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令和４年２月 鳥取県

オミクロン対策

事業者向け緊急支援策オンライン説明会

【説明会日程】 令和４年２⽉１７日(木) １４︓００〜１５︓００
【視聴方法】 鳥取県商工政策課HPにて視聴用ＵＲＬを公開します

オミクロン株による急速な感染拡大を受け、緊急措置した第８弾応援⾦など県の⽀援策や、国の新たな⽀
援制度「事業復活⽀援⾦」及び市町村の⾏う⽀援策などをご説明するオンライン説明会を開催します。
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事業継続支援
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県「オミクロン株影響対策緊急応援⾦」

＜対象＞県内中小企業等（個人事業主を含む） ※業種・地域問わず対象
＜支給額＞

売上規模に応じて一事業者あたり

20〜40万円

＜要件＞
令和4年1⽉〜2⽉の売上額（合算）が

30％以上減少（※）していること
※基準期間（過去３年間（平成31年〜令和3年）のうち、
いずれかの年の同時期（1⽉〜2⽉））と比較。

◎認証店加算あり（10万円）
(2店舗目以降、10万円×認証店舗数を加算)

【申請期間】令和４年3⽉1日（火）から5⽉31日（火）まで
オミクロン株影響対策緊急応援⾦コールセンター（商工労働部商工政策課内）
TEL 0857‐26‐8634 開設時間︓平⽇8:30〜17:15

※県「コロナ禍再⽣応援⾦」、
国「事業復活支援⾦」と併給可能︕

業種・地域・売上規模を問わない新たな応援金を緊急措置！

売上規模（基準期間の月平均） 交付上限

５０万円未満 ２０万円

５０万円以上２００万円未満 ３０万円

２００万円以上 ４０万円
＊新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等特別措置法に基づく営業時間短縮要請を⾏った
場合は、その対象店舗を除く
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県「コロナ禍再生応援金」

申請件数:884件、申請⾦額:132,100千円（R4.2.14時点）

＜対象＞「新型コロナ安心対策認証店」として登録されている事業者
※認証申請中の場合も対象（応援⾦の⽀給は認証後）

＜支給額＞
〔中小法人〕 〔個人〕

20万円 10万円

＜要件＞
事業収入（売上）が

20％以上減少（※）
していること

※令和2年11⽉〜令和4年3⽉の間の任意の連続
する1年間の売上額を前年⼜は前々年同⽉と比較。

◎認証店加算あり（10万円）
(2店舗目以降、10万円×認証店舗数を加算)

【申請期間】令和４年5⽉27日（⾦）まで
コロナ禍再⽣応援⾦コールセンター（商工労働部商工政策課内）
TEL 0857‐26‐7971 開設時間︓平⽇8:30〜17:15

※国、県、市町村の給付⾦等と併給が可能︕
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国「事業復活支援金」
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、
地域・業種を限定しない形で、2022年3⽉までの⾒通しを⽴てられるよう事業規模に応じて⽀給される⽀援⾦。

＜対象＞＜給付額＞ 2021年11⽉〜2022年3⽉の
いずれかの⽉の売上高が

30％以上減少 (※)した事業者

一事業者あたり

上限 最大250万円
（個人事業主は上限最大50万円）
※5か⽉分（11⽉〜3⽉）の売上減少額を基準に
算定した額を一括給付。

＜上限額＞事業規模・売上減少率に応じて以下額を⽀給。

売上⾼減少率 個人
法人（年間売上⾼）

1億円以下 1億円超〜5億円 5億円超
▲50％以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円
▲30％以上50％未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

※2018年11⽉〜2021年3⽉までの間の任意の
同じ⽉の売上⾼と比較。

【申請期間】令和４年５⽉３１日まで
【問合せ先】事業復活⽀援⾦事務局[相談窓口] 電話︓0120-789-140（8:30〜19:00、祝⽇含む全⽇対応）



新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針（令和4年2⽉10⽇）」
 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に必要不可⽋な業務を⾏う事業者は、国⺠⽣活及び国⺠経済安定のため、業務

継続計画の点検を⾏い、事業の継続を図る。
 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）

の積極的な実施に努める。

社会機能の維持のために必要な業務の継続
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コロナ禍における業務継続の主なポイント

 社会機能維持に必要不可⽋な業務の選定
 上記業務を継続するために必要な体制の検討
 一度に感染拡大しない体制の構築
（分散勤務、在宅勤務、スプリット・チーム制（交代勤務）の導入）

社会機能の維持に必要不可⽋な業務(エッセンシャルワーク)を⾏う事業者の皆さんは、
住⺠にとって大切な存在です。
コロナ禍であっても感染拡大を防ぎ、業務を継続することができ
る取組をお願いします。



○「とっとりBCPサポートセンター」に御相談ください
• BCP(事業継続計画)の点検・策定に向け、各専門家が個別相談（無料）に対応します

地区 窓口 電話番号

東部 県庁商工政策課 0857-26-7987

中部 中部総合事務所 0858-23-3985

西部 西部総合事務所 0859-31-9637

１．執務室の感染症対策
２．BCP点検・策定
３．セキュリティ対策
４．災害リスク診断 等

＜専門分野＞ ＜BCPサポートセンター相談窓口＞

○BCPの実効性向上や感染対策の徹底に向けた助成制度

【補助上限】５０万円 【補助率】１／２
【支援対象】新型感染症対応型BCPを策定
(又は策定予定)した県内中小事業者

【対象経費】テレワーク導入のためのリース料、
３密回避のための改修費 等

※審査会による審査を経て採択案件を決定

• 自社リスクをセルフ診断【企業リスク診断サイト「トリB」】
• 新型感染症や自然災害に対応した【BCPモデル（簡易版）】

（鳥取県HPで公開中）

ＢＣＰの点検・策定に向けた支援

①「コロナリスク対応型」事業継続補助金
※申請期限を３月１１日(金)まで延長しました

○BCP策定支援ツールを準備しています

【補助上限】２０万円（複数店舗は店舗数を乗じる）
【補助率】１／２
【支援対象】飲食店、宿泊施設、理美容、小売業など
接客を主とする店舗

【対象経費】感染予防対策に必要な経費（パーテション、
Co2モニター、換気設備 等 7

③新型コロナ感染予防対策推進補助金

【補助上限】５０万円 【補助率】１／２
【支援対象】BCPを策定(又は策定予定)した

県内中小事業者
【対象経費】
・停電対策の蓄電池や自家発電機
・水害対策としての土嚢、止水版 ・備蓄品 他

②中小企業災害対応力強化支援補助金



【担当部署】
商工労働部 企業支援課 ＴＥＬ︓０８５７－２６－７２４９ ＦＡＸ︓０８５７－２６－８１１７

コロナ融資の申込を令和４年３月末まで受け付けています。

【対象事業者】
新型コロナウイルスの影響により売上が減少した県内中小事業者等
※セーフティネット保証４号⼜は５号の認定を市町村から受ける必要があります

資⾦使途 運転資⾦、設備資⾦、借換資⾦
融資上限額 ３億円
融資利率 売上高の減少が１５％（個人事業主の場合は５％）以上の場合

当初５年０％、６年目以降１．４３％
売上高の減少が５％以上１５％未満の場合
当初５年０．7％、６年目以降１．４３％

保証料 １０年間０％
融資期間 １０年以内（据置５年以内含む）
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新型コロナ克服特別金融支援事業
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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 10

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（３回開催予定）

第１次募集︓令和4年1⽉17日〜2⽉28日（※第３次募集まで予定）



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



鳥取市
新規支援策



＜対象事業＞
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

鳥取市中小企業事業再構築支援事業補助金

＜対象事業者＞
鳥取市に主たる事業所を有する中小企業者等(※一部対象外あり)

環境の変化に対応した新たな事業の創造につながる取組に係る
経費を幅広く支援します！(県内企業多角化・新展開応援補助金と併用可)

【申 請 期 限】令和４年9月30日（木）
【お問い合わせ先】鳥取市企業立地・支援課 電話（0857）20-3223

・直近1年のうち任意の3⽉の合計売上⾼がコロナ以前(H31.1以降)の同3⽉の
合計売上⾼と比較して20%以上減少

・商工団体による事業計画の事前確認を受けること など

＜補助額＞
最大１0０万円

（補助率 1/4〜1/2）

補助
要件< >

第2次募集分︓
令和4年2⽉21日
受付開始予定



＜対象事業者＞
①鳥取市に事業所を有する中小企業者等で、
2年以上事業を⾏っていること ※一部対象外あり
②鳥取市による先端設備等導⼊計画の認定を
受けていること

鳥取市生産性向上設備導入支援事業補助金

＜補助対象＞
先端設備等導⼊計画に記載され、工業会証明書が発⾏されている設備導⼊に係る経費

※1台当たりの最低取得価格あり

コロナ禍で影響を受けた事業者様が策定する先端設備等導入計画
に基づく生産性向上の取組を応援します！

【お問い合わせ先】鳥取市企業立地・支援課 電話（0857）20-3223

＜補助要件＞
R2年4⽉以降の任意の連続する6か⽉間のうち任意の3か⽉の合計売上⾼がコロナ以前(H31年1
⽉〜R2年3⽉)の同⽉比で10%以上減少 など

＜補助額＞
最大２００万円

（補助率 1/5）

令和4年2⽉下旬
以降開始予定



境港市
新規支援策



＜要件＞
事業収入（売上）が

15％以上減少（※）
していること ほか

※令和４年１⽉〜３⽉のいずれか１か⽉の売上が、
平成31年〜令和３年のいずれかの年の同⽉と比較
して15％以上減少。

＜給付額＞
一事業者あたり

10万円（※）

※市内に複数の店舗がある場合も一律10万円。

境港市事業継続緊急支援金

＜対象者＞ 市内中小企業者等（個人事業者含む）
新型コロナウイルスの感染拡大により経営上の影響を受け、売上が減少した市内に本社(本店)のある事業者を対象。

業種不問︕ 今後の事業継続を緊急支援︕︕
国や県の給付⾦（事業復活支援⾦・コロナ禍再⽣応援⾦

・オミクロン株影響対策緊急応援⾦）と併給可能︕︕

【申 請 期 限】令和４年４月28日（木）
【お問い合わせ先】境港市水産商工課 電話（0859）47-1056
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その他
国支援策



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） 18

第5回公募︓令和4年1⽉20日開始（申請受付:2⽉中旬開始予定）
〔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。



新型コロナ小学校休業等対応助成金・支援金

名称 小学校休業等対応助成⾦ 小学校休業等対応⽀援⾦

対象者
労働者に特別有給休暇（年次
有給休暇を除く）を取得させた
事業主

委託を受けて業務を⾏う
個人

助成額 11,000円/日・人（1〜2月）
9,000円/日・人（3月）

5,500円/日・人（1〜2月）
4,500円/日・人（3月）

対象休
業期間 R4年3月31日まで

＜問合せ先＞
⼩学校休業等対応助成⾦に関する特別相談窓⼝（⿃取労働局）
電話 ０８５７－２９－１７０１
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html

国では新型コロナに係る小学校等（保育園・幼稚園を含む）の臨時
休業等により仕事を休まざるを得なくなった保護者を⽀援する制度
を設けています。
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雇用調整助成金（特例措置）

【担当部署】鳥取労働局 職業対策課 TEL︓0857-29-1708 FAX︓0857-22-7717
20

新型コロナウイルス感染症に係る雇⽤調整助成⾦の特例措置が、
令和４年３⽉3１日まで延⻑されています。
※雇⽤調整助成⾦・・・新型コロナの影響等経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業・教育訓練により

労働者の雇⽤維持を図る場合に、休業手当等の一部が助成されます。

企業等種別 令和３年５〜１２⽉ 令和４年１〜２⽉ 令和４年３⽉

中
小
企
業

原則的な措置【全国】 助成率4/5 (9/10)
上限13,500円

助成率4/5 (9/10)
上限11,000円

助成率4/5 (9/10)
上限9,000円

業況特例(前年⼜は前々年同期比30
％減)【全国】 助成率4/5 (10/10)

上限15,000円
助成率4/5 (10/10)

上限15,000円
地域特例(時短要請への協⼒事業者)

大
企
業

原則的な措置【全国】 助成率2/3 (3/4)
上限13,500円

助成率2/3 (3/4)
上限11,000円

助成率2/3 (3/4)
上限9,000円

業況特例(前年⼜は前々年同期比30
％減)【全国】

助成率4/5 (10/10)
上限15,000円

助成率4/5 (10/10)
上限15,000円

地域特例(時短要請への協⼒事業者)

特例措置の内容 ※（ ）は解雇等を⾏わない場合の企業への助成率です。

厚⽣労働省HP⇒※教育訓練を⾏った場合の加算⾦…2,400円（中小企業）1,800円（大企業）
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燃油高騰対策



燃油高騰対策
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○資金繰り支援の強化
地域経済変動対策資⾦（燃油⾼騰対策枠）
・資⾦使途 運転・設備・借換
・融資上限額 ２億８千万円
・融資利率 年１．４３％
・保証料率 ０．２３〜０．６８％
・融資期間 １０年（据置３年）
・指定期間 令和3年10⽉25⽇〜令和４年３⽉31⽇
※新たに利⼦補給を⾏い、最⻑３年間、融資利率を最大無利⼦まで引き下げ
（市町村が補助した額の２分の１補助）

○運輸事業者に対する支援
県内トラック事業者やバス事業者に対して、通常タイヤと低燃費タイヤの差額相当額

（１本あたり２千円）を補助する。

○農林漁業者に対する支援
漁業経営財務基盤強化資⾦（融資枠１億円）を無利⼦化する。
農業者や漁業者が⾏う省エネ対策などの経費を⽀援する。（補助率１／３）

○一般公衆浴場に対する支援
一般公衆浴場に対し、燃油⾼騰対策として市町が補助した額の２分の１を補助（市町村間接補助）する。

燃油の高騰に伴い経営の安定に深刻な影響が⽣じている中小事業者を支援します。



原油価格高騰対策ワンストップ相談窓口の開設
県内事業者からの県、国等の原油価格高騰対策に関する各種相談などに対応するワンストップ

相談窓口『原油価格高騰に関する県ワンストップ相談窓口』(県内３箇所)を開設しています。

相談窓口（平日 8:30〜17:15）

東部 県商工労働部内 0857‐26‐7538
中部 県中部総合事務所内 0858‐23‐3985
⻄部 県⻄部総合事務所内 0859‐31‐9637

○県燃油価格高騰対策の相談対応
地域経済変動対策資⾦、漁業経営財務基盤強化資⾦、農漁業者による省エネ対策助成事業、運輸事業者向け
エコタイヤ導入⽀援、一般公衆浴場向け燃料費⽀援 など

○国原油価格高騰対策の情報提供、相談窓口のご紹介
中小企業対策（特別相談窓口、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付運⽤緩和、下請事業者配慮要請）
農林漁業者対策（施設園芸・漁業者ｾｰﾌｨﾃｨﾈｯﾄ構築事業、農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資⾦等）など

○関係機関と連携した経営相談への対応

■商工団体、⾦融機関など
関係機関とも相互に連携

■⾏政書⼠等専門家による
個別相談、申請支援に対応



県・国支援策の補助⾦・支援⾦等の申請支援など、県ワンストップ相談窓口『コロナに打ち克つ︕経済対策予
算ワンストップ相談窓口』(県内３箇所)で引き続き相談対応します。
県社会保険労務⼠会・県⾏政書⼠会・中国税理⼠会県支部連合会と連携し、専門家が窓口にて個別相談対応

■社会保険労務⼠、⾏政書⼠、
税理⼠による支援サポート

＜東中⻄部３箇所にワンストップセンター＞
ご予約窓口（平日 8:30〜17:15）

東部 東部ワンストップセンター
（鳥取県商工労働部内） 0857‐26‐7538

中部 中部ワンストップセンター
（鳥取県中部総合事務所内） 0858‐23‐3985

⻄部 ⻄部ワンストップセンター
（鳥取県⻄部総合事務所内） 0859‐31‐9637

■「事業復活支援⾦」の申請相談等、
国・県の支援策に対応

完全予約制(個別相談)
専門家が丁寧にご相談に応じます︕

相談件数 50,000件以上︕
[令和4年2⽉14⽇現在]

専門家による 個別相談 約900件︕
[令和4年2⽉14⽇現在]

経済対策予算ワンストップ相談窓口
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ご視聴
ありがとうございました


