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地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想 

鳥取県 

１ 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針 

大都市部と地方との地域間格差が顕著な中で、地域の活力を取り戻すためには地域経済

の発展と安定した雇用の確保が必要であり、これらが県民の豊かな暮らしの源泉である。 

このため、本県は「元気な産業 しっかり雇用」をキーワードに、企業チャレンジの支

援、中小企業対策、国際競争に対応できる先端技術産業の育成等の施策を県と企業等が一

体となって展開することとしている。 

 

本県の第一次産業を見ると、農業分野では、全国有数の農業県として、日本一の生産量

を誇る二十世紀梨、砂丘地を利用したらっきょう、長いもの栽培等、地域の特性を生かし

た農業が行われており、林業分野では、智頭町及び若桜町を中心とする古くからの林業地

域を中心に、県土の７０パーセントを占める森林で良質なスギが産出され、高級な建材及

び家具の材料に利用されている。水産業分野では、松葉がに、マグロ、アジ、サバ等が水

揚げされ、特に、境港市（境漁港）周辺では水産物加工が盛んに行われている。 

 

このような素材を活用し、２００４年度から「とっとり発 環境・食品産業クラスター

推進事業」で、氷温産業、きのこ産業、循環型産業及び機能性食品産業の四分野で、産学

官連携を進めながら研究開発及び開発技術の蓄積に取り組んできた。鳥取発祥の氷温技術

を活用した事業展開及び研究、新しいきのこ「ハタケシメジ」の栽培、カニ殻からつくら

れ傷の再生効果があるとされるキチン・キトサン、モズクに含まれ生理活性効果及び抗が

ん作用があるとされるフコイダン、魚のうろこから採れ関節・軟骨の再生効果があるとさ

れるコラーゲンなど、水産資源に含まれる機能性食品素材の抽出技術を活用した生活習慣

病予防食品（機能性食品）の開発などを行っている。 

また、観光分野では、鳥取砂丘、大山等の雄大な自然や三朝温泉、岩井温泉、皆生温泉

等の多くの天然温泉を始め、妖怪ロード、白壁土蔵群、とっとり花回廊等の貴重な観光資

源がある。 

一方、電子・情報及び電気機械の県内総生産を占める割合は高く、製造品出荷額に占め

る割合は、「電子・電機産業」が約４７パーセントと最も高い。なかでも電子部品は、国

内外のメーカーに供給され、世界のハイテク電子・電気製品の生産に不可欠なものとなっ

ている。 
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    このような中、本県では経営環境の変化に正面から取り組むやる気のある中小企業をき

め細かに支援するため、中小企業者へのワンストップサービス※の提供に努めるほか、補

助金、融資等の財政的支援制度を設け、新事業創出支援、県外への事業展開等を重点項目

とする「打って出る鳥取県産業」を積極的に推進し、県民所得の増加と良質な雇用機会の

創出を目指す。 

    特に、地域資源（農林水産物、産地の技術、観光資源）を活用した製品開発等に取り組

み（地域産業資源活用事業）に対しては、成長段階に応じて、きめ細かな支援策と融合さ

せ、また、関係機関等との連携を図りながら積極的に支援する。 

 ※ワンストップサービス 

  住民にとって一箇所ですべての用事が簡易な手続きで済むための行政窓口 
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２ 地域産業資源の内容 

当県において、その地域産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義がある

と考えられる資源は以下のとおりである。 

なお、右欄に記載する「地域産業資源に係る地域」とは、左欄資源を活用した地域産業

資源活用事業として中小企業が商品の生産又は役務の提供を行うことが想定されている地

域を示したものである。 

 

（１）農林水産物 

名  称 地域産業資源に係る地域 

二十世紀梨 県全域 

梨 県全域 

砂丘のらっきょう 
鳥取市、岩美町 

北栄町 

砂丘長いも 
鳥取市、岩美町 

北栄町、琴浦町 

ねばりっこ 北栄町、琴浦町、倉吉市、湯梨浜町 

自然薯 県全域 

白ネギ 北栄町、琴浦町、日吉津村、大山町、伯耆町、米子市、境港市 

大栄西瓜 北栄町 

極実スイカ 倉吉市 

倉吉スイカ 倉吉市 

がぶりこスイカ 倉吉市、琴浦町、湯梨浜町 

プリンスメロン 倉吉市、湯梨浜町 

花御所柿 八頭町、鳥取市 

西条柿 八頭町 

富有柿 南部町、伯耆町 

砂丘ぶどう 北栄町 

ブルーベリー 大山町、江府町、琴浦町 

イチゴ 湯梨浜町 

広留野大根 八頭町、若桜町、智頭町 

ブロッコリー 大山町 

トマト 
北栄町 

日南町 

浜綿 米子市、境港市 

智頭杉 智頭町、鳥取市、八頭町、若桜町、岩美町 

杉 県全域 

きのこ 鳥取市、八頭町 

しいたけ 県全域 



 

4 

ハタケシメジ 
大山町 

日南町 

野花豊後 湯梨浜町 

タマノカンザシ 智頭町 

芝 県全域 

松葉ガニ 
鳥取市、岩美町 

境港市、米子市 

トビウオ（あご） 
鳥取市、岩美町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、大山町、米子市、

境港市 

ハタハタ 鳥取市、岩美町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、米子市、境港市 

シロイカ 鳥取市、岩美町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、米子市、境港市 

ホタルイカ 岩美町、鳥取市 

モサエビ 岩美町、鳥取市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、米子市、境港市 

ばばちゃん 岩美町、鳥取市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、米子市、境港市 

シジミ 湯梨浜町、倉吉市 

岩ガキ 
鳥取市、岩美町 

湯梨浜町、琴浦町 

ホンモロコ 県全域 

鮎 
鳥取市 

米子市 

サワラ 県全域 

ヒラメ 県全域 

カレイ 県全域 

サザエ 県全域 

ベニズワイガニ 境港市、米子市、日吉津村 

マグロ 境港市、米子市、日吉津村 

サバ 県全域 

アジ 県全域 

イワシ 境港市、米子市、日吉津村 

鳥取和牛 県全域 

東伯牛 琴浦町 

トトリコ豚 県全域 

鳥取地鶏 県全域 

 

 

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 

名  称 地域産業資源に係る地域 

因州和紙 鳥取市 

藍染め 智頭町 

大山友禅染 伯耆町 
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弓浜絣 米子市、境港市 

倉吉絣 倉吉市 

淀江傘 米子市 

和太鼓 日南町 

竹細工 県全域 

流しびな 鳥取市 

麒麟獅子 鳥取市 

木彫人形十二支 岩美町 

牛ノ戸焼 鳥取市 

因州・中井窯 鳥取市 

岩井窯 岩美町 

浦富焼 岩美町 

延興寺焼 岩美町 

因久山焼 鳥取市、八頭町 

法勝寺焼松花窯 南部町 

法勝寺焼皆生窯 米子市 

カニ殻から抽出されるキチン、

キトサン 
県全域 

魚のうろこから抽出されるコラ

ーゲン 
県全域 

きのこ類から抽出されるβグル

カン 
県全域 

もずくから抽出されるフコイダ

ン 
県全域 

アジの加工品 境港市、米子市、日吉津村 

サバの加工品 境港市、米子市、日吉津村 

水産練製品 県全域 

氷温食品 県全域 

人工染色体ベクター※１による医

薬品 
米子市、境港市 

液晶製品 県全域 

ＬＥＤ 県全域 

金属製品 県全域 

廃プラ、廃ガラス再生製品 県全域 

家具 鳥取市、八頭町、若桜町、岩美町、智頭町 

日南ＬＶＬ（単板積層材） 日南町 

杉玉 智頭町 

鳥取の日本酒 県全域 

地ビール 伯耆町、大山町、米子市 

豆腐 鳥取市、智頭町 

とうふちくわ 鳥取市 

あごちくわ 
鳥取市、岩美町 

琴浦町 

鳥取カレー 鳥取市 
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１ 人工染色体ベクターとは、病気の治療に役立つ遺伝子を細胞内に運ぶもの（技術） 

 

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

名  称 地域産業資源に係る地域 

鳥取砂丘 鳥取市 

三朝温泉 三朝町、倉吉市 

皆生温泉 米子市、境港市 

岩井温泉 岩美町、鳥取市 

東郷温泉 湯梨浜町、倉吉市 

はわい温泉 湯梨浜町、倉吉市 

吉岡温泉 鳥取市 

鳥取温泉 鳥取市 

鹿野温泉 鳥取市 

浜村温泉 鳥取市 

関金温泉 倉吉市 

山陰海岸 岩美町、鳥取市 

浦富海岸 岩美町、鳥取市 

白兎海岸 鳥取市 

弓ヶ浜（海岸） 米子市、境港市、日吉津村 

浦富海水浴場 岩美町、鳥取市 

豚肉加工品 
鳥取市、八頭町、若桜町 

大山町、伯耆町、米子市 

コーヒー 県全域 

海鮮丼 境港市、米子市 

大山おこわ 伯耆町、大山町、江府町、米子市 

おいり 鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町 

あんぽ柿 鳥取市、八頭町 

砂たまご 鳥取市、岩美町 

鹿野そば 鳥取市 

日野そば 日野町 

乳製品 琴浦町、大山町、伯耆町 

因幡のミネラルウォーター 

（地下水、湧水） 鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町 

布勢の湧水 鳥取市 

宇野地蔵ダキ（湧水） 湯梨浜町 

地蔵滝の湧水 伯耆町 

大山の伏流水 大山町、江府町、米子市、伯耆町 

奥大山の水 江府町 

淀江の名水 米子市 

大山の土 
倉吉市、北栄町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町、

伯耆町、江府町、米子市、南部町、日野町 
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ハワイ海水浴場 湯梨浜町、倉吉市、琴浦町 

湖山池 鳥取市 

大山池 倉吉市 

東郷湖 湯梨浜町、倉吉市 

緑水湖 南部町 

中海 米子市 

雨滝 鳥取市 

布勢の清水（湧水地） 鳥取市 

宇野地蔵ダキ（湧水地） 湯梨浜町 

地蔵滝の泉（湧水地） 伯耆町 

大山滝 琴浦町 

三徳山 三朝町、倉吉市 

大山 
大山町、伯耆町、江府町、琴浦町、米子市、倉吉市、日野町、日

南町 

奥大山 
大山町、伯耆町、江府町、琴浦町、米子市、倉吉市、日野町、日

南町 

氷ノ山 若桜町 

那岐山 智頭町 

扇ノ山 八頭町 

船上山 琴浦町 

久松山 鳥取市 

桝水高原 
大山町、伯耆町、江府町、琴浦町、米子市、倉吉市、日野町、日

南町 

がいな祭 米子市 

しゃんしゃん祭り 鳥取市 

打吹まつり 倉吉市 

みなと祭 境港市 

福岡神社の蛸舞式神事 伯耆町 

一式飾り 南部町 

江尾十七夜 江府町 

宇部神社例大祭 鳥取市 

大山紅葉祭り 大山町、米子市 

三徳山炎の祭典 三朝町、倉吉市 

賀露神社の祭り 鳥取市 

酒津のトンドウ 鳥取市 

水郷祭 湯梨浜町、倉吉市 

流し雛 鳥取市 

陣所（花湯まつり） 三朝町、倉吉市 

すいか・ながいも健康マラソン

大会 
北栄町、琴浦町、湯梨浜町、倉吉市 

燕趙園 湯梨浜町、倉吉市 

潮風の丘 湯梨浜町、倉吉市 

植田正治写真美術館 伯耆町、米子市 

日南町美術館 日南町 
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とっとり花回廊 南部町、伯耆町、米子市 

仁風閣 鳥取市 

あおや和紙工房 鳥取市 

水車の郷体験工房 倉吉市 

流しびなの館 鳥取市 

青谷上寺地遺跡展示館 鳥取市 

さじアストロパーク 鳥取市 

北条オートキャンプ場 北栄町、倉吉市、琴浦町、湯梨浜町 

わらべ館 鳥取市 

湯命館 倉吉市 

米子下町（旧加茂川周辺） 米子市 

城下町鹿野 鳥取市 

米子城跡 米子市 

鳥取城跡 鳥取市 

水鳥公園 米子市 

竹林公園 八頭町、鳥取市 

お台場公園 北栄町、倉吉市、琴浦町、湯梨浜町 

日韓友好交流公園 琴浦町、湯梨浜町、北栄町、倉吉市 

淀江の史跡 米子市 

由良台場跡 北栄町、倉吉市、琴浦町、湯梨浜町 

青谷上寺地遺跡 鳥取市 

八頭フルーツの里 八頭町、鳥取市 

智頭街道宿場町 智頭町 

石谷家住宅 智頭町 

若桜駅周辺の町並み 若桜町 

白壁土蔵群 倉吉市 

コナン通り（コナンの里） 北栄町 

妖怪ロード 境港市、米子市 

八上姫公園 鳥取市 

大山ペンション村 伯耆町、大山町 

金持神社 日野町 

大山寺 
大山町、伯耆町、江府町、琴浦町、米子市、倉吉市、日野町、日

南町 

唐川カキツバタ群落 岩美町 

牧谷カキツバタ群落 岩美町 

横尾棚田 岩美町 

山陰道－蒲生峠越 岩美町 

池田家墓所 鳥取市 

板井原集落 智頭町 

芦津渓谷 智頭町 

小鹿渓 三朝町、倉吉市 

鳴り砂 鳥取市 

しゃんしゃん傘 鳥取市 
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麒麟獅子 鳥取市 

二十世紀梨農園 県全域 
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３ 地域産業資源を用いて行う地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源

に係る地域の経済の活性化を推進する方策 

 

（１）地域産業資源を活用した中小企業等に対する施策 

施 策 名 内     容 

次世代・地域資源産業育成

支援事業 

○  中小企業が行う地域の特色ある農林水産物、産地の技術、観光資

源又は次世代産業資源（液晶関連、機能性食品、自然エネルギー利

用、バイオ等の分野における大学等の研究シーズ及び共同研究の成

果）を活用した取組に対し助成金を交付する。 

○  新事業展開を行う中小企業に対する出資等の支援を行う。 

農商工連携促進ファンド事

業 

○ 農林漁業者と中小企業者等が有機的な連携をして行う取組に対し

助成金を交付する。 

地域産業プロデューサー活

用支援事業 

○ 地域のグループが、戦略策定段階からプロデューサーと一体とな

って行う地域の強み・弱み等を調査・分析、事業可能性や連携の

必要性の検討等を通じ、本格的・継続的な地域産業振興の取組を

資金的、また、サポーターによる助言等により支援する。 

手仕事担い手育成支援事業 

○  県内の優れた技能を次世代に引き継ぐため、手仕事の担い手

（後継者）育成に取り組む事業主等に研修に要する費用等を支援

する。 

○  後継者確保及び人材育成のため、県外中長期研修への支援及び

研修会の開催などを行う。 

弓浜絣産地維持緊急対策事

業 

○  事業者の減尐、従業者の高齢化により産地としての存続が危惧

される弓浜絣について協同組合が主体となった人材育成を県・地

元市で支援する。 

ふるさと産業支援事業 
○  ふるさと産業の活性化を図るため、意欲のあるグループ又は個

人事業所の行う商品開発・販路開拓を支援する。 

食のみやこ鳥取県推進事業 

○  地元の農林水産物を使用した加工品の開発及び販路拡大並びに料

理開発を支援するとともに、ふるさと認証食品をはじめとする県産

品の普及を進めることにより、地産地消の推進及び県産品の消費拡

大を図る。 

◇ アンテナショップでの情報発信 

   大都市圏で鳥取県の物産販売・飲食・マーケティング・情報受発

信等の機能を有する「常設の拠点施設（食のみやこ鳥取プラザ）」

として、東京都港区新橋に設置、運営する。 

○ 世界経済の中心であり、情報発信力のあるニューヨークにおい

て、鳥取の美味しく、安心・安全で魅力ある食品をＰＲし、県内

企業へ販路開拓のチャンスを提供することで打って出る「食のみ

やこ鳥取県」を推進する。（食のみやこ鳥取県ｉｎニューヨーク

推進事業） 
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◇ 物産展の開催 

首都圏で、鳥取県の特産品、文化、観光、歴史等の情報を発信す

ることにより本県のイメージアップを図るとともに、特産品の消費

者ニーズの把握と販路拡大を図る。 

◇ インターネット販売研修会の開催 

インターネット販売の研修会を実施し、ＩＴを活用した商品販売

を促進する。 

○ 産地が実需者と連携して行う商品開発や生産流通体制等の課題解

決を支援し、多様なニーズに対応できる産地の実現と農家所得の

向上を図る。（アグリビジネスモデル創出支援事業） 

○ 鳥取県産農林水産物の県外消費地向けの販路拡大を図る。（おいし

い鳥取ＰＲ推進事業） 

○ 県産の食材を使用する等一定の基準を満たした加工品を対象に認証

する「鳥取県ふるさと認証食品」の普及、拡大を図るとともに、県

産の食材を用いた加工品開発と販路拡大への支援を行う。（魅力あ

る商品・食づくり事業） 

地域資源振興事業 

○  大山、鳥取砂丘及び三徳山を始めとする地域の自然及び文化資

源を有効に活用した地域振興をトータルに推進していくため、庁

内各課、総合事務所及び民間関係機関との総合調整を図りなが

ら、連携した取組みを推進していく。 

観光情報提供事業 

○  本県の自然、歴史、文化、特産品等、更に近年掘り起こし磨き

上げてきた「鳥取にしかない」新しい観光素材の魅力を、マスコ

ミに積極的に売り込み、各種媒体（新聞・雑誌・テレビ・ラジ

オ・インターネットニュース等）の中で紹介されることを通じ

て、一般旅行消費者に本県の旅行情報を提供し、観光客誘致を促

進する。 

地域観光資源磨き上げ支

援事業 

○  企画段階から観光コーディネーターを中心にアドバイスするた

め積極的に地域に入り込み、事業実施主体とともに意見交換及び

内容検討を行う。 

【アドバイス・検討の内容】 

事業の持続可能な取組み手法 

観光客誘致のための売り込み方法 

○ 旅行会社に受け入れられやすい整備手法 など 

支援機関の連携強化 

○ 農商工等の産業間連携をサポートする体制を県内東中西の地区ごと

に整備（身近な相談窓口の明確化等）し、個々のビジネスコーディ

ネートの支援を行うとともに、取組によってはプロジェクト化、専

門機関等と連携し、取組をサポートする。 

【とっとり農商工こらぼネット】 

《構成機関》県総合事務所（県民局、農林局）、水産課 

商工会、商工会議所 

・ 専門機関をサポーターとして位置付け、取組毎に支援体制を構

築していく。 

・ 各地区で、構成機関の実務担当者で構成する定例会を開催し、

情報共有、マッチング等を推進 
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（２）関連する施策 

項  目 内     容 

金融面での支援 

○  「チャレンジ応援資金」等制度融資の活用による中小企業の資金

調達の円滑化、無担保・無保証人の融資制度の活用などにより金融

面での支援に努める。 

○  産学金官連携での評価（目利き）と、金融機関、信用保証協会及

び県のリスク負担により、やる気と能力ある企業に対し、無担保・

無保証人のメニューを創設し重点的に支援する。（チャレンジ応援

資金） 

経営指導の強化 

○  経営環境の変化に正面から取り組むやる気のある中小企業をきめ

細かに支援するため、東部に鳥取県中小企業支援センター、中部及

び西部の各地域中小企業支援センターを設置するなど、中小企業支

援体制を整備し、中小企業者へのワンストップサービスの提供に努

める。 

○  鳥取県中小企業支援センターである産業振興機構に市場調査、販

路開拓の専門マネージャーを設置し、県内企業の販売力向上への重

点支援を行う。 

経営革新の促進 

○  中小企業が競争力を強め成長を続けていくためには、市場の変化

をいち早くつかみ、それに適合した新商品の開発及び新サービスを

提供することが重要であることから、地場企業が取り組む経営革新

の実現を積極的に進める。（経営革新支援補助金） 

○ 県内の中小企業者が新たな製品及び技術の開発による事業化を行う

ために、必要な調査研究、技術開発等を行うために必要な調査研

究、技術開発等を行うにあたり補助金を交付する。（ものづくり事

業化応援補助金） 

デザイン、マーケティング

力強化支援 

○ 下請型の県内企業がデザイン力やマーケティング力を活用すること

により、提案型・市場志向型の企業として市場価値・評価の高い商

品づくりができるよう、企業内の意識啓発、スキル向上に向けた支

援を行うとともに、実際の商品開発に当たり、デザイナーの活用及

び製品評価を踏まえた製品改良等への取り組みを支援する。（提案

型企業へのステップアップ支援事業） 

環境対策支援 

○ 県内中小企業の地球温暖化に対する意識を高め、環境対策への取組

を促進するとともに、企業競争力の強化を図ることを目的として、

企業が環境対策に取り組む上で必要としている設備導入等に対する

支援を行う。 

共同研究支援 
○  産学官連携を強化することで、大学、高専等の知的財産を活用し

た新技術及び新産業の創出を促進する。 

人材育成 

○  液晶関連産業において専門的な知識・技術を有する中核人材を育

成することを目的に、高校、高専、大学及び県内企業を対象に、ス

キル・レベルに応じた育成カリキュラムを作成する。（液晶ディス

プレイ製造中核人材育成事業）  

事業拡大、立地支援 

○ 企業立地を促進するため、鳥取県企業立地等事業助成条例に基づ

き、工場等の新増設企業に対し補助金を交付する。（企業立地事業

補助金） 

○ 情報通信関連企業等の立地を促進するため、鳥取県企業立地等事業
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助成条例に基づき、立地当初の借室料、通信回線使用料の一部を補

助する。（情報通信関連雇用事業補助金） 

販路拡大支援 

○ 県地域産業活性化基本計画における集積目標業種関連の専門展示会

に、年間を通じた戦略により出展。県内企業の商品・技術紹介や鳥

取県の取り組みを情報発信する。（打って出る鳥取県のものづくり

情報発信事業） 

○ 県内の中小企業等が開発・製造する製品等について、県の機関が試

行的に発注し、官公庁からの受注実績を作るとともに、当該製品等

の有用性などを使用者の立場から評価し、その結果を公表すること

によって製品の改良や販路開拓を支援します。（バック・アップ型

トライアル発注制度） 

○  新商品の生産によって新たな事業分野の開拓を図る中小企業者を

認定し、認定された新商品は県の機関が購入する際、随意契約によ

り購入できる。（新商品による新事業開拓事業者の認定） 

支援機関の機能強化 

（１）支援機関が連携したネットワークの構築 

 各支援機関が実施している支援状況や支援施策の情報を共有し、連

携した企業支援や施策立案を行うためのネットワークを構築する。

【とっとり企業支援ネットワーク】 

○ 東・中・西部の各地区単位で、支援機関で構成するネットワー

クを構築 

《構成機関》商工会、商工会議所、中央会、産業振興機構、 

産業技術センター、保証協会 

○ 各地区では、各機関の実務担当者で構成する「支援機関連携会

議」を定例開催し、情報共有を推進 

○ 支援案件に応じて、機関が連携したチームを随時編成して支援 

（２）経営相談窓口の充実 

○ 経営全般に係る相談対応している商工会・商工会議所において経

営革新計画等の新事業展開支援も一体的に行うことで、身近な相

談窓口としての機能を強化する。 

○ 産業振興機構は、新製品・新技術の事業化を目指す企業に対して

集中的に支援。 

 


