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一般財団法人とうほう地域総合研究所 

平成２８年度事業報告 

（平成 28年 4月 1 日から平成 29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。 

既に郡山市、いわき市、須賀川市等主要都市に提供を行った。28年 4月には白河市(西郷村

合算)に提供した。28年度下期は、伊達市、喜多方市、二本松市について作成、今後提供を行

う予定であり、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。 

さらに 29年度は、「2013年度基準の産業連関表」の作成に取り組み、順次提供を行う予定。 

 Ｂ．相談案件への対応 

28年度は、国(復興庁）、県、川内村から、人口減少問題、RESAS普及事業、産業連関表作成

や経済波及効果試算等について、計 5件の相談を受けた。 

 Ｃ．対外発信力の強化 

   ①当研究所の対外発信力強化の観点から、また福島県内への観光客誘致促進の一環として、「福

島の進路」の表紙を 28年 4月号よりリニューアルした。地域色を出すべく、ユニークな県

内の観光スポットや季節ごとの美しい風景の写真をふんだんに取り入れた。12 月からはホ

ームページに、「福島観光情報」としてこれら写真と日本語・英語の説明文を掲載、インバ

ウンド促進に向けた発信の強化を図っている。 

②ホームページについては、28年 1月にリニューアルを実施、「福島の進路」の全掲載記事を

ネットで閲覧可能としたが、最近 1年間の当研究所ホームページへの月平均閲覧件数は、約

4,800件程度となっている（28年 2月時点では月平均約 4,200件）。今後も、県内の観光促

進に関するコンテンツを追加するなど、ホームページのさらなる充実を図って行く。 

③人口問題に関する県議会との意見交換会 

「地方創生に向けた福島県の人口減少抑制策」について、県議会「人口問題対策特別

委員会」より当研究所との意見交換実施の依頼があった。2025年の人口減少によるマ

イナスの経済波及効果の試算結果を踏まえて、人口減少抑制策に係る資料を作成し、8

月に県庁で説明会を実施、議員らと意見交換を行った。 

  ④研究員のテレビ出演(ニュースに対するコメント等)をはじめ、報道機関からの照会等

に対しては積極対応を行い、情報発信に努めている。 
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   平成 28年度テレビ出演実績 

年月 放送局 テーマ 出演者 

28年 6月 FCT,TUF 英国 EU離脱による県内経済への影響 和田賢一 

28年11月 FCT,TUF 米国新大統領の誕生について 和田賢一 

29年 2月 FTV,NHK ビジネスホテルの県内進出について 和田賢一、木村正昭 

 

Ｄ．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。 

Ｅ．研究冊子の発刊・販売 

地方創生関連の取り組み事業の一環として 28年 2月に発刊した研究冊子「2025年の福島県」

は、県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等

で販売している。29年 4月末現在の販売冊数は、95冊（金額 98千円）となっている。 

  29年度は、平成 26年 2月に出版した「よくわかる福島県の経済と産業」の改訂版として「当

研究所 35周年記念版」を出版する（30年 1月発刊予定）。 

 

（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 27年（2015年）の県内経済活動の回顧」 「福島の進路」  5月号掲載 

○第 5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 

○「県内の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 28年夏季ボーナス及び暮らし向き」アンケート調査から～ 

○「第 69回福島県内景気動向調査」 「福島の進路」  10月号掲載 

○第 6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 70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） 

○「アニメ」を活用した福島県内の地域活性化 「福島の進路」  7月号掲載 

○～人口減少を踏まえた地方創生の始動～県内の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

 「福島の進路」  8月号掲載 

○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 1 回） 

～東北中央自動車道の福島米沢間開通を平成 29年度に控えて～ 
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 「福島の進路」  8月号掲載 

○高齢化社会における医療経営のあり方について 

～サービス・マーケティングの視点による医療サービスの品質に着目して～ 

 「福島の進路」  9月号掲載 

○県内の建設業を取り巻く環境の変化 「福島の進路」  11月号掲載 

○地方創生に向けた福島県の人口減少抑制策について 

～2015年から 2025年までの人口減少によるマイナスの経済波及効果の試算結果を踏まえて～ 

 「福島の進路」  12月号掲載 

○福島県内の子育て支援の現状と課題について 

～保育施設と待機児童に着目して～ 「福島の進路」  2月号掲載 

○震災後 6 年となる県内の復興の動き 「福島の進路」  3月号掲載 

○福島県のインバウンド復活に向けた現状と課題について 

～復活による経済波及効果の試算結果を踏まえて～ 「福島の進路」  3月号掲載 

 

（４）企業訪問（12件） 

○東北通信装機株式会社 「福島の進路」  5月号掲載 

○農事組合法人いわき菌床椎茸組合 「福島の進路」  6月号掲載 

○株式会社リンペイ 「福島の進路」  7月号掲載 

○株式会社会津ラボ 「福島の進路」  8月号掲載 

○株式会社ニューメディア 「福島の進路」  9月号掲載 

○株式会社コスモファーマ 「福島の進路」  10月号掲載 

○浜通り交通株式会社 「福島の進路」  11月号掲載 

○株式会社天乃屋 「福島の進路」  12月号掲載 

○米屋企業株式会社 「福島の進路」  1月号掲載 

○南相馬復興アグリ株式会社 「福島の進路」  2月号掲載 

○株式会社信濃屋 「福島の進路」  3月号掲載 

○株式会社ふたば 「福島の進路」  4月号掲載 

 

２．講演会事業 

（１）開催日：平成 28年 10月 24日（月） 

会 場：福島市 とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター） 

テーマ：「試練は人を磨く」 

講 師：元読売巨人軍 桑田真澄 氏 
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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 

   聴講者：1,500名 

 

（２）開催日：平成 29年 3月 1日（水） 

会 場：郡山市 ホテルハマツ 

テーマ：「最近の企業・官庁の不祥事事案から学ぶべきこと」 

講 師：郷原 信郎 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 

後 援：福島民報社、福島民友新聞 

聴講者：320名 

 

３．講師派遣事業  計 10先実施 

平成28年度講師派遣実績

NO. 年月日 曜日 依頼主 テーマ 場所 講演者

1 28.5.11 水 福島大学提供講座 福島県の経済と産業 福島市 阿部隆彦

2 28.8.26 金 福島商工会議所卸商業部会 東北中央道の整備と効果 福島市 阿部隆彦

3 28.9.7 水 東邦銀行第3回「新入行員講座」 福島の経済環境 福島市 木村正昭

4 28.9.12 月 東邦銀行第3回「新入行員講座」 福島の経済環境 福島市 安藤雅和

5 28.10.14 金 （社）博愛会　役職員研修会 介護職・保育職の人材確保 会津若松市 和田賢一

6 28.11.18 金 倉島商店 福島県経済の現状と課題 福島市 和田賢一

7 28.11.22 火 会津経済倶楽部 最近の経済動向・会津観光 会津若松市 斎藤英夫・木村正昭

8 29.1.23 月 福島相双復興官民合同チーム 復興に向けた相双地区の現状 福島市 阿部隆彦

9 29.2.21 火 吾妻会・ひがし会（東邦銀行東福島支店） 福島の経済と産業 福島市 阿部隆彦

10 29.3.13 月 民進党県会議員向け勉強会（東邦銀行県庁支店） 最近の経済動向 福島市 斎藤英夫
 

 

４．銀行受託調査・研究項目（特定受託事業） 

（１）東北６県連携による観光活性化策について 

（２）復興特需終了後における本県建設業の動向 

（３）福島県の産業構造 

（４）ペイジー等の電子納付の普及見通し 

（５）東北中央道による産業変化予測 
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（６）観光業の振興に向けた福島空港の活用 

（７）オートローン等の一般個人ローン残高の将来推計 

（８）インバウンド需要の取り込みについて 

 

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 28年 5月号～平成 29年 4月号  各号 約 4,500部出版 

Ａ．定例調査 

6件の調査結果掲載（1.(2)の通り） 

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 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 11回） 

○信達の歴史シリーズ 

福島県史学会 

 「福島の進路」平成 29年 4月号より（当年度 1回） 

○私の研究シリーズ 

会津大学 

 「福島の進路」平成 28年 4月号より（当年度 11回） 

いわき明星大学 

 「福島の進路」平成 29年 4月号より（当年度 1回） 

Ｄ．寄稿 
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○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 

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 佐々木 仁 

 「福島の進路」  10月号掲載 

○アベノミクス第 3ステージの針路 

公益社団法人日本経済研究センター 理事長 岩田 一政 

 「福島の進路」  1月号掲載 

○福島相双復興官民合同チームの取組みについて 

福島相双復興官民合同チーム 事務局長 角野 然生 

 「福島の進路」  3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 佐々木 仁 

 「福島の進路」   4月号掲載 

 

６．一般受託事業 

平成 28年度受託実績なし 

 

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（6/8、7/8、7/27） 

福島県商工労働部指定管理者選定検討会（7/15、10/19） 

福島市固定資産評価審査委員会（8/2、2/14） 

福島県商業まちづくり審議会（3/23） 

 

（２）地銀経研協議会等 

地銀経済研究機関情報連絡協議会研究部会（8/26、2/3） 

地銀経済研究機関情報連絡協議会（10/13～14） 

東北地銀調査担当者会議（11/10～11） 

地域経済調査担当者会議（1/27） 
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（３）地域懇談会、研究会等 

テレビユー福島番組審議会（4/5、5/10、7/5、9/7、10/4、11/1、12/6、2/7、3/7） 

 

（４）福島経済同友会 

第 10回朝食懇談会（4/7 辰巳屋 講師：福島市長 小林 香 氏） 

第 29回全国経済同友会セミナー（4/14～4/15 岡山市） 

東北ブロック広域観光分科会（4/28、5/17 仙台市） 

ふくしま被害者支援センター理事会（5/19 グリーンパレス） 

〃      総会（6/9 グリーンパレス） 

第 11回朝食懇談会（6/14 辰巳屋  講師：福島河川国道事務所長 石井 宏明 氏） 

復興道路会議（6/14 杉妻会館） 

ふくしま台湾友好協会通常総会（7/11） 

平成 28年度幹事会、通常総会、講演会（7/26 ザ・セレクトン福島  

講師：産総研 福島再生可能エネルギー研究所長 大和田野 芳郎 氏） 

経済同友会東北ブロック事務局長会議（7/28 秋田市） 

福島大学 COC+事業推進委員会（7/29 郡山市、9/27 福島大学） 

福島大学 COC+公開シンポジウム（8/20 郡山市） 

経済同友会東北ブロック会議（9/8 秋田市） 

全国経済同友会事務局長会議（9/14～9/15 和歌山市） 

第 12回朝食懇談会（9/28 辰巳屋 講師：(株)アポロガス代表取締役社長 篠木 雄司 氏） 

IPPO IPPO NIPPONプロジェクト東北支援終了式典（11/6 仙台市） 

ふくしま産業賞専門委員会（11/11） 

（公社）経済同友会創立 70周年記念式典（11/21） 

全国経済同友会代表幹事円卓会議（12/5 浜松市） 

第 13回朝食懇談会（12/7 ザ・セレクトン福島 

講師：(株)エンルート M’s代表取締役 辺見 俊彦 氏） 

ふくしま被害者支援センター理事会・新年懇親会（1/19 グリーンパレス） 

新年懇談会（1/20 ホテル辰巳屋 講師：(株)ユーラスエナジーホールディングス 

エグゼクティブアドバイザー 清水 正己 氏） 

ふくしま産業賞表彰式（2/4） 

第 14回朝食懇談会（2/9 ザ・セレクトン福島 講師：イービーエム(株) 朴 栄光 氏） 
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（５）研修、交流等 

とうほう証券開業記念祝賀会（4/5） 

日本経済研究センター「会員会社・社長朝食会」（4/8、6/8、9/7、10/21、11/11、2/3） 

ふくしま酒まつり（4/21） 

内外情勢調査会（4/25、6/28、9/26、2/24、3/23） 

福島県産業連関表説明会（5/9、5/13） 

日本経済研究所「地域シンクタンク研修」（5/12～13） 

行友会歓迎会（5/19） 

地域金融Ｒ＆Ｃ研究会（5/20、6/10、7/8、8/5、9/20～21、10/13～14、11/18、12/14） 

平成 27年度調査研究報告会（5/24） 

地域戦略研究会（6/1、10/11、11/10） 

福島政経懇話会（6/2、9/28、12/1、1/26） 

竹田健康財団監査報告会、理事会、評議員会（6/7、6/9、6/17、6/28、3/21） 

福島県下水道公社評議員会（6/15） 

福島県よろず支援拠点セミナー（6/17） 

会津大学経営審議会、SGU点検評価委員会（6/23、11/9、3/28） 

ふくしま台湾友好協会通常総会（7/11） 

とうほう海外事業支援セミナー（7/14） 

あぶくま会総会（7/28） 

福島県議会「人口問題対策特別委員会」発表会（8/2） 

アドホック研究会（8/9、9/9） 

福島県県北地域観光誘客促進調査研究会（8/30～31、10/7、11/16～17、2/1～2、2/17） 

        〃        報告会（3/16） 

全国公益法人協会一般法人実務研修（9/13） 

FinTech講演会（9/23） 

プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー（9/29） 

支店経営研究会講演会（10/3） 

福島県 RESAS研修会（10/17） 

フードフェア 2016（10/25） 

津波商業補助金審査委員会（10/26、2/20） 

東京大学公開セミナー（10/28） 

地方シンクタンクフォーラム（11/11） 

東邦銀行ＩＲ（11/14） 
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発酵食品を活かした地域の活性化（11/14） 

国土交通省福島河川国道事務所勉強会（11/16） 

福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会（12/7） 

地域戦略フォーラム（12/10） 

会津未来創造推進本部セミナー（12/12） 

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） 

二木会出向者・ＯＢ新年会（1/18） 

ふくしまＰＰＰ／ＰＦＩ研究会（1/24） 

裏千家新春茶会（1/29） 

とうほう地域創生セミナー（2/7） 

とうほうアジアビジネスセミナー（2/15） 

地方シンクタンク協議会「第 15回経営者会議」（2/24～25） 

〃      東北・関東ブロック第 39回研修交流会（3/10～11） 

 

 

 

 

以 上 


