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2021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，2021 年度事業計画に基づき，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 

◼ 製造業比率の高い中国地域においては，第４次産業革命の潮流の中でデジタル技術の活用等によりオープ

ンイノベーションを加速し，基幹産業の競争力強化，新規成長産業の育成を図ることが急務となっている。

その実現に向けて，イノベーション・エコシステムの構築を推進した。 

○オープンイノベーションを促進する連携強化・機

会創出 

 
【ＤＸ推進セミナー】 

・ＤＸ推進に取り組む企業マインドの醸成 

➢ 経営層向けＤＸ啓発セミナー 

ＤＸ先進企業の経営層が取り組み内容を紹介する

ConferenceⅩ in広島を開催[約 700名]  

【トピックス①参照】 

➢ ＤＸ推進セミナー 

製造現場でＤＸを推進する現場リーダー育成セミナー

[約 200名] 

➢ 企業マインド熟成セミナー 

ベンチャー企業との協創によるＤＸ実装セミナー
[約 80名] 

 

 

【当連合会ＨＰで先進企業等紹介】 

・先進企業の発掘・マッチング 
➢ 地元企業のニーズを把握するための経営層との意見

交換[計 26社] 

➢ 先進企業・スタートアップ等を当連合会ホームページ

で紹介[累計 29社] 

➢ 先進企業と地元企業の技術交流会を開催[計 6回] 

○地域産業振興を支える人材の育成 

 
【データサイエンス講座の概要】 

・企業人材の育成支援 

➢ データサイエンス講座［約 130 名］ 

ビッグデータ・ＡＩ活用スキル習得のための実践

的なリカレント教育 

➢ 情報セキュリティ講座[約 60 名] 

実務担当者をターゲットとしたサイバーセキュリ

ティ技術入門講座 

➢ ファクトリーサイエンティスト講座[約 20名] 

ＩｏＴ現場リーダーの育成講座 

 



 

【トピックス①】 

ConferenceⅩ in広島を開催 

・デジタル技術を取り入れて変革を続けている企業やビジネスリーダーが登壇してセッションを実施。 

・ＤＸの実践事例をはじめ，「受給最適」「地域工場」「食品業界」「地方創生」の 4テーマを通じ

て，変革への取り組みとその課題について議論。 

 

（２）海外との経済交流拡大による地域産業の活性化 

◼ アジア新興国の経済成長を取り込み地域産業の活性化につなげる観点からの中国地域産品の輸出促進・海外展

開支援，国際交流事業の拡大，外国グローバル人材の活用促進，海外情報提供の拡充等を図った。 

○アジア新興国等への企業進出支援，事業展開・

輸出促進実施 

 
【ＭＩＤＡ大阪事務所長との意見交換】 

・九州経済連合会との連携による地域企業の海外展開

支援 

➢ 中国地域企業の台湾・新光三越百貨股份有限公司への

輸出[1社]【トピックス②参照】 

 

・アジア新興国との交流事業の推進 
➢ 在福岡タイ王国領事館とオンラインタイ経済セミナ

ー・個別相談会を実施[6月] 

➢ マレーシア投資開発庁(ＭＩＤＡ)大阪事務所長との

意見交換［12月］ 

○外国人材の活用促進 ・外国人留学生と地元企業のマッチングイベント 
➢ 外国人留学生就職交流会を共催[5,9,12,3月] 

 

・企業のグローバル化の支援 
➢ 外国人材受け入れ環境整備等に関するセミナーを開

催[12,2月] 

○中国地域企業の国際化に有用な情報収集，海

外視察・調査の実施 

・海外展開に有用な情報提供 

➢ 中国地域海外展開支援施策ガイド 2021(中国経産局)，

アジア・ビジネス創出プラットフォーム(ABCプラット

フォーム；関西経済連合会)，JAPAN STREET(JETRO)を

会報等で紹介 

➢ ABC プラットフォームに当連合会のオンリーワン・ナ

ンバーワン企業情報をリンク 

 



 

【トピックス②】 

九州経済連合会との連携による輸出促進 

・九州経済連合会の地域商社，九州農水産物直販㈱との連携を図り，中国地域産品（食品）の台

湾・新光三越百貨股份有限公司への輸出が実現。 

・本件は当事業による輸出実績第 1号で，引き続き中国地域産品の輸出拡大に向け取り組む。 

九経連との輸出促進事業との連携フロー 

 
 

（３）山陰・山陽ブランド育成による観光産業の振興 

◼ 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある観光産業の回復に向け，国内観光振興の支援や，イ

ンバウンドの本格回復を視野に入れた取り組みとして，新たな観光資源の磨き上げ，情報発信等の支援に取り

組んだ。 

○コロナ禍を踏まえた観光資源の磨き上げ 

 
【クルーズ誘致商談会（Web)】 

・瀬戸内海クルーズ振興の支援 
➢ クルーズ船社，旅行会社と受入側の自治体との Web

商談会による誘致活動を実施 [11 月] 

➢ クルーズセミナーを開催[12 月]。 

➢ 瀬戸内海における航路を活用した広域周遊観光の

可能性調査を実施[2 月公表] 

 

・新たなサイクリングルートの造成 
➢ やまなみ街道を活用したサイクリング大会を実施

[3 月]【トピックス③参照】 

 
【ワーケーション施設視察会】 

大江ノ郷リゾート(鳥取県八頭郡八頭町) 

・新たな観光スタイルの促進に向けた支援 
➢ ワーケーションの認知度向上に向けた Web講演会，ワ

ーケーション施設の視察会を開催[11月] 



 

○インバウンド回復を見据えた情報発信 

 
【体験型観光コンテンツ動画】 

 
【高速バス活用促進動画】 

・観光事業者の海外プロモーション活動の支援 

➢ アジアの旅行会社と観光関連事業者等とのオンライ

ン商談会を開催[2月] 

 

・アジア旅行市場への情報発信 
➢ 中国地域観光推進協議会と連携した体験型観光コン

テンツの情報発信[1-2月] 

➢ 中国地域観光推進協議会と連携した高速バス活用に

よる観光動画の情報発信[2-3月] 

【トピックス③】 

やまなみ街道サイクル『道の駅』でんの開催［参加者 94名］ 

・広域周遊促進，地域産品のＰＲ促進のため，沿線自治体等と連携して開催。 

・広島県，島根県の県境を跨いで中国地方を縦走するコース(尾道～松江間 192km)で実施。 

・駅伝を彷彿させる日本初の自転車版駅伝サイクリング大会。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４）グリーン成長に向けたエネルギー・環境政策の推進 

◼ エネルギー多消費型の比率が高い中国地域において,産業競争力を強化するため,低廉で安定的なエネルギーの

確保と脱炭素イノベーションによるグリーン成長を実現するエネルギー・環境政策の推進に取り組んだ。 

○エネルギー・環境政策に関する調査・啓発活動

と政策要望 

 
【福島再生可能エネルギー研究所視察】 

・カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの進

展 

➢ エネルギー・環境政策の理解促進に資する講演会を開

催[10月,3月] 

➢ エネルギー関連施設視察会を開催[12月] 

福島再生可能エネルギー研究所 

福島水素エネルギー研究フィールド 

➢ 政府・自民党等への政策要望[12月] 

グリーン成長に向けたエネルギー・環境政策の推進 

➢ 中国地域カーボンニュートラル推進協議会を設立[11

月]【トピックス④参照】 

○脱炭素イノベーション創出の促進 ・革新的な技術開発による脱炭素イノベーション創出

の促進 

➢ 広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協

議会，徳山下松港カーボンニュートラルポート検討

会への参加 

➢ 水素・次世代エネルギー活用に関するセミナーの開

催[12,2 月] 

○民生部門における脱炭素化の促進 ・ライフスタイルの転換等を通じた温室効果ガス排出

の削減 
➢ 中国地域発展推進会議（温暖化対策検討部会）で地域

脱炭素に向けたアピール文を採択 [5月] 

➢ 民生部門の脱炭素化促進に向けた講演会の開催[8月] 

【トピックス④】 

中国地域カーボンニュートラル推進協議会の設立［７７の企業・団体が参加〔3月末〕］ 

・産業界・行政等がカーボンニュートラル推進にかかる課題等について検討・協議し，中国地域が一体

となってカーボンニュートラルを進めていくことを目的として設立。 

・中国地域内に拠点をおく企業（中国経済連合会会員等）・自治体・大学等で構成。 

中国地域カーボンニュートラル推進協議会 体制図 

 



 

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 

◼ 東京一極集中を是正し，中国地方に人材・企業を呼び込むため，国の機関や自治体が進める広域ビジョンの実

現に向けて，中核都市圏の都市機能強化，産業基盤強化等に必要な施策の支援や提言等を実施した。 

○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 

・国・自治体が取り組む広域ビジョン実現に向けた支

援 

➢ 中国圏広域地方計画の中間評価取り纏めに参画 

➢ 中海・宍道湖・大山圏発展ビジョン，関門地域の活性

化推進の実現に向けた政府要望を実施 

・関門圏域の一体的発展への取り組み支援 

➢ 関門地域の一体的発展・活性化に向けた政府要望を実

施[12月] 

（２）中山間地域の再生 

◼ 中国地方の約８割を占め過疎化・高齢化が進む中山間地域の持続性確保の観点から，農業の成長産業化やＩＣ

Ｔ等を活用した生活基盤の構築，人口の還流に向けた取り組みなどについて，地域づくりの先進事例をベース

とした各種施策の展開を支援した。 

○持続可能な中山間地域モデルの事業化・普及

推進 

・スマート農業技術の開発・普及に向けた取り組み支援 
➢ 広島大学と山口大学に中国地域スマート農業ラボを

開設[8月]【トピックス⑤参照】 

➢ 中国地域農商工連携協議会を開催[8月] 

 
・ＩＣＴを活用した暮らしの課題解決モデルの策定・

実装 

➢ 安芸太田町におけるＩＣＴ等を活用した地域課題

解決の取り組み支援として，サービス・システムの

課題解決モデルを提言[4 月] 

 

【トピックス⑤】 

中国地域スマート農業ラボの開設 

・スマート農業の導入・普及促進による農業活性化に向けて当連合会が産・官・学のハブとなり，広島

大学と山口大学に中国地域スマート農業ラボを開設。 

・ラボは，研究会メンバー他と連携して，農業生産者や農機メーカー等の課題・取り組みに対する支援を

行い，地域の特性を反映したスマート農業の導入を先導。 

中国地域スマート農業ラボ 概念図 

 



 

（３）広域的な連携・交流を促進するネットワークの整備 

◼ コロナ禍を背景にあらためて東京一極集中の是正・地域創生の重要性が高まる中，地域の自立・活性化に向け

た広域的な経済・生活圏の形成を促すとともに，持続可能で強靭な地域社会を支える交通基盤・情報インフラ

の整備促進に向けた取り組みの支援・提言等を行った。 

○交通・情報インフラ等の基盤整備・利活用の促進 

 
【斉藤国土交通大臣への要望】 

 
【東広島・安芸バイパス建設現場見学会】 

 

 
【オープンデータ利活用セミナー(Web)】 

・政府等への要望 
➢ 道路等交通基盤の整備や機能強化，利活用の促進に向

けて政府等へ要望を実施[12月] 

➢ 国道２号・54号関係道路※の整備促進に向け地元行政

や他の経済団体と連携し政府要望を実施[8,11,2 月] 

※西広島バイパス，広島南道路等 

・道路建設現場見学会 

➢ 道路の必要性や整備状況を実感し要望活動への理解

を深めるため，見学会を実施[7月] 

（見学先：東広島・安芸バイパス，玉島・笠岡道路等） 

・港湾の整備促進など物流の活性化に向けた活動 
➢ 中国地方国際物流戦略チームにおいて，物流の効率化
に資する港湾整備等に向けた政策提言を取りまとめ，
政府要望を実施[12月] 

・カーボンニュートラルに資する港湾整備への支援 
➢ 徳山下松港カーボンニュートラルポート検討会に参
画[9,2月] 

・自治体へのＩＣＴ実装拡大 

➢ 中国総合通信局との共催により中国地域オープン

データ利活用事例紹介セミナーを開催 [9,10 月] 

・放送と通信の連携に係る講演会［3月］ 

（４）地域の活性化に資する地方分権等の実現 

◼ 中国５県の産業競争力の強化，自立・活性化，防災・減災対策の促進等の観点から，政府等への政策提言等を行

うとともに，地域の広域的な検討が必要とされている課題について，官民連携による意見交換を実施した。 

○税制・社会保障制度改革の提言，地方分権改革

の推進 

 
【宮沢自民党税制調査会小委員長へ要望】 

・政府・与党へ税制改革等の要望 

➢ 企業の防災・減災対策に資する税制要望 [7,10月] 

➢ 企業の活力向上に資する法人課税，地域の自立・活性

化に資する税制，企業の防災・減災対策促進税制等を

要望[10月] 

・財政・税制改革，地方分権改革に関するオンライン講

演会[2-3月] 

 

 



 

○広域的課題への官民連携した取り組みの促進 

 
【中国地域発展推進会議】 

 

・中国地域発展推進会議 
➢ アフターコロナを見据えた地域経済の活性化，カーボ

ンニュートラルの実現に向けた取り組みについて意

見交換を実施[5,10月] 

 
【中四国サミット(Web)】 

・中四国サミット 

➢ 新型コロナウイルス感染症対策，防災・減災対策の推

進，高速交通ネットワークおよび地域交通の整備・充

実等について意見交換を実施[8月] 

３．地域社会を支える人材の育成 

（１）産業振興を支える人材の育成 

◼ 人口減少・少子高齢化が進み，地域の産業振興・競争力強化を支える人材の育成が喫緊の課題となる中，学生

と地域企業との交流の場づくりによる若手人材の地域定着促進，リカレント教育による企業内の高度人材ＩＣ

Ｔ人材や産官学連携推進人材の育成支援等に取り組んだ。 

○若者の地域企業への定着促進・挑戦する意欲

の醸成，プロフェッショナル人材の育成 

 
【ＣＶＧ中国表彰式】 

・キャンパスベンチャーグランプリ（ＣＶＧ）中国 
➢ ＣＶＧ中国２０周年記念イベントを開催[7月] 

➢ ＣＶＧ全国大会にて，中国代表(岡山大学大学院生)が

文部科学大臣賞【トピックス⑥参照】 

 

・地元企業への定着促進 
➢ 学生・教職員向け地元企業訪問半日コースを開催[約

5名] 

 



 

【トピックス⑥】 

ＣＶＧ中国 ２０年の歩み 

・ＣＶＧ中国実行委員会(委員長：当連合会苅田会長)※が主催し，2002年から開催。 
※ＣＶＧ中国実行委員会：当連合会，日刊工業新聞社，中国地域産学官コラボレーション会議 

・応募件数は 20年間ほぼ一定(100件前後)に留まるものの，起業する学生が最近増加。 

・直近３年間に，当地域代表の２グループが経済産業大臣賞を受賞。 

ＣＶＧ中国 応募件数・参加校数およびＣＶＧ中国出場者の起業学生数 

 
 

（２）多様な人材の活躍推進 

◼ コロナ禍により新たな働き方が求められ，生産年齢人口の減少に伴う人手不足に加え，高度・専門・グローバ

ル人材やダイバーシティへのニーズが高まる中，企業の働き方改革の推進や人材確保の取り組みを支援すると

ともに，女性，外国人を含む多様な人材の活躍推進に向けた促進事業および啓発活動を行った。 

○働き方改革・多様な人材活躍等の推進 

 
【中国地域女性ビジネスプランコンテスト大賞受賞者】 

・働き方改革の一層の推進 

➢ 働き方改革講演会の開催[7月] 

➢ テレワーク等に係る調査・要望［8,12月］ 

 

・女性による起業・イノベーションの推進と女性活躍の

ロールモデルの顕在化促進 

➢ 女性活躍推進セミナーを開催[7月] 

➢ 中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERUを開催

[12月] 

➢ 女性活躍・働き方改革・男性育休シンポジウムを開催

[2月] 

 
【中国地域のオンリーワン・ナンバーワン企業の冊子】 

・外国人材活用の支援 
➢ 外国人留学生に中国地域のオンリーワン・ナンバーワン

企業情報を提供[通年] 

➢ 外国人材活用セミナーを開催[12,2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 

○行政との連携 

 
【中国地方政府機関との懇談会】 

・中国地方政府機関との懇談会・交流会[3月] 
➢ 各局から重点取り組み事項を説明 

➢ 当連合会から 2022 年度事業計画の主な取り組みに

ついて説明した後，意見交換を実施 

○経済団体との連携 

 
【中国地方経済懇談会】 

・中国地方経済懇談会（岡山市）[2月] 

➢ 経団連と「ＤＸ・ＧＸで新たな成長への道を拓く 

～ 地域の魅力を活かした中国地方の創生 ～」をテ

ーマに意見交換を実施 

 
【㈱フジワラテクノアート視察】 

➢ 経団連一行とともに㈱フジワラテクノアートを訪

問し，技術・サービス等の説明を受けた後，工場ラ

イン等の現場を視察 

（２）懇談・要望活動 

○懇談 

 
【新会員懇談会】 

・役員懇話会[10月] 

・新会員懇談会[11月] 

・地区別会員懇談会（鳥取・島根，山口）[12月] 



 

 
【中国地域選出の国会議員との懇談会】 

・中国地域選出の国会議員との懇談会[12月] 
➢ 国会議員 39 名（代理出席を含む）と当連合会から

18 名が出席 

○国等への要望活動 

 
【岸田内閣総理大臣表敬訪問】 

・国等への要望活動[12月] 
➢ 首相官邸，関係省庁および自由民主党本部を訪問し

て要望 

（３）広報・組織強化 

○ホームページ・会報での情報発信 ➢ 活動状況，経済動向，調査報告などの情報をタイム

リーに発信[4-3 月] 

○新会員勧誘の取り組み ➢ 新たに 7 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 4 会員減少 

 

  



 

Ⅱ．事業活動の状況 
 

１．総会・理事会等 （注）以下，開催場所の記載がないものは広島市で開催 

区 分 開催日 開催場所 出席者 

定時総会 

臨時総会 

6月 08日 

[7月書面] 

ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 

― 

40名 

― 

第 1回理事会 

第 2回理事会 

臨時理事会 

臨時理事会 

第 3回理事会 

第 4回理事会 

[5月書面] 

[6月書面] 

[7月書面] 

[7月書面] 

10月 27日 

03月 14日 

― 

― 

― 

― 

リーガロイヤルホテル広島 

ホテルメルパルク広島 

― 

― 

― 

― 

19名 

17名 

第 1回政策会議・幹事会合同会議 

第 2回政策会議・幹事会合同会議 

[5月中止] 

10月 27日 

― 

リーガロイヤルホテル広島 

― 

67名 

 

２．委員会の活動 

(1) 産業技術委員会 

■ 委員会・部会 

区 分 開催月 

産業技術委員会 3月 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

キャンパスベンチャーグランプリ（ＣＶＧ） 

ＣＶＧ中国 20周年記念イベント（Web） 

ＣＶＧ中国表彰式 

 

7月 

１月 

ＤＸ推進セミナー 7月 

Conference Ｘ in 広島 8月 

ファクトリーサイエンティスト育成講座 8-9月 

ビジネスプランブラッシュアップ会（Web） 9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 

現場リーダー育成・ＤＸ実装ワ－クショップ 10,1月 

データサイエンス講座 10-2月 

情報セキュリティ講座 11-12月 

ＤＸ推進に取り組む企業マインドの熟成セミナー 12月 

産から学へのプレゼン＠広島 [中止] 

 

(2) 国際委員会 

■ 委員会 

区 分 開催月 

国際委員会 [2月書面] 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

アジア新興国との交流事業・オンラインセミナー 4,6月 

外国人材活用促進のための企業向けセミナー 12,2月 

マレーシア投資開発庁（ＭＩＤＡ）大阪事務所長との意見交換 12月 

九経連の地域商社を活用した地域産品の台湾への輸出実現 1月 



 

区 分 実施月 

関経連/アジア・ビジネス創出プラットフォームサイトへのオンリーワン・ナンバーワン企業情報登録 1月 

日米関係と中国・アジアのパワーバランス講演会（Web） 3月 

海外経済視察団の派遣 [中止] 

（以下，共催・後援等）  

企業と留学生との就職交流会開催 5,9,12,3月 

在福岡タイ王国総領事館とのオンラインタイ経済セミナー・個別相談会 6月 

外国人材のキャリア形成支援シンポジウム 10月 

 

(3) 観光文化委員会 

■ 委員会 

区 分 開催月 

観光文化委員会 10,3月 

■ 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 

情報発信事業 

・中国地域の体験型観光コンテンツの紹介動画発信 

・高速バス活用による周遊観光イメージ動画発信 

 

1-2月 

2-3月 

中国地方インバウンドフォーラム（Web） 2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と連携した誘致活動 
・クルーズ船社，旅行会社と受入自治体との商談会（Web） 
・海外船社による探検クルーズに関するセミナー 

 

11月 

12月 

瀬戸内海クルーズ推進会議 全体会議（Web） 1月 

やまなみ街道サイクル「道の駅」でん 3月 

＜ワーケーション関係＞ 

区 分 実施月 

ワーケーション実施の意義などに関する講演会（Web） 11月 

ワーケーション施設見学等の視察会 11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 

日本風景街道ちゅうごく活性化に向けた登録団体との意見交換会 8,1月 

ちゅうごく街道交流会議（Web） 10月 

夢街道ルネサンス認定証授与式 10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 3月 

■ 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 4,9月 

中国地域発展推進会議温暖化対策検討部会における理解促進・啓発活動 8月 



 

区 分 実施月 

広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会 5,7月 

徳山下松港カーボンニュートラルポート検討会 9,2月 

エネルギー・環境政策講演会 

温暖化対策の実情と脱炭素の実現に向けた講演会 

カーボンニュートラルに向けた企業の取組に関する講演会 

 

10月 

3月 

中国地域カーボンニュートラル推進協議会設立 11月 

エネルギー関連施設視察会（福島再生可能エネルギー研究所・福島水素エネルギー研究フィールド） 12月 

水素・次世代エネルギー研究会セミナー 12,2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 

関門連携委員会 
4月 

[10月書面] 

地域づくり委員会 10,3月 

人口減少対策専門部会 9月 

■ 事業活動 

＜地域づくり＞ 

区 分 実施月 

働き方改革講演会（Web） 7-8月 

中国地域スマート農業ラボ設置 8月 

中国地域農商工連携協議会（Web） 8月 

中国地域スマート農業モデル研究会 8,3月 

広島広域都市圏ＵＩＪターン促進協議会  11月 

広島の拠点性強化に向けた懇話会  11月 

中国地域女性ビジネスプランコンテストＳＯＥＲＵ 12月 

外国人材活用セミナー（Web） 12,2月 

中国地域産品の台湾への輸出 1月 

＜社会基盤＞ 

区 分 実施月 

豊予海峡ルート推進協議会 幹事会 

 総会 

[4月書面] 

[5月書面] 

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 5月 

西広島バイパス都心部延伸事業促進協議会 [6月書面] 

国道 2号・54号関係期成同盟会 総会 

 中央要望 

[6月書面] 

8,11,2月 

中国地方国際物流戦略チーム 

海上輸送利用のガイドライン（浜田港版）作成・配付 

利用者懇談会（呉港）(Web) 

物流事業者の現状や課題についてアンケート調査等を実施 

部会（第 21回）（Web） 

本会議（第 11回） 

中央要望 

 

6月 

8月 

10月 

10月 

[11月書面] 

12月 

中国圏広域地方計画協議会 幹事会 

 運営会議 

6,12月 

10月 



 

区 分 実施月 

 意見交換会 11月 

道路建設現場見学会（広島・岡山） 7月 

広島港・福山港の機能強化に関する要望 7,10,11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 

下関北九州道路整備促進期成同盟会 

下関北九州道路整備促進大会（下関市） 

中央要望 

 

[8月書面] 

[8月書面] 

[中止] 

8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 

 

9月[3月書面] 

3月 

徳山下松港カーボンニュートラルポート検討会（第 4，5回）（Web） 9,2月 

環瀬戸内海地域交流促進協議会 幹事会（Web） 

 協議会（Web） 

9,1月 

10,2月 

社会資本整備審議会 道路分科会 中国地方小委員会 11,3月 

西日本経済協議会防災分科会 12月 

環瀬戸内海地域交流促進協議会 12月 

瀬戸内海クルーズ推進会議 全体会議（Web） 1月 

中国地域港湾の中長期構想における施策推進検討会 2月 

※都市名のない会議・行事等は広島市内で実施。中央要望はいずれも東京都内で実施 

 

(6) 情報通信委員会 

■ 委員会 

区 分 開催月 

情報通信委員会 3月 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

地域課題解決を目的とした自治体へのＩＣＴ実装拡大 

広島広域都市圏ＩＣＴ推進協議会 

データサイエンス講座 

オープンデータ利活用ラウンドテーブル 

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 

 

5,10,1月 

8,10,3月 

9,10,1月 

10,2月 

3月 

中国情報通信懇談会 5月 

アドバイザ幹事会 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月書面] 

[2月書面] 

■ 事業活動 

区 分 実施月 

企業の防災・減災対策に資する税制について要望 7月 

税制改革に向けて（要望） 10月 



 

区 分 実施月 

わが国の持続的発展に向けた構造改革と財政健全化に関する講演会（Web） 2月 

地方分権改革に関する講演会（Web） 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 

外国人雇用状況・課題把握のための調査 5月 

中国地域産業のカーボンニュートラルに係る共同調査 9月 

瀬戸内海の航路を活用した広域周遊観光の可能性調査 2月 

中国地方の持続可能な稼げる中山間地域づくり方策に関する共同研究 3月 

中国地域在住者のコロナ禍による観光意識変化に関する調査 3月 

 

(9) プレス発表 

件 名 発表月日 

「中国地域スマート農業ラボ」の開設について 8月02日 

第 5回中国地域ビジネスプランコンテストＳＯＥＲＵ受賞者の決定について 11月05日 

「中国地域カーボンニュートラル推進協議会」の設立について 11月30日 

中国地域産品の台湾への輸出について 1月21日 

「瀬戸内海における航路を活用した広域周遊観光の可能性調査」について 2月25日 

「中国地方の持続可能な稼げる中山間地域づくり方策に関する共同研究」について 3月17日 

「中国地域在住者のコロナ禍における観光意識の変化に関する調査」について 3月25日 

（定例：景気動向）  

景気動向アンケ－ト調査結果 (2021年 05月調査) 6月11日 

 〃 (2021年 08月調査) 9月15日 

 〃 (2021年 11月調査) 12月10日 

 〃 (2022年 02月調査) 3月11日 

 

３．提言・要望活動 

提言・要望 実施月 

省エネ型ライフスタイルの推進と地域の脱炭素化に向けて 

（中国地域発展推進会議） 
5月 

「国土強靱化税制」等の整備・創設に向けての要望～優先項目のご提示～ 

（北海道経済連合会，東北経済連合会，北陸経済連合会，中部経済連合会，関西

経済連合会， 中国経済連合会，四国経済連合会，九州経済連合会） 

7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 

11月 

2月 

広島港の機能強化に関する要望 

（広島県，広島市，中国経済連合会，広島商工会議所） 

7月 

10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） 

8月 

税制改革に向けて（要望） 
10月 

12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） 
11月 

未来を拓く強靭で活力溢れる地域の創生～行動する西日本から変革を～ 

（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） 

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） 

関門地域の活性化推進に関する要望 

12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 

中国経連・経団連首脳による懇談会

（Web） 

テーマ：産業競争力強化のさらなる強化に向

けて，活力ある地域づくりへの取り組み 
5月 

中国地域発展推進会議（米子市・Web） 

意見交換 

・アフターコロナを見据えた地域経済の活性化 

共同アピール 

・省エネ型ライフスタイルの推進と地域の脱炭素化に向けて 

報告事項 

・脱炭素化推進の取組 

・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ誘致強化委員会の事業実施結果，事業計画 

5月 

中四国サミット（Web） 

意見交換・共同アピール 

・新型コロナウイルス感染症対策 

・防災・減災対策の推進 

・高速交通ネットワーク及び地域交通の整備・充実 

・参議院議員選挙における合区の解消 

・消費者行政・消費者教育の更なる進化と地方創生の加速 

・グリーン社会の実現に向けた取組の推進 

8月 

中国地域発展推進会議（呉市） 

意見交換 

・ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ(脱炭素社会)の実現に向けた取組 

・コロナ後の経済活性化 

報告事項 

・温暖化対策検討部会の脱炭素化推進の

取組 

・インバウンド誘致強化委員会の事業 

10月 

西日本経済協議会総会（熊本市） 
テーマ：未来を拓く強靭で活力溢れる地域の創生 

～行動する西日本から変革を～ 
10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 12月 

中国地方経済懇談会（岡山市） 
テーマ：ＤＸ・ＧＸで新たな成長への道を拓く  

～地域の魅力を活かした中国地方の創生～ 
2月 

中国地方政府機関との懇談会 当連合会の重点取組事項等に関し意見交換 3月 

 

■ 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 11月 

第１回役員懇話会 ― [中止] 



 

第２回役員懇話会 講演：Society 5.0時代にＡIが企業活動に与える影響とは 11月 

鳥取・島根地区会員懇談会（松江市） 
当連合会の活動状況の報告，意見交換 

講演：企業や人を呼び込む魅力ある地域づくり 
12月 

山口地区会員懇談会（山口市） 
当連合会の活動状況の報告，意見交換 

講演：企業や人を呼び込む魅力ある地域づくり 
12月 

 

５．会員状況 

 期 首 新規加入 退 会 期 末 

団体会員 156 00 00 156 

企業会員 574 07 11 570 

合  計 730 07 11 726 

 

  



 

 

2021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 


