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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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●ものづくり人材育成事業
●各種募集のお知らせ

高松高等技術学校 キャドシステム科の授業風景
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かがわ熟練技能者人材バンクの登録者・登録企業を募集します！

【事業目的】
ものづくりの現場を支えてきた高度な技能を持つＯＢ熟練技能士や､ 今後退職が見込まれ､ 退職
後も自らの技能・知識を活かしたい技能者に活躍の場を提案するとともに､ 指導者不足に悩む中小
企業の経営課題の解決を支援します｡
【イメージ】

【支援対象 (登録募集) 分野】
製造業､ 建設業など､ ものづくり分野を中心とする各種技能・技術の指導に関すること

【支援の条件】
指導を希望する企業とＯＢ熟練技能士との当事者間で､ 指導期間､ 指導料を決定すること

【問合せ先】
香川県職業能力開発協会 電話�087－882－2854

企業の生産性の向上のためには､ 技術革新等による産業構造の変化などに対応可能な従業員の育
成が求められています｡
県立高等技術学校では､ 独自で能力開発の訓練を実施することが困難な中小企業や事業主団体等

を手助けするために平成19年度からオーダーメイド在職者訓練を実施します｡ 従業員の教育訓練を
お考えのご担当の方はお気軽にご相談ください｡
●企業等のご要望に応じて､ 内容・日程等を設定し､ 訓練を実施します｡
ご要望に対して､ 当該分野の科目を持つ各高等技術学校が訓練ノウハウを活かして対応します｡
高松高等技術学校�電子､ 自動車整備､ 建築､ キャド､ デザイン､ 塗装､ 造園､ 介護など
丸亀高等技術学校�建築､ 溶接､ 機械､ 電気工事､ パソコンなど

●人 数 原則５名以上でお願いします｡
●時 間 12時間以上でお願いします｡
●受 講 料 依頼された企業等に実費を負担していただきます｡
●問合せ先 労働政策課職業能力開発グループ 電話�087－832－3367

高松高等技術学校 電話�087－881－3171
丸亀高等技術学校 電話�0877－22－2633
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香川県アースリィウッド協同組合と香川県建具技能士

会の共催で､ 県内の木工技能者が制作した組子障子､ ド

ア､ 季節家具等､ 優れた作品を展示します｡

と き ４月９日�～４月13日�

８時30分～17時00分

※13日は､ 16時00分まで

ところ 香川県庁１階ギャラリー(高松市番町)

問合せ 香川県アースリィウッド協同組合

TEL (087) 888－3340

又は 労働政策課

TEL (087) 832－3367

県では､ 平成18年度から､ 高度な技能を有し､ 優れた

指導力をある方を ｢香川ものづくり伝道師｣ に委嘱し､

小中学校に出向いて､ 児童や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伝えていただい

ています｡

平成18年度は､ 延べ24名の ｢香川ものづくり伝道師｣

が小中学校18校に出向き､ 約1,300名の児童・生徒が､

ふれあい出前講座を受講しました｡

平成19年度も引き続き､ ｢香川ものづくり伝道師｣ の

活躍が期待されます｡

平成19年３月２日�～３月５日 (月) に､ 千葉県で開

催された ｢第24回技能グランプリ｣ において､ 本県から

参加した和裁職種５名のうち､ 見事､ 第３位に１名､ 敢

闘賞に２名が入賞しました｡

本県選手 (入賞者) の成績は､ 次のとおりです｡

第３位 穴
あな

吹
ぶき

理
り

香
か

高松市 (西村和裁)

敢闘賞 松
まつ

原
ばら

早
さ

織
おり

高松市 (㈲矢野和裁)

敢闘賞 小
こ

松
まつ

亜
あ

紀
き

高松市 (㈲矢野和裁)

※ ( ) 内は､ 所属事業所
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昨年の展示光景 (第18回のたてぐ祭から)

観音寺市立豊浜中学校での出前講座 (２月５日)

結団式で決意表明を行う選手代表 (２月27日)
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｢｢ししごごととププララザザ高高松松｣｣ 移移転転ののおお知知ららせせ

｢しごとプラザ高松｣ の移転にともない､ 併設施設である ｢香川県学生情報センター｣ と ｢香川県
人材Ｕターンセンター｣ が移転します｡
19年３月16日�をもって現在地 (高松市花ノ宮町３－１－１) での業務を終了し､ ３月26日�午前
10時から下記移転先で再開します｡
今後とも､ ご利用いただきますようよろしくお願いいたします｡

移転先 高松市常磐町1－9－1 (常磐町商店街中 ことでん瓦町駅 徒歩約２分)

電 話 087－834－8609 (代)

087－834－8650 (Ｕターンセンター直通)
※３月26日以降から使用できる電話番号です｡

かがわーくメールのお知らせ

香川県労働政策課では､ 就職情報・職業訓練・仕事と家庭の両立支援など､ かがわの労

働情報がいろいろなメールマガジンを第１・第３金曜日に発行しています｡

登録は香川県ホームページ http�//www.pref.kagawa.jp/mag/index.shtmlから｡
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◎企業の人事担当者と直接面談ができます｡
◎会場には多数の企業が集まるので効率よく情報収集ができます｡
◎入場は無料です｡ 予約なしで当日参加もＯＫ､ 時間内の出入りも自由です｡
◎来場した方には､ ｢参加事業所求人情報｣ (香川労働局作成) や ｢求人一覧表｣ (香川学生職
業相談室作成) を無料配布します｡
◎職業適性診断や職業相談などの各種相談コーナーも開設します｡

日 時 平成19年５月16日�

13�00～16�00 (受付 12�30～)

対 象 者 平成20年３月に大学等 (大学､ 短大､ 高専､

専修学校､ 能力開発施設) を卒業予定の方

参加企業 香川県内企業約150社

場 所 サンメッセ香川 (高松市林町2217－１)

主 催 者 香川県､ 香川労働局､ ハローワークほか

問合せ先 香川県商工労働部労働政策課 電話 087－832－3368

※香川県内で開催予定の合同企業説明会の最新情報は､ 次のホームページに掲載されています｡
かがわーくネット http�//www.pref.kagawa.jp/rosei/

◇大学等卒業予定者を対象とした◇

���� �����	
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(18年５月の就職面接会風景)

平成18年 年末一時金調査

調査対象
●県内の民間企業 (従業員規模1000人未満) の労働組合237組合

●年末一時金について平成18年12月31日までに妥結した企業

調査の結果
●従業員規模1000人未満の平均妥結額は460,005円で､ 昨年に比べ9,077円の減額となった｡

●妥結額は企業規模従業員300人未満では42,330円の減額､ 300人以上1000人未満で53,696円の

増額となった｡

企 業 規 模 300人未満
300人以上
1000人未満

1000人未満 計

妥 結 前
平 均 賃 金

230,945円 271,762円 237,748円

妥 結 額
(前 年 比)

424,611円
(-42,330円)

636,975円
(+53,696円)

460,005円
(-36,640円)

要 求 額
(前 年 比)

525,939円
(+4,643円)

750,767円
(+87,019円)

563,410円
(+7,580円)
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県立高等技術学校からのお知らせ
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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�ハローワークに求職登録を行っている者で､ ハローワークで訓練受講指示等を受

ける事ができ､ かつ訓練委託先に再就職を希望する者

障害者訓練

この訓練は､ 障害者が､ 実践的な職業能力の開発・向上を図るために､ 企業等を委託先とし
て企業の現場で職業訓練を実施するものです｡
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�１～３か月 (１月あたり､ 100時間標準)
訓練定員�１名～
委 託 料�上限60,000円 (外税) ／人月
対 象 者�次の要件すべてにあてはまる者

①身体障害者手帳､ 療育手帳､ 精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者
②自力通所が可能で､ 自分で身の回りの基本的な事ができる者
③職業訓練を受講することにより､ 就労が見込める者
④ハローワークに求職登録を行っている者で､ ハローワークで訓練受講指示また
は受講推薦を受ける事が可能な者
※職業訓練の内容を検討する際には､ 障害者職業訓練コーディネーターがお手伝
いをします｡

求人セット型委託訓練､ 障害者訓練のメリット

・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) 電話�087－881－3171
○丸亀高等技術学校 (丸亀市港町307) 電話�0877－22－2633
○労働政策課 電話�087－832－3367
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労労委委４月１日より ｢男女雇用機会均等法｣ の改正法が施行されます

改正法に沿った雇用管理が行われるように､ 就業規則や諸規定の整備はお済ですか？

ご不明な点は香川労働局雇用均等室 (電話087－811－8924) へお問い合わせください｡

なお､ 関係資料等も準備されています｡

県庁では
職場や仕事上のトラブルなどで､

お悩みの方のご相談をお受けしています｡

近年は派遣やパート等の多様な働き方が広がり､ 相談者に占める割合も増加しています｡

相談は来庁・電話いずれでも可｡ 相談費用は無料｡ 秘密厳守でご希望の場合は匿名も可｡

〇香川県商工労働部労働政策課
高松市番町４－１－10

香川県庁本館14F
電話 087－832－3371
月～金 (祝日除く) ８�30～17�15

〇�香川県労働福祉協議会
●高松市番町３－５－15 電話087－832－2636
月～金 (祝日除く) ９�00～17�30

●丸亀市土器町東９－284 電話0877－24－2166
月～金・毎月第３土 (祝日除く) 10�00～17�00

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求求求求求求求求求求求求求求人人人人人人人人人人人人人人のののののののののののののの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

内職等の求人を希望される事業主を
広く募集いたします！

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｡

求人をご希望の事業主の方は､ 下記までご連絡ください｡

尚､ 求人情報は､ 香川県のＨＰでもご覧になれます｡

http�//www.pref.kagawa.jp/rosei/fukushi/naisyoku-jigyonushi.html

例えば�袋詰､ シール貼り､ 糸切り､ パソコンのデータ入力､ 箱の組み
立て等々簡単なお仕事は大歓迎です！

●連絡先●
香川県商工労働部労働政策課 電話�087－832－3370
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労労労委委委だだだよよよりりり

○労働相談
香川県労働委員会では､ 労働者と使用者との間で起こった労使問題のトラブルについて､

無料の労働相談を実施しています｡ 相談内容は､ 賃金引下げ､ 退職金未払い､ 解雇､ 退職勧
奨､ 配転など何でもかまいませんので､ 現在トラブルでお困りになっている方は､ ぜひご相
談ください｡

相談時間 … ８時30分から17時まで (土日・祝日を除く)

電 話 … 087－832－3721 ※直接お越しいただいても結構です｡

○あっせん
労使紛争のトラブルは､ 当事者間で解決するのが原則です｡ しかし､ どうしても当事者だ

けでは解決できないことも少なくありません｡
そのような場合､ 簡易､ 迅速にトラブルを解決することができる ｢あっせん｣ 制度を利用

してみてはいかがですか｡ あっせんでは､ 経験豊かなあっせん員が当事者の話を個別に伺い
ながら､ 双方が納得できるあっせん案を提示して､ トラブルを円満解決に導きます｡
手続は､ 申請書を提出するだけで費用もかかりません｡ 労働者だけでなく､ 使用者側の方

も利用することができます｡
詳しくは､ 労働委員会事務局までお問い合わせください｡

個別的労使紛争の相談とあっせん

【お問合せ先】香川県労働委員会事務局 (香川県庁内) 電話�087－832－3721

職場での悩み､

トラブルありませんか
？

たとえば､ 解雇､ 賃金の引下げ､ いじめ､ 退職勧奨､ セクハラ など

香川労働局の 無料 労働相談
労働者､ 事業主のみなさん お気軽にご相談ください｡

香川労働局
総合労働相談コーナー

〒760－0019
高松市サンポート３番33号
高松サンポート合同庁舎３階
香川労働局企画室内

TEL
087－811－8916

｢香川労働局｣ ホームページ http�//www.kagawa-roudou.jp/
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※４月１日より､ 香川県 労働政策課のFAX番号が変わります

(旧) 087－863－3611 → (新) 087－806－0211

����

勤労者の生活を応援します！

香香香香川川川川県県県県勤勤勤勤労労労労者者者者福福福福祉祉祉祉資資資資金金金金融融融融資資資資制制制制度度度度
○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｡)

■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 (医療資金は据置１年以内含)

■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

お問い合わせ先
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/
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次世代育成支援対策推進法 (｢次世代法｣ といいます｡) では､ 事業主は､ 従業員の子育て支援のた

めの行動計画を策定・実施し､ その結果が一定の要件を満たす場合に､ 厚生労働大臣の認定を受ける

ことができます｡

認定とは

☆次世代育成支援対策推進法に関する厚生労働省ホームページ
http�//www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

[問い合わせ先] 香川労働局雇用均等室 電話�087－811－8924
☆香川労働局ホームページ http�//www.kagawa-roudou.jp

認定を受けた事業主は認定マークを商品等につけることができます｡ こ

のマークはいわば ｢働きがいがあり､ 働きやすい企業｣ ｢社員を大事にす

る企業｣ をあらわしているといえます｡ このマークを求人広告､ 自社の商

品やその広告､ 企業の封筒や名刺などにつけて社外にアピールすることで､

企業のイメージアップや優秀な人材の確保に期待することができます｡

認定を受けるメリット

行動計画を策定し､ その旨を都道府県労働局雇用均等室に届け出た後､ その計画で設定した目標を

達成し､ 一定の基準を満たす場合､ 都道府県労働局雇用均等室に申請を行うことにより､ 認定を受け

ることができます｡ 本年４月から認定申請がはじまります｡

認定を受けるためには

労働組合基礎調査

この調査は､ 県内の労働組合の組織状況を明らかにして､ 労働行政の資料とすることを目的として､

毎年実施しているものです｡ (毎年６月末時点で調査)

平成18年 労働組合基礎調査

１ 組合数及び組合員数

香川県内の労働組合数及び組合員数は636組合､ 70,622人となっており､ 前年と比較すると､ 組

合数では47組合､ 組合員数では1,397人の減少となっています｡

２ 労働団体の組織の状況

香川県内の労働団体の組織状況は連合香川 (日本労働組合総連合会香川県連合会) が35,971人､

県労連 (香川県労働組合連合会) が3,170人､ その他が31,481人となっています｡
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一般事業主行動計画策定の支援を行っています

仕事と家庭の両立を図る職場環境を整備するため､ 次世代育成支援対策推進法により､ 努力義務とされている常時

雇用する労働者数300人以下の中小企業に対し､ 一般事業主行動計画の策定から就業規則に定めるまでの指導を社会保

険労務士など専門家の協力を得ながら支援しています｡ 策定を希望する事業主の方は下記までご連絡ください｡

連絡先�香川県商工労働部労働政策課 総務・労政グループ (電話�087－832－3370)

今年度改正された労働関係法令はご存知ですか？

労働関係法令の説明や遵守､ 県や関係機関が行う各種労働施策の周知や協力依頼等について､ 労働施策アドバイザー

が企業を訪問させていただいております｡ 上記認証マークの申請や顕彰事業への応募方法についてご案内しています｡

子育て応援企業をPRしています

子育て行動計画策定企業認証マークの交付企業や子育て応援企業として表彰した企業について､ 企業の社会的評価

の向上を図るため､ 県の広報誌､ ホームページでの紹介や一般新聞への掲載によりPRしています｡

����� を取得しましょう
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申請資格 県内に所在し､ ｢育児休業､ 介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律｣ に定める基準を満たした規定を備えてい
る企業が対象です｡

申請資格 県内に本店を置き､ ｢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､ 県が定める基準を満たした規定を備えてい
る中小企業 (常用従業員が300人以下) が対象です｡
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次世代育成支援に関する法定基準を上回る一般事業主行動計画を策定した企業のうち､ 目標達成に
向け､ 優れた取組みが行われた企業を ｢子育て応援企業・育児部門商工労働部長賞｣ として表彰しま
した｡ 今回の表彰は次の２社です｡ (平成18年２月13日の労働セミナー冒頭にて)

一度に両方､ または

片方だけの取得もできます！

有限会社高松アセットビルディング 牟�印刷株式会社

お問合せ先�香川県商工労働部労働政策課 総務・労政グループ (電話�087－832－3366)


