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　仕事と家庭の両立や男女共同参画社会の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスをテーマにした
男女共同参画推進県民大会を開催します。参加費は無料で、託児所（要予約）もご用意します。多く
の皆様のご参加をお待ちしています！

「長野県男女共同参画推進県民大会」
開催のおしらせ
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男女が互いにその人権を尊重しつつ、
共に働きながら、健康で豊かな生活を送るために

男女が互いにその人権を尊重しつつ、
共に働きながら、健康で豊かな生活を送るために

● 日 時　平成26年11月15日（土）12：50～ 16：00
● 会 場　千曲市戸倉創造館（大ホール）（千曲市大字戸倉2305番地1）
表　彰 男女共同参画に関する表彰の表彰式（知事表彰、県民会議表彰）
講　演 「一人ひとりがイキイキと働くワーク・ライフ・バランス」
 　　　　　　　　　　　　　　　 ～育児・介護と仕事の両立について～
 【講師】 内閣府少子化危機突破タスクフォース政策推進チームリーダー
　　　　　　　　 東レ経営研究所 研究部長　渥美　由喜　さん
パネルディスカッション
テーマ　「ワーク・ライフ・バランスの推進について」
コーディネーター：渥美　由喜　さん
パ ネ リ ス ト：白井　靖信さん（株式会社サイベックコーポレーション 専務取締役）
  宮尾　秀子さん（NPO法人子育て応援団ぱれっと 代表）
  百瀬　真希さん（株式会社みやま 代表取締役社長）
展示・販売
地元特産品の販売、男女共同参画に関する展示　等

• •ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは？ • •
全ての働く人が、その固有の状況に応じて、持続可能な体制で、適切・快適な状況で働けること。
仕事とともに、家事や育児、介護などの生活も暮らしに欠かすことのできない大切なものです。
自分たちが本来望む生活はどんなものなのか、家族や従業員とともにじっくりと考えてみましょう。

お問合せ先：長野県県民文化部　人権・男女共同参画課
電　話：026-235-7102　ＦＡＸ：026-235-7389
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　独自の商品開発と販売戦略で、地ビール業界トップクラスの売上を誇るヤッホーブルーイングは、雇用管理面
でもユニークな取組みで働きやすい職場づくりに力を入れています。
　会社としての競争力をつけるために３カ月にわたるチーム力強化研修を毎年行っています。この研修を通じて
生まれた「チーム力」で、子育てをしながら働く社員を、みんなで自然に当たり前にフォローされています。

　自身も子どもの保育園の送り迎えや行事に積極的に参加するイクメンでもある井手社長は「社員が全員楽しく
活躍できる環境を整えたい考えがベースにある」と言います。今ある制度を柔軟に活用しながら、みんながハッ
ピーだったらいいという井手社長の考え方や価値観は、社員の皆さんにもしっかり浸透しているようです。

　長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用している
全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、平成26年10月1日から
時間額728円に改正されました。
　この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。また、最低賃金の引上
げに向けた中小企業への支援制度（業務改善助成金や相談窓口）があります
ので、是非ともご活用ください。

○ 最大１年半の育休制度
○ 育休復帰後に、働きたい日数と時間をいくつかのパターンから選択できたり、
　 保育料の 75％を会社が負担する「ガンマ制度」

今回ご紹介するのは佐久市の株式会社ヤッホーブルーイングです

しあわせ信州・子育て応援企業のご紹介

長野県最低賃金改正のお知らせ長野県最低賃金改正のお知らせ

子育て支援の主な取組み

所在地：佐久市
業　種：地ビールの製造・販売
社　員：106名（男性59名・女性47名）
http://yohobrewing.com/

長野労働局 検 索

「社員の子育て応援宣言！」の登録企業を募集します
10 月 1日現在 590社の企業・事務所に登録いただきました

　「社員の子育て応援宣言！」登録申請書に必要事項を記入の上、お近くの県労政事務所あてに郵送または持参
してください。登録申請書は、県のホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/work-life/ryoritsushien/boshu/index.html

詳細は長野労働局ホームページでご覧になれます。

長野労働局HP

　＝お問い合わせは＝
　長野労働局労働基準部賃金室（026－223－0555）
　または最寄りの労働基準監督署へ
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受講料が１時間当たり 286円かかります。テキスト代等は実費負担いただきます。

工短 0268-39-1111
長野 026-292-2341
松本 0263-58-3158
岡谷 0266-22-2165
飯田 0265-22-1067
伊那 0265-72-2464
佐久 0267-62-0549
上松 0264-52-3330

　県では、高齢者が長年培った豊富な知識、技術、経験などを活かして、積極的に就業や社会参加を行うことのできる「人
生二毛作社会」実現のための仕組みづくりを推進しています。

◆コーディネーターの活動内容
　高齢者の社会参加促進に資する情報や関係機関・団体の課題を収集・提供・共有して、シニア層の就業や社会参加を促
進する取組を行っています。
取組の例：障がい者支援施設から休日の同行援護の担い手について相談があり、シニア大学・社協ボランティアセンター

に働きかけを実施した結果、３名のシニア層の方が、新たに同行援護の仕事に就労。
なお、長野県長寿社会開発センターのホームページにおいて、コーディネーターの活動がご覧いただけます。
【長野県長寿社会開発センターHP】http://www.nicesenior.or.jp/nimosaku/kawaraban.htm（人生二毛作かわら版）

県内で実施されている講座・セミナー等の研修情報を当センターのホームページで提供しています。
約50団体、19分野にわたる研修情報が、開催期間、開催地区、キーワード等で検索できます！

長野県産業人材育成支援センターからのお知らせ長野県産業人材育成支援センターからのお知らせ

「人生二毛作社会」の仕組みづくりを進めています
～高齢者の社会参加の促進に向けて～
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長野県産業人材育成支援センター 検 索県内企業の人材育成を支援しています！

長野県ものづくり
人材育成応援キャラクター

●研修情報サイト

ニーズ調査等により地域からの要望の高い講座を計画し、
広く受講生を公募します。

企業・関連団体からご相談・ご提案をいただき、
ご要望に合わせて企画調整し実施します。

レディメイド講座

オーダーメイド講座

お問い合わせ

在職者を対象とした講習会を工科短期大学校及び県内７か所の技術専門校で実施しています。
以下の２パターンの実施方法があります。

●スキルアップ講座（産業人材カレッジ）

人材育成コーディネーターが、企業・団体等の人材育成に関する相談に対応します。
下記までお気軽にご相談ください。●総合相談窓口

研修情報　分野一覧
安全衛生教育
電気・電子
設計・製図・測定
環境
経営・マーケティング

建設
制御
機械加工
デザイン
経理事務

自動車
情報・通信
木材・木製品・紙加工
食料品

一般機械器具・精密機械器具
コンピュータ
技能検定（五輪）
監督者訓練
その他

＝お問い合わせ・相談窓口＝
長野県産業人材育成支援センター（長野県産業労働部人材育成課人材育成支援係）
電話：026－235－7202（直通）　FAX：026－235－7328
電子メール　jinzai@pref.nagano.lg.jp　ホームページアドレス　http://www.jinzaiikusei.pref.nagano.lg.jp/

高齢者の【就業】【創業】【社会参加】推進のための仕組みづくり等を検討した結果、以下３点が必要とされました。

関係機関、団体の連携体制の構築と高齢者の社会参加促進の環境づくりのため、平成 26年度から活動を開始しました。

人生二毛作推進県民会議　平成25年6月から開催。経済団体、労働団体、福祉団体、ボランティア団体等で構成

シニア活動推進コーディネーター　(公財)長野県長寿社会開発センターの本部(長野)及び支部2か所(上田、諏訪)

高齢者と社会参加活動の場
をつなぐコーディネーター

高齢者の社会参加に関する情報共有や連携を
推進するための関係機関・団体のネットワーク

高齢者の社会参加に関する
県民の意識啓発
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「労働ながの」の対するご意見、ご希望、ご感想をお待ちしております！

労働ながのは県HPにも掲載しています！
http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/shuro/rodo.html

県立技術専門校の普通課程訓練生を募集します！県立技術専門校の普通課程訓練生を募集します！

ご存知ですか? 労働委員会 ～雇用のトラブル まず相談～ご存知ですか? 労働委員会 ～雇用のトラブル まず相談～

　　　　　　　　労政事務所（県下４カ所）　又は長野県労働委員会事務局（長野県庁８階）
お問い合わせ先　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

県内の技術専門校（長野、松本、岡谷、飯田、佐久、上松）では、平成27年４月入校の訓練生を募集しています。

◆募集日程 一般入校第１回：平成26年11月５日（水）～ 1９日（水）
 　　　　　　　　※上松技術専門校においては長野県内在住者入校試験を実施。
 一般入校第２回：平成26年12月19日（金）～平成27年１月９日（金）
 応募書類は、技術専門校及び長野県内のハローワークで配布しています。
◆出願資格 高等学校を卒業した者（卒業見込み者を含む。）又はこれと同等以上の
 学力を有すると認められる者等

◆授業料など（平成26年度納付額） 

電 気 建築設 備科
自 動 車 整 備 科
建 　 　築　 　科
機 械 加 工 科
電 気 工 事 科
画 像 処理印 刷科
木 造 建 築 科

20
20
15
20 20

20
20
20

10ものづくり技術科
生産技術システム科
木 　 　工　 　科
木 材 造 形 科

長野 松本
30
25 20
20

岡谷 飯田 佐久 上松
募集定員（人）募集科目訓練期間

2年

1年

長野県
労働委員会
ニュース

お問い合わせは…
長野　026-292-2341
松本　0263-58-3158
岡谷　0266-22-2165
飯田　0265-22-1067
佐久　0267-62-0549
上松　0264-52-3330

興味をお持ちの方は、入校を
希望する技術専門校に
お問い合わせください。授業料 年額　118,800 円 入校料 5,650 円 入校審査料 2,200 円

長野県ものづくり人材
育成応援キャラクター

◆募集訓練科目

職場のトラブルでお困りではありませんか？

相談・あっせんの秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

◇長野県労働委員会では、労働者個人と事業主間のトラブルを解決するための「あっせん」を行っています。

　　どんな人が利用できますか？

A　県内に所在する事業所に勤務する(していた)労働者
であれば、どなたでも申請できます。会社(事業主)
からの申請も可能です。

Q 　　費用はかかりますか？

A　申請、手続に一切費用はかかりません。
Q

　　あっせんは、具体的にはどのように行われるのですか？

A　最初に、あっせん員が労働者・事業主双方の主張を
確かめます。その中でお互いの合意点を探り、場合
によってはあっせん案を示しながら、トラブルの解
決を図ります。あっせんで合意に至れば協定書が締
結されます。

Q

　　必ず解決するのですか？

A　残念ながら、労使双方の歩み寄りがなく解決が見込
まれない場合は、あっせんを打ち切ることがあります。

Q

　　あっせんはどのような人が行うのですか？

A　弁護士や大学教授、労働組合役員、企業経営者等が
あっせん員となります。経験豊かな労働問題の専門
家が、問題解決に向けてお手伝いをいたします。

Q


