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2006年度（平成18年度）
中 国 経 連 の 主 な 動 き国 内 外 の 主 な で き ご と

瀬戸内しまなみ海道全線開通
　四国と本州をつなぐ3本目のルートとして旧本四公
団により7,300億円超の事業費で建設された全長約60
㎞のしまなみ海道が，生口島道路，大島道路の整備完
了により全線開通。 （4月）

日銀がゼロ金利を解除
　日銀が5年4カ月続けた「ゼロ金利」解除を決定。
 （7月）

原油価格が高騰
　イラン核開発問題やナイジェリア油田施設破壊など
の地政学的リスクを背景とした先行きの供給に対する
不透明感などから，原油価格は当時史上最高値となる
77ドル／バレルをつけた。 （8月）

安倍晋三内閣発足
　安倍晋三氏が第90代，57人目の首相に指名され，
安倍内閣が発足した。戦後最年少で初の戦後生まれの
首相が誕生。 （9月）

景気拡大「いざなぎ」超え
　2002年2月からの景気拡大局面が58カ月連続とな
り，政府は「いざなぎ景気」を超え戦後最長を更新と
宣言。 （10月）

鳥取砂丘に「砂の美術館」が開館
　鳥取市に，世界初となる，「砂」を素材にした彫刻
作品である「砂像」を展示する全天候型の展示施設「鳥
取砂丘 砂の美術館」がオープン。 （11月）

山口で第21回国民文化祭・やまぐち2006開催
　「やまぐち発 心ときめく文化維新」をテーマに県内
各地で開催。期間中，145万人を超える来場者を迎え，
105の多彩な文化イベントを繰り広げた。 （11月）

全国で地上デジタル放送開始
　地上デジタル放送がすべての都道府県庁所在地，全
国の約84%の世帯で視聴可能に。 （12月）

社会保険庁で公的年金の加入記録の不備5,000万件が
発覚
　基礎年金番号を導入し，年金記録の統合を進めてき
た社会保険庁で，統合されず誰のものか確認されてい
ない年金記録が5,000万件に上ることが明らかになっ
た。 （2月）
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交通問題委員会・交通部会・海運部会 合同会議
理事懇話会
日本海委員会・日本海企画部会 合同会議
備後地区懇談会
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u-Japanフェスタinひろしま2006（〜19日）
関門連携委員会
総合政策委員会・21世紀部会・行政部会 合同会議
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運営委員会
理事会・定時総会・創立40周年記念式典
第6代会長に福田督氏就任
中国地域産学官・クラスターコラボレーションシン
ポジウム

7 20 中四国地方の幹線道路網整備について要望（中四国
セントラルルート地域連携軸推進協議会）
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理事懇話会
中国地方国際物流戦略チームを設置 第1回本会議
を開催
産業・技術委員会にものづくり人材育成研究会を設
置 第1回研究会を開催
中国東北三省・上海観察団（〜12日）
中四国サミット（今治市）

9 14 西日本経済協議会第48回総会（金沢市）
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交通問題委員会・交通部会・海運部会 合同会議
総合政策委員会・21世紀部会・行政部会 合同会議
運営委員会
中国地方新生ビジョン策定
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規制緩和に関する要望
平成19年度税制改正に関する要望（〜2日）
西日本経済協議会第48回総会決議について要望
理事懇話会
第7回中国地方の観光振興を支援する百人委員会に
おいて「鳥取アピール」を採択
関門連携委員会
中国地方選出国会議員との懇談会
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について要望
産業・技術委員会・産業振興部会・技術政策部会・
産学官連携推進部会 合同会議
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鳥取地区会員懇談会
島根地区会員懇談会
平成18年度 第1回大学等研究シーズに関する産学
意見交換会
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平成18年度 第2回大学等研究シーズに関する産学
意見交換会
理事懇話会
ＩＴＳフォーラム中国2007
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第5回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式
山口地区会員懇談会
第6回夢街道ルネサンス推進会議
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第5回夢街道フォーラム
国際交流委員会・国際交流部会 合同会議
第35回中国地方経済懇談会（広島市）
岡山地区会員懇談会
産業・技術委員会・産業振興部会・技術政策部会・
産学官連携推進部会 合同会議
瀬戸内海委員会・瀬戸内海部会 合同会議
観光振興委員会・観光振興部会 合同会議
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会

中 国 経 済 連 合 会 の 主 な 動 き月

第6代会長に福田 督氏就任

　平成18年度定時総会で福田 督氏
を第6代会長に選任。 （6月）

委 員 会 活 動 等

■ 中国地域産学官・クラスターコラボレーションシンポジウム
　中国地域産学官コラボレーション会議と中国地域産
業クラスターフォーラムが共同で開催した。シンポジ
ウムでは，中国地域産学官連携アクションプランの活
動報告，中国地域産業クラスター第２計画の概要説明，
産学官連携の取り組み事例の発表，中国地域産学官連

携功労者の
表 彰 等 を
行った。

（6月）

■ 中国地方国際物流戦略チームを設置 第１回本会議
　を開催
　中国地方整備局，中国運輸局，当連合会を事務局と
して，産学官の関係者をメンバーとする「中国地方国
際物流戦略チーム（本部長：福田当連合会会長）」が設
置され，第1回目の本会議が開催された。
　会議では，「国際物流の現状と課題」について中国
地方整備局石橋港
湾空港企画官から
説明の後，船舶に
よる国際物流の課
題等について意見
交換が行われた。 
 （8月）

■ ものづくり人材育成研究会を設置 第１回研究会を開催
　中国地域における“ものづくり基盤”の強化を図るた
め産業・技術委員会に「ものづくり人材育成研究会」
を設置。第1回目の研究会では，岡野工業（株）の岡野
雅行氏の講話後，「ものづくりの哲学」をテーマにメ
ンバー間で意見交換を行った。 （8月）

提 言 ・ 要 望

■ 平成19年度税制改正に関する要望
要望先：財務省，経済産業省　ほか （11月）

［主な要望内容］
・法人税制：法人実効税率の引き下げ，減価償却制 

度の見直し，外国税額控除制度の見直し
・所得税等：株式等の配当・譲渡益に係る軽減措置 

の延長，金融所得課税の一元化・納税者番号制度の
導入

・環 境 税：導入の見送り
・地方財政：歳出削減の徹底，税源の移譲

■ 中国地方における基幹的な交通基盤の整備
要望先：国土交通省，自由民主党　ほか （11月）

［主な要望内容］
・高規格幹線道路ネットワークの整備：中国横断自動

車道・尾道松江線，中国横断自動車道・姫路鳥取線，
山陰自動車道

・地域高規格道路等の整備：鳥取環状道路，岡山環状
道路，関門海峡道路

・空港・港湾等へのアクセス道路（広島中央フライト
ロード等）の整備

・高速道路の割
引制度の拡充，
ＥＴＣ専用ＩＣ
等の増設　　

　　　　　　　　　　　　

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○中国地域産学官連携功労者表彰事例集
○中国地方新生ビジョン －地域イノベーション構想－
○中国地方における広域連携実態調査
○瀬戸内海スローツーリズ

ム推進組織検討調査
○中国地方における循環型

社会形成の取組に関する
調査

第6代会長
福田 督氏

中 国 経 済 連 合 会 の 主 な 動 き月

中国地域産学官・クラスターコラボレーションシンポジウム

第1回中国地方国際物流戦略チーム本会議

冬柴国土交通大臣との面談
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2007年度（平成19年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ 当連合会委員会を再編
　平成18年10月に当連合会が策定した「中国地方新
生ビジョン」の目標像である「活力と魅力のある個性豊
かな中国地方」の実現に向けて委員会の再編を行った。
 （6月）

【新】 【旧】
運営委員会 運営委員会
行財政制度委員会 総合政策委員会
社会基盤委員会 交通問題委員会
地域づくり委員会

⬅
瀬戸内海委員会

産業・技術委員会 日本海委員会
情報通信委員会 産業・技術委員会
観光文化委員会 情報通信委員会
資源環境委員会 国際交流委員会
関門連携委員会 観光振興委員会

関門連携委員会

■ 中国地域ファンド研究会を設置 第１回研究会を開催
　産業・技術委員会に「中国地域ファンド研究会」を
設置し第1回研究会を開催。東北イノベーションキャ
ピタル㈱代表取締役 熊谷 巧氏による講演（演題：地域
ファンドの必要性－東北地方での事例から）を行った。
 （10月）

■ 地球温暖化対策シンポジウムを開催
　経済と環境の両立・豊かな低炭素社会の実現をテー
マに「地球温暖化シ
ンポジウム」を開催
し，課題解決に向け
て産業界の果たすべ
き役割・進むべき方
向性について意見交
換を行った。 
 （1月）

■ 道州制検討部会を設置 第１回部会を開催
　行財政制度委員会に「道州制検討部会」を設置し第
1 回 部 会 を 開 催。 
川﨑信文主査（広島
大学大学院教授）に
よる「現在の道州制
論議」についての講
演を行った。
 （3月）

提 言 ・ 要 望

■ 中国地方における基幹的な交通基盤の整備
要望先：国土交通省，財務省　ほか 　（10月）

［主な要望内容］
・高規格幹線道路ネットワークの整備：中国横断自動

車道・尾道松江線，中国横断自動車道・姫路鳥取線，
山陰自動車道

・地域高規格道路等の整備：鳥取環状道路，岡山環状
道路，関門海峡道路

・国際物流基幹ネットワークのボトルネック（国際規
格コンテナ貨物の通行支障区間）の解消，港湾・空
港等へのアクセス道路（広島中央フライトロード等）
の整備

・高速道路の割引制度の拡充，ＥＴＣ専用ＩＣ等の増設

■ 平成20年度税制改正に関する要望
要望先：財務省，経済産業省　ほか　 （11月）

［主な要望内容］
・法人税制：法人実効税率の引き下げ，減価償却 

制度の見直し，外国税額控除制度の見直し
・所得税等：金融所得課税の一元化・納税者番号制度

の導入，エンジェル税制の拡充
・環境関連税制：環境税導入の見送り，エネルギー需

給構造改革投資促進税制の充実
・地方財政：税源の移譲，財政力格差を是正する新 

たな調整システムの確立
・道路整備財源：道路特定財源の一般財源化の慎重な

議論

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○ものづくり人財育成研究会報告
○人口減少下における地域医療の現状と課題に関す 

る調査
○環境自主行動計画（中国地域主要企業）（2008年 

版）
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理事懇話会
備後地区会員懇談会
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u-Japanフェスタ in ひろしま 2007（〜18日）
運営委員会
日本海委員会・日本海企画部会 合同会議
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理事会・定時総会
委員会の再編
地域イノベーション創出 2007 in しまね（〜8日）
中国地方の産業の国際競争力強化に向けた緊急提言

（中国地方国際物流戦略チーム）
放送と通信の連携下における融合型コンテンツの流
通に関わる講演会・研究会（第1回）
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中国地方国際物流シンポジウム
関門連携委員会
道州制シンポジウム
社会基盤委員会
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関門連携委員会
理事懇話会
資源環境委員会
中国地方5県および広島市との懇談会
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中四国サミット（鳥取県伯耆町）
国際物流懇談会 in 山口
中国地方風景街道協議会
西日本経済協議会第49回総会（大阪市）
中四国地方の幹線道路網整備について要望（中四国
セントラルルート地域連携軸推進協議会）
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中国地方選出国会議員との懇談会
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について要望
産業・技術委員会
運営委員会
ちゅうごく街道フォーラムin松江
産業・技術委員会に中国地域ファンド研究会を設置 
第1回研究会を開催
島根・広島交流会議
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行財政制度委員会
地域づくり委員会
中国地方の観光振興を支援する百人委員会において

「萩アピール」を採択
平成20年度税制改正に関する要望（〜15日）
西日本経済協議会第49回総会決議について要望
山口地区会員懇談会
インド経済視察（〜12月5日）
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平成19年度 大学等研究シーズに関する産学意見交換会
鳥取・島根地区会員懇談会
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理事懇話会
第6回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式
地球温暖化対策シンポジウム

2 25 情報通信委員会・情報通信部会 合同会議
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社会基盤委員会に物流部会を設置 第1回部会を開催
資源環境委員会
社会基盤委員会
第36回中国地方経済懇談会（岡山市）
行財政制度委員会に道州制検討部会を設置 第1回
部会を開催
産業・技術術委員会
観光文化委員会
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会

地方分権改革推進法成立
　地方分権をさらに進めるための時限立法「地方分権
改革推進法」が施行された。 （4月）

鳥取県知事選で平井伸治氏，島根県知事選で溝口善兵衛
氏が初当選
　前副知事の平井伸治氏が鳥取県知事選で，前財務省
財務官溝口善兵衛氏が島根県知事選で，それぞれ初当
選。 （4月）

国民投票法成立
　「日本国憲法の改正手続に関する法律案」の修正案
が参議院本会議で可決され成立。 （5月）

各地で食品偽装発覚
　大手菓子メーカー「不二家」の消費期限偽表示発覚
を皮切りに，食肉加工販売会社「ミートホープ」（6月），

「石屋製菓」（白い恋人が主力商品）（8月）と，次々に
食品偽装が発覚。

石見銀山遺跡とその文化的景観が世界遺産登録
　「21世紀が必要としている環境への配慮」がすでに
この場所で行われていたとして，産業遺産としてはア
ジア初の世界遺産登録。 （7月）

参議院選挙で自民党が歴史的惨敗
　第21回参議院選挙で民主党が参議院第一党に。自民
党は改選数1の選挙区で6勝23敗，12選挙区で空白
となる惨敗。 （7月）

サブプライム・ショック
　アメリカ人が純資産の1/4超を失い，金融機関が
破綻したサブプライム住宅ローン危機が始まった。
 （8月）

安倍首相が辞任を表明
　安倍晋三首相が「テロ対策特別措置法の延長困難」
などを理由として突然の辞任表明。 （9月）

トヨタ自動車がＧＭを抜き生産台数世界1位
　子会社を含めた世界全体の生産台数が前年比5.3%
増の949万7,754台となり，ＧＭを抜き自動車生産世
界一に。自動車業界の首位交代は，1931年にＧＭが
フォード・モーターを抜いて首位に立って以来，76年
ぶり。 （2月）

地球温暖化対策シンポジウム

額賀財務大臣との面談

第1回道州制検討部会
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2008年度（平成20年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ 道州制シンポジウムを開催
　道州制の導入に向け，中国地方全体における幅広い
住民の理解とコンセンサスを得ていくことを目的に，
内閣官房，岡山県と当連合会の共催によるシンポジウ
ムを開催した。当日は，増田寛也 道州制担当大臣に
よる基調講演，江口克彦 道州制ビジョン懇談会座長
と石井正弘岡山県知事による講演の後，意見交換が行
われた。 （7月）

■ ＳａａＳ・データセンタ事業の促進に関わる研究会
　を設置 第１回研究会を開催
　情報通信委員会に「ＳａａＳ※・データセンタ事業
の促進に関わる研究会」を設置し，第1回研究会を開
催した。当日は，日本電信電話㈱および㈱ＮＴＴデー
タから招聘した講師による「SaaS over NGN※の動
向」や「ＳａａＳ基盤による地方税電子申告システム
の動向」等についての講演後，意見交換および今後の
研究会の方向性の確認を行った。 （7月）
※SaaS：Software as a Service　※NGN：Next Generation Network

■ 地球温暖化対策研究会を設置 第１回研究会を開催
　中国地方における民生・運輸部門の温暖化対策を推
進するため，資源環境委員会に地球温暖化対策研究会
を設置し第1回研究会を開催した。当日は，中国四国
地方環境事務所 広島事務所長 原田幸也氏が「地球温
暖化対策の推進」，山口大学大学院 理工学研究科 教
授 中村安弘氏が「中国地域における産官学民連携に
よる温暖化対策」について講演。講師との意見交換後，
研究会の今後の進め方について議論を行った。　　　　　　　
 （7月）

■ 中国地域発展推進会議 設立総会を開催
　中国地方各県知事と経済界の代表が，地域経済の活
性化に資する諸課題や施策について協議し，実践的に
取り組むことを目的とする中国地域発展推進会議の設
立総会が開催された。　 　（11月）

提 言 ・ 要 望

■ 中国地方における基幹的な交通基盤の整備
要望先：政府・与党，国土交通省　ほか （12月）

［主な要望内容］
・高規格幹線道路ネットワークの早期整備：中国横断

自動車道・尾道松江線，中国横断自動車道・姫路鳥
取線，山陰自動車道

・地域高規格道路等の整備：鳥取環状道路，岡山環状
道路，広島中央フライトロード，関門海峡道路

・「真に必要な道路」整備に係る財源の確保
・高速道路料金引き下げ等による既存の幹線高速道路

の有効活用の推進

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○当面の重要な政策課題に関するアンケート調査
○中国地方在住者から観た中国地方の観光地の実態と

魅力度調査
○首都圏在住者から観た中国地方の観光地の実態と魅

力度調査
○農商工連携シーズ活用ガイドブック
○中国地域における新たな産業集積と企業誘致のあり

方に関する調査

4 16 理事懇話会
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28

運営委員会
行財政制度委員会
中国地方知事会・経済界合同会議

6
2

12
地域イノベーション創出シンポジウム in やまぐち
理事会・定時総会

7

7
8

17

24

道州制シンポジウム
ＳａａＳ・データセンタ事業の促進に関わる研究会

（第1回）
中四国地方の幹線道路網整備等について要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）
地域イノベーション創出2008 in やまぐち（〜18日）
地球温暖化対策研究会（第1回）
地域づくり委員会

8 18 理事懇話会

9
9

15
西日本経済協議会第50回総会（高松市）
欧州経済視察（フランス，オランダ，イタリア　〜25日）

10
2

24
観光文化委員会
備後地区会員懇談会

11

5
6
7

14
17
27

28

鳥取地区会員懇談会
島根地区会員懇談会
社会基盤委員会
u-Japanフェスタinふくやま 2008（〜16日）
中国地域発展推進会議 設立総会
中国地方の観光振興を支援する百人委員会において

「呉アピール」を採択
運営委員会

12

3

5
11
12

中国地方選出国会議員との懇談会
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について要望
中国地方の産業の国際競争力強化に向けた港湾政策
に関する要望（中国地方国際物流戦略チーム）
山口地区会員懇談会
岡山地区会員懇談会
西日本経済協議会第50回総会決議について要望

1

15

16
23
29

中国地方風景街道協議会（第2回）・夢街道ルネサン
ス推進会議（第7回）合同会議
島根・広島交流会議
理事懇話会
第7回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式

2 3 シンポジウム　－道州制で日本を変える－

3

9
16
18
23
30
31

関門連携委員会
ちゅうごく街道研究会
第37回中国地方経済懇談会（広島市）
産業・技術委員会
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会
観光文化委員会

出雲大社で「仮殿遷座祭」挙行（平成の大遷宮始まる）
　約60年に一度の本殿改修工事に伴い，御神体を仮神
殿へ遷宮する仮殿遷座祭が斎行され「平成の大遷宮」
が本格的にスタート。 （4月）

原油価格，最高値を記録
　OPECの生産調整や経済成長を背景にした需要増等
によりニューヨーク原油，最高値147.27ドルを記録。
 （7月）

第34回サミット，洞爺湖で開催
　日，米，英，伊，加，独，仏，露8か国の首脳お
よびEUの委員長が参加して 毎年開催される首脳会議
G 8サミットがザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&
スパを会場にして行われた。 （7月）

リーマンショック
　サブプライム問題の表面化により打撃を受け経営危
機に陥ったリーマン・ブラザーズが連邦倒産法第11章
の適用を連邦裁判所に申請。 （9月）

観光庁が発足
　日本の「観光立国」の推進体制を強化するために，
国土交通省の外局として観光庁が発足。 （10月）

米大統領選でオバマ氏勝利
　“Yes, We Can” のコールで選挙戦を戦った民主党
のオバマ氏がアメリカ合衆国大統領選挙に勝利し建国
以来，初のアフリカ系黒人大統領が誕生。 （11月）

安芸灘とびしま海道全線開通
　呉市仁方から始まり下蒲刈島，上蒲刈島，豊島，大
崎下島などの安芸灘諸島を7つの橋で結ぶ安芸灘諸島
連絡架橋（安芸灘とびしま海道）が開通。 （11月）

原油価格急落
　サブプライムローン金融危機による需要の低迷から，
原油価格が30ドル台前半まで急落。 （12月）

日経平均終値バブル後の安値更新7,054円98銭
　前日のニューヨーク株式市場が約12年ぶりの安値
で引けたことをうけ日経平均株価の終値は7,054円98
銭となり，バブル崩壊後の安値を更新。 （3月）

道州制シンポジウム

中国地域発展推進会議　設立総会

首相官邸にて麻生首相と面談

地球温暖化対策研究会（第1回）
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2009年度（平成21年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ 経済・産業に関するシリーズ講演会を開催
　「転換期を迎える日本・中国地域の経済・産業」をテー
マに，有識者や地元の経営者を講師に招き計５回の講
演会を開催した。1回目は，「グローバル恐慌の向こ
う側：新たな夜明けか，永遠の暗闇か」について同志
社大学大学院 教授 浜 矩子氏による講演を行った。
 （５月）

■ 中国地域発展推進会議においてインバウンド観光の
　具体的施策を承認
　同会議の広域観光検討部会が検討を進めてきたイン
バウンド観光推進のための実施施策・推進体制につい
て報告・承認された。 （10月）

【実施施策】
・インターネット等を活用した情報提供・情報発信
・中国地方が一体となったプロモーション活動
・受入体制の整備促進（ホスピタリティの向上）

【推進体制】
・実施組織は中国地域観光推進協議会

提 言 ・ 要 望

■ 中国地方の新たな情報化戦略について（提言）
　～ＳａａＳ・クラウドコンピューティング社会への
　パラダイムシフトを目指して～
提言先：総務省　ほか （4月）

［提言の要旨］
・特色あるＩＣＴ人材の育成と定着
・地方分権・道州制への対応
・地域データセンターの機能強化

■ 税制に関する要望
要望先：財務省など関係各省，当地方選出の国会議員　

ほか （10月）
［主な要望内容］
・消費税：税率の引き上げ，逆進性緩和策の検討，イ

ンボイス制導入の検討

・法人税制：実効税率の国際水準（30％程度）への引
き下げ，租税特別措置の整理・合理化

・所得税・相続税等：所得・資産再配分機能の強化，
金融所得課税の一元化，納税者番号制度の導入

・環境関連税制：税制のグリーン化の推進，環境税導
入の見送り

■ 中国地方における基幹的な交通基盤の整備
要望先：国土交通省，民主党　ほか （11月）

［主な要望内容］
・高規格幹線道路ネットワークの早期整備：山陰自動

車道，中国横断自動車道・尾道松江線，中国横断自
動車道・姫路鳥取線 

・地域高規格道路等の整備：鳥取環状道路，岡山環状
道路，広島中央フライトロード，下関北九州道路

・地域の実情に即した新たな事業評価方式の導入によ
る整備計画の策定

・国家戦略として必要な高規格幹線道路等の整備と財
源の確保

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○地球温暖化防止への取り組みに関するアンケート調査
○税制改正に関するアンケート調査
○宿泊施設の実態に関するアンケート調査
○中国地域における産学官連携の促進に関する企業意

識調査
○業務・家庭・地域での温室効果ガス削減に関する企

業の取組み推進に向けて（調査報告）
○人口減少時代における地方都

市の再生に関する調査
○瀬戸内・山陰の知産品ガイド

ブック（中国地域産学官連携
商品集）

○外国人観光客の中国地域内で
の周遊促進方策調査
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情報通信委員会
資源環境委員会
理事懇話会
中国地方の新たな情報化戦略について（提言）
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27
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経済・産業に関するシリーズ講演会（第1回）
行財政制度委員会
社会基盤委員会
中四国サミット（東京都）
中国地域発展推進会議（山口市）
運営委員会
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30

理事会・定時総会
地域イノベーション創出2009 in とっとり（〜7月1日）

7 27 地域づくり委員会
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理事懇話会
社会基盤委員会
関門連携委員会
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28

行財政制度委員会
西日本経済協議会第51回総会（福岡市）
税制に関する要望
中国地域発展推進会議（広島市）
備後地区会員懇談会
西日本経済協議会第51回総会決議について要望（〜23日）
運営委員会

11

17

19

30

中国地方選出国会議員との懇談会
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について要望
中国地方の産業の国際競争力強化に向けた港湾整備
について要望（中国地方国際物流戦略チーム）
中四国地方の幹線道路網整備等について要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）
鳥取・島根地区会員懇談会
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10
資源環境委員会
岡山地区会員懇談会
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理事懇話会
島根・広島交流会議
第38回中国地方経済懇談会（宇部市）

3

16
17
25
26
27
30

地域主権・道州制シンポジウム
観光文化委員会
産業・技術委員会
情報通信委員会
第8回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会

岡山市が政令指定都市に
　2005年国勢調査において人口が70万人に約4,000
人足りなかったが，次回の国勢調査で70万人を上回る
見通しがあることから政令指定都市に。 （4月）

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島オープン
　広島市民球場に代わる施設として，広島市が建設
し，命名権導入によりマツダが命名権を取得した

「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」が竣工。
地上7階，地下1階，敷地面積50,472m²，総収容人
員33,000人。 （4月）

家電エコポイント制度スタート
　省エネルギー性能の高い商品に対して一定のエコポ
イントを付与し，これを使ってエコ商品等を購入でき
る制度がスタート。 （5月）

裁判員制度がスタート
　特定の刑事裁判において，有権者から事件ごとに選
ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する制度が
施行。 （5月）

衆議院選で民主党が大勝し政権交代 鳩山内閣発足
　民主党が308議席を獲得し大勝，自民党は181議席
を減らす惨敗で政権交代。 （8月）

消費者庁が発足
　消費者の視点から政策全般を監視する消費者庁が発
足。 （9月）

内閣府が行政刷新会議を設置
　国民的な観点から，国の行政全般の在り方を刷新す
るため内閣府に設置。 （9月）

広島県知事選挙で湯﨑英彦氏が初当選
　元通産官僚，経営コンサルタントの湯﨑英彦氏が投
票者数の50パーセントを超える395,638票を得て初
当選。 （11月）

日本年金機構発足
　公的年金業務の適正な運営と国民の信頼の確保を図
るため，社会保険庁を廃止して発足。 （1月）

平成の大合併終結
　地方自治体の行財政改革を図るため国が1999年か
ら推し進めた平成の大合併が終結。 （3月）

経済・産業に関するシリーズ講演会（第1回）

民主党への要望
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2010年度（平成22年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ 産学官連携新結合プランを策定
　平成17～21年度に取り組んできた「産学官連携ア
クションプラン」を総括し，一層の広域的な連携の積
極的な推進を目的とする新たな重点取り組みテーマ

「産学官連携新結合プラン」（平成22～24年度）を策定
した。 （6月）

【産学官連携新結合プランの要旨】
スローガン
組織を越えて連携しよう
3つの行動指針
①連携グループの形成・強化
②共用化と交流の促進
③発信力の強化

■ 経済・産業に関するシリーズ講演会を開催
　「世界・日本の経済・産業の現状と新たな動き」と「地
域産業の現状と今後について」をテーマに，有識者や
地元の経営者を講師に招き計4回の講演会を開催した。
２回目では，「日本型スマートグリッドとそのビジネ
ス展開」について東京大学大学院 教授 横山明彦氏に
よる講演を行った。 　（９月）

提 言 ・ 要 望

■ 自治体システムへのSaaS・クラウドの適用に向けて（提言）
提言先：関係省庁，当地方の自治体 　（4月）
　SaaS・クラウドを有効活用した自治体電子化の方
向性・課題について検討・整理し，報告書に取りまと
め各方面への提言を行った。

［提言の要旨］
・各自治体で手法が異なる業務の標準化の推進
・自治体や地域の企業での人材の育成・確保
・SaaS・クラウド導入の仕組・体制づくり

■ 中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
要望先：政府・関係各省，民主党，自由民主党，当地

方選出の国会議員 （11月）

［主な要望内容］
○総括要望
1．新たな成長実現に向けた地域産業の振興
　　・ものづくり産業への支援強化
　　・観光振興の推進
２．地域の発展に向けた社会基盤の整備促進
　　・交通基盤の整備促進
　　・新たな情報通信基盤の形成とＩＣＴ利活用の推進
3．地域の自立・再生に向けた分権型国家の実現
　　・道州制実現に向けた理解促進・議論喚起
　　・地方への権限委譲と地方税財源の充実確保

○個別要望「中国地方における基幹的な交通基盤の整
備について」
・高規格幹線道路ネットワークの早期整備：山陰自

動車道，中国横断自動車道・尾道松江線，中国横
断自動車道・姫路鳥取線 

・地域高規格道路等の整備：鳥取環状道路，岡山環
状道路，広島中央フライトロード，下関北九州道路

○個別要望「税制抜本改革に向けて」
・消費税：税率の引き上げ
・法人税制：法人実効税率の30％を目指した段階 

的引き下げ
・個人税制等：所得控除の縮小による課税ベースの

拡大，所得控除から税額控除への移行　
・環境関連税制：環境税の導入見送り，税制のグ 

リーン化の推進

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○中国地域における木質バイオマス利活用の現状と課

題に関する調査
○中山間地域において低下懸念のある公共サービスの

維持・向上に向けた官民協働による取組方策調査
○少子化問題に関する実態調査

4

13

14
19
20

自治体システムへのＳａａＳ・クラウドの適用に向
けて（提言）
資源環境委員会
理事懇話会
社会基盤委員会

5
19
24
31

行財政制度委員会
運営委員会
中国地域発展推進会議（岡山市）

6

7

14

関門連携委員会
地域イノベーション創出2010 in ひろしま（〜8日）

（産学官連携新結合プランを策定）
理事会・定時総会

7
5

29
地域づくり委員会
中国地域発展推進会議 温暖化対策検討部会（第1回）
理事懇話会

8

9
7

21
22

経済・産業に関するシリーズ講演会（第2回）
社会基盤委員会
関門連携委員会

10

14
26
28

運営委員会
中四国サミット（高知市）
新名神高速道路「抜本的見直し区間（当面着工しな
い区間）」の早期着工並びに早期全線開通に関する
要望（西日本経済協議会）

11

10
16

17
26

西日本経済協議会第52回総会（広島市）
関門海峡道路の早期実現に関する要望（関門海峡道
路建設促進協議会）
中四国地方の幹線道路網整備等について要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）（〜26日）
中国地域発展推進会議（鳥取市）
中国地方選出国会議員との懇談会
中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について

（個別要望），税制抜本改革に向けて（個別要望）
地域における地球温暖化対策の推進に関する提言

（中国地域発展推進会議）

12

2
3
6

10

西日本経済協議会第52回総会決議について要望
観光文化委員会
鳥取・島根地区会員懇談会
関門連携委員会

1

21
25
27
28

島根・広島交流会議
第39回中国地方経済懇談会（広島市）
第9回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式
備後地区会員懇談会

2 14 東南アジア経済視察（ベトナム，カンボジア，シン
ガポール，インドネシア　〜24日）

3

2
3
7
9

18
28
29
31

岡山地区会員懇談会
関門連携委員会
理事懇話会
山口地区会員懇談会
産業・技術委員会
情報通信委員会
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会
行財政制度委員会

経団連会長に住友化学㈱会長 米倉弘昌氏が就任
　御手洗冨士夫氏の後任として住友化学㈱会長 米倉
弘昌氏が就任。 （5月）

こども手当て支給開始
　民主党のマニフェストとして施行された15歳以下
の子どもを扶養する保護者等に対する手当の支給が開
始。 （6月）

高速道路無料化社会実験スタート
　地域経済への効果，渋滞や環境への影響を把握する
ことを目的として，高速道路無料化社会実験が開始。
 （6月）

参議院選で民主党敗北，過半数割れ
　民主党が106議席（10減），国民新党は議席を獲得で
きず与党の大敗，与野党が逆転しねじれ国会へ。（7月）

中国漁船，尖閣諸島で海上保安庁巡視船に衝突
　尖閣諸島付近で中国漁船が海上保安庁巡視船に衝突。
公務執行妨害で逮捕された漁船船長は処分保留で釈放。
 （9月）

岡山で第25回国民文化祭・おかやま2010開催
　「晴れの国おかやま 文化回廊」をテーマに「あっ晴
れ！おかやま国文祭」が9日間にわたり，県内全27市
町村で開催。 （10月）

「山陰海岸ジオパーク」が世界ジオパークに認定
　京都府から鳥取県にまたがる山陰海岸ジオパーク
の「世界ジオパークネットワーク」への加盟が認定。
 （10月）

「関西広域連合」発足
　地方自らが主体的な分権改革を推進することを目的
に関西広域連合が発足。鳥取県が参加。 （12月）

中国のGDP，日本を抜き世界第2位へ
　中国の名目ＧＤＰは約5.9兆ドルとなり，5.5兆ドル
の日本を抜き世界第2位へ。 （1月）

東日本大震災が発生
　3月11日午後2時46分頃，東北地方太平洋沖地震

（東日本大震災）が発生。マグニチュードは9.0で日本
国内の観測史上最大。死者・不明者18,000人超。（3月）

経済・産業に関するシリーズ講演会（第2回）

民主党への要望
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2011年度（平成23年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

第7代会長に山下 隆氏就任

　平成23年度定時総会で山下 隆氏
を第7代会長に選任。 （6月）

委 員 会 活 動 等

■ アジア経済への対応に関するシンポジウムを開催
　アジアに事業進出・拡大する際の諸課題解決に向け，
有識者や事業進出に成功している企業の幹部を講師に
招いてのシンポジウムをシリーズで計3回開催した。
初回は，東レ㈱ 国際部長 小林伸行氏ほかを講師にア
ジア経済や
企業の取り
組みについ
いて講演・
意見交換を
行った。

（6月）

提 言 ・ 要 望

■ 税制抜本改革に向けて（要望）
要望先：財務省など関係各省，民主党，自由民主党，

当地方選出の国会議員　 （10月）
［主な要望内容］
・消費税：税率の引き上げ
・法人税制：法人実効税率の30％を目指した段階的

引き下げ
・個人税制：所得控除の縮小による課税ベースの拡大，

所得控除から税額控除への移行
・環境関連税制：環境税の導入見送り，税制のグリー

ン化の推進

■ 中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
要望先：政府・関係各省，民主党，自由民主党，当地

方選出の国会議員 （11月）
［主な要望内容］
○総括要望
1．空洞化回避に向けた産業競争力の強化
　　・実効力のある円高是正策の実施

２．当面の電力安定供給確保と中長期的なエネルギー
環境政策の再構築

3．防災・減災も考慮した社会基盤整備の促進
・山陰自動車道および中国横断自動車道の早期全

線開通
4．社会保障制度の再構築と財政健全化の推進

・社会保障給付の効率化・重点化，負担の最適化
等を含めた社会保障制度の再構築

５．分権型国家への変革と分散型の国土形成
・「新しい国のかたち」（国と地方の役割分担，地

方の税財源の移譲等の基本的事項）の検討推進

○個別要望「中国地方における基幹的な交通基盤の整 
備について」
・高規格幹線道路ネットワークの早期整備：山陰自

動車道，中国横断自動車道・尾道松江線，中国横
断自動車道・姫路鳥取線 

・地域高規格道路等の整備：鳥取環状道路，岡山環
状道路，広島中央フライトロード，下関北九州道路

○個別要望「税制抜本改革に向けて」（前出と同じ）

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○アジア地域の経済動向に関する調査（実態調査編）
○当面の重要な政策課題に関するアンケート調査
○ライフサイクルから見た関門地域の課題と対応策
（報告書）

○東日本大震災を踏まえた中国地方の緊急時における
物流基盤のあり方調査

○シリーズ・シンポジウム「アジア経済への対応と課
題」（報告書）

○人口減少・高齢化社会を踏まえた集約型都市構造へ
の転換に関する調査

○少子化対策に関する調査
○尾道松江線の全線開通に向けたその活用策や周辺地

域の基盤整備・振興等に関する調査

第7代会長
山下 隆氏

4

4
5

12
25

地域づくり委員会
社会基盤委員会
資源環境委員会
観光文化委員会

5

13

18
30

東日本大震災からの復興に向けた西日本からの第1
次提言（西日本経済協議会）
運営委員会
中国地域発展推進会議（松江市）

6
3
7

アジア経済への対応に関するシリーズシンポジウム
理事会・定時総会
第7代会長に山下隆氏就任

7 20
22

地域イノベーション創出2011 in おかやま
理事懇話会

8

3

24
29

中国地域の「ものづくり産業」の空洞化回避に向け
た緊急要望
中四国サミット（岡山市）
キャンパスベンチャーグランプリ中国10周年記念
シンポジウム

9

10

1

6
12
14
18

21
26
28

関門海峡道路の早期実現に関する要望（関門海峡道
路建設促進協議会）
西日本経済協議会第53回総会（金沢市）
社会基盤委員会
行財政制度委員会
地域づくり講演会
西日本経済協議会第53回総会決議について要望
税制抜本改革に向けて（要望）
中国地域発展推進会議（廿日市市）
運営委員会

11

4

15

28
29

中四国地方の幹線道路網整備等に関する要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）（〜17日）
中国地方選出国会議員との懇談会
中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について

（個別要望）
税制抜本改革に向けて（個別要望）
地域防災力・産業競争力の強化に向けた国際物流に
関する政策提言（中国地方国際物流戦略チーム）
理事懇話会
関門連携委員会

12

1

17
24
25
27
30

第10回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式
道州制シンポジウム
鳥取・島根地区会員懇談会
備後地区会員懇談会
山口地区会員懇談会

2 13 米国・メキシコ経済視察（〜23日）
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7
15
21
22
28

理事懇話会
資源環境委員会
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会
情報通信委員会
第40回中国地方経済懇談会（岡山市）

鳥取県知事選で平井伸治氏，島根県知事選で溝口善兵衛
氏が再選
　第17回統一地方選で現職の平井伸治氏と溝口善兵衛
氏がそれぞれ再選 （4月）

東日本大震災に係る震災特例法，改正地方税法が成立
　被災者の税負担の軽減等を図るため，申告・納付の
期限延長，軽減又は免除，徴収猶予・還付，利子の非
課税などの税制上の措置を定めた震災特例法が施行。
 （4月）

宮島水族館「みやじマリン」オープン
　瀬戸内海をテーマとした水族館として宮島水族館が
リニューアルオープン。愛称は一般公募により「みや
じマリン」。 （8月）

日本国債の格付けを「Aa2」から「Aa3」に格下げ
　米ムーディーズ社が2002年5月以来，約9年ぶり
に日本国債の格下げを発表。 （8月）

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法」が成立
　前身のRPS法の対象を再生可能エネルギー全体に拡
大し全量買い取りを義務化する修正案が可決。 （8月）

野田佳彦内閣発足
　参議院で谷垣禎一自由民主党総裁との決選投票を経
て野田内閣が発足。 （9月）

山口県で「おいでませ！山口国体」を開催
　維新百年記念公園陸上競技場を主会場に，「君の一
生けんめいに会いたい」をキャッチフレーズに10月1
日から11日間開催。 （10月）

タイの洪水拡大，日系企業への甚大な被害
　日系企業約7,000社が進出しているタイで大規模な
洪水災害が発生し，420社以上が冠水被害。 （10月）

野田首相，TPP交渉協議への参加を表明
　野田首相が環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の交渉プ
ロセスに参加する方針を表明。 （11月）

倉敷チボリ公園跡地に「倉敷みらい公園」開園
　倉敷用水を中心とした，緑道と芝生広場を備えた
約2.1ヘクタールの水と緑豊かな潤いと憩いの空間が
オープン。 （11月）

アジア経済への対応に関するシリーズシンポジウム（第1回）

民主党への要望

21 22



2012年度（平成24年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ 環境・エネルギー分野への対応と課題に関する
　講演会を開催
　「環境・エネルギー分野への対応と課題」をテーマ
に計２回の講演会を開催した。初回は和光大学 教授 
岩間剛一氏が「再生可能エネルギーを巡るビジネスの
可能性と課題」について講演を行った。 （7月）

■ 道州制講演会を開催
　道州制への理解促進と実現に向けた機運の醸成を目
的に，元総務大臣の増田寛也氏を講師に迎え，山口，
山陰地区でそ
れぞれ初とな
る道州制講演
会を開催した。
（1・3月）

提 言 ・ 要 望

■ 税制抜本改革に向けて（要望）
要望先：政府・与野党の税制調査会，財務省など関係

各省 （11月）
［主な要望内容］
・法人税制：法人実効税率の欧州諸国並みの30％を

目指した引き下げ
・消費税：先送りされた社会保障制度改革の早期実施
・個人税制：相続税・贈与税の課税ベースの拡大と税

率構造の見直し
・環境関連税制：税制のグリーン化の推進，環境税の

あり方の抜本的見直し

■ 中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
要望先：政府・関係各省，自由民主党，当地方選出の

国会議員 （11・3月）
［主な要望内容］
○総括要望
1．電力の安定供給確保と革新的エネルギー・環境戦

略の抜本的見直し
・原子力規制委員会が安全を確認した原子力発電

所の早期再稼働
２．アジアの成長の取り込みと空洞化回避に向けた産

業競争力の強化

　　・実効力のある円高是正策の実施
　　・インバウンド観光振興への支援拡充
3．持続的発展に向けた社会基盤整備の促進

・山陰自動車道の早期全線開通，下関北九州道路
等の地域高規格道路の早期整備

4．社会保障制度改革と財政健全化の着実な推進
・社会保障給付の効率化等を考慮した負担の最適

化による社会保障制度改革　

○個別要望「中国地方における基幹的な交通基盤の整
備について」
・高規格幹線道路ネットワークの早期整備：山陰　 

自動車道，中国横断自動車道・尾道松江線，中国
横断自動車道・姫路鳥取線 

・地域高規格道路等の整備：岡山環状道路，広島 
中央フライトロード，下関北九州道路

○個別要望「税制抜本改革に向けて」（前出と同じ）

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○アジア地域の経済動向に関する調査
○当面の重要な政策課題に関するアンケート調査
○高速道路の有効活用に資する料金制度に関する基礎

調査
○ＰＰＰ／ＰＦＩによる新たな社会資本整備や公共

サービスの維持・向上方策調査
○中国地方における人口の社会減抑制のための移住定

住促進方策調査
○瀬戸内海の歴史文化資源の掘り起こしとネットワー

ク化調査（冊子「瀬戸内海歴史文化回廊」の改訂）
○「中国地方在住者から観た中国地方の観光地の実態

と魅力度調査」および「首都圏在住者から観た中国
地方の観光地の実態と魅力度調査」

○中国地域における再生可能エネルギー普及の現状と
課題に関する調査

○中国地域の製造業の新たな事業展開に関する調査

4

4
6

10
11
12
19
26

介護事業・医療連携を支える情報化の在り方（提言）
行財政制度委員会
社会基盤委員会
産業・技術委員会
地域づくり委員会
観光文化委員会
日韓親善経済講演会

5 16 運営委員会

6 1
12

中国地域発展推進会議（岩国市）
理事会・定時総会

7 5
26

環境・エネルギー分野への対応と課題に関する講演会
理事懇話会

8 10 「エネルギー・環境に関する選択肢」に対する要望

9

7
12
13
30

島根・広島交流会議
社会基盤委員会
地域イノベーション創出2012 in しまね
関門海峡道路の早期実現に関する要望（関門海峡道
路建設促進協議会）

10

2

9
16
18
26

29

北欧経済視察（デンマーク，ノルウェー，アイスラ
ンド，スウェーデン　〜12日）
資源環境委員会
中四国サミット（高松市）
西日本経済協議会第54回総会（名古屋市）
西日本経済協議会第54回総会決議について要望
備後地区会員懇談会
行財政制度委員会

11

7
9

21
29

税制抜本改革に向けて（要望）
運営委員会
中四国地方の幹線道路網整備等に関する要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）
中国地域発展推進会議（岡山市）
中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について

（個別要望）
税制改革に向けて（個別要望）
地域防災力・産業競争力の強化に向けた国際物流に
関する政策提言（中国地方国際物流戦略チーム）

12 5 鳥取・島根地区会員懇談会

1
22
25
30

道州制講演会 in 山口（下関市）
第11回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式
第41回中国地方経済懇談会（広島市）

2
19
20
28

山口地区会員懇談会
理事懇話会
岡山地区会員懇談会

3

8

13
19
27
29

中国地方選出国会議員との懇談会
中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）

（政権交代に伴い11月29日の要望内容を再度要望し
たもの）
資源環境委員会
道州制講演会 in 山陰（米子市）
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会
情報通信委員会

再生可能エネルギーの固定価格買取り制度スタート
　再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一
定価格で買取る制度がスタート。 （7月）

大飯発電所3号機が再稼働
　関西電力㈱大飯発電所3号機が東日本大震災後初と
なる再稼働。 （7月）

韓国の李明博大統領，竹島に上陸
　韓国大統領として初めて李明博大統領が竹島に上陸
し日韓関係は悪化。 （8月）

原子力規制委員会発足
　原子力利用における安全の確保を図ることを任務と
する原子力規制委員会が環境省の外局として設置。
 （9月）

岡山県知事選で伊原木隆太氏が初当選
　無所属の新人で，元㈱天満屋社長の伊原木隆太氏が
初当選。 （10月）

サンフレッチェがＪ1初制覇
　森保新監督のもと，クラブ創設20年目で悲願のＪ1
初制覇。 （11月）

衆議院選挙，民主党が大敗し政権交代 安倍内閣発足
　自由民主党が単独で絶対安定多数を大幅に上まわる
大勝，民主党は現役閣僚8人が落選する歴史的大敗。
 （12月）

岩国飛行場が民間供用を再開
　岩国飛行場（民間機就航空港としては岩国錦帯橋空
港）の軍民共用空港としての活用が再開。 （12月）

日銀，2％の物価安定目標の導入を決定
　日銀は経済の健全な発展に資することを踏まえ，「物
価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率2％と定
めた。 （1月）

安倍首相，TPP交渉参加を正式表明
　「最終的な判断は国益にかなうかどうかだ」と述べ
ていた安倍総理が参加を表明。 （3月）

鳥取自動車道，松江自動車道全線開通
　兵庫県佐用郡佐用町と鳥取市を結ぶ鳥取自動車道，
広島県三次市と松江市を結ぶ松江自動車道が全線開通。
 （3月）

自由民主党への要望

道州制講演会（米子市）
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2013年度（平成25年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ 中国地域産学官コラボレーション会議のスローガン・
　行動指針を採択
　産学官連携シンポジウム「地域イノベーション創出
2013 in やまぐち」において，中国地域産学官コラ
ボレーション会議の平成25～27年度のスローガン・
行動指針を採択した。　 （7月）

・スローガン：未来に向かってもっと連携しよう
・行動指針：連携グループの強化・広域化，共有

化と交流の促進，発信力の強化

■ 第１回 化学プロセスへの膜分離利用技術研究会
　を開催
　当地方の国立５大学連携事業の一環として，化学産
業の大幅な省エネ化やCO₂・水素等の分離技術とし
て期待される「革新的膜分離技術」についての研究会
を立ち上げ，
第1回の研究
会を開催した。
 （２月）

提 言 ・ 要 望

■ 税制改革に向けて（要望）
要望先：自由民主党，財務省　ほか　 （９月）

［主な要望内容］
・法人税制：法人実効税率の欧州主要国並みの30％

までの引き下げ
・消費税：消費税増税の予定どおりの実施
・環境関連税制：自動車の車体課税グリーン化の推進
・地方税制：地方消費税の拡充

■ 中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
要望先：政府・関係各省，自由民主党，当地方選出の

国会議員  （11月）
［主な要望内容］
○総括要望
1．地域産業の競争力強化

・イノベーションに資する基礎研究・技術開発の
支援

・インバウンド観光振興支援の強化

２．電力の安定供給確保とエネルギー政策の抜本的見
直し

　　・実現可能なエネルギー政策の早期策定
3．社会基盤整備の推進
　　・高規格幹線道路等の早期整備

・ＩＣＴ利活用推進に向けた「基本法」等の制定，
規制・制度改革の推進

4．地方分権型道州制の導入促進
　　・道州制推進基本法の早期制定

○個別要望「中国地方における基幹的な交通基盤の　 
整備について」
・高規格幹線道路ネットワークの整備：山陰自動　 

車道，中国横断自動車道・尾道松江線，中国横断
自動車道・岡山米子線 

・地域高規格道路等の整備：岡山環状道路，広島 
中央フライトロード，下関北九州道路

○個別要望「税制改革に向けて」（前出と同じ）

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○山陰・日本海の歴史文化資源の掘り起こしとネット

ワーク化調査（冊子「山陰・日本海歴史文化回廊」
の改訂）

○関西圏在住者から観た中国地方の観光地の実態と魅
力度調査

○中国・四国地域における就業能力形成に関するアン
ケート調査

○スマートコミュニティの実現に向けた課題と今後の
展望に関する調査

○財政制約下の社会資本老朽化に対応する公共施設ア
セットマネジメント導入実施に関する調査

○中国地域における仕事と子育ての両立支援に関する
企業・団体の取り組み状況と取り組み事例

4

4
12
16
24
25

産業・技術委員会
行財政制度委員会
観光文化委員会
社会基盤委員会
地域づくり委員会

5
14
30

運営委員会
中国地域発展推進会議（米子市）

6 14 理事会・定時総会

7
23 地域イノベーション創出2013 in やまぐち

中国地域産学官コラボレーション会議のスローガ
ン・行動指針を採択

8

9

2

6
10
13
30

関門海峡道路の早期実現に関する要望（関門海峡道
路建設促進協議会）
理事懇話会
島根・広島交流会議
行財政制度委員会
税制改革に向けて（要望）

10

1
4

11
18
20

社会基盤委員会
西日本経済協議会第55回総会（大阪市）
資源環境委員会
西日本経済協議会第55回総会決議について要望
南欧経済視察（スペイン，イタリア，ギリシャ　〜29日）

11

1
6

21

29

中四国サミット（松江市）
運営委員会
中国地方選出国会議員との懇談会
中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について

（個別要望）
税制改革に向けて（個別要望）
地域防災力・産業競争力の強化に向けた国際物流に
関する政策提言（中国地方国際物流戦略チーム）
中四国地方の幹線道路網整備等に関する要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）（〜22日）
理事懇話会

12 19 岡山地区会員懇談会
1 28 第12回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式

2
 18 
20

第1回化学プロセスへの膜分離利用技術研究会
第42回中国地方経済懇談会（宇部市）

3

5
7

12
14
17
19
25

鳥取・島根地区会員懇談会
理事懇話会
資源環境委員会
産業・技術委員会
情報通信委員会
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会
行財政制度委員会

日銀，量的・質的金融緩和の導入を決定
　日銀は2％の「物価安定の目標」の実現を目指し，
必要な時点まで「量的・質的金融緩和」を継続するこ
とを発表。 （4月）

出雲大社で「本殿遷座祭」
　5年間にわたる御本殿修造が終わり，祭神が本殿に
遷座される「本殿遷座祭」を挙行。 （5月）

「マイナンバー法」が成立
　国民一人ひとりに番号を割り振り社会保障や納税に
関する情報を一元的に管理するマイナンバー法が成立。
 （5月）

「骨太の方針2013」と「日本再興戦略」を発表
　政府は今後10年間の平均で名目成長率3％，実質成
長率2％を実現する「骨太の方針」とアベノミクス第
三の矢である民間投資を喚起する成長戦略「日本再興
戦略」を閣議決定。 （6月）

参議院選挙で自民党が勝利，「ねじれ」解消
　自由民主党が，現行選挙制度下で最多となる65議席
を獲得。第46回衆議院選挙以来続いていた両院のねじ
れ状態が解消。 （7月）

山口・島根で記録的豪雨
　山口市で1時間143㎜，島根県津和野町で24時間
381㎜という観測史上最大の降水量を記録。（7月）

2020年夏季オリンピック・パラリンピック開催地が
東京に決定
　東京が1964年以来56年ぶりとなる夏季オリンピッ
ク・パラリンピックの開催地に決定。 （9月）

隠岐ジオパークが世界ジオパークに認定
　4つの有人島と多数の無人島からなる隠岐諸島が世
界ジオパークに認定。 （9月）

広島県知事選で湯﨑英彦氏が再選
　現職の湯﨑英彦氏が4年間の実績をアピールし大差
で再選。 （11月）

改正電気事業法が成立，発送電分離へ
　電力会社の発電・送電事業の法的分離のプログラム
などを定める「電気事業法の一部を改正する法律」が
成立。 （11月）

特定秘密保護法が成立
　安全保障に係る機密情報を漏らした公務員の罰則を
強化する特定秘密保護法が成立。 （12月）

山口県知事選で村岡嗣政氏が初当選
　無所属の新人で元総務省官僚の村岡嗣政氏が初当選。
 （2月）

第1回 化学プロセスへの膜分離利用技術研究会

首相官邸にて安倍首相と面談
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2014年度（平成26年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ エネルギー・環境政策に関する講演会・視察会を開催
　エネルギー・環境政策，電力システム改革などをテー
マとした講演会を3回開催。視察会では建設中の大崎
クールジェン㈱の石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）の実
証試験設備を見学した。 （7月）

■ 地方分権・道州制シンポジウムを開催
　道州制への理解促進と実現に向けた機運の醸成のた
め「地方分権・道州制シンポジウム」を広島県と共催。
元総務大臣増田寛也氏による基調講演の後，パネル
ディスカッションを行った。
パネリスト：増田氏，広島県知事湯﨑英彦氏および当
連合会山下隆会
長， コ ー デ ィ
ネーター：中国
新聞社特別顧問
山本一隆氏

（3月）

提 言 ・ 要 望

■ これからの地域社会のスマート化の在り方（提言）
提言先：関係省庁，当地方の自治体　 （4月）

［提言の要旨］
　スマートな地域社会の実現に向けて情報流通プラッ
トフォームの構築が必要。そのための環境整備として，
データ利用のための法制度・ガイドラインの整備，推
進体制の構築，ＩＣＴ人材の育成・確保などが必要。

■ 税制改革に向けて（要望）
要望先：自由民主党・公明党の税制調査会幹部ほか　　　　　　　　　　

（９・10月）
［主な要望内容］
・法人税制：法人実効税率についてドイツ並みの

29％台までの早期引き下げ
・消費税：軽減税率導入への慎重な検討
・地方税制：地方消費税の拡充
・環境関連税制：自動車の車体課税グリーン化推進

■ 中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
要望先：政府・関係各省，自由民主党，当地方選出の

国会議員 （12・3月）

［主な要望内容］
○総括要望
1．地域産業の競争力強化
　　・イノベーション創出への支援強化
　　・インバウンド観光振興への支援強化
２．低廉な電力の安定供給確保ならびに経済成長と両

立するエネルギー政策の実現
3．社会基盤整備の推進
　　・高規格幹線道路等の早期整備

・ＩＣＴ利活用推進に向けた「基本法」の制定，
規制・制度改革の推進

4．地方創生の推進
　　・首都圏一極集中の是正
　　・道州制推進基本法の早期制定

○個別要望「中国地方における基幹的な交通基盤の 
整備について」
・高規格幹線道路ネットワークの整備：山陰自動 

車道，中国横断自動車道・尾道松江線，中国横断
自動車道・岡山米子線 

・地域高規格道路等の整備：岡山環状道路，広島 
中央フライトロード，下関北九州道路

○個別要望「税制改革に向けて」（前出と同じ）

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○中国地域の製造業における新規事業の取り組みと促

進に関する調査
○高速道路の開通による地域経済への波及効果・影響

等に関する調査（中間報告）
○中国山地の歴史文化資源の掘り起こしとネットワー

ク化調査（冊子「中国山地歴史文化
回廊」の発行）

○九州圏在住者から観た中国地方の観
光地の実態と魅力度調査

○中国地方における企業の農業分野へ
の参入実態と今後の取組方策調査

○中国地域の基礎素材産業の動向と役割に関する調査

4

8
9

14

地域づくり委員会
観光文化委員会
これからの地域社会のスマート化の在り方（提言）
社会基盤委員会

5 23
28

運営委員会
中国地域発展推進会議（山口市）

6 13 理事会・定時総会

7
2

22
31

地域イノベーション創出2014 in とっとり
島根・広島交流会議（〜23日）
エネルギー・環境政策に関する視察会

8

9

3
5

16
29

中四国サミット（徳島市）
理事懇話会
行財政制度委員会
税制改革に向けて（要望）

10

1
3
7

16
20
29

資源環境委員会
西日本経済協議会第56回総会（高松市）
中東欧経済視察（ポーランド，チェコ，オーストリア，
ハンガリー　〜17日）
西日本経済協議会第56回総会決議について要望
中国地域発展推進会議（広島市）
社会基盤委員会

11

11
21

28

運営委員会
中四国地方の幹線道路網整備等に関する要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）
理事懇話会

12

1

11

中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について

（個別要望）
税制改革に向けて（個別要望）
地域防災力・産業競争力の強化に向けた国際物流に
関する政策提言（中国地方国際物流戦略チーム）
岡山地区会員懇談会
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2
20
24
25

第43回中国地方経済懇談会（広島市）
資源環境委員会
理事懇話会

3

2
11
16
18
20

 

23
27
31

鳥取・島根地区会員懇談会
山口地区会員懇談会
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会
地方分権・道州制シンポジウム
中国地方選出国会議員との懇談会
中国地域の自立的・持続的な発展に向けて（総括要望）
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について

（個別要望）
税制改革に向けて（個別要望）
エネルギー・環境政策に関する意見（提言）
地域防災力・産業競争力の強化に向けた国際物流に
関する政策提言（中国地方国際物流戦略チーム）
行財政制度委員会
地域づくり委員会
情報通信委員会

消費税8％がスタート
　17年ぶり消費税率引き上げ8％に，国民負担年間8
兆円増。 （4月）

政府が新「エネルギー基本計画」を閣議決定
　東日本大震災以降，初となるエネルギー基本計画を
閣議決定。 （4月）

経団連会長に東レ㈱会長 榊原定征氏が就任
　米倉弘昌氏の後任として東レ㈱会長 榊原定征氏が
就任。 （6月）

広島市北部で大規模な土砂災害，死者70人超
　バックビルディング現象と推測される局地的な豪雨
によって広島市北部の住宅地で同時多発的に大規模な
土石流が発生。 （8月）

テニスの全米オープンで錦織圭選手が準優勝
　島根県出身の錦織圭選手が全米オープンで日本人初
となる準優勝。 （9月）

御嶽山が噴火，死者・行方不明者60人超
　7年ぶりに噴火。山頂付近にいた登山客が巻き込ま
れ，60人以上が死亡。 （9月）

安倍首相が消費税引き上げ先送りを表明
　安倍首相は2015年10月から予定されていた消費税
率10％への引き上げを2017年4月に1年半先送りす
ることを表明。 （10月）

太田国交大臣がリニア中央新幹線の工事実施計画を認可
　東海旅客鉄道㈱が申請していた東京（品川）―名古屋
間のリニア中央新幹線の工事実施計画が認可。 （10月）

地方創生法が成立
　地方の人口減少抑制をめざす基本理念を定めた「ま
ち・ひと・しごと創生法」が成立。 （11月）

衆議院選挙，自公が3分の2以上を獲得
　与党の自民党，公明党両党が計326議席を獲得し勝
利。民主党代表の海江田万里氏は落選。 （12月）

中国やなまみ街道全線開通
　中国横断自動車道尾道松江線（中国やまなみ街道）が
全線開通。尾道〜松江の所要時間は約2時間30分とな
り，山陽と山陰の交通の便が飛躍的に改善。 （3月）

地方分権・道州制シンポジウム

石破地方創生担当大臣と面談
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2015年度（平成27年度）
中国経済連合会の主な動き国内外の主なできごと 月

委 員 会 活 動 等

■ 産学官連携先進事例の視察・意見交換会の開催
　中国地域コラボレーション会議のメンバーが医工連
携とバイオマスをテーマに鳥取大学附属病院（米子市），
真庭バイオマスタウン（真庭市）を訪問し視察・意見交
換を行った。 （6月）

■ 広島県総合計画改定案・地方版総合戦略案を答申 
　広島県の「ひろしま未来チャレンジビジョン改定
案」および「広島県まち・ひと・しごと創生総合戦略
案」について広
島県総合計画審
議会会長を務め
る当連合会山下
会長が湯﨑広島
県知事に答申し
た。 （8月）

■ 中国圏広域地方計画決定  
　中国圏広域地方計画協議会（会長：山下当連合会会
長）において議論が
進められてきた，今
後概ね10年間の中
国地方の地域づくり
の指針となる「中国
圏広域地方計画」が
国土交通大臣により
決定された。 （3月）

提 言 ・ 要 望

■ 税制改革に向けて（要望）
要望先：自由民主党・公明党の税制調査会幹部ほか　　　　　　　　　　

（10月）
［主な要望内容］
・法人税制：平成28年度の税率引き下げの上乗せに

よる29％台の早期実現
・消費税：税率引き上げ（10％）の予定通り（平成29

年4月）の実施
・地方税制：地方消費税の拡充
・環境関連税制：自動車の車体課税の簡素化・グリー

ン化

■ 豊かで活力に溢れる中国地域の創生に向けて（総括要望）
要望先：政府・関係各省，自由民主党，当地方選出の

国会議員 （11月）

［主な要望内容］
○総括要望
1．地域産業の振興
　　・イノベーション創出支援策の拡充
　　・訪日外国人旅行者の誘客への支援強化
２．経済成長と両立するエネルギー・環境政策の推進

・合理的かつ現実的なエネルギーミックスの実現
に向けた取り組み

3．社会基盤整備の推進
　　・高規格幹線道路等の早期整備　

・公共データのオープン化，ビッグデータの利活
用推進

4．地方創生の観点からの活力ある地域づくり
　　・首都圏一極集中の是正
　　・地方分権改革の推進

○個別要望「中国地方における基幹的な交通基盤の整
備について」
・高規格幹線道路ネットワークの整備：山陰自動車

道，中国横断自動車道・岡山米子線 
・地域高規格道路等の整備：岡山環状道路，広島中

央フライトロード，下関北九州道路
○個別要望「税制改革に向けて」（前出と同じ）

■ これからの情報化社会にふさわしいビッグデータなど
　を活用した魅力的な地域社会の形成に向けて（提言）
提言先：関係省庁，当地方の自治体 （3月）

調 査 ・ 報 告

○景気動向アンケート調査
○ものづくり企業の生産現場における検査の自動化促

進可能性調査
○水素の利活用の現状と課題に関する調査
○東南アジアからの観光客のニーズ分析と受入体制整

備方策検討調査
○四国圏在住者から観た中国地方の観光地の実態と魅

力度調査
○「中国やまなみ街道」全通後の波及効果について
○中山間地域等の自立的・持続的発展に資する取組み
　と産官学民金連携方策検討調査

4
2
7

17

産業・技術委員会
社会基盤委員会
観光文化委員会

5
15
19

運営委員会
中国地域発展推進会議（岡山市）

6
9

25
理事会・定時総会
産学官連携先進事例の視察・意見交換会

7
14
16

島根・広島交流会議
地域イノベーション創出2015 in ひろしま

8

10
21
27

広島県総合計画改定案・地方版総合戦略案を答申
理事懇話会
下関北九州道路の早期実現に関する要望（関門海峡
道路建設促進協議会ほか） 

9
4

25
28

中四国サミット（山口市）
社会基盤委員会
行財政制度委員会

10

2
13
19
23

西日本経済協議会第57回総会（福岡市）
税制改革に向けて（要望）(〜14日)
運営委員会
西日本経済協議会第57回総会決議について要望

11

4

6
10
19

中国地方選出国会議員との懇談会
豊かで活力に溢れる中国地域の創生に向けて（総括
要望）
中国地方における基幹的な交通基盤の整備について

（個別要望）
税制改革に向けて（個別要望）
地域防災力・産業競争力の強化に向けた国際物流に
関する政策提言（中国地方国際物流戦略チーム）
中国地域発展推進会議（鳥取市）
オーストラリア・ニュージーランド経済視察（〜18日）
中四国地方の幹線道路網整備等に関する要望（中四
国セントラルルート地域連携軸推進協議会）

12
1
3
8

山口地区会員懇談会
理事懇話会
鳥取・島根地区会員懇談会

1
20
27

第14回キャンパスベンチャーグランプリ中国 表彰式
第44回中国地方経済懇談会（岡山市）

2 3 地方分権・道州制講演会

3

2
8

18
22
23
29
31

理事懇話会
情報通信委員会
これからの情報化社会にふさわしいビッグデータなど
を活用した魅力的な地域社会の形成に向けて（提言）
産業・技術委員会
運営委員会・中国地方政府機関との懇談会
資源環境委員会
中国圏広域地方計画決定（中国圏広域地方計画協議会）
地域づくり委員会

日経平均終値15年ぶりに2万円超え
　主要国の金融緩和による投資マネーの流れ込みで日
経平均終値が15年ぶりに2万円超え。 （4月）

鳥取県知事選で平井伸治氏，島根県知事選で溝口善兵衛
氏が3選
　第18回統一地方選で現職の平井伸治氏と溝口善兵衛
氏がそれぞれ3選。 （4月）

せとうち・海の道が広域観光周遊ルート認定
　国土交通大臣が「せとうち・海の道」を含む7地域
を外国人旅行者向けの「広域観光周遊ルート」として
認定。 （6月）

選挙権年齢が18歳以上に引き下げ
　選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙
法が成立。 （6月）

改正電気事業法が成立
　大手電力会社の発送電分離を平成32年4月に実施
するための改正電気事業法が成立。 （6月）

萩の産業革命遺産が世界遺産に登録
　萩反射炉をはじめ萩エリアの5つの産業遺産を含む

「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に登録。 （7月）

松江城天守が国宝に指定
　築城年の特定や「通し柱」を使った特徴的な構造が
評価され松江城天守が国宝に指定。 （7月）

長期エネルギー需給見通しの決定
　2030年度のエネルギー需給構造の見通し（エネル
ギーミックス）が決定。 （7月）

第23回世界スカウトジャンボリー（山口）2015開催
　山口県・きらら浜に世界各地から約3万4千人の青
少年が集い世界スカウトジャンボリーが開催。

（7・8月）

川内原子力発電所1号機が再稼働
　九州電力㈱川内原子力発電所1号機が新規制基準導
入後初となる再稼働。 （8月）

マイナンバー制度開始
　国民一人ひとりに12桁の番号を割り当てるマイナ
ンバー制度の番号通知カードの発送を開始。 （10月）

ＴＰＰ協定が大筋合意
　環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に参加する日米
など12カ国が大筋合意に達したと発表。 （10月）

COP21が開幕
　すべての国が参加する新しい国際枠組みづくりを
目指す国連気候変動枠組み条約の第21回締約国会議

（COP21）が開催，パリ協定を採択。 （11・12月）

日銀，マイナス金利導入を決定
　日銀が銀行からの当座預金の一部にマイナス金利を
適用する政策の導入を決定。 （1月）

首相官邸にて安倍首相と面談

湯﨑広島県知事への答申

第５回中国圏広域地方計画協議会
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