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令和元年台風第19号で被災した事業用の施設・設備の復旧に
「中小企業等グループ施設等復旧整備補助金」

をご活用ください

「ＯＮＥ ＮＡＧＡＮＯ」はみんなで復興に取り組もう！！
という合言葉です

令和元年台風第19号災害義援金について

令和元年台風第19号により被災された中小企業の皆さまの施設・設備の復旧に要する経費の一部を補助する制度です。
補助金の交付を受けるためには、複数の中小企業によるグループを構成し、構成企業が共同して行う取り組みを盛

り込んだ「復興事業計画」の認定申請が必要です。

10月16日から県が募集を開始した令和元年台風第19号災害義援金は1月31日時点で1,089,219,708円となりました。多くの皆様
から御協力をいただいたことに対し、深く感謝を申し上げます。
引き続き、皆様の御協力をお願いいたします。

◆義援金の受付

下記口座にお振込みいただくほか、県施設等に設置した義援金箱でも受け付けています。
【受付期間】　令和2年3月31日（火曜日）まで　※4月以降も受け付ける可能性があります。
【お問合せ】　会計局会計課：026-235-7351
【義援金口座】

金融機関 口座番号 口座名義

八十二銀行　県庁内支店 （普）732958

長野県台風第19号災害対策本部
代表　竹内　善彦
（ナカ゛ノケンタイフウタ゛イシ゛ュウキュウコ゛ウサイカ゛イタイサクホンフ゛
タ゛イヒョウ　タケウチヨシヒコ）

ゆうちょ銀行 00170-0-324895 長野県台風第19号災害対策本部

◆「ONE NAGANO」×「アルクマ」ロゴ

義援金や寄付金が含まれる商品に限り、使用できます。
使用申請等の詳細は、長野県営業局にお問い合わせください。
【お問合せ】　営業局：026-235-7248

対象者 令和元年台風第19号により施設・設備が被災した県内の中小企業等

補助率等 中小企業者：3/4 中堅企業：1/2 
補助上限額：1社あたり15億円

対象費目 施設及び設備の復旧（修理・修繕、入替・建替え）に要する経費

令和2年度の補助金申請の募集は3月中旬頃にお知らせします。
詳しくは、長野県産業復興支援センター（電話 026-235-7325）またはお近くの商工会議所・商工会まで御相談くだ

さい。
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調査結果（最終報）　平均妥結額477,881円
労働雇用課では、県内の民間労働組合を対象に「年末一時金要求・妥結状況調査」を実施しております。令和元
年12月31日現在でまとめた調査結果（最終報）の概要は、次のとおりです。
調査対象420組合のうち213組合から県に一時金要求の報告があり、そのうち妥結の報告があった労働組合は
212組合でした。
平均要求額は、2.30か月分の581,268円となり、前年同期と比べ金額では19,750円、月数では0.11か月そ
れぞれ下回りました。
平均妥結額は、1.89か月分の477,881円で、前年同期と比べ金額では21,746円、月数では0.11か月それぞ
れ下回りました。
　また、企業規模別の状況をみると、従業員300人未満規模の平均妥結額は412,476円（月数1.74か月）、
300～999人規模は529,680円（1.98か月）、1,000人以上規模は643,754円（2.26か月）、となりました。

令和元年（2019年）6月30日現在の労働組合の組織状況について結果がまとまりました。

＜労働組合数及び組合員数の状況＞	

県内の労働組合数は、1,402組合で前年比18組合の減少、組合員数は、172,514人で前年比1,302人の減少
となりました。
また、県内の推定組織率（組合結成可能な雇用労働者に占める組合員数の割合）は18.8％となり、前年比0.1ポ
イント減少となりました。　
全国の単一労働組合の労働組合数は24,057組合、労働組合員数は1,008万8千人で、推定組織率は16.7％と
なりました。

令和元年年末一時金要求・妥結状況

労働組合員数と推定組織率の推移
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令和元年（2019年）労働組合基礎調査結果の概要
県内推定組織率は０.1ポイント減少

区　　分
要 求 妥 結

平均年齢
（歳）

平均賃金
（円）

組合数
（組合）

平均要求額
（円）

平均要求月数
（か月）

組合数
（組合）

平均妥結額
（円）

平均妥結月数
（か月）

調査計（R1.12.31現在） 39.6 252,304 213 581,268 2.30 212 477,881 1.89

企業規模別
状 況

300人未満 40.1 236,960 120 519,325 2.19 119 412,476 1.74

300～999人 39.0 267,127 67 624,709 2.34 67 529,680 1.98

1000人以上 39.2 284,921 26 755,218 2.65 26 643,754 2.26

前年同期（H30.12.31） 39.7 249,774 199 601,018 2.41 199 499,627 2.00
　（注）１　要求・妥結状況は、単純平均によるものです。　　２　平均妥結月数は、妥結組合の平均賃金に対するものです。
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令和２年１月18日（土）、松本市中央公民館（Mウィング）において、外国人留学生を対象とした業界
研究会を石川県、福井県及び富山県と合同で開催しました。
本研究会は、金沢大学と信州大学の共同事業である「『かがやき・つなぐ』北陸・信州留学生就職促進
プログラム」と協力し、松本会場、金沢会場それぞれにおいて、昨年度から開催しています。
外国人留学生の採用に関心があり、県内に事業所を有する企業を中心に計18社が出展し、参加者に
対する企業 PRや、個別ブースで自社の事業や採用に関する説明を行いました。また、長野県行政書士
会様にも御協力いただき、行政書士の先生による、留学生や企業からの在留資格等に関する相談に応じ
るためのブースも設置しました。
当日は、県内外から30名の外国人留学生が参加し、熱心に担当者の説明に耳を傾けていました。

外国人留学生対象　北陸3県・長野県合同業界研究会を開催しました

【開催予告‼】
本年5月23日（土）に、信州科学技術総合振興センターSASTec（信州大学工学部内）において、外国人
留学生等を対象とした合同企業説明会「グローバルキャリアフェア」を開催する予定です。高度な知識や
技術を有する外国人留学生等を採用したいとお考えの企業の皆様は、是非出展をご検討ください‼
詳細が決まり次第、県公式ホームページ等で出展企業を募集させていただきます。

当日の様子 当日の様子

移住支援金のマッチングサイトに
求人を掲載する企業等を随時募集しています！

県外からの中途採用等の人材確保ツールとして是非ご活用ください！

※掲載料無料・事前登録必須・登録要件あり※

詳細は県HPをご覧ください。

お問い合わせ：長野県産業労働部労働雇用課　電話026-235-7201　長野　移住支援金　マッチング 検索
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「労働ながの」に対するご意見、ご希望、ご感想をお待ちしております！

労働ながの　　編集・発行：長野県産業労働部労働雇用課　HPにも掲載中
電話　026-235-7118　Eメール : rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 

検　索　労働ながの　　

■募集日程等
　現在、令和２年度4月入校生の追加募集を行っています。追加募集
を行っていない訓練科もあるため、募集の詳細につきましては各校へ
お問い合わせください。

　工科短期大学校及び技術専門校では、主に新規学卒者を対象とした１～２年間の職業訓練（専門課程・普通課程）と、
求職者を対象とした6か月間の職業訓練（短期課程）を行っており、訓練生を募集しています。

工科短期大学校 及び 技術専門校 の訓練生募集

ご存じですか？労働委員会 ～雇用のトラブル まず相談～
長野県労働委員会事務局（長野県庁8階）　電話：026－235－7469　

ホームページ　http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi-02.html

　不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表す
ることとされています。（労働組合法第27条の18）
　当労働委員会の令和元年の状況は、下記のとおりです。

記

1　審査の期間の目標
　�　当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間（申立てから事件終結までの期間）の目標を、1年（ただし、特
に複雑な事件については、別途定める期間）以内と定めています。

2　審査の実施状況

不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況
労働ながの2020年2月号 長野県労働委員会ニュース

（◆：専門課程　■：普通課程　●：短期課程）
校　　名　　等 訓　練　科　　※（　）は訓練期間

岡谷技術専門校
岡谷市神明町2-1-36
TEL 0266-22-2165

■ものづくり技術科（1年） 
●機械制御科（6か月　4月入校）
● FA 装置科（6か月　10月入校）

飯田技術専門校
飯田市松尾明7508-3
TEL 0265-22-1067

■自動車整備科（2年）
■木造建築科（1年）

佐久技術専門校
佐久市高柳346-4
TEL 0267-62-0549

■生産技術システム科（1年）
●機械 CAD 加工コース（6か月　4月／10月入校）

上松技術専門校
木曽郡上松町大字小川3540
TEL 0264-52-3330

■木工科（1年）
■木材造形科（1年）

校　　名　　等 訓　練　科　　※（　）は訓練期間
工科短期大学校
上田市下之郷813-8
TEL 0268-39-1111 

◆生産技術科（2年）　　　◆制御技術科（2年）
◆電子技術科（2年）　　　◆情報技術科（2年）

南信工科短期大学校
上伊那郡南箕輪村8304-190
TEL 0265-71-5051

◆機械・生産技術科（2年）
◆電気・制御技術科（2年）
●機械科（6か月　4月／10月入校）

長野技術専門校
長野市篠ノ井布施五明3537
TEL　026-292-2341 

■機械加工科（1年）　　　■電気工事科（1年）
■画像処理印刷科（1年）　■木造建築科（1年）

松本技術専門校
松本市寿北7-16-1
TEL 0263-58-3158

■電気・設備科（2年）
■自動車整備科（2年）
■建築科（2年）

■授業料等
課　　程 授 業 料 入 校 料 入校審査料
専門課程 390,000円（年額） 169,200円 18,000円

普通課程 118,800円（年額）   5,650円  2,200円

短期課程 無　　料

※別途、教科書代等の費用がかかります。

※No.2の事件番号「30不2-1」は、30不2事件から一部分離し、先行して審査している事項を再掲

No. 事件番号 申立年月日 申立事項 審査の実施状況

1 29不1 H29.6.15 不誠実団交
支配介入

委員調査6回
（係属中）

2

30不2 H30.6.26
不利益取扱
不誠実団交
支配介入

平成30年10月9日　審査の一部を分離
委員調査6回（うち令和元年は3回）
審問5回（うち令和元年は5回）
（係属中）

30不2-1 ─ 不利益取扱
支配介入

委員調査4回（うち令和元年は3回）
審問5回（うち令和元年は5回）
（係属中）

3 元不1 R元 .7.29
不利益取扱
不誠実団交
支配介入

［委員調査準備中］
（係属中）

（令和元年12月31日現在）


