
 

 

挨拶をする産業振興部小林部長 

5 月 1 日、労働者の祭典第 93 回メ

ーデーが開催されました。 

 連合長野松本広域協議会などで組

織する実行委員会は松本駅前で街頭

アピールを、松本地区労働組合連合会

などで組織する実行委員会は花時計

公園で集会を行いました。 

参加者は労働環境の改善や格差是

正などを訴え、ロシアによるウクライ

ナ侵攻に抗議しました。また、花時計

公園の集会には松本市産業振興部長

小林浩之が来賓として出席し挨拶を

しました。 

 

【お問い合わせ】 産業振興部 労政課 TEL: 35-6286 MAIL: rosei@city.matsumoto.lg.jp 

２０２２「新社会人激励のつどい」が開催されました 

今年度は 26 事業所から約 100 人が

参加し、新社会人を代表して株式会社か

まくらやの上條航希さんが「一日も早く

一人前の社会人となれるよう最大限努力

します」と決意を語りました。 

また、後半には諏訪市出身のタレント兼

社長のマンモウ飯田さんの講演会や、二人

組ミュージシャン音喜楽ボーイズのライブ

が行われ、新社会人の門出を祝いました。 

4 月 8 日、まつもと市民芸術館で「新社会人激励のつどい」が開催されました。 

松本市、松本商工会議所、(一社)松本青年会議所、松本公共職業安定所、松本地区雇用福祉協議会の共

催で、市内の各事業所に就職された社会人の皆さんを対象に開催されているもので、昭和 37 年から続く

歴史のある式典です。 

 

労 

政 

 

まつもと 
令和 4 年 6 月 30 日発行 

第１５３号 

第 
 

今年は雨の中の「第９３回メーデー」でした！ 
 



 

 

 

 

新規学卒者対象求人提出のお願い 

松本新卒応援ハローワークでは、令和 5 年 3 月大学・短大・高専・専修学校等及び高等学校

卒業予定者に対する求人受付を行っております。昨年度もコロナ禍による影響により求人数、

就職者数とも前年を下回りましたが、今年度はアフターコロナを見据え、より多くの新規学卒

者が就職出来るよう支援を進めてまいります。新規学卒者の採用についてぜひご検討いただき、

計画に基づいた求人の提出をお願いいたします。 

新規学卒者対象求人につきましては、専用様式でのお申し込みが必要となります。手続き等

詳細につきましては、松本新卒応援ハローワーク（０２６３－３１－８６００）までお問い合

わせください。 

令和4年
２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和5年
1月 ２月 ３月

●10/1採用内定開始

大学院
大学
短大
高専
専修
能開

●３/１広報活動開始

●６/1選考活動開始

●２/１求人申込書の受付開始

●４/1求人票の展示・公開

令和４年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和５年
1月 ２月 ３月

●7/1求人票を事業主へ返却、学校への求人票提示

●7/1求人連絡開始、文書募集可

 ●9/5推薦開始

　　　●9/16選考開始・採用内定開始

高校

●6/１求人申込書の受付開始

労政まつもと Voｌ.１５３（２） 
令和４年６月３０日 

新規学校卒業者の求人スケジュール 

 

【お問い合わせ】 松本新卒応援ハローワーク TEL：31-8600 



   

◇消費者トラブル相談窓口 

日常生活の消費者契約でおかしいな？困ったな！と思ったら一人で悩まず、まずは消費生活センタ

ーにご相談ください。 

消費者ホットライン ☎１８８ 

松本市消費生活センター（松本市役所市民相談課内）☎０２６３－３６-８８３２  

賢い消費者になりましょう 

 

【お問い合わせ】 住民自治局 市民相談課 

    TEL：33-0001 MAIL：syouhi@city.matsumoto.lg.jp 

 

松本市消費生活センターでは日常生活の中で遭遇する悪質商法や、消費生活上の事故

被害を未然に防ぐための情報をお伝えしています。 

●傘の扱いに気を付けて 

梅雨になり、傘を使う機会が増えました。安全に使って傘での事故を防ぎましょう。 

①傘を閉じて持ち歩くとき 

傘を横にして持たない。後ろの人に傘の先が当たります。特に昇りの階段では後ろの人の目や顔を突

くことがあります。 

②傘を開くとき 

目の高さで開かない。目の高さで開くと露先で自分の目を傷つけることがあります。周りをよく見て

傘は斜め下に向けてゆっくり開きましょう。 

③傘をさしているとき傘をくるくる回さない 

周りの人に傘がぶつかったり、周りの人に水滴が飛んで迷惑です。また、傘を回すと手元などに遠心

力が掛かり、傘の傷みの原因にもなります。 

 

●長期間にわたる契約は慎重に 

独立行政法人国民生活センター（東京）が「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算ト

ラブルに注意」と呼びかけています。 

いわゆる「エステティック」契約は、①期間が１か月超（期間要件）かつ、②金額が５万円超（金額

要件）の２つの条件を同時に満たすとき、特定商取引法によりクーリング・オフ（契約書面受領日を含

めて８日以内に通知をしての無条件解約）が可能です。中途解約時の精算ルールも法定されています。 

エステ契約のように長期間にわたる契約は、その期間通える時間があるのか、支払い続けられるのか

など、慎重に判断しましょう。契約前に、中途解約時の精算方法を確認しましょう。「通い放題」とあ

っても、契約書で回数制限を設けていることもあります。言葉のイメージでの思い込みはやめましょ

う。 

 

●成年年齢が１８歳に引き下げになりました。契約には責任が伴います 

４月１日から、成年年齢が１８歳に引き下げになりました。すでに１８歳や１９歳の人は成年です。

「脱毛エステ」や「痩身エステ」など美容に関する契約をはじめ、成年になると自分一人で様々な契約

が出来ます。（飲酒、喫煙、公営ギャンブルなどの投票券の購入はこれまでと同じ２０歳） 

今まで、１８歳・１９歳は親など法定代理人の同意のない契約は「未成年者取り消し」が出来まし

た。これからは１８歳・１９歳は成年なので「未成年者取り消し」が出来ません。高校生であっても 

１８歳であれば、その契約に責任を負います。 

 

労政まつもと Voｌ.１５３（３） 
令和４年６月３０日 



 

松本市奨学金返還支援事業補助金のお知らせ 

【お問い合わせ】 移住推進課 TEL34-3193 FAX34-3493 

松本市奨学金返還支援事業補助金では、松本市に本社・本店がある中小企業に就職する若者 

（３５歳未満）を対象に、奨学金の返還を支援します！ 

 〇申請期間：令和５年１月４日（水）～令和５年２月２８日（火） 

〇対象奨学金：日本学生支援機構が貸与する奨学金（第１種・第２種）※その他要相談 

〇対象者：次の要件をすべて満たす方 

     ・ 令和４年４月１日から１２月３１日までの間に、市内に本社・本店を有する中小企業へ

就職した正規雇用の方 

     ・ 大学等在学中に奨学金の貸与を受けた方で、自ら奨学金を返還している方 

     ・ 令和４年度の３月３１日現在において、年齢が３５歳未満の方 

     ・ 申請日において市内に住所を有する方で、５年以上定住する意思がある方 

     ・ 松本市税を滞納していない方 

     ・ 奨学金返還に関する他の補助金の申請または受給をしていない方 

     ・ 松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に 

規定する暴力団員等でないこと 

〇補助額：令和４年４月１日から令和４年１２月３１日までに支払った 

奨学金返還額の 2/３を補助します。（年間上限 15万円） 

 ※最大 5 年間（60カ月）が対象期間になります。 

労政まつもと Voｌ.１５３（４） 
令和４年６月３０日 

環境法令等を守っていますか？ 

松本市の環境保全にご協力ください！ 

未届けの法令がないか確認してください。届出は事業者の義務です。 

届出済みの場合は内容を確認していただく等、チェックしてみましょう。 

施設の変更、代表者の変更等、事業内容に変更がある場合は環境保全課へご相談下さい。 

 □大気汚染防止法              

□水質汚濁防止法    

□土壌汚染対策法 

□騒音規制法 

□振動規制法 

□ダイオキシン類対策特別措置法 

□特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

□特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の 

改善の促進に関する法律 

□長野県良好な生活環境の保全に関する条例 

□松本市公害防止条例 

□松本市水環境を守る条例 

【環境法令等の届出に関するお問合せ】 環境保全課 TEL：34-3267 FAX：34-3202  

                      MAIL：kankyo-k@city.matsumoto.lg.jp 

▲詳細ページ QR 



～事業系ごみの正しい処理とリサイクルにご協力ください～ 
 

【事業系ごみとは】 

店舗、事務所、工場、病院、学校など規模や営利・非営利に関わらず事業活動に伴い生じたごみ 

をいい、これらのごみの発生から処分までの最終的な責任は排出事業者にあります。 

 

 
 

【事業系ごみの種類】 

   ○産業廃棄物：廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた 20 種類のものをいいます。 

○事業系一般廃棄物：事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものをいいます。 

【本市の事業系一般廃棄物の状況】 

本市における総ごみ排出量のうち約４５％が事業系ごみであり、長野県全体では約３０％であること 

から、他の自治体に比べ事業系ごみの排出量が非常に多いといえます。 

松本クリーンセンターで実施している搬入物検査では、事業所から排出された可燃ごみに産業廃棄物 

や資源化可能な紙類の混入が確認されるなど、ごみの適正処理と資源化の推進には事業者の皆様のご協 

力が欠かせない状況です。 

【産業廃棄物の代表的な例】 

○金属くず、ビニール類、プラスチック、発泡スチロール、ガラス、陶磁器、蛍光管、乾電池など 

【事業系一般廃棄物の代表的な例】 

   ○食品の食べ残し、調理くず、古紙、木くずなど（可能な限り資源化をお願いします！） 

※ 業種によっては産業廃棄物になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系ごみを適正に処理するために！ 

【廃棄物保管場所の整備】 

○ごみの分別方法について、図や写真等を用いて分かりやすく表示しましょう。 

○分別したごみは種類ごとに保管しましょう。 

【分別ルールの共有】 

○ごみの処理方法について、朝礼や会議の場で周知するなど、社内で分別ルールを共有しましょう。 

【資源化の推進】 

○ごみはしっかり分別し、可能な限り資源化しましょう。 

○紙類は可燃ごみへの混入が多いものの一つです。資源化することで、ごみ量と処理経費の削減に 

つながります。 

※ 一般廃棄物であっても資源化できる紙類は、松本クリーンセンターへは搬入できません。 

【適正な契約】 

○事業系ごみの処理は、一般廃棄物、産業廃棄物のそれぞれの収集運搬許可を持った業者に委託する

か、許可を受けた処分施設に自ら搬入してください。 

○産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合は、ごみの種類に応じて許可を受けた業者と書面に 

より契約する必要があります。 

※ 事業系ごみは、少量であっても市が収集する町会ごみステーションに出すことはできません。 

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第３条（事業者の責務）』 

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

【お問い合わせ】 環境エネルギー部 環境業務課 

TEL：47-1096 MAIL：kankyo-ｓ@city.matsumoto.lg.jp 



 

企業向け：採用力強化セミナー 
～人不足の時代に本当に必要なことは？チェックシート使って採用について振り返る～ 

アジェンダ： 

・人が採れないのはナゼ？ 

・採用活動の枠組みを再確認 

・新しい時代に合わせた採用活動に 

必要な視点 

・人が採れる会社になるために。 

ーチェックシートで考えるー 

日時：2022 年 7 月 21 日 13:30～16:00 

方法：オンライン（Zoom） 

講師：イーキュア株式会社 

   取締役コンサルティング事業部長 福盛二郎 

（国家資格：キャリアコンサルティング技能士 2 級） 

参加社数：最大 30 社、1 社 2 名まで 

参加費：無料 

参加資格：松本市内に事業所のある企業・組織の経営者・採用担当者様 

お申込み：https://matsumoto.city/event/2022company-saiyo/ 

お問合せ：0120-640-234(受託事業者：イーキュア株式会社：松本市採用力強化セミナー担当窓口） 

 人口減少社会、少子高齢社会の中、多くの企業から人手不足、人材の確保の難しさが、これまで

以上に切実に聞こえてきます。そういった現状の中にあって、皆さんの会社の採用活動は、この人

不足の社会に対応した新しい動きに移行ができているでしょうか？採用に必要な「今できているべ

きこと」ができているでしょうか？ 

 松本には、U ターンしたい、I ターンしたいというニーズが確実にあります！ 

 本セミナーは、移住、転職したい人に「選ばれる企業」になるために必要な、採用の最新動向を

知っていただくとともに、チェックシートを使って自社の採用活動を振り返り、採用力強化の一歩

にしていただくセミナーです。 

労政まつもと Voｌ.１５３（６） 
令和４年６月３０日 

▲申込ページ QR 

昭和 37年度～5３年度生まれの男性の皆様、 

風しん抗体検査はお済みですか？ 

  市区町村が発行している風しんクーポン券をご存じですか。このクーポン券を利用すると、風しん

の抗体検査が無料で受けられます。検査は、健康診断等かお近くの医療機関で採血して行います。全

国 40,000 か所以上の健診・医療機関で検査できます。抗体検査の結果、十分な量の抗体がなかった

方は、無料で予防接種が受けられます。 

 昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性は、過去に公的に風しんの予防接種が

行われていなかった世代のため、ご自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまうおそ

れがあります。この世代の皆様が抗体検査を受け、必要な方が予防接種を受けると、免疫を持ってい

る人が増え、風しんの流行はなくなると言われています。 

 松本市では、クーポン券を利用した履歴のない方

に、令和 4 年 3 月末にクーポン券を郵送しました。

まだクーポン券を利用していない方には、この機会

に、ぜひ抗体検査をお受けいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

【お問い合わせ】 松本市保健所 健康づくり課 TEL：34-3217 MAIL：kenkoka@city.matsumoto.lg.jp 



 【お問い合わせ】 松本労働基準監督署 安全衛生課 TEL：44-1252 

労政まつもと Voｌ.１５３（７） 
令和４年６月３０日 



 

  
 

 

□ 中小企業信用保険法施行令第１条に規定する業種を営む事業者であること。 

□ 市街地※の事業所で事業をしていること。 

□ 居住している自治体の住民税を滞納していないこと。 

□ 事業所の施設面積が 300 ㎡以下であること。 

 □ 松本市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員及び同条例第６条第１項に規定す

る暴力団関係者でない者 

 ※市街地・・・都市計画法第８条第１項第１号の規定により定められた松本市内の商業地域及び近隣商業地域 

 

来客に供するための自転車駐輪施設の整備に要する経費 

対象経費 補助率 補助金限度額 

自転車駐輪設備（サイクルラック、看板、柵） 対象経費の 

4 分の 3 以内 

５万円 

施工業者が行う自転車駐輪施設の整備に係る工事費 ３０万円 

 

（例） 

サイクルラック 看板 

  

柵 路面表示 

  

 

 

 

 

 

 

 対 象 者 

 対象経費・補助率等 

当補助制度は、自転車利用者が市街地へ気軽に行けるよう、まちなかの駐輪環境

の向上を図るため、事業者が行う自転車駐輪施設等の整備に要する経費に対して

補助金を交付するものです。（令和４年度～令和７年度まで） 

【お問い合わせ先】 

松本市 交通部 自転車推進課 

TEL：0263-34-3245  MAIL：jitensha-s@city.matsumoto.lg.jp 

HP はこちら⇒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度が始まりバタバタ…そして季節は梅雨に…。 

疲れも出て体調も崩しやすいこの時期 

そんな時こそ、食事内容を考えてみませんか？ 

 

バランスよくいろんな食材を 

食べましょう！定食のように、 

①主食、②主菜、③副菜 

3つお皿をそろえるとバランス 

のいい食事になります。 

こんなに準備 

できないよ！ 

もっと簡単にバランスよく 

食べられる方法は 

ないのかな？  

①主食 ②主菜③副菜 

野菜やきのこ、海藻 肉・魚・卵・大豆製品 

１品で 

②主菜＋③副菜 

の完成 ３種類 以上の 

      

    や          を 

７０ｇ 以上入れよう！ 

副菜 主菜 
 

2つのお皿で３皿分食べられます 

具だくさんみそ汁の 
レシピはこちら☞ 

松本市保健所 健康づくり課 

TEL 34-3217 



（A 退職金制度導入編）

《事業主向け》

（2021.08）



●年2回の健康チェック(血液検査等)
●フィットネス等の健康プログラム
●エクササイズ等を少人数で行うセミプライベートレッスン

松本ヘルス・ラボ会員募集

(一財)松本ヘルス・ラボとは？ 松本市が全額拠出して設置した一般財団法人です。
①市民(松本ヘルス・ラボ会員)一人ひとりの健康づくりをサポートし、そしてその活動を通じて
②新たな健康産業を松本で創出することを目的としています。

お問い合わせ先

＜HP＞https://m-health-lab.jp/  ＜メール＞info@m-health-lab.jp ＜電話＞0263-39-1139

アプリで会員登録！
インストールはこちらから

会費無料！

●健康づくりの取り組みを通じて、新たな健康産業の創出をお手伝い
●テストマーケティングやモニタリングで、会員＝消費者の声を企業にお届け
＜例＞風邪のひきにくさに関するWeb調査、メンタルヘルスに関するWeb調査等

●参加いただいた会員には、負担度合に応じた謝礼をお渡しする場合があります

健康産業の支援活動

●協賛店(飲食店、施設)の利用料が割引されます！
・カラオケ店の室料３０％OFFや、飲食店の料金５％OFFなど、
松本市内外の２５店舗で割引が受けられます！
・協賛店舗を利用し、アプリの会員証を提示するだけで割引が完了！

健康チェックと健康プログラムを
年間3,000円で利用できる

「総合健康チェックサービス」をご用意

健康づくりの活動

＜有料サービス＞

●会員専用アプリの利用
・健康状態スコア化やウォーキングチャレンジ
・健康づくりに関する情報提供など

＜基本サービス＞

詳しくは
HPから

スマホアプリでご自身の健康管理を！

協賛店特典

https://www.m-health-lab2.jp/




