
令和３年 6 月 30 日現在の労働組合の組織状況について結果がまとまりました。

＜労働組合数及び組合員数の状況＞
県内の労働組合数は、1,362 組合で前年比 15 組合の

減少、組合員数は、169,940 人で前年比 1,329 人の減
少となりました。

また、県内の推定組織率（組合結成可能な雇用労働者
に占める組合員数の割合）は 18.3% となり、前年比 0.3
ポイント減少となりました。　

全国の単一労働組合の労働組合数は 23,392 組合、労
働組合員数は 1,007 万８千人で、推定組織率は 16.9%
となりました。

長野県では、県内民営事業所に雇用される常用
労働者の労働条件等について実態を把握するため、
県内の常用労働者５人以上を雇用する 4,000 事
業所及び従業員 2,000 人を対象に調査を実施し
ました。ご協力いただき、ありがとうございました。

■女性管理職等の割合（事業所調査）
回答事業所のうち、女性の管理職等に占める割

合は、「役員相当」22.9％、「部長相当」13.6％、「課
長相当」14.9％、「係長相当」14.2％となってい
ます。（図１）
■女性が仕事を続ける上で必要なこと（個人調査）

男女合わせた個人調査の結果によると、女性が
仕事を続ける上で必要なことは、「育児休業制度の
充実」が 51.7％、「育児・介護のための休暇制度
の充実」が 38.6％、「職場の同僚・上司の理解と
協力」が 38.3％となっています。（図２）

労働組合員数と推定組織率の推移

（図２）　女性が仕事を続けていく上で
　　　　必要だと思う事（複数回答）

（人、％）

（単位：％）

令和３年労働組合基礎調査結果の概要
県内推定組織率は０．３ポイント減少

雇用環境等の実態について調査しました
「令和３年長野県雇用環境等実態調査結果」から

調査の結果は、長野県労働雇用課のホームページで公表します（3/8 予定）のでご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/toukei/toukei/index.html
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調査結果（最終報）　平均妥結額481,651円

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。令

和３年 12 月 31 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 183 組合から県に一時金要求の報告があり、その全てから妥結の報告がありました。

平均要求額は、2.29 か月分の 582,506 円となり、前年同期と比べ金額では 23,146 円、月数では 0.05

か月それぞれ上回りました。

平均妥結額は、1.89 か月分の 481,651 円で、前年同期と比べ金額では 34,517 円、月数では 0.09 か月

それぞれ上回りました。

また、企業規模別の状況をみると、従業員 300 人未満規模の平均妥結額は 400,029 円（月数 1.67 か月）、

300 ～ 999 人規模は 558,271 円（2.11 か月）、1,000 人以上規模は 630,896 円（2.20 か月）、となりました。

令和 3 年 12 月 4 日（土）、オンラインにて、外国人留学

生等の高度外国人材を対象とした合同企業研究会、グローバ

ルキャリアフェアを開催しました。

当フェアは、グローバル人材を求める企業と高度な知識や

スキルを身につけた外国人留学生等との出会いの場を提供す

るために平成 29 年から開催されているものです。5 回目と

なる今回は県内に事業所を有する 21 社が出展し、自社の事

業や採用に関する説明を行いました。

当日は県内外から約 50 名の外国人留学生等が参加し、企

業担当者の説明に熱心に耳を傾けていました。

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
（R3.12.31 現在）

歳 円 組合 円 か月 組合 円 か月

40.1 254,287 183 582,506 2.29 183 481,651 1.89

企業規模別
状　　況

300 人未満 40.7 240,045 101 518,276 2.16 101 400,029 1.67

300 ～ 999 人 38.7 264,546 55 640,194 2.42 55 558,271 2.11

1000 人以上 40.3 286,661 27 705,262 2.46 27 630,896 2.20

前年同期 (R2.12.31) 39.7 248,809 195 559,360 2.24 194 447,134 1.80

（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。

令和３年年末一時金要求・妥結状況

Global Career Fair in NAGANO 2021
を開催しました
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〇「移住支援金」とは
東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）、愛知県又は大阪府から長野県内に移住し、長野県が開設・

運営するサイトに掲載された求人に応募して採用された方に移住支援金※を支給する制度です。

※単身の場合：最大 60 万円、２人以上世帯の場合：最大 100 万円

〇「信州で働こう！」に求人を掲載する法人を募集中
掲載いただきました求人情報は、民間求人サイトとの連携や、長野県移住・

交流センター（銀座 NAGANO 内）での情報提供等、求職者に向けて幅広く

発信していきます。

求人の掲載は無料ですが、対象法人や求人掲載には要件がありますので、

詳細については長野県ホームページをご覧ください。

大学等に在籍する学生及びその保護者がターゲット！

県内就職に役立つイベントや情報をまとめて発信する就活支援サイトです。

「シューカツ NAGANO LINE@」、「シューカツ NAGANO メールマガジン」も併せて活用し、学生、保護者、

大学等に NAGANO の情報を発信しています。

○「シューカツNAGANO」に企業情報を掲載しませんか？
シューカツ NAGANO では、県内企業等の情報発信を行っています。

掲載は無料です。“ 県内就職意欲のある学生にアプローチしたい！ ” とお考えの場合は、

シューカツ NAGANO へ企業情報掲載をご検討ください。

長野県内への就職意欲が
高い学生にアプローチ

ユーザーは、県内就職を本

気で考える学生が中心です。

掲載方法等の詳細は

シューカツ NAGANO をご確認ください。

https://www.shukatsu-nagano.jp/

シューカツ NAGANO 検索

長野県が運営する
信頼性の高い情報サイト

県公式サイトのため、無料・

安心・効果的に会社の魅力を

伝えることができます。

企業情報登録で
“次”のステップへ

登録企業等には、県主催の

合説等イベントを優先的にご

案内

【マッチングサイト及び制度全般お問い合わせ】
長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係　電話 026-235-7201

長野県就活支援ポータルサイト

長野県移住支援金対象求人情報サイト
「信州で働こう！」のご案内
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工科短期大学校及び技術専門校の訓練生募集

不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況

工科短期大学校及び技術専門校では、主に新規学卒者を対象とした１～２年間の職業訓練（専門課程・普通
課程）と、求職者を対象とした６か月～１年間の職業訓練（短期課程）を行っており、訓練生を募集しています。

不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査
の実施状況を公表することとされています。（労働組合法第 27 条の 18）

当労働委員会の令和３年の状況は、下記のとおりです。
記

１　審査の期間の目標
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間（申立てから事件終結までの期間）の目標を、

１年（ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間）以内と定めています。
２　目標の達成状況

令和３年に終結した事件は次の２件で、目標期間を超過しました。
事件番号 終結状況 申立年月日 終結年月日 審査の日数
29 不１ 取下げ H29. 6.15 R 3. 2.16 1,343 日（約３年８月）
30 不２ 取下げ H30. 6.26 R 3. 2.16 967 日（約２年８月）

３　審査の実施状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和３年 12 月 31 日現在）

No. 事件番号 申立年月日 申立事項 審査の実施状況

１ 29 不１ H29. 6.15 不誠実団交
支配介入

委員調査６回
令和３年２月 16 日　取下げ

2 30 不２ H30. 6.26
不利益取扱
不誠実団交
支配介入

平成 30 年 10 月９日　審査の一部を分離
委員調査６回　審問５回
令和３年２月 16 日　取下げ

３ 元不１ R 元 . 7.29
不利益取扱
不誠実団交
支配介入

委員調査８回（令和３年に４回）
審問３回

（係属中）

■授業料等
課　程 授　業　料 入　校　料 入校審査料

専門課程 390,000 円（年額） 169,200 円 18,000 円
普通課程 118,800 円（年額） 　 5,650 円   2,200 円
短期課程 無　　　料

※教科書代等の費用は、別途ご負担いただきます。

■募集日程等
現在、令和４年度４月入校生の追加募集を行っています。追加募集を行っていない校及び訓練科もあるため、

募集の詳細につきましては各校へお問い合わせください。

（◆：専門課程　■：普通課程　●：短期課程）

校　　名　　等 訓　練　科　　※（　）は訓練期間

工科短期大学校
上田市下之郷 813-8 TEL　0268-39-1111

◆機械システム学科（２年）　　　　　◆システム制御学科（２年）
◆情報エレクトロニクス学科（２年）　◆知能情報システム学科（２年）

南信工科短期大学校
上伊那郡南箕輪村 8304-190 TEL　0265-71-5051

◆機械システム学科（２年）　◆電気システム学科（２年）
●機械科（６か月　４月入校）

長野技術専門校
長野市篠ノ井布施五明 3537 TEL　026-292-2341

■機械加工科（１年）　　　■電気工事科（１年）
■画像処理印刷科（１年）　■木造建築科（１年）

松本技術専門校
松本市寿北 7-16-1 TEL　0263-58-3158

■電気・設備科（２年）　■自動車整備科（２年）
■建築科（２年）

岡谷技術専門校
岡谷市神明町 2-1-36 TEL　0266-22-2165

●ものづくり技術科（１年）　●機械制御科（６か月　４月入校）
●プロダクトマネジメント科（６か月　４月入校）

飯田技術専門校
飯田市松尾明 7508-3 TEL　0265-22-1067

■自動車整備科（２年）　■木造建築科（１年）

佐久技術専門校
佐久市高柳 346-4　 TEL　0267-62-0549

■機械加工科（１年）　●機械 CAD 加工コース（６か月　４月入校）

上松技術専門校
木曽郡上松町大字小川 3540 TEL　0264-52-3330

■木工科（１年）　■木材造形科（１年）

○お問い合わせ先
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

「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 編集・発行：長野県産業労働部労働雇用課　HPにも掲載中
電話　026-235-7119　Eメール：rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

検　索労働ながの
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