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●香川県障害者技能競技大会の結果
●調査結果報告 (労働組合基礎調査)

写真�香川県障害者技能競技大会 (アビリンピックかがわ) での電子機器組立職種の競技風景

��������	
�� ������



２月12日�､ 香川地域職業訓練センター､ 高松高等技術学校､ e-とぴあかがわの３会場で､ 香川県

障害者技能競技大会 (アビリンピックかがわ) が開催されました｡

14職種に42人の選手が出場し､ 日頃培った技能を競いました｡

この大会の成績優秀者は､ 10月の全国大会の出場選手として推薦されます｡

競技の結果は以下のとおりです｡ なお､ 金賞 (最優秀選手) 以外の受賞者については下記ＵＲＬの

ページをご覧下さい｡

http�//www.pref.kagawa.jp/gorin/kenabylin/kenabyilin.htm

【各職種最優秀選手】

【競技風景】

パソコンデータ入力 フラワーアレンジメント 木 工
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香香川川県県障障害害者者技技能能競競技技大大会会((アアビビリリンンピピッッククかかががわわ))をを開開催催

職 種 名 氏 名 所 属 事 業 所

ワード・プロセッサ 星野尾雪江 身体障害者通所授産施設朝日エイト

データベース 濱名 康二 医療法人社団永井整形外科医院

ホームページ 川田 英司 NPO法人障害者在宅就労サポートZe.Ro

建築CAD 田中 元将 清水建設株式会社四国支店

機械CAD 木内 覚 株式会社T-NET vigla

電子機器組立 山� 博直 三菱電機株式会社受配電システム製作所

DTP 山本 義文 株式会社百十四銀行

写真撮影 木村 明 有限会社タナカ

フラワーアレンジメント 小橋 道彦 株式会社T-NET vigla

歯科技工 尾崎 克己 山下歯科医院

喫茶サービス 阿部 美奈 香川県ふじみ園

縫製 川西百合子 香川県ふじみ園

木工 前川 政行 香川県ふじみ園

パソコンデータ入力 多田 恭平 株式会社ファーストリテイリング ユニクロ屋島店

アビリンピック併催イベント ｢ハートフルアート展｣ 展示作品募集
募集作品�籠 (籐・竹)､ 木彫､ ポスター (大会ＰＲ用)､ 絵画､ 陶磁器､ 編物､ 刺繍

対 象 者�県内に居住又は県内の事業所に勤務する障害のある方

募集期間�平成18年４月３日�～５月31日� ※作品搬入は６月23日�～25日�

詳しくは､ 香川県社会福祉協議会 地域福祉課 担当 大濱 (電話�087�861�0546) まで｡

香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県

内内内内内内内内内内

内内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職職
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勤勤労労者者のの生生活活をを応応援援ししまますす！！

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

■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■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｡)

お問合せ先
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/

内内内内内内内内内内内職職職職職職職職職職職求求求求求求求求求求求人人人人人人人人人人人ののののののののののの募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集

内内内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職職職等等等等等等等等等等等等等等等等等ののののののののののののののののの求求求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人人人ををををををををををををををををを希希希希希希希希希希希希希希希希希望望望望望望望望望望望望望望望望望ささささささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるるるるるるる事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業主主主主主主主主主主主主主主主主主ををををををををををををををををを
広広広広広広広広広広広広広広広広広くくくくくくくくくくくくくくくくく募募募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集集集いいいいいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししししままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！！！！

◆連絡先◆

香川県商工労働部労働政策課

電話�087�832�3370

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｡
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……袋詰め､ シール貼り､ 糸切り､
パソコンのデータ入力､
箱の組み立てなど
�簡単なお仕事は大歓迎です｡
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ＲＣＳのご案内

◆ＲＣＳは､ 会社運営の健康診断 (無料) です｡

ＲＣＳとは厚生労働省方式コミュニケーション診断の略称で､ 産業心理学や統計学を応用

したマークシート及び自由意見記入票による意識調査のことです｡ 40問程度の簡単な質問

項目から､ 個々の社員の意識を調べ､ 会社組織上の問題点を化学的・客観的に把握します｡

◆お問合せ先 香川県労働政策課 電話�087－832－3366

事業主の皆さん!!

法律で定められた国の制度です｡ 掛金は安全に管理・運用され､

退職金は従業員に確実に支払われます｡

��������
・税法上､ 全額非課税扱い
です｡
・一部を国が助成します｡
・掛金額は選択可能です｡

��������		��
・パートタイマーの方
も加入できます｡
・適格退職年金制度か
らの移行先の一つで
す｡

相談コーナー ○大阪相談コーナー 大阪市西区阿波座１－７－13 (電話�06－6536－1851)

○東京相談コーナー 東京都港区芝公園１－７－６ (電話�03－3436－4351)

お問合せ先 ○香川県労働政策課 高松市番町４－１－10 (電話�087－832－3366)

◆ＲＣＳの効果

・問題点の指摘に納得性があります｡

・社員の経営への参加感を高めます｡

・経営者の管理意欲を向上させます｡

・経営の効率化に役立ちます｡

・社員の不平・不満を解消します｡

をご存知ですか

労労労労労労労労

一一一一一一一一

優優優優優優優優

企企企企企企企企

改改善善計計画画
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建設雇用改善計画とは 建設労働者の雇用の改善等を図るため､ 法律に基づいて､ 国がおよそ５年ご
とに計画を策定しています｡ 第７次計画は､ 平成17年10月から平成22年度までを対象とした計画です｡

第７次計画の概要

｢高い意欲と能力を持つ建設労働者が安心して生活できる労働環境のための建設雇用改善を推進す
るとともに建設産業における就業機会の確保・拡大を図る｣ ことが課題とされています｡

課 題

①建設労働者の職業生活の全期間を通じた職業の安定を図りつつ､ 雇用の近代化を一層進め､ 魅力
ある労働環境づくりを図る｡
②事業主などが行う職業能力開発を引き続き促進する中で､ 共同的､ 広域的な教育訓練の実施を推
進しながら､ 建設労働者自らが職業能力を高めるとともに､ 技能の継承を図る｡
③若年者が建設業に入職し定着するよう促進するとともに､ 高年齢者や女性が活躍できるような労
働環境の整備を図る｡
④建設事業主が中核的な役割を果たす人材を確保し新分野進出を円滑に行うことにより､ 現に雇用
されている建設労働者の雇用の安定を図る｡ また､ 建設業では企業単位で一時的な労働力の過不
足が発生することから､ 建設業務労働者の雇用の安定を図るため､ 建設業務有料職業紹介事業や
建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営を確保する｡

施策を推進していく最重点事項

第７次計画の内容は､ 厚生労働省のホームページでご覧いただけます｡
URL�www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kouwan.html

●労労労労労労労労労働働働働働働働働働施施施施施施施施施策策策策策策策策策アアアアアアアアアドドドドドドドドドバババババババババイイイイイイイイイザザザザザザザザザーーーーーーーーーががががががががが訪訪訪訪訪訪訪訪訪問問問問問問問問問しししししししししままままままままますすすすすすすすす！！！！！！！！！
県内の事業所を訪問し､ 労働関係法令の説明や仕事と家庭の両立支援に関する県の事業 (認証

マーク､ 申請手続きなど) 等について説明します｡
☆ 訪問をご希望の場合は､ 香川県労働政策課までご連絡ください｡

●一一一一一一一一一般般般般般般般般般事事事事事事事事事業業業業業業業業業主主主主主主主主主行行行行行行行行行動動動動動動動動動計計計計計計計計計画画画画画画画画画ののののののののの策策策策策策策策策定定定定定定定定定をををををををををおおおおおおおおお手手手手手手手手手伝伝伝伝伝伝伝伝伝いいいいいいいいいしししししししししままままままままますすすすすすすすす｡｡｡｡｡｡｡｡｡
一般事業主行動計画の策定を希望している県内に本店を置く中小企業を訪問し､ 策定のお手伝

いをします｡
対象 常時雇用労働者数300人以下の企業

●優優優優優優優優優れれれれれれれれれたたたたたたたたた人人人人人人人人人材材材材材材材材材ののののののののの確確確確確確確確確保保保保保保保保保ややややややややや企企企企企企企企企業業業業業業業業業のののののののののイイイイイイイイイメメメメメメメメメーーーーーーーーージジジジジジジジジアアアアアアアアアッッッッッッッッップププププププププににににににににに認認認認認認認認認証証証証証証証証証マママママママママーーーーーーーーークククククククククををををををををを取取取取取取取取取得得得得得得得得得しししししししししままままままままましししししししししょょょょょょょょょううううううううう｡｡｡｡｡｡｡｡｡

●企企企企企企企企企業業業業業業業業業ののののののののの表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰 応応応応応応応応応募募募募募募募募募しししししししししてててててててててみみみみみみみみみままままままままませせせせせせせせせんんんんんんんんんかかかかかかかかか｡｡｡｡｡｡｡｡｡
働きやすい環境づくりに優れた取り組みをしている企業を表彰する ｢子育て・介護応援企業表

彰事業｣ を実施しています｡ ふるってご応募ください｡
対象 介護関係 県内に本店のある企業

育児関係 子育て行動計画策定企業認証マークの交付を受けた県内に本店がある中小企業
締切 平成18年10月末日
上記に関する お問合せ先 香川県労働政策課 電話�087－832－3366

仕事と家庭を両立しながら働ける職場環境づくりに積極的に取り組んでい
る企業に交付しています｡ ２種類の認証マークがあります｡
①“子育て・介護”応援企業認証マーク
②子育て行動計画策定企業認証マーク
対象 ①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｣に定める基準を上回る規定をしている企業
②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
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社会が大きく転換する今､ 企業や労働組合､ 学校､ マスメディア､
地域社会､ 政府などが一体となって､ 若者をとりまく問題をそれぞれ
の立場で考え､ サポートし､ その輪を広げていく｡ そんな国民運動が
開始されています｡

働くことは､ 社会に出ること｡ 社会のなかで､ 人と交流し､ 協力し合い､ 自

立したひとりの人間として力強く生きていく｡ そのための総合的なチカラを､ 国民運動では

｢人間力｣ と呼んでいます｡

これは何も､ 難しいことではありません｡ それぞれの立場において､ 社会に出る前の若者や

子ども､ また､ 社会にはばたく若者､ さらには働いている若者や働くことに不安や迷いを持つ

若者のためにできることを考え､ 進めていく｡ そんな運動なのです｡

若者の自立をサポートするための取組

企業における取組
●若者､ 子どもが職場に触れ体験する機会
(インターンシップ､ 職場体験など) の提
供を｡
●意欲ある若者に対する雇用の場の確保を｡
●長い目で見た人材の育成､ 自ら能力開発が
しやすい職場環境づくりを｡
●安定した職業についたことのない若者も人
物本意で採用・育成を｡

学校・教育機関における取組
●職場を訪れたり､ 仕事を体験したり､ 仕事
をしている人の話を聞く機会の拡大を｡
●働きながら学び､ 資格や実践的能力を身に
つける機会の提供を｡
●自立しようとする若者に学び直しのための
多様な機会の提供を｡

地域社会における取組
●生活習慣やコミュニケーション能力を身に
つけられるよう各家庭の支援を｡
●住民参加による体験学習などの機会の整備
を｡
●若者が仕事につくことができるよう助言､
相談などの支援を｡
●意欲や自身を失いかけている若者への助言､
社会参加､ 労働体験の機会の提供を｡

行政機関における取組
●教育・雇用・産業政策の連携を強め､ 地域
社会・家庭・学校・企業での取組を支援｡
●学校を卒業する若者や働くことに不安､ 迷
いを持つ若者を支援｡

人間力とは

きみのチカラ､みらいのチカラ｡

若者の人間力を
高めるための国民運動



いま､ いわゆるフリーターと呼ば
れる若者の数は､ 全国で200万人超｡
この20年間で４倍もの数に増えてい
ます｡
なかには､ 自分の夢の実現のため､

あえてフリーターを選ぶ若者もいる
一方､ ｢自分のやりたい仕事が分からない｣､ ｢本当は正社員で働きたい｣ といった若者も多いのが実
情です｡
また､ 会社で働いている従業員のうち､ 非正規従業員の割合が増大しています｡ 特にこの10年間､
若年層の非正規従業員の割合の伸び率は大きく､ 現在では３人に１人が非正規雇用で働いています｡
さらに､ 若年無業者､ いわゆる“ニート”と呼ばれる若者も増えています｡
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この他､ 若年支援に関する情報は､ こちらのＵＲＬをご覧ください｡

若者の人間力を高めるための国民運動ホームページ

ｗｗｗ.ｗａｋａｍｏｎｏｎｉｎｇｅｎｒｙｏｋｕ
ワ カ モ ノ ニ ン ゲ ン リ ョ ク

.ｊｐ/
携帯用のＵＲＬはこちら｡ http�//wnr.jp/

【資料出所】厚生労働省 平成17年版 労働経済の分析

【フリーター数の推移】

こうした状況が続くと､ 若者､ そ
して社会にとって､ どのような影響
が考えられるのでしょうか｡

まず､ 若者自身の問題として､ 職業能力の形成や蓄積がなされないことから､ 将来的な所得格差の
拡大などが懸念されます｡ また､ 社会全体としては､ 経済基盤の崩壊や社会保障システムの脆弱化､
ひいては社会不安の増大､ 少子化の一層の進行などにもつながることが予想されます｡
これは単に若者のみならず､ 社会全体にとっても大きな問題であり､ 大人たちに投げかけられた宿
題とも言えます｡
若者が社会に出て行きたがらない社会は､ 言い換えれば､ 若者が活躍しにくい社会です｡
この社会を変えるためには､ 若者自身のみの問題と捉えるのではなく､ 国民的課題として､ 大人達
も考え､ それぞれの立場で行動を起こすことが求められています｡

【資料出所】厚生労働省 平成17年版 労働経済の分析

【ニート数の推移】
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○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�現場実習 (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�公共職業安定所で求職登録を行っている方で､ 公共職業安定所長の訓練受講指

示を受けることができ､ かつ訓練委託先に再就職を希望する方

○障害者訓練
この訓練は､ 障害のある方が､ 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�現場実習 (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方

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の手帳
を所持している方
②自力通所が可能で､ 自分で身の回りの基本的なことができる方
③職業訓練を受講することにより､ 就労が見込める方
④県内のハローワークに求職申込を行っている方で､ 県内のハローワークで受
講のあっせん (受講指示・受講推薦) を受けることが可能な方
※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｡

��������	
����
������
○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ことができ､ 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
○香川県労働政策課 電話�087�832�3367

平成 香
｢もの
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平平成成1188年年度度香香川川県県建建具具技技能能作作品品展展
((第第1188回回ささぬぬききたたててぐぐ祭祭))

香香川川ももののづづくくりり伝伝道道師師にによよるる
｢｢ももののづづくくりり名名人人｣｣ふふれれああいい出出前前講講座座

香川県アースリィウッド協同組合・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

を展示する作品展を開催します｡

今回は､ 開催期間を３日間から５日間に延長

します｡

と き ４月10日�～４月14日�

８時30分～17時00分

※ 14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

電話�087�888�3340

香川県労働政策課

電話�087�832�3367

県では､ 18年度から､ 17年度にモデル事業と

して実施した ｢ものづくり名人｣ ふれあい出前

講座をさらに充実します｡ ものづくり名人を

｢香川ものづくり伝道師｣ に委嘱し､ 小中学校に

派遣し､ 職業講話や実演を行い､ 児童や生徒に

ものづくりの大切さや楽しさ､ 働くことの大切

さなどを知ってもらう事業を実施する予定です｡

４月１日より障害者雇用率制度､ 障害者雇用納付金制度の一部が変わります

精神障害者に対する雇用対策の強化と在宅就業障害者に対する支援等のため､ ｢障害者の雇用の促

進に関する法律｣ が改正され､ 平成18年４月１日から障害者雇用率制度及び障害者納付金制度の一部

が変わります｡

(改正概要)

１ 障害者雇用率制度

精神障害者 (精神障害者保健福祉手帳所持者) が､ 各企業の雇用率の算定対象となります｡ なお､

法定雇用率 (1.8％) は現行どおりです｡

お問合せ先 香川労働局職業安定部職業対策課 (電話�087�831�7290)､ ハローワーク

２ 障害者雇用納付金制度

� 精神障害者 (精神障害者保健福祉手帳所持者) が､ 障害者雇用納付金の徴収額､ また､ 障害者

雇用調整金・報奨金の支給額の算定対象となります｡

� 在宅就業障害者 (自宅等において就業する障害者) に､ 直接又は在宅就業支援団体 (厚生労働

大臣に申請し､ 在宅就業障害者に対する支援を行う団体として登録を受けた法人) を介して仕事

を発注した企業に対し､ 在宅就業障害者特例調整金､ 在宅就業障害者特例報奨金が支給されるこ

とになります｡

� なお､ 上記の�､ �の手続きは､ 19年度の申告分､ 支給申請分からとなります｡

お問合せ先 �香川県障害者雇用促進協会 (電話�087�811�2285)

※４月以降�香川県雇用支援協会に変わります｡
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労使間のトラブルにおこたえします
～県民のための労働相談所です｡ どうぞお気軽にご利用ください～

香川中小企業労働相談所

香川県労働政策課内

香川中小企業労働相談所

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

社団法人香川県労働者福祉協議会

高松市番町３－５－15

電話�087－832－2636

月～金 (祝日除く) ９�00～17�30

香川県では県内の事業所に勤務する労働者と使用者との労

使間のトラブルについて労使双方からの相談に応じるために､

｢中小企業労働相談所｣ を設置して､ 専門の相談員がトラブ

ルの迅速な解決のお手伝いをするための労働相談を行ってい

ます｡

労働相談所には強制力はありませんが､ 長い経験と知識を

持った相談員が相談に乗り､ 必要な情報提供やアドバイスを

行いますので､ 迷わずあきらめず､ すぐにご相談ください｡

労働相談内容別件数 労働条件はしっかり確認を
● 正社員以外の有期雇用や派遣､ パート・
アルバイトなどの雇用形態が増えており､
就業形態の多様化､ 複雑化が進んでいます｡
● 法令 (労働基準法15条､ 施行規則第５条)
では､ 労働時間・休日､ 賃金等の労働条件
について､ 文書により明示することが使用
者に義務づけられています｡
● 使用者も労働者も､ 雇用契約を結ぶ時に
は労働条件を曖昧にすることなく､ 初めに､
文章ではっきりと確認しておくことが､ 後々
不必要なトラブルを生じさせないために大
切です｡
相談内容等の特徴は
労働時間・休日､ 賃金､ 就業規則および

男女雇用機会均等が上位で､ パートタイム
および派遣労働者からの相談も増加しつつ
あります｡
中小企業労働相談所では
相談 (来庁または電話) は無料で､ 匿名

でのご相談も可､ 秘密は厳守いたします｡
なお､香川県では�香川県労働者福祉協議会へも労働相談を事業委託していますのでご活用ください｡

(年度別 但し､ 17年度は10ケ月)

15 16 17

労働条件

に関する

こと

就 業 規 則 15 23 27

賃 金 25 24 30

労働時間・休日 18 25 33

安 全 衛 生 2 1 2

解 雇 29 20 16

退 職 金 12 13 8

そ の 他 3 7 4

小 計 104 113 120

労 働 組 合 ・ 労 使 関 係 5 3 18

雇 用 に 関 す る こ と 9 17 6

勤 労 者 福 祉 22 11 21

その他男女雇用機会均等含 24 23 39

合 計 164 167 204

合計内のパート・臨時等 58 29 40

労労働働組組合合

労労委委
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●労働組合数・労働組合員数の推移

●産業別大分類別

●上部団体別

産 業 別 大 分 類 組合数 組合員数(人)

林業 2 13

建設業 65 10,552

製造業 127 12,008

電気・ガス・熱供給・水道業 14 2,450

情報通信業 18 2,601

運輸業 89 4,920

卸売・小売業 79 5,166

金融・保険業 48 7,296

不動産業 3 210

飲食店, 宿泊業 1 13

医療, 福祉 27 2,311

教育, 学習支援業 55 6,508

複合サービス業 24 3,305

サービス業 37 2,400

公務 89 12,138

分類不能の産業 5 128

合 計 683 72,019

年 次 組合数 組合員数(人)

H13 739 78,669

H14 713 75,748

H15 698 74,251

H16 694 72,716

H17 683 72,019

上 部 団 体 組合数 組合員数(人)

連合香川 420 43,027

全労連 70 3,794

全労協 10 149

その他 183 25,049

合 計 683 72,019

労労労働働働組組組合合合員員員数数数111000年年年連連連続続続ででで減減減少少少
労働組合基礎調査結果(香川県分)

平成17年6月30日現在

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｡

【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

個別的労使紛争の相談とあっせん
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技能五輪全国大会への出場を目指して､ １月22日～２月19日にかけて､ 県内各地で､ 後期技能検定職種の県予

選が行われました｡ 冷凍技術､ 機械製図､ 西洋料理､ 電工､ 石工､ 建築大工の６職種に12人が参加しました｡

選手は､ 日頃の練習の成果を出そうと一生懸命頑張っていました｡

これらの参加者のうち､ 成績優秀者は､ 全国大会の選手として推薦されることになっており､ 活躍が期待され

ます｡

【技能検定の模様】

機械製図 (１／29高松高等技術学校)冷凍技術 (１／22高松高等技術学校)

西洋料理 (２／８高松高等技術学校)

石 工 (２／12讃岐石材加工協同組合)

電 工 (２／３㈱四電工研修センター)

建築大工 (２／19高松高等技術学校)


