
産業労働部　労働雇用課

番号 質　問 回　答

1 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制

度は定期的な更新審査があるのか。

有効期間が２年間であり、（更新を希望す

る場合）期限が到来する際に改めて申請手

続きをとってもらうことを考えている。

2 職場いきいきアドバンスカンパニーは大企

業の方が取組がし易いと思われるが、中小

規模の事業者に対する支援はどのようなも

のを考えているか。

また、多様な働き方に関する制度の導入を

条例により義務付けることなどは考えてい

るか。

社員が30名以下の小規模事業者を対象にア

ドバイザーが巡回し、支援を行っている。

法律等の規制からさらに進んだ取組の導入

をお願いしているところであり、このよう

な取組の導入を条例化をすることは難し

い。

3 テレワークセミナーに参加した企業が25社

ある一方でテレワークを導入した企業が０

社であるなど、企業へのテレワークの導入

が進んでいない。どのような対策を考えて

いるか。

通信上のセキュリティの問題があり、企業

として経費をかけてテレワークの環境を用

意できるかという問題がある。また、企業

として勤務実態を把握しにくいという問題

もある。さらに、業務内容がテレワークに

そぐわないこともある。

通信機器に対する助成金等について国で検

討が始まっているようだが、県では実施し

ていない。労働に関する助成金等は国が中

心に実施している。

4 様々な事業がある中で成果目標は２つのみ

の設定。この成果目標が達成されると目指

す姿が実現するのか。両者の関係が不明

確。

成果目標のアドバンス認証企業数は、事業

の実施により県内企業における多様な働き

方の導入・実践による雇用の継続、正社員

への転換、従業員の処遇改善等など働く人

の雇用の安定がどの程度図られたかを測る

ための指標であり、子育て応援宣言登録事

業所数は、仕事と家庭生活の両立や働きや

すい職場環境づくりへ向けた意識啓発の広

がりを測る指標である。成果目標の達成に

向けて事業を実施することは、ワークライ

フバランスの考え方の普及や多様で柔軟な

働き方が選択できる環境づくりの実現につ

ながるものであり、将来的に目指す姿にあ

る県内企業における人材の確保・定着に寄

与するものである。

5 多くの事業を委託しているイーキュア

（株）の事業概要や県とのチェック＆バラ

ンスの体制について説明されたい。

委託事業者はプロポーザル方式により選定

している。Ｃ－１事業についてはプロポー

ザル参加者はイーキュアのみであり、提案

内容が適切であった。本事業については２

社がプロポーザルに参加し、イーキュアを

選定した。

イーキュアは松本市に所在し、労働者派遣

や有料職業紹介などの人材総合サービス業

を行っている。（別添「イーキュア会社概

要」参照）

年度末の実績報告のほかに年度途中でも業

務内容をチェックしている。

県としてはアウトソーシングの考え方のも

と、民間の優れた事業者に業務を委託し、

効率的に業務を実施できるよう取り組んで

いる。

【Ｃ-２】多様な働き方普及促進事業



6 アドバンスカンパニー認証制度についての

県民の認知度や認証の効果に関するデータ

はあるか。

アドバンス認証制度は平成27年7月にス

タートしたところであり、お示しできる認

知度のデータはないが、平成27年に実施し

た事業所向け調査によると「社員の子育て

応援宣言（H19.5～）」については「制度

名・内容ともに知っている」が25.8％、

「制度名だけ知っている」27.3％、「制度

を知らない」46.9%という結果であった。

7 働き方改革シンポジウムの感想や効果を説

明されたい。

別紙「働き方改革シンポジウム参加者アン

ケート結果」を参照

8 ・企業訪問時の、アドバイザーの企業への

アプローチの方法は。

アプローチの方法は、①人材の採用状況②

離職状況を確認することからスタート。

①②において、課題がある企業については

多様な働き方を導入し課題を解決できた事

例を紹介し制度導入を働きかける。

9 　「働き方推進会議」には、専門部会とし

ての活動もあるが、さらに市町村、教育・

研究機関、金融機関、経産局、有識者等

（個別企業を除く）を含めた構成に、充

実・強化させることを検討してほしい。

（ただし、専門部会の構成が不明であ

る。）

　理由：県は、10年も実施している事業と

はいえ、現状では、「長野県は全国と比較

すると多様な働き方制度の導入が遅れてい

る。」と、分析している。また、企業にお

ける多様な働き方制度の導入といっても、

意識改革や機運の醸成を主とする政策で

は、正社員としての採用や雇用継続の実績

を積み上げるまでには至っていないと思え

る。

　国の働き方改革や法整備等を踏まえ、県

内地域の雇用の動向を把握し、地域の戦略

産業としての業種を絞り込み、国の地域活

性化雇用創造プロジェクトを含む各種プロ

ジェクトを活用して、女性、高齢者、障が

い者などの労働参加を促進するため、地域

の雇用政策の補完・重点化を進めるべきで

あり、さらには、地方における格差解消の

ため、地域での安定的な正社員雇用を創造

するため、正社員雇用につながる生産性の

高い事業の創出に向けた取り組みを提案し

ていくよう、地域の関係者が一体となって

意思決定を行うことが必要と思う。

「働き方改革・女性活躍推進会議」の構成

団体のうち関東経済産業局については今年

度からオブザーバーとして参加する予定。

金融機関については参画する方向で調整中

であり、更なる充実を図ることについては

今後の会議での議論等を踏まえ検討してい

く。



10 　「事業の概要・目指す姿」欄に「潜在的

労働力と言われる女性、高齢者、障がい者

などの労働参加を促進するとともに」とあ

るが、「現状」欄には、女性の離職率と多

様な働き方制度の導入割合があるのみで、

整合性からみて、高齢者、障がい者の基礎

データも表記するか、それとも、「現状」

欄から高齢者、障がい者を除外するかどう

か検討してほしい。

例えば、高齢者雇用の現状としては「70歳

以上まで働ける企業の割合（長野県

24.4％、全国21.2％）、障がい者雇用の現

状としては「法定雇用率達成企業の割合

（長野県60.2％、全国48.8％）などの基礎

データがある。事業改善シートにはスペー

スの関係上、主要なものとして、女性の離

職率と多様な働き方制度の導入割合を掲載

しているが、ご意見いただいたことを踏ま

え記載内容を検討したい。

11 ・この事業は、フレックスタイム制度や、

育児介護と仕事の両立、正社員への転換な

ど雇用の仕方を変えるための事業なのか。

・上記は、ハローワークなどでも取り組ん

でいる内容ではないか。ハローワークとの

連携などは行っていないのか。

　この事業は、正社員としての雇用継続、

非正規から正社員への転換、非正規社員の

処遇改善等により雇用の安定を図るなど多

様で柔軟な職場環境づくりを推進する事業

である。

　次に「同様の取組を国（ハローワーク

等）でも行っている場合に連携などは行っ

ていないのか」という主旨のご質問である

と思われる。ご指摘のとおり国（労働局）

と県の取組には似かよったものもあるが、

例えば正社員転換や従業員の処遇改善に向

けた取組として、国は「キャリアアップ助

成金」や「両立支援等助成金」により企業

の取組を後押ししているのに対して、県で

は主にアドバイザーの企業訪問による直接

的な働きかけを行っている。なお、国との

連携については、県のアドバイザーが企業

訪問時に配布するパンフレットに国及び県

双方の取組・支援策を掲載し、事業主に対

して配布・説明するなど連携を図ってい

る。



会社概要会社概要会社概要会社概要    （（（（イーキュア株式会社イーキュア株式会社イーキュア株式会社イーキュア株式会社））））    

会社 

概要 

設立 平成 16 年 4 月 代表者 代表取締役 登内 和則 

所在地 

〒390-0852 

松本市島立 830-11 

従業員数 28 名 

業種 人材総合サービス業 資本金 1,000 万円 

 

１．事業内容１．事業内容１．事業内容１．事業内容    

①労働者派遣事業 

②有料職業紹介事業 

③求人・採用活動に関する広告、宣伝及びコンザルティング 

④人材育成の為の教育事業並びにカウンセリング 

⑤就職情報の収集・販売並びに就職斡旋業務 

⑥情報システムの企画・設計並びに管理運営に関する業務       等 

２２２２．県委託事業実績．県委託事業実績．県委託事業実績．県委託事業実績        

  平成 28 年度 ： 多様な働き方普及促進事業（労働雇用課） 

はたらく女性応援プロジェクト事業（労働雇用課） 

ひとり親家庭等就業支援講習会等事業（こども・家庭課） 

平成 29 年度 ： 職場環境改善促進事業（旧：多様な働き方普及促進事業）（労働雇用課） 

           はたらく女性応援プロジェクト事業（労働雇用課） 

           企業の結婚支援等促進事業（次世代サポート課） 

３３３３．事業許可．事業許可．事業許可．事業許可        

・厚生労働省 一般労働者派遣事業許可 許可番号：般 20-300018 

・厚生労働省 民営職業紹介事業許可  許可番号：20-ユ-300004 

４４４４．．．．その他その他その他その他    

【社名の由来】【社名の由来】【社名の由来】【社名の由来】    

Emotional     「感情・こころ」 

E     Encourage    「勇気づける・励ます」   E はこの４つの想いを込めています 

Employability  「市場価値」 

Education     「教育・研修」 

 

        CURE   Cure は「癒し・励み」で、語源の Care「お世話をする」と合わせることにより、働く全て

の人々に対し「こころの癒しへのサポート」あるいは「思いやりやこころ遣い・支援を

ベースにしたオアシス」としての存在になりたいという想いを込めています。    

 



 

 

 

県民協働の事業改善追加提出資料 

C-2 多様な働き方普及促進事業（働き方改革推進の気運醸成） 

 

 

働き方改革シンポジウム参加者アンケート集計結果 

労働雇用課 

 

【127 名から回答】 

参加者の年代参加者の年代参加者の年代参加者の年代                                                                    

    

    

参加者の立場参加者の立場参加者の立場参加者の立場                                                                        

 

 

 

シンポジウムの満足度シンポジウムの満足度シンポジウムの満足度シンポジウムの満足度                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感想・意見等感想・意見等感想・意見等感想・意見等（抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋）                                                                

【基調講演】 

・仕事をする上で身近な問題点をわかりやすく解説して

もらえた。自分の仕事に対する意識が変わった。 

・画一的な取組事例だけでなく、多様な事例を紹介して

いただき、当社でも取り組めるのではないかと感じた。 

・働き方改革のメリットは誰もが理解しているはずなの

で、上手くいかない理由、問題点など、もう少し踏み込

んだ話が欲しかった。 

【パネルディスカッション】 

・それぞれのパネラーの方が勤務している職場の制度に

どのような制度があるか知ることができた。また、利用

者の有無や周知等、具体的な課題を感じることができた。 

・育児の方が注目されているなかで、育児以上に介護の

方が終わりが見えないため大変であり、制度の充実や制

度の周知が大切だと思った。 

 

 

30代以下

22.8%

40代

33.9%

50代

25.2%

60代

7.1%

70代

1.6%
未記入

9.4%

経営者

1.5%

会社役員

7.6%

管理監督者

11.4%

人事・採用

12.1%

一般労働者

35.6%

県、市町村等

22.7%

その他

6.8%

未記入

2.3%

非常に満足して

いる

26.8%

満足している

55.1%

普通

13.0%

やや不満足

2.0%

満足していない

0%
未記入

3.1%


