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職場のメンタルヘルス対策セミナーを開催します
～平成30年度　心の健康づくりフォーラム～
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グローバルキャリアフェアを開催しました

県では、従業員の心の健康づくりに取り組む事業所を支援し、働く皆さまのメンタルヘルスに関する知識を深
めてもらうことを目的として、県内４会場でフォーラムを開催します。
本年度は、「メンタルヘルス対策って何をすればいいの？」という方に向けて、第一線で活躍する産業カウン
セラーがメンタルヘルス対策の基本を分かりやすくお伝えします。
企業の管理職や人事労務担当者、事業主、従業員の方々など、どなたでも聴講できますので多くの皆さまのご
参加をお待ちしています。

テーマ　 「職場のメンタルヘルスって何？」 
～今こそ基本に立ち返る。メンタルヘルス対策のノウハウ～

開催日時 会　場 講　師 申込先

7月25日（水）
13:30～16:00

長野県佐久合同庁舎
（佐久市跡部65-1）

滝澤　利江　氏
（産業カウンセラー）

長野県東信労政事務所
（上田市材木町1-2-6）
電話0268-25-7144

8月8日（水）
13:30～16:00

長野県松本合同庁舎
（松本市島立1020）

高橋　知也　氏
（産業カウンセラー）

長野県中信労政事務所
（松本市島立1020）
電話 0263-40-1936

8月9日（木）
13:30～16:00

長野県長野合同庁舎
（長野市南長野南県町686-1）

中村　光子　氏
（産業カウンセラー）

長野県北信労政事務所
（長野市南長野南県町686-1）
電話 026-234-9532

8月28日（火）
13:30～16:00

伊那市防災コミュニティセンター
（伊那市西町5824-1）

小野　幸子　氏
（産業カウンセラー）

長野県南信労政事務所
（伊那市荒井3497）
電話0265-76-6833

参加は無料です

平成30年（2018年）5月19日（土）13時30分～17時に、信州大学科学技術総合振興センター（信州大学工
学部内　長野市）において、グローバルキャリアフェアを開催しました。
当フェアは高度な知識やスキルを身につけた外国籍のグローバル人材と企業をマッチングさせるために昨年度
から開催しているもので、２回目の開催となる今回は製造
業を中心とする県内外の企業32社がブースを設け、約40
名の留学生及び JETプログラム参加者等が訪れました。
JETプログラム参加者の中には県外からの参加者もおり、
開催時間のぎりぎりまで熱心に企業の説明を聞く姿も印象
的でした。
会場内では長野県行政書士会や公益財団法人長野県国際
化協会 多文化共生くらしのサポーターによる相談ブース
も設け、外国人材からの就労や在留資格に関する相談や、
生活に関する相談にも対応していただきました。
長野県で高度な知識を学んだ留学生等のグローバル人材
に、県内の企業で活躍していただけるよう、今後も外国人
材と企業のマッチングの場の提供に取り組んでいきます。 フェアの様子



【2】 労働ながの

長野県就活支援ポータルサイト

 インターンシップに学生の経費の一部を補助しています 

県外プロ人材を雇用する企業に人件費等の一部を補助しています

　大学等に在籍する学生及びその保護者がターゲット！
　県内企業情報や県内就職に役立つイベント情報などをまとめて発信する就活支援サイトです。

○「シューカツNAGANO」にインターンシップ計画を掲載しませんか？
　　本サイトでは、県内企業等で実施される
　　インターンシップの情報を公開しています。
　　情報登録は 無料 で 随時受け付け ております。
　　県内外の学生への広報ツールとして、
　　是非ご活用ください

https://www.shukatsu-nagano.jp/掲載方法等の詳細は
シューカツNAGANOをご確認ください。 シューカツNAGANO 検索検索検索

しあわせ信州UIJ ターン就業補助金 検索検索検索

信州でインターンシップ 検索検索検索

信州でインターンシップ応援補助金では、県外の学生が県内事業所で実施されるインターンシップ（就業
体験）に参加するために必要な経費を補助しています。

対 象 者　 長野県内に事業所等を有する事業者で、県外の大学に在籍しかつ県外に在住する大学生等
を受入れる場合

対 象 事 業　 ①長野県内の事業所で実施されるもの 
②実施期間が実働１日以上（実施期間により実働時間の要件あり）

補助対象経費　①交通費 　②宿泊費（実施期間が２日以上の場合のみ）
補助限度額　 １人当たり30,000円（受入企業が職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業の場合

40,000円）　実施期間が１日の場合10,000円
申 請 手 続　 申請は受入事業者が行います。手続の詳細等は、県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/internship.html

「しあわせ信州UIJ ターン就業補助金」制度のご案内

申請書は必ず雇用開始14日前までに提出。県ホームページから様式をダウンロードしていただき、作
成の上、必要書類を添えて郵送又は持参で提出願います。なお、受付は平成31年１月31日で終了です。

■ お問い合わせ・提出先（申請前に必ずお問い合わせください。）
　 〒380-8570（この郵便番号を記載していただくと住所の記載は不要です。）
　 長野県庁労働雇用課雇用対策係　あて
　 TEL　026-235-7201（直通）　電子メール：koyotai@pref.nagano.lg.jp

■ 県ホームページ：https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/uij.html

※ プロフェッショナル人材…概ね５年以上の就労経験があり、事業の計画・運営などの実績を有し、受
け入れ先の企業で事業創出力の強化につながるような活躍が期待できる人材のことをいいます。
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推薦期限　平成30年７月13日（金）
推薦方法　 「優秀勤労障がい者表彰推薦調書」に必要事項をご記入の上、下記住所あてにご郵送ください。

様式は、県ホームページに掲載しております。
　　　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/hyousyo.html

選考方法　 被表彰候補者の選考は、長野県産業労働部内の審査委員会で行います。
表 彰 式　 障害者雇用支援月間に合わせて、行う予定です。 

受賞者は、表彰式の後、県のホームページ等で氏名、勤務先が公表されますので、ご了承ください。

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30年５月31日現在でまとめた調査結果（第２報）の概要は、次のとおりです。
調査対象420組合のうち166組合から県に賃上げ要求の報告があり、その内の92.2％に当たる153組合が妥
結しました。
平均要求額は8,472円で、前年同期と比べ金額で113円減少し、平均要求率は3.46％で、前年同期を0.03ポ
イント下回っています。
また、平均妥結額は4,678円で、前年同期と比べ金額で778円増加し、平均賃上率は1.90％で、前年同期を
0.32ポイント上回っています。
企業規模別の状況をみると、従業員1,000人以上企業規模の平均妥結額が、5,555円（賃上率2.11％）、
300～999人企業規模の平均妥結額が、4,996円（賃上率1.91％）、300人未満企業規模の平均妥結額は、4,293
円（賃上率1.83％）となりました（表１）。
なお、春季賃上げに関する調査結果は、県のホームページにも最新のものが掲載されています。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/toukei/toukei/shunki/chosa30.html

平成30年春季賃上げ要求・妥結状況

春季賃上げ要求・妥結状況（第２報Ｈ3 0 . ５ . 3 1 現在）
妥結額4,678円は前年同期に比べ778円増、賃上率は1.90％

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
（H30.5.31現在）

歳
39.4

円
245,196

組合
166

円
8,472

%
3.46

組合
153

円
4,678

%
1.90

企業規模別
状 況

300人未満 39.3 233,536 95 8,223 3.52 86 4,293 1.83

300～999人 39.8 259,940 50 8,287 3.19 46 4,996 1.91

1000人以上 39.1 262,840 21 10,044 3.82 21 5,555 2.11

前年第２報 （H29.5.31） 40.1 245,817 130 8,585 3.49 123 3,900 1.58
（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。

長野県では、「優秀勤労障がい者」の知事表彰を行っています

（表１）

○問い合わせ・推薦調書送付先
　　〒380-8570　長野市大字南長野字幅下692-2　産業労働部労働雇用課
　　電話　026-235-7201　FAX 026-235-7327  E-mail  koyotai@pref.nagano.lg.jp

長野県では、一般の事業所に勤務されている障がい者の方で、その障がいを克服し、　「職業人」として活
躍されている方を、「優秀勤労障がい者」として表彰し、そのご努力を広く県民に周知することで、ご本人
をはじめ、障がい者の方の勤労意欲の向上を図り、ひいては障がい者の雇用の促進につなげていきたいと考
えております。

○ご推薦をお待ちしております。（詳しくは、県ホームページをご覧ください。）
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（お問い合せ先） 長野県労働委員会事務局（長野県庁８Ｆ）　電話：026-235-7469　E-mail:roi@pref.nagano.lg.jp
 http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html

労働ながの
編集・発行： 長野県産業労働部労働雇用課

〒380-8570（住所不要）
電話 026-235-7118　FAX 026-235-7327　Eメール : rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

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

「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！

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、平成30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。

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。

「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

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。

長野県ものづくり人材
育成応援キャラクター

わざまる

労働委員会を活用しよう！～不当労働行為救済編～
長野県労働委員会ニュース

不当労働行為の審査のながれ

いつでも和解できる

申立て 調 査 審 問 命 令

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

●　 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。

募集日程

受付期間
第１回 平成30年７月２日（月）~

７月23日（月）

第２回 平成30年８月９日（木）~
８月27日（月）

選 考 日
第１回 平成30年８月２日（木）

第２回 平成30年９月５日（水）

合格発表
第１回 平成30年８月９日（木）

第２回 平成30年９月12日（水）

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
http://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
http://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
http://www.nanshinkotan.ac.jp/

機 械 科 10人

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？

いつでも和解できる


