
様々な補助金が用意されています！

新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、客数・売上減少に対する公的支援や、感染症対
策費の助成など、国及び各自治体での支援策が様々に用意されています。
すでにご活用されているものもおありかと思いますが、新たな支援策も出ているようで
すので、ご参考になればと思います。

【例】

[対 象] 県内の中小企業者等（個人事業主を含む）
[支給額] 20万円～40万円：売上規模により異なる。

(鳥取県)コロナ禍打破特別
応援金

[対 象] 県内の中小企業者等
[支給額]法人40万円、個人事業者20万円

(岡山県)飲食店等一時支援
金制度 第2期

[対 象] 県内時短営業協力店舗・事業主
[支給額]2.5万円～20万円×時短営業日数

(兵庫県)新型コロナウィル
ス感染症拡大防止協力金

[対 象] 食品衛生法、中小企業基本法に基づく事業者
[支給額] 50万円～120万円

(島根県)飲食店等事業継続
特別給付金

[対 象]売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等
[支給額]法人20万円以内/月、個人事業者等10万円以内/月

(国)月次支援金

このほかにも多くの補助金や制度があります。一覧表は当社の
ホームページ内の「新型コロナウィルス感染症で経営にお困り
の事業者の皆様へ（補助金情報まとめ）」に掲載しております。
左のQRコードからご覧いただけます。
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新型コロナウイルス感染症対策「給付金・助成金等」のご案内 

新型コロナウイルス感染症対策として、引き続き国および各自治体でも独自の支援策が講じられています。ここでは主な給付

金・助成金をご紹介いたします。申請条件・詳細につきましては、各制度取扱先へお問い合わせください。 

 制度名 対象及び給付額 申請期間／お問合せ 

 国 月次支援金 [対 象] 売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等 

[支給額] 法人20万円以内/月、個人事業者等10万円以内/月 

対象月翌月から 2か月

TEL 0120-211-240 

雇用調整助成金 [対 象] 労使間の協定に基づき「雇用調整」を実施する事業主 

[支給額] 売上、企業規模、休業の期間等各種条件により異なります 

R3年11月末迄予定 

TEL 0120-60-3999 

休業支援金・給付金 [対 象] 休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない従業員 

[支給額] 上限 9,900円(一日あたり) 

R3年12月31日迄 

TEL 0120-221-0276 

事業再構築補助金 [対 象] 業種転換、事業再編又等の取組に意欲を有する中小企業等 

[支給額] 100万円から1億円(申請する枠により異なります) 

R3年9月21日迄 

TEL 0570-012-088 

IT導入補助金 [対 象] ITツールを導入し効率化を目指す中小企業・小規模事業者等 

[支給額] 30万から450万(補助率1/2から2/3)(類型により異なります) 

R3年9月30日迄 

TEL 0570-666-424 

持続化補助金 [対 象] 販路開拓、ECサイト構築等に取り組む小規模事業者等 

[支給額] 上限50万円(補助率2/3) 又は上限100万円(補助率3/4) 

R3年 10月1日迄 

TEL 03-6837-5929 

ものづくり補助金[低感

染リスク型ビジネス枠] 

[対 象] 対人接触を減じることに取り組む中小企業者等 

[支給額] 100万円から1,000万円(補助率 小規模2/3) 

R3年 11月11日迄 

TEL 050-8880-4053 

鳥取県 コロナ禍打破特別応援金 [対 象] 県内の中小企業者等(個人事業主を含む) 

[支給額] 減収比較対象の前年、前々年の売上規模により異なります 

R3年9月30日迄 

TEL 0857-26-7971 

デルタ株感染防止対策緊

急強化事業補助金 

[対 象] ライブ演奏のある飲食店を営む法人もしくは個人事業主 

[支給額] 上限20万円(補助率9/10) 

R3年9月30日迄 

TEL 0857-26-7211 

新型コロナ感染予防対策

推進補助金 

[対 象] 接客店舗を営業し感染予防対策を行う法人又は個人事業主 

[支給額] 上限20万円（補助率1/2） 

R3年9月30日迄 

TEL 0857-26-7159  

コロナ後を見据えた飲食

店応援事業 

[対 象] デジタル化・新業態・食品加工に取り組む県内飲食店等 

[支給額] 10万円から25万円（補助率1/2） 

R3年11月30日迄 

TEL 0857-26-7835 

県内企業多角化・新展開

応援補助金 

[対 象] 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 

[支給額] 100万円（下限25万円・補助率1/2） 

R4年1月31日迄 

TEL 0857-26-7988 

島根県 飲食店等事業継続特別給

付金 

[対 象] 食品衛生法、中小企業基本法等に基づき営業を行う事業者 

[支給額] 1店舗あたりの売上規模により異なります(上限200万円) 

R3年10月31日 

TEL 0120-168-025 

岡山県 岡山県飲食店等一時支援

金(第2期) 

[対 象] 県内に主たる事業所を有する中小企業等 

[支給額] 法人40万円 個人事業者20万円 

R3年9月30日迄 

TEL 086-226-7972 

岡山県時短要請協力金 

(第6期) 

[対 象] 時短要請等において全面的に協力した飲食店等 

[支給額] 対象地域、申請する方式により異なります 

R3年9月中旬から 

TEL 086-201-2199 

兵庫県 新型コロナウイルス感染

症拡大防止協力金 

[対 象] 時短営業に協力された店舗を運営する事業者 

[支給額] 地域、前年の売上高、規模により異なります 

第6、7期分時期未定 

TEL 078-361-2501 

鳥取市 鳥取市営業時間短縮等影

響緩和給付金 

[対 象] 営業時間短縮区域内で飲食店等の店舗を営む事業者 

[支給額] 1日の売上高により支給額が異なります。 

R3年10月29日迄 

TEL 0857-22-8111 

  



 制度名 対象及び給付額 申請期間／お問合せ 

倉吉市 倉吉版経営持続化支援事

業(追加対策分) 

[対 象] 本店または主たる事業所が市内にある事業者等 

[支給額] 4つの支援型があり、対象と金額が異なります 

R4年2月28日迄 

TEL 0858-22-8129 

松江市 松江市事業継続支援給付

金 

[対 象] 松江市に本社又は主たる事務所を有し事業を営む中小企業者等 

[支給額]  法人20万円 個人事業者10万円 

R3年9月30日迄 

TEL 0852-55-5036 

出雲市 出雲市中小企業等新事業

展開支援事業補助金 

[対 象] 感染拡大により新事業・業態転換に取り組む中小企業者等 

[支給額] 補助率3/4、上限50万円（下限15万円） 

R3年10月29日迄 

TEL 0853-21-6541 

米子市 営業時間短縮要請に伴う

飲食事業者等特別支援金 

[対 象] 米子市内かつ、時短要請対象区域外に所在する事業者 

[支給額] 対象店舗1件につき10万円 

R3年9月30日迄 

TEL 0859-23-5217  

津山市 津山市事業継続支援 [対 象] 従業員数２０名以下で、各要件を満たす法人又は個人事業者 

[支給額] 法人一律20万円・個人一律10万円 

R3年11月29日迄 

TEL 0868-32-2081 

豊岡市 豊岡市緊急雇用維持助 

成金 

[対 象] 市内に主たる事業所を置き、国へ雇調金等申請を行った事業者

[支給額] 上限額100万円 

R3年11月30日迄 

TEL 0796-21-9024 

支援策は内容・申請期間の延長等随時更新されていますので、最新の情報をご確認ください。 

国   経済産業省（代表）TEL 03-3501-1511 

 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

鳥取県 新型コロナウイルス感染症対策本部 TEL 0857-26-7799 

 https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-shiensaku/ 

島根県 商工政策課 TEL 0852-22-5282 

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/shingata_taisaku/kigyou_jigyousha.html 

岡山県 新型コロナ相談窓口 TEL 086-226-7877 

https://fight-okayama.jp/support/ 

兵庫県 兵庫県休業・時短協力金コールセンター TEL 078-361-2501 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html 

鳥取市 コールセンター TEL 0857-22-8111 

https://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/1565663823440/index.html 

倉吉市 倉吉市商工観光課 TEL 0858-22-8129 

https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/fukushi/kenkou/v116-copy-8/ 

米子市 まちづくり戦略室 TEL 0859-23-5355 

https://www.city.yonago.lg.jp/29785.htm 

境港市 産業部水産商工課商工振興係 TEL 0859-47-1056 

https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=110043 

安来市 政策推進部政策企画課 TEL 0854-23-3060 

https://www.city.yasugi.shimane.jp/shigoto/shokokanko/shokogyoshinko/corona-bp.html 

松江市 産業経済部商工企画課 TEL 0852-55-5208 

http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/shoukou/shingatacorona.html 

出雲市 経済環境部商工振興課 TEL 0853-21-6572 

https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1582077151979/index.html 

津山市 商業・交通政策課 TEL 0868-32-2081 

https://www.city.tsuyama.lg.jp/business/index2.php?id=7756 

豊岡市 環境経済部 環境経済課 企業支援係 TEL 0796-21-9024 

https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/iryokenko/yobosesshu/1009474/1014686/index.html 


