
経営発達支援計画の概要 

実施者名 米子商工会議所（法人番号 6270005003197） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日（５年間） 

目 標 

【目標と実施方針】 

第２期計画の目標と実施方針は第１期計画の取組み・成果を踏まえ以下の３項目とする。 

目標①：収益性の向上 

実施方針：地域経済を支える小規模事業者・中小企業者に対し、新事業展開・生産性向上・

販路開拓等の成長に向けた挑戦のサポートを、経営分析・事業計画策定・計画

策定後の支援について一貫して実施し、事業者の収益性向上を実現する。 

目標②：事業所数の増加 

実施方針：創業支援による当地域の特性を活かした産業創出、また廃業低減につながる事

業承継・事業継続計画策定支援を通じて事業所数の増加を図る。 

目標③：地域経済活性化 

実施方針：行政や関係機関との連携を強化し、中心市街地の活性化や広域連携による観光

振興事業を推進し、賑わいの創出による地域経済の活性化を実現する。中交通

基盤の整備については米子自動車道の４車線化に向けての活動を行うことで、

観光・物流面における機能性の向上を実現し、地域経済の活性化を図る。 

事業内容 

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】 

①商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査 

②日本商工会議所中小企業景況調査（中小企業基盤整備機構委託分） 

③鳥取県商工会議所連合会中小企業景況調査 

④小規模企業振興委員景況調査 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①巡回相談による経営分析の実施 

②各種セミナーの開催を通じた経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定支援（事業計画策定セミナーの開催） 

②創業計画策定支援 

③第２創業(経営革新)計画策定支援 

④事業承継計画策定支援 

⑤中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定セミナー開催後の実施支援 

②創業計画策定後の実施支援 

③第２創業(経営革新)計画策定後の実施支援 

④事業承継計画策定後の支援 

⑤中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)セミナー及び計画策定ワークショップ開催後の支援 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①商圏拡大・需要獲得需要動向調査 

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海外展開支援事業 

②インバウンド誘致動向調査 

③ビジネスチャンスマッチング創出事業 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．米子市中心市街地の活性化 

２．広域連携による観光振興事業 

３．中国横断自動車道岡山米子線の４車線化に向けての活動 

４．中海・宍道湖・大山圏域市長会医工連携支援事業の事務受託 

連絡先 

〒６８３－０８２３ 鳥取県米子市加茂町２－２０４ 

米子商工会議所 産業振興部 産業振興課 

ＴＥＬ：０８５９－２２－５１３１  ＦＡＸ：０８５９－２２－１８９７ 

E-mail：cci@yonago.net       ＵＲＬ：http://www.yonago.net 
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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 

米子市の概要 

（１）概況 

米子市は、山陰両県の中央に位置する立地から、鉄道、空港、港湾、自動車道などの交通結節点で

あり、古くから鳥取県西部圏域の中心都市であり、東に国立公園大山、北に日本海、西に中海を臨み、

皆生温泉、弓ヶ浜半島など恵まれた自然環境と鳥取大学医学部・附属病院をはじめとする大規模病院、

が多数あり多くの医療施設がある。 

 

（２）人口動態 

全国で少子高齢化が進む中、米子市での人口は平成 29年 8月 31日現在 148,956 人、平成 27年度

より多少減少しているが、世帯数では平成 29年 8月 31日現在 66,253世帯、平成 27年度より 6,216

世帯増加している。要因としては、県外からの学生、企業の転勤によるものとされる。 

 
                               H12年 H17年 H22年 H27年 

総人口（人） 147,837 149,584 148,271 149,313 

世帯数 52,700 55,449 57,610 60,037 

                           【米子市住民基本台帳による】 

（３）産業の特徴 

平成 26 年度の米子市内民営事業所５９％となっており、昔から「商業の街」と言える産業構造と

なっているが、全体に事業所数が減少傾向にある 

 
米子市における事業所数の推移                （単位：事業所） 

 H8年 H13年 H16年 H18年 H21年 H24年 H26年 

事業所数 8,120 7,859 7,546 7,107 7,458 6,958 7,138 

【出典：事業所・企業統計調査、総務省経済センサス調査】 

 

米子市における業種別民営事業所数の推移 

                          平成 21年 平成 26年 平成 26年度 

産業分類 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 業種別比率 

卸売・小売業 2,150 15,919 1,949 15,142 27.3% 

宿泊業、 飲食サービス業 1,106 7,695 1,053 7,657 14.8% 

生活関連サービス業、 娯楽業 769 3,364 733 2,823 10.3% 

建設業 680 5,617 602 4,948 8.4% 

医療、福祉 499 10,156 585 11,602 8.2% 

サービス業(他に分類されないもの) 469 4,875 490 4,682 6.9% 

不動産業、物品賃貸業 394 1,386 383 1,532 5.4% 

製造業 363 7,208 346 6,974 4.8% 

学術研究、専門・技術サービス業 327 1,839 323 1,616 4.5% 

教育、学習支援業 201 2,352 203 2,467 2.8% 

金融業、保険業 193 2,409 173 1,933 2.4% 

運輸業、郵便業 145 5,517 133 4,414 1.9% 

情報通信業 77 1,018 68 907 1.0% 

複合サービス事業 57 581 59 1,005 0.8% 

農業、林業 20 244 32 225 0.4% 

電気・ガス熱供給・水道業 0 241 4 222 0.1% 

漁業 2 37 2 14 0.0% 

鉱業、採石業、 砂利採取業 0 ― 0 ― 0.0% 

総 数 7,458 70,458人 7,138 68,163人 100% 

                                 【出典：総務省経済センサス基礎調査】 

 



2 
 

商業の現状 
 

中心市街地については、人口推移が平成 22年 11,454人から平成 28年 10,764人へと 690人減少し、

通行量に関しても平成 22年 21,520人から平成 28年 11,645人へと 9,875人大幅に減少している。要

因としては、平成 27年 1月に米子市中心市街地内にある角盤町エリアの大型ショッピングセンター

が閉店した影響が大きく、人口推移・通行量とも減少した。ただし、空き店舗率は、平成 22 年調査

36.8％から平成 28年度調査 29.1％へと 7.7ポイント改善しており、空き店舗の改善は図れている。 

空き店舗改善の要因としては、米子市中心市街地には 7商店街があり、その内 3商店街（法勝寺町商

店街、元町商店街、笑い通商店街）が、平成 20年度～平成 23年度にかけて国の補助金を利用し、ア

ーケード撤去、インフラ整備、空きビル・空き店舗整備によるテナントミックスなどを行った成果で

あると思われる。 

 
（単位：人、％） 

 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 

中心市街地人口推移 11,454 11,342 11,179 11,069 11,020 10,947 10,764 

中心市街地空き店舗率 36.8 31.9 32.5 34.1 32.7 29.3 29.1 

中心市街地通行量 21,520 18,311 19,175 14,413 12,945 12,749 11,645 

【出典：米子市調査資料】 

 

工業の現状 

 

製造業については、平成 24 年度より平成 26年度は事業所数 20件、従業員数 15名が減少している。

製造品出荷額等は、平成 24年 1,273億円から平成 26年には 1,366億円へと 932億円増加している。

出荷額の増加については、一部企業においての先進的な技術を武器に販路開拓、大型受注等が要因し

ている。 

地域全体の課題でもあるが、若者人材の確保難が大きな問題である。多数の企業において人的余裕

がなく販路開拓、商品開発まで手が回らない状況である。 

 
米子市の製造業の推移 

（従業者４人以上の事業所数）（単位：事業所、人、万円、％） 

区 分 H24年 
H25年 H26年 

実 数 増 減 H24対比 実 数 増 減 対前年比 

事業所数 168 148 △20 88.0 148 △6 96.1 

従業者数 5,840 5,825 △15 99.7 5,825 △45 99.2 

製造品出

荷額等 
12,732.902 13,664,724 931,822 107.3 13,664,724 △985,710 93.3 

【出典：H26工業統計資料】 

 

 

観光の現状 

 

米子市内・皆生温泉では、国内観光入込客数が年々減少傾向であり、鳥取県全体としても減少傾向

となっている。特に道路交通の基盤である米子自動車道において、鳥取県側の一部(米子 IC－江府 IC

間)が暫定 2 車線の対面交通区間であるため、冬季積雪時において、長期間全面通行止めによる旅館

等のキャンセルが発生している。このような要因から、旅行企画会社はリスク回避のため鳥取県西部

地域への企画そのものを減らしている傾向があり、今後は道路を含めたインフラや環境整備等が必要

である。 
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鳥取県全体及び米子市全体の観光入込客数の推移 
（単位：千人） 

 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

米子・皆生温泉周辺 1,786 1,536 1,394 1,298 1,230 

鳥取県全体  11,459 10,909 10,084 10,440 10,127 

 県外観光客 7,962 7,759 6,595 6,625 6,449 

 県内観光客 3,497 3,150 3,489 3,815 3,678 

       【出典：鳥取県観光客入込動態調査】 

 

 

インバウンドの現状 

インバウンドにおいては、米子空港の国際定期便（米子－ソウル便：平成 13 年 4 月就航開始、米

子－香港便：平成 28年 9月）と境港(さかいこう)のクルーズ客船寄港数の増加等により外国人観光

客は増加しているが、全国的に見ると、山陰(鳥取県・島根県)は知名度が低い現状にある。そこで今

後観光入込客数を増やしていくためには、更なる広域連携を図りインバウンド対策や観光情報の発

信、旅行商品の醸成などを行っていくことが課題となっている 

 

米子空港国際定期便 
                                     （単位：人、％） 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

国際定期便 

米子－ソウル 

利用者数 28,378 24,384 30,213 34,440 37,688 

利用率 55.5 47.5 57.5 68.1 66.6 

国際定期便 

米子－香港 

利用者数 － － － － 12,875 

利用率 － － － － 64.9 

【出典：鳥取県観光交流局観光戦略より】 

 

境港クルーズ客船 
（単位：回、人） 

 26年度 27年度 28年度 

境港（さかいこう）寄港回数 11 23 33 

乗客人数 15,000 20,000 40,000 

                                 【出典：境港管理組合より】 

 

山陰への訪日外国人宿泊者数の推移 
                                                （単位：人） 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

外国人観光客宿泊数（鳥取県） 39,220 51,310 79,900 93,400 101,480 

外国人観光客宿泊数（島根県） 16,010 21,230 29,260 47,770 57,140 

                                                    【出典：観光庁宿泊旅行統計調査】 
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【出典：日本銀行松江支店 山陰地域におけるインバウンド観光と関連企業等の対応状況】 

 

 

交通基盤の現状 

 

【米子空港】 

米子空港では、国内線(米子－羽田便：1日 6便)をはじめ、国際定期便 2便（米子－ソウル便：週

3便、米子－香港便：週 2便）を含み 3便を運航している。今後もインバウンド需要が増えていく傾

向であり、利用率、来訪者・宿泊者も鳥取県・島根県へ流入していくと予想される。 

 

米子空港利用者数、利用率 
（単位：人、％） 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

利用者数 441,941 543,947 496,255 549,029 571,815 

利用率 62.9 73.3 67.2 72.3 71.1 

【出典：鳥取県観光交流局観光戦略より】 

 

【鉄道】 

現在米子駅は、ＪＲ山陰本線で駅南・駅北地区に分断されており、両地区の連携の不足や移動の円

滑化、歩行者の回遊性などが課題となっている。また駅へのアクセスは、北側に位置する駅北広場に

限られており、駅北広場へのアクセス集中による交通渋滞も課題となっていることから、米子市では、

この課題を解決するため米子駅南北自由通路、駅南広場等を整備することを決定した。交通結節点と

しての機能強化による都市機能強化、都市交通の円滑化や米子駅南地区の利便性向上を図り、米子市

の玄関口にふさわしい都市環境の創出を目指している状況である。また、米子駅にはＪＲ伯備線、山

陰線があるが両線とも単線であり、山陰の交通結節点という観点からも、早期複線化・高速化が望ま

れる。 
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【出典：平成 28年 3月米子市社会資本総合整備計画（第１回変更）】 

 

 

 

【高速自動車道】 

米子市が位置する鳥取県西部地域は「中国横断自動車道岡山－米子線（通称：米子自動車道）」が

あり、観光・物流など山陰の交通結節点として、地域経済の重要な役割を担っている。同自動車道米

子インターチェンジの 1日当たりの出入量は平均約 7,300 台あるが、松江自動車道、鳥取自動車道の

無料開通により交通量は減少している。鳥取県側の一部では、暫定 2車線の対面交通区間となってお

り、冬季積雪時は長期間の全面通行止めが発生している。また、山陰自動車道は鳥取県鳥取市を起点

とし、山口県美祢市を終点とする延長約 380 キロメートルの高速道路である。鳥取・島根・山口 3

県の主要都市を東西に結び、各地域間の交流・連携を強化するとともに、山陰地方の産業経済の発展

や観光振興、沿線住民の生活を支える安心・安全な道路として、一日も早い全線開通が待ち望まれて

いる道路である。 

 

米子自動車道 米子インターチェンジ平均交通量 

（単位：台／日） 
 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

米子自動車道米子 IC出入交通量 7,900 8,200 7,200 6,100 

【出典：中国横断自動車道岡山米子線 4車線化促進期成同盟会資料、平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査】 
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【地域全体としての課題】 

 

米子市としては、事業所数の減少、従業員数の減少に直面している。特に若年労働者の確保が難し

いと企業からの声が多い。米子市の総人口数としては、近年横ばい程度で推移はしているが、米子市

には鳥取大学医学部、鳥取大学医学部附属病院があり、県外から学生が転入している状況である。地

元若者の定着率は低く、県外の大学等卒業後の Uターン者が少ない。また、高校卒業後、県外主に都

会への就職率は高く、地元への就職率も低下している。また、米子市においても少子高齢化が進んで

おり、個人事業者では高齢を理由に廃業する事業所が増えている。中心市街地については、米子市の

核である「角盤町エリア」の再構築が急務であり、早急に活性に向けたにぎわいに関する事業再建が

課題である。また、米子市が行う米子駅南北自由通路、駅南広場等を整備する計画が決まっており、

米子駅を中心としたにぎわいづくりも必要不可欠である。さらに、空き店舗率減少及び中心市街地の

通行量増加を図るため、商店街やまちづくり会社と連携し、遊休不動産などの活用が求められる。観

光面については、今後も空路・海路からのインバウンド増加が見込まれる状況であり、インバウンド

の取り込み、鳥取・島根両県の認知度アップに繋がる情報発信や受入れ対応の整備が必要である。ま

た、観光面と関わりがある交通面においても、高速自動車道である米子自動車道早期 4車線化、山陰

自動車道全線開通の早期実現を行うことが課題である。 

 

 

【第１期計画の評価】 

 

第１期計画では中長期的視点に立ち、小規模事業者支援機関として個社支援を、地域の総合経済

団体として面的支援を関係する支援団体と連携して実施するという方針に基づき、３つの目標を設

定して計画を実行した。 

各目標に対する事業評価は以下の通り。 

 

目標①：収益性向上 

収益性向上については、経営革新等各種事業計画策定支援を実施し、計画策定事業者からは、

当所の支援に対して高い評価を得ている事から、収益性の向上に一定程度寄与したと考えられ

る。また、海外展開を含む販路開拓支援も実施し、商談等の成約率の高さもあり、事業者からは

継続した支援を求められている。 

 

目標②：事業所数の増加 

事業所数の増加については、直近の統計データは無いものの、当所独自で把握している商工業

者数については１．１％減少している状況である。経営環境が悪化する中で創業支援・事業承継

支援・事業継続計画策定支援により減少に歯止めを掛けている事については評価を得ている。 

 

目標③：地域経済活性化 

中心市街地の活性化では、中心市街地活性化協議会を通じて様々な事業を実施した。。中でも

空きビル・空き家の活用について、今後事業者を行いたい人とのマッチングを図る「まちなかデ

ベロッパー事業」により、中心市街地に新たな店舗が増えてきており、国・県・市からも高い評

価を得ている。しかしながら、重要拠点である米子市角盤町エリアにおいては、来街者数減少や

近隣店舗の売上げ減少が見受けられた。その原因としては同エリアの大型ショッピングセンター

の閉店が大きく影響している。 

広域連携による観光振興事業では圏域全体における情報発信力の強化や受入体制の整備とし

て着地型旅行商品の造成等を行い、観光関係者からは事業の継続を求められている。 

また、高速自動車道の４車線化については、１部の区間で付加車線の設置が決定するなど、要

望活動の成果があり、部分的ではあるが実現に近づいている。 
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【当所としての課題】 

 

第 1 期計画において、当市の主要産業である商業・サービス業を中心とした小規模事業者への各種

経営計画策定支援、販路開拓支援、創業支援、集団セミナー、専門家派遣等に特に力を入れ実施し、

事業者を後押しすることができたが、当所の支援体制の中で抱える課題として下記の３点が挙げられ

る。 

【課題①】 組織的な情報収集・分析、把握、活用、情報提供が未だ不十分である。課題解決への

支援を必要とする小規模事業者の掘り起こしが十分にできていない。 

【課題②】 小規模事業者における課題解決の把握と課題解決のためのノウハウの蓄積・共有化が

不足しており、経営指導員による個差が生じる状況にある。 

支援機関として、セミナー、イベント等集団事業に対しては強いものの、個別支援に

ついては経営指導員の経験、情報量に差があり、アフターフォローについても、定期

的な実施が徹底されておらず、支援機関としての組織的な質の向上を更に図ることが

必要である。 

 【課題③】 地域経済の活性化は、中心市街地活性化においては大型ショッピングセンターの閉店

により影響が出ている米子市角盤町エリア事業について、施設跡地の利用方法や事業の

方向性を再構築する事が喫緊の課題である。また、効果が見え始めている空き店舗活用

事業「まちなかデベロッパー事業」に関して継続的な取組みが求められている。 

広域連携による観光振興については、クルーズ客船寄港数の増加という機会を活かす

ために、情報発信力の強化や受入体制の整備が急務となっている。 

交通基盤の整備については、長期的な視点に立ち、引き続き要望活動を関係機関と連

携して進めていく必要がある。観光振興・交通基盤の整備については、広域での連携が

不可欠となるため、中海・宍道湖・大山圏域である鳥取県西部・島根県東部といった隣

接する地域と問題意識を共有し、圏域が一体となり推進を行う必要がある。 

 

 

【米子市の地域活性化戦略「第 3次米子市総合計画 2016～2025」】 

 

米子市では、「第 3次米子市総合計画 2016～2025」に基づき、中長期に生活充実都市・米子を目指

し、市民一人ひとりが、豊かな自然を享受しながら、働く場があって希望と誇りをもって充実した生

活を送ることのできるまちになうよう、①活力を生み出す商工業の振興、②圏域観光の宿泊拠点とし

ての魅力の向上、③地域を支える農業・漁業の振興、④中心市街地の活性化、⑤時代をひらく新たな

産業の育成、⑥企業立地の促進、⑦雇用環境の整備、⑧新たなにぎわいの創出と地域情報の発信、⑨

国際交流の推進に取り組むとしている。 

 

 

【中長期的な振興のあり方】  

 

 当地域の現状・課題等及び米子市が平成２８年に策定した「第 3 次米子市総合計画 2016～2025」

を踏まえ、当所における今後１０年の小規模事業者の振興方針・ビジョンを、「主に、当地域の主要

産業である商業・サービス業を中心とした小規模事業者への伴走型支援を実施し、中心市街地活性化

対策・インバウンド対策・地域資源を活かした観光振興の各取組を加速化し、ひと・もの・情報が行

き交う賑わいのあるまちづくりをすすめる」と定める。中長期的な振興のあり方は第 1期計画から変

わっていない。 
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【経営発達支援事業の方針と目標】 

 

第２期計画の方針と目標は第１期計画の取組み・成果を踏まえ継続とする。また第１期計画は計画

期間を３年間としたが、３年では成果を見えにくい点を考慮し、第２期計画は５年間で計画・実施し

ていく。 

第２期計画へ継続する理由としては、第１期計画の方針及び目標は小規模事業者支援機関として事

業者の支援に対する評価やニーズに応えるため、また地域総合経済団体として継続的に取組まなけれ

ばならないものであるため、第２期計画においても継続して設定する。 

 

【目標と実施方針】 

以下の目標及び実施方針について、後述の第２期計画（平成３０年４月１日～平成３５年３月３

１日）経営発達支援事業を通じて実現する。 

 

目標①：収益性の向上 

実施方針：地域経済を支える小規模事業者・中小企業者に対し、新事業展開・生産性向上・販路開

拓等の成長に向けた挑戦のサポートを、経営分析・事業計画策定・計画策定後の支援に

ついて一貫して実施し、事業者の収益性向上を実現する。 

 

目標②：事業所数の増加 

実施方針：創業支援による当地域の特性を活かした産業創出、また廃業低減につながる事業承継・

事業継続計画策定支援を通じて事業所数の増加を図る。 

 

目標③：地域経済活性化 

実施方針：行政や関係機関との連携を強化し、中心市街地の活性化や広域連携による観光振興事業

を推進し、賑わいの創出による地域経済の活性化を実現する。中心市街地活性化につい

ては角盤町エリアの事業再構築に加え、「まちなかデベロッパー事業」の推進、また、

観光振興事業については既存事業の推進に加えインバウンドに関する機会を捉え、情報

発信・観光素材づくりを含めた誘客戦略の立案を目指す。交通基盤の整備については米

子自動車道の４車線化に向けての活動を行うことで、観光・物流面における機能性の向

上を実現し、地域経済の活性化を図る。 
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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３０年４月１日～平成３５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】 

 

（１）第 1期計画の事業実施の評価 

（目標と実績の比較） 

① 商工会議所ＬＯＢＯ調査（年１２回、調査対象企業５社、公表回数１２回） 

② 日本商工会議所中小企業景況調査（年４回、調査対象企業２７社、公表回数１２回） 

③ 鳥取県商工会議所連合会中小企業景況調査（年４回、調査対象企業４６社、公表回数 

４回） 

     ④ 小規模企業振興委員景況調査（年４回、調査対象組合１４組合、公表回数４回） 

  ※全４調査とも目標通り実施。 

 

   （成果と反省点） 

第１期計画にて上記調査を行ったが、近隣地域・県内・全国の経済動向との比較が、回収

率の問題や業種によりサンプル数の偏りが伴うなど不十分だった為、小規模事業者に対し地

域動向について的確な指導は不十分となった。その他にも目的であった各種施策の要望実施

には至らなかったが、小規模事業者個社の業況を把握することで、企業支援ネットワークを

活用した経営改善計画の策定・ビジネスマッチング等と経営支援へと繋げた。 

 

 （２）外部有識者からの意見 

   （小規模企業振興委員より） 

現在の調査も全国と当地の業況等の比較を行い政策提言には必要とは思うが、具体的な施

策を提案するためには、調査の目的を明確にして行うべき。 

 

（３）今回の申請における取組みの方向性 

この度の計画においては、第 1期計画と同様全①～④の調査を行うが、「生産性向上」、「Ｉ

Ｔ利活用」、「事業承継」、「ビジネスマッチング事業」等にて実績のあった企業を調査先に選

定する等、目的を踏まえた調査先の選定及び調査目的の明確化を行い、また、事業所訪問等

により回収率を高め、業種毎の十分なサンプル数の確保の以上 3点の改善を行い、有意義な

回答を引き出す事に繋げていく。 

 

（４） 事業内容 

① 商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査（継続） 

ⅰ狙い 

日本商工会議所が、毎月全国ベースで行う各地域の調査に協力し、その集計結果をリアル

タイムで把握することにより、地域の小規模事業者・中小企業者との業況比較を行い、経

営に必要な情報を提供することを目的とする。 
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ⅱ調査対象企業 

当所 5社（全国約 3,140社） 

【内訳】建設業 当所 1 社（全国約 480 社）、製造業 当所 1 社（全国約 760 社）、卸

売業 当所 0 社（全国約 340 社）、小売業 当所 1 社（全国約 740 社）、サー

ビス業 当所 1社（全国約 820社） 

ⅲ分析等 

（調査項目）財務状況、従業員数の変動、資金繰り、賃金動向、女性の活躍推に向けた取

り組み、高齢者の活躍推進に向けた取り組み 等 

（調査方法）訪問調査等による聞き取りアンケート 

（実施回数）年 12回（毎月） 

（活用方法）調査結果集計後、ホームページでの公開及びメールマガジン配信よる情報提

供を行うとともに、随時、必要な場合は、施策要望・提言、相談時等にて活

用する。 

    ⅳ目標       

 
現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査結果 

公表回数 
12回 12回 12回 12回 12回 12回 

 

② 日本商工会議所中小企業景況調査（中小企業基盤整備機構委託分）（継続） 

ⅰ狙い 

地域商工業者の景況並びに経済動向等に関する情報の収集及び分析を行い、国・県・市の

施策並びに商工会議所等の支援業務の参考に資するとともに、小規模事業者等に対し、経

営に必要な情報を提供することを目的とする。 

 

ⅱ調査対象企業 

当所２７社 （全国約 8,000社） 

【内訳】建設業 当所３社（全国約 1,020 社）、製造業 当所６社（全国約 1,959社）、

卸売業 当所２社（全国約 506社）、小売業 当所７社（全国約 1,980社）、サ

ービス業 当所９社（全国約 2,535社） 

 

    ⅲ分析等 

（調査項目）財務状況、従業員数の変動、資金繰り、長・短期資金借入難度、借入金利、

在庫状況、新規設備投資内容、直面している経営上の問題点 等 

     （調査方法）訪問調査等による聞き取りアンケート 

     （実施回数）年 4回（6月、9月、11月、3月） 

（活用方法）調査結果集計後、ホームページでの公開及びメールマガジン配信よる情報提

供を行うとともに随時、必要な場合は、施策の要望や相談時等にて活用する。 

 

    ⅳ目標       

 
現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査結果 

公表回数 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

③ 鳥取県商工会議所連合会中小企業景況調査（継続） 

ⅰ狙い 

鳥取県下商工会議所地域の経済動向に関する収集及び分析を行い、県・市の施策並びに商

工会議所等の支援業務の参考に資するとともに、小規模事業者等に対し、経営に必要な情

報を提供することを目的とする。 
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ⅱ調査対象企業 

当所 ４６社（鳥取県下 112社） 

【内訳】建設業 当所８社（県内 23社）、製造業 当所１９社（県内 33社）、卸売業 当

所５社（県内 17 社）、小売業 当所５社（県内約 19社）、サービス業 当所９

社（県内約 20社） 

 

ⅲ分析等 

（調査項目） 財務状況、資金繰り、借入難度、自社の業況判断、直面している経営上の問

題点 

（調査方法）訪問調査等による聞き取りアンケート 

（実施回数）年 4回（4月、7月、10月、1月） 

（活用方法）調査結果集計後、ホームページでの公開及びメールマガジン配信による情報

提供を行うとともに、随時、必要な場合は、各種施策等に活用する。 

 

    ⅳ目標       

 
現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査結果 

公表回数 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

④ 小規模企業振興委員景況調査（継続） 

ⅰ狙い 

当所と小規模事業者との窓口的役割を担っていただくため、当所が小規模企業振興委員と

して委嘱している各業界団体の委員の方に対し、定期的に景況調査を行い、各業界の動向

を把握し、小規模事業者等に対し、経営に必要な情報を提供することを目的とする。 

 

ⅱ調査対象企業 

14組合 

 

ⅲ分析等 

（調査項目） 売上高、売上単価、資金繰り、借入難度、収益状況、各業界団体の業況判断  

（調査方法）ＦＡＸによるアンケート方式 

（実施回数）年 4回（四半期ごとに 1回） 

（活用方法）調査結果集計後、ホームページでの公開及びメールマガジン配信による情報

提供を行うとともに、随時、必要な場合は、各種施策等に活用する。 

 

    ⅳ目標       

 
現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査結果 

公表回数 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

 

（１）第 1期目の事業実施の評価 

  （目標と実績の比較） 

① 巡回相談による経営分析の実施 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

経営分析実績数 78社 73件 43件 

 注 1）29年度は 8月末時点。 
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（成果と反省点） 

第 1期計画では、一定程度の経営分析を行うことは出来たが、比較的従業員数の多い規模の

事業所に限定された。 

 

 

（２）外部有識者からの意見 

    （鳥取県からの意見） 

巡回訪問を通して小規模事業者のニーズを把握し、それぞれに柔軟に対応できる経営分

析への組織体制づくりをすべき。 

 

（３）今回の申請における取組の方向性 

第２期計画にいおいては、実績数を増やすために少人数で経営する小規模事業者でも取

組みやすいよう、国の経営分析ツールの活用を提案し、経営分析のハードルを下げていく

必要がある。 

 

（４）実施事業内容 

①巡回相談による経営分析の実施（継続） 

  ⅰ狙い 

小規模事業者でも経営分析に取組みやすいよう「ローカルベンチマーク」や「経営計画

つくる君」などの分析ツールを提案し、経営分析に取組む事業者数の底上げを図り、分析

結果を経営判断や経営計画策定に活用する事業者を増やす。 

   

ⅱ支援対象 

小規模事業者、中小企業者を中心とした事業者。 

 

  ⅲ情報収集の方法 

巡回訪問時に経営支援専門員等が事業者の様々な経営分析に関するニーズの聞き取り

ができるように、ヒアリングシートを持参する。 

 

  ⅳ活用方法 

巡回訪問によって得られた経営分析に関するニーズ等の情報を共有し、経営分析の支

援方法や体制について最適化を図る。 

 

 ⅴ目標 
支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析 

件数 
43件 80件 80件 80件 80件 80件 

       注 1)現状は 29年 8月末時点。 

 

ⅵフォロー体制 

経営分析の進捗状況について定期的に確認し、強み・弱みの把握等に抜けや漏れが無い

か経営支援専門員のみならず、「ミラサポ」、「よろず支援拠点」等の専門家派遣を活用し、

より精度の高い経営分析の支援・助言を行う。 

 

（１）第 1期目の事業実施の評価 

（目標と実績の比較） 

②各種セミナーの開催を通じた経営分析 

実施事業 

企業が直面する様々な経営リスクに対する解決策を提案する「経営リスクソリューション

セミナー」を経営分析の入り口として開催し、経営分析に繋げた。 
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各種セミナーの開催を通じた経営分析の実績 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

セミナー開催回数合計 
18回 

（10回） 

15回 

（10回） 

5回 

（10回） 

セミナー参加者数合計 
905人 

（300人） 

337人 

（300人） 

150人 

（300人） 

内、経営分析件数 
60件 

（170件） 

62件 

（180件） 

14件 

（190件） 

注 1）下段（ ）内は目標数  注 2）29年度は 8月末時点 

 

（成果と反省点） 

第１期計画では経営リスクソリューションセミナーを開催し、参加した事業者にセミナーテ

ーマに対する個別相談を呼びかけ、相談を通じて経営分析を行った。経営分析件数が目標に達

しなかった主な要因としては、業種・規模により直面する経営リスクは様々であるのに対し、

抽象的なテーマが多かったことから、事業者がテーマに関連するリスクに実感が沸かず、個別

相談による経営分析の必要性を感じなかったケースが見られた点が挙げられる。 

 

（２）外部有識者からの意見 

事業及び決算について監査を行う鳥取県からは、業種・規模に左右されにくい共通のテ

ーマであり、かつ深掘りした具体的なテーマを取り上げる必要があるとの意見を頂いた。 

 

（３）今回の申請における取組の方向性 

第２期計画では事業者が経営課題を認識し、経営分析の必要性をより感じるよう、業種・

規模に左右されにくい共通のテーマで、かつ深掘りした具体的なテーマを取り上げたセミ

ナーを実施し、経営分析の件数増加を図る。具体的には人手不足に対応するための「生産

性向上」、「ＩＴ利活用」、「経営体質の変革」等のテーマを設定し、経営分析の入り口とし

てのセミナーを開催する。 

 

（４）事業内容 

   ②各種セミナーの開催を通じた経営分析（継続） 

ⅰ狙い 

     多くの業種で共通する課題である人手不足に対応した「生産性向上」、「ＩＴ利活用」、

「経営体質の変革」等のテーマでセミナーを開催する事で、より経営分析の必要性を実感

してもらい、分析件数の増加を図る。 

 

ⅱ支援対象 

      業種及び規模を問わず、管内の小規模事業者・中小企業者。抽出方法は各セミナーに参

加した事業者に対し、経営分析に関する個別相談や後日相談を案内し抽出する。 

 

ⅲ情報収集の方法 

      各セミナー参加者はそれぞれのテーマ（経営リスク）に対し課題を感じていると考えら

れるため、個別相談や後日相談を案内し、相談を通じて情報を収集する。 

 

ⅳ経営分析方法と分析項目 

＜財務分析＞ 

決算書等の財務諸表から損益分岐点分析・経営指標分析・ＣＦ分析を行う。 
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＜定性分析＞ 

各セミナーテーマに関連する課題を抱えているという仮説のもと、経営者にヒアリングを

行い、定性情報を取集。得られた事実から「弱み」を設定し、その原因を深掘りする。 

 

ⅴ活用方法 

      分析結果を事業者に提示・共有する事で、解決策の検討や戦略策定に活用する。 

 

ⅵ目標 

      実績を踏まえた当事業の目標は以下の通り。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー開催回数 5回 10回 10回 10回 10回 10回 

セミナー参加者数 150人 300人 300人 300人 300人 300人 

内、経営分析件数 14件 200件 200件 200件 200件 200件 

  注１）現状は 29 年 8月末時点 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）第１期目の事業実施の評価 

（目標と実績の比較） 

① 事業計画策定支援（事業計画策定セミナーの開催） 

② 創業計画策定支援 

③ 第２創業（経営革新）計画策定支援 

④ 事業承継計画策定支援事業 

⑤ 中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援事業 

 

実施事業 

「事業計画策定支援（事業計画策定セミナーの開催）」についてはセミナー及び個別相談

会を通じて事業計画策定支援を行った。 

「創業計画策定支援」については創業塾の開催と窓口相談を通じて創業計画策定支援を

行った。 

「第２創業（経営革新）計画策定支援」については事業者が直面する様々な経営課題に

対して、第２創業（経営革新）による解決を図るべく経営革新計画の策定を支援した。 

  「事業承継計画策定支援事業」については、事業承継に関するアンケート（Ｐ.１５ 平

成２７年１０月実施事業承継実態に関するアンケート調査結果※一部抜粋）を実施。調査結

果によると後継者未定企業数のうち 12.0％が M&A による売却を考えているため、当所では

専用サイト「BIZBATON（インターネット M&Aマッチングサービス）」を開設し、現在 23社の

相談対応を行った。 

  中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援事業については、大規模災害等発生時において

BCP 計画を策定することで早期に回復・事業継続に繋がる必要性をセミナーやワークショッ

プを開催し、小規模事業者・商工事業者に普及を行った。 

※各事業の目標と実績の比較については以下のを参照。 

 

事業計画策定セミナーの実績 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

事業計画策定セミナー参加者数 
34人 

（30人） 

76人 

（30人） 
－ 

事業計画策定件数 
11件 

（20件） 

20件 

（25件） 
5件 

注 1）下段（ ）内は目標数  注 2）29年度は 8月末時点 
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創業計画策定支援の実績 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

創業塾開催回数 
2回 

（2回） 

2回 

（2回） 

1回 

（2回） 

創業塾登録者数 
86人 

（65人） 

82人 

（65人） 

32人 

（65人） 

創業窓口相談者数 
33人 

（55人） 

59人 

（60人） 

31人 

（65人） 

注 1）29年度は 8月末時点  注 2）下段（ ）内は目標数 

 

第２創業（経営革新）計画策定支援の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

注 1）29年度は 8月末時点  注 2）下段（ ）内は目標数 

 

 

事業承継計画策定支援事業の実績 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

セミナー開催回数 

セミナー参加者数 

2回（1回） 

57名 

1回（1回） 

12名 

1回（1回） 

0名 

個別相談会相談件数 0社 

（1社） 

20社 

（1社） 

3社 

（1社） 

専門家派遣件数 

（コーディネーター） 

0社 

（2社） 

0社 

（2社） 

20社 

（2社） 

事業計画策定件数 1社 1社 0社 

注 1）（ ）内は目標数  注 2）29年度は 8月末時点 

 

平成 27 年 10月実施事業承継実態に関するアンケート調査結果※一部抜粋 

調査対象企業数：288 社（有効回答企業数：259社）※代表者 65歳以上対象 

 

 

 

 
 

 

注１）未定内訳 ・後継者は未定だが、後継者候補はいる       16.0％ 

・後継者は未定、後継者候補無し、事業は継続したい 13.3％ 

         ・後継者がいない為 M&Aによる売却を検討      12.0％ 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

第２創業（経営革新

等）支援者数 

※県独自施策含む 

77社 

（77社） 

36社 

（85社） 

23社 

（94社） 

説明会開催回数 1回 

（2回） 

1回 

（2回） 

- 

（2回） 

説明会参加者数 34人 

（30人） 

20人 

（30人） 

- 

（30人） 

  後継者の有無 
後継者が決まって

いる 

未定 

※注１ 

廃業 社長が若く後継者

を決める必要なし 

経営者の年齢 

①65歳以上～69歳以下 48 51.1% 36 38.3% 4 4.3% 6 6.4% 

②70歳以上～74歳以下 21 37.5% 26 46.4% 2 3.6% 7 12.5% 

③75歳以上～79歳以下 23 74.2% 6 19.5% 1 3.2% 1 3.2% 

④80歳以上 13 56.5% 9 39.1% 0 0.0% 1 4.3% 

合計 69 46.0% 62 41.3% 6 4.0% 13 8.7% 
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中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援事業実績 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

セミナー開催回数 

セミナー参加者数 

1回（1回） 

7名 

1回（1回） 

7名 

0回（1回） 

0名 

ワークショップ開催回数 0回 

（1回） 

1回 

（1回） 

0回 

（1回） 

専門家派遣件数 0件 

（1回） 

0件 

（1回） 

0件 

（1回） 

事業計画策定件数 0社 0社 0社 

注 1）（ ）内は目標数  注 2)29年度は 8月末時点 

 

（成果と反省点） 

「事業計画策定セミナー」については事業計画策定等に関するセミナー・個別相談会の開

催により、事業計画策定を目指す小規模事業者の支援を行う事が出来た。事業計画策定件数

が目標に達しなかった主な原因としては、セミナー開催により事業計画の必要性について概

ね理解を得られたところであるが、事業者が日々の仕事に追われる中で「計画策定に時間を

割くメリットが見えにくい」という声も多く聞かれた為、計画策定のメリットを訴求する必

要がある。 

「創業計画策定支援」については創業者の心構えに始まり、経営全般の知識習得を目的と

した「創業塾」の開催や、フォローの仕組みとしての「窓口相談体制の強化」を実施した。

創業塾を経て実際に創業に至ったのは約１割に留まった。目標設定には無かったが創業率が

１割に留まった原因として、参加者の準備段階にバラつきがあり、初期段階の参加者が約８

割と多かったにも関わらず、創業塾の内容が「実務知識」中心であったために、創業に踏み

切る機会としての効果は限定的であったと考えられる。 

「第２創業（経営革新）計画策定支援」については第２創業（経営革新）による課題解決

を図るべく経営革新計画の策定を支援し、新規事業の実施により、客数の増加・客単価の上

昇など計画を上回る業績を挙げた事業者もあったが、計画未達成、あるいは新規事業の見直

しを図るケースも散見された。支援者数が目標に達しなかった主な原因は、県独自施策の事

業者に対する補助金制度は年度によって予算の増減があり、予算が少ない年度は事業者のモ

チベーションが低下し、計画策定を断念する事業者が多かった事が挙げられる。また、計画

を策定したものの未達成であった事業者に調査をしたところ、「人材不足」、「業務増加によ

る効率の低下」など内部環境における「弱み」の要素が理由に挙がり、新規事業にチャレン

ジする体制が確立されていなかったケースが多く見受けられた。 

「事業承継計画策定支援事業」については、アンケートを実施。調査結果によると後継者

未定企業数のうち 12.0％が M&A による売却を考えているため、当所では専用サイト

「BIZBATON（インターネット M&Aマッチングサービス）」を開設し、現在 23社の相談対応を

行っている。更にアンケートを分析し、緊急性の高い事業者より支援を行っているが、専門

コーディネーター1名での対応である為、１件の相談対応に要する時間がかかり支援が進ん

でいない状況で早期の改善が必要である。セミナーにおいては、事業承継に向けた準備の必

要性の認識度を高める為、小規模事業者を中心に事業承継の基礎知識と計画的な取組みの重

要性について周知したが、支援案件までには至っていない状況である。 

「中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援事業」については、大規模災害等発生時におい

て BCP計画を策定することで早期に回復・事業継続に繋がる必要性をセミナーやワークショ

ップを開催し、小規模事業者・商工事業者に普及を行った。しかし、事業所においてはテー

マが難しく捉えられるのか参加する事業所が少なかったので案内等を含め改善を図る。 
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（２）外部有識者からの意見 

事業及び決算について監査を行う鳥取県から、「事業計画策定セミナー」については事業計

画に基づく経営の重要性を普及させる為には、どういうメリットがあるか具体的に示す必要が

あるのではとの意見があった。 

「創業計画策定支援」については、創業塾をこれまで「参加しやすさ」を重視し受講料を無

料としていたが、有料とすることで準備が進んだ段階の参加者に絞られるのではないかとの意

見があった。 

   「第２創業（経営革新）計画策定支援」については第２創業（経営革新）に取組む事で全て

の課題が解決すると誤解している事業者が見受けられるため、事業者の現状に合わせた施策の

提案を強化する必要があるのではないかとの意見があった。 

「事業承継計画策定支援事業」については、中小企業基盤整備機構中国本部のコーディネー

ターより、事業承継に関する基礎知識と計画的な取組みの重要性を周知し、案件の掘り起こし

をするのは良いが、事業承継には明確な期限が無いため、日頃から身近な支援機関等が事業の

将来を見据えた積極的な対話から事業承継に向けた早期計画的な取組みを促すことが大切で

ある。また、個別相談においても経営者個人や親族の財産にかかわるセンシティブな問題なた

め十分な配慮が必要であるとの意見。 

「中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援事業」については、鳥取県より、災害時において

事業者に取って業務の継続が１番重要であり、通常業務より地域小規模事業者・中小企業者の

経営状況を十分に把握した上で、当計画の重要性を伝え、当事業に取り組んで欲しいとの意見。 

 

（３）今回の申請における取組の方向性 

「事業計画策定セミナー」については、事業計画に基づく経営のメリット（成長戦略・競争

戦略等による持続的発展）を訴求する事で、セミナー参加者及び個別相談件数を増加させ、計

画策定件数の増加を図る。 

   「創業計画策定支援」については、創業に至る準備段階を分け、そのステージごとの課題や、

次のステージに移行しない理由を考慮した内容にする事で、参加者や窓口相談の増加を図ると

ともに、創業計画策定件数の増加及び創業率の上昇を図る。 

「第２創業（経営革新）計画策定支援」については、本来ならば、企業の成長プロセスは「内

を固めて（利益の出せる体制を整備する）、外に打って出る（チャレンジする）」この２段階を

経るのが妥当であり、事業者がどの段階であるかを見極めながら支援を行い、計画達成率の向

上と支援者数の増加を図る。 

「事業承継計画策定支援事業」については、上記アンケート結果・セミナーアンケート結果・

個別相談内容等で、緊急性・重要性、後継者の有無の状況等にて相談内容を区分し、セミナー

の開催、個別相談会、専門家派遣等による計画策定等の対応を行う。 

「中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援事業」については、経営者・社員の危機管理意識

の向上をはかるため、引き続き、経営者・社員の安全確保、資産保全の観点や取引先からの信

頼を得るためにも BCP 計画を策定する重要性を理解するためのセミナー、個別相談等を開催

し、専門家派遣等によりＢＣＰ計画作成への対応を行う。 

 

（４）事業内容 

①事業計画策定支援（事業計画策定セミナーの開催）（継続） 

ⅰ狙い 

     事業計画策定セミナーを通じて、事業計画に基づく経営の重要性について理解を得る為

に、ＰＤＣＡサイクルの活用による事業の成長や競合他社との競争における優位性の確立

等のメリットを訴求し、計画策定件数の増加を図る。 
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ⅱ支援対象 

      経営分析支援を通じて事業計画を策定しようとする小規模事業者・中小企業者、または

既存計画のブラッシュアップを図りたい小規模事業者・中小企業者。 

 

ⅲ事業計画策定における指導内容 

事業者を取巻く外部環境・内部環境の分析をもとにＳＷＯＴ分析を行い、問題点・課題

を抽出。それらを具体的に解決していくための解決策の導き方や、アクションプランの策

定方法を指導する。 

また、計画実行に必要な場合、小規模事業者経営発達支援融資制度の積極的な活用や、

ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金、小規模事業者持続化補助金などの各種申請について

も指導を実施する。 

 

ⅳ目標 

実績を踏まえた当事業の目標は以下の通り。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セミナー

開催回数 
0回 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定セミナー

参加者数 
0人 40人 40人 40人 40人 40人 

事業計画策定件数 5件 25件 25件 25件 25件 25件 

      注１）現状は 29年 8月末時点。 

 

②創業計画策定支援（継続） 

ⅰ狙い 

    創業に至る準備段階を細分化し、そのステージごとの問題点や解決方法を考慮した創業支

援を行う事で、創業塾参加者や窓口相談の増加を図るとともに、創業率の上昇を図る。 

 

    ⅱ支援対象 

当地域において創業に向けて準備をしている「潜在的創業希望者」、「初期創業準備者」、

「創業準備者」を支援対象とする。各ステージの定義は以下の通り。 

 

潜在的創業希望者 
創業を将来の選択肢の１つとして認識している

が、現時点では何も準備をしていない者 

初期創業準備者 

創業したいとは考えており、他者への相談や情報

収集を行っているものの、事業計画の策定等、具

体的な準備を行っていない者 

創業準備者 創業に向けて具体的な準備をしている者 

                        ※出典「2014年度版 中小企業白書」 

 

ⅲ創業計画策定における指導内容 

○創業塾 

「潜在的創業希望者」への指導内容（第１ステージ） 

潜在的起業希望者が創業の準備に踏み切らない理由の特徴として、「アイデアを事

業化する方法が分からない」、「周囲に起業家がいないため現実味がない」といった点

が挙げられる。こういった点を考慮し、セミナー形式の支援でノウハウ提供や起業家

との交流を行い、創業の準備に踏み切るような指導を実施し、次のステージに進んだ

段階で創業計画策定の支援にあたる。 
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「初期創業準備者」、「創業準備者」への指導内容（第２ステージ） 

セミナー形式の支援で次のステージに進んだ初期創業準備者及び創業準備者にお

いては「経営・専門知識」や「資金調達の方法」について課題を感じている割合が高

いため、創業塾のようなスクール形式でそれらの課題克服を支援し、創業計画の策定

支援に繋げる。 

○窓口相談 

窓口相談では各準備段階において、次のステージに移行できない要因・問題点をヒ

アリングにより見える化し、解決策の提案や「よろず支援拠点」等各支援機関との連

携を図り、具体的な指導を行っていく。 

 

ⅳ目標 

実績を踏まえた当事業の目標は以下の通り。 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業塾開

催回数 
1回 2回 2回 2回 2回 2回 

創業塾参

加者数 
32人 65人 65人 65人 65人 65人 

創業窓口

相談者数 
31人 55人 60人 65人 65人 65人 

創業計画

策定件数 
63件 120件 125件 130件 130件 130件 

      注１）現状は 29年 8月末時点 

 

③第２創業（経営革新）計画策定支援（継続） 

ⅰ狙い 

  企業の成長プロセスを念頭に置き、事業者がどの段階であるかを見極めながら支援を行

う事で、計画達成率の向上と支援者数の増加を図る。 

 

ⅱ支援対象 

   経営分析を通じて更なる成長を第２創業（経営革新）計画に基づき実現しようとする小

規模事業者・中小企業者。 

 

ⅲ事業計画策定における指導内容 

事業者の現状・成長段階に応じて、生産性向上により利益の出せる体制づくりが優先され

る場合は国の「経営力向上計画」を、チャレンジする体制が整っている場合は「第２創業

（経営革新）計画」の策定を提案し、これらの計画策定を指導する。 

○経営力向上計画及び鳥取県版経営革新計画策定支援 

生産性向上及び新規事業に取組む事業者に対し、経営強化法に基づく「経営力向上

計画」及び鳥取県独自の「第２創業（経営革新）計画」策定を提案し、現状分析から

アクションプラン策定まで経営者と共に考え、アドバイスを行いながら計画策定を指

導する。 

○経営力向上計画・経営革新計画説明会及び個別相談会の開催 

各計画の趣旨及び事業計画に基づく経営の重要性を啓蒙するとともに、認定を受け

る事によって活用できる支援施策（税制優遇・金融支援・補助金等）の説明を行い、

計画の達成を後押しする。また説明会終了後に個別相談会を実施し、伴走型支援に繋

げる。 
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ⅳ目標 

実績を踏まえた当事業の目標は以下の通り。 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

説明会開催回数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

説明会参加者数 0人 30人 30人 30人 30人 30人 

経営革新計画策定

件数 
16社 30社 30社 30社 30社 30社 

経営力向上計画策

定件数 
7社 30社 30社 30社 30社 30社 

 

       注１）現状は 29 年 8月末時点 

 

   ④事業承継計画策定支援事業（継続） 

    ⅰ狙い 

地域小規模事業者・中小企業者に対し、事業承継に向けた早期取組の重要性を周知すると

ともに地域における事業承継支援体制を強化し、円滑な事業承継、事業の継続・発展を目

指す。 

 

    ⅱ支援対象企業 

地域小規模事業者・中小企業者・６５歳以上の経営者 

 

    ⅲ支援方法・成果 
      区分Ａ 区分Ｂ 区分Ｃ 

 

支援対象 

・M&Aを検討中 

・廃業予定 

・後継者候補決定 

・後継者は未定だが、後継者

候補はいる 

・後継者は未定、後継者候補

無し、事業は継続したい 

・社長が若く後継者を決める

必要なし 

・事業承継への問題意識が無

い 

 

 

 

 

支援内容 

・専用サイト BIZBATON 

（インターネット M&Aマッチ

ングサービス）の活用 

・鳥取県事業引継ぎ支援セン

ターとの連携支援等活用 

・とっとり企業支援ネットワ

ークとの経営改善計画策

定支援等活用 

・鳥取県事業引継ぎ支援セン

ターとの連携支援活用 

・専門家派遣等の活用 

・各種事業承継関連セミナー

の開催 

・鳥取県事業引継ぎ支援セン

ターとの連携支援活用 

・専門家派遣等の活用 

・事業承継アンケート調査 

・実践型研修会の開催 

・各種事業承継関連セミナー

の開催 

実施時期 随時 随時 年２回 

 

効 果 
・円滑な事業承継・継続 

・廃業解決 

・新規創業 

・円滑な事業承継・継続に向

け認識力向上 

・廃業解決に向けての認識力

向上 

 

・事業承継の基礎知識と   

 計画的な取組みへの認識

力向上 

目 標 （事業計画策定） 

３０年 ２社 

３１年 ２社 

３２年 ３社 

３３年 ４社 

３４年 ５社 

（個別相談会参加者） 

３０年 ４社 

３１年 ４社 

３２年 ６社 

３３年 ８社 

３４年 １０社 

（セミナー参加者） 

３０年 ２０社 

３１年 ２０社 

３２年 ２５社 

３３年 ３０社 

３４年 ４０社 
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⑤中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)作成支援事業 

ⅰ狙い    

大規模災害時等の様々なリスクに備えたＢＣＰ計画の策定と普及啓発による危機管理

意識の向上 

  

ⅱ支援対象  

小規模事業者・中小事業者 

   

ⅲ支援内容   

・セミナー、ワークショップの開催による普及啓発と BCP計画の策定 

・専門家による個別計画作成支援 

 

ⅳ目 標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー開催回数 

セミナー参加者数 

0回 

 

1回 

15名 

1回 

15名 

1回 

15名 

1回 

15名 

1回 

15名 

ワークショップ開催回数 

ワークショップ参加者数 

0回 1回 

15名 

1回 

15名 

1回 

15名 

1回 

15名 

1回 

15名 

専門家派遣件数 0件 1件 1件 1件 1件 1件 

     注 1)現状は 29 年 8月末時点 

 

ⅴフォロー体制 

セミナー、ワークショップの参加者に対しアンケート調査を行い、計画作成に興味を持

った事業者に対しては計画作成の為に専門家を紹介する等サポートを実施する。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（１）第１期目の事業実施の評価 

（目標と実績の比較） 

①事業計画策定セミナー開催後の実施支援 

②創業計画策定後の実施支援 

③第２創業（経営革新）計画策定後の実施支援 

     実施事業 

第１期計画については定量的目標を設定していないが、セミナーや個別相談を通じて事

業計画・創業計画・第２創業計画を策定した事業者に対し、策定した事業計画のスケジュ

ール管理表をもとに、経営支援専門員等により事業計画の進捗状況を定期的（概ね四半期

ごと）に把握しフォローを行った。 

（成果と反省点） 

実施支援を行い、計画の進捗状況は概ね把握できたものの、策定した事業計画が未達成

であった場合のフォロー体制について、原因分析等の細かなフォローは限定的となった。

原因としては事業者の多くが計画策定に注力はするものの、運用に関する重要性について

理解・浸透が徹底されておらず、未達成の場合の対応に関心が薄かった事が挙げられる。 

 

④業承継計画策定後の支援 

 実施事業 

  フォローアップ件数及び計画後の実績は以下の通り。 
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支援内容 27年度 28年度 29年度 

フォローアップ件数 

専門家派遣（コーディネーター）等 
1社 １社 20社 

計画後の実績 Ｍ&Ａ1社 0社 0社 

注 1）29年度は 8月末時点。 

  

（成果と反省点） 

第 1期計画においては、とっとり企業支援ネットワーク支援の案件により事業計画策定

後の資産の承継相談、譲渡契約相談等において専門家派遣を行いＭ＆Ａの実績へと繋がっ

た。また、当所では専用サイト「BIZBATON（インターネットＭ＆Ａマッチングサービス）」

を開設した後に 23社の個別相談対応を行っている。 

現在では、緊急性の高い事業者を重点に支援を行っているが、専門コーディネーター1

名での対応である為、１件の相談対応に要する時間がかかり支援が進んでいない状況で早

期改善が必要である。 

 

⑤中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）セミナー及び計画策定ワークショップ開催後の支援 

実施事業 

第１期計画については定量的目標を設定していないが、ＢＣＰ計画策定に向けセミナー

及びワークショップに参加した事業者に対して、随時の個別相談受付に関する案内を行っ

た。しかしながら、聞き取りによる調査では策定後の運用・見直しに関するニーズは無く、

実施支援には至らなかった。 

 

（成果と反省点） 

 セミナー等の開催で計画策定への理解は概ね得られたものの、大規模な災害による直接

的な被害がほとんど無い中で、計画運用・見直しへの理解や重要性が浸透せず、実施支援

に至らなかったと考えられる。 

 

（２）外部有識者からの意見 

事業及び決算について監査を行う鳥取県からは、計画の運用に関する重要性について、計画

策定段階から浸透を図っていく必要があるのではないかとの意見があった。 

また、事業承継計画策定後の実施支援については、中小企業基盤整備機構中国本部のコーデ

ィネーターより以下の意見を頂いた。 

・事業承継計画策定後においても、「人・資産・知的資産」等と多岐に渡った諸問題等が発生

し、小規模事業者・中小企業者の知識向上も必要となる為、「人・資産・知的資産」といっ

たテーマ毎の個別相談会の実施が必要である。また、鳥取県事業引継ぎ支援センター等の支

援機関や弁護士、税理士等の専門家との連携にてスピーディーな対応も必要である。 

 

（３）今回の申請における取組の方向性 

①事業計画策定セミナー開催後の実施支援 

②創業計画策定後の実施支援 

③第２創業（経営革新）計画策定後の実施支援 

計画の進捗状況に加え、計画未達成であった事業者に対し、ＰＤＣＡサイクルの重要性や

原因分析の必要性を訴求し、新たな課題解決に向けた支援を行う事で実施支援件数の増加を

図る。 

④業承継計画策定後の支援 

引き続き、緊急性、重要性、後継者の有無の状況等を踏まえ相談内容を区分し対応を行う

他、事業承継に関する経営支援専門員等の事業承継に対するスキル向上を行うとともに各支

援機関等と連携し、迅速な対応を行う。 
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⑤中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）セミナー及び計画策定ワークショップ開催後の支援 

ＢＣＰを管理するＢＣＭ（事業継続マネジメント）の実践を推奨し、その効果（経営資源

の把握、人材育成、業務効率化等）についても示すことで、運用の重要性について浸透を図

っていく。 

 

（４）事業内容 

①事業計画策定セミナー開催後の実施支援（継続） 

ⅰ狙い 

      実施支援の際に計画の進捗状況に加え、計画未達成であった事業者に対し、ＰＤＣＡサ

イクルの重要性や原因分析の必要性を訴求することで実施支援のニーズを喚起し、支援件

数の増加を図る。 

 

ⅱ支援対象 

     事業計画策定セミナーに参加し、計画を策定した小規模事業者・中小企業者。 

 

ⅲ事業計画実施支援における指導内容 

     計画が未達または未達見込みの場合は、目標と実績のギャップがなぜ発生したのか、原因

を掘り下げて課題を見える化する。その課題に対し、解決策を検討する事で計画の修正・見

直しを指導する。計画を達成または達成見込みの場合はフォローの頻度は下げるが、計画期

間中は実施支援を継続する。 

 

    ⅳフォローの頻度 

     概ね四半期に１回とする。計画を達成または達成見込みの場合は半期に１回とする。 

 

ⅴ目標 

  

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者

に対するフォローア

ップ延べ回数 

2件 20件 20件 20件 20件 20件 

注１）現状は 29 年 8月末時点。 

 

②創業計画策定後の実施支援（継続） 

ⅰ狙い 

     実施支援の際に計画の進捗状況に加え、ＰＤＣＡサイクルの重要性や原因分析の必要性

を訴求することで実施支援のニーズを喚起し、支援件数の増加を図る。 

 

ⅱ支援対象 

     創業塾に参加し、創業計画を策定した創業者。 

 

ⅲ創業計画実施支援における指導内容 

○「創業塾」終了後の計画実施支援（継続） 

創業者が創業後に課題として挙げる事の多い「販売先の確保」、「資金調達」等の解決に

向け、経営支援専門員を始め、「ミラサポ」、「よろず支援拠点」等の専門家と連携しなが

ら多面的な支援を行っていく。 

 

○窓口相談後に策定された創業計画の実施支援（継続） 

常設の窓口相談を利用した創業者に対しても、創業塾と同様の支援を行っていく。 
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    ⅳフォローの頻度 

     概ね四半期に１回とする。計画を達成または達成見込みの場合は半期に１回とする。 

 

ⅴ目標 

      

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業計画策定事業者

に対するフォローア

ップ延べ回数 

32件 60件 60件 60件 60件 60件 

注１）現状は 29 年 8月末時点。 

 

 

③第２創業（経営革新）計画策定後の実施支援（継続） 

ⅰ狙い 

     実施支援の際に計画の進捗状況に加え、計画未達成であった事業者に対し、ＰＤＣＡサ

イクルの重要性や原因分析の必要性を訴求することで実施支援のニーズを喚起し、支援件

数の増加を図る。 

 

ⅱ支援対象 

      セミナーや個別相談に参加し、第２創業（経営革新）計画を策定した小規模事業者・中

小企業者。 

 

ⅲ事業計画実施支援における指導内容 

○経営力向上計画及び鳥取県版経営革新計画策定後の実施支援（継続） 

各計画策定事業者に対して、進捗状況や目標達成状況について調査を行う。経営力向

上計画により生産性向上を目指す事業者においては「人材育成」、経営革新計画により

新事業展開を目指す事業者においては「販路開拓」についての課題が多いため、それら

の解決策の検討について、「ミラサポ」や「よろず支援拠点」等の専門家と連携して多

面的な視野・切り口を持ってフォローを行う。 

     

ⅳフォローの頻度 

概ね四半期に１回とする。計画を達成または達成見込みの場合は半期に１回とする。 

 

ⅴ目標 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営力向上計画策定

事業者に対するフォ

ローアップ延べ回数 

0件 80件 80件 80件 80件 80件 

経営革新計画策定事

業者に対するフォロ

ーアップ延べ回数 

25件 80件 80件 80件 80件 80件 

注１）現状は 29 年 8月末時点。 

 

   ④事業承継計画策定後の支援（継続） 

 

    ⅰ狙い 

小規模事業者・中小企業者のスムーズな事業承継を行う為、企業等が有する技術、信用、

顧客、資産等の貴重な経営資源を把握し具体的な課題を抽出。 
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    ⅱ支援対象企業  

事業承継計画策定後の地域小規模事業者・中小企業者 

 

    ⅲ支援方法 

○鳥取県事業引継ぎセンター及び中小企業基盤整備機構中国本部と連携し「人・資産・

知的資産」といったテーマ毎の個別指導を実施する。のフォローを行う。 

○財産整理や譲渡契約及び雇用者の再就職等支援等の専門的な支援については、弁護

士、税理士、社会保険労務士等の専門家派遣（ミラサポ等）を活用する。 

 

    ⅳフォロー体制 

当所専任コーディネーターによる訪問相談及び状況確認。 

 

    ⅴ目標         

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継計画策定事

業者に対するフォロ

ーアップ延べ回数 

26件 50件 50件 50件 50件 50件 

 

注 1）29年度は 8月末時点。 

 

⑤中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）セミナー及び計画策定ワークショップ開催後の支援（継続） 

ⅰ狙い 

ＢＣＰ計画策定段階から運用・定期的な見直しについて事業者の理解を深めることで、

組織の活動として定着を図り、実施支援ニーズを喚起して件数の増加を図る。 

 

ⅱ支援対象 

中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）セミナー及び計画策定ワークショップに参加し、計画

策定・運用に取組む小規模事業者・中小企業者。 

 

ⅲ中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）実施支援における指導内容 

緊急時における事業の継続・復旧については従業員の協力が必要不可欠であり、策定し

たＢＣＰの内容が従業員に共有されているか、また平常時に訓練を実施しているか等、運

用状況を確認する。また、外部環境や内部環境の変化に既存計画が対応しているかどうか、

見直しの必要性についても確認する。 

 

ⅳフォローの頻度 

概ね四半期に１回とする。運用や見直しが成されている場合は年に１回とする。 

 

ⅴ目標 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ＢＣＰ計画策定事業

者に対するフォロー

アップ延べ回数 

0件 20件 20件 20件 20件 20件 

注１）現状は 29 年 8月末時点。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）第 1期目の事業実施の評価 

①海外展開支援事業 

（実施実績） 

   第 1期計画においては、小規模事業者等に海外展開へ取組み方法を中心に鳥取県が海外

展開の支援を行う韓国・台湾・中国・ロシア・東南アジア（ベトナム）等の市場環境、法

制度、商習慣等の需要動向情報提供を重点的に実施。 

  ※６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関することにて詳細報告を記載（Ｐ.２７参照） 

 

   （成果と反省点） 

第 1期計画においては、行政主導の情報提供のみを行い、十分な需要動向情報を活用し

た取組みとは至らなかった為、具体的な需要動向調査は行わなかった。 

 

 （２）外部有識者からの意見 

（中小基盤整備機構海外販路開拓支援プロジェクトマネージャーの意見） 

      顧客ニーズをより明確化する需要動向情報を収集・提供すると共に更に小規模事業者等

の個別の需要動向情報の収集・提供支援を行うことが必要。 

 

（３）今回の申請における取組みの方向性 

   第２期計画においては、これまで未実施だった具体的な需要動向調査を行うため、販路

開拓・拡大へ意欲のある小規模事業者等に対し、「自社商品の商圏の市場規模」や「消費動

向に基づく市場性」など具体的な需要動向調査行う。 

 

（４）事業内容 

①商圏拡大・需要獲得需要動向調査（新規） 

ⅰ狙い 

個社の商品等に対する改善点や潜在的な消費者ニーズの把握 

 

ⅱ支援対象 

米子市内の小規模事業者（食品関係製造卸・小売業） 

 

ⅲ実施時期 

年 3回（8月中旬、11月中旬、2月中旬） 

※当所が主催する下記商談会等開催時に実施 

・米子がい～な境がい～な「食」商談会 

・中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業ビジネスマッチング商談・展示会 

 ・鳥取県産品展示商談会 

 

ⅳ調査方法 

商談開催時にバイヤー企業に対し、参加事業者側の商品の価格設定・デザイン・商品分

量等の改善点等の調査を行う。アンケートの具体的な項目等は次表の通り。 
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調査フィールド 
米子がい～な境が

い～な「食」商談会 

中海・宍道湖・大山圏

域ものづくり連携事

業ビジネスマッチン

グ商談・展示会 

鳥取県産品展示 

商談会 

実施時期 8 月 11 月 2 月 

参加予定 

バイヤー数 
30 社 80 社 70 社 

１社あたりサン

プル数（商談数） 
6 商談 2 商談 3 商談 

 調査項目 

・商品の品質（味、量、見た目、匂い等） 

・デザイン 

・ネーミング 

・価格 

・ニーズ（現在取り扱っている商品に関する悩み等） 

・その他（商品についての改善・改良点やその他意見等） 

  

ⅴ活用方法 

調査結果を参加事業所にフィードバックし、商品改善、新商品の開発等の経営分析に活

用してもらう。また、バイヤー等がどういった視点で商品・製品を評価しているのか、当

所経営支援専門員で情報を共有し、商品開発や販路開拓支援に役立てる。 

 

  ⅵ目標 

  

 

 

 

 

 

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）第 1期目の事業実施の評価 

①海外展開支援事業 

（目標と実施の比較） 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

韓国・香港等への海外

展開個別相談件数 

8社 

（10社） 

6社 

（12社） 

4社 

（14社） 

セミナー開催 

回数・参加者数 

1回 25名 

（1回）（25名） 

2回 103名 

（1回）（33名） 

1回 13名 

（1回）（40名） 

海外展開支援件数 
0社 

（目標設定なし） 

1社 

（目標設定なし） 

0社 

（目標設定なし） 

海外進出件数 
0社 

（目標設定なし） 

1社 

（目標設定なし） 

0社 

（目標設定なし） 

注 1)下段（ ）内は目標数。  注 2)29 年度は 8月末時点。 

 

   （成果と反省点） 

新たな販路として海外市場の開拓を目指す小規模事業者を支援すべく、鳥取県が海外展

開の支援を行う韓国・台湾・中国・ロシア・東南アジア（ベトナム）等の市場環境、法制

度、商習慣等の需要動向情報を提供したが、経営支援専門員による個別相談や専門家派遣

等にて個社の支援を行い、アパレル関係の事業者がトルコ共和国の百貨店に出店した成果

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査実施回数 3回 3回 3回 3回 3回 

支援件数 

（参加者数） 
100社 100社 100社 100社 100社 
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が 1件あったが、多数の小規模事業者は興味を示さなかった。第 2期計画においても引き

続き海外展開・販路開拓に向けた周知が必要と考える。 

 

 （２）外部有識者からの意見 

（中小基盤整備機構海外販路開拓支援プロジェクトマネージャーの意見） 

      第 1 期計画においての商談会等での個社の商品・サービス等の詳細情報を踏まえた上で

の海外展開等事業の周知を再検討する。 

 

（３）今回の申請における取組みの方向性 

   第 1期計画のビジネスチャンスマッチング創出事業での「米子がい～な・境がい～な 食

商談会」等出展者データ（１９０社※２９年８月末現在）を基に国毎の需要動向と小規模

事業者が販売する商品と関連付けを行いセミナー及び個別相談会等を実施し、海外展開・

販路開拓の推進を行う。 

 

 （４）事業内容 

①海外展開事業（継続） 

   ⅰ狙い 

海外市場（※ロシア、中国、韓国）への販路開拓の推進 

      ※鳥取県では上記 3ヵ国への海外支援の強化を行っている。 

 

    ⅱ対象企業 

第 1期計画のビジネスチャンスマッチング創出事業での「米子がい～な・境がい～な

食商談会」等参加事業者（１９０社※２９年８月末現在） 

 

  ⅲ支援内容 

○食品卸小売業及び製造販売業向け商談会での海外展開相談窓口設置 

中小企業基盤整備機構中国本部、日本貿易振興機構等と連携し、当所が主催する商談

会にて、海外展開への相談窓口を設置し参加者（売り手企業）を対象に個別相談会を実

施。 

○海外展開（国別）個別相談会の開催 

中小企業基盤整備機構中国本部より海外販路開拓支援プロジェクトマネージャーの

派遣を受け、定期的（4半期に 1回）に個別相談会を開催する。相談者からは、事前に

相談内容及び商品・サービス等の情報を聴取し、当日はスムーズな情報提供、助言等を

行う。 

○海外展開セミナーの開催 

主に第 1期計画のビジネスチャンスマッチング創出事業での「米子がい～な・境がい

～な 食商談会」等出展者に対し、中小企業基盤整備機構中国本部、日本貿易振興機構

等と連携し、セミナー（年 2回）を開催する。主に海外市場の動向や各種支援施策など

についての情報提供を行い、新規の海外展開に向かう事業者の掘り起こし及び支援を行

う。 

    

ⅲフォロー体制 

下記事業を実施し、定期的に事業進捗状況の確認を行うとともに、高度な専門知識

を必要とする場合は、専門家派遣等の支援施策を積極的に活用し、新たな経営課題に

対する助言も含めて伴走型の支援を実施する。 

 

ⅳ考課方法 

各種事業実施毎にアンケート調査を行い、出展した小規模事業者のニーズを把握する。 
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   ⅵ目標 

     食品卸小売業及び製造販売業向け商談会での海外展開相談窓口設置 
支援内容 現 状 H30 H31 H32 H33 H34 

商談会における 

相談窓口設置回数 
1回 2回 2回 2回 2回 2回 

支援企業数 

※食品製造、食品卸小売

業のみ 

0社 5社 5社 5社 10社 10社 

       注 1)現状は 29年 8月末時点 

 

海外展開（国別）個別相談会の開催 
支援内容 現 状 H30 H31 H32 H33 H34 

定期個別相談会 

開催催回数 
1回 4回 4回 4回 4回 4回 

個別相談会 

参加企業数者数 
13社 8社 8社 8社 10社 12人 

          注 1)現状は 29 年 8月末時点 

 

海外展開セミナーの開催 

支援内容 現 状 H30 H31 H32 H33 H34 

セミナー 

開催件数 
1回 2回 2回 2回 2回 2回 

個別相談会 

参加企業数者数 
13社 20社 20社 20社 20社 20社 

新規相談者件数 0社 5社 5社 5社 5社 5社 

        注 1)現状は 29 年 8月末時点 

 

（１）第 1期目の事業実施の評価 

（目標と実績の比較） 

   ②クルーズ客船寄港時物販出店支援 

境港（さかいこう）へのクルーズ客船寄港回数において、直近（平成２９年度）では６

０隻の寄港実績があり、年々増加傾向である。当所ではクルーズ船寄港情報や岸壁で商品

販売を行う物販事業について、広報誌などで情報提供を行った。このような取組により物

販事業の申込件数など、米子市内の企業（小売業、サービス業）を中心に目標より増加し

た。 

      また、米子市の認知向上及び当地へのインバウンド誘致や動向を探るため、クルーズ客

船の乗船客を対象に、地元企業と協力してお土産セット品開発・試験販売及び嗜好調査（ア

ンケート）を岸壁で実施した。お土産品の試験販売やアンケート結果については、後日報

告会を開催し、事業者へのフィードバックを行った。 

 

境港クルーズ客船 

 26年度 27年度 28年度 

境港（さかいこう）寄港回数 11回 23回 33回 

乗客人数 15,000 人 20,000 人 40,000 人 

                                          【出典：境港管理組合より】 
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広報誌への掲載、物販事業等の開催実績 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

当所広報誌掲載回数 
12回 

（12回） 

12回 

（12回） 

6回 

（12回） 

クルーズ客船寄港時物

販出店支援回数 

5回 

(9回) 

12回 

(9回) 

6回 

(9回) 

申込件数 
19件 

(14件) 

29件 

(18件) 

12件 

(23件) 

申込企業社数 
10社 

(3社) 

10社 

(4社) 

3社 

(5社) 

注 1）下段（ ）内は目標数。 注 2）29年度は 8月末時点。 

 

インバウンド誘致事業 

支援内容 28年度 

プロジェクト会議 7回 

実験販売 3回 

アンケート調査 3回 

報告会 1回 

注 1）平成 28年度に行ったため、第１期目での目標設定は無し。 

 

   （成果と反省点） 

    ・申込企業社数も増加し岸壁のにぎわいを創出したが、島根県にある松江城や出雲大社など

の観光施設の知名度が高く、クルーズ客船の乗客のほとんどが島根県に流れている。アン

ケートでは趣向や訪日時の動向を調査した結果、その土地でしかできない体験や地元の暮

らしが垣間見れる場所や体験に興味を示しているという結果であったことから、今後米子

市内へのインバウンド誘客には、米子ならではの体験＋商品の開発などが必要である。 

    ・クルーズ客船の乗客を米子市内へインバウンド動向を探る目的で、新たなお土産セット品

開発・試験販売、嗜好調査を平成２８年に実施した。同事業では外国人観光客のお土産に

関する調査行い、お得感が高い商品（どれでも３個１，０００円、ワンコインで購入でき

るなど）や抹茶を使った商品に興味があるなどの嗜好が判明したが、新規需要開拓までに

はつながらなかった。 

 

（２）外部有識者の意見 

   （山陰インバウンド機構のコーディネーターより） 

   ・当地域は格安航空会社（ソウル・香港）やＤＢＳクルーズフェリー（東海港、ウラジオスト

ク港）が就航していることから、今後インバウンドは個人旅行客が増えていく。 

・クルーズ客船乗客のアンケートから、「地元の人との交流がしたい」という回答が全体の２

０％を占めている。今後は、その土地ならではの暮らしが垣間見れる場所や体験ができる事

業も検討していくことが必要である。 

 

（３）今回の申請における取組の方向性 

今後交通網拡充により更なるインバウンド需要は増えることから動向調査を行い、今後海外

支援展開を検討している米子市内の中小企業・小規模事業者（食品関係製造卸・小売業、サー

ビス業など）へニーズなどの情報提供や、海外販路開拓への支援を行っていく。 

また、外国人観光客はその土地ならではの体験できる「コト消費」へ今後シフトしていく。

その動向を引き続き探り、海外展開を検討している米子市内の中小企業・小規模事業者へその

情報をフィードバックし、海外展開の促進・販路拡大を図っていく必要がある。 
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（４）事業内容 

①クルーズ客船寄港時物販出店の支援 

②お土産セット品開発・試験販売、嗜好調査の支援 

※①はクルーズ客船寄港及び物販出店の情報提供、②は平成２９年度から地元の物産振興会が

主体で行うため、第２期経営発達支援事業には盛り込まない。 

 

③インバウンド誘致動向調査（新規） 

ⅰ狙い 

     前述より今後当地にはインバウンドが増加傾向にあり、これを好機と捉えて海外展開を

検討している米子市内の小規模事業者・中小企業事業者に対して、当調査で外国人旅行者

の動向を探り、海外展開への販路拡大の一助とする。 

    

ⅱ支援対象 

     米子市内の小規模事業者・中小企業事業者（食品関係製造卸・小売業、観光サービス業

など） 

 

ⅲ実施時期 

随時（クルーズ船寄港スケジュールに合わせて）  

 

ⅳ分析 

      「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」の海外展開支援事業においての

商談会・個別相談会などで海外展開を検討されている事業者に対して、当事業で行う外国

人観光客の嗜好や動向、日本で体験したいことなどの動向調査を集計したものを、報告会

にて外国人観光客のニーズ情報をフィードバックする。また、専門的な知識が必要であれ

ば、当所経営支援専門員や専門家派遣などによりその都度対応していく。 

 

   ⅴ目標 

  

 

 

 

 

 

 

ⅵ期待される効果 

     この事業により、地元企業の海外展開促進・販路拡大に繋げることができる。また、今

後着地型旅行商品の醸成についても、広域連携による観光振興事業（Ⅱ．地域経済の活性

化に資する取組参照）で検討しており、その検討材料としても活用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

動向調査回数 - 3回 3回 3回 3回 3回 

報告会 - 1回 1回 1回 1回 1回 

事業者支援件数 ‐ 5社 5社 7社 7社 10社 
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（１）第 1期目の事業実施の評価 

（目標と実施の比較） 

③ビジネスチャンスマッチング創出事業 

   【商談・展示会参加事業結果表】 
 27年度 28年度 商談継続に係る追跡調査 

(27.4～29.1 まで) 
29年度  

商談会種類 食品系 機械・金属・

電気機器系 
食品系 機械・金属・

電気機器系 
食品系 機械・金属・

電気機器系 
食品系 機械・金属・

電気機器系 

当所開催商談会 

参加企業数 
0回 

(0回) 

0回 

(0回) 

0回 

(0回) 

0回 

(0回) 

  43社 

(0社) 

0社 

(0社) 
他地域商談会等

参加企業 
123社 

(130社) 

5社 

(10社) 

165社 

(140社) 

5社 

(20社) 

  43社 

(140社) 

0社 

(30社) 

商談件数 295件 

(310件) 

53件 

(200件) 

351件 

(380件) 

50件 

(400件) 

  288件 

(380件) 

0件 

(500件) 

商談成約数 14件 

(13件) 

0件 

(2件) 

11件 

(24件) 

0件 

(4件) 

26件 0件 145件 

(24件) 

0件 

(6件) 
商談契約金額 

※年額(単位：千円) 
不明 不明 5,345 

 

   調査中  

商 談 

継続数 

115件 13件 153件 13件 58件 0件 72件 0件 

注 1)下段（ ）内は目標数  注 2)29年度は 8月末時点 

注 3)商談に係る追跡調査により 27・28年度の商談継続集計はカウントリセット。 

注 4) 上記成約社より 6社が回答 

 

【企業ニーズ・技術プロダクト情報提供実績】 
支援内容 27 年度 28 年度 29 年度 

YONAGO e-MALL 登録企業数 

（当所情報サイト） 

333 社 

（450 社） 

337 社 

（550 社） 

352 社 

（650 社） 

よなご企業ケンサク君 

登録企業数 

（米子市情報サイト） 

3,493 社 

（3,800 社） 

3,494 社 

（4,000 社） 

3,495 社 

（4,200 社） 

中海・宍道湖・大山圏域ものづくり Net 登録企

業数 

（広域連合情報サイト） 

69 社 

（500 社） 

516 社 

（600 社） 

513 社 

（700 社） 

合計 
3,895 社 

（4,750 社） 

4,347 社 

（5,150 社） 

4,360 社 

（5,550 社） 

注 1)下段（ ）内は目標数  注 2)29年度は 8月末時点 

 

【視察会・交流会実績】 
 27年度 28年度 29年度 

視察会参加者数 

 ※県内外企業視察 

50社 

（40社） 

40社 

（40社） 

0社 

（40社） 

交流会参加者数 

 ※県内外団体及び企業 

194社 

（200社） 

181社 

（200社） 

127社 

（200社） 

合計 
244社 

（240社） 

221社 

（240社） 

127社 

（240社） 

注 1)下段（ ）内は目標数  注 2)29年度は 8月末時点 

 

【専門家派遣等の活用による販路開拓支援実績】 
支援内容 27年度 28年度 29年度 

販路拡大・販売促進 3社 

（20社） 

0社 

（20社） 

5社 

（20社） 

新商品開発、商品改良 3社 

（5社） 

4社 

（5社） 

2社 

（5社） 

商品の差別化 1社 

（5社） 

0社 

（5社） 

0社 

（5社） 

新事業展開 5社 

（5社） 

3社 

（5社） 

3社 

（5社） 

合計 
12社 

（35社） 

7社 

（35社） 

10社 

（35社） 

注 1)下段（ ）内は目標数  注 2)29年度は 8月末時点 



33 
 

 

（２）成果と反省点 

第 1期計画においては、交流会・視察会・事業所訪問・ＤＭ・企業ニーズ及び技術プロダク

ト情報提供等にて、延べ６，５６３件の事業者へ各商談会等の参加を促し、延べ３４１社（実

数１９０社、※内訳、食品製造業及び食品卸小売業１８０社、金属機械加工業１０社）（※２

９年８月末現在）が参加、全１，０３７件の商談を行い、商談成約１９６件（成約率：１８．

９％）の結果となった。商談参加事業については、各商談会・展示会毎に参加事業者からのア

ンケート、訪問等の聞き取りにより、商談追跡調査・専門家派遣等の商談力向上セミナーでの

フォローや商談会等の開催地等の希望調査を重点的に行った。特に視察会・交流会等において

は、企業間及び他地域行政・支援機関との連携を構築した。また、鳥取県関西本部、名古屋・

大阪・神戸商工会議所等や各地域商談会等で親睦を深めたバイヤーの協力もあり、当地域小規

模事業者より要望の多かった地元開催の商談会を平成２９年８月に実施し、商談成約１４５件

（成約率：５０．３％）を達成した。上記の結果、今後も引き続き小規模事業者への調査・動

向を見ながら、食品系の商談・展示会を中心に地元での商談会の開催、各地商談会への参加を

行う。 

反省点としては、商談成約金額の把握不足や商談会後の各社の情報提供等のフォロー不足等

が挙げられる。 

 

（３）今回の申請における取組みの方向性 

第１期計画での商談会参加事業者から提出された商品ＦＰシートを活用し、当所の情報発信

サイト並びに各地域のバイヤーに情報発信を行い、販路開拓へと繋げる。 

小規模事業者・商工業者に対しては事前に商談会の希望がある場合に、商品 FP シートを作

成し、それぞれの成約の成果が上がるように努める。 

当所会報誌・メルマガ等でもＰＲを行う他、鳥取県関西本部、各提携先商工会議所、認定支

援機関等の協力のもと、各地域のバイヤーに商品ＦＰシートの情報発信を行い販路開拓へと繋

げる。商談会開催参加事業等に関しては、小規模事業者の要望に応じた、各地域で開催される

商談会、展示会への参加を事業所訪問にて促し、行政機関・金融機関・近隣支援機関等の協力

体制のもと、地元での商談会を開催。更にその商談・展示会に必要なバイヤーへのアプローチ

手法等や販路開拓に必要な知識向上の為のセミナー開催や専門家派遣を活用した個別対応を

行う。その他にも販路開拓に意欲的な小規模事業者に対し、企業相互の情報交換を目的とした

意見交換会、技術革新・提携を目的とした視察会を行う。このように、広報・ＩＴ活用による

情報発信や商談会・展示会参加事業の改善・強化により実効性が高い販路開拓に努め、小規模

事業者との伴走型支援への取組みを推進する。 

 

（４）事業内容 

③ビジネスチャンスマッチング創出事業（継続） 

ⅰ狙い 

小規模事業者等の販路開拓・拡大等に関する各個社の課題に対応した事業を実施し、他地域

等への需要獲得、商圏拡大へと繋げる。 

 

ⅱ支援対象 

県外・国外への商圏拡大、需要獲得を目指す、卸小売業及び食品製造業等の小規模事業者・

中小企業者。 

※小規模事業者等の課題で区分し実施する。 

区分 ア．初めて販路開拓への取組みを行う 

    イ．商談・展示会は参加したことがあるが成果がない 

    ウ．地域外への販路開拓がしたい 
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   ⅲ支援内容 

    （広報支援）※区分 ア・イ・ウ 

小規模事業者の商品などを県内外の事業所に周知するため当所情報発信サイト等の利

用にて情報発信することにより県内外企業とのビジネスマッチング機会を提供する。商品

ＦＰシートを当所に情報開示を求める小規模事業所に対しては、提携先である名古屋・大

阪・神戸商工会議所や鳥取県関西本部等の行政機関や当所と交流のあるバイヤー企業へ情

報発信を行う等ビジネスマッチングへと繋げる。 

 

（販路開拓・拡大支援）※区分 ア・イ 

主に鳥取県に近い大消費地である関西地域・山陽地域等に販路開拓を目指す小規模事業

者に、当所開催の商談会や他地域での商談会等（Ｐ３６・３７参照）への参加を促し、自

社商品等のＰＲ及び商談機会を提供することにより、販路開拓・拡大へと繋げる 

 

（専門家派遣等の活用による販路開拓支援） ※区分 イ 

商談・展示会や視察会等にて、小規模事業者の商品（製品）等の課題については、専門

家派遣による販路拡大・販売促進、新商品開発、商品の差別化、新事業展開等についての

助言、販売戦略等策定の伴走型支援を行う。 

 

（当事業募集活動） 

当所ＨＰ、メールマガジン、その他情報掲載ツールにて情報発信を行う他、経営支援専

門員等の巡回訪問強化による募集活動を行う。 

 

ⅳフォロー体制 

（広報支援） 

商談会等の参加募集時等にて事業所訪問を行う際、各種情報サイト利用者には、商

品情報の更新等を呼びかけるとともに、商品への問合わせ等の進捗状況確認を行う。 

 

（販路開拓・拡大支援） 

商談・展示会に参加した事業所については、商談会後の結果アンケート調査、3ヶ

月後の追跡調査を行い、商談の進捗状況の確認を行うとともに高度な専門知識や商品

の改良等を必要とする場合は、専門家派遣等の支援施策を積極的に活用し、また、受

注増加に伴う設備投資等、金融支援、補助金の活用等新たな経営課題に対する助言も

含めて伴走型の支援を実施する。 

 

（専門家派遣等の活用による販路開拓支援） 

課題解決に向けて経営革新等の補助金を活用した支援を実施。 

 

ⅴ考課方法 

（広報支援） 

事業所訪問や専門家派遣において知り得た情報、課題、ニーズ等を収集･整理し、指

導・助言に活かす。また、情報サイトでのマッチング等の状況から見直しを検討する。 

 

（販路開拓・拡大支援） 

事業実施において知り得た情報、課題、ニーズ等を収集･整理し、指導・助言に活か

す。また、実施内容についても見直しを検討する。 

 

（専門家派遣等の活用による販路開拓支援） 

事業実施や専門家派遣において知り得た情報、課題、ニーズ等を収集･整理し、指導・

助言に活かす。また、実施内容についても見直しを検討する。 
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   ⅵ目標 

【情報発信サイトの利用】 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

YONAGO e-MALL 

登録企業数 

（当所情報サイト） 

352社 450社 550社 650社 700社 750社 

よなご企業ケンサク君 

登録企業数 

（米子市情報サイト） 

3,495社 3,700社 3,900社 4,000社 4,100社 4,200社 

中海・宍道湖・大山圏域 

ものづくり Net 

登録企業数 

（広域連合情報サイト） 

513社 550社 600社 650社 700社 750社 

合計 4,360社 4,700社 5,050社 5,300社 5,500社 5,700社 

        注 1)現状は 29 年 8月末時点 

 

【商談会、展示会、視察会、交流会への出展及び参加】 

  現状 H30 H31 H32 H33 H34 

商談会・展示会① 

米子がい～な  

境がい～な「食」 

商談会の開催 

（米子・境港商工会議所

主催） 

参加 

者数 
43社 50社 55社 60社 60社 60社 

商談 

件数 
288件 300件 320件 330件 330件 330件 

商談 

成約 
145件 150件 160件 165件 165件 165件 

商談会・展示会② 

買いまっせ！ 

売れ筋商品 

発掘市への出展 

（大阪商工会議所主催） 

参加 

者数 
15社 20社 25社 30社 30社 30社 

商談 

件数 
97件 100社 120社 140社 140社 140社 

商談 

成約 
4件 5社 8社 10社 10社 10社 

商談会・展示会③ 

中海・宍道湖・大山圏域

ものづくり連携事業ビジ

ネスマッチング商談・展

示会への出展（中 

海・宍道湖・大山圏域も

のづくり連携事業 

参加 

者数 
117社 120社 120社 120社 120社 120社 

商談 

件数 
97件 100件 100社 100社 100社 100社 

商談 

成約 
4件 5社 5社 5社 5社 5社 

商談会・展示会④ 

鳥取県産品展示・商談会

（鳥取県関西本部主催） 

参加 

者数 
12社 15社 15社 15社 15社 15社 

商談 

件数 
65件 80件 80件 80件 80件 80件 

商談 

成約 
3件 5件 8件 10件 12件 14件 

商談会・展示会⑤ 

ビジネスフェア中四国 

（広島市主催） 

参加 

者数 
6社 10社 15社 20社 20社 20社 

商談 

件数 
66件 70件 100社 120社 120社 120社 

商談 

成約 
0件 3社 5社 10社 10社 10社 

商談会・展示会⑥ 

売り込み！商談マーケッ

ト 

（名古屋商工会議所主

催） 

参加 

者数 
5社 10社 10社 10社 10社 10社 

商談 

件数 
14件 30件 30件 30件 30件 30件 

商談 

成約 
0件 3件 5件 7件 7件 7件 

        注 1)現状は 29 年 8月末時点 
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視察会・交流会 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

産業見学ツアー 

参加者数 
36 社 40 社 40 社 40 社 40 社 40 社 

米子６：００ 

クラブ 

参加者数 

127 社 300 社 300 社 300 社 300 社 300 社 

鳥取県関西本部 

との交流会 

参加者数 

12 社 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

合計 175 社 360 社 360 社 360 社 360 社 360 社 

      注 1)現状は 29年 8月末時点 

 

 

（商談会等内容） 

商談会①「米子がい～な 境がい～な「食」商談会」 

   実施時期：毎年 8月中旬  場所：米子市内 

主    催：米子商工会議所、境港商工会議所 

共    催：鳥取県関西本部、(公財)鳥取県産業振興機構 

後    援：米子市、境港市、日本政策金融公庫米子支店 

鳥取県信用保証協会 

協 力 先：広島市役所、福山市役所、名古屋商工会議所、 

岐阜商工会議所、神戸商工会議所、八尾商工会議所、 

守口門真商工会議所、広島商工会議所、福山商工会議所、 

岡山商工会議所 

売り手対象企業：鳥取県西部地域の食品事業者及び農商工連携・６次産業化事業者 

対象品目：生鮮品、加工品、酒類・飲料 等 

参 加 料：無料 

買い手対象企業：関西・山陽地域の食品問屋、通信販売、百貨店、量販店、 

飲食店、スーパー等 

 

商談会②「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」 

実施時期：毎年 11月上旬  場所：大阪市内 

主    催：大阪商工会議所 

売り手対象企業：食品関連企業 

対象品目：生鮮品、加工品、酒類・飲料 雑貨品等 

参 加 料：16,000円 ※一部当所負担 

買い手対象企業：関西地域の食品問屋、通信販売、百貨店、量販店、 

飲食店、スーパー等 

 

商談会③「中海・宍道湖・大山圏域ビジネスマッチング商談・展示会」 

実施時期：毎年 11月中旬  場所：H30 安来市 H31境港市 H32出雲市 

主    催：中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業実行委員会 

売り手対象企業：食品関連企業及び機械金属・樹脂・電気関連製造業 他 

対象品目：生鮮品、加工品、一般機械、金属製品、電気機器 他 

参 加 料：無料 

買い手対象企業：県内外品関連企業及び機械金属・樹脂・電気関連製造業 他 
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商談会④「鳥取県産品展示・商談会」 

実施時期：毎年 2月上旬  場所：大阪市内 

主    催：鳥取県関西本部 

売り手対象企業：食品関連企業 

対象品目：生鮮品、加工品、酒類・飲料 雑貨品等 

参 加 料：無料 ※旅費一部当所負担 

買い手対象企業：関西地域の食品問屋、通信販売、百貨店、量販店、 

飲食店、スーパー等 

 

商談会⑤「ビジネスフェア中四国」 

実施時期：毎年 2月中旬  場所：広島市内 

主    催：広島市 

売り手対象企業：食品関連企業、日販品、雑貨品 他 

対象品目：生鮮品、加工品、酒類・飲料 雑貨品等 

参 加 料：無料 ※出展料一部当所負担 

買い手対象企業：中国・四国地域の食品問屋、通信販売、百貨店、量販店、 

飲食店、スーパー等 

 

商談会⑥「売り込み！商談マーケット」 

実施時期：毎年 2月下旬  場所：名古屋市内 

主    催：名古屋市 

売り手対象企業：食品関連企業、日販品、雑貨品 他 

対象品目：生鮮品、加工品、酒類・飲料 雑貨品等 

参 加 料：無料 ※旅費一部当所負担 

買い手対象企業：東海地域の食品問屋、通信販売、百貨店、量販店、 

飲食店、スーパー等 

 

    交流会①「鳥取県関西本部との交流会」 

   実施時期：毎年 2月上旬  場所：大阪市内 

主    催：米子商工会議所 

売り手対象企業：食品関連企業 

対象品目：生鮮品、加工品、酒類・飲料 雑貨品等 

参 加 料：無料 ※旅費一部当所負担 

目 的：小規模事業者の企業概要ＰＲ及び関西での商談会後のフォロー依頼 

 

    交流会②「米子６：００クラブ」 

実施時期：毎年 2ヶ月に 1回開催 場所：米子市内 

主    催：米子商工会議所 

対象企業：問わず 

参 加 料：1,000 円 

目 的：小規模事業者の企業概要ＰＲ※地元企業への情報発信 

     

視察会①「産業見学ツアー」 

実施時期：毎年 11月 場所：米子市、境港市、松江市、安来市 

主    催：米子商工会議所、境港商工会議所、 

松江商工会議所、安来商工会議所 

対象企業：問わず 

参 加 料：2,000 円 

目 的：近隣地域企業の技術情報開示による視察会参加企業の技術革新 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．米子市中心市街地活性化 

（１）第１期目の事業実施と評価 

 （目標と実績の比較）    

  実施事業 

  ・米子市中心市街地活性化事業 

米子市及び米子市中心市街地活性化協議会とともに、第２期中心市街地活性化基本計画認定

に向けて事業内容の策定・検討を行い、平成２７年１１月２７日付けで内閣総理大臣の認定を

受け、当所も参画し情報共有などを行い連携して事業の協力を行った。 

 

米子市中心市街地活性化会議等の開催実績 

 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

中心市街地活性化会議開催回数 
11回 

（12回） 

10回 

（12回） 

1回 

（12回） 

空きビル活用研究会開催回数 
1回 

（2回） 

1回 

（2回） 

0回 

（2回） 

空きビルリノベーションセミナー 

開催回数 

0回 

（1回） 

0回 

（1回） 

0回 

（1回） 

注 1）下段（ ）内は目標数。 

注 2）29年度は 8月末時点。 

    

  （成果と反省点） 

・第２期米子市中心市街地活性化基本計画が認定された。 

・同計画は認定されたが、国の補助金不採択、中心市街地の核である米子市角盤町の大型シ

ョッピングセンター閉店などにより、中心市街地の来街者・店舗売上げが減少の一途をた

どり、米子市角盤町周辺エリアの早急な再構築が必要となった。 

・中心市街地全体を対象とした「空きビルリノベーションセミナー」は、米子市角盤町の早

急な再構築のため開催できなかったが、空きビル・空き家と今後事業者を行いたい人との

マッチングを図る「まちなかデベロッパー事業」を行った。 

 

（２）外部有識者の意見 

（(独)中小企業基盤整備機構のサポートマネージャーより） 

・米子市角盤町の大型ショッピングセンターが閉店及び補助金事業が不採択により、同エリ 

アの来街者数減少や近隣店舗の売上げ減少が見受けられることから、事業の再構築が必

要。 

・再構築については、角盤町商店街振興組合や同エリアの事業者などから、今後どのような

まちにしていきたいのか方向性を決めることが必要。 

・まちなかデベロッパー事業などで空き店舗率は減少傾向にあるようだが、空きビル・空き

店舗の情報提供や創業予定者者とのマッチングなどもっと拡大させていく必要がある。 

 

（３）今回の申請における取組の方向性 

中心市街地活性化には、米子市角盤町エリアの再構築が急務である。また、米子駅に関して

も米子市が南北一体化事業を計画しており、米子駅周辺のにぎわいづくりの必要もある。さら

に、空きビル・空き店舗解消という観点からも、「まちなかデベロッパー事業」を引き続き行

うことで、有休不動産やプレーヤーの情報収集及び創業者とのマッチングを図ることができ

る。以上の米子市中心市街地活性化協議会事業において、当所も協力及び支援を行っていく。 
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（４）事業内容 

①米子市中心市街地の活性化（継続） 

ⅰ狙い 

第２期中心市街地活性化基本計画の１つである「まちなかデベロッパー事業」について、

空きビル・空き店舗情報を持っているため、これからまちなかで創業・事業をされたい方と

のマッチングを図り、空き店舗率の減少を図っていく。 

 

ⅱ支援内容 

 中心市街地活性化協議会で行っている「まちなかデベロッパー事業」は空き店舗情報を持

っているため、当所で行う創業支援事業（３．事業計画策定支援に関すること ②創業計画

支援事業）においての創業予定者や、興味を持っている既存事業者、まちなかコミュニティ   

ビジネスを展開しようとしている方などと空きビル・空き店舗情報をマッチングさせ、空き

店舗率の減少を図っていく。  

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

中心市街地活性化会議開

催回数 
4回 4回 4回 4回 4回 4回 

空き店舗マッチン案件 － 3件 3件 4件 4件 5件 

中心市街地での創業件数 － 5件 5件 7件 7件 10件 

  

ⅲ期待される効果 

     中心市街地の空きビル・空き店舗が減少し、新たな企業が立ち上がることにより、地域の

活性化が図られ、ひいては中心市街地活性化の一助となる。 

 

２．広域連携による観光振興事業 

 

（１）第１期目の事業実施と評価 

 （目標と実績の比較）    

  実施事業 

  ・広域連携による観光振興事業 

観光振興において鳥取・島根両県にまたがる中海・宍道湖・大山圏域には優れた観光資源が

集中しており、近年、訪日外国人観光客は増加傾向にある。当圏域でも境港（さかいこう）へ

のクルーズ客船寄港回数の増加、米子空港の国際線新規就航（米子－香港便）などの要因から

インバウンド需要は増加している。 

このようなことから、鳥取県西部・島根県東部の市町村、観光団体、経済団体などから組織

される「中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会」が主催となって開催された、観光

関連のセミナー及び講座開催などの協力を行った。 

 

スキルアップ講座、ワークショップ等開催実績                               

支援内容 27年度 28年度 29年度 

観光情報発信スキルアップ講座開催回数 
0回 

（2回） 

0回 

（2回） 

1回 

（2回） 

着地型旅行商品開発ワークショップ開催回数 
1回 

（5回） 

1回 

（5回） 

1回 

（5回） 

インバウンド検討委員会出席回数 
6回 

（7回） 

－ 

（7回） 

－ 

（7回） 

注 1）下段（ ）内は目標数  注 2）29年度は 8月末時点 

注 3）インバウンド検討委員会は 27年で終了 
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  （成果と反省点） 

・観光情報発信スキルアップ講座については、旅のポータルサイト「神々のふるさと山陰」の

魅力アップや更なる情報提供のために開催を予定したが、近隣の市町村や観光協会などと折

り合いがつかず目標回数の開催ができなかった。 

・着地型旅行商品開発ワークショップは継続的に年１回のペースで実施し、参加者間の交流や

知識向上を図った。実際に着地型旅行商品を造成したが、流通までの仕組みづくりまで至ら

ず、今後はこれまで造成した商品や新たに造成した商品をインターネット上に流通し着地

型・体験型旅行商品に申込み、料金の支払いまで一括出来る仕組みを作成していくことが必

要である。 

 

（２）外部有識者の意見 

山陰インバウンド機構からの意見。 

・境港（さかいこう）へのクルーズ客船の寄港回数が増加、米子空港の国際線新規就航（韓国

便・香港便）などの要因からインバウンド需要は増加しているものの、その受入れ体制は十

分ではない。 

・鳥取・島根両県にまたがる中海・宍道湖・大山圏域の優れた観光資源も、全国的に見ると未

だ認知度が低い。 

 

（３）今回の申請における取組の方向性 

今後も継続的に各地域の課題を共有し、その解決に向けて広域で連携し観光情報の発信や観

光資源の開発などを行い、圏域の認知度向上と交流人口の増大による地域経済の活性化を図る

必要がある。 

 

（４）事業内容 

広域連携による観光振興事業（継続） 

ⅰ狙い 

鳥取・島根両県にある優れた観光資源の認知度上昇のために、中海・宍道湖・大山圏域イン

バウンド機構（今後は圏域内の観光振興は同機構が一括して事業を行う予定）が、圏域の認知

度向上と交流人口の増大に係るセミナー・講演会、情報発信などの事業について協力し、地域

経済の活性化を図るための一助とする。また、今後着地型旅行商品の醸成を検討しており、当

所で行う「インバウンド誘致動向調査」（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】）の結果を提供し、商品検討の際の材料としてもらう。 

 

ⅱ支援内容 

・中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会が運営する「神々のふるさと山陰 旅のポ

ータルサイト」（今後山陰インバウンド機構へ移行予定）を活用して圏域内の観光情報を発

信する。 

・圏域内の観光関連事業者の情報発信担当者を対象にカメラやコピーライトの講座を開催し、

魅力ある観光情報発信のためのスキルアップを図るとともに担当者間の連携を促進する。 

・観光関連事業者を対象とした着地型旅行商品開発のためのワークショップを開催し、圏域内

の観光資源を活かした旅行商品の開発・造成を図る。 

・中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会が行う、外国人観光客への情報発信及び圏

域の周遊性を高めるための観光素材づくりと誘客戦略について検討を行う。 

・「伯耆（ほうき）の国大山開山１３００年祭」開催に伴い、大山に纏わる神話の地を巡るモ

ニタリングツアーを開催し、その調査結果から一般販売する旅行商品の醸成を行う。 

・大山開山１３００年祭実行委員会へ参画し、事業の協力を行う。 
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支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

観光情報発信スキル 

アプ講座開催回数 
0回 2回 2回 2回 2回 2回 

「神々のふるさと山陰」 

旅のポータルサイト担 

当者研修会開催回数 

－ 1回 1回 1回 1回 1回 

着地型旅行商品開発ワー 

クショップ開催回数 
0回 1回 1回 1回 1回 1回 

着地型旅行商品モニタ 

リングツアー開催回数 
－ 1回 1回 1回 1回 1回 

ＤＭＯ「中海・宍道湖・ 

大山圏域インバウンド 

機構」開催の諸会議出 

席回数 

－ 3回 3回 3回 3回 3回 

大山開山 1300年祭実行 

委員会他諸会議出席回数 
－ 5回 5回 3回 3回 3回 

    注 1)現状は 29年 8月末時点 

 

  ⅲ期待される効果 

鳥取・島根両県にある優れた観光資源の認知度があがり、国内・国外を問わず圏域への交流

人口の増大し、地域経済の活性化を図るための一助とする。 

 

３．中国横断自動車道岡山米子線の４車線化に向けての活動 

 

（１）第１期目の事業実施と評価 

 （目標と実績の比較） 

  実施事業 

  ・中国横断自動車道岡山米子線の４車線化に向けての活動 

中国横断自動車道岡山米子線の４車線化早期実現を目標に掲げ、鳥取県西部地域の９市町

村、観光協会、商工会議所・商工会、観光・物流事業者等から成る「中国横断自動車道岡山米

子線４車線化促進期成同盟会」により、同自動車道 米子ＩＣ～蒜山ＩＣ間４車線化要望を国

へ行い、早期実現を目指すことで観光・物流による交流人口や企業進出の増加、冬季雪による

期間の全面通行止め発生や交通事故の危険性回避、防災・減災対策機能の向上を図るため要望

活動に参画した。 

国への要望活動の実績 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

国への要望活動参画回数 
1回 

（1回） 

1回 

（1回） 

1回 

（1回） 

注 1）下段（ ）内は目標数。 

注 2）29年度は予定。 

 （成果と反省点） 

毎年継続的に国への要望活動を行った結果、平成２８年６月には暫定２車線区間の一部分

（江府ＩＣ～蒜山ＩＣ間）において、付加車線設置検証路線実証実験（２車線の一部に付加車

線を設置する）が国土交通省より選定され、同年８月３１日に付加車線設置区間が決定した。 

 

（２）今回の申請における取組の方向性 

米子市は山陰の交通結節点でもあり、観光・物流面による地域経済発展、全面通行止め発生

や交通事故の危険性回避、防災・減災対策機能ということを全面に押し出し、引き続き「中国

横断自動車道岡山米子線４車線化促進期成同盟会」より国への要望活動を行う。 
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（３）事業内容 

中国横断自動車道岡山米子線の４車線化に向けての活動（継続） 

ⅰ要望内容 

中国横断自動車道岡山米子線は鳥取県西部地域のみならず、島根県東部への玄関口であり、

「中海・宍道湖・大山圏域」にとって通勤、通院、買い物などの日常生活や、観光・物流など地

域経済の活性化に欠くことのできない重要な役割を担い、防災・減災に資する国土強靭化の中核

をなす社会基盤でもある。 

上記について鳥取県西部地域９市町村、商工会議所・商工会、観光協会等が問題点を共有し、

観光・物流機能の向上を図り、地域経済の発展や企業の持続的発展を遂げるために、引き続き同

自動車道の早期４車線化に向けての要望活動を継続実施していく。 

 

 

    

     注 1)現状は 29 年 8月末時点 

 

 ⅱ期待される効果 

中国横断自動車道岡山米子線４車線化早期実現から、地域の観光・物流といった面からの地

域の活性化や、全面通行止め発生や交通事故の危険性回避、防災・減災対策機能の一助となる。 

 

４．中海・宍道湖・大山圏域市長会医工連携支援事業の事務受託 

 

（１）事業内容 

  中海・宍道湖・大山圏域市長会医工連携支援事業の事務受託（新規） 

（米子商工会議所が中海・宍道湖・大山圏域市長会より事務受託） 

ⅰ狙い 

鳥取県西部・島根県東部の中海・宍道湖・大山圏域は、地元自治体、小規模事業者・中小

企業者、病院、国立大学、工業高等専門学校等が相互に協力する産学・医工連携を進め、地

方創生に取り組んでいる。新たな産業創出としての可能性を高めるためには、医療機器開発

や販路開拓における一体的な支援が必要であると考えられる。 

これらの課題へ対応するため、開発、生産、販売の分野で助言・指導などを行う支援体制を

整備し、医療機器開発や販路開拓の支援等を推進していくことが重要である。 

 

ⅱ支援内容 

・中海･宍道湖･大山圏域の自治体、小規模事業者・中小企業者（製造業など）、病院、国立

大学、高専の産官学で行われている医工連携の取組みを一層前進させるため、中海・宍道

湖・大山圏域産学・医工連携推進協議会設立。今後、圏域５市の枠を超えた地域間連携や

業種の枠を超えた連携を円滑に進める。 

・中海・宍道湖・大山圏域内の医療機関、大学、民間事業者等との連携により、ニーズ及び

シーズの収集・集約を通じたマッチング、製品の実用化等の医工連携を図る。 

・医工連携への参入から製品の市場投入までのプロセスには、マーケティング調査、試作

品開発、臨床試験、販路開拓等様々な課題が存在する。それぞれの課題解決に最適な専

門家の派遣、アドバイザーの設置などによる支援を実施する。 

・上記専門家と連携する統括コンシェルジュを設置し、民間事業者、医療機関、支援機関、

大学等の協力も得ながら圏域の医工連携の取り組みの推進を図る。 

 

 

 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

国への要望活動回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 
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ⅲ目標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

入口、開発、出口等各支援相談 100件 100件 100件 

マッチング支援 5件 5件 5件 

医療機器等の実用化 2件 2件 2件 

  注 1）事業受託が 32年度までのため、目標もそれに合わせて３２年度までとしている。 

 

ⅳ期待される効果 

地元企業や大学、病院などと国内外に通用する製品・技術開発による医療分野への新た

な販路開拓。 

 

 

 

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 

 

(１)第１期目の事業実施の評価 

  （目標と実績の比較） 

        地域企業の発展に向けた連携支援を目的に、ワンストップ支援体制強化に取組んできた。

本取組においては、創業、経営、金融等中小企業・小規模事業者への支援を行う上で他の支

援機関との連携を図ることが重要な鍵となる。第１期計画においては①「創業関連融資にか

かる合同勉強会」、②「県内経営支援専門員等研修会」への参加について目標を掲げ取組を

行った。①「創業関連融資にかかる合同勉強会」については、平成 28 年度より開催が見送

られており、開催が無かった。一方、②「県内経営支援専門員等研修会」については積極的

に参加し、目標を上回る実績であった。 

 

情報交換会等の開催・参加実績 

内容 27 年度 28 年度 29 年度 

①創業関連融資にかか

る合同勉強会 

1 回・2人 

（1回） 

0 回・0人 

（1回） 

0 回・0人 

（1回） 

②県内経営支援専門員

等研修会 

3 回・6人 

（2回） 

3 回・6人 

（2回） 

1 回・3人 

（2回） 

注 1)下段（ ）内は目標数。 注２）29年度は 8月末時点。 

 

（成果と反省点） 

      上記の結果より、①「創業関連融資にかかる合同勉強会」については、特定のテーマのみ 

    に絞った内容であったこと、創業に関する支援機関協調の案件が減少したことから開催が見 

    送られたため、目標に対する実績を挙げることができなかった。一方、②「県内経営支援専 

門員等研修会」については支援ノウハウの習得、情報交換の場として積極的に参加し、目標 

を上回る実績であった。これまでも、商工団体や支援機関との連携を深め、情報共有を図る 

べく、情報交換会を開催してきたが、支援機関も偏り定期的とは言えず地域の小規模事業者 

の動向把握まで行き届かない面があった。今後は、連携が必要な支援機関とそれぞれの強み 

を提供し合い、支援機関ごとに目的と内容を設定する。 

また、②「県内経営支援専門員等研修会」については、内容的な観点から次項の「経営指 

    導員等の資質向上等に関すること」へ移行する。 
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 (２)外部有識者からの意見 

    小規模事業者への伴走型支援を行う際には、さまざまな経営課題の解決が必要となることか 

ら、他の支援機関との連携を深めること、支援能力の向上に努めることが不可欠である。 

 

(３)今回の申請における取組の方向性 

    第１期計画の結果から、各支援機関との連携強化並びに経営支援専門員等の資質向上を図る

ことでより充実した企業支援が実施できると判断し、取組を継続する。但し、第２期計画にお

いては、創業のみに特定するのではなく、地域企業が直面する諸課題を更に見つめ直し、新事

業展開、販路開拓、創業支援や事業承継など幅広い分野での支援強化を図るべく、テーマに沿

った各機関との連携強化並びに経営支援専門員等の資質向上に向けた研修等への参加を積極

的に行う。これらの取組を通して、地域の動向や支援策を掴み新たな需要の開拓を進める上で

の基盤構築に努める。 

 

(４)事業内容 

第１期計画に引き続き、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」へ参画し、

中小企業・小規模事業者の起業・成長・安定の各段階の課題やニーズに応じたきめ細やかな対

応を行うべく、支援連携体である地域プラットフォームの構成機関の一つとして経営支援を行

う。  厳しい経営環境に直面している小規模事業者に対し円滑な経営支援を行うことが求め

られており、鳥取県中小企業支援プラットフォーム構成機関と支援ノウハウの情報交換を積極

的に行うことでより質の高い支援に繋げる。 

 

○鳥取県信用保証協会米子支所との情報交換会 

ⅰ開催頻度：年１回 

ⅱ目  的：両者施策内容の共有、市内企業における融資実態の動向把握 

ⅲ内  容：互いの施策情報を共有することで支援の幅を広げるほか、融資実態の動向を把 

握することで、小規模事業者の経営環境とニーズを掴む。 

 

○日本政策金融公庫米子支店との情報交換会 

ⅰ開催頻度：年２回 

ⅱ目  的：両者施策内容の共有、マル経融資制度、創業支援状況把握 

ⅲ内  容：互いの施策情報を共有することで支援の幅を広げるほか、マル経融資制度の実 

態とポイント、創業支援における現状と支援状況等について情報共有し、互い 

の協力体制について再認識する。 

 

○各金融機関との情報交換会 

ⅰ開催頻度：年３回 

ⅱ目  的：米子市に支店を置く金融機関との情報交換 

       （米子信用金庫、山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、中国銀行、商工組合中 

央金庫） 

ⅲ内  容：小規模事業者支援についての情報交換を行う他、当所が実施する各種施策情報 

提供により、金融機関を通じてより多くの小規模事業者への情報提供を行う機 

会とする。 

 

○鳥取県よろず支援拠点との情報交換会 

ⅰ開催頻度：年１回 

ⅱ目  的：支援内容の共有、相談員との交流 

ⅲ内  容：よろづ支援拠点での成功事例について紹介頂くほか、利用の内容、相談体制等 

について情報を共有することで、小規模事業者の抱える課題解決に向けた効果 

的支援に繋げる。 
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○米子市商工課との情報交換会 

  ⅰ開催頻度：年１回 

ⅱ目  的：施策内容の共有、情報交換 

ⅲ内  容：小規模事業者の動向とニーズを踏まえながら、今後の施策のあり方について情 

報交換を行い、効果的な支援に繋げる 

 

○中小企業基盤整備機構との情報交換会 

ⅰ開催頻度：年１回 

ⅱ目  的：支援ノウハウの情報交換 

ⅲ内  容：登録されている専門家との情報交換により小規模事業者への支援における伴走 

型支援のノウハウを学ぶとともに、専門家との交流により今後の支援に繋げる。 

 

２．経営支援専門員等の資質向上等に関すること 

 

(１)第１期目の事業実施の評価 

   （目標と実績の比較）  

  第１期計画の取組みとして、各機関で行われる研修会への参加、支援時におけるＯＪＴ

の実施や組織内での支援ノウハウの共有化など、人員の資質向上に繋がる機会を積極的に

活用・実施してきた。実績としては、いずれも目標数を下回る結果となったが、実施や参

加機会の減少等が起因しており、取組が消極的であったとは言えない。各研修会・勉強会

で習得した知識や支援ノウハウを他の職員へのフィードバックに努め、組織全体としての

レベルアップを図った。 

 

               参加・実施回数及び参加延べ人数 

内容 27年度 28年度 29年度 

日本商工会議所、鳥取県商工会議

所連合会等が主催する研修会参加

回数・延べ人数  

12回・16人 

（15回） 

4回・7人 

（15回） 

1回・1人 

（15回） 

中小企業大学校が主催する研修参

加回数・延べ人数  

1回・1人 

（2回） 

1回・1人 

（2回） 

1回・1人 

（2回） 

経営支援専門員等勉強会開催回

数・参加延べ人数  

9回・130人 

（12回） 

9回・114人 

（12回） 

3回・32人 

（12回） 

「ミラサポ」等活用時における 

ＯＪＴの実施回数・延べ人数 

59回・59人 

（120回） 

62回・62人 

（120回） 

16回・16人 

（120回） 

中小企業基盤整備機構中国本部コ

ーディネーターの講師による研修

会開催回数・参加延べ人数 

2回・20人 

（2回） 

1回・12人 

（2回） 

0回・0人 

（2回） 

注1） 下段（ ）内は目標数。 注 2）29年度は 8月末時点。 

   

（成果と反省点） 

    目標に掲げたあらゆる機会を捉え、経営支援専門員等の支援能力向上に努め、組織全体と

してレベ 

ルアップを図るべく経営支援専門員等勉強会にてフィードバックすることで知識・スキルの 

共有に取組み、幅広い視点を持ったより質の高い伴走型支援に繋げた。しかし、更なる成長 

に向けて資質向上への取組みを継続する上では、経営支援専門員等個々のスキルを定期的に

把握し、効果的な能力向上を図る必要がある。 
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(２)外部有識者からの意見 

      研修参加の報告等にとどまらず、職員の現場での支援事例を参考に職員間のスキルアップが 

期待できる内容での勉強会を定期的に開催する必要がある。 

 

(３)今回の申請における取組の方向性 

第１期計画の成果と反省点を踏まえ、従来行ってきた日本商工会議所、鳥取県商工会議所連

合会、中小企業大学校等が主催する研修会への参加による経営分析やマーケティング等専門知

識・支援能力向上を図ることを主軸としながら、経営支援専門員等を中心とした内部研修会を

定期的に開催することで、支援ノウハウ等情報共有を図るとともに組織全体としての底上げを

目指す。また、定期的に個々の支援実績等を振り返り、経営支援専門員等の強み・弱みを把握

した上で資質向上に向けた取組みの最適化を図る。 

   

(４)事業内容 

経営支援専門員等の資質向上等に関すること（継続） 

○日本商工会議所、鳥取県商工会議所連合会等が主催する研修会への参加による支援能力の向

上及び施策等の情報収集を行う。 

 

○中小企業大学校が主催する研修に参加し、経営分析やマーケティング等専門知識を学ぶこと

により支援能力の向上を図る。 

 

○「ミラサポ」等の専門家派遣を活用した支援時におけるＯＪＴの実施によりスキル・ノウハ

ウの向上と習得を図る。 

 

○中小企業基盤整備機構中国本部コーディネーターを講師に事業承継、知的資産経営などに関

する研修会を開催する。 

 

○経営支援専門員等を中心とした「ミーティング（情報共有）」「内部研修（勉強会）」を月１

回以上開催し、小規模事業者支援における進捗状況の情報共有を図るとともに、上記の取組

みで習得したノウハウ、個々が担当した支援の成功事例等を共有し支援機関としての全体的

な底上げと内部連携の強化を目指す。また、支援能力を図る評価シートを作成し、毎回振り

返りを行うことで、個々の支援能力の到達度を分析する。 

 

○半期に１回、業務目標設定申告書を作成し、支援目標についての振り返りを中小企業相談所

長との面談により行う。その際、毎月行う支援能力評価にて振り返りを行い、経営支援専門

員としての強み・弱みを把握した上で、不足している能力を強化するための取組み方針を定

め、研修への派遣やＯＪＴにより能力向上の効率化・最適化を図る。 

 

○支援ノウハウや成功事例等、担当者が個々に蓄積保有している内容をデータベース化するほ

か、各小規模事業者の支援状況について担当者以外でも共有できるようカルテ化して効率的

な支援に努める。 

 

 

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 

 

(１)第１期目の事業実施の評価 

   （目標と実績の比較） 

    第１期認定計画に基づき、以下の方法により評価・検証を行い、得られた評価結果に基づき 

毎年度見直しを行うことで、次へのより充実した内容の事業実施に繋がった。 
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   （成果と反省点） 

    目標設定と期待する効果に対する実績、参加者の評価、改善点等事業ごとに評価・検証する 

ことで、事業の継続・縮小・廃止について総合的に評価を行い、次に繋げる仕組みとして活か 

し一定の効果があった。 

 

 (２)外部有識者からの意見 

    県、市、当所監事それぞれによる監査結果より、第１期計画に取組んだ仕組みによって評価・ 

検証が適正に行われており現状で問題ないとの意見であった。 

  

(３)今回の申請における取組の方向性 

    第１期計画の取組において、一定の成果が得られており、第２期計画においても同様の事業 

内容にて事業の評価及び見直しを行う。 

 

 (４)事業内容 

○事業実施後に作成する事業報告書兼事業評価書により、各個別事業について実施内容及び収

支状況の評価・見直しを行う。 

 

○鳥取県商工労働部、米子市経済部の担当者等の有識者により、事業の実施状況、成果の評価、

見直し案の掲示を行う。 

 

○米子商工会議所会頭副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

 

○事業の成果・評価・見直しの結果については、米子商工会議所監事会へ報告し、その後、米 

子商工会議所常議員会の承認を受ける。 

 

○事業の成果・評価・見直しの結果を米子商工会議所のホームページで計画期間中公表する。 

（ＵＲＬ：http://www.yonago.net） 

 

 

 

 

 

http://www.yonago.net/
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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２９年４月現在） 

（１）組織体制 

  ①実施体制：経営発達支援計画は米子中小企業相談所（産業振興部産業振興課、総務企画部総

務企画課地域振興チーム）にて実施する。 

   

②組織図：下記の通り （ ）内の数字は人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    内訳 経営支援専門員 ７名 

                       経営支援員   ４名 

                       任期付任用職員 ４名 

 

 

 

（２）連絡先 

〒６８３－０８２３ 

鳥取県米子市加茂町２丁目２０４番地 

米子商工会議所 産業振興部 産業振興課 

ＴＥＬ：０８５９－２２－５１３１ 

ＦＡＸ：０８５９－２２－１８９７ 

E-mail：cci@yonago.net 

ＵＲＬ：http://www.yonago.net 

 

 

 

 

 

 

専務理事（１） 

理  事（１） 

総務企画チーム 

（７） 

総務企画部総務企画課（１３） 

事務局長（１） 

ジョブ・カードサ

ポートセンター

（２） 

産業振興部産業振興課 

（１１） 

地域振興チーム 

（４） 

米子中小企業相談所（１５） 
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（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） 

 29年度 

(29 年 4 月以

降) 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 271,300 309,300 309,300 309,300 309,300 309,300 

 

中小企業相談所 

地域振興費 

商業振興費 

工業振興費 

観光振興費 

262,000 

1,000 

1,800 

5,500 

1,000 

300,000 

1,000 

1,800 

5,500 

1,000 

300,000 

1,000 

1,800 

5,500 

1,000 

300,000 

1,000 

1,800 

5,500 

1,000 

300,000 

1,000 

1,800 

5,500 

1,000 

300,000 

1,000 

1,800 

5,500 

1,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費、国補助金、県交付金、県補助金、市受託費 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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 

事業名：Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．事業計画策定支援に関すること 

②創業計画策定支援 

 

１．目標 

鳥取県西部地区の２市６町１村と米子商工会議所・境港商工会議所・各商工会との連携による「鳥取

県西部創業サポートセンター」を各団体に設置（各市町村では今まで常設の創業相談窓口を設けていな

かったため新たに設置）し、創業相談窓口を設け、創業支援を強化する。 

商工会議所や商工等の窓口では平成２８年度に５９件の相談があったが、市町村と支援機関の連携を

強化することで年間１４０件の相談を目標とする。相談事業の支援を受けて創業を行う者は、創業支援

事業との連携強化により年間相談件数の１割（１４名）の創業実現を目標とする。 

 

２．内容及び実施方法 

〈相談窓口の設置〉 

 地域内の創業を支援するため、２市６町１村と米子商工会議所・境港商工会議所・各商工会との連

携による「鳥取県西部創業サポートセンター」（窓口名称）を各団体に設置する。また、米子商工会

議所、境港商工会議所、鳥取県西部商工会産業支援センターにワンストップ相談窓口をおく。 

鳥取県西部９市町村は、商工課や産業担当課に創業相談担当者を配置して、創業希望者に対する総

合窓口として相談を受ける。相談に際しては創業に関する基礎的な情報、支援制度を説明するととも

に、相談者のニーズを的確に把握し、必要に応じて支援機関（米子商工会議所、境港商工会議所、鳥

取県西部商工会産業支援センター、各商工会、日本政策金融公庫米子支店、鳥取県信用保証協会等）

に繋げる。 

 

〈共通事項について〉 

（１）本創業支援事業計画全体の進捗状況は、米子市及び米子商工会議所が把握することとし、創業

希望者・創業者に対する調査により常に体制の改善を図る。特定創業支援事業を実施し、証明書の発

行を受けた創業者に対しては、その後の創業の有無や実績報告等を電話、メールにて確認する。 

（２）創業後は米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部商工会産業支援センター、日本政策金

融公庫米子支店と連携してフォローアップ行い、適切な支援を行うとともに、成功事例は市町村の広

報紙やホームページへの掲載、チラシの配布を行うなど、広くＰＲを行う。 

（３）事業計画全体に関して、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる事業を行

う創業者は支援を行わないものとする。 

（４）事業計画全体として、創業後のフォローアップについては、米子商工会議所、境港商工会議所、

鳥取県西部産業支援センター、各商工会が中心に金融相談や経営指導等を行い、各事業者の状況に応

じた支援を実施する。 

 

連携者及びその役割 

１．連携者 

〈行政関係〉 

 ①米子市  

代表者：市長 伊木 隆司 

  住 所：鳥取県米子市加茂町１丁目１番地 

電 話：（０８５９）２２－７１１１ 

 ②境港市 

  代表者：市長 中村 勝治 

  住 所：鳥取県境港市上道町３０００番地 
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  電 話：（０８５９）４４－２１１１ 

 ③日吉津村 

  代表者：村長 石 操 

  住 所：鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津８７２番１５号 

電 話：（０８５９）２７－０２１１ 

 ④大山町 

  代表者：町長 竹口 大紀 

  住 所：鳥取県西伯郡大山町御来屋３２８番地 

電 話：（０８５９）５４－３１１１ 

 ⑤南部町 

  代表者：町長 陶山 清孝 

  住 所：鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７番１号 

電 話：（０８５９）６６－３１１２ 

 ⑥伯耆町 

  代表者：町長 森安 保 

  住 所：鳥取県西伯郡伯耆町吉長３７番３号 

  電 話：（０８５９）６８－３１１１ 

 ⑦日南町 

  代表者：町長 増原 聡 

  住 所：鳥取県日野郡日南町霞８００番地 

電 話：（０８５９）８２－１１１１ 

 ⑧日野町 

  代表者：町長 景山 享弘 

住 所：鳥取県日野郡日野町根雨１０１番地 

  電 話：（０８５９）７２－０３３１ 

 ⑨江府町 

  代表者：町長 白石 祐治 

  住 所：鳥取県日野郡江府町大字江尾４７５番地 

電 話：（０８５９）７５－２２１１ 

 

〈支援団体〉 

 ①日本政策金融公庫米子支店 

  代表者：支店長 山下 進弘 

  住 所：米子市加茂町２丁目１０６番地 日本生命米子ビル１階 

  電 話：０８５９－３４－５８２１ 

 ②境港商工会議所 

  代表者：会頭 堀田 收 

  住 所：鳥取県境港市上道町３００２番地 

電 話：（０８５９）４４－１１１１ 

③鳥取県西部商工会産業支援センター 

 代表者：会長 川端 雄勇 

住 所：鳥取県西伯郡日吉津村日吉津８８５番９号  

米子日吉津商工会日吉津支所館内 

電 話：（０８５９）３７－００８５ 

 ④米子日吉津商工会 

  代表者：会長 土井 一朗 

住 所：鳥取県米子市淀江町西原１１２９番１号 

  電 話：（０８５９）５６－２７００ 

 ⑤大山町商工会 



52 
 

  代表者：会長 岸本 耕二 

住 所：鳥取県西伯郡大山町西坪１３００番２４号 

  電 話：（０８５９）５４－２０６５ 

 ⑥南部町商工会 

  代表者：会長 梅原 克子 

住 所：鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７１番１号 

電 話：（０８５９）６６－２０３５ 

 ⑦伯耆町商工会 

代表者：会長 足尾 賢二 

住 所：鳥取県西伯郡伯耆町押口９２番２号 

電 話：（０８５９）６８－２１７４ 

 ⑧日野町商工会 

  代表者：会長 中西 康夫 

住 所：鳥取県日野郡日野町生山７３７番地 

  電 話：（０８５９）７２－０２４９ 

 ⑨江府町商工会 

代表者：会長 川端 雄勇 

住 所：鳥取県日野郡江府町江尾２０７６番４号 

電 話：（０８５９）７５－２３３３ 

 ⑩日南町商工会 

代表者：会長 天崎 直幸 

住 所：鳥取県日野郡日南町根雨３４１番２号 

電 話：（０８５９）８２－０１４５ 

 

２．役割 

〈創業に必要な要素と各連携機関が担う役割〉 

①創業希望者の発掘 

各市町村及び各連携機関はＨＰ、チラシ、広報誌等で創業支援事業を周知する。 

②ターゲット市場の見つけ方のアドバイス 

  米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部商工会産業支援センター、各商工会、 

日本政策金融公庫米子支店が、創業希望者及び創業者へ情報提供を行う。 

③ビジネスモデル構築方法のアドバイス 

米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部商工会産業支援センター、各商工会、 

日本政策金融公庫米子支店、金融機関等が顧客、ニーズへの対応、採算性についての 

アドバイスを実施する。 

また、創業塾や創業セミナーを開催し事業者連携のためのマッチング支援を行う。 

その際に、製品開発等に伴う新技術や研究開発が必要な場合は、鳥取県産業技術セン 

ター等の学術研究機関と連携し、必要な支援を行う。 

④売れる商品・サービスの作り方のアドバイス 

米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部商工会産業支援センター、各商工会 

が商品、サービスに対し、専門的知見に基づくアドバイスや専門家の紹介を行う。 

また、事業者連携のためのマッチング支援を行う。 

⑤適正な価格の設定と効果的な販売方法についてのアドバイス 

  米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部商工会産業支援センター、各商工会 

が創業手続きや許認可についてのアドバイスを行い、販路開拓のためのマッチング支 

援を行う。 

⑥資金調達方法のアドバイス 

米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部商工会産業支援センター、各商工会 

が資金調達へのアドバイスや融資の紹介、金融機関（鳥取銀行、山陰合同銀行、米子 
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信用金庫、島根銀行、商工中金、日本政策金融公庫米子支店）との連絡調整、制度融 

資の手続き、補助金申請の作成支援を行う。金融機関は資金調達へのアドバイスや金 

融支援、各自治体は制度融資の斡旋を行う。 

⑦事業計画書の作成 

米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部産業支援センター、各商工会が事業 

計画書の作成について指導やアドバイスを行う。 

⑧許認可、手続きのアドバイス 

米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県西部産業支援センター、各商工会が創業 

手続き、許認可についてのアドバイスを行う。また、税務や労務管理等により詳細な 

知識を必要とする場合には専門家を紹介する。 

⑨コア事業の事業範囲の可能性や関連事業への拡大の可能性へのアドバイス 

米子商工会議所、境港商工会議所や鳥取県西部産業支援センター、各商工会が創業 

後の経営状況を確認する中で、規模拡大や事業展開等の可能性を見出して継続的なア 

ドバイスを行う。 

〈創業支援機関との連携〉 

創業支援事業者が支援を行った創業希望者等の情報に対しては、創業希望者の同意を得つつ、守秘

義務に十分配慮しながら、米子市が情報集約及び一元化を図る。集約した情報をもとに創業実現に向

け関係機関が連携して支援を行う。 

 

〈特定創業支援事業について〉 

①創業塾 

米子商工会議所、境港商工会議所及び鳥取県西部商工会産業支援センターが年１～２回、２０～３

０時間を総時間とし、３０～５０名を対象に創業塾を開催する。 

創業塾では、ビジネスプラン作成に必要な知識の習得、経営に関すること、財務に関すること等を

内容とし、創業に関する様々な知識の習得を図る。 

②専門家窓口相談会・派遣事業 

米子商工会議所、境港商工会議所及び鳥取県西部商工会産業支援センターが、創業塾修了者や創業

ビジネスプラン作成者等、創業に向かって具体的な課題を有する者に対して、経営、財務、販路開拓、

人材育成、会社組織等の創業に関する課題について専門家派遣、専門家窓口を開設して課題解決にあ

たる。 

※１ヶ月４回以上の専門家派遣等を実施し、かつ経営、財務、販路開拓、人材育成の知識を習得した

場合に特定創業支援事業者の証明の対象とする。なお、創業塾の受講日数を加算して４回以上にな

り、かつ経営、財務、販路開拓、人材育成の知識を習得した場合においても、証明の対象とする。

なお各自治体が上記事業の受講を確認し、証明書を発行する。 

 

３．連携による効果 

鳥取県西部地区の２市６町１村と米子商工会議所、境港商工会議所、各商工会が連携することによ

り、広域で新規創業を支援することができる。 

また、相談対応状況とその後の創業状況については定期的に調査することで、地域の創業状況の把

握と、目標に対する達成度を検証することができる。 
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連携体制図等 
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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 

事業名：Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．事業計画策定支援に関すること 

④事業承継支援事業 

 

１．連携内容 

(１)事業承継セミナー及び個別相談会の開催 

事業承継セミナー及び個別相談会を開催（当所主催に加え中小企業基盤整備機構主催のものを

広く周知）し、幅広く小規模事業者に対して事業承継の早期取組みの重要性を訴求する。継続的

に実施することで案件発掘に努め、連携に係る小規模事業者の情報収集を図る。 

(２)専門家派遣活用による支援 

事業承継の内容については親族承継、第三者承継など小規模事業者ごとに様々なケースが想定

される。事業者の置かれた状況のヒアリングと分析を行い、専門家間とスムーズな情報共有を可

能とする連携体制を構築する。 

 

連携者及びその役割 

１．連携者 

  ①(独)中小企業基盤整備機構中国本部  

代 表 者：中国本部長 井上 秀生 

    住  所：〒７３０－００１３ 

広島県広島市中区八丁堀５番７号 広島ＫＳビル３階 

電  話：（０８２）５０２－６３００ 

担当部署：経営支援課 

②(公財)鳥取県産業振興機構（鳥取県事業引継ぎ支援センター） 

代 表 者：代表理事理事長 中山 孝一 

    住  所：〒６８０－００３１ 

鳥取県鳥取市本町２丁目１２３番地 三井生命鳥取ビル４階 

電  話：（０８５７）２０－００７２ 

担当部署：企業支援部 経営支援グループ 

 

２．役割 

 案件の内容により(独)中小企業基盤整備機構中国本部、鳥取県事業引継ぎ支援センターから、コー

ディネーターの派遣及び弁護士、税理士、公認会計士、中小企業診断士などの事業承継に関

する豊富な知見のある専門家の紹介。 

 

３．連携による効果 

鳥取県内の後継者不在率の高さから、事業承継に関する悩みをもった小規模事業者は多く潜在して

いると想定される。相談先や課題抽出等がよくわからない小規模事業者にとっての最初の窓口を当所

が担い、状況把握を行うことで要望を明確化する。 

ここで当所と専門家が連携することにより事業者との間でスムーズに課題解決へ向かうことがで

き、効果的な事業実施が可能となる。 

 

 

 

 

 



56 
 

連携体制図等 
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米子商工会議所 
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家（豊富な知見） 

※弁護士、税理

士、公認会計

士、中小企業診

断士などの 

専門家を配置 

①(もしくは②)事業承継セミ

ナー及び個別相談会の開催 

 （事業承継の重要性を訴求、

個別相談への呼びかけ） 

③依頼、連携 

 

連携 

 

④依頼 

 

⑤具体的な取組方法や後継者

育成等のアドバイス 

具体的行動 

【事業承継支援の目的】 

小規模事業者の持続的発展を通じた雇用・技術の伝承を含む

地域経済の発展 

・事業継続の為の道筋早期発見 

・事業計画への織り込み 

（ヒアリング、状況分析） 

②(もしくは①)相談依頼 

 



57 
 

（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 

事業名：Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．事業計画策定支援に関すること 

⑤中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）作成支援事業 

 

１．連携内容 

(１)ＢＣＰ普及啓発セミナーの開催 

ＢＣＰ普及啓発セミナー及び個別相談会を開催（当所主催）し、事業者に BCPの概要や必要性

を理解していただき、普及啓発に努める。また、鳥取県と連携し、講師派遣を依頼する。 

(２)ＢＣＰ策定ワークショップによる策定支援 

策定ワークショップを開催（鳥取県主催）し、業種別 BCPモデルを活用して、集合形式で短期

集中的にＢＣＰ策定を行う。当所ホームページ・メルマガ、会報誌等により鳥取県と連携して広

く小規模事 業者に周知する。 

(３)専門家活用による個別の BCP 策定、改善支援 

ＢＣＰ策定にあたっては、事業規模や業種等小規模事業者ごとに様々なケースが想定され

る。事業者の置かれた状況のヒアリングと分析を行い、専門家間とのスムーズな情報共有を可

能とする連携体制を構築する。 

 

連携者及びその役割 

１．連携者 

 ①鳥取県  

代 表 者：鳥取県知事 平井 伸治 

  住  所：〒６８０－８５７０鳥取県鳥取市東町１丁目２２０番地 

電  話：（０８５７）２６－７１１１ 

担当部署：鳥取県商工労働部商工政策課 

 

２．役割 

※下記連携体制図参照 

 

３．連携による効果 

 鳥取県が単独で当事業を実施するより、当所と連携することにより幅広くＢＣＰの必要性等が周知

できる。また、ＢＣＰ作成に取り組む小規模事業者に対し、当所が伴走型の支援を行うことで、計画

作をよりスムーズに行うことができる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 
 

取 
 

県 

小 
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模 
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業 

者 

 

（鳥取県が主催。会議所へ PR依頼） 
 

米 

子 

商 

工 
会 

議 

所 

（状況、ニーズ把握、制度設計参考） 

 

（商工会議所が主催で実施） 

 

(1)BCP 普及開発セミナーの開催 

 ①講師派遣（無料） ②BCP普及啓発セミナー 

③実績報告 

①BCP策定ワークショップ ②HP、会報誌等にて PR 

①個別・具体的かつ高度な計画策定相談 

③専門家活用に係る経費補助 

②ヒアリング・ニーズ把握・専門家紹介 

（鳥取県計上予算） 

 

(2)BCP 策定ワークショップの開催 

(3)専門家活用による個別の BCP

策定、改善支援 

連携 

具体的行動 

【中小企業 BCP（事業継続計画）作成支援の目的】 

小規模事業者価値の向上、小規模事業者の社会的責任への貢

献、事業の見直しの促進 
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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 

事業名：Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．米子市中心市街地の活性化 

 

２．目標 

第２期中心市街地活性化基本計画の１つである「まちなかデベロッパー事業」について、空きビ

ル・空き店舗情報を持っているため、これからまちなかで創業・事業をされたい方とのマッチング

を図り、空き店舗率の減少を図っていく。 

 

３．連携内容及び実施方法 

中心市街地活性化協議会で行っている「まちなかデベロッパー事業」は空き店舗情報を持ってい

るため、当所で行う創業支援事業（３．事業計画策定支援に関すること ②創業計画支援事業）

においての創業予定者や、興味を持っている既存事業者、まちなかコミュニティビジネスを展

開しようとしている方などと空きビル・空き店舗情報をマッチングさせ、空き店舗率の減少を

図っていく。 

連携者及びその役割 

１．連携者 

①米子市  

代表者：市長 伊木 隆司 

 住 所：鳥取県米子市加茂町１丁目１番地 

電 話：（０８５９）２２－７１１１ 

 担 当：米子市企画部地域政策課 中心市街地活性化推進室 

②米子市中心市街地協議会 

 代表者：会長 坂口 清太郎 

 住 所：鳥取県米子市加茂町２丁目２０４番地（米子商工会議所内） 

電 話：（０８５９）２２－５１３１ 

２．役割 

①米子市 

・米子市中心市街地活性化基本計画の調整・検討・策定 

 ・米子市中心市街地活性化基本計画の国の認定に係る申請業務への協力及び民間事業への国等の支援

策の対応 

 ・米子市中心市街地活性化協議会が主催する、角盤町周辺エリア、米子駅周辺エリアそれぞれのプロ

ジェクト会議で検討された内容について、庁内での調整・検討・作成 

②米子市中心市街地活性化協議会 

 ・米子市中心市街地活性化基本計画に係る企画の推進及び民間事業・プレーヤーの掘り起こし 

・米子市中心市街地活性化基本計画の国の認定に係る申請業務への協力及び民間事業への国等の支 

援策の対応 

・角盤町周辺エリア、米子駅周辺エリア活性化プロジェクトの主催・検討・策定 

 ・中心市街地活性化推進会議等の運営 

③米子商工会議所 

・米子市中心市街地活性化協議会の運営・業務の支援 

 

３．連携による効果 

現在認定を受け取組んでいる「第２期中心市街地活性化基本計画」への協力及び事業推進にあたり、

当所が米子市及び米子市中心市街地活性化協議会と連携・支援を行うことで、中心市街地の活性化を

円滑に進めることでき、米子市中心市街地の新たなにぎわいづくりや発展に期待ができる。 
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連携体制図等 
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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 

事業名：Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．広域連携による観光振興事業 

２．連携内容 

・中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会が運営する「神々のふるさと山陰 旅のポー

タルサイト」（今後山陰インバウンド機構へ移行予定）を活用して圏域内の観光情報を発信す

る。 

・圏域内の観光関連事業者の情報発信担当者を対象にカメラやコピーライトの講座を開催し、魅

力ある観光情報発信のためのスキルアップを図るとともに担当者間の連携を促進する。 

・観光関連事業者を対象とした着地型旅行商品開発のためのワークショップを開催し、圏域内の

観光資源を活かした旅行商品の開発・造成を図る。 

・中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会が行う、外国人観光客への情報発信及び圏域

の周遊性を高めるための観光素材づくりと誘客戦略について検討を行う。 

・「伯耆（ほうき）の国大山開山１３００年祭」開催に伴い、大山に纏わる神話の地を巡るモニ

タリングツアーを開催し、その調査結果から一般販売する旅行商品の醸成を行う。 

・大山開山１３００年祭実行委員会へ参画し、事業の協力を行う。 

連携者及びその役割 

１．連携者 

 【観光協会等】 

  ①(一社)松江観光協会 

代 表 者：会長 松浦 正敬 

   住  所：〒６９０－０８８６島根県松江市末次町８６番地 

電  話：（０８５２）２７－５８４３ 

  ②米子市観光協会 

代 表 者：会長 野島 譲 

   住  所：〒６８３－０８２２鳥取県米子市中町２０番地 市役所旧庁舎２階 

電  話：（０８５４）２３－７６６７ 

  ③安来市観光協会 

代 表 者：会長 飯橋 一春 

   住  所：〒６９２－００１１ 

島根県安来市安来町２０９３番３号 観光交流プラザ内 

電  話：（０８５４）２３－３０００ 

④境港市観光協会 

代 表 者：会長 桝田 知身 

   住  所：〒６８４－００４６鳥取県境港市竹内団地２５５番３号 

電  話：（０８５９）４７－３８８０ 

⑤(一社)出雲観光協会 

代 表 者：会長 今岡 一朗 

   住  所：〒６９７－０７２１島根県出雲市大社町修理免７３５番５号 

電  話：（０８５３）５３－２１１２ 

⑥(一財)くにびきメッセ 

代 表 者：専務理事 中島 哲 

   住  所：〒６９０－０８２６島根県松江市学園南１丁目２番１号 

電  話：（０８５２）３２－１９０３ 

⑦(公財)とっとりコンベンションビューロー 

代 表 者：常務理事 丸山 堅一 
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   住  所：〒６８３－００４３鳥取県米子市末広町７４番地 

電  話：（０８５９）３９－０７７７ 

⑧(一社)大山観光局 

代 表 者：会長 足立 敏雄 

   住  所：〒６８９－３３１８鳥取県西伯郡大山町大山４０番３３号 

電  話：（０８５９）５２－２５０２ 

⑨出雲の国 社寺縁座の会 

代 表 者：座長 勝部 和承 

   住  所：〒６９０－００３５島根県松江市佐草町２２７番地 

電  話：（０８５２）２１－１１４８ 

⑩神話の国 縁結び観光協会 

代 表 者：会長 安井 克久 

   住  所：〒６９０－８５０１島根県松江市殿町１番地 島根県観光振興課内 

電  話：（０８５２）５５－５６３０ 

 【他の経済団体】 

①島根経済同友会 

代 表 者：代表幹事 川上 裕治 

   住  所：〒６９０－０８８６島根県松江市母衣町５５番４号 会議所ビル 

電  話：（０８５２）３２－０５１０ 

②鳥取県経済同友会西部地区 

代 表 者：代表幹事 松村 順史 

   住  所：〒６８３－０８２３鳥取県米子市加茂町２丁目２０４番地 

電  話：（０８５９）２２－５１３１ 

 【市、町】 

①松江市 

代 表 者：市長 松浦 正敬 

   住  所：〒６９０－８５４０島根県松江市末次町８６番地 

電  話：（０８５２）５５－５５５５ 

②米子市 

代 表 者：市長 伊木 隆司 

   住  所：〒６８３－８６８６鳥取県米子市加茂町１丁目１番地 

電  話：（０８５９）２２－７１１１ 

③安来市 

代 表 者：市長 近藤 宏樹 

   住  所：〒６９２－８６８６島根県安来市安来町８７８番２号 

電  話：（０８５４）２３－３０００ 

④境港市 

代 表 者：市長 中村 勝治 

   住  所：〒６８４－８５０１鳥取県境港市上道町３０００番地 

電  話：（０８５９）４４－２１１１ 

⑤出雲市 

代 表 者：市長 長岡 秀人 

   住  所：〒６９３－８５３０島根県出雲市今市町７０番地 

電  話：（０８５３）２１－２２１１ 

⑥大山町 

代 表 者：町長 竹口 大紀 

   住  所：〒６８９－３２１１鳥取県西伯郡大山町御来屋３２８番地 

電  話：（０８５９）５４－３１１１ 

⑦南部町 

代 表 者：町長 陶山 清孝 
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   住  所：〒６８３－０３５１鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７番１号 

電  話：（０８５９）６６－３１１２ 

２．役割 

※下記連携体制図参照 

３．連携による効果 

 圏域内の観光協会及び市、町などと連携することによって、官民一体となって周遊を意識した観光

振興が可能となり、また、個別での取組みと比較して、多様な魅力を持ったエリアとしてより強力な

ブランドでの情報発信につながる。 

連携体制図等 
 

 

目標：①圏域の観光情報発信による認知度の向上 

②魅力ある観光資源の開発 

③圏域内の官民一体となったインバウンド対応を含む 

観光振興事業のための体制整備 

【観光協会等】 

①各種事業への参加、協力 

②観光情報の提供 

 

【市、町】 

①各種事業への参加、協力 

②観光情報、観光支援施策情報の提供 

 

【他の経済団体】 

商工会、経済同友会など 

①各種事業への参加、協力 

【商工会議所】 

松江、安来、出雲、平田、境港、米子 

①中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会の運営 

②「神々のふるさと山陰 旅のポータルサイト」の運営 

③セミナー、ワークショップ等の企画・運営 

④外国人観光客受入環境整備 

中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会 
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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 

事業名：Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．中国横断自動車道岡山米子線４車線化に向けての活動 

２．連携内容 

中国横断自動車道岡山米子線４車線化の実現 

同自動車道２車線区間（米子ＩＣ～蒜山ＩＣ間）の４車線化早期実現を図るため、鳥取県西

部地域９市町村と商工会議所・商工会、観光協会などで構成される「中国横断自動車道岡山米

子線４車線化促進期成同盟会」による国への要望活動の協力・支援を行っていく。 

 

連携者及びその役割 

１．連携者 

【市町村、市町村議会等】 

①米子市 

代 表 者：市長 伊木 隆司 

   住  所：〒６８３－８６８６鳥取県米子市加茂町１丁目１番地 

電  話：（０８５９）２２－７１１１ 

②境港市 

代 表 者：市長 中村 勝治 

   住  所：〒６８４－８５０１鳥取県境港市上道町３０００番地 

電  話：（０８５９）４４－２１１１ 

③伯耆町 

代 表 者：町長 森安 保 

   住  所：〒６８９－４１３３鳥取県西伯郡伯耆町吉長３７番３号 

電  話：（０８５９）６８－３１１１ 

④日吉津村 

代 表 者：村長 石 操 

   住  所：〒６８９－３５５３鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津８７２番１５号 

電  話：（０８５９）２７－０２１１ 

⑤日南町 

代 表 者：町長 増原 聡 

   住  所：〒６８９－５２９２鳥取県日野郡日南町霞８００番地 

電  話：（０８５９）８２－１１１１ 

⑥日野町 

代 表 者：町長 景山 享弘 

   住  所：〒６８９－４５０３鳥取県日野郡日野町根雨１０１番地 

電  話：（０８５９）７２－０３３１ 

⑦江府町 

代 表 者：町長 白石 祐治 

   住  所：〒６８９－４４０１鳥取県日野郡江府町大字江尾４７５番地 

電  話：（０８５９）７５－２２１１ 

⑧大山町 

代 表 者：町長 竹口 大紀 

   住  所：〒６８９－３２１１鳥取県西伯郡大山町御来屋３２８番地 

電  話：（０８５９）５４－３１１１ 

⑨南部町 

代 表 者：町長 陶山 清孝 

   住  所：〒６８３－０３５１鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７番１号 
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電  話：（０８５９）６６－３１１２ 

⑩鳥取県西部総合事務所 

代 表 者：所長 中山 貴雄  

   住  所：〒６８３－００５４鳥取県米子市糀町１丁目１６０ 

電  話：（０８５９）３４－６２１１ 

⑪米子市議会 

代 表 者：議長 尾沢 三夫 

   住  所：〒６８３－８６８６鳥取県米子市加茂町１丁目１番地 

電  話：（０８５９）２３－５５２２ 

⑫境港市議会 

代 表 者：議長 岡空 研二 

   住  所：〒６８４－８５０１鳥取県境港市上道町３０００番地 

電  話：（０８５９）４７－１０９７ 

⑬日吉津村議会 

代 表 者：議長 山路 有 

   住  所：〒６８９－３５５３鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津８７２番１５号 

電  話：（０８５９）２７－５９５７ 

⑭大山町議会 

代 表 者：議長 杉谷 洋一 

   住  所：〒６８９－３２１１鳥取県西伯郡御来屋３２８番地 

電  話：（０８５９）５４－５２１３ 

⑮南部町議会 

代 表 者：議長 秦 伊知郎 

   住  所：〒６８３－０３５１鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７番１号 

電  話：（０８５９）６６－４８０４ 

⑯伯耆町議会 

代 表 者：議長 篠原 天 

   住  所：〒６８９－４１３３鳥取県西伯郡伯耆町吉長３７番３号 

電  話：（０８５９）６８－３１１２ 

⑰日南町議会 

代 表 者：議長 村上 正広 

   住  所：〒６８９－５２９２鳥取県日野郡日南町霞８００番地 

電  話：（０８５９）８２－１９００ 

⑱日野町議会 

代 表 者：議長 小谷 博徳 

   住  所：〒６８９－４５０３鳥取県日野郡日野町根雨１０１番地 

電  話：（０８５９）７２－０３３５ 

⑲江府町議会 

代 表 者：議長 川上 富夫 

   住  所：〒６８９－４４０１鳥取県日野郡江府町大字江尾４７５番地 

電  話：（０８５９）７５－３３０７ 

【観光協会等】 

  ①米子市観光協会 

代 表 者：会長 野島 譲 

   住  所：〒６８３－０８２２鳥取県米子市中町２０番地 市役所旧庁舎２階 

電  話：（０８５９）３７－２３１１ 

②境港市観光協会 

代 表 者：会長 桝田 知身 

   住  所：〒６８４－００４６鳥取県境港市竹内団地２５５番３号 

電  話：（０８５９）４７－３８８０ 
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③日吉津村観光協会 

代 表 者：会長 石 操 

   住  所：〒６８９－３５５３鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津８７２番１５号 

電  話：（０８５９）２７－５９５３ 

④(一社)大山観光局 

代 表 者：会長 足立 敏雄 

   住  所：〒６８９－３２１８鳥取県西伯郡大山町大山４０番３３号 

電  話：（０８５９）５２－２５０２ 

⑤南部町観光協会 

代 表 者：会長 梅原 克子 

   住  所：〒６８３－０３５１鳥取県西伯郡南部町法勝寺３３２番１号 

電  話：（０８５９）３０－４８２２ 

⑥伯耆町観光協会 

代 表 者：会長 川原 かなよ 

   住  所：〒６８９－４１３３鳥取県西伯郡伯耆町吉長３７番３号 

電  話：（０８５９）６８－４２１１ 

⑦日南町観光協会 

代 表 者：会長 宮崎 正男 

   住  所：〒６８９－５２９２鳥取県日野郡日南町霞８００番地 

電  話：（０８５９）８２－１１１１ 

⑧日野町観光協会 

代 表 者：会長 小谷 澄男 

   住  所：〒６８９－４５０３鳥取県日野郡日野町根雨１０１番地 

電  話：（０８５９）７２－０３３２ 

⑨江府町観光協会 

代 表 者：会長 浦部 二郎 

   住  所：〒６８９－４４０１鳥取県日野郡江府町大字江尾２０７６番４号 

電  話：（０８５９）７５－６００７ 

⑩鳥取県西部商工会産業支援センター 

代 表 者：センター長 川端 雄勇 

   住  所：〒６８９－３５５３鳥取県西伯郡日吉津村日吉津８８５－９ 

電  話：（０８５９）３７－００８５ 

⑪皆生温泉旅館組合 

代 表 者：理事長 柴野 清 

   住  所：〒６８３－０００１鳥取県米子市皆生温泉３丁目１番１号 

電  話：（０８５９）３４－２８８８ 

【物流業界】 

①(一社)鳥取県バス協会 

代 表 者：会長 澤 志郎 

   住  所：〒６８０－０００６鳥取県鳥取市丸山町２４６番１０号 

電  話：（０８５７）２２－２７２４ 

②(一社)鳥取県トラック協会 

代 表 者：会長 川上 和人 

   住  所：〒６８０－０００６鳥取県鳥取市丸山町２１９番１号 

電  話：（０８５７）２２－２６９４ 

③鳥取県西部トラック事業共同組合 

代 表 者：理事長 川上 和人 

   住  所：〒６８９－３５４７鳥取県米子市流通町１３８１番４号 

電  話：（０８５９）２７－５０００ 
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２．役割 

【市町村、市町村議会】 

(１)米子市が事務局となり、中国横断自動車道岡山米子線４車線化促進期成同盟会の運営を担当す

る。 

(２)各連携機関からの要望・意見をもとに要望書の作成を行う。 

(３)要望活動の企画及び実施にあたっての日程・訪問先の調整、参加者の取りまとめなどを行う。 

【観光協会等】 

(１)要望書の作成にあたり、観光分野から要望・意見を申し述べる。 

(２)要望活動に参加する。 

【物流業界】 

(１)要望書の作成にあたり、物流分野から要望・意見を申し述べる。 

(２)要望活動に参加する。 

【商工会議所・商工会】 

(１)要望書の作成にあたり、地元経済界からの要望・意見を申し述べる。 

(２)要望活動に参加する。 

 

３．連携することによる効果 

 鳥取県西部地域の市町村、観光協会及び物流業界などと連携することによって、官民一体となって

地域の発展のために、観光や物流機能向上など多面的な観点からインフラ基盤整備の重要性を訴え、

中国横断自動車道岡山－米子線４車線化の早期実現が図ることができる。 
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連携体制図等 
 

 

目標： 交通の安全性と定時性の確保による中海圏域・大山圏域を

中心とする観光物流機能の向上。 

   （米子自動車道４車線化の早期実現） 

【観光協会等】 

①観光分野からの要望・意見具申 

②要望活動への参加 

【物流業界】 

①物流分野からの要望・意見具申 

②要望活動への参加 

【商工会、商工会議所】 

①地元経済界からの要望・意見具申 

②要望活動への参加 

【市町村、市町村議会】 

①中国横断自動車道岡山米子線（蒜山ＩＣ～米子ＩＣ間） 

４車線化促進期成同盟会の運営（事務局：米子市） 

②要望書の作成 

③要望活動の企画・調整・実施 

中国横断自動車道岡山米子線（蒜山ＩＣ～米子ＩＣ間） 

４車線化促進期成同盟会 
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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 

事業名：Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．中海・宍道湖・大山圏域市長会医工連携支援事業の事務受託（新規） 

２．連携内容 

・中海・宍道湖・大山圏域市長会として、圏域５市の枠を超えた地域間連携や業種の枠を超えた

連携を円滑に進めるよう、支援体制の整備として中海・宍道湖・大山圏域産学・医工連携推進

協議会を設立する。 

・圏域内の医療機関、大学、民間事業者等との連携により、ニーズ及びシーズの収集・集約を通

じたマッチング、製品の実用化等の医工連携を図る。 

・医工連携への参入から製品の市場投入までのプロセスにはマーケティング調査、試作品開発、

臨床試験、販路開拓等様々な課題が存在する。それぞれの課題解決に最適な専門家の派遣、圏

域アドバイザーの設置などによる支援を実施する。 

・上記専門家と連携する統括コンシェルジュを設置し、民間事業者、医療機関、支援機関、大学

等の協力も得ながら圏域の医工連携の取組みの推進を図る。 

 

連携者及びその役割 

１．連携者 

 【中海･宍道湖・大山圏域市長会】 

  ①出雲市 

代 表 者：市長 長岡 秀人 

   住  所：〒６９３－８５３０島根県出雲市今市町７０ 

電  話：（０８５３）２１－２２１１ 

  ②松江市 

代 表 者：市長 松浦 正敬 

   住  所：〒６９０－８５４０島根県松江市末次町８６ 

電  話：（０８５２）５５－５５５５ 

  ③安来市 

代 表 者：市長 近藤 宏樹 

   住  所：〒６９２－８６８６島根県安来市安来町８７８－２ 

電  話：（０８５４）２３－３０００ 

④境港市 

代 表 者：市長 中村 勝治 

   住  所：〒６８４－００３３鳥取県境港市上道町３０００ 

電  話：（０８５９）４４－２１１１ 

⑤米子市 

代 表 者：市長 伊木 隆司 

   住  所：〒６８３－８６８６鳥取県米子市加茂町１―１ 

電  話：（０８５９）２２－７１１１ 

【中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会】 

①出雲商工会議所 

代 表 者：会頭 三吉 庸善 

   住  所：〒６９３－００１１島根県出雲市大津町１１３１－１ 

電  話：（０８５３）２３－２４１１ 

②平田商工会議所 

代 表 者：会頭 大島 治 

   住  所：〒６９１－０００１島根県出雲市平田町２２８０－１ 
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電  話：（０８５３）６３－３２１１ 

③松江商工会議所 

代 表 者：会頭 古瀬 誠 

   住  所：〒６９０－０８８６島根県松江市母衣町５５－４ 

電  話：（０８５２）２３－１６１６ 

④安来商工会議所 

代 表 者：会頭 木口 重樹 

   住  所：〒６９２－００１１島根県安来市安来町８７９ 

電  話：（０８５４）２２－２３８０ 

⑤境港商工会議所 

代 表 者：会頭 堀田 收 

   住  所：〒６８４－００３３鳥取県境港市上道町３００２ 

電  話：（０８５９）４４－１１１１ 

⑥米子商工会議所 

代 表 者：会頭 坂口 清太郎 

   住  所：〒６８３－０８２３鳥取県米子市加茂町２－２０４ 

電  話：（０８５９）２２－５１３１ 

①東出雲町商工会 

代 表 者：会長 加藤 勇 

   住  所：〒６９９－０１０１島根県松江市東出雲町揖屋１１２５ 

電  話：（０８５３）２３－２４１１ 

②まつえ北商工会 

代 表 者：会長 中村 宗良 

   住  所：〒６９０－０３３３島根県松江市鹿島町古浦６０７－３ 

電  話：（０８５２）８２－２２６６ 

③まつえ南商工会 

代 表 者：会長 安部 廣 

   住  所：〒６９９－０４０８島根県松江市宍道町昭和１ 

電  話：（０８５２）６６－０８６１ 

④安来市商工会 

代 表 者：会長 藤原 敏孝 

   住  所：〒６９２－０４０４島根県安来市広瀬町広瀬７５３－４０ 

電  話：（０８５４）３２－２１５５ 

⑤出雲市商工会 

代 表 者：会長 室家 隆一 

   住  所：〒６９９－０７１１島根県出雲市大社町杵築南１３４４ 

電  話：（０８５３）５３－２５５８ 

⑥斐川町商工会 

代 表 者：会長 長岡 秀治 

   住  所：〒６９９－０５０５島根県出雲市斐川町上庄原１７４９－３ 

電  話：（０８５３）７２－０６７４ 

⑦鳥取県西部商工会産業支援センター 

代 表 者：センター長 川端 雄勇 

   住  所：〒６８９－３５５３鳥取県西伯郡日吉津村日吉津８８５－９ 

電  話：（０８５９）３７－００８５ 

 【大学、高等専門学校、支援機関】 

①国立大学法人鳥取大学 

代 表 者：学長 豊島 良太 

   住  所：〒６８０－８５５０鳥取県鳥取市湖山町４－１０１ 

電  話：（０８５７）３１－５００７ 
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②国立大学法人島根大学 

代 表 者：学長 服部 泰直 

   住  所：〒６９０－８５０４島根県松江市西河川津１０６０ 

電  話：（０８５２）３２－６１００ 

③(公財)鳥取県産業振興機構 

代 表 者：代表理事理事長 中山 孝一 

   住  所：〒６８９－１１１２鳥取県鳥取市若葉台７－５－１ 

電  話：（０８５７）５２－３０１１ 

④(独)国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校 

 代 表 者：校長 氷室 昭三 

 住  所：鳥取県米子市彦名町４４４８ 

 電  話：（０８５９）２４－５０００ 

⑤(独)国立高等専門学校機構松江工業高等専門学校 

 代 表 者：校長 平山 けい 

 住  所：島根県松江市西生馬町１４－４ 

 電  話：（０８５２）３６－５１１１ 

⑥(独)鳥取県産業技術センター 

代 表 者：理事長 村江 清志 

   住  所：〒６８９－１１１２鳥取県鳥取市若葉台南７－１－１ 

電  話：（０８５７）３８－６２００ 

⑦(公財)しまね産業振興財団 

代 表 者：代表理事理事長 山崎 征爾 

   住  所：〒６９０－０８１６島根県松江市北陵町テクノアークしまね本館 

電  話：（０８５２）６０－５１１０ 

 

２．役割 

※下記連携体制図参照 

 

３．連携による効果 

 本事業における産業振興の推進により圏域内産業の活性化を図り、住みたいまちづくりを目指す定

住政策や、医療ブランドの確立による地域医療・福祉対策といった複数の政策を相互に関連づけ、そ

の推進を図ることができる。また、本事業の推進と合わせ、例えば医療機器分野に新たに進出する企

業の圏域外からの雇用支援の検討や各市が実施しているＵ・Ｉ・Ｊターン事業との連携を図る。特に、

大卒者など若年層の地元就職や流出した若年層を対象に、魅力ある圏域へのＵターンを促進し、一層

の定住促進を図ることができる。 

 既に現在２つの大学医学部附属病院や島根県立中央病院などの総合医療機関が高度な技術を有し、

医療・福祉への集積地となっている。本事業による医療ブランドの確立を図り、先端医療・福祉圏域

として全国へ発信していくことが可能となる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１．連携者に記載の機関により、上記表中の協議会を構成。 
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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 

事業名：Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①海外展開支援事業 

 

１．連携内容 

(１)中小企業基盤整備機構より海外販路開拓支援プロジェクトマネージャーの派遣を受け、定期的に

個別相談会を開催する。相談者からは事前に相談内容を聴取し、情報の提供、助言等を行う。２

か月に１度の頻度で定期的に開催するが、相談者が開催日に都合が付かない場合や継続的に支援

が必要とされる場合は中小企業基盤整備機構と連携し、当該企業を訪問し、支援を行う。 

(２)中小企業基盤整備機構、日本貿易振興機構等と連携し、セミナーを開催することで、海外市場の

動向や各種支援施策についての情報提供を行う。 

 

連携者及びその役割 

１．連携者 

①(独)中小企業基盤整備機構中国本部 

代 表 者：中国本部長 井上 秀生 

住  所：〒７３０－００１３ 

広島県広島市中区八丁堀５番７号 広島ＫＳビル３階 

電  話：（０８２）５０２－６３００ 

  ②(独)日本貿易振興機構 鳥取貿易情報センター 

代 表 者：所長 秋山 博幸 

    住  所：〒６８９－１１１２ 

鳥取県鳥取市若葉台南７丁目５番１号 

電  話：（０８５７）５２－４３３５ 

 

２．役割 

(１)個別相談会に中小企業基盤整備機構が海外販路開拓支援プロジェクトマネージャーを派遣する。

(２)セミナーに中小企業基盤整備機構及び日本貿易振興機構が講師を派遣する。 

 

３．連携による効果 

連携者から専門家の派遣を受けることにより、小規模事業者に対して当所では対応困難な専門

知識を要する海外展開支援についての助言や海外市場についての情報提供を行うことができる。 
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連携体制図等 
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