2021 年度事業報告
（2021 年４月１日から 2022 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
県内市町村が進めている「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地公体への産業連関表の提供等、サポートを行ってきた。2015 年度
以降、福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、白河市に提供を行った（詳細は文末の参考「表
１」参照）
。
2017 年度からは、
「2013 年度基準」で改訂版産業連関表を作成している。これまで、福島
市、郡山市、喜多方市について作成し、2018 年 5 月に郡山市に対し提供を行った。さらに、
会津若松市について作成し、
2018 年 11 月に開催された「全国商工会議所観光振興大会 2018in
会津若松」にかかる調査を会津若松商工会議所より受託し、同市産業連関表により経済波及
効果を算出、報告書を作成・提出した。今後、他の市についても作成、順次提供を行う予定
で、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して行く。
Ｂ．相談案件への対応
これまで、県などの地公体や各団体から調査委託、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相談を受けてきた（詳細は文末の参考「表２」参
照）
Ｃ．対外発信力の強化
（ａ）マスコミ対応の強化
報道機関からの照会や取材等に対しては積極対応を行っている。県内景気動向調査等の
当研究所定例調査については、テレビニュース等でしばしば取り上げられている。今後も
積極的な情報発信の強化を継続する。
（ｂ）ホームページの充実
ホームページについては、2016 年１月より「福島の進路」の全掲載記事をネットで閲
覧可能としたこともあり、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
8,800 件程度となっている。2022 年１月より「福島の進路」電子ブック版の掲載を開始、
今後もホームページのさらなる充実による情報発信を図って行く。
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
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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、銀行と共同で
適切に対応している（相談案件については、文末「表２」をご参照）
。
Ｅ．研究冊子の発刊・販売
当研究所では、これまで研究冊子を３回発刊し、県および県内全市町村・図書館等へ贈呈し
た他、県内書店で販売している。また、当研究所からの講師派遣時に聴講者へ配布したほか、
行内グループウェアに掲載することにより、行員の閲覧も可能としている。
（２）定例調査（７件）
定例調査研究の成果は機関誌「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、
マスコミリリースを実施し、新聞記事等に取り上げられた。
○「2020 年の県内経済活動の回顧」

「福島の進路」 ５月号掲載

○「第 15 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

○「第 79 回福島県内景気動向調査」

「福島の進路」 10 月号掲載

○「第 16 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

○「今年はこうなる！2022 年の景気見通し」

「福島の進路」 １月号掲載

○「第 80 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（５件）
○新型コロナウイルス感染拡大以降の県内消費動向
～生活スタイルの変化と支出項目への影響～

｢福島の進路」 ８月号掲載

○統計からみた被災地の復興状況
～東日本大震災と原発事故から 10 年経過した浜通り地方の復興状況～
「福島の進路」 ９月号掲載
○福島県内乗用車需要の現状と課題について

「福島の進路」 11 月号掲載

○原油価格高騰等によるエネルギー価格の上昇が県内経済に及ぼす影響について（試算）
「福島の進路」 ２月号掲載
○県内の人口動向～2021 年で全国２番目の転出超過～

「福島の進路」 ３月号掲載

（４）企業訪問（６件）
○小田川運輸有限会社

「福島の進路」 ６月号掲載

○独立行政法人日本貿易振興機構福島貿易情報センター（ジェトロ福島）
「福島の進路」 ８月号掲載
○株式会社あいづダストセンター

「福島の進路」 12 月号掲載

○一般財団法人桑折町振興公社

「福島の進路」 ２月号掲載

○認定特定非営利活動法人パンダハウスを育てる会

「福島の進路」 ３月号掲載
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○福島交通株式会社

「福島の進路」 ４月号掲載

２．講演会事業
例年、福島市および郡山市内において定期講演会を開催しているが、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、当年度も開催を中止した。
３．講師等派遣事業

計１３件実施

№
１
２
３
４

年月日
2021.4.21
2021.5.12
2021.6.22
2021.8.3

曜日

５

2021.9.16

木

６
７

2021.10～
2022.2
2021.12.7

火

三島町議会

８

2021.12.15

水

金融庁

９

2021.12.17

金

デロイトトーマツ
コンサルティング

10

2022.2.3

木

デロイトトーマツ
コンサルティング

11

2022.2.19

土

福島県避難地域復興局

12

2022.2.26

土

日本経済新聞社

13

2022.3.2

水

デロイトトーマツ
コンサルティング

水
水
火
火

依頼主
一般財団法人竹田健康財団
福島大学
本宮支店 本宮経済研究会
白河市
第二東京弁護士会
倒産法研究会
田村市

テーマ
キャッシュレス勉強会
福島県の経済と産業
新型コロナウイルスの影響
アフターコロナにおける地
域活性化
地域金融機関における事業
再生
田村市産業人材育成塾

場所
会津若松市
福島市
本宮市
白河市

講演者
木村正昭
木村正昭
和田賢一
矢吹光一

オンライン

矢吹光一

田村市

新型コロナウイルス感染症
が及ぼす県内及び会津地方
経済への影響等について
地域金融機関における事業
再生
「福島 12 市町村における生
活基盤再建に関する実証調
査事業」委員
「福島 12 市町村における生
活基盤再建に関する実証調
査事業」委員
福島 12 市町村創業アイデア
コンテスト
地域経済と事業再生の現場
から
「福島 12 市町村における生
活基盤再建に関する実証調
査事業」委員

大沼郡三島町

矢吹光一
（塾長）
和田賢一

オンライン

矢吹光一
矢吹光一

矢吹光一

オンライン
オンライン

４．銀行より受託した調査・研究項目（特定受託事業）
（１）東日本大震災にかかる復興事業の総括
（２）飲食業、宿泊業の経営動向(審査部地域産業・企業調査課との共同研究)
（３）ＡＴＭ機能状況および設置台数、利用件数の推移
（４）福島県内のスマホ普及状況
（５）県内のキャッシュレス決済の普及状況
（６）コロナ禍における一般ローンの動向
（７）福島県内企業のＤＸ状況
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矢吹光一
(審査員)
矢吹光一
矢吹光一

５．コンサルティング事業
2021 年７月に担当者２名着任後、県などの自治体、外郭団体や、コンサルティング会社などを
訪問しコンサルティング業務立ち上げにかかるニーズ調査を実施、結果を踏まえ事業取り組み方
針・数値計画を策定し銀行常務会(９月 21 日）にて報告。
その後、３月４日に開催された銀行の「経営戦略策定・実行委員会」にてこれまでの取り組み
と今後の方針を報告。
<面談状況>
○自治体等
福島県 白河市 田村市、(公財)福島県産業振興センター、(公財)イノベーション・コース
ト構想推進機構 他（15 先

のべ訪問回数 50 回）

○企業その他
福島県中小企業診断協会、あきぎんリサーチ＆コンサルティング、長野経済研究所、７７リサ
ーチ＆コンサルティング、山田コンサルティング、きらやか銀行、 他
(23 先 のべ訪問回数 48 回）
<主な実績>
○(公財)福島県相双復興機構と復興コンサルティング業務にかかる業務委託契約(包括)を締結
(2021.11.17)
○経営革新計画策定支援業務受託 ３件

６．発刊事業（機関誌販売事業）
（１）機関誌発刊
「福島の進路」2021 年５月号～2021 年４月号
Ａ．定例調査
７件の調査結果を掲載（1.(2)のとおり）
Ｂ．自主研究
５件の自主研究成果を掲載（1.(3)のとおり）
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」2001 年５月号より（当年度 12 回）
○税務・財務・会計相談Ｑ＆Ａ
東北税理士会福島県支部・TKC 東北会福島県支部所属の公認会計士・税理士
「福島の進路」2008 年４月号より（当年度 12 回）
4

○福島県の取り組み・施策シリーズ
福島県

「福島の進路」2013 年１月号より（当年度 11 回）

○安積の歴史シリーズ
郡山市文化財保護審議会 委員 柳田 和久
「福島の進路」2020 年４月号より（当年度 12 回）
○私の研究シリーズ
奥羽大学

「福島の進路」2021 年４月号より（当年度 11 回）

桜の聖母短期大学

「福島の進路」2022 年４月号より（当年度１回）

Ｄ．寄稿
○景気見通し（2021 年夏）
公益社団法人日本経済研究センター 短期経済予測班主査・主任研究員 稲葉 圭一郎
「福島の進路」 ７月号掲載
○景気見通し（2021 年秋）
公益社団法人日本経済研究センター 短期経済予測班主査・主任研究員 稲葉 圭一郎
「福島の進路」 10 月号掲載
○日本経済・気候変動、待ち受ける課題―2022 年展望
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

○景気見通し(2022 年春）
公益社団法人日本経済研究センター 短期経済予測班主査・主任研究員 稲葉 圭一郎
「福島の進路」 ４月号掲載
７．他機関受託調査事業
（１）2020 年度受託調査獲得状況

1

契約日

委託者

委託内容

2020.7.10

伊達市

伊達市第２次総合計画に係る市民アンケート調査集計業務

（２）2021 年度受託調査獲得状況
契約日

委託者

1

2021.10.29

77R&C

2

2022.1.5

委託内容
東北デスティネーションキャンペーン経済波及効果推計業務

伊達市 年少人口の将来推計
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８．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（6/16、9/9、12/3）
ふくしま県土づくりプラン有識者会議（オンライン）（9/3、10/28）
福島県商工労働部指定管理者選定検討会（10/11）
福島市固定資産評価審査委員会（5/26、2/21）
福島県商業まちづくり審議会（10/28、12/23、2/3）
（２）地域懇談会、研究会等
テレビユー福島番組審議会（4/6、5/11、6/8、8/7、9/7、11/2）
福島県立医科大学付属病院内物流管理業務委託にかかる公募型プロポーザル審議会(12/20)
福島県立医科大学付属病院食堂運営事業者選考会（2/17）
（３）福島経済同友会
第 33 回全国経済同友会セミナー（4/8 東京都）
第 27 回会員懇談会（4/20 ザ・セレクトン福島 講師：福島県教育庁教育次長 丹野純一
氏）
ふくしま被害者支援センター理事会（5/18 グリーンパレス）
ふくしま被害者支援センター総会（6/17 グリーンパレス）
2021 年度幹事会、通常総会、講演会（7/1 ザ・セレクトン福島
講師：(株)カトウファーム代表取締役 加藤晃司 氏）
全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム（7/4 仙台市）
東北７県経済同友会代表幹事との意見交換会（7/5 仙台市）
全国経済同友会事務局長会議（オンライン）
（8/26）
常任幹事会（9/28 ザ・セレクトン福島）
第 44 回経済同友会東北・北海道ブロック会議（10/21 ザ・セレクトン福島）
経済同友会Ｗｅｂセミナー（1/11）
第 28 回会員懇談会(3/30 ザ・セレクトン福島、講師：福島県警本部長 児島洋平氏）

（４）研修、交流等
日本経済研究所講演会（オンライン）（4/16）
内外情勢調査会（4/19、5/17）
福島政経懇話会（4/26）
日本経済研究センター政策懇談会（オンライン）
（5/18）
会津大学 SGU 臨時委員会、経営審議会（5/27、6/29）
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地域金融Ｒ＆Ｃ研究会（オンライン）（5/28、11/25）
竹田健康財団報告会、理事会、委員会（6/3、6/7、6/11、6/14）
福島県下水道公社評議員会（6/9）
地域金融Ｒ＆Ｃ研究会 2020 年度研究発表会（オンライン）（7/9）
地方シンクタンク協議会総会（オンライン）
（7/21）
白河市職員向け勉強会（8/3）
東北ＤＣ経済波及効果推計業務事前打合せ（8/11）
日本経済研究所地域シンクタンク研修（オンライン）（10/7～10/8）
ほくとう総研地域経営研究会（オンライン）
（10/29、1/21）
ＳＤＧｓセミナー2021（オンライン）（11/4）
野村総研オンライン意見交換（11/18）
ＴＵＢＡＳＡアライアンスＷｅｂ情報交換会（11/18）
東北活性化研究センターフォーラム（オンライン）
（11/25）
日本政策金融公庫フォーラム（オンライン）
（11/26）
日本総研シンポジウム（オンライン）（12/3）
地方シンクタンク協議会地方シンクタンクフォーラム（オンライン）
（12/23）
田村市産業人材育成塾勉強会（1/12）
経営品質協議会セミナー（オンライン）
（1/12）
田村市エコノミックガーデニングに係る講演会（1/24）
福島 12 市町村創業アイデアコンテスト（2/19）
日経地方創生フォーラム（2/26）

以上
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