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平成２５年度 事  業  報  告 

自 平成２５年４月 １日 

至 平成２６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農業分野における秋田県女性起業の現状               （４月号） 

②経済センサスに見る我が国および秋田県の製造業           （５月号） 

③市町村民経済計算にみる「平成の大合併」以降の県内市町村の現状   （６月号） 

④伝統文化の振興と地域再生～地域活性化の新しい潮流         （７月号） 

⑤社会資本（インフラ）の老朽化への課題と対応            （８月号） 

⑥県内集落営農組織の現状と課題                   （９月号） 

⑦「地域医療」再生への動き～本県医療の現状と課題～         （10 月号） 

⑧本県における第三セクター鉄道と地域活性化             （11月号） 

⑨秋田県の「中小企業振興条例」制定を巡る動きについて        （12 月号） 

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

⑪「失われた 20 年」と秋田県経済                   （２月号） 

⑫企業の海外進出を巡る動きについて                 （３月号） 

 

（2）地域産業・業界調査・特別調査 

①地域ブランド力 都道府県ランキング-秋田県は全国 26位-        (６月号） 

②本県の子育て支援                         （７月号） 

③若手経営者による県産酒の需要喚起                 （７月号） 

④秋田県の家電リサイクルの現状について               （８月号） 

⑤秋田県の学習塾業界の現状と課題                  （９月号） 

⑥本県シニアマーケットの現状                    （10月号） 

⑦国際教養大学が地域に及ぼす経済波及効果              （11月号） 

⑧秋田県の水産業の現状と課題                    （12月号） 

⑨本県シニアマーケットの現状その２～生活と意識のアンケート結果から～（２月号） 

⑩秋田県の「地域づくり」活動                    （３月号） 

⑪注目企業（シリーズ・下記５企業） 
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   ・株式会社トラパンツ ～秋田市～                 （５月号） 

・株式会社ホクシンエレクトロニクス ～秋田市～          （６月号） 

・秋田ダリア栽培組合～秋田市～                  （８月号） 

・ノリット・ジャポン株式会社～秋田市～              （12月号） 

・株式会社しらかみファーマーズ～北秋田市～            （２月号） 

  

（3）定例経済調査（アンケート調査等） 

  ①第 88 回 県内企業動向調査（平成 25 年 3 月調査）               （４月号） 

  ②平成 25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 89 回 県内企業動向調査（平成 25 年 9 月調査）          （10 月号） 

  ⑤冬のボーナス見通し                        （10月号） 

⑥第 29回 秋田県消費動向調査                    （12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    

   「日本人にとっての「矜持」と「犠牲」」 

辻 卓也 氏 （株式会社つじや五代目）            （４月号） 

   「酒造り 100 年を迎えて」 

     小玉 真一郎 氏 （小玉醸造株式会社 代表取締役社長）    （５月号） 

   「大きな夢と大きな理想を目指して」 

     小野寺 盛 氏（株式会社トラフィックレンタリース 代表取締役）（６月号） 

   「父と婿の事業承継」 

     加賀屋 久人 氏 （学校法人山王学園 理事長）        （８月号） 

   「時代が求めるもの造りを」 

     伊藤 和宏 氏 （株式会社イトー鋳造 代表取締役社長）    （９月号） 

   「会社の経歴を振り返っての雑感」 

     赤坂 栄紀 氏 （三光テクノ株式会社 代表取締役）      （10 月号） 

   「お客様との信頼、コミュニケーションがある市場づくり」 

     進藤 政弘 氏 （協同組合秋田市民市場 理事長）       （11 月号） 
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   「半導体業界の片隅で考えたこと」 

     佐々木 延幸 氏  （株式会社秋田新電元 代表取締役社長）  （12 月号） 

   「秋田県の魅力で企業価値を高める」 

     齊藤 伸英 氏 （株式会社斉藤光学製作所 代表取締役社長）  （２月号） 

   「オフィスの生産性向上へのお役立ちによりお客様との「信頼の絆」を結ぶ」 

     渡部 尚男 氏 （株式会社渡敬 代表取締役社長）       （３月号） 

 

②県内商工会だより     

 「「食による観光」への転換を目指す」 

畠山 千萬城 氏 （男鹿市商工会 事務局長）         （４月号） 

 「じゅんさい産業への挑戦」 

   田中 誠一 氏 （三種町商工会 経営部長）          （６月号） 

 「よこての「食」にこだわったプロジェクトの取り組み」 

   清水川 龍二 氏 （よこて市商工会 事務局長）        （８月号） 

 「地域ブランドの育成と販路拡大支援事業」 

   髙野 正彦 氏（にかほ市商工会 事務局長）          （10 月号） 

 「「あわび」で元気なまちづくり あわびの里づくり事業」 

   佐藤 孝之 氏 （白神八峰商工会 経営部長）         （12 月号） 

 「はばたけ！大仙発展大使（大志）」 

   加藤 恒盛 氏  （大仙市商工会 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 三浦 廣巳 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 26 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） 
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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 

   「 秋田県教育の現状と課題 

          ～秋田の教育が目指す姿～ 」 

秋田県教育委員会教育長  米田 進 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 

   ・「アベノミクスと日本経済の行方」                （９月号） 

     東洋大学教授 松原 聡 氏 

秋田市 平成 25 年 7 月 23 日        

   ・「２０１４年の日本経済の展望」                 （２月号） 

     第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野 英生 氏 

        秋田市 平成 25 年 12 月 12 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、秋田電子工業振興協議会、秋田商工会議所、秋田市中央公民館「高

齢者大学学習会」、秋田青年会議所、かづの商工会、大仙市商工会、秋田県経

営者協会、秋田中央建設業協会、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） 

同「スーパーＪチャンネル」コメンテーター（所長、随時） 

 

（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 

・ 秋田県秋田市複合文化施設検討委員会 

・ 秋田県電子工業振興協議会 
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・ （公財）秋田県ふるさと定住機構評議員会 

・ （一財）秋田県総合公社評議員会 

・ （公財）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」 25 年度当期発行部数 42,395 部（前年度比△280 部） 

（毎月 10 日発行、№407～№418 号） 

 

（以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


