平成28年度
鳥取県産学官連携コーディネーター名簿

平成28年8月
産学官コーディネーター連携推進会議事務局

コーディネーター名簿の作成に当たって

鳥取県内には、コーディネーター・マネージャー・アドバイザーなど職名は様々ですが農
商工連携・販路開拓・産学官連携・人材育成などの企業支援や大学等シーズの実用化支援な
どを担当される専門職員がたくさんおられます。
よって、各方面からのご要望にお応えして産学官コーディネーター連携推進会議事務局
（国立大学法人鳥取大学、鳥取県、公益財団法人鳥取県産業振興機構）が中心となり、「鳥
取県産学官連携コーディネーター名簿」を作成しております。
この名簿が、企業・大学等をはじめ多くの皆様のお役に立てれば幸いです。
平成28年5月
産学官コーディネーター連携推進会議事務局
所
鳥取大学
鳥取県
公益財団法人鳥取県産業振興機構

窓口

属
産学・地域連携推進機構
研究推進部門
商工労働部
産業振興課
企業支援部
経営支援グループ

氏

名

水根 正人
田口

邦彦

谷本 泰志

電話番号

ＦＡＸ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

0857-31-5546 0857-31-5571 mizune@cjrd.tottori-u.ac.jp
0857-26-7690 0857-26-8117 taguchik@pref.tottori.jp
0857-52-6702 0857-52-6673 thanro@toriton.or.jp

平成28年度
番号

【国立大学法人鳥取大学】
所 属

1 産学・地域連携推進機構 (振興協力会）
2 産学・地域連携推進機構 研究推進部門
3 産学・地域連携推進機構 研究推進部門
4 産学・地域連携推進機構 研究推進部門
5 産学・地域連携推進機構 米子地区部門
6 東京オフィス（鳥取県東京本部駐在）
7 大阪オフィス（鳥取県関西本部駐在）

担当業務／支援機能
鳥取大学振興協力会の支
援、各種相談
中国地域の研究者紹介、産
学共同研究等の支援、相談
産学共同研究等の支援、各
種相談
地域貢献、生涯学習部門

役

鳥取県産学官連携コーディネーター名簿（平成28年8月19日現在）
職

コーディネーター

電話番号

ＦＡＸ番号

機械、電気、材料

得意分野

0857-31-5517

0857-31-5571

wada@cjrd.tottori-u.ac.jp

メールアドレス

産官学連携コーディネーター

田尾 龍治

センサー、医療機器、分析化学、マーケティ
ング

0857-31-5703

0857-31-5474

tao@cjrd.tottori-u.ac.jp

産官学連携コーディネーター

水根 正人

機械、ソフトウェア

0857-31-5546

0857-31-5571

mizune@cjrd.tottori-u.ac.jp

産官学連携コーディネーター

奥村 和敬

マーケティング、マネジメント

0857-31-5701

0857-37-5571

okumura@cjrd.tottori-u.ac.jp

坂下 誠司

電気

0589-38-6484

0859-38-6498

sakashita@cjrd.tottori-u.ac.jp

応用物理、機器開発、BigData解析

03-6380-9470

03-5440-9106

tokyo@ml.cjrd.tottori-u.ac.jp

黒瀬 純男

ソフトウェア

06-6341-1530

06-6341-3972

osaka@ml.cjrd.tottori-u.ac.jp

小橋 邦清

企業活動支援

0857-39-5119

0857-23-7882

tori@gogin.co.jp

0857-37-0274

0857-37-0222

chiiki@tottoribank.co.jp

0857-23-1641

0857-27-6594

cntottori-br@jfc.go.jp

産学共同研究等の支援、各
産官学連携コーディネーター
種相談
東京地区の産学官連携推進
産官学連携コーディネーター
／鳥大入試・就職関連
近畿地区の産学官連携推進
産官学連携コーディネーター
／鳥大入試・就職関連

8 産学・地域連携推進機構 （山陰合同銀行）
9 産学・地域連携推進機構 （鳥取銀行）

氏 名
和田 肇

副調査役

片山 秀

田中 健一

10 産学・地域連携推進機構 （鳥取銀行）

松尾 陽輔

11 産学・地域連携推進機構

上席課長代理

12 産学・地域連携推進機構

事業統轄

小野寺 仁史

13 産学・地域連携推進機構

融資課長

中島 功一郎

14 産学・地域連携推進機構

融資課長

高井 悟

0859-34-5821

0859-33-4203

kawaida-s@jfc.go.jp

15 産学・地域連携推進機構 （鳥取信用金庫）

課長

藤原 裕真

0857-27-2568

0857-29-8387

s1701015@facetoface.ne.jp

16 産学・地域連携推進機構 （倉吉信用金庫）

次長

赤本 雅俊

0858-22-1111

0858-22-5607

s1703023@facetoface.ne.jp

17 産学・地域連携推進機構 （米子信用金庫） 営業推進

課長

小藤 義之

0859-33-1247

0859-33-1402

s1702002@facetoface.ne.jp

18 産学・地域連携推進機構

課長

原 克郎

0857-23-2123

0857-27 -8355

katurou-hara00@gm.shokochukin.co.jp

19 産学・地域連携推進機構

次長

廣瀬 道夫

0859-34-2711

0859-32-2128

michio-hirose@gm.shokochukin.co.jp

（日本政策金融公庫 鳥取支店 中小企業事業）
（日本政策金融公庫 鳥取支店 国民生活事業）

0857-22-3156

（日本政策金融公庫 鳥取支店 国民生活事業）
（日本政策金融公庫 米子支店 国民生活事業）

（商工組合中央金庫 鳥取支店）
（商工組合中央金庫 米子支店）

番号

【公立大学法人公立鳥取環境大学】
所 属

後藤 進也

担当業務／支援機能

役

職

電話番号

ＦＡＸ番号

廃棄物工学

0857-38-6704

0857-38-6709

kikaku@kankyo-u.ac.jp

環境評価、社会工学

0857-38-6704

0857-38-6709

kikaku@kankyo-u.ac.jp

太田 太郎

魚類生態学、水産資源生物学

0857-38-6704

0857-38-6709

oota-t@kankyo-u.ac.jp

企画監兼企画広報課長

山本 伸一

産学官連携

0857-38-6704

0857-38-6709

s-yamamo@kankyo-u.ac.jp

地域連携コーディネーター

加藤 哲史

地域連携

0857-38-6704

0857-38-6709

t-kato@kankyo-u.ac.jp

20 環境学部

教授

21 経営学部

准教授

22

COCコーディネーター（特命准教
授）

23 企画広報課
24 企画広報課

氏 名
松村 治夫
高井 亨

得意分野

kntottori@jfc.go.jp

メールアドレス

平成28年度
【学校法人藤田学院鳥取短期大学】
番号
所 属
鳥取看護大学・鳥取短期大学
25
地域交流センター

担当業務／支援機能
地域交流センター事業の企
画・運営

【独立行政法人国立高等専門学校機構国立米子工業高等専門学校】
所 属
担当業務/支援機能
産学官連携活動の推進・コー
26 地域共同テクノセンター
ディネート
産学官連携活動の推進・コー
27 地域共同テクノセンター
ディネート
COC+ 地方創生推進活動
コーディネート
28 地域共同テクノセンター
産学官連携活動の推進・コー
ディネート

役

事務連絡先

職

センター長

番号

29 地域共同テクノセンター

鳥取県産学官連携コーディネーター名簿（平成28年8月19日現在）
氏 名
白石由美子

役

職

得意分野
音楽（声楽）/幼児音楽教育

氏 名

産学連携コーディネーター

西本 弘之

産学連携コーディネーター

杵築 邦昌

鳥取大学 地（知）の拠点大学に
よる地方創生推進室 西部地区
コーディネーター

山本 一志

得意分野
技術開発の支援(機械・電気・材料分野)、補
助金提案の支援と運営の支援
製品企画、問題解決手法、プロジェクトマネー
ジメント、技術開発の支援

商品企画、商品開発、技術開発の支援、産
学官連携

企画・社会連携係

電話番号

ＦＡＸ番号

0858-26-9138

0858-26-9138

メールアドレス
chiiki@ns.cygnus.ac.jp

電話番号

ＦＡＸ番号

0857-50-1883

0857-50-1884

h-nishimoto@yonago-k.ac.jp

メールアドレス

0859-24-5007

0859-24-5009

kizuki@yonago-k.ac.jp

0859-24-5007

0859-24-5009

h-yamamoto@yonago-k.ac.jp

0859-24-5007

085925-5009

kikaku@yonago-k.ac.jp

,
番号

【公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構】
所 属

担当業務／支援機能

30 就職・定住推進室

IJUターン就職支援

31 就職・定住推進室

IJUターン就職支援

役

職

室長

氏 名

得意分野

電話番号

ＦＡＸ番号

田中 和彦

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

0857-24-4740

0857-24-4736

k-tanaka@furusato-tori.org

メールアドレス

大田 さつき

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

0857-24-4740

0857-24-4736

oota@furusato-tori.org

熊田 陽子

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

080-1943-6883

0858-47-4712

kumada@furusato-tori.org

中元 淳子

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

090-4805-7693

0859-35-5755

nakamoto@furusato-tori.org

就職・定住推進室（くらよし若者仕事ぷらざ
IJUターン就職支援
駐在）
就職・定住推進室（よなご若者仕事ぷらざ
33
IJUターン就職支援
駐在）

定住促進コーディネーター（東部
担当）
定住促進コーディネーター（中部
担当）
定住促進コーディネーター（西部
担当）

34 東京本部 産業振興・定住支援チーム

IJUターン就職支援

定住促進コーディネーター

廣島 和徳

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

03-5215-5117

03-5212-9079

u-turn@furusato-tori.org

35 関西本部 企業立地・移住促進チーム

IJUターン就職支援

定住促進コーディネーター

廣瀬 真由美

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

080-6319-5812

06-6341-3972

o_uturn@furusato-tori.org

36 関西本部 企業立地・移住促進チーム

IJUターン就職支援

定住促進コーディネーター

植前 健太郎

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

080-2881-6337

06-6341-3972

kd-uturn@furusato-tori.org

得意分野

電話番号

ＦＡＸ番号

0857-38-6205

0857-38-6210

tsgckikaku@pref.tottori.jp

0857-38-6205

0857-38-6210

tsgckikaku@pref.tottori.jp

32

番号

【地方独立行政法人鳥取県産業技術センター】
所 属
担当業務／支援機能

役

職

氏 名

バイオマス、園芸学、知的財産の利活用、
植物生産

メールアドレス

37 企画・連携推進部

技術相談、機器利用・分析、
部長
研究開発、起業化等の支援

山田 強

38 企画・連携推進部企画室

技術相談、機器利用・分析、
室長補佐
研究開発、起業化等の支援

山本 仁

39 企画・連携推進部企画室

技術相談、機器利用・分析、
企画員・研究員
研究開発、起業化等の支援

吉田 裕亮

機械加工、自動化、省力化

0857-38-6205

0857-38-6210

tsgckikaku@pref.tottori.jp

40 企画・連携推進部企画室

技術相談、機器利用・分析、
企画員・研究員
研究開発、起業化等の支援

寺田 直文

生体関連高分子、高分子合成

0857-38-6205

0857-38-6210

tsgckikaku@pref.tottori.jp

41 企画・連携推進部企画室

技術相談、機器利用・分析、
企画員・研究員
研究開発、起業化等の支援

中野 陽

食品化学、微生物利用

0857-38-6205

0857-38-6210

tsgckikaku@pref.tottori.jp

平成28年度

鳥取県産学官連携コーディネーター名簿（平成28年8月19日現在）

【商工会議所】
番号

所

属

担当業務／支援機能

役

職

氏 名

得意分野

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

横山 憲昭

0857-32-8005

0857-22-6939

yokoyama@tottori-cci.or.jp

鷲見 清

0858-22-2191

0858-22-2193

sumi-k@kurayoshi-cci.or.jp

42 鳥取商工会議所

経営全般

中小企業振興部 経営相談課
課長

43 倉吉商工会議所

経営全般

業務課 振興係長

44 米子商工会議所

経営全般

産業振興課

日置 涼太

0859-22-5131

0859-22-1897

cci@yonago.net

45 境港商工会議所

経営全般

中小企業相談所 主幹

成相 和宏

0859-44-1111

0859-42-6577

cci@sakaiminato.com

電話番号

ＦＡＸ番号

0857-31-5556

0857-31-5500

【商工会連合会】
番号

所

46 鳥取県商工会連合会

属

担当業務／支援機能
経営支援全般

役

職

産業支援部 経営企画課 係長

氏 名
原田 憲一

得意分野

メールアドレス
keieikikaku@tori-skr.jp

平成28年度
【公益財団法人鳥取県産業振興機構】
番号
所 属
47 企業支援部販路開拓グループ

担当業務／支援機能
製品開発担当

役

鳥取県産学官連携コーディネーター名簿（平成28年8月19日現在）
職

マネージャー

氏 名
松井 成樹

得意分野
製品開発、工場経営全般（市場調査～営業
支援）、技術法規、製品安全

電話番号

ＦＡＸ番号

0857-52-6703

0857-52-6673

smatsui@toriton.or.jp

メールアドレス

0857-52-6703

0857-52-6673

yishihara@toriton.or.jp

48 企業支援部販路開拓グループ

電機・機械担当

マネージャー

石原 雄二

電気・電子システム工学、商品開発設計評
価、マーケティング、技術マネージメント、品
質管理、信頼性工学、国際安全規格、電安
法等国内安全規格、委託業務管理、環境
法規、ISO監査等の「製造管理」

49 企業支援部販路開拓グループ

自動車担当

マネージャー

生田 清敏

自動車関連企業の販路開拓・育成支援

0857-52-3011

0857-52-6673

kikuta@toriton.or.jp

県東部地区ものづくり企業への取引あっせ
ん

0857-52-6703

0857-52-6673

hdoi@toriton.or.jp

県内企業の技術・製品の販路開拓支援

0857-52-6703

0857-52-6673

ihonjyou@toriton.or.jp

50 企業支援部販路開拓グループ

企業取引担当

コーディネーター

土肥 秀美

51 企業支援部販路開拓グループ

販路開拓担当

コーディネーター

本庄 勲

52 企業支援部販路開拓グループ

発注開拓担当

コーディネーター

今野 誠一

関東地区の販路開拓

03-6272-3471

03-6272-3472

kikou_tokyo2@toriton.or.jp

53 企業支援部販路開拓グループ

発注開拓担当

コーディネーター

三輪 彰

関西地区の販路開拓

06-6442-0616

06-6341-3972

amiwa@toriton.or.jp

54 企業支援部販路開拓グループ

発注開拓担当

コーディネーター

飯田 實

名古屋地区の販路開拓

052-251-0670

052-262-5415

kikou_nagoya@toriton.or.jp

次世代産業（ＬＥＤ・自然エネルギー）の育
成支援

0857-52-6704

0857-52-6673

myasumoto@toriton.or.jp

田中 堅太郎

オプトエレクトロニクス、商品企画

0857-37-8155

0857-37-8156

k-tanaka@toriton.or.jp

オプトエレクトロニクス、光学設計

0857-37-8155

0857-37-8156

minaba@toriton.or.jp

オプトエレクトロニクス、機構設

0857-37-8155

0857-37-8156

smatsuo@toriton.or.jp

0857-52-6704

0857-52-6673

kkotsubo@toriton.or.jp

0859-27-1942

0859-27-1943

hmano@toriton.or.jp

55 新事業推進部次世代産業グループ

次世代産業担当

マネージャー

保本 正美

56 新事業推進部次世代産業グループ

ＬＥＤ商品企画

ＬＥＤ支援員兼グループリーダー

57 新事業推進部次世代産業グループ

光学設計

ＬＥＤ支援員

稲葉 昌治

58 新事業推進部次世代産業グループ

機構設計

ＬＥＤ支援員

松尾 茂

59 新事業推進部次世代産業グループ

外部資金担当

コーディネーター

小坪 一之

60 新事業推進部次世代産業グループ

医工連携担当

コーディネーター

眞野 博光

61 新事業推進部地域資源活用グループ

農商工連携販路開拓担当

コーディネーター

薮内 栄一

農商工連携商品の販路開拓

0857-52-6704

0857-52-6673

eyabuuchi@toriton.or.jp

62 新事業推進部地域資源活用グループ

農商工連携マッチング担当

農商工連携コーディネーター

平井 啓子

農商工連携マッチング支援

0857-52-6704

0857-52-6673

khirai@toriton.or.jp

63 新事業推進部地域資源活用グループ

６次産業化総合支援担当

企画推進員

松澤 以尚

６次産業化に関する支援

0857-52-6704

0857-52-6673

ymatsuzawa@toriton.or.jp

戦略的基盤技術高度化支援事業、医工連
携事業化推進事業、国の競争資金
開発ニーズ調査、市場マーケティング調
査、販路開拓推進、営業教育等の推進

平成28年度
所

属

担当業務／支援機能

64 知的所有権センター

知財活用ビジネス支援

65 知的所有権センター

特許流通担当

鳥取県産学官連携コーディネーター名簿（平成28年8月19日現在）

役 職
センター長／知財活用ビジネスプ
ロデューサー
特許流通コーディネーター

氏 名
山本 明良
上田 等

電話番号

ＦＡＸ番号

知的財産の活用

得意分野

0857-52-6722

0857-52-6674

ayamamoto@toriton.or.jp

特許流通の促進支援

0857-52-6722

0857-52-6674

hueda@toriton.or.jp

0859-37-5131

0859-37-5132

soikawa@toriton.or.jp

0859-37-5131

0859-37-5132

ttabata@toriton.or.jp

0859-37-5131

0859-37-5132

stakehara@toriton.or.jp

0859-37-5131

0859-37-5132

khiramatsu@toriton.or.jp

0859-37-5131

0859-37-5132

mkatou@toriton.or.jp

ものづくり系企業の海外展開の支援

0857-52-3011

0857-52-6673

kishida@toriton.or.jp

地域イノベーション戦略支援プログラム事
業支援
県内外企業との総合的なコーディネート活
動による事業化推進
バイオ産業の研究開発支援及び事業化支
援
染色体工学技術等を活用した研究開発の
事業化支援
染色体工学および創薬に関する人材育
成、技術指導

メールアドレス

66 バイオフロンティア推進室

事業化推進

チーフコーディネーター

及川 信三

67 バイオフロンティア推進室

地域連携担当

コーディネーター

田畑 寿晃

68 バイオフロンティア推進室

事業化支援

バイオマネージャー

嵩原 昇子

69 バイオフロンティア推進室

事業推進

サブマネージャー

平松 敬

70 バイオフロンティア推進室

人材育成担当

コーディネーター

加藤 基伸

71 とっとり国際ビジネスセンター

海外支援担当

コーディネーター

石田 勝茂

72 とっとり国際ビジネスセンター

海外支援担当

コーディネーター

森脇 満

食品系企業の海外展開の支援

0859-30-3161

0859-30-3162

mmoriwaki@toriton.or.jp

73 西部支部

食品担当

マネージャー

保科 清海

食品系企業の販路開拓・育成支援

0859-27-1942

0859-27-1943

khoshina@toriton.or.jp

74 西部支部

企業取引担当

コーディネーター

大蔵 宏

0859-27-1942

0859-27-1943

kookura@toriton.or.jp

75 西部支部

リサイクル担当

コーディネーター

岩山 悟

0859-27-1942

0859-27-1943

siwayama@toriton.or.jp

76 西部支部

６次産業化総合支援担当

企画推進員

下岡 真

６次産業化に関する支援

0859-27-1942

0859-27-1943

mshimooka@toriton.or.jp

77 西部支部

自動車担当

スタッフ

大江 正則

自動車関連産業の育成支援

0859-27-1942

0859-27-1943

mooe@toriton.or.jp

78 西部支部

特許流通担当

特許流通コーディネーター

西村 隆之

特許流通の促進支援

0859-27-1942

0859-27-1943

tnishimura@toriton.or.jp

0857-52-6702

0857-52-6673

ytanimoto@toriton.or.jp

企業支援部 経営支援グループ

事務窓口担当

県西部地区ものづくり企業への取引あっせ
ん
リサイクル製品の販路開拓
環境関連企業の新規ビジネスへの相談

谷本 泰志

【発明推進協会】
番号

電話番号

ＦＡＸ番号

79 発明推進協会

知財担当

コーディネーター

福本 正美

特許取得活用支援

0857-52-6722

0857-52-6674

mfukumoto@toriton.or.jp

80 発明推進協会

知財担当

コーディネーター

澤田 宏二

特許取得活用支援

0857-52-6722

0857-52-6674

ksawada@toriton.or.jp

番号

所

【鳥取県発明協会】
所

属

属

担当業務／支援機能

担当業務／支援機能

役

役

職

職

氏 名

氏 名

得意分野

得意分野

メールアドレス

電話番号

ＦＡＸ番号

81 鳥取県発明協会

知財担当

コーディネーター

田渕 一十志

特許取得活用支援

0857-52-6722

0857-52-6674

htabuchi@toriton.or.jp

メールアドレス

82 鳥取県発明協会

知財担当

コーディネーター

岩田 克己

特許取得活用支援

0859-27-1942

0859-27-1943

kiwata@toriton.or.jp

平成28年度

鳥取県産学官連携コーディネーター名簿（平成28年8月19日現在）

【鳥取県】
番号

所

属

83 商工労働部産業振興課

担当業務／支援機能
建設業新分野進出支援、県
の施策案内、経営相談

84 中部総合事務所地域振興局
85 中部総合事務所地域振興局

建設業新分野進出支援、県
の施策案内、経営相談

86 西部総合事務所地域振興局

役 職
建設業新分野進出アドバイザー・
経営相談窓口相談員
中部振興課商工労働担当課長補
佐
建設業新分野進出アドバイザー・
経営相談窓口相談員

氏 名
村上 比佐夫

得意分野
建設業、特に測量設計コンサル

宍戸 裕康
船越 省吾

建設、農業、食品

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

0857-23-4017

0857-26-8117

murakami-hi@pref.tottori.jp

0858-23-3985

0858-23-3425

shishidoh@pref.tottori.jp

0858-23-2046

0858-23-3425

c_k_adviser@pref.tottori.jp

西部観光商工課課長補佐

石原 惠一

0859-31-9636

0859-31-9639

ishiharak@pref.tottori.jp

建設業新分野進出支援、県
の施策案内、経営相談

建設業新分野進出アドバイザー・
経営相談窓口相談員

足立 隆司

0859-31-8708

0859-31-9639

adachi-ta@pref.tottori.jp

東京本部
産業振興・定住支援チーム

企業誘致

企業誘致担当参与

安野 和男

03-5212-9077

03-5212-9079

kigyoyuchi@pref.tottori.jp

89

東京本部
販路開拓チーム

首都圏の量販店や食品卸等
に対する食に対する販路開 販路開拓マネージャー
拓

江口 辰之

首都圏の有力百貨店、SC、中堅スーパー
に対する販路開拓

03-5212-9077

03-5212-9079

hanrokaitaku-tokyo1@pref.tottori.jp

90

東京本部
産業振興・定住支援チーム

鳥取県技術人材バンクの運
技術コーディネーター
営に関する業務

髙木 政基

主に技術系に係る無料職業紹介、ＩＪＵター
ン希望者就職支援

03-5212-9179

03-5212-9079

takagi-ma@pref.tottori.jp

応用物理、機器開発、BigData解析

03-6380-9470

03-5440-9106

tokyo@ml.cjrd.tottori-u.ac.jp

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

03-5215-5117

03-5212-9079

u-turn@furusato-tori.org

寺尾 寧剛

06-6341-1977

06-6341-3972

o_kigyoyuchi@pref.tottori.jp

桜井 大二郎

06-6341-1977

06-6341-3972

k_daigakurenkei@pref.tottori.jp

87 西部総合事務所地域振興局
88

再掲東京本部（鳥取大学）
東京本部（（公財）ふるさと鳥取県定住機構）

再掲 産業振興・定住支援チーム

東京地区の産学官連携推進 産学連携コーディネーター
／鳥大入試・就職関連
（鳥取大学）
IJUターン就職支援

定住促進コーディネーター

片山 秀
廣島 和徳

91 関西本部

関西圏企業の企業立地担当 参与

92 関西本部

大学との連携担当

コーディネーター

93 関西本部

販路開拓業務

販路開拓コーディネーター

井賀 博昭

06-6341-1988

06-6341-3972

hanrokaitakumanager2@pref.tottori.jp

94 関西本部

販路開拓業務

販路開拓コーディネーター

濱口 豊彦

06-6341-1988

06-6341-3972

hanrokaitakumanager@pref.tottori.jp

95 関西本部

販路開拓業務

販路開拓コーディネーター

廣嶋 貴之

06-6341-1988

06-6341-3972

hiroshima-taka@pref.tottori.jp

06-6346-1786

06-6341-3972

k_gijutsucd@pref.tottori.jp

ソフトウェア

06-6341-1530

06-6341-3972

osaka@ml.cjrd.tottori-u.ac.jp

関西地区の販路開拓

06-6442-0616

06-6341-3972

amiwa@toriton.or.jp

96 関西本部
再掲関西本部（鳥取大学）
再掲関西本部

鳥取県技術人材バンクの運
技術コーディネーター
営に関する業務
近畿地区の産学官連携推進
産官学連携コーディネーター
／鳥大入試・就職関連
発注開拓コーディネーター（鳥取
発注開拓／企業支援
県産業振興機構）

関西本部（（公財）ふるさと 鳥取 県定 住機 構）
再掲 企業立地・移住促進チーム
IJUターン就職支援
関西本部（（公財）ふるさと 鳥取 県定 住機 構）

再掲 企業立地・移住促進チーム
98 名古屋代表部
99 名古屋代表部
商工労働部産業振興課

IJUターン就職支援

黒瀬 純男
三輪 彰

定住促進コーディネーター

廣瀬 真由美

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

080-6319-5812

06-6341-3972

o_uturn@furusato-tori.org

定住促進コーディネーター

植前 健太郎

無料職業紹介、ＩＪＵターン希望者就職支援

080-2881-6337

06-6341-3972

kd-uturn@furusato-tori.org

松尾 昌和

052-262-5411

052-262-5415

matsuom@pref.tottori.jp

飯田 忠章

052-262-5411

052-262-5415

iida-ta@pref.tottori.jp

田口 邦彦

0857-26-7690

0857-26-8117

taguchik@pref.tottori.jp

企業誘致活動、受発注開拓、
次長
産学官連携
企業誘致、受発注開拓支援、
企業誘致担当参与
県ゆかりの企業と連携
事務局担当

吉田 晴一

食品の各流通段階、販売チャネルへの営
業
主に技術系に係る無料職業紹介、ＩＪＵター
ン希望者就職支援

平成28年度
【中小企業庁鳥取県よろず支援拠点】
番号
所 属
鳥取県よろず支援拠点
100
東部 サテライト・オフィス
鳥取県よろず支援拠点
101
東部 サテライト・オフィス
鳥取県よろず支援拠点
102
中部サテライト・オフィス
鳥取県よろず支援拠点
103
西部サテライト・オフィス
鳥取県よろず支援拠点
104
西部サテライト・オフィス

担当業務／支援機能
中小企業・小規模事業者の
ワンストップ総合支援
中小企業・小規模事業者の
ワンストップ総合支援
中小企業・小規模事業者の
ワンストップ総合支援
中小企業・小規模事業者の
ワンストップ総合支援
中小企業・小規模事業者の
ワンストップ総合支援

役

鳥取県産学官連携コーディネーター名簿（平成28年8月19日現在）
職

氏 名

チーフコーディネーター

西川 孝一

コーディネーター

北村 真吾

コーディネーター

杉本 和行

コーディネーター

樋野 泰広

コーディネーター

上田 理恵子

【鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会】
番号
所属
担当業務

経営戦略、経営革新、財務分析、 経営改
善、専門家派遣
経営戦略、経営革新、財務分析、 経営改
善、事業承継、創業、デザイン
管理会計コンサルテイング、業務改善、経
営計画策定、商品開発支援

nishikawa-ko@tori-skr.jp

メールアドレス

080-3706-7273

0857-31-5500

kitamura-s@tori-skr.jp

070-1322-1436

0857-31-5500

sugimoto-k@tori-skr.jp

090-6579-5923

0857-31-5500

hino-y@tori-skr.jp

090-7593-4703

0857-31-5500

ueda-r@tori-skr.jp

電話番号

FAX番号

村上 豊彦

0857-24-0705

0857-24-0706

murakami-to@pref.tottori.jp

106 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会
未決定

事業推進員

坂口 祐紀雄

0857-24-0705

0857-24-0706

sakaguchi-yuki@pref.tottori.jp

107 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会
未決定

事業推進員

片山 修治

0857-24-0705

0857-24-0706

katayama-shu@pref.tottori.jp

108 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会
未決定

事業推進員

大西 勝

0857-24-0705

0857-24-0706

oonishi-masa@pref.tottori.jp

電話番号

ＦＡＸ番号

ビジネスコーディネーター

西村 昭人

0868-44-2211

0868-44-2502

nishimura.akihito@jaea.go.jp

110 人形峠環境技術センター

ビジネスコーディネーター

吉田 英明

0868-44-2211

0868-44-2502

yoshida.hideaki62@jaea.go.jp

111 人形峠環境技術センター

ビジネスコーディネーター

池田 諭志

0868-44-2211

0868-44-2502

ikeda.satoshi@jaea.go.jp

112 人形峠環境技術センター

ビジネスコーディネーター

白水 久夫

0868-44-2211

0868-44-2502

shiromizu.hisao@jaea.go.jp

113 人形峠環境技術センター

ビジネスコーディネーター

村田 雅人

0868-44-2211

0868-44-2852

murata.masato@jaea.go.jp

114 人形峠環境技術センター

ビジネスコーディネーター

日野田 晋吾

0868-44-2211

0868-44-2852

hinoda.shingo@jaea.go.jp

【独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）】
所 属
担当業務／支援機能

115 日本貿易振興機構鳥取貿易情報センター

中小企業の海外展開支援

116 日本貿易振興機構鳥取貿易情報センター

事務連絡先

役
所長

職

職

氏 名

氏 名
秋山 博幸

得意分野

メールアドレス

109 人形峠環境技術センター

番号

役

得意分野

ＦＡＸ番号
0857-31-5500

事業推進員

【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構】
所 属
担当業務／支援機能

氏名

マーケティング、商品開発、デザイン活用

電話番号
070-1321-7478

105 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会
未決定

番号

役職

得意分野
経営戦略、経営革新、新規事業プラン、
経営システム、空間プロデュース

得意分野
貿易等に関する企業支援

メールアドレス

電話番号

ＦＡＸ番号

0857-52-4335

0857-52-4336

Hiroyuki_Akiyama@jetro.go.jp

メールアドレス

0857-52-4335

0857-52-4336

TTR@jetro.go.jp

