
在籍型出向の促進に係る情報収集 資料４

１「在籍型出向」の周知

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、人員に余剰があ
る企業、人員が不足している企業がそれぞれ一定数存在。
○ 一方、在籍型出向制度が知られておらず、十分に活用でき
ていないおそれがある。
○ 企業の皆様に在籍型出向を有効に活用していただくべく、
制度の周知が必要。

【制度普及に向けた支援】
産業雇用安定センターにおいて、出
向に係る書類の作成方法等について
助言。

【産業雇用安定助成金による支援】
本助成金により、出向に係る賃金、
教育訓練及び労務管理に関する経費、
就業規則の整備費用等を助成。

関係機関が開催する会議、研修等での周知。

２ 送出企業、受入企業の情報収集

○ 各協議会メンバーの事業活動の中で、
・在籍型出向について関心がある
・一時的に人員に余剰が生じている
・人手不足が生じている
といった情報を把握された場合、

産業雇用安定センター
または
長野労働局・各ハローワーク
にご連絡いただきたい。

これらの情報を活用
し、産業雇用安定セ
ンターにおいてマッ
チングを実施。

ご連絡に当たっては電話でも差し支えありませんが、別添の様式に提供可能な情報をご記載
いただき、ご連絡いただければ、よりスムーズなマッチングが可能です。

３ お問合せ先

産業雇用安定センター 長野事務所
電話：０２６－２２９－０５５５

長野労働局職業安定部
電話：０２６－２２６－０８６５
担当：赤羽、田中 まで

※ハローワークにご連絡いただく際は、別紙記載の
担当部門まで



様式１ 

令和３年  月  日 

  長野労働局職業安定部職業安定課 

在籍型出向等支援事業 担当者 御中 

標記について、下記のとおり当団体・機関の担当者を報告します。 

在籍型出向等支援事業の実務担当者登録票 

団体・機関 

名称 

所在地 

実務担当者 

役職 

氏名 

連絡先 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス

［長野労働局担当者］ 

職業安定部職業安定課 

課長補佐

労働市場情報官 

TEL 026-226-0865 

FAX 026-226-0157 

mailto:akahane-akira@mhlw.go.jp
mailto:tanaka-masaki@mhlw.go.jp


様式 2 

報告日 : 令和  年  月  日 

人材送出事業所(出向元)情報 

〔労働局・産業雇用安定センター報告用〕 

下記事業所について報告します。 

団 体 名 

担当者名 

電話番号 

【労働局・産業雇用安定センターへの情報提供可否の確認】 

長野労働局 可 ・ 否 産業雇用安定センター 可 ・ 否 

※ 当該事業所に情報提供の可否を必ずご確認いただき、可・否どちらかに〇をしてください。

【報告事項】 

報告項目 内 容 

① 事業所名

② 所在地

③ 担当者職氏名 職名  氏名 

④ 電話番号

⑤ 業種 ※1

□農林漁業 □建設業 □製造業 □情報通信業 □運輸業

□卸・小売業 □宿泊・飲食サービス業 □医療・福祉業

□サービス業 □その他

⑥ その他希望事項 ※2

※1 事業所の業種について、あてはまる□にチェックしてください。

※2 「出向予定人数」「出向予定期間」、また希望する「勤務地」「労働時間」「賃金」「受入事業所

の業種」「仕事の内容」「その他必須とする条件」等がある場合は、その具体的内容をわかる範囲

で記入してください。（未記入でも差し支えありません） 

長野労働局担当者

 産業雇用安定センター長野事務所担当者

mailto:akahane-akira@mhlw.go.jp
mailto:tanaka-masaki@mhlw.go.jp
mailto:ya-makino@sangyokoyo.or.jp


様式 3 

報告日 : 令和  年  月  日 

人材受入事業所(出向先)情報 

〔労働局・産業雇用安定センター報告用〕 

下記事業所について報告します。 

団 体 名 

担当者名 

電話番号 

【労働局・産業雇用安定センターへの情報提供可否の確認】 

長野労働局 可 ・ 否 産業雇用安定センター 可 ・ 否 

※ 当該事業所に情報提供の可否を必ずご確認いただき、可・否どちらかに〇をしてください。

【報告事項】 

報告項目 内 容 

① 事業所名

② 所在地

③ 担当者職氏名 職名 氏名 

④ 電話番号

⑤ 業種 ※1

□農林漁業 □建設業 □製造業 □情報通信業 □運輸業

□卸・小売業 □宿泊・飲食サービス業 □医療・福祉業

□サービス業 □その他

⑥ その他希望事項 ※2

※1 事業所の業種について、あてはまる□にチェックしてください。

※2 「出向受入可能人数」「出向受入時期・期間」「勤務地」、また予定する「労働時間」「賃金」「職

種・仕事の具体的内容」「その他必須とする条件」等がある場合は、その具体的内容をわかる範囲

で記入してください。（未記入でも差し支えありません） 

長野労働局担当者

 産業雇用安定センター長野事務所担当者

mailto:akahane-akira@mhlw.go.jp
mailto:Tanaka-masaki@mhlw.go.jp
mailto:ya-makino@sangyokoyo.or.jp


別 紙 

在籍型出向等支援事業・産業雇用安定助成金に係る問合せ先・情報提供先等一覧 

 

【長野労働局】 

名称 所在地 担当部門等 電話番号 FAX番号 備考 

長野労働局 〒380-8572 長野市中御所 1-22-1 
職業安定課 026-226-0865 026-226-0157 事業全般・情報収集 

職業対策課 026-226-0866 026-226-0157 助成金問合せ 

 

【産業雇用安定センター】 

名称 所在地 担当部門等 電話番号 FAX番号 備考 

産業雇用安定センター 

     長野事務所 

〒380-0921 長野市栗田源田窪 1000-1 

長栄長野東口ビル 3F 
出向担当 026-229-0555 026-229-0333 

出向全般問合せ・情

報収集・マッチング 

 

【ハローワーク】 

名称 所在地 担当部門等 電話番号 FAX番号 備考 

ハローワーク長野 〒380-0935 長野市中御所 3-2-3 事業所部門 026-228-1300 026-226-1358 

管轄区域からの 

＊事業全般問合せ 

＊助成金問合せ・申

請受付 

＊情報収集 

ハローワーク松本 〒390-0828 松本市庄内 3-6-21 事業所サービス部門 0263-27-0111 0263-27-0041 

ハローワーク上田 〒386-8609 上田市天神 2-4-70 事業所サービス部門 0268-23-8609 0268-23-9529 

ハローワーク飯田 〒395-8609 飯田市大久保町 2637-3 事業所サービス部門 0265-24-8609 0265-22-9449 

ハローワーク伊那 〒396-8609 伊那市狐島 4098-3 事業所サービス部門 0265-73-8609 0265-76-2534 

ハローワーク篠ノ井 〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田 826-1 事業所サービス部門 026-293-8609 026-292-8701 

ハローワーク飯山 〒389-2253 飯山市飯山 186-4 事業所サービス部門 0269-62-8609 0269-62-5972 

ハローワーク木曽福島 〒397-8609 木曽郡木曽町福島 5056-1 職業紹介部門 0264-22-2233 0264-23-3728 

ハローワーク佐久 〒385-8609 佐久市原 565-1 事業所サービス部門 0267-62-8609 0267-63-3620 

ハローワーク大町 〒398-0002 大町市大町 2715-4 求人・特別援助部門 0261-22-0340 0261-22-7714 

ハローワーク須坂 〒382-0099 須坂市墨坂 2-2-17 事業所サービス部門 026-248-8609 026-248-4747 

ハローワーク諏訪 〒392-0021 諏訪市上川 3-2503-1 事業所サービス部門 0266-58-8609 0266-58-6762 

 ※ ハローワーク小諸管内の事業所の方はハローワーク佐久へ、ハローワーク岡谷管内の事業所の方はハローワーク諏訪へお問い合わせください。 




