
カカレレッッジジココーースス訓訓練練生生をを募募集集

平成２１年度入校生の１次選考（推薦・一般）を実施します。対象者は、高校卒業以上（見込の方含
む）で、おおむね３０歳未満の方です。

◇特典
・修了時に行われる技能照査に合格すると「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資格等があります。
電子システム科 第１種・２種電気工事士等 自 動 車 工 学 科 ２級自動車整備士等
建築システム科 建築CAD検定２級等 キャドシステム科 １・２級CAD利用技術者等

◆お問合せ先
高松高等技術学校 TEL：０８７‐８８１‐３１７１ 労働政策課 TEL：０８７‐８３２‐３３６７

香川の労働情報サイト
かがわーくネット

●平成２０年春の叙勲・憲法記念日知事表彰
●労働組合の調査にご協力ください
●人材Uターンセンターをご利用ください

http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/

カレッジ・コース授業風景

学校別 科 名 訓練期間 定員（募集） 募 集 日 程

高松

電子システム科

２年

１５ 受付期間：９月１６日（火）～１０月３日（金）
選 考 日：１０月１７日（金）
合格発表：１０月３０日（木）
選考方法：学科試験、職業適性検査、面接

自動車工学科 ２５

建築システム科 １５

キャドシステム科 １０

編集発行 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
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平成20年7月15日発行（年2回発行）
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祝 ２０年春の叙勲・憲法記念日知事表彰
平成２０年春の叙勲（瑞宝単光章）

職業訓練功労 古本 イトヱ（ふるもと いとえ）さん
（７０歳・高松市 古本和裁工房 ITOE JWORKS代表）

５０余年の永きにわたり和裁一筋に精励し、この間、認定職業訓練施設古本き
ものソーイング学院を主宰するとともに、（職）香川県和裁職業訓練協会及び
同法人が運営する香川県和裁高等職業訓練校の設立に参画されました。また、
昭和５６年１０月の香川県和裁技能士会の設立に携わり、平成１１年７月からは会長
として、和裁技能士の技能向上や社会的地位の向上に尽力されました。平成２
年から県技能検定委員（和裁職種）を１０年余務め、技能検定の円滑な実施と同
制度の普及振興に取り組む一方、「２００６技能五輪＆アビリンピックinかがわ」
などの技能尊重気運の醸成にも貢献されました。

平成２０年憲法記念日知事表彰
優秀技能功労 池田 勝（いけだ まさる）さん

（６１歳・東かがわ市 建築板金工、香川県板金技能士会会長）
建築物の屋根や外壁の水廻りの修理作業（ハンダ付け）を得意とし、平成１７
年に全技連マイスター（建築板金職種）の認定を受け、後継者育成に尽力され
ています。
また、平成１５年に県板金技能士会会長及び県技能士会連合会理事に就任し、
香川技能フェスティバル等において、自ら率先垂範して技能尊重気運の醸成に
努められています。

優秀技能功労 三村 幸則（みむら ゆきのり）さん
（５８歳・高松市 普通旋盤作業従事、三村鉄工�）

長年培った技能と五感を駆使し最適な切削条件や保持具等の研究を重ね、油
圧機器の新開発部品に係る高精度な機械加工を実現し、品質確保や作業合理化・
効率化に寄与されました。
平成１４年には高度熟練技能者（機械加工職種）に認定されるとともに、勤務
先の技能士会設立に尽力して副会長に就任するなど、技能士の育成及び熟練技
能の維持継承に努められています。

（以上、年齢は各受章（賞）時点）

労働組合の調査にご協力ください。
今年も労働関係の各種調査をおこないます。

調査結果は、かがわーくネット（http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/index.html）で掲載予定。

調査（予定）時期 調 査 名 対 象 調査方法
６月～ 労働組合基礎調査 全労働組合 郵送や持参
７月～ 夏季一時金要求・妥結状況調査 従業員１０００人未満の民間企業労働組合 郵送
１１月～ 年末一時金要求・妥結状況調査 従業員１０００人未満の民間企業労働組合 郵送

ご協力よろしくお願いします。
問合せ先 労働政策課
TEL ０８７‐８３２‐３３７０ FAX ０８７‐８０６‐０２１１
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香香川川県県へへののUUJJIIタターーンンをを応応援援ししまますす！！
香川県では、県外から県内企業に就職を希望する人を支援するため、県庁舎内に相談窓口として「香
川県人材Uターンセンター」を開設しています。
センターでは、県外在住の中途採用希望者や学生等を対象に、企業情報や求人情報を提供したり、
２名の専任職員がUJIターンに関する相談に応じています。本人はもちろん、家族や友人からの相談
も受け付けています。
また、東京・大阪の県事務所内に「人材Uターンコーナー」を設けて、関東・関西圏からのUJIタ
ーン希望者に対する支援も行っています。
相談料は無料です。香川県での就職を考えている方は、センター、コーナーにお気軽にご相談くだ
さい。

お問い合わせ先
●香川県人材Uターンセンター

住 所：〒７６０‐８５７０ 高松市番町４‐１‐１０ 香川県庁本館１４階
業務時間：月～金（祝日・年末年始を除く）８時３０分～１７時１５分
TEL：０８７‐８３２‐３９００

●香川県東京人材Uターンコーナー
住 所：〒１０２‐００９３ 東京都千代田区平河町２‐６‐３

都道府県会館９階 香川県東京事務所内
業務時間：月～金（祝日・年末年始を除く）８時３０分～１７時１５分
TEL：０３‐５２１２‐９１００

●香川県大阪人材Uターンコーナー
住 所：〒５３０‐０００１ 大阪市北区梅田１‐３‐１

大阪駅前第１ビル７階 香川県大阪事務所内
業務時間：月～金（祝日・年末年始を除く）８時３０分～１７時１５分
TEL：０６‐６３４２‐４８５５

第７９回メーデー開催（４月２９日、５月１日 高松市内や県内各所 参加人数：約５０００人）

連合香川中央集会には、約２０００人（主催者発表）
がサンポート高松多目的広場に集結。メインスロ
ーガン「すべての働く者の連帯で『平和・人権・
労働・環境・共生』に取り組み、労働を中心とす
る福祉型社会と自由で平和な世界をつくろう！」
を採択しました。
県労連系の集会では、約７００人（同）がアルフ

ァあなぶきホールで参加。「なくそう！『貧困と
格差』働くルール・生存権を確立しよう！」とい
うメインスローガンが採択されました。

香川地域職業訓練センターのご利用案内
香川地域職業訓練センター（高松市郷東町）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）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 がんセンター南側（グラウンド）
問合せ先 TEL（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、下記のホームページをご覧ください（予約状況の検索可）。
http : //www.noukai-kagawa.or.jp/study/shisetsu/index.html
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県、香川労働局ほかの主催による「２００９かがわーくフェア（就職面

接会）」が、５月２０日（火）にサンメッセ香川で開催されました。

会場には、団塊の世代の大量退職による労働力確保の必要性などか

ら、過去最大の１７５社の企業が一堂に会しました。対象には、来春の

大学等卒業予定者のほか、今回から卒業後おおむね３年未満の方を加

え、県内外から４５８人の方々が参加しました。

会場では、一人でも多くの優秀な人材を集めようと、自社の経営方

針、採用条件などを真剣に説明する企業担当者や、それを熱心に聞き、

熱くアピールする学生・既卒者の姿が、随所で見られました。会場の一角には、職業適性診断コーナー、職業

相談コーナーなどの各種コーナーが設けられ、このうち行政PRコーナーでは、昨年１０月に開設された県内企業

への就職情報発信サイト「jobナビかがわ」のPRも行われました。

かがわーくフェア「就職面接会」開催される
－参加者は熱心に面談、企業の採用意欲も旺盛－

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パンフレ
ットを作成するなどして、企業の皆様にご理解とご
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。
（http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/koyou/kosei-saiyo-senko.html）
これらの趣旨を十分ご理解いただき、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。

公正採用選考のために
～しない させない 就職差別～

平成２０年６月１２日（木）高松テルサにおいて香川
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。
講演会では朝日生命保険相互会社の野口晃嗣さん
を講師に迎え、「企業と人権―当社の取り組み」と
題して、国際標準化機構（ISO）で検討されている
最近の状況や社内での具体的な取組事例等をご紹介
いただき、企業が人権問題に取り組むことの重要性
についてのお話がありました。

人権問題研修講演会が
開催されました

無業の状態にある若者を支援します！

学校卒業あるいは中退後働いていない、あ
るいは離職後働いていない期間が長くなって
いるなどの若者を、職業的自立に向けて支援
する「地域若者サポートステーション（通称：
サポステ）」が、県内に２ヵ所設置されまし
た。専任のカウンセラーが就職にむけて、各
人の状況に応じた支援を行います。ひとりで
悩まずに、まずはご相談ください。

支援対象者：１５歳からおおむね３５歳で、学校
卒業・中退後、あるいは離職後
無業の状態にある方

利 用 料：無料

【かがわ若者サポートステーション】
高松市西の丸町１４‐１０
穴吹パティシエ福祉カレッジ６階
TEL ０８７‐８１１‐５３８８
月～金 １０時～１７時

【さぬき若者サポートステーション】
丸亀市浜町１０‐１
パソコン総合サポートｅ‐ドーム１F
TEL ０８７７‐５８‐１０８０
月～土 １０時～１８時

今後も、新卒・既卒者や中途採用希望者を対象とした就職面接会（８月２７日（水）、１０月９日（木））
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。
【就職面接会等の開催情報】
かがわーくネット内 http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/koyou/goudoukigyousetumeikai.html

（就職面接会場全景）

（学生等の並ぶ企業ブース） （職業適性診断コーナー） （面接風景）
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ししごごととププララザザ高高松松ににママザザーーズズココーーナナーー開開設設
子育て中の方や、子育てが一段落し、再就職を考えている方の就業を支援するため、高松市常磐町
のしごとプラザ高松内に、香川労働局がマザーズコーナーを設置しました。
専門の相談員による職業相談のほか、保育施設などの情報提供もしています。お子さま連れの相談
も可能です。
【利用時間】月～金 １０時～１８時（祝日、年末年始を除く）
【問合せ先】しごとプラザ高松 TEL０８７‐８３４‐８６０９

����� 労労働働法法公公開開講講座座をを開開催催ししまますす �����
１ 演 題 「労使コミニュケーションできていますか？」～個別労使紛争から見る職場づくり～
２ 講 師 公益委員 松尾邦之 氏（香川県労働委員会会長代理、香川大学法学部長）
３ 日 時 平成２０年８月２６日（火） １３時３０分～１５時
４ 場 所 県庁本館１２階 第１・２会議室（定員１００人）
５ 対 象 一般県民、県・市町職員等

����� 無無料料労労働働相相談談ととああっっせせんんののごご案案内内 �����
○無料労働相談
解雇や賃金引下げなど、労働問題のトラブルに関する相談を受付ています。また、奇数月の第
４火曜日（９月は２４日（水））に、労働委員会委員による労働相談（事前予約制）も行っています。
○あっせん
労働問題に関するトラブルを簡易・迅速に解決する方法として、あっせん制度があります。公
平中立なあっせん員が当事者の間に入り、合意点を探りながら、話合いによって問題を円満に解
決する制度です。費用は無料、秘密も厳守します。お気軽にご相談ください。

【問合せ先】香川県労働委員会事務局 TEL０８７‐８３２‐３７２１ http : //www.pref.kagawa.jp/roui/

障害者就業・生活支援センターのご案内

障害者就業・生活支援センターは、雇用、
福祉、教育等の各機関と連携しながら、障害
者の就業とそれに伴う生活面の支援・助言を
行い、障害のある方の自立をお手伝いします。
また、事業主の方に対し、障害者の受入に関
する助言等も行っています。県内に４ヵ所設
置されており、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】
東かがわ市松原１３３１‐５
TEL ０８７９‐２４‐３７０１

【障害者就業・生活支援センター オリーブ】
高松市勅使町３９８‐１８
TEL ０８７‐８６９‐４６４９

【障害者就業・生活支援センター くばら】
丸亀市柞原町１８９‐１
TEL 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
TEL ０８７５‐２３‐２０７０

障害者の就業機会の拡大のために
－あなたの企業は法定雇用率（１．８％）に達していますか？－

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で
常用労働者数が５６人以上の事業主は、常用労
働者数の１．８％（法定雇用率）以上の障害者
を雇用することが義務付けられています。
しかし、県内の障害者の雇用状況は、いま
だ十分なものとは言えず、平成１９年６月１日
現在、民間企業の障害者雇用率は１．６８％で法
定雇用率を下回っています。また、県内の民
間企業（常用労働者５６人以上規模）で法定雇
用率を達成しているのは３５２社（５８．１％）で
依然、２５４社（４１．９％）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、ひとりでも多
くの障害者が働く場を得て、社会参加ができ
るよう就業機会の拡大にご協力をお願いします。

障害者の雇用に関する各種助成制度問合せ先
各ハローワーク
香川県雇用支援協会 TEL０８７‐８１１‐２２８５

労委だより

－ 5－



募 集

オープンキャンパス参加者募集

日 時 ７月２５日（金）、２６日（土）９時３０分～正午
※２日間とも同じ内容で実施します。

場 所 県立高松高等技術学校
（高松市郷東町５８７‐１）

対象者 中学生以上で当校に入校を希望している方
実施科名等 �電子システム科 １５人

�自動車工学科 ２５人
�建築システム科 １５人
�キャドシステム科 １０人
�塗装技術科 １５人

参加料金等 無料
募集期間 ７月２３日（水）まで
申込・問合せ 高松高等技術学校

TEL：０８７‐８８１‐３１７１
FAX：０８７‐８８１‐６７８６

ものづくり教室参加者募集

日 時 ８月７日（木）９時３０分～１６時
場 所 県立高松高等技術学校

（高松市郷東町５８７‐１）
対象者 中学生以上でおおむね３０歳未満の方

（各コース１０人 合計８０人）
実施科名等
Ａ：電子サイコロ作製
Ｂ：汎用エンジンの分解・組立
Ｃ：CADを活用した木造住宅の設計
Ｄ：一輪挿しとペーパーウェイト作製
Ｅ：スプレーガンで自動車パーツ塗装
Ｆ：木製ブックスタンド作製

Ｇ：Photoshopなどでポスターカード作製
Ｈ：調理実習と介助体験
※ＢとＨ以外のコースは、作製した課題を持ち帰れま
す。
参加料金等 無料（傷害保険料１００円の負担必要）
募集期間 ７月３０日（水）まで
申込・問合せ 高松高等技術学校

TEL：０８７‐８８１‐３１７１
FAX：０８７‐８８１‐６７８６

第４０回香川県勤労者美術展

～作品募集～
平成２１年２月１９日（木）から２２日（日）まで香川県

勤労者美術展を県立ミュージアムで開催します。
つきましては、作品を募集しますので、皆様、奮っ

てご出品ください。
■募集期間：平成２０年９月１日（月）～平成２１年１月３０（金）
詳細は、労働政策課のホームページ、チラシ、要綱

等でご確認ください。
問合せ先： 労働政策課 総務・労政グループ

TEL ０８７‐８３２‐３３６６

催 し
県内企業をバスで見学
学生対象の企業見学会開催

県内企業の魅力を知ってもらうため、「２００８香川県
企業見学会」を開催します。
開催日 Ａコース：８月２２日（金）

Ｂコース：９月５日（金）
見学先 Ａコース：今治造船�、東洋炭素�、

神島化学工業�
Ｂコース：帝國製薬�、新日本印刷�、

オリエンタルモーター�
内 容 施設見学、社員への質疑応答。一社当たり１

時間３０分の見学を予定。
対 象 平成２２年３月以降に卒業を予定している県内

外の学生
募集人数 各２０人（ただし、申込みは１人１コースま

で）※応募多数の場合、先着順。
申込方法 参加希望日、住所、氏名、年齢、電話番号、

学校名を記入し、インターネットで申し込

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』
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
○融資利率 平成２０年７月１５日現在

■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 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）

労労働働情情報報
ココーーナナーー
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んでください。電話・申込書のファックス・
郵送のほか、県労働政策課、東京・大阪の
県事務所でも受け付けます。詳しくはホー
ムページをご覧ください。

（http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/koyou ／２０kigyoukengaku.html）

お知らせ

育児・介護雇用安定等助成金

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事
業主団体の方へ支給しています。
・両立支援レベルアップ助成金
・中小企業子育て支援助成金
問合せ先：�２１世紀職業財団香川事務所

TEL ０８７‐８２２‐２０２７
労働局雇用均等室

TEL ０８７‐８１１‐８９２４

１０月は、仕事と家庭を考える月間です
～事業者の皆様へ～

仕事と家庭の両立について理解を深め、働きやすい
職場環境づくりに向けた取り組みを実施しましょう。

全国労働衛生週間＜１０月１日～１０月７日＞

同週間は、働く人の健康の確保、増進を図り、快適
に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。
この機会に、自主的な労働衛生管理活動の大切さを見
直し、積極的に健康づくりに取り組んでみましょう。

賃金・退職金制度の相談窓口開設

日 時 毎月第１・３水曜日、８時３０分～１７時
場 所 労働局賃金室

（高松市サンポート３番３３号 高松サンポー
ト合同庁舎３階）

内 容 賃金・退職金制度の見直し等に関するさまざ
まな相談に専門の相談員が応対

問合せ先 労働局賃金室（TEL ０８７‐８１１‐８９１９）

外国人労働者（特別永住者等を除く）を雇
用する場合、その氏名、在留資格等のハロ
ーワークへの届出が必要です
平成１９年１０月１日から、すべての事業主の方には、

外国人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」・「公

用」の者を除く）の雇入れまたは離職の際に、当該外
国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確
認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられて
います。（届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合
には、３０万円以下の罰金の対象となります）
問合せ先 香川労働局またはハローワーク（公共職業

安定所）

最低賃金法の改正（７月１日から施行）

主な改正点
１ 地域別最低賃金の決定が生活保護施策との整合性
にも配慮することになり、不払いの罰金額上限を５０
万円に引き上げ。

２ 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適
用除外が廃止され、減額特例を新設。

３ 派遣労働者には派遣先の地域（産業）の最低賃金
を適用。

問合せ先 労働局労働賃金室（TEL ０８７‐８１１‐８９１９）
ホームページ http : //www.kagawa-roudou.go.jp/

かがわーくネットをご利用ください

働くみなさんや事業主のみなさんへ、UJIターンや
職業訓練、内職情報等を提供しています。県内の労働
について知りたいこと調べたいことは「かがわーくネ
ット」をご利用ください。

http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/

労働時間等見直しガイドライン改正

「労働時間等見直しガイドライン」は、事業主やその
団体が労働時間等の設定の改善について適切に対処す
るための必要事項を定めたものです。
改正内容
○経営トップのリーダーシップの重要性について明記
○経営者が労働時間等の設定の改善を図る際には、社
会全体の目標値も踏まえ、実情に応じて仕事と生活
の調和に向けて計画的に取り組む必要性があると明記

○目標の設定も踏まえ、重点的に取り組むべき事項に
ついて内容を充実

ホームページ http : //www.mhlw.go.jp/general
/seido/roudou/jikan/index.html

■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

■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年以内含）

■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
利用できる方 県内に居住し県内に勤務する者

問合せ先
融資のご相談 四国労働金庫
〈フリーダイヤル〉０１２０‐５０５‐６９０
〈ホームページアドレス〉

http : //www.shikoku-rokin.or.jp/
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本校には、新卒者など若年者を対象とする訓練期間１年から２年の５つの
訓練コースと離転職者や求職者を対象とする訓練期間６カ月の４つの訓練コ
ース、合計９つの訓練コースがあり、現在１９４名の訓練生が学んでいます。
人口が減少し、団塊の世代が大量に退職する時代を迎える中で、地域の活
力を維持し、発展していくためには、働く者一人ひとりの職業能力の向上が
必要であり、産業界からは、実践的、技術的、創造的な技能者の育成を求め
られています。
こうした要請に応え、高度な技術と知識を兼ね備えた人材の育成に全校を
挙げて取り組んでまいりますので、ご支援とご協力をお願い申し上げます。

新新任任校校長長挨挨拶拶 高松高等技術学校 校長 阿部 真嗣

認認証証ママーーククをを取取得得ししままししょょうう
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。

★子育て行動計画策定企業認証マーク交付企業一覧（敬称略）★
牟禮印刷�、香川県中小企業団体中央会、北四国綜合警備保障�、�富士通インフォテックサービス、�高松ア
セットビルディング、�ハッピーライフ愛、	香川県労働者福祉協議会、西日本企業�、�スワキャンバス、（社
福）吉祥、�八栗、�常磐タクシー、
花園タクシー、悠悠
、
松倉製作所、�シニアライフアシスト、�ア
トムアソート、�アクセプト、�三昌通運、�朝日通商、特定非営利活動法人わははネット、石丸製麺�、�ア
ポロシステム、香川県信用組合（以上高松市） �光工作所、
大林産業、ベーシック�、
サヌキ技研、宗広
産業�、岩崎タクシー
（以上丸亀市） 坂出食糧卸協同組合、大和タクシー�、�尚誠会、�五色会（以上坂
出市） 富士タクシー�（善通寺市） �ハートフルケア、�西讃中央設計（以上観音寺市） スタジオエス（さ

ぬき市） 三急通商�、サングローブ�（以上東かがわ市） 
矢野材木店、本山タクシー�（以上三豊市）
�讃陽堂松原病院、三木タクシー�、�アトリエ香川、若松繊維�、�三木山田清掃、�三森（以上三木町）
琴平バス�（琴平町） �圭良会、�長峰製作所（以上まんのう町）

「「働働くく人人をを応応援援すするる企企業業」」をを募募集集ししまますす（（平平成成２２００年年度度））
～表彰企業は県のHP等を活用してPRします～

育児関係は、部長賞→知事賞と表彰レベルがステップアップしていきます！
《平成１９年度受賞企業》 ※知事賞は該当がありませんでした。
商工労働部長賞
■株式会社アクセプト（高松市）
■医療法人社団 尚誠会（ホワイト歯科医院）（坂出市）
■株式会社スワキャンバス（高松市）

問合せ先：労働政策課 総務・労政グループ TEL ０８７‐８３２‐３３６６

◎育児関係
対象企業：県内に本店を置く中小企業で、子育て

行動計画策定企業認証マークの交付を
受けていること

選定基準
�制度の規定内容
利用促進策（制度の周知や復職後の対応など）

◎介護関係
対象企業：県内に本店を置く企業であること
選定基準
�制度の規定内容
利用促進策（制度の周知や復職後の対応など）
�利用実績 （期間は平成２０年１月～平成２０年１２

月末まで）※男性利用者がいる場合
は加点
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