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鳥取県先端技術利活用促進連携支援計画 

 

Ⅰ 必須記載事項 

 

１ 連携支援事業の目標 

（１） 支援対象とする事業分野について 

本連携支援事業においては、鳥取県及び県内１９市町村が作成し、主務大臣の

同意を得た「鳥取県地域未来投資促進計画」（以下「同意基本計画」という。）に

定める、以下の地域の特性を活用した事業分野を対象とする。 

・「電子デバイス関連産業、生産用機械器具製造業、情報通信業の集積」を活用

した第４次産業革命 

・「電子デバイス関連産業、素形材関連産業をはじめとするものづくり産業の集

積」を活用した成長ものづくり 

 

本県は、卸売業・小売業、製造業、医療・福祉関連産業が県内産業の６割を占

めている。その多くが構成比で全国平均以上であり、一定程度の集積が進んでい

る産業となっているが、これらの産業の多くは労働生産性が全国平均を下回る状

況となっていることが人口減少等に伴う労働力不足と相まって大きな課題となっ

ている。 

また、大手企業の業績改善や雇用情勢の大幅な改善等あるものの、本県経済は、

長引く不況やリーマンショック、急激な円高、グローバル競争激化等を背景とし

た大企業の統廃合による事業所閉鎖や製造拠点の海外移転などにより、依然とし

て厳しい状況にある。 

これらの背景から、ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータといった新たな技術の活用は、

地域産業全般における大幅な生産性向上等をもたらす可能性が高く、大きく期待

されているところであり、本県には、電子デバイス関連産業が集積する他、マシ

ニングセンタをはじめとする自動化装置を製造する生産用機械器具製造業、また、

こうした企業にソフトウェア等を提供する情報通信業が集積していることから、

県内においても、先端技術を活用した取組が生まれつつある。 

製造業では、ＩｏＴ技術を活用し、設備から取得したデータにより不良品発生

のメカニズム分析による早期発見及び予防に係る設備・システムの整備、サービ

ス業（観光業等）では、デジタル周遊パスポートによる周遊促進、生体認証（静

脈認証）によるスマート決済導入、農林水産業では、ＩｏＴ技術を活用し、農業

における適切な生育環境を維持すると共に効率的な生産を支援するシステムの開

発やギンザケ養殖の自動化・効率化、ヘルスケア分野では、自治体や地元病院等

の有する情報を活用（分析）し、高齢者の介護予防、認知症予防を図る新サービ

スの開発等、それぞれの分野で第４次産業革命に繋がる積極的な動きも見られて

おり地域経済の活性化に寄与している。 

このような、先駆的な域内の中堅・中小企業等による、地域内の関連業者と連
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携し、それぞれの分野におけるＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ、ロボット（自動化）

等を活用したマーケティング、新製品開発、生産方式の導入、新たなサービスの

開発等を目指す取組は、地域特性を活かした高い波及効果が期待される。 

また、先駆的な県内企業の第４次産業革命に沿った取組及びそれを支える関連

産業の新サービスの開発・提供等は、当該企業の事業拡大等に伴う波及効果に加

え、生まれた成果とそのプロセスの共有により県内に多く存在する周辺企業へ横

展開することが可能であり、地域経済の成長の底上げにも資するものであると考

えられる。 

さらに、本県では、電子デバイス関連産業に深い関わりのある素形材関連産業

（金属製品製造業等）の集積が進んでいる。これらの県内企業の中には、家電部

品の金型製作で培った精密加工技術を活かしつつ、大型化への対応等を進めるこ

とで自動車関連産業へ参入する企業等、培ったものづくりノウハウを活かし、自

動車、航空機、医療機器やニッチ市場でありつつも自動車等の分野と同等の成長

が見込まれる領域における事業拡大や新規参入を目指した投資が行われている。 

こうした動きは地域特性を活かした波及効果の高いものであり、ＩｏＴ等先端

技術の利活用は、これらの動きをより促進する大きな力になるものである。 

    このため、地域の各支援機関が連携体制を構築し、地域特性を活かした第４次

産業革命に向けた取組及び第４次産業革命との関連が強い成長ものづくりを支援

対象とする事業分野とする。 

 

（２） 地域における支援体制について 

平成２９年８月に経済産業省の地域選定を受け、地域の特性を活かしたＩｏＴ

等先端ＩＣＴ利活用の実現に向けた産学金官連携プラットフォーム「とっとりＩ

ｏＴ推進ラボ」を設立（Ｈ２９.１１）し、県内学術機関、金融機関、支援機関を

含めた県内各種団体・企業として７８団体（Ｈ３０.２時点）が参画している。ラ

ボには、専門家会議、専門相談窓口、専門支援員の配置、マッチングセミナー、

資金支援等、第４次産業革命に向けた取組を検討する事業者のニーズに応じたシ

ームレスな支援体制を構築しており、本連携支援事業の支援対象とする事業分野

においても、産・学・金・官が組織の境界を越えて連携し、外部の人材・技術も

取り込みながら、地域経済牽引事業の課題解決・新規事業創出を支援する開かれ

たネットワーク体制を「とっとりＩｏＴ推進ラボ」を軸に強化していく。 

地域特性を活かした第４次産業革命の推進（地域経済牽引事業の推進）は、地

域経済活性化に大きく寄与することが期待されるが、その取組に当たって事業者

が抱える課題は多様化・複雑化しており、地域の各支援機関の役割と責任を明確

化した上で、連携体制を構築し、十分かつ切れ目のない支援を講じ、地域経済牽

引事業等の創出及び円滑な実施を推進する。 

   

（３） 地域の各地域経済牽引支援機関の役割について 

     連携支援事業を共同で実施する各地域経済牽引支援機関の役割と責任を明確

化することによって、効果的に連携支援事業を実施する。 
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（４） 地域内で不足する支援機能の地域外からの補完について 

①本県には先端技術に係る各分野の市場・技術動向に関する専門家が不足。また、

実施される事業を県外・国外といった広い視野に基づき、客観的に分析しアドバイ

スする機能、県外・国外への販路開拓を支援する機能が不足している。 

 これに対して、「とっとりＩｏＴ推進ラボ」の中心的機能として設置した「専

門家会議」は、先端技術に係る各分野（ソフトウェア、ハードウェア、販路開拓、

市場分析、基礎研究（学術機関）等）の専門家で構成（別添資料）しており、そ

の専門的知見及び、ネットワークにより、事業推進に必要となる市場・技術情報

の提供、事業の客観的分析、販路開拓等について支援を行う。 

 

②「とっとりＩｏＴ推進ラボ」事務局を含め、支援機関の中心機能が県東部に多

く、県西部の支援機能が不足している。 

隣接する島根県ではＩＴＯＣ（しまねソフト研究開発センター）を設置し、セ

ンターにウェアラブル機器、ドローン等の先端機器を整備、企業へ開放している。

鳥取県西部は中海・宍道湖経済圏として、医療機器開発等、これまでも島根県と

の連携実績を有しており、鳥取県西部の地域経済牽引事業者等の取組について

は、地理的に近接しているＩＴＯＣの先端機器利用について島根県と連携体制を

構築することで、西部圏域の地域経済牽引事業者等が円滑に事業を推進できる体

制を整備する。 

 

（５） 想定する支援件数 

産・学・金・官の組織による支援のもとで連携支援事業対象分野において、地

域牽引事業等を創出する。 

 

 平成 29･30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

平成 33

年度 

平成 34

年度 

合計 

目標 

件数 

５件 ５件 ８件 １０件 １０件 ３８件 

 

 

２ 連携支援事業の内容及び実施時期 

地域特性を活かした第４次産業革命分野の地域経済牽引事業等に対して、「とっとり

ＩｏＴ推進ラボ」の産学金官連携の機能を活用し、以下のＳＴＥＰにより支援を実施

することで地域経済牽引事業等の新たな創出及び円滑な実施を支援する。 

 

ＳＴＥＰ１ 先端技術利活用に向けて課題解決・新規事業創出のニーズの掘り起し

のための必要な支援を実施。 

     ①先端技術専門相談窓口の運用（専門職員よる相談対応） 

     ②専門コーディネーターによる事業者ニーズの掘り起し（企業訪問活動） 

     ③金融機関等、ラボ参画の産業支援機関によるニーズ掘り起し 

④セミナー・ワークショップによる情報提供・ニーズ掘り起し 等 
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ＳＴＥＰ２ 事業化前段階に県内学術機関が中心となりプロトタイピングを支援

し、早期のフィードバックによる事業化の妥当性検証を支援。 

     ①仮説検証に向けた共同研究、受託研究 

      ※プロトタイピング（仮説→試作→実証）による妥当性検証 

     ②事業推進に必要な人材育成支援 等 

 

ＳＴＥＰ３ 事業化・実証に向かう取り組みに対し、「とっとりＩｏＴ推進ラボ」を

基点に事業の円滑な実施に必要な支援を支援機関が連携して実施。 

     ①県内事業者ニーズと、県内事業者及び学術機関のシーズのマッチング 

     ②専門家派遣 

（「とっとりＩｏＴ推進ラボ」専門家会議ネットワークも活用） 

     ③資金支援（補助金） 

      ④研究開発資金計画や融資などの経営・金融支援 

     ⑤公設試等による研究開発・技術相談・試験分析・人材育成支援 

     ⑥国等の競争的資金の獲得支援 

     ⑦販路開拓支援 等 

 

ＳＴＥＰ４ 課題解決・新事業創出の成果について、「とっとりＩｏＴ推進ラボ」に

おいて支援機関及び県内事業者と事例として共有し、更なる先端技術

の利活用推進に向けて横展開を図る。 

     ①セミナー・ワークショップによる事例共有 

     ②専用ＨＰ及びメルマガ等による情報共有 等 

 

＜支援体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の期間は承認の日から平成３４年度末日までとする。 
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３ 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項 

（１）連携支援事業を共同で実施する地域経済牽引支援機関の名称及び住所並びにその代表 

者の氏名並びに当該地域経済牽引支援機関の役割 

 当該連携支援事業を実施する者の 

① 名称、②住所、③代表者名 

④当該連携支援事業における役割 

１ ①鳥取県 

②鳥取県鳥取市東町１丁目２２０番地 

③知事 平井 伸治 

当該連携支援事業の代表者 

④連携支援事業の進捗管理を行う。 

また、「とっとりＩｏＴ推進ラボ」の連携

体制を取りまとめ、ラボを軸に新規事業

に対する円滑な連携支援体制を構築す

る。 

さらに、成果・プロセスの共有・横展開

による先端技術利活用の促進を図る体制

を整備し、県内の円滑な事業創出を支援

する。 

２ ①国立大学法人鳥取大学 

②鳥取市湖山町南四丁目１番１号 

③学長 豊島 良太 

④県内最大の学術研究機関として、ＩｏＴ

やビッグデータ、ＡＩなどの先端技術の

基礎・応用研究を行う「クロス情報科学

研究センター」を設置し、共同研究によ

り技術開発等を支援する。 

また、同学の「ものづくり実践センター」

を中心に、「プロトタイピング（仮説・試

作・実証）による反復型の価値検証」に

よる事業化前プロセスを支援する。 

３ ①公立大学法人公立鳥取環境大学 

②鳥取市若葉台北一丁目１番１号 

③理事長・学長 高橋 一 

④公立の経営・環境分野に特化した学術機

関であり、ＩＣＴにかかる専門教員も配

置している特性を活かし、経営・環境分

野を中心に地域に根差した人材育成、共

同研究等の支援を実施する。 

４ ①独立行政法人国立高等専門学校機構 

米子工業高等専門学校 

②米子市彦名町４４４８ 

③校長 氷室 昭三 

④鳥取県西部に位置するものづくりの基盤

技術を支える技術者養成機関として、事

業者の技術的課題に対して試作・実験等

により支援する。 

また、中海・宍道湖経済圏を背景に隣接

する島根県とも連携の実績を有してお

り、本県西部圏域を中心とした幅広いネ

ットワークを活用した地域支援体制の構

築を行う。 

５ ①地方独立行政法人鳥取県産業技術セン

ター 

④本県唯一の工業系公設試験研究機関とし

て、研究成果や職員の専門的知識を活用
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②鳥取市若葉台南七丁目１番１号 

③理事長 村江 清志 

した研究開発・技術相談・試験分析・人

材育成等の支援により、新商品開発を行

う県内事業者の技術的課題等を解決する

支援を行う。 

 また、設備開放・施設開放により、事業

の円滑な実施を支援する。 

６ ①公益財団法人鳥取県産業振興機構 

② 鳥取市若葉台南七丁目５番１号 

③代表理事理事長 中山 孝一 

④産業支援機関として県内事業者の新事業

創出や新規市場開拓をサポートし、事業

化に向けた支援を行う。 

また、県内事業者が抱える課題に対して、

専門家を派遣し、診断助言による支援を

行う。 

さらに、競争力のある専門的な知識・技

能・技術を持つ人材の育成はもとより、

県内事業者間の連携による新技術の研究

開発への取組や新事業への展開をコーデ

ィネートする。 

７ ①公益社団法人中国地方総合研究センタ

ー 

②広島市中区小町４番３３号 

③会長 平野 正樹 

④社会経済、地域開発に関する調査研究を

行うとともに、国等の施策の活用により

県内事業者の課題解決・事業化促進に資

する支援業務を実施する。 

国等の事業を活用して構築したネットワ

ークを通じて、自治体、支援機関ととも

に密接に協力・連携しながら、県内もの

づくり企業との具体的な取引関係の構築

や共同開発の創出につなげていく。 

８ ①株式会社山陰合同銀行 

②島根県松江市魚町１０番地 

③取締役頭取 石丸 文男 

④県内企業との繋がりが強く、県内事業者

の課題についても幅広い知見・情報を有

しており、市場情報や市場ニーズ等の事

業者が必要とする情報を提供や、先端技

術に係る県内企業同士のマッチング、技

術開発、製品開発、生産、販売、流通等

の事業の発展段階に応じた融資による支

援を実施する。 

９ ①株式会社鳥取銀行 

②鳥取市永楽温泉町１７１番地 

③取締役頭取 平井 耕司 

④県内企業との繋がりが強く、県内事業者

の課題についても幅広い知見・情報を有

しており、市場情報や市場ニーズ等の事

業者が必要とする情報を提供や、先端技

術に係る県内企業同士のマッチング、技

術開発、製品開発、生産、販売、流通等
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の事業の発展段階に応じた融資による支

援を実施する。 
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（２）連携支援事業を共同で実施する地域経済牽引支援機関の相互の提携又は連絡に関する 

事項 

鳥取県内の地域経済牽引事業者等による新事業創出・課題解決の取組に迅速かつ

適切に対応するため、「とっとりＩｏＴ推進ラボ」で以下の連携・連絡体制を構築す

る。 

 

①「とっとりＩｏＴ推進ラボ」に、支援機関による規約を整備した上で、連携支

援専用ネットワーク（ホームページ）を開設し、平素からの情報共有の仕組み

を構築する。また、「連携支援検討会（仮称）」を設置し、地域経済牽引事業の

進捗に応じて検討・調整が必要となる場合に支援機関が一堂に会した会議を随

時開催する。 

 ※連携支援専用ネットワークについては、既に医工連携において県、学術機関、

支援機関が参加する専用ページを構築した実績がある。これを参考に専用ネッ

トワークを開設する。 

②地域経済牽引事業の取組に対して、事業化検討段階では、鳥取県産業振興機構

内に設置している「先端技術専用相談窓口」における専門相談員による問合せ・

相談対応、専門コーディネーターの派遣等を行う。また、その他の産業支援機

関、学術機関、公設試、金融機関でも問合せ・相談を受け、その内容は専用ペ

ージで共有する。 

③問合せ・相談について、受けた機関単独での解決が難しい場合、連携支援専用

ページでの情報に基づき、「とっとりＩｏＴ推進ラボ」事務局（鳥取県商工労働

部産業振興課）が、ラボの連携機関・団体及び各機能を活用し、必要な支援に

ついて提案を行う他、必要に応じて「連携支援検討会」を開催し、必要な支援

の検討・適切な連携支援の座組み形成を行う。 

   ④連携支援事業の進捗状況は専用ページにより地域経済牽引支援機関間で情報共

有を行う。また、進捗フェーズの状況に応じて「連携支援検討会」を開催し、

必要となる支援について意見交換、支援体制の再構築等を行い、当該事業の円

滑な実施を支援する。 

※「連携支援検討会」は必要に応じて随時開催とするが、概ね月１回程度（対面

若しくはテレビ会議等により）実施する。 

さらに、「とっとりＩｏＴ推進ラボ」では、年 3回、外部の専門家も交えた「第４

次産業革命推進会議」を開催し、外部の視点も交えつつ、県内の取組全体の推進状

況の管理、戦略・方針の検討を行う。 
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Ⅱ 任意記載事項 

 

１ 補助金等交付財産の活用に関する事項 

 

 

 

（備考） 

１ 記名押印については、氏名を自署とする場合、押印を省略することができる。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 


