
 

 

１ 米子流通業務団地関係 

(1) 米子流通業務団地への企業進出状況（平成１１年４月以降） 

   進出企業一覧 

企 業 名 立 地 場 所 進出時期 操業時期 業       種 

日ノ丸西濃運輸㈱ 流通町  430-2 平成11年9月 平成12年7月 貨物自動車運送業 

㈱大友自動車   〃  158-5 平成11年9月 平成12年5月 車両、建設機械卸売 

室山運輸㈱   〃  25-10 平成12年3月 平成12年8月 貨物自動車運送業 

尾家産業㈱   〃  58-2 平成12年3月 平成14年7月 冷凍食品缶詰等卸売 

㈱ヤマト   〃  58-9 平成12年3月 平成12年3月 自動車電装品卸売 

コマツ山陰㈱   〃  158-10 平成12年5月 平成12年10月 建設機械卸売 

㈱ワコールーブ   〃  158-14 平成13年4月 平成13年10月 自動車用潤滑油卸売 

㈱アスコ   〃  158-16 平成13年6月 平成13年12月 医薬品卸売 

ブリヂストンタイヤ中国販売㈱   〃  158-17 平成13年6月 平成13年11月 自動車部品卸売 

㈱エバルス   〃  158-15 平成13年6月 平成15年3月 医薬品卸売 

丸協運輸㈱   〃  430-7 平成14年10月 平成15年6月 貨物自動車運送業倉庫 

㈱ホンダ部品中国   〃  158-1 平成15年12月 平成16年6月 自動車部品卸売 

㈱クボタ   〃  430-12 平成16年9月 平成17年4月 農機具卸売 

鳥取県保健事業団   〃  158-24 平成16年10月 平成17年9月 保健事業 

西尾レントオール㈱ ※１   〃  25-15 平成16年11月 平成17年2月 
道路・建設機械等レンタ

ル業 

水野商事㈱   〃  158-18 平成16年11月 平成17年7月 リネン類卸売 

大西商事㈱   〃  158-4 平成17年1月 平成17年7月 砂糖・小麦卸売 

花王カスタマーマーケティング㈱ 

※１ 
  〃  158-3 平成17年4月 平成17年10月 石鹸・洗剤類卸売 

㈱日之出運輸 ※１   〃  25-1 平成17年10月 平成18年1月 貨物自動車運送業 

㈱松本油店   〃  158-20 平成18年1月 平成18年7月 石油類卸売 

 富士鋼材㈱   〃  430-11 平成18年3月 平成18年6月 鋼材卸売 

宮野医療器㈱   〃  158-19 平成18年7月 平成18年10月 医療機器卸売 

日本通運㈱   〃  430-17 平成18年7月 平成19年2月 貨物自動車運送業 

㈱まつした ※１   〃  25-13 平成18年11月 平成19年4月 食品加工業 

経 済 部 経 済 戦 略 課 



企 業 名 立 地 場 所 進出時期 操業時期 業       種 

岡山県貨物運送㈱   〃  430-13 平成19年2月 平成20年2月 貨物自動車運送業 

日ノ丸産業㈱ ※２   〃  25-30 平成19年2月 平成19年7月 石油類等卸売 

米子精工㈱   〃  25-31 平成19年9月 平成23年8月 機械部品加工製造業 

㈱ムロオ   〃  430-1 平成19年7月 未定 貨物自動車運送業 

鳥取県西部トラック事業協同 

組合 
  〃  1381-4 平成19年11月 平成6年4月 組合事務所 

㈱リョーキ ※１ 〃  25-11 平成23年12月 平成24年6月 
道路・建設機械等レンタ

ル業 

TSネットワーク㈱ ※１ 〃  25-14 平成24年3月 平成24年10月 タバコ販売 

 ※１  西尾レントオール㈱、花王カスタマーマーケティング㈱、㈱日之出運輸、㈱まつした、㈱リョーキ、 

TSネットワーク㈱は事業用定期借地 

 ※２  日の丸産業㈱は平成２３年８月に借地から分譲に切替 

 

(2) 価格の改定 

  平成２３年８月に流通業務団地の分譲価格並びに賃貸料の価格改定を行った。 

   

(3) 米子流通業務団地立地促進補助金 

ア 平成２３年度交付実績 

(ｱ) 流通業務施設立地促進補助金    １件          ２１３千円 

 （ｲ) 雇用促進補助金           ２件        ６００千円 

 

(4) 事業費内訳                                 （単位：円） 

 

２ 崎津がいなタウン用地関係 

(1) 崎津がいなタウン用地の活用について 

ア 場外舟券売場の進出計画の実現に向けて、関係者と協議・調整を行い、進捗を図った。 

イ メガソーラー事業を計画している企業を誘致するため、鳥取県と連携して交渉を行った。 

 

工事費 用地費及び補償費 そ の 他 

        財 源 内 訳 

国庫支出

金 
そ の 他 一般財源 

 用地費 委託料   土地分譲収入等   

        0      2,113,650      9,902,468   

  補償費 事務費等       

               0       944,450       

    償還金及び利子       

         6,844,368      



３ 企業誘致関係 

(1) 本市の誘致企業の概要（平成１５年度以降） 

 企 業 名 立地場所 進出時期 操業時期 業   種 

㈱ホンダ部品中国 流通町 158-1 平成15年12月 平成16年6月 自動車部品卸売 

マックスサポート㈱ 東町 234 平成16年7月 平成16年8月 コールセンター事業 

花王カスタマーマーケティング㈱ 流通町 158-3 平成17年4月 平成17年10月 石鹸・洗剤類卸売 

㈱鶴見製作所 夜見町 2700 平成17年１月 平成17年6月 各種ポンプの製造 

シャープ米子㈱ 石州府 650 平成17年6月 平成17年6月 液晶表示装置の開発、製造 

 富士鋼材㈱ 流通町 430-11 平成18年3月 平成18年6月 鋼材卸売 

丸協運輸㈱ 流通町 158-21 平成19年4月 平成23年4月 貨物自動車運送業 

㈱ムロオ 〃  430-1 平成19年７月 未定 貨物自動車運送業 

㈱今川紙器 石州府 759-28 平成19年10月 平成20年4月 ダンボール加工製品の製函 

㈱ナノオプトニクス・エナジー 上福原 1383 平成22年7月 平成24年3月 電気自動車の開発、製造 

ニッポン高度紙工業㈱ 二本木 220-1 平成23年4月 平成24年7月 
コンデンサー・電池用絶縁

紙の製造 

ヤマトパッキングサービス㈱ 河崎 3303-1 平成23年12月 平成23年12月 
梱包設計、包装容器の製造

販売 

アイクスグル－プ 皆生 4-11-12 平成23年12月 平成23年12月 
税務・経営・人事など顧客

のサポート業務 

 

(2) 進出協定の締結 

    ア 平成２３年１１月８日、ヤマトパッキングサービス株式会社と進出協定を締結。 

   イ 平成２３年１２月１９日、アイクスグループと進出協定を締結。 

(3) 誘致企業に係る基盤整備 

    本市二本木地区への進出が決定したニッポン高度紙工業株式会社米子工場に係る基盤整備を実施した。 

   平成２３年度実施分 

    ア 二本木地区工場用地再整備事業 

     ・造成面積 ５０，０００㎡、工場用地内側溝一式、地下水取水施設設置一式等 

     ・債務負担行為設定額              ３６２，２３８千円 



     ・平成２３年度支払額              １２０，７４６千円 

    イ 二本木地区工場用地排水路整備事業 

     ・排水路（工場用地～流通団地調整池）調査設計業務    ４６９千円 

     ・強制排水施設排水路築造工事          １３２，５６５千円 

・強制排水施設新築工事              ２１，８６１千円  

（うち１３，１２１千円は平成２４年度へ繰越） 

・強制排水施設土木工事（第１工区）        ６５，７９６千円 

（うち３９，４８６千円は平成２４年度へ繰越） 

・強制排水施設舗装補修工事             １，１３４千円 

・導水管移設補償工事                ８，４４６千円 

 

(4) 米子市企業立地促進補助金交付実績 

   誘致企業の新設、増設を促進するため、以下のとおり補助金を交付し支援した。 

    ア 工場立地促進補助金   ２件  ２，５９９千円 

    イ 雇用促進補助金     ３件  ２，８００千円 

 

(5) ふるさと経済活性化委員会の開催   

 本市の企業誘致に必要な情報収集や米子市産業振興全般に関する協力及び助言を受けるため、米子市

ふるさと経済活性化委員会を開催し、情報交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 関西事務所関係 

 所長１名を配置し、本市の企業誘致に必要な情報収集や本市のＰＲに関する活動を行った。 

企業訪問及び企業との協議等    １２１社 

各種同窓会、県人会、観光ＰＲイベントに参加 

企業等の本市への視察誘致  １団体 

 

４ 産業振興関係 

(1) 米子市経済活性化推進会議 

   行政・民間委員17名により、米子市の経済活性化推進についての提言をいただくための会議を行った。 

    平成23年7月29日  

(2)  ものづくり産業活性化推進事業 

ア 市のものづくりを中心とする各種の産業振興を推進するため、視察研修会、講演会、セミナーを

開催した。 

 (ｱ) ものづくり活性化視察研修会 

  区  分 推 進 委 員 数 委員会開催日 

首 都 圏 ５人 平成２３年 ６月 ６日 

近 畿 圏 ４人 平成２４年 ２月１９日 

中・四国圏 ５人 平成２３年１０月１１日 



視察先：ニッポン高度紙工業株式会社、株式会社フジワラテクノアート 平成23年11月16日、

17日 参加者35名 

(ｲ) ものづくり活性化講演会 講師 坂本光司 平成24年2月20日 参加者68名 

(ｳ) 製造業のための創造性向上セミナー 平成24年3月16日 参加者11名 

イ 2名のアドバイザーによる企業訪問、中小企業団体の定例会合への出席などを通じて、市内製造業

の経営者や経営幹部に対して経営相談や経営革新などに関する」情報提供を実施した。 

   (ｱ) 直接訪問による情報提供 29社 

   (ｲ) 中小企業団体の定例会を利用した情報提供 3回 

 (3) 食の販路開拓 

ア よなごマルシェに参画し、中心市街地のレンガ通りで地域産品のPR・販売を行った。 

   (ｱ) 平成23年5月28日～29日  出店企業17社  

   (ｲ) 平成23年10月22日～23日  出店企業13社  

   (ｳ) 平成23年11月19日～20日  出店企業12社  

  イ ふるさと納税とタイアップし、地域産品のＰＲを行った。 

   (ｱ)  無償提供記念品「米子市民体験パック」 無償提供11社13品 

(ｲ) タイアップ記念品「米子がいなええもん」 タイアップ39社51品  

   (ｳ) ふるさと納税ホームページを設け、クレジットカード決済システムを導入した。 

  ウ コンビニエンスストア「ポプラ」とタイアップし、米子空港ターミナル店で米子専用棚を設置し、 

地域産品のPR・販売を行った。 

   (ｱ)  平成23年8月1日～平成23年8月31日 19社・団体 41品 

(ｲ) 平成23年12月22日～平成24年1月22日 9社・団体 24品 

   (ｳ) 平成24年3月16日～平成24年5月20日 11社・団体 25品 

(4) 地域活性化総合特区 

   地域活性化総合特区に向け、鳥取県の地域活性化総合特区推進協議会に参画し、地方都市におけるス

マートグリッド活用モデルの検討を行い、鳥取県とともに内閣官房へ申請を行った。 

   第1回申請 平成23年6月 審査結果 不採択 

   第2回申請 平成24年3月 平成24年7月審査結果発表 

 (5) 緑の分権改革調査事業 

  ア 地域資源を活かしながら地域内循環する仕掛けづくりのため、総務省調査事業の委託をうけ、中心

市街地で実証事業を行った。 

   (ｱ)  調査期間 平成23年11月1日～平成24年2月29日  

(ｲ) 電気自動車のシェアリング、需要量調査 

   (ｳ) 太陽光パネルの発電量調査及び電気自動車用充電スタンドへの電力供給 

 (6) ６次産業化推進事業 

   元気な農林漁業者等を育成し、地域における農林水産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、意

欲ある農林漁業者及びこれと連携する食品加工業者等が行う６次産業化又は農商工連携による取組に

対して助成した。 

  ア 農家が取り組む６次産業化推進事業 

    １件 事業費：3,461,924円 補助金額：1,730,962円 

  イ 農商工連携施設整備事業 



    １件 事業費：5,000,000円 補助金額：1,666,666円 


