2021 年度

～誰もが安心して働ける信州のために～

（写真撮影場所等）
（写真：白馬三山と八方池)
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Ⅰ

はじめに

新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、長野労働局（以下「局」という。）、管内労働基準監督署
（以下「監督署」という。）及び公共職業安定所（以下、「ハローワーク」という。）において、特別相談窓の開設
による労働者や企業からの相談へのきめ細かな対応、そして事業の継続や雇用維持に懸命に取り組んでい
る企業への効果的な支援を重要な柱として、雇用調整助成金等による対応に努めてまいりました。
またさらに、令和２年１月に 1.４1 倍であった県内の有効求人倍率が、８月には 1.02 倍まで低下したこと等
を受け、９月にはハローワーク単位で求人確保対策本部を設置するとともに、県の振興局、管内の市町村、

地域の経済団体及び監督署を構成メンバーとする求人確保連絡会議を県内 16 か所に設け、求人の確保・
拡大、雇用対策に向けた協議や企業への働き掛けを行ってまいりました。今後においても、引き続き、雇用
維持、求人の確保・拡大、雇用対策に全力を尽くしてまいります。
一方、ウィズコロナ・ポストコロナ時代にあっても、少子高齢化や人口減少が着実に進行する中で、多くの
人々が意欲を持って自らの能力・経験を生かして働くことのできる社会や、将来を担う若者を惹きつけ、女
性・高齢者・障害者なども活躍する、多様で柔軟、安全で快適な魅力ある雇用・職場環境を実現していくため
の働き方改革が引き続き重要であることから、働き方改革関連法の周知・浸透に万全を期すとともに、県内
の産業・企業における持続的な成長と分配の好循環を生み出すべく、局、監督署及びハローワークが一体と

なって各種施策を進めてまいります。
＜有効求人数・有効求職者数・有効求人倍率の推移（季節調整値）＞
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＜長野県における
将来の人口推計＞

「日本の地域別将来推計人口」（国立社会
保障・人口問題研究所）平成 30 年 3 月
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総合労働行政機関としての施策の推進
局が総合労働行政機関として機能し、地域や国民からの期待に真に応えていくためには、四行政分

野（労働基準、職業安定、雇用環境・均等、人材開発）の各行政が施策を総合的、一体的に運営して
いく必要があります。
このため、働き方改革の推進など、複数の行政分野による対応が必要な施策については、労働局長
の下、雇用環境・均等室が中心となって、局内外の調整を図り、局・監督署・ハローワーク（以下「局・
署・所」という。
）が一体となって施策を進めてまいります。
また、労働問題に関するあらゆる分野の相談については、総合労働相談コーナーにおいてワンスト
ップで受け付けます。また、それぞれの重点課題の対応に当っては、集団指導、説明会など事業主や
労働者が一堂に会する行事等の予定を局・署・所間で共有し、調整の上、合同開催とするなど、効果
的・効率的に行うための方策を追求し、講じてまいります。

２ セーフティネット(労働保険・最低賃金)の的確な運営・履行確保

▶迅速かつ公正な労災保険の給付
労災保険事業について、次の各項目を重点として、被災労働者等からの労災請求に
対する迅速かつ公正な労災保険給付を図ります。
① 過労死等（複数事業労働者の複数業務要因災害を含む。
）に係る的確な労災認定
② 石綿関連疾患に係る的確な労災認定

③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理の徹底
④ 請求人等への懇切・丁寧な対応

2

▶雇用保険制度の安定的かつ適正な運営
雇用保険事業について、次の各項目を重点として、制度の安定的かつ適正な運営を
確保しつつ、失業等給付の支給により、求職活動中の生活の保障及び再就職の促進等
を図ります。
① 適正な雇用保険適用業務の運営
② 雇用保険受給資格者の早期再就職の促進
③ 教育訓練給付制度の周知
④ 不正受給の防止

▶労働保険適用徴収業務の適正な運営
労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平を期するため、労働保険の未手続事業
の積極的かつ的確な把握及び手続指導を行うとともに、収納未済歳入額の縮減を図る
べく、適正かつ実効ある滞納整理（差押えの執行等）を実施します。

▶改定最低賃金の周知・履行確保
改定最低賃金額の積極的な周知を行うとともに、監督指導等を通じ、履行確保を図
ります。
最低賃金（種類）

長

野

特定
（産業別）
最低賃金

県

最

低

時間額

賃

金

849 円

効力発生日

令和 2 年 10 月 1 日

計 量 器 等 製 造 業

894 円

令和 2 年 12 月 4 日

はん用機械器具等製造業

905 円

令和 2 年 12 月 11 日

各 種 商 品 小 売 業

857 円

令和 2 年 12 月 31 日

印

850 円

令 和 元年 1 2 月 3 1 日

刷

、

製

版

業
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Ⅱ
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ウィズ・ポストコロナ時代の雇用機会の確保
雇用の維持・継続に向けた支援
【課題】
・新型コロナウイルス感染症の影響及びそのまん延防止措置の影響により、休業を余
儀なくされた労働者の、雇用の維持・継続のために対策を講じていく必要があります。
・休業だけでなく、一時的な在籍型出向等により、労働者のモチベーションも維持し
つつ雇用を維持する対策を講じていく必要があります。

【取組】
雇用調整助成金により、引き続き休業
のほか、教育訓練、出向を通じて雇用維
持に取組事業主を支援します。

【求人確保連絡会議関係】
求人の確保・拡大を図るため、令和２
年９月に県内の全ハローワーク（１４
所）に「求人確保対策本部」を設置しま
した。
対策本部では、県、市町村、経済団体
など連携して、県内 16 ケ所で 3 回に
亘って「求人確保連絡会議」を開催し、
情報交換、情報共有を図り、良質な求人
の確保に努めました。
令和３年度においても継続的に実施
し、この取組みを通じて、労働市場の活
性化を図ります。

令和 2 年度中の申請・決定状況

産業雇用安定助成金により、出向元と
出向先双方の企業を一体的に支援する
とともに、産業雇用安定センター等関
係機関と連携し、在籍型出向を活用し
た雇用維持を促進します。
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２

職業紹介の充実、再就職等の支援

【課題】
・ウィズ・ポストコロナ時代においても職業紹介業務の充実・強化を図る必要がありま
す。
・新ハローワークシステムの効果的な活用により、利用者本位のサービス提供が可能と
なる環境を整備する必要があります。

【取組】
●来所による支援が必要な求職者に対しては、就職・就労に関する相談に寄り添い、
ともに解決策を見出すための支援に努めます。
●幹部も含めた事業所訪問による求人確保及び充足対策を推進します。
●職業相談・職業紹介など職員の専門性の向上を
図ります。
●再就職に必要な技能及び知識を習得するため
の職業訓練の受講を推進します。
●求職者及び求人者にマイページ開設・活用を働
きかけます。

～長野市もんぜんぷら座に、ハローワーク・長野県・長野市の
総合的連携施設を設置し、求職者の支援を充実します～
愛称は、
「ながのワークステーション」
令和３年３月、長野市もんぜんぷら座にハローワーク長野、長野県及び長野市の総合的連
携施設を設置し、若者、就職氷河期世代、子育て女性、高年齢者、外国人をはじめ、仕事を求
める方たちへの支援を充実しました。
ハローワークの施設において紹介も受けられますので、お気軽にご利用ください。
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３

非正規雇用労働者、新規学卒者への就職支援
【課題】
非正規雇用労働者や新規学卒者等の雇用の安定のため、職業訓練も含めた一貫したき
め細かな就労支援や定着支援、職場情報等の見える化を促進していく必要があります。

【取組】
▶求職者の早期再就職に向けた支援

▶求職者支援訓練による再就職支援

・ハローワークにおいて担当者制によ
るきめ細かな支援のほか、就職支援ナ
ビゲーターの配置など体制強化を図
り、正社員就職を支援します。

・就職に必要な技能及び知識を習得す
るための求職者支援訓練受講を推進し、
再就職を支援します。

▶生活困窮者等の就労支援

▶新規学卒者への就職支援

・ハローワークにおいて、地方公共団体
と連携して生活困窮者の就労支援に取
組み、就労による自立を促進します。

・新規学卒者等３年以内を対象に、新卒
応援ハローワーク等に配置された就職
支援ナビゲーターによる個別支援を実
施します。

・特定求職者雇用開発助成金（生活保護
受給者等雇用開発コース）を活用し、生
活困窮者の雇入れと継続雇用の促進を
図ります。

長野県における【新規高卒者】の求人数・就職内定者数・求人倍率(３月末現在)
（人）
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2年3月卒

3年3月卒
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0.6

(令和3年3月卒は令和2年12月末現在の状況)

長野県における【新規大学等卒業予定者】の就職内定者・就職内定率（３月末現在）
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（令和３年３月卒は令和２年１２月末現在の状況）

就職氷河期世代活躍支援プランの実施
【課題】
就職氷河期世代の抱える固有の課題（希望する職業とのギャップ、実社会での経験不
足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援が必要です。

【取組】
▶就職氷河期世代活躍支援長野県
プラットフォームを通じた取組

▶地域若者サポートステーションに
おける無業者の支援

・地方自治体や関係団体等地域一体と
なり、具体的な数値目標を立てて３年
間で集中的に取り組みます。

・継続的な支援を実施するとともに、オ
ンラインによる相談支援を推進します。

▶専門窓口の拡充等

▶短期間で習得でき安定就労に有効
な資格等の取得支援

・ハローワーク長野・松本における専
門窓口を主体に専門担当者のチーム
制による就職相談、職業紹介、職場定
着までの一貫した伴走型支援を実施
します。

・「短期資格等習得コース事業」に基づ
く、訓練と職場体験等の一体型訓練を
行い、職業訓練受講給付金を活用した
支援に取組みます。

・就職氷河期世代の失業者等を正社員
で雇い入れる企業への助成金（特定求
職者雇用開発助成金・トライアル雇用
助成金）等の活用を図ります。
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５

高齢者の就労・社会参加の促進
【課題】
長野県の高齢化率は 32.3％（2020 年 10 月）となり、2045 年には 41.7％と約 2.4
人に 1 人が 65 歳以上になると推測されています。働く意欲のある高齢者がその能力
を十分に発揮し安心して働けるよう、高齢者が活躍できる環境の整備が必要です。

【取組】
▶70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備
・長野県内の企業の多くが継続雇用制度を導入していますが、高年齢労働者の働きがいを
確保するために、定年延長や定年制の廃止について積極的に取組むよう企業へ働きかけ
るとともに、助成制度等の活用により企業を支援します。

▶生涯現役支援窓口でのマッチン
グ支援の拡充

▶シルバー人材センターなどの地
域における多様な就業機会の確保

・65 歳以上の再就職支援に重点的に
取り組むため、ハローワークに設置す
る「生涯現役支援窓口」において、高
年齢者のニーズを踏まえた再就職支
援を強化します。

・シルバー人材センターにおいて、高
年齢者の多様な就業ニーズと地域ニー
ズをマッチングし、高年齢者の生きが
いの充実、地域社会の活性化等を図り
ます。
・地域の様々な機関が連携して高齢者
の就業を促進する「生涯現役促進地域
連携事業」を推進します。

高年齢者雇用確保措置の実施状況（2020.6.1）

長野県

77.8%

全国

76.4%

0%

20%

定年制の廃止

定年の引上げ

継続雇用制度の導入

2.0%

20.2%

20.9%

40%

60%
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６

女性活躍・男性の育児休業取得の推進
【課題】
・長野県内の女性就業率は、30 歳から 39 歳の間で低い水準にあり、また女性の管理職
比率が全国平均よりも低い現状にあることから、女性の活躍推進を更に進め、誰もが働
きやすい就業環境を整備することが重要な課題です。

【取組】
▶不妊治療を受けやすい職場環境の
整備の推進

▶男性の育児休業取得の促進など
仕事と家庭の両立支援の推進

・
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措
置の実施」が、一般事業主行動計画に「盛
り込むことが望ましい事項」に追加され
たことについて周知を図ります。

・「イクメンプロジェクト」において表
彰された企業やイクボスの取組事例な
どの周知を図ります。

・両立支援等助成金制度により、不妊治療
に利用できる休暇制度等、職場環境整備
に取り組む事業主への支援を行います。

・両立支援等助成金の周知、「くるみ
ん」認定や「プラチナくるみん」認定の
申請に向けた働きかけを行います。

▶女性活躍推進法の対象拡大に向け
た中小企業への支援
・一般事業主行動計画の対象拡大に向け
て計画的な働きかけを行います。

女性の年齢階級別労働力率
85.7
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出所：総務省「就業構造基本調査」
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「えるぼし」認定通知書の交付

～｢女性活躍推進法｣ が改正されました～
☆常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績、
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績、
の各区分から１項目以上公表する必要があります。（令和２年６月１日施行）
☆一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の
義務の対象が、常時雇用する労働者が 301 人以上から 101 人以上の事業主に拡大
されます。
（令和４年４月１日施行）。

７

障害者の就労促進
【課題】
令和３年３月１日に引上げられた障害者雇用率を踏まえ、官民問わず障害者の雇用促進や
職場定着を一層推進するほか、多様な障害・特性に対応した、適切な就労支援に取り組む
必要があります。

【取組】
▶公務部門及び民間企業における
障害者雇用の推進

▶精神障害者・発達障害者等の就労
支援の強化

・公務部門において雇用される障害者
の雇用促進・定着支援を引き続き推進
するため、障害特性に応じた個別支援、
障害に対する理解促進のための研修等
を行います。

・精神障害者等の雇用に課題を抱える
企業等における雇用を促進するため、精
神科医療機関等と連携しながら、採用の
準備段階から定着支援までの一貫した
企業支援を行います。

・ハローワークと地域の関係機関が連
携し、特に、障害者の雇用経験がない又
は雇用ノウハウが不足している中小企
業等に対して、採用の準備段階から職
場定着まで一貫したチーム支援等を実
施し、障害者の雇入れ支援等の強化を
図ります。

・精神・発達障害者しごとサポーター養
成講座により、職場における精神障害
者・発達障害者を支援する環境づくりを
推進します。
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～障害者雇用率が引き上げられました～
障害に関係なく、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害者を雇
用する義務があります（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、令和３年３月１日
から以下のように変わりました。
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８

外国人に対する支援
【課題】
近年増加傾向にある外国人労働者が、安心して働き、その能力を十分に発揮する環境を確
保するため、支援体制の整備を推進する必要があります。

【取組】
▶外国人労働者の適正な雇用管理
に関する助言・援助等の実施、雇用
管理改善への支援

▶外国人求職者等に対する就職支援
・専門相談員による職業相談や、個々の
特性に応じた求人開拓等により、早期再
就職支援及び安定的な就労の確保に向
けた支援を実施します。

・外国人労働者に対する適正な雇用管
理の確保を図るため、事業所訪問等に
よる雇用管理状況の確認、改善のため
の助言・援助等を行うとともに、雇用
維持のための相談・支援等についても
積極的に実施します。

・定住外国人を対象に、日本の職場にお
けるコミュニケーション能力の向上や
ビジネスマナー等に関する知識の習得
を目的とした外国人就労・定着支援研修
を実施します。

・外国人が自らの労働条件等を十分に
理解し、適正な待遇の下で就労を継続
し、その能力を発揮できるよう、外国
人を雇用する事業主の雇用管理改善
の取組みに対する助成（人材確保等支
援助成金）を行います。

・外国人雇用サービスコーナー等職業相
談窓口への通訳員の配置、多言語音声翻
訳機器の活用等により、相談支援体制の
整備を図ります。
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Ⅲ

労働環境の整備、生産性向上の推進

１

ウィズ・ポストコロナ時代における働き方改革の推進
【課題】
・ウィズ・ポストコロナ時代にあっても、少子高齢化や人口減少が着実に進行する中で、
多くの人々が意欲を持って自らの能力・経験を生かして働くことのできる社会を実現して
いくための「働き方改革」が引き続き重要です。
・極力、非接触・非対面とする新たな生活様式は、時間と空間の制約を超えて多様で柔軟
かつ効率的な働き方を目指す「働き方改革」の取組と親和的なものであることを踏まえ、
適正な労務管理下における良質なテレワークやオンライン業務の普及促進などを図る必
要があります。

【取組】
▶生産性を高めながら労働時間の設
定の改善に取り組む事業主への支援

▶良質な雇用型テレワークの導入・
定着促進

・「働き方改革推進支援センター」によ
る支援や、働き方改革推進支援助成金の
適切な活用により、長時間労働が懸念さ
れる企業等への勤務間インターバル制
度の導入促進や、年次有給休暇等の取得
促進を図ります。

・テレワークガイドライン（情報通信技
術を利用した事業場外勤務の適切な導
入及び実施のためのガイドライン）の周
知を進めます。
・労働者の人材確保や雇用管理改善等
の観点から効果をあげた中小企業事業
主に対して、人材確保等支援助成金（テ
レワークコース）による支援を行いま
す。

・大企業や親事業者の働き方改革に伴
う中小事業者への「しわ寄せ」防止に向
けて、周知啓発を実施します。

▶「長野県就業促進・働き方改革戦略会議」を通じた全県的取組
・中小企業・小規模事業者の働き方改革が円滑に進むよう、令和元年３月に策定した、長
野県就業促進・働き方改革基本方針及びアクションプランに基づき、ウィズ・ポストコロ
ナ時代の「新しい働き方」の定着に向け、長野県をはじめとした会議の構成団体との連携
により、各取組を継続的に実施します。
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２

ウィズコロナ時代に安全で健康に働くことができる職場づくり
【課題】
・中小企業事業者等が生産性を高めつつ労働時間の短縮等に向けた取組を行い、働き方改
革を実現することができるよう、中小企業事業主等に寄り添った相談・支援と的確な監督
指導等を行う必要があります。

【取組】
▶長時間労働の是正
長時間労働の是正及び過重労働による健康障害
を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時
間数が１か月当たり 80 時間を超えていると考えら
れる事業場及び長時間にわたる過重な労働による
過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対す
る監督指導を的確に実施します。

～11 月は「過重労働解消キャンペーン」期間です～
重点的な監督指導を実施するほか、過重労働解消に向けた取組を行います。

年間労働時間の推移
1850

135

131

129

126

1800

単位：時間

129 128

125

122

1800

1782

1750
1700

1724

120

1762
1705

1720

年間総実労働時間（全国）

115
110

1706

1650

年間総実労働時間（長野県）

130

127

110
105

1669

1600

年間所定外労働時間（長野県）

100
95

H28

H29

H30

H31(R元）

「毎月勤労統計調査」(規模 5 人以上) (厚生労働省)
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年間所定外労働時間（全国）

【課題】
・新型コロナウイルス感染症の職場における感染防止対策に取り組む必要があります。

【取組】
▶職場における感染症防止対策の推進
「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためチェックリスト」等を活
用した職場における感染症防止対策について、取組を推進します。

職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する相談は
長野労働局（健康安全課）または最寄りの労働基準監督署へ

15

【課題】
・令和２年の県内の労働災害による死亡者数は 16 人（前年比２人増加）、また、休業４
日以上の死傷者数（以下「死傷者数」という。）は 2,063 人（前年比 44 人減少）で、死
傷者数は３年連続で 2,000 人を超える高水準となっています。

【取組】
▶労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
・第 13 次労働災害防止推進計画の目標を達成するために、関係団体等とも連携・協働
し、同計画における重点業種等※の労働災害防止対策を推進します。
※ 製造業、建設業及び陸上貨物運送事業等の労働災害の発生状況に応じた指導の徹
底を図ります。
・併せて、令和元年台風 19 号の被害に係る労働災害の防止の徹底を図るとともに、増
加傾向にある高年齢労働者や外国人労働者の労働災害防止対策を推進します。
・長野産業保健総合支援センター、がん診療連携拠点病院等の関係機関と緊密に連携
し、過重労働・メンタルヘルス対策の徹底、治療と仕事の両立支援の推進を図ります。
また、がん診療連携拠点病院における出張相談や職業紹介などの就職支援と事業主向
けセミナーなどを積極的に実施します。
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～高年齢労働者の安全と健康確保のための
ガイドラインをご存じですか～

高年齢労働者関係
資料へのリンク

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の整備のための
事業場や労働者の取組事項をまとめたガイドラインです。

～外国人労働者向けの安全衛生教育用の
テキスト・マニュアルをご活用ください～

外国人労働者関係
資料へのリンク

外国人労働者が容易に理解できるテキスト・マニュアルです。

３

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

【課題】
「パートタイム・有期雇用労働法」が、令和３年４月１日より中小企業等に適用されたこ
とから、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保（同一労働同一賃金）、非正規雇用労働
者の処遇改善や正社員転換制度の普及促進を図る必要があります。

【取組】
▶雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
・「パートタイム・有期雇用労働法」の着実な履行確保を図るた
め、企業に対する助言・指導等を実施します。
・「働き方改革推進支援センター」を通じた、労務管理等の専門
家による個別支援、オンラインセミナー等を実施します。
・同一労働同一賃金に関する制度づくりに取り組む企業の事例の
収集・周知等を実施します。

パートタイム・有期
雇用労働法のイメー
ジキャラクター
「パゆうちゃん」

▶非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を行う企業への支援
・非正規雇用労働者の賃金規定の増額改定を行うなどによる正社員化（紹介予定派遣
を通じた正社員化も含む）や処遇改善に取り組んだ事業主に対して、キャリアアップ
助成金による支援を行います。
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４

総合的なハラスメント対策の推進

【課題】
令和２年６月１日に改正された「労働施策総合推進法」等に基づく、職場におけるパワー
ハラスメント防止対策が、令和４年４月１日から中小企業にも適用されることから、一層
の周知啓発、機運醸成を図る必要があります。

【取組】
▶職場におけるハラスメント撲滅対
策の推進

▶民事上の個別労働紛争の早期解決
に向けた体制整備等

・12 月の「職場のハラスメント撲滅
月間」を中心に、事業主向け説明会等
による集中的な周知啓発を実施しま
す。

・新型コロナウイルス感染症を理由
とするいじめ・嫌がらせを含む、あら
ゆる労働問題に関してワンストップ
で対応するため、県内 10 か所の総合
労働相談コーナーにおける相談体制
の整備を図るとともに、紛争調整委
員会によるあっせん等により、個別
労働紛争の早期の解決を促進しま
す。

・ハラスメント防止措置を実施する
よう事業主に助言・指導を行うほか、
ハラスメント被害を受けた労働者か
らの相談に対応するとともに、紛争
解決援助制度等を活用する等、労使
間の自主的な解決を図ります。
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※仮表示（余白なし印刷）（
「令和元年」文字を背景に溶け込ませる）
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※仮表示（余白なし印刷）
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(巻末)

長野労働局の組織と所掌事務・相談先

◆令和３年４月１日現在
よくある相談の窓口

総務課
総務部

管理、人事、会計、研修
情報公開制度と個人情報保護制度

電話番号は裏表紙を
ご覧ください

労働保険関係の成立・消滅
労働保険徴収室 労働保険料の徴収

労働保険料の相談

労働保険事務組合の認可・監査
総合労働相談コーナー

雇用環境・均等室

働き方改革の推進（助成金含む）

ハラスメント防止の相談

総合的ハラスメント対策

女性の活躍推進法等の相談

女性の活躍推進と均等関係法令の
履行確保（助成金含む）

育児・介護休業等の相談

紛争解決制度の円滑な運営
局内施策の企画・調整、広報
監督課
労働基準部
健康安全課

職業安定部

労働者の健康確保対策

労災補償課

労災保険事業、被災労働者の社会
復帰対策

職業安定課

局

労働災害の防止対策

最低賃金の周知対策

労
働

労働条件の確保・改善対策

賃金室

長
野

長時間労働の是正対策

パート・有期雇用等の相談
民事的な労使紛争の相談

労働基準法令の相談

安全衛生関係免許等の相談

職業紹介・指導、雇用保険事業
若年者雇用対策

需給調整事業室 民営職業紹介・労働者募集・労働
者派遣事業の許可・監督

労働者派遣関連の相談

高齢者・障害者・外国人雇用対策

外国人就労関連の相談

各種助成金等支給業務

雇用関連助成金の相談

職業対策課

職業能力開発（職業訓練・ジョブ
カード）
訓練室

スキルアップの相談

生活困窮者支援
人材開発支援助成金の支給業務

総合労働相談コーナー

労働基準監督署

労働時間・賃金の支払等労働条件
に関する監督指導
職場の安全衛生・健康管理に関す
る指導
労災保険の給付（業務災害、通勤
災害）

求職受理、求人受理、職業相談、
職業紹介
ハローワーク
（公共職業安定所）

雇用保険の適用・給付（失業給付、
教育訓練給付等）
雇用促進等の各種助成金申請受理
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賃金・解雇等の相談

労災保険の相談

就職・求職活動の相談

雇用保険給付等の相談
雇用関連助成金の相談
外国人就労関連の相談

＜参考＞労働局が行う主な施策・業務

主に雇用環境・均等室
働き方改革に向けた環境づくり<P13>
非正規労働者の公正待遇確保<P17>
ハラスメント防止対策の促進<P18>

労働相談<P12>
労使の紛争解決援助<P18>

育児休業等取得促進<P9>
女性が活躍できる職場づくり<P9>

主に職業安定部

職業相談・紹介<P5>
新規学卒者就職支援<P6>

職業訓練・再就職支援<P5>
就職氷河期世代支援<P7>

求人受理・求人確保<P4,5>

外国人就職、就業支援<P12>
障害者就職、就業支援<P10>

（失業等）雇用保険給付<P3>

外国人雇用管理改善<P12>

（休業手当等）
雇用調整助成金等の支給<P4>

障害者雇用促進<P10>
高齢者就労等環境づくり<P8>

（雇用維持のための出向）
産業雇用安定助成金の支給<P4>

主に労働基準部

労災認定・保険給付<P2>

最低賃金引上げ・履行確保<P3>
長時間労働是正<P14>

安全・健康な職場づくり<P15,16>
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長野労働局のご案内
長野労働局

所在地 〒380-8572 長野市中御所 1-22-1

名称
総務部

電話番号

FAX 番号

総務課

026-223-0550

026-223-0587

労働保険徴収室

026-223-0552

026-223-6751

026-227-0125(代表)

026-227-0126

監督課

026-223-0553

026-223-0591

健康安全課

026-223-0554

026-223-0591

賃金室

026-223-0555

026-223-0591

労災補償課

026-223-0556

026-223-0591

職業安定課

026-226-0865

026-226-0157

職業対策課

026-226-0866

026-226-0157

訓練室

026-226-0862

026-226-0157

需給調整事業室

026-226-0864

026-226-0157

雇用環境・均等室

労働基準部

職業安定部

千曲

安曇野

塩尻

茅野

労働基準監督署（各署に総合労働相談コーナー設置）
署名

郵便番号

所在地

電話番号

長

野

署

380-8573

長野市中御所１－２２－１

026-223-6310

松

本

署

390-0852

松本市大字島立１６９６

0263-48-5693

岡

谷

署

394-0027

岡谷市中央町１－８－４

0266-22-3454

上

田

署

386-0025

上田市天神２－４－７０

0268-22-0338

飯

田

署

395-0051

飯田市高羽町６－１－５

0265-22-2635

中

野

署

383-0022

中野市中央１－２－２１

0269-22-2105

小

諸

署

384-0017

小諸市三和１－６－２２

0267-22-1760

伊

那

署

396-0015

伊那市中央５０３３－２

0265-72-6181

大

町

署

398-0002

大町市大町２９４３－５

0261-22-2001

駒ヶ根

＜凡例＞
■ 労働基準監督署
□ ハローワーク
△ ハローワーク出張所
☆ ふるさとハローワーク
（地域職業相談室）

ふるさとハローワーク
（地域職業相談室）
名称

公共職業安定所（ハローワーク）
所名
長

郵便番号

野

所 380-0935 長野市中御所３－２－３

マザーズコーナー長野
長野新卒応援ハローワーク

松

所在地

本

380-0835

所 390-0828

松本新卒応援ハローワーク
(ヤングハローワーク松本)

390-0815

長野市新田町 1485-1
もんぜんぷら座４Ｆ

026-228-0333
026-228-0989

松本市庄内３－６－２１

0263-27-0111

松本市深志１－４－２５
松本フコク生命駅前ビル 1Ｆ

0263-31-8600

所 386-8609 上田市天神２－４－７０

0268-23-8609

飯

田

所 395-8609 飯田市大久保町２６３７－３

0265-24-8609

伊

那

所 396-8609 伊那市狐島４０９８－３

0265-73-8609

所 388-8007 長野市篠ノ井布施高田８２６－１

026-293-8609

所 389-2253 飯山市飯山１８６－４

0269-62-8609

所 397-8609 木曽郡木曽町福島５０５６－１

0264-22-2233

所 385-8609 佐久市原５６５－１

0267-62-8609

所 384-8609 小諸市御幸町２－３－１８

0267-23-8609

大町市大町２７１５－４

0261-22-0340

飯
木

山
曽

佐
小

井
福

島

久
諸

出

張

大

町

所 398-0002

須

坂

所 382-0099 須坂市墨坂２－２－１７

026-248-8609

諏

訪

所 392-0021 諏訪市上川３－２５０３－１

0266-58-8609

所

0266-23-8609

岡

谷

出

張

394-0027

岡谷市中央町１－８－４

塩尻市ふるさと 塩尻市大門一番町 12ハ ロ ー ワ ー ク 2 塩尻市市民交流セン

0263-52-5588

安曇野市ふるさ 〒399-8205
安曇野市豊科 4960-1
とハローワーク 長野県安曇野庁舎 1 階

0263-71-1586

ター（えんぱーく）４階

026-228-1300

田

ノ

電話番号

〒399-0736

電話番号

上

篠

所在地

23

〒399-4112

駒 ケ 根 市 駒ケ根市中央 3-5
地域職業相談室 駒ケ根市駅前ビルアル

0265-81-7177

千曲市ふるさと 〒387-0011
千曲市杭瀬下 2-1
ハ ロ ー ワ ー ク 千曲市役所２階

026-261-3609

中
野
市 〒383-0031
中野市南宮 1-11
地域職業相談室 中野市役所南宮庁舎内

0269-23-4710

茅
野
市 〒391-0001
茅野市ちの 3502-1
地域職業相談室 茅野駅前ベルビア２階

0266-72-2029

パ３階

厚生労働省
ひと、くらし、
みらいのため
に

長野労働局

労 働 基 準 監 督 署 ・ハローワーク

