
一時的な生活資金の貸付 を利用できます

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減でお困りの方へ

社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して生活費等の必要な資金の貸付や生活相談

を行う「生活福祉資金貸付制度」を実施しています。

このたび、この制度の対象を新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯にも

拡大し、休業や失業等により生活資金でお困りの方を対象に特例貸付を実施します。

ご相談は、お住まいの市町村社会福祉協議会へお問合せください（裏面）。

休業等された方の世帯向け（緊急小口資金）

新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、休業等により収入の減少(※１)が

あり、緊急かつ一時的な生計維持の

ための貸付を必要とする世帯

対象者 貸付額

１０万円以内
（一定の場合は２０万円以内となります）

据置期間 １年以内

償還期限 ２年以内

利子・保証人 無利子・保証人不要

※１ 減収が起きていることを確認できることが必要となります（給与明細等）

失業等された方の世帯向け（総合支援資金）

新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、収入の減少や失業等により生

活に困窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯

対象者 貸付額

２人以上世帯……月額２０万円以内
単身世帯 ……月額１５万円以内
貸付期間 ……原則３カ月以内

据置期間 １年以内

償還期限 １０年以内

利子・保証人 無利子・保証人不要

生活福祉資金制度 特例貸付実施のご案内

貸付額が20万円以内となる方
（下記のいずれかに該当）

ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の

罹患者等がいる

イ 世帯員に要介護者がいる

ウ 世帯員が４人以上いる

エ 世帯員に子の世話を行うことが必要となった

労働者がいる（休校･風邪症状で休む等）

オ 世帯員の中に個人事業主がいる

など

【裏面もご覧ください】

償還時になお所得の減少が続いている住民税非課税の世帯は、償還を免除できる

こととなっています。償還開始時に、相談された窓口等でお問合せください。
償還免除を

受けられる場合があります



相談窓口（市町村社会福祉協議会）

発行
社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会
鳥取市伏野１７２９－５ （電話）０８５７－５９－６３３３

市町村 住所 電話番号

鳥取市社会福祉協議会 鳥取市富安2丁目104-2 さざんか会館内 0857-２４-３１８０

米子市社会福祉協議会 米子市錦町1丁目139-3 福祉保健総合センター内 0859-35-3570

倉吉市社会福祉協議会 倉吉市福吉町1400 倉吉福祉センター内 0858-24-6265

境港市社会福祉協議会 境港市竹内町40 0859-45-6116

岩美町社会福祉協議会 岩美郡岩美町浦富645 0857-72-2500

若桜町社会福祉協議会 八頭郡若桜町若桜1247-1 地域福祉センター内 0858-82-0254

智頭町社会福祉協議会 八頭郡智頭町智頭1875 0858-75-2326

八頭町社会福祉協議会 八頭郡八頭町宮谷254-1 八頭町福祉相談支援センターほっと 0858-７１-０１００

湯梨浜町社会福祉協議会 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 0858-35-2351

三朝町社会福祉協議会 東伯郡三朝町横手50-4 三朝町立福祉センター内 0858-43-3388

琴浦町社会福祉協議会 東伯郡琴浦町浦安123-1 社会福祉センター内 0858-52-3600

北栄町社会福祉協議会 東伯郡北栄町瀬戸36-2 社会福祉センター内 0858-37-4522

日吉津村社会福祉協議会 西伯郡日吉津村日吉津973-9 社会福祉センター内 0859-27-5351

大山町社会福祉協議会 西伯郡大山町御来屋467 0859-54-2200

南部町社会福祉協議会 西伯郡南部町法勝寺331-1 総合福祉センター内 0859-66-2900

伯耆町社会福祉協議会 西伯郡伯耆町大殿1010 保健福祉センター内 0859-68-4635

日南町社会福祉協議会 日野郡日南町生山397-1 子育て支援センター内 0859-82-6038

日野町社会福祉協議会 日野郡日野町黒坂1247-1 老人福祉センター内 0859-74-0338

江府町社会福祉協議会 日野郡江府町江尾2069 江府町地域支え愛センター内 0859-75-2942

○減収や離職を確認することができる書類（減収する前後の給与明細、離職票など）が必要です。

そのほか、貸付申請にあたっては住民票、身分証明書の写し、印鑑証明書など、ご用意いただく書類が

ございます。また、相談者様の状況に応じて書類等のご提出をお願いすることがあります。

○即日貸付ではありませんので、お早目にご相談ください（送金までには1週間前後かかります）。

○償還期間内に償還されなかった場合には、所定の延滞利子がかかります。

○その他詳細な条件等は、相談時において窓口にてお尋ねください。

注意事項



新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた
県内中小企業の を応援します︕︕

補助対象者 県内中小企業者等
※新型コロナウイルス感染拡大により売上高が減少している事業者が対象です。

補助対象 ①新商品の開発 ③新分野への進出
②新サービスの提供

補助率 ３／４
補助上限額 １社につき、５０万円

※本補助⾦は、『頑張ろう「⾷のみやこ⿃取県」緊急⽀援事業費補助⾦』との併給が
可能です。
なお併給の場合は、本補助⾦と『頑張ろう「⾷のみやこ⿃取県」緊急⽀援事業費
補助⾦』の合計額は５０万円までとなります。

※概算払を希望される場合は、補助額の１／２まで請求できますので、御相談ください。

補助対象経費 FS調査費、新商品（役務）開発費、⼈材育成費、販路開拓費、設備導⼊費
固定費（賃料、光熱費、通信費） など
※固定費については、補助対象経費の1/2が上限額となります。

補助対象期間 令和２年４⽉２４⽇（⾦）〜令和３年３⽉３１⽇（⽔）

申請締切 令和３年１⽉２９⽇（⾦）

★詳細については、お問い合わせください

【問合せ】頑張ろう鳥取県緊急支援センター
TEL︓0857-26-7988 （鳥取県商工労働部 企業支援課内）

■『緊急応援補助⾦（経営危機克服型）』を新設

〜こんな事業が対象です〜
■居酒屋が夜だけでなくランチタイムも営業するため、ランチメニューを開発
し、新たなメニューやＰＲ用のちらしの作成。
■宿泊業が宴会新メニューの造成のために、新メニューのちらし、リーフレッ
トの作成。
■製造業が取引先を拡大するための新技術・新商品開発の着手。



■申請手続について

※中部総合事務所・⻄部総合事務所・⽇野振興センター
へ申請書類を持参いただくこともできます

★申請様式については、鳥取県HPからダウンロードできます。
ＨＰ: https://www.pref.tottori.lg.jp/291415.htm

申請者

鳥取県 企業支援課

提出書類 ①申請書

②補助事業実施計画書（様式第１号）

③収支予算書（様式第２号）

④定款
※個人事業主は除きます

⑤決算書（直近のもの）
※個人事業主は確定申告書の控えを提出

★県内中小企業者等とは
⇒鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号、以下「強化
法」という。）第２条第１項に規定する中小企業者等を指します。
※個人事業主、組合、任意グループ等を含みます。

★売上減とは
①直近３か月間の売上高が前年同期の売上高に⽐べ減少していること
②創業後１年を経過していない者に限り、直近1か月を含むその後の3か月間の平均売上⾒込が直近

1か月の売上状況と⽐較して減少していること

※上記確定申告書については、白色申告書については
事業収入が申告されている方のみが対象となります
のでご注意ください。

※郵送のほか、FAX、メールでの申請も受付けています

郵便︓〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２０ 鳥取県商工労働部 企業支援課
FAX︓０８５７－２６－８０７８
MAIL︓kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp



■緊急対応型

★詳細については、お問い合わせください
【問合せ】頑張ろう鳥取県緊急支援センター
TEL︓0857-26-7987 （鳥取県商工労働部 商工政策課内）

~企業内感染症防⽌対策補助⾦~

R2.5.8発⾏

補助対象 ①事前感染予防事業
オフィス内等での感染予防を目的とした事業

②発生時拡大防⽌事業
オフィス内等で感染者発⽣時の対応を⾏うための事業

補助対象経費
※裏⾯を参照

○オフィス内等の簡易的・緊急的な感染予
防ための物品・衛⽣用品等にかかる
経費(衛⽣用品※は補助対象経費の１/2以内)

○オフィス内等の消毒に必要となる経費

補助対象者 県内中小企業者等
補助上限額 １社につき、２０万円
補助率 ３／４

■体制整備型
補助対象 ○感染防止に向けた遠隔システム導入にかかる経費（TV会議ｼｽﾃﾑやeラーニング等）

○感染症対策として⾏う売り⽅転換に必要となるハード及びソフト整備等にかかる経費
（ネット通販、無人システム、商品梱包装置等）

補助対象経費
※裏⾯を参照

○補助対象事業に係るシステムや機器導入に係る初期費用、設備購入費、改修費等
※維持管理費や消耗品費(マスク・消毒液等)、パソコン等の汎用品の購入費は除く

補助対象者 県内中小企業者等
補助上限額 １社につき、２００万円
補助率 ３／４

〜こんな事業が対象です〜
①事前感染予防事業 ︓仕切り用アクリル板の購入や設置、マスク等の衛⽣用品の購入

※衛⽣用品とは、主にﾏｽｸ、消毒液、ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ、除菌ｽﾌﾟﾚｰ、ｺﾞﾑ手袋等です。
②発⽣時拡大防止事業︓消毒委託、事業者⾃⾝が消毒を⾏う場合の消毒液、手袋、防護服等の経費

新型コロナウイルス感染症の拡大を抑制に向け
企業内の感染防⽌対策を応援します

〜こんな事業が対象です〜
ネット通販等 ・・・対⾯販売していた店舗が、インターネット販売や券売機等の無人システム等でお客様と

対⾯しないサービス提供や販売⽅法に転換するための事業
商品梱包装置・・・お客様が備え付けのトング等にて商品（パン・惣菜等）を取り分けて購入していたもの

を、商品を個包装化するための事業
その他、濃厚接触を防ぐためのカウンターへの間仕切り設置や、席の間隔を広げるなどの改修する事業等

【ご活用に当たっての留意点】
・ 事業費13.4万円(税抜)以上の事業が対象と

なります。
※衛⽣用品は補助対象経費総額の1/2以内

とし、衛⽣用品単独での申請はできません。
・ 概算払は補助額の1/2まで請求できます。

なお、概算払を希望される場合は、専用口座
が必要となります。

・・・継続的な感染予防に必要な執務環境整備やサービス改善等の取組を支援します

飲食店様も
ご利⽤

いただけます

【ご申請に当たっての留意点】
・事業費66.7万円(税抜)以上の事業が対象となります。
・申請書に、具体的な事業計画書及びお⾒積書の添付を
お願いすることがあります。

・概算払は補助額の1/2まで請求できます。概算払を希望
される場合は、専用口座が必要となります。



■申請手続について

★申請様式については、鳥取県HPからダウンロードできます。

(HP) https://www.pref.tottori.lg.jp/291433.htm

提出書類 ①申請書（規則様式第１号）

②補助事業実施計画書（様式第１号）

③収支予算書（様式第２号）

④定款※会社パンフレット等事業が分かる資料でも可

⑤決算書（直近のもの）

★県内中小企業者等とは
鳥取県内に主たる事業所を有する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等を指し
ます。※個人事業主、組合、任意グループ等を含みます。

※個人事業主は確定申告書の控え。白色申
告書の場合は、事業収入が申告されている⽅
のみが対象となりますのでご注意ください。

※郵送のほか、ＦＡＸ、メール等での申請も受け付けています。
郵便 ︓〒680-8570鳥取市東町一丁目220 鳥取県商工労働部 商工政策課
ＦＡＸ︓0857-26-8078
メール︓shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

※中部総合事務所・⻄部総合事務所・⽇野振興センター
へ申請書類を持参いただくこともできます

補助事業 区分 内容

緊急対応型
①事前感染

予防事業

物品購入費 仕切用のアクリル板、シート、フィルム、その他衛⽣用品以外の物品
衛⽣用品
購入費

マスク、消毒液、ウェットティッシュ、除菌スプレー、ガーゼ、手洗用洗剤、ゴム手袋等
※ただし、事前感染予防事業の補助対象経費の１／２以内とする

設置費 仕切板等を設置するために必要な経費
緊急対応型
②発⽣時拡大

防止事業

委託費 事業所内等の消毒作業を外部業者に依頼して⾏うための経費
消耗品費 ⾃らが消毒作業を⾏う場合に必要な消耗品を購入する経費

（消毒液、防護服、手袋等）

体制整備型

ｼｽﾃﾑ導入費 テレビ会議システム、eラーニングシステム、ネット通販システム等の導入（購入、設営、
設定等の名称にかかわらずシステムの利用開始当初に必要な事項）に要する経費

機器導入費 機械器具の導入（購入、設営、改修等）にかかる経費

改修費 事業所内等の改修に必要な経費

■対象経費の詳細について

申請者
（県内中小企業者等）



 

【頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業】 

 

食のみやこ鳥取県では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも頑張る県

内の飲食、宿泊、観光事業者等のみなさまを応援します。 
 

１ 支援対象者 
   県内の飲食、宿泊、観光事業者等、及びこれらに関わる事業者 

※県内に本社を置く事業者（個人事業者含む）等に限る。 
 

２ 支援内容 

内容 対象経費 

〇新型コロナウイルス感染症対策として、事業や雇用を継

続する取組や県産農林水産物を活用した取組等を支援し

ます。 
 
【例えば】 

・テイクアウト、デリバリー、移動販売、配達請負いなど

の業態導入 

・商品やメニュー、サービス等のＰＲ 

・経済回復後に向けたメニューやサービスの開発や研究 

・従業員研修実施（おもてなし、外国語研修等）  

・感染対策のための店舗洗浄・改装 

・食のみやこ鳥取県推進サポーターとの連携など 

パッケージ作成費、 

ＰＲ資材作成費、 

広告費、移動販売に要する経費、 

商品開発経費、 

従業員研修経費 等 

 

左記の取組に要する経費 

 
（注）①交付は１事業者１回とし、複数店舗ある場合は、運営する事業者への交付とします。 

   ②本支援事業と緊急応援補助金（経営危機克服型）を併用する場合は、両支援事業による支援額は上限 

    ５０万円となります。 

   ③対象は、令和２年４月１日以降に支払った経費とし、すでに行われた取組にもご利用いただけます。 
 

３ 補助率及び補助金額 

   補  助  率：対象経費の１０／１０ 

   補助上限額：１００千円／１事業者 
  （ただし、県内に複数店舗を経営する事業者については、店舗数に関わらず２００千円を上限とする） 

   ※概算払いでお支払いします。 
 
４ 申請方法 

申請は、とっとり電子申請サービス、ファクシミリ、郵送で受け付けます。 

◇申請書類 ①交付申請書 ②飲食営業等許可証の写し ③口座振込依頼書 

 ファクシミリで申請される場合は、後日、上記書類の原本を以下の住所にご郵送ください。 
 
■とっとり電子サービス・申請書類のダウンロード先URL 
   https://www.pref.tottori.lg.jp/291280.htm 

※パソコン、スマートフォンご利用の方は 

「食のみやこ鳥取県」で検索してください。 

   ■ファクシミリ：０８５７－２６－８０７７ 

   ■郵送先：〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地  

         鳥取県食のみやこ推進課内 頑張ろう鳥取県緊急支援センター 
 
   なお、ご相談や申請書の提出は、最寄りの総合事務所でも受け付けております。 
 

 【問合せ先】  

 頑張ろう鳥取県緊急支援センター（鳥取県食のみやこ推進課） 

  電話 ０８５７－２６－７９８５、０８５７－２６－７９８６  

ファクシミリ ０８５７－２６－８０７７ 

 メールアドレス syoku-support@pref.tottori.lg.jp 
 

 又は、鳥取県中部総合事務所（地域振興局内） 電話 ０８５８－２３－３９８５ 

鳥取県西部総合事務所（地域振興局内） 電話 ０８５９－３１－９６３７ 

日野振興センター           電話 ０８５９－７２－２０８５ 



新型コロナウイルス感染拡大を受けて影響を受けている、休業中の従業
員等に対して、農林水産分野で雇用の受け皿づくりを行い、働く場の環境
整備を行います。

◆農林水産業者、農協、森林組合、漁協等

（事業内容）
新型コロナウイルス感染拡大により休業などの影響を受けた従
業員等を、農林水産業分野で臨時的に雇用する場合の経費を補助
（雇用する方の条件）
県、ハローワーク、農協が設置している無料職業紹介所に求人票を
提出していること
（対象経費）
臨時的に雇用した方の ①人件費 ②交通費

（補助率）
補助率１／２（補助金の上限あり）

（対象者数及び雇用期間）
１００名程度、１人あたり最大１ヶ月まで

県庁とっとり農業戦略課

電話：０８５７－２６－７２５６ ＦＡＸ：０８５７－２６－８４９７
電子メール： nougyousenryaku@pref.tottori.lg.jp 

緊急雇用対策農林水産ささえあい事業

（うち緊急農林水産業雇用事業（雇用型））

申請者

事業の目的

支援の内容

問い合わせ先・申請先

令和２年４月２４日～令和２年８月末
（ただし、申込みが多数の場合は、期間の途中でも募集を停止する場合があります）

募集期間



お問い合わせ先
（応募先）

鳥取県地域づくり推進部 県民参画協働課 (ボランティア・協働担当)
住所:〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 (鳥取県庁本庁舎1階)
電話:0857-26-7071   FAX:0857-26-8112
電子メール：kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp

新型コロナウイルス感染防止対策による外出自粛や休校などにより生活に困りご
とが生じている方々を支援するために、個人、団体又は企業がボランティア活動
を行う場合に助成します！(予算額に達したら終了します。)

なお、助成対象となるボランティア活動は、三密(密閉空間、密集場所、密接場
面)を避け、その他の感染防止策が措置された活動を対象とします。

募集期間 令和２年４月２７日（月）～ 令和３年２月２６日（金）

申請できる方

県内のボランティア(非営利)活動に取り組む個人、団体、企業

※ボランティア活動保険等に加入したうえで活動を行ってください。

〔申請できる団体や企業の例〕
• NPO、ボランティアサークル、住民団体の実行委員会等の非営
利公益活動団体

• 自治会、老人クラブ、子ども会などの地域住民組織
• 企業(社会貢献として行う非営利活動に限ります) など

※ただし、以下の団体は対象外とします。
• 政治、選挙、宗教、特定の思想の普及にかかわる団体
• 暴力団または暴力団員等の統制下にある団体
• 団体として実体のないもの

想定される
実施例

 必要物資の買い物支援

 子どものための学習、運動などの支援(教材づくり、室内でできる運動の紹介な
ど)

 マスクを作成し、地域・学校・施設などへの配布

 食事づくりが困難な方等のための配食支援

 外出自粛で人手不足になった営農活動の支援や地域の環境維持・保全への支援

 休業している団体・事業所等の従業員が地域支援のために取り組む社会貢献活動
など

※家族、親戚を対象とした活動は補助対象となりません。
※支援活動を行う際には、原則として支援対象者の意向を確認してください。

応募方法

「コロナに負けない！とっとり絆事業補助金交付要綱」に定める申請書、事
業計画書、収支予算書等を、鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課まで持
参、郵送又は「とっとり電子申請システム」で提出してください。(募集期
間内必着) 応募先住所は下記「お問い合わせ先」をご参照ください。

ボランティア
活動を助成
します！

※活動を開始する日の１４日前までに申請が必要です。
（活動開始の１４日前に申請できない場合についても、柔軟に対応しますので事前にご相談ください。）



給与

項 目 内 容

需用費

消耗品費
・活動する際の感染予防のために必要なマスク・消毒液等の購入費用

・マスク作成等の材料購入費

・印刷代、消耗品購入費用（コピー用紙、プリンター用インク） など

燃料費

・ボランティア活動に必要なガソリン代など

(例)支援者の自宅等（集会所などの拠点を含む）から買い物支援を行っ

た距離に応じて算出(1㎞あたり25円)

自宅⇒店舗⇒受援者宅⇒自宅

食糧費 ・配食支援等を行う場合の食材費

旅 費 ・汽車、バスを利用した場合の交通費

役務費

通信運搬費
・郵便料金

（例）作成したマスク等の送料 など

保険料
・活動の際に発生した傷害等に対応できるボランティア活動保険の保険

料 など

使用料及び賃借料

・動画掲載のために必要なWEBサイト掲載料（既に、個人、団体運営等

のために開設しているWEBサイト使用料への経費の振替えは不可）

・動画撮影に必要な機材、会議室の使用料など

・その他、支援に必要な賃借料

報 償 費
講師に対する謝金（教材作成や動画配信など、専門的な指導が必要な場

合に限る。）

対象経費(例)

注意

次の経費は対象外です！

○給与・賃金等の人件費
○団体の運営に係る経常的な経費（事務所の家賃、光熱費など）
○ボランティア活動の参加者が飲食するための弁当などの
購入費用

詳細は本補助金の募集要項・交付要綱をご確認ください。募集要項等は
ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/253777.htm)から入手できます。
不明な点はおもて面下部記載の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

補助率および補助上限額

補助率：１０/１０ 補助上限額：１０万円

※補助金の交付決定の日以降に生じた活動経費が補助の対象となります。
※補助金の交付は、活動の完了後（実績報告後）となります。
活動の完了前の交付を希望される場合は「お問い合わせ先」までご連絡ください。



鳥取県新型コロナウイルス対策向け
地域経済変動対策資金

最大5年間金利ゼロ、10年間保証料ゼロ、据置5年に拡充

対象要件

その他の要件

 融資上限額：2億8千万円
 補助期間 ：保証料は全融資期間、利子補助は当初５年間

※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となります。

 融資期間 ：10年以内（うち据置期間5年以内）
※借入後の状況に応じて期間延長等を希望される場合は、借入れを行った金融機関にご相談ください。

 担保 ：無担保

 保証人 ：代表者は一定要件（①法人・個人分離、②資産超過）を

満たせば不要（代表者以外の連帯保証人は原則不要）

※融資金額が３千万円を超える場合は、３千万円と３千万円を超える部分の２口以上でお申し込みをお願いします。

※既に新型コロナ向け融資を借入れされている事業者の皆様には、お手数ですが本資金への借換えについて御協力をお願い
します。

裏面でよくあるお問合せにお答えします。

新型コロナウイルス感染症対応資金にて、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証
のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免を行います。

売上高▲5％ 売上高▲15％

個人事業主
※① 金利ゼロ
保証料ゼロ鳥取県中部地震被災企業向け

資金の借入金を借換える事業者

※① 6年目以降 年1.43％
※② 保証料は一旦事業者に一部をお支払いいただき、後で県が事業者にお支払いします。

小・中規模事業者
（上記除く）

※①金利ゼロ

保証料ゼロ

【申込窓口】
最寄りの商工会議所、商工会、商工会産業支援センター、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
【お問合せ先】
鳥取県商工労働部企業支援課（電話）0857-26-7453（ファクシミリ）0857-26-8117

※① 金利0.7％、
※② 保証料ゼロ

取扱期間 令和２年５月１日から令和２年１２月３１日までに保証申込分まで

※融資対象となる方の詳細は別紙をご覧ください。



よくあるお問合せ

売上高減少要件はどのように判断しますか？

売上高減少要件は、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の
適用要件と連動しておりますので、

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証
いずれかの認定書を取得してください。

いつから申込みできますか？

５月１日より制度を開始していますので、まずはお近くの金融
機関又は商工団体にご相談ください。

申請に必要な情報を教えてください。

①市町村認定書(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）
②金融機関必要書類
③保証協会必要書類 など

※具体的にどのような資料が必要となるかは、各金融機関等へご相談ください。

申請の流れはどのようになりますか？

事
業
者

金
融
機
関

市区町村

保証協会

②与信審査・書類準備

①融資相談・申込
③認定申請

④保証審査の依頼

利子補給

⑤融資

鳥取県・市町村

金融機関がワンストップで効率的、迅速に申請手続きを行います。

まずはお取引のある又はお近くの金融機関にご相談ください。

※自治体によっては事業者の利便性の観点
から、若干異なるスキームとなることもあります。



R2.3

鳥取県新型コロナウイルス対策向け

地域経済変動対策資金 【対象要件】

県内で事業を営み、次のいずれかに該当する中小企業者等

地域経済変動対策資金「令和元年度国際経済変動」の
借入れをされる中小事業者のうち、新型コロナウィルスに
よる影響を受けた方

対象となる
中小企業等

融資対象者 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年を経過していない者、一
部の事業のみ売上減少している者を含む）

【お問合せ先】
鳥取県商工労働部企業支援課 （電話）0857-26-7453 （ﾌｧｸｼﾐﾘ）0857-26-8117

別紙



【ご自身で電子申請する場合】

中小企業者・個人事業主の皆さまが速やかに支援制度を
受けられるよう、商工団体と連携して、申請をサポートする
「持続化給付金・雇用調整助成金サポート窓口」を開設します

売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

に対して、事業全般に広く使える持続化給付金が

国（経済産業省）から支給されます。

給付額 法人200万円、 個人事業主100万円

持続化給付金ホームページへアクセス！
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

○事前に来訪予約が必要です。【完全予約制】
※予約はWEB又は電話予約

○申請に必要な書類を準備し、持参ください。

○会場で補助員が入力サポートを行います。

持続化給付金 検索

【申請サポート会場を利用する場合】

持続化給付金とは

★申請手続きは『電子申請』又は『申請サポ
ート会場』のいずれかで行っていただきます。

雇用調整助成金とは

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時

的に休業、教育訓練等により雇用維持を図る場合

に休業手当・賃金等の一部を助成します。

今般、特例により助成率の引き上げや対象者の拡

充及び支給要件の緩和を行っています。

申請手続きについて 申請手続きについて

『申請サポート会場 電話予約窓口』
0570-077-866（9:00～18:00＊土日祝含む）

※電話予約の場合は、「会場コード」が必要です
＝＝県内の申請サポート会場（5.14時点）＝＝
○鳥取会場（会場ｺｰﾄﾞ：3101）
鳥取商工会議所貸室A&B（鳥取市本町3－201）

※この他5月末までに全国400箇所以上に設置される予定です

（詳細は5月18日の週に公表が予定されています）

※サポート会場は国から委託を受けた事務局が設置します。

県が設置するものではありません。

制度全般に関する一般的な相談は
◆鳥取県庁サポート窓口
『持続化給付金』の場合 ・・・ 商工政策課（電話）0857-26-7538
『雇用調整助成金』の場合・・・ 雇用政策課（電話）0857-26-7229

◆各商工団体等のサポート窓口
各商工会議所・各商工会・中小企業団体中央会、よろず支援拠点等で対応します

※商工団体等の連絡先は裏面を参照ください。

★申請手続きは『鳥取労働局』又は管轄に
応じた『ハローワーク』で行っていただきます。

【申請の具体的な内容を知りたい場合】

○厚生労働省のホームページに、具体的な申請

手続きについての「雇用調整助成金ガイドブック」

等を掲載されています。

○また、申請概要や申請方法に

ついて、動画によりわかりやすく解説

されています。

雇用調整助成金 厚生労働省 検索

【鳥取労働局等のお問い合わせ一覧】

中部総合事務所、

西部総合事務所
でも対応致します

『持続化給付金事業コールセンター』
0120-115-570（5月6月は土日も対応）

お問い合わせ先 管轄 電話番号

鳥取労働局 ―

0857-29-

1708

ハローワーク鳥取
鳥取市・八頭郡
・岩美郡

0857-23-

2021

ハローワーク米子
米子市・境港市・
西伯郡・日野郡

0859-33-

3911

ハローワーク根雨 伯耆町・日野郡
0859-72-

0065

ハローワーク倉吉 倉吉市・東伯郡
0858-23-

8609



各商工団体のサポート窓口

鳥取県庁のサポート窓口

 鳥取商工会議所 0857-32-8005
 倉吉商工会議所 0858-22-2191
 米子商工会議所 0859-22-5131
 境港商工会議所 0859-44-1111
 鳥取市東商工会（旧国府・福部） 0857-23-7433
 岩美町商工会 0857-72-0588
 鳥取市西商工会（旧気高・鹿野・青谷） 0857-82-0809
 八頭町商工会（旧郡家・船岡・八東） 0858-72-2113
 若桜町商工会 0858-82-1811
 鳥取市南商工会（旧河原・用瀬・佐治） 0858-85-1160
 智頭町商工会 0858-75-0039
 湯梨浜町商工会（旧羽合・泊・東郷） 0858-32-0854
 三朝町商工会 0858-43-3131
 北栄町商工会（旧北条・大栄） 0858-37-4057
 琴浦町商工会（旧東伯・赤碕） 0858-52-2178
 米子日吉津商工会（旧淀江・伯仙・日吉津） 0859-56-2700
 大山町商工会（旧大山・名和・中山） 0859-54-2065
 南部町商工会（旧西伯・会見） 0859-66-2035
 伯耆町商工会（旧岸本・溝口） 0859-68-2174
 日南町商工会 0859-82-0145
 日野町商工会 0859-72-0249
 江府町商工会 0859-75-2333
 鳥取県中小企業団体中央会 0857-26-6671
 鳥取県よろず支援拠点／本部 0857-31-5556
 鳥取県よろず支援拠点／東部・中部 0857-30-5780
 鳥取県よろず支援拠点／西部 0859-59-6436

 鳥取県庁（商工政策課）0857-26-7538
〃 （雇用政策課）0857-26-7229

 中部総合事務所（地域振興局内）0858-23-3985

 西部総合事務所（地域振興局内）0859-31-9637

※開設時間はいずれも
平日9：00～17：00

「持続化給付金」を装った詐欺にご注意ください！

※開設時間はいずれも
平日8：30～17：15



特別定額給付金のご案内
お一人、10万円の給付です。

申請手続きで皆様が記載する事項を最小限にしています。

誰に？ 令和２年４月２７日現在で住民基本台帳に記録されている方

●世帯ごとに、記入いただいた口座に振り込みます。
●口座をお持ちでない方は、必要書類を持って市区町村の窓口に
お越しください。窓口で給付します。

どうやって申し込む？

▶お住まいの市区町村 ▶お近くの警察署 ▶警察相談専用電話「#9110」

サギ（詐欺）に注意‼
「手伝う」とかたって、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。
給付金に関連して、国や市区町村が以下のようなことをすることは

【絶対に】ありません。

●現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
●受給にあたり、手数料の振込みを求めること

▶詳しくは、以下のURLまたはQRコードから
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-
19/kyufukin.html

不審なメールは、URLをクリックしたり、添付ファイルを開かないでください。

いつから？
申請の受付開始日は市区町村ごとに決定し、
できるだけ早く申請書を郵送します。
申請は受付開始日から３か月以内にしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、
マイナポータルサイトからオンラインで申請できます。

市区町村が申請書に皆様の氏名や生年月日を記載し、郵送します。
感染拡大防止のため、郵送やオンラインでの申請をお願いします。

申請書に振込先口座などを記入して、
必要書類とともに市区町村に返送ください。

郵送申請

オンライン
申請

▶お問合せ先は、こちら（特別定額給付金コールセンター）

0120-260020（フリーダイヤル 応答時間帯：5/2以降平日、休日問わず9:00～18:30）
03-5638-5855（応答時間帯：5/1まで、平日9:00~18:30 ）

「怪しいな？」と思ったら遠慮なくご相談ください

▶新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン
「0120-213-188」（5/1以降）

▶消費者ホットライン「188」
（局番なしの３桁）



よくあるご質問

DV被害で、住んでいる市区町村と住民票の市区町村が異なります。
どうすればいいですか？

給付を受けるため、できる限り早く、今お住まいの市区町村に、
DVなどを理由に避難していることを申し出て、確認を受けてく
ださい。
詳しくは、その市区町村におたずねください。

マイナンバーカードがないとオンライン申請はできませんか？

オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は郵送申請をお願いします。

詳しくはこちら

申請書以外に準備すべき書類はありますか？

申請方式により、以下の書類が必要となります。

郵送方式

①本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し

②振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、

インターネットバンキングの画面の写し
（水道料引き落とし等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要）

オンライン
申請方式

②振込先口座確認書類
※マイナンバーカードを持っている方は、
電子署名により本人確認を実施するので、①本人確認書類は不要です。

0120-260020
（５月２日以降）特別定額給付金

コールセンター
03-5638-5855（５月１日まで）

外国人にも給付されますか？

令和２年４月２７日現在の住民基本台帳に記録されている方なら
外国人の方にも給付されます。
なお、外国人の方のうち、短期滞在者と不法滞在者は住民基本台
帳に記録されていないため、給付されません。



鳥 取 県

一人ひとりでできる感染予防対策

令和２年５月１５日版
～新型コロナウイルス感染症予防のため～

鳥取型 「新しい生活様式」を実践！

こんな工夫も・・・

◎買い物
・通販も利用
・電子決済の利用
・買い物は一人又は少人数ですいた時間に
・レジに並ぶときは前後にスペース

◎娯楽、スポーツ等
・公園はすいた時間、場所を選ぶ
・ジョギングは少人数で
・歌や応援は、十分な距離をとって

◎交通機関
・会話は控えめに
・混んでいる時間は避けて

◎食事
・持ち帰りや出前、デリバリーも
・大皿は避けて、料理は個々に
・対面ではなく横並びで座ろう
・料理に集中、おしゃべりは控えめに

◎冠婚葬祭（親族も）
・大人数での会食は避けて
・体調不良がある場合は参加しない

ＬＩＮＥ公式アカウント
鳥取県新型コロĵ対策
パーソĵルサポート

鳥取県
新型コロĵ感染症特設サイト

防災トリピー
Ｔｗｉｔｔｅｒ 作成：鳥取県新型コロĵウイルス感染症対策本部

（電話 0857-26-7799、7958）

鳥取県への緊急事態宣言の解除は「終わり」ではなく、新型コロĵウイルスとの闘いの第２章の「始
まり」です。気を緩めれば感染拡大を起こしかねません。
みんなで鳥取型「新しい生活様式」を定着させ、感染予防や拡大防止に取り組みましょう。

◎人と人とが約２ｍ離れれば、飛沫感染防止で安心！

◎三つの「密」を避けましょう
咳エチケットや手洗い、三つの「密」（※）を避けることに、しっかり取り組みましょう

（※） 「密閉空間」「密集した場所」「密接した会話」

◎みんなで予防に取り組もう

□ 当面、不要不急の県境を越える人の往来（特に特定警戒都道府県）や、接待を伴う夜の飲食店への
外出は控えましょう

□ 全国的なイベント・大規模なイベント（屋内100人超、屋外２００人超）等への参加は避けましょう
□ 外出は構いません。鳥取県の自然や星空を活かして、屋内だけでなく屋外も楽しみ、県内の観光地、
お店等みんなで応援していきましょう

□ こまめに手洗い □ 咳エチケットの徹底 □ こまめに換気
□ 発熱、風邪症状など、無理せず自宅療養（最寄りの発熱・帰国者・接触者相談センターにご相談ください）
□ 症状がなくても、マスクを着用して会話をするのがエチケット
※発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモしておきましょう。

◎職場
・テレワークやローテーション勤務、時差出勤
・会議はオンライン
・鳥取型オフィスシステムの導入

人と人とが対面する場所は、

段ボールや透明ビニールカーテンで

仕切るなどの⽅法
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