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経営やDX推進の相談ができる？ 正社員雇用への道が拓ける？

「地プロ」って
知ってる？

アフターコロナへの備えも
「地プロ」
で！
鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会（通称
「地プロ」）では、正社員化につながる働き方や労働生産性
向上の取り組み、人材育成、就職などを支援します。
これまで多くの求職者や企業が、専門家のサポートやセミ
ナーなどにより、正社員雇用や経営改善を実現しました。
2021年度に続きコロナ禍による業態転換や転職のサポート
にも力を入れています。ぜひご相談ください。

鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト

「プロジェクト」への 参加方法

地域活性化雇用創造プロジェクトが行う
2つの事業コース

当プロジェクトにおいて実施する各種支援制度の活用をご希望の方は、
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

地域雇用活性化コース
鳥取県の「経済成長戦略」に連動し、成長分野（自動車関連、情報関連、観光、食及び医療・ヘル

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、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援策に

スケア分野）の人材育成・人材確保とともに、個々の事業者の業務改善や生産性向上に重点的に

魅力的な

取り組むことにより良質で安定した正規雇用の創出や着実な職場定着を目指す取り組みです。

雇用の場の

取り組んでいます。

創出

雇用の質の向上

対象業種

自動車関連分野：輸送用機械器具製造業、業務用機械器具製造業
情 報 関 連 分 野：情報サービス業
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
医療・ヘルスケア分野：医療業、社会保険・社会福祉・介護事業（保育を除く）

関連業種

化学工業、
プラスチック製品製造業、
ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、
金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造
業、電気機械器具製造業、情報通信機器製造業

県内外からの

正規雇用への

人材確保・育成

転換

（自動車関連、情報関連、観光、食、医療・ヘルスケアに関連するものに限る）

各種商品卸売業（商社）、繊維・衣服等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、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

求職者・事業者へサポート体制

（自動車関連、情報関連、観光、食、医療・ヘルスケアに関連するものに限る）

通信業、放送業、
インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業

（自動車関連、情報関連、観光、食、医療・ヘルスケアに関連するものに限る）

事業者支援
働き方改革
雇用環境の改善
労働生産性向上・ムダの排除
品質の強化
業態転換・事業の多角化等

事業者を連携支援

鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、倉庫業

求職者支援

その他の生活関連サービス業、娯楽業（自動車関連、情報関連、観光、食、医療・ヘルスケアに関連するものに限る）

人材確保・育成
鳥取県地域活性化雇用創造
プロジェクト推進協議会

専門家派遣等での連携

キャリアアップ・キャリアチェンジ
地域産業への人材誘導

求職者を連携支援

地域雇用再生コース
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている事業者（下記対象分野参照）が、今後
成長が見込まれる分野への業態転換・事業の多角化等を図るための取組を支援するとともに、新型
コロナウイルス感染症の影響による離職者をはじめ、そうした成長分野への求職者のキャリア

とっとり働き方改革
支援センター

各種団体・専門家

働きやすい職場づくり・
生産性向上

コンサルティング・
専門家派遣
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・
DXラボ（loT推進ラボ）
・
ITコーディネーター・業界団体

鳥取県立ハローワーク

チェンジ等の支援を重点的に行い、本県の経済活動と地域雇用の安定を図る取組です。

就業支援・雇用支援
（鳥取・倉吉・米子・境港・東京・関西）

対象分野

製造業
卸売業
小売業
宿泊業
飲食サービス業
運輸業
郵便業（うち鉄道業、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）
情報通信業

指定主要業種 における人材確保 に向けて
2 経営者と社員の意識改革

平成31年4月から順次施行された働き方
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）

3 モデル企業の創出における改革・改善支援のメソッド
❶ 経営者と社員の役割の明確化
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

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

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

求職者向け支援

事業者向け支援

1 働き方改革関連法の周知

1 県内求職者の人材育成

企業経営者による業界の魅力等の紹介

企業見学会（マッチング）

求職者の知識習得（プログラム等）

合同企業ガイダンス（マッチング）

・ 社会人マナーの習得
・ 面接の事前対策
・ IT スキルの習得

2

求職者のスキルアップ支援
（パソコン講習、インターンシップ）

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〜

求職者の社会人基礎力の向上
➡セミナーの充実

求職者と求人企業との距離を縮める

➡合同企業ガイダンスによるマッチング
企業見学会、インターンシップ

IT 人材育成

➡IT 業界の魅力解説、IT スキル習得と IT 業界への人材誘導

キャリアアップ

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

ＥＳ向上

ＣＳ向上

業績評価
能力評価
執務態度評価

人事評価制度
連動

階層別社員教育

面談制度

連動

連動

働き方改革と生産性向上による

賃金体系見直し

⎫︲
︲
︲
︲⎬︲
︲
︲
︲⎭

4 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

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

④人材育成【既存社員の教育による戦力化】

➡未経験の職種の求職活動を行う際に必要な心構え等を学ぶセミナー

中堅リーダー及び管理者育成講座、
ＩＣＴ活用人材育成講座
⑤ 業態転換、事業の多角化等

地域産業の人材確保

地域雇用
活性化コース
オンライン有

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し、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。

事業者向け

2

自動車関連産業人材開発支援事業
人材開発プラン作成支援事業

自動車関連業種の人材開発に意欲のある関係企業を対象に、当該企業のスキル体系や従業員のスキルマップ作成
を支援し、体系的な能力開発を支援します。

1

ア）人材開発プラン作成支援講座

人材力向上支援事業

○実践講座（2日間）…2回（鳥取市、米子市 各1回）
○募集社数：10社（鳥取会場、米子会場 各5社）

①人材力向上支援セミナー開催事業

イ）人材開発プラン作成支援補助金
自動車関連業種の企業が県内専門家（社会保険労務士、中小企業診断士等）の指導を受けて人材開発プランを作成
する経費の一部を補助します。

人材力の向上により正社員化につなげるため、自動車関連、情報関連、観光、食及び医療・ヘルスケア分野の関係企
業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。
開催回数：4回

○対象条件：2-ア）
を受講済みであること
○補助額等：対象経費の4分の3（上限30万円）

○生産性向上（倉吉市） ○職場定着のためのダイバーシティ経営（倉吉市）

○デジタルトランスフォーメーション
（倉吉市） ○モデル事例普及セミナー（倉吉市）

②人材活用力強化事業
人手不足が顕著な自動車関連、情報関連、観光、食及び医療・ヘルスケア分野を中心に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・グループに専門家及び専門家チームを派遣し、
モデル的な取組への支援を強化します。

○対象経費：専門家謝金、専門家旅費
○募集社数：4社

能力開発支援事業
2ーイ）の事業を活用して作成した人材開発プランに基づき従業員の訓練を実施
する企業に対して経費の一部を補助します。
○対象条件：2-ア）
または2-イ）の事業で作成した人材開発プランであること
○対象経費：専門家謝金、専門家旅費、受講料、従業員旅費
○補助額等：対象経費の4分の3（上限75万円）
○募集社数：3社

ア）商工団体・業界団体と連携したセミナー 開催回数：8回
○テーマ：生産性向上、定着率向上、
デジタル化、人材育成・マネジメント、女性活躍等

イ）中小企業のための人材育成講座 開催回数：各コース5回シリーズ
中堅リーダーコース

管理職コース

○募集対象：指定対象業種の管理職手前の監督職レベルの方
○募集社数：20社（鳥取会場、米子会場 各10社）
○開催場所：鳥取市、米子市

○募集対象：指定対象業種の管理職の方
○募集社数：20社（鳥取会場、米子会場 各10社）
○開催場所：鳥取市、米子市

ウ）専門家派遣 支援回数：1支援先につき原則4回
○専 門 家：人事・経営コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士等
○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、労働時間短縮等
○支援先数：12社

地域雇用
再生コース
オンライン有

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた対象業種の事業者に対
し、
ウィズコロナ、
アフターコロナの中で成長が見込まれる分野への業
態転換、事業の多角化等のヒントを学ぶセミナーや事業計画等を作成
するワークショップの開催等により、それらの取組を支援します。

③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管理、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例促進セミナーを開催します。
また、
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。

1

ア）新事業開発モデル紹介セミナー 開催回数：鳥取市・米子市 各1回

ア）ICT導入事例紹介及びモデル事例普及セミナー 開催回数：2回

○募集社数：14社（鳥取市・米子市 各7社）

○テ ー マ：
「アフターコロナに必要な中小企業のデジタルマーケティング戦略10選」他
○募集社数：30社（15社×2回） ○開催場所：倉吉市

イ）新ビジネスプラン作成ワークショップ 開催回数：鳥取市・米子市 各3回
○募集社数：10社（鳥取市・米子市 各5社）

イ）中小企業のためのICT活用中核人材育成講座 開催回数：4回シリーズ
○テ ー マ：
「AIを活用したマーケティング戦略講座」
○募集対象：指定対象業種企業の経営者、管理者等 ○募集社数：15社

ウ）専門家によるハンズオン支援

○開催場所：倉吉市

支援回数：1支援先につき原則4回

○専 門 家：経営コンサルタント、中小企業診断士、ITコーディネーター、SE等
○支援内容：
ＩＣＴを活用した雇用管理の改善、生産性向上に向けた労務管理等の具体化に向けた企業等の取組
○支援先数：5社

企業戦略策定支援事業

2

専門家個別支援事業

支援回数：1支援先につき原則4回

○専 門 家：経営コンサルタント、中小企業診断士、
Ｉ
Ｔコーディネーター等
○支援内容：事業方針、事業計画に基づいて業態転換・事業の多角化等を図る事業者に専門家を派遣し、
伴走型支援を行う。
○支援先数：５社

地域雇用
活性化コース
オンライン有

1

県内企業への正社員就職を促進するため、求職者へのキャリアコンサ
ルティングから、求職者と求人企業の具体的ニーズに沿ったマッチン
グ、設定したターゲットを対象としたセミナーやIT人材の育成に特化し
た講座など、求職者に寄り添い、
一貫した就職支援を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
非正規・女性・シニアをはじめとした求職者が未経験
職種へのキャリアチェンジに向けた求職活動を行う際に必要な心構え等を
学ぶセミナーの開催、企業見学会やインターンシップ
（職場体験）等の就業前
支援を実施します。

オンライン有

1

人材育成・確保事業

求職者向け

地域雇用
再生コース

キャリアアップ支援事業

①合同企業ガイダンス開催事業

①未経験職種就業セミナー

人材のミスマッチが生じており、正規雇用に向けた人材確保を進めるため、求職者と求人企業との距離を縮める合同
企業ガイダンスを開催し、早期就業を支援します。

ア）求職者が未経験の職種への求職活動を行う際に必要な心構えを学ぶセミナー

開催回数：3回（東部・中部・西部地区 各1回） ○募集人数：30人（東部・中部・西部地区

各10人）

開催回数：3回（東部・中部・西部地区 各1回）
○募集人数：３０人（東部・中部・西部地区

各１０人）

イ）非正規と求職者に対象を絞ったセミナー 開催回数：3回（東部・中部・西部地区 各1回）

②人材確保支援事業

○募集人数：３０人（東部・中部・西部地区

各１０人）

指定業種への就職希望者を対象とした就職先を選ぶ判断材料を得るためのセミナー、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と求職者及び求人企業の距離を縮める企業見学会を開催するととも
に、就労に不安を有する求職者を対象としたインターンシップ（職場体験）、
パソコン講習を実施します。

②未経験職種就業企業見学会・インターンシップ

ア）就職支援セミナー

ア）企業見学会 開催回数：3回（東部・中部・西部地区 各1回）

a）
ターゲット別
○対

b）エリア 限 定
○対

開催回数：6回（東部・中部・西部地区 各1回×2部門）

象：女性、
フリー

○募集人数：6０人（東部・中部・西部地区

○支援内容：未経験者の受け入れ意向のある企業や業態転換等を図る企業への見学会を開催することにより、
就職活動や就業に当たってのギャップの解消を図ります。
○募集人数：30人（東部・中部・西部地区 各10人）

各１０人×３地区×2部門）

開催回数：4回（鳥取・倉吉・米子・境港 各ハローワーク1回）

象：各ハローワーク支援の就職希望者

○募集人数：4０人（鳥取・倉吉・米子・境港 各ハローワーク10人）

○支援内容：未経験者の受け入れ意向のある企業や業態転換等を図る企業での職場体験により、就職活動や就業に
当たってのギャップの解消を図ります。
○募集人数：５人

イ）企業見学会 開催回数：3回（東部・中部・西部地区 各1回）
○募集人数：３０人（東部・中部・西部地区

各１０人）

ウ）インターンシップ

○支援内容：就職希望先の業務を知るための職場実習

イ）インターンシップ

○募集人数：１０人

エ）パソコン講習

○支援内容：就業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

○募集人数：３０人

飲料部

③ICT人材育成・就職支援事業
県内産業を支えるＩＴ業界の仕事の魅力や働き方の実態を求職者に知ってもらうためのセミナーとＩＴ業界の人材
ニーズに基づくプログラミングやサーバー、
クラウドサービス等の専門的なＩ
Ｔスキルを初心者からでも習得できる研修
を実施します。
また、求職者のＩ
Ｔ企業への就職に当たって、当初のイメージと就職後の現実とのギャップによる早期離職
を防ぐためのインターンシップを実施します。

木村 瑞江さん

地プロ事業を利用した

○募集人数：３０人（各１５人）

株式会社 寺方工作所

○開催方式：基礎コース＋企業見学等＋専門コース①※1＋専門コース②※2
※1 専門コース①…Webアプリケーション開発技術者育成講座
※2 専門コース②…クラウド
（AWS）技術者育成講座
○実施期間：4ヶ月程度

○開催場所：鳥取市、米子市、
オンライン ○募集人数：３０人（上期、下期

ウ）インターンシップ
1−②−ウ)の事業の枠内での実施

業務課 課長

各１５人）

高橋 伸次さん

出張先でも
「寺方さんはすごい！」
と言わ
れるほど高い技術が自慢。技術習得法
も常にアップデートしていきます！

設計部 主任 二宮

和彦さん

ステンレス機器の設計を担当。地プロ事業の指導
をいかして部 署 間 連 携を高め、全 体でのレベ ル
アップをめざします！

お客さまに喜ばれる接客を考えるのが好き
です。地プロの講座は「まじめに楽しく」学べ
て、今後に生かせそうです。

ア）IT業界魅力解説セミナー 開催回数：4回
イ）ITスキル習得研修 開催回数：2回（上期、下期）

ステンレス工機
株式会社

ANAクラウンプラザホテル米子

先輩の声

株式会社 MagicPlus
新規事業部 ゲーム制作課 山根

一真さん

ITスキル習得研修は、グループ実習がとても身
になりました。今後現場で、もっと知識と技術を
高めたいです！
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楽しく無理のない職場をつくり、
利用客のより高い満足につなげる

組織強化とリーダー育成で
足元を固め直し、更なる高みへ

ANAクラウンプラザホテル米子

ステンレス工機 株式会社

（株式会社ホテルマネージメント米子）

「人材育成の底上げ進む」
米子市の中心市街地に立地するANAクラウンプラザホテル米子は、米子のシ
ティホテル、
またIHG・ANA・ホテルズグループジャパンとしての誇りを持ち、
質の高
ANAクラウンプラザホテル米子
（株式会社ホテルマネージメント米子）
米子市久米町53番2号
TEL 0859-36-1111
URL https://anacpyonago.com

の
従業員
感想
飲料部

木村 瑞江さん
中堅リーダー育成講座を受講し、

ＰＤＣＡの
「ＣＡ」
までできていなかっ
たと気付きました。講座では異業種

の方と交流でき、職種を超えて悩

みや考え方を共感しあえました。

ステンレス工機株式会社
西伯郡日吉津村日吉津212
TEL 0859-27-3288
URL https://stainlesskouki.co.jp

「社内全体の一体感が生まれ、効率アップ！」
厨房機器からスタートしたステンレス工機は、機械部品や建築金物など幅広いス
テンレス製品を手がけています。IT化したレーザー加工機をはじめ16種の設備機

いサービスで国内外の観光・ビジネス客をもてなします。またレストランや宴会場は

器を備え、多様な依頼に対応。職人の技術も高く、特に溶接の仕上がりは高い評価

地元の利用も多く、
格調の高さと親しみやすさを備えた接客を心がけています。

を得ています。近年、業績向上に伴い工場を増築しました。

社員研修に力を入れており、
令和３年度には部長職の社員が地プロの管理者育成

順調ないま、次のステップに向けた組織固めが必要と感じ、地プロに相談。派遣

講座を受講しました。評価基準の再確認や面談における傾聴の姿勢など、学んだ内

された専門家とともに、課題抽出から体制強化に着手しました。多能工化が進み、

容を職場に生かしています。また、
PDCAサイクルやToDoリストについても従来の

部署間連携を図る生産会議も習慣化できたことから、従業員の一体感が生まれ

活用法に改良点を見出せました。部署間連携強化も重視し、
スタッフが無理をしなく

効率もアップ。残業を削減しつつ売上を維持でき、全体のやる気が上がっています。

てよい、
楽しく過ごせる職場づくりにつとめています。

今年、管理者育成講座や中堅リーダー育成講座も受講しています。

地プロを活用してみて
部長に昇進したタイミングで管理者育成講座を受講でき、
とても良かったと感じています。部下との面談では
「口を挟ま
ず耳を傾ける」
と学び、ストーミング期
（混乱期）
にある部署
のスタッフからも深い話を引き出せて、今後の体制づくり
の参考にできました。中堅リーダー育成講座を受講した
スタッフもおり、PDCAの大切さなどを共有してもらえ
るようになりました。今後も受講を勧め、理解を広げ
たいと思います。
飲料部 部長

松田 優子さん

の
従業員
感想

地プロを活用してみて
正直なところ、なぜ専門家が必要なのか疑問でした。売上も
あり、納期遅れもなく問題は感じていませんでした。ですが改
めて仕事の流れを点検すると、各部署、各自がバラバラに動い

設計部 主任

二宮 和彦さん
専門家の方には後輩の指導の仕方

を教えていただきました。いま中堅

リーダー育成講座で復習しながら先

輩・後輩との関わり方を学び、少しず

つ実戦して意識改革をしています。

ていて残業で間に合わせる日も多いと気付きました。いま
は全体が同じ方向を向いて動き出したと感じています。
個人的には、現場仕事を卒業して全
体を見る役目だと自覚させていただ
きました。今後も地プロを活用しつつ、
更なる高みをめざしたいと思います。
取締役工場長

長尾 寛生さん

企業事例紹介
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地元の I T企業として、
地プロと連携して人材育成

未来を担う若手人材を育成し、
より安定した生産体制へ

株式会社 寺方工作所

株式会社 MagicPlus
「サポーター企業となり地域に貢献したい」

「若手が育ちやすい会社へ、
改革に着手」
株式会社 寺方工作所
東伯郡北栄町田井175
TEL 0858-36-4311

URL https://terakata.jp

寺方工作所は、独自技術の精密板鍛造加工を用いて高精度の金属部品を製作
する企業です。従来切削加工で作られた部品をプレス加工で製作し、切削加工と同
等あるいはそれ以上の精度を実現。低コストでの量産を可能にします。
近年、管理者層が高年齢化してきたため、若手の登用と同時に人材育成に取り組

株式会社 MagicPlus
鳥取市吉成南町1-24-2 2F
TEL 0857-51-0066

URL https://magic-plus.net

坂田 英之さん
コミュニケーションにおいて、伝え

る側と受け取る側の認識のギャップ

を意識するようになりました。指示も
理由をそえて丁寧に伝えるよう、日々
心がけています。

企画において総合的・複合的な提案をできるのが強みです。また近年はゲーム開
発にも力を入れ、海外向けのミニゲームなどを制作しています。

し、
コミュニケーションの円滑化など少しずつ成果が現れています。かつては伝達ミ

地プロのＩＣＴ人材育成・就職支援事業のサポーター企業を務めています。昨年も研

スによる工程遅延もありましたが、現在は指示の表現を意識し、
きちんと伝わった

修卒業生が１名入社し、いまゲーム制作に取り組んでいます。現在手がける幅広い

かも確認して、
エラー防止に努めています。今後、受講者以外の部署にも活動を展

プレス２課 課長

ています。あらゆる制作スタッフがそろっているため、プロモーションやコンテンツ

2019年度に開催したITスキル習得研修の卒業生が同社に就職したのを機に、

み始めました。2020年度に人材開発プラン作成支援講座を若手課長２人が受講

の
従業員
感想

株式会社MagicPlusは、ITシステム開発やWebデザイン、動画制作などを行っ

開していく方針です。

地プロを活用してみて
スキル養成については、人材開発プラン作成支援講
座で紹介されたクドバスチャートの導入を検討し、項
目の抽出などを行っています。弊社は難易度の高い
仕事が多いので、問題解決に地道に取り組む力を
養いたいです。
また、地プロの主催するモデル事例紹介セミ
ナーで酒造会社の多能工制について学び、実
践をめざしています。特定の人に頼る作業を
減らし、互いに補い合って時間外労働の削
減に繋げたいと思います。
総務課

課長

山田 栄喜さん

の
従業員
感想

分野の一つ一つを伸ばし、地域に貢献できる企業、従業員が
「ここに入社してよかっ
た」
と思える企業をめざしています。

地プロを活用してみて
新規事業部
ゲーム制作課

山根 一真さん
地プロで研修を受けた後、ゲーム

を作りたくて当社に就職しました。ミ

いま、世の中のあらゆるものがオンラインでつながり、
小学生からプログラミングを学ぶ時代になりました。これ
からもますます進化を遂げて行くＩ
Ｔは、私たちの生活に
必要不可欠な技術です。
その意味で地プロは、時代に合う研修をしている

ニゲームを制作していますが、自由

と思います。鳥取はまだＩ
Ｔ人材が少ないので、私た

ヒットをめざしてがんばります！

たいと思います。

に世界を作れるようですごく楽しい！

ちもサポーター企業として、育成に協力していき

取締役社長

小松 広典さん

地プロ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に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
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あ な たを 支 える !

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事業者を全力で応援します！

経営革新や成長のための
設備投資を応援します！
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。

株式会社
アベ鳥取堂

有限会社
エイブル精機

鳥取市富安2丁目28番地
TEL 0857-26-1311
URL https://www.abetori.co.jp

米子市和田町1415-2
TEL 0859-25-1811
URL http://www.able-seiki.co.jp

株式会社 新藤

①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

東伯郡三朝町山田197-1
TEL 0858-43-0626
URL http://www.shindou.co.jp

②事業拡大や工場等の新増設についてのお問合せは

▶企業支援課
▶立地戦略課

電話：０８５７-２６-７２４２

株式会社
テイルウィンドシステム

東亜ソフトウェア
株式会社

倉吉市上井町1丁目9-2
TEL 0858-26-8888
URL http://www.stpalace.jp

鳥取市扇町7 鳥取フコク生命ビル 2F
TEL 0857-21-8261
URL https://www.tailwind.co.jp/

米子市新開7丁目13-38
TEL 0859-34-3040
URL https://www.toasoft.co.jp/

働きやすい職場づくり・生産性向上に取り組む
ための基盤づくり、育児・介護休業等にかかる社
内体制の見直しや生産性向上に伴う新たな正
規雇用、複業人材の活用を支援します。
▶県とっとり働き方改革支援センター
電話：0857-26-7890・7229

働きやすい職場づくり・人材活用の
ための専門家を派遣します！

社会福祉法人
赤碕福祉会

味覚のお宿
山田屋

社会福祉法人
博愛会

東伯郡琴浦町赤碕1061-3
TEL 0858-55-2051
URL https://www.hyakujyuen.jp

鳥取市賀露町北1-5-36
TEL 0857-28-1004
URL https://www.kaninosato.com

米子市一部555
TEL 0859-37-1100
URL https://www.hakuaikai-smile.jp

その他の事例は地プロYouTubeチャンネルでご覧ください。

学生から選ばれる企業となるため採用から育
成までをトータルで学ぶセミナーを開催する
ほか、先進的インターンシップモデルの作成や
県外学生の採用試験に係る交通費、事業者の
求人情報発信等を支援します。
▶雇用政策課

電話：0857-26-7647・7662

電話：０８５７-２６-７２２０

働きやすい職場づくりの
ための活動を応援します！

ホテルセントパレス
倉吉

企業の魅力発信や学生の採用力
アップを応援します！

男女共同参画推進企業認定、多様な働き方導
入、在籍型出向等、多様な人材活用等を図るた
めの就業規則等整備に取り組む事業者に対し、
社会保険労務士を派遣します。
▶県とっとり働き方改革支援センター
電話：0857-26-7890・7229

障がい者・外国人材の受入れに
向けた取組を応援します！
障害者就業・生活支援センターへの支援員配置、
ジョブコーチ養成研修の県内開催、企業内支援者
研修の実施など、事業者、障がい者双方への支援
体制を充実し、障がい者の職場定着を図ります。ま
た、外国人材のための日本語学習会の開催費や技
能実習生の入国時滞在費等に対して助成します。
▶雇用政策課

電話：0857-26-7693

企業の人材戦略を支援します！

「鳥取県立ハローワーク」
https://www.tori-hello-w.jp/
県・各市町村・関係機関による
産業支援施策の総合窓口サイト

「とっとり産業支援ナビ」

https://www.pref.tottori.lg.jp/149050.htm
新型コロナウイルス感染症の影響で
お困りの皆様へ

「鳥取県の緊急支援策」

https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-shiensaku

あなたのその思い︑

地プロが支 援します

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
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HPアドレス https://rajc.jp/
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協議会ホームページは
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
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