長野市産業立地助成制度のご案内
市内での産業集積を図り、住工混在解消や企業立地を進めるため、長野市では各種助成制度を設けています。
事業者の皆さん、この助成制度を大いに活用いただき、長野市内での事業所立地をご検討ください。

助 成 制 度
≪ オフィス家賃等に対する助成 ≫ オフィス家賃等助成事業
中心市街地又は中山間地域、市内工業系用途地域及び市内商業系用途地域にオフィスを賃借して事業所を設置
する場合、事業所の家賃及び専用通信回線の使用料等の一部を助成します。

オフィス賃借料の半額を３年間助成、建物改修費等の半額を助成
適用要件

助成内容

別に定める業種※1の事業者で、中心市街地活性化基本計画に ・賃借料（年額）×50％（３年間交付）
定める区域内や中山間地域、市内工業系用途地域及び市内商
（限度額 年額 500 万円、50 人以上の
業系用途地域等にある空オフィス・空き家を賃借し、事業所
常用雇用者の場合 限度額 年額1,000万円）
※2を新設・増設するもので、常用雇用者を５人以上雇用す
る者（ただし、中山間地域においては2人以上、市内事業者
については、中心市街地・中山間地域に限る。風俗営業を営 ・建物改修費、通信回線の使用料、通信機器等の
むものは除く）
リース料及び事務機器取得費の合計額×50％
（限度額
５０万円 ただし事業開始年度に限る）
ＩＣＴ関連創業者※ は、市内に事業所※ を新設するもので、
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2

常用雇用者を１人以上雇用する者又は役員が２人以上ある者
※1 業種
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、保険業、不動産業及び物品賃貸業、学術研究及び専門・
技術サービス業、教育・学習支援業、サービス業のうち廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、
職業紹介・労働者派遣業及びその他の事業サービス業（コールセンター業を含む）
※2 事業所
主に管理業務を行うもの（小売業を行う店舗に併設される事務所、公営企業及び非営利企業に係る事務所を除く）
※3 ＩＣＴ関連創業者
事業の開発から５年未満のＷＥＢ制作、デジタルコンテンツ制作、システム開発、プログラミング、ＣＧ
・ゲームソフト制作、ＷＥＢデザイン等の情報通信、ファブラボの運営に係る業務が主な業務
1

助 成 制 度
≪ 雇用促進企業立地に対する助成 ≫ 雇用創出企業立地支援事業
事業所の新設、移設、増設などにより長野市内から新たな雇用を行う事業者、又は新たな雇用を行うとともに
賃借するオフィス等の改修を行う場合、事業に対する費用の一部を助成します。

① 雇用創出に関する助成

新規雇用１人につき10万円助成(101人以降は、1人20万円）
適用要件

助成率・助成内容

事業者が都市計画区域内に事業所の新設、増設、移設を
行い、操業開始後３年以内に市内から新たに常用雇用者を
２０人以上（中小企業者にあっては10人以上）を1年以上
雇用するもの
（新設の場合は、転入雇用者を含め５人以上のもの）

100 人までの新規常勤雇用者
１人につき 10 万円
101 人以上の新規常勤雇用者
１人につき 20 万円
事業者が都市計画区域外に事業所の新設、移設、増設を
（限度額：5,000
万円、 1 回限りの交付）
行い、操業開始後３年以内に市内から新たに常用雇用者を
5人以上を1年以上雇用するもの
（新設の場合は、転入雇用者を含む）

② 施設改修に関する助成

施設改修費の１/２以内を助成
適用要件

助成率・助成内容

雇用創出に関する助成に該当する事業者で、賃借する
オフィス等の事業所での改修に必要な経費が、１,000万
円以上になること

施設改修に要する費用の１／2以内
（限度額：常勤雇用者数に100万円を乗じた
額又は２,５00万円のいずれか低い額、1回
限りの交付）

≪ 事業所設置での事業所税相当額助成 ≫ 事業所設置事業
市内に事業所などを新たに設置した場合に課税される事業所税相当額を、３年間助成します。

事業所税相当額を３年間助成
適用要件

助成内容

床面積が１,０００㎡を超える事業所の新設または
増設（ただし、風俗営業を営むものは除く）
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自己の事業に係る床面積×600円以内
（３年間交付）

助
支 成
援 制
事 度
業
≪
設備投資に対する支援 ≫ 先端設備等導入計画に基づく事業
≪ 工場等設置での固定資産税相当額助成
≫ 工場等設置事業
中小企業者が先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、計画に基づいて導入した一定の要件を
工業系地域に工場を、若しくは市内全域に別に定める業種※を営むものが事業所を新設又は増設した場合、土
満たす設備に対する固定資産税の課税標準を３年間ゼロにします。
地及び家屋の固定資産税相当額を助成します。また、操業開始（事業所設置）から ３ ヵ月以内に新たに取得され
る償却資産（対象制限有り）についても助成対象になります。

新規取得設備の固定資産税が３年間ゼロ
土地・家屋・償却資産の固定資産税相当額を３年間助成（３年目は８０％）
対象者
立地先
特定地域
（工業系地域,
工場適地）
対象設備

資本金額１億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備
立地区分
適用要件
助成内容
等導入計画の認定を受けた者※（大企業の子会社を除く）
投下固定資産に係る固定
投下固定資産額が
工場の新設・増設
資産税相当額
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する次の設備
5,000 万円以上のもの
[ 第１・２年度 ]
【減価償却資産の種類】
（最低取得価格／販売開始時期）
（別に定める業種※のうち
100／100
◆機械装置（160万円以上／10年以内）
別に定める業種※を主に
②を営む業者については
[
第３年度 ]
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／5年以内）
営む事業所の新設・増設
2,000万円以上）
80／100
◆器具備品（30万円以上／6年以内）

◆建物附属設備（償却資産として課税されるものに限る）（60万円以上／14年以内）
※ 下記の事業を行うもの。
① 日本標準産業分類（総務省）に定める業種のうち
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
大分類（Ｈ）運輸業,郵便業のうち中分類
44 道路貨物運送業、47 倉庫業
・平成33年（2021年）3月31日までに取得される設備であること
大分類（Ｉ）卸売業,小売業のうち中分類 50 各種商品卸売業、51 繊維・衣服等卸売業、
その他の要件
・先端設備等導入計画の申請までに工業会の証明書を取得すること
52 飲食料品卸売業、53 建築材料,鉱物･金属材料等卸売業、54機械器具卸売業、
（申請に証明書の取得が間に合わない場合は、計画の認定後、最初の
55 その他の卸売業
１月１日までに証明書を追加提出すること）
② 旧新事業創出促進法施行令（平成１１年政令第７号）第８条に定める業種のうち
機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、
※計画の認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法に定める中小企業者です。
ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、
機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、
産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所を営む事業所

産業団地に関する助成制度
≪ 公害防止施設設置に対する助成 ≫ 公害防止施設設置事業
長野市が分譲する産業団地に関する各種制度については、お問い合わせください。
工場を有する者が公害を防止するため、工場内に排水処理施設や集塵設備などの公害防止施設を設置する場合、
その事業費を助成します。

公害防止施設設置事業費の２０％を助成
適用要件

助成率・助成内容

工場を有する者が公害防止施設を設置し、
施設費が300万円以上のもの
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事業費×20％
（限度額 年額 1,000 万円）

助 成 制 度
≪ 事業用地取得に対する助成 ≫ 事業用地取得事業
市内の工業系地域又は中山間地域に工場又は事業所を設置するために用地を取得し、３年以内に操業を開始し
た場合、用地取得額に対して助成します。

用地取得費の２０％を３年分割で助成
立地先
工業系用途地域
中山間地域

立地区分

適用要件

助成内容

用地取得後 3 年以内に操業開始
工場・事業所の
すること
新設・移設・増設 1,000 ㎡以上の用地
指定業種に該当するもの※

用地取得価格×２0％
・3 年間分割交付
・限度額 6,000 万円

※ 下記の事業を行うもの。
① 日本標準産業分類（総務省）に定める業種のうち
大分類（Ｅ）製造業
大分類（Ｈ）運輸業、郵便業のうち中分類 44 道路貨物運送業、47 倉庫業
大分類（Ｉ）卸売業、小売業のうち中分類 50 各種商品卸売業、51 繊維・衣服等卸売業、
52 飲食料品卸売業、53 建築材料,鉱物･金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業、
55 その他の卸売業
② 旧新事業創出促進法施行令（平成１１年政令第７号）第８条に定める業種のうち
機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、
ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、
機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、
産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所を営む事業所

≪ 工場等緑化に対する助成 ≫ 工場等緑化事業
工場又は市などが分譲する産業団地に事業所を有する者が、その敷地内に樹木などの植栽を行う場合、その事
業費を助成します。
なお、樹木など植栽を行う緑地面積については、敷地面積の１０％以上行う場合に限られます。

緑化事業費の２０％を助成
適用要件

助成内容

工場又は産業団地に事業所を有する者が、樹木等の植栽を行うもの
で、その緑地面積が工場等の敷地面積の 10／100 以上

緑化事業費×20％
（限度額 年額 5,000 万円）
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助
補 成
助 制 度
≪
≪ 研究開発に対する補助
工場等設置での固定資産税相当額助成
≫
≫ 工場等設置事業
市内に事業所又は工場等を有する中小企業者等が大学などの研究機関等と共同し、新材料・製品の開発、利用、
工業系地域に工場を、若しくは市内全域に別に定める業種※を営むものが事業所を新設又は増設した場合、土
生産加工に関わる技術開発等をする場合、その費用を補助します。
地及び家屋の固定資産税相当額を助成します。また、操業開始（事業所設置）から ３ ヵ月以内に新たに取得され
る償却資産（対象制限有り）についても助成対象になります。
補助対象事業

補助対象経費

補助率

中小企業者等が研究機関（信

新材料、製品の開発、生産加工等

補助対象経費の２／３以内

土地・家屋・償却資産の固定資産税相当額を３年間助成（３年目は８０％）
に関わる技術を開発するために
大、高専、長野県工業技術総合
（限度額２００万円）
立地先
立地区分
適用要件
助成内容
直接必要な経費（原材料費、機
センター等）又は企業との共同
投下固定資産に係る固定
研究開発期間
投下固定資産額が
工場の新設・増設 械装置試作・購入・改良費、研究
研究により、新材料、新製品の
資産税相当額
特定地域
5,000 万円以上のもの
[ 第１・２年度 ]
（工業系地域,
機関との連携経費等）
開発・利用又は生産加工技術の
（別に定める業種※のうち 最長 2 年間
100／100
工場適地） 別に定める業種※を主に
②を営む業者については
開発事業
[
]
（翌年度の 3 第３年度
月 31 日まで）
営む事業所の新設・増設
2,000万円以上）
80／100

※ 下記の事業を行うもの。
① 日本標準産業分類（総務省）に定める業種のうち
大分類（Ｈ）運輸業,郵便業のうち中分類 44 道路貨物運送業、47 倉庫業
≪ 新製品等の開発や見本市への出展に対する補助
≫
大分類（Ｉ）卸売業,小売業のうち中分類 50 各種商品卸売業、51 繊維・衣服等卸売業、
52 飲食料品卸売業、53 建築材料,鉱物･金属材料等卸売業、54機械器具卸売業、
市内に事業所を有する中小企業者等が単独または連携して新製品等を開発したり、市外の見本市へ出展したり
55 その他の卸売業
する場合、その費用を補助します。
② 旧新事業創出促進法施行令（平成１１年政令第７号）第８条に定める業種のうち
機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、
補助対象事業
補助対象経費
補助率
補助対象期間
ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、
機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、
産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所を営む事業所
講師謝金、原材料・機械装置
・外注加工費等、試験研究
新技術・新製品開発
機関、特許申請に直接要する
経費など
補助対象経費の
最長１年間

≪ 公害防止施設設置に対する助成 ≫ 公害防止施設設置事業
（当年度の
１／２以内
講師謝金、販路促進関連経費、 （限度額 3０万円） 3 月 31 日まで）
工場を有する者が公害を防止するため、工場内に排水処理施設や集塵設備などの公害防止施設を設置する場合、
調査委託費、工業展、見本市に
その事業費を助成します。
販路開拓・共同発注
出展するための小間借上げ料、
小間装飾経費など
公害防止施設設置事業費の２０％を助成
適用要件

助成率・助成内容

工場を有する者が公害防止施設を設置し、
施設費が300万円以上のもの
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事業費×20％
（限度額 年額 1,000 万円）

補 助 制 度
≪ 人材育成に対する補助 ≫
情報通信関連産業（コールセンターを含む）、ものづくり産業、建設業の中小企業が、従業員等を外部機関が
実施する研修会、講座に派遣する場合、その受講費用の一部を補助します。

情報通信産業は１人１回当たり10万円以内、
ものづくり産業は３万円以内、建設業は５万円以内を補助
区

分

①情報通信関連産業

補助対象者
補

助

②ものづくり産業

市内の情報通信関連産業（情
報サービス業等）を主とする
中小企業者など

市内の建設業を主とする中小
市内ものづくり産業（製造業）
企業者など
を主とする中小企業者など

率

補助限度額

③建設業

１/２
１人１回当たり 10 万円以内 １人１回当たり３万円以内
１人１回当たり５万円以内
（１事業所 年 30 万円以内） （１事業所 年 10 万円以内） （１事業所 年 10 万円以内）

補助対象経費

受講料、教材費
※交通費、宿泊費、懇親会費等は受講料から除く

研修実施機関

公的機関（※）
、民間研修会社

（※）公的機関
中小企業大学校、長野県テクノ財団、ポリテクセンター、大学、工業高等専門学校、
県内技術専門校、県工科短期大学校、県中小企業振興センター（県工業会）など

融 資 制 度
長野市では、中小企業の安定的な経営などに関わる資金について、融資あっせんを行う制度があります。工場・
事業所の立地や設備投資などに活用できる資金がありますので、詳しくはお問合せください。
資金名

資金使途

融資限度額

利率(年)

貸付期間

一般事業資金

設備

1 億円

1.90％

10年以内（据置１年）

環境対策資金

設備・運転

設備
1 億円
運転 2,000 万円
合計
１億円

1.90％

設備１０年以内（据置１年）
運転 ５年以内（据置１年）

市内進出支援資金

設備・運転

設備
1 億円
運転５,000 万円

1.４0％

設備１５年以内（据置１年）
運転 ５年以内（据置１年）

※参考

主な[長野県制度資金]：中小企業振興資金、信州創生推進資金、新事業活性化資金など

6

支 援 事 業
≪

設備投資に対する支援

≫

先端設備等導入計画に基づく事業

中小企業者が先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、計画に基づいて導入した一定の要件を
満たす設備に対する固定資産税の課税標準を３年間ゼロにします。

新規取得設備の固定資産税が３年間ゼロ

対象者

対象設備

その他の要件

資本金額１億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備
等導入計画の認定を受けた者※（大企業の子会社を除く）
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する次の設備
【減価償却資産の種類】
（最低取得価格／販売開始時期）
◆機械装置（160万円以上／10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上／5年以内）
◆器具備品（30万円以上／6年以内）
◆建物附属設備（償却資産として課税されるものに限る）（60万円以上／14年以内）
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・平成33年（2021年）3月31日までに取得される設備であること
・先端設備等導入計画の申請までに工業会の証明書を取得すること
（申請に証明書の取得が間に合わない場合は、計画の認定後、最初の
１月１日までに証明書を追加提出すること）

※計画の認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法に定める中小企業者です。

産業団地に関する助成制度
長野市が分譲する産業団地に関する各種制度については、お問い合わせください。

7

（H30.9）

