
■問合せ先・相談窓口
機　　関　　名 郵便番号 所在地 電話番号

商工政策課 680-8570 鳥取市東町１丁目２２０

立地戦略課 〃 　　　　　　　〃

産業未来創造課 〃 　　　　　　　〃

企業支援課 〃 　　　　　　　〃

通商物流課 〃 　　　　　　　〃

雇用政策課 〃 　　　　　　　〃

産業人材課 〃 　　　　　　　〃

とっとり働き方改革支援センター 〃 　　　　　　　〃

販路拡大・輸出促進課 〃 　　　　　　　〃

食のみやこ推進課 〃 　　　　　　　〃

産業人材育成センター倉吉校 682-0018 倉吉市福庭町２丁目１ 0858-26-2247

産業人材育成センター米子校 683-0851 米子市夜見町３００１－８ 0859-24-0371

鳥取県立鳥取ハローワーク 680-0835 鳥取市東品治町111-1　JR鳥取駅構内 0857-51-0501

鳥取県立倉吉ハローワーク 682-0023 倉吉市山根557番地1 パープルタウン1階 0858-24-6112

鳥取県立米子ハローワーク 683-0043 米子市末広町311イオン米子駅前店4階 0859-21-4585

鳥取県立境港ハローワーク 684-8501 境港市上道町3000境港市役所別館1階 0859-44-3395

東部地域振興事務所 680-0061 鳥取県鳥取市立川町６丁目176番地 0857-20-3505

中部総合事務所　県民福祉局 682-0802 倉吉市東巌城町２ 0858-23-3985

西部総合事務所　県民福祉局 683-0054 米子市糀町１丁目１６０ 0859-31-9636 

　　　　〃　　　　　日野振興センター日野振興局 689-4503 日野郡日野町根雨１４０－１ 0859-72-2083

（地独）鳥取県産業技術センター（電子・有機素材研究所含） 689-1112 鳥取市若葉台南７丁目１－１ 0857-38-6200

（地独）　〃　 機械素材研究所 689-3522 米子市日下１２４７ 0859-37-1811

（地独）　〃　 食品開発研究所 684-0041 境港市中野町２０３２－３ 0859-44-6121

鳥取市役所　経済観光部　経済・雇用戦略課 680-8571 鳥取市幸町71

米子市役所　経済部　商工課 683-0067 米子市東町161-2

倉吉市役所　生活産業部　商工観光課 682-8633 倉吉市堺町２丁目２５３－１（第２庁舎）

境港市役所　産業部　水産商工課 684-8501 境港市上道町３０００

岩美町役場　商工観光課 681-8501 岩美郡岩美町浦富６７５－１

若桜町役場　にぎわい創出課 680-0792 八頭郡若桜町若桜８０１－５

智頭町役場　企画課 689-1402 八頭郡智頭町智頭２０７２－１

八頭町役場　産業観光課 商工観光室 680-0495 八頭郡八頭町船岡５３９番地

三朝町役場　観光交流課 682-0195 東伯郡三朝町大瀬９９９－２

湯梨浜町役場　産業振興課 682-0723 東伯郡湯梨浜町久留１９－１

琴浦町役場　商工観光課　 689-2392 東伯郡琴浦町徳万５９１－２

北栄町役場　産業振興課 689-2292 東伯郡北栄町由良宿４２３－１

日吉津村役場　建設産業課 689-3553 西伯郡日吉津村日吉津８７２－１５

大山町役場　企画課 689-3211 西伯郡大山町御来屋３２８

南部町役場　企画政策課 683-0351 西伯郡南部町法勝寺３７７－１

伯耆町役場　産業課商工観光室 689-4133 西伯郡伯耆町吉長３７番地３

日南町役場　企画課 689-5292 日野郡日南町霞８００番地

日野町役場　産業振興課 689-4503 日野郡日野町根雨１０１番地

江府町役場　産業建設課 689-4401 日野郡江府町大字江尾１７１７番地１

鳥取商工会議所 680-8566 鳥取市本町3丁目201 0857-32-8005

倉吉商工会議所 682-0887 倉吉市明治町１０３７－１１ 0858-22-2191

米子商工会議所 683-0823 米子市加茂町２丁目２０４ 0859-22-5131

境港商工会議所 684-8686 境港市上道町３００２ 0859-44-1111

鳥取県商工会連合会 680-0942 鳥取市湖山町東４丁目１００ 0857-31-5555

鳥取県東部商工会産業支援センター 〃 　〃　鳥取県商工会連合会館２階 0857-30-3009

鳥取県中部商工会産業支援センター 689-2103 東伯郡北栄町田井３８－８ 0858-36-2868

鳥取県西部商工会産業支援センター 689-3553 西伯郡日吉津村日吉津８８５－９ 0859-37-0085

鳥取県中小企業団体中央会 680-0845 鳥取市富安１丁目９６ 0857-26-6671
　　　　　　　　〃　　　　　　　米子支所 683-0823 米子市加茂町２－２０４　米子商工会議所５階 0859-34-2105
(公財)鳥取県産業振興機構 689-1112 鳥取市若葉台南７丁目５－１ 0857-52-3011

　　　　　　　　〃　　　　　　　西部センター 689-3522 米子市日下１２４７ 0859-27-1942
　　　　　　　 　〃　　　　　　　   とっとり国際ビジネスセンター 684-0046 境港市竹内団地255-3 0859-30-3161
境港貿易振興会 684-0046 境港市竹内団地２５５－３ 0859-47-3905

(株)さかいみなと貿易センター 〃 〃夢みなとタワー２階 0859-47-3900

（一社）鳥取県発明協会 689-1112 鳥取市若葉台南７丁目５－１ 0857-52-6728

ジェトロ鳥取貿易情報センター 〃 〃 0857-52-4335

労働 鳥取労働局職業対策課 680-8522 鳥取市富安２丁目89-9 0857-29-1708
鳥取県信用保証協会 680-0031 鳥取市本町３－２０１　鳥取産業会館３階 0857-26-6631
　　　　　　〃　　　　　倉吉支所 682-0887 倉吉市明治町１０３７－１１　倉吉商工会議所会館１階 0858-22-6103
　　　　　　〃　　　　　米子支所 683-0823 米子市加茂町２－２０４　米子商工会議所会館４階 0859-34-3535
(株)鳥取銀行　法人コンサルティング部 680-8686 鳥取市永楽温泉町１７１ 0857-37-0274
(株)山陰合同銀行 鳥取営業部 680-0831 鳥取市栄町４０２ 0857-39-5000

とっとりキャピタル(株) 680-0846 鳥取市扇町９－２ とりぎんプラザビル２階 0857-20-2733

ごうぎんキャピタル(株) 690-0061 松江市白潟本町７１ 0852-28-7170

国立大学法人鳥取大学研究推進機構 680-8550 鳥取市湖山町南４丁目１０１ 0857-31-5609
　　　　　　〃　　　　　　 研究推進機構研究戦略室
産学連携オフィス（米子地区）

683-8503 米子市西町８６ 0859-38-6480
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