一般財団法人とうほう地域総合研究所

平成２７年度事業報告
（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

１．調査研究事業
（１）地方創生への取り組み
Ａ．産業連関表の作成・提供
県内市町村で進められている「まち・ひと・しごと創生」への取り組みについて、銀行担当
部署と連携をとりながら産業連関表の提供等サポートを行ってきた。
これまで福島市、郡山市、会津若松市、いわき市、須賀川市、白河市(西郷村合算)について
作成済。うち郡山市、いわき市、須賀川市については提供を行った。白河市についても、平成
２８年４月に提供を行った。今後、他の市の作成にも取り組み、県内主要市の経済分析ツール
を整えるとともに地方創生を支援する。
Ｂ．研究冊子「2025 年の福島県～地方創生に向けた経済予測～」の発刊
地方創生関連の取り組み事業の一環として、
「１０年後の人口、経済、産業等の予測」、
「業
種別にみた県内経済の現状と見通し」、「地域経済活性化への提言」について取りまとめ、研究
冊子を平成２８年２月に発刊した。冊子は、県(全部局)および県内全市町村、図書館等へ約
４００冊贈呈。また、県内の岩瀬書店及び西沢書店で販売している。
Ｃ．相談案件への対応
これまで県、３市村、各団体から人口推計・産業連関表作成や経済波及効果試算等について
相談を受け、積極的に対応してきた。
Ｄ．対外発信の強化
①当研究所の対外発信力強化の観点から、ホームページのリニューアルを実施した。県内観光
スポット写真を取り入れるなど、より見やすいページ構成にした他、「福島の進路」の全掲載
記事をホームページで閲覧可能とした。
最近１年間の当研究所ホームページへの１ヵ月平均閲覧件数は、約４，２００件程度となっ
ている。
②当研究所の研究員が、地方シンクタンク協議会「論文アワード２０１５」において「３０周
年記念グランプリ賞」を受賞した（受賞論文「『地方創生に向けた医療機関の中心市街地集積
によるまちづくり』～福島市を事例として～」）
。マスコミリリース等により、当研究所におけ
る地方創生関連研究事業の関わりを対外発信した。また、福島市役所において、小林市長の求
めで市役所課長以上を対象に行われた当テーマ講演会の講師を努め、福島市における地方創生
事業の支援を行った。
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Ｅ．銀行の「地方創生プロジェクト」への参加
当研究所は、銀行の「地方創生プロジェクト」にアドバイザリー・ボードとして研究員が会
議に参加。関連グループの一員として銀行と連携しながら、地方創生への取り組みに関わって
いる。また、地公体および関連団体から地方創生にかかる相談を受け、適切に対応している。

（２）定例調査（６件）
調査研究の成果は機関紙「福島の進路」および当研究所ホームページに掲載すると共に、定例調
査については各マスコミを通じ結果を公表した。
○「平成２６年（２０１４年）の県内経済活動の回顧」

「福島の進路」 ５月号掲載

○第３回「ふくしま景気ウォッチャー調査」

「福島の進路」 ６月号掲載

○「夏のボーナス動向と暮らし向きについて」

「福島の進路」 ７月号掲載

～「平成２７年夏季ボーナス及び暮らし向き」アンケート調査から～
○「第６７回福島県内景気動向調査」

「福島の進路」１０月号掲載

○第４回「ふくしま景気ウォッチャー調査」

「福島の進路」１２月号掲載

○「第６８回福島県内景気動向調査」

「福島の進路」 ４月号掲載

（３）自主研究（９件）
○福島ホープスの経済波及効果について

「福島の進路」 ５月号掲載

○住宅・土地統計調査からみた県内の空き家の現状について

「福島の進路」 ８月号掲載

○県内企業の中国・東南アジアへの進出動向と県内における外国人労働者の就業状況
「福島の進路」 ９月号掲載
○地方創生に向けた中心市街地医療集積の経済的有効性について～福島市を事例として～
「福島の進路」 ９月号掲載
○「ふくしまデスティネーション・キャンペーン」による経済波及効果について
「福島の進路」１０月号掲載
○震災後における福島県産農産物の売上・取引価格の回復状況について
「福島の進路」１１月号掲載
○非正規社員化による就業構造の変化が本県経済に及ぼす影響度について
「福島の進路」１２月号掲載
○福島県内の宿泊業復活への期待
「福島の進路」 ２月号掲載
○震災後５年となる県内の復興状況について
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「福島の進路」 ３月号掲載

（４）企業訪問（１１件）
○株式会社宝来屋本店

「福島の進路」 ５月号掲載

○グラントマト株式会社

「福島の進路」 ６月号掲載

○株式会社いわき精機

「福島の進路」 ７月号掲載

○株式会社マルサン

「福島の進路」 ８月号掲載

○一般社団法人ならはみらい

「福島の進路」 ９月号掲載

○加藤鉄工株式会社

「福島の進路」１０月号掲載

○松本機械工業株式会社

「福島の進路」１１月号掲載

○株式会社栄楽館

「福島の進路」１２月号掲載

○豊国酒造合資会社

「福島の進路」 ２月号掲載

○株式会社田村工務店

「福島の進路」 ３月号掲載

○東都クリエート株式会社

「福島の進路」 ４月号掲載

２．講演会事業
開催日：平成２７年９月３日
会 場：福島市 ザ・セレクトン福島
テーマ：
「日本経済を創造的に破壊せよ！～衰退と再生を分かつこれから 10 年の企業戦略～」
講 師：東京大学大学院経済学研究科教授
伊藤 元重 氏
共 催：公益財団法人福島県産業振興センター、福島経済同友会
協 賛：東邦銀行

開催日：平成２８年３月１８日
会 場：郡山市 ホテルハマツ
テーマ：
「ダントツの強みを磨け～地方創生と民間の役割～」
講 師：コマツ相談役
坂根 正弘 氏
共 催：公益財団法人福島県産業振興センター
協 賛：東邦銀行
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３．講師派遣事業

計１４先実施

NO. 年月日 曜日

依頼主

場所

講演者

1 270513

水 福島大学提供講座

福島市

阿部隆彦

2 270701

水

福島市

和田賢一

3 270704

土 青山学院校友会福島県支部総会

福島市

阿部隆彦

4 270805

水 東邦銀行郡山大町支店 大町東友会

郡山市

佐山充

5 270910

木 東邦銀行「新入行員講座」

福島市

木村正昭

6 270917

木 東邦銀行「新入行員講座」

福島市

高橋宏幸

7 271004

日 会津エンジン10

8 271013

火 福島市役所

福島市

和田賢一

9 271020

火 公益社団法人郡山法人会田村支部

田村市

阿部隆彦

10 271023

金 須賀川商工会議所財務金融部会

11 271207

月 東邦銀行白河支店 白河経済懇談会「研究部会」

白河市

渡辺光則

12 271209

水 郡山テクノポリス推進機構 アドホック研究会

郡山市

和田賢一

13 280119

火 公共施設ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ パネリスト

郡山市

阿部隆彦

14 280210

水 キャノン労働組合福島支部

福島市

和田賢一

ふくしま市町村支援機構「平成27年度福島県土木部専門研修」

会津若松市 阿部隆彦

須賀川市 若狭新一郎

４．銀行より受託している調査・研究項目（特定受託事業）
（１）本県における医療産業の将来展望について
（２）本県における地域活性化と観光産業の将来展望について
（３）経済活性化に向けた本県の産業集積の取組と将来展望について
（４）地方創生と県内の公共交通機関の役割について
（５）農林業を通じた地域おこし
（６）地域の小売業の活性化
（７）地域再生に向けたコンパクトシティ構想
（８）住宅ローン・アパートローンの将来推計

５．発刊事業（機関誌販売事業）
（１）機関誌発刊
「福島の進路」平成２７年５月号～平成２８年４月号
Ａ．定例調査
６件の調査結果掲載（１．
（２）の通り）
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各号 約４，５００部出版

Ｂ．自主研究
９件の自主研究成果掲載（１．（３）の通り）
Ｃ．連載
○企業法務セミナー
渡辺健寿法律事務所 弁護士 渡辺 健寿
「福島の進路」平成１３年５月号より（当年度１２回）
○税務・財務相談Ｑ＆Ａ
東北税理士会県内各支部 税理士
「福島の進路」平成２０年４月号より（当年度１２回）
○福島県の取り組み・施策シリーズ
福島県
「福島の進路」平成２５年１月号より（当年度１２回）
○福島県の歴史シリーズ
福島県立博物館
「福島の進路」平成２６年４月号より（当年度１１回）
○会津の歴史シリーズ
若松城天守閣郷土博物館
「福島の進路」平成２８年４月号より（当年度１回）
○私の研究シリーズ
日本大学工学部
「福島の進路」平成２７年４月号より（当年度１１回）
会津大学
「福島の進路」平成２８年４月号より（当年度１回）
○東邦銀行海外活動シリーズ
「福島の進路」平成２７年１２月号より（当年度３回）
・東邦銀行国際営業部国際営業課行員（タイ・カシコン銀行派遣）
・東邦銀行人事部付行員（福島県上海事務所副所長）
・東邦銀行国際営業部国際営業課行員（シンガポール・三菱東京 UFJ 銀行派遣）
Ｄ．寄稿
○景気見通し
公益社団法人日本経済研究センター研究本部 主任研究員 竹内 淳
「福島の進路」 ７月号掲載
○景気見通し
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公益社団法人日本経済研究センター研究本部 主任研究員 竹内 淳
「福島の進路」１０月号掲載
○２０１６年日本経済の行方と内外の政策課題
経済破綻回避へ生産の飛躍的向上を
公益社団法人日本経済研究センター研究本部 理事長 岩田 一政
「福島の進路」 １月号掲載
○景気見通し
公益社団法人日本経済研究センター研究本部 主任研究員 竹内 淳
「福島の進路」 ４月号掲載

６．一般受託事業
なし

７．対外活動
（１）福島県等各種委員会
福島県公共事業評価委員会（6/3、7/8、7/17、7/28、1/14）
福島市固定資産評価審査委員会（7/14、5/30、6/13、8/7、2/9）
指定管理者選定検討会（9/9、12/8）
福島県商業まちづくり審議会（1/19）
（２）地銀経研協議会等
地銀経済研究機関情報連絡協議会（4/27～28、10/15～16）
地銀経済研究機関情報連絡協議会研究部会（8/21）
地銀協「地域産業連関分析実践研究講座」（5/14～16）
東北地銀調査担当者会議（6/5～6、11/26～27）
地銀協「地域経済調査担当者研究会」（1/28～29）
（３）地域懇談会、研究会等
テレビユー福島番組審議会（4/7、5/12、6/2、7/7、9/1、10/6、11/4、12/1、2/2、3/1）
（４）福島経済同友会
第６回朝食懇談会（4/8 ザ・セレクトン福島 講師：福島市長 小林 香 氏）
東北ＩＬＣ推進協議会「平成２６年度総会」及び「特別講演」（4/13）
福島県商工労働部「中小企業等復旧・復興支援施策説明会」
（4/14）
第２８回全国経済同友会セミナー（4/16～17 金沢市）
復興道路会議（6/4 伊達市）
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経済同友会東北ブロック事務局長会議（6/22～23 青森市）
ふくしま台湾友好協会平成２７年度通常総会（7/3）
南東北３県経済同友会連携会議（7/7 仙台市）
経済同友会夏季セミナー（7/16～17 郡山市）
平成２７年度幹事会、通常総会、講演会
（7/21 ザ・セレクトン福島 講師：福島地方気象台 台長 鈴木 和明 氏）
経済同友会東北ブロック会議（7/23～24 青森市）
ふくしま産業賞記念講演会（7/28）
中部経済同友会創立 60 周年記念行事（8/5 名古屋市）
内閣府ヒアリング（9/6）
全国経済同友会事務局長会議（9/10～11 札幌市）
全国経済同友会分権改革委員会（9/14）
第７回朝食懇談会
（9/15 辰巳屋 講師：(株)近畿日本ツーリスト東北 代表取締役社長 野崎 佳政 氏）
経済同友会震災復興委員会（9/29、11/6）
第１回東北ブロック広域観光分科会（10/20 仙台市）
全国経済同友会代表幹事円卓会議（11/10 福岡市）
情報モラル啓発セミナー（11/12 ザ・セレクトン福島）
「ふくしま産業賞」専門委員会（11/24、12/11）
、表彰式（2/19）
第８回朝食懇談会
（12/9 辰巳屋 講師：福島市教育委員会 文化課長 齋藤 義弘 氏）
新年懇談会（1/15 ザ・セレクトン福島 講師：公益社団法人経済同友会
副代表幹事・専務理事 横尾 敬介 氏）
ふくしま被害者支援センター理事会・新年懇親会（1/21 グリーンパレス）
裏千家新春茶会（1/31 民報会館）
第２回東北ブロック広域観光分科会（2/16 仙台市）
第３回ふくしま地域ポータルサイト運営委員会（2/19 福島市市民会館）
第９回朝食懇談会
（2/24 ザ・セレクトン福島

講師：株式会社福島県民球団 代表取締役社長 扇谷 富幸 氏）

全国経済同友会東日本大震災被災地視察会（3/10 宮城県）
全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム（3/11 仙台市）
福島県首都機能移転促進県民会議幹事会（3/29 県庁）
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（５）研修、交流等
東邦銀行「お取引先様向け新入社員研修会」
（4/2）
日本経済研究センター「会員会社・社長朝食会」
（4/6、4/20、7/16、9/17、11/18、1/28）
日本経済研究センターセミナー（6/17）
寺島戦略経営塾（4/12～14）
再生可能エネルギー政策講演会（5/12）
一般法人定例講座（5/14、6/11、9/16）
内外情勢調査会（5/27、6/29、7/21、10/26、1/22、2/16、3/23）
日本経済研究所講演会（6/1）
日本経済研究所「地域シンクタンク研修」（7/9～10）
地域金融Ｒ＆Ｃ研究会（6/3、7/31、8/28、9/10、10/22～23、11/27、12/16、1/21～22）
福島政経懇話会（6/4、8/27）
竹田健康財団理事会、評議員会（6/9、6/29、3/17）
福島県下水道公社評議員会（6/11）
福島県よろず支援拠点セミナー（6/24）
ふくしま台湾友好協会平成２７年度通常総会（7/3）
地方創生フォーラム in 福島（7/10）
ＧＴＭ経営者倶楽部講演会（7/13）
とうほう海外事業支援セミナー（7/15）
七十七銀行伊藤元重講演会（7/23）
ふくしまＤＣ成果発表会（8/24）
ダイユーエイト浅倉社長講演会（9/4）
福島民友新聞「地方創生シンポジウム」
（9/30）
地方シンクタンクフォーラム（10/2）
地方創生ＲＥＳＡＳ地域セミナー（10/5）
航空宇宙産業シンポジウム（11/6）
ふくしまＰＰＰ／ＰＦＩ研究会（11/10）
東邦銀行ＩＲ（11/16）
食の商談会ふくしまフードフェア 2015（11/19）
竹田綜合病院グランドオープン記念式典・祝賀会（12/17）
福島市新年市民交歓会（1/4）
本店・事務センター合同新年会（1/5）
とうほう・地方創生セミナー（1/18）

－ 8 －

ダイユーエイトお取引先懇談会（1/22）
二木会新年会（1/27）
裏千家新春茶会（1/31）
津波商業補助金審査委員会（2/4、3/2）
とうほうアジアビジネスセミナー（2/24）
地方シンクタンク協議会「第１４回経営者会議」
（2/26～27）
アドホック研究会（3/8）
国・地方を通じた経済・財政再生計画に関する説明会（3/16）

以
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上

