労働統計機関一覧
（注）掲載機関の都合によりURLが変更される場合がある。最新の各国労働統計機関のリ
ンク集については, 労働政策研究・研修機構ウェブサイト（http://www.jil.go.jp/foreign/
link/）を参照されたい。
-------------------------

国際機関等

------------------------

国際労働機関 (ILO) ―International Labour Organization
http://www.ilo.org/
EU統計局 (EUROSTAT) ―Statistical Office of the European Communities
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
国際通貨基金 (IMF) ―International Monetary Fund
http://www.imf.org/
経済協力開発機構 (OECD) ―Organization for Economic Co-operation and Development
http://www.oecd.org/
国際連合 (UN) ―United Nations
http://www.un.org/
国際復興開発銀行 (世界銀行) ―World Bank
http://www.worldbank.org/
--------------------

各国・地域の統計機関

-------------------

［日本］
総務省統計局 ―Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications
http://www.stat.go.jp/
内閣府 ―Cabinet Office
http://www.cao.go.jp/
厚生労働省 ―Ministry of Health, Labour and Welfare
http://www.mhlw.go.jp/
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［アメリカ］
アメリカ労働省 ―U.S. Department of Labor (DOL)
http://www.dol.gov/
アメリカ労働統計局 ―U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)
http://www.bls.gov/
［カナダ］
カナダ統計局 ―Statistics Canada
http://www.statcan.gc.ca/
［イギリス］
イギリス統計局 ―Office for National Statistics (ONS)
http://www.ons.gov.uk/
［ドイツ］
連邦統計局 ―Federal Statistical Office
http://www.destatis.de/
［フランス］
国立統計経済研究所 ―National Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE)
http://www.insee.fr/
［イタリア］
国立統計研究所 ―National Institute of Statistics (ISTAT)
http://www.istat.it/
［オランダ］
オランダ統計局 ―Statistics Netherlands (CBS)
http://www.cbs.nl/
［ベルギー］
ベルギー統計局 ―Statistics Belgium
http://www.statbel.fgov.be/
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［ルクセンブルク］
国立統計経済研究所 ―The National Institute for Statistics and Economic Studies (STATEC)
http://www.statistiques.public.lu/
［デンマーク］
デンマーク統計局 ―Statistics Denmark
http://www.dst.dk/
［スウェーデン］
スウェーデン統計局 ―Statistics Sweden (SCB)
http://www.scb.se/
［アイスランド］
アイスランド統計局 ―Statistics Iceland
http://www.hagstofa.is/
［アイルランド］
アイルランド中央統計局 ―Central Statistics Office Ireland
http://www.cso.ie/
［スイス］
スイス連邦統計局 ―Swiss Federal Statistical Office
http://www.bfs.admin.ch/
［スペイン］
国家統計局 ―National Statistics Institute
http://www.ine.es/
［ロシア］
連邦国家統計局 ―Federal State Statistics Service
http://www.gks.ru/
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［中国］
中国国家統計局 ―National Bureau of Statistics of China
http://www.stats.gov.cn/
中国人民銀行 ―The People’s Bank of China
http://www.pbc.gov.cn/
［香港］
香港統計局 ―Census and Statistics Department‐Hong Kong
http://www.censtatd.gov.hk/
［台湾］
国家統計資料庁（台湾） ―National Statistics, R.O.C.(Taiwan)
http://www.stat.gov.tw/
［韓国］
韓国統計庁 ―Statistics Korea (KOSTAT)
http://kostat.go.kr/
大韓民国銀行 ―The Bank of Korea
http://www.bok.or.kr/
［タイ］
タイ王国統計局 ―National Statistical Office Thailand (NSO)
http://www.nso.go.th/
［シンガポール］
シンガポール統計局 ―Singapore Department of Statistics
http://www.singstat.gov.sg/
［マレーシア］
マレーシア統計局 ―Department of Statistics Malaysia
http://www.statistics.gov.my/
マレーシア工業開発庁 ―Malaysia Industrial Development Authority (MIDA)
http://www.mida.gov.my/
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［インドネシア］
インドネシア中央統計庁 ―Statistics Indonesia
http://www.bps.go.id/
［フィリピン］
フィリピン国家統計局 ―National Statistics Office, Republic of the Philippines
http://web0.psa.gov.ph/
［インド］
インド統計局 ―Census of India
http://www.censusindia.net/
［オーストラリア］
オーストラリア統計局 ―Australian Bureau of Statistics
http://www.abs.gov.au/
［ニュージーランド］
ニュージーランド統計局 ―Statistics New Zealand
http://www.stats.govt.nz/
［ブラジル］
ブラジル地理・統計院 ―Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)
http://www.ibge.gov.br/
［メキシコ］
国家統計・地理局 ―National Institute of Statistics and Geography (INEGI)
http://www.inegi.org.mx/

－ 289 －

