
県内の支援機関が連携して、中小事業者の皆さまの経営支援と金融支援に取り組みます。
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経営サポートセンター（ネットワーク支援事務局）や関係する
機関が、経営の状況、課題、支援要望等を経営者の方から伺い、
連携支援チームを編成し、支援方針を決定します。

⒉ 経営状況やご要望をお伺いします。

連携支援チームの構成機関が集まり、具体的な支援策の協議や
スケジュール等の決定を行います。会議には、経営者の方にも同
席をお願いすることがあります。

なお、必要に応じて、中小企業診断士等の専門機関による経営
診断等を行います。

⒊ 経営課題に応じて具体的な支援策を
検討・開始します。

連携支援チームが決定した経営支援や金融支援を実行します（経営改善計画の策定、条件変更の打診等）。
案件によっては、ネットワークのオブザーバー機関や他の専門機関と連携して支援します。

⒋ 各支援機関及び外部専門機関が連携して支援を行います。

とっとり企業支援ネットワークについて

ネットワーク支援の流れ

鳥取県では、中小事業者の皆さまの様々な経営課題に対し、県内 20 機関（商工団体（商工会議所・商工会）、
金融機関、信用保証協会及び産業支援機関）が連携協力して総合的かつ集中的な支援を実施するため、「とっとり企
業支援ネットワーク」を構成しています。
“実効性のある経営計画を立て経営力を強化したい”
“新分野への進出や販路開拓で経営基盤を強化したい”
“既往借入金の返済負担を軽減し資金繰りを改善したい”
などのあらゆる経営課題（経営改善、新事業展開、事業承継等）に対して、オブザーバー機関や他の専門機関の協

力も得ながら、具体的な改善策を提案し、実行します。
経営の改善・再生、新事業展開による企業体質の強化など、自社の経営課題に前向きに取り組む意欲をお持ちの中

小事業者の皆さまのご利用をお待ちしています。

◦経営支援の進ちょく管理、経営計画の策定や実行支援〔商工団体〕
◦商品開発等の技術的支援、販路開拓や新分野進出等の経営面の強化〔産業支援機関〕
◦ニューマネー資金、借換資金、条件変更等の金融支援〔金融機関・信用保証協会〕
◦経営分析、コンサルティング、財務会計、法律などの専門的支援〔外部専門機関〕

とっとり企業支援ネットワークによる支援を希望される方は、
最寄りの商工団体（商工会議所・商工会）、金融機関、信用保証協会、
産業支援機関へご相談・お申し込みください。

⒈ お気軽にご相談ください。

連携支援チーム内で合意が得られれば、支援を完了します。完了後も一定期間はモニタリングを行い、
連携支援の成果や追加支援の必要性などの確認や状況に応じたフォローアップを行います。

⒌ 支援完了後も日常的なモニタリングを行います。



ネットワーク支援を利用された経営者の皆さんの声

ネットワーク支援の利用メリット
経営課題について関係する支援
機関の理解が得られ、資金調達な
ど具体的な支援を受けるための
環境を整えることができます。

経営支援や金融支援が実行され
るなかで、自社の経営のあり方な
ど新たな気づきにつながる知識
や情報を得ることができます。

企業経営にとって重要なサポート
機関である商工団体や金融機関
との関係を強化することができ
ます。

製造業

宿泊業

運送業

製造業

各支援機関の連携した取組みで、
財務から販路開拓まで幅広い支援を
頂き大変感謝しています。今後も計
画達成に向けてまい進したい。

顧客ニーズの変化、老朽化など
で売上低迷、資金繰りが悪化。経
営改善計画を策定する中で、経営上
の問題点や将来的な展望も明確とな
り、具体的な改善策が立ったことが
非常に有難かった。

自社では改善できなかった資金
繰りの悪化を相談し、良い知恵をい
ただき、親身に支援してもらい改善
の目途を立てることができた。

知的財産・商標登録に関するア
ドバイスもたくさん頂戴することが
できました。新しいブランドの商品
が誕生します。

◦販路開拓及び技術指導
◦�超長期借換資金とニュー
マネーの提供による資金
繰り緩和と設備投資の実
現など

◦�連携支援機関と外部専門家による
「収益」「営業」「CS」「人材育成」
など総合的な経営改善計画の策定
◦�改善計画に基づくリニューアル資金
や借換資金等の金融支援の実行

◦�外部専門家による運行見直し提案
による実車率や空車回送の改善
◦�超長期借換資金や返済期間の延長
等による年間返済額の軽減、資金
繰りの緩和

◦�連携支援機関、事業引継ぎ支援セ
ンター、外部専門家が一体となっ
て事業譲渡を支援
◦�高付加価値の商品、ブランド、優
良な取引先の譲受による、事業拡
大・シナジー効果による本業強化

【支援のポイント】

【支援のポイント】

【支援のポイント】

【支援のポイント】

外部専門機関のノウハウを活用した経営コンサルティング支援
とっとり企業支援ネットワークでは、連携支援に参加する機関の判断や事業者のご要望に応じて、経営コ

ンサルタント、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、行政書士及びデザイナーなど、専門家に参
加を要請して経営支援を行います。
この場合、費用の一部について事業者負担が生じることがありますが、国や県の支援制度の利用により、

事業者負担を軽減することが可能です。

外部専門機関の活用に要する経費
経営改善計画策定支援事業〔国制度〕
限度額200万円〔補助率３分の２〕〈各都道府県に設置された経営改善支援センターの窓口にて取扱い〉

とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業〔県制度〕
限度額 10万円〔特認 30万円〕〈県経営サポートセンターにて取扱い〉

＊外部専門機関の活用については、商工団体又は県経営サポートセンターがご案内します。

外部専門機関の活用経費が 60 万円で、
国制度と県制度のいずれも活用できる場合

例 国制度（３分の２)
40万円

県制度
10万円

事業者負担
10万円+ +

公
的
助
成
制
度

事
業
者
負
担



企業支援機関
■ 商工団体

機　　　　　関　　　　　名 住　　　　　　　　所 電　　　話
鳥取商工会議所 鳥取市本町 3 丁目 201 0857-32-8005
倉吉商工会議所 倉吉市明治町 1037-11 0858-22-2191
米子商工会議所 米子市加茂町 2 丁目 204 0859-22-5131
境港商工会議所 境港市上道町 3002 0859-44-1111
鳥取県商工会連合会 烏取市湖山町東 4 丁目 100 0857-31-5556

東部商工会産業支援センター
( 鳥取市東・岩美・鳥取市西・八頭・若桜・鳥取市南・智頭 )

烏取市湖山町東 4 丁目 100　
烏取県商工会連合会館 2 階 0857-30-3009

中部商工会産業支援センター ( 湯梨浜・三朝・北栄・琴浦） 東伯郡北栄町田井 38-8　 0858-36-2868
西部商工会産業支援センター
( 米子日吉津・大山・南部・伯耆・日南・日野・江府）

西伯郡日吉津村日吉津 885-9　
米子日吉津商工会日吉津支所館内 0859-37-0085

鳥取県中小企業団体中央会 鳥取市富安 1 丁目 96 0857-26-6671
米子支所 米子市加茂町 2 丁目 204　米子商工会議所会館内 0859-34-2105
倉吉出張所（※毎週火曜日開所） 倉吉市明治町 1037-11　倉吉商工会議所会館内 0858-22-1706

■ 金融機関及び信用保証協会（お取引先の支店でもご相談を承ります。）
機　　　　　関　　　　　名 住　　　　　　　　所 電　　　話

山陰合同銀行審査部 島根県松江市魚町 10 0852-55-1657
鳥取銀行審査部 鳥取市永楽温泉町 171 0857-37-0240
島根銀行審査管理グループ 島根県松江市東本町 2 丁目 35 0852-24-1236
中国銀行米子支店 米子市東福原 1 丁目 1-1 0859-35-9511
みずほ銀行鳥取支店 鳥取市末広温泉町 715 0857-22-4181
鳥取信用金庫審査部 鳥取市栄町 645 0857-27-2603
倉吉信用金庫審査部 倉吉市昭和町 1 丁目 60 0858-22-1111
米子信用金庫審査管理部 米子市東福原 2 丁目 5-1 0859-33-1220
日本政策金融公庫鳥取支店 鳥取市末広温泉町 723　鳥取県ＪＡ会館ビル 6 階 0857-23-1641

米子支店 米子市加茂町 2 丁目 106 0859-34-5821
商工組合中央金庫鳥取支店 鳥取市片原 2 丁目 218 0857-23-2121

米子支店 米子市東町 168 0859-34-2711
鳥取県信用保証協会 鳥取市本町 3 丁目 201　鳥取産業会館 3 階 0857-26-6631

倉吉支所 倉吉市明治町 1037-11　倉吉商工会議所会館 1 階 0858-22-6103
米子支所 米子市加茂町 2 丁目 204　米子商工会議所会館 4 階 0859-34-3535

■ 産業支援機関
機　　　　　関　　　　　名 住　　　　　　　　所 電　　　話

（地独）鳥取県産業技術センター 鳥取市若葉台南 7 丁目 1-1 0857-38-6200
電子・有機素材研究所 鳥取市若葉台南 7 丁目 1-1 0857-38-6200
機械素材研究所 米子市日下 1247 0859-37-1811
食品開発研究所 境港市中野町 2032-3 0859-44-6121

（公財）鳥取県産業振興機構 鳥取市若葉台南 7 丁目 5-1 0857-52-6703
 西部支部 米子市日下 1247（鳥取県産業技術センター機械素材研究所内） 0859-27-1942

■ 鳥取県
機　　　　　関　　　　　名 住　　　　　　　　所 電　　　話

鳥取県経営サポートセンター
（鳥取県商工労働部サテライトオフィス）

鳥取市本町 2 丁目 123　
三井生命鳥取ビル 4 階（ビジネスサポートオフィスとっとり内） 0857-20-0071

商工労働部企業支援課 鳥取市東町 1 丁目 220 0857-26-7243
中部総合事務所地域振興局中部振興課 倉吉市東巌城町 2 0858-23-3985
西部総合事務所地域振興局商工労働課 米子市糀町 1 丁目 160 0859-31-9635

オブザーバー機関
■ 国等の関係機関

機　　　　　関　　　　　名 住　　　　　　　　所 電　　　話
経済産業省中国経済産業局 広島市中区上八丁堀 6-30 082-224-5661
財務省中国財務局鳥取財務事務所 鳥取市富安 2 丁目 89-4　鳥取第一地方合同庁舎 3 階 0857-26-2295

（独）中小企業基盤整備機構中国本部 広島市中区八丁堀 5-7　広島 KS ビル 3 階 082-502-6555
（独）日本貿易振興機構鳥取貿易情報センター（ジェトロ鳥取） 鳥取市若葉台南 7 丁目 5-1（鳥取県産業振興機構内） 0857-52-4335
（株）地域経済活性化支援機構 東京都千代田区大手町 1 丁目 6-1　大手町ビル 9 階 03-6266-0380
鳥取県中小企業再生支援協議会 鳥取市本町 2 丁目 123

三井生命鳥取ビル4階（ビジネスサポートオフィスとっとり内）
0857-30-6761

 鳥取県経営改善支援センター 0857-36-8877
鳥取県事業引継ぎ支援センター 0857-20-0072
鳥取県よろず支援拠点 烏取市湖山町東 4 丁目 100（鳥取県商工会連合会内） 0857-31-5556
とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点 鳥取市本町 2 丁目 123　

三井生命鳥取ビル 4 階（ビジネスサポートオフィスとっとり隣） 0857-30-6720

■ 士業関係団体
機　　　　　関　　　　　名 住　　　　　　　　所 電　　　話

（一社）鳥取県中小企業診断士協会 米子市道笑町 2-242 0859-32-5060
中国税理士会鳥取県支部連合会 鳥取市扇町 54（葉狩弘一税理士事務所内） 0857-22-0525
日本公認会計士協会中国会山陰部会 倉吉市駄経寺町 2 丁目 15-1（廣田会計事務所内） 0858-22-6134
鳥取県弁護士会 鳥取市東町 2 丁目 221 0857-22-3912
鳥取県行政書士会 鳥取市富安 2 丁目 159　久本ビル 5 階 0857-24-2744

◦鳥取県商工労働部　企業支援課	 	 	
　　　　電話　0857-26-7243	／	ファクシミリ　0857-26-8117
◦鳥取県経営サポートセンター（鳥取県商工労働部サテライトオフィス）	 	
　　　　電話　0857-20-0071	／	ファクシミリ　0857-20-0241

お問い
合わせ

とっとり企業支援ネットワーク事務局

とっとり企業支援

平成28年7月

Tottori Company Support Network


