
 

 

 

 平成２８年１１月１６日（水）午後１時
半から午後４時まで、国立オリンピック記
念青少年総合センターカルチャー棟で、総
務省と統計情報研究開発センター主催《第
６６回全国統計大会》が開催されました。 
各省大臣表彰はじめ《第６４回統計グラ

フ全国コンクール》の入賞作品表彰、《日
本統計学会会長賞》や《日本品質管理学会
賞》の表彰、《大内賞》表彰の賞状授与が
行われました。 

 

主催者挨拶、祝辞の後、総務大臣、厚生
労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、
国土交通大臣など各省大臣表彰に続いて
《第６４回統計グラフ全国コンクール》で
は応募２６,０００件余りからの特選の表
彰、最後に《大内賞》表彰が行われました。 

休憩後、初めての試み「統計・データサ
イエンス活用セミナー」が開催され、午後
４時過ぎに終了しました。

会場を埋め尽くす全国からの参加者、アチコチから方言が聞こえる賑やかな大会でした 
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高市早苗総務大臣ご本人の列席とあって緊張感が漂い････ 

 

 

 《全国統計大会》は国や地方公共団体、

関係団体などの統計関係者が一堂に会し、
統計及び統計制度の進歩発展、統計の普及

啓発、相互交流と研鑽を行うことを目的に
開催するもので今年６６回目の行事です。 

 “統計”は私たちが生活する中で欠くこ
とのできないものですが「国勢調査」など
の時期以外、必ずしも関心が高いとは言え
ませんが、ビッグデータの時代に入り、統
計データの重要性が理解され、幅広い分野
で統計への関心が高まっています。 
 《第６６回全国統計大会》の前半は全国
各地で総務省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省などの統計データ
の収集・調査に係わる皆さんに対する各省
《大臣表彰》が行われました。 
 続いて《第６４回統計グラフ全国コンク
ール》の応募作品の中から入賞者への表彰、
大内兵衞博士を記念する《大内賞》授与、
休憩後「統計・データサイエンス活用セミ
ナー」が行われました。

 ② 

各種統計に係わる活動が認められた皆さんと統計グラフコンクールの優秀作品制作の皆さん 

高市総務大臣から表彰を受ける受賞者 



 

 

 

 

 

 第二次世界大戦敗戦直
後の日本の状況を調査す
るために来日したライス
調査団（スチュアート・ラ
イス米国政府統計部長を
団長とする）は「統計は国
民の財産である」と統計デ
ータの積極的な開示、活用
を指導しました。そうした
統計データを地方公共団
体で積極的に利用、活動す
るよう働きかけているの
が総務省統計部局です。 
 第１回「地方公共団体に
おける統計利活用表彰」の
総務大臣賞は佐賀県に授
与され、高市総務大臣から
表彰状を授与されました。 
 「データ分析に基づく政
策立案手法の導入」をテー
マに《データ利活用プロジ
ェクト》がデータの活用に
努めたことが評価され、表
彰されたものです。 
 また総務省統計局長賞
を京都市が受賞し、曾田雅
人局長より表彰状が授与
されました。 

 

 京都市では統計ＡＰＩ
を活用した全市区町村の
統計データを分析・可視化
するアプリケーション（次
世代統計アプリケーショ
ン）の開発・公開など、統
計情報の高度化の推進を
テーマに取組んだ活動が
評価されたものです。

 ③ 



 

 

 

 

 

 

 第１回「地方公共団体に
おける統計利活用表彰」の
特別賞には茨城県、京都府、
福岡市の３自治体が選ば
れ、それぞれの受賞者に曾
田雅人局長より表彰状が
授与されました。 

 

 最初の茨城県は「ＳＮＳ
を活用した効果的な広報
の実施」をテーマにソーシ
ャルネットワーキングサ
ービスを活用して統計デ
ータの発信などを行った
ものです。 

 

二つ目の京都府は「平成
２８年中における交通死
亡事故抑止対策の推進」を
テーマに地理的情報に基
づく交通事故分析を行い、
事故抑止に役立てました。 

 

三つ目の福岡市は「シテ
ィプロモーションサイト
“Fukuoka Facts”の運
営」、福岡市の魅力や特性
の PRにつながる情報を各
種データから抽出し、イラ
スト化して活用した事例
でした。 

 ④ 



 

 総務省の高市早苗総務大臣自らが表彰状を授与。 

 

 厚生労働省の安藤よし子政策統括官が授与。 

 

 農林水産大臣賞は佐々木康雄統計部長が授与。 

 

《総務大臣表彰》は、今

年実施された「国勢調査」

はじめ、「労働力調査」、

「小売物価統計調査」、

「家計調査」、「個人企業

経済調査」等各種統計調査

に貢献した５７０名余り

の調査員に対して贈られ

たもので、新潟県の関由昇

さんと埼玉県の窪和子さ

んが全国の受賞者を代表

して高市総務大臣から表

彰状を受けとりました。 

続いて行われた《厚生労

働大臣表彰》は、厚生統計

関係で個人表彰と団体表

彰があり、個人表彰では都

道府県職員・市町村職員表

彰、統計調査員、団体など

が、また労働統計では個人

表彰の部で都道府県職員

表彰、統計調査員表彰、団

体や事業所などを表彰す

るもので、代表として岐阜

県の横山政子さんが表彰

状を受けとりました。 

《農林水産大臣表彰》で

は「農林水産統計調査」に

永年貢献した調査員と特

別協力者の皆さんが表彰

されました。 

受賞者を代表して和歌

山県の山本富代さんが農

業統計記帳農家として、

佐々木康雄統計部長から

表彰状を授与されました。 

 ⑤ 



 

 経済産業省の吉村忠幸大臣官房審議官グループ長が授与。 

 

 国土交通省の竹田浩三総合政策局情報政策本部長が授与。 

 

 《経済産業大臣表彰》は、

「構造統計」と「動態統計」

に関する調査に貢献した

統計調査員などが表彰対

象で、代表として岡山県の

石井八重蔵さんが表彰状

を受けとりました。 

 各省関係の表彰の最後

《国土交通大臣表彰》は、

「建設統計調査」について

の表彰が行われ、地方公共

団体職員、調査員や事業所

が表彰されました。 

 代表して宮崎県の向陽

鉄工株式会社さんが表彰

状を受けとりました。 

 以上が《各省大臣表彰》

の模様です。

  ⑥ 



 

 

 

 《第６４回統計グラフ全
国コンクール》には全国か
ら２６,０００件以上の応
募がありましたが、その中
から優秀作品が選ばれ、表
彰が行われました。 
《総務大臣賞》は宮崎県

西米良村立西米良中学校
３年の吉丸日葉さんの「ふ
るさと西米良村を未来へ
残そう！」が選ばれ、高市
早苗総務大臣から表彰状
を授与されました。 
《文部科学大臣賞》には

新潟県上越市立春日小学
校４年生、小川芽生さんの
「お話の中の動物たち、世
界共通？動物のイメージ」
が選ばれました。 

 

文部科学省生涯学習政
策局の佐藤安紀生涯学習総
括官が小川芽生さんに表
彰状を授与しました。 

 

 総務省の高市早苗総務大臣自ら表彰状を授与。 

 

 文部科学省の佐藤安紀生涯学習総括官が表彰状を授与。 
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《日本統計学会会長賞》
に大阪府守口市立守口小
学校１年の松岡千穂さん
の「スーパーのやさいはど
こからきたの？」が選ばれ、
日本統計学会の岩崎会長
が表彰状が授与しました。 

 
《日本品質管理学会賞》

には福岡県西南女学院高
等学校２年の木村紗彩さ
ん、九州大学工学部１年の
木村晃久さん兄妹の「もっ
たいない！！食品ロス」が
選ばれました。  日本品質管理学会の椿広計会長が表彰状を授与。 

 日本統計学会の岩崎学会長から表彰状を授与。 

 

 ⑩ 
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 第３部の特選には茨
城県竜ケ崎市馴柴小学
校５年の近野豪樹君の
「進む高齢化、大切なの
は関わり合いと思いや
り」が選ばれました。 
また小学生の児童以

上が対象のパソコン統
計グラフの部の特選に
は栃木県立宇都宮女子
高等学校１年の坂本真
愛さんの「先生が超多
忙！中学校運動部顧問
の現状」が選ばれ、それ
ぞれ統計情報研究開発
センターの伊藤彰彦理
事長から表彰状を授与
されました。 統計情報研究開発センターの伊藤彰彦理事長が表彰状を授与 

⑪ 
 ⑬ 
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 戦後混乱をきたしていた我が国の官
庁統計などの再建・整備に尽力された大
内兵衛博士の功績を称え、設けられたの
が“大内賞”です。 
今年度は、計算機統計学や多変量解析

の理論並びに応用研究に多大な貢献を
された東京都の田中豊さん、４８年にわ
たり家計調査、生産動態統計調査などに
従事した福岡県の菊川伸子さん。 

 

 長年にわたり総務省統計局で統計実
務に従事し、労働力統計の改善、オンラ
イン調査の導入などに貢献した東京都
の近藤登雄さん、４７年間にわたり工業
統計調査、労働力調査、商業統計調査に
従事した神奈川県の住谷知美さんの４
名の皆さんが受賞しました。 
大内賞審査委員会の西村淸彦委員長

から表彰状が授与されました。 

 ⑯ 

大内賞審査委員会の西村清彦委員長から表彰状を授与される受賞者の皆さん 



 

 総務省では統計の重

要性に対する関心と理

解を高め、統計調査に対

する一層の協力を頂け

るようにとの意図「統計

の日」（毎年１０月１８

日）が制定され、全国で

いろいろな行事が催さ

れます。 

今年度の統計の日の

標語には１０,４０４点

の応募があり、審査の結

果、茨城県常陸太田市立

太田中学校２年の塩谷

泰成君の作品「統計の足

し方情報、大きな安心」

が特選に選ばれ表彰状

並びに記念品が総務省

の新井豊政策統括官よ

り授与されました。 

 標語を入れた左のよ

うなポスターが制作さ

れたり、広報媒体に活用

されています。 

  

 ⑰ 



  

 ⑱ 

受賞代表者による謝辞に併せ起立する受賞者の皆さん 

すべての表彰が終わったところで、受賞者を代表し、お二方から謝辞が述べられました 



   

 

 

 各種表彰、受賞者代表
による謝辞が終わり、表
彰式が終了したところ
で、統計グラフ全国コン
クールの審査委員長を
務めた渡辺美智子統計
センター理事（慶應義塾
大学大学院健康マネジ
メント研究科教授）の司
会で《統計・データサイ
エンス活用セミナー》が
開催されました。 
 最初に総務大臣賞を
受賞した佐賀県の楠田
さん、続いて京都市の井
上さんが、それぞれ受賞
の背景となったシステ
ム等のプレゼンテーシ
ョンを行いました。 

 ⑲ 

増加の一途をたどる救急車などの出動データなどを分析し、これまでの勘や経験に頼らず 
統計データを科学的に分析、活用することで有効な政策立案ができるようになったと楠田さん 

オープンデータの活用を積極的に進める国の施策に対応し 
京都市では平成２５年以降、ホームページを抜本的に見直し 
平成２７年度ＡＰＩアプリの公開などを紹介する井上さん 

グラフコンクールの審査委員長
統計センター・渡辺美智子理事 



   

 

 

 第６４回統計グラフ
全国コンクールで総務
大臣賞を受賞した宮崎
県西米良村立西米良中
学校３年の吉丸日葉さ
んが、高校が無い村を離
れ高校に進学する前に
西米良村の素晴らしさ
をデータで分析、村を残
すには何をすべきかを
発表しました。 
 文部科学大臣賞受賞
の新潟県上越市立春日
小学校４年生の小川芽
生さんはグリムやイソ
ップや日本の童話など
８０話を読み、登場する
ねずみやきつね等がど
のように描かれている
かを分析、元気に発表し
会場を沸かせました。 

文部科学大臣賞を受賞の小川芽生さんのテーマは「お話の中の動物たち」でした 
大人では気づかないグリムやイソップなどの童話の中の動物について、何が一番多いのか 

その動物がどんなイメージでとらえられているかを分析した素晴らしい内容でした 

 ⑳ 

総務大臣賞を受賞の吉丸日葉さん、高校進学で村を離れる前に 
西米良村のことを調べ、ふるさと西米良村が素晴らしいところと 
西米良村を残すにはどうすれば良いのかをグラフで発表しました 

グラフコンクールの審査委員長 

統計センター・渡辺美智子理事 



 

 ２１ 

 寒暖の差の激しい季節
ですが１６日は幸い風も
無く穏やかな午後でした。 
 高市総務大臣自ら受賞
者に表彰状を授与するな
ど、例年に無い緊張の中で
全国から６００名を超え
る参加者が集まり、統計や
グラフについて熱心に学
ぶ機会となりました。 
 小学校４年の小川芽生
さんはこれからも統計グ
ラフに挑戦したいと･･･ 
 何をテーマにしますか
との渡辺先生の質問に「そ
れは秘密」との答えに会場
は爆笑に包まれ、全ての予
定を終了しました。 《大内賞》の審査委員の皆さんと受賞者の皆さん 

エントランスホールでは第６４回統計グラフ全国コンクールの受賞作品や優秀作品を展示 


