
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長野県（産業労働部）プレスリリース 令和４年（2022年）11月 22日 

 

【長野県議会において、令和４年度 11 月補正予算の成立が前提となります】 

長野県及び長野県中小企業ＧＸ推進事務局で実施している「中小企業エネルギーコスト

削減助成金」について、事業計画の確認（内示）を受けている事業者の交付申請の期限

を令和５年１月 31日（火）から令和６年１月 31日（水）まで延長します。 

中小企業エネルギーコスト削減助成金の交付申請
の期限を令和６年１月３１日（水）まで延長します 

産業労働部 経営・創業支援課 中小企業支援係 

（課長）滝沢 倫弘 （担当）太田 伸幸、越 雅彦 

電 話 026-235-7195（直通） 

026-232-0111（代表） 内線2958 

ＦＡＸ  026-235-7496 

E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp 

 

１ 受付期間 

＜交付申請書等の提出＞ 

   令和４年８月 17 日（水）から令和５年１月 31 日（火）まで 

                     令和６年１月 31 日（水） 
 

※ 事業計画書の申請受付は、令和４年 11 月２日（水）で終了しています。 

※ 導入機器の納入遅延や工事期間の延長等により、令和５年１月 31 日（火）までに 

事業完了が難しい場合は、予め事務局に必要な手続きをお願いします。 
 

２ 交付申請書等の提出方法 

（1） 対象者    県内に本社所在地を有する中小企業者等 

（ただし、設備の更新・新設の対象となる建物等を県内に有する事業者に限る） 

詳細は、事務局 HP（https://www.nagano-alps.jp/）をご確認ください。 

※ 交付申請には、事業計画の確認（内示）を受けている必要があります。 

 

（2） 申請書類  募集要領や申請書類は、下記受付窓口のほか、以下のホームページまたは、 

県地域振興局 商工観光課で配布しています。 

 （URL）https://www.nagano-alps.jp/ 

  
（3） 申請先    長野県中小企業ＧＸ推進事務局の各受付窓口（別紙：受付窓口一覧を参照） 

※ 受付窓口は、最寄りの商工会議所、商工会、長野県中小企業団体 

中央会、（一社）長野県経営者協会です。  
 

３ お問合せ 

長野県中小企業ＧＸ推進事務局の受付窓口と同一（別紙：受付窓口一覧を参照） 

「中小企業エネルギーコスト削減助成金」受付担当（平日:午前９時から午後５時まで） 
 

長野県中小企業ＧＸ推進事務局 

［事務局構成団体：（一社）長野県経営者協会、長野県

中小企業団体中央会、（一社）長野県商工会議所連合

会、長野県商工会連合会］ 

電 話 026-228-1555（直通） 

ＦＡＸ  026-228-1556 

 

https://www.nagano-alps.jp/
https://www.nagano-alps.jp/


（別紙） 
 

 
 
小諸商工会議所 小諸市 0267-22-3355 飯田商工会議所 飯田市 0265-24-1234 
佐久商工会議所 佐久市 0267-62-2520 松本商工会議所 松本市 0263-32-5355 
上田商工会議所 上田市 0268-22-4500 塩尻商工会議所 塩尻市 0263-52-0258 
岡谷商工会議所 岡谷市 0266-23-2345 大町商工会議所 大町市 0261-22-1890 
諏訪商工会議所 諏訪市 0266-52-2155 長野商工会議所 長野市 026-227-2428 
茅野商工会議所 茅野市 0266-72-2800 須坂商工会議所 須坂市 026-245-0031 
下諏訪商工会議所 諏訪郡 0266-27-8533 千曲商工会議所 千曲市 026-272-3223 
伊那商工会議所 伊那市 0265-72-7000 信州中野商工会議所 中野市 0269-22-2191 
駒ヶ根商工会議所 駒ヶ根市 0265-82-4168 飯山商工会議所 飯山市 0269-62-2162 

 
臼田町商工会 佐久市 0267-82-2154 平谷村商工会 下伊那郡 0265-48-2667 
佐久市望月商工会 佐久市 0267-53-5442 根羽村商工会 下伊那郡 0265-49-2103 
浅科商工会 佐久市 0267-58-0220 下條村商工会 下伊那郡 0260-27-2226 
小海町商工会 南佐久郡 0267-92-2397 泰阜村商工会 下伊那郡 0260-26-2233 
南相木村商工会 南佐久郡 0267-78-2956 上松町商工会 木曽郡 0264-52-2157 
北相木村商工会 南佐久郡 0267-77-2543 大桑村商工会 木曽郡 0264-55-3130 
佐久穂町商工会 南佐久郡 0267-86-2275 南木曽商工会 木曽郡 0264-57-2515 
川上村商工会 南佐久郡 0267-97-2260 木曽町商工会 木曽郡 0264-22-3618 
南牧村商工会 南佐久郡 0267-96-2134 木祖村商工会 木曽郡 0264-36-2048 
軽井沢町商工会 北佐久郡 0267-45-5307 松本市波田商工会 松本市 0263-92-2246 
御代田町商工会 北佐久郡 0267-32-5435 安曇野市商工会 安曇野市 0263-87-9750 
立科町商工会 北佐久郡 0267-56-1004 山形村商工会 東筑摩郡 0263-98-2200 
上田市商工会 上田市 0268-42-2213 朝日村商工会 東筑摩郡 0263-99-2551 
真田町商工会 上田市 0268-72-4050 筑北村商工会 東筑摩郡 0263-66-2444 
東御市商工会 東御町 0268-75-5536 麻績村商工会 東筑摩郡 0263-67-2146 
長和町商工会 小県郡 0268-68-2651 美麻商工会 大町市 0261-29-2813 
青木村商工会 小県郡 0268-49-2146 池田町商工会 北安曇郡 0261-62-5085 
富士見町商工会 諏訪郡 0266-62-2373 生坂村商工会 東筑摩郡 0263-69-3047 
原村商工会 諏訪郡 0266-79-4738 松川村商工会 北安曇郡 0261-62-2557 
伊那市商工会 伊那市 0265-94-2309 白馬商工会 北安曇郡 0261-72-5101 
辰野町商工会 上伊那郡 0266-41-0258 小谷村商工会 北安曇郡 0261-82-2888 
箕輪町商工会 上伊那郡 0265-79-2117 長野市商工会 長野市 026-284-4556 
飯島町商工会 上伊那郡 0265-86-2162 信州新町商工会 長野市 026-262-2138 
中川村商工会 上伊那郡 0265-88-2073 小川村商工会 上水内郡 026-269-3558 
南箕輪村商工会 上伊那郡 0265-72-6265 戸倉上山田商工会 千曲市 026-276-5651 
宮田村商工会 上伊那郡 0265-85-2213 坂城町商工会 埴科郡 0268-82-3351 
松川町商工会 下伊那郡 0265-36-3300 小布施町商工会 上高井郡 026-247-2028 
大鹿村商工会 下伊那郡 0265-39-2381 高山村商工会 上高井郡 026-248-0582 
高森町商工会 下伊那郡 0265-35-2254 信濃町商工会 上水内郡 026-255-4311 
喬木村商工会 下伊那郡 0265-33-2125 飯綱町商工会 上水内郡 026-253-3310 
豊丘村商工会 下伊那郡 0265-35-2395 山ノ内町商工会 下高井郡 0269-33-5666 
阿南町商工会 下伊那郡 0260-22-2203 野沢温泉商工会 下高井郡 0269-85-2692 
売木村商工会 下伊那郡 0260-28-2568 木島平村商工会 下高井郡 0269-82-3994 
天龍村商工会 下伊那郡 0260-32-2066 栄村商工会 下水内郡 0269-87-2353 
阿智村商工会 下伊那郡 0265-43-2241  

 
本部 長野市 026-228-1171 南信事務所 諏訪市 0266-78-4030 
東信事務所 上田市 0268-24-1788 飯田分室 飯田市 0265-24-7088 
中信事務所 松本市 0263-32-0477  

 
本部 長野市 026-235-3522 

 

 

商工会議所（県内 18か所） 主に市部の中小商工業者への支援 

商工会（県内 69か所）   主に町村部の中小商工業者への支援 

受付窓口一覧 

長野県中小企業団体中央会（県内５か所）  中小企業連携専門支援 

一般社団法人長野県経営者協会（県内１か所） 


