新型コロナウイルス感染症で影響を
受ける中小企業への支援について
１

長野県産業労働部
令和２年３月２日現在

経営・雇用に関する相談窓口
○ １月30日に県庁及び地域振興局（11か所）に「中小企業・小規模事業者を対象とした経
営・雇用に関する相談窓口」を開設、資金繰りなどの経営不安等に関する相談に対応
○ 国がよろず支援拠点、商工会議所等に設置した相談窓口（29か所）と連携

２

経営安定化に向けた融資制度
○ 長野県中小企業融資制度等により、低利・長期・固定の融資をあっせん

(1) 経営健全化支援資金（経営安定対策）のあっせん

※ セーフティネット保証５号に該当する方など

貸付限度額
【設備資金】6,000万円／【運転資金】8,000万円
貸付利率
年1.9％
貸付期間
【設備資金】10年以内／【運転資金】７年以内[借換10年以内]
<据置期間１年>
セーフティネット保証等利用の場合、県及び市町村の補助により自己負
信用保証料
担なし
(2) 経営健全化支援資金（特別経営安定対策）のあっせん
貸付限度額

※ セーフティネット保証４号に該当する方など

【設備資金】6,000万円／【運転資金】8,000万円

貸付利率
年1.6％
貸付期間
【設備資金】10年以内／【運転資金】７年以内[借換10年以内]
<据置期間１年>
セーフティネット保証等利用の場合、県及び市町村の補助により自己負
信用保証料
担なし
※ 貸付限度額は、経営安定対策と特別経営安定対策との合算額

(3) 信用保証協会の「災害緊急特別保証」に要件追加（2/26）
要件追加により通常より低い保証料率が適用
３

サプライチェーン対策
(1) 県内地域における受発注取引推進
受発注取引推進員（長野・上田・諏訪・上伊那・松本）５名が企業を訪問
(2) 県外地域における発注開拓
発注開拓推進員（東京・名古屋・大阪）３名が生産材を加工・製造する企業とマッチング
(3) (公財)長野県中小企業振興センターによる下請け事業者への取引あっせんと適正取引
○「下請企業振興協会」としての取引あっせん、相談、指導、助言等の実施
○ 中小企業の取引上の相談窓口「下請かけこみ寺」による相談受付

４

県税の徴収猶予
○ 「事業ついて著しい損失を受けた」等の事業者に対して県税の納付を一時猶予

相 談 窓 口 一 覧

長野県産業労働部
令和２年３月２日現在

長野県
窓 口
産業立地・経営支援課 中小企業支援係
産業立地・経営支援課 金融支援係
労働雇用課
佐久地域振興局 商工観光課
上田地域振興局 商工観光課
諏訪地域振興局 商工観光課
上伊那地域振興局 商工観光課
南信州地域振興局 商工観光課
木曽地域振興局 商工観光課
松本地域振興局 商工観光課
北アルプス地域振興局 商工観光課
長野地域振興局 商工観光課
北信地域振興局 商工観光課

住 所
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692の２
〒385-8533
〒386-8555
〒392-8601
〒396-8666
〒395-0034
〒397-8550
〒390-0852
〒398-8602
〒380-0836
〒383-8515

佐久市跡部65-1
上田市材木町一丁目２番６号
諏訪市上川一丁目1644番10号
伊那市荒井3497
飯田市追手町二丁目678番
木曽郡木曽町福島2757-1
松本市大字島立1020
大町市大字大町1058-2
長野市大字南長野南県町686の１
中野市大字壁田955

電 話
026-235-7195
026-235-7200
026-235-7201
0267-63-3157
0268-25-7140
0266-53-6000
0265-76-6829
0265-53-0431
0264-25-2228
0263-40-1932
0261-23-6523
026-234-9527
0269-23-0219

公益財団法人長野県中小企業振興センター
長野県よろず支援拠点
（マーケティング支援センター）
（下請かけこみ寺）

〒380-0928 長野市若里一丁目18番１号
長野県工業技術総合センター ３F

026-227-5875
026-227-5013
0120-418-618

日本政策金融公庫
長野支店
松本支店
松本支店
伊那支店
小諸支店

国民生活事業
中小企業事業
国民生活事業
国民生活事業
国民生活事業

〒380-0816 長野市三輪田町1291番

〒396-0025 伊那市荒井3413-2
〒384-0025 小諸市相生町三丁目３番12号 小諸商工会議所会館

026-233-2141
0263-33-0300
0263-33-7070
0265-72-5195
0267-22-2591

〒380-0814 長野市大字鶴賀1483番11
〒390-0811 松本市中央二丁目１番27号
〒392-0026 諏訪市大手一丁目14番６号

026-234-0145
0263-35-6211
0266-52-6600

〒380-0838 長野市大字南長野県町596の５

026-234-7680

〒380-0936 長野市大字中御所岡田町131の10

026-228-1171

〒386-0024
〒380-0904
〒390-0811
〒395-0044
〒394-0021
〒392-0023
〒393-0087
〒382-0087
〒396-8588
〒399-0736
〒384-0025
〒383-0022
〒399-4115
〒398-0002
〒391-0002
〒385-0051
〒389-2253
〒387-0011

0268-22-4500
026-227-2428
0263-32-5355
0265-24-1234
0266-23-2345
0266-52-2155
0266-27-8533
026-245-0031
0265-72-7000
0263-52-0258
0267-22-3355
0269-22-2191
0265-82-4168
0261-22-1890
0266-72-2800
0267-62-2520
0269-62-2162
026-272-3223

〒390-0811 松本市中央一丁目４番20号 日本生命松本駅前ビル

商工組合中央金庫
長野支店
松本支店
諏訪支店

保証協会
長野県信用保証協会

団体中央会
長野県中小企業団体中央会

商工会議所
上田商工会議所
長野商工会議所
松本商工会議所
飯田商工会議所
岡谷商工会議所
諏訪商工会議所
下諏訪商工会議所
須坂商工会議所
伊那商工会議所
塩尻商工会議所
小諸商工会議所
信州中野商工会議所
駒ヶ根商工会議所
大町商工会議所
茅野商工会議所
佐久商工会議所
飯山商工会議所
千曲商工会議所

上田市大手一丁目10番22号
長野市大字鶴賀七瀬中町276
松本市中央一丁目23番１号
飯田市 常盤町41番
岡谷市郷田一丁目４番11号 岡谷商工会館 １F
諏訪市小和田南14番７ 諏訪商工会館 ２F
諏訪郡諏訪郡下諏訪町西鷹野町4611
須坂市立町1278番１
伊那市中央4605番８
塩尻市大門一番町12番２
小諸市相生町三丁目３番12号
中野市中央一丁目７番２号
駒ヶ根市上穂栄町３番１号
大町市大町2511番３
茅野市塚原一丁目３番20号
佐久市中込2976番４
飯山市大字飯山福寿町2239番１
千曲市杭瀬下三丁目９番

商工会
長野県商工会連合会

〒380-0936 長野市大字中御所岡田町131番10

026-228-2131

国
経済産業省 関東経済産業局 産業部 中小企業課
長野労働局 職業安定部 職業対策課

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館〒
〒380-8572 長野市中御所一丁目22番１号

048-600-0321
026-226-0866

(独)中小企業基盤整備機構
関東本部 企業支援部 企業支援課

〒105-8453 東京都港区虎ノ門三丁目５番１号 虎ノ門37森ビル 3階

03-5470-1620

