令和４年度
人材活用力強化事業

【無料：集合型とオンライン型のハイブリッド開催】
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常盤木 龍治 氏

2022

【第一部】基調講演

～ＤＸ爆進の今こそ山陰鳥取の強みが生きる！活かす！
地域地方の価値を輝かすデータ経営のリアルとこれから～
講師

常盤木

龍治

株式会社 EBILAB

氏（ときわぎ

りゅうじ）

6/

3

金曜日
13:30～17:00
倉吉シティホテル

取締役最高戦略責任者

県内事業者事例発表
事例① 「人材不足を補うＤＸ導入の取組」
山陰松島遊覧株式会社 代表取締役 川口 博樹 氏
事例② 「地域人材サービス事業確立のための正しい情報発信の取組」
流通株式会社 代表取締役 江原 剛 氏

八子

知礼 氏

【第二部】パネルディスカッション

「どうなる？地域地方の生存戦略とＤＸ」
パネリスト①

八子

知礼

氏（やこ

本田

興一

氏（ほんだ

荒田

すみ子

とものり）

株式会社ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ－Ｘ
パネリスト②

ポスタス株式会社
パネリスト③

氏（あらた

興一 氏

With コロナ時代において、さらに必要性が求められる DX 化。
DX 化を牽引してきたトップランナーたちが地方の DX 化について本気で考え、本気でぶつかり合う。
詳細は裏面をご確認いただき、お申し込みはお早めに！

右記、二次元コードからも申し込みできます。

鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会・鳥取県 共催：鳥取県商工会議所連合会
〒680-8570 鳥取市東町１丁目 220 番地
鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用政策課内

TEL 0857-26-8477
FAX 0857-26-8336

こういち）

代表取締役社長

鳥取県商工労働部雇用人材局
本田

代表取締役社長

すみこ）

局長

フォーラムの詳細と登壇者のご紹介
このフォーラムは、県内の自動車関連、情報関連、観光、食、医療・ヘルスケア分野に係る事業者の方を対象と
して開催いたします。
開催日時：2022 年６月 3 日（金）13:30～17:00
開催場所：倉吉シティホテル 「レニー１９８１」
（鳥取県倉吉市山根５４３－７）
参加方法：上記会場または Zoom によるオンライン参加
受講料 ：無料
＜タイムスケジュール＞
13:00 開場（オンライン受付）
13:30 開会・挨拶
13:40 第一部 基調講演
～ＤＸ爆進の今こそ山陰鳥取の強みが生きる！活かす！
地域地方の価値を輝かすデータ経営のリアルとこれから～
講師 常盤木 龍治 氏 株式会社 EBILAB 取締役最高戦略責任者
14:40 県内事業者事例発表
事例① 「人材不足を補うＤＸ導入の取組」
山陰松島遊覧株式会社 代表取締役 川口 博樹 氏
事例② 「地域人材サービス事業確立のための正しい情報発信の取組」
流通株式会社 代表取締役 江原 剛 氏
15:00 休憩
15:10 第二部 パネルディスカッション
テーマ「どうなる？地域地方の生存戦略とＤＸ」
ファシリテーター
常盤木 龍治 氏 株式会社 EBILAB 取締役最高戦略責任
パネリスト
八子 知礼 氏 株式会社 INDUSTRIAL-X 代表取締役社長
パネリスト
本田 興一 氏 ポスタス株式会社 代表取締役社長
パネリスト
荒田 すみ子 鳥取県商工労働部雇用人材局 局長
16:30 質疑応答
17:00 閉会

常盤木 龍治 氏（ときわぎ りゅうじ ）
1976 年 5 月、東京生まれ。
プロダクト / ソフトウェアビジネス
一筋 20 年、No.1 シェア請負人。
沖縄の IT 番長。エバンジェリスト /
DX 軍師 / プロダクトデザイナー /
パラレルキャリア
八子 知礼 氏（やこ とものり）
1997 年松下電工（現パナソニック）入社。
商品企画開発等を経て、2007 年デトロイト
トーマツコンサルティングに入社し、執行役
員を担う。一貫して通信 / メディア / ハイテ
ク業界のコンサルタントとして新事業の立ち
上げを担当。2019 年に現法人を創業。
本田 興一 氏（ほんだ こういち ）
1973 年東京都出身、早稲田大学大学院
商学研究科卒。外資系 ERP ベンダーで
コンサルティング業務を経て、クラウド
型モバイル POS レジ「POS+（ポスタス
）」のサービス立ち上げを 2019 年に現
法人を設立。
川口 博樹 氏（かわぐち ひろき）
山陰松島遊覧株式会社 代表取締役
岩美町にて遊覧船を主とした観光事業を実施→→→
江原 剛 氏（えばら つよし）
流通株式会社 代表取締役
運送業を中心とした地域サービス事業を展開→→→

参 加 申 込 書 【募集締切：5/31（火）】
＜鳥取 DX 推進フォーラム＞

ＦＡＸ送信先

０８５７－２６－８３３６

※協議会ホームページからもお申込み頂けます。右記よりアクセス→→→→
※以下より、業種を○で囲ってください。

社名及び所属：

（ 自動車関連 ・ 情報関連 ・ 観光 ・ 飲食 ・ 医療 ・ ヘルスケア ）

（※必ずご記入ください。）

メールアドレス：
住所：

〒

－
（フリガナ）
（名前）

参加者：（役職名）

（ 会社 ・ 携帯電話 ・ 自宅 ）

連絡先電話番号：
参加方法：

ＦＡＸ：

倉吉シティホテル

受講の動機を記入してください：（

・

オンライン
）

