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（公財）長野県産業振興機構コーディネーター及び推進員の紹介
長野県産業振興機構では、各事業毎にコーディネーター及び推進員を配置し、開発、販路
開拓、事業化まで関係セクションが一体となり一貫支援をします。
【問合せ・連絡先】 TEL.026-227-5803
✉ renkei@nice-o.or.jp

1:企画連携部

当機構各部門の機能を総動員の上、県内産業支援機関等と連携し、事業の企画・開発段階から販路開拓に至るまで、また、それ以
降の様々なステージに対する一貫支援を図ります。相談部門やコーディネーターがわからないときは企画連携部までお問い合わせください。
コーディネーターの紹介
西澤 正一 プロジェクトマネージャー
新製品開発や新たな市場へ
の参入などのイノベーションに
繋がりうるプロジェクトを構想段
階から試作、実証、販路開拓
まで支援

【問合せ・連絡先】
TEL.026-217-1634（次世代産業部・グリーンイノベーション推進部）
TEL.026-217-1635（ITバレー推進部）

2:新産業創出支援本部

今後成長が期待される産業分野（「健康・医療」、「環境・エネルギー」、「次世代交通」、「ＩＴ」など）への県内企業の積極的な参入
を促進するため、産業イノベーションにつながりうる「芽」となる研究開発プロジェクトの創成を支援するとともに、提案公募制度を活用した
産学官連携研究開発プロジェクトを企画・運営を通じて国際競争力の強化を図ります。
コーディネーターの紹介
次世代産業部
赤羽 弘文 テクノコーディネーター
食品産業分野の技術開発、
きのこ研究開発の支援や農商
工連携などを支援

信州医療機器事業化開発センター

航空機産業支援センター

櫻井 和德 医工連携プロジェクトマネージャー

木下 和久 テクノコーディネーター

医工連携による大学と企業との
医療機器開発支援、医療現場
ニーズ調査、特許創出支援など
商品化まで幅広く支援

航空機産業に係る技術人材
育成、ニーズマッチング、展示
商談会による販路開拓などを
支援

航空機産業支援センター
原田 篤 テクノコーディネーター
航空機産業振興や参入企業
の促進に係る情報発信や産
学官連携による研究開発、
人材育成などを支援
グリーンイノベーション推進部
北沢 俊二 技術戦略ディレクター兼
テクノコーディネーター

グリーンイノベーション推進部
上野 茂 LCA構築支援コーディネーター

脱炭素化やグリーンイノベーショ
ンの創出に向けたゼロカーボン
技術事業化促進、技術開発
支援事業補助金などを支援

カーボン排出量可視化・削減支援
事業、企業の取組と構想実現に向
けた計画策定や外部資金獲得等
の支援などや産学官連携のコーディ
ネート推進

ITバレー推進部
小林 一真 ITバレー推進部長
情報通信企業における通信
サービス・ICT商材等の仲卸ビ
ジネス・通信・放送キャリアとの
協創ビジネス開発などの経験を
活かした支援

ITバレー推進部
宮澤 秀直 テクノコーディネーター
中小企業、IT事業者へのIoT
導入提言(基幹系/ＡＩ連携)、
新規ITビジネス創出支援、産
学官金の連携コーディネート・
マッチング推進

ITバレー推進部
西村 元男 産業DXコーディネーター
中小企業等のAI・IoT・RPA
等の先端的技術の活用やデジ
タル化、DXの実施支援、技術
的な相談、ITベンダーの紹介
などを支援

グリーンイノベーション推進部
湯本 由美

テクノコーディネーター

Go-Tech事業（旧サポイン事
業）や企業へ補助金・大学の
シーズ紹介など主にゼロカーボン
に向けた技術開発を支援
ITバレー推進部
角田 孝 産業DXコーディネーター
AI・IoT等先端技術利活用に
関する相談対応/助言・指導
などや、県内ITベンダー等との
マッチング支援、人材育成など
を幅広く支援

【問合せ・連絡先】
次世代産業部
信州医療機器事業化開発センター
航空機産業支援センター
グリーンイノベーション推進部
ITバレー推進部

✉shinsangyou@nice-o.or.jp
✉ med@nice-o.or.jp
✉ aerospace@nice-o.or.jp
✉ green-innv@nice-o.or.jp
✉ it-valley@nice-o.or.jp

3:経営支援部

【問合せ・連絡先】 TEL.026-227-5028
✉ keieishien@nice-o.or.jp

県内中小企業等が、経営環境の急激な変化等に柔軟に対応して継続的な経営ができるよう、職員が経営上の様々な課題への相談
に対応するとともに、機構に登録している専門家を派遣し、適切な診断・助言を行います。また、地域課題解決型の創業や外国特許出
願を支援します。
4:よろず支援拠点

【問合せ・連絡先】 TEL.026-227-5875
✉ yorozu-5@nice-o.or.jp

地域の商工会議所・商工会、金融機関、大学等の支援機関と連携しながら、小規模事業者・中小企業等が抱える様々な経営相談
に対応しています。「中小企業・小規模事業者の方」「NPO 法人」「一般社団法人」「社会福祉法人」その他中小企業・小規模事業
者に類する方・創業予定の方、無料で何度でもご相談いただけます。県内に18か所の相談窓口を設置し、37名のコーディネーター
（非常勤含む）が対応します。
常勤コーディネーターの紹介
高見 康昭 チーフコーディネーター

松本 進 サブチーフコーディネーター

白濱 和彦 サブチーフコーディネーター

資格：ＩＴコーディネータ／経
営品質協議会認定セルフアセッサー

資格：一級建築士／建築設
備士

資格：ウェブデザイン技能士

経営上のあらゆるお悩みのご相談、
事業者の方の強みである”のびしろ”
を見つけ、課題解決に向け支援

設備機器の高効率化、脱炭素
化の提案、補助金の活用につ
いて支援

5:マーケティング支援部

様々な業種、職種での経験を
活かし、問題の本質から解決
すべく寄り添って支援

【問合せ・連絡先】 TEL.026-227-5013
✉ market@nice-o.or.jp
●消費財チーム TEL.026-235-7246

受発注取引及び県産品の商品開発、販路開拓に関する相談、国内外の各種商談会・展示会への出展支援やマッチング等について、
県内外に配置されたコーディネーター及び推進員がサポートします。
コーディネーター・推進員の紹介

受発注取引推進員
上田センター
（佐久・上田地区）
水澤 登三男
専門分野:FA関連業務、レイア
ウト展開計画、一貫生産体制
構築など

諏訪センター
（諏訪地区）
有賀 貞雄
専門分野:電子デバイス、車載
カメラ、監視カメラ、光学レンズ、
精密ガラスなど

伊那センター
（上伊那・南信州地区）
原 文由

名古屋事務所
（中京圏）

大阪事務所
（関西圏）

専門分野:生産技術、製造技術
資格:技能士(機械製図 ・フライ
ス盤、金型製作)

松本センター
（木曽・松本・北アルプス地区）
百瀬 剛文
専門分野:仕入先開拓と改善
の支援など

受発注開拓推進員
東京事務所
（関東圏）
大久間 正

鈴木 育良

梅村 悦二

専門分野:新規ルート・ビジネ
スモデルの構築など

専門分野:案件開拓コーディ
ネートなど

専門分野:半導体・電子部
品・一般産業機械など

グローバル展開推進員
本部
（県内全域）

本部
（県内全域）

本部
（県内全域）

清野 洋介

近藤 恭二

中村 明善

専門分野:海外販路開拓支援、外
国企業との外国語での商談
資格:中国語（会議通訳、翻訳）

専門分野:デザイン・解析 、
マーケティングなど

専門分野:商品企画、商品
化推進など

県産品コーディネーター
長野県庁営業局
（佐久・上田・長野・北信地区）

飯田サテライト
（上伊那・南信州・木曽地区）

生稲 芳高
専門分野:食品商品開発・販路
開拓支援など
資格:調理師、販売士など

今井 勘二
専門分野:食品開発、販路開
拓支援など
資格:販売士など

松本センター
（松本・諏訪・北アルプス地区）
宮本 明
専門分野:食品開発、食品
開拓、販路拡大、食品販売
など

食のグローバル展開推進員
長野県庁営業局
（県内全域）

銀座NAGANO
（首都圏）

水澤 啓人

木下 浩司

専門分野:各種コーディネート
業務
資格:中国語 通訳案内士

専門分野:加工食品などの食品
商品開発、マーケティング支援など
資格:１級販売士、経営士など

【問合せ・連絡先】
TEL.0120-418-618

下請かけこみ寺

中小企業の経営活動で生じる取引上のトラブルや下請代金支払遅延等防止法等の窓口相談に専門の相談員が無料で応じています。
また、必要に応じて、無料の弁護士相談をご紹介し、取引適正化の相談にきめ細かく対応します。
専門相談員の紹介

・中沢 基善
・窪田 不二男
6:企業再生支援部

【問合せ・連絡先】
TEL.026-227-6235

県内金融機関、外部専門家、その他の支援機関等と連携して、中小企業の事業再生および経営改善・生産性の向上の取組を必要とする中小企
業に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定をきめ細かに支援します。また、計画策定費用及びフォローアップ費用の一部を
負担します。
担当職員の紹介
・藤沢 稔 部長（長野県中小企業活性化協議会統括責任者）及び７名の統括責任者補佐が支援します。

7:事業承継・引継ぎ支援部

【問合せ・連絡先】
TEL.026-219-3825

中小企業等の円滑な事業承継・引継ぎ支援のため、事業承継診断に基づく支援ニーズへの対応や、事業承継計画の策定支援、譲渡・譲受希望
者のマッチングや助言等の事業承継に向けた各種支援をします。また、地域の金融機関や商工団体等による支援ネットワークを構築して事業承継診
断を行ったり、専門家派遣やマッチング支援もします。
担当職員の紹介
・倉田 篤 部長（長野県事業承継・引継ぎ支援センター統括責任者）及び９名のサブマネージャーとコーディネーターが支援します。
エリアコーディネーターの紹介

県内全域
田中 茂晴 経営者保証コーディネーター
事業承継時における金融機関借
入の経営者保証解除の相談と支
援
南信地域（諏訪地区除く）

北信地域

東信地域

和田 州平 エリアコーディネーター

飯塚 正史 エリアコーディネーター

多くの事業承継、M＆A、経営ア
ドバイスに携わった経験を活かし、
北信地域の相談と支援

多くの事業承継、M＆A、経営ア
ドバイスに携わった経験を活かし、
東信地域の相談と支援

中信地域（諏訪含む）

上沼 俊彦 エリアコーディネーター

橋爪 眞佐夫 エリアコーディネーター

多くの企業再生支援、事業承継
支援に携わった経験を活かし、南
信地域の相談と支援

多くの事業承継支援、企業再生
支援の陣頭指揮をとった経験を活
かし、中信地域の相談と支援

8:地域センター
地域の特徴や企業ニーズに即した課題解決に向けた事業を展開するとともに、県内企業が抱える経営上の課題や研究開発に係る技術的課題等に
ついて、職員・コーディネータ等が支援します。また、提案公募型等研究開発プロジェクトの導入支援、運営、フォローアップや人材育成支援など多岐
にわたって伴走支援します。
長野センター 長野県工業技術総合センター内
松橋 良成 センター長

【問合せ・連絡先】 TEL.026-225-6650 ✉ nice-nagano@nice-o.or.jp
市村 裕司 テクノコーディネーター

地域企業のネットワーク形成
や産学官連携を促進

上田センター 上田合同庁舎内

新製品への材料技術のＲ＆
Ｄで培った経験を活かし、技術
相談に応えるべく、大学との連
携、専門家の紹介、技術情報
の提供等で地域企業を支援

秋山 忠克 地域連携コーディネーター
Go-Tech 事 業 等 提 案 公 募
型研究開発支援事業の導入
および運営の支援、地域企業
の課題解決に向けた大学、研
究機関等との連携の支援

【問合せ・連絡先】 TEL.0268-23-6788 ✉ nice-ueda@nice-o.or.jp

掛川 和彦 センター長

遠藤 稔

技術相談に対する専門家紹介
や産学官の技術開発の提案、
特に信州大学工学部・繊維学
部、長野高専の技術シーズと地
域企業のニーズをマッチング支援

松本センター 松本合同庁舎内

テクノコーディネーター

工場や市場品質改善、企画、
機種リーダーなど経験を活かし
た支援

瀬田 真砂 地域連携コーディネーター
企画関連、主に事業企画関連
の相談支援、セールスプロモー
ションに関する相談支援など
資格:VoIPアドバイザ、工事担
任アナログ3種

【問合せ・連絡先】 TEL.0263-40-1780 ✉ nice-matsumoto@nice-o.or.jp

伊東 紀夫 センター長

細野 哲也 テクノコーディネーター

研究開発、商品企画、商品
開発の支援
専門分野:電子・電気回路、
モーター及び磁気応用、電子
デバイス

諏訪センター 諏訪合同庁舎内

産学官連携による新事業の
支援や「モノづくり」のサポート
資格:基本情報処理技術者
第二種電気工事士

田中 裕 地域連携コーディネーター
新製品・新技術の共同研究
開発、産学官交流などの支
援や、研究会、講演会などの
企画運営

【問合せ・連絡先】 TEL.0266-53-6000（内線2665） ✉ nice-suwa@nice-o.or.jp

小林 高弘 センター長

延谷 力

新製品・新技術の共同研究
開発、産学官交流などの支
援や、研究会などの企画運営
専門分野:実装技術や製造
装置等に関する開発

伊那センター 伊那技術形成センター内
網野 隆志 センター長

テクノコーディネーター

新製品・新技術の共同研究開
発、産学官交流などの支援や、
研究会などの企画運営
専門分野:IC・回路・基板・ソフ
トウェアに関する開発・設計など

地域連携コーディネーター

新製品・新技術の共同研究開発
支援や、研究会などの企画運営
専門分野:医療機器及び医療機
器用に最適化するための半導体
実装の研究・開発

【問合せ・連絡先】 TEL.0265-76-5668 ✉ nice-ina@nice-o.or.jp
和田 伸次 テクノコーディネーター

産学官交流会の開催、新技術・
新製品開発に関する研究会の
開催、補助金申請支援、人材
育成セミナー等の企画・開催
専門分野:経営企画など

鈴島 浩

Go-Tech等国提案公募事業
獲得支援、地域ニーズに基づく
技術や経営課題解決に向けた
人材育成事業の企画・開催等
資格:機械プラント製図１級など

唐木 栄二 テクノコーディネーター
Go-Tech等公募事業獲得支
援、地域ニーズに基づく技術や
経営課題解決に向けた人材育
成事業の企画・開催等
専門分野:商品開発（電子機
器）、技術開発（電子部品）

小林 秀俊 地域連携コーディネーター
新技術・新製品開発に係わる
人材育成のための各種セミ
ナー・講習会の開催など
専門分野:生産管理、購買管
理、安全衛生管理など

さらに詳しい情報はHPでご案内しています！
支援活用事例、展示会・セミナーなどのインフォメーション、登録専門家の検索、お知らせなど各種の
最新情報を検索いただけます！

https://www.nice-o.or.jp/
メール
マガジン

当機構以外の最新情報も随時発信しています。役立つ情報満載！
ぜひ、ご登録ください。https://www.nice-o.or.jp/magazine/
長野県長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3F
TEL: 026-226-8101 FAX: 026-226-8838

