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香川の労働情報 

 

                ２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年    夏号夏号夏号夏号    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．２５２５２５２５８８８８    

                                                                        

                    

 

                                                                                            

                

    

        

 

    

    

    

    

    

    

    

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

○○○○22224444年春年春年春年春のののの叙勲叙勲叙勲叙勲・・・・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    

○○○○23232323年秋年秋年秋年秋のののの褒章褒章褒章褒章・・・・厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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ンターンターンター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....4444    

○○○○若者無業者若者無業者若者無業者若者無業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    

○○○○公正公正公正公正なななな採用選考及採用選考及採用選考及採用選考及びびびび人権問題研人権問題研人権問題研人権問題研修会修会修会修会のののの開催開催開催開催・・・・・・・・・・・・・・・・P.5P.5P.5P.5    

○○○○企業企業企業企業のののの人材確保人材確保人材確保人材確保をををを支援支援支援支援しますしますしますします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.P.P.P.5555    

    

    

○○○○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.P.P.P.6666    

○○○○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.6P.6P.6P.6    

○○○○24242424年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせてててて・・・・・・・・・・・・・・・・P.P.P.P.7777    

○○○○「「「「あんぜんあんぜんあんぜんあんぜんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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等等等等・・・・・・・・・・・・・・・・P.P.P.P.8888    

○○○○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のののの推進推進推進推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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２５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４０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いろいろな資格があります。（詳しくは下記ホームページで） 

  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))))自動車整備士等自動車整備士等自動車整備士等自動車整備士等    

        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                キャドキャドキャドキャド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            
○高等技術学校高松校 TEL：087-881-3171  URL：http://www.niji.or.jp/school/ko-gi/    

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18日(火)～10月11日(木) 

選 考 日：10月26日(金) 

合格発表：11月 6日(火) 

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２２２２４４４４年春年春年春年春のののの叙勲叙勲叙勲叙勲    

瑞宝単光章瑞宝単光章瑞宝単光章瑞宝単光章（（（（技能検定功労技能検定功労技能検定功労技能検定功労））））寺島寺島寺島寺島    庄市庄市庄市庄市（てらじま しょういち)さんさんさんさん    

（６５歳・高松市 三洋防水工業株式会社 社長）    

       平成元年度に防水施工職種の技能検定委員を委嘱され、以来、長きにわたり、技能検定試験の公

正かつ円滑な実施や業界への積極的な受検の働きかけを通じて、同試験の同職種に多くの合格者を

輩出するなど、技能検定制度の普及・推進と技能者の技能向上に貢献されています。平成 20 年度

には、技能検定関係功労の厚生労働大臣表彰を受賞されました。 

          また、香川県防水業協会理事や香川県防水施工技能士会会長などを務め、業界の発展や防水施工

技能士の地位の向上に尽力されています。 

 

旭日双光章旭日双光章旭日双光章旭日双光章（（（（労働関係安定功労労働関係安定功労労働関係安定功労労働関係安定功労））））三宅三宅三宅三宅    正博正博正博正博（みやけ まさひろ）さんさんさんさん    

（７０歳・中華人民共和国 元日本労働組合総連合会香川県連合会会長）    

  日本労働組合総連合会香川県連合会二代目会長、四国労働金庫の理事長等の要職を歴任し、長年

にわたり、労働関係の正常化と安定化に貢献されるとともに、労働者等の労働条件の改善やその福

祉の向上に大きく尽力されました。 

 

 

平成平成平成平成２２２２４４４４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    森岡森岡森岡森岡    勇勇勇勇（もりおか いさむ）さんさんさんさん    

 （６８歳・高松市 旋盤工、元 香川県立高等技術学校嘱託指導員） 

機械加工業務に長年携わり、1 級機械加工技能士(普通旋盤作業)として、移動式油圧クレーンの

最も重要な部品であるブーム（荷を吊り上げる部分）の油圧シリンダーなどの製作において、五感

による熟練した技能により、長尺加工物の高精度を実現し、高い品質精度を確保されました。 

また、所属企業の社員を会員とするタダノグループ技能士会の設立発起人として、その設立に尽

力するとともに、高校生や中小企業等の若年者、小・中学校の児童・生徒に対する講演・実演等を

通して、後継技能者の育成や技能振興に寄与されています。 

    

優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労優秀技能功労    宮本宮本宮本宮本    好量好量好量好量（みやもと よしかず）さんさんさんさん  

（６１歳・高松市 帆布製品製造従事、有限会社みやもとテント 代表取締役） 

帆布（平織りで織られた厚手の布）製品製造作業に長年従事し、帆布製品製造の１級技能士とし

て、移動車両等の幌･シートにおいて、水平移動、垂直移動、回転等の動きが伴う箇所の製作や複

雑な防水、雨除けの製作技能に特に優れ、高い評価を受けています。 

また、平成３年の香川県テントシート技能士会の設立に尽力するとともに、平成 14 年からは同

会長として、後継者の育成に熱心に取り組み、現在は、香川県テントシート工業組合理事長として、

業界の発展に尽力されています。 
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○○○○黄綬褒章黄綬褒章黄綬褒章黄綬褒章    

                                大井大井大井大井    淳一淳一淳一淳一（おおい じゅんいち)さんさんさんさん    

（６８歳・高松市  有限会社大井建具店 木製建具製造工） 

長年、木製建具製造作業一筋に精励し、障子などに用い、建具職人の最高技術とさ

れる組子（くみこ）の技術に卓越しています。また、後進技能者の育成や建具技能士

の地位の向上に貢献されています。    
    

○○○○厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰    

――――卓越卓越卓越卓越したしたしたした技能者技能者技能者技能者（（（（現代現代現代現代のののの名工名工名工名工））））――――    

                                古市古市古市古市    和巳和巳和巳和巳（ふるいち かずみ)さんさんさんさん    

（５８歳・三木町  株式会社タダノ志度工場 旋盤工） 

多様な建設用移動式クレーンの製造において、寸法精度などに厳しい品質確保が要

求される油圧シリンダー等の部品製造の加工技能に卓越するとともに、技能者の育成

に向けた諸活動を積極的に推進されています。 

髙髙髙髙    共泉共泉共泉共泉（こう きょうせん)さんさんさんさん    

（６１歳・高松市  有限会社北京 中華料理調理人） 

長年、中国福建料理の調理技能を研鑽し、大量調理で多人数に供していた福建名菜

の「佛跳墻」において、大量に作った料理を袋に小分けし、瞬間冷凍し、味も風味も

損なわず保存する方法を編み出し、個々盛りでの提供を可能にした調理技能に優れ、

また、後進の指導育成に寄与されています。 

 

――――技能検定関係技能検定関係技能検定関係技能検定関係功労者功労者功労者功労者――――    

伊東伊東伊東伊東    和賀男和賀男和賀男和賀男（いとう わかお）さんさんさんさん    

        （６５歳・綾川町  伊東建築(自営) 代表） 

建築大工職種の技能検定委員を長年務め、技能検定試験の公正かつ円滑な実施に貢

献されています。また、業界従事者に対して、同職種の技能検定の受検を積極的に働

きかけ、技能水準の向上を図られています。 

    

――――技能検定関係技能検定関係技能検定関係技能検定関係優良団体優良団体優良団体優良団体――――    

讃岐石材加工協同組合讃岐石材加工協同組合讃岐石材加工協同組合讃岐石材加工協同組合    

 技能検定試験において、傘下の事業所に積極的に受検を奨励するとともに、技能検定委員の派遣、

試験会場の設営や機材の準備など、長年にわたり、同試験の円滑な実施に多大な貢献をされています。 

 

 

平成 23 年 12 月 16 日(金)～19 日(月)の間、静岡県静岡市など 4 県で開催された第 49回技能五輪全

国大会に 4職種 9 名の県勢が出場し、和裁職種で金賞、銀賞、敢闘賞各 1名の計 3 名が、見事入賞を

果たしました。県勢の金賞獲得は、平成 18 年度に県内で開催された第 44 回大会以来 5 年ぶりです。 

○技能五輪全国大会入賞者(敬称略) 金賞－森本温美、銀賞－葛原綾華、敢闘賞－佐藤晴菜（いず

れも、職種：和裁 所属：原和裁研究所） 

 

 

障害のある方が日頃培った技能を競い合う「アビリンピックかがわ」が、平成 23 年 12 月 4 日(日)、

かがわ総合リハビリテーションセンターなどを会場に、ワードプロセッサなど 12 部門(職種)で開催

されました。各部門の金賞受賞者は、次のとおりです(敬称略)。 

▽ﾜｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 池見梨沙（香川銀行）▽ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 濱名康二（永井整形外科医院）▽ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入

力 中村力也（あなぶきﾊﾟｰﾄﾅｰ）▽写真撮影 木村明(個人)▽ＤＴＰ(ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ) 該当

なし▽喫茶ｻｰﾋﾞｽ 宮武知未（とまと園）▽事務所清掃 友好悠太（あなぶきｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ）▽ﾌﾗﾜｰｱﾚ

ﾝｼﾞﾒﾝﾄ 仁木昌子（ｺｽﾓｽ園）▽縫製 藤本末義（ふじみ園）▽木工Ａ 該当なし▽木工Ｂ 泉野和

也（香川中部養護学校）▽ｵﾌｨｽｱｼｽﾀﾝﾄ 松崎りか子（あなぶきﾊﾟｰﾄﾅｰ） 

アビリンピックアビリンピックアビリンピックアビリンピックかがわかがわかがわかがわ（（（（平成平成平成平成 2222３３３３年度香川県障年度香川県障年度香川県障年度香川県障がいがいがいがい者技能競技大会者技能競技大会者技能競技大会者技能競技大会））））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！！！！    

祝祝祝祝    平成平成平成平成 23232323 年年年年秋秋秋秋のののの褒章褒章褒章褒章・・・・    

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰    

第第第第 49494949 回回回回技能五輪全国大会技能五輪全国大会技能五輪全国大会技能五輪全国大会でででで県勢県勢県勢県勢 5555 年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの金賞金賞金賞金賞をはじめをはじめをはじめをはじめ 3333 名名名名がががが入賞入賞入賞入賞！！！！    
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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(ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ)を開設しています。 

センターには、パーソナル・サポーターとして生活・就労相談員２名と個別就職支援員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。 

また、国（香川労働局）との一体的な取組みとして、センター内において生活・就労相談業務から、

国の就職支援ナビゲーターによる職業相談・職業紹介業務までをワンストップで実施できる等、求職者

への利便性の向上に努めています。 

１１１１    場場場場        所所所所 「しごとプラザ高松」内（高松市常磐町商店街） TEL：087-862-4720 

２２２２    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 

（第１･３･５土曜日、祝日、年末年始はお休みです） 

３３３３    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    

４４４４    設置主体設置主体設置主体設置主体    

香川県(特定非営利法人障害者等就労サポートセンターに運営を委託) 

５５５５    出張相談予定出張相談予定出張相談予定出張相談予定（（（（上半期上半期上半期上半期））））    

    

実施場所 実施日･時間 実 施 会 場 

丸 亀 市 

９月 ６日（木） 

10:00～16:00 

丸亀市役所 

本館１階 相談室 

丸亀市大手町二丁目 3-1 

坂 出 市 

９月１２日（水） 

10:00～16:00 

坂出合同庁舎 

３階 第２会議室 

坂出市京町二丁目 6-27 

観音寺市 

８月２９日（水） 

10:00～16:00 

観音寺市中央公民館 

２階 会議室 

観音寺市坂本町一丁目 1-1 

さぬき市 

９月 ６日（木） 

10:00～17:00 

さぬき市役所 

附属棟 多目的室 

さぬき市志度 5385－8 

東かがわ市 

９月１１日（火） 

10:00～16:00 

東かがわ市交流プラザ 

１階 会議室 

東かがわ市湊 1806－2 

三 豊 市 

９月２０日（木） 

10:00～16:30 

三豊市高瀬町農村環境改善 

センター ２階 営農相談室 

三豊市高瀬町下勝間 2344-5 

 

 

 

 

  

連合香川では、5月 1日に県内５カ所で集会を実施し、約 3,100人（主催者発表）が集結しました。

中央集会では、「日本全体でつながり・支えあおう！全ての働く者の連帯で働くことを軸とする安心社

会を実現しよう！」をメインスローガンに、メーデー宣言を採択しました。 
 県労連では、5 月 1 日に約 400 人(同)がＪＲ高松駅の南側広場にて集結し、安全、安心な社会の実現

や労働環境の改善などを訴えるメーデー宣言を採択しました。 
 それぞれ、集会後、参加者は高松駅周辺をデモ行進しました。 
 

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((((ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｰｿﾅﾙｰｿﾅﾙｰｿﾅﾙｰｿﾅﾙ････ｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄ････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    

第第第第８３８３８３８３回回回回メーデーメーデーメーデーメーデー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    

（（（（５５５５月月月月１１１１日日日日    高松市内高松市内高松市内高松市内やややや県内各所県内各所県内各所県内各所    参加人数参加人数参加人数参加人数：：：：約約約約３３３３，，，，５００５００５００５００人人人人））））    
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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。 
 
(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24年6月7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。 
 講演会には、453事業所から公正採用選考人権啓発推進

員等の 513 人の参加があり、中外製薬株式会社 CSR 推
進部 企業倫理推進グループ 人権啓発担当の山下祐司さ

んを講師に迎え、「職場の多様性を考える」と題して講演い

ただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 若年無業者は、全国で６０万人、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。 
 
 

 

 

 

 

 

県では、「香川県での就業を希望する方や学生」の

就職活動と「香川県内企業」の人材確保を支援する

ために、香川県就職サポートセンターを設置し、無

料職業紹介を行っています。インターネット上で求

人・求職者情報の登録と閲覧ができるサイト「job
ナビかがわplus」を運営しているほか、今年度から

新たに人材採用に関して、豊富な知識と経験を持つ

人材採用コーディネーター３名を配置し、積極的で

適確なマッチング等を実施しています。 
■企業向けサービス 
 ①香川県就職サポートセンターに登録された人材情 

報の提供 
 ②求職者の紹介・マッチング 
 ③採用コーディネーターによる人材採用、育成に関 

するコンサルティング 
■学生・社会人向けサービス 
 ①香川県就職サポートセンターに登録された企業情 

報の提供 
 ②求情報の提供・マッチング 
 ③職業相談 
■その他のサービス 
①就職・採用情報のメール配信 
②お手持ちの端末による登録情報の随時更新可能 

香川県商工労働部労働政策課 087－832－3369 
  香川県就職サポートセンター 087－832－3900 
  URL  http://jobnavikagawa-plus.com/ 

 
 
 
 

【問合せ先】労働政策課 総務・労政グループ 

TEL 087-832-3366  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    

企業企業企業企業のののの人材確保人材確保人材確保人材確保をををを支援支援支援支援しますしますしますします    
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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 24 年 10 月 9 日（火）～13 日（土）12 時～16 時 

受付場所   9 日～12 日 県庁ギャラリー（東館１階） 

10 日     香川県大川合同庁舎２階会議室【受付 3 件まで（予約可）】 

11 日     香川県三豊合同庁舎地下会議室【受付 3 件まで（予約可）】 

13 日     高松港旅客ターミナルビル１階【受付 6 件まで（予約可）】 

対 象 者  県内に所在する事業所の労働者又は事業主 

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法定雇用率法定雇用率法定雇用率法定雇用率がががが引引引引きききき上上上上げになりますげになりますげになりますげになります    

○民間企業 現行 1.8％→ H25.4.1H25.4.1H25.4.1H25.4.1 以降以降以降以降 2.02.02.02.0％％％％    

今回の改正により、常用労働者が 50 人以上の

事業主は、障害者雇用状況をハローワークに報告

する必要があります。 

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    

本県の平成 23 年 6 月 1 日現在の民間企業にお

ける障害者の実雇用率は、前年に比べ 0.03 ポイ

ント減少し、1.71％(全国 1.65%)となりました。 

一方、法定雇用率(1.8％)を上回った企業の割

合は、前年を 1.0 ポイント上回る、60.1％(全国

45.3%)となりましたが、依然として、４割程の企

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/syougaisya.html 

「「「「障害者短期職場実習支援事業障害者短期職場実習支援事業障害者短期職場実習支援事業障害者短期職場実習支援事業」」」」をををを    

利用利用利用利用してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか    

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。 

障害者の雇用に関心はあるが、｢対応が難しそ

う。｣｢どんな仕事を担当させていいか分からな

い。｣など不安な場合には、ぜひ本事業をご活用

ください。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。    

【【【【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：087-816-4649 

【【【【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 

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    

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    
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平成平成平成平成２２２２４４４４年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間年度全国労働安全衛生週間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚し、さらに、事業場における自主的労働 

衛生管理活動を通じた労働者の健康確保等を図ることを目的として昭和２５年から実施されており、 

今年で、第６３回を迎えます。10月 1日から 10月 7 日までを本週間、9月 1 日から 9月 30 日までを 

準備期間として、「「「「心心心心とからだのとからだのとからだのとからだの健康健康健康健康チェックチェックチェックチェック    みんなでみんなでみんなでみんなで進進進進めるめるめるめる健康職場健康職場健康職場健康職場」」」」をスローガンに実施されま 

す。 

 県内では、下記のとおり香川労働局と各労働基準監督署により、「香川健康づくりセミナー」及び「全

国労働衛生週間説明会」が開催されます。詳しくは、香川労働局健康安全課 087-811-8920 へお問合せ

ください。 

 ○香川健康づくり推進セミナー  10 月 4 日(木)13 時 30 分 ホテル「パールガーデン」 

 ○全国労働衛生週間説明会    

署 別 開催日時 会場 所在地 

高松 9 月 6日 （木）13:30～ 小豆島町農村環境改善センター 小豆郡小豆島町池田 2124 

高松 9 月 10 日（月）13:00～ 三菱マテリアル㈱直島精錬所 香川郡直島町 4049-1 

高松 9 月 13 日（木）14:00～ ホテル「パールガーデン」 高松市福岡町 2-2-1 

丸亀 9 月 10 日（月）13:30～ オークラホテル丸亀 丸亀市富士見町 3-3-50 

坂出 9 月 5日 （水）13:30～ 四国交通共済会館 坂出市番の州公園 6-6 

観音寺 9 月 7日 （金）13:30～ 観音寺市民会館中ホール 観音寺市坂本町 1-1-1 

東かがわ 9 月 20 日（木）14:00～ 東かがわ市交流プラザ 東かがわ市湊 1806 番地 2 

    

    

「「「「あんぜんあんぜんあんぜんあんぜんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

厚生労働省では、平成 23年 7月 1 日から「「「「あんぜんあんぜんあんぜんあんぜんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」を立ち上げました。 

働く方の安全と健康を確保することは事業者の責務ですが、そのためには、企業とそこで働く方々の創

意と工夫による不断の努力が不可欠です。また、安全への取組は、働く人の能力向上、企業の生産性向

上、家族の安心やワーク・ライフ・バランスの実現にも良い影響を与えます。 

「あんぜんプロジェクト」では、上記のような安全への取組を企業価値を評価する一つの要素として捉

え、プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにににに参加参加参加参加されるされるされるされる企業企業企業企業（（（（プロジェクトメンバープロジェクトメンバープロジェクトメンバープロジェクトメンバー））））の取組を広く国民の皆様と応援すること

により、労働災害のない元気な日本を作るための取組みを推進します。 

 また、「あんぜんプロジェクト」をより幅広くＰＲし、安全への取組に意欲にあるプロジェクトメン

バーが国民に皆様や企業間取引において評価されるよう、「あんぜんあんぜんあんぜんあんぜんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」サイトサイトサイトサイトを立ち上げ 

ました。同サイトから、プロジェクトメンバーの安全への取組等をご覧いただけるようになります。 

 プロジェクトメンバーとして参加される企業を同サイトで募集していますので、詳しくは、下記サイ

トへアクセスしてください。い。 

 ☆☆☆☆「「「「あんぜんあんぜんあんぜんあんぜんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」サイトサイトサイトサイト（（（（厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省））））    

            http://anzeninfo.mhlw.go.jhttp://anzeninfo.mhlw.go.jhttp://anzeninfo.mhlw.go.jhttp://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/p/anzenproject/p/anzenproject/p/anzenproject/    
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 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。。。。    

 

    

    

    

                                                                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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）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 

 ※ 使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。（予約状況の確認可） 

      http://www.noukai-kagawa.or.jp/study/shisetsu/index.html 

    

○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/ 

地域職業訓練地域職業訓練地域職業訓練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    
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 「「「「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。登録については、無料で、アドバイザーを 

派遣していますので、どうぞご利用ください。 

 

◆カエルチャレカエルチャレカエルチャレカエルチャレンジンジンジ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。 

    ★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一覧企業一覧企業一覧企業一覧（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））１１１１８８８８社社社社    

    (医)吉翔会吉本歯科医院、みんなの笑顔応援団有限責任事業組合,(有)大同、(株)パッ

ク三樹、アビリティーセンター（株）、（株）レガン、（株）フタガワフーズ、（株）石

井、大和リース（株）高松支店、大和リース（株）四国デポ工場、城北建設（株）、リ

ック株式会社高松営業所、特定非営利活動法人わははネット、香川県火災協同組合、 

香川印刷株式会社、小豆島手延素麺協同組合、菱讃ガス販売協同組合 以上１８社 

 

◆子育子育子育子育てててて行動計画認証行動計画認証行動計画認証行動計画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))))★★★★１１１１１１１１１１１１社社社社    

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、城北建設㈱、廣瀬醤油㈱、㈱四国テクノサービス、（医）三恵会、高

松トーヨー住器（株）、(有)テイクワン 

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）、㈲四国造園、㈲村上興業、㈲田中水道工務店、旭電機水道㈱、㈱岩

崎建設、三宅設備工業㈱、㈱吉本電気商会、㈱ホリカワ工業、十河電機水道（株）、四国交通共済協同組

合、 

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、（株）管 

電エンジニアリング、四国土建（株）、飯綾建設（株）、四国土建（株） 

善通寺市善通寺市善通寺市善通寺市    富士タクシー(株)、特定非営利活動法人子育てネットくすくす 

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、西工業（株）、（株）五味設備、藤岡設備㈱、森山電機㈱ 

     （株）五味興産、梶原工業（株）、高田工業（有） 

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、梶原工業(株)、高田工業(有) 

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 

琴平町琴平町琴平町琴平町  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             

                                                                        

 

【【【【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----838383832222----3365336533653365 


