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は じ め に 
 
 

 東日本大震災により被災された皆様方に心よりお見舞いを申し

上げますとともに､一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

さて､株式会社日本政策投資銀行新潟支店は､昭和 47 年に開設

以来､地域の皆様に支えられながら業務を行って参りました。今後

とも､地域の多様なニーズに対応し､新潟地域の経済の発展に貢献

できるよう努めて参りますので､一層のご支援を賜りますようお

願い申し上げます。 

 このハンドブックは､新潟県の産業･経済に関する主要統計､主

要プロジェクト等を収録したものです。 

 記載項目や内容につきましては､毎年見直しを行っております

が､今後も皆様のご意見､ご教示をいただきながら一層の充実を図

って参りたいと考えております。当冊子が皆様の業務参考用とし

て､また地域を理解する一助としてお役に立てれば幸いです。 

 末筆ながら､刊行に当たってご協力いただきました関係各機関

の方々に厚く御礼申し上げます。 

 

 

平成 25 年 10 月 

 

株式会社日本政策投資銀行 

新潟支店長 大倉 俊司 
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