
平成29年９月１日現在

都道府県名 名　　称 開催期間 開催場所

北海道 平成29年度統計グラフ全道コンクール入賞作品展 平成30年１月９日（火）～10日（水） 北海道庁　本庁舎1階　道政広報コーナー

青森県統計グラフコンクール入選作品展示会 平成29年11月7日（火） 黒石市　津軽伝承工芸館

第５回青森県統計教育セミナー 平成29年7月27日（木） 青森国際ホテル（青森市）

第61回岩手県統計グラフコンクール入賞作品展示
①平成29年12月18日(月)～30年1月19日(火)8:30～
17:15
②平成29年11月9日(木)13:30～15:30

①岩手県庁１階県民室
②北上市文化交流センター（さくらホール）（統計大会会場）

小学生統計グラフ教室～楽しいグラフを作ろう～
平成29年7月29日（土）13:00～16:00、
平成29年7月30日（日）10:00～16:00

エスポワールいわて

宮城県 宮城県統計グラフコンクール入賞作品展 平成29年8月1日（火）～8月14日（月） 宮城県庁２階ロビー

秋田県 統計グラフコンクール作品展示 平成29年11月９日（木） 秋田県庁第二庁舎大会議室前

山形県 第67回山形県統計グラフコンクール優秀作品展

①平成29年11月30日（木）
②平成29年12月5日（火）～13日（水）
③平成29年12月13日（水）～21日（木）
④平成30年1月10日（水）～18日（木）
⑤平成30年1月18日（木）～31日（水）

①山形テルサ（山形市）
②ひらたタウンセンター（酒田市）
③ゆめりあ（新庄市）
④フレンドリープラザ（川西町）
⑤山形県庁（山形市）

第67回福島県統計グラフコンクール入選作品巡回展 平成29年11月～30年2月 福島市ほか県内６箇所

統計セミナー 平成29年11月27日（月） 福島テルサ（福島市）

新潟県 新潟県統計グラフコンクール入選作品展
【平成28年度作品展示】平成29年７月初旬～８月下旬
【平成29年度作品展示】平成29年11月中旬～30年３月下旬

県内ショッピングセンター、公共施設等10箇所程度を巡回展
示

茨城県 茨城県統計グラフコンクール入選作品展 平成29年12月～30年2月 茨城県庁舎，茨城県立図書館，県西生涯学習センターほか

栃木県 統計グラフ栃木県コンクール入選作品展
平成29年7月21日（金）～28日（金）
平成29年12月22日（金）～30年1月5日（金）

栃木県庁　本館1階　展示コーナー
栃木県庁　本館15階　展望ロビー　企画展示ギャラリー

群馬県
平成29年度（第56回）統計グラフ群馬県コンクール優秀作
品展示

①平成29年10月下旬（予定）
②平成29年11月４日（土）～11月９日（木）（予定）

①ぐんまこどもの国　児童会館３階ギャラリー
②群馬県庁１階県民ホール

埼玉県 第68回埼玉県統計グラフコンクール入賞作品展
①平成29年11月14日（火）
②平成29年11月22日（水）
③平成29年12月

①埼玉県庁　第2庁舎　統計相談室（県庁オープンデー）
②埼玉会館（統計功労者表彰式）
③埼玉県庁連絡通路

千葉県 千葉県統計グラフコンクール入賞作品展示
①平成29年12月5日（火）～11日（月）
②平成30年1月24日（水）

①そごう千葉店地階そごうギャラリー
②千葉市青葉の森公園芸術文化ホール

東京都 グラフコンクール入賞作品展
平成29年7月21日(金)～27日(木)、平成29年11月14日(火)
（表彰式実施日）、平成30年3月26日(土)～29日(火)

東京都庁第一本庁舎

神奈川県 統計グラフコンクール入選作品展示会 平成29年12月2日（土） かながわ労働プラザ　展示コーナー

山梨県統計グラフコンクール入選作品展示会 平成29年11月17日（金）～30日（木） 山梨県立男女共同参画推進センター

平成29年度統計普及キャンペーン 平成29年9月～10月（予定） 県内各市町村　（予定）

平成29年度統計普及キャンペーン関連 平成29年10月2日（月）～31日（火）　 山梨県庁舎「統計の日」懸垂幕掲示

長野県 第65回長野県統計グラフコンクール入賞作品展示 平成29年11月27日（月）～ 29年12月1日（金） 長野県庁１階ロビー

平成29年度(第66回)静岡県統計グラフコンクール優秀作品
展示会

平成29年7月31日（月）～平成29年8月4日（金）（昨年度
特別賞作品展示）
平成29年11月28日（火）ほか

静岡県庁東館2階サービスセンター内ほか

夏休み子ども統計・グラフ相談 平成29年7月31日（月）～平成29年8月4日（金） 静岡県庁東館2階サービスセンター内

富山県 平成29年度富山県グラフコンクール入選作品展示会 平成29年11月（予定） イオンモール高岡（予定）

石川県 第65回石川県統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成29年10月30日（月）～11月5日（日） 石川県庁行政庁舎19階展望ロビー

岐阜県 平成２９年度岐阜県統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成29年11月8日（水）～11月22日（水） 岐阜県図書館

愛知県 第６1回愛知県統計グラフコンクール入賞作品等の展示 平成29年10月上旬～30年1月下旬 愛知県庁地下通路などの県内９箇所を巡回展示

三重県 統計グラフ三重県コンクール優秀作品展示
①平成29年11月13日（月）～11月17日（金）
②平成29年11月22日（水）～11月27日（月）

①県民ホール（三重県本庁舎内）
②みえ県民交流センター（アスト津内）

統計グラフパネル展 平成29年11月中旬～ 福井県庁１階県庁ホール他

平成29年「統計の日」キャンペーン 平成29年10月中旬～ 県内ショッピングセンター２か所（予定）

滋賀県 滋賀県統計グラフコンクール優秀作品展

①4月1日(土)～4月12日(水)　12日間（前年度作品）
②4月20日(木)～5月12日(金)　23日間（前年度作品）
③6月8日(木)～7月6日(木)　29日間（前年度作品）
④7月7日(金)～7月18日(火)　12日間（前年度作品）
⑤7月19日(水)～7月30日(日)　12日間（前年度作品）
⑥7月31日(月)～8月9日(水)　10日間（前年度作品）
⑦8月10日(木)～8月28日(月)　19日間（前年度作品）
⑧10月27日(金)～11月10日(金)　15日間
⑨11月中旬～下旬
⑩12月1日(金)～12月7日(木)　7日間
⑪12月8日(金)～1月10日(水)　34日間
⑫1月
⑬2月5日(月)～2月28日(水)　24日間
⑭3月23日(金)～3月31日(土)　9日間

①甲西図書館
②朽木公民館
③信楽図書館
④商業施設
⑤県立図書館
⑥甲賀図書情報館
⑦浅井図書館
⑧滋賀県庁県民サロン
⑨滋賀県庁連絡通路
⑩野洲図書館
⑪甲南図書交流館
⑫商業施設
⑬水口図書館
⑭甲西図書館

京都府統計グラフコンク－ル　入賞作品展
①平成29年7～８月（28年度入賞作品）
②平成30年１月（29年度入賞作品）

①府内各地（京都市、宮津市、城陽市、精華町、与謝野町）
②未定

統計講習会 未定 未定

大阪府
大阪府統計グラフコンクール入賞作品展（夏の展示、冬の展
示）

６～８月（夏の展示）、１～３月（冬の展示） NHK大阪放送局、イオンモール、大阪府立図書館等

兵庫県 平成29年度兵庫県統計グラフコンクール優秀作品展示会 平成29年12月～30年3月 神戸市、姫路市、加古川市、篠山市等

京都府

平成29年度「統計の日」に関連した行事実績及び予定

青森県

岩手県

静岡県

福井県

福島県

山梨県



都道府県名 名　　称 開催期間 開催場所

奈良県 奈良県統計グラフコンクール入賞作品展示会
①平成29年12月25日（月）～28日（木）
②平成30年1月9日（火）～12日（金）

①奈良県庁屋上ギャラリー
②奈良県産業会館

和歌山県 平成29年度和歌山県統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成29年12月中旬～30年1月中旬 和歌山県立図書館

とっとりサイエンスワールド2017
①平成29年7月30日（日）
②平成29年8月20日（日）
③平成29年8月27日（日）

①米子コンベンションセンター
②とりぎん文化会館
③倉吉未来中心

農と食のフェスタinせいぶ 平成29年10月21日（土）～22日（日） 米子市

統計パネル展示 平成29年10月1日（日）～31日（火） 鳥取県立図書館

島根県 島根県統計グラフコンクール入選作品展示会 平成29年12月21日（木） 島根県立男女共同参画センター　あすてらす

岡山県 平成29年度岡山県統計グラフコンクール入賞作品展 平成29年12月19日（火）～12月27日（水） 岡山県生涯学習センター

統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成29年11月13日（月）～11月27日（月） 広島県庁舎本館２階県民ギャラリー

統計利用セミナー 平成30年１月26日（金） 広島県立総合体育館

山口県 山口県統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成29年10月～30年3月 山口県庁・市役所など

徳島県 徳島県統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成30年1月～3月(予定） 未定

第65回香川県統計グラフコンクール入賞作品展 平成29年11月６日（月）～30年1月14日（日） 香川県庁ギャラリー、東かがわ市交流プラザ等6ヶ所

平成29年度香川県統計セミナー 平成29年7月28日（金）13:30～15:30 香川県社会福祉総合センター

平成29年度統計グラフ展示会 平成29年6月1日（木）～8月30日（水） 愛媛県立図書館

平成29年度統計セミナー 平成29年7月27日（木）13：00～16：00 愛媛県庁第２別館　高度情報化研修室

高知県 平成29年度高知県統計グラフコンクール入賞作品展 平成29年11月18日(土)～29日(水) 高知県庁正庁ホール前

福岡県 第65回福岡県統計グラフコンクール入賞作品展
①平成29年11月10日（金）～24日（金）
②平成29年11月7日（火）～24日（金）（予定）
③平成29年12月28日（月）～30年1月5日（金）

①福岡県立図書館１階企画展示室
②福岡県庁1階ロビー
③アクロス福岡１階コミュニケーションエリア

統計グラフ佐賀県コンクール入賞作品展示会 平成29年11月17日（金）～21日（火） 佐賀県庁

佐賀県統計データフェア
平成29年6月6日(火)～10日(土)、6月24日(土)、7月7日(金)
～17日(月)、8月1日(火)～8月6日(日)、8月31日(木)～9月
26日(火)

みやき町、佐賀市、鳥栖市

長崎県 長崎県統計グラフコンクール入賞作品展 平成29年10月～11月 浜屋百貨店（長崎市）、佐世保玉屋（佐世保市）

平成29年度統計グラフコンクール特別賞作品展 平成29年7月22日（土）から8月2日（水） 熊本県立図書館

平成29年統計グラフ指導者講習会 平成29年6月7日（水） 熊本県庁新館201会議室

大分県 統計グラフコンクール入賞作品展示 平成29年12月15日(金)頃から10日間程度 県政展示室(予定）

①第４８回宮崎県統計グラフコンクール入賞作品展示会
②第４９回宮崎県統計グラフコンクール入賞作品展示会

①平成29年5月16日(火)～6月6日(火)、6月12日(月)～19
日(月)、6月21日(水)～7月14日(金)、7月19日(水)～30日
(日)、8月8日(火)～29日(火)
②平成29年12月頃、平成30年1月23日(土)～2月9日(火)

①都城市立図書館、県庁本館、都農町民図書館、宮崎県立図書
館、宮崎市立佐土原図書館
②ショッピングセンター宮交シティ、三股町立図書館

統計セミナー
①平成29年10月頃
②平成30年2月頃

宮崎県企業局　県電ホール

宮崎県親子統計グラフ教室 平成29年7月30日（日） 宮崎県立図書館

統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成29年11月～30年3月
鹿児島県庁18階展望ロビー、天文館ぴらもーる、商業施設、
県民交流センター、地区協議会（4カ所）

鹿児島県統計グラフ指導者講習会 平成29年6月9日（金） 鹿児島県庁

統計グラフ派遣講習会 年間随時 申し込みのあった県内小・中・高等学校

親子で学ぶ統計グラフ教室 平成29年7月29日（土） 鹿児島県青少年会館

沖縄県統計グラフコンクール入賞作品展示会 平成29年12月11日（月）～15日（金） 沖縄県庁１Ｆ県民ホール

「統計の日」啓蒙ポスター展示 平成29年10月16日（月）～19日（木） 沖縄県庁１Ｆ県民ホール

※詳細については各都道府県にお問い合わせください。
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