
 

 

平成２９度鳥取県経済同友会中部地区事業報告書 

 

 

１．会員数 

平成３０年３月３１日現在 ２８名 （平成２９年３月３１日 ２９名） 

（推移） 

◇退会会員（２名） 

４月 大村陽之助 氏 （社会保険労務士大村陽之助事務所 所長） 

４月 森 和美 氏  （㈲サンパック 会長） 

   ◆役職変更会員（３名） 

    ４月 岡野稔 氏 （㈱丸十 代表取締役）     会員⇒幹事 

    ４月 小倉宏紀 氏 （赤瓦11号館 陶芸館 社長）  会員⇒幹事 

    ４月 衣笠一彦 氏 （㈱衣笠商会 社長）     会員⇒幹事 

   ◆会員交代（２名） 

    ６月 三木俊一郎 氏（鳥取銀行倉吉支店 中山貴彦 氏より交代） 

    ７月 足羽弘志 氏 （倉吉信用金庫 谷岡忠範 氏より交代） 

   ◆事業所名変更（１社） 

    １０月 山田悌次 氏 （新：税理士法人うつぶき  旧：山田悌次税理士事務所） 

   

２．会議の開催 

（１）総会１回 

 日時･場所 出席者 内  容 

中部地区 

総 会 

5月19日（金）18:00～20:00 

ホテルセントパレス倉吉 
２０ 

・28年度事業報告、決算承認 

・29年度事業計画、予算承認 

 

（２）例会 １０回（原則毎月第３金曜日） 

 日時･場所 出席者 内  容 

平成29年 

4月例会 

4月28日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１９ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「倉吉のまちづくりと県立美術館構

想について」 

倉吉市長 石田耕太郎 氏 

7月例会 
7月21日（木）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：「県立美術館と地域の活性化について」 

倉吉博物館 館長 根鈴輝雄 様 

8月例会 
8月18日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１３ 

意見交換会：「鳥取県立美術館と円形校舎が稼

働した時の市への意見集約」 

9月例会 
9月15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：①「中山間地の現状と課題」 

②「鳥取県の中山間地域の現状と中山間地域

振興施策」 

①司法書士 藤田義彦 氏 

②鳥取県元気づくり総本部  

元気づくり推進局 とっとり暮らし支援課  

課長補佐 米澤 渉 氏 



10月例会 
10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：「青山剛昌ふるさと館の取組と中部

地域に望む事〜今後どのようにコナン館を運

営していくのか〜」 

青山剛昌ふるさと館 館長 石田敏光  氏 

11月例会 
11月16日（金）11:30〜13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１９ 

「これからの中部の農業振興について」 

鳥取中央農業協同組合  

代表理事組合長 栗原隆政 氏 

12月例会 
12月15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：「観光の原点近説遠来〜そして、観

光地域づくりから地域産業の振興へ〜」 

智頭急行㈱  

元代表取締役社長 岡村 俊作 氏 

平成30年 

1月例会 

1月18日（木）18:30～20:30 

依山楼 岩崎 
１８ 新年例会 

2月例会 
2月16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：「倉吉市中心市街地活性化への動

き」 

倉吉市中心市街地活性化協議会  

タウンマネージャー 田栗 進 氏 

3月例会 
3月16日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１６ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「夭折の画家 前田寛治 画業と

遺産」 

倉吉博物館 

館長 根鈴 輝雄 氏 

 

（３）幹事会 １２回 

日 時 場 所 出席者 内  容 

平成29年 

4月7日（金）17:00～ 
倉吉商工会議所 ３ 

４月例会について 

総会議案審議 他 

5月12日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ４ 
総会議案審議 

６月例会について 他 

6月2日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ５ ７・８例会について 他 

7月7日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ６ ８・９・１０月例会について 他 

8月7日（月）17:00～ 倉吉商工会議所 ３ ９・１０月例会について 他 

9月1日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ３ ９・１０・１１月例会について 

10月6日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ２ １０・１１・１２月例会について 他 

11月2日（木）17:00～ 倉吉商工会議所 ４ １１・１２・１月例会について 

12月8日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ２ １２・１・２月例会について 他 

平成30年 

1月18日（金）17:00～ 
倉吉商工会議所 ５ ２・３月例会について 

2月7日（水）17：00〜 倉吉商工会議所 ６ ３・４月例会について 

3月2日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ３ 
３、４月例会について 

30年度総会について 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 

鳥取県経済同友会正副代表幹事

会・事務局会議 

平成29年 

3月10日（金） 

倉吉シティホテル 

河本代表 

事務局 

28年度決算、29年度予算について 



鳥取県経済同友会定時総会 6月14日（水） 

倉吉シティホテル 

河本代表 

他16名 

事務局 

28年度事業報告、決算承認 

29年度事業計画、予算承認 他 

鳥取県経済同友会正副代表幹事会 平成30年 

3月6日（火） 

倉吉シティホテル 

河本代表 

事務局 

平成30年度定時総会について 

負担金について 

第 117 回西日本経済同友会会員合同懇

談会について  

 

４．要望・提言活動 等 

  (1)県立美術館に関する意見について（回答） 

   提出先：倉吉市企画振興部総合政策課   

 

５．慶弔     

 

６．県同友会役員 

   副代表幹事：河本義永      幹事：岡野稔    幹事：廣田和幸 

   常任幹事： 岩﨑元孝      幹事：小倉宏紀   幹事：前田六仁 

常任幹事： 江原 實      幹事：衣笠一彦   幹事：安田知章 

会計監事： 山本浩一      幹事：新藤祐一    

                   幹事：名越宗弘    

 



 

平成３０年度鳥取県経済同友会中部地区事業計画（案） 

                       

Ⅰ 基本方針 

本年度は、中部地域の抱える課題を掘り下げるとともに中部地域経済の活性化を強力に推し進

めるべく、平成30年4月にオープンした『円形劇場くらよしフィギュアミュージアム』、中部へ

の建設が決定した『鳥取県立美術館』の利活用による「中部はひとつ」の再確認と活性化に向け

ての地域連携強化の取組を展開させる。 

併せて各種機関・団体と連携を保ちながら必要に応じた活動を行っていくとともに、会員相互

の研鑽と親睦を図り、組織の拡大も含めさらに充実した活動を展開していくものとする。 

 

Ⅱ 重点事業 

 １）中部地域の連携、観光・産業資源とインフラ連携強化に向けた活動 

 ２）フィギュアミュージアムと県立美術館の利活用による地域活性化推進 

 ３）鳥取看護大学への各機関と連携した積極的な協力・育成・支援 

 ４）会議、研修会、講演会の開催 

 ５）各種情報収集及び調査研究 

 ６）県同友会をはじめ各種機関・団体との連携・協調 

７）会員相互の親睦・交流 

 ８）会員の増強 

 

Ⅲ 実施事業 

１．会議等の開催 

(1)中部地区総会（５月１８日） 

(2)中部地区例会（毎月第３金曜日＝原則） 

   (予定：7/20, 8/17, 9/21, 10/19, 11/16, 12/21, 1/18, 2/15, 3/15) 

(3)中部地区幹事会（毎月第１金曜日＝原則） 

   (予定：6/1, 7/6, 8/3, 9/7, 10/5, 11/2, 12/7, 1/4, 2/1, 3/1) 

(4)他の会議･大会等への参加 

    鳥取県経済同友会幹事会・定時総会（兼中部地区6月例会）６月１８日（月） 鳥取市 

    西日本経済同友会会員合同懇談会   １０月１２日（金）・１３日（土）     香川県 

    第１１回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット  

１１月８日（木）・９日（金）      福井県 

    第２６回岡山・鳥取県経済同友会合同懇談会  平成３０年１１月頃      岡山県 

    第４５回島根・鳥取県経済同友会合同懇談会  （未定）           鳥取県 

     

２．要望・提言活動 等 

 (1)中部はひとつ！懸垂幕掲揚（中部総合事務所、西谷技術コンサルタント） 

(2)その他要望・提言  随時 

 

３．親睦事業 

４．会員の増強  中部地区各市町からの加入促進 


