
 

 

平成２４年度 事  業  報  告 

自 平成２４年４月 １日 

至 平成２５年３月３１日 

 

 

１．調 査 業 務 

（1）経済基礎調査（月報「経済の動き」を中心に） 

①本県市町村財政の現状                       （４月号） 

②欧州債務危機と日本経済                      （５月号） 

③「過疎化と地域再生」を考える                   （６月号） 

④秋田県の貿易概況                         （７月号） 

⑤「ものづくり白書」にみる日本ものづくり産業の課題と展望      （８月号） 

⑥秋田県における稲作農業の収益性                  （９月号） 

⑦街なかに″にぎわい″を～新たな街づくりの課題～          （10月号） 

⑧食料の安全保障と食料自給率                    （11 月号） 

⑨期待が膨らむ新型の原油「シェールオイル」             （12 月号） 

⑩新年県内景気見通し                        （1 月号） 

⑪「食の秋田」の振興を考える                    （２月号） 

⑫「平成 24 年経済センサス―活動調査」からみる秋田県の概況      （３月号） 

 

（2）地域産業・業界調査・特別調査 

①県内花き卸売市場の現状と課題                   (６月号） 

②県内印刷業の現状と課題                      （７月号） 

③県内家事支援サービス業の現状                   （８月号） 

④秋田県の就業者数と所得の動きについて               （９月号） 

⑤県内自動車関連産業の現状と新たな展開               （９月号） 

⑥国勢調査からみた秋田県の労働力状態                （10月号） 

⑦秋田県の建設業の現状と課題                    （11月号） 

⑧秋田ノーザンハピネッツの 2011-12 年シーズンにおける経済波及効果  （12 月号） 

⑨「買い物弱者」を支える地域の取組みについて            （２月号） 

⑩秋田県の畜産業の現状と課題                    （３月号） 

⑪注目企業（シリーズ・下記４企業） 

月刊「あきた経済」 

掲 載 月 



 

   ・北秋田ＷＡＴＯＧＡ協同組合 ～北秋田市～             （６月号） 

・ポークランドグループ ～小坂町～                （８月号） 

・有限会社本家仕上屋～湯沢市～                  （10月号） 

・渡敬情報システム株式会社～横手市～               （12月号） 

  

（3）定例経済調査（アンケート調査等） 

  ①第 86 回 県内企業動向調査（平成 24 年３月調査）              （４月号） 

  ②平成 24年度新入社員アンケートから                 （５月号） 

  ③夏のボーナス見通し                        （５月号） 

  ④第 87 回 県内企業動向調査（平成 24 年 9 月調査）          （10 月号） 

⑤第 28回 秋田県消費動向調査                    （12月号） 

⑥冬のボーナス見通し                        （11月号） 

⑦県内経済・国内経済・東北経済の概況、県内経済日誌、経済指標（全国、秋田） 

                                    （毎 号） 

 

（4）寄 稿 

  ①経営随想    

   「秋田のイメージを売り込め！！」 

力石 祐穂 氏 （財務省東北財務局秋田財務事務所 所長）   （４月号） 

   「時代の流れと環境の変化に対応して」 

     塩田 謙三 氏 （横手運送株式会社 代表取締役社長）     （５月号） 

   「思い出や大切な情報を残す」 

     佐々木 宏也 氏 （株式会社みどり光学社 代表取締役社長）  （６月号） 

   「企業の責務：Going Concern」 

     中田 直文 氏 （大館桂工業株式会社 代表取締役社長）    （８月号） 

   「お客様を驚かせたい」 

     榎本 鈴子 氏 （株式会社櫻山 代表取締役）          （９月号） 

   「ローカル鉄道は地域の宝」 

     春田 啓郎 氏 （由利高原鉄道株式会社 代表取締役社長）   （10 月号） 

   「The Next Challenge」 

     若泉 裕明 氏 （東電化工業株式会社 代表取締役社長）    （11 月号） 

   「時代は変わっても、「アイディア・発想を生み出す行為」が 

                            変わらない幸せ。」 



 

     森川 恒 氏  （株式会社バウハウス 代表取締役社長）    （12 月号） 

   「内陸線は「地域の基幹産業」をめざす」 

     酒井 一郎 氏 （秋田内陸縦貫鉄道株式会社 代表取締役社長） （２月号） 

   「地域間競争を勝ち抜け」 

     清水 誠一 氏 （日本銀行秋田支店 支店長）         （３月号） 

 

②県内商工会だより     

 「秋田発！次世代輸送機関連産業への挑戦！」 

鈴木 芳紀 氏 （由利本荘市商工会 事務局長）        （４月号） 

 「「マタギフト」で観光誘客に挑戦！」 

   澤藤 智弘 氏 （北秋田市商工会 事務局長）         （６月号） 

 「『小野小町』と『深草少将』で短歌大募集！」 

   佐藤 久作 氏 （ゆざわ小町商工会 事務局長）        （８月号） 

 「「潟上ツーリズム」で市内観光 PR 大作戦！」 

   小笠原 正武 氏（潟上市商工会 事務局長）          （10 月号） 

 「鹿角の米でブランドアップ！地域ブランド確立への挑戦」 

   櫻田 豊久 氏 （かづの商工会 事務局長）          （12 月号） 

 「創業支援は起業支援室から」 

   阿部 聡 氏  （美郷町商工会 事務局長）          （２月号） 

 

③年頭所感 

  秋田県商工会議所連合会  会頭 渡邉 靖彦 氏 

  秋田県商工会連合会    会長 村岡 淑郎 氏 

  秋田県中小企業団体中央会 会長 塩田 謙三 氏 

  秋田県信用保証協会    会長 小林 憲一 氏         （１月号） 

 

④県内業界団体に聞く新年（平成 25 年）景気見通し 

  秋田県電子工業振興協議会 会長 須田 精一 氏 ほか 14団体   （１月号） 

 

⑤くらしのコラム    

・秋田栄養短期大学名誉教授 田中 玲子 氏      （５、８、11、２月号） 

  ・本間医院院長 本間 真紀子 氏           （４、７、11、１月号） 

 



 

⑥コラム 人・動物・動物園        

・秋田市大森山動物園園長 小松 守 氏        （６、９、12、３月号） 

 

（5）新春座談会 

   「 ビジネスとして持続する観光の推進を目指して 

               ～楽しませ楽しむ観光を秋田から～ 」 

秋田県観光文化スポーツ部 部長 前田 和久 氏  

   （聞き手）秋田経済研究所    専務理事所長       松渕  秀和 

     （１月号） 

   

２．情報サービス業務 

（1）講演会 

   ・「県民に愛されるチーム作り」                  （９月号） 

     秋田ノーザンハピネッツ・ヘッドコーチ 中村 和雄 氏 

秋田市 平成 24 年 7 月 24 日        

   ・「ロンドンオリンピック～女子バレーのメダル獲得を目指して～」  （２月号） 

     日本オリンピック委員会理事 荒木田 裕子 氏 

        秋田市 平成 24 年 12 月 18 日 

 

（2）講師等派遣 

   ・セミナー・講演会講師  年間 19 回 （所長、所員） 

（秋田大学、秋田高専、大曲法人会、秋田電子工業振興協議会、大曲商工会議所、

美郷町商工会、町村長政策研修会、再生資源商工組合、ふるさと検定講習会等） 

   ・秋田朝日放送「トレタテ！」ゲストコメンテーター （所長、月 2 回） 

 

 

（3）外部委員会等への委嘱出席  （所長、事務局長ほか） 

・ 秋田県行財政改革委員会 

・ 秋田県および秋田市公共事業再評価審議会 

・ 秋田県公益等認定委員会 

・ 秋田県高校再編整備等検討委員会 

・ 秋田県電子工業振興協議会 

・ 秋田県男女共同参画会議 



 

・ 秋田県産業振興会議 

・ 秋田県景気動向指数委員会 

・ （財）秋田県ふるさと定住機構評議員会 

・ （財）秋田県総合公社評議員会 

・ （財）秋田観光コンベンション協会評議員会 

・ 行政懇談会（総務省秋田行政評価事務所） 

・ ジェトロ貿易投資促進協議会 

・ 東北ハイウェイ有識者懇談会 

・ 秋田ふるさと検定実行委員会・作問委員会               

 

３．機関誌発行 

月報「あきた経済」 24 年度当期発行部数 42,675 部（前年比△12,365 部） 

（毎月 10 日発行、№388～№394 号） 

 

（以上） 


