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サービスイノベーションとは、価値共創と新技術導入。
「鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト」
では、
「観光」
「食」
「健康」
「ＩＴ」
など
サービス業を中心とした幅広い業種に対して正社員化につながる働き方改革や

労働生産性向上の取り組み、就職・人材育成を支援します。

鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト

鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクトへご連絡をお願いします。

「鳥取県地域活性化
雇用創造プロジェクト」
とは

プロジェクトのイメージ
雇用環境改善を目指す働き方改革や品質の強化・ムダの排除を目指す

労働生産性向上に取り組む事業主の支援、求職者の能力開発、
マッチング

鳥取県では若者が定着し、すべての県民が活躍できる社会を実現するために、県内の産業構造、
援策に取り組んでいます。

地域活性化雇用創造プロジェクト
事業者
対象

魅力的な

サービス
イノベーション

雇用状況の課題を踏まえ、雇用の場の創出だけでなく、働く人の立場に立った人材確保策と就業支

支援を通じて地域産業の活性化を目指します。

雇用の場の

正社員化につながる
働き方改革
労働生産性向上

求職者
対象

IJUターン促進
能力開発

良質な雇用の創出
観光

サービス産業への
人材誘導

食

IT

健康

創出
雇用の質の向上

県内外からの

正規雇用への

求職者・事業者へのサポート体制

人材確保・育成

転換

これからの成長が期待される「観光」
「食」
「健康」
「IT」産業のサービスイノベーションにより良質な

雇用を創造するとともに、若者や女性が働きやすいワークライフスタイルの実現に向けて、雇用環境

の整備、人材育成・マッチングを支援することにより、新たな正規雇用の創出と地域活性化を目指す

取り組みです。
対 象 業 種

観光分野：宿泊業、飲食店

食 分 野：食料品製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業

健康分野：業務用機械器具製造業、情報サービス業（健康分野に関連するものに限る）、医療業、社会保険・
社会福祉・介護事業（保育を除く）

関 連 業 種
各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回
り品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業 (観光、食、健康分野に関連するものに限る)

放送業、情報サービス業、
インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業 (観光、食、健康分野に関
連するものに限る)

鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業

専門サービス業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、その他の教育、学習支援業 (観光、食、健康分野に関連
するものに限る)

事 業 者 支 援

求 職 者 支 援
人材確保・育成
IJUターン促進
能力開発
サービス産業への人材誘導

鳥取県地域活性化
雇用創造プロジェクト
サービス産業の活性化
地方創生の実現

働き方改革
雇用環境の改善
労働生産性の向上
品質の強化
ムダの排除

とっとり働き方改革支援センター
︻働きやすい職場づくり・生産性向上︼

地域活性化雇用創造プロジェクト

鳥取県立ハローワーク︵鳥取・倉吉・米子・境港・東京・関西︶
︻就業支援・マッチング・雇用支援︼

﹁プロジェクト﹂への参加方法

当プロジェクトにおいて実施する各種の支援制度を活用していただくには

（国の「働き方改革サポートオフィス鳥取」
では、非正規雇用者の処遇改善や
時間外労働の上限規制などの支援を行います。）

商工団体・金融機関・専門支援機関・社会保険労務士・中小企業診断士・loT 推進ラボ
IT コーディネーター・業界団体

求職者向け支援

Ⅰ 働き方改革関連法の周知

Ⅱ 経営者と社員の意識改革

平成31年4月に施行された働き方改革
関連法の周知と対応策
（セミナー）

働きやすさと働きがいのある企業への
転換の必要性（セミナー・講座）

Ⅲ モデル企業の創出における改革・改善支援のメソッド
経営者 ➡ 経営理念・方針・ビジョンの明確化：改革・改善に向けた取組指示
➡ 投入する経営資源の配分の明確化：人、モノ、カネ
➡ 改革・改善で得た利益の従業員への還元と新規事業への投資

社

Ⅰ 県内求職者の人材育成

ＪＵターン者への県内企業情報
ⅡＩ
提供と鳥取県の魅力情報の提供

企業経営者による業界の魅力等の紹介

ＩＪＵターン希望者を募集する企業による
自社の魅力と求人情報の提供

求職者の知識習得（プログラム等）
・ 社会人マナーの習得
・ 就職先選びのポイント習得
・ 面接会の事前対策
・ すぐに役立つ接遇

鳥取県におけるライフ・ワーク・バランスの
魅力紹介
ＩＪＵターン希望者に対する個別相談

企業見学会（マッチング）

❶ 経営者と社員の役割の明確化

員 ➡ 部門横断的なプロジェクトチームによる改革・改善活動

ミニ合同企業説明会・面接会（マッチング）

ＩＪＵターン希望者と企業との交流会

求職者のスキルアップ支援
（パソコン講習、職場体験講習）
若年未就職者の基礎力向上プログラム
（セミナー、講座、職場体験）

❷ 業務プロセスの洗い直し【スキルマップの活用によるムリ・ムダ・ムラの排除】
マルチタスク化
生産性向上

労働環境の改善
働き方改革

ＩＣＴ導入・活用
生産性向上

Ⅲ 見えてきた課題と今年度の取組 〜求職者と企業との距離を縮める〜

〜求人企業の魅力情報の発信強化〜

ＩＪＵターン希望者（参加者）の増加 ➡ 県立ハローワーク等との連携
求職者の社会人基礎力の向上

❸ 見える化による社員のモチベーションアップと組織力強化
目標設定と
達成度管理

連動
ＥＳ向上

業績評価、能力評価
執務態度評価

人事評価制度

ＣＳ向上

階層別社員教育

面談制度

連動

Ⅳ 見えてきた課題と今年度の取組 〜求職者から選ばれる企業を目指して〜
① 業務の見直しによる労働環境の改善
② 業務見直しとＩＣＴ活用による生産性向上
③ サービスの質の向上と新サービス開発

④人材育成【既存社員の教育による戦力化】

➡ セミナー、プログラムの充実

求職者と求人企業との距離を縮める ➡ ミニ合同企業説明会・面接会によるマッチング
企業見学会（回数、訪問企業数の増加）

求職者・ＩＪＵターン者に対する求人企業の魅力伝達力強化

➡入社 5 年までの社員による説明、経営者・人事担当者の採用力強化

連動

賃金体系見直し

⎫︲
︲
︲
︲⎬︲
︲
︲
︲⎭

観光・食・健康分野 における人材確保に向けて

事業主向け支援

業界団体等と連携したセミナー等
ＩＣＴ導入・活用セミナー
専門家派遣、ハンズオン支援
中堅リーダー育成講座、
ＩＣＴ活用講座

働き方改革と
よる
生産性向上に

サービス産業の人材確保

事業者向け 雇用拡大支援メニュー

事業者のニーズを踏まえ、生産性向上、定着率向上、先端ICT活用及び中堅リーダー育成
といった共通課題に対応するテーマで開催。専門家派遣を中核として拡充を図り、雇用環
境の改善、労働生産性の向上等に積極的に取り組む事業者の支援を強化することで、雇用
の拡大につなげるとともに、成果事例の発信を行います。

支援メニュー紹介

❶イノベーションセミナー事業
サービスイノベーションにより正社員化につなげるため、観光・食・健康に関する分野の関係事業者を対象に問題意識を

共有し、改善に取り組む企業のネットワーク形成を図るためのセミナーと、モデル的取組の成果を発表し、お互いが共有し
更に深化させていくセミナーを開催します。

テーマ別セミナー

観光・食モデル事例普及セミナー

・企業の魅力伝達力強化
・人材不足をブレークスルーするための情報化投資
・人材不足をブレークスルーするための人材投資

介護・福祉モデル事業普及セミナー

❷サービスイノベーション人材支援事業
①人材活用力強化事業

サービスイノベーション人材支援事業
中堅リーダー育成講座

定着率の向上を図るために必要とされる階層別人材育成に視
点を置き、その中でもより急務となっている中堅リーダーを育成し
ます。
対象者

観光・食・健康分野の指定主要業種・指定関連業種に属する企業
等の中堅リーダー（管理職手前の監督職レベルを想定）

講座の特長 5回の講座を通じて、
リーダーとしての必要知識とスキルの習得

を目指します。職場での実践課題に落とし込み、課題を実践しながら
習得していきます。実践内容を講座内で共有する事で、相互コミュニ
ティの場として活用できます。

講師

人手不足が顕著なサービス産業の人材確保を進めるため、商工団体・業界団体などと連携して雇用人材確保に関す
るセミナーを開催するとともに、経営者の意識改革を促し、求職者から選ばれる企業を創出するため、意欲的な企業・
グループに専門家を派遣し、モデル的な取組への支援を強化します。

ア）商工団体・業界団体と連携したセミナー

テーマ：生産性向上、採用力アップ、人材育成・マネジメント、労務管理、女性活躍等

イ）中小企業のための中堅リーダー育成講座
管理職手前の監督職レベルの人を対象に計5回開催

ウ）専門家の派遣

支援内容：業務改善による生産性向上や労働環境改善、人事組織改革、人材育成、賃金体系システム、
労働時間短縮、
ＩＣＴ導入等

ア）
ＩＣＴ導入事例紹介及び事例普及セミナー

テーマ：ＩＣＴを活用した働き方改革への取組み
先端ICT活用中核人材育成事業モデル事例普及セミナー

イ）中小企業のためのICT活用中核人材育成講座
初級・中級レベルの実務担当者を対象に計5回開催

ウ）専門家によるハンズオン支援
支援内容：ＩＣＴを活用した課題の解決（雇用管理・業務改善・情報インフラ整備）
に向けた取組を支援すること
により、正社員を雇用しようとする意欲的な事業者等を支援します。

筒井

健太 氏

専 門 家 の 派 遣
観光・食・健康分野のサービス産業や
その関連業種に該当する県内の事業者、

専門家派遣の流れ
経営コンサルタント、中小企業診断士及び社会保険労務士など

企業、団体及びグループの方で、雇用環

雇用管理

業務改善

情報インフラ整備

ICT活用

境の改善や生産性向上に向けた具体的
な取組み支援を希望する方へ、専門家へ
の謝金や旅費を規定の範囲内（原則全
額）
で協議会が負担し派遣します。

②先端ＩＣＴ活用中核人材育成事業
企業における先端ＩＣＴ導入による雇用管理の改善、組織改革、生産性向上に向けた労務環境改善等を推進するため、
経営者・管理者を対象にＩＣＴ導入事例紹介と改善活動で成果を上げているモデル事業促進セミナーを開催します。
また、
初級中級レベルの実務担当者を対象に講座を開催するとともに専門家を派遣して具体化に向けた取組を支援します。

公益財団法人日本生産性本部
認定主任経営コンサルタント

事業者

鳥取県地域活性化
雇用創造プロジェクト推進協議会

先端ＩＣＴ活用中核人材育成事業
ICT活用中核人材育成講座

観光・食・健康分野の企業等が抱える喫緊の共通課題である労
務環境改善や生産性向上を解決するために求められるICT活用に
視点を置き、導入・運用の中核となる人材の育成をすることを目的
としたプログラムです。
活動報告

クラウド型のアプリを活用したICTの導入Ⅰ

ICTを活用する利点や必要性から具体的なアプリの活用方法まで、
演習なども織り交ぜながら実務に役立てることを目的に開催します。
講師

TOMAコンサルタンツグループ株式会社
持木
専務取締役

健太 氏

専門家

求職者向け

Ｉ
ＪＵターン就職促進事業は、転職フェア等へ出展することで中核人材の確保にも取り組む
など支援の充実を図ります。
サービス産業の人材育成・確保事業は、
全県展開している県立ハローワークと連携を進め、
若年者や女性等の事業利用者の増加につなげるため、開催期間の短縮や企業見学先を
増やすなど内容の見直しを行い、正規雇用につなげます。

支援メニュー紹介

❶Ｉ
ＪＵターン就職促進事業

就職支援・人材育成メニュー

豊かな自然の中でストレスオフの生活ができる
「鳥取ワークライフスタイル」
をアピールし、都市部の女性、就学前児童
のいる県出身者、定年間近な県出身者をターゲットに、
Ｉ
ＪＵターン企業説明会や県内企業・就職の魅力を伝えるセミナー、
交流会を一体的に開催し、働きやすい環境の中で新たなサービス産業分野での正規雇用による就職につなげます。

❷サービス産業の人材育成・確保事業
再チャレンジ就職サポート事業
人材のミスマッチが生じており、正規雇用に向けたサービス業の人材育成を進めるため、
「企業・業界の魅力を発信するセミナー」
と就職希望者と企業をマッチングする
「ミニ合同
企業説明会+面接会」
で構成する再チャレンジ就職サポートプログラムを行います。

ア）
ミニ合同企業説明会

東部・中部・西部地区を会場に3回実施

I J U タ ー ン 就 職 促 進 事 業
都市部からの鳥取県内就職を促進し、観光・食・健康に関連した新
たなサービス産業分野における人材確保を図るため、移住希望者や
県出身者を対象として、企業説明会、鳥取県内で働く魅力を発信する
ためのセミナー及び交流会を開催します。
活動報告

とっとり暮らしサポートセンターの相談員や
鳥取県内企業の代表の方などをお招きし、鳥取
の魅力についてご講演いただき、その後、
Ｉ
ＪＵ
ターンを検討している参加者と就職相談会や
交流会を行います。

①観光・食・健康分野人材確保支援事業
観光、食、健康分野への就職希望者を対象とした就職先などの判断材料を得るためのセミナー及び働く上で必要な
社会人としてのマナーを習得するためのターゲット別セミナーを企業見学会と組み合わせて開催するとともに、就労
に対する不安を有する求職者を対象とした職場体験講習、
パソコン講習を実施します。

サ ー ビ ス 産 業 の 人 材 育 成・確 保 事 業
鳥取県内の東・中・西部の3会場にて、
「企業・業界の魅力を発信する
セミナー」
と
「ミニ合同企業説明会」
を組み合わせたサポートプログラ
ムを開催し、効果的なマッチング機会の場を提供します。

ア）就職先選びのポイントがわかるセミナー

就職先の判断材料を得るためのセミナー並びに就労に対する不安解消のための企業見学会を一体化した
プログラムで、求職者に対する支援を行います。

活動内容

イ）社会人マナー習得セミナー

ポイント

すぐに就職活動に活かせるビジネスマナーや面接トレーニングなど演習をとおして習得していただきます。

エ）職場体験講習

就職希望先の業務を知るための職場体験を行います。

活動報告

テーマ

②若年就職・定着支援事業
就職に至っていない若者の正規雇用に向けたコミュニケーション能力をつけるセミナーや、人材不足の業界団体と
連携し、求職者を対象とした企業内実習訓練により人材育成を行います。

ア）社会人基礎力向上セミナー

基礎力向上・モチベーションアップのためのセミナー、
企業関係者との意見交換。

イ）就職に役立つ基礎力講座

企業内実務講習、
フォローアップ講習。

仕事をお探しの方と企業等の方が直接お話できる場です。
きっと最高のマッチングがみつかります。

参加費無料、服装も自由として、
どなたでもお気軽にご参加いた
だけます。
雇用保険受給中の方には、就職活動証明書を発行します。

観 光・食・健 康 分 野 人 材 確 保 支 援 事業

オ）パソコン講習

就職希望職種やパソコンスキルに応じたオーダーメイドの個別講習を行います。

ミニ合同企業説明会

参加事業者によるサービス業の魅力や求める人材等をご説明
いただき、採用担当者と直接お話ができる面接会を開催します。

ミドル・シニア・女性を対象として働く上で必要なビジネスマナーの習得とともに、企業見学を通じて就職
活動に活かせる支援を行います。

ウ）すぐに役立つ接遇セミナー

IJUターン就職相談会

社会人マナー習得セミナー
活躍する女性のためのビジネスマナー＆面接トレーニング

講師には、
これまでフリーアナウンサーとして活躍してこられ、現在は
コミュニケーションやプレゼンテーションを専門として中国地方を中心
にセミナーを開催されている、原田美樹事務所代表 原田美樹氏を講師
に、活躍する女性のためのビジネスマナー＆面接トレーニングをテーマ
として、求職者の目線で受講生に寄り添った充実したセミナーを開催し
ます。
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中長期的な存続を見据えた
老舗旅館の若者誘致戦略

心地よい長時間滞在を支える、
管理者とスタッフの意識改革

観水庭

こぜにや

日帰り温泉 オーシャン

「次世代人材を迎える素地を、いま整える」
株式会社小銭屋 観水庭 こぜにや
鳥取市永楽温泉町651 TEL 0857-23-3311
URL http://kozeniya.com

観水庭こぜにやは文政年間に創業し、戦後は温泉旅館としてお客さまをお迎えし
てきました。約190年の歴史を未来へつなげるために、多くの企業で人材不足が深
刻化するなか、
どう手を打つか。当社は、若手の人材育成を一つの柱としました。
若い人に魅力ある職場づくりに向け、生産性向上など環境改善に着手。部門間連

「効率化と評価の見える化で離職防止」
株式会社大協組 日帰り温泉 オーシャン
米子市新開3-2-46 TEL 0859-23-0303
URL http://ocean-g.com

オーシャンは、源泉掛け流しの皆生の湯を南国バリのような雰囲気のなかでお楽
しみいただく日帰り温泉施設です。14時間を3交代制で勤務しますが、スタッフの
定着率と生産性が悩みでした。専門家の助言で一因が私たち管理者にあると気付
き、意欲の引き出し方を考えました。

携やマルチスキル人材の育成、備品管理の見直し、
システムリニューアルによる顧

まずは部署統合と業務補完。さまざまな仕事に触れて責任意識が変わるスタッフも

客管理・経理の効率化など多面的に取り組み、
ベテランスタッフとともに新しい力を

みられました。また、評価基準を自己設定目標の達成度とし、毎月の自己評価に管理者

育てています。年30日は休館し、
家庭の事情に沿った勤務や女性の相談窓口設置な

がコメントを添えて返信。努力が待遇に反映される流れができ、
スタッフへの感謝や良

ど、
ＷＬＢ
（ワークライフバランス）
向上にも努めています。

いところなどを伝えやすくなって、
モチベーションの向上につながっていると感じます。

地プロを活用してみて
改善案はいろいろと考えていましたが、本当にそれで良いか自信を
持てずにいました。専門家の助言を受け、方向性や方法論に確信を持
てました。私たちが変化を求める時期に重なったのも幸運でした。
現在もスキルマップの作成に助力いただいています。行き届いてい
る業務とそうでない業務の見える化、個々のスタッフの適性判断に役

導入も
インカム
群！
効果抜
しずつ
から少
年配者
もらい
慣 れて
ました

地プロを活用してみて
、
な私も
口下手
メントを
評価コ
直に
通して素
ます
褒められ

今後へ向けて

現し、解決法を示してくれました。スタッフも、自分たちの環境が良く
なると理解して改善を受け入れてくれています。管理者としては手間
が増える場合もあるので、それを楽しめるかどうかが鍵。話を聞いて、

今後へ向けて

若い人材が定着して、次の時代へ引っ張ってくれることを願います。

いを削がない職場、そして更なるサービスの向上をめざします。

案が見事にマッチ。ぼんやりと感じていた問題点を具体的な言葉で表

「これだ！」
という出合いがあれば挑戦する価値はあると思います。

立つと期待しています。全体的に、
とても良い示唆をいただきました。

旅館業はお客さまの声が直に聞けるやりがいのある仕事。そのやりが

これまで理想と考えていた職場の在り方と、派遣された専門家の提

効率化を進めて労働時間短縮をめざしたい。しかし、時給で働く

代表取締役社長

小谷 文夫さん

支配人

勝部 淳一さん

スタッフにとっては減収になる可能性もあります。収入の堅持と時間
短縮を同時に実現するノウハウを、いま蓄積中です。
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信頼関係を再構築し、
スタッフ定着率をV字回復

ＷＬＢを向上させ、
就職先に選ばれる旅館をめざす
WLB…ワークライフバランス

健推庵こくふ
社会福祉法人健推会
特別養護老人ホーム 健推庵こくふ
鳥取市国府町新通り2-202 TEL 0857-50-1205

三朝館
「従業員意識と職場の雰囲気に変化」

「人間関係で悩まない職場を模索」
健推庵こくふは、鳥取市国府町のまちなかに位置する特別養護老人ホームです。
平成27年3月に開所し、事務職を含め70人ほどの態勢でサービスを提供しており
ますが、
２年目に10％以上の退職者がありました。主な理由は人間関係とのこと。
人づくりとコミュニケーションの重要性を痛感しました。

三朝館では、約110人のスタッフが年間6万人ほどのお客さまをおもてなしして
います。宿泊施設という特殊性もあり、労働時間が長くなったり休みを取りにくい

株式会社ラークコーポレーション 三朝館
東伯郡三朝町山田174 TEL 0858-43-0311
URL https://www.misasakan.co.jp

のが実情でした。最初に、いわゆる
「たすきがけ勤務」
の解消に着手し、丸１日の休日
が実現しました。
さらにスキルマップを活用したスキル向上と均一化、
ワーキンググループで時間

現在、人事考課をスキル判定型から目標達成度判定型へ変更し、
スタッフ自ら課

短縮法を考えてもらうなど、全館で環境改善に取り組んでいます。
「今日はもう上が

題や解決法を考える委員会の設置、細やかな声掛けなどを実施しています。併せ

ろう」
「帰っていいよ」
などの声が聞こえ始め、部署間の連携も生まれました。心身の

て、福祉機器を導入するなど身体の負担軽減も推進。職員定着率が回復し、離職者

負担を軽くし、私生活を大切にしながら楽しく働ける会社をめざします。

は年５％以下で推移しています。

地プロを活用してみて
人材不足や業務上の課題など、
自分たちだけでは解決しきれないこ
とが多くあるなか、
このプロジェクトのように県から声をかけていただ
けるのはありがたいと感じています。行政とタイアップするにあたり、
社会福祉法人として公共性をより一層向上させ、施設利用者に限らず

え、
職域を越
と
人の人間
互いに一
き
向
て
を持っ
して敬意
い
た
て
を育
合う風土
います
と思って

地域に貢献したいと思います。

の提案があり、活用法に加えて従業員の意識変化や、それがどうお客さま
の満足につながるかなど、心情的な面での助言もいただきました。
また、
ＩＣＴ講座で紹介されたマニュアル動画作成アプリがサービスの均
質化に役立っており、特に外国人スタッフの指導に重宝しています。今年

や
働き方
いて、
善につ
職場改
機会
と話す
スタッフ
ました！
が増え

今後へ向けて

人づくり、地域交流、満足度の向上の３つの課題に引き続き取り組み

意義を高めれば、それが職員満足にも反映すると考えています。

派遣いただいた専門家からは当館用にカスタマイズしたスキルマップ

は従業員をセミナーに参加させたいと思います。

今後の展望
たい。施設内の交流ホール
「まちの縁側」
をより活用して地域での存在

地プロを活用してみて

※たすきがけ勤務…１組の客を同じ接客係が担当するために
正午から翌日正午までを１日としてシフトを組む

個々がさまざまな発想・技術を身につけ、自律性をより高めてボトム

施設長

六浦（むつら） 俊樹さん

アップの会社創造をできるのが理想です。労働環境を含め職場の魅力を
磨いて、多くの若い人に入社していただきたたいと願っています。

代表取締役社長

沖田 雅浩さん

協議会YouTubeチャンネル
動画紹介
県内において、働き方改革や労働生産性向上、人材確保・育成などサービス
イノベーションを積極的に取り組む事業者や、そこで働く人々の様子など
を動画にてご紹介します。

鳥取県地域化雇用創造プロジェクト

実践事例企業紹介

鳥取県の主な

支 援 制 度
鳥取県では様々なシーンでがんばる求職者、事業者を
全力で応援します！
鳥取県産業成長応援補助金

経営革新や設備投資への支援
ホテルセントパレス倉吉
倉吉市上井町１丁目9-2
TEL ０８５８−２６−８８８８
URL http://www.stpalace.jp/

愛恵会

東伯郡三朝町大瀬１０１２
TEL ０８５８−４３−１７１１
URL http://aikeikai-nanohana.jp/

山陰松島遊覧

岩美郡岩美町大谷２１８２
TEL ０８５７−７３−１２１２
URL http://yourun1000.com/

企業の成長を応援するため、新たな取組や生産
性向上につながる取組、事業拡大や工場等の新
増設に対して助成します。
小規模事業者、中小事業者の新たな取組や生産性向上に
つながる取組についてのお問合せは
事業拡大や工場等の新増設についてのお問合せは

▶県とっとり働き方改革支援センター
電話：0857-26-7662

▶企業支援課

電話：０８５７-２６-７２４２
電話：０８５７-２６-７２２０

※いずれも商工会議所、商工会、中小企業団体中央会でも
ご相談を承ります。

働き方改革コンサルタント
（専門家）
を派遣します！
東伯郡湯梨浜町はわい温泉
TEL ０８５８−３５−２２２１
URL http://bokoro.com/

味屋コーポレーション

西伯郡日吉津村日吉津１３７０−２
TEL ０８５９−２７−００８０
URL https://ajiya-group.net/

さとに田園クリニック

鳥取市里仁５４−２
TEL ０８５７−３０−１５１５
URL https://satoni-denen-clinic.jp/

その他の事例は協議会のYouTubeチャンネルでご覧ください。

IJUターン就職実践紹介

仕事のオンオフがはっきりした！
子育てしながら働きやすい♪
地域の人との距離が近い
居心地がよくあったかい
など

ファミリーイナダ 大山工場

西伯郡大山町高田１２２０
TEL ０８５９−５４−４９１１
URL https://www.family-chair.co.jp/

大江ノ郷自然牧場

八頭郡八頭町橋本８７７
TEL ０５７０−０７７−５０５
URL https://www.oenosato.com/

働きやすい職場作りのための育児・介護休業制
度や就業規則整備、生産性向上のための計画づ
くり等に取り組む事業者に対し、社会保険労務
士、中小企業診断士などの専門家を派遣します。
▶県とっとり働き方改革支援センター
電話：0857-26-7662

採用活動支援事業

IJUターン実践者の声

中長期の専門家活用を
支援します！
６月以上の中長期間、月１回以上の外部専門家
の訪問により働き方改革に資する助言・支援を
受け、働き方改革に取り組む事業者に対し、当
初６月分の専門家活用経費を支援します。

▶立地戦略課

望湖楼

あなたを
支える!

AI採用面接の導入や採用面接に
かかわる交通費を支援！
県外大学等の学生の採用面接受験の機会を増
やすため、AI採用面接の導入や県内までの交通
費等の助成を行う事業者を支援します。
▶雇用政策課

電話：0857-26-7647

※定住機構への委託事業として実施します。

▶ふるさと鳥取県定住機構
（就職・定住推進室）
電話：0857-24-4740

企業の魅力・採用力アップ促進事業

採用力向上へ向けた
職場の魅力発信を支援します！
若者が魅力に感じる職場づくりや採用力の向
上、説明会等でのプレゼン能力、面接官のスキ
ル アップ 、内 定 辞 退 を 防 止 するた め の セミ
ナーを開催するほか、個別コンサルティングの
実施により、会社の魅力や採用力の向上を支
援します。
▶雇用政策課

電話：0857-26-7647

学習機会の提供支援事業

働く外国人のための
「日本語学習会」
を支援します！
外国人を雇用する県内の複数の事業者等が、グ
ループで外国人就労者向けの
「日本語学習会」
を開催する場合、講師への謝金・交通費など経
費の一部を助成します。
▶雇用政策課

電話：0857-26-7699

鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会 事務局
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用政策課内
Tel.0857-26-8477 Fax.0857-26-8336
メールアドレス ｔｏｔ
ｔｏｒ
ｉ
ｃｈ
ｉ
ｐｒｏ＠ｐｒｅ
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ｔｏｒ
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ホームページアドレス http://rajc.jp/

rajc.jp

検索

協議会ホーム
ページはこちら

協議会Facebook
ページはこちら

事 業 構 成 団 体
鳥取県
鳥取県市長会
鳥取県町村会
鳥取県商工会議所連合会
鳥取県商工会連合会
鳥取県中小企業団体中央会
一般社団法人鳥取県経営者協会
日本労働組合総連合会鳥取県連合会
一般社団法人鳥取県銀行協会

公益財団法人鳥取県産業振興機構
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
一般社団法人鳥取県情報産業協会
公益社団法人鳥取県観光連盟
鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合
一般社団法人鳥取県中小企業診断士協会
鳥取県社会保険労務士会
公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構
国立大学法人鳥取大学

公立大学法人公立鳥取環境大学
学校法人藤田学院 鳥取短期大学
学校法人藤田学院 鳥取看護大学
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
鳥取労働局
中国経済産業局

