
○「移住支援金」とは
東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）、愛知県又は大阪府から長野県内に移住し、長野県が開設・

運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募して採用された方に移住支援金※を支給する制度です。
※単身の場合：最大60万円、２人以上世帯の場合：最大100万円

○マッチングサイトをリニューアルオープン
令和３年３月25日にマッチングサイトをリニューアルオープンしました。
地域や職種の他に、テレワークや各種手当など、様々な条件で求人が検索可能に！

○マッチングサイトに求人を掲載する法人を募集中
民間求人サイトとも連携し、求人情報を幅広く発信していきます。
求人の掲載は無料ですが、対象法人や求人掲載には要件がありますので、詳細については長野県ホーム

ページをご覧ください。

移住支援金のマッチングサイトをリニューアルオープンしました！

第92回メーデー開催
労働者の祭典、第92回長野県中央メーデーは５月１日（土）に連合長野系が長野市芸術館アクトスペースで、

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。
今年は昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、県内各会場では集会の規模縮小やオン

ラインで同時配信を行うなど、工夫して開催されました。

連合長野系の県中央メーデー
「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、メッセージの発信が行われ
ました。

根橋美津人実行委員長（連合長野会長）は、主催者あいさつの中で、「誰
一人取り残されることのない社会、『つづく社会』『つづけたい社会』の実
現に向け、愚直に政策の深掘りと、力合わせに注力していくことが重要」
と訴えました。また、「社会にはびこる偏見や差別、誹謗中傷に毅然と立
ち向かい、多様性を認め合う社会づくりを力強く進めていくことを、参加
者と共に確認し、発信していきたい」等のメーデー宣言を採択しました。

県労連系の県中央メーデー
「働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本を目指そう」

を基本スローガンに、約60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、「憲法が息づき・根付く社会と

くらしと職場。その実現を目指すために、その共闘のうねりを全国的なものにす
る必要があります」と呼びかけました。そして、「貧困と格差の解消、気候変動ス
トップ、脱原発」等を求めたメーデー宣言を採択しました。

また、今年度はデモ行進に代わり、スタンディング宣伝を行いました。

【マッチングサイト及び制度全般お問い合わせ】
長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係　電話026-235-7201
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外国人材の受入れについての疑問にお答えします

雇用調整助成金等の申請サポートを延長します

外国人材に向けての新型コロナウイルス感染症対策

長野県多文化共生相談センターでは、新型コロナウイルス感染症対策について多言語で作成された特設ペー

ジや翻訳された各種チラシなどを以下のホームページで公開しています。

https://www.naganoken-tabunka-center.jp/covid19-info/

長野県では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者の皆様や労働者の皆様が必要な支援を円

滑に受けられるよう、相談や支援策の照会、申請書の作成支援等を行う「産業・雇用総合サポートセンター」

を設置しています。令和３年度も、同サポートセンターでの支援を当面の間延長し実施します。詳しくは下記

窓口へお問い合わせください。

○サポート内容

社会保険労務士による「雇用調整助成金」、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」等の各種相談・

申請サポート（無料）

※申請に必要な書類の作成代行は行いません。

○場所

「産業・雇用　総合サポートセンター（労政事務所）」

窓　口 所　在　地 電　話　番　号

東信労政事務所 上田市材木町1-2-6 上田合同庁舎内 0268-25-7144

南信労政事務所 伊那市荒井3497 伊那合同庁舎内 0265-76-6833

中信労政事務所 松本市大字島立1020 松本合同庁舎内 0263-40-1936

北信労政事務所 長野市大字南長野南県町686-1 長野合同庁舎内 026-234-9532

※労政事務所のない地域は地域振興局と連携して県合同庁舎等で支援を実施します。

○予約方法

最寄りの労政事務所に電話（平日8：30 ～ 17：15）、Eメール又はFAXにより

お申し込みください。

 

長野県外国人材受入企業サポートセンター 
 
 

長野県外国人材受入企業サポート
センターは、長野県行政書士会が
長野県の委託を受けて、県内企業・
団体の皆さまからの外国人材受け
入れに関するご相談に対応するた
めに設置・運営するものです 
 

たとえば・・・ 

 
 
 

 
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… 
 

 
外国人を雇用するとき 
どんなルールが 
あるんだろう… 

 
外国人留学生を 
採用するときの 
注意点は？ 

 
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？ 

電話 ０２６-２１７-１４７１ FAX ０２６－２１７－１４７２ 

メール  nagano-gsc@aroma.ocn.ne.jp 

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） 

相談無料・秘密厳守 

 

 

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 

外国人材の受け入れに関する 
疑問・質問にお答えします！ 
 

長野県内の企業・団体の皆さまの 

 
新しい在留資格の 
『特定技能』って 
どんな資格？ 

 

 

 
詳しくはこちらから 
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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

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。

令和３年度 自立相談支援機関 相談窓口一覧

自治体名 窓　口　名 住　　　　所 電話番号 相談受付時間
【月～金(休日除く)】

県

長野県佐久生活就労支援センター
まいさぽ信州佐久

佐久市取出町183
野沢会館２階 0267-78-5255 ９：30 ～ 17：00

長野県諏訪生活就労支援センター
まいさぽ信州諏訪

諏訪郡下諏訪町162－4
砥川住宅Ａ棟101 0266-75-1202 ９：30 ～ 17：00

長野県上伊那生活就労支援センター
まいさぽ上伊那

上伊那郡南箕輪村4808-2
赤松荘内 0265-96-7845 ９：30 ～ 17：00

長野県下伊那生活就労支援センター
まいさぽ飯田

飯田市東栄町3108－1
さんとぴあ飯田内 0265-49-8830 ９：30 ～ 17：00

長野県木曽生活就労支援センター
まいさぽ木曽

木曽郡大桑村大字殿1014
大桑村社会福祉協議会内 0264-24-0057 ８：30 ～ 17：15

長野県東筑生活就労支援センター
まいさぽ東筑

東筑摩郡山形村4520-1
いちいの里内 0263-88-0180 ８：30 ～ 17：15

長野県・大町市生活就労支援センター
まいさぽ大町

大町市大町1129
大町市総合福祉センター 1階 0261-22-7083 ９：30 ～ 17：00

長野県長野生活就労支援センター
まいさぽ信州長野

長野市中御所岡田98－1
長野保健福祉事務所庁舎内 026-267-7088 ９：30 ～ 17：00

長野県・飯山市生活就労支援センター
まいさぽ飯山

飯山市飯山1211-1
飯山市福祉センター 2Ｆ 0269-67-0269 ９：30 ～ 17：00

※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。

自治体名 窓　口　名 住　　　　所 電話番号 相談受付時間
【月～金(休日除く)】

長 野 市 長野市生活就労支援センター
まいさぽ長野市

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 026-219-6880 ８：30 ～ 17：15

松 本 市

松本市生活就労支援センター
まいさぽ松本

松本市丸の内3番7号
松本市役所本庁舎1階　市民相談課内 0263-34-3041 ８：30 ～ 17：15

まいさぽとまり木松本 松本市浅間温泉１丁目21番９号 0263-50-6747 10：00 ～ 17：00

上 田 市 上田市生活就労支援センター
まいさぽ上田

上田市中央3丁目5番1号
上田市ふれあい福祉センター内 0268-71-5552 ９：00 ～ 17：00

岡 谷 市 岡谷市生活就労支援センター
まいさぽ岡谷市 岡谷市幸町8番1号（市役所） 0266-23-4811(代表) ８：30 ～ 17：15

飯 田 市 飯田市生活就労支援センター
まいさぽ飯田

飯田市東栄町3108－1
さんとぴあ飯田内 0265-49-8830 ９：30 ～ 17：00

諏 訪 市 諏訪市生活就労支援センター
まいさぽ諏訪市

諏訪市高島1-22-30
諏訪市役所２階 0266-52-4141(代表) ８：30 ～ 17：15

須 坂 市 須坂市生活就労支援センター
まいさぽ須坂

須坂市大字須坂344-1-60
須坂ショッピングセンター内 026-248-9977 ９：00 ～ 17：00

小 諸 市 小諸市生活就労支援センター
まいさぽ小諸

小諸市与良町6丁目5番1号
野岸の丘総合福祉センター内 0267-31-5235 ９：00 ～ 17：00

伊 那 市 伊那市生活就労支援センター
まいさぽ伊那市

伊那市山寺298-1
伊那市福祉まちづくりセンター内 0265-72-8186 ８：30 ～ 17：15

駒ヶ根市 駒ヶ根市生活就労支援センター
まいさぽ駒ヶ根 駒ヶ根市赤須町20-1（市役所） 0265-83-2111(代表) ９：00 ～ 17：00

中 野 市 中野市生活就労支援センター
まいさぽ中野 中野市三好町一丁目3番19号（市役所） 0269-38-0221 ８：30 ～ 17：15

大 町 市 大町市生活就労支援センター
まいさぽ大町

大町市大町1129番地
大町市総合福祉センター内 0261-22-7083 ９：30 ～ 17：00

飯 山 市 飯山市生活就労支援センター
まいさぽ飯山

飯山市飯山1211-1
飯山市福祉センター 2Ｆ 0269-67-0269 ９：30 ～ 17：00

茅 野 市 茅野市生活就労支援センター
まいさぽ茅野市 茅野市原塚原二丁目6番1号（市役所） 0266-72-2101(代表) ８：30 ～ 17：15

塩 尻 市 塩尻市生活就労支援センター
まいさぽ塩尻

塩尻市大門六番町4番6号
塩尻市保健福祉センター 1F 0263-52-0026 ８：30 ～ 17：15

佐 久 市 佐久市生活就労支援センター
まいさぽ佐久市

佐久市取出町183
野沢会館２階佐久市社会福祉協議会内 0267-88-6511 ９：30 ～ 17：00

千 曲 市 千曲市生活就労支援センター
まいさぽ千曲

千曲市大字杭瀬下２丁目１番地
（市役所） 026-273-1111(代表) ８：30 ～ 17：15

東 御 市 東御市生活就労支援センター
まいさぽ東御

東御市鞍掛197
東御市総合福祉センター内 0268-75-0222 ８：30 ～ 17：15

安曇野市 安曇野市生活就労支援センター
まいさぽ安曇野

安曇野市豊科4160-1
安曇野市社会福祉協議会内 0263-88-8707 ８：30 ～ 17：30
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長野県労働委員会ニュース

■　ご存知ですか？「労働委員会」　■
　～労働トラブル　解決のお手伝い～

“第47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が、新型コロナウイルス感染症

の状況により、見学・応援を制限する場合があります。）
１　開催日・場所

令和３年７月17日（土）
ポリテクセンター長野（長野市吉田4-25-12）
２　種目（9種目）

DTP、ワード･プロセッサ、フラワーアレンジメント、ビルクリーニング、
製品パッキング、喫茶サービス、オフィスアシスタント、表計算、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　FAX　026-243-2077
ホームページ　https://www.jeed.or.jp/location/shibu/nagano/

１　労働委員会の役割
労使の間で労働関係をめぐるトラブルが発生し、自主的な解決が困難となった場合に、労働委員会が中立・

公正な立場で問題の解決を図り、よりよい労使関係をつくるためのお手伝いをしています。
紛争解決手続は次の３つで、労働組合と使用者との紛争に関すること、労働者個人と事業主との紛争に関

することに分かれます。

◆ 労働争議の調整（あっせん、調停、仲裁） ➡

◆ 不当労働行為※の審査 ➡
　 ※ 労働者の団結や組合活動に対する使用者の妨害行為など

◆ 個別労働紛争のあっせん ➡   

２　労働委員会の委員について
労働委員会は、大学教授や弁護士など学識経験者から選ばれた公益委員５名、

労働組合から推薦された労働者委員５名、使用者団体から推薦された使用者委員
５名の三者（計15名）で構成されています。

労使各側の事情に詳しい労働者委員・使用者委員と、第三者的な立場から公正
な判断を行う公益委員が事件を担当し、数多くの事例で解決をみています。

３　ご利用について
手続を利用する費用は無料で、労働組合・労働者、使用者・事業主のどちらからもご利用が可能です。（た

だし、使用者の不当労働行為の審査申立はできません。）
トラブルでお困りのときはご相談ください。（秘密は厳守します。）

お問い合わせ先：長野県労働委員会事務局（長野県庁８Ｆ）
Tel：026-235-7468　E-mail：roi@pref.nagano.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html

労働組合と使用者

労働者個人と事業主

「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
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