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 基本理念（条例第３条関係）                                        

中小企業の振興は、以下に留意して行われなければならない。 

(1) 中小企業者が自主的に経営革新等による経営の向上・改善に取り組むとともに、県

産品の積極的な利用が図られること。 

(2) 創業、次世代産業の創出・集積等により、産業イノベーションの創出が促進されるこ

と。 

(3) 地域に根差した産業（商業・サービス業、建設産業、地場産業）や、地域資源を活用

した産業  （観光産業、農林水産業）が発展すること。 

(4) 小規模企業者の自助努力を基本としつつ、その経営資源の確保に配慮し、その経営

規模や形態等に応じその活力が最大限に発揮されること。 

(5) 年齢、性別、国籍及び障害の有無にかかわらず就業希望者に雇用の機会が確保さ

れ、 中小企業における労働環境が整備され、人材の育成・確保が図られること。 

(6) 県、国、市町村、中小企業者、関係団体等が相互に連携するとともに、県民が協力す

ること。 

 

   県の基本的施策（条例第 12～31 条関係）                                                                 

 
施策の目的（基本理念に対応） 内      容 

(1)中小企業者の経営の向上・改善等 
受注機会増大、県産品購入、販路拡大、融資・相談、事業

継続 

(2)創業、次世代産業の創出と集積等 創業、次世代産業創出の促進、企業の立地・定着の促進 

(3)地域に根差した産業の振興等 
商業・サービス業、地場産業、建設・観光・農林水産業の

振興 

(4)小規模企業者の事業の振興 小規模企業者の事業の振興 

(5)雇用の機会の確保等 雇用機会確保、人材育成・確保、後継者育成・確保 

(6)産学官連携等の推進等 
産学官等連携、市町村連携、広報、調査研究、税財政措置、

公表等 

 

 参考：年次報告（条例第 31 条関係）                                      

 

知事は、毎年、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、その概要を公表する

ものとする。 
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基本的施策における関連事業の実施状況 

 

 県では、産業発展の原動力であり、地域社会を担う重要な存在である中小企業の振興を

図るため、特に産業イノベーションの創出が図られることに留意し、長野県中小企業振興条

例の基本理念に基づき、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定・実施することとして

います。 

【平成 27 年度】 

緩やかに回復基調が続いている経済・雇用情勢を確実なものにするため、次世代産業の

創出を目指して、有望な分野・市場への展開を重点的に進めました。 

 地域資源を活用した特色ある商品の開発、また産業を担う人材の確保・育成、ニーズに応

じた就業支援や多様な就業形態に対応した働きやすい労働環境づくりを推進しました。 

(1)中小企業者の経営の向上・改善等への支援 

  中小企業者の経営の向上及び改善を図るために、新たな製品又はサービス開発、国内外における販

路拡大、経営体質強化のための支援を実施しました。 

【主な取組】 

○独自技術や経営ノウハウをもつ中小企業を地域の中核企業へ育成するため、専門家からなるプロジェ

クトチームを編成し、新事業展開等を集中的に支援。 

○有望市場の開拓として、国内外の展示商談会等を活用し県内企業の技術力の売り込みや販路開拓を

支援。特に、中小企業振興センターにあるマーケティング支援センターにおいて、海外進出や食品流通

に関する経験や知識を有する専門人材を引き続き配置し、個々の企業にあわせたサポートを実施。 

○北陸新幹線の金沢延伸に伴い富山県と連携し海外バイヤーを招聘した商談会の展開を継続するなど、

企業間のマッチング支援を重点的に実施。 

○中小企業融資制度資金による低利融資の実施や事業引継ぎセンターによる後継者バンクへの登録・

マッチング、省エネ化と収益向上につながる現場改善など、中小企業の安定した事業活動の支援を実

施。 

○新 ：新規事業、○再 ：再掲載事業、※番号は施策体系における主要事業の番号 

事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

①※国内販路開拓強化

事業 

（マーケティング支援センター事業） 

【産業立地・経営支援課】 

19,789  県内企業の「技術提案キャラバン隊」を編成して、自動車や医療機器関連

等のメーカー等発注企業を訪問し、技術・購買担当者等との商談を支援しま

した。 

 また、医療機器関連（メドテック）や機械・電機関連（ネプコンジャパン）等の

展示会に長野県ブースを設置し、県内企業の販路開拓を支援しました。 

 

・延べ出展企業 329 社 

・商談件数 4,894 件（内、成約件数 229 件） 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

①マーケティングコーディ

ネート事業 

（マーケティング支援センター事業） 

【産業立地・経営支援課】 

1,411  県内企業のマーケティング力を強化するため、特別顧問（２名）を設置し、

相談助言・セミナーを実施しました。 

 

・セミナー開催：４回 

・参加者数：259 名 

①受発注取引支援事業 

（マーケティング支援センター事業） 

【産業立地・経営支援課】 

24,984  受発注開拓推進員（県外３名、県内５名）を配置し、県内中小企業の取引

を斡旋しました。 

 

・斡旋紹介件数：1,215 件（内、成立件数 81 件） 

①消費財グローバル競争

力強化事業 

（マーケティング支援センター事業） 

【産業立地・経営支援課】 

30,909  消費財製造業を支援するため、地域資源の掘り起こしや新製品開発の支

援を行いました。また、新たな市場への販路開拓・販路拡大を推進することに

より競争力の向上を図りました。 

 

・商談件数：1,736 件（内、成約件数 109 件） 

①中小企業グローバル展

開推進事業 

（マーケティング支援センター事業） 

【産業立地・経営支援課】 

38,195   グローバル展開推進員（３名）を配置し、企業の相談対応を行うとともに、グ

ローバルマーケティングセミナーの開催や海外展示会の出展支援など、県内

中小企業の海外販路開拓を支援しました。 

 また、中小企業が外国特許等を出願する際の経費の一部を助成しました。 

 

・海外展示会出展企業：19 社 

・商談件数：290 件（内、成約件数 12 件）  

①海外バイヤー招聘事業 

（マーケティング支援センター事業） 

【産業立地・経営支援課】 

1373  北陸新幹線金沢延伸に伴い、富山県と連携して海外バイヤーを招聘し、長

野県内及び富山県内で商談会を開催しました。 

 

・出展企業：21 社 

・商談件数：35 件 

①中小企業海外・国内販

路開拓助成事業 

（マーケティング支援センター事業） 

【産業立地・経営支援課】 

8,710  県内中小企業等の技術・製品の販路開拓を支援するため、展示商談会等

の出展費用の一部を助成しました。 

 

・助成金交付企業：53 社 

・商談件数：3,036 件（内、成約件数 432 件）  

地域ものづくり産業国際

展開推進事業 

【産業立地・経営支援課】 

16,000   ものづくり産業の国際競争力強化を目指し、地域の自治体、商工団体等が

一丸となって開催する展示商談会の開催に要する経費の一部を助成しまし

た。 

 

・諏訪圏工業メッセに対し助成 

出展企業：403 社  商談件数：1,701 件（内、成約件数 692 件）  

②長野県海外駐在員事

業 

【産業戦略室】 

48,579  中国・上海とシンガポールの海外駐在員により、県内企業の現地における

受発注活動の支援を行うとともに、経済・貿易・投資環境等に関する情報収

集・提供、県内産業、県農産品、観光の紹介宣伝等を行いました。 

 

・情報提供：2,362 件 

・活動支援：60 件 

長野貿易情報センター事

業 

【産業戦略室】 

18,192  県内企業の海外進出、海外輸出のための各種手続きの相談、貿易実務講

習会の開催、海外の経済・貿易・投資環境等の情報提供など県内企業の貿

易振興を支援しました。 

 

・海外情報の提供：814 件 

・海外展開支援セミナー等の開催：10 回 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

③専門家派遣事業 

【産業立地・経営支援課】 

12,003  経営課題を抱える中小企業に対し、登録した民間の専門家を派遣し、適切

な経営診断・助言を行うことにより課題の解決を図りました。 

 

・派遣先企業：117 社 

・派遣回数：531 件 

【支援事例】 

顧客ﾀｰｹﾞｯﾄに対する提案営業・企画書作成等に関する実践的な助言・指

導を実施。また、営業同行支援により企業とお客様とのつながりを構築。 

地域資源製品開発支援

センター事業 

【ものづくり振興課】 

12,624  中小企業等が行う地域資源を活用した製品開発を企画段階から商品化ま

で一貫して支援しました。 

 

・商品化に至った件数：41 件 

【支援事例】 

 老舗和菓子店商品の若年層の浸透を図るため、商品名、パッケージや新

社標も含め新たなブランド構築を支援。 

地域中小企業育成プロジ

ェクト事業 

【産業立地・経営支援課】 

8,149  独自技術や経営ノウハウを持つなど、キラリと光る元気な中小企業を地域の

中核企業へと育成するため、専門家からなる支援プロジェクトチームを編成

し、企業の新事業展開等を集中的に支援しました。 

 

・新規支援企業：9 社 

中小企業経営支援イノベ

ーション推進事業 

【産業立地・経営支援課】 

1,188  県若手・中堅職員の現場担当者を育成し、経営支援体制の強化を図ること

により、県内中小企業の現場からのイノベーション創出を支援しました。 

 

・職員向け研修会延べ参加者：99 名 

○新 ものづくり現場環境対

応支援事業 

【ものづくり振興課】 

263 中小企業のものづくり現場におけるエアコンプレッサの使用状況を専門家チ

ームが調査し、エネルギーコストの削減について提案を行い、省エネ化と収

益向上に繋がる現場改善を支援しました。 

 

・現場改善件数：３件 

④事業活動省エネサポー

ト推進事業 

（地球温暖化対策事業の一

部） 

【環境エネルギー課】 

26,657   事業活動に伴うエネルギー利用の効率化を図るため、事業活動温暖化対

策計画書制度に基づき、事業者に対する省エネに関する助言や事業所へ

の現地調査等を実施しました。 

 

・制度対象事業者:284 者 

・現地調査での助言数:199 件 

・温室効果ガス（GHG）総排出量：H26 年度比▲1.9%（速報値） 

小規模事業経営支援事

業 

【産業政策課】 

2,248,010  商工会、商工会議所及び各連合会が行う巡回・窓口相談、講習会等の経

営改善普及事業に対し助成しました。 

 

・巡回・窓口相談件数：141,566 件 

・講習会等による指導回数：2,389 回 

中小企業連携組織支援

事業 

【産業政策課】 

181,539  長野県中小企業団体中央会が行う中小企業等の組合の設立支援、巡回

相談、講習会開催などの事業に対し助成しました。 

 

・相談助言回数：10,584 

・件講習会参加者数：2,342 人 

⑤中小企業融資制度資

金 

【産業立地・経営支援課】 

40,808,752  金融機関及び長野県信用保証協会と協調して、低利の融資を行うことによ

り、中小企業の事業活動に必要な資金を円滑に供給しました。 

 

・融資実績：357 億円 

・利用件数：6,770 件 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

⑥○新 事業承継促進事業 

【産業立地・経営支援課】 

5,663  中小企業の円滑な事業承継を支援するため、首都圏の移住・転職希望者

を対象に事業承継による創業の選択肢を提案し、後継者バンクへの登録と

マッチングを促進する。 

 

・転職フェアでのブース来訪者：452 名 

・事業引継ぎ支援センターにおける相談件数：463 件（内、成約 8 件） 

 

【主な課題】 

○支援を受けていない企業が多数存在。 

○海外における経済活動の重要性の高まりや時代に即したニーズへの対応など、情報収集力等に不安

を抱える企業が多数存在。 

【取組の方向性】 

○海外駐在員や受発注開拓推進委員等を引き続き配置し、積極的な情報収集を行うとともに、県内企業

に対し実施事業等を積極的に周知し支援していく。 

 

(2)創業、次世代産業の創出と集積等を支援 

 創業促進、地域における次世代産業の創出を促進するため、製品開発や高付加価値化に対する支援

を実施しました。 

 また、次世代産業の集積等により地域における中小企業の発展を図るため、企業の立地促進を図りまし

た。 

【主な取組】 

○「日本一創業しやすい県づくり」を推進するため、創業相談や助言体制の充実・強化、日本一自己負

担額が低い創業支援資金の整備を実施。 

○成長が期待される「健康・医療」、「環境・エネルギー」、「次世代交通」分野への展開を支援。 

健康・医療分野への参入を促進するため、医療機関等と連携し中小企業が取り組む医療機器等の試

作開発を支援。 

工業技術総合センターと地方事務所の連携を強化し、中小企業の下請型・受託加工型から提案型・研

究開発型への転換を支援。 

○地域経済の維持・雇用の確保を図るため、撤退企業等の事業所を承継し事業を行う企業に対する助

成制度を創設するなど、「ものづくり産業応援助成金」制度を拡充し支援。 

 

 



5 

 

○新 ：新規事業、○再 ：再掲載事業、※番号は施策体系における主要事業の番号 

事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

⑦創業サポート強化事業 

（中小企業支援センター事業）

【創業・サービス産業振興室】 

12,160  「日本一創業しやすい県づくり」を目標に、創業予備軍を掘り起こすため

に、ワンストップ相談窓口の運営及び創業セミナー等を開催しました。 

 

・相談窓口における相談件数（年間） ：415 件(内、創業 13 件) 

○再 小規模事業経営支援

事業 

【産業政策課】 

2,248,010 商工会、商工会議所及び各連合会が行う巡回・窓口相談、講習会等の経

営改善普及事業に対し助成しました。 

 

・巡回・窓口相談件数：141,566 件 

・講習会等による指導回数：2,389 回 

⑧○再 中小企業融資制度

資金 

【産業立地・経営支援課】 

40,808,752  金融機関及び長野県信用保証協会と協調して、低利の融資を行うことによ

り、中小企業の事業活動に必要な資金を円滑に供給しました。 

 

・創業支援資金 

融資実績：20 億円、利用件数：497 件 

全国一自己負担額の少ない金利設定 年 1.3％ 

⑨次世代リーディング産

業創出支援事業 

【ものづくり振興課】 

19,389   今後成長が期待される「健康・医療」、「環境・エネルギー」、「次世代交

通」、「ナノテク」分野に係る産学官連携プロジェクトを推進し、国際競争力を

有する産業集積の形成を目指します。 

 

・研究開発プロジェクトの企画・運営支援件数：11 件 

・製品化・事業化件数：６件 

【支援事例】 

 超微細粒鋼を用いた内視鏡用鉗子の製品化を支援。 

⑩現場課題解決型医療・

福祉機器開発支援事業 

【ものづくり振興課】 

9,895   医療機関、福祉・介護施設等と連携して取り組む県内中小企業者が行う

試作開発に対し、費用の一部を補助しました。 

 

・試作・開発件数：７件 

⑪研究開発型企業育成

事業 

【ものづくり振興課】 

2,506  工業技術総合センターの「次世代産業技術開発推進本部」を拠点として、

県内中小企業の下請型・受託加工型から提案型・研究開発型への転換を支

援しました。 

 

・個別テーマに係る研究会数：11 件 

・研究会での検討結果に基づく共同研究数：10 件 

【支援事例】 

 ラッシングベルトの締め付け荷重確認装置の開発。 

提案型・研究開発型地域

産業育成事業 

【ものづくり振興課】 

1,797   地域の企業グループが、提案型・研究開発型への転換を図るため、工業

技術総合センター及び地方事務所と連携して行う事業に対し、費用の一部

を補助しました。 

 

・地域の企業グループによる事業の実施件数：５件 

工業技術総合センター事

業 

【ものづくり振興課】 

408,956  県内中小企業の技術支援機関として、技術相談や依頼試験、機器利用・

研究開発等を行い、企業の技術課題の解決を支援しました。 

 

・技術相談：18,161 件  

・依頼試験件数：30,313 件 

・施設利用件数：14,235 件   
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

特許情報利用促進事業 

【ものづくり振興課】 

4,598  特許情報に関する相談、特許情報の検索方法の指導、特許提供企業と特

許導入企業間の仲介等、特許情報の活用を支援しました。 

 

・相談対応件数：1,799 件 

○再 地域資源製品開発支

援センター事業 

【ものづくり振興課】 

12,624  中小企業等が行う地域資源を活用した製品開発を企画段階から商品化ま

で一貫して支援しました。 

 

・商品化に至った件数：41 件 

【支援事例】 

老舗和菓子店商品の若年層の浸透を図るため、商品名、パッケージや新

社標も含め新たなブランド構築を支援。 

○再 長野県地域産業活性

化基金事業 

【ものづくり振興課】 

85,872  平成１９年度に造成した基金の運用により、中小企業等が行う地域資源を

活用した新事業展開や新商品開発等に対し、必要な経費の一部を助成しま

した。 

 

・助成件数：38 件 

○再 長野県農商工連携支

援基金事業 

【ものづくり振興課】 

17,852  平成２１年度に造成した基金の運用益により、中小企業者と農林漁業者が

連携して行う新事業展開や新商品開発等に対し、必要な経費の一部を助成

しました。 

 

・助成件数：７件 

⑫○新 「NAGANO の食」イ

ノベーション事業 

【ものづくり振興課】 

2,466  長野県の優れた地域資源と高度な加工技術を活かし、企業、専門家、大

学、行政等が一体となって、企画から商品化までを実践し、新たな食品開発

を展開しました。 

 

・新食品試作開発支援件数：54 件 

【支援事例】 

従来のフリーズドライ食品よりも、肉加工品、根野菜の素材の食感を活かし

つつ、おいしく食べることができるフリーズドライ製法の開発支援。 

ものづくり企業応援事業 

【産業政策課】 

336  長野県内で企業活動を続ける製造業者の優れた技術・製品を認定し、国

内外に広く周知するとともに、優先的な支援を行い、更なる事業展開を促進

しました。 

 

・認定技術・製品数：10 件 

・県事業を活用した優先的な支援件数：10 件 

⑬自然エネルギー地域発

電推進事業 

（自然エネルギー推進事業の一部）

【環境エネルギー課】 

20,614  固定価格買取制度（FIT 制度）を活用した自然エネルギーの事業化を支援

するため、市町村や地域の NPO、中小企業等が行う調査設計や施設整備な

どに対して助成しました。（収益納付型補助金） 

 

・助成件数；太陽光発電事業１件、小水力発電事業６件 

⑭地域主導型自然エネ

ルギー創出支援事業 

（自然エネルギー推進事業の一部）

【環境エネルギー課】 

5,065  自然エネルギーの利用を促進するため、市町村や NPO、中小企業等が行

う地域主導型の熱を活用した自然エネルギー事業の創出に対して助成しまし

た。 

 

・助成件数：木質バイオマス活用事業３件(調査検討１件・設備導入２件) 

温泉熱活用事業１件(調査検討) 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

⑮産業集積促進事業 

【産業立地・経営支援課】 

840,985  今後成長が見込まれる産業分野を中心とする企業に対する集中的な企業

誘致活動や、企業立地支援策により、県内産業の空洞化防止及び産業集

積を推進し、設備投資の促進、雇用の創出、地域経済の活性化を図りまし

た。 

 

・企業立地件数：２６件 

ものづくり産業応援助成

金 

【産業立地・経営支援課】 

779,900  地域の中核となる企業が、県内に工場等を新・増設し、一定数以上の常勤

雇用者を新たに雇用し、環境への配慮を行う場合に助成金を交付することに

より、地域経済の持続的発展と雇用の確保を図りました。 

 

・認定件数：12 件、生産設備投資額：27,432 千円 

・助成額（予定）：2,117 千円 

・新規雇用：380 人 

ICT 産業等立地助成金 

【産業立地・経営支援課】 

―  ICT 産業等のサービス業が、県内に拠点を新設し、一定数以上の常勤雇

用者を新たに雇用する場合に助成金を交付することにより、当該産業の立地

を促進し、地域経済の持続的発展と雇用の確保を図りました。 

 

・認定件数：1 件 

・新規雇用：14 人（予定） 

 

【主な課題】 

○創業予備軍の掘り起こし。 

○中小企業（下請型企業等）では、ニーズに基づく製品・技術開発や研究開発経験が不足。 

○国内市場の縮小、新興国市場の拡大など国際的企業間競争が激化。 

 

【取組の方向性】 

○創業相談窓口の周知を図るとともに、創業相談体制のさらなる充実を図る。 

○県内企業や支援機関と情報共有し、より多くの企業を対象に、早期事業化や研究開発型への転換を

支援。 

○成長期待分野等を重点とした企業誘致や本社等の誘致など、戦略的な企業誘致活動の展開。 

 

(3) 地域に根差した産業の振興等を支援 

 地域に根差した商業及びサービス業、建設産業を担う中小企業の振興を図るため、商店街に対する支

援や建設企業が活躍できる環境整備を進めました。 

 食品、伝統工芸品等に係る地場産業を担う中小企業の振興を図るため、技術向上や継承の取組を支

援しました。 
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 地域資源を活用した観光産業や農林水産業を担う中小企業の振興を図るため、国内外からの誘客促

進や販路の拡大を支援しました。 

【主な取組】 

○商店街振興における次代を担うキーパーソンの育成やにぎわい創出に向けた事業実施等を支援。 

○サービス産業振興戦略（H27.3 月策定）の重点軸（「情報技術」、「ヘルスケア」、「スモールビジネス」）に

基づく施策を実施。 

○食品の試作、評価を一体的に行う「しあわせ信州食品開発センター」を新たに整備（H27.4）し、新たな

食品開発を支援。 

○意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備を進めるため、優良技術者・若手技術者の表彰や新

技術・新工法の活用促進などにより、建設産業における活力向上を支援。 

○善光寺御開帳等の大型イベントを活かし、国内外に向けた誘客プロモーションを実施。また、外国人旅行

者の増大に対応するため、無線ＬＡＮ環境の集中的な整備を支援。 

○６次産業化の推進や輸出の拡大など、農業所得の向上に向けた取組を支援。 

○県産材の製材、加工、流通に関する施設の整備を支援。 

○新 ：新規事業、○再 ：再掲載事業、※番号は施策体系における主要事業の番号 

事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

⑯○新 サービス産業振興

事業 

【創業・サービス産業振興室】 

 22，126  県内サービス産業の振興を図るため、情報通信等の重点分野において県

外からの人材誘致、県内人材の育成、新商品・サービスに係る資金調達等を

支援しました。 

 首都圏等からの IT 人材の誘致を図るため、おためし移住を支援しました。 

 クラウドファンディングの活用を図るセミナーを県内で計８回開催するととも

に、10 案件について実施を支援しました。 

 

・「おためし」参加：８組（内、拠点維持・設置 ７組） 

・支援案件：10 件（内、７件が期間内に目標金額を調達） 

⑰地域の特色を活かした

商店街創造支援事業 

【創業・サービス産業振興室】 

3,013  地域の特性やニーズを捉えた新しい商店街の創造を図るため、次代を担う

人材の育成及び地域が一丸となり継続的に取り組む事業を支援しました。 

 

・リーダーの育成 

・空き店舗利活用プロジェクトにより 2 件開店（安曇野市豊科の商店街） 

○再 小規模事業経営支援

事業 

【産業政策課】 

2,248,010 商工会、商工会議所及び各連合会が行う巡回・窓口相談、講習会等の経営

改善普及事業に対し助成しました。 

 

・巡回・窓口相談件数：141,566 件 

・講習会等による指導回数：2,389 回 

○再 中小企業連携組織支

援事業 

【産業政策課】 

181,539  長野県中小企業団体中央会が行う中小企業等の組合の設立支援、巡回

相談、講習会開催などの事業に対し助成しました。 

 

・相談助言回数：10,584 件 

・講習会参加者数：2,342 人 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

伝統工芸品支援事業 

【ものづくり振興課】 

709  伝統的工芸品月間である 11 月中に開催される催事への県内産地の参加の

ため、当該催事の経費の一部を負担しました。 

 

・参加産地数：３産地 

⑱○新 伝統的工芸品産業

魅力アップ・創造事業 

【ものづくり振興課】 

27,960  伝統的工芸品の持つ魅力をアピールし、県内外への販路開拓を進めるとと

もに、伝統的技術･技法の継承など産地の実情に応じた後継者の育成･確保

を支援しました。 

 

・展示会・商談会開催・出展産地数：６産地 

・技術伝承講習会参加産地数：６産地 

○再 ○新 「NAGANO の食」

イノベーション事業 

【ものづくり振興課】 

2,466  長野県の優れた地域資源と高度な加工技術を活かし、企業、専門家、大

学、行政等が一体となって、企画から商品化までを実践し、新たな食品開発

を展開しました。 

 

・新食品試作開発支援件数：54 件 

【支援事例】 

従来のフリーズドライ食品よりも、肉加工品、根野菜の素材の食感を活かし

つつ、おいしく食べることができるフリーズドライ製法の開発支援。 

⑲○再 地域資源製品開発

支援センター事業 

【ものづくり振興課】 

12,624  中小企業等が行う地域資源を活用した製品開発を企画段階から商品化ま

で一貫して支援しました。 

 

・商品化に至った件数：41 件 

【支援事例】 

老舗和菓子店商品の若年層の浸透を図るため、商品名、パッケージや新

社標も含め新たなブランド構築を支援。 

長野県地域産業活性化

基金事業 

【ものづくり振興課】 

85,872  平成 19 年度に造成した基金の運用により、中小企業等が行う地域資源を

活用した新事業展開や新商品開発等に対し、必要な経費の一部を助成しま

した。 

 

・助成件数：38 件 

長野県農商工連携支援

基金事業 

【ものづくり振興課】 

 

17,852  平成 21 年度に造成した基金の運用益により、中小企業者と農林漁業者が

連携して行う新事業展開や新商品開発等に対し、必要な経費の一部を助成

しました。 

 

・助成件数：７件 

⑳夢をかなえる信州農業

６次産業化推進事業 

【農産物マーケティング室】 

62,476   多様な６次産業化の取組を促進するため、施設整備や信州６次産業化推

進協議会による一貫したサポート活動を支援しました。 

 

・総合化事業計画認定件数：91 件 

・企画リーダー研修修了生：34 名 

㉑「おいしい信州ふーど

（風土）」プロジェクト推進

事業 

【農産物マーケティング室】 

38,236  「おいしい信州ふーど(風土）」の認知度向上と消費拡大を図るため、地域ぐ

るみで「おいしい信州ふーど（風土）」にまつわる「物語」を作成するなど、県民

の皆様と情報を共有し、発信しました。（県外トップセールス、商談会の開催ほ

か） 

 

・「おいしい信州ふーど(風土)」県民認知度：66％ 

・「おいしい信州ふーど(風土)」SHOP の登録：1,251 件 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

「長寿世界一 NAGANO の

食」輸出拡大事業 

【農産物マーケティング室】 

15,333   県産農産物等の輸出を継続的な商業ベースの輸出に発展させるため、生

産者、流通業者など関係事業者と連携し、海外でのマーケティング活動や海

外バイヤー招へいによる産地視察と商談会の開催など、輸出拡大の取組を

推進しました。 

 

・農産物等輸出実績 3.8 億円 

長野県原産地呼称管理

制度運営事業 

【日本酒・ワイン振興室】 

26,314  農産物の価値を計る基準を「大きさ・色・形」から「味・栽培方法・生産方法」

に求め、更に、生産情報を付加価値として、消費者の視点で信州農産物の

ブランド化を推進しました。 

 

・制度認知度（県政ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ）：47.2% 

㉒NAGANO WINE 醸造

技術支援事業 

【日本酒・ワイン振興室】 

1,407   信州ワインバレー構想に基づき、県内ワイナリー及びワイナリー設立を目

指す農業者の醸造技術向上を支援することにより、高品質な NAGANO 

WINE の生産醸造体制を確保しました。 

 

・ワイナリー研修受講者数：４名 

・相談等支援件数：100 件 

ワイン生産アカデミー事

業 

【園芸畜産課】 

902  新規参入希望者が栽培・醸造・経営等に係る基本的な知識・技術を習得

するため、「ワイン生産アカデミー（全 8 回）」を開講しました。 

 

・受講者数：40 名 

㉓高性能林業機械導入

推進事業 

【信州の木活用課】 

158,605  間伐材等の素材生産コストの低減と労働安全性の向上を図るため、林業事

業体の高性能林業機械等の導入支援や高性能林業機械のオペレーターを

養成しました。 

 

・高性能林業機械等の導入：19 台 

㉔県産材供給体制整備

事業 

【県産材利用推進室】 

1,902,086  県産材の製材、加工、流通に関する施設の整備を行う事業者を支援しまし

た。 

 

・県産材製品出荷量：117 千㎥ 

㉕森のエネルギー総合推

進事業 

【県産材利用推進室】 

238,704  県産材を活用した木質バイオマスの利用を促進するため、木質バイオマス

の加工・利用施設やペレットストーブ等の導入に係る経費に対して支援しまし

た。 

 

・木質バイオマス生産量：53 千㎥ 

㉖信州型エコ住宅推進事

業 

【建築住宅課】 

73,000   十分な省エネルギー性能を有する良質な木造住宅の普及を図るため、県

産木材の活用や環境に配慮した「信州型エコ住宅」の新築又は購入に対し

て工事費の一部を助成しました。 

 

・県産木材使用量は概ね目標を達成。環境に配慮した木造住宅の普及を

推進。 

・助成実施件数：137 件 

㉗信州型住宅リフォーム

促進事業 

【建築住宅課】 

41,430   県産木材の活用や既存住宅の省エネルギー化、県内への移住促進を図

るため、県産木材を利用した住宅リフォーム工事費の一部を助成しました。 

 

・県産木材の活用と既存住宅の省エネ化を図るとともに、移住者に対する

支援を実施。 

・助成実施件数：149 件 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

㉘建設産業活力向上支

援事業 

【技術管理室】 

848   意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備を進めるため、優良技術

者・若手技術者の表彰や新技術・新工法の活用促進などにより、建設産業

における活力向上を支援しました。 

 

・優良技術者表彰制度事業を行って努力している企業や技術者、若手技

術者を評価することにより、資質及び意欲の向上を図った。 

・優良技術者表彰・若手技術者表彰 申請：522 名（内、表彰 132 名） 

㉙○新 サミット誘致及びＧ

７交通大臣会合推進事

業 

【産業戦略室】 

20,890  サミットの誘致及びＧ７交通大臣会合の成功に向け、長野県の持つ美しく

豊かな自然環境や伝統文化、食、ボランティア精神などの強みや価値を県外

や世界に発信するとともに、県内の機運醸成を行いました。 

 

・交通大臣会合の誘致 

・G7 交通大臣会合長野県推進協議会事業計画の策定 

㉚観光地域づくり促進事

業 

【観光誘客課】 2,251 

 魅力的な観光エリアの形成を図るため、観光地域づくりを牽引していく中核

人材を育成するために、年１０回のマネジメント塾の実施と、塾生の地域での

活動を支援しました。 

  

・マネジメント塾修了生：22 名 

・組織基盤構築支援事業補助金支援地域：４地域 

観光おもてなし推進事業 

【観光誘客課】 

2,146 

 県民参加によるおもてなし向上を図るため、「信州おもてなし未来塾」の開

講など、「ずく出し!知恵出し!おもてなし」プロジェクトを推進しました。 

  

・おもてなし未来塾の開催 

・おもてなしマイスターの認定人数：38 名 

・おもてなし大賞の実施 

㉛○新 アウトドアアクティビ

ティネットワーク構築事業 

【山岳高原観光課】 
16,072 

 県内アウトドア事業者等のネットワーク組織として、（一社）長野県アウトドア

推進協議会を設立し、アウトドア情報を集約したＨＰや映像制作等を実施し

ました。 

  

・（一社）長野県アウトドア推進協議会の設立 

・アウトドア情報を発信するＷＥＢサイトとアウトドアの魅力を発信する映像を 

制作 

しあわせ信州観光キャン

ペーン事業 

【観光誘客課】 

25，000  観光旅行者が繰り返し訪れ長期滞在を楽しむ「宿泊滞在型」「県内周遊

型」観光を推進するため、市町村、観光関係団体との連携により、本県の強

みである「山」「健康」「美しさ」を前面に出して、全県的な観光 PR キャンペー

ンを実施しました。 

 

・周遊滞在特別企画の実施による県内周遊の促進 

・県内外の約 28 か所にてＰＲイベントを実施 

「スノーリゾート信州」プロ

モーション事業 

【観光誘客課】 
18,135 

 スキー場利用者数の拡大を図るため、市町村、民間団体との連携により、

魅力に満ちた新たなスノーリゾートの形を発信しました。 

  

・暖冬、小雪に対する正確な情報発信 

・交通事業者と連携したキャンペーンの実施 等 

㉜２０１５信州発信事業 

【観光誘客課】 

78,000 

 善光寺御開帳や NHK 大河ドラマ「真田丸」を契機とした誘客促進を行った

ほか、俳優「田中要次」さんを起用したプロモーション、長野県 PR キャラクタ

ー「アルクマ」を活用した PR を実施しました。 

  

・観光消費額：3,302 億円 

・善光寺御開帳の参拝客：過去最多 707 万人 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

㉝スポーツ合宿・ＭＩＣＥ

誘致促進事業 

【観光誘客課】 
3,830 

 県内への交流人口を拡大し、地域経済の活性化を図るため、長野県の豊

かな自然環境を活かしたスポーツ合宿、ＭＩＣＥの誘致を促進しました。 

  

・誘致推進員のサポートによる合宿利用者数：4,900 人（目標:3,300 人） 

・誘致推進員のサポートによるＭＩＣＥ誘致件数：6 件（目標：5 件） 

㉞戦略的な外国人旅行

者の誘致推進事業 

【国際観光推進室】 
38,381 

 中長期的に増加が見込まれる訪日外国人旅行者を県内へ誘致するため、

東アジアや東南アジア等の市場を主なターゲットに、各市場の特性に応じた

効果的なプロモーションを展開しました。 

  

・H27 外国人延宿泊者数：94.7 万人（目標：41.4 万人） 

○新 外国人旅行者受入環

境整備事業 

【国際観光推進室】 
78,538 

急増する外国人旅行者に対応するため、外国人が快適に旅行できる公衆

無線ＬＡＮ環境等を集中的に整備促進するとともに、新たな受入に積極的に

取組む地域の拡大を図りました。 

 

・35 市町村 351 箇所の宿泊施設で無線 LAN 環境を整備 

○再 産業集積促進事業 

【産業立地・経営支援課】 

840,985  今後成長が見込まれる産業分野を中心とする企業に対する集中的な企業

誘致活動や、企業立地支援策により、県内産業の空洞化防止及び産業集

積を推進し、設備投資の促進、雇用の創出、地域経済の活性化を図りまし

た。 

 

・企業立地件数：２６件 

○再 ICT 産業等立地助成

金 

【産業立地・経営支援課】 

―  ICT 産業等のサービス業が、県内に拠点を新設し、一定数以上の常勤雇

用者を新たに雇用する場合に助成金を交付することにより、当該産業の立地

を促進し、地域経済の持続的発展と雇用の確保を図りました。 

 

・認定件数：1 件 

・新規雇用：14 人（予定） 

 

【主な課題】 

○食品製造業の付加価値額が減少傾向にあり、商品が低価格化。 

○将来の建設技術を担う技術者が育つ環境整備を多面的に行うことが必要。 

○北陸新幹線の県内駅乗降者数の確保や大型イベント終了後の持続的かつ発展的な誘客促進の展

開。 

○６次産業化等に取り組む事業者の経営マネジメント力等の向上や輸出対象国別の生産技術・出荷体

制の整備等が必要。 

○木材需要の減退による木材価格が低迷するなかで木材産業の体質強化が必要。 

 

【取組の方向性】 

○健康長寿食の開発や地域に根付いた食品を海外展開型へ転換等、県の強みを活かした新たな高付

加価値食品の創出支援を実施。 
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○引き続き、建設産業優良技術者の表彰を行うとともに、将来の担い手となる高校生の就労促進事業等、

担い手育成事業を検討。 

○大型イベント等の契機を捉え、全県一丸となった観光キャンペーンの実施や国内外から訪れる観光客

の受け入れ体制の整備。 

○研修会等を通じて６次産業化等に取り組む事業者への支援を強化。 

○競争力のある木材産業の育成等を推進するため、製材会社間の連携等による体制の構築。 

 

(4) 小規模企業者の事業の振興支援 

 小規模企業者の事業を振興することにより地域経済の安定、次世代産業の創出等を図るため、事業環

境の整備等の支援を実施しました。 

【主な取組】 

○商工会、商工会議所及び各連合会が行う巡回・窓口相談、講習会等の経営改善普及事業及び長野
県中小企業団体中央会が行う中小企業等の組合の設立支援、巡回相談、講習会開催などの事業に対
し助成。 

○新 ：新規事業、○再 ：再掲載事業、※番号は施策体系における主要事業の番号 

事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

㉟○再 小規模事業経営支

援事業 

【産業政策課】 

2,248,010  商工会、商工会議所及び各連合会が行う巡回・窓口相談、講習会等の経

営改善普及事業に対し助成しました。 

 

・巡回・窓口相談件数：141,566 件 

・講習会等による指導回数：2,389 回 

㊱○再 中小企業連携組織

支援事業 

【産業政策課】 

181,539  長野県中小企業団体中央会が行う中小企業等の組合の設立支援、巡回

相談、講習会開催などの事業に対し助成しました。 

 

・相談助言回数：10,584 件 

・講習会参加者数：2,342 人 

 

【主な課題】 

○小規模事業者のニーズに応えられる広域的・高度専門的な支援体制の構築が必要。 

○中小企業者による事業活動の共同化や、経営資源の相互補完を図ろうとする活動に対する積極的な

支援が必要。 

 

【取組の方向性】 

○商工団体自らが組織の機能強化と効率化を図ることのできる効果的な支援体制を構築。 

○中小企業の活動を促進し、経営基盤の強化を図るため県が継続的に関与。 
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(5) 雇用の機会の確保等 

 中小企業を担う人材の育成・確保を図るため、公共職業能力開発施設の充実、中小企業者の需要に

応じた職業訓練を実施しました。 

 中小企業の雇用の機会を確保するため、就業を希望する者に対する情報提供、職業紹介等を実施す

るとともに、労働環境の整備を促進しました。 

 中小企業者が円滑に事業の承継を行うことができるよう支援しました。 

【主な取組】 

○県内産業界の求める高度な技能・技術を持った人材を確保するため、長野県南信工科短期大学校の

平成 28 年 4 月開校に向けた準備の実施。 

○新規学卒者等の県内就職を促進するため、学生と企業をつなげるための情報発信等を強化。 

○子育て等により離職した女性の再就職支援や女性が選択できる職域を広げるための取組を実施。 

○中小企業の円滑な事業承継を支援するため、首都圏の移住・転職希望者を対象に事業承継による創

業の選択肢を提案し、後継者バンクへの登録とマッチングを促進。 

○新 ：新規事業、○再 ：再掲載事業、※番号は施策体系における主要事業の番号 

事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

認定職業訓練助成事業 

【人材育成課】 

54,518  事業主や事業主の団体が従業員に対して行う職業訓練のうち、国の基準を

満たし知事の認定を受けた訓練を実施する中小企業等に対し、訓練の運営

費等を補助しました。 

 

・訓練修了者数 

【普通課程】 103 人（目標 90 人） 

【短期課程】1,342 人（目標 3,000 人） 

㊲産業人材育成支援セン

ター事業 

【人材育成課】 

37,075  産業労働部内に設置（H20.4.1）している「産業人材育成支援センター」を中

心に、県内産業界に必要な人材の育成・確保や県民のライフステージに応じ

たキャリア形成などについて、関係団体等で構成する「産業人材育成支援ネ

ットワーク」と一体となって総合的に人材育成を支援しました。 

 

・講座の開催：199（目標 200 コース） 

・マイスター派遣：5 回（目標 5 回） 

・研修サイト登録件数：2,869 件（目標 2,000 件以上） 

工科短期大学校・技術専

門校運営事業 

【人材育成課】 

326,500  新規学卒者・離転職者等に対して、就業に必要な技能・知識を習得するた

めの職業訓練を実施しました。 

 

・工科短大 

  定員充足率：100%（目標 100%）、就職率：100%（目標 100%） 

 ・技術専門校 

   定員充足率：65.8%（目標 75%）、就職率：93.4%（目標 87%） 

㊳南信工科短期大学校建

設事業 

【人材育成課】 

1,322,125  県内産業界のニーズに対応した高度な技能・技術を持った人材を県内全域

に送り出すため、平成 28 年４月の開校に向けた準備を進めていきます。 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

㊴民間活用委託訓練事業 

【人材育成課】 

321,919  離職者等の再就職を促進するため、就職に必要な技能・知識を習得する職

業訓練を、民間教育訓練機関等に委託して実施しました。 

 

・定員充足率：81.4%（目標 90%） 

・就職率：77.3%（目標 73%） 

技能検定及び表彰実施事

業 

【人材育成課】 

48,176  技能習得意欲の増進及び技能水準の向上等を図り、技能尊重気運を醸成

することを目的とし、技能検定の実施や各種技能競技大会等の開催のほか、

卓越技能者表彰等各種表彰を行いました。 

 

・技能検定受検者数：4,043 人（目標 4,000 人） 

・高校生の受検者数：325 人（目標 300 人） 

障がい者スキルアップセミ

ナー事業 

【人材育成課】 

5,495  障がい者の就労に必要なスキルアップを図るためのセミナーを行いました。 

 

・セミナー参加者数：223 人（目標 150 人以上） 

・ながのアビリンピック参加者数：80 人（目標 80 人） 

㊵障がい者民間活用委託

訓練事業 

【人材育成課】 

49,107  障がい者の雇用を促進するため、障がい者の能力、適性及び地域の障がい

者雇用ニーズに対応した多様な職業訓練を、民間教育訓練機関等に委託し

て実施しました。 

 

・定員充足率：64.1%（目標 80%） 

・就職率：51.2%（目標 50%） 

㊶ジョブカフェ信州運営事

業 

【労働雇用課】 

48,793 若年者の職業的な自立を図るため、40 代前半までの若年者や離職を余儀な

くされた方々に対して、キャリア・コンサルティング、就職情報の提供、職業紹

介のサービスをワンストップで提供した。 

 

・就職率：64.1% 

㊷就職困難者のための就

職サポート事業 

【労働雇用課】 

13,328 母子家庭の母や子育て期の女性、障がい者、中国帰国者等の就職困難者の

就職を促進するため、企業訪問による求人開拓を行うとともに、地方事務所に

おいてハローワーク求人情報のオンライン提供による求人情報等を活用した

就職支援を実施しました。 

 

・求人開拓件数：571 件 

㊸女性の就職応援プロジ

ェクト事業 

【労働雇用課】 

49,167 子育て期の女性の就業を促進するため、地域に出向いた就業相談や就職セ

ミナー、託児付きインターンシップ等の実施により、就業相談から職業紹介ま

で一体的に支援しました。 

 

・就職者数：290 人 

㊹新規学卒者就職促進事

業 

【労働雇用課】 

48,561 県内産業を担う優秀な人材の確保と地域活性化を図るため、県内外に進学し

ている学生に対して、県内企業の魅力発信や出会いの場の創出により、企業

に対する理解を深め、県内就職を促進しました。 

 

・参加学生の県内就職率：69.6% 

○新 UIJ ターン助成金交付

事業 

【労働雇用課】 

4,723  経営の中枢を担う人材が不足している企業等が都市部等から専門的な能

力や経験を有する人材を受け入れる際に必要な費用の一部を助成しました。 

 

・助成件数：9 件 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

信州わかもの就職応援事

業 

【労働雇用課】 

93,340 若年者の正規雇用を促進するため、未就職又は非正規就労の若者等に対し

て、就業に必要な能力を身に着ける基礎研修と職場実習を実施し、実習先企

業での正規雇用へ向け支援しました。 

 

 ・実習先での継続雇用：73.0％ 

シルバー人材センター支

援事業 

【労働雇用課】 

6,582 高齢者の活力ある地域づくりを促進するため、公益社団法人長野県シルバー

人材センター連合会が行う、就業確保、会員の拡大などの活動を支援しまし

た。 

 

 ・就業率（請負・委任）：94.2% 

緊急雇用創出基金事業 

【労働雇用課】 

1,495,831 県及び市町村における地域の実情に応じた「人づくり」を支援するため、緊急

雇用創出基金を活用して事業を実施することにより、若者、女性、障がい者等

の雇用の拡大や賃上げ等労働者の処遇改善を推進しました。 

 

 ・雇用人数：180 人 

労働相談事業 

【労働雇用課】 

10,172  労政事務所において、労働相談に応じ、労使関係の安定と適正な労働条

件の確保を図りました。 

 

 ・相談件数：1,306 件 

勤労者福祉施設運営事

業 

【労働雇用課】 

987  勤労者福祉の増進に資するため、勤労者福祉施設の管理・運営を指定管

理者（地元市）への委託により実施しました 

 

 ・施設利用人数：305,659 人 

㊺仕事と家庭両立支援

促進事業 

【労働雇用課】 

31,766  企業に対して短時間正社員制度など多様な勤務制度の導入や従業員の処

遇改善を働きかけるとともに、職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度の

普及により、従業員が仕事と子育てや介護等の家庭生活を両立できる働きや

すい職場環境づくりを推進しました。 

 

・アドバンス認証企業数：9 社 

・社員の子育て応援宣言登録事業所数：842 社 

労働教育講座事業 

【労働雇用課】 

1,482  労使及び一般県民の労働関係法令や労働問題に関する知識と理解を深

め、安定した労使関係の形成を促進するため、労働教育講座を県下各地に

おいて開催しました。 

 

・参加者の満足度：84.6% 

㊻○再 ○新 事業承継促進

事業 

【産業立地・経営支援課】 

5,663  中小企業の円滑な事業承継を支援するため、首都圏の移住・転職希望者

を対象に事業承継による創業の選択肢を提案し、後継者バンクへの登録とマ

ッチングを促進する。 

 

・転職フェアでのブース来訪者：452 名 

・事業引継ぎ支援センターにおける相談件数：463 件（内、成約 8 件） 

 

【主な課題】 

○より早い段階から、ものづくり分野に関心を示してもらう仕組みづくりが必要。 

○企業の採用意欲の高まりにより、新卒採用が売り手市場となっていることから、県内企業の魅力発信を

強化することが必要。 
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○女性の就業を促進するためには、子育て期の女性の再就職支援とともに、就業継続支援も必要。 

○事業引き継ぎ支援センターの取組の周知と後継者バンク登録の促進が必要。 

 

【取組の方向性】 

○産学官一体となり、総合的に人材育成支援を推進し、県内産業の振興を図っていく。 

 また、マイスター等の派遣を小中学校に拡大し、ものづくり産業を担う人材の育成・確保。 

○当初予定どおり長野県南信工科短期大学校を平成 28 年 4 月に開校し、産業人材育成の充実・強化。 

○就職活動中の学生に加え、就職活動前の学生に対し、県内就職の魅力を発信することで早期に県内

就職を意識づけ、将来の県内就職を促進。 

○子育て期女性の身近な地域に出向いた就業相談を充実するとともに、女性の就業継続支援を実施。 

○事業承継事業の情報発信の強化と転職フェアでの関連事業等との連携の強化。 

 

(6) 産学官連携等の推進等 

 中小企業の製品及びサービス開発、高付加価値化等を促進し、次世代産業の創出するため、関係機

関等との連携し各種施策を推進しました。 

 県民等の中小企業の振興に関する理解を深めるとともに中小企業者の受注の機会の増大等を図るた

め、優れた中小企業者の認定・周知を行いました。 

【主な取組】 

○国際競争力を有する産業集積の形成を目指すため、今後成長が期待される「健康・医療」、「環境・エ

ネルギー」、「次世代交通」、「ナノテク」分野に係る産学官連携プロジェクトを推進。 

○自然エネルギーの事業化を支援するため、市町村や地域の NPO、中小企業等が行う調査設計や施設

整備などに対し助成。 

○長野県内で企業活動を続ける製造業者の優れた技術・製品を認定し、国内外に広く周知するとともに、

優先的な支援を行い、更なる事業展開を促進。 

○新 ：新規事業、○再 ：再掲載事業、※番号は施策体系における主要事業の番号 

事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

㊼○再 次世代リーディング

産業創出支援事業 

【ものづくり振興課】 

19,389   今後成長が期待される「健康・医療」、「環境・エネルギー」、「次世代交

通」、「ナノテク」分野に係る産学官連携プロジェクトを推進し、国際競争力を

有する産業集積の形成を目指します。 

 

・研究開発プロジェクトの企画・運営支援件数：11 件 

・製品化・事業化件数：６件 

【支援事例】 

 超微細粒鋼を用いた内視鏡用鉗子の製品化を支援。 
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事業名 
決算額 

（千円） 
事業の実施状況 

○再 自然エネルギー地域

発電推進事業 

（自然エネルギー推進事業の一部）

【環境エネルギー課】 

20,614  固定価格買取制度（FIT 制度）を活用した自然エネルギーの事業化を支援

するため、市町村や地域の NPO、中小企業等が行う調査設計や施設整備な

どに対して助成しました。（収益納付型補助金） 

 

 ・助成件数：太陽光発電事業１件、小水力発電事業６件 

㊽○再 地域主導型自然エ

ネルギー創出支援事業 

（自然エネルギー推進事業の一部）

【環境エネルギー課】 

5,065  自然エネルギーの利用を促進するため、市町村や NPO、中小企業等が行う

地域主導型の熱を活用した自然エネルギー事業の創出に対して助成しまし

た。 

 

・助成件数：木質バイオマス活用事業３件(調査検討１件・設備導入２件)、

温泉熱活用事業１件(調査検討) 

㊾○再 ものづくり企業応援

事業 

【産業政策課】 

336  長野県内で企業活動を続ける製造業者の優れた技術・製品を認定し、国内

外に広く周知するとともに、優先的な支援を行い、更なる事業展開を促進しま

した。 

 

・認定技術・製品数：10 件 

・県事業を活用した優先的な支援件数：10 件 

㊿○再 建設産業活力向上

支援事業 

【技術管理室】 

848   意欲と熱意ある建設企業が活躍できる環境整備を進めるため、優良技術

者・若手技術者の表彰や新技術・新工法の活用促進などにより、建設産業に

おける活力向上を支援しました。 

 

・優良技術者表彰制度事業を行って努力している企業や技術者、若手技

術者を評価することにより、資質及び意欲の向上を図った。 

・優良技術者表彰・若手技術者表彰 申請：522 名（内、表彰 132 名） 

長野県中小企業振興審

議会運営事業 

【産業政策課】 

120  長野県中小企業振興審議会条例の規定に基づき、同審議会において中小

企業の振興に関する重要事項について調査審議を行いました。 

 

 ・審議会の開催：４回 

 

【主な課題】 

○具体的な産学官連携プロジェクトへの進展が必要。 

○小水力発電事業の立ち上げには多くの専門的知識・ノウハウが必要となるため新規参入が難しく、また、

事業の実績が少ないこともあり金融機関から多額の融資を得ることが容易ではない。 

○県内中小企業の高い技術力や製品情報の掘り起こし。 

 

【取組の方向性】 

○海外の支援機関等との覚書に基づき、海外の支援機関や大学等との技術交流の深化、国際的産学官

連携プロジェクトの企画・実施化。 

○部局横断により事業者の相談等を実施する「小水力発電キャラバン隊」により、きめ細かな支援を実

施。 
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○優れた技術・製品を引き続き認定及び優先的な支援を行い、県内外へＰＲすることにより、県内企業の

発展意欲の喚起及び販路拡大。 


