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県内企業の人材確保を支援するため、サンポート高松マリタイムプラザ 2 階に、「香川

県就職・移住支援センター（愛称：ワークサポートかがわ）」を 4 月 3 日に開設しました

（詳細は 2 ページをご覧ください）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川の労働情報

２０１７年 夏号 
ＮＯ．２６５号 

■■■主な内容■■■ 

 

○ 香川県での就職活動は「ワークサポートかがわ」で！ ○ 公正採用選考のために・「働きたい」意欲を応援します

メルマガかがわ「かがわーくメール」 ・・・ P.2 「jobナビかがわ」をご利用ください・人権問題研修講演会を開催しました ・・・ P.8
○ 女性活躍推進事業について ・・・ P.3 ○ 内職情報のご案内・労働相談員による労働相談

○ はたらきやすい職場環境づくり　進めてみませんか？ ・・・ P.4 香川県労働委員会委員による専門労働相談のご案内 ・・・ P.9
○ 県立高等技術学校訓練生募集 ・・・ P.5 ○ 香川県勤労者福祉資金融資制度のご案内

○ 県立高等技術学校　高松校　学校祭の開催 ・・・ P.6 地域職業訓練センターのご利用案内 ・・・ P.10
○ 香川県就職者総合支援センターについて ○ 技能検定実技試験の受検手数料を減免します・

障害者の雇用促進について ・・・ P.7 28年度厚生労働大臣表彰・29年憲法記念日知事表彰

技能競技全国大会の入賞者 ・・・ P.11

● メルマガかがわ「かがわーくメール」 ● 

香川県労働政策課では、就職情報・職業訓練など、最新の労働情報を第１・第３木曜日にメールで無料配

信しています。ぜひご登録ください。配信申込みはこちらから↓ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/mailmagazine/newentry.php 
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香川県での就職活動は「ワークサポートかがわ」で！ 
 
香川県は、若者等の県内企業への正規雇用を支援するため、平成 29 年４月に、サンポート高松シンボルタワ

ー（マリタイムプラザ 2 階）に、香川県版ハローワークとして「香川県就職・移住支援センター（愛称：ワーク
サポートかがわ）」をオープンしました。地方版ハローワークは、自治体が国と同じ立場で職業紹介ができるよう
規制が緩和され、設置が認められたものです。 

ワークサポートかがわは、①「若者の就職支援拠点」、②「県外からの就職支援拠点」、③「人材不足が著
しい特定分野の人材確保拠点」という３つのコンセプトを掲げ、就職活動中の方が気軽に相談できる場として
きめ細かなサポートを行うとともに、合同企業説明会の開催やインターンシップ支援イベント等の開催を通じて、
県内企業の魅力や求人情報を発信しています。 
 ワークサポートかがわが運営する「job ナビかがわ」は、無料で就職に関するさまざまなサポートが受けられ
る就職支援サイトで、求職者と求人企業の双方から登録を受け付け、求職者の希望や適性・経験等からその人に
合った企業を紹介しています（8 ページにも「job ナビかがわ」についてのお知らせを掲載しています）。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県で正社員として就職したい方ならどなたでもご利用できます。 
「ワークサポートかがわ」でお気軽にご相談ください。 

 
住所：高松市サンポート２−１マリタイムプラザ高松 2 階   
連絡先：TEL：087-802-4700、FAX：087-802-5150 
開所時間：平日 8 時 30 分〜17 時 15 分 
運営サイト：job ナビかがわ 

 

◆就職に関する様々な相談を受
け付けます。 
◆人材採用コーディネータが企
業とのマッチングを行いその人
に合った就職先を紹介します。 

◆エントリーシートの添
削指導、面接の練習なども
行います。 

◆隣接するコーナーで
は、就活に必要な書籍な
どの閲覧、求人検索など
もできます。 
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○ ⼥性が働きやすい環境づくりへの取組みを 
考えている企業等に登録していただくもので
す。 

○ 企業名や取組み内容は、ＨＰ『かがわ⼥性 
の輝き応援団』や、新聞・広報誌等に掲載し
ます。 
 

○ 専門の相談員による、生活や就職について
の相談や、再就職支援セミナー等の就職に役
⽴つ情報提供を⾏います。 

 
○ 5 回程度開催予定 
 
○ 参加費︓無料 
 
 
 

○ 働く⼥性の意欲や能⼒を向上させるととも
に、企業等における取組みを促進するため、
各種セミナーの開催を⾏います。 

 
○ セミナーに参加できなかった方のために、e-ラ

ーニングとして動画（ダイジェスト版）とレジュ
メをＨＰ『かがわ⼥性の輝き応援団』に掲載
します。企業等での研修素材としてもご利⽤
いただけます。 

⼥性活躍推進自主宣言 
『かがわ⼥性キラサポ宣言』 

 

『⼥性のための出張労働相談会』 

』 

『働く⼥性活躍応援セミナー』 
 

◆お問い合わせ（委託事業者）◆ 
セーラー広告株式会社   
電話︓087－811－6665 

【セミナー内容】  
✐男性管理職セミナー 

✐起業・創業支援セミナー 
✐キャリアアップセミナー 
 

『かがわキラサポ宣言』、『⼥性活躍推進企業
表彰』及び『働く⼥性活躍応援セミナー』の内
容をはじめとして、⼥性活躍に関わる情報を
詰め込んだポータルサイトです。 
 

 

HP「かがわ女性の輝き応援団」 

⼥性活躍推進事業について 
働く⼥性や働きたい⼥性が、⾃らの希望により近い形で働くことができ、それを今後の地域経済の維持・成⻑
につなげていくための取組みを実施しています。 

 

◆お問い合わせ◆ 
労働政策課 
電話:087-832-3366 
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 ⼥ 性 活 躍 や、
仕 事 と生 活 の両
⽴ ⽀ 援 に係 る課
題 解 決 や働 きや
すい職 場 環 境 づ
くりのための提 案
など、貴社の現状や目標に応じて、様々なアドバイス
を⾏います。⼀般事業主⾏動計画の策定や「かがわ
⼥性キラサポ宣⾔」の登録、⼦育て⾏動計画策定
企業認証の申請のサポートなどもお任せください。 
 利⽤は無料です。お気軽にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 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。 
平成 29 年 7 月 31 日現在
登録企業 ３３ 社 

 

○就業規則、⼀般事業主⾏動計画等、さまざま 
な社内規定を整備することができます。 
○マーク取得企業は、ホーム 
ページ等で紹介し、県⺠の皆 
様に広くご紹介しています。 
平成 29 年 7 月 31 日現在 
認証企業 １８０ 社 
 

 
 

 
 

 

事業主の皆さま!! 

 急速に進⾏する少⼦⾼齢化に伴い、労働⼒⼈⼝も減少の⼀途をたどっ
ています。このような中で優秀な⼈材を確保し定着させるためにも、従来の
⻑時間労働を⾒直し、従業員が安⼼していきいきと働き続けることかができ
る環境づくりを進めてみませんか︖ 

【このページのお問い合わせ先】 
香川県商工労働部労働政策課 TEL︓087-832-3368 

カエル（Change）キャンペーン 

【お問い合わせ】 
株式会社穴吹カレッジサービス 
(平成 29 年度委託事業者) 
TEL︓087-823-0303 
 

⼥性活躍・両⽴⽀援推進アドバイザー 

⼦育て⾏動計画策定企業認証マーク 

ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰 

かがわ⼥性キラサポ⼤賞 

働き⽅・休み⽅の⾒直し等により、すべての労働者が
ワーク・ライフ・バランスを図ることができる環境づくりに優
れた効果が認められる事業所を表彰します。 
【知事賞】 
有限会社ジェム 
【商⼯労働部⻑賞】 
特定非営利活動法⼈わははネット、株式会社マツオ
カ、学校法⼈穴吹学園     （H28 年度受賞企業） 

「かがわ⼥性キラサポ宣⾔」登録事業所のうち、働
く⼥性の活躍に優れた成果が認められる事業所を表
彰します。 
株式会社トーカイ      （H28 年度受賞企業） 

▲表彰式の様⼦（左からトーカイ、ジェム） 

▲表彰式の様⼦（左からわははネット、マツオカ、穴吹学園） 
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県立高等技術学校訓練生募集 
 
県立高等技術学校は、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。高松市郷東町に高松校舎、丸⻲市港町に丸⻲校舎の１校２キャンパス制をとっています。 
 ◇◆◇◇技術専門コース（普通課程）◇◇◆◇  

 

 

 

 

 

 

 

施設別 科 名 訓練期間 定員 取得できる資格等 

高松校舎 

電気システム科 

２年 

１５名 第１種・２種電気工事士等 
自動車工学科 ２５名 ２級(ガソリン・ディーゼル)自動車整備士等 
建築システム科 １５名 建築施工管理技士(学科)等 
機械システム科 １０名 技能検定２級(普通旋盤)等 

 
 

◇◇◆◇求職者向けコース（短期課程）◇◆◇◇ 

【２９年度１０月(後期)入校生選考試験】 
対 象 者：就職のために職業訓練を希望する求職者 

（新卒者の方も応募可） 
受付期間：８月７日(月) 〜 ９月１日(金) 
選 考 日：９月８日(金) 
選考方法：一般職業適性検査、面接 
合格発表：９月１５日(金) 

 
施設別 科 名 訓練期間 定員 取得できる資格等 

高松校舎 

塗装技術科※ １年 １５名 有機溶剤作業主任者、危険物取扱者(乙種４類)等 
造園科 

６か月 

３０名 移動式クレーン・玉掛け・車両系建設機械等 
住まいリフォーム科 ２０名 福祉住環境コーディネータ３級等 

デザイン科 １０名 DTP 検定、ウエブデザイン技能検定 3 級等 
介護サービス科 ２７名 介護職員初任者研修、CS 検定、介護事務等 

丸⻲校舎 

電気工事科 
１年 

２０名 第２種電気工事士、CS 検定等 
住宅建築施工科※ １５名 建築 CAD 検定試験、インテリアコーディネータ等 
機械金属加工科 

６か月 

１０名 床上操作式クレーン・玉掛け・ガス溶接技能講習等 
パソコン CAD 科 １５名 CAD トレース技士(機械部門)、CS 検定等 
情報ビジネス科 ２２名 CS 検定、日商簿記３級等 
ビル設備管理科 １０名 第２種電気工事士、第４類消防設備士等 

※塗装技術科及び住宅建築施工科は 10 月(後期)入校生の募集はありません。 
 

応募書類提出先や選考試験及び訓練内容等、詳細については各校舎にお問い合わせください。 
○高等技術学校高松校舎 TEL：087-881-3171 URL：http://www.niji.or.jp/school/ko-gi 
○高等技術学校丸⻲校舎 TEL：0877-22-2633  URL：http://www.pref.kagawa.jp/marugamegijutsu/ 

【３０年度４月入校生推薦選考試験（学校⻑推薦・⾃⼰推薦）】 
対 象 者：高校卒業以上（見込の方含む）または同等以上の学力を有すると認 

められる方で、４０歳未満の方。 
受付期間：９月４日(月) 〜 １０月２日(月) 
選 考 日：１０月１６日(月) 
選考方法：小論文、※一般職業適性検査、面接 

※学校⻑推薦においては実施しない。 
合格発表：１０月２３日(月) 
 

（高松校舎） 

（丸⻲校舎） 
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県県県立立立高高高等等等技技技術術術学学学校校校   高高高松松松校校校   学学学校校校祭祭祭ののの開開開催催催   
 

県立高等技術学校 高松校では、ものづくりの大切さを継承し、次世代を担う技能者を育成す

る公共職業能力開発校として、若年者から中高年離転職者まで幅広い年齢層に対し職業訓練を実

施しています。 

訓練生の作品展示、ものづくり教室、体験学習を通じて、来場者の方々に「ものづくり」の面

白さや大切さを体感できるよう、技術学校祭を開催します。 

 

○日 時  平成２９年１１月１８日（土）、１９日（日） 

１０時 ～ １５時 

 

○場 所  香川県立高等技術学校 高松校 

      〒761-8031 高松市郷東町５８７－１ 

      電話 087-881-3171 ㈹ 

 

○催し物について 

（１）ものづくり・体験学習 

    各科で趣向を凝らした「ものづくり」を体験できます。 

 

（２）作品展示 

カレッジコース、アビリティコースの訓練生が実習で製作した作品と、訓練科紹介のパ

ネルを展示します。 

 

（３）作品展示即売 

    充実した訓練で出来上がった、訓練生の作品を販売します。 

 

（４）バ ザ ― 

    訓練生があったかくおもてなし致します。 

 

 

 

 



７ 

 

 

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・就労総合相談員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。年に４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（予約制）による個別相談も実施しています。 

また、⼦育てしながら働くことを希望する⼥性等を支援するため、これまでの⽣活・就労相談業務に
加えて、⼦育て中の⼥性等の就職準備サポート業務を新たに開始しています。 

 
１ 場  所 「ワークサポートかがわ」内 ⾹川求職者総合支援センター 

（高松市サンポート２-１マリタイムプラザ高松２階） 
電 話︓087-802-6011  

２ 業務時間 ⽉曜日から⾦曜日（⼟日祝日・年末年始を除く） 
９時〜１７時  

３ 業務内容 
【⽣活・就労相談】 

・ 公営住宅に関する情報提供、⼊居⼿続きに関する相談などの「住居の確保に関する相談」 
・ 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など「⽣活支援策の利⽤

に関する相談」 
・ 将来の安定的な就職に向けた「職業能⼒開発などに関する相談」 
・ 再就職支援講座、キャリアカウンセラーによる個別相談などの個別支援    等 

【⼦育て中の⼥性等の就職準備サポート】 
・  就職活動に係る相談 
・ 保育所など、小学校就学前の教育・保育の場に関する相談 
・ 各市町担当窓⼝の案内     
・ 再就職支援講座、キャリアカウンセラーによる個別相談などの個別支援    等 

 

 

 

香川求職者総合支援センターについて 

障害者の雇用促進について 

「障害者短期職場実習支援事業」を 
利用してみませんか 

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。 

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。 

 
県内の障害者就業・生活支援センター 
【障害者就業・生活支援センター 共生】 

東かがわ市松原 1331-5 電話︓0879-24-3701 
【障害者就業・生活支援センター オリーブ】 

高松市御厩町 546-1  電話︓087-816-4649 
【障害者就業・生活支援センター くばら】 

丸⻲市柞原町 185-1  電話︓0877-64-6010 
【障害者就業・生活支援センター つばさ】 

観⾳寺市流岡町 750-1 電話︓0875-23-8266 

障害者雇用にご協⼒ください 
 
障害者の雇⽤の促進等に関する法律で、⼀般の⺠

間企業は、その常⽤労働者数の 2.0％以上の障害者
を雇⽤しなければならないと定められています。    

平成 28 年 6 ⽉ 1 日現在の、本県の⺠間企業（常
⽤労働者 50 ⼈以上規模）における実雇⽤率は
1.91％（全国 1.92％）でした。 

また、法定雇⽤率を上回った企業の割合は、
57.8％で全国値（48.8％）を上回っていますが、
依然として約 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。 

 
 

障害者の雇用ガイド 
http://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/koyou/pdf/
syougaisyakoyougaidoH2808.pdf 
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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。 
 
○労働政策課ホームページ 
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。 
 
 

 

 

 「job ナビかがわ」は、インターネットを通じて香川県内の企業の紹
介や求人情報、人材情報をご提供する、香川県が運営する就職
支援サイトです。 
 
☆求職・学生の方☆ 
  ・企業・求人の情報提供 
  ・職業相談  
  ・無料職業紹介（マッチング） 
  ・キャリアコンサルティング 
 
☆企業の方☆ 
  ・求人募集などのサポート 
  ・人材育成のアドバイス 
  ・人材採用コンサルティング 
 
☆「job ナビかがわ」はこちらから☆            

http://www.jobnavikagawa.jp/ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
働く意欲はあるけれど、さまざまな理由で踏み出せない若者を

応援する「地域若者サポートステーション」。全国１７３か所で、
ニートなど職業的⾃⽴を必要としている１５歳〜３９歳とその
保護者を対象にサポートしています。 
 県内では⾼松市の「かがわサポステ」と丸⻲市の「さぬきサポス
テ」の 2 か所。専門家による個別のカウンセリングや、各種セミナ
ー、職場⾒学、ジョブトレーニングなど多彩なメニューで、一人ひと
りに合わせた支援を⾏います。⾃⽴に向けた一歩を踏み出すきっ
かけとして、気軽にご利用ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 平成 29 年 5 月 23 日（火）、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、502 事業所から公正採用選考人権啓発推進
員等の 519 人の参加があり、大阪企業人権協議会サポートセ
ンター ⾦井敬三さんを講師に迎え、「障がい者の雇用と人権〜
改正障害者雇用促進法をふまえて〜」と題して講演いただきま
した。 
 

 
 

公正採用選考のために 
〜しない させない 就職差別〜 

人権問題研修講演会を開催しました 

◇かがわサポステ（平成27 年４⽉に移転しました。） 
〒761-8063 高松市花ノ宮町三丁目2-2 
TEL 087-813-6077 FAX087-813-6071 

◇さぬきサポステ 
 〒763-0021 丸⻲市富屋町2番地MRNビル2階 
 TEL 0877-58-1080 FAX0877-58-0070 

【お問い合わせ】労働政策課 職業能⼒開発グループ 
電話 087-832-3367  FAX 087-806-0211 

「働きたい」意欲を応援します 
〜地域若者サポートステーション〜 

 

「job ナビかがわ」をご利用ください 
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突然の解雇、賃⾦未払い、パワハラなど、労使関係のトラブルで悩んでいませんか︖ 
香川県労働委員会では、労働委員会委員（弁護士、大学教授、労働組合役員や会社役員など）

による専門労働相談を実施しています。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。相談は無料。秘密は厳
守します。 

【開催日時】  平成２９年  ８月２２日（火）平成２９年  ９月２６日（火） 
平成２９年１０月２４日（火）平成２９年１１月２８日（火） 
平成２９年１２月１９日（火） １３時〜１３時４０分 
※前日午前中までに予約が必要です。 

【場所】 労働委員会事務局（県庁東館3階） 
この他、毎年１０月の「個別労働紛争処理制度」周知月間にあわせ、県内各地で労働委員会委員等の専
門家による「無料労働問題相談会」を予定しております。 
また、事務局職員による労働相談も随時（平日の８時３０分〜１７時１５分）も実施しております。 

   
 

内職を委託したい事業主を 
募集しています 

 

委託をご希望の事業主の方は、下記
までご連絡ください。 
内職情報は、ホームページ、電話、
来庁相談によりご紹介しています。 
 
○労働政策課 
○県庁東館６階 
○電話 087－832－3371 
 
募集情報は香川県のホームページ
でご覧になれます。 
 
●内職情報 

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

こちらもご利用いただけます 

労働条件、労使問題、就業規則、賃
⾦・退職⾦、解雇・退職勧奨等に関
して、労働者、使用者からの悩みや
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。お気軽
にご利用ください。 
 
○労働政策課 
○県庁東館６階 
○電話 ０８７－８３２－３３７１ 
○⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇除く） 
○8 時 30 分〜17 時 15 分 

 
★匿名でも可   
★秘密は厳守   
★相談費用は無料 

【お問い合わせ】 労働委員会事務局 電話︓087-832-3723 
  http://www.pref.kagawa.lg.jp/roui/senmonsoudan.shtml 
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県では、県内の勤労者の⽣活を応援するため、四国労働⾦庫と提携した融資制度を実施しています。 
   ○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、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。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

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、
低額な利⽤料⾦で、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⽇まで）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  ⾼等技術学校⾼松校北側駐⾞場 
  

■⼦育て⽀援資⾦■ 
育児資⾦ 
○出産のための通院・入院 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。) 
 

教育資⾦ 
○⾼等学校以上の学費 

融資限度額 学生・生徒一人につき 
500 万円 

融資利率  年利 1.4％ 
（固定⾦利・保証料別途） 

返済期間  15 年以内 
(据置 6 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 1 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 

■融資のご相談■ 
○四国労働⾦庫香川営業本部 

電話 087－811－8051 
  http://www.shikoku-rokin.or.jp/ 

⾹川県勤労者福祉資⾦融資制度のご案内 

地域職業訓練センターのご利⽤案内 

【お問い合わせ】 地域職業訓練センター 
電話  ０８７－８８２－５４６４ （香川県職業能⼒開発協会内） 
FAX  ０８７－８８２－２９６２ 

  ※利⽤料⾦など詳しいことは、下記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.php 
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2８年度厚⽣労働大臣表彰 
2９年憲法記念⽇知事表彰 

平成 2８年度厚⽣労働大臣表彰 
○技能検定功労者  

髙橋 秀文さん 琴平町 (株)高橋造園 造園職 
○卓越した技能者（現代の名工）  

⽣島 直樹さん 高松市 (有)丸生木工所 木製建具製造工 
平成 29 年憲法記念⽇知事表彰 

○優秀技能功労  
鶴 美由⽣さん さぬき市 鶴和裁 和裁職 
久保 義徳さん 高松市 (有)久保建設 型枠施工職 

香川県では、若年技能者のキャリアアップを支援するため、平成 29 年度技能検定後期試験か
ら実技試験⼿数料を減免（最大９千円）します。 
○減免の対象となる職種及び級 

本県では、香川県職業能⼒開発協会が実施する職種はすべて対象となります。 
○減免の対象者 

次のいずれにも該当する方が減免を受けられます。 
(1) ２級又は３級の技能検定に係る実技試験を受検する者であって、当該試験の実施日の属

する年度の４⽉１日において 35 歳に達していないもの 
(2) 出⼊国管理及び難⺠認定法（昭和 26 年政令第 309 号）別表第１の上欄の在留資格を

もって在留する者以外の者 
詳しくは、職業能⼒開発グループ（電話 087－832－3376）にお問い合わせください。 

○第 54 回技能五輪（山形県 H28.10.21〜10.24）   
銅 賞 石 工 職 種 住友 龍介さん（住友石材） 
敢闘賞 和 裁 職 種 小出沙弥果さん（(株)原和裁研究所） 
敢闘賞 日本料理職種 山之口幸太さん（(株)琴平グランドホテル紅梅亭） 

○第 12 回若年者ものづくり競技大会（愛知県 H29.8.3〜8.5） 
⾦ 賞 電⼦回路組⽴て職種  大⻄ 海輝さん（四国職業能⼒開発大学校） 
銀 賞 IT ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ管理職種  大薮 晴菜さん（四国職業能⼒開発大学校） 
敢闘賞 機械製図（CAD）職種  ⻑尾 隆広さん（県⽴高等技術学校高松校） 
敢闘賞 ⾃ 動 ⾞ 整 備 職 種  平山 ⻯也さん（県⽴高等技術学校高松校） 

技能競技全国大会の入賞者 


