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2020年度事業報告 

 

Ⅰ．事業の概要 

 

中国経済連合会ビジョンに掲げる目指す将来像「活力に溢れ豊かさが実感できる中国地方」

の実現に向け，2020年度中期事業計画および事業計画に基づき，各委員会を中心に，「地域産

業の振興」「広域経済圏の形成に資する基盤整備の促進」「地域社会を支える人づくり」の３

点を活動方針の柱として事業活動に取り組んだ。 

 

１．地域産業の振興 

(1) 地域産業の競争力強化と成長産業の創出 

○Society5.0実現に向けたイノベーション・エコシステムの構築 
  【産業技術委員会・情報通信委員会】 

・ オープンイノベーション創出を目指し，素材領域での最先端の研究開発を行う広島県

と島根県の連携ネットワーク構築に向けた情報共有・意見交換の場を設けた［10月］。 

・ 域内外の先進企業・スタ－トアップ等（シーズを保有）と域内企業等（ニーズを保有）

の連携ネットワーク構築に向けて，先進企業・スタ－トアップ等を発掘し，紹介動画を

当連合会ホームページに掲載［10 月開始］するとともに，両者の交流の場を設定した

［12・3月］。 

・ 中国地域５県（商工労働部・公設試験研究機関等），大学等を対象とした懇談会（「第

３回中国地域におけるデジタル技術活用促進にかかわる懇談会」）を開催し，域内外の先

進事例について情報共有・意見交換を実施した［10月］。 

・ ものづくり現場のデジタル化の推進（人材育成中心）に係る講演会を実施した［2月］。 

・ 当地域に不足しているデジタル技術活用人材の育成に向けて，情報セキュリティを中

心におきＩｏＴやデータサイエンス導入の基礎知識を学ぶ社会人向け入門講座を，３大

学（岡山大・広島市立大・大阪大）の協力を得て開催した［10～1月］。また，企業に

おける人材育成指針としての活用を目指し，全国におけるデータサイエンスおよび情報

セキュリティの社会人向け講座カリキュラムを記載したマップを作成した［3月］。（い

ずれも中国経済産業局の事業と連携） 

 

○産学官連携の推進による新たな技術・製品開発の取り組み支援【産業技術委員会】 

・ コーディネート機能の強化に向けて，産学官連携コーディネーターと所属機関および

企業に対してアンケート調査を実施した。調査結果を踏まえて，当地域における産学官

の課題を抽出し，必要な対応を取りまとめた。また，コーディネーターの広域連携促進

や企業における認知度向上を目指して，コーディネーターの専門領域等を記載したマッ

プを作成した［アンケート実施：8月，コーディネーターマップ作成：3月］。 



 

 

(2) 海外との経済交流拡大による地域産業の活性化 

○アジア新興国等への企業進出支援，事業展開・輸出促進 【国際委員会】 

・ ＪＥＴＲＯと連携し，海外事業展開支援に関する各種セミナーを開催した［10・1・3月］。 

・ 中国地域産品の販路拡大・輸出促進を目的とした酒類の輸出促進事業（香港）は，コ

ロナ禍により中止した。 

 

○外国人材の活用促進 【国際委員会・地域づくり委員会】 

・ 外国人材の受け入れに関する会員企業調査を実施し，就労促進に必要となる規制緩

和・支援策等の要望を実施した［11月］。 

・ オンリーワン・ナンバーワン企業冊子をＷｅｂサイト（日本語版＋英語版）でも公開

し，中国地域の留学生等の地元就職を支援した（アクセス件数[3 月末累計]は約 57 万

件，このうち英語版は約 14 万件）。また，情報通信業界等非製造業を中心としたオン

リーワン・ナンバーワン企業の追加を実施した［2月］。 

 

○海外視察団の派遣 【国際委員会】 

・ 米国経済産業（スタートアップ企業他）の現状把握等に関する調査団の派遣は，コロ

ナ禍により中止した。 

 

(3) 山陽・山陰ブランド育成による観光産業の振興 

○観光資源の磨き上げによる魅力的な観光地づくり 【観光文化委員会】 

・ 瀬戸内海クルーズの更なる活性化を目指し，国，地元行政，地元経済界が一体となり設

立された「瀬戸内海クルーズ推進会議」（代表：苅田会長，事務局：中国地方整備局）に

参画。瀬戸内海クルーズの誘致活動（クルーズ船社・旅行会社へのプロモーション）の支

援を行った［10・1月］。【地域づくり委員会と共同実施】 

・ 中国地域のサイクルツーリズム振興の一環として，ナショナルサイクルルートに指定

された「しまなみ海道」に連なる「やまなみ街道」の活用を検討。『やまなみ街道サイ

クル「道の駅」でん』の 2021 年度開催に向け，中国地方整備局，地元自治体等の関係

者と協議した。 

・ 観光消費拡大の観点から，夜の魅力創出事業に参画。宮島におけるナイトタイムエコ

ノミー事業について，「広島県夜の魅力づくり協議会」，大聖院，廿日市市，宮島観光

協会等と連携し，弥山体験プログラム・紅もみじライトアップを企画・実施した［10～

11月］。 

・ 中国地域の歴史的な街道を認定し保存を促進する「夢街道ルネサンス」「日本風景街

道ちゅうごく」の取り組みを，中国地方整備局との共同事務局で実施した。2019年度認

定地区の「つながる出雲街道」（真庭市）および「湯来古道」（広島市）の現地視察，

認定授与式を開催した［9月］。 

・ 中国地方在住者からみた中国地方の観光地の魅力度およびコロナ禍による旅行に対



 

する意識変化調査（Ｗｅｂ調査）を実施し［12月］，報告書をとりまとめて公表した［3

月］。（日本観光振興協会中国支部と共同実施） 

 

○外国人観光客の満足度および利便性の向上に向けた環境整備 【観光文化委員会】 

・ 中国地域観光推進協議会との連携により，中国地域の観光案内所スタッフを対象とし

た研修会を開催した［3月］。 

・ 中国５県で合意された無料Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント整備について，整備計画（５

県 計 626箇所）に基づいて実施［3月末の整備率 86.6%］。 

 【情報通信委員会と共同実施】 

・ 広域周遊観光促進の観点から，２次交通のあり方について調査を実施。具体的には，

レンタカーに特化した利用促進方策等について報告書をとりまとめて公表した［2月］。

また，高速バス，レンタカー活用による周遊観光イメージ動画を作成し［12月］，情報

発信を行った［1月］。 

 

○コロナ禍を踏まえた施策 【観光文化委員会】 

・ コロナ禍による観光産業の課題と解決の方向性を調査するため，観光事業者へのアン

ケート調査[7月]，観光業界団体等へのヒアリング調査［10・11月］を実施し，報告書

をとりまとめて公表した［11月］。 

・ 中国地域観光推進協議会との連携により，コロナ禍で需要の高まる近隣観光促進に向

け，中国地域を周遊するドライブルートや観光情報等をＰＲするＷｅｂサイトを作成し

た［3月］。 

 

(4) 持続可能なエネルギー環境政策の推進 

○持続可能な経済発展に資するエネルギー・環境政策の推進 
  【エネルギー環境委員会】 

・ 経済成長と両立するエネルギー環境政策の推進に向け，エネルギー環境政策の産業

界への影響や会員アンケートを踏まえ，政府等への政策要望を行った［11月］。 

また，政策の理解促進に資するよう，エネルギー政策の現状やグリーンイノベーシ

ョン戦略などエネルギー環境をテーマとしたオンライン講演会（録画配信）を開催し

た［11・2月］。 

 

○低炭素化に係る技術開発や省エネの促進 【エネルギー環境委員会】 

・ 低炭素化に係る技術開発の促進を図るため，水素・次世代エネルギー研究会に参画

し，オンラインセミナーを開催した［11・3月］。 

・ 中国５県と経済団体で構成する中国地域発展推進会議温暖化対策検討部会で官民連

携による民生部門における省エネ推進の取り組みを行うとともに，自治体と連携し，

地域における省エネ促進に向けたオンライン講演会を開催した［2月］。 



 

 

２．広域経済圏の形成に資する基盤整備の促進 

(1) 圏域の拠点となる都市の機能強化 

○広域連携・都市機能の強化に向けた提言，行政との連携強化 
  【地域づくり委員会】 

・ 「中海・宍道湖・大山圏域」の広域連携強化の観点から，インフラ整備を含む支援の

充実・強化について政府要望を実施した［11月］。 

・ 広島県の中長期計画および広島市の基本構想・計画の策定に参画した［4・7・8月］。 

 

(2) 中山間地域の再生 

○地域振興策との連携・施策推進 【地域づくり委員会】 

・ 「たたらの里づくりプロジェクト」に参画し，認知度向上に向けた情報発信や滞在型

コンテンツの造成・充実を支援した。 

 

○地域産品のブランド化・販売促進 【地域づくり委員会】 

・ 中国地域産品の販路拡大・輸出促進を目的とした酒類の輸出促進事業（香港）は，コ

ロナ禍により中止した。 

 

○スマート農業の普及促進 【地域づくり委員会】 

・ 中国地域におけるスマート農業技術の開発・普及を促進するとともに，スマート農業

ラボの設置を検討するため，「スマート農業モデル研究会」を開催した［12月］。 

 

○中山間地域の持続可能な生活基盤構築等 【地域づくり委員会】 

・ 中山間地域の医療・交通・防災等の複合的な地域課題解決を目的に，ＩＣＴ等を活用

した中国地域の中山間地域モデル策定と自治体と連携した社会実装の取り組みを推進

した[3月]。安芸太田町の具体モデル策定に取り組み，安芸太田町のニーズに合った課

題解決モデルや実装に向けた課題等を盛り込んだ報告書を取りまとめた［3月］。 

・ 「中国地域におけるヘルスケアサービス創出と地域医療維持の方策に関する調査研究」

を実施し，中国地域における地域医療維持に資するヘルスケアサービス創出および地域

医療の維持を図るための課題・方策等を盛り込んだ報告書を取りまとめた［1月］。調

査の中間報告を踏まえ，地域事情や大規模感染症への対応の観点を踏まえた地域医療供

給体制を維持・強化するための政府要望を実施した［11月］。 

 

(3) 広域的な連携・交流を促進するネットワークの整備 

○交通・情報インフラ等の基盤整備・利活用の促進 
【地域づくり委員会・関門連携委員会・産業技術委員会・情報通信委員会】 



 

〔道路関係〕 

・ 中国地方の広域的な連携を促進する広域ネットワーク（山陰道等）の整備促進，頻発・

激甚化する大規模災害に備えた強靭な道路基盤の構築などに向け，国の機関等への要望

活動を行った［11月］。 

・ 地元行政や地元経済界等と連携し，地域の幹線道路（下関北九州道路，広島南道路等）

の整備促進に向け，整備促進大会の開催，国の機関等への要望活動を行った［5・7・9・

3月］。 

・ 地元行政や当連合会会員企業等による道路事情に関する意見交換会の結果を踏まえ，

広島都市圏の機能強化に向けた道路整備に関する提言をとりまとめ，国の機関等へ説明

した［6月］。 

〔港湾関係〕 

・ 中国地方国際物流戦略チーム（本部長：苅田会長）において，地域拠点港の物流機能

強化に向けた提言・要望を取りまとめ，国の機関等への政策提言を実施した［11月］。 

・ 中国地方国際物流戦略チーム内に設置された物流ネットワーク機能継続検討ワーキ

ング部会において，モーダルシフトの推進および非常時の物流機能維持に向けて，海上

輸送のガイドラインを作成し，当連合会会員企業等へ配布した［11月］。 

・ 瀬戸内海クルーズ推進会議（代表：苅田会長）において，瀬戸内海でのクルーズ振興

の活性化を目指し，ガイドブック・ＰＲ動画を作成・公開するとともに，商談会・現地

視察会・シンポジウム等を開催した［6・11・1月］。 

〔空港関係〕 

・ コロナ禍による航空需要の大幅減少を踏まえた航空路線の復活・維持・拡大，中国地

方の拠点空港である広島空港の機能強化に向け，国の機関等へ要望活動を行った［11月］。 

〔情報関係〕 

・ 水害領域を中心とした減災に向けたデータ活用方法の中国地域への浸透とデータ整

備の促進を図るため，2019年度中国地域オープンデータ利活用ラウンドテーブル活動の

成果物（テーマ：防災）をホームページに公開した。 

・ 自治体データのオープン化等に関する調査研究報告書(※)を配布した。 

※「中国地域における自治体データのオープン化と活用促進に向けた指針づくりに関

する調査研究報告書（中国地域オープンデータ利活用ラウンドテーブルの成果と

将来像の提案を含む）」 

・ ソフト（データ利活用）の視点で変革を支援する先進企業・スタートアップのリスト

化を実施し，ホームページへ紹介動画を掲載［10月開始］，地元企業や教育機関等との

連携に向けた交流の場を設定した［12・3月］。 

・ 観光振興のための施策効果を検証できるシミュレーションモデル（観光モデル）作成

は，コロナ禍のため中止（倉敷と山陰の実証事業は延期），データ分析の作業者確保，

技術者育成の検討は予定どおり実施した（地域との協働を通じたデジタルイノベーショ



 

ン創出人材の育成）［6月］。 

・ 中山間地域におけるＭａａＳ等を活用した地域課題解決について，中国地域創造研究

センターのプロジェクト調査事業「中国地域におけるＭａａＳ等の新たなモビリティサ

ービス実現に向けた方策検討調査」へ参画，地方中小都市におけるモデルケースを提案

した（報告書を提出）。 

・ ＩＣＴ利活用に関する啓発活動，最新動向や事例を共有した。 

－ 中国地域ＩＣＴ利活用研究会［12月開催］ 

保有技術を更に進化させたい地域外ＩＴ企業と大学との情報交換会を開催した。 

－ 放送と通信の連携等の講演会［2月開催］ 

地方局の取り組み紹介（広島テレビ放送）に加え，コロナ禍における地方局のあり

方等を広島民放４局にて座談会形式で議論する場を提供した。 

 

(4) 地域の活性化に資する地方分権等の実現 

○税制・社会保障制度改革の提言，地方分権改革の推進 【行財政委員会】 

・ 企業の活力向上，地域の自立・活性化，企業の防災・減災・防疫対策促進等の観点か

ら，地域の持続的成長に資する税制改革の提言を取りまとめ,与党税制調査会幹部，関

係省庁等への要望を行うとともに［10月］，ＢＣＰ，地方分権改革，財政健全化につい

ての講演会を開催した［9・3月］。 

 

○広域的課題への官民連携した取り組みの促進 【共通】 

・ 中国５県知事，経済界トップによる「中国地域発展推進会議」について，上期会議は

コロナ禍のため書面にて開催し，温暖化対策検討部会の省エネ推進にかかわる取り組み

や，インバウンド誘致強化委員会の事業報告・計画について報告を受けた［5月］。 

・ 下期会議では，「新しい日常の中での地域経済の活性化」，「地方分散に向けた関係

人口の創出や移住・定住の促進」について意見交換を行った［11月］。 

・ 中四国９県知事，経済界トップによる「中四国サミット」はコロナ禍により中止した。 

 

３．地域社会を支える人づくり 

(1) 産業振興を支える人材の育成 

○学生の地域企業への定着促進・挑戦意欲の醸成，プロフェッショナル人材の育成 

 【産業技術委員会・情報通信委員会】 

〔学生の地域企業への定着促進〕 

・ 低学年対象の「企業訪問半日コース」を開催。4 大学から 55 名の参加申し込みがあ

り，延べ 56名が 6社を訪問(3社は，コロナ禍のためＷｅｂ訪問)した。 

・ 教職員向け「企業訪問半日コース」では，2大学から 9名の参加申し込みがあり，延

べ１2名が 6社を訪問(1社はＷｅｂ訪問)した。 

〔学生の起業意識・挑戦意欲の醸成〕 



 

・ 「ビジネスプランブラッシュアップセミナー(オンライン)」を開催し，2大学 3グル

ープが受講。講師 3名(2大学)にオンラインで指導いただいた［9月］。 

・ 「キャンパスベンチャーグランプリ中国」を共催した[1 月]。全 129 件の応募から 2

件が全国大会に臨み，1件が経済産業大臣賞(最優秀賞)を受賞した。 

〔プロフェッショナル人材の育成〕 

・ 当地域に不足しているデジタル技術活用人材の育成に向けて，情報セキュリティを中

心におきＩｏＴやデータサイエンス導入の基礎知識を学ぶ社会人向け入門講座を，３大

学（岡山大・広島市立大・大阪大）の協力を得て開催した［10～1月］。また，企業に

おける人材育成指針としての活用を目指し，全国におけるデータサイエンスおよび情報

セキュリティの社会人向け講座カリキュラムを記載したマップを作成した［3月］。（い

ずれも中国経済産業局の事業と連携）＜Ｐ２記載再掲＞ 

 

(2) 多様な人材の活躍推進の支援 

○働き方改革・多様な人材活躍等の推進 【地域づくり委員会・国際委員会】 

・ オンリーワン・ナンバーワン企業冊子をＷｅｂサイト（日本語版＋英語版）でも公開

し，中国地域の学生等の地元就職を支援した（アクセス件数[3月末累計]は約 57万件，

このうち英語版は約 14 万件）。また，情報通信業界等非製造業を中心としたオンリー

ワン・ナンバーワン企業の追加を実施した［2月］。＜Ｐ３記載再掲＞ 

・ 女性の活躍を促進するため，行政・金融機関等と連携して第４回中国地域女性ビジネス

プランコンテストＳＯＥＲＵを開催した[3月]。 

・ イノベーションの促進や少子高齢化への対応等の観点から，会員企業調査等を踏まえ，

テレワークの導入や多様な人材（女性・外国人等）の活躍を促進するための制度改正・

支援策を政府へ要望した[11月]。 

 

４．行政・経済団体等との連携・懇談活動等 

(1) 行政・経済団体との連携 

・ 日本経済団体連合会と共催の中国地方経済懇談会はコロナ禍のため，開催を延期した。 

・ 西日本の６経済連合会から成る西日本経済協議会 総会（松山市）において，提言「コ

ロナ禍からの復興と地域の持続的成長に向けて～西日本が拓く新たな未来～」を採択し

［10月］，同提言について政府等への要望を行った［11月］。 

 

(2) 懇談活動等 

・ 中国地域選出の国会議員との懇談会を開催し，産業振興，社会基盤整備等に関する国へ

の要望について説明し意見交換を行うとともに，政府・与党等に対して要望活動を行った

［11月］。 

 



 

(3) 広報・組織強化 

・ 当連合会のホームページや会報を通じ，活動状況，経済動向や調査報告などの情報をタ

イムリーに発信した。 

・ 新たに 8会員の加入を得たものの，コロナ禍の影響もあり，会員数は前年同数にとどま

った。 

 

  



 

Ⅱ．事業活動の状況 

１．総会・理事会等 

区 分 開催日 開催場所 出席者 

定時総会 6月 10日 リーガロイヤルホテル広島 51名 

第 1回理事会 

第 2回理事会 

第 3回理事会 

第 4回理事会 

[5月書面] 

[6月書面] 

10月 26日 

3月 11日 

－ 

－ 

リーガロイヤルホテル広島 

ホテルメルパルク広島 

－ 

－ 

16名 

17名 

政策会議・幹事会合同会議 中止 － － 

２．委員会の活動 

(1) 産業技術委員会 

■ 委員会・部会 （注）以下，開催場所の記載がないものは広島で開催 

区 分 開催月 

産業技術委員会 2月 

人材育成専門部会 分科会（分科会 1,分科会 2を開催） 中止 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

第 19回キャンパスベンチャーグランプリ（ＣＶＧ）中国 表彰式 

ビジネスプランブラッシュアップ会 

1月 

9月 

変革を支援する域内外の先進企業・スタートアップ等のリスト化を実施 

・当連合会のホームページへ紹介動画を掲載（18社） 

・域内企業・教育機関等との連携に向けた交流の場設定（6回） 
10～3月 

中国地域におけるデジタル技術活用促進にかかわる懇談会 10月 

学生･教職員向け「働く魅力を知る企業訪問半日コース」の開催 12･1月 

中国地域産学官連携コンソーシアム「新技術説明会」（東京 オンライン) 12月 

最先端デジタル技術に関する講演会 2月 

中国地域産学官コラボレーション会議 第 19回全体会議 中止 

中国・四国地域人材育成協議会 インターンシップフォーラム 中止 

中国地域産学官連携コンソーシアム「産から学へのプレゼン」 中止 

(2) 国際委員会 

■ 委員会 

区 分 開催月 

国際委員会 [3月書面] 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

広島県国際ビジネス促進協議会主催支援機関ミーティング 10月 

広島国税局主催酒類輸出促進連絡会議 11月 

西日本６経連国際担当部長会議（オンライン） 11月 

マレーシア投資開発庁主催セミナー（オンライン） 12月 

外国人材活用セミナー（オンデマンド） 2月 

米国新政権の経済政策と米国ビジネスの動向関連セミナー（オンライン） 3月 

中国地方のお酒プロモーション in 香港 中止 

北米経済視察 中止 

（以下，共催・後援等）  

貿易実務講座 in広島＜基礎編＞ 10月 



 

区 分 実施月 

貿易実務講座 in広島＜応用編＞ 1月 

(3) 観光文化委員会 

■ 委員会 

区 分 開催月 

観光文化委員会 10月・[3月書面] 

■ 事業活動 

＜インバウンド事業関係（中国地域観光推進協議会事業を含む）＞ 

区 分 実施月 

国内在住外国人向け招聘ツアー 
・インフルエンサー（台湾）向けツアー 
・インフルエンサー，メディア（香港）向けツアー 

 
11月 
12月 

中国地方インバウンドオンライン商談会 12月 

外国人観光案内所オンライン研修会 3月 

＜瀬戸内海クルーズ，サイクリング関係＞ 

区 分 実施月 

瀬戸内海クルーズ推進会議 全体会議（第 4・5回） 

 商談会・現地視察会・シンポジウム 

7・12月 

10・1月 

「やまなみ街道サイクル『道の駅』でん」開催に向けた中国地方整備局等との
検討会 

10･11･12･
1･2･3月 

＜夢街道ルネサンス推進会議，中国地方風景街道協議会＞ 

区 分 実施月 

夢街道ルネサンス新規認定地区認定授与式 
（ちゅうごく街道交流会議はコロナ禍により中止） 

9月 

(4) エネルギー環境委員会 

■ 委員会 

区 分 開催月 

エネルギー環境委員会 [2月書面] 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

中国地域発展推進会議 温暖化対策検討部会 
[4月書面]･
[10月書面] 

エネルギー・環境政策講演会 

①エネルギー政策の現状に関する講演，コロナ禍と国際エネルギー情勢に関

する講演（オンデマンド） 

②グリーンイノベーション戦略に関する講演（オンデマンド） 

 

11月 

 

2月 

水素・次世代エネルギー研究会セミナー（オンライン） 11･3月 

広島市と連携した脱温暖化・省エネに関する講演会（オンライン） 2月 

周南市水素利活用協議会（オンライン） 3月 

(5) 地域づくり委員会・関門連携委員会 

■ 委員会・部会 

区 分 開催月 

地域づくり委員会 10･3月 

人口減少対策専門部会 12月 



 

■ 事業活動 

＜地域づくり＞ 

区 分 実施月 

広島市総合計画審議会 4月 

広島県総合計画審議会・答申 7・8月 

広島の拠点性強化に向けた懇話会  11月 

広島広域都市圏ＵＩＪターン促進協議会  11月･[2月書面] 

広島県総合戦略外部評価会議 12月 

中国地域スマート農業モデル研究会 12月 

外国人材活用セミナー（オンデマンド） 1月 

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」シンポジウム（オンライン） 2月 

働き方改革講演会（オンデマンド） 2月 

地域商社・支援ネットワーク会議 2月 

中国地域女性ビジネスプランコンテストＳＯＥＲＵ 3月 

＜社会基盤＞ 

区 分 実施月 

国道 2号・54号関係期成同盟会 総会 

 中央要望 

[5月書面] 

7月 

豊予海峡ルート推進協議会 幹事会 

 総会 

[5月書面] 

[7月書面] 

広島県強靭化地域計画検討委員会 7・11・3月 

瀬戸内海クルーズ推進会議 全体会議（第 4・5回） 

 商談会・現地視察会・シンポジウム 

7・12月 

10・1月 

下関北九州道路整備促進事業 

下関北九州道路建設促進協議会総会 

中央要望 

 

[7月書面] 

9月･[3月書面] 

災害時公共交通情報提供研究会（第 8・9回） 9･11月 

中国地方国際物流戦略チーム 部会（第 20回） 

 本会議（第 10回） 

 中央要望 

9月 

[10月書面] 

11月 

中国地域港湾の中長期構想検討委員会 11・1・3月 

西日本経済協議会防災連絡会（第２回） 12月 

環瀬戸内海地域交流促進協議会 幹事会 

 協議会 

1月 

2月 

徳山下松港カーボンニュートラルポート検討会 2・3月 

中国ブロックにおける社会資本整備重点計画有識者会議 3月 

西日本貿易インフラの整備・運営を考える研究会 3月 

広島県空港振興協議会 広島空港アクセス対策ワーキング部会 

 理事会 

[3月書面]  

3月 

(6) 情報通信委員会 

■ 委員会 

区 分 開催月 

情報通信委員会 2月 

■ 事業活動 



 

区 分 実施月 

水害領域を中心とした減災に向けたデータ活用方法の中国地域への浸透と 

データ整備の促進 

・2019年度の成果物をホームページに公開 

・自治体データのオープン化等に関する調査研究報告書を配布 

 

 

4月 

12月 

観光振興のため，施策効果を検証できるシミュレーションモデル（観光モデル）

を作成 

・モデル作成は中止，データ分析者確保，技術者育成の検討は予定通り実施 

4～6月 

中山間地域におけるＭａａＳ等を活用した地域課題解決について調査検討の

実施 

・プロジェクト調査事業へ参画，地方中小都市におけるモデルケースを提案 

6,10,12,2 月 

変革を支援する域内外の先進企業・スタートアップ等のリスト化を実施 

・当連合会のホームページへ紹介動画を掲載（18社） 

・域内企業・教育機関等との連携に向けた交流の場設定（6回） 

10～3月 

ＩＣＴ利活用に関する啓発活動，最新動向や事例の共有 

・中国地域ＩＣＴ利活用研究会 

・放送と通信の連携などに関わる講演会・研究会 

 

12月 

2月 

(7) 行財政委員会 

■ 委員会・部会 

区 分 開催月 

行財政委員会 9月･[3月書面] 

道州制検討専門部会講演会（オンデマンド） 3月 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

ＢＣＰ策定促進に向けた講演会（ＢＣＰ・ＢＣＭの意義・重要性） 9月 

財政健全化に向けた講演会（オンデマンド） 3月 

(8) 調査・報告書 

調査・報告書の名称 調査・発行月 

中国地方景気動向アンケート調査 5･8･11･2 月 

ポストコロナに向けた観光産業の課題と対応に関する調査 11月 

中国地域におけるヘルスケアサービス創出と地域医療維持の方策に関する調査研究 1月 

中国地域における広域周遊に資するレンタカーの利用促進に関する調査 2月 

ＩＣＴを活用した地域課題解決の中山間地域モデルに関する調査研究 3月 

中国地域における産学官連携コーディネート機能強化のあり方に関する研究 3月 

中国地方在住者からみた中国地方の観光地の実態と魅力度およびコロナ禍に

よる旅行に対する意識変化調査 
3月 

３．提言・要望活動 

提言・要望 実施月 

広島都市圏の機能強化に向けた幹線道路の整備に関する提言 6月 

国道 2号・54号関係道路の建設促進に関する要望 

（国道 2号東広島・安芸バイパス建設促進期成同盟会，広島南道路建設促進期成同盟会，国

道 2号西広島バイパス高架建設促進期成同盟会，国道54号改築促進広島県期成同盟会等） 

7月 

下関北九州道路の早期実現に関する要望 

（下関北九州道路整備促進期成同盟会，下関北九州道路建設促進協議会，中国経済連合

会，九州経済連合会，関門連携委員会等） 

9月･ 

[3月書面] 



 

提言・要望 実施月 

福山港の機能強化に関する要望 

（広島県，福山市，中国経済連合会，福山商工会議所） 
10月 

税制改革に向けて（要望） 10月 

広島港の機能強化に関する要望 

（広島県，広島市，廿日市市，中国経済連合会，広島商工会議所） 
11月 

「国土強靭化税制」の整備・創設に向けての要望 11月 

コロナ禍からの復興と地域の持続的成長に向けて～西日本が拓く新たな未来～

（西日本経済協議会） 
11月 

・豊かで活力に溢れる中国地域の創生に向けて（要望） 

・税制改革に向けて（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（要望） 

・産業競争力強化のための物流の連携強化，生産性向上及び物流ネットワーク

の強靱化に関する政策提言(中国地方国際物流戦略チーム) 

11月 

４．行政・経済団体等との連携・懇談活動等 

■ 行政・経済団体関係 

区 分 テーマ・主な内容 開催月 

中国地域発展推進会議 

報告 

・温暖化対策検討部会の省エネ推進にか
かわる取組 

・インバウンド誘致強化委員会の事業報
告･計画 

[5 月

書面] 

西日本経済協議会総会（松山市） 
テーマ：コロナ禍からの復興と地域の持続的
成長に向けて～西日本が拓く新たな未来～ 

10月 

中国地域発展推進会議（倉敷市） 

意見交換 

・新しい日常の中での地域経済の活性化 

・地方分散に向けた関係人口の創出や移
住・定住の促進 

11月 

中国地方選出国会議員との懇談会（東京都） 当連合会の要望事項について 11月 

中国地方経済懇談会 

テーマ：コロナ禍を乗り越え，新たな成長への道
を拓く～ＤＸ推進と地域の魅力向上による中国
地方の創生～ 

延期 

中四国サミット（高知市）  中止 

■ 役員・会員関係 

区 分 テーマ・主な内容 開催月 

新会員懇談会 事業概要の説明，意見交換 延期 

地区会員懇談会 講演，意見交換 延期 

役員懇話会 講演 中止 

５．会員状況 

 期 首 新規加入 退 会 期 末 

団体会員 156 0 0 156 

企業会員 574 8 8 574 

合  計 730 8 8 730 

  



 

 

2020年度事業報告の附属明細書 
 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する

「事業報告の内容を補足する重要な事項」は存在しない。 

 

以 上 

  



 

 


