
 

令和３年度版 
（鳥取県、県内市町村施策掲載） 

このガイドブックは、令和３年度に鳥取県、市町村等が実施する主な支援施策を

事業者である皆様へお知らせするため取りまとめたものです。 

支援制度の活用について、ご検討いただければ幸いです。 

鳥取県商工労働部 R３．4 



■鳥取県の支援施策

＜早見表（新型       感染症対応関連施策）＞
　　　主にコロナ対策で活用できます。

１．企業誘致 企業立地 設備新増設支援

補　助         環境整備支援補助金 5

２．企業経営の安定化支援

補　助       対応型事業継続補助金 10

   後 見据  飲食店応援事業費補助金 16

支　援     打 克  経済対策予算      相談窓口 30

とっとりBCPサポートセンター 31

３．新事業・新分野進出支援

補　助 県内企業多角化 新展開応援補助金 40

４．設備投資支援

融　資 新型       感染症対応資金 57

６．海外展開支援

補　助       時代 戦略的海外展開構築支援事業費補助金 60

７．市場獲得 販路開拓支援

補　助    販売 取組 事業者支援事業費補助金 72

１０．雇用・人材確保・人材育成・就職支援

補　助 障  者      導入支援補助金 92

鳥取県     等導入企業支援補助金 96

新型       雇用安定支援金 99

支　援 雇用シェア（在籍型出向）支援 108



※・・・新型コロナウイルス感染症対応関連施策

１．企業誘致 企業立地 設備新増設支援

補　助 産業成⾧事業＜成⾧ 規模拡大    ＞ 1

産業成⾧事業＜一般投資支援＞ 2

次世代      産業等創出支援補助金 3

    先駆型  誘致 育成補助金 4

        環境整備支援補助金※ 5

企業分散立地支援補助金 6

産業成⾧事業環境整備補助金 7

融　資 産業成⾧応援資金（大型投資） 8

２．企業経営の安定化支援

補　助 鳥取県中小企業災害対応力強化支援事業 9

      対応型事業継続補助金※ 10

（地独）鳥取県産業技術    利用料減免補助金 11

事業承継経営強化奨励金 12
鳥取県産業成⾧事業＜生産性向上挑戦    ＞ 認定及 補助金等   支援 13

     登録助成金 14

鳥取県特例子会社設立等助成金 15

   後 見据  飲食店応援事業費補助金※ 16

融　資 災害等緊急対策資金 17

取引安定化対策資金 18

企業自立化支援資金 19

経営安定支援借換資金 20

経営再生円滑化借換特別資金 21

経営体質強化資金 22

再生支援資金 23

事業承継支援資金 24

小規模事業者融資 25

地域経済変動対策資金 26

中小企業小口融資 27

働 方改革応援資金 28

流動資産担保融資 29

支　援     打 克  経済対策予算      相談窓口※ 30

とっとりBCPサポートセンター※ 31

鳥取県震災等対策アドバイザー派遣事業 32

とっとり企業支援ネットワーク 33



３．新事業・新分野進出支援

補　助 外国出願支援事業補助金 34

革新的事業創出支援事業 35

鳥取県先端ICT利活用    等開発実証支援補助金 36

             施設利用料補助金 37

    創薬       支援補助金 38

医療機器開発支援補助金 39

県内企業多角化 新展開応援補助金※ 40

新事業展開資金（経営革新貸付）戦略的推進分野利子補助金 41
鳥取県産業成⾧事業＜小規模事業者挑戦    ＞ 認定及 補助金   支援 42

鳥取県産業成⾧事業＜成⾧ 挑戦    ＞ 認定及 補助金   支援 43

物流現場改善補助金 44

融　資    産業支援資金 45

新規需要開拓設備資金 46

新事業展開資金（経営革新貸付） 47

新事業展開資金（海外展開貸付） 48

支　援 新事業開拓事業者認定制度 49

       型     発注制度 50

制 度 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認手続き 51

４．設備投資支援

補　助     産業支援事業補助金 52

鳥取県食品加工施設整備補助金 53

もうかる６次化・農商工連携支援事業（農商工連携型） 54

鳥取県食 安全 安心HACCP推進事業補助金 55

融　資 災害対応力強化資金 56

新型       感染症対応資金※ 57

５．環境対策支援

補　助 リサイクル製品販売促進事業 58

制 度 鳥取県    商品認定制度 59

６．海外展開支援

補　助       時代 戦略的海外展開構築支援事業費補助金※ 60

海外       動画作成支援補助金 61

海外展開     支援補助金 62



境港発着混載輸送    事業費補助金 63

境港利用促進支援事業 64

鳥取県産業成⾧応援認定事業者貨物誘致支援事業 65

鳥取県食品産業 輸出向 HACCP等対応施設整備緊急対策事業費補助金 66

新  生活様式    輸出促進活動支援事業費補助金 67

食の安全・安心プロジェクト推進事業 68

支 援 県内企業海外展開サポート事業 69

７．市場獲得 販路開拓支援

補　助 星空    支援事業補助金 70

鳥取 吉林ADAS EV      事業補助金 71

   販売 取組 事業者支援事業費補助金※ 72

    鳥取ＰＲ推進事業費補助金 73

「食のみやこ鳥取県」マーク推奨事業 74

とっとりオリジナルメニューづくり支援事業 75

とっとりオリジナル加工品づくり支援事業 76

食    鳥取県   支援交付金 77

支　援 物産展 県   及 見本市  出展支援 78

令和３年度BSS   番組 食    鳥取 探検隊 行   出演者募集要領 79

制 度  食    鳥取県 推進      三 星     制度 80

    県産品 鳥取物    登録制度 81

食のみやこ鳥取県「特産品コンクール」 82

鳥取県    認証食品制度 83

８．農商工連携支援

補　助 地域資源活用・農商工連携促進事業 84

９．起業 創業 開業 独立支援

補　助        応援事業補助金 85

         支援補助金 86

起業創業   補助金 87

事業承継支援補助金 88

融　資 創業支援資金 89

支　援 労働者協同組合の普及啓発・相談対応（多様な雇用機会創出促進事業） 90



１０．雇用・人材確保・人材育成・就職支援

補　助 外国人材から選ばれる鳥取県環境整備事業 91

障  者      導入支援補助金※ 92

中小企業の求人情報発信支援事業 93

鳥取県企業内支援強化補助金 94

鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金 95

鳥取県     等導入企業支援補助金※ 96

鳥取県働    職場   活動支援補助金 97

鳥取県雇用維持教育訓練経費補助金 98

新型       雇用安定支援金※ 99

鳥取県         人材企業見学等交通費助成金 100

副業兼業人材への交通費助成 101

労働移動受入奨励金 102

企業          休暇等取得促進奨励金 103

女性活躍 取 組 企業支援補助金 104

融　資 鳥取県育児 介護休業者生活資金融資制度 105

支　援 とっとりインターンシップ推進事業 106

    企業魅力発信 採用活動支援事業 107

雇用シェア（在籍型出向）支援※ 108

地域活性化雇用創造プロジェクト事業 109

地域活性化雇用創造プロジェクト事業（地域雇用再生コース） 110

鳥取県就職氷河期世代活躍支援事業 111

鳥取県中小企業労働相談所「みなくる」 112

働 方改革支援 係 専門家派遣制度 113

シニア等新規就業促進事業 114

とっとりビジネス人材・求人紹介サイト 115

専門人材の確保支援 116

鳥取県立      117

在職者向け職業訓練 118

職業訓練手当 119

職業訓練生託児支援事業 120

制 度 鳥取県男女共同参画推進企業認定制度 121

鳥取県輝 女性活躍      企業登録制度 122

鳥取県輝 女性活躍       企業登録制度 123

イクボス・ファミボス宣言企業の登録 124



■市町村の支援施策

鳥取市 まちなか振興ビジネス活性化支援事業（鳥取県との連携事業） 125

鳥取市まちなか・コミュニティビジネス支援事業 126

大型空き店舗対策事業 127

鳥取市         支援事業補助金 128

鳥取市企業立地促進補助金 129

鳥取市産学官連携地域経済活性化事業 130

鳥取市情報通信関連企業立地促進補助金 131

鳥取市食品加工産業育成事業 132

              鳥取市     融資        創業型 133

    産業規模拡大等事業費補助金 134

事業承継推進事業 135

小規模事業者経営改善資金利子補助金 136

第三者承継支援補助金 137

中小企業等就業者確保支援事業 138

企業自立    融資（制度融資） 139

米子市 米子市    振興    活性化支援事業補助金（鳥取県  連携事業） 140

       商店街   事業補助金 141

産学官    種（   ）   支援事業補助金 142

米子市企業立地促進補助金 143

 米子市 境港市 海外商談会支援補助金 144

小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 145

企業自立    融資（制度融資） 146

地域総合整備資金（    融資） 147

【米子市・境港市】中海・宍道湖・大山圏域ものづくり.net事業 148

【米子市・境港市】中海圏域就業連携事業 149

米子市企業立地促進課税免除制度 150

倉吉市 倉吉市企業立地促進補助制度 151

倉吉市商品等販路開拓支援事業 152

企業自立    融資（制度融資） 153

倉吉市短期融資 154

チャレンジショップあきない塾 155

境港市 境港市企業立地促進補助金 156

境港市工場立地促進補助金 157

境港市創業支援補助金 158

境港市夕日 丘地区小売業立地促進補助金 159

小規模事業者経営改善資金利子補給補助金（  経資金） 160

※県 市町村 協調  実施  融資制度      詳   P17 28 56 57 90  覧     



生活衛生関係営業経営改善資金利子補給補助金（衛経資金） 161

企業自立    融資 162

地域総合整備資金（    融資） 163

境港市企業立地 促進及 雇用 拡大 関  条例 164

岩美町     商工業者総合支援事業補助金 165

岩美町    就職支援事業補助金 166

岩美町企業立地促進補助金 167

岩美町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 168

岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除 169

岩美町工場等設置奨励条例 170

八頭町  出 杭 伸   事業者応援補助金 171

過疎地域における固定資産税の課税免除 172

八頭町企業立地促進条例 173

若桜町 若桜町企業立地促進補助金 174

若桜町創業支援補助金 175

若桜町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 176

若桜町中小企業小口融資 177

過疎地域における固定資産税の課税免除 178

智頭町 智頭町企業立地促進補助金交付要綱 179

智頭町中小企業信用保証料補助金 180

智頭町中小企業小口融資 181

智頭町過疎地域における固定資産税の課税免除 182

湯梨浜町          支援奨励金 183

企業拡充奨励金 184

企業立地促進奨励金 185

雇用促進奨励金 186

小規模事業者経営改善資金（  経融資）利子補給補助金 187

中小企業小口融資利子補給補助金 小口融資保証料補助金 188

湯梨浜町創業 販路開拓支援補助金 189

中小企業小口融資 中小企業金融対策制度融資 190

未利用 土地 建物情報 191

三朝町 三朝町創業支援補助金 192

三朝町工場設置奨励金 193

三朝町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 194

三朝町店舗改装等支援事業補助金 195

三朝町新事業     応援補助金 196

三朝町中小企業小口融資 197

北栄町 北栄町        受入 企業支援事業補助金 198



北栄町創業支援事業補助金 199

北栄町由良宿     活性化支援事業補助金 200

経営改善資金（  経融資 衛経融資）利子補給補助金 201

北栄町中小企業小口融資 202

店舗誘致促進奨励金 203

北栄町    就職応援事業 204

北栄町企業立地及 雇用促進条例 205

北栄町地域経済牽引事業 促進    固定資産税 課税免除 関  条例 206

琴浦町 琴浦      応援補助金 207

琴浦町小規模事業者経営改善資金利子補給金制度 208

琴浦町中小企業       推進事業補助金 209

琴浦町産業振興に係る固定資産税の減免措置 210

日吉津村 新規創業支援事業 211

日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 212

日吉津村中小企業小口融資 213

大山町 大山町       創業支援補助金 214

大山町中小企業小口融資 215

南部町 起業促進奨励金事業 216

南部町小規模事業者経営改善資金融資利子補給金 217

南部町新分野参入支援事業補助金 218

南部町中小企業小口融資 219

南部町工場設置奨励条例 220

南部町地域経済変動対策資金利子補助金 221

伯耆町 伯耆町企業等立地促進奨励金 222

伯耆町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 223

本気 頑張 産業支援事業（       事業補助金） 224

本気 頑張 産業支援事業（競争力強化支援事業補助金） 225

本気 頑張 産業支援事業（国 県等制度利用支援事業補助金） 226

本気 頑張 産業支援事業（市場開拓支援事業補助金） 227

本気 頑張 産業支援事業（人材育成支援事業補助金） 228

本気 頑張 産業支援事業（特産品等開発支援事業補助金） 229

伯耆町中小企業小口融資 230

日南町 日南町     企業支援事業（異業種参入支援） 231

日南町チャレンジ企業支援事業（起業・事業承継支援支援） 232

日南町チャレンジ企業支援事業（経営改善支援） 233

日南町チャレンジ企業支援事業（事業承継経営強化支援） 234

日南町チャレンジ企業支援事業（新型コロナ感染症対策支援） 235

日南町チャレンジ企業支援事業（新製品開発支援） 236

日南町チャレンジ企業支援事業（法改正支援） 237



日南町外国人技能実習生受入支援事業補助金 238

日南町社員住宅改修費補助金 239

日南町小規模事業者経営改善資金利子補給金 240

日南町中小企業小口融資 241

日南町企業立地奨励条例 242

日野町 日野町商品力魅力   支援事業 243

日野町小規模事業者経営改善資金利子補給金 244

日野町創業等支援事業補助金 （起業支援 異業種参入） 245

工場等の新増設を奨励 246

江府町 江府町     支援事業補助金 247

小規模事業者経営改善資金融資利子補給 248

江府町中小企業小口融資 249

江府町工場設置奨励条例 250

■各種支援機関紹介
鳥取商工会議所 251

米子商工会議所 253

倉吉商工会議所 254

境港商工会議所 255

鳥取県商工会連合会 257

鳥取県中小企業団体中央会 259

鳥取県信用保証協会 260

鳥取県産業技術センター 262

鳥取県産業振興機構 263

鳥取大学 265

■問合せ先・相談窓口
問合せ先・相談窓口一覧 267


