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●平成19年春の叙勲・憲法記念日知事表彰
●県立高等技術学校入校生募集のお知らせ

写真�丸亀高等技術学校入校式､ 機械加工科の実習風景
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香川の労働情報
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平成19年春の叙勲

平成19年春の叙勲において､ 香川県から､ 労働関係で､ 高松市の岩部 旻
さん (72歳､ 岩部左官工業 代表) が瑞宝単光章を受章されました｡
岩部さんは､ 左官工として約57年携わり､ この間､ 20年余の長きにわたり､
左官職種の技能検定委員として､ 公正かつ円滑な検定実施に努められ､ 特に､
平成２年からは首席技能検定委員として､ 検定制度の普及振興や受検者の増
加に寄与されました｡
自らも技能研鑽を積み､ これまで数多くの住宅建築を手掛け､ ｢漆喰

しっくい

鏝絵
こてえ

｣
に活かされた緻密で華麗な仕上げは高い評価を得ており､ さらに､ 県建設労
組支部役員としても労働環境の改善に真摯な態度で取り組まれています｡

����� 岩部 旻 (いわぶ あきら) さん

平成19年憲法記念日知事表彰

平成19年憲法記念日知事表彰 (優秀技能功労) を堀安二さん (高松市) と山口茂行さん (さぬき市)
が受賞されました｡

(67歳､ 表具師､ 香川県表具内装工業協同組合技能士会会長)
堀さんは､ 汚れや破損が甚だしい屏風､ 掛軸などの古画書の修復の第一人
者であり､ 金刀比羅宮に伝来する貴重な文化財等を始め､ 玉藻城､ 県歴史博
物館などに所蔵される数々の作品の修復に携わりました｡
平成15年には香川県表具内装工業協同組合技能士会を設立し､ 自ら全技連
マイスターとして後継者育成に尽力する一方､ 香川技能フェスティバルの取
組みなど､ 技能尊重気運の醸成に貢献されています｡

(55歳､ 普通旋盤作業従事､ ㈱森川ゲージ製作所)
山口さんは､ 高難易度の精密油圧機器部品の普通旋盤作業において､ 卓越
した技能と五感を駆使し､ 機械の加工精度を上回る技能を発揮する一方､ そ
の技能は治工具製作に活かされました｡
職業訓練指導員として､ 新入・中堅社員に技能検定の受検勧奨を行うとと
もに､ 技能五輪全国大会出場選手の育成強化を図るなど､ 後継者育成にも積
極的に取り組まれています｡

堀 安二 (ほり やすじ) さん

山口 茂行 (やまぐち しげゆき) さん
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県内の木工技能者による優れた建具作品を紹介する第19回香川

県建具技能作品展 ｢さぬきたてぐ祭｣ (主催；香川県アースリィ

ウッド協同組合､ 香川県建具技能士会) が､ ４月９日 (月) ～13

日 (金) の５日間､ 県庁ギャラリーで開催されました｡

業界団体では､ ４月10日を ｢良 (４) い戸 (10) の日｣ と定め､

消費者に建具への親しみを持ってもらうこと､ 木工技能者の技能

向上を図ることなどを目的に昭和63年から毎年開催しており､ 今

年は組子障子や唐戸､ 季節建具など32点が展示されました｡

最終日には表彰式が開催され､ 香川県知事賞を受賞した金子直

吉さんをはじめ優秀作品９点の制作者が表彰されました｡

第78回のメーデーが､ 去る５月１日に高松市内をはじめ県内各所で､ 約5,700人 (主催者発表) の

労働者が参加して開催されました｡

連合香川系の中央集会は､ 風雨の中､ 高松市サンポートの多目的広場で労働者約1,500人が集い､

開催されました｡

小川俊実行委員長は挨拶で､ ｢格差社会､ 二極化への歯止め｣

とともに ｢参議院選挙勝利により政治力による解決｣ を訴えまし

た｡

また ｢労働者の均等待遇をはじめ､ 中小企業で働く労働者の格

差是正を求め､ 格差の固定・拡大にストップをかける｣ メーデー

宣言を採択しました｡

続いて､ ｢中小企業で働く労働者の格差是正｣ ｢参院選で推薦す

る候補者の全員勝利による与野党逆転｣ といった内容のスローガ

ンを採択し､ さらに ｢格差是正｣ ｢安心・安定の社会実現｣ と参

院選挙闘争勝利の決意をこめた特別決議が採択されました｡

県労連系の集会は､ 高松市サンポートホールに労働者約700人が

集い､ 開催されました｡

酒井光雄実行委員長は挨拶で､ ｢消費税は切り上げられようとし

ているし､ 社会保障は切り下げられている｣ として ｢団結して生活

と権利を守ろう｣ と呼びかけました｡

また､ ｢憲法９条を守る｣ ｢国民負担の増大反対｣ ｢社会保険庁の

改革 (民営化) 問題｣ などの内容のメーデー宣言が採択され､ その

後､ 高松市中央通・商店街でデモ行進が実施されました｡
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香川県知事賞受賞作品
(金子直吉さん ｢ドア｣)

第第第第��������回回回回 メメメメーーーーデデデデーーーーがががが開開開開催催催催さささされれれれままままししししたたたた

連合系メーデー 真鍋知事 挨拶

労連系メーデー デモ行進
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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アビリティコース10月入校生の募集日程等が決まりましたのでお
知らせします｡ なお､ 各訓練科の内容は､ 各高等技術学校にお問い合わせください｡
また､ 雇用保険受給資格者で入校を希望する方は､ 各ハローワークに､ 身体障害者で入校を希
望する方は､ 各高等技術学校に相談してください｡

アビリティコース 対象者�再就職を希望する方
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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｡
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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
等を支援するために平成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｡
○オーダーメイド在職者訓練とは
・企業等のご要望に応じて､ 内容・日程等を設定し､ 実施する訓練です｡
○オーダーメイド在職者訓練のメリット
・企業等のニーズにそった､ 内容・日程等を設定することができます｡
・ご要望に対して､ 専門講師の手配や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｡
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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�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
・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

受講指示を受ける事ができ､ かつ訓練委託先に再就職を希望する方

�-./01

○高松高等技術学校 (高松市郷東町587-1) TEL 087－881－3171
○丸亀高等技術学校 (丸亀市港町307) TEL 0877－22－2633
○労働政策課 TEL 087－832－3367

校別 科 名 訓練期間 定員 募 集 日 程

高松

造園科

６か月

30

受付期間�８月20日�～８月31日�

選 考 日�９月７日�

合格発表�９月14日�

選考方法�職業適性検査､ 面接

住宅リフォーム科 15
介護サービス科 25
デザイン科 ８

丸亀

機械加工科 15
木造住宅科 10
情報ビジネス科 20
電気工事科 １ 年 20
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香川県指定の障害者就業・生活支援センターでは､ 雇用､ 福祉､ 教育等の各機関と連携しながら､

障害者の就業やそれに伴う生活に関する支援・助言や職業準備訓練のあっせんなど､ 障害のある方が

職業生活において自立が図れるようお手伝いを行っています｡ また､ 事業主の方からの相談にも応じ､

障害者の受入や受入れ後の雇用管理に係る助言等も行っています｡ 利用料等はかかりませんので､ お

気軽にお問合せください｡

障害者就業・生活支援センター 共生 (社会福祉法人 恵愛福祉事業団)

〒769�2702 東かがわ市松原1331番地5 白鳥ホーム内

電話 0879－24－3701 FAX 0879－24－3702

障害者就業・生活支援センター オリーブ (社会福祉法人 あゆみの会)

〒761�8058 高松市勅使町398番地18

電話 087－866－0111 FAX 087－866－0670
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この５月16日 (水) に県､ 香川労働局主催による ｢2008
かがわーくフェア｣ がサンメッセ香川で､ 来春３月に大学・
短大・高専・専修学校等の卒業予定者を対象に開催されま
した｡
会場には､ 景気の回復や団塊世代の大量退職による採用
需要の高まりに県内企業を中心に過去最大の174社 (前年
131社) が集まり､ また､ 学生も前年を下回ったものの113
校743人 (前年130校834人) の参加がありました｡
会場では､ 一人でも多くの優秀な学生を集めようと自社
の経営方針や将来性を熱く語る企業担当者や､ それを熱心
にメモをとる学生､ また､ 希望企業に熱く自己アピールする学生の姿が個々各所で見られました｡ ま
た､ 会場の一角では､ 職業適性診断コーナーをはじめとする各種相談コーナー (職業相談､ 福祉人材
相談､ 農業法人就業相談) が設けられたほか､ 新設された行政ＰＲコーナーでは､ 県､ 労働局の職員
により子育て行動計画策定企業認証マーク取得等の説明が行なわれていました｡
県内では､ 今後も新卒者や中途退職者を対象とした就職面接会 (８月28日､ 10月４日) や､ 対象者
を看護職や介護職に絞った企業説明会 (７月１日､ ８月29日) の開催が予定されています｡ 最新情報
は随時､ 次のホームページに掲載していきますのでご覧ください｡

【就職面接会等開催情報】 かがわーくネット http�//www.pref.kagawa.jp/rosei/

ハローワーク丸亀では､ 平成19年５月30日 (水) に子育て
をしながら就職したいみなさんのための専用職業相談コーナー
(通称 ｢マザーズサロン｣) を開設しました｡
サロンでは､ 子育てをしながら働ける求人情報､ 担当者制

による職業相談(予約可)､ 保育情報などのサービスメニュー
を用意しています｡ お子様連れでも安心して相談できますの
でお気軽にご来所ください｡ ご利用は無料です｡

○場 所�丸亀市中府町1－6－36 ハローワーク丸亀内

○開設時間�午前8時30分～午後5時15分

○休 日�土､ 日､ 祝 年末年始

詳しくは､ ハローワーク丸亀 (TEL 0877－21－8609) へ (利用サイト�かがわーくネット掲載中)

ハローワーク便り

丸亀に““““ママママザザザザーーーーズズズズササササロロロロンンンン””””オープン
＊＊ 子育て中のみなさんの就職活動をサポート ＊＊

(就職面接会場全景)

(学生が並ぶ企業ブース) (相談コーナーでの相談風景)(総合受付)
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労働者が性別により差別されることなく､ かつ､ 母性を尊重されつつ､ その能力を十分発揮できる
雇用環境を整備するため､ 改正男女雇用機会均等法が､ 平成19年４月､ 施行されました｡
男女雇用機会均等月間の行事として､ 下記のとおりセミナーを開催します｡

日 時 平成19年７月２日� 13�30～16�40

場 所 ウェルシティ高松 (香川厚生年金会館) ２Ｆ 讃岐の間Ｂ

内 容 ○説 明 ｢改正男女雇用機会均等法のポイント｣ 香川労働局雇用均等室長 松本 和之

○講 演 ｢我が社のポジティブアクションの取組み｣ ㈱イズミ人事総務部人事課長 岡野 健二

○事例発表 ｢人にやさしい企業づくり｣ 牟禮印刷㈱社長室 高橋 真人

対 象 事業主､ 企業の人事・労務担当者､ 労働者など

定 員 100名 定員になり次第締め切らせていただきます｡

申 込 香川労働局雇用均等室まで TEL 087�811�8924 又は FAX 087�811�8935

平成19年６月６日�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｡
講演会では持田製薬株式会社総務・人事部・人権啓発室東京事務局長の名塚政幸さんを講師に迎え､
｢ケースで学ぶ職場のハラスメント｣ と題して講演が行われ､ 参加した企業の担当者は､ 職場内での
人権啓発活動の手法などの話に真剣な表情で聞き入っておりました｡
次回は12月に丸亀市内の会場で開催を予定しております｡

６月は男女雇用機会均等月間

男女雇用機会均等推進セミナー
～男性も女性も みんなにチャンス!! 性別ではなく“その人”をみてますか？～

人権問題研修講演会が開催されました

６月は外国人労働者問題啓発月間です
政府では､ 毎年６月を ｢外国人労働者問題啓発月間｣ と位置づけ､ 全国的な啓発・指導等を展開し
ています｡
経済社会の国際化の進展に伴い､ 就労を目的として日本に入国､ 在留する外国人は増加傾向にあり
ますが､ 外国人労働者は､ 日本語や日本の労働慣行に習熟していないこと等から､ 就労に当たって各
種のトラブル等が生じており､ また､ 不法就労者数は高水準で推移しています｡
このため､ 事業主､ 事業主団体等を始め､ 広く国民一般を対象として､ 適正な雇用・労働条件の確
保と不法就労の防止について理解と協力を求めています｡
外国人労働者を雇用する事業主の方々におかれては､ 次のことにご留意願います｡
１. 外国人の方を雇い入れる際には､ 就労が認められる在留資格を持っているかどうかを確認し､
不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにしてください｡
２. 労働契約を締結する際には､ 労働条件を明記した書面を交付してください｡
３. 外国人労働者にも労働関係法令の適用があります｡ また､ 外国人の方を雇い入れた際にも､
各種社会保険の加入手続きを行ってください｡
４. 外国人労働者の適正な労働条件や安全衛生の確保に努めてください｡
５. 外国人労働者に対する適正な労災保険給付の確保にご協力ください｡
６. 外国人労働者の雇用の安定と福祉の充実にご配慮ください｡
７. 外国人労働者を常時10人以上雇用するときは､ 外国人労働者雇用労務責任者を選任してくだ
さい｡

７月１日～７月７日

平 成 19 年 度 全 国 安 全 週 間
｢組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場｣
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高松高等技術学校入校式
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今年度の入校生は159名で､ 在校生49名と合わせ208名が､ 本校で学んで
います｡
我が校には､ 知識経験ともに豊かな指導員と最新の機械設備が揃ってお

り､ 訓練生と一丸となり､ 資格取得や就業を目指して取り組んでいます｡
訓練生は ｢社会の預かりもの｣ です｡ ｢誠実・健康・創造｣ をモットー

に､ 一人ひとりに向き合いながら､ より高度な知識・実践的な技能を兼ね
備えた人材の育成を図り､ 次代の地域経済の担い手を輩出できるよう､ 微
力を尽くしたいと思います｡

香香香香川川川川県県県県内内内内第第第第１１１１号号号号 ユユユユニニニニ・・・・チチチチャャャャーーーームムムムププププロロロロダダダダククククツツツツ㈱㈱㈱㈱
認認認認定定定定ママママーーーークククク ｢｢｢｢くくくくるるるるみみみみんんんん｣｣｣｣ をををを取取取取得得得得

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｡

認定を受けた事業主は､ 下の認定マークを商品等につ

けることができます｡

香川県内においては､ ユニ・チャームプロダクツ株式

会社 (本社事務所�観音寺市) が第１号として認定され

ました｡

お問い合わせ等は…
香川労働局雇用均等室
〒760-0019 高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎３階
TEL０８７－８１１－８９２４ FAX０８７－８１１－８９３５

｢認定マーク交付式｣(4／4)で大崎労働局長(左)から
認定マーク ｢くるみん｣ の交付を受ける
ユニ・チャームプロダクツ㈱の関四国工場長

認定マーク ｢くるみん｣
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