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長野県外国人材受入企業サポートセンターが開設されました
県内企業・団体の皆さまからの外国人材受入れに関するご相談・ご質問にお答えします！

令和３年１月１３日（水）

たとえば・・・

こんなときは、まずはお気軽にご相談ください
専門的知識を持った相談員（申請取次行政書士）が対応いたします
来所相談、電話相談のほか、出張相談も承ります

技能実習生を受け入
れるにはどうすれば
いいのだろうか… 新型コロナウイルスの

影響に対する支援策
はありますか︖

外国人留学生を採用
するときの注意点は︖

新しい在留資格の『特定
技能』ってどんな資格︖

外国人を雇用するとき
どんなルールがあるん
だろう…

電　　話 ０２６-２１７-１４７１
U  R  L http://nagano-gaisapo.org/
相談時間 月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）  9:00～16:00（事前予約制）
場　　所 長野県長野市大字南長野南県町１００９－３　長野県行政書士会館内

相談無料・秘密厳守

2／1 OPEN

テレワーク導入ガイドブックを作成しました！
　長野県では、テレワーク導入をお考えの皆様向けに、導入のメリットや必要な機器、
ツール、労務管理の留意点等をまとめたガイドブックを作成しました。
　導入事例も掲載しておりますので、是非、ご活用ください。
　長野県　仕事と家庭　　検索

　企業の皆様へ　　是非ご登録をお願いします！

「ながのけん社員応援企業のさいと」が
リニューアルオープンしました！

http://nagano-advance.jp/

 

　社員が働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を紹介するサイト「ながのけん社員応援企業のさいと」が新しく
なりました。
　新たに、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業の働き方改革の取組詳細等が掲載できるようになった他、女
性就業情報サイト「ナガママ」と統合し、一体的に情報発信します。
　また、就活を応援するサイト「シューカツNAGANO」と企業情報データベースが一元化され、登録企業のみなさ
まの負担が軽減されるなど利便性が向上しました。

申請方法→「シューカツNAGANO」で検索し、
「企業情報掲載」ページをご覧ください

申請方法→「ながのけん社員応援企業のさいと」の
「企業・事業者向け」ページをご覧ください

社員の子育て応援宣言
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相談窓口の設置

従業員のストレス状況などの調査

産業医を活用した対策の実施

従業員への教育研修・情報提供

管理監督者への教育研修・情報提供

メンタルヘルス不調が原因で休職した者の職場復帰支援

医療機関を活用した対策の実施

メンタルヘルスケアの実務を行う担当者の選任

産業保健総合支援センター、地域産業保健センターを活用
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＜労働組合数及び組合員数の状況＞
県内の労働組合数は、1,377組合で

前年比25組合の減少、組合員数は、
171,269人で前年比1,245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18.6％となり、前年比0.2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

23,761組合、労働組合員数は1,011
万5千人で、推定組織率は17.1％とな
りました。

令和２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。

長野県では、県内民営事業所に雇用される常用労働者の雇用環境等について実態を把握するため、県内の常用労働
者５人以上を雇用する4,000事業所及び正社員2,000人を対象に調査を実施しました。御協力いただき、ありがとう
ございました。

■メンタルヘルスケアの取り組みについて（事業所調査抜粋）
従業員の心の健康（メンタルヘルス）の保持・増進のための取り組みを「している」と回答した事業所は42.7％

と前回（平成29年25.4％）より17.3ポイント増加しました。
「検討中」（13.3％）と回答した事業所も含めた具体的な取り組みは、「相談窓口の設置」（57.4％）、「従業員のストレ
ス状況などの調査」（53.0％）等となっています。

〈メンタルヘルスケアのため「取り組みをしている」または「検討中」の取り組み内容（複数回答）〉　（％）

■「子どもの看護休暇」「家族の介護休暇」の認知度について（個人調査抜粋）
この休暇について法律で定められていることを知っているかたずねたところ、「内容を知っている」が16.4％、

「聞いたことはあるが、詳細はわからない」46.1％、「知らない、聞いたことがない」37.5％となっています。

「育児・介護休業法」において、「子の看護休暇」（未就学の子が1人であれば年５日（２人以上の場合は
10日）まで）、「介護休暇」（要介護状態の家族が1人であれば年５日（２人以上の場合は10日）まで）につ
いて規定されています。

調査の結果は、長野県労働雇用課のホームページで公表していますので御覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/toukei/toukei/index.html

令和２年労働組合基礎調査結果の概要
県内推定組織率は０．２ポイント減少

雇用環境等の実態について調査しました
「令和２年長野県雇用環境等実態調査結果」から
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労働ながの【2】



令和２年12月19日（土）、長野市生涯学習センター
において、外国人留学生等を対象とした合同企業研究
会、グローバルキャリアフェアを開催しました。
当フェアは、グローバル人材を求める企業と高度な
知識やスキルを身につけた外国人留学生等との出会
いの場を提供するために平成29年から開催されてい
るものです。４回目となる今回は県内に事業所を有す
る８社が出展し、参加者に対する企業PRを行ったほ

か、個別ブースにおいて自社の事業や採用に関する説
明を行いました。
また、長野県行政書士会や長野県国際化協会にご協
力いただき、外国人材からの就労や在留資格に関する
相談、生活に関する相談に対応するブースも設置しま
した。
当日は県内外から約50名の外国人留学生が参加

し、企業担当者の説明に熱心に耳を傾けていました。

Global Career Fair in NAGANO 2020 を開催しました

休暇をとって、春を感じませんか？
～計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する

「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～

厚生労働省｜長野労働局｜労働基準監督署

調査結果（最終報）　平均妥結額４４７，１３４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
２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195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194組合でした。
平均要求額は、2.24か月分の559,360円となり、前
年同期と比べ金額では21,908円、月数では0.06か月

それぞれ下回りました。
平均妥結額は、1.80か月分の447,134円で、前年同
期と比べ金額では30,747円、月数では0.09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373,566円（月数1.59か月）、
300～999人規模は521,009円（2.00か月）、1,000
人以上規模は576,576円（2.08か月）、となりました。

区　　　分
要　　　　求 妥　　　　結

平均
年齢 平均賃金 組合数 平均

要求額
平均
要求月数 組合数 平均

妥結額
平均
妥結月数

調査計
（R2.12.31現在）

歳 円 組合 円 か月 組合 円 か月

39.7 248,809 195 559,360 2.24 194 447,134 1.80

企業規模別
状 　 況

300人未満 40.1 235,296 108 485,570 2.06 107 373,566 1.59

300～999人 39.0 260,510 61 626,442 2.40 61 521,009 2.00

1,000人以上 39.3 277,486 26 708,490 2.55 26 576,576 2.08

前年同期（R1.12.31）
歳 円 組合 円 か月 組合 円 か月

39.6 252,304 213 581,268 2.30 212 477,881 1.89

（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。

令和２年年末一時金要求・妥結状況
労働ながの 【3】



「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

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。

　（◆：専門課程　■：普通課程　●：短期課程）

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）

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）

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

■機械加工科（１年）
●機械ＣＡＤ加工コース（６か月　４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）

■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

※教科書代等の費用は、別途ご負担いただきます。

ご存知ですか？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（県庁８階）　電話026-235-7468

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

工科短期大学校及び技術専門校の訓練生募集

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２年の状況は、下記のとおりです。

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　目標の達成状況
令和２年に終結した事件は次の１件（30不２号

事件からの分離事件）で、目標期間を超過しました。

事件番号 終結状況 申立年月日 終結年月日 審査の日数

30不2-1 一部救済 H30.	6.26 R	2.	2.	7
592日

（約１年７月）

３　審査の実施状況
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
審問５回
（係属中）

30不
2-1 ─ 不利益取扱

支配介入

委員調査４回
審問５回
令和２年２月７日　一部救済命令交付

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４回（令和２年に４回）
（係属中）

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

不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況

■募集日程等
現在、令和３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
校及び訓練科もあるため、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。

労働ながの【4】


