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従業員が仕事と家庭を両立させながら、いきいきと働き続ける
ことができる企業「職場いきいきアドバンスカンパニー」として
４企業が初めて認証となり、各社の代表者に阿部知事から認証書
を交付しました。

知事は、「今日は第 1 回目の認証だが、今後もっと多くの企業
に広げていきたい。皆さま方にはこれからも多様な働き方のトッ
プを走り続けていただきたい。」とあいさつしました。

株式会社サイベックコーポレーション（塩尻市）
◦短時間勤務制度を利用し正社員を採用しました。
◦正社員転換制度を利用し正社員へ転換しました。
◦毎月の給与日をノー残業デーとし職場環境を

改善しました。

マリモ電子工業株式会社（上田市）
◦フレックスタイム制度を利用し正社員を採用しました。
◦フレックスタイム制度を利用し正社員として

雇用継続しました。
◦水曜日と給与日をノー残業デーに設定し職場

環境を改善しました。

株式会社竹内製作所（埴科郡坂城町）
【会社概要】
　昭和38年設立、埴科郡坂城町に
本社を置く各種建設機械を扱う東証
一部上場の建機メーカー。

【取組実績】
◦正社員登用制度を利用し正社員を採用しました。
◦法定以上の短時間勤務制度を利用し、正社員として雇用

継続しました。
◦配偶者出産時特別休暇を付与し職場環境を改善しました。

セラテックジャパン株式会社（長野市）
◦正社員転換制度を利用し正社員へ転換しました。
◦短時間勤務措置（法定以上）を利用し正社員と

して雇用継続しました。
◦誕生日休暇を設定し職場環境を改善しました。

日本ハルコン株式会社（佐久市）
◦正社員転換制度を利用し正社員へ転換しました。
◦短時間正社員制度を利用し正社員として雇用

継続しました。
◦パート社員に対して賞与を支給し職場環境を

改善しました。

申 請 方 法 に つ い て

10 月 13 日県庁にて認証書交付式を行いました

●長野県　産業労働部　労働雇用課
　長野市大字南長野字幅下 692-2
　ＴＥＬ　026-235-7118
　Ｅ -mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

●多様な働き方等実践企業事業委託事業者
　イーキュア株式会社　松本市島立 830-11
　 0120-64-0234（平日：9 時～ 18 時）
　E-mail　info@ecure.co.jp

まずは下記までご連絡ください。推進員が
訪問し申請のフォローをいたします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」
初めての認証

初回認証された４企業の取組実績

平成 27 年 12 月に認証された企業の取組実績

職場いきいきアドバンスカンパニー 検 索
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女性の職域拡大イベント実施中

開 催 日

子育て中の女性の就職先の選択肢を広げるため、長野県では女性の職域拡大イベントを実施してい
ます。第１回目は「建設の現場でがんばるママに会いに行こう！」と題して、長野県建設業協会女性
部の協力をいただき、10 月 20 日（火）に佐久市岩村田の橋梁補修の建設現場見学会を行いました。

このイベントは、小さいお子さんもご一緒に参加していただけるもので、お母さん 6 名と未就園の
お子さん 7 名の計 13 名にお越しいただきました。

県内企業の若手社員 30 人の皆さんに「シューカツ NAGANO 応援隊」となっていただき、就職を
控える学生に県内企業の魅力や信州で暮らす素晴らしさを伝える活動を始めました。

応援隊員の皆さんから経験談やアドバイスを聞く交流会を以下のとおり開催しますので、学生の皆
さんは是非ご参加ください。

詳細は、長野県HP「シューカツ
NAGANO応援隊」をご覧くださ
い。スマートフォンからもお申込み
いただけます。

Twitter もチェック！
随時、情報発信していきます　 @nagano_furusato

普段足を踏み入れることのない橋の下部に設置された足
場を渡り、現場の様子を興味深く見て回ったり、補修の作
業方法や仕事内容について説明を受けたりしました。お子
さん達も、お母さんに手をひかれながら、足場の階段をゆっ
くり上ったり下りたり、わくわくした表情で普段目にしな
い場所からの眺めを満喫していたようです。

参加されたお母さん方の声
「建設現場というと体力的にきついイメージだったが実際は違うということがわかった」
「たくさんの女性が現場で働いていて驚いた」「女性のみなさんが活躍されているのが印象的だった」

※今後は住宅営業、バス運転手で活躍する女性の職場見学を予定しています。

2/5、16、22 銀座 NAGANO（東京都）
2/9 ジョブカフェ信州（松本市）
2/10 マイナビルーム（長野市）

知事から委嘱状が交付されました 応援隊を紹介する
パンフレット

県内の若手社員が「シューカツNAGANO応援隊」
として県内就職の魅力を発信します！

シューカツ NAGANO 応援隊 検 索
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長野県内の事業所で働くすべての労働者に適用される最低賃金が平成 27 年 10 月 1 日から時間額 746 円に改定されまし
た。なお、下記の産業で働く労働者にはそれぞれの「特定（産業別）最低賃金」が適用されます。

長野県では、県内民営事業所における人材の不足感及び人材を確保す
るために整備している労働環境等の状況を把握することを目的として、
県内の常用労働者 10 人以上を雇用する民営事業所 3,000 事業所を対
象に、平成 27 年 4 月 1 日付けで調査を実施しました。

その結果、人材の不足感がある又は将来的に不足する懸念をもってい
ると回答した事業所が全体の 8 割を超えていました。

人材を確保するために実施している取組みは、「新規学卒者・中途採
用者に対する求人募集活動」が最も高く、次いで「従業員の待遇・処遇
の改善」となっています。

新規学卒者・中途採用者に対する求人募集活動
（n=1,168）

従業員の待遇・処遇の改善
（n=1,061）

企業のイメージアップ活動（ワークライフバランス等の取り組み）
（n=928）

特定（産業別）最低賃金 時間額 効力発生日
計量器・測定器・分析機器・試験機・
医療用機械器具・医療用品、光学機械
器具・レンズ、電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業

823 円 平成 27 年 11 月 27 日

はん用機械器具、生産用機械器具、業
務用機械器具、自動車・同附属品、船
舶製造・修理業、舶用機関製造業

834 円 平成 27 年 11 月 27 日

各種商品小売業 786 円 平成 27 年 12 月 31 日

印刷、製版業 747 円
平成 23 年 12 月 31 日

（平成 24 ～ 27 年度の時間額の
改定はありません。）

― お問い合わせ先 ―
長野労働局労働基準部賃金室

電話　026-223-0555
または最寄りの労働基準監督署へ

詳細は長野労働局ホームページでご覧いただけます。
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

長野県労働環境等実態調査を実施しました

必ずチェック最低賃金！ 使用者も労働者も

労働雇用課では、県内の民間労働組合を対象に「年末一時金要求・妥結状況調査」を実施しております。平成 27 年 11
月 30 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 150 組合から県に一時金要求の報告があり、その内の 79.3％に当たる 119 組合が妥結しました。
平均要求額は、2.37 か月分の 589,067 円となり、前年同期と比べ金額では 20,617 円、月数では 0.06 か月それぞれ下

回りました。
平均妥結額は、1.93 か月分の 485,843 円で、前年同期と比べ金額では 18,184 円、月数では 0.08 か月それぞれ下回り

ました。
また、産業別の状況をみると、妥結額が高い主な産業は、「パルプ ･ 紙 ･ 紙加工品製造業」、「電気・ガス」、低い主な産業は、

「繊維工業製造業」、「運輸業」となりました。

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

平成 27年年末一時金要求・妥結状況

区　　　分 要　　　　求 妥　　　　結
平均年齢 平均賃金 組合数 平均要求額 平均要求月数 組合数 平均妥結額 平均妥結月数

調査産業計
（H27.11.30 現在）

歳
39.9

円
248,984

組合
150

円
589,067

か月
2.37

組合
119

円
485,843

か月
1.93

企業規模別
状　　　況

300 人未満 40.5 233,887 80 540,806 2.31 56 393,924 1.69
300～999人 39.1 259,067 48 604,994 2.34 42 530,375 2.01
1000 人以上 39.7 281,879 22 729,808 2.59 21 641,896 2.27

前年同期（H26.11.30） 39.2 250,977 153 609,684 2.43 121 504,027 2.01

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実施している

59.1 22.1 18.8

23.638.637.8

21.3 33.0 45.7

実施を検討中 実施意向なし

現在不足感がなく、
将来的にも不足す
る懸念がない
16.1%

現在不足感はない
が、将来的には不
足する懸念がある
43.1%

（n=1280）

現在不足感があり、
業務に影響が出て
いる
25.5%

現在不足感はある
が、業務に影響は
出ていない
15.2%
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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

長野県
労働委員会
ニュース

工科短期大学校・南信工科短期大学校及び技術専門校の入学生を募集します！
工科短期大学校及び技術専門校では、平成 28 年４月入学生を募集します。詳細については、各校にお問い合わせください。

【募集日程】
・出願期間　 　平成 28 年 1 月 12 日（火）から
　　　　　　　平成 28 年 1 月 22 日（金）まで
・試験日 　　　平成 28 年 2 月  ５日（金）
・合格発表日　 平成 28 年 2 月 12 日（金）
【出願資格】
次のいずれかに該当する者
ア：高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は平成 28 年３月
　　卒業見込みの者
イ：高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者

【募集日程】
・出願期間　 　第 1 回／平成 27 年 12月 18 日（金）から
　　　　　　　　　　　 平成 28 年  1 月   8 日（金）まで
　　　　　　　第 2 回／平成 28 年  1 月 25 日（月）から
　　　　　　　　　　　 平成 28 年  2 月   8 日（月）まで
・試験日 　　　第 1 回／平成 28 年  1月 18 日（月）
　　　　　　　第 2 回／平成 28 年  2 月 17 日（水）
・合格発表日　 第 1 回／平成 28 年  1月 25 日（月）
　　　　　　　第 2 回／平成 28 年  2 月 24 日（水）

【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

校　名 学科（２年制） 募集人員 お問い合わせ先（TEL）

工科短期大学校

生産技術科

各科 8 人程度

事務局
0268-39-1111

制御技術科
電子技術科
情報技術科

南信工科短期大学校
（H28.4 開校）

機械・生産技術科 長野県人材育成課
工科短大建設担当
0265-71-5051電気・制御技術科

校　名 訓練科（6か月制）募集人員 お問い合わせ先（TEL）
岡谷技術専門校 機械制御コース 10 人 0266-22-2165

佐久技術専門校 機械 CAD 加工
コース 10 人 0267-62-0549

南信工科短期大学校
（H28.4 開校） 機械科 10 人

長野県人材育成課
工科短大建設担当
0265-71-5051

●工科短期大学校・南信工科短期大学校　専門課程
【募集人員等】一般入試

●技術専門校・南信工科短期大学校　短期課程
【募集人員等】

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）
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

「個別労働紛争あっせん制度」周知月間の活動を行いました

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。

　「個別労働紛争あっせん制度」を広く知っていただき、多くの方に御利用いただくことを目指して、全国の労働委員会で
は毎年 10 月を「周知月間」と定め、種々の広報活動を行っています。
　長野県労働委員会においても、今年の周知月間中に様々な PR 活動を実施しました。

【主な実施内容】
(1) 県労働委員会委員による、長野・松本駅前

など、県下５か所でのチラシやティッシュ
の配布

(2) 市町村広報誌、求人情報誌等への PR の掲
載

(3) コンビニ等へのポスター・パンフレットの
設置

(4) テレビ・ラジオスポットでの「お知らせ」
放送

JR 松本駅前での街頭啓発の様子 掲示したポスター

お問い合わせ先


