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労働ながの
労働者の祭典、第83回県中央メーデーは5月1日（火）に連合長野系が長野市の城山公園ふれあい
広場で、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。
この２会場を含め、県内24会場で開催されたメーデーには、約20,000人（主催者発表）が集会や
デモ行進に参加しました。

第83回メーデー開催第83回メーデー開催

大会公式サイトがオープンしました！！

○お問い合わせ先
〒380-8570 長野市南長野幅下692-2
長野技能五輪・アビリンピック2012推進協議会事務局
（長野県商工労働部 人材育成課  技能五輪・アビリンピック室内）
電話 026-235-7204　Eメール：nagano-skills@pref.nagano.lg.jp

労働ながの【4】

　いよいよ今年10月に開催される「長野技能五輪・アビリンピック
2012」の大会公式サイトがオープンしました。
　このウェブサイトでは、長野技能五輪・アビリンピック2012推進協議
会が大会の公式情報をお届けしていきます。

　大会へのみなさまのお越しを心からお待ちしております。

大会公式ページはこちら。 http://www.waza-can.com/nagano-skills/

労働ながの
編集発行人：長野県商工労働部労働雇用課長 𠮷澤 猛
発　行　所：長野県商工労働部労働雇用課
 〒380-8570（住所不要）
 TEL 026-235-7119　FAX 026-235-7327　E-mail:rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

「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！

労働ながのは県HPにも掲載しています！
http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/rn/rounaga1.htm

第42期 長野県労働委員会委員

労働者と使用者間のトラブルを解決するため、公的な第三者機関である都道府県労働委員会を介して、「あっせん・調停･仲裁」の労働争議の
調整を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せ先:長野県労働委員会事務局　TEL 026-235-7468

　平成24年4月21日付けで、次の15名の方が第42期委員として知事から任命されました。任期は、平成26年4月20日までの2年間となります。
　また、23日に開催された総会において、会長及び会長代理の選出が行われ、会長に土屋準氏、会長代理に中村田鶴子氏が選出されました。

公
益
委
員

労
働
者
委
員

使
用
者
委
員

公式キャラクター

　「働く者の団結で生活と権利を守り、平和と民主主
義、中立の日本をめざそう！」を基本テーマに、約
1,500人（主催者発表）が参加して開催されました。
　高村裕実行委員長（県労連議長）は、主催者あいさ
つの中で、「東日本大震災・長野県北部地震の復旧・復
興の遅れ」「原発事故による放射能汚染の拡大」「消費
税増税」「TPP参加」などの問題に触れ、「大きな運動
と闘いで今の日本の困難を打開することが求められ
ている。共に手を取りあって打開していこう。」と呼
びかけました。
　集会では、県内に避難されている被災者の声、青年
部の最低賃金生活体験、国家公務員の賃下げ、消費増
税の中小零細企業への影響、国民皆保険の危機など
の課題が、働く現場から発表され、日本と世界の労働
者と連帯して課題解決していくことを確認。また、
「雇用と仕事の確保、賃上げ、社会保障の拡充で、内需
中心の経済、震災復興、原発ゼロのたたかいを前進さ
せよう。」とのメーデー宣言を採択し、市内をデモ行
進しました。

「働く者の連帯で、『ゆとり・豊かさ・公平な社会』
を実現し、自由で平和な世界をつくろう。」をメイン
スローガンに開催され、約4,200人（主催者発表）の
働く仲間が結集しました。また、「団結の力で復興・支
援！」を特別スローガンに掲げ、サブスローガンとし
て「労働者の使い捨ては許さない！働く者のワークル
ール実現！再生可能エネルギーの利用促進で循環型
社会実現！」等をアピールしました。
中山千弘実行委員長（連合長野会長）は、主催者あ

いさつの中で、「被災地の復興と再生に向けた救援・
支援に全力を挙げ、『安全・安心の暮らしと平和な日
本』を目指すとともに、震災を経験し、『絆』の重要性
を再認識した今こそ『働くことを軸とする安心社会』
の実現に向かっていかなければならない。」と訴えま
した。
会場には、長野技能五輪・アビリンピック公式キ

ャラクター「わざまる」君も登場。東北地方の温泉宿
泊券や特産品が当たる抽選会も行われ、集会後、参加
者は、プラカード等を掲げて市内をデモ行進しました。

連合長野系の県中央メーデー

県労連系の県中央集会
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ながのパーソナル・サポート・センターについてながのパーソナル・サポート・センターについて

労働相談のご案内労働相談のご案内労働相談のご案内労働相談のご案内
　地域雇用開発促進法に基づき一定の要件に該当した地域において、都道府県が「地域雇用開発計
画」を策定して厚生労働大臣の同意を得た場合、「雇用開発促進地域」となります。
　この地域内において、事業所の設置・整備を行い、併せて地域の求職者を雇い入れた場合、設置・整
備費用及び雇い入れた労働者の人数に応じて「地域求職者雇用奨励金」を受けられます。 
　平成24年4月1日現在、上田地域、伊那地域、大町地域の3地域が該当になっています。

　就労を希望しながら複数の問題を抱える方に対し、制度を横断した相談と各種支援策のコーディ
ネートをきめ細かく行う｢パーソナル･サポート･センター｣については、昨年、長野市、松本市、上田市
に拠点を開所して運営を行ってきましたが、県民のみなさまに対するサービスの向上を図るために、
4月2日に飯田市にサテライト･センターを開設しました。皆さまのご利用をお待ちしております。

長野県内の「雇用開発促進地域」について長野県内の「雇用開発促進地域」について長野県内の「雇用開発促進地域」について長野県内の「雇用開発促進地域」について

電話や面談による相談の受付時間（平日の8：30～17：15）に相談できない方などにもご利用

いただけるよう、メールによる労働相談を行っています。

お気軽にご利用ください。休日（土・日・祝日、年末年始）を除いて7日以内に回答いたします。

○メールによる労働相談の方法

長野県ホームページの入力フォームの画面に相談内容、必要事項を入力した上で、お勤めの

場所を担当する労政事務所を選択して送信してください。

　URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/mailsoudan.htm

なお、リンクについては上記の「労働相談ＱアンドＡ」と同様です。

メールによる労働相談を実施しています

メールによる労働相談を実施しています

メールによる労働相談を実施していますメールによる労働相談を実施しています

労政事務所で実施している労働相談について、時間がない方にも相談に関する情報を提供し、お悩

み等の解決のきっかけとしていただけるよう、「労働相談ＱアンドＡ」を作成し、長野県ホームページ

に掲載しました。

是非、ご覧いただきご活用ください。

１　内    容

　　労働問題全般について、主な相談内容と解決方法等を掲載しています。

２　閲覧方法

　　長野県ホームページの下記アドレスをご覧ください。

　　URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/soudan/soudan-qanda.htm

なお、長野県ホームページの「目的でさがす→（相談窓口）労働に関する相談→（労働に関する相談

窓口のご案内）労政事務所」又は「分野でさがす→（労働・雇用）労働→（労働に関する相談窓口のご案

内）労政事務所」からもリンクします。

「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました

「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました

「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました

名　　称

東信労政事務所

南信労政事務所

中信労政事務所

北信労政事務所

解雇、賃金、労働条件、職場の人間関係など労働に関してお困りでしたら、お近くの労政事務所にご

相談ください。公正・中立な立場でアドバイスいたします。

相談は無料で、秘密は厳守されます。

電話番号

0268-25-7144

0265-76-6833

0263-40-1936

026-234-9532

困った時は労政事務所へ

困った時は労政事務所へ

困った時は労政事務所へ困った時は労政事務所へ

所　　在　　地

上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

松本市島立1020　松本合同庁舎内

長野市南長野南県町686-1　長野合同庁舎内

を､ともに満たすこと

【 区　域 】　ハローワーク（公共職業安定所）の管轄区域の市町村
【 要　件 】　求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域
　　　　　　  ①有効求人倍率が全国平均を一定程度下回る
　　　　　　  ②労働力人口に対する求職者の割合が全国平均以上

雇用開発促進地域の概要　
雇用開発促進地域の概要　
雇用開発促進地域の概要　雇用開発促進地域の概要　

事業所の設置・整備に伴い、設置・整備費用及び雇い入れた地域求職者の人数に応じて、事業主は国
から下表の奨励金の支給を、1年ごとに3回受けることができます。

地域求職者雇用奨励金の概要

地域求職者雇用奨励金の概要

地域求職者雇用奨励金の概要地域求職者雇用奨励金の概要

（平成24年4月1日現在）

【例】 事業所を2,000万円で整備し、地域求職者を5人雇い入れた場合の支給総額：300万円×3年＝900万円

〒380-8572

〒386-8609

〒396-8609

〒398-0002

長野市中御所1-11-1

上田市天神2-4-70

伊那市狐島4098-3

大町市大町2715-4

電話：026-226-0866

電話：0268-23-8609

電話：0265-73-8609

電話：0261-22-0340

＜地域求職者雇用奨励金に関するお問い合わせ先＞
長野労働局　職業対策課

ハローワーク上田 （上田公共職業安定所）

ハローワーク伊那 （伊那公共職業安定所）

ハローワーク大町 （大町公共職業安定所）

市　町　村

上田市、東御市、長和町、青木村

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野県内の雇用開発促進地域と計画期間

長野県内の雇用開発促進地域と計画期間

長野県内の雇用開発促進地域と計画期間長野県内の雇用開発促進地域と計画期間
期間（３年間）

H23.10.1～H26.9.30

H24. 4.1～H27.3.31

H24. 4.1～H27.3.31

300万円～1,000万円未満

1,000万円～5,000万円未満

5,000万円以上

設置・整備に要した費用
雇い入れた労働者数　（　）内は、創業の場合。

120万円

540万円

900万円

20人以上10人～19人

90万円

420万円

700万円

5人～9人

65万円

300万円

500万円

3（2）～4人

40万円

180万円

300万円

所在地 電　話

長野市新田町1482-2 （もんぜんぷら座 裏手南側）

松本市出川町20-10 （松本市南部公園北側）

上田市中央4-9-1 （「ジョブながのライフサポートセンター上小」内）

飯田市高羽町2-1-3 （ＪＲ飯田駅北側）

026-262-1001

0263-88-3444

0268-75-8041

0265-49-8889

地　域

上田地域

伊那地域

大町地域

センター

長野センター

松本サテライト・センター

上田サテライト・センター

飯田サテライト・センター

月～金  9:30～17:00

※松本のみ金曜日は

予約面接日

相談日

ながのパーソナル・サポート・センターについてながのパーソナル・サポート・センターについて

労働ながの 【3】労働ながの【2】



ながのパーソナル・サポート・センターについてながのパーソナル・サポート・センターについて

労働相談のご案内労働相談のご案内労働相談のご案内労働相談のご案内
　地域雇用開発促進法に基づき一定の要件に該当した地域において、都道府県が「地域雇用開発計
画」を策定して厚生労働大臣の同意を得た場合、「雇用開発促進地域」となります。
　この地域内において、事業所の設置・整備を行い、併せて地域の求職者を雇い入れた場合、設置・整
備費用及び雇い入れた労働者の人数に応じて「地域求職者雇用奨励金」を受けられます。 
　平成24年4月1日現在、上田地域、伊那地域、大町地域の3地域が該当になっています。

　就労を希望しながら複数の問題を抱える方に対し、制度を横断した相談と各種支援策のコーディ
ネートをきめ細かく行う｢パーソナル･サポート･センター｣については、昨年、長野市、松本市、上田市
に拠点を開所して運営を行ってきましたが、県民のみなさまに対するサービスの向上を図るために、
4月2日に飯田市にサテライト･センターを開設しました。皆さまのご利用をお待ちしております。

長野県内の「雇用開発促進地域」について長野県内の「雇用開発促進地域」について長野県内の「雇用開発促進地域」について長野県内の「雇用開発促進地域」について

電話や面談による相談の受付時間（平日の8：30～17：15）に相談できない方などにもご利用

いただけるよう、メールによる労働相談を行っています。

お気軽にご利用ください。休日（土・日・祝日、年末年始）を除いて7日以内に回答いたします。

○メールによる労働相談の方法

長野県ホームページの入力フォームの画面に相談内容、必要事項を入力した上で、お勤めの

場所を担当する労政事務所を選択して送信してください。

　URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/mailsoudan.htm

なお、リンクについては上記の「労働相談ＱアンドＡ」と同様です。

メールによる労働相談を実施しています

メールによる労働相談を実施しています

メールによる労働相談を実施していますメールによる労働相談を実施しています

労政事務所で実施している労働相談について、時間がない方にも相談に関する情報を提供し、お悩

み等の解決のきっかけとしていただけるよう、「労働相談ＱアンドＡ」を作成し、長野県ホームページ

に掲載しました。

是非、ご覧いただきご活用ください。

１　内    容

　　労働問題全般について、主な相談内容と解決方法等を掲載しています。

２　閲覧方法

　　長野県ホームページの下記アドレスをご覧ください。

　　URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/soudan/soudan-qanda.htm

なお、長野県ホームページの「目的でさがす→（相談窓口）労働に関する相談→（労働に関する相談

窓口のご案内）労政事務所」又は「分野でさがす→（労働・雇用）労働→（労働に関する相談窓口のご案

内）労政事務所」からもリンクします。

「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました

「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました

「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました「労働相談ＱアンドＡ」をホームページに掲載しました

名　　称

東信労政事務所

南信労政事務所

中信労政事務所

北信労政事務所

解雇、賃金、労働条件、職場の人間関係など労働に関してお困りでしたら、お近くの労政事務所にご

相談ください。公正・中立な立場でアドバイスいたします。

相談は無料で、秘密は厳守されます。

電話番号

0268-25-7144

0265-76-6833

0263-40-1936

026-234-9532

困った時は労政事務所へ

困った時は労政事務所へ

困った時は労政事務所へ困った時は労政事務所へ

所　　在　　地

上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

松本市島立1020　松本合同庁舎内

長野市南長野南県町686-1　長野合同庁舎内

を､ともに満たすこと

【 区　域 】　ハローワーク（公共職業安定所）の管轄区域の市町村
【 要　件 】　求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域
　　　　　　  ①有効求人倍率が全国平均を一定程度下回る
　　　　　　  ②労働力人口に対する求職者の割合が全国平均以上

雇用開発促進地域の概要　
雇用開発促進地域の概要　
雇用開発促進地域の概要　雇用開発促進地域の概要　

事業所の設置・整備に伴い、設置・整備費用及び雇い入れた地域求職者の人数に応じて、事業主は国
から下表の奨励金の支給を、1年ごとに3回受けることができます。

地域求職者雇用奨励金の概要地域求職者雇用奨励金の概要地域求職者雇用奨励金の概要地域求職者雇用奨励金の概要

（平成24年4月1日現在）

【例】 事業所を2,000万円で整備し、地域求職者を5人雇い入れた場合の支給総額：300万円×3年＝900万円

〒380-8572

〒386-8609

〒396-8609

〒398-0002

長野市中御所1-11-1

上田市天神2-4-70

伊那市狐島4098-3

大町市大町2715-4

電話：026-226-0866

電話：0268-23-8609

電話：0265-73-8609

電話：0261-22-0340

＜地域求職者雇用奨励金に関するお問い合わせ先＞
長野労働局　職業対策課

ハローワーク上田 （上田公共職業安定所）

ハローワーク伊那 （伊那公共職業安定所）

ハローワーク大町 （大町公共職業安定所）

市　町　村

上田市、東御市、長和町、青木村

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野県内の雇用開発促進地域と計画期間

長野県内の雇用開発促進地域と計画期間

長野県内の雇用開発促進地域と計画期間長野県内の雇用開発促進地域と計画期間
期間（３年間）

H23.10.1～H26.9.30

H24. 4.1～H27.3.31

H24. 4.1～H27.3.31

300万円～1,000万円未満

1,000万円～5,000万円未満

5,000万円以上

設置・整備に要した費用
雇い入れた労働者数　（　）内は、創業の場合。

120万円

540万円

900万円

20人以上10人～19人

90万円

420万円

700万円

5人～9人

65万円

300万円

500万円

3（2）～4人

40万円

180万円

300万円

所在地 電　話

長野市新田町1482-2 （もんぜんぷら座 裏手南側）

松本市出川町20-10 （松本市南部公園北側）

上田市中央4-9-1 （「ジョブながのライフサポートセンター上小」内）

飯田市高羽町2-1-3 （ＪＲ飯田駅北側）

026-262-1001

0263-88-3444

0268-75-8041

0265-49-8889

地　域

上田地域

伊那地域

大町地域

センター

長野センター

松本サテライト・センター

上田サテライト・センター

飯田サテライト・センター

月～金  9:30～17:00

※松本のみ金曜日は

予約面接日

相談日

ながのパーソナル・サポート・センターについてながのパーソナル・サポート・センターについて

労働ながの 【3】労働ながの【2】
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労働ながの
労働者の祭典、第83回県中央メーデーは5月1日（火）に連合長野系が長野市の城山公園ふれあい

広場で、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。
この２会場を含め、県内24会場で開催されたメーデーには、約20,000人（主催者発表）が集会や

デモ行進に参加しました。

第83回メーデー開催第83回メーデー開催

大会公式サイトがオープンしました！！

○お問い合わせ先
〒380-8570 長野市南長野幅下692-2
長野技能五輪・アビリンピック2012推進協議会事務局
（長野県商工労働部 人材育成課  技能五輪・アビリンピック室内）
電話 026-235-7204　Eメール：nagano-skills@pref.nagano.lg.jp

労働ながの【4】

　いよいよ今年10月に開催される「長野技能五輪・アビリンピック
2012」の大会公式サイトがオープンしました。
　このウェブサイトでは、長野技能五輪・アビリンピック2012推進協議
会が大会の公式情報をお届けしていきます。

　大会へのみなさまのお越しを心からお待ちしております。

大会公式ページはこちら。 http://www.waza-can.com/nagano-skills/

労働ながの
編集発行人：長野県商工労働部労働雇用課長 𠮷澤 猛
発　行　所：長野県商工労働部労働雇用課
 〒380-8570（住所不要）
 TEL 026-235-7119　FAX 026-235-7327　E-mail:rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

「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！

労働ながのは県HPにも掲載しています！
http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/rn/rounaga1.htm

第42期 長野県労働委員会委員

労働者と使用者間のトラブルを解決するため、公的な第三者機関である都道府県労働委員会を介して、「あっせん・調停･仲裁」の労働争議の
調整を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せ先:長野県労働委員会事務局　TEL 026-235-7468

　平成24年4月21日付けで、次の15名の方が第42期委員として知事から任命されました。任期は、平成26年4月20日までの2年間となります。
　また、23日に開催された総会において、会長及び会長代理の選出が行われ、会長に土屋準氏、会長代理に中村田鶴子氏が選出されました。

公
益
委
員

労
働
者
委
員

使
用
者
委
員

公式キャラクター

　「働く者の団結で生活と権利を守り、平和と民主主
義、中立の日本をめざそう！」を基本テーマに、約
1,500人（主催者発表）が参加して開催されました。
　高村裕実行委員長（県労連議長）は、主催者あいさ
つの中で、「東日本大震災・長野県北部地震の復旧・復
興の遅れ」「原発事故による放射能汚染の拡大」「消費
税増税」「TPP参加」などの問題に触れ、「大きな運動
と闘いで今の日本の困難を打開することが求められ
ている。共に手を取りあって打開していこう。」と呼
びかけました。
　集会では、県内に避難されている被災者の声、青年
部の最低賃金生活体験、国家公務員の賃下げ、消費増
税の中小零細企業への影響、国民皆保険の危機など
の課題が、働く現場から発表され、日本と世界の労働
者と連帯して課題解決していくことを確認。また、
「雇用と仕事の確保、賃上げ、社会保障の拡充で、内需
中心の経済、震災復興、原発ゼロのたたかいを前進さ
せよう。」とのメーデー宣言を採択し、市内をデモ行
進しました。

「働く者の連帯で、『ゆとり・豊かさ・公平な社会』
を実現し、自由で平和な世界をつくろう。」をメイン
スローガンに開催され、約4,200人（主催者発表）の
働く仲間が結集しました。また、「団結の力で復興・支
援！」を特別スローガンに掲げ、サブスローガンとし
て「労働者の使い捨ては許さない！働く者のワークル
ール実現！再生可能エネルギーの利用促進で循環型
社会実現！」等をアピールしました。
中山千弘実行委員長（連合長野会長）は、主催者あ

いさつの中で、「被災地の復興と再生に向けた救援・
支援に全力を挙げ、『安全・安心の暮らしと平和な日
本』を目指すとともに、震災を経験し、『絆』の重要性
を再認識した今こそ『働くことを軸とする安心社会』
の実現に向かっていかなければならない。」と訴えま
した。
会場には、長野技能五輪・アビリンピック公式キ

ャラクター「わざまる」君も登場。東北地方の温泉宿
泊券や特産品が当たる抽選会も行われ、集会後、参加
者は、プラカード等を掲げて市内をデモ行進しました。

連合長野系の県中央メーデー

県労連系の県中央集会

つちや ひとし

弁護士

なかむら たづこ

弁護士

まつおか えいこ

信州大学
教育学部教授

すわ まさあき

弁護士

とみなが こういち

信州大学
経済学部准教授

やぐち

長野県医療労働組合連合会
副議長

たかはし

自治労長野県本部
副委員長

いとう

全日本電機・電子・情報関連産業労働
組合連合会長野地方協議会事務局長

なかやま

日本労働組合総連合会
長野県連合会会長

しだまやすこ せいいち ひろし ちひろ けんじろう

UIゼンセン同盟長野県支部長

ほしざわ

東京法令出版㈱
代表取締役社長

いわはら

㈱日邦バルブ
相談役

おぐち

高島産業㈱
代表取締役社長

たかはし

㈱丸信製作所
代表取締役

みずもとてつや とおる たけお たけひこ まさとし

(社)長野県経営者協会
専務理事

土屋　準　 中村 田鶴子 松岡 英子 諏訪 雅顕 富永 晃一

矢口 保子 髙橋 精一 伊東　浩 中山 千弘 師玉 憲治郎

星沢 哲也 岩原　徹 小口 武男 髙橋 武彦 水本 正俊


