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香川の労働情報 

 

                ２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年    夏号夏号夏号夏号    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．２６２６２６２６１１１１号号号号    

                                                                        

                    

 

                                                                                            

                

    

        

 

    

    

    

    

    

    

    

■■■■■■■■■■■■主主主主なななな内容内容内容内容■■■■■■■■■■■■    

○○○○22225555年春年春年春年春のののの叙勲叙勲叙勲叙勲・・・・憲法記念日知事表彰憲法記念日知事表彰憲法記念日知事表彰憲法記念日知事表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2P.2P.2P.2    

○○○○香川求職者総合支援香川求職者総合支援香川求職者総合支援香川求職者総合支援ンターンターンターンターのごのごのごのご利用案内利用案内利用案内利用案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PPPP.3.3.3.3    

○○○○公正公正公正公正なななな採用選考及採用選考及採用選考及採用選考及びびびび人権問題研修人権問題研修人権問題研修人権問題研修講演講演講演講演会会会会のののの開催開催開催開催・・・・    

若者無業者若者無業者若者無業者若者無業者のののの就業体験就業体験就業体験就業体験のののの受入受入受入受入れれれれ協力企業協力企業協力企業協力企業のののの募集募集募集募集、、、、    

    企業企業企業企業のののの人材確保支援人材確保支援人材確保支援人材確保支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4P.4P.4P.4    

○○○○「「「「無料労働相談会無料労働相談会無料労働相談会無料労働相談会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内、、、、障害者障害者障害者障害者のののの雇用促進雇用促進雇用促進雇用促進・・・・P.P.P.P.5555    

    

    

○○○○ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス出前講座出前講座出前講座出前講座のごのごのごのご案内案内案内案内、、、、    

メーデーメーデーメーデーメーデーのののの開催等開催等開催等開催等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.P.P.P.6666    

○○○○ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスのののの推進推進推進推進    

（（（（無料無料無料無料ででででアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー派遣派遣派遣派遣していますしていますしていますしています））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7P.7P.7P.7    

○○○○香川県勤労者福祉資金融資制度香川県勤労者福祉資金融資制度香川県勤労者福祉資金融資制度香川県勤労者福祉資金融資制度、、、、地域職業訓練地域職業訓練地域職業訓練地域職業訓練・・・・    

センターセンターセンターセンターのごのごのごのご利用案内利用案内利用案内利用案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8P.8P.8P.8    

    

    

    

 

 

高等技術学校は、産業界の発展に貢献できる人材育成を目的とした香川県が設置する公共職業能力開

発施設です。平成２６年度の入校生を募集するため、下記日程で１次選考（推薦・一般）を実施します。 

対象者：高校卒業以上（見込の方含む）で、概ね４０歳未満の方。    

◇◇◇◇特典特典特典特典    

    ・修了時に行われる技能照査（技能習得度を確認する試験）に合格すると「技能士補」の資格が与え

られ、技能検定の受検年限の短縮や学科試験免除の特典があります。 

 ・在学中または、修了後に取得できるいろいろな資格があります。（詳しくは下記ホームページで） 

  電気電気電気電気ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ科科科科    第第第第１１１１種種種種････２２２２種電気工事士等種電気工事士等種電気工事士等種電気工事士等        自動車工学科自動車工学科自動車工学科自動車工学科    ２２２２級級級級((((ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｿﾘﾝｿﾘﾝｿﾘﾝｿﾘﾝ････ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｰｾｨｰｾｨｰｾｨｰｾﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ))))自動車整備士等自動車整備士等自動車整備士等自動車整備士等    

        建築建築建築建築ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ科科科科    建築施工管理技士建築施工管理技士建築施工管理技士建築施工管理技士((((学科学科学科学科))))等等等等        機械機械機械機械ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ科科科科        技能検定技能検定技能検定技能検定２２２２級級級級((((普通旋盤普通旋盤普通旋盤普通旋盤))))等等等等    

◆◆◆◆おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先            
○高等技術学校高松校 TEL：087-881-3171  URL：http://www.niji.or.jp/school/ko-gi/    

学校別 科 名 訓練期間 定員(募集) 募集日程 

電気システム科 １５ 

自動車工学科 ２５ 

建築システム科 １５ 

高松 

機械システム科 

２年 

１０ 

受付期間： 9月11日(水)～10月11日(金) 

選 考 日：10月25日(金) 

合格発表：11月 5日(火) 

選考方法：学科試験、職業適性検査、面接 
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平成平成平成平成２２２２５５５５年春年春年春年春のののの叙勲叙勲叙勲叙勲    

瑞宝単光章瑞宝単光章瑞宝単光章瑞宝単光章（（（（技能検定功労技能検定功労技能検定功労技能検定功労））））川畑川畑川畑川畑    秀樹秀樹秀樹秀樹（かわばた ひでき)さんさんさんさん    

（６４歳・高松市 竹内化成株式会社 取締役 高松営業所長 強化プラスチック成形職工）    

 昭和 63 年度に強化プラスチック成形職種（手積み積層成形作業）の技能検定委員を委嘱され、

以来、長きにわたり、技能検定試験の公正かつ円滑な実施や業界への積極的な受検の働きかけを通

じて、同試験の同職種に多くの合格者を輩出するなど、技能検定制度の普及・推進と技能者の技能

向上に貢献されています。平成 22 年度には、技能検定関係功労の厚生労働大臣表彰を受賞されま

した。 

           

 

                                黄綬褒章黄綬褒章黄綬褒章黄綬褒章    三村三村三村三村    俊博俊博俊博俊博（みむら としひろ)さんさんさんさん    

（６６歳・高松市  三村鉄工株式会社 代表取締役 油圧装置調整職工） 

平成元年度に油圧装置調整職種（油圧装置調整作業）や金属熱処理職種（一般熱処理作業）の技

能検定委員を委嘱され、以来、長きにわたり、技能検定試験の公正かつ円滑な実施や業界への積極

的な受検の働きかけを通じて、同試験の同職種に多くの合格者を輩出するなど、技能検定制度の普

及・推進と技能者の技能向上に貢献されています。平成 21 年度には、技能検定関係功労の厚生労

働大臣表彰を受賞されました。    
 

平成平成平成平成２２２２５５５５年憲法記念日知事表彰年憲法記念日知事表彰年憲法記念日知事表彰年憲法記念日知事表彰    

優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労    岩倉岩倉岩倉岩倉    忠行忠行忠行忠行（いわくら ただゆき）さんさんさんさん    

 （６８歳・三豊市 建築板金工、岩倉板金代表者） 

建築板金業に長年従事し、1 級建築板金技能士として、特に、給水・空調設備等の配管の保温・

ラッキング工事を得意とし、丁寧で堅実な施工は、依頼主から高い評価を受けている。社などの

伝統屋根から現代建築物の屋根外壁工事等まで手掛け、板金工事全般に精通している。 

また、香川県板金技能士会会長として、構成員の増加に努めるなど、技能士会の発展に貢献す

るとともに、香川県板金工業組合の役職を歴任し、若年者の人材育成や技能向上に熱心に取り組

んでいる。 

    

優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労    赤澤赤澤赤澤赤澤    譲譲譲譲（あかざわ ゆずる）さんさんさんさん  

（６１歳・東かがわ市 溶接工、株式会社タダノ 班長） 

1 級鉄工技能士であり、多機種、多機能の建設用移動式クレーンの製造に長年携わり、特に、当

該クレーンの重要な部品であるブーム（荷を吊り上げる部分）及びアウトリガー（クレーン車体の

横に張り出して設置し安定させる装置）の製造における溶接作業に高度な技能を保持している。  

また、香川県技能検定委員として、技能検定試験の公正かつ円滑な実施に貢献するとともに、所

属事業所のタダノグループ技能士会において、技能検定試験の受検奨励や技能士の技能・資質の向

上に積極的に取り組むなど、後継技能者の育成と技能伝承に努めている。 
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離職を余儀なくされた方などをはじめとした求職者の生活の安定と再就職の促進を図るため、香川求

職者総合支援センターを開設しています。 

センターには、生活・就労相談員２名が配置され、求職者に対し、生活に関する相談から職業相談な

どの総合的な就業・生活支援を行っています。 

また、国（香川労働局）との一体的な取組みとして、センター内において生活・就労相談業務から、

国の就職支援ナビゲーターによる職業相談・職業紹介業務までをワンストップで実施できる等、求職者

への利便性の向上に努めています。 

センターでは、毎月１回程度「再就職支援講座」の開催と毎週金曜日にキャリアカウンセラーによる

個別相談も実施しております。また、県内自治体の要望により、出張再就職支援講座や出張個別相談も

実施しています。 

１１１１    場場場場        所所所所 「しごとプラザ高松」内（高松市常磐町商店街） TEL：087-862-4720 

２２２２    業務時間業務時間業務時間業務時間 月曜日から土曜日の午前９時半から午後６時 

（第１･３･５土曜日、祝日、年末年始はお休みです） 

３３３３    業務内容業務内容業務内容業務内容    

① 公営住宅に関する情報提供、入居手続きに関する相談、関係機関との連絡などの「住居の確保

に関する相談」    

② 生活福祉資金貸付制度、生活保護などの制度や窓口に関する情報提供、関係機関との連絡など

の「生活支援策の利用などの相談」 

③ 将来の安定的な職業への就職に向けた「能力開発などに関する相談」 

④ 国等の事業の窓口への案内 など    

４４４４    設置主体設置主体設置主体設置主体        

    香川県(特定非営利法人障害者等就労サポートセンターに運営を委託) 

５５５５    出張出張出張出張個別個別個別個別相談相談相談相談・・・・出張再就職支援講座予定出張再就職支援講座予定出張再就職支援講座予定出張再就職支援講座予定    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川求職者総合支援香川求職者総合支援香川求職者総合支援香川求職者総合支援センターセンターセンターセンターについてについてについてについて    

【出張個別相談】

実施時間 会場名・会議室名 住所

丸亀市 10月11日 (金) 13:00～16:00 丸亀市立中央図書館　会議室 丸亀市浜町80-1

10月10日 (木) 13:30～16:30 西庄文化センター　会議室 坂出市西庄町1155-1

10月17日 (木) 13:30～16:30 川津文化センター　会議室 坂出市川津町6100

10月24日 (木) 13:30～16:30 坂出合同庁舎　３階会議室 坂出市京町二丁目6-27

 9月20日 (金) 13:00～16:00

翌年1月下旬 10:00～16:00

 9月 2日 (月) 13:00～17:00

 9月12日 (木) 10:00～17:00

東かがわ市  9月 5日 (木) 10:00～16:00

東かがわ市交流プラザ

第５講座室

東かがわ市湊1806－2

 8月29日 (木) 10:00～16:30

11月28日 (木) 10:00～16:30

翌年1月29日 (水) 10:00～16:30

【出張再就職支援講座】

実施時間 会場名・会議室名 住所

丸亀市 10月11日 (金) 10:00～12:00 丸亀市立中央図書館　会議室 丸亀市浜町80-1

観音寺市  9月20日 (金) 10:00～12:00 観音寺市中央公民館　２階会議室 観音寺市坂本町一丁目1-1

さぬき市  9月 2日 (月) 10:00～12:00 さぬき市役所　附属棟　多目的室 さぬき市志度5385－8

実施日

三豊市高瀬町農村環境改善センター

２階　営農相談室

三豊市高瀬町下勝間2344-5

さぬき市役所　附属棟

多目的室

さぬき市志度5385－8さぬき市

三豊市

観音寺市

観音寺市中央公民館

２階会議室

観音寺市坂本町一丁目1-1

坂出市

実施日
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企業の皆様は、働く場を提供する雇用主として、また 

就職の機会均等を図る当事者として、基本的人権を尊重し

た公正な採用選考を行う責務があります。 
 県では、公正な採用選考を実現するためのパンフレット

を作成するなどして、企業の皆様に御理解、御協力をお願

いしています。同パンフレットは労働政策課ホームページ

に掲載していますので、ご覧ください。 
 
(http://www.pref.kagawa.jp/rosei/koyou/kosei-saiyo-senko.html） 
 これらの趣旨を十分御理解いただき、今後とも、差別 
のない公正な採用選考への一層の取組みをお願いします。 
 
 
 
 
 

 
 
 平成25年6月6日（木）、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「人権問題研修講演会」

が開催されました。 
 講演会には、459 事業所から公正採用選考人権啓発推進

員等の498人の参加があり、大阪企業人権協議会 講師団

講師 産業カウンセラーの窪山 幸雄さんを講師に迎え、

「人権尊重の職場づくり～メンタルヘルスとハラスメント

～」と題して講演いただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 若年無業者は、全国で６０万人、香川県で４千人と推 
計されています。これら若者が職業的に自立できない状 
態でいることは、労働力人口の減少や地域経済の低下を 
招くことになります。 
 香川県では、厚生労働省が若年無業者支援のために設 
置している「地域若者サポートステーション」と連携し 
て、若者が働くことに自信をもてるよう企業でのジョブ

トレーニング（就業体験）を実施しています。 
 ジョブトレーニングや職場見学にご協力いただける企 
業を随時募集しておりますので、ご協力いただける場合 
は香川県労働政策課までご連絡ください。 
 
 

 

 

 

 

 

県では、「香川県での就業を希望する方や学生」の

就職活動と「香川県内企業」の人材確保を支援する

ために、香川県就職サポートセンターを設置し、無

料職業紹介を行っています。インターネット上で求

人・求職者情報の登録と閲覧ができるサイト「job
ナビかがわ plus」を運営しているほか、平成 24 年

度から新たに人材採用に関して、豊富な知識と経験

を持つ人材採用コーディネーター３名を配置し、積

極的で適確なマッチング等を実施しています。 
■企業向けサービス 
 ①香川県就職サポートセンターに登録された人材情 

報の提供 
 ②求職者の紹介・マッチング 
 ③採用コーディネーターによる人材採用、育成に関 

するコンサルティング 
■学生・社会人向けサービス 
 ①香川県就職サポートセンターに登録された企業情 

報の提供 
 ②求情報の提供・マッチング 
 ③職業相談 
■その他のサービス 
①就職・採用情報のメール配信 
②お手持ちの端末による登録情報の随時更新可能 

香川県商工労働部労働政策課 087－832－3369 
  香川県就職サポートセンター 087－832－3900 
  URL  http://jobnavikagawa-plus.com/ 

    

    

    

 

【問合せ先】労働政策課 総務・労政グループ 

TEL 087-832-3366  FAX 087-806-0211 
E-mail rosei@pref.kagawa.lg.jp 

公正採用選考公正採用選考公正採用選考公正採用選考のためにのためにのためにのために    

～～～～しないしないしないしない    させないさせないさせないさせない    就職差別就職差別就職差別就職差別～～～～    

人権問題研修講演会人権問題研修講演会人権問題研修講演会人権問題研修講演会がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    

企業企業企業企業のののの人材確保人材確保人材確保人材確保をををを支援支援支援支援しますしますしますします    
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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、弁護士や社会保険労務士など経験豊富な相談員が個別相談に応じ、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、配置転換、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ください。 

日 時  平成 25 年 10 月 15 日（火）～19 日（土）12 時～16 時 

受付場所   15 日～18 日 県庁東館１階【事前予約不要】 

19 日     県庁東館 3 階【前日 18 日 17 時までに要事前予約】 

対 象 者  県内に所在する事業所の労働者又は事業主 

申 込 み  受付に直接お越しください。 

費  用  無料 

相 談 員  弁護士、大学教授、社会保険労務士など 

主  催  香川県労働委員会、香川県、香川労働局 

後  援  連合香川 香川県経営者協会 香川県社会保険労務士会 

       【問合せ先】香川県労働委員会事務局 電話 087-832-3721 

 

 

 

 

    

 

 

障害者障害者障害者障害者のののの「「「「法定雇用率法定雇用率法定雇用率法定雇用率」」」」がががが    

引引引引きききき上上上上げになりまげになりまげになりまげになりましたしたしたした。。。。

○民間企業 H25.H25.H25.H25.4.14.14.14.1～～～～    2.02.02.02.0％％％％    

今回の改正により、常用労働者が 50 人以上の

事業主は、障害者雇用状況をハローワークに報告

する必要がありますので、ご注意ください。 

障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用にごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    

本県の平成 24 年 6 月 1 日現在(法定雇用率

1.8%)の民間企業における障害者の実雇用率は、

前年に比べ 0.04 ポイント増加し、1.75%(全国

1.69%)となりました。 

また、法定雇用率を上回った企業の割合は、

60.0％で全国(46.8%)を大きく上回っています

が、依然として、４割の企業が法定雇用率未達成

となっています。 

事業主の方には、働くことは障害のあるなしに

かかわらず、自立した生活を支える基本であるこ

とをご理解いただき、障害者の就業機会の拡大に

ご協力をお願いします。 

障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用にににに関関関関するするするする制度制度制度制度・・・・サービスサービスサービスサービス    

http://www.pref.kagawa.jp/rosei/koyou/syougaisya.html 

「「「「障害者短期職場実習支援事業障害者短期職場実習支援事業障害者短期職場実習支援事業障害者短期職場実習支援事業」」」」をををを    

利用利用利用利用してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか    

県では、障害のある方の就労機会を拡大する

ため、企業での職場実習（短期的な就労体験）

を支援しています。 

障害者の雇用に関心はあるが、｢対応が難しそ

う。｣｢どんな仕事を担当させていいか分からな

い。｣など不安な場合には、ぜひ本事業をご活用

ください。実習日数に応じて、受入企業には謝

金、実習生には手当が支給され、実習生にかか

る傷害保険料も負担します。 

手続きは、障害者の就業と生活における自立

のために相談や指導、援助を行う「障害者就

業・生活支援センター」が窓口となります。    

県内県内県内県内のののの障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター    

【【【【障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター    共生共生共生共生】】】】    

東かがわ市松原 1331-5 TEL：0879-24-3701 

【【【【障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター    オリーブオリーブオリーブオリーブ】】】】    

高松市御厩町 546-1  TEL：087-816-4649 

【【【【障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター    くばらくばらくばらくばら】】】】    

丸亀市柞原町 189-1  TEL：0877-64-6010 

【【【【障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター    つばさつばさつばさつばさ】】】】    

観音寺市流岡町 750-1 TEL：0875-23-2070 

労働相談労働相談労働相談労働相談おまかせおまかせおまかせおまかせ週間週間週間週間「「「「無料労働相談会無料労働相談会無料労働相談会無料労働相談会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

障害者障害者障害者障害者のののの雇用促進雇用促進雇用促進雇用促進についてについてについてについて    
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ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス出前講座出前講座出前講座出前講座ののののごごごご案内案内案内案内    

○残業を減らす方法○育児や介護などを担う従業員への対応などについて、 

豊富なコンサルティング実績のある講師が、ワーク・ライフ・バランスの推進方法をわかりやすく 

解説する「出前講座」を今年度初めて実施します。 

1111    講師講師講師講師        

    
            仲井仲井仲井仲井

な か い

    京子京子京子京子

きょうこ

さんさんさんさん                                                    植田植田植田植田

う え た

    博司博司博司博司

ひ ろ し

さんさんさんさん    

                                                                                                        

２２２２    派遣日程派遣日程派遣日程派遣日程                    平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年３３３３月末月末月末月末までまでまでまで    

３３３３    経費負担経費負担経費負担経費負担                    講師講師講師講師のののの謝金謝金謝金謝金についてはについてはについてはについては、、、、県県県県がががが負担負担負担負担しますしますしますします。。。。    

４４４４    申込期間申込期間申込期間申込期間                    平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまで    

    ５５５５    申込申込申込申込,,,,問合問合問合問合せせせせ先先先先            労働政策課労働政策課労働政策課労働政策課    総務総務総務総務････労政労政労政労政グループグループグループグループ    TEL:087TEL:087TEL:087TEL:087----832832832832----3365336533653365        

メールメールメールメール:rosei@pref.kagawa.lg.jp:rosei@pref.kagawa.lg.jp:rosei@pref.kagawa.lg.jp:rosei@pref.kagawa.lg.jp    

 

 

 

 

連合香川では、5 月 1 日に県内５カ所で集会を実施し、約 4,000 人（主催者発表）が集結しました。

中央集会では、「声をひとつに仲間を集めて、安心して暮らせる未来をみんなでつくろう！」をメイン

スローガンに、メーデー宣言を採択しました。 

 県労連では、5 月 1 日に約 500 人(同)が高松市中央公園にて集結し、消費税増税反対や社会保障の拡

充を求めることを盛り込んだメーデー宣言を採択しました。 

 それぞれ、集会後、参加者は高松市内をデモ行進しました。 

 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する知識を高揚し、さらに事業場のおける自主的労働 

衛生管理活動を通じた労働者の健康確保等を図ることを目的として、昭和２５年から実施されてお 

今年で、第６４回を迎えます。今年度は、10 月 1 日から 10 月 7 日までを本週間、9 月 1 日から 9

月 30 日を準備期間として、「「「「健康管理健康管理健康管理健康管理    進進進進めるめるめるめる    広広広広げるげるげるげる    職場職場職場職場からからからから」」」」をスローガンに実施されます。 

 また、厚生労働省において、平成 25 年度～29 年度の５か年を計画期間とする第 12次労働災害防

止計画がスタートしており、メンタルヘルス対策、過重労働労働対策、化学物質による健康障害防

止対策を掲げ、事業場における労働衛生組織の高揚を図ることとしています。 

 

㈲㈲㈲㈲eeee----teamteamteamteam                

仲井京子社会保険事務所仲井京子社会保険事務所仲井京子社会保険事務所仲井京子社会保険事務所

代表代表代表代表    

「「「「未来未来未来未来にはばたくにはばたくにはばたくにはばたく女性女性女性女性のののの

ためのためのためのためのダイバーシティダイバーシティダイバーシティダイバーシティ・・・・

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」関西関西関西関西ブロブロブロブロ

ックックックック長長長長    

 

植田社会保険労務士事植田社会保険労務士事植田社会保険労務士事植田社会保険労務士事務所務所務所務所    

香川県社会保険労務士会副香川県社会保険労務士会副香川県社会保険労務士会副香川県社会保険労務士会副

会長会長会長会長    

コーチングコーチングコーチングコーチング・・・・シナジーシナジーシナジーシナジー・・・・ジジジジ

ャパンャパンャパンャパン代表代表代表代表    

 

第第第第８４８４８４８４回回回回メーデーメーデーメーデーメーデーがががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    

（（（（５５５５月月月月１１１１日高松市内日高松市内日高松市内日高松市内やややや県内各所参加人数県内各所参加人数県内各所参加人数県内各所参加人数：：：：約約約約 4500450045004500 人人人人））））    
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 「「「「ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス」」」」実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ    

 

～無料で、アドバイザーを派遣しています。どうぞご利用ください。～ 

「「「「ワークワークワークワーク････ライフライフライフライフ････バランスバランスバランスバランス」」」」とは、誰もが仕事、家庭生活、個人の自己啓発など、 

様々な活動を自分のバランスで実現できる状態のことです。  

県では、ワーク･ライフ･バランスを実現するため事業主、労働者、行政の 

協調により、「「「「カエルカエルカエルカエル(change)(change)(change)(change)かがわかがわかがわかがわ」」」」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンに取り組み、働きやすい 

職場環境づくりを推進します。    

 

◆カエルチャレンジカエルチャレンジカエルチャレンジカエルチャレンジ企業企業企業企業にににに登録登録登録登録しましょうしましょうしましょうしましょう 

 働きやすい職場環境づくりのため、労働時間の短縮に向けた取組みや柔軟な勤務体制を導

入し、また、導入しようとする企業等を「カエルチャレンジ企業」として募集しています。 

    ★カエルチャレンジカエルチャレンジカエルチャレンジカエルチャレンジ企業一覧企業一覧企業一覧企業一覧（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））１１１１８８８８社社社社    

    (医)吉翔会吉本歯科医院、みんなの笑顔応援団有限責任事業組合,(有)大同、(株)パッ

ク三樹、アビリティーセンター（株）、（株）レガン、（株）フタガワフーズ、（株）石

井、大和リース（株）高松支店、大和リース（株）四国デポ工場、城北建設（株）、リ

ック株式会社高松営業所、特定非営利活動法人わははネット、香川県火災協同組合、 

香川印刷株式会社、小豆島手延素麺協同組合、菱讃ガス販売協同組合 以上１８社 

 

◆子育子育子育子育てててて行動計画認証行動計画認証行動計画認証行動計画認証マークマークマークマークをををを取得取得取得取得しましょうしましょうしましょうしましょう 

県内の中小企業で、一般事業主行動計画を策定し、働きながら、 

子育てをしやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる企業に、 

平成 18 年度から交付しています。 

★★★★子育子育子育子育てててて行動計画策定企業認証行動計画策定企業認証行動計画策定企業認証行動計画策定企業認証マークマークマークマーク交付企業一覧交付企業一覧交付企業一覧交付企業一覧((((敬称略敬称略敬称略敬称略))))★★★★１１１１２３２３２３２３社社社社    

高松市高松市高松市高松市    牟禮印刷(株)、香川県中小企業団体中央会、北四国綜合警備保障(株)、(株)富士通インフォテックサービ 

    ス、(有)高松アセットビルディング、(株)ハッピーライフ愛、(社)香川県労働者福祉協議会、西日本企業(株)、 

    (株)スワキャンバス、(社福)吉祥、(株)八栗、(株)常磐タクシー、(有)花園タクシー、悠悠(有)、(有)松 

倉製作所、(株)シニアライフアシスト、(株)アトムアソート、(株)アクセプト、(株)三昌通運、(株)朝日 

通商、特定非営利活動法人わははネット、石丸製麺（株）、（株）アポロシステム、香川県信用組合、（医）

吉翔会吉本歯科医院、（株）永井組、三彩商事(株)、みんなの笑顔応援団（有限責任事業組合）、高松食

肉事業協同組合、（有）たも屋、（株）エスケイパック、社会福祉法人楽生会、（有）五色青果、高松タ

ンパク協業組合、（株）笠井青果、城北建設㈱、廣瀬醤油㈱、㈱四国テクノサービス、（医）三恵会、高

松トーヨー住器（株）、(有)テイクワン、（株）キャリアステーション、認定こども園やしま幼稚園、日

百十四リース（株）、（株）ウエストアライアンス、（株）ダイナックスコーポレーション、（株）鏡原 

工機製作所、日の出商事（有） 以上 44448888 社 

坂出市坂出市坂出市坂出市    坂出食糧卸協同組合、大和タクシー(株)、(医)尚誠会、(医)五色会、中橋産業（株）、（株）大屋冨工作

所、（株）石井、滝建設工業（株）、㈲四国造園、㈲村上興業、㈲田中水道工務店、旭電機水道㈱、三宅

設備工業㈱、㈱吉本電気商会、十河電機水道（株）、四国交通共済協同組合 以上 16161616 社 

丸亀市丸亀市丸亀市丸亀市    (有)大林産業、ベーシック(株)、(有)サヌキ技研、宗広産業(株)、岩崎タクシー(有)、豊嶋建設(株)、 

富士産業(株)、（株）春瀬建設工業、（有）林布帛工業所、（株）丸亀ガス燃料、（株）管電エンジニア

リング、四国土建（株）、飯綾建設（株）、（株）岩崎建設、三宅設備工業（株）、（株）吉本電機商会、 

（株）ホリカワ工業 以上 17171717 社 

善通寺市善通寺市善通寺市善通寺市    富士タクシー(株)、特定非営利活動法人子育てネットくすくす、元木建設（株） 以上 3333 社 

観音寺市観音寺市観音寺市観音寺市    (株)ハートフルケア、(株)西讃中央設計、西工業（株）、（株）五味設備、藤岡設備㈱、森山電機㈱ 

     （株）五味興産、梶原工業（株）、高田工業（有）、三谷電機（株） 以上 10101010 社 

さぬきさぬきさぬきさぬき市市市市   スタジオエス、（株）とおる化成、前田等建築設計事務所 以上 3333 社 

東東東東かがわかがわかがわかがわ市市市市  三急通商(株)、サングローブ（株）、アーバン工芸（株）、（有）大同 以上 4444 社 

三豊市三豊市三豊市三豊市  (有)矢野材木店、本山タクシー(株)、（株）光工作所 以上 3333 社 

三木町三木町三木町三木町    (医)讃陽堂松原病院、三木タクシー(株)、(株)アトリエ香川、若松繊維（株）、(株）三木山田清掃、 

（三森、（株）レガン、ハイスキー食品工業（株）、三木建設（株）、（株）福一、（有）エンゼル四国、

（株）パック三樹、（株）フタガワフーズ、（株）小林工業所 以上 14141414 社 

綾川町綾川町綾川町綾川町    （有）中村製作所 以上 1111 社 

琴平町琴平町琴平町琴平町  琴平バス(株)   以上 1111 社 

まんのうまんのうまんのうまんのう町町町町  (医)圭良会、（株）長峰製作所 以上 2222 社   

多度津町多度津町多度津町多度津町     (株)あっとん         以上 1111 社 

 

【【【【アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーのののの申込申込申込申込・・・・問合問合問合問合せせせせ先先先先】】】】    

労働政策課労働政策課労働政策課労働政策課    総務総務総務総務････労政労政労政労政グループグループグループグループ    

    TELTELTELTEL    087087087087----838383832222----3365336533653365 
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県県県県ではではではでは、、、、県内県内県内県内のののの勤労者勤労者勤労者勤労者のののの生活生活生活生活をををを応援応援応援応援するためするためするためするため、、、、四国労働金庫四国労働金庫四国労働金庫四国労働金庫とととと提携提携提携提携したしたしたした融資制度融資制度融資制度融資制度をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

○○○○全体全体全体全体のののの融資限度額融資限度額融資限度額融資限度額        １１１１人人人人 500500500500 万円万円万円万円    

○○○○利用利用利用利用できるできるできるできる方方方方                県内県内県内県内にににに居住居住居住居住しておりしておりしておりしており、、、、かつかつかつかつ現在現在現在現在のののの勤務先勤務先勤務先勤務先にににに１１１１年以上勤務年以上勤務年以上勤務年以上勤務しているしているしているしている方方方方（（（（賃金賃金賃金賃金    

                                            遅払資金遅払資金遅払資金遅払資金をををを除除除除くくくく。）。）。）。）    

○○○○返済方法返済方法返済方法返済方法                        原則原則原則原則としてとしてとしてとして毎月元利均等償還毎月元利均等償還毎月元利均等償還毎月元利均等償還（（（（賃金遅払資金賃金遅払資金賃金遅払資金賃金遅払資金をををを除除除除くくくく。）。）。）。）    

 
 
■子育子育子育子育てててて支援資金支援資金支援資金支援資金■                  ■介護支援資金介護支援資金介護支援資金介護支援資金■ 
 育児資金育児資金育児資金育児資金                        ○○○○車椅子車椅子車椅子車椅子などなどなどなど介護用品介護用品介護用品介護用品のののの購入購入購入購入 
 ○○○○出産出産出産出産ののののためのためのためのための通院通院通院通院・・・・入院入院入院入院    などなどなどなど             ○○○○介護休業中介護休業中介護休業中介護休業中のののの生活費生活費生活費生活費            などなどなどなど 
  融資限度額 100万円               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）   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）    返済期間  ６年以内（据置１年以内を含む） 
 教育資金教育資金教育資金教育資金 
 ○○○○高等学校以上高等学校以上高等学校以上高等学校以上のののの学費学費学費学費               ■賃金遅払資金賃金遅払資金賃金遅払資金賃金遅払資金■ 
  融資限度額 学生・生徒一人につき 500 万円万円万円万円       ○○○○賃金賃金賃金賃金がががが遅払遅払遅払遅払いいいいになったになったになったになった際際際際のののの生活費生活費生活費生活費 
  融資利率  年利年利年利年利 1.4%（（（（固定金利・保証料別途）   融資限度額 勤労者一人につき 30万円 
  返済期間  15 年以内年以内年以内年以内（（（（据置据置据置据置    6 年以内年以内年以内年以内をををを含含含含むむむむ））））   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 
 ■ライフライフライフライフ・・・・サポートサポートサポートサポート資金資金資金資金■ 

○冠婚葬祭    ○ボランティア 
○医療      ○スキルアップ          問合問合問合問合せせせせ先先先先 
 融資限度額 100万円               融資融資融資融資のごのごのごのご相談相談相談相談    四国労働金庫四国労働金庫四国労働金庫四国労働金庫 
 融資利率  年利 2.4%（固定金利・保証料別途）  ＜＜＜＜ﾌﾘﾌﾘﾌﾘﾌﾘ――――ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾔﾙｲﾔﾙｲﾔﾙｲﾔﾙ＞＞＞＞0120-505-690 
 返済期間  6年以内（医療資金は据置１年以内   ＜＜＜＜ﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ｱﾄｱﾄｱﾄｱﾄﾞ゙゙゙ﾚｽﾚｽﾚｽﾚｽ＞＞＞＞ 
            を含む）                  http://www.shikoku-rokin.or.jp/ 

 
 
 
 
 
 地域職業訓練センター（高松市郷東町・県立高等技術学校高松校内）は、各種の能力開発向上のため、 
定額な利用料金で、研修室、会議室、実習場などの施設を提供（貸館）しています。 
 開館時間 ９時～１７時（夜間利用がある場合は２１時まで） 
 休館日  年末年始（１２月２９日から翌年１月３日）及び利用申込みがない土・日・祝日 
 受付時間 平日８時３０分～１７時 
 駐車場  がん検診センター南側（グラウンド） 
 問合問合問合問合せせせせ先先先先 ＴＥＬ （０８７）８８２―５４６４（香川県職業能力開発協会内） 
      ＦＡＸ （０８７）８８２－２９６２ 
  ※ 使用料金など詳しいことは、下記のホームページをご覧ください。（予約状況の確認可） 
    http://www.noukai-kagawa.or.jp/study/shisetsu/index.html 
 
 

香川県勤労者福祉資金融資制度香川県勤労者福祉資金融資制度香川県勤労者福祉資金融資制度香川県勤労者福祉資金融資制度のごのごのごのご案内案内案内案内 

地域職業訓練地域職業訓練地域職業訓練地域職業訓練センターセンターセンターセンターののののごごごご利用利用利用利用案内案内案内案内 


