産業労働部
事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

1 次世代リーディング産業

予 算 額
＇千円（

19,389

創出支援事業費
[070402]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

国際競争力を有するものづくり産業の振興を図る
ため、次世代リーディング産業に係る産学官連携プ
ロジェクトの企画・実施を支援します。
・事業主体
・補助率

[ 19,389 ]

mono@pref.nagano.lg.jp

公益財団法人長野県テクノ財団
10/10

*研究開発プロジェクトの企画・運営支援件数：11件
*製品化・事業化の件数：６件

新

2 健康・医療産業イノベーション

6,400

コーディネート事業費
[070403]

健康・医療産業のイノベーションを創出するため、
医療・福祉現場と企業をつなぐコーディネート活動
により、新製品開発を促進します。

＇人口定着・確かな暮らし実現（

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

・事業主体
・補助率

[0]

mono@pref.nagano.lg.jp

3 現場課題解決型医療・福祉

公益財団法人長野県テクノ財団
10/10

*新製品開発プロジェクト支援件数：５件

10,000

機器開発支援事業費
[070405]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

健康・医療分野の新製品開発を促進するため、
医療・福祉現場のニーズに基づいた、県内中小企
業の試作開発を支援します。
・補助対象者 県内中小企業
・補助率
1/2
*医療機関等と連携して取り組む試作開発件数：５件

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

[0]
(10,000)

※ ＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

4,936

＇人口定着・確かな暮らし実現（

航空宇宙産業の集積による効果を全県的に波及さ
せるため、飯田下伊那地域の航空宇宙分野におけ
る技術的課題等を、他地域の企業等と連携して解決
する取組を支援します。

ものづくり振興課

・事業主体
・補助率

mono@pref.nagano.lg.jp
新

4 航空宇宙産業集積促進

事業費
[070404]

FAX 026-235-7197

[0]

mono@pref.nagano.lg.jp

5 研究開発型企業育成事業費

*航空宇宙産業関連に取り組む県内企業数：50社

2,525

[070406]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

公益財団法人長野県テクノ財団
10/10

[ 2,525 ]

mono@pref.nagano.lg.jp

1

下請型・受託加工型企業の提案型・研究開発型
への転換を促進するため、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、
県内企業との研究会・共同研究を実施します。
*研究会の設置件数：５件
*共同研究の件数：５件

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

6 提案型・研究開発型地域

予 算 額

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

＇千円（

1,800

産業育成事業費
[070407]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

下請型・受託加工型企業の提案型・研究開発型
への転換を促進するため、地域の特性や企業ニー
ズにきめ細かく対応した地域発の取組を支援
します。
・補助対象者 地域の中小企業グループ等
・補助率 1/2
*地域の企業グループによる事業件数：２件

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197
mono@pref.nagano.lg.jp

[0]
(1,800)

7 工業技術総合センター

370,056

事業費
[070411]

※ ＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

県内ものづくり産業の活性化を図るため、工業技
術総合センターが保有する技術・設備を活用し、も
のづくりに関する技術的な課題解決を支援します。
・工業技術総合センターの運営
・試験研究機器の整備
・研究事業 等

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

*技術相談件数：17,600件
*依頼試験件数：25,500件
*施設利用件数：12,500件

[ 408,827]

mono@pref.nagano.lg.jp

8 ｢NAGANOの食」イノベー

＜優先度評価に基づく県有施設の修繕・改修＞

2,817

ション事業費
[070412]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

食品産業の活性化を図るため、地域資源や高度な
加工技術など、長野県の強みを活かした新たな高
付加価値食品を創出し、「NAGANOの食」の魅力を
発信します。

新

・「健康長寿」、[海外展開｣をテーマにした高付加
価値食品の開発
・「食品産業応援ガイドブック＇仮称（」の発行

*食品製造業の付加価値額：
2,400億円(H24年)→2,700億円(H29年)
*新食品試作開発件数：31件(H26年度（→50件(H28年度（

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197
mono@pref.nagano.lg.jp

[0]
(2,864)

※ ＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

20,440

「健康寿命」の延伸を図るため、長野県次世代ヘ
ルスケア産業協議会を通じ、県内におけるヘルスケ
ア産業の振興に向けた取組を支援するとともに、ヘ
ルスケア産業の創出を目指します。

新
9

ヘルスケア産業振興事業費
[070105]

＇人口定着・確かな暮らし実現（

産業政策課
FAX 026-235-7496
sansei@pref.nagano.lg.jp

*調査、研究、実証事業による産業モデルの創出：３件

[0]
＇地方創生加速化交付金活用事業（

2

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

10 地域資源製品開発支援

予 算 額

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

＇千円（

13,851

センター事業費
[070416]

県内の特色ある地域資源を活かした新製品開発
に関して、企画段階から一貫した支援を行い、製品
の高付加価値化を促進します。

【信州ブランド確立】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

新

・総合プロデューサーの配置
・デザイン専門支援員の配置
・新製品開発塾の開催
・開発プロジェクトへのアドバイザーの派遣
・銀座NAGANOでのテスト販売

*商品化件数：30件

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197
mono@pref.nagano.lg.jp

11 NAGANO WINE醸造技術

[0]
(13,549)

8,584

支援事業費
[070413] [070414]

※ ＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

高品質なNAGANO WINEの醸造と、ワイン産地の
形成促進を図るため、既存ワイナリー及びワイナリー
設立を目指す農業者等の醸造技術向上を支援します。

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

新

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

1 NAGANO WINE 醸造技術支援事業
・ワイナリーによる醸造技術研修の実施
・醸造技術向上セミナーの開催
・技術顧問による相談支援活動
・県内未普及ぶどうの仕込み試験の実施
2 地域ワイン分析ラボ整備事業
・地域におけるワイン・ぶどう分析体制整備の支援

*ワイナリーでの醸造研修受入数：5者
*ワイン分析ラボ整備支援地域：１地域

[2,994]

mono@pref.nagano.lg.jp

＇一部 地方創生加速化交付金活用事業（

新

12 信州日本酒振興事業費

3,798

[070419][070420]

＇人口定着・確かな暮らし実現（

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

日本酒の新たな需要を創出するため、信州日本酒
の魅力発信の取組を支援するほか、県内酒蔵への
就業を促進するため、若者等に醸造技術を学ぶ場
を提供します。
1 しあわせ信州日本酒研究プロジェクト実現化事業
・酒蔵による日本酒振興策への補助
・若者向け日本酒新商品発表イベントの開催
・しあわせ信州日本酒研究会の開催
２ しあわせ信州食品開発センターでの日本酒醸造
技術研修

[0]

mono@pref.nagano.lg.jp

*新デザイン提案採用酒蔵数：５件

3

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

13 伝統的工芸品産業魅力

予 算 額

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

＇千円（

23,200

アップ・創造事業費
[070417]

【誇りある暮らし実現】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

伝統的工芸品の魅力向上と産地の活性化を図る
ため、後継者の育成・確保、新商品の開発、県内外
への販路開拓など、産地が取り組む新たな挑戦を
支援します。
新
新
新
新
新

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

[34,634]

mono@pref.nagano.lg.jp

14

マーケティング支援
センター事業費

147,003

・産地活性化プロジェクト
・伝統的工芸品イノベータ交流会
・伝統工芸技術伝承講習会
・移住交流に向けた伝統的工芸品魅力発信セミナー
・伝統的工芸品産業インターンシップ
・新規就業者の定着促進支援
・展示商談会の開催・出展
・伝統的工芸品コーディネータの配置

*技術伝承講習会参加産地数：７産地
*技術伝承講習会参加者数：50人
*新商品開発支援件数：30件
*展示会・商談会開催・出展件数：6件

県内中小企業のマーケティング力の強化を図るため、
販路開拓や受発注取引を支援します。

[070303]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

新

・マーケティングに関する相談対応、助言
・工業製品国内外展示会等への出展支援
・技術提案型商談会等による国内外の販路開拓強化
・中小企業外国特許出願支援
・北陸新幹線金沢延伸経済交流連携
＇海外バイヤー招聘（
・消費財の国内外の販路開拓強化
・「長寿世界一NAGANOの食」海外販路開拓支援
・中小企業海外・国内販路開拓助成
等

*工業製品と加工食品の海外商談件数：231件
*国内食品商談件数：1,306件
*工業製品の国内販路開拓商談件数：2,000件

産業立地・経営支援課
産業政策課サービス産業振興室

FAX 026-235-7496
keieishien@pref.nagano.lg.jp

[ 113,359 ]
(132,968)

service@pref.nagano.lg.jp
15

海外駐在員事業費

55,963

[070106]

産業政策課
FAX 026-235-7496
sansei@pref.nagano.lg.jp

[48,921]

※＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

上海、シンガポールに海外駐在員を配置し、県内
企業の販路開拓、インバウンドや農産物の輸出促進
を支援します。
*関係機関への情報提供：2,000件
*活動支援：36件

新
16

海外連携促進事業費

11,861

[070108]

＇人口定着・確かな暮らし実現（

産業政策課
FAX 026-235-7496
sansei@pref.nagano.lg.jp

[0]

4

人口減尐による国内市場の縮小やＴＰＰの大筋合
意を契機とする経済のグローバル化へ対応していく
ため、海外の特定地域との互恵的な経済交流を通
じ、県内事業者の海外取引拡大や貿易の多角化を
促進します。
・アジア地域から国際交流員を招へい
・北米地域の自治体関係者等との会談、視察
*新たな有望市場での商談会開催：１回
*新しい経済協力関係の構築：１箇所

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

17

産業集積促進事業費

予 算 額
＇千円（

1,483,090

[070309]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

債務負担行為
1,334,500

人口の県外流出防止や社会増を図るため、雇用
の確保及び地域経済の活性化を目指し、立地セミ
ナーの実施など企業誘致活動を強力に推進しま
す。
新

拡

産業立地・経営支援課
FAX 026-235-7496

[1,034,598]

・金融機関や大学と連携した立地セミナーの開催
・新規立地企業の設備投資等に対する助成支援
・本社等の移転に対する助成支援
・ＩＣＴ産業等立地助成金の雇用要件の引き下げ

*企業誘致件数：40件

keieishien@pref.nagano.lg.jp

18

プロフェッショナル人材
戦略拠点事業費

76,512

[070308]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

産業立地・経営支援課
FAX 026-235-7496

県内企業の経営革新の 実現 を促 すた め、 プロ
フェッショナル人材戦略拠点において、企業の求人
ニーズと専門人材のマッチング、広報媒体やイベン
トを活用したＰＲ等を実施します。

*人材コーディネート件数：50件

[0]

keieishien@pref.nagano.lg.jp

＇地方創生加速化交付金活用事業（

新

19 信州ものづくり生産革新

7,074

事業費
[070409]

＇人口定着・確かな暮らし実現（

ものづくり振興課
FAX 026-235-7197

・地域団体が行う、指導者養成スクールの
開校準備への支援

[0]

mono@pref.nagano.lg.jp

20

ＵＩＪターン助成金交付事業費

県内製造業の生産性向上を図るため、東京大学
等と連携し、ものづくり現場におけるカイゼン活動を
指導助言できる指導者を養成し、県内製造業者に
派遣する取組を支援します。

*地域スクールのリーダー等の養成人数：2人

55,199

[070617]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

県内への専門人材の還流を促すため、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経費の一部を助成します。
・補助対象 県内に事業所等を有する法人
又は個人事業主
・補助率
1/2以内又は2/3以内

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp
21

中小企業融資制度資金

[0]
(105,466)

*助成件数：54件＇H28年度（
※＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

63,534,723

金融機関、長野県信用保証協会等と協調し、中小
企業者に低利な資金をあっせんするとともに、信用
保証料の一部を補助することにより、中小企業者の
事業活動に必要な資金を円滑に供給します。

[070310]

新
拡

産業立地・経営支援課
FAX 026-235-7496

・地方創生推進資金、経営改善サポート資金、
中小企業振興資金＇しあわせ信州創造枠（の新設
・制度全体の利率引き下げ

[68,505,371]
*新規融資額：900億円

keieishien@pref.nagano.lg.jp

5

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

22

創業サポート強化事業費

予 算 額

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

＇千円（

16,818

[070302]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

県内経済を担う次世代産業を創出するため、潜在
的な創業希望者の掘り起こしを行うとともに、創業意
欲を高め、多様な創業スタイルを応援し、日本一創
業しやすい県づくりを推進します。

*創業相談件数：500件

産業立地・経営支援課
FAX 026-235-7496
keieishien@pref.nagano.lg.jp

23

専門家派遣事業費

[0]
(11,896)
19,463

[070302]

＇人口定着・確かな暮らし実現（

産業立地・経営支援課
FAX 026-235-7496

事業承継促進事業費

*企業の課題解決件数 105件
＇一部 地方創生加速化交付金活用事業（

6,238

[070302]

【次世代産業創出】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

産業立地・経営支援課
FAX 026-235-7496

中小企業者等が抱える様々な問題に対し、民間の
専門家を派遣することにより生産改善や経営革新等
を促します。
ことに経営が不安定な創業概ね５年以内の企業等
を重点支援し、存続企業の底上げ及び稼ぐ力の向
上を図ります。

[8,765]

keieishien@pref.nagano.lg.jp

24

※＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

[0]

県内中小企業の円滑な事業承継を促進するため、
首都圏で転職活動をしている者等を対象に、移住・
事業承継の選択肢を紹介するとともに、後継者バン
クの登録とマッチングを支援します。

*事業引継ぎ支援センターの年間相談件数：400件

keieishien@pref.nagano.lg.jp

新
25

「信州で始めるあなたのお店」
応援事業費

1,423

[070206]

＇人口定着・確かな暮らし実現（

商店街の空き店舗を活用するため、空き店舗オー
ナーと出店希望者らが、商店街やその空き店舗の
魅力を「共感」できるマッチングイベントを開催するな
どして、商店街の活性化を支援します。

産業政策課サービス産業振興室

26

FAX 026-235-7496
service@pref.nagano.lg.jp

[0]

地域の特色を活かした商店
街創造支援事業費

3,648

[070202]

*空き店舗活用検討数：３件

地域の核となる商店街が、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
キーパーソンの人材育成を図ります。また、地域が
一丸となり継続的に取組む事業を支援します。
補助対象
事業主体

市町村
中心市街地の活性化に取り組む
「まちづくりグループ」

補助率

1/2以内

産業政策課サービス産業振興室

FAX 026-235-7496
service@pref.nagano.lg.jp

[ 4,871 ]

6

*実施箇所数：2箇所
*外部有識者による事業評価点＇平均（：70点

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

27

サービス産業振興事業費

予 算 額

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

＇千円（

14,384

[070203][070204][070205]

(人口定着・確かな暮らし実現（

県内サービス産業の振興を図るため、ＩＴを中心
としたクリエイティブ人材の県外からの誘致、県内
人材の育成、新商品・サービスに係る資金調達等
について支援します。
拡

１ ときどき＆おためしナガノ
県外ＩＴ産業人材等の移住、拠点開設を支援
２ オープンハッカソン支援事業
県内ＩＴ産業人材の発掘、育成を支援
３ クラウドファンディング活用促進事業
クラウドファンディングの活用による資金調達を支援

*移住支援の件数：12件
*ハッカソン参加者満足度：70％
*クラウドファンディング活用相談件数：20件
産業政策課サービス産業振興室

FAX 026-235-7496
service@pref.nagano.lg.jp
28

Ｇ７交通大臣会合推進
事業費

[18,012]
(23,242)

※＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

40,116

平成28年９月24日、25日に軽井沢町で開催され
る、「Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合」の開催に向
けた準備を進めるとともに、会合を契機として県の持
つ強みを国内外へ発信し、観光誘客の促進や国際
会議の誘致を図ります。

[070101]

産業政策課
FAX 026-235-7496
sansei@pref.nagano.lg.jp

29

小規模事業経営支援事業費

[0]
*関連事業における参加者総数:約20,000人

2,313,253

[070110]

商工団体の機能強化と小規模企業支援策の改革
を推進し、商工団体の総合的なレベルアップを通じ
て、小規模事業者の改善発達を支援します。
拡

産業政策課
FAX 026-235-7496
sansei@pref.nagano.lg.jp

30

中小企業連携組織支援
事業費

[2,265,019]

185,401

・シニア専門指導員の設置支援

*巡回・窓口相談回数：12万回
*講習会等による指導回数：2,200回
*講習会等参加者数：25,000人

中小企業の連携組織の育成及び運営を支援し、
経営基盤の強化を図ります。

[070109]

産業政策課
FAX 026-235-7496
sansei@pref.nagano.lg.jp

[181,539]

7

*相談助言件数：8,000件
*講習会参加者数：2,000人

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

31

産業人材育成支援センター
事業費

予 算 額

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

＇千円（

52,189

[070501]

【次世代産業創出】

県内産業界に必要な人材の育成・確保及び県民
のライフステージに応じたキャリア教育等を促進する
ため、関係団体等で構成する「産業人材育成支援
ネットワーク(ながの産業人材ネット)」と一体となって
総合的に人材育成を支援します。
拡

人材育成課
FAX 026-235-7328
jinzai@pref.nagano.lg.jp

32

工科短期大学校・技術
専門校運営事業費

[ 50,388 ]

905,400

[070504][070505]
[070506][070507]

人材育成課
FAX 026-235-7328
jinzai@pref.nagano.lg.jp

33

南信工科短期大学校
建設・運営事業費

[ 930,118 ]

460,928

【次世代産業創出】

34

民間活用委託訓練事業費
＇工科短期大学校・技術専門
校運営事業費 再掲（

[ 1,327,711 ]

470,188

[070505]

人材育成課
FAX 026-235-7328
jinzai@pref.nagano.lg.jp

35

障がい者民間活用委託
訓練事業費
＇工科短期大学校・技術専門
校運営事業費 再掲（

*産業人材カレッジ＇スキルアップ講座（事業
講座参加者数：2,000人
*信州ものづくり未来塾事業
未来塾の開催：80講座

新規学卒者・離転職者等に対し、就職に必要な技
能・知識等を習得するための職業訓練を実施し、就
職の促進を図ります。
*工科短期大学校

[070508][070509]

人材育成課
FAX 026-235-7328
jinzai@pref.nagano.lg.jp

・信州ものづくりマイスター等の派遣を小中学校
に拡大、マイスターをPRする情報サイトの構築

*技術専門校

県内産業界の求める高度な技能・技術を持った人
材を育成するため、平成28年４月に長野県南信工
科短期大学校を開校します。
設置学科 機械・生産技術科 定員20名
電気・制御技術科 定員20名
*定員充足率：100%

離転職者等の就職の促進を図るため、職業訓練
を民間教育訓練機関等に委託して実施し、就職に
必要な技能・知識の習得を図ります。
*定員充足率：92％
*就職率：73％

[ 478,812 ]

85,286

障がい者の就職の促進を図るため、職業訓練を
民間教育訓練機関等に委託して実施し、就職に必
要な技能・知識の習得を図ります。

[070506]

人材育成課
FAX 026-235-7328
jinzai@pref.nagano.lg.jp

定員充足率：100％
就職率：100％
定員充足率：77％
就職率：90％

[ 88,233 ]

8

*定員充足率：78％
*就職率：56％

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

36

信州シューカツ応援プロ
ジェクト

予 算 額
＇千円（

33,874

[070616]

【雇用・社会参加促進】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

37

ジョブカフェ信州運営事業費

事 業 内 容
(）は成果目標（

［前年度当初予算額]

新規学卒者の県内就職を促進するため、県外学
生に対するインターンシップの経費助成やモデルプ
ログラムの実施に取り組むとともに、県内企業の魅力
発信や学生と企業の出会いの場を創出します。

*県内就職率：69.2％＇H26年度（→70％＇H28年度（

[ 48,757 ]
＇一部 地方創生加速化交付金活用事業（

55,286

[070609]

【雇用・社会参加促進】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

就職に悩みを抱える40代前半までの方の職業的
自立を図るため、就職情報の提供やキャリア・コンサ
ルティングの実施、職業紹介等の就労支援事業を
実施します。
拡
拡

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

38

信州正社員チャレンジ応援
事業費

[ 52,492 ]

82,201

[070610]

【雇用・社会参加促進】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

・東信地域への相談拠点の増設
・南信地域への出張相談等の支援強化

*就職率：65.6％＇平成26年度（→66.0％＇平成28年度（

若年者の正規雇用を促進するため、基礎研修と職
場実習を組み合わせた研修の実施により、県内企
業が求める人材を育成し、人手不足に悩む県内企
業への就職を支援します。

*正規雇用率：62.5%＇H26年度（→70％＇H28年度（

39

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

[0]
(96,061)

はたらく女性応援プロジェクト
事業費

52,006

[070608]

【雇用・社会参加促進】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

40

就職困難者のための就職
サポート事業費

子育て期女性の再就職促進や出産・育児などによ
る女性の離職抑制のため、就職相談、託児付きセミ
ナーや経験者との交流会を開催するとともに、企業
向けに女性が働きやすい職場の風土づくり、女性が
活躍できる企業づくりのためのセミナーを実施しま
す。
*就職者数：247人＇H26年度（→300人＇H28年度（

[ 49,424 ]

12,937

[070612]

【雇用・社会参加促進】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

※＇ （は、平成26年度２月補正予算に前倒した地方創生
交付金活用事業を含んだ額

[ 12,710 ]

9

障がい者・母子家庭の母・中国帰国者・子育て期
の女性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等を活用した就職支
援を実施します。
*求人開拓件数：494件＇H26年度（→600件＇H28年度（

事 業 名
［事業改善シート番号］
【総合５か年計画のプロジェクト名】

41

障がい者と企業の出会いの
場創出事業費

予 算 額
［前年度当初予算額]

＇千円（

6,167

[070614]

【雇用・社会参加促進】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

事 業 内 容
(）は成果目標（

就職を希望する障がい者の就労を支援するため、
事業所を対象とした障がい者雇用普及啓発セミ
ナーや、求職者と企業の出会いの場となる合同企業
説明会を開催します。
*新規雇用障がい者数：25人

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

42

多様な働き方普及促進
事業費

[0]
＇地方創生加速化交付金活用事業（

26,392

[070607]

【雇用・社会参加促進】
＇人口定着・確かな暮らし実現（

働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、企
業のイメージアップを図り、人材の確保定着や県内
就職を促すため、「アドバンス認証制度」の更なる普
及促進に向けた県内企業への働きかけや幅広い情
報発信を行います。
*アドバンス認証企業数：100社

労働雇用課
FAX 026-235-7327
rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

[ 31,766 ]
＇地方創生加速化交付金活用事業（

10

