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− 香川大会の感動が蘇える

県選手団結団式

２月29日〜３月３日

２月25日





千葉県などで開催

−



於県庁本館21階特別会議室
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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
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●人材Ｕターンセンターが移転します！
●平成19年度子育て応援企業３社を表彰
●労働契約法が施行されました




 









｢香川県人材Ｕターンセンター｣ が､ ４月１日に県庁本
館14階に移転します｡
移転後は､ 県内企業へのＵターン就職を希望する中途採
用希望者だけでなく､ 学生も対象に､ 企業情報や求人情報
を提供したり､ 就職相談に応じることで県内企業への就職
を支援します｡
また､ 住所以外に業務時間､ 電話番号も変わりますので､
来所する際や電話を掛ける時には､ 再度､ ご確認をお願い
します｡
なお､ ３月３１日までは ｢しごとプラザ高松｣ で業務を
行っています｡
●新

住

所

〒7608570
高松市番町4110

香川県庁本館14階

●新業務時間

月曜〜金曜 (祝日・年末年始を除く) ８時30分〜17時15分

●新電話番号

０８７−８３２−３９００

【問合せ先】

香川県労働政策課

TEL 0878323369

◇大学等卒業予定者及び既卒者を対象とした◇

 



◎ 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｡
◎ 来場者には､ ｢参加事業所求人情報｣ (香川労働局作成) が無料で配布されます｡
◎ 職業適性診断､ 職業相談などの各種相談コーナーも開設予定です｡
日
対

象

時

平成２０年５月２０日

1300〜1600 (受付 1230〜)

者

・平成２１年３月に大学等 (大学､ 短大､ 高専､
専修学校､ 能力開発施設) の卒業予定者
・上記学校の既卒者 (卒業後概ね３年未満の者)

参加企業

県内企業175社 (予定)

場

所

サンメッセ香川 (高松市林町22171)

者

香川県､ 香川労働局､ ハローワークほか

主

催

問合せ先

香川県労働政策課

(昨年の就職面接会風景)

TEL 0878323368

※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しています｡
かがわーくネット http//www.pref.kagawa.jp/rosei/
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香川労働局からのお知らせ
労働契約法が平成20年3月1日から施行
パート労働者や派遣労働者など働く形態が多様化し､ 労働者の労働条件が個別に決められたり変更
されるようになり､ そのため､ 個別の労働紛争が増えています｡ この紛争の解決の方法としては､ 裁
判のほかに､ 個別労働紛争解決制度や労働審判制度が施行されるなど､ 手続面の整備は進んできまし
た｡ しかし､ このような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律は
ありませんでした｡
このような中で､ 労働契約についての基本的なルールをわかりやすい形で明らかにした労働契約法
が､ 本年３月１日に施行されました｡
これにより､ 紛争が防止され､ 労働者の保護とともに個別の労働関係が安定することが期待されて
います｡
労働契約法の内容については､ 香川労働局ホームページ

問合せ先

(http//www.kagawa-roudou.go.jp/)

香川労働局監督課

に掲載しておりますので､ 参考にしてください｡

TEL 087−811−8918

ゴールデンウィークには連続休暇を！
国民の祝祭日が集中していることや気候的に恵まれているこの時期には､ 連続した休暇を取得し､
心身ともにリフレッシュしましょう｡
問合せ先

香川労働局監督課

TEL 087−811−8918

認定マーク ｢くるみん｣ 取得企業が3社になりました
◆香川県内第２号 ㈱富士通四国システムズ (高松市)
◆香川県内第３号 香川医療生活協同組合 (高松市)
次世代育成支援対策推進法では､ 事業主は､ 従業員の子育て支援をはじめ
仕事と家庭の両立を支援するための一般事業主行動計画を策定・実施し､ 計
画で定めた目標を達成するほか､ 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｡

認定マーク ｢くるみん｣

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｡
第１号のユニ・チャームプロダクツ㈱ (観音寺市) に続き､ 上記２社が認定されました｡
問合せ先

香川労働局雇用均等室

TEL 087−811−8924

1人で悩まずご相談下さい
雇用均等室では､ 労働者と会社との間で男女均等取扱いなどについて民事上のトラブルが生じた場
合､ 解決に向けた援助を行っています｡
援助の制度には､ 労働局長による援助と調停委員による調停の２種類があります｡
香川労働局雇用均等室

TEL 087−811−8924 までご相談下さい｡
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県立高等技術学校からのお知らせ




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 (約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ことが可能な訓練です｡
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24,000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者で､ 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県内のハローワークに求職申込を行っている者で､ 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｡

#$%&
○香川県立高松高等技術学校 (高松市郷東町5871)
○香川県立丸亀高等技術学校 (丸亀市港町307)
○香川県労働政策課
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電話087−881−3171
電話0877−22−2633
電話087−832−3367

日本版デュアルシステム(短期課程活用型)デザイン科について
デザイン科内容
グラフィック・デザイナーを目指すために必要な専門的な知識と画像作成ソフトやDTP技術
を､ 約５ヶ月間で学んでいきます｡ その後１か月間の企業研修があり､ 印刷会社やデザイン制
作会社などの関連企業で研修を受け､ プロに必要な実践力を体験し訓練を修了します｡





デザイン科受託企業
この訓練は､ 一定期間 (約１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ことが可能な訓練です｡
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24,000円 (外税) ／人月
受託企業のメリット
・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｡


○香川県立高松高等技術学校 (高松市郷東町5871)
○香川県労働政策課

電話087−881−3171
電話087−832−3367

香川ものづくり伝道師が､児童･生徒にものづくりの楽しさを伝授しました！
− ｢ものづくり名人｣ ふれあい出前講座 −
県では､ 平成18年度から､ 高度な技能を有し､ 優れた指導力のあ
る方を ｢香川ものづくり伝道師｣ に委嘱し､ 県内の児童や生徒にも
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
ただく ｢ふれあい出前講座｣ を実施しています｡
平成19年度は､ 延べ13名に小中学校10校へ出向いていただき､ 700
名の児童や生徒が､ ものづくりの楽しさを体験しました｡
高松市立屋島小学校(平成19年10月15日)

−第30回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)−10月､ 千葉で開催！
香川大会から約２年､ 第30回全国障害者技能競技大会 (2008なの
花アビリンピックinちば) が､ 10月24日から26日まで開催され
ます｡ 今後､ 競技種目､ 競技定員などが発表され次第､ かがわーく
ネット (http//www.pref.kagawa.jp/rosei/) などでお知らせします｡
なお､ ２月24日には､ 一部の競技職種において､ 同大会の地方
予選会となる平成19年度県障害者技能競技大会 (アビリンピックか
アビリンピックかがわの競技風景

がわ) が高松市内の３会場で開催されました｡
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平成19年 年末一時金妥結状況調査結果
県内の労働組合の存在する企業規模1,000人未満の民間企業228社を対象に､ 郵送で調査を行いまし
た｡ 12月31日までに妥結した60社の平均妥結額は416,540円となっています｡
企業規模別

妥結前平均賃金

300人未満

223,264円

484,384円

385,432円

300人以上1,000人未満

259,846円

727,724円

555,113円

229,970円

528,997円

416,540円

1,000人未満

計

要

求

額

妥

結

額

労 働 組 合 基 礎 調 査
この調査は､ 各都道府県が厚生労働省から委託を受け ｢我が国の労働組合数､ 組合員数､ 加盟組織
系統等の状況を調査し､ 組合及び組合員の産業別､ 地域別､ 加盟上部組合別の分布等労働組合組織の
実態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19年
１

労働組合基礎調査

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638組合､ 71,047人となっており､
前年と比較すると､ 組合数では２組合､ 組合員数では426人の増加となりました｡

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)

県

労

連 (香川県労働組合連合会)

そ

の

他

36,090 人
2,636 人
31,481 人
となっています｡









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､ 香川の労働情報いろい
ろなメールマガジンを毎月第１・第３金曜日に配信しています｡

登録は 
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勤労者の生活を応援します！

香川県勤労者福祉資金融資制度
○全体の融資限度額
○利用できる方

１人500万円
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｡)
原則として毎月元利均等償還 (賃金遅払資金を除く｡)
四国労働金庫の定めによる

○返済方法
○保
証

■子育て支援資金■
育児資金
○出産のための通院・入院
○育児休業中の生活費
融資限度額
融資利率
返済期間

■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
など

融資限度額
融資利率
返済期間

100万円
年利1.6％ (固定金利・保証料別途)
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

教育資金
○高等学校以上の学費
融資限度額
融資利率
返済期間

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
利用できる方 県内に居住し県内に勤務する者

学生・生徒一人につき200万円
年利1.6％ (固定金利・保証料別途)
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
○医療
融資限度額
融資利率
返済期間

○ボランティア
○スキルアップ

100万円
年利1.6％ (固定金利・保証料別途)
６年以内 (据置１年以内を含む｡)

問合せ先
融資のご相談 四国労働金庫
＜フリーダイヤル＞ 087−834−4141
＜ホームページアドレス＞
http//www.shikoku-rokin.or.jp/

など

100万円
年利2.4％ (固定金利・保証料別途)
６年以内 (医療資金は据置１年以内含)

平成20年３月25日現在

職場での悩み･トラブル
ご相談 (来庁または電話) ください｡

〇香川県労働政策課
県庁本館14階
TEL 0878323371
月〜金 (祝日除く)
830〜1715
● 匿名でも可 ●

内職を委託したい事業主を広く募集いたします！
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｡
例えば…袋詰め､ シール貼り､ 糸切り､ 箱の組み立て
などの簡単なお仕事は大歓迎です｡

連絡先

香川県労働政策課
TEL 0878323370

県では､ 内職を希望する方に対して情報を提供しています｡
募集に関する情報は､ 香川県のHPで御覧になれます｡

● 秘密は厳守 ●

http://www.pref.kagawa.jp/rosei/fukushi/
zaitaku-naisyoku.html

● 相談費用は無料です ●
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一度に両方､ または

を取得しましょう

申請資格

片方だけの取得もできます！



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
業主行動計画の策定が努力義務となっており､ その内容が､ 県が定
める基準を満たしている企業が対象です｡

  

 

子育て行動計画策定企業認証マークを取得した企業のうち､ 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３
社です｡ (平成20年２月15日表彰式にて)

・株式会社アクセプト (高松市)
福祉・介護サービス業
・医療法人社団尚誠会
(ホワイト歯科医院) (坂出市)
歯科医院
・株式会社スワキャンバス (高松市)
テント・シート製造加工業

問合せ先

香川県労働政策課

総務・労政グループ

TEL 087−832−3366

商工中金高松支店で､
｢かがわ子育て応援企業ローン｣ が創設されました｡
商工中金高松支店では､ 子育て行動計画策定企業認証マークを取得された企
業に対し､ 事業に必要な運転資金や設備資金を金庫所定金利より低利で融資す
る優遇制度が創設されました｡ お問い合わせは商工中金高松支店まで｡
問合せ先

商工中金高松支店
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TEL 087−821−6145

