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平成２２年度 事  業  報  告 

自 平成２２年４月 １日 

至 平成２３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本県果樹農業の現状                        （４月号） 

②秋田県の教育事情                         （５月号） 

③秋田の元気を創造する動き                     （６月号） 

④産業連関表にみる秋田県経済の概況                 （７月号） 

⑤「スポーツ王国秋田」復活への動き-スポーツを通じた秋田の元気再生- （８月号） 

⑥消費税の意義─“買い物は地元で”                 （９月号） 

⑦次世代技術による秋田県の産業振興計画               （10 月号） 

⑧産業連関表にみる秋田県経済の概況 Ⅱ               （11 月号） 

⑨円高の影響について                        （12 月号） 

⑩民主党の経済政策と秋田県                     （１月号） 

⑪秋田県の高齢者賃貸住宅の現状                   （２月号） 

⑫自由貿易協定・経済連携協定について 

─ＧＡＴＴからＷＴＯ・ＦＴＯ・ＥＰＡ・ＴＰＰまで─        （３月号） 

⑬22 年夏のボーナス見通し・冬のボーナス見通し        （５月号）(11 月号） 

⑭県内の米粉利用と米粉用米栽培の現状                （７月号） 

⑮県内行祭事の観光客入り込み動向について              （10 月号） 

⑯県内の「道の駅」の現状と課題                   （11 月号） 

⑰秋田県における人口減少の要因について               （２月号） 

⑱「平成 21 年全国消費実態調査」からみた本県の特徴          （３月号） 

 

（2）地域産業・業界調査 

①県内の住宅を巡る課題～増加が続く空き家～              (４月号） 

②県内酒類消費の低アルコール化と新しいタイプの清酒について     （５月号） 

③世界的な不況の影響を受けた県内製造業-平成 20年工業統計調査から-  （６月号） 

④県内卸売市場の現状と課題                      （７月号） 
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⑤県内「介護サービス」の現状                    （８月号） 

⑥県内ガソリンスタンド業界の現状と課題               （９月号） 

⑦県内「葬儀業」の現状                       （１月号） 

⑧本県野菜農業の現状                        （３月号） 

⑨本県医薬品製造業の動向について                  （３月号） 

⑩注目企業（シリーズ・下記４企業） 

   ・インターフェイス株式会社～秋田市～             （５月号） 

・株式会社秋田病理細胞診研究センター～由利本荘市～     （８月号） 

・株式会社コスメティカ秋田～秋田市～            （11 月号） 

・農業法人有限会社エスエスフーズ～大仙市～         （12 月号） 

  ⑪第 52 回秋田県新作家具・インテリア展 2010               （５月号） 

 

（3）定例経済調査（アンケート調査等） 

  ①第 81 回 県内企業動向調査（平成 22 年３月調査）              （４月号） 

②第 82 回     〃   （平成 22 年９月調査）          （10 月号） 

③平成 22年度新入社員アンケートから                 （５月号） 

④第 26 回 秋田県消費動向調査                   （12 月号） 

⑤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平成 22 年度 秋田県一般会計当初予算の概要と財政の中・長期見通しについて 

藤井 英雄 氏（秋田県農林水産部次長、前総務企画部財政課長）  （４月号） 

  ②特別寄稿 

   本県の教育事情と「あきた・まなＶＩＶＡ！創造塾」について 

          神居 隆 氏（国立大学法人秋田大学教育文化学部附属教育実践研究支援センター 

          特任教授）                           （11 月号） 

  ③経営随想    

    愚の想うところ 

西宮 公平 氏 （秋田海陸運送株式会社 代表取締役社長）   （４月号） 

    秋田発信の酒と食を 全国へそして世界へ 

     佐々木 孝 氏 （金紋秋田酒造株式会社 代表取締役）     （５月号） 
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    一つを以ってこれを貫く 

     山田 清繁 氏 （株式会社ヤマダフーズ 代表取締役）     （６月号） 

    秋田発 全国区 ～地方というハンデはなくなった～ 

     菅原 進 氏 （株式会社日誠工業 代表取締役）        （８月号） 

    産直の繋がり、広がり 

     加藤 和夫 氏 （八峰町町長）                （９月号） 

    新しい会社風土づくりに挑戦 

     渡辺 芳勝 氏 （秋田協同印刷株式会社 代表取締役）     （10 月号） 

    「喜ばれる製品づくり」を・・・ 

     塚田 均 氏 （株式会社塚田美術印刷 代表取締役社長）    （11 月号） 

    色、いろ・いろ～その人らしさ～ 

     近藤 嘉之 氏 （秋田東北商事株式会社 取締役社長）     （12 月号） 

    降る雪や、「昭和」は遠く・・・ 

     田中 誠 氏 （株式会社誠文社 代表取締役）         （２月号） 

    サービスを中核とした「企業文化」を築き、育む 

     土田 博美 氏 （株式会社かねひろ 代表取締役）       （３月号） 

④散歩道     

  秋田県民歌から思うふるさと秋田 

三浦 政彦 氏（秋田経済研究所 評議員、東北電力株式会社執行役員 

秋田支店長）                         （４月号） 

  大学生の就職事情に思う 

   大槻 悟 氏 （秋田経済研究所 評議員、ＮＨＫ秋田放送局長） （６月号） 

  まち歩きのススメ 

   穂積 志 氏 （秋田経済研究所 顧問、秋田市長）       （８月号） 

  ＩＣＴ活用で「秋田で元気に！」に貢献したい 

   小野寺 仁 氏 （秋田経済研究所 評議員、ＮＴＴ東日本秋田支店 支店長） 

                                  （10 月号） 

  秋田県育英会事業に関わって 

         野口 周治郎 氏 （秋田経済研究所 評議員、野口商事有限会社代表取締役 

     社長、財団法人秋田県育英会前理事長）             （12 月号） 

  「山二」の歩みとスペシャルオリンピックスとの出会い 

   西村 紀一郎 氏 （秋田経済研究所 評議員、株式会社山二 代表取締役社長） 

                                  （３月号） 
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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、２月号） 

         ・秋田赤十字病院呼吸器科 三浦一樹 氏 （４、７、10、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）新春インタビュー 

  ・トップスポーツで秋田を熱く─ＰＡＲＴ１、２─ 

 

  秋田フットボールクラブ株式会社  

（ブラウブリッツ秋田、サッカー：ＪＦＬリーグ）   

代表取締役社長    外山  純 氏  

秋田ノーザンブレッツラグビーフットボールクラブ  

（秋田ノーザンブレッツＲ .Ｆ .Ｃ、ラグビー：トップイーストリーグ）  

ゼネラルマネージャー 新出   康史 氏 

秋田プロバスケットボールクラブ株式会社  

（秋田ノーザンハピネッツ、バスケットボール：bj リーグ）  

代表取締役社長    水野   勇  気 氏  

特定非営利活動法人トップスポーツコンソーシアム秋田   

  理 事 長        佐藤   裕之 氏  

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

（１、２月号） 
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２．情報サービス業務 

（1）講演会 

 ・いま、日本・地域で何が問題か                  （９月号） 

ジャーナリスト・元フジテレビキャスター     黒岩 祐治 氏 

    秋田市 平成 22 年７月 27 日 

 

   ・どうなる日本の政治と経済                     （２月号） 

     慶應義塾大学教授・ＮＰＯ法人メディア検証機構理事長 草野 厚 氏 

秋田市 平成 22 年 12 月２日        

 

（2）講師派遣（有料分） 

   ・セミナー・講演会講師  年間９回  （所長ほか） 

（秋田経済同友会、秋田商工会連合会、本荘高校秋田木曜会、秋田大学大学院、

秋田商工会議所ふるさと検定講習会、中仙中学校、大曲南中学校 等） 

 

（3）外部委員会等への委嘱出席  （所長ほか） 

・ 秋田県行財政改革推進委員会 

・ 秋田県および秋田市公共事業評価専門委員会 

・ 秋田県地球温暖化対策協議会 

・ 秋田県公益認定等委員会 

・ 秋田市公共事業評価審議委員会 

・ 秋田県電子工業振興協議会 

・ 秋田県男女共同参画会議 

・ （財）秋田県ふるさと定住機構評議員会 

・ （財）秋田県総合公社理事会 

・ （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） 

・ 秋田市功労者審査会 

・ ＮＥＸＣＯ東日本高速道路（株）有識者懇談会 

・ 大仙市指定管理者選定委員会 

・ 潟上市公共料金適正化委員会 

・ 秋田ふるさと検定実行委員会・作問委員会               
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３．中小企業振興表彰事業 

   平成 22 年６月 表彰先３先（昭和 54 年度から累計 96 先） 

・ 株式会社秋田ニューバイオファーム （由利本荘市） 

・ 株式会社伊藤技研（大館市） 

      （新起事業激励賞） 

・ 協同組合横手やきそば暖簾会 （横手市） 

 

４．機関誌発行 

月報「あきた経済」 22 年度発行部数 54,885 部（前年比△220 部） 

（毎月 10 日発行、№371～№382 号） 

 

（以上） 


