
※ 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 新時代対応型事業展開支援補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次に掲げる事項すべてを満たす事業者
（１）中小企業者又は商工労働部長が特に必要と認めた者であること
（２）鳥取県内に主たる事業所を有していること

※申請前直近１年のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高

と比較して10%以上減少していることが必要です。

施策概要

【対象事業】
新型コロナウイルス感染症により変容した生活様式に対応した新たな需要を獲得するための事
業転換等を行う以下のいずれかの取り組み
・新規事業分野への進出
・販路獲得のための新規手法の導入
・新商品・サービスの開発
※認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する必要があります。

【補助上限額】
500万円（下限額100万円）

【補助率】
2分の1

【事業期間】
令和5年2月28日まで

【提出期限】
第一次募集　令和４年1月17日（月）から２月２８日（月）まで
第二次募集　令和４年４月１日（金）から４月２８日（木）まで
第三次募集　令和４年６月１日（水）から６月３０日（木）まで
※補助金の交付を希望される場合、事業計画を作成して、メールによりご提出ください。
※都合により変更となる場合があります。

問合せ先

鳥取県商工労働部企業支援課
 住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話  0857-26-7243 
ファクシミリ  0857-26-8117

E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/301771.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 ふるさと産業支援事業補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 ふるさと産業を営む県内中小企業の事業者・グループ

施策概要
ふるさと産業を営む県内中小企業の事業者・グループが行う、新たな試作品の開発・販路開拓・

後継者育成の取組を支援します。

１．新商品開発能力育成等事業、販路開拓事業
　　（１）補助対象者、補助金額及び補助率

事業 対象業種 事業主体 補助率 補助限度額
4者以上のｸﾞﾙｰﾌﾟ、組合 500千円新商品開発
3者以下のｸﾞﾙｰﾌﾟ、個人 300千円
4者以上のｸﾞﾙｰﾌﾟ、組合 1,000千円海外販路開拓

ふるさと産
業事業者

3者以下のｸﾞﾙｰﾌﾟ、個人 500千円
4者以上のｸﾞﾙｰﾌﾟ、組合 300千円国内販路開拓 ふるさと産

業事業者 3者以下のｸﾞﾙｰﾌﾟ、個人

1/2

200千円
国内販路開拓 ふるさと産

業事業者
就業後5年以内の若手の
個人又はグループ

 2/3 200千円

　　（２）補助対象経費

経費区分 内容

謝金 委員謝金、専門家謝金、講師謝金

旅費 委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費

庁費

原材料費、機器装置又は工具器具購入費、製造・改良又は据付けに要
する経費、外注加工費、コンサルタント雇用料、会議費、会場借料、会場
整備費、デザイン料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究
費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、雑役務費、機械器具借料
及び損料、資料作成費、原稿料、保険料

委託費 事業の一部を委託する経費

　　（３）募集期間：　随時（ただし、補助金予算額が満額になり次第締め切ります。）

２．後継者育成事業

　（１）補助金額・補助率　　　※いずれも月額
　　　①研修・滞在経費助成事業
　　　　補助率1/2、補助限度額50千円　　※同伴家族1人につき上乗せ補助有り
　　　②研修受入助成事業
　　　　補助率1/2、補助限度額25千円
　　　③家賃助成事業
　　　　補助率1/2、補助限度額10千円
　　　④伝統産業人材育成県外派遣事業
　　　　定額補助、補助限度額50千円
　（２）補助対象期間
　　　　原則、補助期間の上限は２年とし、２年間の研修を終了した者は研修期間を更に１年延長で

きるものとする。

問合せ先
市場開拓局販路拡大・輸出促進課　　
TEL：0857-26-7828

FAX：0857-21-0609

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/38909.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
もうかる６次化・農商工連携支援事業（農商工連携
型） 

施策対象 食品加工業者等

施策主体 鳥取県、市町村

対象者 農林漁業者と連携する食品加工業者等

施策概要
農林漁業者と連携した（農商工連携）、県内農林水産物を原材料とする食品加工等の取組を支

援する。

【支援内容】
農林漁業者と連携した食品加工等に必要な機械・施設整備の経費を支援
　（加工等に必要な施設、機械整備（３万円以上のもの）の経費（ハード））
　　 ＊不動産（土地代及び建築物）の購入、土地基盤の整備は対象外

【補助率】
　ハード　１／３　（県１／３、市町村任意）　
※主な要件（３）に該当する事業は１／２を補助（県１/２、市町村任意）

【県の単年度補助限度額】　　
10,000千円　
※主な要件（３）に該当する事業は、15,000千円

【主な要件】
（１）補助金交付申請までに、原材料となる連携農林水産物(注)について仕入れ金額の５０％以上を 

３年間、１戸以上の県内連携農林業者と安定的に取引する契約を締結する（水産物は除く）。
（２）プランの目標年において、連携農林水産物はすべて県産となるよう努める。
　（水産物にあっては、県内の産地市場を経由したものを含む）
　　（注）農商工連携によって開発する商品の原材料であって、重要なセールスポイントを形成する　

　 上で不可欠な属性を有する農林水産物
（３）国際認証取得又は県外加工から県内加工への切り替えにかかる施設整備は、補助率を嵩上げ

する。
（４）プラン実行にあたっては、鳥取県農山漁村発イノベーションサポートセンターの支援を受けるこ
　　 と。

問合せ先

農林水産部東部農林事務所 農商工連携チーム    TEL：0857-20-3654
中部総合事務所 農林局 農商工連携チーム         TEL：0858-23-3163
西部総合事務所 農林局 農商工連携チーム         TEL：0859-31-9768
水産振興局水産振興課                                      TEL：0857-26-7317
市場開拓局食のみやこ推進課                            TEL：0857-26-7807

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/245964.htm
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名称 鳥取県食の安全・安心ＨＡＣＣＰ推進事業補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
ＨＡＣＣＰの導入に取り組む県内食品関係事業者
（補助事業完了後、６ヶ月以内に鳥取県HACCP適合施設の認定基準と同等の衛生管理の導入

が必須となります。）

施策概要

鳥取県食品衛生条例に基づく鳥取県HACCP適合施設の認定取得、または当該認定基準と同
等の衛生管理の導入を目指す県内の食品関係事業者を支援するため、HACCPシステムによる
衛生管理の導入に必要となる施設改修、検査機器の購入に要する経費について補助金を交付
します。
　なお、本事業では既に改修済みの施設や、購入済みの機器に係る経費は、補助の対象には

なりません。

補助対象経費 １　構造物の建造、改良、据付に要する経費

２　機械及び装置の購入に要する経費

３　器具及び備品の購入に要する経費

４　衛生管理手法の構築や文書作成等の助言等を外部専門家へ委託するために
要する経費

（例）・金属探知機の導入
　　　・自記記録機能付き冷蔵庫の導入　等

　いずれも鳥取県HACCP適合施設の認定取得に必要なものに限ります。

補助率 ２分の１

限度額 １５０万円

事業期間 原則として、令和５年３月３１日までの間とします。

なお、本事業の対象経費は、令和４年度中に支払いが完了するものを対象としま
す。

問合せ先
生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
TEL:0857-26-7247

FAX:0857-26-8171

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/247019.htm
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名称 経営安定事業継続支援資金 

施策対象 中小企業者等

施策主体 鳥取県

対象者

次の全てに該当する県内中小企業者等
・コロナ前（令和２年１月以前）と比較し、最近３ヵ月間又は直近決算期の売上高又は営業利益
が減少しているもの。
・同一事業の業歴が１年以上で、１期以上の決算を行っているもの。

・経営改善計画を作成し、その実現が見込まれるもの。

施策概要
最長５年間元金返済不要の期日一括返済型の資金なので、返済負担軽減を図りながら新たな

資金需要に必要な資金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）。

融資対象者
次の全てに該当する県内中小企業者等
・コロナ前（令和２年１月以前）と比較し、最近３ヵ月間又は直近決算期の
売上高又は営業利益が減少しているもの。
・同一事業の業歴が１年以上で、１期以上の決算を行っているもの。
・経営改善計画を作成し、その実現が見込まれるもの。

資金使途 運転資金等
融資上限額 ３，０００万円
融資期間 ５年以内
融資利率 １．８０％
保証料率 ０．２３％～０．６８％
償還方法 期日一括返済
発動時期 令和４年４月１日から令和５年３月３１日保証申込受付分まで
融資枠 ３０億円

 申込先

　 金融機関、商工会議所、商工会、商工会連合会及び中小企業団体中央会

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7249

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/99470.htm
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名称 災害対応力強化資金 

施策対象 中小企業者等

施策主体 鳥取県

対象者
事業継続計画（BCP）を策定した中小企業者等
　県や商工団体が実施するBCP策定に向けたセミナー等に参加するなどして今後策定に向けた

取　組を進めようとする中小企業者等

施策概要 事業継続計画（BCP）を策定または今後策定に向けた取組を進めようとする中小企業者等

融資条件等

資金の使途
設備資金（BCP等防災対策の実効性を向上するための費用に限る。災害
対応力の向上に寄与しない単純な設備更新は含まない）

融資限度額 1億円

融資期間 20年（据置3年以内を含む。）

融資利率
10年以内　年1.43％（変動金利）
10年超　　 年1.60％（変動金利）

信用保証 すべて保証協会の保証が必要です。

保証料率
0.23％～0.68％
（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

担　　　保 保証協会の定めるところによります。

保　証　人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

償還方法 割賦均等償還

申込先
　金融機関、商工会議所、商工会連合会及び中小企業団体中央会

問合せ先
企業支援課
　TEL：0857-26-7249

　FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/280676.htm
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