認知症コールセンター
☎０２６-２２６-７８３0

信州を元気に がんばろう！日本

長野県内の震災復興支援
宿泊プランを紹介中
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No.

ひとりで
悩まないで

さわやか信州
●次回の広報ながのけんは平成23年6月下旬に冊子でお届けします。
新聞による広報ながのけんは平成23年７月16日
（土）
掲載予定です。

や
で お困りの方をマンツーマンで応援します。
「生活」
「しごと」

ながのパーソナル・サポート・センター
にご相談ください。 ☎０２６-２６２-１００1
まずは

長野県内にお住まいの方でしたらどなたでも
ご相談いただけます。
（個人情報は守ります）

就職活動のやり方が
分からない。

センター長

み

や

じま

ンで相談に乗りながら、問題解決のお手
伝いをしていきます。

連

えつ

こ

写真：前列の左

４月は、県内全域から１５０件以上の相談があり、
その多くは就職相談です。最近では、東日本大震
災で避難されている方からの相談に応じているほ
か、解雇された男性に模擬面接をしたり、履歴書
の作成をお手伝いし、就労に結び付きました。ま
た、精神的に不安定な状態にあった女性は、働け
る職場を一緒に探し、障害者支援のＮＰＯ団体の
体験ができるようになりました。今後も継続した
サポートが大切と考えています。

相談者の皆さんに寄り添い、
マンツーマ

専門家と連携し、
カウンセリング、
法律相談などを行います。

履歴書の書き方や
面接の助言
などを行います。

3

携

長野県・市町村

ハローワーク

医療機関

法律専門家

社会福祉協議会

NPO・ボランティア団体

福祉サービスの提供、
住宅支援、職業相談など

職業紹介、
職業相談など

病気やメンタル的
な支援など

多重債務、解雇など

資金貸付など

生活困窮者支援、
職業訓練、職業体験など

※失業や孤立などのさまざまな問題により、生活の立て直しができない方や就労に結び付かない方を支援する
ため、パーソナル・サポーターが行政やＮＰＯなどの機関・組織と連携し、
さまざまな支援をマンツーマンで行い
ます。なお、パーソナル・サポート・センターの運営は、県が長野県労働福祉協議会に委託しています。

●お問い合わせ先
商工労働部労働雇用課
☎026-235-7201
FAX026-235-7327

●☎026
（235）7110 ●A 0120（471）506
長野県に関するご意見・ご質問は
「信州・フレッシュ目安箱」へお寄せください。 ●FAX026
（235）7026（「信州・フレッシュ目安箱」と明記） ●メール：hotline@pref.nagano.lg.jp
いただいたご意見・ご質問には、責任者の氏名と連絡先を明記して、
●
手紙
：
〒380−8570
（住所記載不要）総務部広報県民課（「信州・フレッシュ目安箱」
と明記）
原則1週間以内にお答えします。
フリーダイヤル

情報掲示板

（から１番目の人）
美谷島 越子さん

社会とのつがなりが途切れないように、

パーソナル・サポート・サービスとは

ご意見
・
ご質問

一人ひとりにあったお手伝いを！

私たちパーソナル・サポーターが
応援します。
自立と就労への第一歩を
一緒に踏み出しましょう！

ハローワークなどの
支援機関に同行します。

http://www.pref.nagano.lg.jp

●県のホームページでも詳細な情報をご覧になれます。

一人ひとりにあった自立支援計画を立て、さまざまな機関と連携して
問題解決のお手伝いをしていきます。

一緒に問題解決の
計画を立てます。

・相談受付：１０：００〜１７：００
（日曜、
祭日を除く）

例えば︑企業・地域・NPOなどが︑職場体験などを実施し︑就労をめざします︒

採用

就職活動

2

●相談受付時間：月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:00

ください！ ●住所：長野市新田町1482-2 新田町ビル１Ｆ

・認知症のことで困っている方はお気軽に

検索

就労先の開拓や就労後の
継続的なフォローも行います︒

仕事はしたいけど、
健康に問題がある。

相談者が抱えている問題を
お聞きします︒

失業中で悩みを
相談する相手がいない。

1

お電話

旅

な や み ぜろ

＝問い合わせ先

信州まつもと空港で「ＦＤＡ
就航１周年記念セレモニー」
と
「北海道物産展」
を開催します
○日時：６月１日
（水）15:30 〜 15:45
○場所：空港ターミナルビル ２階
企画部交通政策課 ☎０２６-２３５-７０１９
○同時開催： 北海道物産展
５月２８日
（土）
〜６月１日
（水）
空港ターミナルビル１階ロビー
松本空港ターミナルビル ☎０２６３-５７-８８１８

自動車税の納期限は
５月３１日
（火）
です
○金融機関、郵便局、
コンビニエンスストア、地方
事務所税務課窓口で納付できます。
※詳しくは納税通知書に同封したお知らせをご覧ください。
総務部税務課 ☎０２６-２３５-７０５１
または地方事務所税務課

長野県職員採用試験
○試験名称：上級
○採用予定日：平成２４年４月１日
○受験資格：昭和51年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた方
※職種によって、受験可能な年齢が異なったり、
資格・免許が必要な場合があります。
○一次試験：6月26日
（日）
（長野市、松本市）
○募集期間：
5月24日
（火）
まで インターネット及び郵送
5月25日
（水）
〜 27日
（金）持参
※詳細は県ホームページでご覧になれます。
http://www.pref.nagano.lg.jp/jinjii/siken/siken.htm
人事委員会事務局 ☎０２６-２３５-７４６５

県立病院看護職員
（看護師、助産師）の募集
○採用予定日：平成２４年４月１日
（採用予定日前の採用が可能な場合もあります）
○受験資格：次のいずれの条件も満たす方
・昭和２７年４月２日以降に生まれた方
・看護師免許または助産師免許を有する方
（来春までに取得見込みの方を含む）
○採用予定人数：１５０人程度
○試験日：６月１８日
（土）
（長野市）
○申込締切日：５月３１日
（火）
※詳細はホームページでご覧になれます。
http://www.pref-nagano-hosp.jp/
honbu/kango/recruit/index.html
長野県立病院機構本部事務局
☎０１２０-１７３-３１４
（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

知事への直接のご意見は

●FAX026
（232）2123

この紙面に関するお問い合わせは総務部広報県民課まで
（235）7054 ●FAX026（235）7026
●☎026

＝申し込み先

毒物劇物取扱者試験
○受付期間：６月１日
（水）
〜６月１７日
（金）
○試験日：８月４日
（木）
○試験地：佐久市、伊那市、松本市、長野市
○受験資格：学歴、年齢および経験を問いません
※詳細は県ホームページでご覧になれます。
http://www.pref.nagano.lg.jp/eisei/
yakumu/shiken/annai.htm
健康福祉部薬事管理課 ☎０２６-２３５-７１５９
または 保健福祉事務所食品・生活衛生課

阿部知事との県政ランチ
ミーティングの参加者を募集します
○日時：６月７日
（火）12:00 〜 13:00
○場所：長野県庁
○対象者：県内にお住まいの方、お勤め又は学ばれている方
○募集締切日：５月２３日
（月）
※詳細は県ホームページでご覧になれます。
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/
koho/ kenseilunch/index.htm
総務部広報県民課 ☎０２６-２３５-７１１０

県政ラジオ番組を一新しました
○番組名、放送時間
・ぐるっと信州県民ラジオ
（ＳＢＣラジオ：毎週月曜日 18:35 〜 19:00）
・ランチタイム＠信州
（ＦＭ長野：毎週金曜日 12:00 〜 12:49）
総務部広報県民課 ☎０２６-２３５-７０５４

県の制度資金に「東日本大震災
復興支援資金」を創設しました
○対象者：長野県北部の地震、東日本大震災で、
直接または間接的な影響を受けた中小企業者
○貸付限度額：
（設備資金）3,000万円
（運転資金）5,000万円
５％（信用保証料は自己負担なし）
○貸付利率：年１．
○取扱期間：平成23年5月23日〜平成24年3月31日
※詳細は県ホームページでご覧になれます。
http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/
business/shikin/seido-fukousien.htm
商工労働部経営支援課 ☎０２６-２３５-７２００

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動を展開します
○実施期間：６月２０日
（月）
〜７月１９日
（火）
２６日（日）を中心に県内各地でヤング街頭
○６月２５日（土）、
キャンペーンを実施し、薬物乱用防止を呼びかけます。
健康福祉部薬事管理課 ☎０２６-２３５-７１５９

●メール：governor@pref.nagano.lg.jp
●メール：koho@pref.nagano.lg.jp

