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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！

労働ながのは県HPにも掲載しています！
http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/rn/rounaga1.htm　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月29日まで）
http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/shuro/rodo.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月30日から）

お問い合せ先：長野県労働委員会事務局（長野県庁８階）　電話：026-235-7469 E-mail:roi@pref.nagano.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kashokai.htm（８月２９日まで）
　　　　　　 http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html（８月３０日から）

長野県労働委員会ニュース

不当労働行為の救済を申し立てるには、必要事項を記載した「申立書」を作成して、長野県労働委員会に提出していただく必要がありま
す。
このたび長野県労働委員会では、「申立書」をできるだけ容易に作成できるようにするため、従来使用していた「申立書」の様式に加えて、新た

な様式をお示しすることとし、ホームページ（http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/sangyo/shinsei/rodo/yoshiki.html）に掲載しましたので、不当
労働行為の救済申立てをお考えの際にはぜひ参考にしてみてください。
この「申立書」の様式は、選択肢をチェックし、記載例を参考に必要事項を枠内に記入するなどすれば完成するようになっています。
また、「申立書」を作成する前に、使用者のどのような行為が不当労働行為となるのかを、整理し確認するためのチェックシートを作成

し、様式と併せて掲載しましたので、これもご利用いただければ幸いです。

【参考】不当労働行為救済申立書には、以下の事項を記載していただきます。
１　申立ての日付
２　申立人の氏名及び住所（申立人が労働組合その他権限ある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務
所の所在地）
３　被申立人の氏名及び住所（被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所
在地）
４　請求する救済の内容
５　不当労働行為を構成する具体的事実

不当労働行為の救済を申し立てようとする場合は、なるべく事前に長野県労働委員会事務局にご相談ください。担当の職員が、制度や申
立ての方法、申立後の手続の流れなどをわかりやすくご説明します。

■2013年 10月 12日（土）13：00～ 16：00（受付終了15：30）

■新宿エルタワー　サンスカイルーム30階Ａ室
　住所／東京都新宿区西新宿１丁目６－１　電話／03－3340－4181

■出展ブース　

　企業ブース　　　採用情報・就職相談

　市町村ブース　　住居、福祉、就職など生活支援全般

　県ブース　　　　県内全体の就職及び生活

　詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　http://www.i-turn.pref.nagano.lg.jp/

　お問い合わせ先／長野県商工労働部労働雇用課　

　電話　026－235－7201　Ｅメール　rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

　長野県では、県外在住のＩターン・移住希望者等と県内企業、県内市町村、県関係機関との面談の

場を提供する「長野県Ｉターン合同企業説明会」を開催します。

不当労働行為の救済  ～その申立方法～

県内の技術専門校（長野、松本、岡谷、飯田、伊那、佐久、上松）では、平成26年４月入校の訓練生を募集します。
□　募集訓練科目（普通課程）

技術専門校の推薦入校試験を実施します！

入場無料　  服装自由
予約不要　 入退場自由

長野県Ｉターン合同企業説明会のご案内長野県Ｉターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内ターン合同企業説明会のご案内
県外在住の一般求職者・来春卒業予定者・既卒者向け県外在住の一般求職者・来春卒業予定者・既卒者向け

□　定員 募集定員のおおむね50パーセントを上限として実施します。
□　募集日程等 平成25年10月1日（火）から15日（火）まで
 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
　高等学校長の推薦があり、かつ、次の条件のすべてに該当する者
ア　長野県内の高等学校を平成25年度に卒業した者若しくは卒業見込みの者又は長野県在住で高等学校を平成25年度に卒業した者
若しくは卒業見込みの者
イ　技術・技能者を目指し、入校意思が強い者
ウ　人物が優れている者

□　授業料など（平成25年度納付額） 授業料 入校料 入校審査料
 年額118,800円 5,650円 2,200円

詳細については、入校を希望する技術専門校にお問い合わせください。

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

お問い合わせは…
NO.503
8月
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Ｈ25.８月で
292 社が登録 !

○「社員の子育て応援宣言！」とは？
　企業・事業所のトップが、従業員の仕事と子育ての両立ができるような取り組みを宣言することで、仕事と子育て
の両立ができる、働きやすい職場環境づくりのきっかけとしていただく制度です。

○宣言・登録のメリットは？
　経験を積んだ社員が、出産や育児等で退職することがなくなり、優秀な人材の確保・定着が期待できます。
　働きやすい職場になることで、従業員のやる気が向上し、職場の活性化につながります。
　県のホームページで紹介しますので、企業のイメージアップにつながります。

○取組み宣言の内容は？
　「毎週○曜日をノー残業デーに設定します」、「短時間勤務制度を拡大します」、「代替職員の確保により、育児休業
が取得しやすい環境づくりを進めます」など、従業員が子育てをしやすくなるような取組みを登録してください。

○募集対象の事業所は？
　長野県内に事業所のある、すべての企業・事業所から募集します。事業所規模は問いません。

○応募・登録方法は？
　「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、お近くの労政事務所か県労働雇用課までご提出く
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/syoukou/roko/ryoritsu/kosodate.htm（8月29日まで）
　http://www.pref.nagano.lg.jp/ rodokoyo/sangyo/rodo/work-life/ryoritsushien/boshu/index.html（8月30日から）

「千里の道も一歩から！」できることから始めませんか！

＜中小企業就職支援員の収集情報内容と情報活用方法＞

■県では、県内企業の情報・魅力発信を強化するためジョブカフェ信州内に「中小企業就職支援員」を配置
し、収集した企業情報を相談者や東京有楽町にある長野県移住・交流センターでＵ・Ｉターン希望者に情報
提供しています。
　県内企業の皆さまの魅力発信の場の一つとしてご活用ください。
　企業の情報収集を行う「中小企業就職支援員」がお伺いした際は、ご協力をお願いします。

～働きやすい職場環境づくりに取り組みましょう～
「社員の子育て応援宣言！」に登録しませんか！

応募先・問い合わせ先：長野県商工労働部労働雇用課
〒３８０－８５７０　　長野市大字南長野字幅下６９２－２
電話：026-235-7118　　ＦＡＸ：026-235-7327

～ジョブカフェ信州で県内企業の情報・魅力を発信しています～

■また、ジョブカフェ信州内には、各企業の会社案内を閲覧できるコーナーも設けておりますので、展示を希
望される場合はご連絡ください。

　詳しくは、長野県商工労働部労働雇用課のホームページをご覧ください。
　　http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/kigyoujyouhou.pdf（８月29日まで）
　　http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/kensei/soshiki/soshiki/kencho/koyo/index.html（８月30日から）

①ジョブカフェ信州に来所される相談者に情報提供します。
②長野県移住・交流センター（東京都有楽町）に来所される
Ｉターン希望者に情報提供します。

③一部の情報については、ジョブカフェ信州ホームページの
「県内企業情報」コーナーに掲示します。

①求人情報
②企業情報（社宅整備、住居補助等の
福利厚生情報を含む。）

③企業の皆さまからの「アピールポイ
ント」等

◆収集情報内容 ◆情報活用方法

＊「中小企業就職支援員」はマンパワーグループ㈱へ委託し実施しています。

労働雇用課では、県内の民間労働組合を対象に「夏季一時
金要求・妥結状況調査」を実施しております。平成25年７月31
日現在でまとめた調査結果の概要は、次のとおりです。
一時金要求を使用者側へ要求した226組合のうち98.7％に
当たる223組合が妥結しました。
平均要求額は、528,615円（2.14か月）となり、前年と比べ
額では11,958円（対前年比2.2％減）、月数では0.03か月そ

れぞれ下回りました。
平均妥結額は、平均賃金の1.58か月分の389,737円で、前
年と比べ、額では13,312円（対前年比3.3％減）下回り、月数で
は0.02か月下回りました。
また、産業別の状況をみると、妥結額が高い産業は、「紙・パ
ルプ」649,457円、「電気・ガス」612,204円、妥結額が低い産
業は、「印刷」212,050円、「運輸」255,262円となりました。

　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。平成25年６月30日現在でまとめた調査結果（最終報）
の概要は、次のとおりです。
　調査対象420組合のうち197組合から要求が提出され、そ
の内の98.5％に当たる194組合が妥結しました。平均要求額
は、6,602円（平均要求率2.73％）となり、前年同期と比べ、額

では813円、率では0.30ポイント下回りました。
　平均妥結額は、3,381円（賃上げ率1.39％）で、前年同期と
比べ、額では48円、率では0.01ポイントそれぞれ下回りました。
　また、産業別の状況をみると、妥結額が高い産業は、「医療・
福祉」7,175円、「情報通信」6,197円、妥結額が低い産業は、
「運輸」995円、「教育・学習支援」1,517円となりました。

調査結果（最終報）　　平均妥結額３８９，７３７円

平成25年夏季一時金要求・妥結状況

調査結果（最終報）　　平均妥結額３，３８１円

平成25年春季賃上げ要求・妥結状況

区　　　分
要　　　　　求 妥　　　　　結

平均年齢 平均賃金 組合数 平均額 月数 組合数 平均額 月数
歳 円 組合 円 か月 組合 円 か月

最終報調査結果
（H25.7.31) 39.1 247,247 226 528,615 2.14 223 389,737 1.58

企業規模別 
状　　　況

300 人未満 39.6 235,022 126 488,113 2.08 124 336,337 1.43

300～999人 38.2 256,643 70 549,700 2.14 69 429,977 1.67

1000 人以上 39.4 276,669 30 649,524 2.35 30 517,900 1.87

前年同期 (H24.7.31) 39.0 249,257 208 540,573 2.17 196 403,049 1.60

前年差 0.1 △ 2,010 18 △ 11,958 △ 0.03 27 △ 13,312 △ 0.02

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

区　　　分
要　　　　　求 妥　　　　　結

平均年齢 平均賃金 組合数 平均額 要求率 組合数 平均額 賃上率
歳 円 組合 円 ％ 組合 円 ％

最終報調査結果
（H25.6.30） 39.2 242,261 197 6,602 2.73 194 3,381 1.39

企業規模別
状　　　況

300 人未満 39.3 229,658 118 7,251 3.16 115 3,016 1.31

300～999人 38.9 254,290 56 5,960 2.34 56 4,108 1.62

1000 人以上 39.5 277,628 23 4,834 1.74 23 3,432 1.24

前年同期（H24.6.30） 39.0 244,352 183 7,415 3.03 172 3,429 1.40

前年差 0.2 △ 2,091 14 △ 813 △ 0.30 22 △ 48 △ 0.01

（注）　１　要求・妥結状況は、単純平均によるものです。　　２　賃上率は、妥結組合の平均賃金に対するものです。
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日現在でまとめた調査結果の概要は、次のとおりです。
一時金要求を使用者側へ要求した226組合のうち98.7％に
当たる223組合が妥結しました。
平均要求額は、528,615円（2.14か月）となり、前年と比べ
額では11,958円（対前年比2.2％減）、月数では0.03か月そ

れぞれ下回りました。
平均妥結額は、平均賃金の1.58か月分の389,737円で、前
年と比べ、額では13,312円（対前年比3.3％減）下回り、月数で
は0.02か月下回りました。
また、産業別の状況をみると、妥結額が高い産業は、「紙・パ
ルプ」649,457円、「電気・ガス」612,204円、妥結額が低い産
業は、「印刷」212,050円、「運輸」255,262円となりました。

　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。平成25年６月30日現在でまとめた調査結果（最終報）
の概要は、次のとおりです。
　調査対象420組合のうち197組合から要求が提出され、そ
の内の98.5％に当たる194組合が妥結しました。平均要求額
は、6,602円（平均要求率2.73％）となり、前年同期と比べ、額

では813円、率では0.30ポイント下回りました。
　平均妥結額は、3,381円（賃上げ率1.39％）で、前年同期と
比べ、額では48円、率では0.01ポイントそれぞれ下回りました。
　また、産業別の状況をみると、妥結額が高い産業は、「医療・
福祉」7,175円、「情報通信」6,197円、妥結額が低い産業は、
「運輸」995円、「教育・学習支援」1,517円となりました。

調査結果（最終報）　　平均妥結額３８９，７３７円

平成25年夏季一時金要求・妥結状況

調査結果（最終報）　　平均妥結額３，３８１円

平成25年春季賃上げ要求・妥結状況

区　　　分
要　　　　　求 妥　　　　　結

平均年齢 平均賃金 組合数 平均額 月数 組合数 平均額 月数
歳 円 組合 円 か月 組合 円 か月

最終報調査結果
（H25.7.31) 39.1 247,247 226 528,615 2.14 223 389,737 1.58

企業規模別 
状　　　況

300 人未満 39.6 235,022 126 488,113 2.08 124 336,337 1.43

300～999人 38.2 256,643 70 549,700 2.14 69 429,977 1.67

1000 人以上 39.4 276,669 30 649,524 2.35 30 517,900 1.87

前年同期 (H24.7.31) 39.0 249,257 208 540,573 2.17 196 403,049 1.60

前年差 0.1 △ 2,010 18 △ 11,958 △ 0.03 27 △ 13,312 △ 0.02

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

区　　　分
要　　　　　求 妥　　　　　結

平均年齢 平均賃金 組合数 平均額 要求率 組合数 平均額 賃上率
歳 円 組合 円 ％ 組合 円 ％

最終報調査結果
（H25.6.30） 39.2 242,261 197 6,602 2.73 194 3,381 1.39

企業規模別
状　　　況

300 人未満 39.3 229,658 118 7,251 3.16 115 3,016 1.31

300～999人 38.9 254,290 56 5,960 2.34 56 4,108 1.62

1000 人以上 39.5 277,628 23 4,834 1.74 23 3,432 1.24

前年同期（H24.6.30） 39.0 244,352 183 7,415 3.03 172 3,429 1.40

前年差 0.2 △ 2,091 14 △ 813 △ 0.30 22 △ 48 △ 0.01

（注）　１　要求・妥結状況は、単純平均によるものです。　　２　賃上率は、妥結組合の平均賃金に対するものです。
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編集発行人：長野県商工労働部労働雇用課長 濱村 圭一
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　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月29日まで）
http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/shuro/rodo.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月30日から）

お問い合せ先：長野県労働委員会事務局（長野県庁８階）　電話：026-235-7469 E-mail:roi@pref.nagano.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kashokai.htm（８月２９日まで）
　　　　　　 http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html（８月３０日から）

長野県労働委員会ニュース

不当労働行為の救済を申し立てるには、必要事項を記載した「申立書」を作成して、長野県労働委員会に提出していただく必要がありま
す。
このたび長野県労働委員会では、「申立書」をできるだけ容易に作成できるようにするため、従来使用していた「申立書」の様式に加えて、新た

な様式をお示しすることとし、ホームページ（http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/sangyo/shinsei/rodo/yoshiki.html）に掲載しましたので、不当
労働行為の救済申立てをお考えの際にはぜひ参考にしてみてください。
この「申立書」の様式は、選択肢をチェックし、記載例を参考に必要事項を枠内に記入するなどすれば完成するようになっています。
また、「申立書」を作成する前に、使用者のどのような行為が不当労働行為となるのかを、整理し確認するためのチェックシートを作成

し、様式と併せて掲載しましたので、これもご利用いただければ幸いです。

【参考】不当労働行為救済申立書には、以下の事項を記載していただきます。
１　申立ての日付
２　申立人の氏名及び住所（申立人が労働組合その他権限ある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務
所の所在地）
３　被申立人の氏名及び住所（被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所
在地）
４　請求する救済の内容
５　不当労働行為を構成する具体的事実

不当労働行為の救済を申し立てようとする場合は、なるべく事前に長野県労働委員会事務局にご相談ください。担当の職員が、制度や申
立ての方法、申立後の手続の流れなどをわかりやすくご説明します。

■2013年 10月 12日（土）13：00～ 16：00（受付終了15：30）

■新宿エルタワー　サンスカイルーム30階Ａ室
　住所／東京都新宿区西新宿１丁目６－１　電話／03－3340－4181

■出展ブース　

　企業ブース　　　採用情報・就職相談

　市町村ブース　　住居、福祉、就職など生活支援全般

　県ブース　　　　県内全体の就職及び生活

　詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　http://www.i-turn.pref.nagano.lg.jp/

　お問い合わせ先／長野県商工労働部労働雇用課　

　電話　026－235－7201　Ｅメール　rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

　長野県では、県外在住のＩターン・移住希望者等と県内企業、県内市町村、県関係機関との面談の

場を提供する「長野県Ｉターン合同企業説明会」を開催します。

不当労働行為の救済  ～その申立方法～

県内の技術専門校（長野、松本、岡谷、飯田、伊那、佐久、上松）では、平成26年４月入校の訓練生を募集します。
□　募集訓練科目（普通課程）

技術専門校の推薦入校試験を実施します！

入場無料　  服装自由
予約不要　 入退場自由

長野県Ｉターン合同企業説明会のご案内長野県Ｉターン合同企業説明会のご案内
県外在住の一般求職者・来春卒業予定者・既卒者向け県外在住の一般求職者・来春卒業予定者・既卒者向け

□　定員 募集定員のおおむね50パーセントを上限として実施します。
□　募集日程等 平成25年10月1日（火）から15日（火）まで
 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
　高等学校長の推薦があり、かつ、次の条件のすべてに該当する者
ア　長野県内の高等学校を平成25年度に卒業した者若しくは卒業見込みの者又は長野県在住で高等学校を平成25年度に卒業した者
若しくは卒業見込みの者
イ　技術・技能者を目指し、入校意思が強い者
ウ　人物が優れている者

□　授業料など（平成25年度納付額） 授業料 入校料 入校審査料
 年額118,800円 5,650円 2,200円

詳細については、入校を希望する技術専門校にお問い合わせください。

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

お問い合わせは…
NO.503
8月

2013

労働ながの訓練
期間 募集科目

募集定員（人）
長野 松本 岡谷 飯田 伊那 佐久 上松

２
年

電 気 建 築 設 備 科 30
自 動 車 整 備 科 25 20
建 築 科 20
メ カ ト ロ ニ ク ス 科 20
情 報 シ ス テ ム 科 10

１
年

機 械 加 工 科 20
電 気 工 事 科 20
画 像 処 理 印 刷 科 15
木 造 建 築 科 20 20
も の づ く り 技 術 科 10
生 産 技 術 シ ス テ ム 科 20
木 工 科 20
木 材 造 形 科 20


