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障がい者の社会参加について社会の理解を深め、障がい者雇用の促進
を図ることを目的として、模範的職業人として長期勤務されている優秀
勤労障がい者及び障がい者の積極的な雇用に努めている優良事業所に対
して、知事表彰を行っています。
令和２年10月29日に県庁において表彰式を行い、次の方々が表彰され

ました。

　障がい者雇用優良事業所　　塚田理研工業株式会社（駒ケ根市）
　優秀勤労障がい者　　　　　中村　美穂さん（𠮷田興産株式会社）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞は、次の
方々です。
　障がい者雇用優良事業所
　・株式会社介護センター花岡（下諏訪町）　　・ナパック株式会社（駒ケ根市）
　・株式会社小諸村田製作所（小諸市）　　　　・日精技研株式会社（駒ケ根市）

令和３年３月１日から障がい者の法定雇用率が引上げになります
　障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、す
べての事業主には、法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、次のように
変わります。
　法定雇用率

事業主区分
法定雇用率

現行 令和３年３月１日以降

民間企業 2.2％ 2.3％

国、地方公共団体 2.5％ 2.6％

都道府県等の教育委員会 2.4％ 2.5％

　対象となる民間企業の事業主の範囲
　従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。

○詳細やご不明な点は、お近くのハローワークへお問い合わせください。

職場実習の受入れからはじめてみませんか？
　障がいのある方が、企業等において職場実習をより実践的に行う場合に安心して行えるように、長野県が保険加入
に必要な経費等を助成します。手続きは、障害者就業・生活支援センターを通じて行います。

実習期間 １日～ 1 か月以内

実習時間 １回あたり合計 60 時間以内

対象経費 実習者への手当　　500 円 / 日
傷害保険への加入費用

制度の活用や御不明な点は、お近くの障害者就業・生活支援センターへお問い合わせください。

令和２年度障がい者雇用優良事業所・優秀勤労障がい者の
表彰を行いました

長野県　障害者就業



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令和２年10月１日から時間額８４９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。

（それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意ください。）

特定（産業別）最低賃金 時間額（改定前） 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

８９４円
（８９２円）

令和２年12月４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

９０５円
（９０３円）

令和２年12月11日

各種商品小売業
８５７円

（８５５円）
令和２年12月31日（予定）

印刷、製版業
８５０円

（８２７円）
令和元年12月31日

（注）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は、最低賃金の対象とはなりません。

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

hourei_seido/naganoken_saiteitingin/saitin_kaisetsu.html
―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
又は最寄りの労働基準監督署まで

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。令和２年
11月20日現在でまとめた調査結果（第１報）の概要は、次のとおりです。

調査対象420組合のうち109組合から県に一時金要求の報告があり、そのうち妥結の報告があった労働組合は
99組合でした。

平均要求額は、2.31か月分の595,031円となり、前年同期（令和元年11月20日現在）と比べ金額では3,437円
減少し、月数では0.01か月下回りました。

平均妥結額は、1.96か月分の505,662円となり、前年同期（令和元年11月20日現在）と比べ金額では35,594円
減少し、月数では0.12か月下回りました。

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412,945円（月数1.72か月）、300～
999人規模は588,586円（2.16か月）、1,000人以上規模は580,939円（2.13か月）となりました。

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

調査計
（R2.11.20現在）

歳 円 組合 円 か月 組合 円 か月
39.8 256,770 109 595,031 2.31 99 505,662 1.96

企業規模別
状 　 況

300人未満 39.9 240,191 51 501,757 2.09 46 412,945 1.72

300～999人 39.8 270,672 41 665,180 2.46 36 588,586 2.16

1,000人以上 39.9 272,978 17 705,670 2.59 17 580,939 2.13

前年同期（R1.11.20）
歳 円 組合 円 か月 組合 円 か月

39.6 257,591 114 598,468 2.32 101 541,256 2.08

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

令和２年年末一時金要求・妥結状況
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長野県では、安定した事業展開推進のため従業員の離職を防止し、高いモチベーションで仕事に取り組んでもらえ
るよう、人間関係を良好にして、高い信頼感で結ばれたチームワークを構築・維持するための、仕事で活かすコミュ
ニケーション術を学ぶセミナーを開催します。

今年度は男性・女性問わず受講可能となっておりますので、従業員の皆様の積極的な参加を呼び掛けていただきま
すよう、お願いいたします。

■開催日時・場所

地区 開催日 場所

長野 2021 年２月 ４日（木） 若里市民文化ホール会議室 2-3（長野市若里 3-22-2）

上田 2021 年２月 10 日（水） 上田合同庁舎６Ｆ講堂（上田市材木町 1-2-6）

松本 2021 年２月 16 日（火） 松本合同庁舎 502 号会議室（松本市島立 1020）

諏訪 2021 年２月 17 日（水） テクノプラザおかや大研修室（岡谷市本町 1-1-1）

※　各会場とも　10：00～16：30（受付9：30～）
■内　容
　○コミュニケーション術研修
　・妥当性と信頼性のある国際的に利用されている心理検査結果を活用したコミュニケーションスタイルの把握
　・アンガー・マネジメント、モチベーション・マネジメントなど具体的な感情マネジメントの学習　　など
　○交流会
　　出産・子育て等を経ても就業継続している方との交流会
■対象者
　○県内で働いている方　　　　　　○事前のオンライン心理検査を受検できる方
■参加費　無料
■定　員　各会場とも20名（男性約10名、女性約10名）
■持ち物　マスク、筆記用具
■お申し込み・お問い合わせ先
　フリーダイヤル：0120-640-234（平日：9時～17時）
　イーキュア株式会社　セミナー係（松本市島立830-11：女性の就業支援事業受託業者）

　県主催　従業員の就業継続のための業務スキルアップセミナー

脳から学ぶ、コミュニケーション術
～人間関係をより良くするためのトレーニング方法セミナー～

の参加者を募集します

新型コロナウイルスの影響などによりお仕事にお困りの方
へ長野県が緊急就業サポートを実施しています。

その名も「Ｊｏｂサポ」。
求人紹介や面接練習、履歴書の添削など、伴走型支援を

行っています。

また、新型コロナウイルスの影響等による失業者を、「Ｊｏｂ
サポ」を通じて正社員として雇用し、３か月以上雇用を継続し
た事業所に対して、一人あたり最大４５万円の助成金を支給す
る「緊急雇用対策助成金」の受付を11月9日(月)から開始し
ました。

お申込み、ご相談は無料、
就業相談・求人登録は随時受付中です。

詳しくは「Ｊｏｂサポ」事務局にお問い合わせ
いただくか、ホームページをご覧ください。

電話　０５０－２０００－７２２８
メール　ADE.JP.nagano-shugyo@jp.adecco.com

長野県・市町村、事業者の皆様、趣旨に賛
同いただける方から協賛金を募り、長野県社会
福祉協議会に「長野県あんしん未来創造基金」
を造成し、６月１日から本事業を開始していま
す。新型コロナウイルス感染症の影響により失
業された方等に対して、緊急的に就労を支援す
るための取組です。事業者の皆様には、ぜひ受
け入れをお願いします。まずはお電話を。

支援対象者

新型コロナウイルス感染症の影響
による失業者等で、生活就労支援セ
ンター「まいさぽ」による支援を受
けている方など

内容
地域の事業所への就労の支援
※２か月以上、時給900円以上で雇
用契約を締結した場合に限る

事業所への
助成

雇用開始から２か月までの人件費
の３分の２を助成
※１人当たり上限192,000円

お問い合わせ

長野県社会福祉協議会　http://
www.nsyakyo.or.jp/post-41.php
総 務 企 画 部 企 画 グ ル ー プ 　
TEL026-228-4244

緊急雇用対策助成金の受付を開始！ 緊急就労支援事業（県・市町村・県民連携）

詳細は上のQRコード
を読み込むか、「長野
県 Ｊｏｂサポ」で検
索！

長野県 Job サポ
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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 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　026-235-7118　Eメール：rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

検　索労働ながの

長野県では、県内企業・団体の皆様の外国人材の受入れに関するご相談に対応するため、外国人材受入企業サポー
トセンターを開設します。

専門的知識を持つ相談員（申請取次行政書士）が皆様のご相談に対応いたしますので、ぜひ気楽にご利用ください。

このようなお悩みはありませんか？
・外国人を雇用するときどんなルールがあるんだろ

う…
・外国人留学生を採用するときの注意点は？
・新しい在留資格の『特定技能』ってどんな資格？
・技能実習生を受入れるにはどうすればいいのだろ

うか…
・新型コロナウイルスの影響に対する支援策はあり

ますか？

来所相談、電話相談のほか、出張相談も承ります。
相談無料・秘密厳守

長野県外国人材受入企業サポートセンター
■開所予定日　令和３年１月
■所在地　長野県長野市南長野南県町 1009-3
　　　　　長野県行政書士会内
■相談時間
　　　　　月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　午前９時から午後４時まで（事前予約制）
■連絡先　電話　０２６－２１７－１４７１
　　　　　FAX　０２６－２１７－１４７２
　　　　　E メール nagano-gsc@siren.ocn.ne.jp
　　　　　H  P http://nagano-gaisapo.org/
■受託者　長野県行政書士会

外国人材受入企業サポートセンターを開設します

長野県労働委員会では、労働組合と使用者との間で紛争（労働争議）が生じ、自主的な話し合いでは解決することが困
難な場合に、一方又は双方の申請に基づき「労働争議の調整」を行います。

お困りのことがございましたら、まずはお気軽に労働委員会にご相談ください。

※紛争の例
　○使用者が団体交渉に応じない・誠実に対応しない　○賃上げ・一時金の交渉が紛糾し妥結できない
　○労働組合員の解雇、退職について協議したい　○人員整理、配置転換等が労使の合意に至らない　など

労働争議の調整には、「あっせん」「調停」「仲裁」の三つの方法がありますが、このうち最も多く利用されている方法は
「あっせん」です。

【あっせんとは】
労働委員会の公益委員（弁護士、大学教授等）、労働者委員（労働組合役員）、使用者委員（会社経営者等）と事務局職

員の４者があっせん員となり、あっせん員が労使双方のお話を個別に伺い、問題点を整理して、歩み寄りによる迅速な解
決を目指します。

【あっせんの流れ】 

申　　請 事務局調査 あっせん 解　　決
労使の一方又は双
方が事務局に申請
書を提出します。

事務局職員が労使
双方から紛争の原
因や経過等をお聞
きします。

あっせん員が労使
双方の主張を調整
し、歩み寄りによる
解決を目指します。

合意の内容に基づい
て協定書を締結しま
す。（双方の歩み寄
りがなく、解決が見
込まれない場合、打
切りとなります。）

＜当委員会で取り扱った事例＞
労働組合が給与表の見直しを求めて事業主に団体交渉を申し入れ、事業主は給与表の見直しを受け入れると回答し、

併せて別制度の改正案を組合に提示しました。
労働組合が給与表の見直しを同意したところ、事業主は別制度の改正に同意しない限り給与表の見直しに応じられな

いとし、交渉が行き詰まったため、労働組合は給与表の見直しを求めて、あっせん申請をしました。
あっせんでは現行の給与表の一部に問題があること、別制度の改正案の内容や手続に配慮が足りない点があることを

事業主に指摘し、給与表の見直しを実施すること、今後、労使対等の立場で誠実に交渉を行っていただきたいとの意見を
労使双方に行いました。

その後、事業主から労働組合に対し、給与表の見直しの実施と別制度についての労使交渉を行う旨が示され、これを受
け労働組合から自主解決報告書の提出があり、本争議は解決しました。

○お問い合わせ先 
長野県労働委員会事務局（長野県庁８Ｆ）　　ＴＥＬ：０２６－２３５－７４６８　　Ｅ－mail：roi@pref.nagano.lg.jp
ＵＲＬ：https://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html

労働組合と使用者間のトラブルは長野県労働委員会にご相談ください
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