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高松高等技術学校               

電子システム科 授業風景         自動車工学科 授業風景       キャドシステム科 授業風景 

    

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

    

○○○○22222222年春年春年春年春のののの褒章褒章褒章褒章・・・・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    

○○○○香川県香川県香川県香川県へのへのへのへのＵＪＩＵＪＩＵＪＩＵＪＩターンターンターンターンをををを応援応援応援応援しますしますしますします！！！！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PPPP.3.3.3.3    

○○○○香川地域職業訓練香川地域職業訓練香川地域職業訓練香川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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PPPP.3.3.3.3    

○○○○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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4P.4P.4P.4    

○○○○若者無業若者無業若者無業若者無業者者者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・・・・・・・・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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5P.5P.5P.5    

○○○○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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5P.5P.5P.5    

    

    

    

○○○○県立高等技術学校県立高等技術学校県立高等技術学校県立高等技術学校10101010月入校生募集月入校生募集月入校生募集月入校生募集についてについてについてについて・・・・・・・・・・・・・・・・P.6P.6P.6P.6    

○○○○企業見学会参加者募集企業見学会参加者募集企業見学会参加者募集企業見学会参加者募集についてについてについてについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6P.6P.6P.6    

○○○○内職内職内職内職をををを委託委託委託委託したいしたいしたいしたい事業主事業主事業主事業主をををを広広広広くくくく募集募集募集募集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のごのごのごのご案内案内案内案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7P.7P.7P.7    

○○○○カエルカエルカエルカエル（（（（ChangeChangeChangeChange））））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をををを実施実施実施実施してしてしてして    

いますいますいますいます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8P.8P.8P.8    

○○○○平成平成平成平成22222222年年年年6666月月月月30303030日日日日からからからから育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法がががが改正改正改正改正されされされされ    

    ましたましたましたました！！！！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9P.9P.9P.9    

    

    

 

 

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２３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30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資格等があります。 

  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))))自自自自動車整備士等動車整備士等動車整備士等動車整備士等    

        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    建築建築建築建築ＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤ検定検定検定検定２２２２級等級等級等級等                ｷｬﾄｷｬﾄｷｬﾄｷｬﾄﾞ゙゙゙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((((機械機械機械機械････ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄ製図製図製図製図))))等等等等    

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

○労働政策課    TEL：087-832-3367   URL:http//www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/  

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 

キャドシステム科 

２年 

１０ 

受付期間： 9月17日(金)～10月 8日(金) 

選 考 日：10月22日(金) 

合格発表：11月 4日(木) 

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２２２２２２２２年春年春年春年春のののの褒章褒章褒章褒章    

黄綬褒章黄綬褒章黄綬褒章黄綬褒章    馬場馬場馬場馬場    義則義則義則義則（ばば よしのり)さんさんさんさん 

（５８歳・さぬき市  金属工作機械工、三村鉄工株式会社）    
          ４１年余の永きにわたり機械加工一筋に精励し、特に、高精度が要求される

移動式クレーンの油圧シリンダー、油圧機器等の加工技能に卓越しています。 

          機械部品の加工能率の向上のために多くの治工具を考案するとともに、機械

設備の効率的な配置を行い、加工時間の短縮とコスト低減に貢献されました。 

また、後進技能者の技術指導にも熱心に取り組み、その実績、人柄と識見は

高く評価されています。 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２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    大川大川大川大川    等等等等（おおかわ ひとし）さんさんさんさん    

（６６歳・高松市  石工、株式会社大川石材 社長） 

庵治石の石材加工作業に長年従事し、長年の経験によって培った五感を駆使し

て、庵治石を高品質の製品に仕上げる技能を有しています。特に、昔ながらの技

術を駆使した手彫り作業による字彫りなど、多種多様な文字彫りの技能をマスタ

ーし、業界の第一人者として認められています。 

石材施工技能士の組織化を図り、県内の石材業界の発展と人材育成に寄与する

とともに、事業所内の若年技能者の育成や後継者の確保に努められました。  

 

 

 

優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労    小西小西小西小西    悦男悦男悦男悦男（こにし えつお）さんさんさんさん  

（７３歳・観音寺市  左官、有限会社小西組 代表取締役社長） 

左官業に専念し、常に左官技能の研鑽に努め、特に、風雨に晒され傷みの激し

い外壁を土佐漆喰を用いて修復する工事を得意とし、多くの古民家の外壁や屋根

の修復を実施してこられました。 

香川県左官業組合連合会の運営や同技能士会の設立に尽力し、技能検定試験の

受検奨励、技能講習の開催など左官技能者の技能向上に努めるとともに、「こて

絵づくり」を指導するなど、技能尊重気運の醸成に寄与されています。 

 

２２２２２２２２年春年春年春年春のののの褒章褒章褒章褒章・・・・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    
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香川県では、県外から県内事業所に就職を希望する人を支援するため、県庁舎内に「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県内外の学生等を対象に、企業情報や求人情報の提供を、県内事業

所を対象に、Ｕターン求職登録者の人材情報の提供をしています。また、2名の専任職員がＵＪＩターン就職など

に関する相談、希望する求人への無料職業紹介を行うほか、ホームページ「job ナビかがわ plus

（http://jobnavikagawa-plus.com）」から求人情報・人材情報を提供しています。 

東京・大阪の県事務所内に「人材Ｕターンコーナー」を設け、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。 

本人はもちろん、家族や友人からのご相談も受け付けており、相談等は無料です。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。 

 

問合問合問合問合せせせせ先先先先    

香川県人材香川県人材香川県人材香川県人材ＵＵＵＵターンセンターターンセンターターンセンターターンセンター    

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 

T  E  L ：087-832-3900 

香川県東京人材香川県東京人材香川県東京人材香川県東京人材ＵＵＵＵターンコーナーターンコーナーターンコーナーターンコーナー    

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 

T  E  L ：03-5212-9100 

香川県大阪人材香川県大阪人材香川県大阪人材香川県大阪人材ＵＵＵＵターンコーナーターンコーナーターンコーナーターンコーナー    

住  所：〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-18-24  

クロスシティ心斎橋４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 

T  E  L ：06-6281-1661 

    

香川地域職業訓練香川地域職業訓練香川地域職業訓練香川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    

    
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 

 ※ 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  

香川地域職業訓練香川地域職業訓練香川地域職業訓練香川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    

香川香川香川香川県県県県へのへのへのへのＵＪＩＵＪＩＵＪＩＵＪＩターンターンターンターンをををを応援応援応援応援しますしますしますします！！！！    
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               求職者のさまざまな生活・就労相談に応じます  

 

今般の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、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。 

センターでは、求職者に対する職業相談・職業紹介等と一体的に生活・就労相談を実施することによ

り、求職者の生活の安定と再就職の促進を図るなど、相談員２名が常駐し、総合的な就業・生活支援を

行っています。 

●●●●    場場場場        所所所所 「しごとプラザ高松」内（高松市常磐町 1-9-1） TEL080-3923-8609(平成 23年 3月 31

日まで） 

●●●●    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（原則として祝日・年末年始を除く） 

※「しごとプラザ高松」の業務時間に同じ 

●●●●    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    

●●●●    設置主体設置主体設置主体設置主体    

  香川県(特定非営利活動法人障害者等就労サポートセンターに運営を委託) 

 

  

 
 
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22年6月8日（火）、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。 
 講演会には、約209事業所から公正採用選考人権啓発推

進員等の参加があり、㈱電通の相田一紀さんを講師に迎え、

「広告と人権」と題して講演いただきました。 
 
 

   
 
 
 
 
 
 若年無業者は、全国で６３万人、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。 
 
 
 

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    

【問合せ先】労働政策課 雇用対策グループ 

TEL 087-832-3369  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    
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    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    

    

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 22 年 10 月 12 日（火）～15（金）12 時～16 時 

受付場所  県庁ギャラリー 

対 象 者  県内の事業所に勤めている労働者あるいは使用者 

申 込 み  受付に直接お越しください 

費  用  無料 

相 談 員  労働委員会委員（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雇用雇用雇用雇用促進促進促進促進についてについてについてについて    

 

    

 

 

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    

「障害者の雇用の促進に関する法律」では、

常用労働者 56 人以上規模の事業主は、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。 

本県の平成 21 年６月１日現在の、常用労働者

56 人以上規模の民間企業における障害者の実雇

用率は、前年に比べ 0.05 ポイント上昇し、

1.72％となっています。一方、法定雇用率

（1.8％）を上回った企業の割合は、前年を 1.1

ポイント上回る、59.4％となっていますが、依

然として、４割を超える企業が法定雇用率未達

成の状況が続いています。 

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/syoug

aisya.html 

障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支生活支生活支生活支援援援援センターセンターセンターセンターのごのごのごのご案内案内案内案内    

香川県では、「障害者就業・生活支援センタ

ー」を指定し、障害者の就業と生活における自

立を図るために、相談や指導、援助を行ってい

ます。 

 

【【【【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】】】】    

  高松市勅使町３９８－１８ 

  TEL：087-869-4649 

 

【【【【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 
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県立高等技術学校県立高等技術学校県立高等技術学校県立高等技術学校 10101010 月入校生募集月入校生募集月入校生募集月入校生募集についてについてについてについて    

 再就職に必要な技能と知識を身に付けませんか！ 10 月(後期)入校生を募集します。 

選選選選    考考考考    日日日日  ９月３日（金）９時00分～ 

場場場場        所所所所  ①県立高松高等技術学校（高松市郷東町587-1） 

      ②県立丸亀高等技術学校（丸亀市港町307） 

対対対対    象象象象    者者者者  ハローワーク(公共職業安定所)所長の受講指示又は推薦を受けられる求職者 

募集募集募集募集定員定員定員定員        ①造園科 33人、住宅ﾘﾌｫｰﾑ科 25人、ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 10人、介護ｻｰﾋﾞｽ科 27人 

②電気工事科 20人、機械加工科 20人、木造住宅科 13人、情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 22人 

訓練期間訓練期間訓練期間訓練期間        ６ヵ月（電気工事科は１年） 

募集期間募集期間募集期間募集期間        ８月16日（月）～８月27日（金） 

受験料等受験料等受験料等受験料等        ◇受験料、入学金、授業料は無料です。    

◇教科書、作業服など必要諸経費として各科概ね20,000～40,000円程度必要です。 

申申申申    込込込込    みみみみ        願書を所轄のハローワークへ提出してください。（願書はハローワークにあります。）    

問合問合問合問合せせせせ先先先先        ①高松高等技術学校 TEL：087-881-3171 URL:http//www.niji.or.jp/school/ko-gi/ 

      ②丸亀高等技術学校 TEL：0877-22-2633 URL:http//www.pref.kagawa.jp/marugamegijutsu/ 

企業見学会参加者募集企業見学会参加者募集企業見学会参加者募集企業見学会参加者募集についてについてについてについて 

県内事業所の魅力を知ってもらうため、「2010 香川県企業見学会」を開催します。 

開 催開 催開 催開 催 日日日日    Ａ：理系コース   8 月 23 日（月） 

Ｂ：文系コース   8 月 24 日（水） 

Ｃ：地方行政コース 8月 26 日（木） 

見 学見 学見 学見 学 先先先先    Ａ：神島化学工業株式会社・勇心酒造株式会社・株式会社レクザム 

Ｂ：株式会社トーカイ・高松信用金庫・穴吹興産株式会社・穴吹エンタープライズ株式会社 

Ｃ：香川県庁・香川県警察本部・高松市役所・高松市消防局 

内内内内     容容容容 概要説明、施設見学、社員の方々との意見交換会。1事業所あたり 80分程度の見学を予定。 

対対対対     象象象象 平成 24 年 3月以降に卒業を予定している県内外の学生（１・２年生の参加もＯＫ） 

募集人数募集人数募集人数募集人数 各 20 人（応募多数の場合は先着順で参加者を決定） 

申申申申込方法込方法込方法込方法 インターネットでお申込みください。 

job ナビかがわ plus（http://jobnavikagawa-plus.com） 

問合問合問合問合せせせせ先先先先 香川県人材 U ターンセンター TEL：087-832-3900 

     

昨年度企業見学会：株式会社パル技研（施設見学）                （意見交換） 
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内職内職内職内職をををを委託委託委託委託したいしたいしたいしたい事業主事業主事業主事業主をををを広広広広くくくく募集募集募集募集していますしていますしていますしています！！！！    

    

県では、内職内職内職内職情報情報情報情報のののの提供提供提供提供を行っています。内職希望者を募集したい事業主の方は、下記まで御連絡く

ださい。 

募集に関する情報は、ホームページでも御覧になれます。 

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

例えば・・袋詰め、シール貼り、縫製など 

問合問合問合問合せせせせ先先先先 労働政策課 総務・労政グループ        TEL：087-832-3370 

 

 

 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    

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。) 

■■■■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■■■■    

育児資金育児資金育児資金育児資金    

○出産のための通院・入院 など 

融資限度額 100 万円 

融資利率  年利年利年利年利 1.61.61.61.6％％％％（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。) 

教育資金教育資金教育資金教育資金    

○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。) 

 

■■■■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    ○スキルアップなど 

融資限度額 100 万円 

融資利率  年利年利年利年利 2.42.42.42.4％％％％（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。) 

 

■■■■介護支援資金介護支援資金介護支援資金介護支援資金■■■■    

○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  年利年利年利年利 1.61.61.61.6％％％％（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。) 

■■■■賃金遅払資金賃金遅払資金賃金遅払資金賃金遅払資金■■■■    

○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 1.61.61.61.6％％％％（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 

    

問合問合問合問合せせせせ先先先先    

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/ 



 

8 

 「「「「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    

 

～ 参加企業は県の HP 等を活用して PR します～ 

「ワーク･ライフ･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。 

◆認証認証認証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))))★★★★    

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  

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） 

丸亀市丸亀市丸亀市丸亀市    (株)光工作所、(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 

善通寺市善通寺市善通寺市善通寺市    富士タクシー(株) 

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 

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 

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 

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)、 

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、（株）

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 

綾川町綾川町綾川町綾川町    （有）中村製作所 

琴平琴平琴平琴平町町町町  琴平バス(株) 

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 

◆「「「「子育子育子育子育てててて等応援企業表彰等応援企業表彰等応援企業表彰等応援企業表彰」」」」にににに応募応募応募応募しましょうしましょうしましょうしましょう 
     
        

    

    

    

    

    

《《《《平成平成平成平成 2222１１１１年度年度年度年度知事賞知事賞知事賞知事賞受賞企業受賞企業受賞企業受賞企業》》》》            

■■■■医療法人社団医療法人社団医療法人社団医療法人社団    圭良会圭良会圭良会圭良会((((永生病院永生病院永生病院永生病院)()()()(まんのうまんのうまんのうまんのう町町町町))))    

■■■■医療法人社団医療法人社団医療法人社団医療法人社団    五色五色五色五色会会会会((((五色台病院五色台病院五色台病院五色台病院)()()()(坂出市坂出市坂出市坂出市))))        

■■■■三木三木三木三木タクシータクシータクシータクシー株式会社株式会社株式会社株式会社((((三木町三木町三木町三木町))))    

《《《《平成平成平成平成 2222１１１１年度年度年度年度商工労働部長賞商工労働部長賞商工労働部長賞商工労働部長賞受賞企業受賞企業受賞企業受賞企業》》》》            

            ■■■■富士産業株式会社富士産業株式会社富士産業株式会社富士産業株式会社（（（（丸亀市丸亀市丸亀市丸亀市））））                            

 

◎◎◎◎介介介介    護護護護    関関関関    係係係係    

対象企業対象企業対象企業対象企業    県内に本店を置く企業であること 

選定基準選定基準選定基準選定基準        

①制度の規定内容 

②利用促進策（制度の周知や復職後の対応など） 

③利用実績（平成22年1月～平成22年12月末まで） 

※男性利用者がいる場合は加点 

◎◎◎◎育育育育    児児児児    関関関関    係係係係     

対象企業対象企業対象企業対象企業    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    

選定基準選定基準選定基準選定基準    

①制度の規定内容 

②利用促進策（制度の周知や復職後の対応など） 

【【【【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----832832832832----3366336633663366 
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 平成平成平成平成 22222222 年年年年 6666 月月月月 30303030 日日日日からからからから育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法がががが改正改正改正改正されましたされましたされましたされました！！！！    

 
 
平成平成平成平成 22222222 年年年年 6666 月月月月 30303030 日日日日からからからから育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法がががが改正改正改正改正

されましたされましたされましたされました！！！！    

１１１１    育児期育児期育児期育児期のののの短時間勤務制度及短時間勤務制度及短時間勤務制度及短時間勤務制度及びびびび所定外労働所定外労働所定外労働所定外労働（（（（残残残残

業業業業））））のののの免除免除免除免除のののの義務化義務化義務化義務化 

①３歳未満の子を養育する労働者が希望すれ

ば利用できる短時間勤務制度（１日６時間）を

設けることが事業主に義務づけられました。 

②３歳未満の子を養育する労働者が希望すれ

ば所定外労働（残業）が免除されます。 

２２２２    看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度のののの拡充拡充拡充拡充    

①小学校就学前の子が１人であれば、年５日、

２人以上であれば年 10 日の看護休暇が取得で

きます。 

３３３３    男性男性男性男性のののの育児休業取得促進策育児休業取得促進策育児休業取得促進策育児休業取得促進策のののの導入導入導入導入    

①父母がともに育児休業を取得する場合、休業

可能期間が１歳２か月まで延長できます。（パ

パ・ママ育休プラス） 

②父親が出産後８週間以内に育児休業を取得し

た場合、再度の取得が可能となりました。 

③配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取

得を不可とすることができる制度が廃止されま

した。 

４４４４    介護休暇介護休暇介護休暇介護休暇のののの新設新設新設新設    

介護が必要な家族が１人であれば、年５日、２ 

人以上であれば、年 10 日の介護休暇を取得で

きます。 

５５５５    法法法法のののの実効性実効性実効性実効性のののの確保確保確保確保    

①育児休業の取得等に関する紛争解決援助制

度が創設されました。 

②法違反企業に対する企業名公表制度、過料制 

度が創設されました。 

【問合先】香川労働局雇用均等室 
TEL 087-811-8924 

 
 


