
製品化支援担当

電子システム担当

有機・発酵担当

機械・計測制御担当

無機材料担当

水畜産食品担当

農産食品・菓子担当

■鳥取施設
〒689-1112
鳥取市若葉台南七丁目1-1
（電 話）0857-38-6200
（ﾌｧｸｼﾐﾘ）0857-38-6210

■米子施設
〒689-3522
米子市日下1247
（電 話）0859-37-1811
（ﾌｧｸｼﾐﾘ）0859-37-1823

■境港施設
〒684-0041
境港市中野町2032-3
（電 話）0859-44-6121
（ﾌｧｸｼﾐﾘ）0859-44-0397

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター組織体制（令和２年１０月１日現在）
Tottori Institute of Industrial Technology (TIIT)

総 務 室

理 事

総 務 部

機械素材研究所

食品開発研究所

電子・有機
素材研究所

理事長 福岡 悟

理事 三王寺 由道
理事 木村 伸一
理事 秋山 美展

（非常勤）

部 長 福田 隆
情報化推進担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山本 清和(兼務)

所 長 草野 浩幸
副所長兼所長補佐 西尾 昭
所長補佐 岡 敏彦（兼務）

所 長 鈴木 好明
副所長兼所長補佐 玉井 博康
所長補佐 西村 雅則

所 長 小谷 幸敏
副所長兼所長補佐 有福 一郎
所長補佐 西村 雅則（兼務）

室 長 福田 隆（兼務）
室長補佐 岡 敏彦
係 長 鈴木 恭子
係 長 田﨑真由美
主 事 中尾 勇斗（兼務）
事務ｽﾀｯﾌ 北浦 里佳
事務ｽﾀｯﾌ 新林 誠
事務ｽﾀｯﾌ 永田眞梨子（兼務）

室 長 木村 伸一（兼務）
室長補佐 中尾 淳一
上席研究員 杉本 優子
主任研究員 山本 智昭
主任研究員 佐藤 崇弘
研究員 美藤麻里子
研究員 萩原 万葉（兼務）
情報ｼｽﾃﾑ担当ｽﾀｯﾌ 衣笠 二朗
事務ｽﾀｯﾌ 永田眞梨子

上席研究員 高橋 智一
上席研究員 吉田大一郎
主任研究員 福留 祐太
主任研究員 山根 知之
研究員 楠本 雄裕
技術ｽﾀｯﾌ 西尾 裕吉
技術ｽﾀｯﾌ 髙野真由美（派遣）

上席研究員 吉田 晋一
上席研究員 寺田 直文
上席研究員 谷岡 晃和
上席研究員 茂 一孝
主任研究員 山本 智昭（兼務）
研究員 村田 拓哉
研究員 美藤麻里子（兼務）
技術ｽﾀｯﾌ 西垣ひろ美
技術ｽﾀｯﾌ 山下 博子

上席研究員 加藤 明
上席研究員 福谷 武司
上席研究員 吉田 裕亮
主任研究員 野嶋 賢吾
研究員 亀﨑 高志
研究員 新見 浩司
研究員 木下 大
技術ｽﾀｯﾌ 佐々木郁哉
技術ｽﾀｯﾌ 藤原 正和

上席研究員 今岡 睦明
主任研究員 松田 知子
研究員 田中 俊行
研究員 塚根 亮
技術ｽﾀｯﾌ 和田 健二
技術ｽﾀｯﾌ 松本 真

上席研究員 加藤 愛
研究員 藤光 洋志
研究員 長﨑 稔拓
研究員 山川 三穂
技術ｽﾀｯﾌ 根平 美沙
技術ｽﾀｯﾌ 本多 美恵

主任研究員 佐藤 崇弘（兼務）
研究員 萩原 万葉

理事長

総務担当 主 事 上本 圭一
事務ｽﾀｯﾌ 倉内 ハル

総務担当 係 長 五百川律子
事務ｽﾀｯﾌ 米谷 正

総務担当
主 事 中尾 勇斗
事務ｽﾀｯﾌ 森本 鮎美
事務ｽﾀｯﾌ 永田眞梨子（兼務）

監 事

監事 池原 浩一
（非常勤）

部 長 木村 伸一（兼務）
参 事 西尾 昭（兼務）
参 事 玉井 博康（兼務）
参 事 有福 一郎（兼務）
情報化推進担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山本 清和

上席研究員 中野 陽
上席研究員 梅林 志浩
主任研究員 内川 拓也
研究員 髙重 至成

企 画 室企画・連携推進部

・事務 ４名 ・事務ｽﾀｯﾌ２名
◎計６名

・事務 １名 ・事務ｽﾀｯﾌ1名
・情報ｼｽﾃﾑ担当ｽﾀｯﾌ1名
・研究員５名 ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ１名

◎計９名

・事務 １名 ・事務ｽﾀｯﾌ１名
・研究員１２名 ・技術ｽﾀｯﾌ４名

◎計１８名

・事務 ２名 ・事務ｽﾀｯﾌ１名
・研究員１３名 ・技術ｽﾀｯﾌ４名

◎計２０名

・事務 １名 ・事務ｽﾀｯﾌ１名
・研究員１０名 ・技術ｽﾀｯﾌ２名
・専門員 ２名 ◎計１６名

・理事長：１名・理事：３名（常勤２、非常勤１） ・事務職：９名 ・研究職：４０名 （→正職員４９名）
・参与：１名 ・マネージャー：１名 ・事務ｽﾀｯﾌ：６名 ・技術ｽﾀｯﾌ：９名(派遣を除く)
・情報ｼｽﾃﾑ担当ｽﾀｯﾌ：１名 ・専門員：２名
◎合計：７３名(うち常勤：５２名) ＋監事：1名（非常勤）

専門員 渡邊 史朗
専門員 大磯 洋一

食の安全・安心プロジェクト
推進事業担当

１.役員会

２.幹部会

３.内部統制推進本部

４.人事等評価委員会

５.経営企画委員会

６.知的財産委員会

７.職員採用試験委員会

８.リスク管理委員会

９.事業継続計画等策定ＷＧ

１０.安全衛生委員会

１１.機器仕様選定委員会

１２.可能性探査研究等評価委員会

１３.環境管理委員会

１４.動物実験委員会

１５.組み換えＤＮＡ実験安全委員会

１６.広報委員会

１７.情報ネットワーク管理委員会

１８.研究報告編集委員会

参 与

参与
門脇 亙

（非常勤）


