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平成２９年度事業報告 

 

平成２９年度は米国トランプ政権によるＴＰＰ離脱、中国・習政権の体制強化、欧州

の反グローバル化と北朝鮮の核・ミサイル問題の深刻化など激動の１年であった。 

日本の経済をみると、海外経済が回復する下で、輸出や生産の持ち直しが続くととも

に、個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需の改善や雇用・所得環境の改善が続く

中で、緩やかな回復基調が続いている。 

政府は、この経済の成長軌道を確かなものとし、持続的な経済成長の実現するため、

最大の壁となる少子高齢化に立ち向かうための新たな経済政策として、「生産性革命」

と「人づくり革命」を車の両輪とした「新しい経済政策パッケージ」を取りまとめた。 

鳥取県においては、自然減・社会減による人口減対策の課題に向け、県が策定した「鳥

取県元気づくり総合戦略」による地方創生を官民が一体となって推進した結果、合計特

殊出生率の上昇や移住者の増加など積極的な人口減対策で効果が示された。 

鳥取県内の経済情勢は、前半では個人消費、生産活動とも持ち直しつつあり、雇用情

勢は人手不足感が拡がっているものの着実に改善しており、基調判断は持ち直しの動き

であったが、年度後半からは一部で足踏みがみられた。 

このような中、当会ではよりよい地域づくりを目指して平成２９年度活動方針に沿っ

て事業報告書のとおり各種の活動を展開してきた。また、東・中・西部地区ごとに例会、

委員会活動を活発に実施し、各種提言、要望活動を行った。 

具体的な詳細については各地区の総会でも事業報告がされているが、主な内容につい

ては次のとおりである。 

 

 

１ 監査会（4/27） 

  ・平成２８年度会計監査 

 

２ 幹事会（6/14） 

  ・平成２８年度事業報告、決算並びに平成２９年度事業計画、予算案の承認 

  ・役員の改選について 

 

３ 県定時総会（6/14） 

  ・平成２８年度事業報告、決算並びに平成２９年度事業計画、予算案の承認 

  ・役員の改選について 

 

４ 正副代表幹事会（3/6） 
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   ・平成３０年度定時総会の開催について 

・第 117回西日本経済同友会会員合同懇談会について 

・全国会議、合同懇談会等開催予定について 

 

５ 例会・委員会・幹事会等（定時総会は各地区とも開催した。） 

  ＜東部地区＞ 

  ・定時総会 １回、 幹事会 ２回、例会 １０回、総務委員会 １２回、 

各委員会 ４回、視察 ２回 

  ・各種会議・関係会議多数出席 

   ＊例会のテーマ 

    「トワイライトエクスプレス瑞風のご紹介」（４月） 

「山陰中央テレビ新社屋と島根原子力発電所構内の視察」（７月、視察例会） 

「千代川の水文化を訪ねて ～井手・堤・高瀬舟発着場跡～」（８月） 

「鳥取県の観光と航空ネットワークの現状」（９月） 

「三徳山（国宝投入堂）震災復興と新たな発見」（１０月） 

「但馬の偉人に学ぶ」（１１月、視察例会） 

「プロ野球監督に学ぶ 人を活かすマネジメント」（１２月） 

「星に願いを ～ふるさとの夜明けを目指して～（平井伸治知事）」（１月） 

「学生と経営者による地元企業の魅力発進（ＣＯＣ＋事業）」（２月） 

「乾燥地研究者の研究拠点を果たす研究活動」（３月） 

   ＊視察研修会 

「幌延深地層研究センター視察」、「ＪＲ東浜駅・岩美町視察」 

＊各委員会の活動  

   ・活動方針に基づきキーワードに沿って研究議論、担当例会の打合せ 

   

 ＜中部地区＞ 

  ・定時総会 １回、 幹事会 １２回、 例会 １０回（原則毎月第３金曜日） 

   ＊例会テーマ 

「倉吉のまちづくりと県立美術館構想について」（４月） 

「県立美術館と地域の活性化について」（７月） 

「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」（８月） 

「中山間地の現状と課題」（９月） 

「鳥取県の中山間地域の現状と中山間地域振興施策」（９月） 

「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～」（１０月） 

    「これからの中部の農業振興について」（１１月） 

    「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～ 」（１２月） 
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        「倉吉市中心市街地活性化への動き」（２月） 

    「夭折の画家 前田寛治 画業と遺産」（３月） 

  ＊要望書・提言活動 

 「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） 

 

 ＜西部地区＞ 

  定時総会 １回、幹事会 １回、懇談会 ３回、例会 １１回、総務委員会 

 １１回、総務正副委員長会議 １１回、委員会・特別委員会 ２２回、 

視察会・研修会 ４回、その他出席諸会議（協賛、後援含む）等 ３９回 

＊例会内容（テーマ） 

 「①社会人入社５年目迄に必要な事はみんな学校で教わった（松村代表幹事） 

②未来の米子市が高専に期待すること（伊木米子市長）」（１０月・米子工業高

等専門学校共催） 

「鳥大病院との地域連携について考えるパネルディスカッション」（１０月） 

「タイを中心とする東南アジア情勢」（１２月） 

「鳥取の地域ブランドの創り方」（１２月） 

 「関西学院大学渥美ゼミによる鳥取県西部・島根県東部インバウンド観光振興へ

の提案」（１月・１０月に同ゼミ生のフィールドスタディを受入れ） 

 「星に願いを ～ふるさとの夜明けを目指して～（平井伸治知事）」（１月） 

「人生のオーナーになる」（２月・米子東高等学校特別講演会） 

「キラキラ輝く働く女性を応援！講演会・パネルディスカッション」（２月・よ

りん彩活動支援事業共催） 

「さかいみなとの漁業の現状と未来へ  

～さかなを食べて地域を元気に～（２月） 

「米子城フォーラム～大山を望む城と城下のカタチを探る～」（３月） 

「①ＪＲ広島・大分駅視察報告 ②ＪＲ米子駅の現状説明 ③米子駅ビルへの提

言 ④米子市政報告（伊木米子市長）」（平成３０年４月） 

  ＊要望書・提言活動 

   「米子駅及び駅周辺地域活性化について」 

  ＊視察会・研修会等 

「北陸新幹線合同視察会」（金沢２１美術館、兼六園、 

石川門、富山市ＬＲＴ）（１０月） 

「ＪＲ広島駅・大分駅視察会」（ＪＲ広島駅ビル、大分駅ビル）（１２月） 

「山陰地域における産業の現況視察会」（山陰アシックス鳥取工場、 

サントリー天然水奥大山ブナの森工場、江府町役場）（１２月） 

「ＪＲ東浜駅・岩美町視察会」（２月） 
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６ 全国の経済同友会との交流 

  ・第３０回全国経済同友会セミナ－（H29.4.20～21） 

【テーマ】 新たな創造のシナリオ  

～復興・地方創生へ向けて～ 

【基調講演】 

「次世代情報技術と産業変革－日本企業がＡＩ（拡張知能）で攻める時」 

日本ＩＢＭ㈱執行役員最高技術責任者（ＣＴＯ）久 世 和 資 氏 

【特別講演】「毎日が小さな修行」 

慈眼寺 住職 塩 沼 亮 潤 氏  

 

・（一社）岡山経済同友会創立７０周年記念式典（H29.5.22） 

 

・第４回西日本経済同友会代表者会議（H29.7.14） 

【テ－マ】「インバウンド4,000万人時代『観光立国』日本の課題 

・討議①地域を潤す観光コンテンツの創出と担い手 

～ＤＭＯの現状と課題～ 

・討議②観光サ－ビスの供給制約打破 

                                              ～部分最適から全体最適へ～ 

・溝畑 宏 大阪観光局理事長による問題提起 

・各地同友会からの事例発表 

・共同アピ－ル（案）の検討、採択 

 

・２０１7年度全国経済同友会事務局長会議（H29.9.7～8） 

        ・各経済同友会からの近況報告 

           ・第３１回全国経済同友会セミナーの企画案について他 

【講 演】演題：「赤福の歴史と地域活性化への取組」 

講師：㈱赤福 会長 濱田 典保 氏 

 

・西日本経済同友会代表幹事会（H29.10.13） 

・第１１６回西日本経済同友会会員合同懇談会について 

 

・第１１５回西日本経済同友会会員合同懇談会（H29.10.13～14） 

【テ－マ】持続可能な社会をつくる「三方よし」企業経営 

～未来につなぐ近江商人のＤＮＡ～ 

【基調講演】「企業経営における近江商人三方よし理念」 

小林 栄三 氏（伊藤忠商事 会長）  

【パネルディスカッション】 

「近江商人サミット」～未来をつくる企業リ－ダ－～ 
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◎パネリスト       小林 栄三 氏  伊藤忠商事 会長 

西川 八一行 氏 西川産業 社長 

山本 昌仁 氏  たねや 社長 

         ◎ファシリテーター 北 幸二 氏 滋賀経済同友会 代表幹事 

◎コ－ディネ－タ－  中井 美穂 氏  フリ－アナウンサ－ 

 

・第２５回岡山・鳥取県経済同友会合同懇談会（H29.10.25） 

・大山寺他散策 

【懇談会】活動状況報告会 

鳥取県：「大山とともに生きる」 

鳥取県経済同友会西部地区  ふるさと教育特別委員長   

石村 隆男 氏  

（（公財）とっとりコンベンションビュ－ロ－理事長） 

岡 山：「南海トラフ地震・津波 防災カ－ド ＢＣＰカ－ド」 

             岡山経済同友会 防災・ＢＣＰ委員長 

清 水 男 氏（㈱三松 社長）  

【懇親会】ビアホフ ガンバリウス 

 

・第１０回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（H29.10.26～27） 

【テ－マ】「地域創生を実らせるために」 

【基調講演】「兵庫県の地域創生への取組み」  

荒木 一聡 氏 兵庫県副知事 

【各地での取組み事例報告】 

「豊岡の挑戦」 中貝 宗治 氏 豊岡市長 

「人口減少問題、女性のＵタ－ンに向けた提言」 

麦野 英順 氏 富山経済同友会 代表幹事 

「観光地域づくりに挑戦」 

鈴木 宏一郎 氏 北海道宝島旅行社 代表取締役  

【特別講演】「真の地方創生とは」 

              石破 茂 氏   衆議院議員 元国務大臣 

        地方創生国家戦略特別区担当 

 

・第４４回鳥取県・島根経済同友会合同懇談会（H29.11.28） 

北陸新幹線視察報告  島根経済同友会 委員長 上定 昭仁 氏 

【講 演】演 題：「山陰地域における新幹線の実現戦略」 

講 師：大阪産業大学 教授 波床 正敏 氏 

 

・２０１７年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（H29.12.4～5） 



6 

 

【議  事】第３０回全国経済同友会セミナ－（仙台）の収支について 

第３１回全国経済同友会セミナ－（栃木）の企画案について 

第３３回全国経済同友会セミナ－（土佐）の日程案について 

第３７回全国経済同友会セミナ－の開催地（福井）について 

【報  告】 

「各地経済同友会による地方創生の取り組みについて」 

（福岡）（徳島）（静岡）（岐阜）（仙台）（岩手）（北海道） 

【来賓講演】「熊本の創造的復興と巨大地震への備え」 

                          公立大学法人 熊本県立大学 理事長 五百旗頭 真 氏 

 

７ その他の会議への参加、出席等 

      ・「来んさいな住んでみないやとっとり」県民会議 

・鳥取県サイバーセキュリティー対策ネットワーク総会 

・（公財）鳥取県産業振興機構 会員総会・記念講演会 

 ・（公社）とっとり被害者支援センター理事会・総会 

  ・北前船寄港地フォ－ラムｉｎ鳥取 

・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 

 ・鳥取県留学生交流推進会議  

  ・連合鳥取との意見交換会 

・山陰新幹線の早期実現を求める松江大会 

・公立鳥取環境大学との産学官連携に関する懇談会 

・中国経済連合会 地区懇談会 

・中国電力(株)鳥取支社「年末懇談会」 

・鳥取県産業教育振興会理事会  

・米子空港利用促進懇話会総会 

・第３回「山の日」記念全国大会実行委員会 

・サイクリングロード整備検討会 

・米子中金会 

・伯耆国「大山開山１３００年祭」実行委員会 

・名物料理を作る会「大山開山 1300 年祭記念料理試食会」 

・「教材・啓発資料等検討部会」大人向け資料作成企画運営会議 

・中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会 

 など 

 

 ＊平成２９年度版写真入会員名簿の作成 

 ＊機関紙「経済同友」を全員に配布 

 ＊その他経済同友会の関連の団体組織が主催する会議への出席参加等 


