
※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 産業成長応援補助金〈成長・規模拡大ステージ〉 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次の要件を満たす企業であって、補助事業についてあらかじめ、知事の認定を受けた者。
(1)次のような土地に立地すること。
・地方公共団体又はそれらが50％以上出資している法人が取得又は造成した工業団地
・工場立地法の規定による工場適地　等
(2)次のいずれかの事業を営むこと。
・県承認を受けた地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」又は中小企業等経営
強化法に基づく「経営革新計画」に係る事業のうち、知事が要綱で定めるもの
(3)下表に定める補助要件を満たす計画を有すること。

(4)環境保全について適切な措置を講じること。

施策概要
県が「産業成長事業〈成長・規模拡大ステージ〉」として認定し、その認定者の取組に対して支援

します。

○鳥取県産業成長応援補助金〈成長・規模拡大ステージ〉
　県内企業が策定する事業計画について、県が「産業成長事業〈成長・規模拡大ステージ〉」として認
定し、計画の実行にあたり、補助制度により支援します。

対象事業者
　県内に事業所等を有する者

 ※原則認定申請の日時点で法人設立後２年以上が経過し、十分な実績を
有していること。

対象事業

　将来の成長に向けた事業拡大の取組で、投資額3,000万円超の大規模な
事業で以下重点分野に該当する事業
　 【重点分野】

「成長ものづくり」、「豊かな自然環境と調和した産業」、
「国際需要獲得（観光・インバウンド）」、「ＩoT技術・ソフトウェア」、「低
炭素型技術開発」、「国内回帰」
　※詳細な要件がありますので、お尋ねください。

対象経費
　①工場・事業所・福利厚生施設等の整備費用
　②操業後１年間のリース料・賃借料（補助率は1/2）
　③設備投資に付随する経費、人材確保・育成に要する経費（上限あり）

補助要件

　経営革新計画等の承認(県)　又は　地域経済牽引事業計画の承認(県)
＋

　新規常時雇用者の増 (５人以上)
　　又は　雇用維持＋付加価値の増（＋５％・年）

　　　　　※付加価値の増については、別途規程がありますので、お尋ねください。

補助率・補助限度額 　１／５　・　１０億円

※一定の要件を満たす場合は、補助金の加算もあります。（補助率　＋５％）

問合せ先 立地戦略課　　TEL：0857-26-7220　　FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/286865.htm
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※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 産業成長応援補助金〈一般投資支援〉 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次の要件を満たす企業であって、補助事業についてあらかじめ、知事の認定を受けた者。
(1) 次のような土地に立地すること。
・地方公共団体又はそれらが50％以上出資している法人が取得又は造成した工業団地
・工場立地法の規定による工場適地　等
 (2) 次のいずれかの事業を営むこと。
・製造業
・道路貨物運送業（県外事業者は製造業と一体となる事業に限る。）
・情報処理・提供サービス業、ソフトウェア業、デザイン・機械設計業、インターネット付属サービ
ス業に属する事業
・自然科学研究所、職員教育施設・支援業
・コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第２条第１項に規定するコンテンツの制
作等を行う事業のうち、知事が要綱で定めるもの
・県承認を受けた地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」に係る事業
(3)下表に定める補助要件を満たす計画を有すること。

(4)環境保全について適切な措置を講じること。

施策概要 県が「産業成長事業〈一般投資支援〉」として認定し、その認定者の取組に対して支援します。

○鳥取県産業成長応援補助金〈一般投資支援〉
　県内企業等が策定する事業計画について、県が「産業成長事業〈一般投資支援〉」として認定し、
計画の実行にあたり、補助制度により支援します。

対象事業者
　県内に事業所等を有する者、県外企業

※原則認定申請の日時点で法人設立後２年以上が経過し、十分な実績を有
していること。

対象事業 　製造業・その他の業種の事業で、投資額3,000万円超の大規模な事業

対象経費
　①工場・事業所・福利厚生施設等の整備費用
　②操業後１年間のリース料・賃借料（補助率は1/2）
　③設備投資に付随する経費、人材確保・育成に要する経費（上限あり）

補助要件

　新規常時雇用者の増（３人以上）
　　又は　雇用維持＋付加価値の増（＋４％・年）

　　　※付加価値の増については、別途規程がありますので、お尋ねください。

補助率・補助限度額 　１／１０　・　５億円

※一定の要件を満たす場合は、補助金の加算もあります。（補助率　＋５％）

問合せ先 立地戦略課　　TEL：0857-26-7220　　FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/286865.htm
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※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 次世代ソフトウェア産業等創出支援事業補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次の要件をすべて満たす企業であって、当該事業に対して知事の認定を受けた者。
１　次のいずれかの事業を営むこと。
 （１）ソフトウェア業、デザイン・機械設計業等
 （２）コンテンツ事業
 （３）一般事務・会計事務・事務用機器操作事務の事業
２　鳥取県内に新たに事業所を設け（既存企業が事業を拡張する場合を含む）、事業計画に基

づき施設の整備と雇用を確保して事業を行うこと。

施策概要
先端的なＩＴ関連企業の誘致や、県内で新たに参入しようとする企業の後押しを図るため、立地
企業等に対して事業所の賃借に要する費用、設備機器賃借料及び人材確保費の一部を補助し

ます。

＜事業内容＞

対象業種

（１）ソフトウェア業、デザイン・機械設計業等

（２）コンテンツ事業

（３）一般事務・会計事務・事務用機器操作事務の事業

雇用要件
常時雇用労働者の増：５人以上
　※うち２人を上限にリモートワーカー等及び兼業・副業者等も可とする。

補助対象経費

 ・事務所の賃借に要する経費

 ・設備の賃借に要する経費

 ・企業が支出した以下の費用

①人材確保費
②従業員及びその家族の県内への転居費用等（社内規定に基づき企業が負

担する移転に係る経費）　※別途上限あり
③人材育成費

補助率・期間 １／２（事業開始から５年間）

補助限度額 1,000万円／年

  ※補助金は１年ごとの実績により交付します。　

問合せ先 立地戦略課　TEL:0857-26-7245　FAX:0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/287059.htm
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※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次の要件を満たす企業であること。
１　次のいずれかの事業を営むこと。
　自然科学研究所、情報処理・提供サービス業、ソフトウェア業、デザイン・機械設計業、コンテ
ンツ企画作成業
２　先駆的事業を行おうとする者

　※「先駆的」かどうかの基準は、別途お尋ねください。

施策概要
先駆的な事業に取り組む事業者等のオフィス・研究開発拠点等の誘致等を推進し、将来の本県

産業の牽引役に成長することを期待した育成支援を行います。

＜事業内容＞
（１）事前調査支援
　本県で先駆的事業の実施を検討中の事業者に対し、県内事業者等と連携した事前調査費用等を支援する。

 補助対象者 県内に事業所を設置していない先駆的事業を行おうとする事業者等

補助対象経費 交通費、委託費、共同調査費（県内事業者・団体等に限る）、通信費　等

補助限度額等 30万円　　（補助率）１／２　　（補助期間）最長12ヶ月

（２）オフィス設置支援
　県内へのサテライト的な拠点の設置・運営を支援する。（（１）の活用は必須としない。）

 補助対象者 県内に事業所を設置していない先駆的事業を行おうとする事業者等

 補助要件 県内事業者・団体等と連携して事業を推進すること

補助対象経費 事業所改修・賃借費、機器設備取得・賃借費、通信費、セキュリティ対策費、交通費、共
同研究費　等

補助限度額等 200万円  　(補助率) １／２ 　（補助期間) 最長24カ月

（３）研究開発拠点設置支援
　恒常的な研究開発拠点の設置・運営を支援する。（（１）又は（２）の活用は必須としない。）

 補助対象者 先駆的事業を行おうとする事業者等　又は　（１）又は（２）を活用した事業者

 補助要件 ２人以上の雇用(代表者を含む。代表者の３親等以内の親族は雇用者に含めない。)
※雇用者の１/２までは、一定の条件でリモートワーカー等、兼業・副業者等も可とす
る。

補助対象経費 (２)の対象経費、直接人件費、人材育成費等
※リモートワーカー等、兼業・副業者等の直接人件費等は補助対象外。

補助限度額等 ５００万円 ((２)による支援を受けた場合はその補助額を差し引く。)
※事業所改修費補助は200万円以内、直接人件費補助は補助総額の30％以内。

 補助率・期間 （補助率）　１／３（中山間地域に設置する場合は １／２）
（(補助期間） 最長36か月 ((２)による支援を受けた場合はその補助期間を差し引く。)

問合せ先 立地戦略課　TEL:0857-26-7245　FAX:0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/294244.htm
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※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 企業分散立地支援補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
鳥取県内に県外拠点の機能・業務（事務部門、研究開発部門等）を一部を移転しようとする県外

本社企業

施策概要

大都市圏に所在する企業の地方分散を本県の企業立地につなげるため、県外拠点の機能・業
務を一部移転する際の設備取得費用、活動経費を支援します。現行の設備投資支援（産業成
長応援補助金）又は賃借料支援（次世代ソフトウェア産業等創出支援事業補助金）との併用型

で支援します。

＜事業内容＞

補助対象事業

県外本社企業が本県内に県外拠点の機能・業務の一部を移転する事業等
・事務 (調査・企画、情報処理、国際事業、総務・人事、その他管理業務等)
・研究 (工場内研究開発部門を含む)、人材育成
・生産（当該企業の主要な生産製造等）
・新規事業 (当該企業が初めて実施する取組)、本県の地域課題解決に資する事業

補助対象経費

○分散活動費
新商品(役務)開発費、販路開拓費、少額資産(備品等)、賃借料、拠点運営費等

○人材定着支援費 
県外から採用・移転した従業員が県内拠点に１年間定着した場合、１人当たり30万円
を定額交付。(最大100人分まで)

※リモートワーカー等、兼業・副業者等については、県外在住者及び常時雇用労働
者ではない者は人材定着支援費の対象からは除く。

○ネットワーク利用費 (専用回線通信料等)

○拠点改修費 (リモート環境整備費、セキュリティ対策費等を含む。)

○設備等取得費
機能移転等のために特に必要となる固定資産の取得費(施設・設備)等

認定要件

○産業成長応援補助金(成長・規模拡大ステージ、一般投資支援)、次世代ソフ
トウェア産業等創出支援事業補助金のいずれかの認定を受けること

○別途提示する本県の地域課題メニューから取り組みたい地域課題を選択し、
県内事業者・団体・自治体と連携して取り組むこと

※県が提示する地域課題メニューから選択、又は県に地域課題解決の逆提案を行
う。

補助率 １／２

補助限度額 5,000万円（最大３年間）　※１事業者１回限り

事業継続要件
併用する補助金の事業継続努力義務期間を適用する。

・産業成長応援補助金 ７年
・次世代ソフトウェア産業等創出支援事業補助金 10年

問合せ先 立地戦略課　TEL:0857-26-7245　FAX:0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/302708.htm
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※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 産業成長事業環境整備補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
県工業用水道から２００㎥／日以上の給水を受ける契約をしている者で、産業成長事業（成長・

規模拡大ステージ又は一般投資支援）の認定を受けている事業者

施策概要
県内の工業団地等に工場又は事業所を新増設する企業が、県の工業用水を利用して、排水処

理施設を整備する場合に補助金を交付します。

●補助対象経費
　水質汚濁防止法及び水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例の規定
を遵守した水処理を行うための設備の整備に要する経費

●補助率・補助上限額
区　　分 補助率 上限額

　排水処理施設
県工業用水契約量
200～300㎥／日 １／４ 2,500万円

県工業用水契約量
300～500㎥／日 １／４ 5,000万円

県工業用水契約量
500～1,000㎥／日 １／３ 1億円
県工業用水契約量
1,000㎥／日以上 １／２ 2億円

問合せ先 立地戦略課 TEL：0857-26-8080 FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/296292.htm
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※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 ＳＤＧｓ経営促進補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 認証事業者、認証支援事業者

施策概要
SDGsの実現に向け、調査やマーケティング、試作・デザインなどの取組を補助金により支援す
るとともに、「企業版ふるさと納税」を活用し、補助事業者と寄附企業とのマッチング支援を行

い、寄附金額を事業推進奨励金として支給する。

（補助金の概要）
対象者 認証事業者（認証支援事業者含む）

対象経費 とっとりSDGs企業認証の申請内容に位置づけられた各種取組目標の実現に要する経

費

（調査、試作、デザイン、アイデア実証など調査・開発段階におけるものを対象）

補助率等 補助率　1/2、上限1,000千円（事業費上限200万円）

※奨励金と合わせて、最大で2,000千円・企業負担ゼロとなる事業費支援を行う。

※｢認証支援事業者｣とは、認証申請に意欲を有するものの、認証に至らない県内中小事業者を対象とした

支援制度。

（企業版ふるさと納税タイアップ奨励金）
支援対象

事業者
 上記補助金の補助事業者

支援内容
 企業版ふるさと納税の制度を活用し、補助事業者と寄附企業とのマッチング支援を行い、マッ

チング成立により得た寄附金額について、支援対象事業者に奨励金として支給する。

支給上限額   上記の補助金額と同額（最大1,000千円）

【SDGs企業認証制度の概要】
（目的）SDGs経営の見える化等により､取組内容のさらなる推進、ひいては企業価値向上を目指す。
（対象）県内の営利事業者
（認証）｢環境｣｢社会｣｢経済｣の３側面の取組状況を総合的に審査し、認証基準を満たす事業者を認証する。

問合せ先
商工政策課
TEL：0857-26-7602

FAX：0857-26-8117

関連サイト
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※ 申請に当たり、他の補助金用の添付書類を転用できる場合があります。事前にご相談ください。

名称 循環経済モデル構築支援補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
他者が排出する廃棄物を資源として回収・循環させる仕組みづくりに取り組む県内事業者（コン

ソーシアム）

施策概要

複数の事業者が連携して行う、廃プラスチックや廃太陽光パネル、未利用生物資源など、様々
な素材の水平リサイクル（※）をはじめとした循環経済モデルの構築のため、補助金を交付す
る。

※「水平リサイクル」とは、使用済製品を原料として用いながら、同一用途の製品としてリサイク
ル製品を製造することをいい、企業によるSDGs（持続可能な開発目標）実現に向けた取組とし

て注目を集めつつある。

（補助事業）
補助対象事業者 事業者コンソーシアム（複数企業・団体等を構成員とするグループ）
対象経費 他者が排出する廃棄物資源を回収・循環させる仕組みづくりに要する経費

（マーケティング調査費、プロモーション経費、商品・サービス開発費（機械器具費、原
材料費、外注費、専門家謝金・旅費、運搬費　等）、コンソーシアム運営費　等）

補助率 ２／３
補助上限 ３，０００千円

（その他）
補助対象者向けに、循環資源の提供者と利用者のマッチング機会の場づくりを行いながら、循環可能な資源
が活用される機会創出を支援する。

問合せ先
商工政策課
TEL：0857-26-7602

FAX：0857-26-8117

関連サイト
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名称 産業成長応援資金（大型投資） 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
・産業成長応援補助金（成長・規模拡大ステージ、一般投資支援に限る。）の認定を受けた企業

・県税を滞納していないこと

施策概要
県内に工場等の新設、増設を行う企業に対して、その必要な資金の一部を金融機関が融資しま

す。（金融機関の融資審査が必要となります。）

●融資条件

区分 業種 対象経費 限度額

 製造業、道路貨物運送業 土地、建物及び償却資産の
取得費用

 50億円
 （投資額、雇用増人数等による）

土地、建物及び償却資産の
取得費用

 4億円
 （投資額、雇用増人数等による）

 設備資金

情報処理・提供サービス
業、ソフトウェア業等 土地、建物及び償却資産の

賃借料（事業開始から１年
間）

 対象経費又は3千万円のいずれ 
か低い額
 （投資額、雇用増人数等による）

 運転資金 ―
人件費、その他操業に必要
な経費  1億円

●利率
　　保証付年1.43％以内　保証なし年1.68％以内（変動）
　　　※保証付の場合、0.45％～1.45％の保証料が別途必要となります。
　　　　（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

●期間
　　運転資金　10年以内（据置2年以内含む）
　　設備資金　15年以内（据置2年以内含む）

●融資取扱金融機関
　　県内に店舗を有する金融機関

問合せ先 立地戦略課 TEL：0857-26-7220 FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/99361.htm
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