
経営発達支援計画の概要 

 

 
実施者名  鳥取商工会議所 

実施期間  平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 「小規模事業者の繁栄による地域経済の底上げ拡大」を本事業の目標

とし、鳥取県、鳥取市、その他関係機関と連携し、個別企業の経営力向

上、販路開拓等を継続して支援するとともに、創業支援、経営改善計画

支援等の取組により、今後５年間をかけ地域経済の底上げと拡大を図る。

事業内容 

【経営発達支援事業の内容】 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）中小企業景気動向調査 

（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測システム） 

（３）緊急調査（小規模事業者に直接影響を及ぼす要因に対する調査）

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）制度融資利用先事業所に対する巡回による経営分析の実施 

（２）事業再生案件への現状分析の実施による経営課題の抽出 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業再生案件への持続的な事業継続に向けた経営改善計画の策定

（２）創業スクールの実施による創業計画書の策定支援 

（３）新規創業者に対する事業実現性の高い事業計画策定支援 

（４）各種補助金活用時の計画申請支援 

（５）小規模事業者経営発達支援融資制度利用者への事業計画策定支援

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）新規創業者への定期的な巡回訪問によるフォローアップの実施 

（２）経営改善計画策定後の進捗管理によるフォローアップの実施 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）日経ﾃﾚｺﾝによるＰＯＳﾗﾝｷﾝｸﾞ・売れ筋商品ﾗﾝｷﾝｸﾞ等の活用 

（２）市場情報評価ナビ（ＭｉｅＮａレポート）の活用 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）商工会議所のネットワークを活用した商談会の実施 

（２）県内事業者の商品、技術の展示会出展の支援 

（３）全国ベースの展示会等への出展支援 

（４）海外展開支援（セミナー、個別支援） 

 

【地域経済の活性化に資する取り組み】 

１．「第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画」による事業推進 

２．鳥取市観光大学開催による観光マイスター認定者の創造 

３．鳥取駅前広場への「巨大砂時計」設置によるにぎわいの創出 

連絡先 

住所  鳥取県鳥取市本町３丁目２０１番地 

電話  中小企業振興部 経営相談課 （０８５７）３２－８００５ 

            支援・交流課（０８５７）３２－８００４ 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

◆管内地域の状況 

 鳥取県の県都である鳥取市は、県東部に位置する人口約１９１，７００人の特例市で

ある。平成１６年に県東部の６町２村との市町村合併により、山陰地方初の２０万都市

となり、面積は７６５．６６平方キロメートルと県内最大の広さで、平成３０年４月１

日を目標に中核市への移行を目指す。当所は、合併前の旧鳥取市（旧６町２村以外）の

エリアをカバーしている。 

 産業としては、三洋電機のパナソニック完全子会社化に伴う鳥取三洋電機の撤退の影

響が大きく、製造品出荷額等はピークの１５年前に対してほぼ半減した（H25 年：223,293

百万円）。平成２４年調査の事業所数割合は、卸売・小売業２５．８％が最も多く、宿

泊業・飲食サービス業１２・６％、生活関連サービス業１０．１％、建設業８．７％、

サービス業８．０％と続く。 

 商業集積については、市内郊外に「イオン鳥取北店」を中心にした一大集積があり、

その他量販店を核とした中小集積が複数立地する。鳥取県全体においては、小売業売場

面積に占める大型店の割合は５６．９％と全国平均値５７．０％に等しいものの、鳥取

市単体では７３．０％にもなり全国平均値を大きく上回っている。中心市街地商店街で

は全国同様に店舗数は減少傾向にあり、業種では各種商品小売業、衣料・身回品小売業

の店舗数が大きく減少している。 

 一方、交通、物流面では、京阪神方面へ２００ｋｍ圏内の距離にあり、山陰地方の中

では特に京阪神地方との結び付きが強く、山陰の東の玄関となっている。近年、県内の

道路交通網の整備が進み、平成２５年３月には鳥取自動車道(中国自動車道佐用 JCT～鳥

取 IC まで)が全線開通し、さらに山陰道や山陰近畿自動車道の整備も進んでいる。高速

道路ネットワークがつながったことで、関西圏とのアクセスが短縮され、流入人口の増

加をもたらす半面、広範囲な地域間競争も予想される。そういった中、行政と当所は、

企業誘致や観光振興を促進し、ＵＪＩターン者定住の促進や交流人口の増加に力を入れ

ている。 

このように大都市圏と直結する便利なアクセス手段を持つことは、観光振興の視点か

ら見ても大きな効果を沿線地域にもたらす一方で、観光客は増えたものの、日帰りばか

りで肝心の宿泊客が減ってしまったという地域もあるため、手放しでは喜べないという

状況がある。 

 
（参考）三洋電機撤退に伴う地域産業への影響 

鳥取三洋電機は昭和４１年の企業誘致以来、電子部品・デバイス、電気機械といった製造業を

中心にそのすそ野を広げ、当地域の発展に貢献してきた。鳥取三洋は、ピーク時には従業員が約

３，０００人、売り上げは２，０００億円に達した。しかし、平成２３年にはパナソニックとの

合併・撤退に至り、その後、子会社解消を経て、現在では従業員２２０名の地場企業となった。

三洋撤退によって失われた雇用は大きく、また、製造品出荷額は関連する企業を含めて県全体の

約２割、約２，０００億円も減少した。 

鳥取三洋電機と取引のあった製造業は中堅企業で約４０社あり、三洋撤退後は各社とも新たな

販路開拓に苦労し、小規模事業者に至っては販路開拓もできないまま素材等の高騰分を価格転嫁
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できず収益性を圧迫している。 

このような環境下にあって、当地では企業誘致や成長産業の創出をどのように進めていくか産

業構造を転換することが求められている。 

 

◆地域経済の課題 

 こうした状況から地域経済の課題を次のとおり要約する。 

①産業動態は、産業人口の推移から第１次・第２次産業就業人口の減少傾向と、第３次

産業の増加傾向が見られ、高齢化、後継者不足が一層進展している。 

②かつては製造出荷額の約７割を電気機械器具製造業が占め、雇用を確保していたもの

の、三洋電機の撤退によって雇用環境が悪化、その改善が急がれる。 

③地域産業の低迷を一因に、雇用の場を求めた若者の県外流出が大きな問題となってい

る一方、域内雇用ではミスマッチが生じている。 

④高速自動車道の開通などに伴って工業団地の造成が進んでいるが、更なる企業誘致の

促進が必要である。 

⑤大手総合スーパーや大型量販店などの台頭、空家・空地の増加により、中心市街地商

店街の空洞化が顕著である。 

⑥倒産・廃業等により事業所数が年々減少する中、創業事業者を増やすことで地域経済

を活性化する必要がる。 

 

◆地域経済の課題を踏まえた目標 

（商工会議所の役割） 

①地域総合経済団体として経済界をリードし、関係する行政、団体等と地域の課題を共

有し、魅力ある地域づくり、地域の活性化へ向けての一翼を担うこと。 

②小規模事業者支援では、管内商工業者に日々目配りし、足元の資金繰り支援のみに止

まることなく、企業の特異性や状況に応じた支援により企業の自立化を図ること。 

 

（小規模事業者の中長期的な支援・振興のあり方） 

多様化する小規模事業者の経営課題に迅速かつ的確に対応するため、経営支援人材の

育成を図りつつ、当県独自の支援機関等ネットワークを活かしながら、中長期にわたっ

て経営発達支援事業を核に伴走型の総合的支援を実施することで、元気な個別企業を創

出する。 

 

（目 標） 

以上のような現状と課題・役割・あり方を踏まえ当所では、「小規模事業者の繁栄に

よる地域経済の底上げ拡大」を本事業の目標とし、鳥取県、鳥取市、その他関係機関と

連携し、個別企業の経営力向上、販路開拓等を継続して支援するとともに、創業支援、

経営改善計画支援等の取り組みにより、今後５年間をかけ地域経済の底上げと拡大を図

る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

◆本計画の目的 

定期的に地区内の景気動向について調査・分析を行い、地区内のトレンドを把握し、

その結果を広く公表する。また、小規模事業者の経営に大きな影響を及ぼす恐れのある

要因についてはダイレクトメールによる書面調査の他、巡回による個別調査も含め適宜

迅速に調査を行いその結果を小規模事業者の経営支援に役立てる。 

 調査等で把握した内容は、当所毎月発行の機関紙に掲載し会員事業所に周知するとと

もにホームページやマスコミに公表することで非会員事業所や地域住民等に公表する。

 

◆現 状 

・中小企業景気動向調査 

鳥取県下商工会議所地域の経済動向を把握するため、管内５０事業所を対象に聞き取

り調査を実施している。 

・ＬＯＢＯ調査 

日本商工会議所受託により、対象事業所６社に対しアンケート方式による調査を実施

している。 

 

◆現状に対する課題 

 これまでの調査は、定期的に実施する調査が中心であったが、多様化する経営解題の

解決に向け、小規模事業者の経営に直接影響を及ぼすより具合化した調査が求められて

いる。また、調査結果については活用方法が曖昧であるため、その活用方法を定め事業

者へ定期的に情報を提供する。 

 

◆本計画において取り組む内容 

（１）中小企業景気動向調査 

  ・調査対象：管内小規模事業者等５０社（全業種） 

  ・調査時期：四半期ごとに実施 

  ・調査項目：売上高、売上単価、資金繰り、借入難度、収益状況、業況判断の６項

目で前年同期比と来期の見通しについて調査する。 

  ・調査方法：経営指導員等により訪問等による調査 

 

（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測システムに提供する資料調査） 

  ・調査対象：管内小規模事業者等６社 

  ・調査時期：毎月 
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  ・調査項目：業況・売上・仕入価格移・設備投資・従業員・引合・支払条件・借入

状況の推移（前年同期比・前期比・翌期予測）・経営課題等 

  ・調査方法：アンケート形式による調査 

 

（３）緊急調査（小規模事業者の経営に直接影響を及ぼす要因に対する調査） 

  ・調査対象：該当小規模事業者等 

  ・調査時期：随時 

  ・調査項目：消費税引上げ、原油価格動向、税制、為替変動、自然災害などに関す

る項目 

  ・調査方法：経営指導員等により訪問等による調査 

 

前述（１）、（２）、（３）による調査結果をホームページ、当所機関紙（毎月発行）、

マスコミに公表等広く地域に発信する。 

また、小規模事業者には、経営指導員による巡回訪問を主体に調査結果の周知を徹底

するとともに、さらに個別事業所に対しての事業計画等の根拠データとして活用し、多

角的な視点から、より効果的な支援を実施する。 

 

◆目 標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29年度 30 年度 31 年度

景気動向調査回数 ４ ４ ４ ４ ４ ４

ＬＯＢＯ調査 １２ １２ １２ １２ １２ １２

緊急調査回数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２

調査結果公表回数 ４ ６ ６ ６ ６ ６

 

◆期待する効果 

 景気動向調査を実施することで市内業種別の経済動向を把握し、行政に対する支援策

の検討ができるほか、小規模事業者の今後を見据えた事業計画策定等の材料として活用

が期待できる。 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

◆本計画の目的 

 厳しい経営環境下にあって、管内小規模事業者は様々な経営課題を抱えていることか

ら、課題を抽出するにあたり事業者の現状把握を行い、経営指導員によるヒアリング、

経営分析、各種分析手法により小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して、きめ細か

くサポートすることを目的とする。 

専門的な課題等については、「とっとり企業支援ネットワーク」によるチーム支援を

通じて、関係支援機関の人材も有効に活かしながら実態に沿った実効性の高い計画の策

定に取り組む。 

 
（参考）とっとり企業支援ネットワークによる連携支援体制 

鳥取県では、県内中小企業の経営課題に対して、迅速かつ質の高い支援を提供するため、我々

商工団体、金融機関、信用保証協会、産業支援機関及び県が連携して経営支援や金融支援を実行
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する「とっとり企業支援ネットワーク」を構築している。 

このネットワークは、当初、平成２０年度に商工団体、信用保証協会、産業支援機関及び県の

９団体が連携協定を締結して、中小企業の経営改善に資する企業診断、チーム支援、情報交換等

の取組みを開始。続く平成２３年度には、東日本大震災の発生により経営に影響を受けた中小企

業に対する経営支援体制を強化するため、金融機関が参加する特別相談体制を実施した。また、

平成２４年度には、長引く景気の低迷、金融円滑化法の最終延長など、中小企業の経営再生や経

営改善の取組みが急がれる状況を踏まえ、県のサテライトオフィスとして「経営再生サポートセ

ンター」の設置、経営の健全化に取組む中小企業を支援するための特別資金の創設など、経営支

援と金融支援を一体的に推進できるようネットワーク体制を強化し、中小企業の経営支援に取組

んでいる。 

 

◆現 状 

 巡回・窓口での金融の相談時において、十分な分析による経営課題の抽出に至ってい

ない。一方、鳥取県では、制度融資の資金メニュー・条件等が充実しており、事業者の

新規資金調達に限らず、資金繰り緩和等にも役立っている。 

 

◆現状に対する課題 

効果的な経営改善に向けて、小規模事業者が抱える課題を巡回等により的確に捉え、

現在の経営状態・今後の方向性を導く経営分析を実施していく。また、当所は制度融資

窓口の機能を有しており、この分析機能も強化する必要がある。 

 

◆本計画において取り組む内容 

（１）現状制度融資の窓口業務を行っているが、経営分析を行っているのは手持ち資料

によるものが中心である。したがって、金融調達を行った背景や調達額の妥当性等も把

握できていないのが実情である。そこで、制度融資の中でも当所の意見書を添付する制

度については巡回訪問し、現況及び事実確認を行い、経営分析を行うことで機能強化を

図る。 

なお、経営分析にあたっては、小規模事業者の販売する商品やサービスの内容や保有

技術・ノウハウ、人的資源、財務内容等の現状調査を行い、外部環境（ファイブフォー

ス分析、ポジションマッピング、業界関係分析、３Ｃ分析等）・内部環境（組織、人、

企業風土、調達、生産、マーケティング、現地調査）分析や財務分析を行う。更にそれ

らをＳＷＯＴ分析に落とし込むことで経営課題を抽出し、それを事業計画に反映させ

る。 

（２）緊急性の高い事業再生案件については、困窮に陥った原因を明らかにするため現

状分析（事業、財務）から経営課題を抽出。課題解決に向けた具体的な方向性を示す。

 また、当所単独案件のみならず「とっとり企業支援ネットワーク」から提案のある案

件についても、当所がリーダー機関として「とっとり企業支援ネットワーク」の構成機

関と連携を図りながら課題解決を図る。 

なお、現状分析において当所で対応できない分野（例：工程管理等）が発生した場合

は、鳥取県経営改善支援センターの経営改善計画策定事業や鳥取県信用保証協会のメソ

ッドアドバイザー派遣事業を通じ、専門家を招へいしその課題解決を図る。 
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◆目 標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29年度 30 年度 31 年度

制度融資巡回経営分析件数 未実施 １１９ １２５ １３１ １３７ １４４

事業再生案件等取組件数 ９ １２ １５ １８ ２０ ２０

 

◆期待する効果 

 本計画の実施により、小規模事業者に経営状態や今後の方向性を示すことができ、経

営活動の底上げ拡大に期待できる。小規模事業者にとって商工会議所は身近な相談相手

であると再認識され、信頼関係が深まっていく。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

◆本計画の目的 

 事業者が経営課題を解決するため【指針①】の経営分析、【指針③】の地域経済動向

等の結果を踏まえ、事業計画策定支援および事業の方向性を見出すための伴走型の支

援・助言を行うことを目的とする。また、新規創業者に対しては創業塾や伴走型の個別

支援を通し実効性の高い事業計画の作成支援を行う。 

 

◆現 状 

 現在行っている事業計画策定支援は、創業相談、資金調達を伴う経営改善、とっとり

企業支援ネットワークによる再生案件の経営改善計画が中心である。 

さらに、小規模事業者持続化補助金や鳥取県版経営革新計画支援補助金など小規模事

業者の経営に資する施策を積極的に活用し、申請するうえでの事業計画書の作成支援を

行っている。 

 
（参考）鳥取県版経営革新計画認定制度 

鳥取県版経営革新は、中小企業者の成長段階や経営戦略に応じた総合的な支援を展開するた

め、中小企業者が策定する新たな取組に関する計画を県版経営革新計画として認定し、これによ

り中小企業者の成長を図るとともに、法認定による経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を

高めることを目的とした本県独自の支援策（平成２４年度創設）。その認定計画の実施に際し、

鳥取県経営革新計画支援補助金が準備されている。 

 

※鳥取商工会議所 支援実績 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

県版経営革新計画認定件数 ７３件 ４７件 ８０件

県版経営革新計画補助金採択件数 ６５件 ４１件 ６９件

 

◆現状に対する課題 

 小規模事業者にも事業計画の策定による計画経営が求められている中で、今後は支援

メニューの体系的、積極的な活用による計画策定への関わり支援を継続し、事業者の本

質的な課題に踏み込んだ支援を実施する必要がある。 
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◆本計画において取り組む内容 

（１）前述の経営困窮要因分析を行い、経営課題を抽出した小規模事業者に対し、持続

的な事業継続に向けた経営改善計画書の策定を行う。 

 

（２）地域創業促進支援事業（創業スクール）の実施 

地域経済の活力を生み出していくための大きな課題は、新事業に挑戦する力強い中小

企業群の創生である。昭和６０年代前半から廃業率が開業率を上回るという危機的現象

が続いているが、この現状を打破し、新事業分野を開拓し新たな雇用を創出して地域経

済を活性化していくためには、各地域で創業活動が活発に行われていくことが極めて重

要である。 

本事業は、このような問題意識を踏まえて、チャレンジ精神をもって果敢に創業しよ

うとする者に対して、最新の情報や知識を提供し、創業に当たってのソフト面からの支

援と環境整備を行っていくものである。 

そうした中、当所では、昨年鳥取市が産業競争力強化法に基づく認定を受けたことを

機に、従前にも増して創業支援に力点を置き、創業に対する知識・情報提供に留まるこ

となく、実際に「創業」を実現するための具体的なビジネスプランをつくり込むための

手法として、「創業スクール」を実施するものである。 

また、受講終了後には経営指導員が中心となり、各受講者の事業計画のブラッシュアッ

プを行い実現可能なビジネスプランに仕上げ、資金調達・補助金活用の支援等、伴走型

の創業支援を実施するものである。 

 

（３）新規創業者に対し商圏分析、マーケティング、資金調達計画、資金繰り計画等事

業実現性の高い経営計画の策定について伴走型の支援を行う。 

 

（４）小規模事業者の経営に資する国、県、市等の補助金（例：持続化補助金、創業補

助金、鳥取県版経営革新補助金等）を積極的に活用する機会をとらまえ自社の実情を客

観的に見つめ直し、更なる発展につなげるため計画申請に当たって伴走型の支援を行

う。 

 

（５）平成２７年度より創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用する

小規模事業者に対し、売上増加や収益改善等持続的な経営のための事業計画策定支援と

融資実行後の定期的なフォローアップの実施により事業計画の実効性を高める。 

 

◆目 標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29年度 30 年度 31 年度

経営改善計画書策定件数 ７ ９ １２ １５ １７ １７

創業スクール開催回数 １ ２ ２ ２ ２ ２

新規創業事業計画策定件数 未実施 ３０ ４０ ４５ ５０ ５５

各種補助金申請支援件数 ６４ ７０ ７０ ７０ ７０ ７０

経営発達支援融資活用件数 未実施 ２ ４ ６ ８ １０
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◆期待する効果 

 個々の小規模事業者が経験値として体得してきた経営ノウハウを見える化すること。

さらに実施結果はデータを蓄積することができる。 

 また、計画策定にあたってＰＤＣＡサイクルを繰り返すことで、経営者の経営力向上

につながり持続的発展を促すことができる。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

◆本計画の目的 

 鳥取市における企業経営者の経営維持・発展を促進し、地域経済の活性化を図るため、

創業塾の開催等により創業者を掘り起し、①創業後においては事業が軌道に乗るまでフ

ォローアップを図る。さらに、既存の事業者に対しては、②経営改善計画の策定後のモ

ニタリング等による継続した支援を行う。以上①と②ついて、計画策定後の実行管理・

検証を徹底して支援することを目的とする。 

 

◆現 状 

 創業支援については、①創業資金調達（融資）、②創業塾開催、③中心市街地活性化

に伴う支援、④窓口での相談を機会に受付け実施している。創業前の開業計画、資金調

達など準備段階ではきめ細かな対応ができているが、創業後のフォローアップ支援は必

要に応じて行っている。 

 一方、既存事業者の経営改善計画策定後は、金融機関等関係者と連携を密にし、フォ

ローアップ支援を適宜行っている。 

 

◆現状に対する課題 

創業計画、経営改善計画等の事業計画策定案件については現状確認、経営課題の抽出

から計画策定、資金調達、資金繰り計画等綿密に行っているが、策定後については十分

なフォローアップが出来ていないのが実情である。 

 

◆本計画において取り組む内容 

（１）小規模事業者の持続的発展に向け、創業間もない案件の継続的財務分析を巡回支

援により行う。 

事業計画策定後の実効性をより一層高めるため、それぞれの案件に対し３ヶ月に１回

程度の巡回訪問により定期的なフォローアップを行う。仮に計画と現状に乖離が見られ

る場合は差異分析を十分に行い、その要因を明確にしたうえで更なる修正計画を策定し

実効性を高める。 

（２）経営改善計画策定後の進捗管理などフォロー支援を行う。 

 経営改善計画策定後には、定期的に巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うとともに

必要な指導・助言を継続する。特にＰＤＣＡのサイクルを意識した上で計画差異を分析

し、段階的に目標の実現を図られるよう支援を行う。 
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◆目 標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29年度 30 年度 31 年度

新規創業フォローアップ 未実施 ６０ ９０ １１０ １２０ １３０

経営改善計画策定後ﾌｫﾛｰ ３５ ４５ ６０ ７５ ８５ ８５

 

◆期待する効果 

事業計画策定後の対象事業者に対して、継続して訪問することで試算表や資金繰り表

をベースに現状を把握し、当初計画と乖離している場合は原因を分析し対処することで

未然に経営困窮要因を摘み取ることができる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

◆本計画の目的 

 小規模事業者の個別経営分析にあたっては、財務分析等はもとより取扱商品等の全国

的な需要動向や当地域内での客観的な動向等のデータを入手し、経営支援に役立てるこ

とが重要である。 

 

◆現状 

小規模事業者は、日々の事業運営が中心となり、外部環境や商品サービスの客観的な

需要予測などについて調査する時間を確保することが難しいのが実態である。 

 

◆現状に対する課題 

小規模事業者が事業の持続的発展のために事業計画を策定する上で、まず地域の需要

動向を把握し、自身が進出しようとする市場が成長・衰退市場であるかどうかを理解し、

その上で自らの経営資源を活かすことが重要となる。 

 

◆本計画において取り組む内容 

 小規模事業者の業種・業態・提供する商品やサービスに応じて、国や業界団体が公表

する需要動向について経営指導員の巡回・窓口支援等に際して、タイムリーな情報等を

提供する。また、インターネット等を活用しての商業データベース等も適宜活用してい

くものである。 

（１）日経テレコンによるＰＯＳランキング・売れ筋商品ランキング等の活用 

客観的なＰＯＳデータをもとに、小規模事業者の商品分析等を実施し、現状把握およ

び今後の経営の方向性を検討する。 

（２）市場情報評価ナビ（ＭｉｅＮａレポート）の活用 

人口・世帯データや消費支出・購買力データ等を用いて、指定した地域（町丁レベル）

の商圏力を分析し、現状把握および今後の経営の方向性を検討する。 

 

◆目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29年度 30 年度 31 年度

日経テレコン活用件数 １０ １５ １５ ２０ ２０ ２０

市場情報評価ナビ活用件数 ５ １５ ２０ ２５ ２５ ３０
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◆期待する効果 

当所が、商品・サービスおよび地域の経済動向等についての情報を収集するとともに、

小規模事業者が自ら調べられるよう、効率的な情報収集方法を支援することで、事業者

自身の情報収集能力を高める効果が期待できるものである。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

◆本計画の目的 

今後は人口減少等による需要縮小が起こることが確実視されており、とりわけ地方で

の需要縮小は深刻である。そのような中、地域に生きる小規模事業者は、「地域型」、「広

域型」のいずれにおいても「既存の営業力・販売力の維持強化」や「国内外への新規顧

客・販路の開拓」等の営業・販路開拓が最大の経営課題となっている。これらを克服し

「事業の持続的な発展」を実現できる小規模事業者を支援していく。 

 

◆本計画において取り組む事業内容 

（１）商工会議所のネットワークを活用した商談会の実施（姫路、福知山、大阪等） 

中国横断自動車道姫路・鳥取線が全線開通し、本市と姫路市をはじめ関西地区との交

通アクセスは飛躍的に向上し、輸送・移動時間の短縮が図れ、産業・経済面での活性化

が期待される。この高速道路の開通効果を最大限に活かすため、これまでも製造業での

交流のあった商工会議所ネットワークを駆使し、関西圏（姫路、福知山、大阪商工会議

所等）との交流を推進し、具体的商談の機会を提供し、新規取引や共同研究のビジネス

マッチングの創出を促す。 

当所と姫路、福知山、大阪商工会議所の所属の製造業会員同士が、それぞれの自社技

術の強み・保有設備・製品等、シーズやニーズについて各自プレゼンテーションを実施

する。プレゼンテーション終了後は、個別商談会の形式とし、ビジネスマッチングへと

繋げる。 

 

◆目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

交流による商談成立件数 ２ ８ １０ １２ １５ １５

 

◆期待する効果 

支援対象はいずれも製造業とし、会員事業所を対象とし、商工会議所が仲介すること

で、規模や財務・業務内容等を知り得ており、何より“信頼性“が担保されスムーズに

商談が成立している。平成１２年から毎年実施している「姫路・鳥取経済交流商談会」

では、これまで本市７社のビジネスベースの取引が成立している。 

 

（２）県内事業者の商品、技術の展示会出展を支援 

 産学金官（当所は副実行委員長）が毎年開催（平成６年から毎年実施）する「とっと

り産業フェスティバル」※の出展を支援する。 

 事業者の製品・技術・サービス、研究機関等の技術・シーズ、活動等を一堂に集めて、

一体的に出展する本取組みは全国的にも珍しく、インパクトの大きな情報発信を行って
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いる。多くの小規模事業者に出展を促し、販路開拓や企業間コラボ、共同研究へとつな

げる。 

 
※とっとり産業フェスティバルとは、「産官学連携フェスティバル」（平成11年度～平成20年度）

と「産業技術フェア」（平成 6年度～平成 20 年度）を平成 21 年度より一元化して開催。２日間

開催し、来場者は県内外の企業関係者や一般市民あわせて延べ 2,500 人。 

 

◆目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

フェスティバルの商談件数 １０ １０ １５ １５ ２０ ２０

 

◆期待する効果 

企業のもつ技術や製品を県内外へ情報発信し、県内外の企業や一般県民に広く知って

もらうことで販路開拓や共同研究へと繋がっている。さらに本フェスティバルでの大学

のシーズ発表をきっかけに地元企業と大学との共同研究が２件実施されている。 

 

（３）全国ベースの展示会等への出展支援 

当所管内の製造業者では、最終製品（完成品）が少なく、展示会に定期的に出展して

いる事業所が少ない。さらに、小規模事業者の多い当地では、規模や人員、金銭的な理

由から展示会への出展を見合わせているところも多い。 

自社で展示会の人員的配置ができない小規模事業者にあっては、当所職員が展示会要

員となって出展準備から当日の運営までを行う。 

 

◆目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

展示会による商談件数 未実施 ５ １０ １５ １５ １５

 

◆期待する効果 

現在、国内では生産財分野で主要なものだけでも、年間１６０種にのぼる展示会が開

催され、企業の大小を問わず様々な分野・業種の企業が参加している。生産財など最終

製品でなくとも“技術レベル”を展示し、「新たな顧客の掘り起こし」を行うことも必

要と考える。小規模事業者が自社の負担を軽減しながら新規顧客の獲得へとチャンスを

広げることができる。 

 

（４）海外展開支援（セミナー、個別支援） 

海外展開は重要な販路開拓の一つである。人口の減少と高齢化が同時に進行し、内需

の拡大が見込みづらい一方で、海外では人口の増加に加え、今後の経済成長とそれに伴

う消費の拡大が期待できる新興国が少なからず存在している。 

当所では、ジェトロの協力を得て海外展開セミナーを開催している。食肉やその他加

工食品や食文化（飲食店の展開）を中心に海外へ販路を求めている事業者への支援を行

っている。 

今年度は既に５社から具体的相談を受け、現在支援中であり、こうした中小及び小規



１２ 
 

模事業者の海外市場への進出を後押しするとともに、各企業の進出形態や海外展開フェ

ーズに沿った各種支援策をタイムリーに提供し、その環境整備や円滑な海外展開を支援

する。 

その上で、国内における支援のみにとどまらず、進出先国においても、鳥取県が海外

に設けている支援拠点や在外公館、ＪＥＴＲＯ、現地の商工会議所等と連携し、情報提

供や相談対応、継続的なフォローアップ等を行う連携支援体制を構築する。 

 

◆目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

海外展開支援件数 未実施 １０ １５ １５ ２０ ２０

 

◆期待する効果 

当地の強みを活かした食文化、伝統工芸品、アニメやマンガ、きめ細かなサービスな

ど、海外で人気の高い日本の商品・サービスの人気を活かし、外需の取り込みを図る。

特に競合相手がいない市場であれば新たな需要を掘り起こせる可能性がある。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）中心市街地活性化事業 

鳥取市では１期（H19/11～H24）の終了を踏まえ、平成 24 年度には「第２期鳥取市中

心市街地活性化基本計画」が策定され、平成 25 年 3 月に国認定を受け、本計画をもと

に中心市街地の再生に取り組んでいる。第２期基本計画は計画期間を平成 25 年 4 月か

ら平成 30 年 3 月までの５年間。 

こういった中、鳥取商工会議所が中心となって運営している「鳥取市中心市街地活性

化協議会」では、本計画を実現するため、中心市街地活性化に係る総合調整、調査研究、

情報発信、事業推進支援等の活動を行っている。鳥取市中心市街地活性化協議会の構成

メンバーは商店街をはじめ、まちづくり自治組織である自治会・バス、鉄道等公共交通

機関・報道マスコミ関係・教育文化組織等の大学・まちづくりを行う市民団体など様々

な機関で構成されている。 

「住みたい、行きたい、ふるさと鳥取因幡国（いなばのくに）の都市核づくり」をテ

ーマに「街なか居住の推進（ふるさとの自然、歴史、文化などを身近に感じるとともに、

日常の生活サービスと徒歩圏内に充実させ、コミュニティの維持を図ることにより、幅

広い世代が自動車に頼ることなく暮らすことのできる中心市街地の形成をめざす）」・

「賑わいの創出（自然、歴史、文化などの地域資源を保全・活用・発信するとともに、

多様な人、物、情報が行き交う拠点や仕組みを整備することにより、賑わいと魅力が創

出される中心市街地の形成をめざす）」を基本方針・目標として事業展開を行っていく

ものである。 

また、鳥取商工会議所独自事業として、平成 16 年より「とっとりまちおこし隊活動

支援助成金」制度を創設し、鳥取のまちを舞台に、鳥取のまちの活性化につながる継続

的な活動を計画しているグループに対して資金助成等も行っている。 

 

（２）鳥取市観光大学 

近年、人口減少や高齢化が進展し、国や自治体の財政難が深刻化している。とりわけ、
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地域レベルでその格差は大きく、疲弊する自治体も出始めている。本市も例外ではなく、

こうした地域を再生し、その活力を取り戻すためには、定住人口だけでなく観光客等の

交流人口を増加させることが不可欠である。その理由は「観光」の地域に対する高い経

済波及効果、雇用創出効果が期待されているからに他ならない。そして、その決め手と

なるのが、地域にひとを引き寄せる「魅力」の存在である。魅力とは施設や風景、文化

のほか、地域の人柄（おもてなし、ホスピタリティ）も大きな要素と言われている。 

当所と鳥取市、（一社）鳥取市観光コンベンション協会で共同運営する「鳥取市観光

大学」では、観光業者に本市の観光資源（施設・風景・食・文化等）を広く講義し、試

験によりマイスター認定し、ホスピタリティ向上による受け入れ態勢の強化に努めるも

のである。タクシー、宿泊業、みやげ物店等の従業員１，０００人のマイスターを育成

することを目標とし、これまで観光マイスター認定者は３３０名にのぼる。積極的なマ

イスター取得を促し、マイスターの所属する事業所に優先的に観光客を誘導するなど、

事業所の収益に貢献し、観光客の本市に対するイメージアップや本市の経済効果へ繋が

るなど、相乗効果も出始めている。 

 

（３）巨大砂時計の設置 

地方においては、地域振興策の新たなアプローチが必要であり、観光による交流人口

の拡大は地域経済の大きな起爆剤となり得ることは（２）で述べたとおりである。 

全国には、持てる地域資源を十分に活用することで、活性化に成功した事例が少なか

らず存在する。それらは、地域の歴史や文化、伝統、景観等を大切に守り、育んできた

ところが多く、またそれが地元住民の地域への愛着や誇りを醸成して、個性溢れる魅力

形成へとつながっている。そして多くの観光客が、魅力に引かれて、その地域を訪れて

いる。 

今回、一つの仕掛けとして、当地の最大で最高の観光名所「鳥取砂丘」にちなんで、

砂丘の「砂」を利用した世界一の大きさの砂時計を設置する計画である。このモニュメ

ントが鳥取砂丘や山陰海岸ジオパークを連想させ、多くの交流人口による地域及び経済

活性化に繋がると考えている。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

「とっとり企業支援ネットワーク」による連携支援体制による情報交換 

長引く不況、景気の低迷など企業の経営再生や経営改善の取り組みが急がれる中、経

営改善計画書作成などの経営支援と、資金繰りの緩和などの金融支援を一体的に推進す

るため、商工団体、金融機関、信用保証協会及び産業支援機関が連携してネットワーク

を組織し、それぞれの支援施策を活かした伴走型の支援を行っている。 

この支援ネットワークを円滑に推進するため、県東部・中部・西部の３ヶ所において

連携推進会議を定期的に開催しており、当所を含め構成機関では、他方面からの意見や

考え方を聞き、支援ノウハウ等の情報交換を行う。 

 

「国および県の支援機関」との連携および知見の活用 

鳥取県では本年度、鳥取県よろず支援拠点、経営改善支援センター、事業引継ぎ支援
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センター、鳥取県経営サポートセンター、鳥取県再生支援協議会の５機関を拠点化し、

「鳥取県経営支援サテライトオフィス」を開所した。当所は国および、当県独自の支援

体制の一構成員として、このサテライトオフィスとの連携による個別支援の補完をはじ

め、県による意見交換の場で広く情報交換を行う。また、よろず支援拠点のほかミラサ

ポの専門家派遣事業を通じて、専門家の支援ノウハウ等を活用し、より効果的な支援の

実施に役立てる。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

中小企業大学校の長期研修（１か月）や専門研修への参加、日商主催の研修に参加す

ることで経営分析や企業診断能力の強化を図り、小規模事業者への経営支援能力の向上

を目指す。 

 小規模事業者への経営状況の分析や実際に行った経営支援内容は当所の基幹ソフト

ウェアである「トータルオーエーシステム」に入力し、それを経営指導員が共有できる

環境を整えている。指導員毎に個別事業所のカルテ入力により、他の経営指導員が支援

してきた経緯等も時系列に明確になるため、各支援案件に対して他の指導員が的確な指

導を行うことができる。 

日々入力した個別相談内容について、毎日全経営指導員に回覧し、特に重要な支援案

件等については、中小企業診断士等の有資格のベテラン経営指導員が個別に支援内容等

の精査を行い、経験年数の浅い経営指導員へ指導を行っていく。また、経営課題として

参考になる事例を中心に経営指導員全体での「勉強会」を定期的に実施して、経営指導

員の経営支援能力のスキルアップにつなげる。 

 小規模事業者の海外展開を支援するため、貿易実務の習得を目的として、実務を行っ

ている商工会議所に３～６月程度のＯＪＴ研修派遣を行う。（２９年度までに） 

  

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証・計画の見直しを行う。 

①鳥取大学教授、鳥取財務事務所、鳥取県商工労働部、鳥取市経済観光部、日本政策金

融公庫鳥取支店国民生活事業、中国税理士会鳥取支部等で構成（予定）する「外部評価

委員会」を組織する。 

②「外部評価委員会」において、計画の履行状況の確認や事業効果の検証を行い評価・

見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については当所常議員会へ報告し、承認を受ける。

④事業の成果・評価・見直しの結果を鳥取商工会議所のホームページ

（http:www.tottori-cci.or.jp）で計画期間中公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２７年４月現在）

（１）組織体制 

 【事務局体制】               総務企画部 

        専務理事   事務局長 

                       中小企業振興部（事業実施者） 

経営指導員 補助員 臨時職員 専任職員 嘱託等 合計 

９ ３ ４ ６ ７ ２９ 

１６ １３ ２９ 

＊中小企業振興部所属の太枠内人員１６名で本計画事業を実施します。 

 

（２）連絡先 

 住所 〒６８０－８５６６ 

     鳥取県鳥取市本町３丁目２０１番地 

 電話番号 中小企業振興部 経営相談課 （０８５７）３２－８００５ 

              支援・交流課（０８５７）３２－８００４ 

 ＦＡＸ番号 （０８５７）２２－６９３９ 

 ホームページアドレス http://www.tottori-cci.or.jp 

  メールアドレス（代表）info@tottori-cci.or.jp 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 ２７年度 

(27 年 4 月以降)
２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

必要な資金の額 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

 

①商工会議所の

ネットワークを

活用した商談会 

②全国ベースの

展示会等への出

展支援 

③創業塾 

600

800

2,000

600

800

2,000

600

800

2,000

600 

 

 

800 

 

 

2,000 

600

800

2,000

 

 

調達方法 

鳥取県補助金（経営力強化緊急支援事業補助金）を充てる。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

【指針①】経営状況の分析 

【事業名】事業再生案件等への取組み 

【連携の内容】 

 企業支援機関の連携支援体制「とっとり企業支援ネットワーク」を構築し、

それぞれが保有する小規模事業者への支援機能を効果的に発揮するもの。 

 なお、鳥取商工会議所はリーダー機関として連携支援を統括し、小規模事

業者の経営状況の分析を行い経営課題の解決を図る。 

連携者及びその役割 

【鳥取銀行】 

・代表者職・氏名：頭取 宮﨑 正彦  

・住所：鳥取市永楽温泉町 171 ☎0857-22-8181 

・役割：金融支援、財務分析 

 

【山陰合同銀行鳥取営業本部】 

・代表者職・氏名：代表取締役専務執行役員 山本 陽一郎  

・住所：鳥取市栄町 402 ☎0857-39-5100 

・役割：金融支援、財務分析 

 

【島根銀行鳥取支店】 

・代表者職・氏名：鳥取支店長 小谷 周作  

・住所：鳥取市戎町 501 ☎0857-22-3118 

・役割：金融支援、財務分析 

 

【みずほ銀行鳥取支店】 

・代表者職・氏名：支店長 木下 裕之  

・住所：鳥取市末広温泉町 715 ☎0857-22-4181 

・役割：金融支援、財務分析 

 

【鳥取信用金庫】 

・代表者職・氏名：理事長 藏増 篤志  

・住所：鳥取市栄町 645 ☎0857-23-2411 

・役割：金融支援、財務分析 

 

【日本政策金融公庫鳥取支店】 

・代表者職・氏名：支店長 船山 学  

・住所：鳥取市末広温泉町 723 ☎0857-23-1641 

・役割：金融支援、財務分析 
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とっとり企業支援ネットワーク 

【商工組合中央金庫鳥取支店】 

・代表者職・氏名：支店長 諸橋 賢太郎  

・住所：鳥取市片原 2丁目 218 ☎0857-22-3171 

・役割：金融支援、財務分析 

 

【鳥取県信用保証協会】 

・代表者職・氏名：会長 藤井 喜臣  

・住所：鳥取市本町 3丁目 201 ☎0857-26-6631 

・役割：金融保証支援、財務分析、専門家派遣 

 

【鳥取県産業技術センター】 

・代表者職・氏名：理事長 村江 清志  

・住所：鳥取市若葉台南 7丁目 1-1 ☎0857-38-6200 

・役割：各種試験分析、技術アドバイス 

 

 【鳥取県産業振興機構】 

・代表者職・氏名：理事長 中山 孝一  

・住所：鳥取市若葉台南 7丁目 5-1 ☎0857-52-6703 

・役割：販路支援、特許申請、各種補助金、専門家派遣 

 

【鳥取県】 

・代表者職・氏名：知事 平井 伸治  

・住所：鳥取市東町 1丁目 220 ☎0857-26-7217 

・役割：事務局機能、各種補助金、専門家派遣 

連携体制図等 

 

目標：小規模事業者の経営課題の解決 

鳥取商工会議所 

◆現状分析、経営課題の抽出 

◆課題解決の方向性の提示 

鳥取銀行、山陰合同銀行鳥取営業本部、島根銀行鳥取支店、

みずほ銀行鳥取支店、鳥取信用金庫、日本政策金融公庫鳥

取支店、商工組合中央金庫鳥取支店、鳥取県信用保証協会、

鳥取県産業技術センター、鳥取県産業振興機構、鳥取県 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

■創業支援事業 

 創業意欲の喚起および創業に当って必要な知識や情報を提供し、具体的な創

業を促すため、関係機関と連携して事業推進を行う。 

・「創業塾」の開催 

・創業相談窓口の設置 

連携者及びその役割 

■鳥取市 市長 深澤義彦 鳥取市尚徳町 116 番地 TEL(0857)22-8111 

 役割・・・・チャレンジショップ事業 

・創業支援補助金、創業融資制度 

・創業相談窓口の設置 

■鳥取県東部商工会産業支援センター センター長 河毛 寛 

鳥取市湖山町東 4-100 TEL(0857)30-3009 

 役割・・・・「創業・フォローアップセミナー」の開催 

・創業相談窓口の設置 

連携体制図等 

 

 

 

金融機関 金融機関 

目標：創業者の創出 

鳥取商工会議所 

・創業塾の企画、運営 

  ・創業相談窓口での創業支援 

鳥取市 

・創業相談窓口での創業支援 
商工会 

・創業相談窓口での創業支援 

創業希望者・創業予定者 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

■中心市街地活性化事業 

 第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画を実現するため、中心市街地活性化

に係る総合調整、調査研究、情報発信等について連携して推進する。 

連携者及びその役割 

■鳥取市 市長 深澤義彦 鳥取市尚徳町 116 番地 TEL(0857)22-8111 

■鳥取開発公社 理事長 羽場恭一 鳥取市西町 2-311 TEL(0857)22-4742 

 

※役割等については、別紙「鳥取市中心市街地活性化協議会の推進体制イメー

ジ図」に記載 

連携体制図等 

 

※連携内容等については、別紙「鳥取市中心市街地活性化協議会の推進体制イ

メージ図」に記載 
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鳥取市中心市街地活性化協議会の推進体制イメージ図 

鳥取市中心市街地活性化協議会 鳥 取 市 

 

事業実施主体者

 

ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
事
業
推
進 

持
続
す
る
事
業
の
実
現 

○活性化事業の企

画・検討・調査・ 

設計・工事の開発

実施運営等 

○事業実施後のフ 
ォローアップに 
より活性化目標 
を達成 

○事業連携による事

業効果の波及、情

報発信等 

➤計画策定・計画実現のための 
政策立案、調査事業支援 

➤中活エリアに民間投資を呼び

込むための支援制度の構築 

➤ハードソフト両面にわたる 
環境整備を担う 

➤活性化事業に対する支援 

 

 

➤中活における情報収集・管理発信 

➤連携を促進する会員・関係者間の情報共有の場づくり 

➤活性化事業の企画・支援等 

協議会事務局 

提言・報告

法定構成員 

 

➤既存ストックの活用等に

関する活性化事業の企

画立案、事業化支援、事

業実施等 （市街地整備
改善事業等検討） 

鳥取開発公社

 

➤中活に資する商業活性 

化事業等の企画立案や 

事業化支援、事業実施 

等 （経済活力向上の政策
提言） 

鳥取商工会議所

➤協議会活動に関する協議・決定 

運営委員会 

➤事業・予算、規約改正、役員選 

任等の協議・決定 

総 会 

 支援

 
支援

 提言 
要請 

 
支援 
連携 

指示・諮問 

 
成
果 

 連携 
支援 

 支援

商工会議所 鳥取開発公社

中 央 会 関 係 団 体

エリア・事業別 専門・課題別 

➤エリア連携推進のために官民事業
の情報共有、社会課題の解決方

策、事業発掘・事業連携の企画調

整等の検討や研究を実施 

事業推進プロジェクトチーム専門部会 

招聘・諮問 

タウンマネージャー 
（Ｔown Manager）

➤まちづくりに関する幅広い議論等を踏まえた活性化戦略を構 

築するために、専門的見地からの支援提言等の議論を行う。 

➤ＴＭの判断により中活協等への提言を実施 

タウンマネジメント会議 

統括・連携 

 

➤事業実施主体者が検討する活性化事
業の具現化に必要な支援等 （専門的

見地から事業化、補助金事務、市場分

析、事業推進等の支援を実施） 
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鳥取市観光大学実行委員会 

 

（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

（鳥取市観光大学） 

当所と鳥取市、（一社）鳥取市観光コンベンション協会で共同企画・運

営する「鳥取市観光大学」は、観光業者に本市の観光資源（施設・風景・

食・文化等）を広く講義し、「鳥取市観光マイスター」としてホスピタリ

ティ向上による受け入れ態勢の強化に努めている。 

連携者及びその役割 

【鳥取市】 

・代表者職・氏名：鳥取市長 深澤義彦 

・住所：鳥取市尚徳町 116 番地 ☎0857-22-8111 

・役割：財政支援 

【（一社）鳥取市観光コンベンション協会】 

・代表者職・氏名：会長 小谷文夫 

・住所：鳥取市末広温泉町 160 番地 ☎0857-26-0756 

・役割：人的支援 

行政、会員、各団体等の三者が連携し、観光客の誘致や中心市街地の活

性化を図り、おもてなしを通じて鳥取市域の更なる魅力向上に努め、観光

産業の市場の拡大と創出を図り、地域経済の活性化を目指している。 

連携体制図等 

 

 目標：観光産業の活性化、ホスピタリティの向上 

鳥取商工会議所 
 

◆実行委員会の運営 

鳥取市観光コンベンション協会 
 

◆観光大学の企画・運営 

◆受講者の募集 

 

鳥取市 
 

◆運営費の一部補助 

◆観光ガイドブック等作成 



 

２２ 
 

巨大砂時計プロジェクト 

 
（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

（巨大砂時計の設置） 

当所と鳥取大学、鳥取市でプロジェクトを設置し、鳥取砂丘の「砂」をシン

ボリックに摸した世界一の「巨大砂時計」を制作し、中心市街地の活性化を図

り、おもてなしを通じて鳥取市域の更なる魅力向上に努める。 

連携者及びその役割 

【国立大学法人鳥取大学】 

・代表者職・氏名：学長 豊島良太 

・住所：鳥取市湖山町南 4丁目 101 番地 ☎0857-31-5007 

・役割：学術研究、技術支援 

【鳥取市】 

・代表者職・氏名：鳥取市長 深澤義彦 

・住所：鳥取市尚徳町 116 番地 ☎0857-22-8111 

・役割：主に財政支援 

 駅前広場（都市公園）の地権者である鳥取市との連携を図る必要がある。ま

た、今回の砂時計の制作は、鳥取市域の製造業者グループで制作することとし

ており、地域の小規模製造事業者の技術レベル向上に寄与すると確信してい

る。そのために鳥取大学工学部（砂丘、砂の研究）等の技術支援を受ける。 

連携体制図等 

 

 

 
 

 

目標：中心市街地の活性化、鳥取市域の更なる魅力向上 

鳥取商工会議所 
 

◆プロジェクトの運営 
◆企画立案 

鳥取大学 
 

◆専門的知見から、砂時計及びか

らくり等の理論、動作、構造、制

御等のテクニカルアドバイス 

鳥取市 
 

◆公共用地の提供 

◆財政支援 

参画事業者 
会員企業 

参画事業者 
会員企業 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

（海外展開支援（セミナー、個別支援）） 

企業の進出形態や海外展開フェーズに沿った各種支援策をタイムリーに提

供し、その環境整備や円滑な海外展開を支援する。その上で、国内における支

援にとどまらず、進出先国においても、鳥取県が海外に設けている支援拠点や

在外公館、ＪＥＴＲＯ、現地の日本商工会議所等と連携し、情報提供や相談対

応、継続的なフォローアップ等を行う連携支援体制を構築する。 

連携者及びその役割 

【日本貿易振興機構 ＪＥＴＲＯ鳥取事務所】 

・代表者職・氏名：所長 成田裕介 

・住所：鳥取市若葉台南 7-5-1 ☎0857-52-4335 

・役割：情報提供、取引仲介、通訳等 

【日本商工会議所】 

・代表者職・氏名：会頭 三村明夫 

・住所：東京都千代田区丸の内 3丁目 2-2 ☎03-3283-7823 

・役割：情報提供、取引仲介等 

【鳥取県】 

・代表者職・氏名：知事 平井伸治 

・住所：鳥取市東町 1-220 ☎0857-26-7111 

・役割：情報提供、取引仲介、通訳等 

進出国において、鳥取県が海外に設けている支援拠点や在外公館、ＪＥＴＲ

Ｏ、現地の日本商工会議所等と連携し、情報提供や相談対応、継続的なフォロ

ーアップ等を行う連携支援体制を構築する。 

連携体制図等 

 

 目標：中小・小規模事業者の海外展開、取引拡大 

鳥取商工会議所 
 

◆販路拡大 
◆海外展開の総合支援 日本 

商工会議所 

鳥取県 

海外事務所 

 

ＪＥＴＲＯ 

 

在外公館 


