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グループ（17件） グループ説明 タグ フォーマット 組織（21件） データセット（平成28年1月７日時点の表示順）

国土・気象 (1260)

国土、気象に関す
るデータのグルー
プです。

交通 (737)
気象 (733)
climate (733)
観測 (723)
防災_減災関連情報 (722)
disaster_prevention_and_mitig
ation (722)
安全 (695)
security (695)
船舶 (677)
地理空間 (492)

HTML (969)
PDF (263)
jpeg (96)
ZIP (87)
TXT (32)
png (5)
XLS (5)
php (3)
gif (3)
DOC (3)

国土交通省 (1245)
経済産業省 (13)
総務省 (1)
内閣官房 (1)

・気象観測_過去の気象データ・ダウンロード
・気象観測_災害をもたらした気象事例（平成元年～本年）
・気象業務はいま
・無料公衆無線ＬＡＮスポット
・バリアフリーの基準を満たした施設に関する情報人気
・公共交通施設に関するバリアフリー情報
・歩行空間ネットワークデータ
・基盤地図情報サイト_基盤地図情報のダウンロード_表示ソフトウェア
・都市圏活断層図
・地震・津波、火山_最近の地震活動データ

人口・世帯 (371) 

人口、世帯、人口
動態、人口移動に
関するデータのグ
ループです。

statistics (369)
統計 (366)
人口_世帯 (351)
population and households
(351)
統計調査結果 (349)
statistics_survey_result (349)
人の移動_ツーリズムに関す
る情報 (130)
transportation and tourism
(130)
国際 (113)
international (113)

CSV (184)
XLS (170)
PDF (25)
XLSX (15)
ZIP (2)
HTML (2)
DOCX (1)

厚生労働省 (129)
総務省 (124)
法務省 (113)
内閣府 (3)
国土交通省 (2)

・人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表　都道府県編（報告書非
掲載表）_婚姻_年次_2014年_夫－妻の同居時の年齢（５歳階級）・結婚生活に
入る前の世帯の主な仕事・都道府県（21大都市再掲）別
・人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表　都道府県編（報告書非
掲載表）_出生_年次_2014年_5-2_出生数，性・母の年齢（５歳階級）・都道府
県・市区町村別
・人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表　都道府県編（報告書非
掲載表）_出生_年次_2014年_5-1_出生数，性・母の年齢（５歳階級）・都道府
県・保健所別
・人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表　都道府県編（報告書非
掲載表）_出生_年次_2014年_4_出生数，2500g未満出生数（再掲），性・母の年
齢（各歳）・出生順位・都道府県（21大都市再掲）別

労働・賃金 (136) 

労働力、賃金・労
働条件、雇用、労
使関係、労働災害
に関するデータの
グループです。

統計 (122)
statistics (122)
労働 (120)
labor (120)
統計調査結果 (82)
statistics_survey_result (82)
白書_年次報告 (54)
paper and annual_report (54)
国際 (34)
international (34)

PDF (71)
XLS (58)
HTML (56)
gif (5)
XLSX (3)
RDF (1)

厚生労働省 (128)
文部科学省 (8)

・職業安定業務月報_平成27年6月_月次_2015年6月
・職業安定業務月報_平成27年6月_月次_2015年6月
・職業安定業務月報_平成27年5月_月次_2015年5月
・職業安定業務月報_平成27年4月_月次_2015年4月
・職業安定業務月報_平成27年3月_月次_2015年3月
・職業安定業務月報_平成27年2月_月次_2015年2月
・職業安定業務月報_平成27年1月_月次_2015年1月
・職業安定業務月報_平成26年12月_月次_2014年12月
・職業安定業務月報_平成26年11月_月次_2014年11月
・職業安定業務月報_平成26年10月_月次_2014年10月

データカタログサイトよりデータセット抜粋
※データカタログサイト（http://www.data.go.jp/）より引用、全15,339件、

「タグ」・「フォーマット」・「データセット」はホームページに表示されているものから上位抜粋



農林水産業 (245) 

農業、畜産業、林
業、水産業に関す
るデータのグルー
プです。

農業_林業 (160)
agriculture and forestry (160)
白書_年次報告書等 (139)
白書_年次報告 (139)
white_paper and
annual_report (139)
食料 (89)
政府の説明責任と民主主義
(73)
government_accountability
and democracy (73)
農村 (70)
統計 (59)

HTML (175)
PDF (161)
XLS (18)
XLSX (12)
mp3 (6)
ZIP (5)
epub (1)

農林水産省 (243)
総務省 (1)
内閣府 (1)

・平成25年畜産物流通統計
・平成24年青果物卸売市場調査報告（産地別）
・平成25年産野菜生産出荷統計人気
・平成25年耕地及び作付面積統計人気
・平成25年産作物統計（普通作物・飼料作物・工芸農作物）
・2010年世界農林業センサス 第２巻 農林業経営体調査報告書（総括編）
・2005年農林業センサス 第２巻 農林業経営体調査報告書（総括編）
・2000年世界農林業センサス 第２巻 農家調査報告書（総括編）
・平成25年産花き生産出荷統計人気
・平成25年産果樹生産出荷統計
・平成24年度畜産物生産費
・平成24年産米及び麦類の生産費
・ジュニア農林水産白書 ぼくらの大地･森･海の恵み

鉱工業（382）

鉱業、製造業に関
するデータのグ
ループです。

統計 (382)
statistics (382)
統計調査結果 (253)
statistics_survey_result (253)
工業 (170)
製造 (145)
製造業 (133)
manufacturing (133)
鉱業_採石業_砂利採取業
(121)
mining and quarrying_of_stone
(121)

ZIP (183)
PDF (150)
XLS (107)
HTML (21)
CSV (10)
exe (8)
lzh (5)
XLSX (3)
TXT (1)
RDF (1)

経済産業省 (361)
厚生労働省 (20)
内閣府 (1)

・平成12年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2000年
・平成13年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2001年
・平成14年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2002年
・平成15年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2003年
・平成15年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2003年
・平成16年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2004年
・平成17年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2005年
・平成18年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2006年
・平成19年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2007年
・平成20年（統計表）薬事工業生産動態統計調査_年次_2008年
・平成20年（概要）薬事工業生産動態統計調査_年次_2008年
・平成21年（統計表）薬事工業生産動態統計調査_年次_2009年

商業・サービス業
（136）

商業、需給流通、
サービス業に関す
るデータのグルー
プです。

統計 (136)
statistics (136)
統計調査結果 (69)
statistics_survey_result (69)
商業 (41)
卸売業_小売業 (28)
wholesale and retail_trade
(28)
金融業_保険業 (26)
生活関連サービス業_娯楽業
(26)

PDF (98)
XLS (78)
exe (18)
ZIP (7)
HTML (6)
XLSX (5)
gif (1)

経済産業省 (134)
内閣府 (2)

・特定サービス産業実態調査(2006年)
・特定サービス産業実態調査(2007年)
・特定サービス産業実態調査(2008年)
・特定サービス産業実態調査(2009年)
・特定サービス産業実態調査(2010年)
・電子商取引に関する市場調査(2005年度)
・商業動態統計調査(1998年)年報
・商業動態統計調査(1999年)年報
・商業動態統計調査(2000年)年報
・商業動態統計調査(2001年)年報
・商業動態統計調査(2002年)年報

企業・家計・経済
(1818)

企業活動、金融・
保険・通貨、物価、
家計、国民経済計
算、景気に関する
データのグループ
です。

経済 (622)
白書_年次報告 (331)
エネルギー (331)
white_paper and
annual_report (331)
産業 (311)
国際 (266)
international (266)
統計 (260)
statistics (260)
企業_家計_経済 (203)

PDF (1602)
HTML (716)
XLS (107)
XLSX (18)
ZIP (4)
PPT (4)
CSV (3)
gif (1)
exe (1)
TXT (1)

経済産業省 (1139)
内閣府 (676)
公正取引委員会 (2)
財務省 (1)

・平成27年度地域経済産業活性化対策調査（地域の魅力的な空間と機能づ
くりに関する調査）報告書
・平成２６年度エネルギー環境総合戦略調査（国内外のエネルギー動向に関
する調査・分析）
・平成２６年度国際エネルギー使用合理化等対策事業 （海外省エネ等動向
調査）
・平成２６年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（健康
寿命延伸産業分野におけるニーズ・シーズのマッチングに関する調査）　報
告書
・平成26年度地球温暖化問題等対策調査 欧州の気候変動政策に関する調
査・分析 報告書



住宅・土地・建設
(582)

住宅・土地、建設
に関するデータの
グループです。

統計 (359)
statistics (359)
統計調査結果 (316)
statistics_survey_result (316)
建設業 (196)
construction (196)
地理空間 (175)
geospatial (175)
企業_家計_経済 (145)
business and household and
economy (145)

PDF (432)
XLS (356)
jpeg (121)
HTML (82)
tiff (42)
XLSX (28)
CSV (19)
ZIP (15)
lzh (5)
wmv (1)

国土交通省 (557)
経済産業省 (25)

・建築物滅失統計調査_2014年11月
・建築物滅失統計調査_2014年12月
・建築物滅失統計調査_2015年1月
・建築物滅失統計調査_2015年2月
・建築物滅失統計調査_2015年3月
・建築物滅失統計調査_2015年4月
・建築物滅失統計調査_2015年5月
・建築物滅失統計調査_2015年6月
・建築物滅失統計調査_2015年7月
・建築物リフォーム・リニューアル調査_2014年度_10～3月期
・住宅着工統計_月次_2015年1月

エネルギー・水
(360)

電気、ガス、エネル
ギー需給、水に関
するデータのグ
ループです。

統計 (196)
statistics (196)
エネルギー (194)
エネルギーと環境 (143)
energy and environment
(143)
白書_年次報告 (63)
white_paper and
annual_report (63)
ガス (31)
災害 (30)

XLS (195)
HTML (146)
PDF (105)
ZIP (22)
DOC (4)
XLSX (1)

経済産業省 (159)
環境省 (140)
内閣府 (54)
厚生労働省 (4)
文部科学省 (3)

・第４回地球観測サミットの開催について
・電気保安統計(2000年度)
・電気保安統計(2001年度)
・電気保安統計(2003年度)
・平成２１年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書２０１０）
・平成25年度　給水人口と水道普及率
・平成25年度　水道の種類別箇所数
・水道普及率の推移
・平成25年度　水道の種類
・平成26年度の我が国における地球観測の実施方針
・持続可能な地球環境研究の進め方について　中間とりまとめ（論点整理）

情報通信・科学技
術 (456)

情報通信・放送、
科学技術、知的財
産に関するデータ
のグループです。

科学と研究 (254)
science and research (254)
white_paper and
annual_report (87)
統計 (76)
statistics (76)
白書_年次報告 (70)
通信 放送 (66)
知的財産 (53)
産業 (53)
特許 (32)

PDF (327)
HTML (179)
CSV (89)
XLS (43)
DOC (16)
ZIP (12)
DOCX (8)
XML (7)
PPT (5)
PPTX (2)

総務省 (158)
文部科学省 (148)
経済産業省 (79)
内閣官房 (49)
内閣府 (18)
厚生労働省 (3)
国土交通省 (1)

・メタデータ一覧2015年12月分
・大学等におけるフルタイム換算データに関する調査
・平成25年度_独立行政法人科学技術振興機構_革新的新技術研究開発業
務に関する報告書
・ブロードバンド基盤の整備_（3）その他
・情報通信白書_平成27年版
・メタデータ一覧2015年10月分
・平成24年度開始の研究開発プロジェクト一覧_大規模災害時に被災地の通
信能力を緊急増強する技術の研究開発
・R & D in the Nuclear Energy Field
・Promotion of Information Science Technology

運輸・観光 (1557) 

運輸、倉庫、観光
に関するデータの
グループです。

統計 (1453)
statistics (1453)
交通 (1325)
人の移動_ツーリズムに関す
る情報 (131)
transportation and tourism
(131)
白書_年次報告 (41)
white_paper and ann... (41)
旅客県間流動調査 (20)
社会 (19)
航空 (4)

PDF (978)
XLS (638)
HTML (80)
ZIP (10)
epub (5)
XLSX (1)
CSV (1)

国土交通省 (1535)
法務省 (22)

・営業普通倉庫の実績(主要21社）_平成27年9月
・営業普通倉庫の実績(主要21社）_平成27年8月
・全国観光入込客統計のとりまとめ状況_平成25年
・全国観光入込客統計のとりまとめ状況_平成26年
・全国観光入込客統計のとりまとめ状況_平成27年
・調査の結果「平成27年1月～3月期」
・調査の結果「平成27年4月～6月期」
・調査の結果「平成27年7月～9月期」
・mlit_20151130_0331
・調査結果（集計表、報告書）_平成27年8月分（第2次速報値）
・調査結果（集計表、報告書）_平成27年9月分（第1次速報値）
・平成２６年版 観光白書



教育・文化・スポー
ツ・生活 (1315)

学校教育、社会教
育、文化・スポー
ツ・生活に関する
データのグループ
です。

教育 (1095)
education (1095)
統計 (923)
statistics (923)
白書_年次報告 (227)
white_paper and
annual_report (227)
白書_年次報告書等 (144)
家庭 (130)
社会 (104)
地域 (101)

XLS (709)
PDF (298)
HTML (293)
XLSX (148)
ZIP (9)
CSV (9)
gif (1)
TXT (1)
DOCX (1)
DOC (1)

文部科学省 (1092)
内閣府 (157)
厚生労働省 (34)
総務省 (17)
法務省 (10)
環境省 (5)

・平成２６年度体力・運動能力調査
・平成26年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について
・地方独立行政法人の設立_定款の変更_解散及び合併の認可の基準
・地方独立行政法人法の概要
・平成19年調査_法人化を契機とした特色ある取組　概要版
・平成19年調査_法人化を契機とした特色ある取組
・平成20年調査_法人化を契機とした特色ある取組　概要版
・平成20年調査_法人化を契機とした特色ある取組
・公立大学法人一覧
・公立大学法人の仕組み
・「公立大学法人」制度の概要

司法・安全・環境
(1547)

司法、犯罪、災害、
事故、環境に関す
るデータのグルー
プです。

防災_減災関連情報 (795)
disaster_prevention_and_mitig
ation (795)
環境 (570)
environment (570)
災害 (501)
disaster (501)
安全 (411)
security (411)
白書_年次報告 (379)
white_paper and
annual_report (379)

HTML (937)
PDF (736)
CSV (333)
ZIP (121)
KMZ (73)
XLS (34)
XLSX (14)
KML (10)
DOC (4)
asx (3)

環境省 (608)
内閣府 (261)
法務省 (185)
総務省 (153)
経済産業省 (150)
警察庁 (121)
農林水産省 (64)
厚生労働省 (5)

・環境・循環型社会・生物多様性白書_平成27年版
・環境・循環型社会・生物多様性白書_平成26年版
・平成27年版犯罪白書のあらまし
・災害情報一覧_2014年（平成26年）
・災害情報一覧_2013年（平成25年）
・災害情報一覧_1999年（平成11年）
・災害情報一覧_2000年（平成12年）
・災害情報一覧_2001年（平成13年）
・災害情報一覧_2002年（平成14年）
・災害情報一覧_2003年（平成15年）
・災害情報一覧_2004年（平成16年）
・災害情報一覧_2005年（平成17年）

行財政 (4225) 

行政、財政、公務
員、選挙に関する
データのグループ
です。

予算_決算_調達関連情報
(3791)
budgets and final_accounts
and procurement (3791)
財政 (1830)
予算及び決算の概要 (1550)
budgets and
account_settlement (1550)
予算 (1518)
budgets (1518)
公務_他に分類されるものを
除く (1299)
government_except_elsewher
e_classified (1299)
支出 (1100)

PDF (2654)
HTML (1967)
XLS (481)
XML (142)
XLSX (63)
CSV (35)
ZIP (34)
exe (22)
DOC (9)
DOCX (5)

財務省 (776)
厚生労働省 (434)
経済産業省 (305)
警察庁 (298)
防衛省 (293)
環境省 (284)
総務省 (277)
法務省 (216)
文部科学省 (200)
農林水産省 (184)

・中央調達に係わる契約情報
・防衛装備庁の電子入札・開札システムの選択画面
・防衛装備庁ホームページのトップ画面
・装備品の調達制度等に関する情報（契約条項等含む）
・装備品の調達制度等に関する情報_入札及び契約心得_別表
・装備品の調達制度等に関する情報_入札及び契約心得_別冊
・装備品の調達制度等に関する情報_入札及び契約心得_別記様式
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