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令和３年度事業報告 

 

世界経済は、各国で新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための経済活動制限措置が

段階的に緩和されてきたのを受け持ち直しを見せてきたが、後半は、需給のひっ迫、原材料

や人手の不足、また価格上昇が生じるなど経済に与える影響について留意が必要な状況と

なった。 

日本経済は、感染防止と経済活動の再開という２つの実現に向けた難しいかじ取りを続

ける中、厳しい状況が徐々に緩和されてきたとはいえ、業種によっては厳しい状況が続いた。 

そうした状況の中、コロナ禍は反面、今までの働き方や学びの方法について大きな変化を

もたらした。テレワークやオンラインでの会議や授業などに対応するため、デジタル化への

動きが活発になった。 

しかし、コロナ禍では世界の先進国と比べ、官民のデジタル化の遅れが顕著となった日本

の現状から、ポストコロナの新しい社会を目指すデジタル政策の推進に向け９月にデジタ

ル庁が開庁した。鳥取県経済同友会東部地区でも今後急速に進むデジタル化に対応し地域

を活性化するチャンスと捉えるべく、平井鳥取県知事および深澤鳥取市長に地域企業のデ

ジタル化推進を図るための提言を行った。 

全国サミットや西日本懇談会などの他県で開催された会議は、オンラインやリアルでの

ハイブリット会議で実施され、コロナ禍に対応しての実施となった。 

また、１１月に鳥取市で開催する予定であった、「第１３回日本海沿岸地域経済同友会代

表幹事サミット」は、再度１年延期の措置となった。 

各担当委員会による例会は十分な感染防止対策を取って実施するなか、県外講師による

オンラインでの講演をはじめリアルとオンラインによるハイブリッドでの講演会を開催し

た。 

しかしながら、年明けの 6回目（第 6波）となる感染拡大の状況を受け 1月以降の例会に

ついて、延期または中止の対応となった。 

このように感染防止に留意しながら令和 3年度活動方針に沿って各種の活動を展開した。

具体的な活動内容は次のとおりである。 

 

１．監査会（4/15）令和２年度会計監査 

 

２．正副代表幹事会議 (4/16）(5/7)（6/4) 

・総務委員会の内容確認 

・役員構成について 

  ・新年度委員会活動等について 

  ・その他 
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３．正副代表幹事・総務委員長会議 (7/2以降毎月開催） 

・総務委員会内容確認ほか 

 

４．幹事会・定時総会（5/19） 

  ・令和２年度事業報告並びに同収支決算の承認について 

  ・令和３年度事業計画（案）並びに同収支予算（案）について 

  ・役員改選について 

・その他（報告事項） 

・「因幡元気大賞」表彰式及び講演 

  演 題 「未来につながる麒麟獅子舞」及び演舞 

         因幡麒麟獅子舞の会 会 長 西 村 伸 一 氏 

副会長 金 谷 堅太郎 氏 

 

５．例 会 

  （４月）見学「いなば西郷工芸の郷を訪ねて」 

       ・やなせ窯（前田 昭博） ・因州中井窯（坂本 章） ・彩白（岩見ひとみ） 

       ・花輪窯（花井 健太） ・牛ノ戸焼（小林 孝男） 

  （５月）デジタル化特別委員会 スマートシティ講演会 

      演題 「スマートシティ推進による地方創生に向けた取り組み」 

      講師  西日本電信電話㈱ 

           ビジネス営業本部 クラウドソリューション部 

            デジタルデ－タビジネス推進室長 上山 太一 氏 

（７月）演題 「翼に代わる新たなＡＮＡグル－プの挑戦！」  

講師  ＡＮＡあきんど㈱山陰支店 支店長 松本 有司 氏 

  （７月）演題 「史跡鳥取城跡の整備計画」について 

      講師  鳥取市教育委員会文化財課 

           課長補佐兼文化財専門員 佐々木 孝文 氏 

（８月）北前船寄港地・船主集落「諸寄港」まち歩き 

    ・回船問屋「中藤田」「東藤田」「道盛」 ・為世永（いよなが）神社 

 ・八坂神社「社務所」 ・集落センタ－ ・龍満寺 

（９月）演題 「日本で働いてみて」 

      講師  （株）鳥取メカシステム TRINH BA DUY   様 

                      BUI ANH DUI    様 

                      NGUYEN THE VINH  様  

（１０月）演題 「ロ－カルスポ－ツこそが地域創生の鍵を握る!」 

      講師  ㈱NTTSportict 代表取締役 中村 正敏 氏 

 

 （１０月）西部地区例会オンライン参加 
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      演題 「シリコンバレ－で未来のライフスタイルを創造する」 

           ～グロ－バルなスタ－トアップの起業スト－リ－～ 

      講師  HOMMA,Inc.Founder&CEO 本間  毅 氏 

  （１１月）演題①「そうだ！商業高校に行こう！ 

～専門高校に２７億円をかけてアップデート～」 

講師  広島県教育委員会 教育長 平川 理恵 氏 

            演題②「鳥取県の高校教育の現状」 

講師  鳥取県教育委員会 高等学校課 高校教育企画室長 福本 哲也 氏 

 （１２月）演題 「本市の公立学校の児童生徒数の推移及び 

「鳥取市立学校の適正規模・適正配置基本方針」について」 

講師  鳥取市教育委員会 教育長 尾室 高志 氏 

  （１月）デジタル化特別委員会講演会（延期） 

      演題 「鳥取県のデジタル化の現状」 

  （１月）演題 「鳥取力のかたち」 

    講師  （株）地域デザイン研究所 社長 吉田 幹男 氏 

（１月）新春特別例会 延期   

(２月)「学生と経営者が語る地元企業の魅力発信２０２２」 中止 

（３月）「アフターコロナ 

～鳥取県におけるインバウンド旅客へのおもてなし向上策について～」延期 

  （３月）（一社）神戸経済同友会但馬部会との懇談会 延期 

             

６．総務委員会  毎月開催 

  ・毎月の行事・活動予定の内容協議及び各委員会からの報告 

  ・「因幡元気大賞」受賞者の選定 (3/7) 

 

７．各委員会の活動 

  活動方針に基づきキ－ワ－ドに沿って研究議論、担当例会 

   ・教育文化委員会 ３回  ・地域学委員会 ３回  ・広域観光委員会 １回   

   ・地域経済活性化委員会 ２回  ・岡山・但馬交流委員会 １回 

   ・移住・定住委員会 ２回    ・未来の人材育成委員会 ３回 

   ・デジタル化特別委員会 １回  ・デジタル化特別委員会幹事会 ６回 

 

 【提言書提出】 

   「地域企業のデジタル化推進に向けての提言」 

     ＜提出先＞８/３ 鳥取市長  深澤 義彦 氏 

          ９/１ 鳥取県知事 平井 伸治 氏 

 

８．全国の経済同友会との交流 
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   ・第３３回全国経済同友会セミナ－（R3.4.8 東京都） 

【テ ー マ】 新しい日本の再設計～コロナショックを新日本創造の契機に～ 

    【基調講演】  「奈良時代における医療体制から学ぶ 

～感染症対策に対する取り組み～」 

華厳宗管長・第 223世東大寺別当 狭川 普文 氏 

セッションⅠ 「新時代を生き抜く真のＤＸを実現するために」 

セッションⅡ 「分散型社会～東京一極集中の是正～」 

   

・全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウム（R3.7.4 仙台市） 

    映像上映：「被災地の今と IPPO IPPO NIPPONプロジェクト」 

基調講演：「東日本大震災からの１０年間を振り返って」 

元内閣官房参与/元復興庁事務次官 岡本 全勝 氏 

第一セッション：「これからの東北・被災地の活力創出」 

第二セッション：「福島再生への展望」 

第三セッション：「3.11の教訓と災害対応の課題」 

 

・第７回西日本経済同友会代表者会議（R3.7.6 オンライン）  

意見交換①：ツ－リズム復活に向けた戦略再構築のあり方 

意見交換②：アフタ－コロナを見据えた地域の経済・社会活性化のあり方 

議事  ・第 124回西日本経済同友会合同懇談会開催について 

・第 125回西日本経済同友会合同懇談会開催について 

報告  ・第 118回西日本経済同友会合同懇談会について 

・第 119回西日本経済同友会合同懇談会開催について 

 

・２０２１年全国経済同友会事務局長会議（R3.8.26 オンライン） 

【議事】 ・第３３回全国経済同友会セミナ－（デジタル大会）収支案について 

・第３４回全国経済同友会セミナ－（神戸大会）企画案について 

・第４０回全国経済同友会セミナ－の開催について 

・２０２２年事務局長会議開催地について 

・２０２１年全国経済同友会代表幹事円卓会議開催について 

【講演】  演題：「日本政治の展望～菅政権のゆくえ～」 

         講師：㈱日本経済新聞社 論説フェロ－ 芹川 洋一 氏 

 

  ・２０２１年全国経済同友会代表幹事円卓会議（書面審議） 

   【議案】 ・第３３回全国経済同友会セミナ－（デジタル大会）収支案について 

        ・第３４回全国経済同友会セミナ－（神戸大会）企画案について 

        ・第４０回全国経済同友会セミナ－開催地について（滋賀） 

 ・西日本経済同友会代表幹事会（R3.10.15 京都市） 
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・第１１９回西日本経済同友会会員合同懇談会について 

・その他 テ－マ：「２０２０年代の各地のトピック」 

 

・第１１８回西日本経済同友会会員合同懇談会（R3.10.15 京都市） 

   テ－マ  文化の創業のまち京都で、いま教育を考える 

【基調講演】「大学改革で目指す人材育成」 

日本電産㈱ 創業者 代表取締役会長  

京都先端科学大学等を運営する学校法人永守学園  

理事長  永守 重信 氏 

【パネルディスカッション】 

◎パネリスト 山極 壽一 氏 総合地球環境学研究所所長/京都大学前総長 

赤松 玉女 氏 京都市立芸術大学学長 

堀場  厚 氏 （一社）京都経済同友会特別幹事 

（株）堀場製作所代表取締役会長 

◎ファシリテーター 

村田 大介 氏 （一社）京都経済同友会代表幹事 

村田機械（株）代表取締役社長 

 

・第２８回鳥取県・岡山経済同友会合同懇談会（R3.11.10 真庭市） 

【見学】GREENable HIRUZEN「風の葉」   隈研吾デザイン監修のＣＬＴパビリオン 

【懇談会】活動状況報告 

 岡  山：提言書「地域全体で取り組むＳＤＧｓ先進県へ」 

ＳＤＧｓ研究・推進会議座長 藤木 茂彦 氏 

鳥取県：①「ＣＬＴを活用した日ノ丸産業本社建設」 

東部地区副代表幹事 霜村 將博 氏  

②「西郷工芸の郷」  

東部地区代表幹事  米原 正明 氏 

③「鳥取県経済同友会中部地区近況報告」 

中部地区副代表幹事 廣田 和幸 氏 

④ふるさと教育読本「弓浜半島物語」 

西部地区代表幹事  松村 順史 氏 

・第１３回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（R3.11.25～26 鳥取市） 

１年延期 

 

・中国５県経済同友会代表幹事と(公社)経済同友会幹部との意見交換会 

（R4.2.21広島市）    延期 

 

・西日本経済同友会事務局長会議（R4.3.24 オンライン） 
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   ・第８回西日本経済同友会代表者会議企画案について 

   ・第１１９回西日本経済同友会会員合同懇談会について 

   

・第４８回鳥取県・島根経済同友会合同懇談会（R4.3.30 松江市） 

   【講演】 演題：「アフターコロナの観光～ＤＭＯの視点から～」 

         講師：（一社）山陰インバウンド機構 代表理事 福井 善朗 氏 

   【パネルディスカッション】 

 

９．その他の会議 

・（公社）とっとり被害者支援センタ－理事会・総会 

・中国電力㈱鳥取支社「年末懇談会」 

・鳥取商工会議所新年祝賀会 

・北方領土返還要求運動鳥取県民大会（YouTube配信） 

・連合鳥取との意見交換会（オンライン） 

・公立鳥取環境大学との産学官連携に関する懇談会（延期） 

・鳥取県サイバ－セキュリティ－対策ネットワ－ク総会（オンライン） 

・鳥取県産業教育振興会理事会（書面審議） 

        

 

 


