
※ 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、組合 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、組合 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、組合

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 鳥取県食品加工施設整備補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内に事業所を有する食品産業事業者又は誘致企業

施策概要
農産物加工施設を新・増設する企業に対して、必要な施設・機械整備に係る経費の一部を支援

する。

事業名 鳥取県食品加工施設整備事業

補助対象者 県内に事業所を有する食品産業事業者又は誘致企業

補助対象経費

食品加工に係る施設・機械整備費（ただし、工事請負費及び委託費については、県内事
業者が施行を行ったものに限るが、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と
事前に県が認めた場合については、この限りでない。）等
※1　水産加工、畜産加工に係るものは除く
※2　事務用品は除く
※3　リース料も対象とする。

補助率 ハード　1/3以内

補助上限額 35,000千円

補助期間 ３６月以内

補助要件

(１)鳥取県内に事業所を有する食品産業事業者又は誘致企業であること
(２)新・増設する加工施設・機械設備は鳥取県内に整備すること
(３)新・増設する加工施設・機械設備について次のいずれかを事業計画終了時において

達成していること
　　①加工原料である農産物について仕入れ金額の30％以上を県内産とすること
　　②県内に事業所を有する事業者からの受託生産額割合を30％以上とすること
(４)事業計画期間中に新・増設に係る加工施設について30,000千円以上の補助事業に

関する投資をすること
※ただし、リースについては物件価格とする

(５)事業計画終了時において補助事業に係る従業員を１人以上新規雇用すること
(６)県内に不足している以下の加工形態を行う施設であること

①洗浄、皮むき、カット型
②冷凍、そうざい型
③粉末、乾燥型
④搾汁、糖加型
⑤飲料型　※ただし、清酒生産は除くものとする
⑥酢醸造型
⑦エキス抽出型
⑧包装、パック、ボトリング型

問合せ先
市場開拓局食のみやこ推進課
TEL：0857-26-7807

FAX：0857-21-0609

関連サイト 　

-53-



※ 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り組み

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。

問合せ先

【農産・林産・畜産関係】
市場開拓局食のみやこ推進課　                          TEL：0857-26-7807　
                                                                       FAX：0857-21-0609
東部地域振興事務所　　　　　　　　　　　　　　　　  　  TEL：0857-20-3664
中部総合事務所県民福祉局農商工連携チーム     TEL：0858-23-3985
西部総合事務所県民福祉局農商工連携チーム     TEL：0859-31-9768

【水産関係】

水産振興局水産課　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 TEL:0857-26-7316

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/245964.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 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
衛生管理を導入するために必要となる施設改修、検査機器等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４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３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 災害対応力強化資金 

施策対象 中小事業者等

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年徴　　 年1.60％（変動金利）

信用保証 保証協会の保証が必要

保証料率
年0.23％～0.68％（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 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：0857-26-7453

　FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/280676.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 新型コロナウイルス感染症対応資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

（１）セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証のいずれかを利用された者
（２）以下のいずれかに該当する者
　　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。）が前年同期の売上高等に比べ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の売上高等に比べ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に比べ５％以上減少の見込まれる者
　　ウ　最近１か月間に決済した輸出入取引において、売買契約締結当時の為替相場に基づ
　　　く円建売上及び仕入額見込みと円建売上及び仕入決済額を比べ５％以上の損失を受けて
　　　いる者
　　エ　最近３か月間の輸出入関連企業からの受注数量又は受注金額（以下「受注数量等」と
　　　いう。）が、前年同期に比べ５％以上減少している者
　　オ　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５％以上減少
　　　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５％以上の減
　　　少が見込まれる者
　　カ　為替の急激な変動、需要減少等の世界経済減速による影響に対応するための新規需
　　　要獲得や生産投資等、事業再構築を実施する者
　　キ　最近１か月間の売上総利益率（売上総利益（損失）÷売上高）又は営業利益率（営業
　　　利益（損失）÷売上高）が前年同月と比べ減少している者
　　ク　最近１か月間の売上高等が、最近１か月間を含む最近３か月間の平均売上高等に比
　　　べ５％以上減少している者（創業後１年を未経過の者、一部の事業のみ売上減少している

　　　者を含む。）

施策概要
新型コロナウイルスによる影響を受けて、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、借換資金

融資限度額 ３億円

融資期間 10年以内（据置５年以内を含む）。

融資利率
当初5年0％・0.7％（固定金利）、6年目以降年1.43％（変動金利）
　※売上高等が５％以上減少している個人事業主又は１５％以上　
　 減少している中小事業者については、借入後５年間０％

保証料率 借入後１０年間無料 

担　　　保 原則無担保

保　証　人 保証協会の定めるところによります。

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/291563.htm
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