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第２節 地域を支えるものづくり 

 

 本市が、地域間競争に打ち勝つ活力ある都市としてさらに飛躍するため

には、本市の経済・雇用を支える農林水産業、商工業などの産業の振興が

重要です。 

 鳥取自動車道※をはじめとする高速交通網の整備や合併に伴って多様な

農林水産物の産地となるなど、産業を取り巻く新たな環境の変化が生じる

中、これを好機としてとらえ、官民一体となって戦略的な取組みを力強く

進めていく必要があります。 

 このため、本市の特性を活かした農林水産物や地場産品などのブランド

化や高付加価値化、地産地消を一層推進するとともに、関西圏、山陽圏な

どの新たな市場への販路拡大を積極的に進め、「とっとりブランド」の生産

から販売まで一貫した流通システムの確立を図ります。 

 また、既存企業の育成を図りながら、企業誘致活動を推進し、力強い工

業の振興を図るとともに、産・学・官の連携による新分野への展開や新産

業の創出などを促進し、雇用の創出を図ります。 

 さらに、中心市街地や各地域の商店街のにぎわいと魅力づくりに取り組

むとともに、人材誘致型のＵ・Ｊ・Ｉターン※や各産業の担い手の育成を

図りながら、地域を支えるものづくりの体制を整え、力強い産業の振興を

図ります。 

                            
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出 

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 意欲のある農業後継者や新規就農者、法人化をめざす集落営農組織や新規参入者などの担い

手づくりを進めるとともに、農地の有効活用により安定的な農業経営基盤を確立し、基幹産業

としての農業を育成します。 

 また、市民農園の整備やまちとむらの交流を促進し、消費者が農業に親しむ機会を提供する

とともに、地産地消の推進や食育活動を積極的に展開して、市民が地域農業への理解を深める

「農あるくらし」づくりを進め、生産と消費の拡大と農村地域の活性化をめざします。 

現状 市民の声 

○輸入農産物の増加や、自然条件などにより

農産物の価格は不安定であり、農業経営が

厳しい状況にあります。 

○農業従事者の高齢化が進み、後継者が不足

するとともに、遊休農地や耕作放棄地が増

えています。 

○食の安全に対する市民意識が高まり、地元

農畜産物へのニーズが拡大しています。 

○二十世紀梨やらっきょうなど全国的に知名

度の高い農産物の生産地です。 

 

○農業の担い手育成や起業化が重要である。 

○地産地消、食の安全、子どもたちへの食育

活動などもっと行政の働きかけが必要であ

る。 

○年々、耕作放棄地や遊休農地が増えて田畑

が荒れてくることが嘆かわしい。関係機関

が協力して対策を考えてほしい。 

 

課題 

○認定農業者※や集落営農組織を育成し、農地の有効活用や経営規模の拡大による農業経営の安

定化と農業所得の向上を図ることが重要です。 

○農産物、農産加工品等の高付加価値化とブランド化を推進することが重要です。 

○食の安全性を求める意識が高まり、地元農畜産物の安全性に対する理解と生産・消費の拡大

を図ることが重要です。 

○消費者の農業・農村に対する理解を深め、農村地域の活性化を図るため、農村地域と市街地

との交流を進めることが重要です。 

 

 

 

                             
※ 認定農業者 Ｐ．２９参照 

農業振興課 

地産地消推進室 

まち・むら活性化チーム 

農業委員会 
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目標の設定 

平成１６年度      平成２２年度 

○認定農業者の育成            １４２人         １７２人 
○新規就農者の育成            ４人／年         ８人／年 

○ブランド化品目の数           ０品目          ２０品目 
○都市と農村との交流活動         １０地区         １５地区 
○トットリ・アフトピア協会会員      ６７団体         ９７団体 
○学校給食の地元産食材の使用率      ３９．１％        ４５％ 

施策の展開 

○優良農地の確保と農地の有効活用 
 ・認定農業者の規模拡大、集落営農の推進による農地の有効活用を進めます。 
 ・中山間地域直接支払い交付金を有効活用し、耕作放棄地の発生を防止します。 

○農業担い手・後継者の育成 
 ・「（仮称）農業ビジネススクール」を設立して、栽培技術、経営手法等を指導し、新規就農
者の育成や、Ｕ・Ｊ・Ｉターン※などの新規参入者の就農定住を支援します。 

 ・認定農業者の育成を推進するとともに、集落営農組織の設立及び法人化への取り組みを支
援します。 

○農畜産物の生産振興 

 ・米、大豆等の土地利用型作物や野菜、果樹、花き等の園芸作物及び肉用牛、乳用牛、採卵
鶏等、地域の特性を活かした農畜産物の生産振興を図ります。 

 ・高齢者の豊富な経験を活かした少量多品目の生産活動を支援します。 
 ・有害鳥獣による農産物の被害防止対策に積極的に取り組みます。 
○特産品のブランド化・高付加価値化 
 ・「鳥取地域ブランド農産物育成検討会議」を設置し、ブランド品目の選定、ネーミングやＰ

Ｒ方法の検討、販売戦略の構築などにより高付加価値な農業生産に取り組む農業者を支援
します。 

 ・新たな農産物加工施設の整備により、農産物加工品の製造販売に取り組む女性農業者の起
業化を支援します。 

○都市と農村との交流促進 
 ・鳥取自動車道※の開通を踏まえ、関西圏、中京圏の都市住民をターゲットとした、日帰り

型、宿泊型のグリーンツーリズム※を確立し、都市と農村との交流を推進します。 

 ・市民農園の整備、家庭菜園の普及などを通じて、土と親しみ農業に理解を深める「農ある
くらし」を推進します。 

○販路拡大 
 ・鳥取自動車道の開通を踏まえ、大阪事務所、ＪＡなど関係機関と連携し、販路の拡大を促

進します。 
○地産地消の推進 

 ・「鳥取市地産地消行動指針」に基づき関係機関と連携し、生産、流通、消費を通じて地産地
消を推進します。 

 ・学校給食等での地元産品の使用、食育アドバイザー派遣など地産地消の普及啓発を推進し
ます。 

○環境にやさしい農業の促進 
 ・畜産農家と連携して堆肥を利用した土づくりを促進し、化学肥料や農薬の使用量の削減に

努め、安全で環境にやさしい農業を推進します。 
○新しいむらづくり運動の展開 
 ・「アフトピアトットリ２１※」の活動を全市域で展開し、農村地域の活性化に取り組む実践
組織の育成を図ります。 

○農業生産基盤の整備 
 ・ほ場整備や農道、用排水路等の農業生産基盤を整備し、農業生産の効率化を推進します。 

                             
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 
※ アフトピアトットリ 個性豊かで生産性の高い農林漁業の育成と活力ある新しいむらづくりを促進する目的で

設立。Agriculture（農業）、Forestry（林業）、Fishery（水産業）、Utopia（理想郷）、Tottoriの総称 
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効果 

○認定農業者などの担い手の確保、集落営農の推進により、耕作放棄地や遊休農地が減少する

とともに、農地の利用集積が進み経営規模の拡大が図られ、自立した農業が確立します。 

○特産品のブランド化・高付加価値化による販売ルートの確立、価格の安定、地産地消が推進

できます。 

○都市と農村との交流を活発化させるグリーンツーリズムの推進により、顔の見える販売ルー

トの確立が期待できます。 

主な指標・参考資料 

農家人口                                （単位：人） 

年 齢 別 農 家 人 口 

区  分 
販売農

家人口 

販売農

家の農

業就業

人 口 

19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 

平成7年 18,157 4,669 281 79 84 204 422 3,599 

平成12年 15,691 4,453 363 126 58 164 259 3,483 男 

平成17年 12,855 4,132 262 153 57 121 338 3,201 

平成7年 19,165 6,821 163 118 324 415 1,078 4,723 

平成12年 16,476 6,193 182 95 191 328 638 4,759 女 

平成17年 13,579 5,349 178 89 98 204 582 4,198 

平成7年 37,322 11,490 444 197 408 619 1,500 8,322 

平成12年 32,167 10,646 545 221 249 492 897 8,242 計 

平成17年 26,434 9,481 440 242 155 325 920 7,399 

                                出典：農林業センサス 

（平成17年は速報値） 

農家数                                 （単位：戸） 

区 分 総農家数 自給的農家 販売農家 専業農家 第1種兼業 第2種兼業 

平成7年 9,965 2,117 7,848 731 1,284 5,833 

平成12年 9,087 2,287 6,800 760 623 5,417 

平成17年 8,526 2,683 5,843 869 570 4,404 

                                出典：農林業センサス 

（平成17年は速報値） 

        ＊販売農家：経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の世帯 
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＜参考＞ 

鳥取地域ブランド農産物育成検討会議 

 
鳥取市では、市町村合併により農業地帯が広がり、各地域で特長ある農産物が生産されていま

す。しかし、その品質はある程度高いレベルにあるとはいえ、付加価値という物差しで見れば、

必ずしも満足する水準に達しているとはいえません。 

 このため、消費者に強力にアピールできる高品質な「鳥取地域ブランド農産物」を育成し、高

付加価値販売による農家所得の向上に努めることを目的として、このたび関係機関による検討会

議を設立しました。 

 平成１７年度から１９年度の３年間を１期として、ブランド化の推進を図っていきます。 

 

＜委員構成＞鳥取いなば農協、県、公設地方卸売市場、量販店、消費者、市 

 

＜鳥取市の特産品＞ 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出 

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 森林は、水源のかん養や大気の浄化、土砂災害の防止など多くの公益的な機能を持つ市民の

大切な財産です。林業に対する市民の理解を深め、森林を守る林業労働者を確保して林業経営

の基盤強化を積極的に進めます。また、人工林の間伐など適切な管理を計画的に実施し、地元

産材の需要拡大を推進します。 

 

 

 

現状 市民の声 

○林業労働者の高齢化による、担い手不足が

進んでいます。 

○木材価格が低迷し、林家の施業意欲が衰退

しています。 

○間伐、保育などの生育に応じた適切な森林

施業が遅れており、林地の荒廃が進んでい

ます。 

○合併により林野面積が市域の７１．５％を

占め、良質材の生産が可能となります。 

 

 

 

○森林ボランティアを活用し、間伐や保育な

どの森林施業に協力を呼びかけてはどう

か。 

○森林を守るには、補助事業の整備など行政

の支援が重要と思う。 

 

 

課題 

○新規就業者への技術指導や支援対策などを通じた、担い手確保が重要です。 

○木材の処理、加工、流通等に必要な体制の整備が重要です。 

○水源かん養、災害防止、地球温暖化防止、レクリエーション・教育機能など、さまざまな機

能を持つ森林環境の保全が重要です。 

 

 

 

 

林務水産課 
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目標の設定          

平成１６年度      平成２２年度 

○森林施業（間伐）          ２１８ha/年      ２６５ha/年 

○路網密度             １５．２ｍ/ha      １５．６ｍ/ha 

 （森林内の道路整備の状況） 

施策の展開 

○担い手の育成 

 ・森林組合が雇用する林業労働者の雇用条件の改善に努め、担い手づくりを促進するととも

に、Ｕ・Ｊ・Ｉターン※による新たな林業の担い手の育成・確保を積極的に支援します。 

 ・中山間地域でのグリーンツーリズム※を進め、林業に興味のある新規就業者の発掘を進めま

す。 

 ・間伐材等の販売体制を整備するとともに、しいたけや木炭の生産体制を支援して、林業所

得の向上を図り、新規参入意欲の喚起を図ります。 

○生産・加工・流通体制の整備 

 ・木材（間伐材等）、しいたけ、木炭、木酢液などの生産・加工・販売ルートの確立に努めま

す。 

 ・地域産材の需要拡大、特用林産物等のブランド化と林産物の地産地消を一層進めます。 

 ・松くい虫の被害状況を的確に把握し、地域や山林の実態に応じた防除に努めます。 

○森林の総合的利用の推進 

 ・安蔵森林公園、とっとり出合いの森、鳥取自然休養林（旧城山国有林）、三滝林間施設な

ど、森林と親しむ空間の整備・充実に努めます。 

 ・森林教室等の開催を通じて、森林の有する公益的機能に対する市民の理解を深め、市民グ

ループや地域・学校活動などにより森林を守り育てる「市民参加の森づくり」を推進しま

す。 

 ・水源かん養、土砂の崩壊等の災害防止、生活環境の保全・形成等のための指定保安林の適

正な維持・管理と指定の拡大に努めます。 

○林業生産基盤の整備 

 ・林道、作業道の計画的な整備を進め、間伐や保育などの森林施業を効率的に推進します。 

効果 

○新たな人材づくり（新規就業）を促進することにより、地域林業の活力の強化と農山村地域

の活性化が期待できます。 

○木材や林産物を活用した加工品（木炭、木酢液、木竹工芸品等）の生産活動や販売促進を通

じて、林業への理解、就業機会の拡大が進むとともに、所得の向上が期待できます。 

○適正な森林施業により、水源かん養、災害防止などの森林の公益的機能が発揮されます。 

主な指標・参考資料 

林業資源の現況                             （単位：ha） 

平成５年度 平成１０年度 平成１５年度 
区分 

総数 民有林 国有林 総数 民有林 国有林 総数 民有林 国有林 

総数 54,769 48,228 6,541 54,734 48,193 6,541 54,743 48,202 6,541 

人工林 25,370 22,188  3,182 25,632 22,450  3,182 25,329 22,147  3,182 

天然林 26,643 24,006  2,637 26,660 24,023  2,637 26,913 24,276  2,637 

その他  2,756  2,034    722  2,442  1,720    722  2,501  1,779    722 

人工林率 46.3％ 46.0％ 48.6％ 46.8％ 46.6％ 48.6％ 46.3％ 45.9％ 48.6％ 

出典：農林業センサス 

 

                             
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出 

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 安全で安定した操業活動ができる基盤整備を進め、漁業所得の向上を図ります。また、後継

者の育成や新規就業者の確保などの担い手づくりに積極的に取り組むとともに、水産物のブラ

ンド化を促進し、付加価値の高い水産物の生産・販売による活気ある水産業を育成します。 

 さらに、鳥取自動車道※の整備により、輸送時間の短縮が図られることを踏まえ、一層の販路

拡大を促進します。 

現状 市民の声 

○沖合・沿岸漁業、内水面漁業とも就業漁業

者の高齢化と後継者不足が進んでいます。 

○漁獲高の減少に伴い、捕る漁業からつくり

育てる漁業への取組みも進められていま

す。 

○漁業協同組合の統合により共同出荷システ

ムとなり、陸上輸送経費の問題や、販路の

開拓、水産物の高付加価値化に併せ、衛生

的で安全・安心な水産物を供給することが

求められています。 

○冬季の風浪等により漂砂が漁港に堆積し、

漁船の出漁に支障を来たしています。 

○賀露漁港、岩戸漁港、酒津漁港、船磯漁

港、夏泊漁港、長和瀬漁港では、本市の水

産業の拠点として、豊富な水産物が水揚げ

されます。   

 

○新規就業者や後継者育成ための奨学金制度

などの支援措置はないのか。 

○水産業は相当な技術と設備投資が必要であ

り、資金的な支援措置が必要である。 

○水産物の地産地消の取組みを進めるべき。 

課題 

○漁業の担い手である青年漁業者、新規就労者を育成・指導する体制づくりや支援対策が重要

です。 

○漁業を魅力ある産業として育成するため、漁業経営の近代化、所得の向上に向けた対策が重

要です。 

○漁獲量の減少に伴い、捕る漁業からつくり育てる漁業への転換とブランド化を強力に推進す

ることが重要です。 

○安全で安定した漁業活動ができる基盤整備が重要です。 

                             
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 

林務水産課 
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目標の設定            

平成１６年度        平成２２年度 

○出漁日数           １３４日/年         １４５日/年 

施策の展開 

○担い手の育成 

 ・漁業関係団体と連携して、漁船リース、青年就業者に必要な技術の習得に対するマンツー

マン指導などの積極的な支援を行い、漁業後継者及び新規就労者の確保を図ります。 

○販売・流通体制等の整備 

 ・氷温技術※を導入した水産物の高付加価値化とブランド化を促進します。 

 ・漁業協同組合の販売体制を強化して、流通ネットワークの整備を促進します。 

 ・衛生的で安全・安心な水産物の提供を促進するとともに、水産物の地産地消を推進しま

す。 

○都市と漁村との交流促進 

 ・海をテーマとしたイベントの開催に取り組み、体験漁業や体験乗船など都市住民が漁村の

生活にふれる機会を提供し、漁業への理解と水産物の消費拡大に努めます。 

○水産資源の育成・保全 

 ・沿岸漁業・内水面漁業の資源確保のため、養殖や放流などのつくり育てる漁業を推進しま

す。 

 ・湖山池のクリーンアップ事業を継続するとともに、外来魚の駆除などに取り組み、漁場環

境の保全に努めます。 

 ・県と連携して増殖場の設置を進め、鳥取ブランド「松葉がに」の資源確保に努めます。 

○漁業経営の近代化 

 ・漁業経営の近代化を図るため、漁業団体等による経営指導に努めるとともに、漁業制度融

資の充実と活用促進に努めます。 

○水産業生産基盤の整備 

 ・防波堤や防砂堤などの漁港施設の整備を進めます。 

 ・漂砂の漁港内航路への堆積の防止に努めます。 

 ・魚礁の計画的な設置により、水産資源の増大を図ります。 

 ・藻場増殖付き被覆ブロックによる海産資源の増大を図ります。 

効果 

○後継者や新規就業者などの担い手育成を推進することにより、水産業に活力が生まれ漁村地

域の活性化が図られます。 

○水産物の高付加価値化・ブランド化を推進することにより、漁業者の所得の向上につなが

り、安定した漁業経営が期待できます。 

○外郭施設の整備や魚礁の設置により、安定した操業が可能となり、良質な魚介類の水揚げが

期待できます。 

○稚貝・稚魚の放流に併せ、新たな養殖事業に取り組むことにより、つくり育てる漁業の推進

が一層進みます。 

主な指標・参考資料 

水揚高の推移                              （単位：ｔ） 

項  目 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

海水面漁業 2,833 2,796 2,736 3,019 

内水面漁業 163 113 111 103 

                            出典：鳥取県農林水産統計年報 

                             
※ 氷温技術 P．２８ 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出 

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 地域の産業と密着した魅力のある商店づくり、「見る」「食べる」「遊ぶ」「買う」といった周

遊型のまちづくりなど、個々の商店と商店街が一体となったにぎわいのある中心市街地づくり

を進めます。 

 また、鳥取自動車道※の整備により、関西圏や山陽圏などとの移動時間の短縮が図られ、鳥取

ブランドの確立・ＰＲと併せ、販路の拡大をめざします。 

 

 

現状 市民の声 

○郊外型大型店の進出により、商店街の集客

に変化が現れています。 

○中心市街地の人口も減少傾向にあり、経営

者の高齢化や後継者不足が進み、空き店

舗、空き地も目立ちます。 

○道の駅「神話の里白うさぎ」「清流茶屋かわ

はら」の整備が進み、新たな販売拠点が生

まれます。 

 

 

○チャレンジショップなどの魅力ある店づく

りを市民が行おうとする際の初期投資、運

営、ＰＲに対する支援を充実する。 

○イベントなどの企画、運営に学生や若者の

アイデアや参画が必要と思う。 

○良い企画やイベントなどは継続的に開催す

る支援が必要と思う。 

 

課題 

○交通網の整備やモータリゼーションの進展、市民のライフスタイルの変化、郊外型大型店の

進出、コンビニエンスストアの増加などが影響し、中心市街地への購買客が減少し、商店街

のあり方を見直す大きな転換期を迎えています。 

○消費者のニーズの多様化、個性化に対応した商品戦略の強化、ソフト事業や定期的なイベン

ト開催による集客方策が必要となっています。 

○鳥取自動車道の開通に伴い、観光客等の増加が見込まれ、商店街の魅力づくりが急務となっ

ています。 

 

 

 

                             
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 

産業振興課 

まち・むら活性化チーム 
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目標の設定              

平成１６年度        平成２２年度 

○商品販売額          ６，０６１億円        ６，２４０億円 

○チャレンジショップ開業者数     １５件            ４０件 

施策の展開 

○中心市街地の商業の活性化 

 ・弥生にぎわい拠点（パレットとっとり）をはじめ、まちなかの新たなにぎわい創出のため

の取組みを支援します。 

 ・ＴＭＯ※及び商店街と連携し、利用者が商店街を回遊しやすい環境・魅力づくりや若桜街

道、智頭街道を活用したイベント実施に取り組みます。 

 ・空き店舗を活用したチャレンジショップ設置事業を継続し、新規商業活動の参入を促進し

ます。 

○商業・サービス業の育成・支援 

 ・鳥取自動車道、山陰道、鳥取豊岡宮津自動車道の整備を見据え、新たな物流機能の強化に

努めます。（再掲Ｐ．１６１） 

 ・商店街活性化のための定期的なイベント開催や独自の活動などを支援します。 

 ・中小商業者の経営革新、新規開業等の自助努力を支援します。 

 ・鳥取商工会議所や各地区商工会、鳥取県中小企業団体中央会等の経済団体、地元金融機関

など、関係機関との連携を図り、経営基盤の強化を図ります。 

 ・各地域の産業との連携を強め、地元特有の商品を紹介するなど特色ある商店づくりを促進

します。 

○販路拡大への取組み 

 ・鳥取ブランド商品の確立と併せ、全国発信へ向けての支援と情報発信の場を提供していき

ます。 

○コミュニティビジネス※の創出 

 ・各地域の課題解決と地域活性化のため、コミュニティビジネスの創出や地域通貨※の取組み

などを支援します。 

効果 

○特色ある店舗づくりを進め、商業地域の魅力が増大することにより、購買客の流入が増加

し、商店街ににぎわいが戻り、中心市街地の商業活動が活発化します。 

○販売力が高まることにより経営基盤が安定し、後継者不足の解消につながります。 

○鳥取県東部の産業・経済・人的交流の中心地として、地元経済が活性化します。 

主な指標・参考資料 

商店数・販売額の推移                      （単位：所/百万円） 

区 分 商店数/販売額 平成6年 平成9年 平成11年 平成14年 H14/H6 

商店数 3,367 3,253 3,035 2,980 0.89 
総 数 

販売額 610,312 677,726 593,407 600,063 0.98 

商店数 706 694 627 626 0.89 
卸売業 

販売額 367,713 417,662 349,828 353,294 0.96 

商店数 2,661 2,559 2,408 2,354 0.86 
小売業 

販売額 239,289 258,937 243,579 246,184 1.03 

出典：商業統計調査＊合計は秘匿を含む。 

                             
 
※ ＴＭＯ まちづくり機関（Town Management Organization）の略。中心市街地のまちづくりに係る企画、立案

事業実施を総合的に行う機関 
※ コミュニティビジネス Ｐ．１４参照 
※ 地域通貨 Ｐ．７７参照 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出 

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 企業の競争力を強化し、国際競争に打ち勝つ力強い企業を育成します。 

 また、鳥取自動車道※の整備を踏まえ、情報通信関連・環境関連を中心に企業誘致を推進する

とともに、地元企業の新・増設を促進し、産業の高度化と雇用機会の拡大をめざします。 

 さらに、人材の確保、生産額の増加、流通の拡大・ＰＲの強化等を促進し、伝統産業の振興

を図ります。 

 

現状 市民の声 

○生産拠点の海外シフト、安い海外輸入製品

の増大など国際競争時代が到来し、中小企

業の経営を圧迫しています。 

○現在分譲中の新津ノ井工業団地のほか、布

袋工業団地、高浜工業団地にも用地があ

り、企業を受け入れる体制は整っていま

す。 

○企業の立地形態は製造業を中心に海外へシ

フトし、本市への工場進出は厳しい状況に

あります。 

○因州和紙、酒造、陶磁器等の伝統産業は、

新商品開発に向けた動きもあり、鳥取市の

新たなブランドとなっています。 

 

 

○企業誘致には、大きな資本投資が必要と考

えるが、新たな企業誘致の需要を引き出す

要因が少ないのではないか。 

○地域独自の産業を今以上に積極的に支援

し、ブランド化していけば良いと思う。 

 

課題 

○地域経済の活性化のためには、産業の高度化と企業誘致などによる新たな雇用を創出すると

ともに、既存企業の育成を促進し、現在の雇用を確保することが重要です。 

○地場産業の後継者を育成し、伝統技術を後世に引き継ぐことが重要です。 

 

 

 

                             
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 

産業振興課 
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目標の設定          

                平成１６年度          平成２２年度 

○製造品出荷額等       ４，６６２億円（推計）     ４，７８５億円（推計） 

施策の展開 

○企業の育成、競争力の強化 

 ・蓄積した技術力を活かしたオンリーワン製品の開発、新分野への展開や新産業の創出を促進

します。 

 ・高度な技術や知識を持つ団塊の世代のＵ・Ｊ・Ｉターン※による人材誘致を進め、産業技術

の高度化を促進します。 

 ・関係機関と連携して産業支援機関である「とっとり産業支援プラザ」の機能充実を促進しま

す。 

 ・産学官の連携を一層深め、多様できめ細かな技術支援により企業の技術力向上を進めます。 

 ・中小企業の連携を強化し、技術提携による共同事業化に向けた取組みを支援します。 

○企業誘致活動の推進 

 ・鳥取自動車道の整備を踏まえ、大阪事務所等との連携を強化し、企業誘致活動と併せ、地元

企業の販路拡大を進めます。 

 ・割賦、賃貸制度等により、初期投資を軽減するなど、企業が立地しやすくなるような施策を

実施します。 

 ・企業立地促進補助金、情報通信関連企業立地促進補助金をはじめとする各種支援制度を充実

します。 

○伝統産業の振興と技術の伝承 

 ・新商品の開発など製品の高付加価値化に対する活動を支援します。 

 ・伝統技術を後世に引き継ぐ後継者の育成を支援します。 

 ・新しい流通ルートの開拓や地産地消の取組みを推進します。 

 ・伝統産業に対する市民の理解を深め、ＰＲを推進します。 

 

効果 

○情報通信関連、環境関連等の企業誘致を推進することにより、産業の高度化と雇用機会の拡大

が図られ、本市経済が活性化します。 

○伝統技術を後世に引き継ぎ、後継者の育成を図るとともに、新商品の開発やブランド化を支援

することで、伝統産業が活性化します。 

 

主な指標・参考資料 

事業所・従業員の推移                         （単位：所・人） 

増減比 
区分 平成6年 平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 

H10/H6 H14/H6 

事業所 618 602 566 519 496 0.92 0.80 

従業者 21,234 20,587 19,340 18,256 15,633 0.74 0.74 

                     出典：工業統計調査 ＊4人以上の事業所 

 

 

 

                             
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
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製造品出荷額の推移                          （単位：百万円） 

増減比 
区分 平成6年 平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 

H10/H6 H14/H6 

総数 416,031 427,343 407,823 485,090 440,486 0.98 1.06 

食品系 20,122 15,242 14,311 10,032 11,588 0.71 0.58 

繊維系 23,716 22,144 21,265 15,800 12,057 0.90 0.51 

木材・紙系 30,333 24,828 22,001 29,640 25,170 0.73 0.83 

金属 18,462 15,697 16,086 12,725 11,249 0.87 0.61 

電気機械 275,297 284,901 272,891 232,008 56,872 - - 

その他機械 13,404 17,531 19,524 19,583 18,468 1.46 1.38 

その他 19,932 31,483 28,366 150,819 286,764 - - 

出典：工業統計調査＊４人以上の事業所（秘匿値含む。）  

   平成12年調査よりデバイス業種の調査項目変更 

主な制度融資貸付状況                          （単位：千円） 

小規模事業資金 設備資金 経営安定化資金 企業立地資金 

区分 件

数 
金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

平成10年 557 3,467,410 9 107,500 7 46,500 1 200,000 

平成11年 563 3,694,206 5 80,900 2 9,000 4 670,000 

平成12年 566 3,818,489 2 53,000 5 58,500 1 5,000,000 

平成13年 466 3,050,190 3 53,000 4 30,000 4 4,455,000 

平成14年 462 3,209,648 5 141,500 5 36,500 0 0 

平成15年 514 3,599,850 2 23,500 4 51,500 0 0 

 



 155 

＜参考＞ 

新商品開発・販路開拓支援事業 

 

 鳥取市では、地域経済の活性化が叫ばれる中、企業や団体・個人事業者等で生産される新商品

（鳥取市発オンリーワン商品）の開発を支援し、販路の拡大をめざして、本事業を行っています。 

１．対 象 者 中小企業者、協同組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合など 

２．対象経費 原材料及び副資材の購入費、外注加工費、機械装置費、委託料など 

３．補 助 率 対象経費の２/３ 

４．限 度 額 １００万円 （３、４のいずれか低い額） 

５．対象事業 

一般に流通する新商品のうち以下に掲げるもの。 

（ただし、国、又は県若しくは市町村その他の団体から補助金を受給

した事業は除く。） 

ア 環境等に配慮し、市民生活の向上に資する新商品の開発及び販

路開拓 

イ 地場の原材料を利用した新商品の開発及び販路開拓 

ウ その他、新規性に富んだ新商品の開発及び販路開拓 

 

 

（平成１７年度までは事業名「鳥取発新商品奨励事業」） 

補助決定・採択事業一覧 

◎平成１５年度        ◎平成１６年度       ◎平成１７年度 

商 品 名 事業者名 商 品 名 事業者名 商 品 名 事業者名 

双眼望遠鏡 
メガネの 

マツモト 
天恵づくし 

（有）リーベ

ックス 

手作りクッキー 

（鳥取産小麦等

を使用） 

（株）ゼン

ヤクノー 

米粉パン （有）亀井堂 

ホ ン モ ロ コ

（淡水魚）養

殖 

内水面隼研究

所 

まちログ（地域

情報ブログ） 

（有）ウイ

ル 

メタルアート

花器 

日本ランドメ

タル（株） 
漁師料理 

賀露みなと観

光協会 

ひ ろ みち ゃ ん

（ルアーを模し

たＵＳＢメモリ

ー） 

(有)まやま

釣具 

鉄筋アート 
ワークショッ

プ・ザウルス 

レンラクネッ

ト 

（株）フュー

チャーコミュ

ニケーション

ズ 

ランプシェード

（立体漉き和紙

で作成） 

谷 口 和 紙

（株） 

ポータルサイ

ト構築システ

ム 

ソンズ（株） 

盆提灯（地域

風景画砂丘と 

漁り火など） 

（株）人形の

はなふさ 

着せ替えシェー

ド 

ひおき夢折

工房 

    吟醸漬 
フォレスト

リア用瀬 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出  

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 若年者の職業意識・社会人意識の醸成に努めるとともに、中高年齢者の有効な人材活用、障

害のある人の雇用拡大など、雇用対策を充実することにより、地域経済の活性化をめざしま

す。 

 

 

現状 市民の声 

○経済の不況により総合的に雇用情勢は厳し

く、とりわけ中高年齢者の再就職は困難な

状況にあります。 

○障害のある人の雇用についても、障害者法

定雇用率が定められていますが、経済の低

迷状況による雇用情勢の中、法定雇用率達

成は厳しい状況にあります。 

○若年層においては、就業が長続きせず、働

かない若者も増えています。 

○平成１３年に開学した鳥取環境大学の第１

期卒業生の就職率は、９３.８％と全国平均

を上回る結果となっています。 

 

○若者の雇用対策が必要ではないか。高卒

就職者の多くは数年で退職している実態

がある。ニート※やフリーターなどが増え

ている。 

○雇用対策により、若者の定住や企業誘致に

よる地域の活性化を図る。 

○雇用の場の確保に不満を持つ人が年代別で

も上位を占めている。 

 

課題 

○中高齢者の雇用に対する事業者の理解を得るとともに、人材情報を広く提供することが重要

です。 

○障害者雇用に対する事業者の認識を高め、法定雇用率の達成に向けた取組みが重要です。 

○若年者の職業意識・社会人意識の醸成に努めることが重要です。 

 

 

 

 

 

                             
※ ニート Ｐ．２１参照 

産業振興課 
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目標の設定             

平成１６年度         平成２２年度 

○障害者雇用率            １．７％           １．８％ 

○鳥取市中小企業勤労者福祉    ３，８４０人         ５，０００人 

サービスセンター会員数（年度末） 

施策の展開 

○若年者の就職促進 
 ・インターンシップ制度※の積極的な活用を図ります。 
 ・キャリアサービス※との連携を図りながら、雇用の拡大に努めます。 
 ・「とっとり若者仕事ぷらざ※」と連携し、各種の職業情報の提供、就職相談、職業訓練、新
規求人開拓など若者の就職を促進します。 

 ・鳥取労働局、鳥取県、鳥取県教育委員会など関係機関と連携して、中・高校生をはじめと
する若年者の職業意識の醸成に努めます。 

○中高齢者の就職促進 
 ・知識や技能を持った人材と地域の要望をマッチングするための「技能者の登録制度」を検
討します。 

 ・鳥取自動車道※の開通や団塊の世代※が退職期を迎えることなどを踏まえ、Ｕ・Ｊ・Ｉター

ン※者の雇用対策や人材誘致への取組みを進めます。 
 ・６５歳までの継続雇用の普及・啓発、雇用情報の提供、職業訓練の充実を図ります。 
 ・ワークシェアリング※の導入について、関係団体と連携して調査・研究を進めます。 
○女性の就職促進 
 ・ファミリーサポートセンター※の利用促進により、女性の働きやすい環境づくりに努めま
す。 

 ・雇用アドバイザーの活用及び無料職業紹介所の周知を図るとともに、鳥取労働局、鳥取県
など関係機関と連携して、母子家庭の母、母子支援施設の利用者などに対して、各種の就
職情報の提供、就職相談の充実を図ります。 

○企業誘致活動の推進 
 ・鳥取自動車道の整備を踏まえ、大阪事務所等との連携を強化し、企業誘致活動を推進し、
雇用の創出を図ります。（再掲Ｐ．１５３） 

○障害のある人の就職促進 
 ・鳥取労働局、鳥取県、（社）鳥取県障害者雇用促進協会など関係団体と連携して、事業者の
啓発を促進します。 

○勤労者福祉の充実 
 ・鳥取市中小企業勤労者福祉サービスセンターの安定運営と財政基盤の強化のため未加入者
への加入促進を積極的に推進します。 

 ・ゆとりのある労働環境や余暇生活の実現のため、労働時間の短縮や週休２日制の普及・啓
発を進めます。 

効果 

○若年者雇用の安定化により、未就業者の増加に歯止めがかかります。 
○６５歳までの継続雇用を実現させることで、中高年齢者の有効な人材活用が図られ、失業者
の減少、地域経済の活性化が期待できます。 
○障害者法定雇用率の未達成企業の減少により、障害者雇用の拡大が図られ、障害のある人の
経済的な自立が図られます。 
○労働時間の短縮と週休２日制の導入を促進することにより、勤労者の余暇生活の充実につな

がります。 
○母子家庭等の就職支援により、母子家庭等の経済的な自立が図られます。 

 

                             
※ インターンシップ制度 Ｐ．２３参照 
※ キャリアサービス 人材派遣会社 
※ とっとり若者仕事ぷらざ Ｐ．６３参照 
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ 団塊の世代 Ｐ．２参照 
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
※ ワークシェアリング 雇用機会、労働時間、賃金という３つの要素の組み合わせを変化させることを通じて、

一定の雇用量をより多くの労働者の間で分かち合うこと。 
※ ファミリーサポートセンター 育児や介護の援助を受けたい人が会員となり、地域で育児・介護を支援する相

互援助組織 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出 

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 製造業やサービス業、地元企業と鳥取大学・鳥取環境大学、県試験研究機関などとの連携を

強化し、新技術・新製品の開発や新規事業の開拓などによる新しい産業の創出を図り、地域経

済の活力を向上させます。 

 

現状 市民の声 

○現在の我が国では、経済不況の長期化に伴

い地域社会の活力が低下しています。 

○地場産業の活性化、新規産業の創出のため

には、地域の持つ資源を有効に活用し、地

域内の企業、大学、研究機関や行政機関が

一体となって、産学官連携を強化すること

が求められています。 

○ベンチャー企業※、起業家への資金支援措置

を充実してほしい。 

 

課題 

○国際競争力強化のため、特許等の知的財産の活用、産学官連携の強化、ベンチャー企業の育

成、産業クラスター※形成等による地域イノベーション※の創出が必要となっています。 

 

                             
※ ベンチャー企業 Ｐ．２１参照 
※ 産業クラスター 地域の中小企業、大学等の研究者が活発に交流し、新事業展開等を図る新たな産業集積をめ

ざすもの 
※ 地域イノベーション 地域の経済的価値を生み出す創意工夫 

産学官連携室 
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目標の設定           

                平成１６年度        平成２２年度 

○ベンチャー企業の創出       １企業           ７企業 

施策の展開 

○ベンチャー企業の育成 

 ・新たな地域産業の創出に向け、大学発ベンチャーの創出と資金、経営ノウハウ等の円滑な

供給や情報発信に努めます。 

 ・大学等の持つ研究成果を企業に情報提供し、新事業の展開や大学等が持つ技術の事業化の

推進を図ります。 

 ・新製品の開発に取り組む企業等に対して、資金等の支援に取り組みます。 

○環境関連産業の創出 

 ・地元企業の持つ技術や大学の持つ研究成果を活かした共同開発、共同研究を進め、環境関

連事業の創出と資金等の支援に取り組みます。 

 ・環境にかかわる先端的技術の共同研究や共同開発を進めるための環境産業クラスターの形

成に取り組みます。 

 ・循環型社会に向けて、環境負荷低減などに取り組む企業や環境関連企業の誘致に取り組み

ます。 

○産学官連携の強化 

 ・地域経済の活性化を図るため、産学官連携のネットワーク化の推進に努めます。 

 ・地元企業のニーズの把握に努め、大学や研究機関等との連携による共同研究の支援に取り

組みます。 

 ・既存産業の再構築や新産業創出のための技術者等の育成や経営技術の習得を支援します。 

 ・特許等の知的財産に関する産学の理解の増進と、知的財産の積極的な取得、保護、活用に

取り組みます。 

効果 

○新しい産業を創出することにより、雇用の安定と就業の促進が図られるとともに、環境関連

産業の振興により資源や廃棄物の再利用が一層進むことで、地域の産業構造も環境に配慮し

たものとなり、循環型社会への転換が促進されます。 

○企業、大学、研究機関等が地域社会に貢献する機関としてより高く認識されるとともに、鳥

取発の新技術、新製品の開発や、新しい産業が創出されることにより、地域経済の活性化が

図られます。 

主な指標・参考資料 

「鳥取市産学官連携に関するアンケート」調査結果（平成１７年１月実施） 

※ アンケート依頼企業 製造業を中心とする鳥取市内１７６社 

             回答をいただいた企業    ９２社 （回収率 ５２.２％） 

問い：現在又は過去における産学官連携事業の実績について  

1．現在実施中  ２０ 

連携先内訳 ： 鳥取大学１５、環境大学１ 県産技センター８ その他６ 

連携形態  ： 共同研究１３、委託研究４、測定・分析・評価・試験８、技術相談等５ 

※参考、現時点で回答のあったもの 

（・成果があった １４  ・期待通りいかなかった ２） 

２．過去にある  ２１ 

連携先内訳 ： 鳥取大学１３、環境大学１ 県産技センター８ その他２ 

連携形態  ： 共同研究９、委託研究２、測定・分析・評価・試験７、技術相談等１０ 

（・成果があった １３  ・期待通りいかなかった  ７） 

３．無  い    ５２ 
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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出  

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 鳥取自動車道※の開通をはじめ、高速交通網の整備の進展に伴う関西圏、山陽圏、四国圏など

との物流の多様化、高度化に対応するとともに、北東アジア地域との経済活動の玄関口となる

鳥取空港、鳥取港の機能強化を促進し、物流の国際化をめざします。 

現状 市民の声 

○鳥取自動車道は、平成２０年代前半の開通

をめざし、新直轄方式により整備が進んで

います。 

○北東アジア地域との物流の玄関口となる鳥

取空港、鳥取港の一層の機能強化が求めら

れています。 

○鳥取港の取扱貨物量は、砂利、砂の取扱量

が大幅に落ち込んだことにより、年々減少

傾向にあります。 

 

○県庁所在地で高速道路がないのは鳥取市だ

け。鳥取自動車道、山陰道とも早急な完備

をお願いしたい。ＪＲも単線、交通インフ

ラが整備されているのは鳥取空港だけ。産

業活性化のため、特に鳥取自動車道の早期

完成を望む。 

課題 

○鳥取空港では、ＣＩＱ（関税、出入国、検疫）などが常駐でなく、環日本海交流を活性化す

るうえで支障となっています。 

○鳥取港は、鳥取自動車道、山陰道、鳥取豊岡宮津自動車道の開通や環日本海諸国との交流の

発展を見据え、県東部地域のみならず関西圏、山陽圏、四国圏の物流を担う重要港湾として

一層の利用促進活動が必要です。 

○新直轄方式で整備の進む鳥取自動車道（通行料無料）の開通により、トラック輸送などの陸

送の活発化が予想されるため、広域的な物流機能の強化が必要です。 

 

 

                             
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 

都市政策課 

産業振興課 
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目標の設定              

                   平成１６年度       平成２２年度 

○鳥取港取扱貨物量           ４３万t/年       １６０万ｔ/年 

                              （鳥取港港湾計画） 

施策の展開 

○物流機能の強化 

 ・鳥取自動車道、山陰道、鳥取豊岡宮津自動車道の整備が進展することを踏まえ、関西圏、

山陽圏、四国圏などを視野に入れた、新たな物流機能の強化に努めます。 

 ・鳥取港の物流の拠点化を積極的に促進するため、鳥取港振興会と連携した国内外へのポー

トセールス※をさらに強化します。 

 ・多様な輸送ニーズに対応し、運送業、製造業、卸売業など関連企業の連携を促進し、物流

システムの協業化による効率化、低コスト化を図ります。 

○物流機能の国際化 

 ・高速交通網の整備進展を踏まえ、北東アジア地域を視野に入れた物流の国際化が活発化す

ることが予想され、鳥取県と連携して鳥取空港、鳥取港の国際化を促進します。 

 ・北東アジア地域を中心とした国々との連携を深める「国際チャーター便」の就航を促進

し、交流、物流の活発化を図ります。 

 ・鳥取空港、鳥取港の港内にＣＩＱ機関が設置されるよう関係機関へ要請します。 

 ・日本貿易振興会鳥取貿易情報センター（ＪＥＴＲＯ）と連携し、貿易のための情報や海外

投資関連情報の提供に努め、環日本海諸国との経済交流による物流の国際化を促進しま

す。 

○公設地方卸売市場の機能強化 

 ・指定管理者制度の導入により、市場の管理のあり方を見直し、市場改善整備と市場機能の

充実・強化を図ります。 

 ・公設地方卸売市場運営審議会、公設地方卸売市場運営推進協議会等との連携を図り、市場

の適正な管理運営に努めます。 

 ・民間の専門的な技術や知識を活用し、市場機能の強化及び効率化を推進するため、民営化

も視野に入れた経営体質の強化を検討します。 

 

効果 

○鳥取空港、鳥取港とも環日本海諸国との経済交流を進めるうえで中核的施設としての機能が

一層充実します。 

○物流機能の高度化、国際化を進めることにより、日本海地域の物流拠点の一つとして、地元

経済の活性化が図られます。 

 

主な指標・参考資料 

鳥取港取扱貨物量                           （単位：ｔ） 

区 分 平成13年 平成14年 前年比 平成15年 前年比 平成16年 前年比 

外 貿 94,683 71,685 0.76 46,615 0.65 77,057 1.65 

内 貿 1,356,500 638,475 0.47 599,450 0.94 348,987 0.58 

合 計 1,451,183 755,160 0.52 646,065 0.86 426,044 0.66 

                                 

 

 

                             
※ ポートセールス 鳥取港の利用促進を通じて地域経済の活性化を進めるため、関連する内外の企業や団体など
を対象に、港湾関連企業・施設の誘致や各種航路の誘致など、積極的な利用を働きかけるセールス活動 
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