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１ 長野県経済の現状、中小企業を取り巻く環境変化及び課題

○ 県内総生産は回復基調にあるものの、国内総生産の回復割合を 3.3 ポイント下回っ

ており、本経済の回復に遅れがみられる。

（県内総生産と国内総生産のピークであったＨ８年度に対するＨ17 年度割合を比較）

○ H17 年度の一人当たりの県民所得は、一人当たり国民所得の 98.6%である。

○ 製造品出荷額は、H15 年から回復に転じているものの、H18 年の実績はピーク時の

H12 年実績を 9.3%下回っている。

○ H18 年度の建設投資は、ピーク時の H７年度実績を 58%下回っている。

○ H16 年の小売業の年間商品販売額は、ピーク時の H9 年実績を 12%下回っている。

○ アジア諸国の工業力の台頭

○ 人口減少・少子高齢社会の到来

○ 環境問題への関心の高まり

○ 新たな成長期待分野の登場（情報家電、ロボット、ナノテク関連製品等）

○ 先端技術分野における製造業の国内回帰の動き

○ 「ものづくりのＤＮＡ」の継承と産業人材の育成

○ 高度技術の形成による産業集積のさらなる高度化

○ 特色ある地域資源を活かした産業の集積

○ マーケティング力の抜本的強化

【 Ｈ20 長野県中小企業支援の基本戦略：「地域を支える力強い産業づくり」 】

-1- 

現 状

環境変化

課 題

長野県の持つ潜在力を最大限に活かし、マーケティング力と技術

力を高め、新たなビジネス展開等により、競争力ある産業を創出

１ 世界に飛躍するものづくり産業の構築

２ 活力ある商業・サービス業の振興

３ 雇用の確保と安心して働くことのできる労働環境づくり



２ 長野県中小企業支援の基本方針

全体として足踏み感が続いている長野県経済を活性化し、国内外との競争に勝ち抜く

ため、県では平成 19 年３月に「長野県産業振興戦略プラン」を策定して、これに基づ

いて新たな施策体系を構築し中小企業振興事業を展開しています。

平成 20 年度につきましても、県内企業のマーケティング力の抜本的な強化や、地域

資源を活用した製品開発支援のための拠点創設など、戦略プランに基づく中小企業支援

施策を積極的に推進します。

具体的には「地域を支える力強い産業づくり」をスローガンに、以下の３つの商工労

働施策に基づき事業を推進していきます。

（１） 世界へ飛躍するものづくり産業の構築

① 競争力のある産業の集積

② マーケティング力の強化

③ サポート体制の充実

④ 人材の育成

（２） 活力ある商業・サービス業の振興

① 賑わいのあるまちづくり

② 経営体質の強化

（３） 雇用の確保と安心して働くことのできる労働環境づくり

① 職業能力開発の推進

② 雇用の促進

③ 働きやすい職場環境づくりの推進

また、戦略プランの実効性を確保するために設置された長野県産業振興戦略会議にお

いて実施状況を検証するとともに、方向性の修正や早期実現化を推進していきます。

３ 中小企業支援の実施体制

（１） 長野県の実施体制

長野県は、主に企画機能を担う商工労働部が、支援事業を総合的に実施する地方

事務所と技術開発や人材育成などを行う専門機関を配置し、国、（独）中小企業基

盤整備機構、市町村、（財）長野県中小企業振興センター、商工会議所・商工会、

長野県中小企業団体中央会、（社）長野県経営者協会などの支援機関や商工団体と

の密接な連携のもと、きめ細かな中小企業支援体制を構築しています。
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また、知事を本部長とする各部横断的な長野県産業活性化推進本部を設置し、産

業支援等の迅速・効率的な実施を図っています。

① 県の中小企業振興施策の企画立案、予算化等を実施する機関

長野県商工労働部に産業政策課、経営支援課、ものづくり振興課、人材育成課、

労働雇用課を設置

② 地域中小企業の身近な総合相談窓口、支援事業実施機関

県内１０広域圏毎にある地方事務所に、中小企業支援担当窓口として商工観光

課（商工観光建築課）を設置

③ 創業予定者等の身近な相談窓口

創業者の相談窓口として、県内９か所にチャレンジ起業相談室を設置し、国が

設置する県内８か所の地域力連携拠点の応援アドバイザーと連携し起業を促進

④ 技術開発支援機関

中小製造業の技術的課題の解決を支援する機関として、長野県工業技術総合セ

ンターを設置

工業技術総合センターには、機能別に総務部門、技術連携部門、材料技術部門、

精密・電子技術部門、情報技術部門、食品技術部門を配置するとともに、研究開

発型企業の創業を促進するインキュベート施設として、長野創業支援センター、

岡谷創業支援センター、松本創業支援センターを配置

新たに設置した「地域資源製品開発支援センター」（工業技術総合センター内）

では、民間の専門家や大学など外部機関との協働のもと、地域資源を活用した商

品開発を企画段階から支援します。

また、新設の「ナノテク・材料活用支援センター」（（財）長野県テクノ財団内）

では、ナノテクノロジーなどの研究成果を活用した事業化を図る企業を支援しま

す。 

⑤ 人材育成機関

次代の人材育成や地域中小企業のニーズの基づく職業能力開発を促進するため

工科短期大学校を１校、技術専門校を７校配置

さらに、「産業人材育成支援センター」（商工労働部内）を新たに設置し、人材

育成情報の提供や相談、働きやすい労働環境づくりの推進など総合的な人材育成

を支援します。

⑥ 若年者就業サポート機関

若年者の就業サポート機関を２か所に設置
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（２） 長野県中小企業支援センターの設置と実施体制

長野県は、新事業展開、経営革新に挑戦する中小企業や創業者を支援するため、

中小企業支援法第７条第１項に基づき、県中小企業支援センターとして、平成１２

年５月に中小企業の経営面における総合的な支援機関である（財）長野県中小企業

振興センターを指定しました。

平成 20 年度は、県の中小企業支援の方針を踏まえ、県との連携を更に強化する

る中で、県内中小企業の振興発展に貢献すべく

① 中小企業の目線に立った迅速できめ細かな支援

② マーケティング力の向上支援

③ 自立化に向けた取組みの重点支援

を重点実施方針として事業を展開します。

また、長野県産業振興戦略プランに基づき、新しく設置した「マーケティング支

援センター」では、民間の専門家による相談助言、中小企業経営者の意識改革やマ

ーケティング人材育成、新たな販売チャネルとの出会いの場づくり、情報収集・提

供などを行うことにより、県内中小企業のマーケティング力強化を総合的に支援し

ます。

【 県中小企業支援センターの概要 】

① 設置機関 （財）長野県中小企業振興センター

②所在地 長野市大字中御所字岡田１３１－１０

③ 規 模 基本財産 ４１５，１６７千円

④ 組 織

⑤ 指定年月日 平成１２年５月９日 
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販路開拓支援部

総 務 部 人事、経理、庶務、債権管理業務

マーケテ

ィング

支援セン

ター

経営支援部 経営総合相談窓口業務、起業創業支援業務、

地域中小企業育成プロジェクト事業

企業再生支援部 企業再生支援事業

理事長 専務理事 常務理事兼事務局長 １センター、３部制

マーケティングコーディネート事業、受発注取

引支援事業、商品化販路開拓推進事業

マッチング支援事業、成長産業分野キャッチア

ップ事業、ながのものづくり技術展

マッチング

支援部

県外事務所 ３所 
東京、名古屋、大阪

県内支所 10 所



４ 個別事業の概要

(1) 世界へ飛躍するものづくり産業の構築

ア 競争力のある産業の集積

(ｱ) 産学官連携推進事業（県） 予算額 7,457 万 8 千円

産学官による研究開発支援体制を整備し、産学官連携による研究開発事業に

支援を行うことにより、長野県の活力あるものづくり産業の振興を図ります。

また、（財）長野県テクノ財団内に「ナノテク・材料活用支援センター」を設

置し、県内企業が研究成果を活用し事業化につなげるための支援を行います。

(ｲ) 中小企業技術開発促進事業〔産学官共同研究補助金〕（県） 予算額 2,019 万円

中小企業の技術開発力の強化と新商品化・事業化の早期実現を図るため、中小

企業等が大学・公設試験研究機関等の研究成果や専門的知識に基づくアドバイ

スを受けて、県内で行う技術開発に対し、その経費の一部を補助します。

(ｳ) 長野県地域産業活性化基金事業（センター）

平成 19 年度に造成した基金の運用益により、地域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の取組みに助成し、地域経済の活性化を図

ります。

(ｴ) 食品産業ステージアップ推進事業（県） 予算額 579 万 3 千円

県内の主要な産業の一つである食品産業における市場ニーズに対応した機能性

食品等高付加価値商品の開発、製造を支援するため、工業技術総合センター食品

技術部門において機能性食品の研究・開発を行うとともに、産学官連携等の共同

研究を推進するコーディネーターを配置します。

(ｵ) 生活産業総合振興対策事業 予算額 1,159 万 3 千円

食品、木工、繊維等の生活関連産業の活性化とブランド力の強化を図るため、

次の事業を実施します。

・地域資源製品開発支援センター事業（県） 予算額 851 万 8 千円

長野県工業技術総合センター情報技術部門に「地域資源製品開発支援センタ

ー」を設置し、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一

貫して支援します。

・食品産業育成支援事業（県） 予算額 153 万 6 千円 
工業技術総合センターが食品業界と連携して、技術講習会や品評会を開催しま

す。 
・ジビエ（鹿肉）用途開発支援事業（県） 予算額 57 万 2 千円

有害鳥獣駆除や捕獲した鹿肉を地域の資源として有効活用するため、ペットフ

ードや食肉加工等の鹿肉の新たな用途開発を検討します。

・伝統工芸支援事業（県） 予算額 96 万 7 千円

毎年 11 月に開催する伝統的工芸品月間事業に負担金を交付し、伝統的工芸品

に対する理解を深め、伝統工芸品の一層の浸透を図ります。
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(ｶ) 特許情報利用促進事業（（社）発明協会） 予算額 709 万 9 千円

中小企業の産業財産権（特許等）の普及と活用を図るため、長野県知的所有権

センター（（社）発明協会長野県支部）に特許流通アドバイザー及び特許情報活

用支援アドバイザーを配置し無料で相談指導を行います。

(ｷ) 長野県産業振興戦略会議（県） 予算額 44 万 9 千円

「長野県産業振興戦略プラン」の実効性を確保するため、「長野県産業振興戦略

会議」を設置し、戦略プランの重点プロジェクトの進捗状況を検証するとともに、

経済・社会環境の変化等を踏まえた戦略プランの修正について検討します。

イ マーケティング力の強化

(ｱ) マーケティングコーディネート事業（センター） 予算額 316 万 6 千円

マーケティングに精通した「特別顧問」を置き、総括的な指導・助言を行うと

ともに、支援機関や県内企業等に対してマーケティングの重要性について浸透

を図ります。

(ｲ) 受発注取引支援事業（センター） 予算額 1,426 万 5 千円 
生産財を加工・製造している企業のマーケティングに関する相談に対応する

ため、受発注取引に精通した「受発注取引推進員」を置き、受発注取引に特 
化した企業訪問や相談を実施します。

(ｳ) 商品化販路開拓推進事業（センター） 予算額 549 万 8 千円

消費財を製造・販売している企業のマーケティングに関する相談に対応する

ため、消費財の販路開拓等に精通した「販路開拓推進員」を置き、商品化や

販路開拓等に特化した支援や企業訪問を実施します。

(ｴ) 国際ビジネスアドバイス事業（センター） 予算額 259 万 8 千円

海外取引に関する様々な問題に対応するため、海外取引に関して知識・経験を

持った「海外取引アドバイザー」を置き、県海外駐在員及び JETRO 長野と連携

を取るなどして相談支援に対応します。

(ｵ) マーケティング専門家派遣事業（センター） 予算額 231 万 2 千円

商品づくりや販売方法などの課題を解決するため、マーケティングに関わる登

録専門家を派遣し、適切な診断・助言を行います。

(ｶ) 首都圏販売チャネル開拓推進事業（センター） 予算額 284 万 5 千円

消費財関係の商品及び製品について、首都圏における販路開拓を推進するため、

専門員を通じて首都圏の発注企業と県内企業とのマッチングを図ります。

(ｷ) 発注開拓推進事業（センター） 予算額 853 万 6 千円

生産財に関わる、県内企業と関東圏及び中京圏企業との取引マッチングを促

進するため、東京及び名古屋に受発注取引に精通した「発注開拓推進員」を置

き、企業訪問による発注開拓を行います。
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(ｸ) 受発注開拓事業（センター） 予算額 298 万 8 千円

小規模事業等の安定的な受注を確保するため、企業訪問による発注開拓等を実

施し、取引あっ旋に努めるとともに、受注企業に対し経営力向上につながる支

援を行う。 
(ｹ) マーケティング意識啓発事業（センター） 予算額 61 万円 

中小企業の経営者、製品開発者等のマーケティングに対する意識改革を図る 
ためのフォーラムを開催し、マーケティング意識の向上を支援します。

(ｺ) 技術提案型訪問商談会事業（センター） 予算額 89 万 6 千円

県内中小企業で編成したキャラバン隊が発注企業を訪問し、購買部門や設計部

門の担当者に直接自社製品・独自技術を売込む提案型商談会を実施します。

(ｻ) 成長産業分野キャッチアップ事業（センター） 予算額 289 万６千円

成長産業分野のトップメーカーにターゲットを絞り、訪問による提案型商談会

を開催します。

(ｼ) 消費財展示商談会事業（センター） 予算額 176 万９千円

県内の消費財に関わる商品の販路開拓を支援するため、商社、流通関連企業の

バイヤーを対象とした展示商談会の開催及び専門展示会への出展を行います。

(ｽ) ながのモノづくり技術展開催事業（センター） 予算額 675 万７千円

県内のモノづくり技術や自社製品を一同に会した展示会を開催して、モノづく

りメーカー、商社等に広く PR し、新たなビジネスパートナーを発掘します。

(ｾ) 専門市場開拓支援事業（センター） 予算額 475 万７千円

機械、精密分野の専門展示会においてブースを確保し、県内企業が持つ独自技

術力を広く PR するとともに、出展企業各社の新規取引先の拡大を促進します。

(ｿ) 中小企業海外・国内販路開拓助成事業（センター） 予算額 285 万円

製造業に属する県内の中小企業等の団体、任意グループ、組合等が県外や海外

で展示会を開催または出展する場合に助成します。

(ﾀ) 産産連携促進事業（センター） 予算額 124 万２千円

一つの企業だけでは受注困難なユニット等の発注案件に対応するため、産産連

携による受注グループづくりを推進し、受注機会の拡大を支援します。

(ﾁ) マーケティング情報発信・提供事業（センター） 予算額 198 万円

県内中小企業の優れたものづくり技術や新製品情報を県内外へ発信するとと

もに、県内企業に対し、受発注情報や最新の技術動向などのマーケティング情

報を提供します。

(ﾂ) 取引適正化推進事業（センター） 予算額 32 万 3 千円

中小企業の経営活動で生じた取引上のトラブル、下請代金支払遅延等防止法

に係る苦情や紛争等の相談助言に対応するため、中小企業振興センターに窓口

を設置するとともに、顧問弁護士を活用した相談活動等を実施します。

(ﾃ) 即効型ビジネスプラン塾（センター） 予算額 36 万 8 千円

自立化や経営革新を目指して新事業展開をしようとする中小企業者を対象に、 
ビジネスプランの作成を学ぶセミナーを開催します。
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(ﾄ) 自立化塾（センター） 予算額 295 千円

中小企業等が今後有望な介護ビジネスやネットビジネスに進出するため、必要

となる市場動向の把握や事業計画作成、経営ノウハウ等を内容とした塾を開催

し、新分野の進出を促進します。

(ﾅ) 長野県原産地呼称管理制度（県）

長野県産品のブランド化を進めるため、高品質の農産物加工品（ワイン・日

本酒・焼酎など）について長野県が評価・認定します。

高品質な製品を提供することで消費者の信頼を獲得し、生産者の生産意欲を

醸成するとともに、消費拡大による地域振興につなげます。

ウ サポート体制の充実

(ｱ) 企業誘致強化推進事業（県） 予算額 13 億 563 万 5 千円

県内企業の高い技術力や自然環境など地域資源を活用できる企業の誘致に取

組み、産業集積を促進し、雇用の創出、税収の確保、立地企業との取引を通じ

た地域産業の活性化を図ります。

(ｲ) 工業技術総合センター設備拡充強化事業（県） 予算額 7,897 万 3 千円

工業技術総合センターが担う技術支援分野の最先端分析評価機器の導入及び

保有機器の整備を行い、依頼試験、施設利用、先導的研究開発等により、県内

中小企業の技術力の高度化・国際競争力の強化を図ります。

(ｳ) 巡回技術指導事業（県） 予算額 108 万円

中小企業の技術高度化を促進するため工業技術総合センター職員が、県内企業

を訪問し、技術相談・助言を行います。

(ｴ) 課題解決共同研究事業（県） 予算額 1 億 5,000 万円

工業技術総合センターが中小企業等から研究テーマを受託して研究を行い、技

術課題の早期解決を支援します。

(ｵ) 研究員派遣技術開発支援事業（県） 予算額 66 万円

研究開発型中小企業の製品化・評価技術の確立を支援するため、工業技術総合

センターの研究職員を有料で企業現場に派遣し、共同で研究開発を行います。

(ｶ) センター技術職員研修事業（県） 予算額 190 万 5 千円

工業技術総合センター職員の資質を向上させるため、大学等に職員を派遣し、

必要な先端技術等に関する専門技術を習得します。

(ｷ) 中小企業融資制度資金〔創業支援資金〕（県） 予算額 17 億 5,363 万 6 千円

新規に開業する方及び開業して間もない方を、金融機関及び長野県信用保証協

会等と協調して、長期固定低利融資により支援します。特に、40 歳未満のわか

者の創業に対しては、特別低金利で融資します。
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(ｸ) 中小企業融資制度資金〔新事業活性化資金〕（県）

予算額 118 億 7,582 万 8 千円

新分野進出や経営革新といった経営向上のための取組み、商店街や観光地など

の地域の活性化のための取組み、環境と調和した事業を行うための取組み、企 
業立地等を、金融機関及び長野県信用保証協会等と協調して、長期固定低利融

資により支援します。

(ｹ) 中小企業融資制度資金〔経営健全化資金等〕（県）

予算額 479 億 4,523 万 4 千円

早期の借入を希望される方、景気変動等により事業活動に支障を生じており経

営安定を図られる方等、事業者のおかれた状況に応じた資金需要に対し、金融

機関及び長野県信用保証協会等と協調し、長期固定低利融資により支援します。

(ｺ) 草の根創業支援資金（センター） 県の出捐金 5,700 万円

地域で創業、新事業展開に挑戦する中小企業に対し、資金支援を行うことを目

的として設立された任意組合等に対し、中小企業振興センターが出資します。

(ｻ) 経営資源コーディネート事業（センター） 予算額 2,128 万 5 千円

創業者や新事業展開・経営革新を行う中小企業を総合的にサポートし、雇用や

経済面で地域社会に貢献する元気な中小企業の創出を図ります。

(ｼ) 専門家派遣事業（センター） 予算額 1,004 万 8 千円

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す。

(ｽ) 地域中小企業育成プロジェクト事業（センター） 予算額 893 万円

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、

企業の新事業展開を集中的に支援します。

(ｾ) ながの産業支援ネット推進事業（センター） 予算額 106 万 9 千円

県内の中小企業支援機関がそれぞれの強み、専門性を連携させたワンストッ

プサービス体制を構築し、中小企業が抱える様々な課題の解決に向けて効率的

かつ円滑な支援を実施します。

(ｿ) 中小企業再生支援協議会（センター）

経営に支障が生じているが、再生の可能性が高い中小企業を支援するため、

専門家を中小企業振興センターに配置し、外部専門家の協力を得て再生を図り 
ます。

(ﾀ) チャレンジ起業相談室（商工会議所、商工会） 予算額 3,397 万 9 千円

創業予定者や創業間もない中小企業の身近な相談窓口として、「チャレンジ起

業相談室」を設置し、専任コーディネーターがきめ細かい支援を行います。

(ﾁ) 起業支援事例研究会（センター） 予算額 226 千円

チャレンジ起業相談室のコーディネーター等を対象に相談助言機能向上を図

るため研修や事例研究を行い、コーディネーター等の資質の向上を図る。 
-9- 



(ﾂ) 創業促進税制（県）

創業から５年・新規開業から３年を経過する日の属する事業年度まで、資本金

1,000 万円以下の中小法人の法人事業税を免除し、創業間もない企業の経営安

定化を支援します。

(ﾃ) 創業者フォローアップ診断・相談事業（センター） 予算額 420 千円

創業間もない事業者を対象に、中小企業振興センターが経営診断・相談を実施

し、早期経営安定化を促進します。

(ﾄ) 小規模事業経営支援事業（商工会議所、商工会）予算額 25 億 3,050 万 2 千円

商工団体の機能強化と小規模企業支援策の改革をスムーズに推進し、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。

(ﾅ) 中小企業連携組織支援事業（中小企業団体中央会）予算額 1 億 9,421 万 7 千円

中小企業の経営基盤の強化を図るため、中小企業による連携組織の育成及び運

営を支援します。

エ 人材の育成

(ｱ) 産業人材育成支援センター事業（県） 予算額 7,662 万 5 千円

県内産業界に必要な人材の育成・確保、県民のライフステージに応じた

キャリア教育などについて、関係団体等で構成する「産業人材育成支援ネット

ワーク（ながの産業人材ネット）」と一体となり、総合的に人材育成を支援し

ます。

(2) 活力ある商業・サービス業の振興

ア 賑わいのあるまちづくり

(ｱ) 中心市街地・商業総合支援事業

・中心市街地再生支援事業（県） 予算額 465 万 5 千円

地域の人々の拠（よりどころ）である中心市街地や商業機能の再生のために,
地域の人々が一丸となった取組みに対し支援します。

・中心市街地商業活性化推進事業（県） 予算額 266 万円

中心市街地活性化法に基づき商業の活性化を図るため、長野県中小企業振興セ

ンターに造成されている基金の運用益などにより、商工会議所、まちづくり会社

等が行うソフト事業に対して補助します。

・商店街共同活動支援事業（県） 予算額 180 万円

商店街にとって魅力あるまちづくりを推進し、商店・商店街が直面する諸問題

を解決するため、商店街団体が積極的に企画・実施するソフト事業に対して支

援します。

(ｲ) 中小小売商業情報提供事業（センター） 予算額 799 万 6 千円

小売商業者の経営活動の参考にするべく、県内小売商業者を対象に、景況判断

に必要な項目について調査を実施します。また、中小小売商業者の店舗展開の

参考に資することを目的に、商店街の空き店舗等を調査しホームページで公表

します。
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イ 経営体質の強化

(ｱ) 中小企業融資制度資金（再掲）（県）

(ｲ) 小規模事業経営支援事業（再掲）（県） 
(ｳ) 中小企業連携組織支援事業（再掲）（県） 

(3) 雇用の確保と安心して働くことのできる労働環境づくり

ア 職業能力開発の推進

(ｱ) 産業人材育成支援センター（再掲）（県） 
(ｲ) 産業人材カレッジ スキルアップ講座（県） 予算額 4,975 万 2 千円

工科短期大学校及び技術専門校が地域の企業ニーズに対応した講習会の開催

を行い、中小企業等の従事者の技能、技術の向上を支援します。

(ｳ) 産業人材カレッジ（センター） 予算額 2,300 万 4 千円

県内企業の経営者や従業員、技術者を対象に、経営管理、技術開発、情報シ

ステム、環境管理技術等に関し、基礎から専門的内容まで幅広く多種多様なセ

ミナーを開催し、企業の人材育成を支援します。

(ｴ) IT セミナー（センター） 予算額 303 千円

県内企業の経営者や従業員、技術者を対象にインターネット活用方法、情報

セキュリティ、IT 最新情報動向に関する基礎的知識・専門的知識や運営・管理

の方法を習得します。

(ｵ) 認定職業訓練助成事業（県） 予算額 9,812 万 8 千円

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、訓練期間や設備

等について国の基準を満たし、県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す。

イ 雇用の促進

(ｱ) ジョブＩターン事業（県） 予算額 855 万 8 千円

首都圏等県外に就職している技術者等で、長野県を愛し長野県でその技術・

知識を活かしたいと考えている潜在的な就職希望者に対し、県内企業等の求人

情報を提供し、積極的な相談を実施することにより、Ｉターン希望者のニーズ

を満たすとともに、不足する技術労働者等の確保を図ります。

ウ 働きやすい職場環境づくりの推進

(ｱ) 中小企業メンタルヘルスケア促進事業（県） 予算額 54 万２千円

従業員のメンタルヘルスに関する取組みが進んでいない中小企業を対象にセ

ミナーを開催し、メンタルヘルスケアに対する意識の高揚を図るとともに、モ

デル的に数社の取組みの立上げ支援を行い、助言指導の内容を事例集にまとめ

て広く啓発します。
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