
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



 

【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

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）

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 県⺠参画協働課 (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）
※活動を開始する日の１４日前までに申請が必要です。

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、住⺠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⺠組織
• 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、室内でできる運動例の紹介

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⺠参画協働課まで持
参、郵送及びホームページからの電子申請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︕

※本事業の実施は令和２年４月臨時会における予算の成立を条件とします。



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。



持続化給付金
に関するお知らせ

持続化給付金とは？

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、

事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、

事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入）―（前年同月比▲50％月の売上げ×12ヶ月）

※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、

売上が前年同月比で50％以上減少している者。

資本金10億円以上の大企業を除き、

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業者を広く対象とします。

また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉
法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

裏面でよくあるお問合せにお答えします。

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口

0570ー783183（平日・休日9:00～17:00）



よくあるお問合せ

前年同月比▲50％月の対象期間はいつですか？

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が
50％以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請・給付はいつから始まりますか？

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み

申請に必要な情報を教えてください。

住所や口座番号（注）に加え、以下をご用意ください。

（注）通帳の写し（法人：法人名義、個人事業主：個人名義）で確認します。

①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。

※今後、変更・追加の可能性があります。

申請方法を教えてください。

Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で
完全予約制の申請支援（必要情報の入力等）を行う窓口
を順次設置します。 ※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

その他、申請に必要な事項の詳細等については、
４月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。

法人の方

個人事業主の方



とっとりささえあいマスクバンク 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マスクのご寄付】                 【マスクの受け取り】 
 

 

 

 

 

 

 

 

まずはご相談ください！ 
 

＜マスクの寄付・配布希望の受付窓口＞ 

  受付時間 ８：３０～１７：１５ 

        ※土日祝日は、県庁福祉保健課で受け付けています。 

地区 寄付の受付、配布担当課 

東部 県庁福祉保健課 

  〒680-8570 鳥取市東町 1 丁目 220 番地 

  電話 0857-26-7１３８ ファクシミリ 0857-26-8734 

  電子メール fukushihoken@pref.tottori.lg.jp 

東部地域振興事務所東部振興課 

〒680-0061 鳥取市立川町六丁目 176 

 電話 0857-20-3505 ファクシミリ 0857-20-3657 

 電子メール toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp 

中部 中部総合事務所地域振興局 

〒682-0802 倉吉市東巌城２ 鳥取県中部総合事務所 

電話 0858-23-3298  ファクシミリ 0858-23-3425 

電子メール chubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp 

西部 西部総合事務所地域振興局 

〒683-0054 米子市糀町一丁目１６０ 

 電話 0859-31-9637 ファクシミリ 0859-31-9639 

電子メール seibu-shinkou@pref.tottori.lg.jp 

日野 日野振興センター日野振興局 

 〒689-4503 日野郡日野町根雨 140-1 日野振興センター 

 電話 0859-72-2085 ファクシミリ 0857-72-2072 

  電子メール hino-shinkou@pref.tottori.lg.jp 

 

受取人払いでお送りいただけます 電話、メール、ファックスで申し込みいただけます。 

新型コロナウィルス感染症で重症化するおそれがある基礎
疾患のある⽅などへ、県⺠から寄付いただいたマスクをお届
けする「とっとりささえあいマスクバンク」を県内５か所に開
設します。（令和 2 年 4 ⽉ 27 ⽇〜） 

とっとりささえあいマスクバンク 
県庁福祉保健課、東部地域振興事務所東部振興課、中部総合事務所地域振興局、 

西部総合事務所地域振興局、日野振興センター日野振興局 

  



ゴールデンウイークはは

ウイークにに！！

約 2 m

鳥取和牛 ジャイアントパンダ トリピー

・命とふるさとを守るためになるべく家にいましょう！
・２ｍのソーシャルディスタンス（他者との距離）をとりましょう！
・ 県外への移動は控えましょう！

① 密閉空間
② 密集した場所
③ 密接した会話

３ つの「密」を避けましょう
・こまめな手洗い
・マスクの着用、咳エチケット
・休養、バランスの良い食事
・こまめな換気

約 2 m 約 2 m

感 染症を予防するために

とりネット 新型コロナ

■風邪症状や発熱、味覚・嗅覚に違和感が出たら
「発熱・帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

地区 電話（24時間対応） ファクシミリ（平日8：30～17:15）

東部地区（鳥取市保健所内）

中部地区（倉吉保健所内）

西部地区（米子保健所内）

0857-22-5625
(平日8：30～17:15)

0857-22-8111
(上記の時間以外)

0858-23-3135・3136

0859-31-0029

0857-22-5669

0858-23-4803

0859-34-1392

検索
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