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2017年度 年間索引（2017年４月～2018年３月）

◇しんろ 
2017年４月 ◆ 地域の産業活性化を目指し、地域企業を「本気」で支援！
 一般社団法人産業サポート白河 代表理事　加　藤　和　明
　　　５月 ◆ 貴社の求人時の対応に問題はありませんか？
 株式会社ガイドポスト 代表取締役　片　田　秀　司
　　　６月 ◆ 100年、200年と続いていく会社に 有限会社安彦染工場 代表取締役　安　彦　雅　裕
　　　７月 ◆ 家づくりを通して　～ふくしまの良いところを全国へ～
 株式会社アーネストワン 福島営業所 所長　山　口　貴　士
　　　８月 ◆ ～つながる夢　むすぶ絆～　東北中央道福島～米沢間開通への期待
 米沢市長　中　川　　　勝
　　　９月 ◆ 音楽事始め　―失業と就職の青春記
 医療法人社団＆社会福祉法人 正風会 理事長・　　　　　　　　　　
 一般社団法人 医療戦略研究所 所長　石　井　正　三
　　　10月 ◆ 人口減少対策…　町民が望むまちづくりに向けて！ 小野町長　大和田　　　昭
　　　11月 ◆ 社会に必要とされる会社を目指して
 株式会社イズムフーズ 代表取締役　大　髙　健　吾
　　　12月 ◆ 福島の未来づくりのために本学が果たす役割
 公立大学法人福島県立医科大学 理事長兼学長　竹之下　誠　一
2018年１月 ◆ 豊かな「土壌」と確かな「タネ」　～2018年の年頭所感～
 日本銀行福島支店 支店長　 　野　浩　之
　　　２月 ◆ 古民家再生から「星のやど」へ
 ペンション「ファミリーイン 美女峠」経営　小　林　政　一
　　　３月 ◆ マイナスからプラスへ！　復興のまちづくりに向けて 川俣町長　佐　藤　金　正

◇企業訪問 
2017年４月 ◆ 株式会社 ふたば
　　　　　　　　～ 活躍のフィールドを“ふるさと”から“世界”に広げて「未来を測る。」「未来を創る。」 

企業～
　　　５月 ◆ 株式会社 コスモスウェブ
　　　　　　　　～卓上ロボット「S

ス プ レ ボ

PLEBO」に代表される開発力で様々なニーズに応える企業～
　　　６月 ◆ オーリー株式会社
　　　　　　　　～「アメカジ」で県内の衣料品業界に新風をもたらす企業～
　　　７月 ◆ 株式会社 川俣町農業振興公社
　　　　　　　　～美味しい川俣シャモを通じて川俣町の町おこしに取り組む企業～
　　　８月 ◆ 神田産業株式会社
　　　　　　　　～斬新なアイデアと確かな技術力で段ボール製品の価値を創造する企業～
　　　９月 ◆ 株式会社 会津タムラ製作所
　　　　　　　　～「オンリーワン・カンパニー」として信頼される放送機器・通信機器を提供する企業～
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　　　10月 ◆ 株式会社 エコ・ビレッジ
　　　　　　　　～熟練の職人技と先進の「エコ・ハウス」が融合した「木の会社」～
　　　11月 ◆ 株式会社 フクイシ
　　　　　　　　～ 人と石のハーモニーで未来を築く、採石から加工・販売まで一貫生産する「石のプロ」 

が集う企業～
　　　12月 ◆ 有限会社 やない製麺
　　　　　　　　～「三春素麺」の伝統製法を今に伝え、本物の味を追究する老舗企業～
2018年２月 ◆ 八溝マテリアル株式会社
　　　　　　　　～八溝山系の原石から高品質の砕石製品を生み出し県内復興を支える企業～
　　　３月 ◆ 株式会社 GNS
　　　　　　　　～持続可能な農と食の在り方を伝える企業～

◇調　査 
2017年４月 ◆ 第70回 福島県内景気動向調査　～2016年度下期現況と2017年度上期見通し～
　　　　　　　　県内景況は、現況の停滞感が今後さらに続く見通し
　　　５月 ◆ 2016年（平成28年）の県内経済活動の回顧
　　　６月 ◆ 第７回「ふくしま景気ウォッチャー調査」　― 2017年４月調査―
　　　７月 ◆ 県内の夏のボーナス動向と暮らし向きについて
　　　　　　　　～「2017年夏季ボーナス及び暮らし向き」アンケート調査から～
　　　８月 ◆ 福島県との交流活発化が期待される米沢市など山形県について（第２回）
　　　　　　　　～東北中央自動車道の福島米沢間開通を今年度に控えて～
　　　９月 ◆ 福島県の人手不足の要因分析と対応策について
　　　10月 ◆ 第71回 福島県内景気動向調査　～2017年度上期現況と2017年度下期見通し～
　　　　　　　　 県内企業の景況は、製造業の一部に明るさがみられるものの、先行きは総じて下降基調

で推移する見通し
　　　11月 ◆ 県内経済活動における主要項目の水準動向について
　　　11月 ◆ 福島県の所得格差の要因分析と対応策について
　　　12月 ◆ 第８回「ふくしま景気ウォッチャー調査」　― 2017年10月調査―
2018年２月 ◆ 震災復興に向けた相双地域経済の現状と展望について
　　　３月 ◆ 統計からみた福島県と隣県のすがた

◇新春寄稿 
2018年１月 ◆「アベノミクス」６年目の課題
 公益社団法人 日本経済研究センター 理事長　岩　田　一　政

◇新春特集 
2018年１月 ◆ 2018年の福島県内景気見通し　～県内の企業経営者へのアンケート調査より～

◇寄　稿 
2017年４月 ◆ 景気見通し（2017年春）　景気は外需主導のもとで拡大へ
 公益社団法人 日本経済研究センター 主任研究員　佐々木　　　仁
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　　　６月 ◆  AI（人工知能）IoT（Internet of Things ＝モノのインターネット）の活用による「県内
農業の再生」

　　　　　　　　「おいしさの見える化」プロジェクト・マクタアメニティ株式会社
 代表取締役　幕　田　武　広
　　　７月 ◆ 景気見通し（2017年夏）　景気は緩やかな拡大局面へ
 公益社団法人 日本経済研究センター 主任研究員　佐々木　　　仁
　　　10月 ◆ 景気見通し（2017年秋）　景気拡大は続くも自律成長への移行は道半ば
 公益社団法人 日本経済研究センター 主任研究員　佐々木　　　仁
2018年３月 ◆ 東日本大震災からの復興・創生　～新しい高速道路の有効活用に期待～
 国土交通省 福島河川国道事務所長　石　井　宏　明

◇トピックス 
2017年８月 ◆ サイバー攻撃対策について
　　　　　　　　～「ランサムウェア」の大規模な被害発生を契機として考える～
 進和ビジネス株式会社 営業部次長兼サポートグループ課長　田　村　知　久
　　　９月 ◆ 観光ホスピタリティ（おもてなし）を考える
 一般財団法人 とうほう地域総合研究所 会長　松　本　友　作

◇講　演 
2017年５月 ◆ 最近の企業・官庁の不祥事事案から学ぶべきこと
 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士　郷　原　信　郎
　　　11月 ◆ 地政学と日本の大戦略 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹　宮　家　邦　彦

◇福島県の取り組み・施策シリーズ 
2017年４月 ◆ 人と動物の調和ある共生の実現に向けて　「福島県動物愛護センター」の開所
 福島県 食品生活衛生課
　　　５月 ◆ テーマ別で「福が満開、福のしま。」の旅を楽しんでみませんか 福島県 観光交流課
　　　６月 ◆ 頑張る学校応援プラン　～ふくしまの挑戦と戦略～ 福島県教育委員会
　　　７月 ◆ 平成29年、夏。福島県で南東北インターハイ開催!!
 福島県教育庁健康教育課 全国高校総体推進室
　　　８月 ◆ 健康のために何かチャレンジしてみませんか？ 福島県 文化振興課
　　　９月 ◆ 医療機器の開発から事業化までを一体的に支援『ふくしま医療機器開発支援センター』
 一般財団法人 ふくしま医療機器産業推進機構（福島県 医療関連産業集積推進室）
　　　10月 ◆ うつくしま地球温暖化防止活動推進員になりませんか 福島県 環境共生課
　　　11月 ◆ 第69回全国植樹祭を48年ぶりに福島県で開催します。 福島県 全国植樹祭推進室
　　　12月 ◆ 福島県の新イメージポスターを貼って「ふくしまの今」を発信 福島県 広報課
2018年２月 ◆ ふくしまの森林文化記録映像を公開しています！ 福島県 森林計画課
　　　３月 ◆ Ｊヴィレッジ再始動に向けて 福島県 エネルギー課
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◇信達の歴史シリーズ　～山と川の生活史 
2017年４月 ◆ 第１回　福島市のシンボル“信夫山” 福島県史学会 会長　村　川　友　彦
　　　５月 ◆ 第２回　霊山と郡境 福島県史学会 役員　阿　部　俊　夫
　　　６月 ◆ 第３回　松齢橋物語 福島市史編纂室　柴　田　俊　彰
　　　７月 ◆ 第４回　芭蕉が越えた月の輪の渡しは 福島市史編纂室　守　谷　早　苗
　　　８月 ◆ 第５回　恋の山 吾妻山 福島県史学会 会長　村　川　友　彦
　　　９月 ◆ 第６回　吾妻の山々と県境・市境 福島県史学会 役員　阿　部　俊　夫
　　　10月 ◆ 第７回　福島の南の玄関口「信夫橋」物語 福島市史編纂室　柴　田　俊　彰
　　　11月 ◆ 第８回　弁天山と椿舘 福島市史編纂室　守　谷　早　苗
　　　12月 ◆ 第９回　安達太良山　～歴史にみる豊穣の恵み～ 福島県史学会 会長　村　川　友　彦
2018年１月 ◆ 第10回　霊山奥山と入会の村々 福島県史学会 役員　阿　部　俊　夫
　　　２月 ◆ 第11回　飯坂温泉のシンボル「十綱橋」物語 福島市史編纂室　柴　田　俊　彰
　　　３月 ◆ 第12回　松川と祓

はらい

川
がわ

 福島市史編纂室　守　谷　早　苗

◇私の研究 
2017年４月 ◆ 連載にあたって いわき明星大学 学長　山　崎　洋　次
　　　　　　　脂質を標的としたペプチド創薬研究 いわき明星大学 薬学部 助教　佐　藤　　　陽
　　　５月 ◆ 漢方薬はなぜ効くの？　―漢方薬の薬効発現機序の解明を目指して―
 いわき明星大学薬学部 教授・いわき明星大学大学院理工学研究科　　　　　　　　
 教授　松　本　　　司
　　　６月 ◆ 傷ついたDNAをなおす　～メチル基転移酵素のメカニズム　その形と働き～
 いわき明星大学薬学部 准教授・いわき明星大学大学院理工学研究科　角　田　　　大
　　　７月 ◆ 低酸素応答性転写因子HIF-1αに作用するがん分子標的治療薬の探索
　　　　　　　　～福島県土壌由来微生物を用いた創薬研究～
 いわき明星大学薬学部 教授　金　　　容　必
　　　８月 ◆ 新たな抗生物質をめざして
 いわき明星大学大学院理工学研究科・薬学部 教授　梅　村　一　之
　　　９月 ◆ いきものの不思議をしらべる　～いわきの魚メヒカリの謎を探る～
 いわき明星大学大学院 物質理学専攻 教授　岩　田　惠　理
　　　10月 ◆ 前庭三半規管の心理学　～外界の認識を支える三半規管のはたらき～
 いわき明星大学 教養学部 教授　末　次　　　晃
　　　11月 ◆ 方言の研究　―地域のことばを学問する―
 いわき明星大学 教養学部 教授　玉　懸　　　元
　　　12月 ◆ 戦略×人材育成×リーダーシップ開発　～体験的「実践経営学」への挑戦～
 いわき明星大学 教養学部 教授　大　嶋　淳　俊
2018年１月 ◆ 地域社会と地域コミュニティの研究　～原発事故からの復興をめざして～
 いわき明星大学 教養学部 准教授　高　木　竜　輔
　　　２月 ◆ ストレス対処法としての誘導イメージ法、マインドフルネス
　　　　　　　　～リラックス、よりよい眠りを求めて～
 いわき明星大学 看護学部 教授　黒　田　眞理子
　　　３月 ◆ 自閉症児への医療と教育 いわき明星大学 看護学部 教授　レンデンマン　美智子
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◇企業法務セミナー
 渡辺健寿法律事務所 弁護士　渡　辺　健　寿
2017年４月 ◆ 瑕疵担保責任
　　　５月 ◆ 名板貸責任（会社法９条）の類推適用
　　　６月 ◆ 自家用車による通勤途中の交通事故と会社の使用者責任
　　　７月 ◆ 債務の弁済と詐害行為取消
　　　８月 ◆ 株主総会決議の瑕疵と決議の効力
　　　９月 ◆ 被用者から使用者に対する求償
　　　10月 ◆ 弁護士法23条の２に基づく照会に対する報告
　　　11月 ◆ 債権差押の競合
　　　12月 ◆ 共有土地の賃借
2018年１月 ◆ 借上社宅に関する会社の損害賠償責任
　　　２月 ◆ 支払督促の効力
　　　３月 ◆ 取締役と監査役の異同

◇税務・財務・会計相談Ｑ＆Ａ 
2017年４月 ◆ 経営の「羅針盤」としての会計の重要性
 高橋宏和会計事務所 公認会計士・税理士　高　橋　宏　和
　　　５月 ◆ 印紙税　―時代の変化と課税の公平を視野に―
 村上敬子税理士事務所 税理士　村　上　敬　子
　　　６月 ◆ 経営の「航海図」として役立つCVP分析の技法
 高橋宏和会計事務所 公認会計士・税理士　高　橋　宏　和
　　　７月 ◆ 外注費　―税務調査のチェックポイントをチェック！―
 村上敬子税理士事務所 税理士　村　上　敬　子
　　　８月 ◆ 経営の「レーダーチャート」として役立つ業績評価指標の分析技法
 高橋宏和会計事務所 公認会計士・税理士　高　橋　宏　和
　　　９月 ◆ 研究開発税制　― IoT・ビッグデータ・AI・ロボットへ未来への投資―
 村上敬子税理士事務所 税理士　村　上　敬　子
　　　10月 ◆ 経営の「尺度」として役立つキャッシュフロー経営の思考
 高橋宏和会計事務所 公認会計士・税理士　高　橋　宏　和
　　　11月 ◆ クラウドファンディングの会計処理と税務　―リスクマネー　未来への投資―
 村上敬子税理士事務所 税理士　村　上　敬　子
　　　12月 ◆ 経営の「キャッシュ・フロー情報」が企業価値を決定する
 高橋宏和会計事務所 公認会計士・税理士　高　橋　宏　和
2018年１月 ◆ ―個人所得税確定申告―　 医療費控除／セルフメディケーション税制／ふるさと納税ワ

ンストップ特例制度／ビットコインの課税関係
 村上敬子税理士事務所 税理士　村　上　敬　子
　　　２月 ◆ 経営の「大事業承継時代」に会計的思考で事業価値の源泉に迫る
 高橋宏和会計事務所 公認会計士・税理士　高　橋　宏　和
　　　３月 ◆ ―平成30年度税制改正大綱のポイント―
 村上敬子税理士事務所 税理士　村　上　敬　子


