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全国障害者技能競技大会
(アビリンピック)
｢パソコンデータ入力｣ 職種
競技風景

技能五輪全国大会
｢建築大工｣ 職種
競技風景

編集発行

香川県商工労働部労働政策課
高松市番町４丁目１番10号

香川の労働情報サイト

 

●第38回勤労者美術展 作品募集
●2006技能五輪＆アビリンピックinかがわ いよいよ開催




 



■開館日

予約制
■支援内容
①相談支援事業(カウンセリング(個別相談･個別指導))
専任カウンセラーが個別相談を行い､ 利用者お
一人ごとの自立支援プラグラムを作成｡ 就労ま
で支援｡
②職業意識啓発事業 (職場見学､ 職場体験など)
③関係機関・団体が実施する支援事業への誘導
④保護者対象の相談・セミナー
■対 象 者
15歳から概ね35歳までの方 (学生は除く)
■人員体制
専任カウンセラー
２名 (常 勤)
臨床心理士
若干名 (非常勤)

月〜金曜日 (土日､ 祝日は休館)
10時〜17時
■場

所
高松市西の丸町14−10
穴吹カレッジキャリアアップスクール６階
(高松北警察署向かい)

■利用料

無料

■問合せ・予約先
ＴＥＬ

087−811−5388

ＦＡＸ

087−811−3671

※かがわ若者サポートステーションの運営は､ 厚生労働省から委託を受けた㈱穴吹カレッジサービスが行います｡

●対象者…働いたことがない､ 働いていない状態が長くなっている､
パートやアルバイトの経験しかないなどの15歳から概ね35歳までの方 (学生は除く)
か

でー

なん香できる日 (Day)

か

でー

か

でー

なん香みつかる日 (Day)

なん香みにつく日 (Day)

働く人との交流会 ＆
保護者対象セミナー

ビジネスマナー講座

●商品販売のためのチラシづく

●働く先輩や企業の経営者､ 社

●電話応対や名刺交換など､ 実

りなどを､ チームで取り組む

会保険労務士さんとの､ 気軽

技指導やビデオ撮影を交えな

グループワークの実施｡

に参加できる交流会｡

がら､ ビジネスマナー講座を

ワード､ エクセルのパソコン

保護者対象セミナーも実施｡

実施｡

グループワーク ＆
パソコン講座

講座も実施｡
●12月〜２月 (３か月､ 週１回)
●応援クラブへの登録が必要｡

●10〜３月 (毎月１回)

●10､ 12､ ２月 (各月１回)

【問合せ・登録・参加申込み先】
香川県商工労働部労働政策課 TEL 087−832−3369
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｢香川ものづくり伝道師｣ に 20名を委嘱！
〜 児童・生徒の皆さん､ ものづくりの素晴らしさ・楽しさを体験しませんか？ 〜
● ｢香川ものづくり伝道師｣ 委嘱式を開催
６月29日､ 県では､ 製造業などで高度な技能を
有し､ 指導力の優れた20名 (13職種) を､ 今回初め
て､ ｢香川ものづくり伝道師｣ に委嘱しました｡ 今
後､ 県内各地の小中学校に､ ｢ものづくり名人｣ ふ
れあい出前講座の講師として出向いていただき､ 講
演や実演等を通じて､ 児童・生徒に､ ものづくりの
素晴らしさや楽しさ､ 働くことの大切さなどを大い
に体験・理解してもらいます｡
県庁で行われた委嘱式では､ 中山貢県商工労働部

中山商工労働部長 (左) から委嘱状を交付される
｢香川ものづくり伝道師｣

長から委嘱状を手渡された伝道師を代表して､ 現代
の名工【菓子木型】の市原吉博さん (高松市) が､
｢限りない可能性を持つ子どもたちに､ ものづくり
の喜びを伝えたい｣ と決意を述べられました｡
● ｢伝道師｣ によるふれあい出前講座がスタート！
７月７日､ ｢香川ものづくり伝道師｣ の出前講
座が､ 綾川町立陶小学校 (三好隆大校長) を皮切り
に始まりました｡
当日は､ ６年生64人が和裁に挑戦し､ 現代の名工
の原タヱ子さん (高松市) から裁縫のコツや浴衣の

｢香川ものづくり伝道師｣ の熟練した技を学ぶ
陶小学校の児童たち

着付けを学びました｡

技能士といっしょの親子夏休みものづくり技能体験教室 開催！
お盆最中の８月14日､ 香川地域職業訓練センター
(高松市郷東町) で､ 香川県職業能力開発協会主催に
よる ｢技能士といっしょの親子夏休みものづくり技能
体験教室｣ が開催されました｡
同教室は､ 子供たちが熟練技能士の ｢技｣ に触れ､
親子で取り組むことを通じて､ ものづくりの素晴らし
さや楽しさを体験してもらうもので､ 平成13年度から
開催されており､ 今回で６回目となります｡
当日は､ ｢ミニチュア椅子づくり｣､ ｢庵治石の文鎮
づくり｣､ ｢銅板表札づくり｣､ ｢ランチセットづくり｣ の４体験に､ 小学４年生から中学２年生までの
児童・生徒101名が参加し､ 熟練技能士の指導を受けながら､ 一生懸命に作品づくりに励みました｡
作品が完成した後､ 認定証の交付が行われ､ 全員で記念写真を撮影しました｡
―3―











高松高等技術学校カレッジコースでは､ ①推薦入校生､ ②一般入校生の募集をします｡
募集学科電子システム科 (15名)・自動車工学科 (25名)・建築システム科(15名)
キャドシステム科 (10名)
※ ( ) は定員
試 験 日平成18年11月24日 (金)
応募資格①平成19年３月高等学校卒業見込みの者で､ 学校長の推薦が得られる者
②高等学校､ 専門学校､ 短期大学､ 大学等の卒業者及び卒業見込みの者
(大検合格者を含む) で概ね30歳未満の者
募集人数①若干名 (定員に含む)
②推薦合格者を除いた人数
受 験 料無料
願書受付平成18年10月30日〜11月14日 (当日消印有効)





高松高等技術学校では､ 企業での実習と高等技術学校内での座学を組合わせ､ 若者を一人前
の職業人に育てる新しい職業訓練制度 (日本版デュアルシステム) を活用したカーメンテナン
ス科を昨年度から設置しています｡
カーメンテナンス科は､ 自動車のエンジン､ シャシに関連する構成部品の構造､ 機能､ 作動
及び整備について学び､ ３級自動車整備士の資格取得を目指す内容です｡
試 験 日平成18年12月11日
応募資格概ね35歳以下で､ 現在無職あるいはパート､ アルバイト等の就労を行っており､ 訓
練修了後に自動車整備士として常用雇用の就職を希望している者
募集人数10名
受 験 料無料
願書受付平成18年11月１日〜11月30日 (当日消印有効)



!"#$%&

丸亀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､
訓練コースや内容は､ 丸亀高等技術学校にお問い合わせください｡

'()*

+,-./01"#

県立高等技術学校では､ 求人のある事業所で就職に結びつくために必要な知識・技能を習得
するため､ OJT (現場実習) を中心とした職業訓練を実施しています｡ また､ 訓練修了後に双
方 (事業主及び訓練生) の合意により就職ができる訓練コースです｡
●メリット・事業所の人材ニーズにそった､ 実践的な訓練が受講できます｡
・採用前に事業所の事業内容がわかります｡
・採用に意欲的な事業所なので､ 採用される可能性が高くなっています｡
試 験 日相談の上､ 随時実施
応募資格雇用保険受給資格者であり､ 公共職業安定所の受講指示を受けることが可能な者で､
訓練委託先に就職を希望する者
募集人数各科１〜４人
願書受付随時
お問合せ先

高松高等技術学校 (高松市郷東町587−１)
丸亀高等技術学校 (丸亀市港町307)
労働政策課
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TEL 087−881−3171
TEL 0877−22−2633
TEL 087−832−3367





★ヤングキャリア・ナビゲーションとは､ 働く若年労働者を中心に､ キャリア形成
に係る相談だけでなく､ 友達､ 対人関係､ 家族､ 恋愛､ 結婚､ 人生設計などの不
安や悩みを専門家が多面的にサポートします｡
★相談は､ 社団法人日本産業カウンセラー協会の産業カウンセラーが行います｡
★１回50分の無料相談で､ 予約制です｡ 秘密は厳守します｡


まんのう町勤労青少年ホーム

所】〒7660026
仲多度郡まんのう町岸上126
【Ｔ Ｅ Ｌ】0877−75−1515
【相 談 日】毎週水曜日 (第５週は除く)
①1800〜1850②1900〜1950③2000〜2050
【交通機関】JR琴平駅下車 タクシー15分
http//www.counselor.or.jp/young/youngtop.htm
【住

10月１日は平成18年事業所・企業統計調査

あなたの事業所も対象です
10月１日､ 平成18年事業所・企業統計調査が全
国一斉に行われます｡
調査の結果は､ 国､ 都道府県､ 市区町村がこれ
からの地域開発や都市計画など私たちの生活をよ
り良くするために必要な基礎資料となります｡
９月下旬から調査員が各事業所へ調査票をお届
けいたしますので､ 必ずお受け取りになってもれ
なくご記入ください｡
調査票を配布・回収する調査員は､ ｢調査員証｣
を携行していますので､ 安心してご協力をお願い
します｡
問い合わせ先
●香川県総務部統計調査課
ＴＥＬ 0878323148
ＦＡＸ 0878626315
〒7608570 高松市番町4110
●県内各市町統計調査担当課
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第38回 香川県勤労者美術展
〜

作

品

募

集

〜

目日本画・洋画・書・写真

種

開催期間平成18年12月14日〜12月17日
開催時間午前９時〜午後５時(金曜日は午後7時30分､最終日は午後3時30分まで)
場香川県文化会館

会

高松市番町11039

申込期限平成18年11月30日当日

TEL 0878311806

申込用紙必着

※申込書 (４枚複写) のうち､ 出品票を除いた３枚を県労働政策課まで､
ご提出ください｡ 作品搬入当日の申込は受け付けません｡

提 出 先労働政策課

勤美展担当 (〒7608570

高松市番町４１10)

作品搬入平成18年12月９日､ 10日午前９時〜午後５時まで
※申込書の出品表を作品の裏側に貼って､ 香川県文化会館に搬入して
ください｡ 搬入当日の申し込みは受け付けません｡

問合せ先

香川県労働政策課

TEL 087−832−3366 (直通)

!!

アップに

メージ
企業のイ








 

 





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)
※育児関係は､ 部長賞 → 知事賞 と表彰レベルがステップアップしていきます!


☆★

 !

事業主さんの積極的な取り組みを応援します
問合せ先県労働政策課
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TEL 087−832−3366

★☆

 



厚生労働省では､ 中小企業での育児休業等の取得促進を図る観点から､ 平成18年度新たに ｢育児・
介護雇用安定等助成金 (中小企業子育て支援助成金)｣ を設けました｡ 従業員100人以下の中小企業事
業主 (雇用保険の適用事業主) に対して､ 平成18年４月以降に初めて､ 育児休業取得者又は３歳未満
の子の養育のための短時間勤務制度適用者が出た場合､ 助成金が支給されます｡
受給できる金額は､ 対象者が初めて出た場合に､ ２人目まで支給されます｡
育児休業

短時間勤務

※利用期間に応じ､ 次の①〜③のとおり

①６か月以上１年以下

②１年超２年以下

③２年超

１人目

１００万円

６０万円

８０万円

１００万円

２人目

６０万円

２０万円

４０万円

６０万円

また､ 受給できる事業主の条件 (一部) は､
１ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し､ 都道府県労働局に届出してい
ること｡
２ 対象となる労働者は､ 次の又はの要件を満たしていること｡
 育児休業取得者の場合
平成18年４月１日以降､ ６か月以上の育児休業を取得し､ 職場復帰後６か月以上継続して雇用
されていること｡
 短時間勤務制度適用者の場合
平成18年４月１日以降､ ３歳未満の子について６か月以上､ 要件を満たす短時間勤務制度を利
用していること｡
詳細については､ 香川労働局ホームページの ｢仕事と子育て応援サイト｣ で確認できるほか､ 香川
労働局雇用均等室 (TEL 087−831−3762) までお問い合わせください｡

  



  

県では就業規則､ 賃金・退職金､ 労働時間､ 休日・休暇､ 解雇・退職勧奨､ 高年齢者の雇用等に関
する悩みや疑問についてのご相談に応じ､ 解決へのお手伝いをしています｡
｢高年齢者雇用確保措置｣ はすでに導入されていますか？
平成18年４月１日から高年齢者雇用安定法の改正により､ ｢65歳未満の定年｣ の定めをしてい
る事業所は､ 次の１) 〜３) のいずれかの措置を講じなければなりません｡
１) 定年の引き上げ

２) 継続雇用制度の導入

３) 定年の定めの廃止

なお､ ２) ｢継続雇用制度｣ とは
｢現に雇用している高年齢者が希望する時は当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する
制度｣ で① ｢勤続延長制度｣ ② ｢再雇用制度｣ の二つの制度があります｡
｢高年齢者雇用確保措置｣ に関するお問い合わせは､ 香川労働局職業安定部職業対策課 (TEL
087−831−7290) 又は最寄りのハローワークにお尋ねください｡
労使間に発生したトラブルでお悩みの方はご相談 (来庁または電話) ください｡
匿名でのご相談も可｡ 相談費用は無料｡ 秘密は厳守いたします｡

香川県労働福祉協議会

香川県労働政策課
香川県庁本館14Ｆ

TEL 087−832−3371

高松市番町3−5−15

月〜金 (祝日除く) ８30〜1715

TEL 087−832−2636

月〜金 (祝日除く) ９00〜1730
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香川県労働委員会､ 香川県､ 香川労働局では､ 労働者と使用者との間のトラブルでお悩みの労働者
や使用者を対象にした相談会を開催します｡
当日は､ 大学教授や社会保険労務士など経験豊富な相談員が個別に相談に応じ､ 問題解決のための
適切なアドバイスを行います｡
相談内容は､ 解雇､ 配転転換､ 賃下げなど､ 労使間でトラブルになっている事項であれば何でもか
まいません｡
お気軽にお立ち寄り下さい｡
平成18年10月28日､ 29日 12時〜16時
ＪＲ高松駅２階 (改札口上)
県内の事業所に勤めている労働者あるいは使用者
会場に直接お越し下さい｡
無料
労働委員会委員 (大学教授など)､ 社会保険労務士
香川県労働委員会､ 香川県､ 香川労働局
連合香川 香川県経営者協会 香川県社会保険労務士会

日 時
会 場
対象者
申込み
費 用
相談員
主 催
後 援

＜相談事例＞
○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､ 理由もなく時給を引き下げられた｡

【お問合せ先】

第１部

式

典

香川県労働委員会事務局

■

TEL 087−832−3721

建設雇用改善優良事業所表彰
○厚生労働大臣表彰

■
■

第２部

記

念

講

など

○香川県知事感謝状授与

｢建設業に働く若者からのメッセージ｣ 入選者表彰
若年優良建設従事者表彰

演

主催 香川労働局､ 香川県､ 独立行政法人雇用・能力開発機構香川センター､ 社団法人香川県建設業協会
共催 社団法人香川県建設産業団体連合会
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平成18年春季賃上げ妥結状況調査結果
平成18年春季賃上げ要求・妥結状況調査 (企業規模1,000人未満の県内企業を対象) によると､
賃上げ額は単純平均で3,245円､ 賃上げ率は1.38％となっています｡
企 業 規 模 別

妥結前平均賃金 (円)

要求額 (円)

妥結額 (円)

賃上げ率 (％)

300人未満

224,302

5,260

2,757

1.23

300人以上1,000人未満

265,963

6,560

4,645

1.75

235,076

5,596

3,245

1.38

1,000人未満

計







障害者

就業・生活支援

センターのご案内

香川県指定の障害者就業・生活支援センター ｢共生｣ では､ 雇用､ 福祉､ 教育等の各機関
と連携しながら､ 障害者の就業やそれに伴う生活に関する支援・助言､ 職業準備訓練のあっ
せんなど､ 障害のある方が職業生活において自立が図れるようお手伝いを行っています｡
また､ 事業主の方からの相談にも応じ､ 障害者の受入や受入れ後の雇用管理に係る助言等
も行っています｡ 利用料等はかかりませんので､ お気軽にお問合せください｡

障害者就業・生活支援センター共生 (社会福祉法人

恵愛福祉事業団)

〒7692702 東かがわ市松原1331番地５ 白鳥ホーム内
TEL 0879−24−3701 FAX 0879−24−3702







経営者の皆様､ 本当に､ 職場の問題点は分かっていますか｡
ＲＣＳとは､ 厚生労働省方式の産業心理学や統計学を応用した質問紙法による
意識調査で､ 会社組織上の問題点を科学的かつ客観的に把握することができます｡
○

質問項目は約40問で､ 所要時間はわずか30分程度｡

○

費用は無料 (中小企業のみ)｡
■お問合せ先
香川県労働政策課 総務・労政グループ
TEL 087−832−3371
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改正労働安全衛生法について

(主要部分)

施行期日
平成18年４月１日

 長時間労働者への医師による面接指導の実施 (法第66条の8､第66条の9､第104条)
■対象 全ての事業場 (常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年４月から適用)
■事業者は､ 労働者の週40時間を超える労働が１月当たり100時間を超え､ かつ､ 疲労の蓄積が認め
られるときは､ 労働者の申出を受けて､ 医師による面接指導を行わなければなりません｡ (ただし､
１か月以内に面接指導を受けた労働者等で､ 面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除き
ます｡)
上記の時間に該当するか否かの算定は､ 毎月１回以上､ 基準日を定めて行ってください｡
医師は､ 労働者の勤務の状況､ 疲労の蓄積の状況その他心身の状況 (メンタルヘルス面も含みま
す｡) について確認し､ 労働者本人に必要な指導を行います｡
事業者は､ 面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について､ 医師の意見
を聴かなければなりません｡
事業者は､ 医師の意見を勘案して､ 必要があると認めるときは､ 当該労働者の実情を考慮して､
就業場所の変更､ 作業の転換､ 労働時間の短縮､ 深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか､ 医
師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません｡

 特殊健康診断結果の労働者への通知 (法第66条の6)
■対象 特殊健康診断の実施義務がある全ての事業場
■一般健康診断に加え､ 特殊健康診断の結果についても､ 労働者本人への結果の通知が義務となりま
した｡

 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施 (法第28条の2)
■対象 安全管理者を選任しなければならない業種の事業場 (規模にかかわらず対象となります)
なお､ 化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物に係る調査は全ての事業
場が対象です (改正前の法第58条と同一です)｡
■職場における労働災害発生の芽 (リスク) を事前に摘み取るため､ 設備､ 原材料等や作業行動等に
起因する危険性・有害性等の調査 (リスクアセスメント) を行い､ その結果に基づき､ 必要な措置
を実施するよう努めなければなりません (努力義務)｡
■リスクアセスメントの実施時期は､ 次の①〜④です｡
①建設物を設置し､ 移転し､ 変更し､ 又は解体するとき｡
②設備､ 原材料等を新規に採用し､ 又は変更するとき｡
③作業方法又は作業手順を新規に採用し､ 又は変更するとき｡
④その他危険性又は有害性等について変化が生じ､ 又は生ずるおそれがあるとき｡
■厚生労働省では､ 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の適切かつ有効な実施を図るための指針
を公表することとしています｡
■職長等の教育事項に､ 危険性・有害性等の調査等に関する事項が追加されました｡ (安衛則第40条)

 安全管理者の資格要件の見直し ※平成18年10月1日施行 (安衛則第5条)
■対象 安全管理者を選任しなければならない事業場
■平成18年10月１日から､ 安全管理者は､ 厚生労働大臣が定める研修 (危険性・有害性等の調査に関
する事項を含み計９時間) を受けた者の中から選任しなければなりません｡
■平成18年10月１日において安全管理者として選任された経験が２年未満の方も､ 同日以降に安全管
理者として選任されるためには､ 上記の研修を受ける必要があります｡
■実務経験年数の要件は､ これにより短縮されます｡
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 安全衛生管理体制の強化 (安衛則第21条〜第23条等)
■対象 総括安全衛生管理者､ 安全委員会､ 衛生委員会等の選任又は設置義務がある事業場
■次の事項が､ それぞれ追加になります｡
総括安全衛生管理者
が統括管理する業務
安全衛生に関する方針の表明に関すること
○
危険性･有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
○
安全衛生に関する計画の作成､ 実施､ 評価及び改善に関すること
○
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
−
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
−
追

加

と

な

る

事

項

安全委員会の 衛生委員会の
調査審議事項 調査審議事項
−
−
○ (安全部分) ○ (衛生部分)
○ (安全部分) ○ (衛生部分)
−
○
−
○

 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施 (法第30条の2)
■対象業種 製造業
■製造業の元方事業者は､ その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われることに
よって生ずる労働災害の防止のため､ 次の措置を講じなければなりません｡
①随時､ 元方事業者と関係請負人､ また関係請負人相互間の連絡・調整を行うこと｡
②クレーン等の運転等についての合図の統一､ 事故現場等を表示する標識の統一､ 有機溶剤等の容
器の集積箇所の統一､ エックス線装置に電力が供給されている場合における警報の統一と､ これ
らについての関係請負人への周知

 免許・技能講習制度の見直し
■免許・技能講習制度が次のように変わります｡
■平成18年３月31日までに現行の免許を取得している方､ 技能講習を修了した方は､ これまでどおり
対象業務に従事することができます｡
旧
・クレーン運転士免許
・デリック運転士免許

→

新 (平成18年４月１日以降)
クレーン・デリック運転士免許
※クレーン・デリックとも運転できます｡ デリックの実技
→
教習は廃止となります｡
※クレーンのみ運転できる限定免許を設けます｡

・地山の掘削作業主任者技能講習
→
・土止め支保工作業主任者技能講習
・ボイラー据付け工事作業主任者技能講習

→

｢地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習｣ に統合
技能講習を廃止｡ ボイラー据付け工事を行う場合は､ 必要な能力を有す
ると認められる者の中から､ 作業の指揮者を定めなければなりません｡

・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
・ ｢特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習｣ に統合
→
・特定化学物質等作業主任者技能講習
・石綿を取り扱う作業については ｢石綿作業主任者技能講習｣ を分離・新設
表に記載のない免許､ 技能講習については､ 変更ありません｡
詳しくは香川労働局労働基準部安全衛生課 (℡087−831−7284) 又は労働基準監督署にお問い合わ
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｡

10月１日〜10月７日

平成18年度全国労働衛生週間
スローガン ｢疲れてませんか 心とからだ みんなでつくろう 健康職場｣
９月１日から９月30日までを準備期間としています｡
― 11 ―

第44回 技 能 五 輪 全 国 大 会10月20日
21日・22日
23日
第29回 全国障害者技能競技大会10月27日
(アビリンピック)
28日
29日


会



開会式
競 技
閉会式
開会式
競 技
閉会式

大会マスコットキャラクター

ぎのちゃん

※うち精密機器組立て､フライス盤の２職種は県外開催

場

職

種

サ ン メ ッ セ 香 川

メカトロニクス､ 左官､ フラワー装飾､ 美容､ 理容､ 洋菓子製造､
レストランサービス

サ ン ポ ー ト 高 松

タイル張り､ 石工､ 広告美術､ 造園､ れんが積み､
情報技術､ アニメーター､ Webデザイン

キッス調理技術専門学校 日本料理
高 松 市 総 合 体 育 館 家具､ 建具､ 建築大工､ 洋裁､ 和裁
香 川 県 立 体 育 館 配管､ 工場電気設備
高松市市民文化センター 電子機器組立て､ ITPCネットワークサポート､ 西洋料理
四 国 電 力 ㈱ 体 育 館 電工
雇用･能力開発機構香川センター 抜き型､ 電気溶接､ 曲げ板金､ 冷凍技術､ 情報ネットワーク施工､ 製造チームチャレンジ
香川県立高松高等技術学校 機械組立て､ 機械製図､ 旋盤､ 貴金属装身具､ 自動車工､ 車体塗装
香川地域職業訓練センター 木型､ グラフィックデザイン
香 川 県 消 防 学 校 構造物鉄工､ 自動車板金


会

場


職

種

洋裁､ 洋服､ 家具､ 電子機器組立､ 電子回路接続､ 歯科技工､
コンピュータプログラミング､ 精密板金､ 写真撮影､
サ ン メ ッ セ 香 川
フラワーアレンジメント､ 機械組立､ 貴金属装身具､ 縫製､ 木工､
喫茶サービス
サ ン ポ ー ト 高 松

パソコン操作､ 義肢､ 籠製作､ 木彫､ パソコンデータ入力､ 絵画､ 陶磁器､
編物､ 刺繍

高松市総合体育館

DTP､ 機械CAD､ 建築CAD､ ワード・プロセッサ､ データベース､
ホームページ､ パソコン組立､ ポスターデザイン

会場では競技見学スペースがあります｡ また､ ものづくり体験や障害者雇用への理
解を深めていただくイベントがいっぱいです｡
︻
お
問
合
せ
先
︼

2006技能五輪＆アビリンピックinかがわ推進協議会事務局
〒760−8570 高松市番町４丁目１番10号
香川県商工労働部労働政策課技能五輪・アビリンピック推進室内
TEL 087−832−3373 FAX 087−863−3611
E-mail rosei@pref.kagawa.lg.jp
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