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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 
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＜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 

 

 


