
令和２年度 鳥取県経済同友会中部地区事業報告書 

 

１．会員数 

令和3年3月31日現在 25名 （令和2年3月31日 27名） 

 

（推移） 

◇会員交代（2名） 

    6月 上本 武 氏（㈱グリーンコープ 代表取締役社長 栗原 隆政 氏より交代） 

2月 三宅 功 氏（中国電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱倉吉ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 所長 澤 幸夫 氏より交代） 

 

   ○入会会員（1名） 

    5月 船越 清 氏（倉吉信用金庫 常勤理事） 

 

▲退会会員（3名） 

5月 豊田 勲 氏（㈱豊田ガラス建材 代表取締役会長） 

5月 安田 知章 氏（安田農園 代表） 

1月 松井 幹雄 氏（松井税理士事務所 所長） 

    

２．会議の開催 

（１）総会１回 

 日時･場所 同意者 内  容 

中部地区 

定時総会 
新型ｺﾛﾅ感染防止のため書面決議 ２７ 

・令和元年度事業報告、決算承認 

・令和2年度事業計画、予算承認 

・役員変更他 

 

（２）例会７回（原則毎月第３金曜日） 

 日時･場所 出席者 内  容 

4月例会 中止 － 中止 

8月例会 
8月21日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１５ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「鳥取県立美術館整備運営事業について」 

鳥取県立美術館パートナーズ㈱ 

 大和リース㈱ 山陰営業所担当課長 和田琢磨氏 

 ㈱竹中工務店 鳥取営業所長 坊寺純男氏 

 ㈱懸樋工務店 品質管理室長 湊口民弥氏 

 山陰リネンサプライ㈱ 代表取締役 水野一久氏 

鳥取県教育委員会 

 美術館整備局長 加藤礼二氏 

 美術館整備局美術館整備課長 漆原芳彦氏 

9月例会 
9月18日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１４ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「SDGsって何？」 

(公財)とっとり県民活動活性化センター 

常務理事・事務局長 毛利葉氏 

10月例会 
10月16日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１８ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「みんなで、創ろう、支えよう、 

県立美術館」 

とっとり県美応援団 団長 佐伯健二氏 

11月例会 
11月20日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１２ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「倉吉市中心市街地活性化はセカンドステ

ップへ ～チュウカツの進捗状況とこれから～」 

倉吉市生活産業部商工観光課 課長 谷田富穂氏 



12月例会 
12月18日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１１ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「SDGsと気候非常事態宣言」 

北栄町 町長 松本昭夫氏 

1月例会 県版新型ｺﾛﾅ警報発令により中止 － 中止 

2月例会 
2月19日（金）12:00～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１３ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：『三朝温泉「すーはー温泉」から目指すもの 

～鳥取県中部観光における三朝温泉の役割～ 

三朝町 町長 松浦弘幸氏 

3月例会 
3月19日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１３ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「DX 日本デジタル化 そして地方のデジタ

ル化 その課題と必要な取り組み」 

(有)ウイル 代表取締役社長  

鳥取県経済同友会東部地区 副代表幹事 井上法雄氏 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ（ﾘﾓｰﾄ講演）：「鳥取県のデジタル化について

（鳥取県版Society5.0）」 

 鳥取県令和新時代創造本部 井上靖朗氏 

 

（３）幹事会 ９回 

日 時 場 所 出席者 内  容 
令和2年 

4月17日（金）12:00～ 
倉吉信用金庫うつぶき支店 １１ 

総会議案審議 

６・７月例会について 他 

7月10日（金）11:00～ 倉吉商工会議所 ７ 
令和2年度の事業活動 

８・９月例会について 他 

8月21日（水）13:00～ 倉吉信用金庫うつぶき支店 ９ ９・１０月例会について 他 

9月18日（金）13:00～ 倉吉信用金庫うつぶき支店 ８ １０・１１月例会について 他 

10月16日（金）13:00～ 倉吉信用金庫うつぶき支店 ８ １１・１２月例会について 他 

11月20日（金）13:00～ 倉吉信用金庫うつぶき支店 ６ １２・１月例会について 他 

12月18日（金）13:00～ 倉吉信用金庫うつぶき支店 ５ １・２月例会について 他 

令和3年 

2月19日（金）11:15～ 
倉吉信用金庫うつぶき支店 ８ ３・４月例会について 他 

3月19日（金）13:00～ 倉吉信用金庫うつぶき支店 ７ ４月例会・定時総会について 他 

 

 

３．他の会議･大会等への参加 

会議･大会名 日時･場所 出席者 内  容 

日本海沿岸地域代表幹事サミット 

実行委員会 

中止（5月） 

書面確認 

 

－ 

プログラム、エクスカーション、パン

フレット、予算 他 

鳥取県経済同友会定時総会 令和2年 

6月10日（水） 

ANA クラウンプラザ

ホテル米子 

廣田代表 

他3名 

事務局 

令和元年度事業報告、決算承認 

令和2年度事業計画、予算承認 他 

役員選任、第13回日本海沿岸地域経済

同友会代表幹事サミットについて 

第118回西日本経済同友会 

会員合同懇談会 

中止（10月：大阪）  

－ 

中止 



第13回日本海沿岸地域代表幹事サミッ

ト実行委員会 

1年延期 

（11月：鳥取市） 

 

－ 

1年延期 

鳥取県経済同友会 

正副代表幹事・事務局会議 

令和3年 

2月26日（金） 

倉吉シティホテル 

廣田代表 

事務局 

令和3年度定時総会について 

第13回日本海沿岸地域代表幹事サミッ

トについて 

負担金について 

各種会議・合同懇談会等予定 

第47回島根・鳥取県経済同友会合同懇

談会 

3月26日（金） 

ANA クラウンプラザ

ホテル米子 
山根監事 

講演会 

「来るインバウンド再開に向けた山陰

の魅力の磨き方」 

関西学院大学教授 渥美 裕之 氏 

 

４．要望・提言活動 等 

   なし 

 

５．慶弔   なし 

 

６．県同友会役員 

   副代表幹事：廣田和幸   会計監事：山根正広   幹  事：新藤祐一 

   常任幹事 ：岩﨑元孝   幹  事：岡野 稔   幹  事：名越宗弘 

常任幹事 ：福井利明   幹  事：小倉宏紀   幹  事：藤田義彦 

常任幹事 ：船越 清   幹  事：衣笠一彦   幹  事：前田六仁 

 


