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令和４年度 事業者向け支援策

県・市町村合同 オンライン説明会

新展開支援
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事業展開支援



コロナ禍で変容した生活様式や市場に対応した新需要獲得のため、新規分
野進出など事業転換等の取組を支援します。

＜対象事業＞＜補助金＞
・新規事業分野への進出
・販路獲得のための新規⼿法の導⼊
・新商品・サービスの開発

５0０万円
（補助率 ２分の１）

【対象事業者】
県内中小企業（コロナ以前と比べて売上高が10％以上減）

【担当部署】
商工労働部 企業支援課 TEL︓0857-26-7988 FAX︓0857-26-8078 3

新時代対応型事業展開支援補助金

※認定経営革新等支援機関（商工団体、金融機関、中小企業診断士等）と計画策定
※審査会で採択

第2次募集︓令和4年4月1⽇〜4月28⽇（※第３次募集は6月1⽇〜6月30⽇の期間で予定）



コロナ禍により経営的な影響を受けた事業者のみなさまの多角化・新展開に
つながる取組を支援します。
※受付期限をR４.7月末まで延⻑（事業期間〜R５.２.28）

＜対象事業＞＜補助金＞
①事業実施方法の転換
②新分野への進出
③新型コロナに対応する新商品・サービス開発

１0０万円
（補助率 ２分の１）

【対象事業者】
新型コロナウイルスの影響により経営的な影響を受けた県内中小企業者
（申請前直近１年のうち、任意の３か月の売上が、コロナ以前の同月⽐３０％以上減少）
【担当部署】
商工労働部 企業支援課 TEL︓0857-26-7988 FAX︓0857-26-8078
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県内企業多角化・新展開応援補助金



事業再構築補助金＜通常枠＞
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため中小企業等の
思い切った事業再構築を支援します

＜活用イメージ＞＜補助金＞
①喫茶店が飲⾷スペースを縮小

⇒ 焼き菓子のテイクアウト販売を開始

②伝統工芸品製造（百貨店での売上げ減）
⇒ 新たにＥＣサイトでの販売を開始

１0０万円〜
従業員数に応じて 8,000万円
（補助率 ３分の２）※6,000万円超は１／２

【対象事業者】
・申請前直近６月のうち任意の３月の合計売上げが、コロナ以前同３月と比べて１０％以上減
・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定
・事業終了後３〜５年で付加価値額⼜は従業員１⼈あたりの付加価値額が年率３％以上増加

【担当部署】
経済産業省 中小企業庁 （お問い合わせは経産省ＨＰの質問フォームよりお寄せください） 5

第6回公募︓令和4年3月下旬開始予定（※事業類型や要件が⼤幅に変更になります）

〔令和３年度国補正予算〕
グリーン分野での事業再構築を支援する新たな枠の創設や売上減少要件の緩和などの⾒直しを実施。
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とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業
 とっとり企業支援ネットワークでは、県内20の機関（商工団体、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、経営改善、新事業展開、事業承継等の経営課題
に対して、外部専門機関の協⼒も得ながら、具体的な改善策を提案し、実⾏しています。

外部専門機関派遣支援の一覧表
支援区分 支援内容 支援期間と限度額

経営診断・各種経営計画
策定

経営診断、経営計画・経営改善
計画等の策定

・支援期間︓6ヵ月程度
・助成額︓100千円以内／件（県認定300千円以内／件）

企業調査・分析 企業の現状分析、経営課題抽
出・分析、財務分析 等

・支援期間︓１ヵ月程度（派遣回数:3回以内）
・助成額︓30千円以内／回（90千円以内／件）

各種課題解決支援 各種経営課題に対する個別支援 ・支援期間︓3〜12ヵ月程度(派遣回数:6回以内)
・助成額︓50千円以内／回（300千円以内／件）

事業計画策定 資本性劣後ローンに必要な事業
計画の策定

・支援期間︓6ヵ月程度
・助成額︓100千円以内／件

販路開拓支援 県内外に商品を販路開拓する代
⾏活動

・支援期間︓3〜12ヵ月程度
・助成額︓500千円以内／件

【お問い合わせ先】
とっとり企業支援ネットワーク事務局（鳥取県経営サポートセンター） ＴＥＬ︓0857-20-0071 ＦＡＸ︓0857-20-0241



【担当部署】
商工労働部 企業支援課 ＴＥＬ︓０８５７－２６－７２１７ ＦＡＸ︓０８５７－２６－８１１７ 7

ポストコロナを見据えた商店街等新展開支援事業
ポストコロナを⾒据えて地域の商店街や商業・サービス業等が新たな需要を獲得するため、商店街や複

数の事業者等が⾏う新たな時代のニーズに対応した地域振興イベントや需要喚起に繋がる取組を支援し
ます。
併せて、その取組を、デジタル（SNS）を活⽤し効果的に情報発信するとともに、効果を検証・分析し、

他の商店街等へ横展開し新たな需要獲得のスタイルを創造します。
事業名 事業概要

商店街等新展開
支援事業補助⾦

■事業概要 商店街等が⾏う新展開に繋がる地域振興イベント及び需要喚起の取組を支援
■対象事業者 商店街組織等（観光まちづくり法人等）、複数の事業者により構成されるグループ
■対象事業及び対象経費
・新たな時代のニーズに対応した地域振興イベント及び需要喚起に繋がる取組等
(プレミアム商品券に係るプレミアム経費は補助対象外)

■補助率・補助上限額 補助率３分の２、上限額1,000千円
商店街等デジタル
活⽤強化支援事
業

■事業概要 上記の対象事業のうち、新規性・話題性等のある事業を対象として、専門事業者が伴走支援
しながらデジタルを活⽤して戦略的に情報発信し、新たな需要獲得に繋げていくとともに、その効
果を分析しHP等で公表することで、他の商店街等にも横展開を図る。

■委託業務の概要 戦略的なデジタル広報等に係る伴走支援及び効果等分析業務
※プロポーザル公募で業者選定



＜対象事業＞
・海外工場から県内工場に生産移管
・海外調達部品を県内工場で内製化

など

＜成長・規模拡大ステージ＞

補助率２０％
（上限額 10億円）

【補助要件】 投資額3,000万円超、新規雇⽤5人⼜は雇⽤維持＋付加価値年５％増加など

【担当部署】 商工労働部 ⽴地戦略課 TEL︓0857-26-7220 8

鳥取県産業成長応援補助金（大型投資）

※地域経済牽引事業計画または経営革新計画の承認が必要です。
※重点分野に該当しない設備投資は「一般投資支援」（補助率10％・上限5億円）の区分で支援します。

近年のコロナ禍による海外生産リスクを踏まえ、国内回帰（海外から県内へ
の生産移管）のための設備投資を県の重点分野として手厚く支援します。

【その他の重点分野】
①成⻑ものづくり、②⾃然環境調和、③観光インバウンド、④IoT技術・ソフトウェア、⑤低炭素技術活用
⇒「国内回帰」は令和４年度から５年度まで２年間限定の重点分野となります。



事業者内のDX推進人材育成を含め、事業者ごとのデジタル化・DX導入
及び機器整備等を柔軟かつ機動的に支援します。

＜対象経費＞＜補助金＞
デジタル化・DX関連講座受講費、
外部専門家活用費、システム等利
用・整備・機器導⼊費等

50万円
（補助率 ２分の１）

（事業実施期間 最⻑１２ヶ月）

【対象事業者】
県内に拠点を有する中小企業・小規模事業者

【担当部署】
商工労働部 産業未来創造課 TEL︓0857-26-7244 FAX︓0857-26-8117
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カスタム型デジタル変革推進補助金

※公募時期︓令和4年４月以降 ※公募情報は、担当部署HPに掲載します。
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ビヨンドコロナ型ビジネスモデル実装推進補助金

商工労働部商工政策課 TEL:0857-26-7565 FAX:0857-26-8117 MAIL:shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

鳥取県内において、個社だけでなく複数の事業者や地域、団体等と連携することで広域的な取り組みを⾏うことを
前提とし、コロナ後を⾒据えた新技術や価値観の変容等を捉えた事業継続モデルの実装を支援します。

県内企業が管理法人を務める事業者コンソーシアム
※ 広域的な実装を促進するため、関連する団体・組合組織等(飲食、観光団体、事業組合、

商工団体など)の参画を必須とする。

コロナ後を⾒据え、新技術や価値観変容を複合的に組み込んだ、持続可能な事業継
続モデルの構築にかかる経費を支援（事業期間は最⻑12ヵ月間を予定）
【対象事業の例】
• 観光地や飲食店が連携し、観光エリアに複数事業者の連携による無人店舗エリアの設

置や、ゴーストキッチンを運営し観光エリアにデリバリーを⾏う複合サービスの形成。
• 仮想空間(メタバース)等の技術を活⽤し、複数の店舗を仮想空間に設置し、実際の

店舗に近い売買体験を提供するバーチャルコマース等の展開。 他

補助上限
１，０００万円

補助率
３分の２ 審査会により採択事業を決定します。

申請受付時期等は後⽇、県ホームページ等でご案内します

<対象事業者>

<対象補助事業>

＜イメージ＞

企業 地域

観光
事業者 商工団体

事業者コンソーシアム

複数飲食事業者

観光エリア デリバリー

ゴースト
キッチン

(シェアキッチン)



地域活性化雇用創造プロジェクト事業

事業継続や雇⽤維持に向けて、業種転換や事業の多角化等の推進を図る
事業者のみなさまを支援します

地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会事務局（商工労働部雇用政策課内）
TEL 0857‐26‐8477 URL https://rajc.jp/support‐business/

◆企業戦略策定支援事業

成長が見込まれる業種・業態転換等のヒントを学ぶセミナーや事業計画の作成方
法等を学ぶワークショップを開催します

◆専門家個別支援事業

業態転換や事業の多角化を図ろうとする事業者の方に専門家を派遣し、伴走型の
支援を行います

※その他、管理職や中堅リーダーを対象とした人材育成講座、実務担当者向けのＩＣＴ導入促進セミナー
等も開催します
※参加費無料、詳細はホームページをご覧ください



県内企業の経営課題をスポット的に解決し、攻めの経営への転換を手
伝ってくれる都市部ビジネス人材の副業・兼業誘致を進めています。

【担当部署】
商工労働部鳥取県⽴鳥取ハローワーク TEL︓0857-51-0501 FAX︓0857-51-0502
とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点 TEL︓0857-30-6720 FAX︓0857-30-6725
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とっとり副業兼業プロジェクト「鳥取県で週１副社長」

【活用の例】
・SNSを活用した情報発信
・インターネット販売促進
・⼈事制度見直し

◆令和３年度は116社が活用！

〜副業マッチングサイトに年４回（5月、8月、11月、2月）、
無料で副業・兼業求⼈を掲載します！〜



ＳＤＧｓ企業認証制度

13

SDGs企業認証制度の概要
認証主体 鳥取県 認証対象 県内企業等

認証内容
○「社会」「経済」「環境」の3側面の取組の自己チェックや目標設定をした上で申請
○３年に１度更新（年１回の進捗報告）

認証取得
メリット

＜認証を取得すると受けられる主な支援＞
 認証事業者を対象とした低利率の制度融資
 SDGs経営における各種課題の解決を支援する補助⾦

（企業版ふるさと納税を組み合わせ、最⼤で企業負担ゼロ）
 新たな展開の実現のきっかけとなるビジネスマッチング支援
 その他、専門家派遣等による取組強化の伴走支援など

詳しくは、

SDGｓ企業認証制度説明会

にて、ご説明します！

【開催日時】 ４月１４日１３：３０～

※視聴方法・申込方法は県HPを
ご覧ください

制度や支援のお問い合わせ、申請相談などに対応する「SDGs企業認証相談窓口」を開設しました！
SDGs企業認証相談窓口（鳥取県商工労働部商工政策課内）
◆TEL︓0857-26-7538 ◆FAX︓0857-26-8117 ◆MAIL: shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp
◆とりネット（県HP):https://www.pref.tottori.lg.jp/301064.htmri.tm

都道府県レベルで全国初となるSDGs企業認証制度の公募を４月上旬に開始します。


