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　労働者の祭典、第87回長野県中央メーデーは５月1日（日）に連合長野系が長野市の城山公

園ふれあい広場で、県労連系が長野市のひまわり公園で、それぞれ開催されました。

　この２会場を含め、県内25会場で開催されたメーデーには、約19,850人（主催者発表）が集

会やデモ行進に参加しました。

　「働く者の連帯で、『ゆとり・豊かさ・公正な社会』を実現し、
自由で平和な世界をつくろう」をメインスローガンに開催さ
れ、4,200人（主催者発表）の働く仲間が結集しました。
　特別スローガンに、「東日本大震災と県内被災地を忘れな
い！息の長い復興支援！」「熊本地震の復旧・復興支援！力を
あわせ心つなげよう！」を掲げ、引き続き被災地の救援・支援
に全力を挙げることを確認しました。
　中山千弘実行委員長（連合長野会長）は、主催者あいさつの
中で、「実質賃金は2012年から４年連続で前年を下回ってお
り、勤労者の生活の現状は多くの将来不安を抱えたまま。全て
の働く者のために頑張ること、非正規社員への賃上げの広がり
が2016年春闘勝利のポイントだ。」と訴えました。
　また、メーデー宣言が提案され、「2016年春闘を最後まで
闘い抜き、すべての働く者の「底上げ・底支え」「格差是正」の
実現をはかること」を確認し、集会後、参加者は、プラカード等
を掲げて市内をデモ行進しました。

　「働く者の団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立
の日本をめざそう」を基本スローガンに、約1,500人（主催者
発表）が参加して開催されました。
　細尾俊彦実行委員長は、主催者あいさつの中で、「この夏の
参議院選挙を、主権者の声が政治と社会を動かす新しい時代の
きっかけにし、安保法制を廃止する政治を実現するためにも、
それぞれの職場、地域から旺盛な運動、取組みを展開していた
だきたい」と呼びかけました。
　また集会では、戦争法の廃止。立憲主義、民主主義を取り戻
す。消費税10％増税の中止。貧困と格差をなくす等の意見が
発表されました。そして「被災者が希望の持てる復興、原発ゼ
ロの日本、職場・地域から労働法制の改悪反対、働くルール確
立に向けて共同した取組みを強めていきましょう。」とのメー
デー宣言を採択し、市内をデモ行進しました。
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　長野県では、多様な働き方を導入・実践し正社員化や職場環境の改善に取り組む企
業を「職場いきいきアドバンスカンパニー」として認証しています。
　この度、「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業を対象に、以下の融資制度
において新たな金利優遇措置が追加されましたのでお知らせします。
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認証企業の情報を発信しています！

設備：1億円
　　（中小企業団体は1億1,000万円）
運転：5,000万円
　　（中小企業団体は6,000万円）
年1.9％
　　（貸付期間が1年以内の場合は年1.6％）
設備：7年以内、自動車5年以内
　　 建物等13年以内（うち据置1年以内）
運転：5年以内（うち据置6月以内）

地域活性化・雇用促進資金
（企業活力強化貸付）

7,200万円（うち運転資金4,800万円）

年0.85％～年2.10％

設備：20年以内（うち据置2年以内）
運転：  7年以内（うち据置2年以内）

―
お客様の希望を伺いながら
ご相談させていただきます

●長野県産業労働部労働雇用課
長野市大字南長野字幅下692-2
ＴＥＬ　 026-235-7118
Ｅ-mail　rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

●多様な働き方普及促進事業委託事業者
イーキュア株式会社
松本市島立830-11
　　0120-64-0234（平日：9時～18時）
Ｅ-mail　info@ecure.co.jp

○専用サイトによる情報発信 ○合同就職説明会における情報発信

「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企
業の実践内容や、「社員の子育て応援宣言」を
している事業所の宣言内容をパソコン、ス
マートフォン等からご覧いただけます。
URL：http://nagano-advance.jp/

「長野県就活ナビ2017」（信濃毎日新聞社主
催）で会場内にパネルや認証された企業の資
料を設置し学生向け情報を発信しています。

職場いきいきアドバンスカンパニー申請方法について

まずは下記までご連絡ください。アドバイザーが訪問し申請のフォローをします。 ながのけん社員応援企業のさいと 検索

長野県中小企業融資制度 日本政策金融公庫国民生活事業融資制度

中小企業振興資金
（しあわせ信州創造枠）

2.20％以内

―

資　金　名

限　度　額

利　率（年）

貸 付 期 間

信用保証料

担保・保証人
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生活困窮者自立支援制度

（信州パーソナル・サポート事業）のご案内
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生活困窮者自立支援制度

（信州パーソナル・サポート事業）のご案内
　平成27年４月に生活困窮者自立支援制度がスタートしました。
　県（町村部）と19市が制度に基づいて設置する生活就労支援センター ”まいさぽ”が、地域の関係機関と連携
しながら寄り添い型の生活支援、相談支援を行います。生活や就労などでお困りの方はお気軽にご相談ください。
　一緒に問題解決の方法を考えましょう。

※町村にお住まいの方は、お住まいの地域（郡）を所管する各センターへご相談ください。

※市にお住まいの方は、お住まいの市センターへご相談ください。

設 置 者 所管地域
長野県・佐久市生活就労支援センター

まいさぽ佐久

長野県諏訪生活就労支援センター

まいさぽ信州諏訪

長野県上伊那生活就労支援センター

まいさぽ上伊那

長野県下伊那生活就労支援センター

まいさぽ飯田

長野県木曽生活就労支援センター

まいさぽ木曽

長野県東筑生活就労支援センター

まいさぽ塩尻・東筑

長野県・大町市生活就労支援センター

まいさぽ大町

長野県長野生活就労支援センター

まいさぽ信州長野

長野県・飯山市生活就労支援センター

まいさぽ飯山

信州パーソナル・サポート事業本部

まいさぽ信州

佐久市取出町183

野沢会館2Ｆ

諏訪市豊田283

第2飯田ビル3Ｆ

上伊那郡南箕輪村2380-1212

松寿荘内

飯田市高羽町6-1-3

コクサイビル1Ｆ

木曽町日義1600-1

木曽町社会福祉協議会内

塩尻市大門六番町4-6

塩尻市保健福祉センター2Ｆ

大町市大町1129

大町市総合福祉センター2Ｆ

長野市若里3-10-31

大幸ビル201号

飯山市飯山1211-1

飯山市福祉センター2Ｆ

長野市若里7-1-7

長野県社会福祉総合センター内

0267-78-5255

0266-75-1202

0265-96-7845

0265-49-8830

0264-24-0057

0263-51-2501

0261-22-7083

026-267-7088

0269-67-0269

026-226-2035

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

8:30～17:30

8:30～17:15

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

諏訪郡

上伊那郡

下伊那郡

木曽郡

東筑摩郡

北安曇郡

センター名称及び愛称 所在地 電話番号
相談受付時間

【月～金（休日除く）】

県

南佐久郡
北佐久郡
小県郡

埴科郡
上高井郡
上水内郡

下高井郡
下水内郡

設　置　者
長野市生活就労支援センター

まいさぽ長野市

松本市生活就労支援センター

まいさぽ松本

上田市生活就労支援センター

まいさぽ上田

岡谷市生活就労支援センター

まいさぽ岡谷市

飯田市生活就労支援センター

まいさぽ飯田

諏訪市生活就労支援センター

まいさぽ諏訪市

須坂市生活就労支援センター

まいさぽ須坂

小諸市生活就労支援センター

まいさぽ小諸

伊那市生活就労支援センター

まいさぽ伊那市

駒ケ根市生活就労支援センター

まいさぽ駒ケ根

中野市生活就労支援センター

まいさぽ中野

大町市生活就労支援センター

まいさぽ大町

飯山市生活就労支援センター

まいさぽ飯山

茅野市生活就労支援センター

まいさぽ茅野市

塩尻市生活就労支援センター

まいさぽ塩尻・東筑

佐久市生活就労支援センター

まいさぽ佐久

千曲市生活就労支援センター

まいさぽ千曲

東御市生活就労支援センター

まいさぽ東御

安曇野市生活就労支援センター

まいさぽ安曇野

長野市大字鶴賀緑町1714-5

長野市ふれあい福祉センター2F

松本市丸の内3番7号松本市役所本庁舎１階

上田市中央3丁目5番1号

岡谷市幸町8番1号（市役所）

飯田市高羽町6-1-3

コクサイビル1F

諏訪市高島一丁目22番30号（市役所）

須坂市大字須坂344-1-60

須坂ショッピングセンター内

小諸市与良町6丁目5番1号　

小諸市野岸の丘総合福祉センター内

伊那市山寺298-1

駒ケ根市赤須町20-1（市役所）

中野市三好町一丁目3番19号（市役所）

大町市大町1129番地

飯山市大字飯山1211番地1

茅野市塚原二丁目6番1号（市役所）

塩尻市大門六番町4番6号

塩尻市保健福祉センター内

佐久市取出町183

野沢会館2Ｆ

千曲市大字戸倉2388　

千曲市役所戸倉庁舎福祉課

東御市鞍掛197

東御市総合福祉センター内

安曇野市豊科4160-1（社協）

026-219-6880

0263-34-3041

0268-71-5552

0266-23-4811

0265-49-8830

0266-52-4141

026-248-9977

0267-31-5235

0265-72-8186

0265-83-2111

0269-38-0221

0261-22-7083

0269-67-0269

0266-72-2101

0263-52-0026

0267-78-5255

026-275-0004

0268-62-4455

0263-87-8707

8:30～17:15

8:30～17:30

9:00～17:00

8:30～17:15

9:30～17:00

8:30～17:15
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センター名称及び愛称 所在地 電話番号
相談受付時間

【月～金（休日除く）】

長　野　市

松　本　市

上　田　市

岡　谷　市

飯　田　市

諏　訪　市

須　坂　市

小　諸　市

伊　那　市

駒 ケ 根 市

中　野　市

大　町　市

飯　山　市

茅　野　市

塩　尻　市

佐　久　市

千　曲　市

東　御　市

安 曇 野 市
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　平成28年４月21日付けで、次の15名の方が第44期委員として知事から任命されました。任期は、平成30年４月20日までの２年間
となります。
　また、同日開催された総会において、会長及び会長代理の選出が行われ、会長に諏訪 雅顕氏、会長代理に長瀬 一治氏が再任されました。

労働ながの

「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
編集発行人：長野県産業労働部労働雇用課長 酒井裕子
発　行　所：長野県産業労働部労働雇用課
　　　　　　〒380-8570（住所不要）
　　　　　　電話 026-235-7118　FAX 026-235-7327　Eメール:rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

労働ながのは県HPにも掲載しています!

“第42 回ながのアビリンピック” （長野県障がい者技能競技大会）が開催されます!!“第42 回ながのアビリンピック” （長野県障がい者技能競技大会）が開催されます!!
　障がいのある方が、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障がい者雇用に対する理解と認識を
深め、雇用の促進を図ることを目的とした技能競技大会を開催します。
　多くの皆様のご来場をお待ちしています。（大会当日の競技の見学は自由です）

http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/shuro/rodo.html

１　開催日・場所

　　平成28年７月23日（土）

　　Ｍウイング（松本市中央公民館）（松本市中央１-18-１）

２　種目（10種目）

　　DTP、ビルクリーニング、オフィスアシスタント、

　　ワード･プロセッサ、フラワーアレンジメント、

　　製品パッキング、喫茶サービス、クリーニング、

　　電子機器組立、パソコンデータ入力

《問い合わせ先》
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 長野支部　高齢・障害者業務課
〒381-0043　長野県長野市吉田4-25-12　電話026-258-6001　FAX026-243-2077
ホームページ　https://www.jeed.or.jp/location/shibu/nagano/

公
益
委
員

労
働
者
委
員

使
用
者
委
員

会 長　諏訪　雅顕
す　  わ　　　　 まさ　あき

弁護士
会長代理　長瀬　一治

なが   せ　　　　 かず  はる

信州大学大学院
法曹法務研究科教授

松岡　英子
まつ  おか　　　  えい    こ

信州大学男女共同参画
推進センター特任教授

森泉　邦夫
もり いずみ　　　くに　 お

弁護士
德竹　初男
とく  たけ　　　  はつ　 お

弁護士

中山　千弘
なか  やま            ち    ひろ

日本労働組合総連合
会長野県連合会会長

師玉　憲治郎
し    だま　　　 けん    じ    ろう

UAゼンセン
長野県支部支部長

小池　政和
こ    いけ          まさ   かず

電機連合 長野
地方協議会議長

大矢　美奈子
おお    や             み     な     こ

長野県医療労働組合
連合会副執行委員長

村山　智彦
むら  やま          とも   ひこ

自治労長野県本部
中央執行委員長

小口　武男
お    ぐち          たけ    お

高島産業㈱
代表取締役社長

髙橋　武彦
たか  はし          たけ   ひこ

㈱丸信製作所
取締役会長

水本　正俊
みず  もと           まさ  とし

(一社)長野県経営者
協会専務理事

田中　幸一
た　 なか　　　 こう   いち

㈱田中機器製作所
代表取締役社長

清水　光朗
し    みず          みつ  ろう

カシヨ㈱
代表取締役社長

お問合せ先:長野県労働委員会事務局　TEL　026-235-7468


