
※ 事業名の末尾に＊を付したものは地域振興局長の要望・提案反映事業

【新】
1 世界市場展開のための研

究開発支援事業費
[070501]

ものづくり振興課 H30予算

【新】
2 「食」と「健康」ラボ機能形成

事業費
[070502]

ものづくり振興課 H30予算

【新】
3 「発酵・長寿」ブランド形成

事業費
[070502]

ものづくり振興課 H30予算

【新】
4 産業イノベーション創出

推進事業費
[070101]

産業政策課 H30予算

産業労働部

機能性の科学的根拠を活用した本県加工食品の国内外への発信により、「発
酵・長寿」ブランドを形成します。

　 ・機能性表示や各種認証の取得支援
　 ・全国発酵食品サミットの開催等による「発酵・長寿」ブランドの発信

*「発酵・長寿」県NAGANO 推進運動賛同者：延べ2,000名（2018年度）

（地方創生推進交付金活用事業）

9,243 H29当初 0

しあわせ信州食品開発センターに「食」と「健康」ラボ機能を形成し、機能性食
品など「からだに優しい食品」づくりを支援します。

　 ・コーディネータの配置による機能性食品開発の支援
　 ・研究会による新商品の研究開発プロジェクトの支援

※この他、平成29年度２月補正予算案（国補正対応分）に生産性向上支援事業として、
　 369,586千円を計上しています。

*新食品商品化件数：20件（2018年度）

（地方創生推進交付金活用事業）

16,868 H29当初 0

*グローバル市場参入のための研究開発プロジェクト支援数：10件(2018年度)

030,040

　　　　　　　　事　業　名
　　　　　　［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

8,375 H29当初 0

地域の企業や大学等が核となり、互いの技や知といった強みを融合することに
より、クラスター形成を推進し、次々とイノベーションを創出する仕組みづくりを
構築します。

県内企業、大学等の強みを最大限に活かすため、技術の競争優位性を見極
め、企業等が行う事業化を見据えた研究開発を支援するとともに、研究開発成
果の世界市場展開を促進します。

　１　専門調査機関と連携し、事業化の可能性のある有望技術を探索
　２　事業化を見据えた研究開発の支援
　　  ・事業主体　県内企業、大学等
　　  ・補助率　　 1/2以内
 

H29当初
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　　　　　　　　事　業　名
　　　　　　［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

5 航空機システム拠点形成
推進事業費
[070501]

ものづくり振興課 H30予算

6 産業集積促進事業費
[070303]

産業立地・経営支援課 H30予算
[債務負担行為額]

7 中小企業融資制度資金
[070304]

産業立地・経営支援課 H30予算

8 信州地酒振興事業費*
[070601]

H30予算

47,685,913 H29当初 56,870,827

*全国新酒鑑評会金賞受賞数：13蔵（2018年度）

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。

(新)・信州創生推進資金（小規模企業向け）の新設
(拡)・信州創生推進資金における対象者の拡大、貸付金利の引下げ

*融資可能額：800億円(2017年度)→700億円(2018年度)

県内企業の航空機産業への参入を促進するため、地域・企業・県内大学等と
連携し、国内唯一の環境試験機の導入や人材育成、研究開発支援等を推進
します。

　   ・事業主体　長野県、公益財団法人長野県テクノ財団
　　 　　　　　 　　 公益財団法人南信州・飯田産業センター　ほか
　   ・補助率　    1/2～10/10（補助金）

*航空機産業に取り組む企業数：57社（2017年度）→60社（2018年度）

　（一部　地方創生推進交付金活用事業）

225,385 H29当初 265,775

県内における雇用確保及び地域経済の活性化を図るため、首都圏でのフォー
ラム開催による情報発信や各種助成制度などにより、県内への企業立地を促
進します。

(新)・「信州ビジネスフォーラムin東京（仮称）」の開催
　　 ・新規立地企業の設備投資等に対する助成
     ・本社等の移転に対する助成

*企業誘致件数：35件(2016年)→40件(2018年)

1,474,943 H29当初
[964,600]

1,577,568
[791,010]

県産日本酒・ワイン・シードル等の信州地酒の知名度アップと消費拡大につな
げるため、醸造技術の向上と発信力の強化を支援します。

　　 ・信州日本酒の醸造技術の指導体制強化
　 　・国際ワインコンクールへの出品支援
(新)・日本酒及びシードルのブックレット作成

*国際ワインコンクール入賞数：3件（2018年度）

（一部　ふるさと信州寄附金基金活用事業、地方創生推進交付金活用事業）

49,856 H29当初 53,985
ものづくり振興課
日本酒・ワイン振興室
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　　　　　　　　事　業　名
　　　　　　［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

【新】
9 ＩｏＴデバイス事業化促進

事業費
[070501]

ものづくり振興課 H30予算

【新】
10 起業・スタートアップ支援

事業費
[070402]

産業立地・経営支援課
創業・サービス産業振興室

H30予算

11 しあわせバイ信州運動推進
事業費
[070203]

H30予算

13,074 H29当初 0

20,195 H29当初

県内企業の優れたセンサ技術を高度化し、IoT（様々なモノがインターネットへ
接続され、情報交換することでデータ化や自動化等を行なう仕組み）分野への
展開を加速します。

　・IoTの専門人材を招へいし、県内企業によるIoT機器の研究開発・事業化
　　を促進
　・IoT化による生産性向上事例を普及し、生産現場のIoT化を促進

※この他、平成29年度２月補正予算案（国補正対応分）に生産性向上支援事業として、
　 381,065千円を計上しています。

*IoTデバイス研究開発支援件数:10件（2018年度）
*生産現場IoT化支援件数:３件（2018年度）

次世代産業を創出するため、全県的な機運の醸成や創業を支える環境を整
備し、日本一創業しやすい県づくりを推進します。

　・スタートアップ期事業者の経営課題を解決するため、県立大学の知見を
　 活用した伴走型の支援を試行的に実施
　・地域課題を解決するビジネスの創業資金調達を支援

*雇用保険適用事業所開業率　3.6%（2016年度）→4.8%（2018年度）

県内の経済循環を高める取組として、県民が県産品を積極的に消費する機運
を醸成させる「しあわせバイ信州運動」が県内に広がるよう、県民や県内事業
者へ普及を図ります。

*商品購入の際、県産を意識する県民の割合：79.3%（2017年度）→80%（2018年度）

0

1,500 H29当初 6,955
産業政策課
産業戦略室
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　　　　　　　　事　業　名
　　　　　　［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

12 国内外販路開拓推進
事業費
[070301]

産業立地・経営支援課 H30予算

13 小規模事業・中小企業
連携組織支援事業費
[070102]

産業政策課 H30予算

【新】
14 産業人材育成推進事業費

[070701]

人材育成課 H30予算

15 工科短期大学校・技術
専門校職業訓練事業費
[070702]

人材育成課 H30予算

県内中小企業のマーケティング力の強化を図るため、市場ニーズの調査・分
析を実施するとともに、販路開拓や受発注取引の拡大に向けた取組を推進し
ます。

（新）・食品関連産業経営力アップ推進事業（経営力アップセミナー、ブラッ
        シュアップ商談会、展示会出展など一貫してサポート）
（新）・海外市場開拓に向けた調査・分析

*国内販路開拓商談件数：4,425件（2016年度）→4,900件(2018年度)
*海外販路開拓商談件数：481件（2016年度）→490件(2018年度)
*受発注取引斡旋紹介件数：1,295件（2016年度）→1,300件(2018年度)

133,260 H29当初 146,862

2,501,304 H29当初 2,501,610

小規模事業者の経営の改善発達を支援するとともに、中小企業者の事業活動
の共同化や経営基盤の強化を図ります。

　・事業主体　　商工会、商工会議所及び各連合会
                     長野県中小企業団体中央会
　・補助率　　　 10/10以内

*巡回・窓口相談回数：148,000回（2018年度）
*講習会等による指導回数：2,250回（2018年度）
*講習会等参加者数：36,000人（2018年度）

地域での就職を促進するため、就職に必要な技能・知識等を習得するための
職業訓練を実施します。

　・新規学卒者・離転職者等を対象にした技術専門学校・工科短期大学校
　　での職業訓練
　・離転職者・障がい者対象の職業訓練を民間教育訓練機関に委託

*工科短期大学校就職率：100％(2018年度)
*技術専門校就職率：92.2％(2018年度)
*民間活用委託訓練就職率：76％(2018年度)
*障がい者民間活用委託訓練就職率：60％(2018年度)

産業人材を育成・確保していく上で直面している様々な課題に対応するため、
産学官の連携による協働体制を構築し、県民のライフステージに応じたキャリ
ア教育を行うとともに、県内産業界に必要な人材の育成・確保を図ります。
　
  ・産学官が連携し、人材育成施策について企画検討
　・ものづくり産業を担う人材の育成・確保のための講座等の開催

*信州ものづくり未来塾受講者数：1,620人（90講座）(2018年度)

13,421 H29当初 0

942,578 H29当初 964,712
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　　　　　　　　事　業　名
　　　　　　［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

16 多様な働き方普及促進
事業費
[070801]

労働雇用課 H30予算

【新】
17 外国人の就業促進事業費

[070802]

労働雇用課 H30予算

18 シューカツＮＡＧＡＮＯ
学生・企業応援プロジェクト
事業費
[070802]

労働雇用課 H30予算

19 ジョブカフェ信州運営事業費
[070802]

労働雇用課 H30予算

35,775 H29当初 40,532

新規学卒者の県内就職を促進するため、インターンシップマッチングフェアや
インターンシップ受入れに向けた企業向けセミナーを開催するとともに、就活
支援ポータルサイトの機能を強化し、学生と県内企業のマッチングを図ります。

（新）・インターンシップマッチングフェアの開催

*参加学生のうち県内企業へ就職した割合：60.4％(2016年度)→63.0％(2018年度)

*留学生促進プログラムにおける留学生の国内就職者数：80名(2018年度)

留学生等の県内就業を促進するため、グローバルキャリアフェアの開催や就
職にともなう在留資格変更手続きに関する事務指導を行うとともに、「『かがや
き・つなぐ』北陸・信州留学生就職促進プログラム」を信州大学・金沢大学と協
同で実施し、外国人高度人材の確保を図ります。

1,234 H29当初 0

県内産業や地域社会を担う人材の確保・定着を図るため、多様で柔軟な働き
方が選択できる環境づくりを促進します。

(新)・就業促進・働き方改革戦略会議（仮称）を設置
(拡)・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、経営者自らが参加する先進企業の訪問・
　　　 事例研究会を実施
(新)・中小企業の長時間労働是正に向けたモデル企業への支援や働き方
       改革推進のための普及啓発
(拡)・「一人多役」型のライフスタイルをテーマとした合同企業説明会の開催等
       「一人多役」型の働き方・暮らし方の情報を発信

*職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業数：53社(2016年度)→120社(2018年度)

（地方創生推進交付金活用事業）

若年未就業者の就職や非正規就労者の正社員としての就職に向け、ジョブカ
フェ信州において若者の能力や適性等に応じた個別相談やセミナーを開催
するとともに、職場実習等の研修プログラムを提供し、若者の雇用の安定と企
業の人材確保を支援します。

*ジョブカフェ信州利用者の就職率：69.0％（2016年度）→69.0％(2018年度)

23,412 H29当初 25,375

82,318 H29当初 72,004
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　　　　　　　　事　業　名
　　　　　　［事業改善シート番号］

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

20 はたらく女性応援
プロジェクト事業費
[070802]

労働雇用課 H30予算

21 障がい者と企業の
出会いの場創出事業費
[070802]

労働雇用課 H30予算 3,433 H29当初 3,495

35,889 H29当初 49,042

障がい者の就労を促進するため、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、企
業による障がい者雇用を支援します。

*事業参加企業における新規雇用障がい者数：15人（2016年度）→30人(2018年度)

女性の労働参加を促進するため、女性従業員を対象としたスキルアップセミ
ナーや正規雇用でのマッチング等を実施し、女性の就業継続や再就職を支
援します。

*子育て期女性の累計就職者数：933人（2016年度）→1,533人(2018年度)
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