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新規高等学校卒業者の採用・育成のお願い

テレワークとは ICT を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことです。
新型コロナウイルスの感染拡大を予防する「新しい生活様式」の「働き方の新しいスタイル」には、実践例
としてテレワークが挙げられています。
テレワークの導入は、感染症対策だけでなく、企業・従業員に様々なメリットを生み出します。

新型コロナウイルス感染症の影響による求人減少が懸念されるところではありますが、今後における本
格的な人口減少社会を見据えるとき、地域の将来を担う若い人材を一人でも多く確保し、信州に定着して
もらうことは、県内各企業にとっても重要な課題であるといえます。つきましては、将来を担
う新規学卒者が地元企業でキャリアを積み、地域の未来を担う人材として大きく成長できるよ
う、募集・採用について格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

企業のメリット
● 災害時の被害最小化と早期復旧、非常時の早期対
策と事業継続
● 通勤費やオフィスランニングコストの削減
● 人材の離職防止や新たな採用方法が実現
● 仕事と生活の両立が安心感を生み、生産性の向上へ

従業員のメリット
● ワークライフバランスの充実
● 通勤時間の短縮
● 病気やケガ、育児や介護中でも就業継続が可能
● 仕事に集中することができ、業務効率が向上

○長野県ではテレワーク・在宅勤務に関するご相談を受け付けています
職場環境改善促進事業受託者　イーキュア株式会社
☎0120-64-0234

＜初期導入に必要な負担軽減の助成金活用を紹介＞
対象者 対象経費 上限額 問い合わせ先

厚生労働省
働き方改革
推進支援
助成金

テレワーク
コース テレワーク

を新規導入
または継続
活用する中
小企業事業
主

・ テレワーク用通信機器の
導入・運用
・ 就業規則・労使協定等の
作成・変更
・ 労務管理担当者に対する
研修
・ 労働者に対する研修、周
知・啓発
・ 外部専門家（社会保険労
務士など）による導入の
ためのコンサルティング

補助率：３／４
上限額：300万円

テレワーク
相談センター
☎0120-91-6479新型コロナ

ウイルス感
染症のため
のテレワー
クコース

補助率：１／２
上限額：100万円

経済産業省
IT 導入補助金

中小企業・
小規模事業
所等

・ ソフトウェア費
・ 導入関連費
・ ハードウェアレンタル費

補助率：２／３
上限額：450万円

サービスデザイン
推進協議会
☎0570-666-424

経営戦略
働き方改革働き方改革

「テレワーク」をスタート！
まずは可能な部署や職種からの導入で、組織の強化を進めませんか？



新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている中小企業の皆様が、厚生労
働省の助成金制度「雇用調整助成金」を活用できるよう支援するため、県内各機関に社
会保険労務士を配置し、支給申請書の作成をサポートします（無料）。詳しくは下記窓口
へお問い合わせください。

雇用調整助成金の活用を支援します

○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。

○ハローワークからの出張相談
ハローワークでは、県合同庁舎等で社会保険労務士等による出張相談を受け付けます。
開催日時や会場は地域によって異なりますので、詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。

○長野県よろず支援拠点
名　称 所在地 電話番号

長野県よろず支援拠点
長野市若里1-18-1 工業技術総合センター３階
（公財）長野県中小企業振興センター内

026-227-5875

よろず松本サテライト
松本市大字島立1020
松本合同庁舎中信労政事務所内

0263-47-7887

※ このほか、上田、上伊那、南信州の地域振興局商工観光課内にデスクを設置しています（タブレット端末に
よるWeb 相談）。相談を希望される場合は、よろず支援拠点（026-227-5875）へ事前予約していただく
ようお願いします。

労働雇用課では、毎年春闘の時期に併せ、県内の民間労働組合を対象に「春季賃上げ要求 ･妥結状況調査」
を実施しております。令和２年４月23日現在でまとめた調査結果（第１報）の概要は、次のとおりです。
調査対象 420組合のうち 80組合から県に賃上げ要求の報告があり、その内の 95.0％に当たる 76組合が
妥結しました。
平均要求額は8,878円で、前年同期と比べ金額で68円増加し、平均要求率は3.54％で、前年同期を0.04
ポイント上回っています。
また、平均妥結額は 4,054 円で、前年同期と比べ金額で 463円減少し、平均賃上率は 1.61％で、前年同
期を0.18 ポイント下回っています。
このほか、企業規模別の状況等の結果については以下の表１をご覧ください。
調査結果は、県のホームページでも公開しています。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/r2syunki.html

（表１）春季賃上げ要求・妥結状況（第１報Ｒ２.４.23 現在）

区　　　分
要　　　　求 妥　　　　結

平均
年齢 平均賃金 組合数 平均

要求額
平均
要求率 組合数 平均

妥結額
平均
賃上率

調査産業計（R2.4.23 現在）
歳 円 組合 円 ％ 組合 円 ％

40.4 250,779 80 8,878 3.54 76 4,054 1.61

企業規模別
状　　 況

300人未満 41.0 230,054 44 8,273 3.60 41 3,434 1.48

300～ 999人 39.3 270,657 23 8,658 3.20 22 4,955 1.83

1000人以上 40.4 285,758 13 11,318 3.96 13 4,487 1.57

前年第１報（H31.4.23） 40.4 251,667 81 8,810 3.50 75 4,517 1.79

（注）１　要求・妥結状況は、単純平均によるものです。
　　 ２　平均賃上率は、妥結組合の平均賃金に対するものです。

令和２年春季賃上げ要求・妥結状況
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、全国各地で合同企業説明
会が中止となっている中で、学生が県内企業の情報を得る手段が限られ、企業
も学生に対して PRする機会を失っていることから、合同企業説明会の代替手
段として、県では３月、４月、５月の３回にわたってオンライン企業セミナー
を開催しました。
セミナーではオンラインミーティングアプリ「ZOOM」を利用し、企業がオ
ンラインで自社の概要や採用試験等の情報を説明するだけでなく、チャット機
能を活用して学生との質疑応答も行いました。
また、5月のセミナーにおいては就活生の皆様へ知事からのメッセージも配信させていただきました。
オンラインセミナーにおいては、３回で累計185社の企業が参加し、延べ2,071 名がセミナーを視聴しま
した。
チャットでの質疑応答も活発に行われ、企業、学生の双方から高い満足度を得ていることから、6月にも 4
回目のオンラインセミナーを実施する予定です。
県では今後とも就活生の皆様のお役に立てるよう様々な施策を実施してまいります。

大学等に在籍する学生及びその保護者がターゲット！
県内就職に役立つイベントや情報をまとめて発信する就活支援サイトです。
1ヶ月あたりの閲覧数は27,000超と好評をいただいております。
「シューカツNAGANO LINE@」、「シューカツNAGANOメールマガジン」と合わせて 2,600 を超える
学生、保護者、大学等にNAGANOの情報を発信しています。

○「シューカツNAGANO」に企業情報を掲載しませんか？
シューカツNAGANOでは、県内企業等の情報発信を行っています。
掲載は無料です。“県内就職意欲のある学生にアプローチしたい！”とお考えの場合は、
シューカツNAGANOへ企業情報掲載をご検討ください。

労働保険のお知らせ
令和２年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は

６月１日（月）～８月31日（月）です
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少があった事業主の方は、申請により
納付を１年間猶予することができます。
　郵送や電子申請でも受け付けています！ 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

長野県内への就職意欲が
高い学生にアプローチ
ユーザーは、県内就職を本気
で考える学生が中心です。

長野県が運営する
信頼性の高い情報サイト
県公式サイトのため、無料・
安心・効果的に会社の魅力を
伝えることができます。

企業情報登録で
“次”のステップへ
登録企業等には、県主催の合
説等イベントを優先的にご案
内

掲載方法等の詳細は
シューカツNAGANOをご確認ください。

https://www.shukatsu-nagano.jp/

シューカツNAGANO

長野県就活支援ポータルサイト

長野県オンライン企業セミナーを実施！

長野県就活ナビ

QRコードを読み込むか、
Youtube で検索！

Webセミナーの
動画を

Youtube に掲載
しております

総合的な満足度を
お聞かせください（学生）
49件の回答

とても満足
やや満足
普通
やや不満
とても不満

オンライン企業セミナーに参加した
ご感想を教えてください（企業）

57.1％

20.4％

20.4％

38件の回答
良かった
まあまあ良かった
やや不満
不満

36.8％

60.5％

オンラインセミナーの様子

約８割が満足
９割以上の企業が満足
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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

岡谷・佐久技術専門校、南信工科短期大学校では、離職者・転職者などの求職者を主な
対象として、令和２年10月に開講する６か月コースの訓練生を募集しています。
興味をお持ちの方は各校にお問い合せください。

「ハロートレーニング　～急がば学べ～」（就職に向けてスキルを身につけたい方へ）

技術専門校・南信工科短期大学校の短期課程訓練生を募集します

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

出願資格　　 職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得しようとする者
選考方法　　 職業適性検査、人物考査（面接）
選考会場　　入校しようとする校
授業料等　　 授業料、入校料及び入校審査料は 無料
　　　　　　※ 教科書類、作業服及び資格取得等の経費は別途必要になります。
そのほか　　 求職者の方は、各種手当や給付金を受けられる場合がありますので、まずは最寄りの公共職業安

定所にご相談ください。

募集日程
受　付　期　間 令和２年７月１日（水）～８月24日（月）

選　　考　　日 令和２年９月３日（木）

合　格　発　表 令和２年９月10日（木）

募集科目
校　　名 訓　練　科 訓練期間 募集定員

岡谷技術専門校
電話　0266(22)2165

https://www.pref.nagano.lg.jp/okagisen/
F 　A 　装 　 置  　科

６か月
(10月入校 )

10人

佐久技術専門校
電話　0267(62)0549

https://www.pref.nagano.lg.jp/sakugisen/
機械ＣＡＤ加工コース 10人

南信工科短期大学校
電話　0265(71)5051

https://www.nanshinkotan.ac.jp/
機 械 科 10人

労働委員会を活用しよう！　～不当労働行為救済編～

労働組合に加入している皆さん、次のようなご経験はありませんか？

●組合員であることや、組合活動をしたことを理由に、人事異動や賃金などの待遇で不利益な扱いを受けた。
●会社に団体交渉を申し入れたのに、正当な理由なく拒否されたり、誠実な交渉が行われなかった。
●労働組合からの脱退を強要されるなど、労働組合の活動に干渉された。

使用者によるこのような行為は不当労働行為
と呼ばれ、労働組合法により禁止されており、
労働委員会に救済を申し立てることができます。
私たち労働委員会は、労働組合や労働者個人
の方からの申立てを受けて審査を行い、その事
実が認められる場合には、使用者に対して「不
利益な取扱いをやめること」、「団体交渉に誠実
に応じること」などと命じる権限を持つ、公正
中立な公的機関です。
手続に費用はかかりません。お気軽にご相談
ください。

申立て 調査 審問 命令

不当労働行為の審査のながれ

いつでも和解できる

行為のあった日
から１年以内

主張整理
争点整理

証拠調べ

長野県ものづくり人材
育成応援キャラクター
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