
※ 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 外国出願支援事業補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内企業

施策概要 中小企業者の戦略的な知的財産の国際出願に係る費用の一部を補助します。

【制度概要】鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金について

区　分 内容

対象事業
中小企業者における戦略的な知的財産の国際出願
（PCT特許出願、マド・プロ商標出願に限る ※）

要件
外国を含め知的財産を戦略的に活用し，経営の向上を目指す意欲があり、助成
を希望する出願に関し、外国で特許権等が成立した場合等に，当該権利を活用
した事業展開を計画していること。

補助対象者 県内に本社・事務所、工場等を有する中小企業者

補助対象
経費

①ＰＣＴ特許出願手数料
（国際出願手数料、調査手数料、送付手数料、優先権証明費用等）
②マド・プロ商標出願手数料（登録出願手数料、事後指定手数料等）
③国内代理人費用（日本国特許庁へ出願するために要した代理人費用）
④翻訳費用

補助率 1/2以内　　　 

補助金額
（上限）

30万円/１出願　　　　

※「PCT特許出願」、「マド・プロ商標出願」以外の国際出願に関する補助金についても、別途
募集します。詳しくは下記問合せ先へお問い合わせください。

　

　【参考：事業実施機関】鳥取県知的所有権センターについて　

（一社）鳥取県発明協会と（公財）鳥取県産業振興機構で構成される「鳥取県知的所有権セン
ター」では、県東部（鳥取市）・西部（米子市）の２拠点で知的財産に関する様々なご相談対応、
セミナー、ビジネスマッチング等を実施しております。まずは、お気軽に窓口までご連絡くださ
い。

　　　　＜問合せ先＞
　　　　　（一社）鳥取県発明協会　       TEL：0857-52-6728　FAX：0857-52-6674（東部）
　　　　 　　　　　　　　 　 　 　 　　　　  　 TEL：0859-36-8300　FAX：0859-36-8301（西部）
　　　　　（公財）鳥取県産業振興機構　TEL：0857-52-6722　FAX：0857-52-6674

問合せ先 （公財）鳥取県産業振興機構　TEL：0857-52-6722　FAX：0857-52-6674

関連サイト
事業実施は、（公財）鳥取県産業振興機構（鳥取県知的所有権センター）

https://tottorichizai.com/
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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 革新的事業創出支援事業 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内に事業所等を有し、かつ県内で研究開発を行う中小企業者

施策概要
鳥取県内に所在する中小企業又はグループが革新的な製品・技術・サービスの開発を目指して
行う研究開発等を支援することにより、新事業の創出や多角化、ビジネス形態の転換を推進す

るとともに、温室効果ガス削減など環境・エネルギー分野での事業化を促します。

※（旧）中小企業調査・研究開発支援補助金

枠 一般枠 環境・エネルギー枠 共通枠

区　分 調査支援型
研究開発
支援型 調査支援型

研究開発
支援型

産学共同
プロジェクト

(研究開発支援型)

補助事業の対
象分野

①次世代デバイス、②バイオ・食品、③
健康・福祉サービス、④まちなかビジネ
ス、⑤コミュニティビジネス、⑥観光ビ
ジネス、⑦農林水産資源、⑧次世代
サービス

⑨環境・エネルギー分野
（温室効果ガス削減などに資すること） 左記①～⑨

事業内容

新製品の開発、
新サービスの提
供、異業種への
進出などの新た
な取組に先立つ
市場調査等の基
礎的な調査段階
の事業

市場規模・ニーズ
の把握など基礎的
な調査を終え、製
品化・事業化に向
けてより具体化・深
化させるための研
究開発が必要な段
階の事業

新製品の開発、
新サービスの提
供、異業種への
進出などの新た
な取組に先立つ
市場調査等の基
礎的な調査段階
の事業

市場規模・ニーズ
の把握など基礎的
な調査を終え、製
品化・事業化に向
けてより具体化・深
化させるための研
究開発が必要な段
階の事業

県内中小企業者と
県内大学・高専・公
設試が連携して製品
化・事業化を目指し
て新産業基盤技術
を創出する産学共同
プロジェクト

補助対象者 県内に事業所等を有し、県内で事業を実施する中小企業者・グループ （※1）

補助対象
経費

原材料費、ソフト
ウェア開発環境
使用料、機器・設
備使用料、委託
費、共同研究費、
外部専門家受入
経費など

＜同左＋下記経
費＞
減価償却費、直接
人件費、産業財産
権導入費、機器・
設備・ソフトウェア
の購入費など
（※2）

原材料費、ソフト
ウェア開発環境
使用料、機器・設
備使用料、委託
費、共同研究費、
外部専門家受入
経費など

＜同左＋下記経費＞
減価償却費、直接人件費、産業財産権導
入費、機器・設備・ソフトウェアの購入費な
ど（※2）

補助率 2/3以内 1/2以内 2/3以内 1/2以内

補助金額
（上限）

100万円　 500万円 100万円 500万円 1,000万円

補助対象
経費(下限）

75万円 500万円 75万円 500万円 　1,000万円

事業期間 最長 12か月 最長 24か月 最長 12か月 最長 24か月

※1　県内に事業所等を有し、県内研究機関（大学・高専・公設試）との共同事業を県内で実施する中小企業者・グループ
※2　委託費、共同研究費、直接人件費はそれぞれ対象経費の５０％以内。ただし、システム開発関連事業は直接人件費
の割合の制限なし。

問合せ先 産業未来創造課　TEL：0857-26-7564　FAX：0857-26-8117

関連サイト
募集期間や応募方法など詳細は、鳥取県産業未来創造課のホームページでお知らせします。

https://www.pref.tottori.lg.jp/99773.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
鳥取県先端ＩＣＴ利活用サービス等開発実証支援補
助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内に事業所等を有する事業者を主体としたグループ

施策概要
県内事業者がICT（情報通信技術）やIoT（あらゆるモノがインターネットにつながり情報をやりと
りすること）、AI（人工知能）、５G（第５世代移動通信システム）等の先端技術を活用したシステ

ム・サービスを開発し、県内の様々な分野と連携して実証実験を行う取組を支援します。

補助金額 【地域実装定着型】８００万円以内
【最先端技術挑戦型】１，０００万円以内

補助率 補助対象経費の１／２以内

事業実施期間
【地域実装定着型】最長１２か月

【最先端技術挑戦型】最長２４か月

補助対象経費

補助事業に係る以下の経費

・直接人件費

・ソフトウェア開発環境使用料及び購入費

　（取得金額３０万円未満のものに限る。）

・委託費

・機械装置、工具器具費

・減価償却費

・その他補助事業遂行のために要すると県が認める経費

募集方法 年１回公募（募集期間等はホームページ等で案内します。）

問合せ先
産業未来創造課
TEL：0857-26-7564

FAX：0857-26-8117

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/257689.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 とっとりバイオフロンティア施設利用料補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

以下の条件に合致すると県が認定した者（認定事業者）
（１）染色体工学技術及びその成果を活用（自社製品の安全性試験や化学分析等への活用等
補助的に活用する場合を除く。）して、新しい製品、技術又はサービスの開発及び事業化に取り
組む中小企業者等で、本県におけるバイオ産業の創出に資する者
（２）県内に事務所等を有する者（当該事業開始に伴い県内に事務所等を有することとなる者を

含む）

施策概要
鳥取県が認定した事業者の「とっとりバイオフロンティア」施設利用料（借室料）の一部を助成し

ます。

○補助率：１／２
○補助期間：最大３６ヶ月

■とっとりバイオフロンティア　施設外観

■施設内３階フロアにある貸し研究室

問合せ先
産業未来創造課
TEL：0857-26-7244

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/152318.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 バイオ・創薬イノベーション支援補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

認定事業者及び県内に事務所をもち、創薬の事業化に取り組む企業

（認定事業者の要件は以下の（１）、（２）を満たす者条件とする。
（１）染色体工学技術及びその成果を活用（自社製品の安全性試験や化学分析等への活用等
補助的に活用する場合を除く。）して、新しい製品、技術又はサービスの開発及び事業化に取り
組む中小企業者等で、本県におけるバイオ産業の創出に資する者
（２）県内に事務所等を有する者（当該事業開始に伴い県内に事務所等を有することとなる者を

含む）

施策概要
鳥取大学発の染色体工学技術等の研究成果を活用して事業化に取り組む認定事業者及び県

内に事業所をもち、　創薬に繋がる研究開発を行う企業に対して研究開発への支援を行う。

スタートアップ型

◯補助対象費用　　　人件費、旅費、研究開発費、需要開拓費（広告宣伝費等）、事務雑費 

◯補助率　　　２／３

◯補助限度額　　１，０００万円/年度

○補助期間　　12ヵ月

ステップアップ型

◯補助対象費用　　　人件費、旅費、研究開発費、需要開拓費（広告宣伝費等）、事務雑費 

◯補助率　　　１／２

◯補助限度額　　１，０００万円/年度

○補助期間　　２ヵ年度

問合せ先
産業未来創造課
TEL：0857-26-7244

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/152318.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 医療機器開発支援補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 鳥取県内に事業所等を有する中小企業者

施策概要
医療機関ニーズに対応した県内企業の医療機器開発等に必要な資金について補助金を交付し

ます。

参入支援型 医療・介護連携型 専門学会展示会出展・改良事業

対象事業 ◆医療機器開発

◆業許可（医療機器製造
業、医療機器製造販売
業）、ISO13485取得

◆開発機器の薬事申請

◆医療・介護と連携した県内
企業の医療機器開発

◆製品開発後の販路拡大の
ための専門学会展示会への
出展及び製品改良

補助対象経
費

原材料費、研究開発用機
器設備費、委託費、共同研
究費、外部専門家受入経
費、外注加工費、産業財産
権導入費、直接人件費、人
材育成費、事務費、事務手
数料等

原材料費、研究開発用機器
設備費、委託費、共同研究
費、外部専門家受入経費、
外注加工費、産業財産権導
入費、直接人件費、人材育
成費、事務費、事務手数料
等

専門学会展示会の出展に必
要な出展小間料、小間装飾
料、製品改良に必要な原材
料費、委託費、共同研究費、
外注加工費、事務費、事務
手数料

補助率 補助対象経費の３分の２以
内

補助対象経費の２分の１以
内

補助対象経費の２分の１以
内

補助金額 上限３００万円 上限５００万円 上限５０万円

補助期間 最長１２か月 最長２か年度 最長１２か月

問合せ先
産業未来創造課　TEL：0857-26-7244　FAX：0857-26-8117

（公財）鳥取県産業振興機構　TEL：0857-52-6705　FAX：0857-52-6673　

関連サイト
補助金事業の実施は（公財）鳥取県産業振興機構

http://www.toriton.or.jp/
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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 県内企業多角化・新展開応援補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者
新型コロナウイルス感染症まん延の長期化により経済的影響を受けた県内中小企業等
※申請前直近１年のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高

と比較して３０％以上減少していることが必要です。

施策概要

【対象事業】
新規事業分野への進出、事業実施方法の転換など多角化・新展開につながる取組
(政治、宗教又は選挙活動に関わる事業、公序良俗に反する事業、その他補助金を交付するこ
とが適切でないと認められる事業は対象外)

1.事業実施方法の転換（感染症防止対策又は既存事業の拡大に止まるものを除く）
既存事業に関する取組で、コロナ以降の変化に対応するため、事業の実施・提供方法を変更す
る取組が対象です。（生産方法の変更や、既存商品・サービスのメニュー追加は含みません。）
例）夜間居酒屋営業のみだったところ昼間に飲食提供、ネット通信販売開始　など

2.新分野への進出
例）飲食店が食品を製造販売、旅館がレンタルオフィスをはじめる　など

3.新型コロナウィルス感染症に対応する新商品・新サービスの開発
例）新型コロナウイルス対応マスクの製造、リモート会議サービス開発　など

【申請期間】
令和３年２月８日（月）から令和３年８月３１日(火)まで（当日消印有効）
申請総額が予算の上限に達した場合、期間内であっても募集を終了する場合があります。

【補助額等】
補助率２分の１・１社あたり上限100万円（25万円以上となる必要あり）

【事業実施期間】
交付決定の日から令和４年２月28日まで
※交付決定前に発注、購入、契約等（支払も含む）を実施したものは補助対象となりません。

【補助対象経費】
事業を実施する上で必要とする経費（ＦＳ調査費、商品開発費・事業転換に要する経費、人材育

成費、販路開拓費、共通経費、設備導入費、その他の費用）

問合せ先

鳥取県商工労働部企業支援課
 住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話  0857-26-7243 
ファクシミリ  0857-26-8117

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

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/295636.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
新事業展開資金（経営革新貸付）戦略的推進分野利
子補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

次のア、あるいはイに該当し、ウを満たす中小企業者
ア　.県経済再生成長戦略に定める戦略的推進分野にかかる経営革新計画、県版経営革新計
画、県版経営革新計画（スタート型）に取り組むこと。

イ　県経済再生成長戦略に定める戦略的推進分野にかかる県版経営革新計画（生産性向上
型）、県版経営革新総合支援事業（高度生産性向上型）に取り組むこと。　

（※戦略的推進分野・・・環境・エネルギー、 次世代デバイス、 バイオ・食品関連産業、観光ビジ
ネス、健康・福祉サービス関連産業、 まちなかビジネス、コミュニティビジネス、農林水産資源関
連ビジネス、次世代サービス（ＢＰＯ、データセンター、コンテンツ））

ウ　当該資金を借り入れ、未納の延滞金がないこと。

施策概要
経営革新計画の取組をステップアップさせることを目的とした利子への補助制度です。生産性向
上型へ取り組む事業者、高度生産性向上型の交付決定を受けた事業者は利子補助率が上乗

せされます。

新事業展開資金（経営革新貸付）利用者のうち、県経済再生成長戦略に定める戦略的推進分野に
かかる経営革新計画に取り組む企業に対し、支払利息を助成します。

※対象資金の借入れを行った日から３ヵ月以内に申請してください。

　〔助成対象期間〕　　５年間

【参考】
  新事業展開資金（経営革新貸付）の概要
　県内の中小企業者が取り組む経営革新計画に必要な資金を金融機関が融資します。
　　（資金使途）設備資金及び運転資金　　
　　（融資限度額）1億円
　　（融資期間）１０年以内　※据置２年以内を含む
　　（融資利率）年１．４３％　
　　（保証料率）年０．２３～０．６８％

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7242

FAX：0857-26-8117

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/99731.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
鳥取県産業成長事業〈小規模事業者挑戦ステージ〉
の認定及び補助金による支援 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者であり、商工団体から継続的指導を受けているこ
と（風俗営業法第２条第１項に規定する業種に該当する事業を行う者は対象外）
　
※「鳥取県版経営革新計画」の終了事業者及び「鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉」の終了
事業者についても、取組んだ計画と異なる計画・テーマ・内容で申請（＝再チャレンジ）すること
は可能。
※中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を実施中または過去に実施したことがある者

であっても、異なる計画・テーマ・内容であれば申請することは可能。

施策概要

県内中小企業者（全ての業種が対象）が策定する新たな取組に関する１～２年の短期計画につ
いて、県が「鳥取県産業成長事業〈小規模事業者挑戦ステージ〉」として認定し、その認定者の
取組に対して支援します。

※申請日時点で従業員数が２０名以下の県内中小企業者が対象です。

（１）鳥取県産業成長事業〈小規模事業者挑戦ステージ〉の認定
　　県内中小企業者が策定する新たな取組に関する１～２年の短期計画を「鳥取県産業成長事業〈小

規模事業者挑戦ステージ〉」として県が認定します。
　（付加価値額、経常利益、売上のいずれかが増加する計画であることが必要）

（２）鳥取県産業成長事業補助金〈小規模事業者挑戦ステージ〉
　（１）の認定を受けた計画の実行にあたり、補助制度により支援します。

補助メニュー
（１）

商品開発等支援事業
（２）

設備投資支援事業

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助金の額 ２，０００千円以内（千円未満は切り捨て）

補助対象期間 ２４月以内

（３）その他
　ご相談・お申し込みは商工会議所、商工会、商工会議所連合会、
　中小企業団体中央会が承ります。

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7242

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/286553.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
鳥取県産業成長事業〈成長・挑戦ステージ〉の認定及
び補助金による支援   

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認又は中小企業等経営強化法に基
づく経営革新計画の承認を受けた者で下記のいずれかに該当する者。

・鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者であり、商工団体から継続的指導を受けている
こと（風俗営業法第２条第１項に規定する業種に該当する事業を行う者は対象外）

・任意の組合・団体（組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の
途上にあり、組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、複数の企
業で構成（全体の３分の２以上が強化法第２条第１項に定める中小企業者であること）されてい

るもの）

施策概要
地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画又は中小企業等経営強化法に基づく経
営革新計画について、県が「鳥取県産業成長事業〈成長・挑戦ステージ〉」として認定し、その認

定者の取組に対して支援します。

（１）鳥取県産業成長事業〈成長・挑戦ステージ〉の認定
　　地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画又は中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画

について、県が「鳥取県産業成長事業〈成長・挑戦ステージ〉」として認定します。

（２）鳥取県産業成長事業補助金〈成長・挑戦ステージ〉
　（１）の認定を受けた計画の実行にあたり、補助制度により支援します。

補助メニュー
（１）

商品開発等支援事業
（２）

設備投資支援事業

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助金の額
１０，０００千円以内
１５，０００千円以内（県が定める重点分野に関する取組）

補助対象期間 ３６月以内

　※任意の組合・団体が実施する取組の場合は、補助率２／３とする

（３）その他
　ご相談・お申し込みは商工会議所、商工会、商工会議所連合会、
　中小企業団体中央会が承ります。

問合せ先
企業支援課
TEL:0857-26-7243

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/286553.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 物流現場改善補助金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者 県内に事業所を有する物流事業者及び荷主企業等

施策概要

１ 補助対象者
県内に事業所を有する物流事業者（※）及び荷主企業等 
※貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、航空運送事業者、
海上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫事業者又はこん包事業者 
（グループで事業実施する場合は、代表企業1社を補助事業者（申請者）としてください。）　

２ 補助対象事業
県内企業等が行う物流現場の改善につながる物流の自動化や非接触化などのデジタル化の取
組みや物流機能の効率化による脱炭素化に向けた取組みであること。
◆　補助対象事業の例（国内外は問わない） 
○ ＩＴ機器の導入による配送の効率化
○ 商流データの一元化による物流効率化
○ 地域配送の効率化による脱炭素化
○ 運送事業者と荷主の連携による物流改善 
○ 物流アウトソーシングによる最適化

３ 補助対象となる経費
輸送費、荷役費、通関等その他輸送に必要な経費、使用賃借料、コンサルタント料、通訳翻訳料、 
謝金、旅費、減価償却費、取得価額３０万円未満の備品及び消耗品購入費、委託費等

４ 補助率及び限度額
○ 補助率：２分の１
○ 補助金限度額：１，０００千円／件

５ その他
○ 実績報告の際には対象事業の実証運行等による検証結果が分かる資料を提出してください。 
○ 補助事業の検証結果については、県ホームページ等で概要を公表します。

６ 募集期間
　 随時募集します。

問合せ先
通商物流課
TEL：0857-26-7850

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/butsuryukaizen/
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名称 バイオ産業支援資金 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

以下の条件のいずれにも合致すると県が認定した者（認定事業者）
（１）染色体工学技術及びその成果を活用（自社製品の安全性試験や化学分析等への活用等
補助的に活用する場合を除く。）して、新しい製品、技術又はサービスの開発及び事業化に取り
組む中小企業者等で、本県におけるバイオ産業の創出に資する者
（２）県内に事務所等を有する者（当該事業開始に伴い県内に事務所等を有することとなる者を

含む）

施策概要
認定事業者が行う事業活動に必要な資金を金融機関が融資します（金融機関の融資審査が必

要となります。）。

資金の使途 運転資金及び設備資金

融資限度額 １億円

融資期間
運転資金：10年以内（据置３年以内を含む。）

設備資金：15年以内（据置３年以内を含む。）

融資利率 年1.43%（変動金利）

信用保証 すべて保証協会の保証が必要です。

保証料率 年0.45～1.08％以内（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

担保・保証人 保証協会の定めるところによります。

償還方法 割賦均等償還

融資対象認定について
　金融機関への融資申込みに先立ち、融資対象者として県から認定を受ける必要があります。

鳥取県バイオ産業支援資金利子補助金
バイオ産業支援資金を利用する事業者に対して、対象資金の支払利息の一部を助成します。
（１）補助期間：バイオ産業支援資金の融資を受けた日の属する月から60か月以内の期間
　　　　　　　　　（対象期間内であっても、未納の延滞金がある期間は補助対象としません。）
（２）補助金額：金銭消費貸借契約に定める償還条件について、年0.7パーセントに基づき算定した場

合に、認定事業者が対象期間内の約定償還日に返済することとなる利子に相当する
額の合計以下。

問合せ先
産業未来振興課
TEL：0857-26-7244

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/152318.htm
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名称 新規需要開拓設備資金 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者
導入・新設、能力増強・拡張、更新・建替、維持・補修、合理化･省力化などのための設備投資を

伴う計画に取り組む中小企業者等

施策概要
県内中小企業者が新たな需要獲得を目指し競争力を強化するための業態転換等に必要な設

備資金を金融機関が融資します。（金融機関の融資審査が必要となります。）

資金の使途

ア　設備資金
イ　アに係る事業実施のために必要となる運転資金又は借換資金
     （アの設備資金に併せて借り入れる場合に限ります。）
ウ  運転資金（海外子会社等の設備投資を目的とした当該子会社等
     への出資等に限ります。）

融資限度額 保証協会の定めるところによります。　

融資期間 20年以内（据置３年以内を含む。）
なお、特別な場合には、据置期間が5年以内になることがあります。

融資利率

○通常金利
　10年以内　年1.66％（変動金利）
　10年超　　 年1.87％（変動金利）
○特別金利
　10年以内　年1.43％（変動金利）
　10年超　　 年1.60％（変動金利）
　※特別金利の適用は次のいずれかに該当する場合
　　　ア　鳥取県産業成長応援条例施行規則第２条に定める重点分野にかかる事業
を行う場合
　　　イ　業態転換等を行う場合
　　　ウ　事業承継を契機として事業承継者が雇用の維持・拡大を図
　　　　　 る場合　
　　　エ　地域経済活性化に資するものとして県や国から設備投資に
　　　　　 対する補助金等を受けて行う場合
　　　オ　法改正等による規制強化に伴って行う場合

信用保証 すべて保証協会の保証が必要

保証料率 年0.23％～0.68％

担保 保証協会の定めるところによります。

保証人 保証協会の定めるところによります。

償還方法 割賦均等償還

申込先
　金融機関、商工会議所、商工会、商工会連合会及び中小企業団体中央会

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/228071.htm
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名称 新事業展開資金（経営革新貸付） 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

次のいずれかに該当する者
ア　中小企業等経営強化法第８条第１項に基づく承認を受けた計画を実施する者
イ　鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉認定要領第６条第１項に基づく認定を受けた計画を実
施する者
ウ　鳥取県版経営革新計画〈生産性向上型〉認定要領第６条第１項に基づく認定を受けた計画

を実施する者

施策概要
中小企業者等が、新事業展開（新商品の開発や生産、商品の新しい生産、販売方式の導入な
ど）に取り組む場合に、必要な資金を金融機関が融資します。（金融機関の融資審査が必要と

なります。）

融資条件

資金の使途 運転資金及び設備資金

融資限度額 1億円

融 資 期 間 10年以内（据置2年以内を含む。）

融 資 利 率

年1.43％（変動金利）
支払利息のうち、鳥取県経済再生成長戦略に定める戦略的推進分野に
係る計画に取り組む者には年0.7％（鳥取県版経営革新計画〈生産性向
上型〉の認定を受けた者又は鳥取県版経営革新総合支援補助金「高度
生産性向上型」の交付決定を受けた者については年1.0％）を最大５年間
助成。

新事業展開資金（経営革新貸付）戦略的推進分野利子補助金
詳しくはこちら　→　http://www.pref.tottori.lg.jp/223836.htm

信 用 保 証 すべて保証協会の保証が必要です。

保 証 料 率
年0.23％～0.68％
（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

担　　　保 保証協会の定めるところによります。

保　証　人 保証協会の定めるところによります。

償 還 方 法 割賦均等償還

申込先　

  金融機関、商工会議所、商工会、商工会連合会及び中小企業団体中央会

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99472

http://www.pref.tottori.lg.jp/223836.htm
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名称 新事業展開資金（海外展開貸付） 

施策対象 中小事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

県内事業の安定・拡大を図るため次のいずれかの事業を行う者
ア　海外見本市、商談会への参加
イ　直接輸出入に係る事業
ウ　海外の支店、工場その他の営業所の設置又は拡張
エ　海外展開のための調査又は従業員教育
オ　出資割合が10％以上となる海外法人への出資
カ　出資割合が10％以上である海外法人等の発行する社債引受又は資金の貸付

キ　長期にわたる原材料の供給等、永続関係にある海外法人への資金の貸付

施策概要
中小企業者等が、県内事業の安定・拡大を図るため海外需要の取り込みを図るなどの海外展
開に取り組む場合に必要な資金を金融機関が融資します。（金融機関の融資審査が必要となり

ます。）

融資条件

資金の使途 運転資金及び設備資金

融資限度額 1億円

融 資 期 間 10年以内（据置2年以内を含む。）

融 資 利 率 年1.43％（変動金利）

信 用 保 証 すべて保証協会の保証が必要です。

保 証 料 率
年0.23％～0.68％
（保証協会基本料率より低く設定してあります。）

担　　　保 保証協会の定めるところによります。

保　証　人 保証協会の定めるところによります。

償 還 方 法 割賦均等償還

申込先　
　金融機関、商工会議所、商工会、商工会連合会及び中小企業団体中央会

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7453

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99472
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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 新事業開拓事業者認定制度 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

以下の条件のいずれかを満たす者
①中小企業等経営強化法第１４条第１項の規定に基づき承認を受けた経営革新計画を実施中
の者
②次のいずれかに該当する事業計画を有し、かつ、その計画を実施中の者又は満了した者
ア　公益財団法人鳥取県産業振興機構起業創業チャレンジ補助金の交付決定を受けた事業計
画
イ　鳥取県革新的事業創出支援補助金（旧鳥取県中小企業調査研究開発支援補助金）の交付
決定を受けた事業計画
ウ　知事の認定を受けた鳥取県版経営革新計画
エ　知事の認定を受けた産業成長事業の事業計画（小規模事業者挑戦ステージ、生産性向上

挑戦ステージ、成長・挑戦ステージに限る）

施策概要

経営革新計画等の中で生産される新商品を鳥取県が随意契約に基づき調達することを可能に
することで、経営革新計画等の承認企業の販路開拓を支援します。
※随意契約とは・・・入札によらず、契約主体が適当と判断した相手方との間で契約を結ぶこと

をいう。

認定制度の概要

○対象商品
以下の条件のいずれかを満たす商品
（1）鳥取県知事が承認した経営革新計画等の中で生産されることが明記されている商品
（2）鳥取県知事以外が承認した経営革新計画の中で生産されることが明記されている商品で、か
つ、鳥取県内の生産拠点で生産されている商品
○認定の有効期間　　　
   ３年間（ただし、中小企業等経営強化法第１４条第１項の規定に基づき承認を受けた経営革新計画実施
中の者については、当該計画期間中の再認定可）
○認定のメリット
　認定事業者の新商品は鳥取県が随意契約に基づき購入することが可能となる。
　※認定事業者に対して、必ず発注が行われるわけではありませんので、ご了承ください。
 

【参考】新商品の随意契約について

 １　対象となる契約の範囲
　　予定価格３，０００万円未満の物品調達（適用期間：令和2年4月1日から令和4年3月31日）
　　　※予定価格とは・・・官庁が発注する工事などの落札上限価格のこと。
 ２　契約の対象者条件
　　鳥取県競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
　　ただし、新事業開拓事業者が直接販売を行わない場合については、新事業開拓事業者が指定

する者を調達対象者として契約できる。
　※本制度は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づく随意契約の特例制度。

問合せ先
産業未来創造課
TEL：0857-26-7246

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/99735.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 バック・アップ型トライアル発注制度 

施策対象 企業

施策主体 鳥取県

対象者

以下の条件のいずれかを満たす者
・県内に事業所を有する中小企業者
・県内の自治体が誘致し、進出協定締結済の企業（中小企業以外は県内操業後７年以内に限

る）

施策概要
県内の中小企業等が開発・製造する製品等について、県の機関が試行的に発注し、官公庁か
らの受注実績を作るとともに、当該製品等を評価し、その結果を中小企業等へフィードバックす

ることで、製品の改良や販路開拓を支援します。

対象製品等
以下の①、②を満たすもの。
①物品、ソフトウェア、システム、技術のいずれか
　※ただし、医薬品・化粧品、農水産物、食品・飲料等人が摂取するもの、これまで採用した製品等
の類似品等及び公共事業での使用を想定するものは対象外。 
　※単価は100万円以内（設置費等含む）
②自社が県内で製造または開発するもの

選定基準
以下の全てを満たす必要があります。
　①新規性や独創性があること。
　②市場での流通が十分でないものの、今後の市場性が見込まれること。
　③技術の高度化、経営能率の向上、住民生活の利便の増進のいずれかに寄与すること。
　④製品等に適用される法令等を遵守していること。
　⑤県の機関において公共の用途での使用が見込まれるものであること。
　

トライアル発注の流れ
 
募集・応募 

年２回程度

募集期間を

定めて公募 

選定会議 

外部審査員を含む選定

会議にて新規性や市場

での流通実績等を審査

し対象製品を選定 

発注 

県の機関が予

算の範囲内で

購入 

評価 

一定期間経過後、製

品に関する評価を

行い企業へフィー

ドバック 

→→ →

登録簿掲載 

最長24ヶ月未購入製品

登録簿に掲載し、県の

機関へ周知（発注され

た製品は、随時、登録

簿から削除） 

→

※事業の全ての行程を原則公開します。あらかじめご了承の上、ご応募ください。

問合せ先
産業未来創造課
TEL：0857-26-7246

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/trial/
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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
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承
認手続き 

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

「経営革新計画」とは、中小企業等経営強化法（旧中小企業新事業活動促進法）に基づき、中
小企業者が策定される、新商品の開発などの取組みと具体的な数値目標を含んだ中期のビジ
ネスプランです。
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を県に申請して承認を受けると、さまざまな支援

措置の対象になります。

１　計画の内容 
　（１）計画の類型･･･以下のいずれかに該当する新たな取組み
　　○新商品の開発・生産
　　○新サービスの開発・提供
　　○商品の新しい生産・販売方式の導入　
　　○サービスの新しい提供方式の導入等
　(２)計画期間：３～５年間
　(３)経営目標
　　付加価値額（又は一人当り付加価値額）が年平均で３％以上の伸び率
　　経常利益が年平均で１％以上の伸び率　
　
　※経営指標について
　　・付加価値額…営業利益＋人件費＋減価償却費
　　・一人当り付加価値額…付加価値額÷従業員数
　　・経常利益…営業利益 -営業外費用（支払利息等）　
　　　※通常の会計原則と異なります。

２　計画の承認要件
　(１)新規性
　個々の企業者にとって新たな取組であれば、既に他社が実施・導入済でも原則可。
　ただし、同業者が相当程度実施・導入している取組みは認められません。
　(２)実現可能性
　経営目標の達成について、実現可能性が認められる計画であること。

３　手続きの流れ
計画策定（商工団体がサポート） → 申請書の提出 → 承認審査会 → 知事の承認
→ 計画の実施（必要に応じて支援策が利用できます）

４　承認により利用できる支援策
　鳥取県産業成長事業補助金〈成長・挑戦ステージ〉、新事業展開資金（経営革新貸付）、及び同戦
略的推進分野利子補助金、政府系金融機関の低利融資、信用保証の特例等
　※それぞれについて、支援策の実施機関の審査があります。

５　その他
　ご相談・お申し込みは商工会議所、商工会、商工会議所連合会、中小企業団体中央会が承ります。

問合せ先
企業支援課
TEL：0857-26-7243

FAX：0857-26-8117

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99732
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