 ジリツテキ サイハイチ		振替増 フリカエ ゾウ		その他 タ

																																																																								（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト				（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト		（人） ヒト

		人事院 ジンジイン		⑩⑯																										1		1		1												1		1																				高年齢職員の給与、退職年金等に関する調査研究等のための新規増 シンキ ゾウ		－		1		1		0		0		0		0		－		1		1		0		0		0		0		給与局生涯設計課 キュウヨ キョク ショウガイ セッケイ カ

		内閣府 ナイカクフ		㉑																										1																												1		1								生産面の四半期別GDP速報（生産QNA）の公表体制等の強化に伴う新規増		－		1		1		0		0		0		0		－		1		1		0		0		0		0		経済社会総合研究所
国民経済計算部 ケイザイ シャカイ ソウゴウ ケンキュウショ コクミン ケイザイ ケイサン ブ

		内閣府 ナイカクフ		㉑																										1																												1		1								分配面の四半期別GDP速報（分配QNA）の公表体制等の強化に伴う新規増		－		1		1		0		0		0		0		－		1		1		0		0		0		0		経済社会総合研究所
国民経済計算部 ケイザイ シャカイ ソウゴウ ケンキュウショ コクミン ケイザイ ケイサン ブ

		内閣府 ナイカクフ		⑩																										1		1		1																																		景気動向指数の改善・調査研究のための体制整備に伴う新規増		－		1		1		0		0		0		0		－		1		1		0		0		0		0		経済社会総合研究所
景気統計部 ケイザイ シャカイ ソウゴウ ケンキュウジョ ケイキ トウケイ ブ

		内閣府 ナイカクフ		⑥⑯		1														1										1																1		1																				高度な経済分析体制構築のための体制整備 コウド ケイザイ ブンセキ タイセイ コウチク タイセイ セイビ		専門スタッフ職（1） センモン ショク		0		0		0		0		0		0		専門スタッフ４級（1人） センモン キュウ ニン		0		0		0		0		0		0		経済財政分析担当 ケイザイ ザイセイ ブンセキ タントウ		※３年後見直し ネンゴ ミナオ

		総務省 ソウムショウ		④		1		1								1																																																				各府省の統計作成支援のための体制整備		参事官（１） サンジカン		0		0		0		0		0		0		－		0		0		0		0		0		0		統計局 トウケイキョク		EBPM関連 カンレン

		総務省 ソウムショウ		③⑥		1		1						1						1																																																消費者物価指数の精度向上に資する調査手法の開発等のための体制整備		調査官（1）		0		0		0		0		0		0		－		0		0		0		0		0		0		統計局統計調査部消費統計課

		総務省 ソウムショウ		⑥		1														1																																																官民の保有する統計・ビッグデータ等の総合的な活用に係る企画立案支援のための体制整備		専門スタッフ職（1） センモン ショク		0		0		0		0		0		0		専門スタッフ職（1）		0		0		0		0		0		0		統計局		EBPM関連 カンレン

		総務省 ソウムショウ		④		1		1								1																																																				国の行政機関等における統計作成業務への支援のための体制整備に伴う新規増		-		2		2		0		0		0		0		－		2		0		0		0		2		0		統計局統計調査部調査企画課 トウケイキョク トウケイ チョウサブ チョウサ キカクカ		EBPM関連 カンレン

		総務省 ソウムショウ		㉑㉒㉓																										1																												1		1		1		1				経済構造実態調査における工業統計調査の包摂に伴う関係行政機関との調整に係る体制整備に伴う新規増		-		1		1		0		0		0		0		－		1		1		0		0		0		0		統計局統計調査部経済統計課 トウケイキョク トウケイ チョウサブ ケイザイ トウケイカ

		総務省 ソウムショウ		㉑㉒㉓																										1																												1		1		1		1				経済センサス‐活動調査における審査システムの整備・運用・管理に係る体制整備に伴う新規増		-		2		2		0		0		0		0		－		2		2		0		0		0		0		統計局統計調査部経済統計課経済センサス室 トウケイキョク トウケイ チョウサブ ケイザイ トウケイカ ケイザイ シツ

		総務省 ソウムショウ		③⑥⑲		1		1						1						1										1																1								1														新技術を活用した価格情報分析に係る体制強化に伴う新規増		-		1		1		0		0		0		0		－		1		0		0		0		1		0		統計局統計調査部消費統計課物価統計室 トウケイキョク トウケイ チョウサブ ショウヒ トウケイカ ブッカ トウケイシツ

		総務省 ソウムショウ		⑦		1																1																																														統計データアナリスト及び統計データアナリスト補の育成・認定に関する体制整備に伴う新規増		-		2		2		0		0		0		0		－		2		2		0		0		0		0		統計研究研修所研修企画課 トウケイ ケンキュウ ケンシュウジョ		EBPM関連 カンレン

		総務省 ソウムショウ		②⑩		1		1				1																		1		1		1																																		大規模周期調査の実施、準備に伴う自律的再配置		-		4		0		0		4		0		0		－		4		0		0		4		0		0		統計局統計調査部
国勢統計課労働力人口統計室
経済統計課経済センサス室
消費統計課物価統計室

		総務省 ソウムショウ		④⑯		1		1								1														1																1		1																				役割が拡大した統計委員会の補佐体制強化のための整備		参事官（1） サンジカン		0		0		0		0		0		0		参事官（１） サンジカン		0		0		0		0		0		0		政策統括官（統計基準担当）統計委員会担当室

		総務省 ソウムショウ		④⑯		1		1								1														1																1		1																				統計委員会評価分科会が行う個別統計の品質の評価を補佐するための体制整備		企画官（1） キカクカン		0		0		0		0		0		0		－		0		0		0		0		0		0		政策統括官（統計基準担当）統計委員会担当室

		総務省 ソウムショウ		④⑯		1		1								1														1																1		1																				統計作成プロセスに係る第三者監査を行うための体制整備に伴う新規増		-		2		2		0		0		0		0		－		2		0		0		0		2		0		政策統括官（統計基準担当）統計委員会担当室

		総務省 ソウムショウ		④⑯		1		1								1														1																1		1																				統計作成プロセス改革（BPR）に向けた体制の整備に伴う新規増及び自律的再配置 オヨ ジリツテキ サイハイチ		-		2		1		0		1		0		0		－		2		0		0		1		1		0		政策統括官（統計基準担当）統計改革実行推進室

		総務省 ソウムショウ		④⑯		1		1								1														1																1		1																				平成30年度定員査定事項（統計委員会が行う政府統計の棚卸しのための体制整備に伴う増＜令和２年度末までの時限＞2人）の時限撤廃		-		2		0		0		0		0		2		－		2		0		0		0		0		2		政策統括官（統計基準担当）統計委員会担当室		時限撤廃 ジゲン テッパイ

		総務省 ソウムショウ		⑰																										1																1				1																		統計調査環境の改善及び統計調査員の確保・育成・支援等の強化のための実施体制の整備に伴う新規増（令和７年度末までの時限）		-		2		0		2		0		0		0		－		2		2		0		0		0		0		政策統括官（統計基準担当）統計企画管理官室		令和７年度末までの時限で要求したが新規増として認められた。 レイワ ネンド マツ ジゲン ヨウキュウ シンキ ゾウ ミト

		総務省 ソウムショウ		⑥		1														1																																																新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえたビッグデータ、行政記録情報等の一層の活用推進のための体制整備に伴う新規増（令和６年度末までの時限）		-		2		0		2		0		0		0		－		2		2		0		0		0		0		政策統括官（統計基準担当）統計改革実行推進室		令和６年度末までの時限で要求したが新規増として認められた。 レイワ ネンド マツ ジゲン ヨウキュウ シンキ ゾウ ミト

		財務省 ザイムショウ		⑩㉑																										1		1		1																								1		1								統計企画業務に係る体制強化に伴う増 トウケイ キカク ギョウム カカ タイセイ キョウカ トモナ ゾウ		統計企画専門官（１） トウケイ キカク センモンカン		1		1		0		0		0		0		－		0		0		0		0		0		0		財務省財務総合政策研究所調査統計部 ザイム ショウ ザイム ソウゴウ セイサク ケンキュウショ チョウサ トウケイ ブ		機構（省令職）＋定員要求 キコウ ショウレイ ショク テイイン ヨウキュウ

		厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		②③④⑩		1		1				1		1		1														1		1		1																																		新しい生活様式を踏まえた統計調査実施の支援体制の整備のための新規増及び自律的再配置 アタラ セイカツ ヨウシキ フ トウケイ チョウサ ジッシ シエン タイセイ セイビ シンキ ゾウ オヨ ジリツテキ サイハイチ		－		5		1		2		2						－		3		1		0		2		0		0		政策統括官付参事官付統計企画調整室 セイサク トウカツカン ツキ サンジカン ツ トウケイ キカク チョウセイ シツ		うち、２名は令和６年度末までの時限 メイ

		厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		⑫																										1		1						1																														統計作成に必要なシステムの見直しを行うための体制整備に伴う新規増		－		3				3								－		0		0		0		0		0		0		政策統括官付参事官付統計企画調整室 セイサク トウカツカン ツキ サンジカン ツ トウケイ キカク チョウセイ シツ		令和６年度末までの時限

		厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		⑧		1																		1		1																																										死亡統計の公表早期化等のための体制整備のための新規増（令和８年度末までの時限） シボウ トウケイ コウヒョウ ソウキ バ トウ タイセイ セイビ シンキ ゾウ		－		2				2								－		1		1		0		0		0		0		政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室 セイサク トウカツカン ツキ サンジカン ツ ジンコウ ドウタイ ホケン シャカイ トウケイ シツ		令和８年度末までの時限

		厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		⑨⑯		1																		1				1		1																1		1																				諸外国における厚生労働統計調査票情報に係る二次的利用等の状況を把握するための振替増 ショガイコク コウセイ ロウドウ トウケイ チョウサ ヒョウ ジョウホウ カカ ニジテキ リヨウ トウ ジョウキョウ ハアク フリカエ ゾウ		－		1								1				－		0		0		0		0		0		0		政策統括官付参事官付審査解析室 セイサク トウカツカン ツキ サンジカン ツ シンサ カイセキ シツ

		農林水産省 ノウリン スイサンショウ		⑥⑧⑨		1														1				1		1		1																																								筆ポリゴンの高度利用推進に伴う新規増 フデ コウド リヨウ スイシン トモナ シンキ ゾウ		-		1		1		0		0		0		0		-		1		1		0		0		0		0		統計部管理課 トウケイ ブ カンリカ

		農林水産省 ノウリン スイサンショウ		⑥⑦⑲		1														1		1								1																1								1														統計分析・利活用促進に伴う新規増 トウケイ ブンセキ リカツヨウ ソクシン トモナ シンキ ゾウ		-		1		1		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		統計部管理課 トウケイ ブ カンリカ

		農林水産省 ノウリン スイサンショウ		⑥⑲		1														1										1																1								1														統計分析・利活用促進に伴う振替（自律的再配置） フリカエ ジリツテキサイハイチ		-		16		0		0		16		0		0		-		16		0		0		16		0		0		統計部管理課 トウケイ ブ カンリカ

		農林水産省 ノウリン スイサンショウ		⑯																										1																1		1																				農林水産統計の総合的品質管理の実施に伴う振替（自律的再配置） ノウリン スイサン トウケイ ソウゴウテキ ヒンシツ カンリ ジッシ トモナ フリカエ ジリツテキサイハイチ		-		16		0		0		16		0		0		-		16		0		0		16		0		0		統計部管理課 トウケイ ブ カンリカ

		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		④⑩⑯㉓		1		1								1														1		1		1												1		1										1						1				公的統計に関する精度向上の体制整備		-		1		1		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		大臣官房調査統計グループ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ

		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		⑦		1																1																																														省内の統計業務資格保有者育成		-		1		0		0		1		0		0		-		1		0		0		1		0		0		大臣官房調査統計グループ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ

		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		⑥		1														1																																																統計作成におけるビッグデータの利活用拡大のための民間情報活用型指標開発業務の体制強化		-		1		0		0		1		0		0		-		1		0		0		1		0		0		大臣官房調査統計グループ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ

		国土交通省 コクド コウツウショウ		⑩⑯㉒㉓																										1		1		1												1		1										1				1		1				統計の精度向上のための体制強化に伴う増 トウケイ セイド コウジョウ タイセイ キョウカ トモナ ゾウ		-		1		1		0		0		0		0		-		1		1		0		0		0		0		総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 ソウゴウセイサクキョクジョウホウセイサクカケンセツケイザイトウケイチョウサシツ		係長級 カカリチョウ キュウ



						23		12		0		2		3		9		0		9		3		3		2		2		24		8		7		0		1		0		0		0		15		11		1		0		3		0		7		5		3		4		0				合計 ゴウケイ		76		21		11		41		1		2				66		17		0		41		6		2

																																																																												32				42										17				47

																																																																								76		21		11		41		1		2				66		17		0		41		6		2

																																																																												32				42										17				47





















府省別

		府省別令和３年度定員要求・審査結果 フショウ ベツ レイワ ネンド テイイン ヨウキュウ シンサ ケッカ

				要求 ヨウキュウ																				審査結果 シンサ ケッカ

				新規要求 シンキ ヨウキュウ						振替 フリカエ		自律的
再配置 ジリツテキ サイハイチ		振替増 フリカエ ゾウ		その他 タ		計 ケイ		令和２年度
要求 レイワ ネンド ヨウキュウ		前年
度比 ゼンネン ド ヒ		新規 シンキ						振替 フリカエ						その他 タ		計 ケイ

						うち恒常 コウジョウ		うち時限 ジゲン																		うち恒常 コウジョウ		うち時限 ジゲン				自律的
再配置 ジリツテキ サイハイチ		振替増 フリカエ ゾウ

		人事院 ジンジイン		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1

		内閣府 ナイカクフ		3		3		0		0		0		0		0		3		8		▲ 5		3		3		0		0		0		0		0		3

		警察庁 ケイサツチョウ																0		2		▲ 2								0								0

		総務省 ソウムショウ		15		11		4		5		5		0		2		22		34		▲ 12		9		9		0		11		5		6		2		22

		財務省 ザイムショウ		1		1		0		0		0		0		0		1		4		▲ 3		0		0		0		0		0		0		0		0

		文部科学省 モンブ カガクショウ																0		2		▲ 2								0								0

		厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		8		1		7		3		2		1		0		11		7		4		2		2		0		2		2		0		0		4

		農林水産省 ノウリン スイサンショウ		2		2		0		32		32		0		0		34		2		32		1		1		0		32		32		0		0		33

		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		1		1		0		2		2		0		0		3		9		▲ 6		0		0		0		2		2		0		0		2

		国土交通省 コクド コウツウショウ		1		1		0		0		0		0		0		1		3		▲ 2		1		1		0		0		0		0		0		1

		環境省 カンキョウショウ																0		1		▲ 1																0

		計 ケイ		32		21		11		42		41		1		2		76		73		3		17		17		0		47		41		6		2		66



		令和２年度要求 レイワ ネンド ヨウキュウ		49		33		16		22		19		3		2		73

		前年度比 ゼンネンドヒ		▲ 17		▲ 12		▲ 5		20		22		▲ 2		0		3









府省・項目別 (定員)

																						（単位：人） タンイ ニン

		府省名 フショウ メイ		合　計 ゴウ ケイ		(1) 政府統計を安定的・継続的に作成・提供等										(2) 政府統計の品質向上、信頼確保等

						計 ケイ		①　統計業務の継続性の確保		②　ビッグデータ等の活用の加速		③　データ人材等の確保・育成		④　統計の効果的な活用の確保		計 ケイ		①　統計作成プロセスの適正化		②　国や地方における機能強化のための体制整備等		③　国民経済計算・経済統計の改善を始めとする府省横断的・共同的な統計整備

		人事院 ジンジイン		1		0										1		1		1

		内閣府 ナイカクフ		3		0										3		1				2

		総務省 ソウムショウ		22		17		13		3		2				16		4		9		3

		厚生労働省 コウセイ ロウドウショウ		4		4		3						1		3		3

		農林水産省 ノウリン スイサンショウ		33		17				17				1		32				32

		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		2		2				1		1				0

		国土交通省 コクド コウツウショウ		1		0										1		1		1		1

		合　計 ゴウ ケイ		66		40		16		21		3		2		56		10		43		6























府省・項目別



		府省名 フショウ メイ		合　計 ゴウ ケイ		(1) 政府統計を安定的・継続的に作成・提供等										(2) 政府統計の品質向上、信頼確保等

						計 ケイ		①　統計業務の継続性の確保		②　ビッグデータ等の活用の加速		③　データ人材等の確保・育成		④　統計の効果的な活用の確保		計 ケイ		①　統計作成プロセスの適正化		②　国や地方における機能強化のための体制整備等		③　国民経済計算・経済統計の改善を始めとする府省横断的・共同的な統計整備

















		合　計 ゴウ ケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		※　項目間でダブルカウントあり得るという注意書きを忘れずに！ コウモクカン ウ チュウイガ ワス

























項目別（審査結果は未反映）

		令和３年度要求　建議項目別要求数 レイワ ネンド ヨウキュウ ケンギ コウモクベツ ヨウキュウ スウ

		項目 コウモク				計 ケイ		新規要求 シンキ ヨウキュウ						自律的再配置 ジリツテキ サイハイチ		振替増 フリカエ ゾウ		その他 タ

										うち恒常 コウジョウ		うち時限 ジゲン

		１　政府統計を安定的・継続的に作成・提供等していくための重点事項

		（１）統計業務の継続性の確保				19		10		8		2		7		0		2

				①　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による令和３年度への調査時期の延期等の緊急措置		0		0		0		0		0		0		0

				②　郵送調査やオンライン調査の導入・利用促進、国・地方の統計関係部局間におけるオンライン会議やオンライン研修のための環境の確保、情報端末等の活用による調査員調査の効率化		9		3		1		2		6		0		0

				③　統計調査の実施体制の見直しも検討し、緊急時でも継続的・効率的に業務が維持・遂行できるよう、集計業務の府省横断的な標準化、システムによるエラーチェックの導入、クラウド利用によるシステムの効率的・効果的な運用などＩＣＴを活用した業務プロセスの見直し、国・地方における業務の効率化等につながるＡＩやＲＰＡの導入に向けた調査研究や統計調査の実施		6		4		2		2		2		0		0

				④　各府省や府省内部局からの相談・要望対応、統計作成の段階に応じたサポート、ＰＤＣＡサイクルの確立、統計作成プロセスの改善や第三者監査、調査結果公表前の分析的審査等を担う政府統計全体のハブ機関（中央統計機構）及び各府省統計幹事の下のハブ機関（府省内中核統計機構）について、緊急時における各府省や府省内部局の統計業務継続支援も念頭に、体制を一層強化		14		9		7		2		3		0		2

				⑤　総務省（政策統括官・統計局・統計研究研修所）及び（独）統計センターによる各府省・地方への人材派遣		0		0		0		0		0		0		0

		（２）ビッグデータ等の活用の加速				22		5		3		2		17		0		0

				⑥　上記（１）の統計業務の継続性の確保の観点も踏まえたビッグデータ等や行政記録情報の特性の確認、試行的な活用、当該データの匿名化などによる個人情報保護等の促進、先進的な調査技術等の調査研究の本格化、政府関係法人等が作成する統計を適切に活用するための品質・公表状況の評価に関する調査研究・分析等、また、これらを推進するための体制整備		22		5		3		2		17		0		0

		（３）データ人材等の確保・育成				4		3		3		0		1		0		0

				⑦　統計データアナリスト、統計データアナリスト補などのデータ人材の計画的な確保・育成や、広く統計に関する知識・経験を有する人材の確保・育成、データ教育・統計教育の充実、また、これらを推進するための体制整備		4		3		3		0		1		0		0

		（４）統計の効果的な活用の確保				4		3		1		2		0		1		0

				⑧　緊急時における施策の立案や効果検証に必要とされる各種統計の提供の早期化のための業務・システムの見直し		3		3		1		2		0		0		0

				⑨　e-Stat など政府統計共同利用システムを機能強化することによる統計データの利用環境の強化、統計データの利便性向上（利用しやすいデータ形式の提供（データベース化、利用者が自動取得可能な形（ＡＰＩ機能）での提供等）、オンサイト施設の設置・利用促進）とそのための体制整備、リモートアクセスによる調査票情報の提供やオンデマンド方式によるオーダーメード集計の検討・調査研究		2		1		1		0		0		1		0

		２　政府統計の品質向上、信頼確保等に関する重点事項

		（１）統計作成プロセスの適正化				17		11		6		5		6		0		0

				⑩　基幹統計及び「特定一般統計調査」のように品質が重要政策や多くのユーザー等に影響する統計における作成プロセスの各段階における適正な品質管理の実現とそれに必要な体制の整備・確立、「特定一般統計調査」とされなかった一般統計調査における品質管理の簡便化・弾力化		14		8		6		2		6		0		0

				⑪　ＩＣＴを活用した履行確認により効果的にＰＤＣＡサイクルを回す仕組みの構築		0		0		0		0		0		0		0

				⑫　ブラックボックス化した統計関係情報システムの見直し		3		3		0		3		0		0		0

				⑬　調査票情報・メタデータ等の一元的な保存のために必要となるシステムの充実		0		0		0		0		0		0		0

				⑭　民間事業者の積極的かつ適切な活用		0		0		0		0		0		0		0

				⑮　民間事業者や地方公共団体等の指導・管理の徹底（履行確認、調査票情報の保存等）、統計調査員の業務の履行状況を国が直接確認する取組（いわゆる「コンプライアンスチェック」）の導入		0		0		0		0		0		0		0

		（２）国や地方における機能強化のための体制整備等				46		10		8		2		33		1		2

				⑯　政策部局等における個別統計の実施・審査・公表、調査内容・手法等の見直し、ＰＤＣＡサイクルの確立、データの適正な利活用等に係る体制整備		26		6		6		0		17		1		2

				⑰　地方公共団体への支援強化（地方公共団体の統計職員の業務の標準化、調査環境の悪化や統計調査員の高齢化等の課題への対応）		2		2		0		2		0		0		0

				⑱　優秀な統計調査員の確保・育成・運用、統計調査員活動の適切な管理・支援に必要な体制の確保、調査実務に携わる統計調査員を効率的かつ効果的に指導監督するためのシステムの構築（例えば、タブレット等のデバイスの導入）		0		0		0		0		0		0		0

				⑲　統計研修の充実（国・地方の職員向けのオンライン研修の推進・拡充、初任の幹部・管理職向け研修の実施、統計調査員研修の充実）、データ分析機能の強化		18		2		2		0		16		0		0

				⑳　総務省（政策統括官・統計局・統計研究研修所）及び（独）統計センターによるＯＪＴ研修生の受け入れ、民間専門人材（任期付職員及び任期付研究員）の受け入れ		0		0		0		0		0		0		0

		（３）国民経済計算・経済統計の改善を始めとする府省横断的・共同的な統計整備				8		8		8		0		0		0		0

				㉑　ＱＥ・年次・基準年各段階におけるＧＤＰ統計の加工・推計方法の改善・拡充（産業連関表のＳＵＴ体系への移行（投入調査の充実を含む。）、ＱＥの精度向上等（参考系列の充実を含む。））及び基礎統計の改善、調査対象が未把握な経済活動や新たな経済活動、品質変化の把握が困難な経済活動を捉える経済統計の改善のための調査研究		6		6		6		0		0		0		0

				㉒　月次のサービス統計や企業統計の改善・整備、財分野の生産物分類の整 備等の推進、建設関連統計の精度向上		4		4		4		0		0		0		0

				㉓　経済社会状況の変化等を踏まえた基幹統計や「特定一般統計調査」等の継続的な改善（調査方法・調査項目等の見直し等）。「特定一般統計調査」とされなかった一般統計調査の個々の役割の明確化とそれに即した効果的・効率的な調査実施や調査方法・調査事項等の柔軟な再編・見直し		5		5		5		0		0		0		0

				㉔　公的統計基本計画に基づく障害者統計の充実		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ				76		32		21		11		41		1		2







項目 予算 定員
① 統計業
務の継続
性の確保

【総】令和２年国勢調査 ＜審査等統計の作成に係る経費
＞（2.0億円）
令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により調査
期間を延長したことにより、審査等の業務を実施
【農】農林水産統計システム整備（9.0億円）
農林水産統計システムの運営経費

【総】国の行政機関等における統計作成業務への支援（２
人）
各府省の統計作成に係る実施計画の作成・運用等の支援等
の基盤整備
【厚】統計調査実施の支援（３人）
新しい生活様式を踏まえた統計調査の実施方法の検討等

② ビッグ
データ等の
活用の加
速

【総】消費者物価指数検討経費（ＰＯＳデータ等の活用に
係る検討等）（0.4億円）
消費者物価指数を作成するための調査を、ＰＯＳ情報等を
活用した分析に移行するための検討経費
【農】多様なデータソースの活用によるデータ収集・分析の推
進及び統計情報発信の強化（0.8億円）
新たなデータソースの活用によるデータ収集・分析手法の調査
研究を実施

【総】ビッグデータ、行政記録情報等の一層の活用推進（２
人）
ビッグデータ等の既存統計の補完や代替、母集団情報の整備
等活用支援
【総】新技術を活用した価格情報分析に係る体制強化（１
人）
人工知能その他新技術の活用による価格データに係る情報の
収集方法の分析、収集等

③ データ
人材等の
確保・育成

【総】オンライン研修等による統計人材の育成・充実（0.8
億円）
統計データの作成、有効活用ができる統計人材の育成・充実
を図るためオンラインよる研修を実施
【厚】厚生労働省統計研修事業（0.6億円）
厚生労働省の研修運用の改善等を実施

【総】統計データアナリスト及び統計データアナリスト補の育
成・認定（２人）
統計データアナリスト等の認定に係る企画・立案、資格者情報
のプロファイル管理等
【経】統計業務資格保有者育成（１人）
省内の統計データアナリスト等の計画的な育成等

④ 統計の
効果的な
活用の確
保

【総】統計データ利活用の推進（1.9億円）
統計ミクロデータの提供や調査票データの標準化などを実施
【文】政府統計共同利用システムの整備（8.5億円）
調査項目の追加等があった場合に柔軟に改修可能なシステム
の開発等

【厚】死亡統計の公表早期化等（１人）
人口動態統計の公表の早期化及び経由機関である保健所
の負担軽減のための調査実施体制の再構築及び処理システ
ムの見直し

（1）政府統計を安定的・継続的に作成・提供等

4

令和３年度における統計リソースの確保状況（項目別：主な事項①）

注 【総】：総務省、【文】：文部科学省、【厚】：厚生労働省、【農】：農林水産省、【経】：経済産業省



（2）政府統計の品質向上、信頼確保等
項目 予算 定員

① 統計作
成プロセスの
適正化

【厚】厚生労働省統計作成プロセスの標準化及び統計処理
システムの今後の方向性に関する調査研究（1.4億円）
厚生労働省における次期統計処理システムの更改のための検
討を実施（更改方針の決定、要件定義等）
【農】農林水産統計作成プロセスモニタリングシステム開発
（1.7億円）
出先機関を含む農林水産省全体の統計作成プロセスの透明
化、ガバナンスの確立のためのシステム開発

【内】景気動向指数の改善・調査研究（１人）
新たな景気動向指数の作成手法等に対応した業務フローの
構築・改善、情報システムの開発、指数のパフォーマンス検証
と改善、海外機関や学会等との情報交換等
【総】大規模周期調査の実施、準備（４人）
経済センサス活動調査及び社会生活基本調査の実施、準
備等

② 国や地
方における
機能強化の
ための体制
整備等

【総】統計調査員確保対策事業（0.7億円）
統計調査員の確保が困難となっている状況に対処するため、
希望者の募集・登録、実務研修などを実施
【農】農林水産統計サブシステム（1.8億円）
統計調査員の指導業務・管理業務・実査の効率化を図るた
め構築した農林水産統計サブシステムの運用経費

【総】統計調査環境の改善及び統計調査員の確保・育成・
支援（２人）
急速な社会経済情勢の変化に応じた統計調査の環境や回
収率・記入率の維持・向上に向けた効果的・効率的な方策の
検証、若年層の任用など統計調査員の確保・育成・支援等
【農】農林水産統計の総合的品質管理（地方・16人）
地方組織における調査結果の総合的審査、管内の統計調
査の進捗状況の総括的な監視・点検等

③ 国民経
済計算・経
済統計の改
善を始めと
する府省横
断的・共同
的な統計整
備

【内】統計作成手法改善に向けた横断的検討、ＧＤＰ統計
の改善に関する研究等統計体制の基盤強化（1.8億円）
ＧＤＰ統計の改善に関する研究や景気統計の抜本的な見
直しの検討等の公的統計の信頼回復のための取組を実施
【総】令和３年社会生活基本調査（6.5億円）
生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状況など，
国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得る
ための調査。５年に一度実施（基幹統計）

【内】生産面の四半期別ＧＤＰ速報（生産ＱＮＡ）の公
表体制等強化（１人）
生産ＱＮＡ公表に際し、定常業務としての推計や、推計方
法・推計結果の確認に加え、公表資料、対外説明資料の作
成、海外の公表状況調査等
【総】経済構造実態調査における工業統計調査の包摂に伴
う調整（１人）
「工業統計調査」の「経済構造実態調査」への包摂及びそれ
に伴う「製造業事業所調査（仮称）」の創設のための調査
対象の重複是正や、関係機関間でのデータ連携方法の企
画・運用に係る連絡・調整等 5

令和３年度における統計リソースの確保状況（項目別：主な事項②）

注 【内】：内閣府、【総】：総務省、【厚】：厚生労働省、【農】：農林水産省



うち
本省職員数
（人）

国の
統計職員数
（人）

国の統計職員数と統計調査計画等予算額の推移

6

（年度）

※１ 平成27年度予算額には、国勢調査実施経費670億円を含む
※２ 令和２年度予算額には、国勢調査実施経費721億円を含む
※３ 国の統計職員数は、毎年４月１日時点

統計調査計画等
予算額
（億円）

（参考１）

1,999 1,972 1,938 1,899 1,904 1,947 1,953 1,957 

1,431 1,420 1,402 1,411 1,417 1,461 1,464 1,472 

315
377

910

322
273

345 397

1,063

377

25 26 27 28 29 30 1 2 3平成 令和

（うち建議関係
：85.7）



統計調査計画等に係る歳出予算の状況

7

（参考２）

（注）表１及び表２とも、建議関連以外の予算を含めた統計調査計画等全体に係る予算額

計 1,063.0 100.0 377.4 100.0 △ 685.7 35.5
（国勢調査実施経費を除く） (342.2) (375.3) (33.1) (109.7)

国 土 交 通 省 18.7 1.8 16.0 4.2 △ 2.7 85.5
環 境 省 2.1 0.2 2.9 0.8 0.8 138.8

農 林 水 産 省 64.1 6.0 45.3 12.0 △ 18.7 70.8
経 済 産 業 省 29.6 2.8 28.4 7.5 △ 1.2 96.1

文 部 科 学 省 7.3 0.7 10.7 2.8 3.4 146.2
厚 生 労 働 省 48.6 4.6 49.0 13.0 0.3 100.7

（国勢調査実施経費を除く） (154.4) (210.2) (55.8) (136.1)

財 務 省 9.2 0.9 5.4 1.4 △ 3.8 58.7

復 興 庁 0.1 0.0 0.0 0.0 △ 0.1 0.0
総 務 省 875.3 82.3 212.3 56.3 △ 663.0 24.3

人 事 院 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 101.5
内 閣 府 7.9 0.7 7.1 1.9 △ 0.7 90.5

表２　統計調査計画等に係る府省別歳出予算の状況
（単位：億円、％）

年 度 令和２年度予算額（当初） 令和 ３年 度予 算額 対 前 年 度
比 較 増 減
（ ② － ① ）

対前年度比

府省名
金　　額

構成比
金　　額

構成比 （②／①）
① ②

35.5

表１　統計調査計画等に係る歳出予算の状況
（単位：億円、％）

年　度 令 和 ２ 年 度
予 算 額 ( 当 初 )

令和３年度予算額
対 前 年 度
比 較 増 減

対前年度比

区　分 ① ② （②－①） （②／①）

（国勢調査実施経費を除く） (342.2) (375.3) (33.1) (109.7)

統計調査 976.2 308.3 △ 667.9 31.6
（国勢調査実施経費を除く） (255.4) (306.3) (50.9) (119.9)

統計に関連する事業 86.8 69.1 △ 17.8 79.5

計 1,063.0 377.4 △ 685.7



各府省における統計リソースの確保・活用事例（参考３）

【第Ⅲ期公的統計基本計画別表】
統計リソースの確保及び活用に関する他府省と共有すべき新たな技術や有効な取組などについて、統計委員
会等を通じ、引き続き情報共有を図るとともに、先例となるべき新たな取組、業務の見直しなどに関する推奨事
例の横展開に取り組む。（総務省、各府省）

統計調査員にタブレットを貸与することで、
① 各種申請手続き（調査計画書、旅費請求等）のデジタル化
② 研修等の連絡調整（開催連絡や参加確認）にメール、チャット機能を活用
③ 調査マニュアル等の関係資料について、場所や時間を問わず閲覧できるようDB化
④ テレビ会議システムの活用により研修、打合せ等をオンライン化
⑤ ビデオ通話を活用した職員と統計調査員とのホットラインの構築
等により、指導業務、管理事務等が効率化され、職員及び統計調査員の負担が大幅に軽減
される見込み。

【農林水産省】 統計調査員(※)の指導業務、管理事務等に係るシステム（タブレット）導入
＜取組の背景＞
地方組織の統計担当職員が減少する中、職員1人当たりの統計調査員への指導業務、管理事務等（調査
説明、研修、手当・旅費支払い事務等）が増加し、場合によっては調査業務の遂行を圧迫する状況
※ 農林水産省が採用した統計調査員

⇒ 令和3年2月から、統計調査員の指導業務、管理事務等の効率化を図るシステム（タブレット
導入）を運用開始
取組により見込まれる効果
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令和３年２月 24日 

内閣官房行政改革推進本部事務局 

 

令和３年度 EBPMに関するリソースの状況 
                     

Ⅰ 予算（政府案） 11.8億円 

【内閣府】 

  地域経済分析システム（RESAS）による地方版総合戦略支援事業  1.1億円 

  経済・財政一体改革における EBPMの枠組み強化  0.3億円 

【公正取引委員会】 

  独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経済分析に係る経費  0.1億円 

  公正取引委員会政策評価及び EBPM関係経費 

（のうち EBPMのための調査関係経費）  0.1億円 

【警察庁】 

  EBPMの推進に要する経費  0.2億円 

【消費者庁】 

  消費行動等に関する調査研究  0.2億円 

【総務省】 

  統計データ利活用の推進  0.5億円 

  オンライン研修等による統計人材の育成・充実  0.8億円 

  審議会等に必要な経費（統計委員会運営経費）  0.5億円 

  統計調査員対策費  0.7億円 

  統計調査の環境改善のための普及啓発活動費  0.2億円 

  政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究  0.6億円 

【法務省】 

  「新たな日常」実現のための再犯防止施策における 

情報連携のデジタル化の推進  2.8億円 

【文部科学省】 

  EBPMをはじめとした統計改革を推進するための調査研究  0.5億円 

  教育政策形成に関する実証研究  0.3億円 

  政策の企画立案等に必要な国内外の動向調査・分析等  0.9億円 

【厚生労働省】 

  厚生労働省 EBPM推進検討事業  0.2億円 

  厚生労働省統計研修事業  0.6億円 

【農林水産省】 

  エビデンスを創出するための調査委託費  0.4億円 

  多様なデータソースの活用によるデータ収集・分析の推進 

及び統計情報発信の強化  0.8億円 

【国土交通省】 

  EBPM推進に係る調査研究等  0.1億円 

等 

 
※ その他、 

・経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（経済産業省）、独立行政法人経済産業研究所運営費交付金

（経済産業省）の内数として EBPM関連予算を計上 

・令和２年度第３次補正予算案において「感染症が地域経済に与える影響を可視化する V-RESAS による情報支

援事業」（内閣府）として 14.1億円（令和２年度総額）を計上 

（参考４） 
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Ⅱ 機構（政府案） 

【消費者庁】  総務課企画官（新未来創造戦略本部担当） 

【総務省】   専門スタッフ職（官民の保有する統計・ビッグデータ等の総合的な活用に係る企画立案支援のための

体制整備） 

 

Ⅲ 定員（政府案） ７人（振替含む） 

【内閣府】   ２人（経済・財政一体改革における EBPMの枠組み強化のための実施体制の整備） 

【消費者庁】  １人（国際・研究室研究担当） 

【総務省】   ４人（国の行政機関等における統計作成業務への支援のための体制整備２、統計データアナリスト及び統

計データアナリスト補の育成・認定に関する体制整備２） 

 

※ 予算及び機構・定員ともに、統計リソース建議に関連するリソースと重複しているものあり。 
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