
※ 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 鳥取県中小企業災害対応力強化支援事業 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次のいずれかに該当する者
（１）中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第２条第１項に定める中小企業者であっ
て、県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な
施設を有するもの
（２）鳥取県と災害応援協定を締結しているなど、商工労働部長が本補助金による支援が必要と

認める者

施策概要
自然災害等の発生に備え、企業の災害対応力の向上を図るため、県内中小企業のＢＣＰ（事業
継続計画）の策定・見直しや、防災設備の導入、地域住民の安心・安全に資する活動を行う場

合に要する経費を支援します。

○支援メニュー
ア　ＢＣＰ策定・改善型
専門家を活用したＢＣＰの策定・改善に要する経費の一部を補助します。
補助対象経費 コンサルティング料、謝金、その他ＢＣＰ策定に必要な経費
補助率 １／２以内
補助上限額 １５万円

イ　防災措置型
ＢＣＰの実効性向上や災害対策の強化を行っていく上で必要となる防災措置に要する経費の
一部を補助します。
補助対象経費 ①自家発電機、蓄電池等

②従業員の安否確認システム
③データバックアップサーバー
④備蓄食糧品等

補助率 １／２以内
補助上限額 ５０万円（下限額　３０万円）

ウ　地域連携型
ＢＣＰに基づき地域住民の安心・安全に資する活動等を行う上で必要となる備品・備蓄品等の
導入に要する経費の一部を補助します。
補助対象経費 ①電力の地域開放（自家発電機、災害用携帯充電器等）に要する経費

②地域住民への備蓄品の提供（非常食、携帯トイレ、毛布等）
③社屋等を避難所として提供する場合に必要となる設備等

補助率 ２／３以内
補助上限額 １００万円（下限額　３０万円）

○受付期間
令和３年４月１日から
※交付申請の受付は先着順とし、予算が無くなり次第、公募を終了します。

○事業実施期間
交付決定の日から令和４年３月３１日まで

問合せ先
商工政策課
TEL：0857-26-7565

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/280764.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 コロナリスク対応型事業継続補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
新型コロナウイルス感染症対応ＢＣＰ（Business Continuity Plan：事業継続計画）（以下「コロナ

ＢＣＰ」という。）を策定している又は策定する県内中小企業

施策概要 県内中小企業が策定するコロナＢＣＰの実効性向上のための取組を支援します。

申請期間 １次募集：４月中旬頃から２週間程度
※以降は、予算の状況により、別途募集します。

対象期間 交付決定日から令和４年２月２８日まで 保健所等からの指導があった日から令和
４年２月２８日まで

対象事業 次に掲げる（１）～（３）のいずれかに該当
するもの
（１）コロナリスク対応事業
（２）新事業展開調査・検討事業
（３）その他、コロナBCPの実効性を高め
　　るために実施する事業

消毒事業
ただし、保健所等の指導に基づき外部の
事業者に委託して実施するものに限る

対象経費 上記事業を実施するための経費
（専門家等による調査費、システム導入
費、改修費など）

上記事業を実施するための委託費

補助率 １／２

上限額 ５０万円

下限額 ３０万円 １０万円

要件 コロナＢＣＰ策定済（又は策定予定）

問合せ先
コロナに打ち克つ！経済対策予算ワンストップ相談窓口（商工労働部商工政策課内）
TEL：0857-26-7987　FAX：0857-26-8117

mail：shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/280764.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 （地独）鳥取県産業技術センター利用料減免補助金 

施策対象 県内企業

施策主体 （地独）鳥取県産業技術センター

対象者 ・小規模事業者（従業員20名以下）　減免率：１／２

施策概要
（地独）鳥取県産業技術センターの開放機器や依頼分析について、県内小規模事業者（従業員

20名以下）の利用料等が減免されます。

問合せ先

〒６８９－１１１２
 鳥取市若葉台南７丁目１－１
（地独）鳥取県産業技術センター企画・連携推進部
ＴＥＬ：０８５７－３８－６２０５
ＦＡＸ：０８５７－３８－６２１０ 

E-mail: tiitkikaku@tiit.or.jp 

関連サイト https://tiit.or.jp/5533/3182/5592/
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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 事業承継経営強化奨励金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次のいずれにも該当する事業者
（１）県内に所在し、中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第2条第1項に規定する中
小企業者に該当する事業者であること。
（２）県内の商工団体、金融機関等の支援を受けながら、事業承継を行う事業者で、外部の専門
家を活用して、事業承継計画書を策定する事業（事業承継計画書に沿って事業承継を実行する
ために行われる、現在の個別の経営課題の解決に向けた提案及び助言指導を含む）を行う事
業者であること。
（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定

する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む事業者ではないこと。

施策概要
事業承継を促進するため、事業承継計画書の策定（事業承継計画書に沿って事業承継を実行
するために行われる、現在の個別の経営課題の解決に向けた提案及び助言指導を含む）のた

めに外部の専門家から支援を受ける事業者を支援します。

支給の流れ
（１）事業開始日より前に、県へ事業計画書を提出し、認定を受ける。
（商工団体、金融機関等支援機関の支援証明が必要。）
（２）認定を受けた事業者は、事業完了後3か月以内に奨励金支給申請書を県へ提出
する。

支給金額
○外部の専門家へ支払った謝金及び旅費交通費（※）の2分の1（上限額20万円）
※消費税及び他助成制度活用経費を除く

問合せ先
企業支援課
TEL:0857-26-7243

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/273817.htm

-12-



※ 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
鳥取県産業成長事業〈生産性向上挑戦ステージ〉の
認定及び補助金による支援  

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定又は別途県が定める計画の認定を受
けた者で下記のいずれかに該当する者。

・鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者であり、商工団体から継続的指導を受けている
こと（風俗営業法第２条第１項に規定する業種に該当する事業を行う者は対象外）

・任意の組合・団体（組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の
途上にあり、組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、複数の企
業で構成（全体の３分の２以上が強化法第２条第１項に定める中小企業者であること）されてい

るもの）

施策概要
経営力向上計画又は別途県が定める計画について、県が「鳥取県産業成長事業〈生産性向上

挑戦ステージ〉」として認定し、その認定者の取組に対して支援します。

（１）鳥取県産業成長事業〈生産性向上挑戦ステージ〉の認定
　　県内中小企業者等が策定する経営力向上計画等について、県が「鳥取県産業成長事業〈生産性向

上挑戦ステージ〉」として認定します。

（２）鳥取県産業成長事業補助金〈生産性向上挑戦ステージ〉
　（１）の認定を受けた計画の実行にあたり、補助制度により支援します。

補助メニュー
（１）

経営力強化支援事業
（２）

設備投資支援事業

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助金の額 ５，０００千円以内

補助対象期間 ２４月以内

　※任意の組合・団体が実施する取組の場合は、補助率２／３とする

（３）その他
　ご相談・お申し込みは商工会議所、商工会、商工会議所連合会、
　中小企業団体中央会が承ります。

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7242　

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/286553.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 マッチング登録補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
事業引継ぎ支援センターのデータベースへ登録済の県内中小企業者のうち、専門業者（Ｍ＆Ａ

コンサル業者、金融機関等）に委託し、M＆Aを行う中小企業者

施策概要
事業承継を検討している県内中小企業がM＆A専門業者（M＆Aコンサル業者、金融機関等）に

委託してM&Aを実施する場合の仲介委託等に要する経費を支援する。

対象事業 事業承継を検討している県内中小企業がM＆A専門業者（M＆Aコンサル業者、金融
機関等）に委託してM&Aを実施する事業

対象経費 M＆Aの仲介委託等に要する仲介手数料、マッチング登録手数料、着手金

補助率・補助金額 2分の1
上限300千円

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7243

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 鳥取県特例子会社設立等助成金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
特例子会社（障害者の雇用の促進等に関する法律第４４条第１項）または、企業内障がい者多

数雇用施設を設立される企業

施策概要 特例子会社の県内設立等に対して助成金を支給します。

■助成の要件
１　特例子会社を県内に設立するため、1,500万円以上の設備投資等を行う場合に助成します。
２　企業内障がい者多数雇用施設を県内に設置するため、1,500万円以上の設備投資等を行う場合
に助成します。

３　特例子会社も企業内障がい者多数雇用施設も、新たに５人以上の障がい者を正規雇用し、その
うち重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30％であることが条件です。

■助成金支給額
　【特例子会社設立時】

　　　補助金支給額（千円）
（Ｂ）

投資額
（Ａ）

新規障がい者
雇用数

６か月後  １年
６か月後

 ２年
６か月後

 合　計
　（Ｂ）

助成率

（Ｂ／Ａ）

 15百万円以上   5人以上   3,750  1,875  1,875   7,500
 30百万円以上  10人以上  10,000  5,000  5,000  20,000

中小企業

 45百万円以上  15人以上  15,000  7,500  7,500  30,000
 15百万円以上   5人以上   3,750  1,875  1,875   7,500
 30百万円以上  10人以上   7,500  3,750  3,750  15,000

大企業

 45百万円以上  15人以上  11,250  5,625  5,625  22,500

1/2
～
2/3

【企業内障がい者多数雇用施設設置時】
             補助金支給額（千円）投資額 新規障がい者雇用数

 ６か月後 １年６か月後 ２年６か月後
15百万円以上  5人以上  　3,750  　1,875 　1,875

問合せ先
雇用人材局雇用政策課

　電話:0857-26-7693　　FAX:0857-26-8169

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/252331.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 コロナ後を見据えた飲食店応援事業費補助金 

施策対象 県内飲食店、食品加工事業者等

施策主体 鳥取県

対象者 県内飲食店、食品加工事業者等

施策概要 経営のデジタル化や新たな業態導入に取り組む県内飲食店等を応援する。

〇デジタル化で頑張る飲食店等支援事業

補助対象事業 業務効率化や生産性向上等のためのデジタル化を導入・推進する事業

補助対象経費
経営のデジタル化への取組に要する経費（モバイルオーダー・電子決済システ
ム導入費、機器導入費等、経営のデジタル化に必要な各種経費）

補助対象者

県内飲食店、食品加工事業者等
※原則として、鳥取県内に事業所のある法人、又は個人事業主で、食品衛生法
に係る営業許可証を有する事業者。なお、補助対象者は、食のみやこ推進サ
ポーターに登録するものとする。

補助率 １／２補助、１社につき上限10万円

〇食品加工で頑張る飲食店等支援事業　

補助対象事業
新たな業態導入に取り組むための事業
　※ただし、法令に係る必要な営業許可、食品表示等に従ってください。

補助対象経費
商品開発に係る経費、システム導入又はリース費及び施設改修費、機器導入
費、試供品製造・提供費等

補助対象者

県内飲食店、食品加工事業者等
※原則として、鳥取県内に事業所のある法人、又は個人事業主で、食品衛生法
に係る営業許可証を有する事業者。なお、補助対象者は、食のみやこ推進サ
ポーターに登録するものとする。

補助率 １／２補助、１社につき上限25万円

問合せ先 市場開拓局食のみやこ推進課　　TEL：0857-26-7835、FAX：0857-21-0609　

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/296365.htm
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名称 災害等緊急対策資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者
災害対策基本法第２条第１号に規定する災害及び県内中小企業者の経営の安定に深刻な影

響を及ぼす突発的な事故等（県が指定）で被害を受けた者

施策概要
県内中小企業者の経営の安定に大きな影響を及ぼす自然災害、突発的な事故等（県が指定）
で影響を受けられた中小企業者に施設の復旧等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。）

資金の使途 運転資金、設備資金　※借換ができる場合があります。　

融資限度額 ２億８千万円

融資期間 10年以内（据置３年以内を含む）。設備資金（直接被害の復旧に係るものに限る。）
は15年以内（据置３年以内を含む）。

融資利率 年1.43％（変動金利）  

信用保証 すべて保証協会の保証が必要

保証料率 年0.45％～1.08％（9段階。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 保証協会の定めるところによります。

償還方法 割賦均等償還

　※融資条件には特例を設ける場合があります。

○令和３年４月１日現在の状況

 指定災害 指定期間

 - 　なし - 

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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/202801.htm
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名称 取引安定化対策資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

次のいずれかに該当し、本資金の活用によって経営の維持又は回復が見込まれる者であり、か
つ商工団体の確認又は市町村の認定を受けた者。
① 過去１年以内に倒産した事業者に対して回収が長期又は困難な債権を有している場合　
　→　その債権額が５０万円以上あること。又は、取引依存度が２０％以上あること。
② 取引依存度が２０％以上ある事業者が事業活動の制限を行った場合　

　→　取引が過去１年間の実績に比べて２０％以上減少又は減少すると見込まれること。

施策概要
取引先企業の倒産、事業活動の制限等による急激な取引環境の変化に伴い、経営の安定に支
障を来たしている中小企業者等に対し、企業経営の維持及び発展を目的として、必要な事業資

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。）

資金の使途 運転資金

融資限度額
上記対象者①の場合：債権額の範囲内　

上記対象者②の場合：5,000万円以内

融資期間 7年以内（据置１年以内を含む。）

融資利率 年1.66％（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 年0.45％～1.08％（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 保証協会の定めるところによります。

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、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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99476
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名称 企業自立化支援資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者 県内に事業所を有する中小事業者等

施策概要
一般的な事業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。）

資金の使途 運転資金及び設備資金

融資限度額 １億円

融 資 期 間
運転資金：7年以内（据置1年以内を含む。）

設備資金：10年以内（据置1年以内を含む。）

融 資 利 率 年2.10％（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 年0.45～1.45％（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 保証協会の定めるところによります。

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、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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99478
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名称 経営安定支援借換資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

中小企業者等で次の(1)から(3)までのすべての条件を満たすもの。
(1) 次のいずれかの条件を満たすもの
　ア　中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第2条第5項第5号に規定する指定業種（不
況業種）を営むもの
　イ　最近3か月又は直近決算期の売上高等又は営業利益が過去3年間のいずれかの年の同
時期に比べ減少しているもの
　ウ　最近3か月又は直近決算期の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同時期に比
べて減少しているもの
　エ　原油価格の上昇により、売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等（原油又は石油
製品）の最近１か月間の仕入価格が、前年同期の仕入価格から20パーセント以上上昇している
にもかかわらず、製品販売等の価格の引上げが困難であるため、最近3か月間の売上高に占
める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上
回っているもの
　オ　直近決算期の輸出入取引又は輸出入関連企業との取引が売上高の２０％以上ある中小
企業者等で次のいずれかに該当する場合
　　・最近１か月間に決済した輸出入取引において損失をうけている
　　・最近３か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同期に比べ減少
　　・最近１か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同月に比べ減少し、かつ、その
　　後の2か月間を含む3か月間の受注数量等が前年同期に比べ減少することが見込まれる者
(2) 保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有するもの
(3) 次に掲げる具体的な経営改善を実施するものであって、その実現が見込まれるもの
ア　生産、仕入れ、販売、サービス等の改善、刷新の取組
イ　商品の改良、収益性の高い業種・業態への転換、技術・組織の改善等の生産性向上の取組

ウ　経費面、財務面の改善等の取組

施策概要
積極的な経営改善を行う中小企業者を支援するために､保証協会の信用保証付き借入金の借
換えをする制度です。また、借換と併せて行う経営改善の取組みに必要な運転資金や設備資金

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。）

資金の使途

ア　保証協会の信用保証付き借入金の借換に必要な資金
　借換の対象とする借入金は、本資金を含む。ただし鳥取県中小企業小口融資、鳥取県同和地
区中小企業特別融資、鳥取県中小企業小口融資等特別資金、鳥取県経営活力再生緊急資金、
鳥取県経営活力強化資金、鳥取県経営体質強化資金、鳥取県経営再生円滑化借換特別資金、
鳥取県再生支援資金及び鳥取県チャレンジ応援資金は除く。

イ　 アの借換えと併せて行う経営改善の取組に必要な運転資金及び設備資金

融資限度額
2億円　（ただし、借換する既存借入金の当初借入額の合計額を上限とします。なお、この場合におい
て、再借換における本資金の当初借入額は、直前の本資金の借入額（資金の使途ア及びイの合計
額）とします。）

融資期間 10年以内（据置３年以内）を含む。）

融資利率

通常利率：年1.66％（変動金利）　／　特別利率：年1.43％（変動金利）
※特別金利の適用は、次のいずれかに該当する場合に限ります。

①最近３ヶ月間の売上高等が前年同期比５％以上減少
②直近決算期の輸出入取引又は輸出入関連企業との取引が売上高の２０％以上ある中小

企業者等で次のいずれかに該当する場合
・最近１ヶ月間に決済した輸出入取引において５％以上の損失
・最近３ヶ月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同期比５％以上減少

信用保証 すべて保証協会の保証が必要です。

保証料率 年0.45％～1.08％（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 保証協会の定めるところによります。

償還方法 割賦均等償還

問合せ先 企業支援課　TEL：0857-26-7453　FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99475
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名称 経営再生円滑化借換特別資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

自ら関係機関と一緒になって経営再生に向けた取組を行う中小企業者等のうち、次の全てに該
当する者
ア　最近３か月又は直近決算の売上高等が平成19年4月以降のいずれかの年の同期と比べ減
少している者
イ　信用保証協会の保証付き借入金残高を有する者
ウ　信用保証のない借入金があるときは、本資金による信用保証付き借入金の借換と併せて、
信用保証のない借入金を金融機関のプロパー融資で借換等の措置を受ける等して、高い改善
効果を発揮する者

　また、融資実行後は、計画の実行状況を定期的に金融機関へ報告する必要があります。

施策概要
経営改善計画を策定し、金融機関、鳥取県信用保証協会、商工団体、鳥取県経営サポートセン
ター等の支援を受けて経営再生に取り組む中小企業者等が、既存借入金のとりまとめを行うた

め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。）

資金の使途
ア　借換資金

イ　アの借換と併せて行う経営再生の取組みに必要な運転資金及び設備資
金　

融資限度額 保証協会の定めるところによります。　

融資期間 15年以内（据置１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

保証料率
年0.45％～1.08％

（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 保証協会の定めるところによります。

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、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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/202764.htm
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名称 経営体質強化資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

■一般保証貸付
　最近3ヶ月間の売上高等が平成19年4月以降のいずれかの年の同期の売上高等に比べて
５％以上減少している中小企業者等
 ■セーフティネット保証貸付　

  　セーフティネット保証５号の市町村長の認定（注）を受けた中小企業者等

施策概要
業況悪化の状況における経営の維持、回復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。）

資金の使途 運転資金・設備資金　※小口融資、経営活力再生緊急資金、経営活力強化

資金及び本資金の借換を含む。

融資限度額 8,000万円

融資期間 10年以内（据置3年以内を含む。）

融資利率 年1.43％（変動金利）

保証料率 年0.45％～1.08％（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

担保 信用保証協会の定めるところによります。

保証人 信用保証協会の定めるところによります。

償還方法 割賦均等償還

（注）セーフティネット保証５号
　業況の悪化している業種（経済産業大臣が指定）に属する事業を行う中小企業者であって､次のい
ずれかの基準を満たすことについて事業所のある市町村の認定を受けた者を対象に、一般の保証
枠とは別枠で信用保証協会が保証する制度です。
　①最近３か月間の売上高等が前年同期比５％以上減少している中小事業者等
　②製品等原価のうち２０％を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇しているにもかかわらず、

製品等価格に転嫁できていない中小事業者等

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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/172951.htm
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名称 再生支援資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

次のいずれかに該当する中小企業者等です。
ア　鳥取県中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定された経営改善計画に基づき、再生
事業を実施する中小企業者等
イ　鳥取県信用保証協会の再生・再挑戦審査会において認められた再生計画又は創業・再挑

戦計画に基づき再生事業を実施する中小企業者等

施策概要

中小企業再生支援協議会等の支援により、経営の再建を図る中小企業者等に対して必要な資
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。）
＜中小企業再生支援協議会＞
　経済産業省は、原則として各都道府県に一ヶ所ずつ協議会を設立し、厳しい経営環境の中で
苦しんでいる中小企業の再生の支援を図ることとしています。鳥取県では（公財）鳥取県産業振

興機構が国から委託を受け、平成15年3月「鳥取県中小企業再生支援協議会」を設立しました。

資金の使途
経営改善計画の再生事業の実施に必要な運転資金・設備資金（金融機関
の借換資金を含む。）

融資限度額 1億円

融資期間 15年以内（据置１年以内を含む。）

融資利率
10年以内　年2.10％以内（変動金利）
10年超　　 年2.40％以内（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

１（対象者要件ア該当の方）　年0.45％～1.08％
２（対象者要件イ該当の方）　年0.50％～1.23％
※求償権消滅保証の場合は、２の率を適用　
（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 保証協会の定めるところによります。

償還方法 割賦均等償還

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99477
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名称 事業承継支援資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

次のいずれかに該当する者
＜一般＞
ア 次のいずれかに該当する者
　(ア)　代表者を２年以内に交代しようとする法人又は代表者が交代してから２年未満の法人
　(イ)　個人から２年以内に事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから２
年未満の者（本承継まで事業を営んでいなかった個人は創業支援資金の対象となるため除く）
イ 合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割により事業資産及び経営権を２年以内に承継する
中小企業者等、又は合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割により事業資産及び経営権を承
継した後２年を経過していない中小企業者等
ウ 承継円滑化法の認定を受けた中小企業者の代表者のうち、特定承継関連保証を受けたもの

＜特別＞
次の（ア）かつ（イ）に該当する者
（ア）３年以内に事業承継（＝代表者交代等）を予定する「事業承継計画」（※）を有する法人又
は一定の期間内に事業承継を実施した法人であって、承継日から３年を経過していない者
　※信用保証協会所定の書式による計画書が必要
（イ）次のアからエの全ての要件を満たすこと（経営者保証コーディネーターによる確認要）
ア 資産超過であること
イ 返済緩和中でないこと
ウ EBITDA有利子負債倍率（（借入金・社債）－現預金）÷（営業利益＋減価償却費））10倍以内

エ 法人と経営者の分離がなされていること

施策概要
事業承継を行う事業者のための融資です。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。）

一般 特別
資金使途 運転、設備 事業承継に必要な事業資金

※既存のプロパー借入金（保証人あり）の本
制度による借換可能（ただし、一定の期間内
に事業承継を実施した法人に対しては、事業
承継前の借入金に係る借換資金に限る）

融資限度額 ２億8,000万円
融資期間 10年以内（据置２年以内含む）
融資利率 1.43％（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 年0.21％～0.48％ 年0％～0.29％

担保 保証協会の定めるところによります。
保証人 保証協会の定めるところによります。 不要

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、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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/274390.htm
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名称 小規模事業者融資 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者
従業員数が20人(商業、サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く。）にあっては10人)以下の小規模
事業者。ただし、この制度による保証と既保証を合わせた保証債務残高が8,000万円以下のも

の。

施策概要
小規模事業者に対する融資です。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。）

資金の使途 運転資金、設備資金及び借換資金（本資金の運転資金又は設備資金の借入
れに併せて本資金を借り換える場合に限る。）

融資限度額 3,000万円

融資期間 運転資金：7年以内（据置１年以内を含む。）
設備資金：10年以内（据置１年以内を含む。）

融資利率

通常利率：年1.66％（変動金利）
特別利率：年1.43％（変動金利）

※特別利率の適用条件
次のいずれかに該当する場合に限ります。
①最近３か月間の売上高等が前年同期比５％以上減少
②直近決算期の輸出入取引又は輸出入関連企業との取引が売上高の20％
以上ある中小企業者等で次のいずれかに該当する場合
・最近１か月間に決済した輸出入取引において５％以上の損失
・最近３か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同期比５％以上
減少
・最近１か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同期比５％以上
減少し、かつ、その後の２か月間を含む３か月間の輸出入関連企業からの受
注数量等が前年同期比５％以上減少

信用保証 すべて保証協会の保証が必要です。

保証料率 年0.11～0.48％
（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

担保 不要

保証人 保証協会の定めるところによります。

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、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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=172950
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名称 地域経済変動対策資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

◯地域経済に大きな影響を及ぼすものとして県商工労働部長が経済環境悪化事象を指定した
場合
ア　最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては､完成工事高又は受注残高。以下
「売上高等」という。）が前年同期と比べ5％以上減少している者 
イ　最近１か月間の売上高等が前年同月に比べ５％以上減少し、かつ、その後の２か月間を含
む３か月間の売上高等が前年同期と比べ５％以上減少することが見込まれる者
ウ　その他必要により県商工労働部長が別に定める要件に該当する者 
◯県内中小企業者と広範な取引関係を有する事業者の事業活動の変更により地域経済に大き
な影響を及ぼすものとして県商工労働部長が事業者を指定した場合
ア　最近3か月間の売上高等が前年同期と比べ5％以上減少している者 
イ　最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ5％以上減少し、かつ、その後の２か月間を含
む３か月間の売上高等が前年同期と比べ５％以上減少することが見込まれる者
ウ　新たな取引関係の構築、新事業の展開、販売促進のための新たな取組又は新技術・新製
品の開発等を行うための具体的な事業を実施する者

エ　その他必要により県商工労働部長が別に定める要件に該当する者

施策概要
地域経済に大きな影響を及ぼす経済環境の変化を受けて、売上減少等が生じた中小企業等に
対して経営の安定化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。）

融資条件

資金の使途 運転資金、設備資金（借換ができる場合があります。）　

融資限度額 商工労働部長が別に定める額　

融資期間 10年以内（据置３年以内を含む）。

融資利率 年1.43％（変動金利）

信用保証 すべて保証協会の保証が必要

保証料率 年0.45％～1.08％（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 保証協会の定めるところによります。

償還方法 割賦均等償還

　　　　※融資条件には特例を設ける場合があります。

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：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=174291
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名称 中小企業小口融資 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者
従業員数が20人(商業、サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く。）にあっては5人)以下の事業
者。ただし、この制度による保証と既保証を合わせた保証債務残高が2,000万円以下のものに

限ります。

施策概要
小規模事業者の事業に対し、長期・低利の資金を金融機関が融資します。

（市町村の審査、金融機関の融資審査が必要となります。）

融資条件等

資金の使途 運転資金、設備資金及び借換資金（本資金の運転資金又は設備資金の借入れ
に併せて本資金を借り換える場合に限る。）

融資限度額 2,000万円

融資期間 運転資金：5年以内（据置6月以内を含む。）
設備資金：7年以内（据置1年以内を含む。）

融資利率

通常利率：年1.66％（変動金利）
特別利率：年1.43％（変動金利）

※特別利率の適用条件
次のいずれかに該当する場合に限ります。
①最近３か月間の売上高等が前年同期比５％以上減少
②直近決算期の輸出入取引又は輸出入関連企業との取引が売上高の20％以上
ある中小企業者等で次のいずれかに該当する場合
・最近１か月間に決済した輸出入取引において５％以上の損失
・最近３か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同期比５％以上減少
・最近１か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同期比５％以上減
少、かつ、その後の2か月間を含む３か月間の受注数量等が前年同期比５％以上
減少見込み

信用保証 すべて保証協会の保証が必要です。

保証料率
年0.11～0.48％
（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

担　保 不要

保証人 保証協会の定めるところによります。

償還方法 一括又は割賦均等償還

申込先

　各市町村

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99479
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名称 働き方改革応援資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者
従業員の労働環境改善に資する取組を行う者（生産設備・店舗など直接的に収益につながる取

組を除く）

施策概要
働き方改革に取む中小企業者に対する融資です。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。）

資金の使途

運転資金、設備資金（従業員の労働環境改善に必要なものに限る）

＜対象事業例＞
○従業員向け施設（休憩所・食堂・更衣室等）
○労務管理用機器
○遠隔地勤務用機器
○企業内保育所
○従業員向け施設のバリアフリー改修
○外国人対応設備（多言語・宗教）

融資限度額 3,000万円

融資期間 10年以内（据置２年以内を含む。）

融資利率 年1.43％（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 年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 不要

保証人 保証協会の定めるところによります。

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、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：0857-26-7453　FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/274392.htm
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名称 流動資産担保融資 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者
事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を有する中小企業者等

ただし、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。

施策概要
事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を有する者に対して、運転資金及び設備資金を金融機

関が融資します。（金融機関の融資審査が必要となります。）

融資条件等

資金の使途 運転資金及び設備資金

融資限度額 1億円

融資期間
1年（ただし、個別保証の場合は1年以内とする。）
1年毎の期間延長の申込を行うことが可能。ただし、当初融資期間から
3年を超える場合は期間延長できず、新規申込を行う必要がある。

融資利率 年1.47％（変動金利）

信用保証 保証協会の保証が必要

保証料率 年0.68％

担　　　保
申込人の有する流動資産
（ただし、個別保証の場合は、売掛債権のみ）

保　証　人 法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

償還方法
根 保 証：随時弁済又は約定弁済とします。
個別保証：返済引当とした売掛債権の支払期日に一括弁済とします。

申込先
　金融機関

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99471　
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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
コロナに打ち克つ！経済対策予算ワンストップ相談窓
口 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内企業・県内事業者

施策概要
新型コロナウイルス感染症にかかる県内事業者への支援相談窓口を設置。県内企業・県内事
業者を対象に、新型コロナウイルス感染症に関する国・県等の緊急経済支援策等の相談・申請

について対応します。

サポート内容

・県内企業・県内事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症に関する国・県等の
経済対策の補助金等の相談・申請についてサポートします。

・「雇用調整助成金」「一時支援金」の申請相談の他、その他国・県経済対策の申
請サポートについて、専門家（行政書士、社会保険労務士、税理士）による無料個
別相談も実施しています（要予約）。

留意事項

【専門家による無料個別相談対応について】
　・専門家「行政書士」「社会保険労務士」「税理士」との相談・申請サポートを希望
される場合は下記のワンストップセンターにお電話ください。

・無料個別相談のご予約は、ご希望の３営業日前までにお電話での予約をお願い
します。

・個別相談については無料ですが、申請等で必要となる証明書や契約書等の作成
については、別途、申請者にてご対応いただく場合がございますので、ご了承くだ
さい。
東部ワンストップセンター
(鳥取県商工労働部内)

電話番号：０８５７－２６－７５３８

中部ワンストップセンター
(鳥取県中部総合事務所内)

電話番号：０８５８－２３－３９８５窓口

西部ワンストップセンター
(鳥取県西部総合事務所)

電話番号：０８５９－３１－９６３７

問合せ先

コロナに打ち克つ！経済対策予算ワンストップ相談窓口(商工政策課内)
TEL:0857-26-7538
FAX:0857-26-8117

MAIL:shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

関連サイト

新型コロナウイルス感染症特設サイト
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1213293.htm

鳥取県商工労働部ホームページ

https://www.pref.tottori.lg.jp/shoukou/
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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BCPサポートセンター 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内中小企業

施策概要
企業におけるリスク診断の結果や相談案件に応じ、分野別の専門家が相談に応じるなど、県内
企業からの個別相談に対応する相談窓口を開設します。また、必要に応じ企業へ専門家を派遣

し現地でのリスク診断も実施します。

開設場所 県内３カ所［鳥取県庁(商工政策課内)、中・西部総合事務所］

専門分野
１．感染対策　　　２．サイバーセキュリティー
３．オフィス、製造現場リスクマネジメント　　　４．ＢＣＰマネジメント

利用回数
（１）専門家個別相談：１事業者４回まで(１回あたり１時間まで)
（２）専門家派遣：１事業者１回まで(１回あたり４時間まで)

費用 無料

事業内容

新型コロナウイルスの影響による新たなリスクや、自然災害等のリスクなど
企業が抱える様々なリスクについて、専門家に直接個別相談を行うことが
できます。また、必要に応じ専門家を企業へ派遣し、現地でのリスク診断を
行うことができます。
（夏頃にはBCPセルフ診断サイトを開設予定としています。）

（１）専門家個別相談
・企業が抱えるリスクについて、内容に応じ該当する専門家と個別に相談す
ることができます。相談はオンライン会議システムを使ったオンライン相談
や電話による非対面での相談になります。

（２）専門家派遣
・専門家個別相談を実施後、リスクに応じた専門家を派遣し現地でのリスク
診断や助言を実施します。

実施の流れ

①サポートセンターにメールや電話で相談。
②相談内容に応じ、事務局で専門家を選定、個別相談の日時を調整。
③指定された日時にオンライン(電話)で専門家へ相談。
④専門家派遣の必要性に応じ、日時を調整後に専門家を派遣。

期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日

問合せ先
コロナに打ち克つ！経済対策予算ワンストップ相談窓口（商工労働部商工政策課内）

TEL：0857-26-7987　FAX：0857-26-8117　MAIL：shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/shoukouseisaku/
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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 鳥取県震災等対策アドバイザー派遣事業 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内中小企業者等

施策概要
震災等への備えとして、簡易なリスク診断・改善提案等を行う震災等への対策アドバイザーを派

遣します。（事業者負担：無料）

派遣費用 無料

派遣回数 １社につき原則１回限り。１回当たり３時間程度。

事業内容

　震災等への備えとして、専門家の視点による簡易なリスク診断及び具体
的な震災等への対策のアドバイスを求める中小企業者等に対し、診断・助
言を行う震災等対策アドバイザーを派遣します。

※リスク診断の内容
１、被害予防・軽減のための取組み
防災設備、防災グッズの導入、機能維持、初動対応、従業員対応、復旧対
応など
２．訓練・リスク分析等
ハザードマップ等の確認によるリスク分析、訓練・教育、防災体制、安全確
保など
３．事業継続対策
震災等が起こった際の社内体制、在庫、他社との連携など

震災対策アド
バイザー

（県で事前登
録）

１、事業継続主任管理者（BCAO認定）、またはBCMS（事業継続マネジメン
トシステム）の認証を取得している企業において中心となってBCMSの運用
を実践している者。
２、防災対策・リスク診断に関し高い知識を有すると認められ、リスク診断・
評価業務に５年以上従事した経験がある者。

募集期間
令和３年４月１日から令和４年２月２８日まで
※派遣の受付は先着順とし、予算の範囲内で派遣します。

問合せ先
商工政策課　　
TEL：0857-26-7565

FAX：0857-26-8117

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/265633.htm

-32-



名称 とっとり企業支援ネットワーク 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 中小企業・小規模事業者

施策概要

中小・小規模事業者の有する各種経営課題に対し、商工団体、金融機関、信用保証協会及び
産業支援機関など20機関が「とっとり企業支援ネットワーク」を構成し、連携支援する体制を整
備しています。

まずは、最寄りの商工団体又は取引先の金融機関にご相談ください。

１　支援内容
（１）主な経営面の課題と支援の方向

困窮要因及び背景         支援の方向
  売上 ・ 取引 の 減少

景気低迷、海外シフト、公共工事減少、大型店　等
  収益性 の 低下

単価引下げ競争、原材料費高騰、経費削減の限界　等
  過剰債務 ・ 返済困難 ・ 資金繰 り 悪化

過去の設備投資、赤字補填等の借入金の累積、売上や
収益性の低下によるキャッシュフローの低下等

  後継者不在 、 休廃業 の 増加
後継者不在、事業承継に関する準備不足　等

○現状取引先の維持＋販路開拓
○新分野進出支援
○商品開発等の技術支援
○経営の基本事項の改善
   （経営計画、キャッシュフロー、原価管理ほ

か）
○超長期借換え資金の導入による資金繰り緩

和
○事業承継（Ｍ＆Ａ、後継者への円滑な承継）

　　等
（２）連携支援の流れ
　①商工団体、金融機関、県経営サポートセンター等が経営の状況や経営改善の希望等を伺い、支援に参

加する機関を決定します。
　②支援機関が集まって改善策や支援策を協議します。
　③連携支援の実施
　　○経営改善計画の策定や実行（商工団体）
　　○資金供給、資金繰り緩和（金融機関・保証協会）
　　○製品開発・技術改善・販路開拓（産業支援機関）
　　○事業承継に係る相談（事業引継ぎ支援センター）　など
（３）外部専門家の活用
　　専門的な見地から経営改善、財務分析等を行うための専門家を派遣する。
　　○経営診断、経営改善等に係る計画策定支援、資本性劣後ローンの申込みに必要な
　　　事業計画策定支援等

２　参加機関　　
区分 機関名

商工団体（6） 鳥取商工会議所、倉吉商工会議所、米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県商工
会連合会、鳥取県中小企業団体中央会

金融機関（11）
山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、中国銀行、みずほ銀行、鳥取信用金庫、倉吉信
用金庫、米子信用金庫、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、鳥取県信用保証協
会

産業支援機関（2） 鳥取県産業技術センター、鳥取県産業振興機構
鳥取県（1） 商工労働部、中部・西部地域振興局、経営サポートセンター

オブザーバー機関
（15）

 【国等の関係機関（10）】
経済産業省中国経済産業局、財務省鳥取財務事務所、中小企業基盤整備機構中国
本部、地域経済活性化支援機構、鳥取県中小企業再生支援協議会、鳥取県経営改善
支援センター、鳥取県事業引継ぎ支援センター、鳥取県よろず支援拠点、とっとりプロ
フェッショナル人材戦略拠点
 【士業関係団体（5）】 
鳥取県中小企業診断士協会、中国税理士会鳥取県支部連合会、日本公認会計士協
会中国会山陰部会、鳥取県弁護士会、鳥取県行政書士会

問合せ先 企業支援課　TEL：0857-26-7243　FAX：0857-26-8117

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/tcsnw
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