
※ 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 星空ビジネス支援事業補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内中小企業

施策概要 県内中小企業者が星空を活用した商品開発、改良に取り組むための経費を補助します。

　対象事業 次のいずれにも該当する商品開発又は商品改良を行う事業

１　星空を生かした商品（有形の消費財に限る）の開発又は改良を行うもの

２　「星取県」ブランドの認知度並びにイメージの向上及び観光誘客又は消費拡大

   等による地域経済の活性化に繋がると認められるもの

３　条例の目的に反するとは認められないもの

　補助率・補助金額 補助対象経費の２分の１

上限２５０千円

　申請期間 令和３年４月１日から令和３年１２月２８日まで

　補助対象期間 交付決定の日から令和４年３月３１日まで

※交付決定の日以降に事業に着手してください。

問合せ先

鳥取県商工労働部企業支援課
TEL：0857-26-7215
FAX：0857-26-8117

E-mail：kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/271087.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・吉林ＡＤＡＳ・ＥＶプロジェクト事業補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
１．中国第一汽車等との実証実験交流等に参加する県内企業

２．吉林大学学生のインターンシップ受入に取り組む県内企業

施策概要
平成30年10月に中国・吉林省と締結した「鳥取・吉林ＡＤＡＳ・ＥＶプロジェクト」の推進に関する
覚書に基づいて、第一汽車とのビジネス連携を推進する取組や、高度人材の活用に向けたイン

ターンシップ受け入れを実施する企業に対し、経費の一部を助成します。

　事業の概要
　 １．第一汽車やティア１等とのビジネス

　　交流事業
２．ＡＤＡＳ・ＥＶ関連高度人材インターン
　　シップ受入事業

　補助事業 鳥取県と吉林省の交流の枠組みにより
行う中国第一汽車及びその関連企業・
機関との実証実験交流に関する事業

吉林大学自動車工程学院学生のイン
ターンシップ受入れに関する事業

　実施主体 県内に事業所及び工場等を有し、地域経済牽引事業の促進による地域の成長
発展の基盤強化に関する法律（平成１９年法律第４０号）に基づく地域経済牽引
事業計画の承認を受けているＡＤＡＳ・ＥＶ関連企業

　補助対象
　経費

渡航経費、デバイス輸送（海上、航空）
経費、各種認証・規格取得手数料・調
査費、各種証明認可、翻訳通訳料等、
その他実証実験交流及びその事前協
議等に必要となる経費

学生の渡航費、滞在費、社会保険等、イ
ンターンシップ受入及びその準備に必要
となる経費。
※ただし、賃金、通勤費は除く

　補助率 １／２ １／２
　補助金額の
　上限

450,000円 300,000円

問合せ先

鳥取県商工労働部通商物流課
電話：0857-26-7661
FAX：0857-26-8117

E-mail：tsushou-butsuryu@pref.tottori.lg.jp

関連サイト
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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 ネット販売に取組む事業者支援事業費補助金 

施策対象 農林水産業経営体等

施策主体 鳥取県

対象者

新たにネット販売に取り組む以下の事業者を対象とします。
（１）農林水産業経営体及び農林水産物を取り扱う卸・仲卸業者
（２）県が実施するウェブ物産展等に参加する事業者
（３）県産農林水産物を取り扱う食品加工事業者
（４）その他、知事が必要と認める県内事業者

ただし、食のみやこ鳥取ブランド団体交付金の交付団体は除きます。

施策概要
県産農林水産物及び農林水産加工品等を初めてインターネット販売する取り組みに対し支援し

ます

○支援内容

補助対象経費

県産農林水産物及び農林水産加工品等をインターネット販売する上で必要
な以下の経費
・通信環境整備費（インターネット回線の開設工事、無線ルーター開設、初期
アドレス、レンタルサーバー代等）
・ショップ開設費
・出展料
・ページ制作経費
・広告宣伝費
・コンサル費
・セミナー参加・研修費
・ネットショップ用商品の開発・改良に係る経費

補助率及び補助
金額等

１補助率：補助対象経費の1/2
２補助金額：200千円／1事業者

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
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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 おいしい鳥取ＰＲ推進事業費補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

(1) 農林業経営体又は漁業者
(2) (1)で構成する任意組織（補助事業参加者である(1)が過半数以上を占めること。）
(3)県内の伝統的な加工食品を製造する小規模事業者、当該業種の事業者で構成する任意組
織又は組合

(4)鳥取県内の農林水産物生産者と連携した食品を製造する小規模な食品加工製造事業者

施策概要

本県農林水産物及び農林水産加工品の県外への販路開拓・消費拡大の取組に対し支援しま
す。
○県外消費者等と産地交流を行うツアーの開催などによる国内販路開拓
○見本市、商談会等への出席、試食販売など、国内販路開拓

○小売店における１月以上のテスト販売や年4回以上の試食販売による県外販路の定着化

〇支援内容
1．補助事業区分、事業実施主体、補助限度額及び補助率　

事業区分 事業実施主体 限度額 補助率

消費者等交流事業

販路開拓事業

対象者(1)～(3) 150千円（任意組織又は組合で補助事業参加者が4構
成者以上の場合は300千円）

1/2

販路定着化事業 対象者(1)～(4) 200千円（任意組織又は組合で、補助事業参加者が
4構成者以上の場合は400千円）

1/2

２．事業区分及び補助対象経費
補助事業名 補助対象経費

消費者等交流
事業

事業実施主体の創意工夫により、県外での販路開拓を目的に行う次の取組みに要する経
費。
・県外の販売先等を通じて募集するなどした消費者と県内生産者の県内での交流（産地視
察、農業体験、意見交換会等）
・シェフ等の産地視察に係る経費

販路開拓事業

事業実施主体の創意工夫により、県外での販路開拓を目的に行う次の取組みに要する経
費。ただし、アンテナショップ（とっとりおかやま新橋館）での取組は除く。
・特定の小売店等とのタイアップによる販路拡大
・複数団体の連携による共同ＰＲ、販売促進（県外団体との連携も含む）
・新たな流通確立のためのテストマーケティング
・展示会、商談会等への参加
・商品ＰＲイベント等の開催、多くの来場者が見込めるイベントへの出展

販路定着化事業

県外における販路開拓拠点（インショップ等）定着化の取組のために行う次の取組みに要
する経費。ただし、アンテナショップ（とっとりおかやま新橋館）での取組は除く。原則として、
既に一定の取引があり、その取引を定着・拡大するために行う取組に限る。
・インショップ展開
・同一店舗での1月以上のテスト販売、年4回以上の試食販売の実施

注1)　県内の伝統的な加工食品とは、酒造及び菓子、味噌、醤油等、地域に古くから伝わる伝統的な製造方
法
でつくられている農林水産加工食品である。
注2)　小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第２条で定め
る、
常時使用する従業員の数が20人以下の事業者とする。

問合せ先 市場開拓局　販路拡大・輸出促進課　TEL：0857-26-7767　FAX：0857-21-0609

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/69491.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 「食のみやこ鳥取県」マーク推奨事業  

施策対象 企業、生産者団体、農産加工グループ等

施策主体 鳥取県

対象者
「食のみやこ鳥取県」推進サポーター、とっとり県産品「鳥取物がたり」登録事業者、「鳥取県ふ

るさと認証食品」認証事業者（従業員数が21人以上の事業者を除く。）

施策概要
「食のみやこ鳥取県」推進サポーター、とっとり県産品「鳥取物がたり」登録事業者、「鳥取県ふ
るさと認証食品」認証事業者が、各事業のロゴマークを入れた商品パッケージを作成する経費

を支援する。

〇支援内容

補助対象経費

以下のマーク活用に係る商品パッケージ・出荷資材版下作成、ロゴマーク入りシー
ル作成経費。
1 「食のみやこ鳥取県」ロゴマーク
2 「鳥取物がたり」ロゴマーク
3 鳥取県ふるさと認証食品マーク

補助率及び補助金額等
1 補助率：補助対象経費の1/2
2 補助金額 ：１事業者につき、事業年度や商品数にかかわらず、補助金額の合計
   150千円を限度

○参考

「食のみやこ鳥取県」
推進サポーター

※登録されると、各種事業対
象となるほか、食のみやこ鳥
取県の販促グッズの提供が
ある。

「食のみやこ鳥取県」推進の趣旨に賛同し、次に掲げるいずれかの条件を満たし
ている事業者を登録対象としている。
1 販売店
　県産品の販売、ＰＲに力を入れている百貨店、量販店、小売店、直売所、土産
物店等
2 飲食店、旅館・ホテル
　料理メニュー等に積極的に県産品を活用し、良さをＰＲしている飲食店、旅館・ホ
テル
3 生産者等（生産者団体・食品製造業者を含む）
　県内の生産者（団体）及び県産農林水産物を使用した加工品の製造業者等 
4 その他の企業、法人、団体等
　1～4以外の方で「食のみやこ鳥取県」推進のために自ら取り組み、または応援
する企業、法人、団体等
※参考URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=178542

ふるさと認証食品

県内の工場で製造され、食品添加物を使用していない又は品質を保持するため
必要最小限度としている、次に掲げるいずれかのもの。
1 原材料に県産農林水産物を用いている加工食品（重量割合50％以上）
2 地域に古くから伝わる伝統的な製造方法を用いて作られている加工食品
3 県独自の新技術を用いて作られている加工食品
※参考URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/178533.htm

とっとり県産品
「鳥取物がたり」

次に掲げるいずれかのもの。
1 県内において製造加工された産品
2 県外において製造加工された産品であって産品を特徴づける材料、技術等が
県内で生産又は伝承されているもの。
※参考URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/item/852435.htm

問合せ先
市場開拓局食のみやこ推進課
TEL：0857-26-7853

FAX：0857-21-0609

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=192844
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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 とっとりオリジナルメニューづくり支援事業 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

県内の農村レストラン、旅館、ホテル、道の駅の飲食店事業者、「食のみやこ鳥取県」推進サ
ポーター(飲食店で県産農林水産物の使用割合が５割以上のメニューを開発するサポーターに
限る。)　※ジビエメニューの場合は、飲食店以外のサポーター、ジビエ振興に取り組む任意団

体等を対象とする。

施策概要 地元食材を使った料理の開発（ジビエ料理を含む）・ＰＲ活動を支援する。

補助対象事業
１　主として県産農林水産物及び県産ジビエ（野生鳥獣肉）を使用した料理の開発
２　成功事例の視察研修の実施
３　消費者を対象としたモニタリングの実施
４　マスコミへの開発した料理についての資料の提供
５　開発した料理のＰＲ
６　その他目的達成に必要な事業
※上記のうち、１、３、４は必ず実施してください。

補助率及び補助金額等
(1) 補助率：補助対象経費の1/2
(2) 補助限度額 ：1事業者 250千円/事業年度（最大3事業年度）
     
補助対象経費
試作材料費、旅費､食糧費、謝金、試食品代金、ＰＲ資材作成費等

問合せ先

市場開拓局食のみやこ推進課　　　　　　　　　　　　　  TEL：0857-26-7853
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  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中部振興課　　　　　　 TEL：0858-23-3985

　西部総合事務所県民福祉局西部観光商工課　　　 TEL：0859-31-9648

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=178538
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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 とっとりオリジナル加工品づくり支援事業 

施策対象 企業、生産者団体、農産加工グループ等

施策主体 鳥取県

対象者
県内の農産加工グループ、農業法人、ジビエ振興に取り組む任意団体等、「食のみやこ鳥取

県」推進サポーター(従業員数が２１人以上の事業者を除く。)

施策概要
県産農林水産物を使用した加工食品、若しくは県内農山漁村に古くから伝わる伝統的な加工食

品の開発・販路開拓を支援する。

〇支援内容

補助対象事業

1 県産農林水産物を使用した加工食品
2 県内農山漁村に古くから伝わる伝統的な加工食品
　（例：酒造及び菓子、味噌、醤油、豆腐等）
上記1、2のブランド化を図るための次の事業
(1) 1、2の新商品開発
(2) 成功事例の視察研修の実施
(3) 消費者を対象としたモニタリングの実施
(4) 県内量販店等での試食・販売ＰＲの実施
(5) その他目的達成に必要な事項

補助率及び補助金額等 1 補助率：補助対象経費の1/2
2 補助限度額 ：１事業者につき150千円/事業年度（最大3事業年度）

補助対象経費 試作材料費、旅費、謝金、会場借上料、試食品代金、パッケージデザイン版下作成
費、ＰＲ資材作成費、打合せ・研修会でのお茶代等

問合せ先

市場開拓局食のみやこ推進課　　　　　　　　　　　　　TEL：0857-26-7853
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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中部振興課　　　　　  TEL：0858-23-3985

　西部総合事務所県民福祉局西部観光商工課　　  TEL：0859-31-9648

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=178535
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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 食のみやこ鳥取県づくり支援交付金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

鳥取県の食材や食文化、料理等の普及活動、地域資源を活用した名物料理づくりや特産品開
発、ブランド化推進に取り組む県内外の民間団体、任意グループ等
募集期間
1次募集　令和3年2月26日（金）～ 同年3月24日（水）

2次募集　予算の範囲内で随時募集するが一次募集への応募事業を優先とする。

施策概要
食のみやこ鳥取県のイメージアップ及び県産品のブランド化、名物料理開発による地域振興

等、食のみやこ鳥取県につながる活動を幅広く支援する。

１　一般枠・コンベンションＰＲ枠・直売所連携魅力アップ枠

１　事業の内容 ＜一般枠＞食のみやこ鳥取県のイメージアップのための情報発信やブランド化
の推進、特産品開発、名物料理づくり等、食を切り口にした産業振興、地域振興
に資する取組み
＜コンベンションＰＲ枠＞全国規模スポーツ大会、コンベンション等で「食のみや
こ鳥取県」をＰＲする民間等の取組
＜直売所連携魅力アップ枠＞県内の複数の直売所の連携による魅力向上や活
性化に向けた取組

２　交付対象者 民間団体、グループ、直売所（ＪＡ等）、道の駅等（※市町村、食のみやこ鳥取ブ
ランド団体支援交付金・鳥取県林業団体等支援交付金の対象団体、個別企業
等は対象外。※原則として鳥取県内に事業所等を有する者。）

３　交付対象経費 事業実施に必要な調査、食材等の購入、情報発信、イベント開催等に要する経
費
（実施主体の運営に係る経常的な経費、人件費、食糧費、備品購入費は除く）

４　交付率 １／２以内

５　交付金上限額 ＜一般枠＞上限額２,０００千円
＜コンベンションＰＲ枠＞　上限額２５０千円
＜直売所連携魅力アップ枠＞上限額５００千円

２　特別枠

１　事業の内容 食のみやこ鳥取県のイメージアップのため、食の美味しさ、楽しさの発信や文化的
側面などに着目した営利を目的としない取組み

２　交付対象者 民間団体、グループ、企業、個人等（※市町村、食のみやこ鳥取ブランド団体支援
交付金・鳥取県林業団体等支援交付金の対象団体は交付対象外）

３　交付対象経費 事業実施に必要な調査、食材等の購入、情報発信、イベント開催等に要する経費
（ただし、実施主体の運営に係る経常的な経費、人件費、食糧費、備品購入費は
除く）

４　交付率 １０／１０以内

５　交付金上限額 上限額２５０千円

問合せ先
市場開拓局食のみやこ推進課
TEL：0857-26-7853

FAX：0857-21-0609

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/178541.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 物産展・県フェア及び見本市への出展支援 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内事業者

施策概要
県産品の販路開拓を推進するため、物産展・県フェアの開催や見本市への出展により県内事業

者にマッチング・情報交換の場を提供します。

〇支援内容
1　物産展・県フェア、見本市への参加出展者経費支援
　県外で行われる鳥取県フェア等の催事又は見本市等（鳥取県又は鳥取県物産協会が主催・共催・出展して
いるもの）に出展する県内事業者に対して、出展に要する経費の一部を支援。
（先着順、予算がなくなれば終了）（鳥取県物産協会へ事務委託）

(1)概要
ア　対象事業者：県内事業者
イ　支給回数：1事業者につき、1催事等あたり1名までとし、年2回まで
ウ　対象となる催事又は見本市等：県又は鳥取県物産協会が主催・共催・出展する催事又は見本市等
　　（2日間以上の催事で県内から3社以上の事業者が参加する催事又は見本市等）
エ　その他　
・他に国･県･市町村等から補助を受けている場合は、経費支援対象者に該当しないものとする。
・経費支援事業に従事する者を鳥取県内から派遣する場合に限る。
・催事等への出展が2日以上であること（準備等は含まない）。

(2)経費支援金額（1名分）
催事開催地 2日間 3日間 4日以上
北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城
県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・沖縄県

20,000円 30,000円 40,000円

新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡
県・愛知県・大阪府・京都府・奈良県・三重県・滋賀県・和歌山県・
山口県・香川県・徳島県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎
県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

10,000円 20,000円 30,000円

上記以外の都道府県
（鳥取県内を除く）

5,000円 10,000円 20,000円

※催事場所までの交通手段・宿泊場所を問わず、催事等の開催日数に応じて定額とする。
※鳥取県内での催事及びとっとり・おかやま新橋館への出店は除く。

(3)支払方法
　助成を希望する事業者は、出展終了後2週間以内に、（一社）鳥取県物産協会宛てに書類を送り、
　請求してください。先着順ですので、予算がなくなれば助成も終了となります。（申請期限：3月の第1金曜
日）
【提出書類】
・請求書・・・捺印のある原本
・宿泊等に要した経費の支払証拠書類（領収書等支払金額がわかるもの）
（注）出展した催事によっては、催事の実施内容等がわかるものを提出していただくことがあります。

問合せ先
市場開拓局販路拡大・輸出促進課　：　0857-26-7767

（一社）鳥取県物産協会　：　0857-29-0021

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/262984.htm
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名称
令和３年度BSSラジオ番組「食のみやこ鳥取 探検隊
が行く！」出演者募集要領 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

県内生産者、県産原材料を使った加工品製造事業者、飲食事業者等で次の条件を満たす方
　○紹介商品は原則としてスタジオで試食可能なもの
　　・ボイル、電子レンジ調理程度なら(株)山陰放送で対応可能
　　・事前調理したものを放送当日に直接スタジオに持参していただくことも可能
　○試食用サンプル、リスナープレゼント(3名程度)の商品と送料を負担可能なこと
　○放送前日（日程・時間は要相談）の電話打合せ、当日のスタジオ又は電話インタビュー出演

　　に確実に対応可能なこと

施策概要
本県産農林水産物やそれらを原料にした加工食品等の生産者等が、ラジオ番組内でのパーソ
ナリティとの対話による商品のおいしさやこだわりを発信することで、県産品の消費者への愛着

の醸成と利用促進を図る。

番組の概要

　１）番組名

　　○『食のみやこ鳥取 探検隊が行く！』(山陰放送(BSSラジオ)｢午後はドキドキ！｣内コーナー)

　

　２）放送日時

　　○期日　毎週金曜日(令和3年4月2日(金)～令和4年3月25日(金)の間)

　　○時間　14時40分頃～約５分間の生放送

　

　３）出演方法

　　○スタジオ入り又は電話インタビュー出演

問合せ先
市場開拓局食のみやこ推進課
TEL：0857-26-7853

FAX：0857-21-0609

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=192559
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名称
「食のみやこ鳥取県」推進サポーター、三ツ星サポー
ター制度 

施策対象 企業、生産者団体、農産加工グループ等

施策主体 鳥取県

対象者

「食のみやこ鳥取県」推進サポーター
○登録対象事業者
①販売店
　県産品の販売、ＰＲに力を入れている百貨店、量販店、小売店、直売所、土産物店等
②飲食店、旅館・ホテル
　料理メニュー等に積極的に県産品を活用し、良さをＰＲしている飲食店、旅館・ホテル
③生産者等（生産者団体・食品製造業者を含む）
　県内の生産者（団体）及び県産農林水産物を使用した加工品の製造業者等 
④その他の企業、法人、団体等
　①～③以外の方で「食のみやこ鳥取県」推進のために自ら取り組み、または応援する企業、法
人、団体等
「食のみやこ鳥取県」推進三ツ星サポーター
「食のみやこ鳥取県」推進サポーターの登録後原則として１年経過しており、かつ県産品の良さ
をホームページ、パンフ、説明員の配置等で恒常的に情報発信している店舗。過去１年以内に

取り組んだ情報発信、ＰＲ活動等の取組実績を確認し、称号授与の可否を判断している。

施策概要
県産品の良さを積極的にＰＲし、販売（提供）していただく事業者を「食のみやこ鳥取県」推進サ

ポーターとして登録し、ＰＲする。

県は「食のみやこ鳥取県」推進サポーターに対し、以下の支援を行う。

①広告やＰＯＰ等に使用するロゴマーク等のデータ及び各種ＰＲ資材（ノボリ、ＰＯＰ等）の提供
②県産フェア等のイベント開催時の県による後援
③商談会・フェアの開催案内等の情報提供

更に「食のみやこ鳥取県」推進三ツ星サポーターに対し、以下の支援を行う。

①「三ツ星サポーター」の称号の交付及び専用ＰＲ資材（ノボリ、ＰＯＰ等）の提供
②県市場開拓局ホームページで取組みの詳細をＰＲ
③取組みが活発な方を知事表彰

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

登録申請は、「食のみやこ鳥取県」推進サポーター募集・登録要綱をお読みいただき申請書に必要事項を記入

の上、市場開拓局食のみやこ推進課まで提出。

問合せ先
市場開拓局食のみやこ推進課
TEL：0857-26-7853

FAX：0857-21-0609

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=178542
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名称 とっとり県産品「鳥取物がたり」登録制度 

施策対象 企業、生産者団体、食品加工グループ等

施策主体 鳥取県

対象者

県産品の製造加工若しくは委託製造加工により販売をする者又はこれらの者で組織する法人
その他の団体（定款、寄付行為その他これらに準ずるものを有している者に限る。）の方々のう
ち、次の基準を遵守した事業者を対象としてます。
　（１）社会的信用を失墜するような法令違反を行っていないこと。 

　（２）消費者からの意見・問合せ窓口及び苦情処理体制が整備されていること。

施策概要
一定の要件を満たす県産品を「とっとり県産品」として登録する。「鳥取物がたり」のロゴマークを

使って県産品であることをＰＲする。

事業者から申請いただいた県産品については、登録基準を満たしているか審査し、登録の可否を
決定する。
登録申請書は、とっとり県産品「鳥取物がたり」登録要綱に基づき、必要書類を添えて市場開拓局
食のみやこ推進課まで提出。なお、申請様式はホームページからも入手可能。

（「鳥取物がたり」ロゴマーク）

　　　　　　　　　　　

問合せ先
市場開拓局食のみやこ推進課
TEL：0857-26-7853

FAX：0857-21-0609

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/223991.htm
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名称 食のみやこ鳥取県「特産品コンクール」 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内に本店、支店その他の事業所を有する法人、組合、各種団体、グループ、個人

施策概要
県産農林水産物を主原料とした加工食品等で販売開始3年未満の商品を表彰し、県内外に

PRする。

【応募要件】
次の基準を満たす商品とし、出品数は1事業者について5点以内
〇県産の農林水産物を主原料とした加工食品、県産農林水産物の特徴を活かした加工食品であるこ
と。
〇商品化又は改良（パッケージや内容量のみの変更等を除く）されてから3年未満（H30年4月1日～
R3年3月31日）であること。
〇食品表示法及び農林物資の規格化等に関する法律に定める「日本農林規格」、食品衛生法、健康
増進法、医薬品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係規定に違反し
ないもの。
〇出品の際、変質又は破損しないもの。

【審査方法】
別に定める審査基準に基づき、品質、パッケージ、市場性等を審査
（審査日程は未定）

【表彰】
最優秀賞1点、優秀賞2点、優良賞3点

【その他】
〇出品物の搬入・搬出（発送）経費は、応募者の負担とする。
〇受賞商品は県のホームページで掲載する。また、BSSラジオ、「食のみやこ鳥取探検隊が行く」、　
日本海新聞「食いたんぼう」で優先的に紹介する。

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 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=178534
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名称 鳥取県ふるさと認証食品制度 

施策対象 企業、生産者団体、食品加工グループ等

施策主体 鳥取県

対象者 加工品製造業者及び県内製造加工品販売者

施策概要

県内の工場で製造され、食品添加物を使用していない、又は品質を保持するため必要な最小限
度としている次に掲げるいずれかのものを「鳥取県ふるさと認証食品」として認証する。
（１）原材料に県産農林水産物を用いている加工食品（重量割合50％以上）
（２）地域に古くから伝わる伝統的な製造方法を用いて作られている加工食品

（３）県独自の新技術を用いて作られている加工食品

事業者から申請のあった商品について、審査会を開催し、「鳥取県表彰･認定等審査会（食のみや
こ鳥取県推進協議会）」の意見を参考に、認証の可否を決定する。
認証申請書は、鳥取県ふるさと認証食品認証要綱に基づき、必要書類を添えて市場開拓局食の
みやこ推進課まで提出すること。なお、申請様式はホームページからも入手可能。

認証食品には、認証マーク（Ｅマーク）を使用したパッケージで製造・販売ができる。
　　　
（「鳥取県ふるさと認証食品」ロゴマーク）

　　　　　　　　　　　　　　

問合せ先
市場開拓局食のみやこ推進課
TEL：0857-26-7853

FAX：0857-21-0609

関連サイト http://www.tottori3e.jp/
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