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平成３０年度事業報告 

 

世界経済全体としては、前半はアメリカの景気に支えられ好調であったが、後半はトラ

ンプ大統領のアメリカファースト政策を掲げる米国と中国との貿易戦争による負の影響が

広がり始め、ヨーロッパにおいても英国の EU 離脱の行方は予断を許さない状況にあり、

世界経済の動向・分断はより不透明感と深刻さを増している。 

日本経済は、設備投資を中心に内需主導となる中、外需もプラスとなりバランスの取れ

た成長となった。雇用所得環境の改善や企業収益の改善と設備投資の増加、そして世界経

済の同時回復を背景に緩やかな回復基調が続き、景気回復期間の長さについても話題にな

ったところである。 

国においては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（２０１８改訂版）」を１２月に閣議

決定し、人口減少の現状や東京一極集中の傾向、地域経済の現状に対する支援策が打ち出

され地方創生の深化に向けた施策の推進が図られている。 

本県においては、平成３１年１月の県統計では５６万人を切り５５万人台に突入した。

景気回復に伴い都市部の大手企業に学生が引っ張られたことも原因ではあるが、人口減少

と少子高齢化が進行している現状である。 

鳥取県は「鳥取県元気づくり総合戦略」を策定し、「人口減少に歯止めをかける」対策と

「人口減でも持続的で活力のある地域をつくる」対策を行っている。本県が抱える重要な

課題として捉え、引き続き、官民が一体となって協力に地方創生の推進を図っていくこと

が重要である。 

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３０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（4/25） 

  ・平成２９年度会計監査 

 

２ 県幹事会（6/18） 

  ・平成２９年度事業報告、決算並びに平成３０年度事業計画、予算案の承認 

   

３ 県定時総会（6/18） 

  ・平成２９年度事業報告、決算並びに平成３０年度事業計画、予算案の承認 
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４ 正副代表幹事会（3/5） 

   ・ ２０１９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 第１１７回西日本経済同友会会員合同懇談会実行委員会 

   実行委員会（３回）部会長会議（１回）懇談会部会（１回） 

 

６ 情報共有委員会（8/28） 

  ・方針、活動の仕方   

・情報共有の方法等 

 

７ 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 ６回、 

  ・各種会議・関係会議多数出席 

   ＊例会のテーマ 

    「食と農を基軸とした因幡・但馬地域連携ＤＭＯの展開について」（４月） 

「ジオパ－クを如何に盛り上げていくか」（７月、神戸経済同友会と視察例会） 

「鳥取のヘリテ－ジ”麒麟”を温故創新で次の時代に」（８月） 

「公立鳥取環境大学の課題と今後の展望」（９月） 

「ピンチをチャンスに変える 逆境に打ち勝つ人生を」（１０月） 

「弥生の地下博物館・青谷上寺地を訪ねて」（１１月、視察例会） 

「鳥取県内の道路整備について」（１２月） 

「時代を開く 山陰から」（１月） 

「ダイバ－シティ組織の創造とリ－ダ－シップ」（２月） 

「学生と経営者が語る地元企業の魅力発信２０１９（ＣＯＣ＋事業）」（３月） 

 

  ＊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 

 

  ＊要望書・提言活動 

    夜の賑わいを通して経済の活性化を図る 

「ナイトタイムエコノミー」の推進を求める要望書を提出 

提出先：鳥取市観光コンベンション協会 １１月 

鳥取市、麒麟のまち観光局 １２月 
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 ＜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 

「経済統計が映す県の現状」（４月） 

「円形劇場くらよしフィギュアミュージアム視察」（７月） 

「平成３０年度の市政の目玉」（８月） 

「ここが見どころ 投入堂」（９月） 

「呼吸器疾患診療の日本での現状」（１０月） 

    「熱中小学校の取り組みについて」（１１月） 

    「外国人材の受入の現状等について」（１２月） 

        「山陰経済の今後について」（２月） 

    「中部を取り巻く道路事情について」（３月） 

 

 ＜西部地区＞ 

  定時総会 １回、幹事会 １回、懇談会 ３回、例会 １０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 １２回、 

視察会・研修会 ６回、その他出席諸会議（協賛、後援含む）等 ２４回 

＊例会内容（テーマ） 

 「タイ・インドネシア・ベトナムの経済概況他について」（５月） 

「メディカルツーリズムの現状と展望」（６月） 

「広島経済同友会“新入社員パワーアップ研修会”報告会」（９月） 

「関西学院大学・国際学部インバウンド観光振興プロジェクト 

フィールドスタディ受入れ」（１１月） 

「アセアン視察研修会報告」 

含む ①鳥取県東南アジアビューロー利用案内及び活用事例 

②外国人技能研修生送り出し機関の概要・実績 

③山陰地域の外国人材派遣について 

「時代を開く、山陰から」（１月） 

「関西学院大学・国際学部フィールドスタディ発表会」含む観光農園視察（１月） 

 「激変するグローバル環境：求められる人財とは」（２月）女性活性化特別委員会 

「迫られる水産改革～境港の挑戦～」（３月） 

「スポーツを基にしたまちづくり」（４月） 

  ＊視察会・研修会等 

「新人社員パワーアップ研修（広島県経済同友会人づくり委員会）」（６月） 

「平成３０年度新人・交代会員研修会」（８月） 

「アセアン視察研修」（ベトナム・タイ）（８・９月） 

「北海道新幹線視察」（日本政策投資銀行北海道支店、北海道庁、 

函館商工会議所、函館市役所、青森地域社会研究所 他）（１０月） 
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  ＊贈呈式 

   「ＹＯＮＡＧＯ ＣＡＳＴＬＥ ＰＡＮＯＲＡＭＡＰ」贈呈 

    （贈呈先：米子市長）（１１月） 

  

８ 要望書・提言活動 

   「山陰における新幹線の整備にかかる提言・要望書」 

（提出先：鳥取県知事）（３月） 

 

９ 全国の経済同友会との交流 

・西日本経済同友会事務局長会議（H30.4.2 大阪市） 

    第５回西日本経済同友会代表者会議企画案について 

    第１１６回西日本経済同友会会員合同懇談会について 

    第１１７回西日本経済同友会会員合同懇談会について 他 

 

 ・第３１回全国経済同友会セミナ－（H30.4.19～20 宇都宮市） 

【テーマ】 次世代につなげる輝く日本を目指して 

 ～明るく希望に満ちた社会の構築～ 

【基調講演】「人口減少社会での持続可能なまちづくり」 

建築家・東京大学教授 隈  研 吾 氏 

 

【特別講演】「未来に繋げる地域文化の磨き方」 

㈱小西美術工藝社 社長 デ－ビット・アトキンソン 氏 

 

・第５回西日本経済同友会代表者会議（H30.7.20 大阪市） 

【テ－マ】「第４次産業革命下における、既存企業の経営戦略 

～産業構造が大幅に変化する時代に、 

中堅・中小企業が生き残るための方策～」 

・討議①経営者のマインドセットを変えるには 

荒木 秀之 りそな総研主席研究員による問題提起 自由討論 

・討議②これからの時代に、経営者に求められる経営戦略 

                 荒木 秀之 りそな総研主席研究員による問題提起 

各地同友会からの事例発表 自由討論 

 

・２０１８年度全国経済同友会事務局長会議（H30.9.13～14 盛岡市） 

     ・全国セミナー収支(31回)、企画案(32回)、日程案(33回)について 

        ・代表幹事円卓会議の開催について他 

【講 演】演題：「光り輝く三陸を目指して」 

講師： 三陸鉄道㈱ 社長 中村 一郎 氏 
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・第２６回鳥取県・岡山経済同友会合同懇談会（H30.10.2 新見市） 

ＭＳファーム見学（チョウザメ養魚場） 

【懇談会】活動状況報告会 

岡 山：平成３０年度方針・・松田 正己代表幹事 

「３０年後の同胞へのメッセ－ジ」 

岡山経済同友会 前政策委員長 大月 隆行 氏（ランデス㈱社長）  

鳥取県：「平成３０年度方針・・米原 正明代表幹事 

「地酒で乾杯条例の提言とその後の活動」 

          鳥取県経済同友会副代表幹事 小谷 治郎平 氏（㈲亀甲や 社長） 

【講 話】演題：「新見市の観光について」 

         講師：新見市観光協会 事務局長 仲田 厚子 氏 

【懇親会】 

 

・西日本経済同友会代表幹事会（H30.10.12 高松市） 

・第１１７回西日本経済同友会会員合同懇談会について 

 ・第６回西日本経済同友会代表者会議について 他 

 

・第１１６回西日本経済同友会会員合同懇談会（H30.10.12～13 高松市） 

【テ－マ】 「瀬戸内から発信する未来ネットワーク 

～ミレニアル世代に向けて動き出した交流～」 

【基調講演】「瀬戸内から発信する未来ネットワーク 

～ミレニアル世代に向けて動き出した交流」 

北川 フラム 氏（瀬戸内国際芸術祭 総合ディレクタ－） 

【パネルディスカッション】 

◎パネリスト   泉  雅文 氏  四国旅客鉄道㈱ 会長 

福井 順子 氏  ＮＰＯ法人男木島図書館 理事長 

十河 瑞澄 氏  四国八十八ケ所霊場会 青年会会長 

      ◎ファシリテーター 矢野 年紀 氏  香川経済同友会 代表幹事 

◎コ－ディネ－タ－  亀谷 哲也 氏  西日本放送㈱アナウンサ－ 

 

 

・第１１回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（H30.11.8～9 あわら市） 

【基調講演】「食が担う地方創生」  

学校法人服部学園 服部栄養専門学校  

理事長・校長 服部 幸應 氏 

【特別講演】「困難をチャンスに！心をつなぐ突破力」 

  ㈱ＣＨＩＢＬＩ 代表取締役 坪内 知佳 氏 
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「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  

【歓迎演奏】越のルビ－ア－ティスト（福井県文化振興事業団） 

【食談会】 加藤 団秀 氏 合資会社 加藤吉平商店 社長 

水野 直人 氏 黒龍酒造㈱ 社長 

常山 晋平 氏 常山酒造合資会社 専務 

・２０１８年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（H30.11.12 米子市） 

【議  事】第３１回全国経済同友会セミナ－（茨木）の収支について 

第３２回全国経済同友会セミナ－（新潟）の企画案について 

第３４回全国経済同友会セミナ－（熊本）の日程案について 

【報  告】「各地経済同友会による地方創生・地域活性化の取り組みについて」 

（福岡）（愛媛）（静岡 東部）（岐阜）（福井）（仙台）（北海道） 

 

【来賓講演】「中海・宍道湖・大山圏域活性化に向けた取り組み」 

                     米子市長  伊木 隆司 氏 

【講  話】 鳥取県知事 平井 伸治 氏 

 

・第４５回島根・鳥取県経済同友会合同懇談会（H30.12.10 米子市） 

【講 演】演 題：「山陰における新幹線の実現に向けて」 

講 師：富山大学 副学長 中川  大 氏 

【パネルディスカッション】 

テ－マ：新幹線の整備における地域創生について 

 ＜パ ネ リ ス ト＞ 富山大学    副学長  中川  大 氏 

岡山経済同友会 代表幹事 松田 正己 氏 

香川経済同友会 代表幹事 矢野 年紀 氏 

土佐経済同友会 代表幹事 弥勒 美彦 氏 

島根経済同友会 代表幹事 久保田 一朗 

＜コ－デイネ－タ－＞ 鳥取県経済同友会 代表幹事 松村 順史 

 

・西日本経済同友会事務局長会議（H31.3.28 大阪市） 

    第６回西日本経済同友会代表者会議企画案について 

    第１１７回西日本経済同友会会員合同懇談会について 

   第１１８回西日本経済同友会会員合同懇談会について 他 
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１０ 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 

・（公社）とっとり被害者支援センタ－理事会・定期総会 

・中国電力㈱鳥取支社「年末懇談会」 

・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 

・鳥取県サイバ－セキュリティ－対策ネットワ－ク総会 

・鳥取県産業教育振興会理事会 

・米子駅周辺活性化専門家委員会 

・伯耆国「大山開山１３００年祭」実行委員会 

・第３回「山の日」記念大会 in 鳥取 

・米子中金会総会講演会 

・名物料理を作る会会員総会 

・中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会 

など 

 

 ＊平成３０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 


