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香川の労働情報
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香川の労働情報サイト
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●子育て介護応援企業を顕彰しました
●県立高等技術学校入校生募集のお知らせ

写真�丸亀高等技術学校木造住宅科の実習風景
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仕事と家庭の両立を支援するための諸制度を導入し､ 利用の促進を図るなど､ 労働者が職業
生活と家庭生活を両立しながら働くことの出来る職場環境づくりに､ 積極的に取り組んでい
る“子育て・介護”応援企業が決定しました｡ なお､ 本年度は男性の育児・介護への参加を
容易にする取り組みをしている企業を男性部門として表彰する制度を新たに設けました｡

表彰式の様子 (３月29日)

商工労働部長賞
☆ 四国労働金庫

☆ 株式会社百十四銀行

商工労働部長賞 (男性部門)
☆ 四国旅客鉄道株式会社
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○介 護 関 係○
対象企業�県内に本店を置く企業であること
選定基準�①制度の規定内容

②利用促進策 (制度の周知や復職後の対応など)
③利用実績 (期間は平成18年３月～平成18年12月末まで)
※男性利用者がいる場合は加点

○育 児 関 係○
対象企業�県内に本店を置く中小企業で､ 子育て行動計画策定企業認証マークの交付を受

けていること
選定基準�①制度の規定内容

②利用促進策 (制度の周知や復職後の対応など)
���������� � ��� ��� !"#
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子育て行動計画策定企業認証マーク
申請資格
○県内に本店を置く企業であって､ 常用雇用する
労働者の数が300人以下の企業であること｡
○ ｢次世代育成支援対策推進法｣ で定める ｢一般
事業主行動計画｣ を策定していること｡
○一般事業主行動計画は､ 育児・介護休業法に定
めるなど､ 県が別に定める基準を満たした内容
となっていること｡
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平成18年憲法記念日知事表彰 (優秀技能功労) を北風幸男さん､ 小笠義春さん､ 栗正美さん (いず

れも高松市) の３名が受賞されました｡

北風 幸男 (きたかぜ ゆきお) さん

(62歳､ 香川県職業能力開発協会理事・香川県技能士会連合会副会長)
北風さんは､ 長年にわたり管工事業に従事され､ 特に学校建築の配管
工事､ 住宅団地の屋外給水塔配管工事など口径100㎜から200㎜の施工に
卓越されています｡
また､ 昭和63年度から現在まで技能検定委員として､ 技能検定の普及
促進に貢献されるとともに､ 技能五輪全国大会出場選手の指導にも携わ
り､ 銅管の曲げ加工等を熱心に指導しており､ ｢全技連マイスター｣ と
しても後継者の育成指導に期待が寄せられています｡

小笠 義春 (おがさ よしはる) さん

(59歳､ 香川県調理技能士会会長)
小笠さんは､ 日本料理の材料一つにも気を配り､ 調理時間の制約があ
る中で､ 仕上げた料理の目にしみる色合い､ 材料の色調を壊さない味付
け､ いきいきした新鮮さ､ 味覚をそそる艶や照りなど､ 素材を生かしき
る技術と調理技法に卓越されています｡
また､ 調理技能士会の役員として指導的な役割を果たされるとともに､
自らも調理技術の向上と普及に熱心に取り組み､ ｢全技連マイスター｣
としても次代を担う若手調理技能士の育成指導や食文化の伝承などに尽
力されています｡

栗 正美 (くり まさみ) さん

(57歳､ 溶接作業従事)
栗さんは､ 溶接欠陥や歪

ゆが

み､ 捩
よじ

れ､ 撓
たわ

みを最小限に防止する溶接条件
の設定を行う技能に優れており､ トラッククレーンの心臓部とも言える
アームの溶接作業､ 特に､ 吊上げ荷重 (4.9ｔ吊り～550ｔ吊り) に対応
した各種高張力鋼の溶接作業に卓越されています｡
また､ 高度熟練技能者として､ 溶接評価試験受験者や香川県溶接コン
クール出場選手､ 技能五輪全国大会出場選手の実技指導にも尽力されて
います｡
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県内の木工技能者が制作した優れた作品
を紹介する第18回香川県建具技能作品展
｢さぬきたてぐ祭｣ (主催�香川県アースリィ
ウッド協同組合､ 香川県建具技能士会) が､
４月10日�～14日�の５日間､ 県庁ギャラ
リーで開催されました｡
４月10日を ｢良 (４) い戸 (10) の日｣

として､ 昭和63年度から開催しており､ 広
く建具に親しみを持っていただくとともに､
木工技能者の技能向上を目的に､ 今年は､
組子障子やドア､ 季節建具家具など38点が
展示されました｡
昨年の技能五輪全国大会の建具職種では､
野々井義典選手が初出場で金メダルを獲得しており､ 香川大会でも出場選手の皆さんの活
躍が期待されています｡

第77回のメーデーが､ 去る４月29日と５月１日に高松市内をはじめ県内各所で､ 約6,800

人 (主催者発表) の労働者が参加して開催されました｡

連合香川系の中央集会は､ 高松市のサンポー

ト高松多目的広場で労働者約3,000人が集い､

開催されました｡

小川俊実行委員長は挨拶で､ ｢労働時間の

短縮｣ ｢増税反対｣ などとともに､ ｢格差拡大

社会の阻止｣ を訴えました｡ また ｢安心して

暮らせる社会を実現するため､ あらゆる分野

での安全対策の確立を強く求める｣ メーデー

宣言を採択しました｡ 続いて､ スローガン､

｢サラリーマン増税｣ の撤回と働く者の視点

からの税制改革を求める特別決議が採択され､

高松市中央通で街頭行動が実施されました｡

県労連系の集会は､ 高松市サンポートホール

に労働者約700人が集い､ 開催されました｡

篠田マサ子実行委員長は挨拶で､ ｢非正規労

働者の労働条件の改善｣ や ｢広がる地域間格差

の解消｣､ ｢教育基本法､ 憲法９条の改悪を阻止

しよう｣ などと訴えたのに続いて､ ｢メーデー

宣言｣ が採択され､ 高松市中央商店街でデモ行

進が実施されました｡

����������������

第18回香川県建具技能作品展 (さぬきたてぐ祭)

第77回メーデーが開催されました｡

香川県知事賞受賞作品
岡野悟史さん ｢書院障子｣
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県立高等技術学校で実施するアビリティコース10月入校生の募集日程等が決まりましたの
でお知らせします｡ なお､ 各訓練科の内容は､ 各高等技術学校にお問い合わせください｡
また､ 雇用保険受給資格者で入校を希望する方は､ 各ハローワークに､ 身体障害者で入校

を希望する方は､ 各高等技術学校に相談してください｡
アビリティコース 対象者�再就職を希望する方

������
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県立高等技術学校で実施する在職者訓練は､ 働く人が自分の職業能力を向上させるための
訓練コースで､ 初めてパソコンを使う人から専門的な分野まで多様なコースがあります｡ な
お､ 各訓練コースやコース内容 (各高等技術学校で異なります) は､ 各高等技術学校にお問
い合わせください｡

�������� ���!"#$%&'�����

○求人セット型委託訓練
この訓練は､ 一定期間 (３か月) の企業での現場実習による職業訓練後に､ その企業

が求める知識・技能を習得した訓練生を､ 双方合意の上で雇い入れるものです｡
・訓練内容�実務 (OJT) を中心に事前に相談して作成した訓練カリキュラムにより実

施します｡
・訓練期間�３か月程度 (１月あたり､ 100時間以上)
・訓練定員�１名～
・委 託 料�上限24,100円 (外税) ／人月
・対 象 者�公共職業安定所で求職登録を行っている方で､ 公共職業安定所長の訓練受

講指示を受ける事ができ､ かつ訓練委託先に再就職を希望する方
○求人セット型委託訓練のメリット
・訓練を実施することにより､ 訓練生の適性や能力を見極める事ができ､ 有能な人材の
確保ができます｡
・訓練期間中､ 訓練生の人数や期間に応じて委託料が支払われます｡
・訓練期間中､ 訓練生への賃金等の支払いの必要はありません｡

�()*+,

○高松高等技術学校 (高松市郷東町587－１) TEL087－881－3171
○丸亀高等技術学校 (丸亀市港町307) TEL0877－22－2633
○労働政策課 TEL087－832－3367

校 別 科 名 訓練期間 定 員 募 集 日 程

高松

造園科

６月

30

受付期間�８月21日�～９月１日�

選 考 日�９月８日�

合格発表�９月15日�

選考方法�職業適性検査､ 面接

住宅リフォーム科 15
介護サービス科 25
デザイン科 ５

丸亀

機械加工科 15
木造住宅科 10
情報ビジネス科 20
電気工事科 １年 20
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会社がトライ 女性もトライ －ポジティブ・アクションで 一人一人が活躍できる職場づくりを－

◆日 時 平成18年７月７日� 13�30～16�30
◆場 所 ウェルシティ高松 (香川厚生年金会館) 玉藻の間
◆内 容 〈均等推進企業表彰〉

〈講 演〉
｢企業の社会的責任としての女性活躍推進－ニチレイの取組み－｣

㈱ニチレイ 経営企画部 部長 木谷 宏
〈働く女性の事例発表〉
｢自分自身のスキル向上に向けて｣

日本通運㈱高松支店営業推進センター
課長 斉藤 和子

〈説 明〉
｢仕事と家庭の両立支援と各種助成金制度について｣

香川労働局雇用均等室 �21世紀職業財団香川事務所

第21回男女雇用機会均等月間

男女雇用機会均等推進セミナー男女雇用機会均等推進セミナー

香 川 労 働 局 雇 用 均 等 室
TEL 087�831�3762
FAX 087�831�3759

お申し込みは６月30日�までに
電話又はＦＡＸで

������������		
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県では､ 社会に出る前の若者や子ども､ 学校を終え社会に羽ばたく若者や働く若者､ また､ 働

くことに不安や迷いを持つ若者を支援するため､ さまざまな事業を実施しています｡

★★ 小 ・ 中 学 生 や 高 校 生 の 職 場 体 験 活 動 ★★
★★ 新 規 学 卒 者 の 就 職 ガ イ ダ ン ス ★★
★★ 目 指 せ ！ 就 職 ☆ が ん ば る 若 者 応 援 セ ミ ナ ー ★★
★★ 働 ラ ッ キ ー 隊 応 援 ク ラ ブ 活 動 ★★ など

若者や子どもが積極的にこれらの事業に参加し､ 働くことや仕事についての理解を深め､ 生き
る自信と力をつけるよう､ 強力なサポーターとなっていただける方や事業所を募集します！
ご一報をお待ちしています!!

★★ 職場体験や職場見学の受入れ先となっていただける事業所 ★★
★★ 働く先輩や企業の経営者として､ 仕事に対する思いや社会人に

求められるものについて､ セミナーなどでご講話いただける方 ★★ など

��������
�������

連絡先 香川県労働政策課雇用対策グループ
TEL 087－832－3369

���������������������������������������������������������������������������������������������
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東京､ 大阪にも相談窓口

｢県人材Ｕターンセンター｣が､ しごとプラザ高松
(ハローワーク高松の関連施設) 内に設置されている
のをご存知ですか｡
県内での就職を希望する県外在住者のために､ 求人情
報など就職関係の情報を提供するほか､ 専任の相談員
がＵＪＩターンに関する相談に応じています｡ 就職を
希望する本人はもちろん､ 家族や友人からの相談も可
能です｡
関東・関西地方にお住まいの方は､ それぞれ東京・大
阪の県事務所内にＵターンコーナーを設置しています｡
ぜひご利用ください｡
相談は無料ですので､ お気軽にどうぞ｡

■問合せ先
○香川県人材Ｕターンセンター

〒761－8063 高松市花ノ宮町３－１－１ トキワ栗林ビル２階

しごとプラザ高松内 相談員 宇藤 (うとう)

電 話：087－867－3269 相談時間：平日10：00～18：00

交 通：琴電琴平線 栗林公園駅から徒歩約10分

○香川県東京人材Ｕターンコーナー

〒102-0093 東京都千代田区平河町２－６－３ 都道府県会館９階

香川県東京事務所内

電 話：03－5212－9100 相談時間：平日８：30～17：15

交 通：地下鉄有楽町線・半蔵門線・南北線 永田町駅から徒歩約１分

○香川県大阪人材Ｕターンコーナー

〒530-0001 大阪市北区梅田１－３－１ 大阪駅前第１ビル７階

香川県大阪事務所内

電 話：06－6342－4855 相談時間：平日８：30～17：15

交 通：ＪＲ大阪駅から徒歩約４分

ＵＪＩターン求人情報は､ ホームページでお手軽に｡
�������������	
�������������	��������������	�����

専任の相談員がいる窓口
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勤勤労労者者のの生生活活をを応応援援ししまますす！！

香香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤労労労労労労労労労労労労労労労者者者者者者者者者者者者者者者福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉資資資資資資資資資資資資資資資金金金金金金金金金金金金金金金融融融融融融融融融融融融融融融資資資資資資資資資資資資資資資制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度
○全体の融資限度額 １人500万円
○利用できる方 県内に居住しており､ かつ現在の勤務先に１年以上勤務している方 (賃金

遅払資金を除く｡)
○返済方法 原則として毎月元利均等償還 (賃金遅払資金を除く｡)
○保 証 四国労働金庫の定めによる

■子育て支援資金■
○出産のための通院・入院
○育児休業中の生活費 など
融資限度額 100万円
融資利率 年利1.6％ (固定金利・保証料別途)
返済期間 ６年以内 (据置１年以内を含む｡)
○高等学校以上の学費
融資限度額 学生・生徒一人につき200万円
融資利率 年利1.6％ (固定金利・保証料別途)
返済期間 ９年以内 (据置４年以内を含む｡)

■介護支援資金■
○車椅子など介護用品の購入
○介護休業中の生活費 など
融資限度額 100万円
融資利率 年利1.6％ (固定金利・保証料別途)
返済期間 ６年以内 (据置１年以内を含む｡)

■賃金遅払資金■
○賃金が遅払いになった際の生活費
融資限度額 勤労者一人につき30万円
融資利率 年利1.6％ (固定金利・保証料別途)
返済期間 １年以内
返済方法 原則として一括償還■ライフ・サポート資金■

○冠婚葬祭 ○ボランティア
○医療 ○スキルアップ など
融資限度額 100万円
融資利率 年利2.4％ (固定金利・保証料別途)
返済期間 ６年以内 (据置１年以内を含む｡)

お問合せ先
融資のご相談 四国労働金庫
〈フリーダイヤル〉0120�17�4160
〈ホームページアドレス〉http�//www.shikoku-rokin.or.jp/

内内内内内内内職職職職職職職のののののののおおおおおおお仕仕仕仕仕仕仕事事事事事事事はははははははああああああありりりりりりりままままままませせせせせせせんんんんんんんかかかかかかか？？？？？？？

内内内内内内内内内内内内内内内職職職職職職職職職職職職職職職ををををををををををををををを委委委委委委委委委委委委委委委託託託託託託託託託託託託託託託しししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたいいいいいいいいいいいいいいい事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業主主主主主主主主主主主主主主主ををををををををををををををを
広広広広広広広広広広広広広広広くくくくくくくくくくくくくくく募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集いいいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！！

◆連絡先◆
香川県商工労働部労働政策課 TEL�087�832�3370

県では､ 県内全域の内職相談及び在宅ワーク支援をしています｡

内職の委託を御希望の事業主の方は､ 下記まで御連絡ください｡
募集に関する情報は､ 香川県のＨＰでも御覧になれます｡
http�//www.pref.kagawa.jp/rosei/fukushi/zaitaku-naisyoku.html
例えば…袋詰め､ シール貼り､ 糸切り､ 箱の組み立てなど
☆ 簡単なお仕事は大歓迎です｡

平成18年度全国安全週間
7月1日～7月7日

｢全員参加でリスクの低減 確立しよう ｢安全文化｣｣
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｢第44回技能五輪全国大会｣ と ｢第29回全国障害者技能競技大会｣ (愛称：2006技能五輪＆アビリンピッ

クinかがわ) の推進組織である ｢2006技能五輪＆アビリンピックinかがわ推進協議会｣ の第３回総会が､

経済・産業団体や､ 技能職種団体､ 障害福祉・雇用促進団体な

どの代表者約80名が出席して､ ５月８日に開催されました｡

総会では､ 大会実施計画をはじめ､ 平成18年度の事業計画や

収支予算案が審議され､ 大会の成功に向けて､ 選手の育成・強

化や広報活動などについて､ より一層重点的な取組みを行うこ

ととしました｡

２００６技能五輪＆アビリンピックinかがわ 大会概要

１) 会期

【技能五輪】平成18年10月20日� 開会式

10月21日�～22日� 競 技

10月23日� 閉会式

【アビリンピック】平成18年10月27日� 開会式

10月28日� 競 技

10月29日� 閉会式

２) 会場

サンポート高松､ サンメッセ香川､

高松市総合体育館ほか

３) 競技職種

【技能五輪】45職種

旋盤・電気溶接・電工・配管・石工・左官・家具・建

具・建築大工・フラワー装飾・美容・理容・洋裁・洋菓

子製造・自動車工・西洋料理・造園・和裁・日本料理・

レストランサービス・冷凍技術・グラフィックデザイン・

情報技術・アニメーターなど

【アビリンピック】32職種

建築ＣＡＤ・義肢・歯科技工・木工・電子機器組立・

パソコン操作・ＤＴＰ・ワード・プロセッサ・データベー

ス・ホームページ・パソコンデータ入力・洋服・写真撮影・フラワーアレンジメント・喫茶サービス・縫

製など

お問合せ 技能五輪・アビリンピック推進室 ＴＥＬ：087－832－3373

技能五輪洋裁職種競技風景

アビリンピック歯科技工職種競技風景
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労労労委委委だだだよよよりりり

無料労働相談とあっせん

香川県労働委員会では､ 労働条件やその他労働関係に関する個々の労働者と使用者との間でト

ラブルが起こった場合､ 当事者が自主的に解決できるように､ 関係法令や関係機関の紹介､ 問題

解決に必要なアドバイスなどを行っています｡

また､ 当事者だけでは解決できない問題に対しては､ あっせん制度を用意しています｡ この制

度は､ 経験豊富なあっせん員が､ 公平中立的な立場から労使双方の間に入り､ 双方の主張を確か

めたうえで､ 話合いによって円満に問題解決を図るものです｡ 裁判と比べて､ 手続は簡単､ 費用

も無料､ 期間も約１月ほどで終了し､ あっせん内容などの秘密も厳守します｡ ご利用できる方は､

県内の事業所で働いている労働者 (以前働いていた方でも可) または使用者です｡ お気軽にご相

談ください｡

労働相談又はあっせんの相談はこちらまで｡

� 087－832－3721
月曜～金曜 (祝日を除く｡) ８時30分～17時

〈労使間トラブルの例〉

○ 突然､ 会社から解雇を通告されたが､ 納得できない｡

○ 他県への配置転換を言われたが､ 理由があって異動できない｡

○ パートで働いているが､ 突然時給を引き下げられた｡

○ 残業代が支払われない｡

○ 有給休暇が取れない｡

○ 会社の上司から､ いじめや嫌がらせを受けている｡

香川県労働委員会事務局
〒760－8570 高松市番町４－１－10 (香川県庁東館３階)

TEL 087－832－3721 FAX 087－837－0419
http�//www.pref.kagawa.jp/roui/

解雇
賃金
未払

休日
休暇

労働
契約

嫌が
らせ
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平成18年４月１日から労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (労働時間等設定改善法) が施行さ

れました｡

この法律は､ 労働者が豊かでゆとりある生活を実現するためには､ 生活時間を確保することが重要であ

ることから､ 労使による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な取組を促進するための特別な措置を講

じることを目的とするもので､ 法律の施行にあわせ事業主の取組の参考となる事項を例示した労働時間等

設定改善指針を定めています｡

この法律の趣旨・内容をご理解の上､ 労使の方々には新たに設けられた制度を活用して労働時間等の設

定の改善に取り組んでいただきますようお願いします｡

○労働時間等設定改善指針

１ 設定改善に関する基本的な考え方

�労働時間等の設定の改善を図る趣旨

・労働者の健康と生活に配慮しつつ多様な働き

方に対応できるよう､ 労働時間､ 休日数､ 年

次有給休暇等の設定の改善

�労働時間の短縮の推進

・週40時間制の導入､ 年次有給休暇の取得促進､

時間外労働の削減

�多様な事情への配慮と自主的な取組の推進

・労働者の多様な事情を踏まえつつ､ 労使の自

主的な取組の推進

�他の法令､ 計画と連携

・次世代育成支援推進法等を踏まえ､ 少子化対

策等との連携

２ 事業主等が講ずべき設定改善のための措置

�事業主が講ずべき一般的な措置

・実施体制の整備

労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に

対応した労働時間等の設定

・年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

・所定外労働の削減

�特に配慮を必要とする労働者のための措置

・特に健康の保持に努める必要があると認めら

れる労働者への配慮

・子の養育又は家族の介護を行う労働者への配

慮

・妊娠中及び出産後の女性労働者への配慮

・単身赴任者への配慮

・労働者の自発的な職業能力開発への配慮

・労働者の地域活動等への配慮

�事業主団体の取組

・傘下の事業主に対し､ 労働時間等の設定の改

善についての専門家による指導・助言を受け

させる等の援助の実施

�他の事業主との取引上の配慮

・週末発注､ 週初納入等の短期発注の抑制

・発注内容の頻繁な変更の抑制

詳しくは香川労働局労働基準部監督課 (TEL087－831－7285) にお問合わせいただくか､

厚生労働省ホームページ (http�//www.mhlw.go.jp/) の関連記事をご覧ください｡
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平成18年５月15日�サンメッセ香川において､ 香

川県及び香川労働局等の共催により､ 平成19年３月

大学・短大・高専・専修学校等の新卒予定者を対象

とした ｢かがわーくフェア９ (就職ガイダンス､ 就

職面接会)｣ が開催されました｡

午前中の就職ガイダンスは､ ㈱人材総合研究所代

表取締役高橋順さんを講師に迎え､ ｢自己分析は､ 就

活の 『要』｣ と題して講演が行われ､ 参加した学生は､

就職活動の心構えなどの話に真剣な表情で聞き入っ

ていました｡

午後からの就職面接会には､ 県内企業を中心に131

社の参加があり､ 会場においては､ 834名の学生が自

分の希望する企業ブースを訪問し､ 企業の人事担当

者から仕事内容や労働条件などの説明を熱心に聞き

ながら自分に会った仕事を探していました｡

また､ 会場には､ 職業適性診断コーナーのほか､

職業相談､ キャリアーカウンセリング､ 福祉人材セ

ンター､ 農業生産法人の各相談コーナーが設けられ､

多くの参加者の相談がありました｡

丸亀高等技術学校入校式 (H18.４.５)

丸亀高等技術学校では､ 建築技術科､ 溶接技

術科など､ ５学科で72名が入校しました｡

高松高等技術学校入校式 (H18.４.６)

高松高等技術学校では､ 電子システム科､ 自

動車工学科など10学科で163名が入校しました｡

初心を忘れることなく､ 専門知識と専門技能を研鑽し､
実り多い学校生活を送ってください｡
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