
 
 

はじめに 

静岡県統計協会は、統計知識の普及向上と会員相互の連携を図り、統計事業の発展に寄 

与することを目的として、昭和 25 年４月１日に設立されました。 

 経済・社会環境が大きく変化している中、現状を正確に把握し、将来を的確に予測する

ために、統計の果たす役割は益々重要になっております。当協会では、統計知識の普及や

統計事務の向上のための事業に取り組んでいます。 

 

１ 組織 

当協会の会員には、静岡県及び県内市町の普通会員と特別会員があります。統計情報の

活用を図るため、特別会員制度を設け会員の皆様に各種統計刊行物をお届けしています。 

 
 
 
 
 
 
 

特別会員には、協同組合、各種団体、商工団体、学校・図書館、金融機関、不動産関連

会社、報道・広告関連会社等の方が加入されています。 

 

＜特別会員の会員区分＞ 

 特別会員は、配布刊行物の種類によりＡ会員、Ｂ会員、月報会員に分かれています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静岡県統計協会の活動について 

政策企画部 統計利用課 

特  集 

会員区分 
配布刊行物名 

Ａ会員 Ｂ会員 月報会員 
静岡県の統計(月報) 〇 〇 〇 
静岡県の工業 〇 〇  
静岡県の県民経済計算 〇 〇  
しずおかけんの地域経済計算 〇 〇  
静岡県の自動車保有台数調査報告書 〇   
統計ハンドブック 〇 〇 〇 
静岡県民手帳（大型版）  
静岡県民手帳（小型版） 〇 〇 

〇 
静岡県学校基本統計 〇 〇  
毎月勤労統計調査年報 〇 〇  
静岡県推計人口年報 〇   
静岡県勢要覧 〇 〇 〇 
静岡県統計年鑑 〇   

合 計 12 種類 ９種類 ４種類 
 



２ 主要事業 

（１）統計知識の普及 

・統計功労者の表彰（表彰式は、静岡県と共催） 

・統計教育の振興指導 

（統計グラフコンクールは、静岡県、静岡県教育研究会と共催） 

・講習会への参加促進（(公財)統計情報研究開発センター主催の研修会等） 

（２）県民手帳の刊行及び販売 

（３）各種統計刊行物の発行(H28 発行予定：13 種類)及び販売 

 

３ 静岡県民手帳 

毎年 10 月中旬から『静岡県民手帳』を県内の主要書店及びセブン-イレブン等で販

売します。静岡県や市町の 新の主要統計指標や暮らしの相談窓口、公共機関の連絡

先のほか、市町のイベント情報など“ふじのくに静岡県”の情報が、たっぷり詰まっ

ています。 

2014 年版から、表紙が着せ替えできる【特装版】も販売しており、季節や気分に合

わせて、自由に着せ替え可能です。 

  

 ＜2017 年版 静岡県民手帳＞ 

 

 

・価格・規格 

 大型判（特装版）（15.0cm×9.5cm） 700 円（税込） 表紙：富士山 

 大型判（通常版）（15.0cm×9.5cm） 700 円（税込） 表紙：黒色 

 小型判（通常版）（12.5cm×8.0cm） 600 円（税込） 表紙：黒色 

 

・内容 

 日 記 編 カレンダー（2017 年、2018 年）、月間予定表（2016 年 12 月始まり） 

 週間予定表（1月始まり、二十四節気、行事付）、ふるさとの歳時記（県内

のイベント情報）、陰暦、花暦、しずおか食セレクション、日の出・日の入 

り時刻、書簡用語、富士山歳時記など   

 

 

©静岡県

アンケートに答えて 

“しずおか食セレクション” 

を当てよう!! 

※平成 29 年 1 月 31 日応募締切 



 統計資料編 県内の主な山・川・湖、各地の気象、降水量と平均気温、静岡県の統計 

      指標、都道府県別データ、県内市町別データなど 

 

 住 所 名 簿 編 中央省庁、都道府県、県庁・出先機関、警察、国の出先機関、国公立・公

的病院、市町、大学、主な県立スポーツ・文化施設、主要博物館、国会 

      議員、県議会議員など 

 

 生 活 編 くらしの相談窓口、郵便料金、印紙税額一覧、度量衡換算表、贈物の表書 

      年齢早見表、大規模地震への備え、富士山静岡空港、ふじのくに地球環境 

史ミュージアムなど 

 

 ・販売時期 平成 28 年 10 月中旬から 

 

 ・販売場所 県内の主要書店、セブン-イレブン、駿府楽市 

 県庁東館２階「喫茶ぴあ～」、静岡県統計協会など 

 

４ 統計教育出前講座 

（１）要旨 

  統計教育の一環として、静岡県の協力を得て、将来、統計情報の活用者や 

調査回答者となる子ども達に対し、様々な教育ツールを用意することにより、

小学生から大学生まで対応した統計に関する知識の習得や利活用の促進に取り

組んでいます。 

 

（２）統計出前講座の対象 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
（３）出前講座の実施状況 

   ＜小学校＞ 
   平成 27 年度は静岡市立駒形小学校と富士市立大淵第一小学校で実施しまし 

た。 
  統計クイズやグラフ作成を通して、静岡県を知ってもらうことや、統計に親

対象 講座内容（例） 

統計協会会員特別会員 
※会員(Ａ・Ｂ・月報)の区分は問わない 

・経済波及効果の基礎 
・アンケート調査の設計 
・統計データの加工と分析 
・回帰分析の基礎 

希望のある小学校 ・統計グラフの読み方 
・統計データの表現の仕方 

希望のある中学校 ・統計データの取得 
・複数データの比較 

希望のある高等学校 
・アンケート調査の設計 
・統計データの加工と分析 
・統計データの取得と活用 



しむことに主眼を置きました。 

   
 
〔感 想〕 

・統計クイズが、とても楽しく、さらに統計について知りたいと思った。 
・グラフ作成は、難しかったが、楽しみながらつくることができた。 

 
＜高校＞ 

   平成 28 年度は、袋井商業高校と島田商業高校で実施しました。PPDAC とい

う問題解決のプロセスに沿った統計グラフの作成やアンケート調査の設計など

について講座を行いました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ＜袋井商業高校＞           ＜島田商業高校＞ 
 

〔感 想〕 
  ・統計グラフについて初めて知ったことがたくさんあった。 
  ・統計グラフ作成上の注意点について理解できた。 
  ・どのようにデータを集め、分析できるか分かった。 
  ・問題解決のプロセスについて理解することができた。 
  ・目先のグラフにだまされず、多角的に確認する必要性があることが分かった。 
 
   ＜大学＞（特別会員） 
   平成 27 年度は、静岡大学と静岡産業大学で実施しました。経済波及効果の基礎 

や地域経済分析システムなどについて講座を行いました。 
 

＜駒形小学校＞            ＜大淵第一小学校＞ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜静岡大学＞            ＜静岡産業大学＞ 

〔感 想〕 
・RESAS（地域経済分析システム）について、しっかり学習できたので、今後の経

済の勉強に役立てたい。 
・経済統計に興味を持つことができた。 
・卒業論文に活用できると感じた。 
 
 今後は、中学校においても開催を予定しており、より一層、統計知識の普及向上

に取り組んでいきます。 
 

５ 統計グラフコンクール 

 県内の小中学生等を対象に、日常生活の中で観察したことなどを統計グラフに 
表現し、統計の正しい見方や考え方の普及啓発を図ることを目的として、静岡県、

静岡県教育研究会と共催で昭和 27 年から毎年、統計グラフコンクールを開催し、

平成 28 年度は 65 回目の開催となります。 

なお、平成 28 年度は、1,347 点の応募があり、その中から 35 点を県知事賞等 

優秀作品として選定し、その中から 23 点を全国コンクールに出品する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

    ＜全国コンクール入選作品:第３部＞    ＜静岡県知事賞：第１部＞ 

  

 

＜平成 27 年度優秀作品より＞



(１)表彰式及び作品展示会 

県知事賞等は、静岡県統計功労者表彰式において表彰します。 
平成 28 年度は、11 月 29 日（火）に「しずぎんホールユーフォニア（静岡市）」

にて開催し、併せて優秀作品の展示も行う予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）全国コンクール 

平成 27 年度は、県知事賞等の受賞作品のうち、25 点を「統計グラフ全国コ

ンクール」（主催：（公財）統計情報研究開発センター）に出品し、入選１点、

佳作７点の計８点が入賞しました。 
 

おわりに 

 当協会では、特別会員を募集しています。 

○ 毎月、 新の統計情報や統計刊行物をお届けします！ 

特別会員の方には、特典として、毎月、 新の景気動向指数や統計刊行物を無料で

お届けします。 

○ 統計データは、経営の指針となる情報です！ 

統計データは、経営や販売計画の策定、地域経済動向の分析などのための基礎資料

として、欠かすことのできない情報です。 

○ その他の特典 

・ 静岡県の情報が満載の「県民手帳」を進呈します。 

・ 統計に関する様々な疑問や相談にお応えするレファレンスサービスを受けら

れます。 

・ 統計に関する出前講座（経済波及効果の基礎やアンケート調査の設計等）を無

料で受講できます。 

・ 毎月、 新の統計情報を会員限定のメールマガジンでお届けします。 

・ 統計刊行物購入時の送料や振込手数料（郵便局）が無料になります。 

問 合 せ  静岡県統計協会 （静岡県統計利用課内） 
           〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６ （県庁東館６階） 

ＴＥＬ 054-221-2298 ＦＡＸ 054-221-3609 

＜27 年度静岡県統計功労者表彰式＞ 


