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http://www.city.sanjo.niigata.jp/ 

http://www.city.tsubame.niigata.jp/ 

http://www.kenohjiba.or.jp/ 

http://www.pref.niigata.jp/ 

 

（近畿） 

http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/ 

http://www.higashiosakabrand.jp/index.html 

http://www.techplaza.city.higashiosaka.osaka.jp/ 

http://www.techplaza.city.higashiosaka.osaka.jp/sangyo_shien/ 

 

（中国） 
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http://www.akita-rodokyoku.go.jp/ 
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おわりに 

http://www.isc.hbs.edu/ 
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 『地域の経済 2003』の作成に当たりましては、現地調査に御協力を頂きました皆様を始

め、岡本善行法政大学社会学部教授、児玉俊洋独立行政法人経済産業研究所上席研究員、
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 この場を借りて厚く御礼申し上げます。 
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担当）の岩城秀裕を始め、庄司雅一、横山直、高橋敏明、松本宏太、東山正行、久冨良章、

小川修史、小野哲郎が原案作成に当たりました。 

 


