
お電話・ご訪問・ご来所、ご希望の方法でご相談に応じます。

パーソナル・サポート・センターとくしま

問題解決へのステップ

一人ひとりに合わせ、カウンセリングから目標達成後までサポート。

まず
ご連絡ください

家族をめぐる問題

精神保健の問題

経済的な問題 仕事に関する問題

社会的な問題 地方自治体

各種支援団体（NPO・法律家・医療機関 等）

あなたの悩み・問題を教えてください。 パーソナル・サポーターがネットワークを活用し、支援します。

さまざまな機関・組織と提携し、トータルでサポート

労働局・ハローワーク 職業訓練機関

福祉関係機関

あなたの悩みを
うかがいます

生活・仕事の
目標を一緒に
考えます

目標達成へ向けて
継続的な支援を
行います

目標達成後も
継続的に

フォローします
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　　　労働雇用政策局労働雇用課

　　　徳島市万代町1丁目1番地　 

　　　Tel.088－621－2348 Fax.088－621－2852

　　　県ホームページ  http://www.pref.tokushima.jp/
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◆パーソナル・サポート・モデル事業について
　今日の経済社会環境の変化を背景に、経済的な問題、社会的な関係をめぐる問題、家族関係をめぐる問題、
精神保健をめぐる問題など多領域にわたる要因が複雑に絡んで、さらに問題を複雑、深刻化させる悪循環を
引き起こし、生活上の困難に直面する人が増加しています。
　これらの人に対しては、「パーソナル・サポーター」が、個別的かつ継続的に相談・カウンセリングを行
い、問題を把握し、必要なサービスのコーディネートや開拓、自立に向けてのフォローアップを行う、「パー
ソナル・サポート・サービス」の導入が必要であると考えられています。
　そこで、このようなサービスの制度化に向けた課題を検討するため、全国 19 地域で「パーソナル・サポー
ト・モデル事業」が実施されることとなり、徳島県も実施地域に選定されました。
　なお、このモデル事業は、当事者本位の個別的、包括的、継続的支援につながり得る活動の実績を有して
いる（社）徳島県労働者福祉協議会に委託し、平成 23 年度末まで実施します。

（社）徳島県労働者福祉協議会 パーソナル・サポート・センターとくしま

フリーダイヤル
相　談　日
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〒 770-0942	徳島市昭和町 3丁目 35-1　ヒューマンわーくぴあ徳島 2F

【月～金曜日】	9 ～ 18時　　【土　曜　日】	9 ～ 17時
※定休日：日曜日・祝日　夏期休暇8/12 ～ 15・年末年始12/29 ～ 1/3

◆パーソナル・サポート・サービスのイメージ

◆パーソナル・サポート・サービスの相談・連絡先

パーソナル・サポート・モデル事業を実施しています！
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石綿による疾病に気づいていない方を探しています
１　石綿による疾病は、数十年前のばく露でも発症します。
（１）もう一度思い出してください
　　　・過去に石綿を取り扱う仕事をしていたことがありませんか。または過去に仕事で石綿を吸い込んだ

可能性はありませんか。
　　　・過去に石綿を扱う工場等の周辺に居住等していたことはありませんか。

（２）今、お体は大丈夫ですか。
　　　・息切れ、せき、胸が苦しい等の症状が出ていませんか。
　　　　※石綿による疾病では、呼吸器系の症状がよく現れます。
　　　・中皮腫、肺がん等の病気で療養されていませんか。
　　　　※石綿を吸い込んだ方に発症することのある病気です。

（３）ご家族などで…
　　　・中皮腫、肺がん等でなくなられた方はいませんか。

２　石綿により健康被害を受けた方への救済制度
（１）労働者及びそのご遺族の方
　業務上、石綿にばく露し、石綿による疾病＊1（指定疾病及び対象疾病）を発症した方及びその遺族は、労
働者災害補償保険（以下、「労災保険」という。）又は石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年
3月27日施行、平成20年12月1日改正法施行。以下、「改正石綿救済法」という。）により救済を受けること
ができます。＊1	中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、
良性石綿胸水、及び石綿によるじん肺症等をいいます。

ア　石綿にばく露し、石綿による疾病を発症した労働者で、現在存命の方については、労災保険による救
済が受けられます。療養補償給付・休業補償給付の時効は 2年です。

イ　石綿にばく露し、石綿による疾病を発症し、その後亡くなられた労働者の遺族については、労働者本
人の死亡時期により救済の内容及び申請期限が異なっていますので、以下にご説明します。

　　①平成 15 年 11 月 30 日までに亡くなった場合
　　　この場合は、遅くとも平成 20 年 12 月 1 日には労災請求時効が成立していますので、通常の「遺族補

償給付」は支給されず、その代わりに、改正石綿救済法に基づく「特別遺族給付金」の支給対象となり
ます。

　　②平成 15 年 12 月 1 日から平成 18 年 3 月 26 日までに亡くなった場合
　　　この場合、労災時効が成立するまで（死亡した日の翌日から 5年）までは、労災保険法上の「遺族補

償給付」の支給対象となり、時効成立後は、①と同じく「特別遺族給付金」の支給対象となります。
　　　＊①、②ともに、特別遺族給付金の請求期限は、平成 24 年 3 月 27 日までですので、お早めに請求手

続きを行ってください。

　　③平成 18 年 3 月 27 日以降に亡くなった場合
　　　	この場合は、労災請求時効が成立するまでの間は、「遺族補償給付」の対象となります。しかし、①、

②と異なり、時効が成立した場合、救済措置としての特別遺族給付金は支給されませんので、必ず時効
成立前（療養補償給付・休業補償給付の時効は 2年、遺族補償給付の時効は 5年です。）に申請するよ
うにしてください。
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お心当たりのある方は、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局に、ご相談ください。
（徳島労働局健康安全課	Tel	088-652-9164、徳島労働基準監督署 Tel	088-622-8138、鳴門労働基準監督署 Tel	088-686-5164、	
三好労働基準監督署 Tel	0883-72-1105、阿南労働基準監督署 Tel	0884-22-0890）

詳しくは、情報は、厚生労働省ホームページの「石綿情報」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/

（２）周辺住民の方など
　業務外で石綿にばく露し、石綿による疾病＊2（指定疾病）を発症した方及びその遺族は、「改正石綿救済法」
により救済給付（医療費、特別遺族弔慰金、特別葬祭料を主な内容とする。）を受けることができます。
＊2	中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚をいいます。

　特別遺族弔意金、特別葬祭料にも請求期限がありますので、必ず請求期限までに申請するようにしてくだ
さい。

①平成 18 年 3 月 26 日までに亡くなった場合
　　この場合の請求期限は、平成 24 年 3 月 27 日までとなっています。

②平成 18 年 3 月 27 日から平成 20 年 11 月 30 日までに亡くなった場合
　　この場合の請求期限は、平成 25 年 12 月 1 日までとなっています。

③平成 20 年 12 月 1 日以降に亡くなった場合
　　この場合の請求期限は、死亡後 5年以内となっています。

お心当たりのある方は、独立行政法人	環境再生保全機構までお問い合せください。
環境再生保全機構	石綿健康被害救済部　フリーダイヤル 0120-389-931
詳しくは、独立行政法人 環境保全機構のホームページをご参照ください。
http://www.erca.go.jp/asbestos/index.html

改正石綿救済法による救済申請の流れ



平成24年度 県立テクノスクール訓練生を募集します
～ 集まれ！未来のスペシャリスト ～

第86号（４）	 労　働　徳　島	 平成23年８月26日

■若年者を対象とした職業訓練（４月入校）
校名 科　　　名 第一期募集	

人　　　員
第二期募集	
人　　　員

第三期募集	
人　　　員

訓練
期間 応募資格等 試験種類

徳島校

理容科 若干名

定員のうち、
第一期募集で
の合格者を除
いた人数

定員のうち、
第一期募集、
第二期募集で
の合格者を除
いた人数

2年

特になし	
（40 歳以下）

一般試験

美容科 若干名
金属技術科 若干名

1年
インテリア木工科 若干名

鳴門校 塗装科 若干名
西部校 建築科 若干名

徳島校 電子機器科 15
定員のうち、
第一期募集で
の合格者を除
いた人数

定員のうち、
第一期募集、
第二期募集で
の合格者を除
いた人数

1年
高卒以上	

（40 歳以下）
高卒試験

鳴門校 メカニカル技術科 20
阿南校 自動車整備科 20 2 年

西部校
電気工事科 20 1 年
車体整備士科 15 2 年

＜応募・入校手続き＞
申　込　期　間 選　考　日　時 合格発表

第一期	
募集

平成 23 年 9 月 1 日（木）～ 10 月 6 日（木）	
（郵送の場合は 10 月 6 日必着）

平成23年10月25日（火）	
10：00 ～

平成 23 年
11 月		7 日（月）

第二期	
募集

平成 23年 12月 8日（木）～平成 24年 1月 17日（火）	
（郵送の場合は 1月 17 日必着）

平成 24 年 2 月 1 日（水）	
10：00 ～

平成 24 年
2 月 14 日（火）

第三期	
募集

平成 24 年 3 月 1 日（木）～平成 24 年 3 月 16 日（金）	
（郵送の場合は 3月 16 日必着）

平成24年 3月 22日（木）	
10：00 ～

平成 24 年
3 月 26 日（月）

　＊お問い合わせは、各テクノスク－ルへどうぞ。	 	 	 	 	 	
　　　　徳島テクノスクール　　徳島市南島田町 2丁目 25	 電話（088）631-1474
　　　　鳴門テクノスクール　　鳴門市撫養町木津字西小沖 635-1	 電話（088）686-4752
　　　　阿南テクノスクール　　阿南市桑野町岡元 109-1	 電話（0884）26-0250
　　　　西部テクノスクール　　美馬郡つるぎ町貞光字東浦 128-4	 電話（0883）62-3067

■離職・転職される方等を対象とした職業訓練
校　　名 科　　　名 定　　員 入　校　月 訓練期間

西　部　校 設　備　施　工　科
15 	 4 月

６か月
15 10 月

<申し込み、選考の日程＞
入校月 申　込　期　間 選　考　日　時

	4 月 平成 24 年 2 月 1 日（水）～平成 24 年 3 月 5 日（月） 平成 24 年 3 月 19 日（月）　10：00 ～

10 月 平成 24 年 8 月 1 日（水）～平成 24 年 9 月 3 日（月） 平成 24 年 9 月 19 日（水）　10：00 ～
＊申し込みは居住地を所管する公共職業安定所で受け付けています。
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　徳島県では、産業人材育成のため、地域産業界のニーズにお応えする、在職者訓練を実施しています。在職者訓練には、
資格・検定対策等の技能研修の講座をテクノスクールが提案する「提案型」と、個別に業界団体等から要望があれば訓
練内容を相談して設定する「オーダーメイド型」の 2つがあります。
　「オーダーメイド型」は、1社 1名からでもお受けします。また下記のセミナー例以外にも対応可能なものもあります
ので、お気軽に各テクノスクールまでお問い合せください。

■提案型　あらかじめ開催日、内容が設定された講座です。
講　　座　　名 講　座　内　容 定員 時間数 日数 時間帯 開催日 開催時間 実施校

機
械

C A D 利 用
技 術 者 試 験	
２級受験準備講座

CAD利用技術者試験２級の受
験者を対象とした模擬試験講習
会を行う。

10 12 2 土日昼 11 月 	9:30 ～ 16:30 鳴門校

10 12 2 土日昼 ３月 	9:30 ～ 16:30 鳴門校

塗
装

危 険 物 取 扱 者 試 験	
（乙種第４類）受験準備講座

危険物取扱者試験（乙種第４類）の受験
者を対象とした模擬試験講習会を行う。 10 6 1 日昼 11 月 	9:30 ～ 16:30 鳴門校

自
動
車

自動車整備技能登録試験	
（学科）受験準備講座

学科試験（二級自動車、三級自動車、
自動車車体）の受験者を対象とし
た模擬試験講習会を行う。

10 10 5 平日夜 9/27 ～ 10/1	
	（月～金） 18:00 ～ 20:00 阿南校

15 12 3 平日昼 9/29,30,10/1	
	（水～金） 13:15 ～ 17:15 西部校

設
備

液化石油ガス設備
士国家試験（学科）
受験準備講座

液化石油ガス設備士国家試験
（学科）の受験者を対象とした
模擬試験講習会を行う。

10 12 2 土昼 10/30,11/13
	（土） 	9:00 ～ 16:00 西部校

木
工

木工基礎講座 鋸刃、のみの研ぎ、道具の使用
法を習得する。 10 12 6 平日夜 9/1,6,8 18:00 ～ 20:00 徳島校

うつわ、カトラ
リー製作講座

木のうつわ、木のスプーン、フォー
ク、ナイフの作り方を習得する。 6 6 3 平日夜 9/15,22,29 18:00 ～ 20:00 徳島校

建
築

建築大工養成講座	
（建築大工見習い
中の若年者向け）

在来工法の基本作業を習得する。
3

随時（西部テクノスクール建築科
の進行内容にあわせて学科及び実
技を選択し訓練生と同時に受講）

	8:40 ～ 16:00 西部校

■オーダーメイド型

機械　　　　　（鳴門校） ●ＮＣ工作機械のプログラミング
●汎用機械による切削加工技術

溶接・鉄工　　（徳島校） ●溶接技術

●技能検定対策
●非破壊検査

・アーク溶接特別教育
・ステンレス鋼溶接
・ガス溶接技能講習
・アルミニウム合金溶接
・基礎技術、応用技術（手溶接、半自動溶接、ＴＩＧ溶接）
・溶接技能評価試験対策（手溶接、半自動溶接、ＴＩＧ溶接）
・構造物鉄工（学科、実技）
・超音波探傷

塗装　　　　　（鳴門校） ●建築・金属・木工の塗装技術
木工　　　　　（徳島校） ●木材加工方法、木工道具の使用法
建築　　　　　（西部校） ●建築手工具による基本的作業
自動車　　　　（阿南校・西部校） ●自動車の電装装置の整備技術
設備　　　　　（西部校） ●給排水衛生設備の施工

電気・電子　　（徳島校・西部校） ●資格対策

●ＣＡＤ

・電気工事士（第 1種、第 2種） ・冷凍空調機器施工
・電験 3種　　　　　　　　　　・給水装置工事主任技術者試験
・消防設備士　　　　　　　　　・電気通信主任技術者
・工事担任者　　・陸上特殊無線技士（第 1級、第 2級、第 3級）
・ＪＷ－ＣＡＤの電気設備

		理容　　　　　（徳島校） ●理容ステップアップ技術
		美容　　　　　（徳島校） ●美容ステップアップ技術

		その他　　　　（全　	校） ●技能検定準備講座
●作業改善

※受講料は無料です。ただし、材料代、資料代等の自己負担経費が必要です。
※在職者訓練のご相談は、各テクノスクールへお願いします。

新入社員技術研修から資格取得、応用技術まで、企業や団体等のご要望にあわせて、人材育成、
技術・技能伝承のための訓練内容、日程を個別に設定します。

技　術　分　野

県立テクノスクール　在職者訓練実施計画一覧  （平成23年度後期）

セ　ミ　ナ　ー　例
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徳島県はぐくみ支援企業の認証を取得しませんか
●徳島県はぐくみ支援企業認証制度とは？
　次世代育成支援の一環として、子どもを産み育てながら働き続けることができる「子育てに優しい職場環
境づくり」に積極的に取り組まれている企業等を、徳島県が「はぐくみ支援企業」として認証する制度です。

●認証企業等一覧（2011年 3月 11日～ 2011 年 8月 22日）
　子育てにやさしい職場環境づくりに積極的に取り組む企業はこちらです。

企　　　業　　　名 業　　　　　　種
岡田企画株式会社 サービス業
株式会社無限企画 その他の小売業
四国放送株式会社 放送業
株式会社エアトラベル徳島 生活関連サービス業
徳島信用金庫 金融業
有限会社真商事 社会福祉業
社会福祉法人白寿会 老人福祉施設
徳島市農業協同組合 総合農協事業
株式会社花由 その他の小売業
有限会社ファースト美容院 美容業

★認証を受けるのに必要な要件は
　１　徳島県内に本店、支店または営業所等を有し、常時雇用している労働者がいる。（民間の会社だけで
　　なく、個人企業や協同組合、医療法人、学校法人、団体等も応募できます。）
　２　期間が 2年以上 5年以下の「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届け出ている。
　３　「一般事業主行動計画」に掲げた目標の実施に向けた取組や対策を行っている。

★はぐくみ支援企業に認証されると
　１　子育て支援に積極的に取り組む企業として、イメージアップにつながります。
　２　徳島県のホームページで「はぐくみ支援企業」として取組をＰＲします。
　３　金融機関による低利融資の支援対象となります。
　　（取扱金融機関：阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、徳島信用金庫、阿南信用金庫、商工組合中央金庫）
　　などのメリットがあります。

★応募方法について
　　お申し込みは、次の書類を下記の応募先までご提出ください。郵送、持参いずれでも結構です。
　　様式は、県のホームページからダウンロードできます。
　　・はぐくみ支援企業認証申込書
　　・「一般事業主行動計画」の写し
　　・「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し

★応募先・お問い合わせについて
　労働雇用課　働きやすい職場づくり担当　TEL		088-621-2347



認　証　企　業　一　覧
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認証年度 企　　　業　　　名 業　　　　種
19 社会福祉法人緑樹会（おおつ苑） 社会福祉・介護事業
19 医療法人久仁会（鳴門山上病院） 医療業
19 徳島バス株式会社 道路旅客運送業
19 徳島商工会議所 経済団体
19 合資会社夢未来ぽっかぽか 社会福祉・介護事業
19 株式会社シケン 医療業
19 総合ビル・メンテム株式会社 その他の事業サービス業
19 徳島県中小企業団体中央会 政治・経済・文化団体
19 四国高速運輸株式会社 道路旅客運送業
19 社団法人徳島新聞社 日刊新聞発行業
19 医療法人倚山会（田岡病院） 医療業
19 株式会社丸本 食料品製造業
19 株式会社西渕スレート工業所 屋根工事業
19 西精工株式会社 金属製品製造業
19 有限会社川辺機械 機械器具小売業
19 有限会社スマイル その他の小売業
19 有限会社ウイズ その他の小売業
19 有限会社ラック その他の小売業
19 株式会社ソレイユ その他の小売業
19 株式会社スタッフクリエイト その他の事業サービス業
19 株式会社四国銀行 銀行業
19 株式会社ときわ 物品賃貸業
19 株式会社イドム 飲食業
19 株式会社クラッシー その他のサービス業
20 株式会社テレコメディア 情報処理・提供サービス業
20 鳴門塩業株式会社 化学工業
20 医療法人弘誠会（浦田病院） 医療業
20 医療法人明和会（田蒔病院） 医療業
20 有限会社たまきメディカルサポート 社会福祉・介護事業
20 社団法人徳島県労働者福祉協議会 労働団体
20 財団法人徳島県勤労者福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ その他のサービス業
20 徳島バナナ株式会社 卸売業
20 税理士法人徳島 その他のサービス業
20 フォーエヌ有限会社 輸入卸売業
20 社会福祉法人梅の花保育園 （保育）サービス業
20 藤崎電機株式会社 建設業、製造業
20 医療法人祖川産婦人科クリニック 医療業
20 株式会社大塚製薬工場 製造業
20 富岡王子紙業株式会社 製造業
20 全労済徳島県本部 共済生活協同組合
20 四国労働金庫 協同組織金融業
20 株式会社セルフ 洗濯業
20 医療法人あべ歯科医院 医療業
20 医療法人尽心会（亀井病院） 医療業
21 医療法人養生園（田岡東病院） 医療業
21 株式会社アワタ 職別工事業
21 社会福祉法人さくら福祉会 保育サービス業
21 株式会社オプトピア 情報サービス業
21 上板町有線テレビ株式会社 放送業
21 社会福祉法人白百合福祉会 保育サービス業
21 株式会社サンエックス情報システム 情報サービス業
21 株式会社サンテクノ 電気機械器具製造業
21 医療法人凌雲会稲次整形外科病院 医療業
21 有限会社くつろぎや 療術業

認証年度 企　　　業　　　名 業　　　　種
21 四国部品株式会社 輸送用機械器具製造業
21 さくら社会保険労務士法人 サービス業
21 株式会社言語理解研究所 情報サービス業
21 株式会社山文 紙製品製造業
21 株式会社モウブ その他のサービス業
21 大和リース（株） 建設業
21 （株）テレネット その他の事業サービス業
21 （株）テック予備校 塾・予備校
21 協業組合徳島印刷センター 印刷業
21 社会福祉法人池田博愛会 社会福祉業
21 アール・エスホーム（株） 建設請負業
21 有限会社ヴォーグ 美容業
21 医療法人大塚歯科 歯科
21 医療法人親和会（神原歯科） 歯科
21 株式会社上勝バイオ 菌床椎茸ホダ木生産製造業
21 コード株式会社 広告業
21 医療法人加藤会（小松島金磯病院）医療業
21 株式会社坂東ガラス店 ガラス・同製品製造業
21 株式会社広沢自動車学校 その他のサービス業
21 社会福祉法人勝寿会 社会福祉・介護事業
21 協立測量設計株式会社 土木関係測量業
21 社会福祉法人めばえ会 保育サービス業
21 有限会社ナンエイ 土木工事・水道施設
21 株式会社ネオビエント 分類不能なもの
21 さくら税理士法人 サービス業
21 徳島ワークサービス株式会社 労働者派遣業
21 株式会社坂東印刷 印刷業
22 東光株式会社 その他の衣類等製造業
22 株式会社ホームケアべんり堂 介護サービス事業
22 医療法人とみなが歯科医院 歯科医療業
22 有限会社四国メディカル・サポート その他の小売業
22 社会福祉法人はぐくみ会 保育サービス業
22 社会福祉法人金光福祉会 保育サービス業
22 株式会社松本コンサルタント 土木・建設サービス業
22 株式会社松島組 建設業
22 医療法人青鳳会 医療業
22 株式会社イーアンドイー・リサーチ（環境調査）サービス業
22 有限会社香西会計事務所 その他のサービス業
22 株式会社アビック 小売業
22 中央電氣建設株式会社 建設業
22 自治労徳島県本部 労働組合
22 株式会社大一器械 機械器具卸売業
22 有限会社ひかりや商店 化粧品小売業
22 徳島健康生活協同組合 医療業
22 岡田企画株式会社 サービス業
23 株式会社無限企画 その他の小売業
23 四国放送株式会社 放送業
23 株式会社エアトラベル徳島 生活関連サービス業
23 徳島信用金庫 金融業
23 有限会社真商事 社会福祉業
23 社会福祉法人白寿会 老人福祉施設
23 徳島市農業協同組合 総合農協事業
23 株式会社花由 その他の小売業
23 有限会社ファースト美容院 美容業



徳島労働局雇用均等室 
パートタイマー活き活き就労相談会 

＜北島会場＞ 

日時：平成2３年9月４日（日）、１７日（土）１０時～１７時 

場所：フジグラン北島（北島町鯛浜字西ノ須174番地） 

２階（あわぎん相談プラザ前） 

＜阿南会場＞ 

日時：平成2３年10月２日（日）､２２日（土）１０時～１７時 

場所：阿南アピカショッピングセンター（阿南市西路見町堤外６５－１） 

1階（館内特設会場）  
相談の種類：パートタイム労働法等に関する各種相談 

・賃金（正社員との格差、バランス）に関すること

・正社員への転換、処遇改善に関すること 

・労働条件（通知書等）に関すること 等 

【お問い合わせ先】 徳島労働局雇用均等室 

    徳島市徳島町城内6番地６ 徳島地方合同庁舎 （電話 ０８８－６５２－２７１８）

徳島労働局雇用均等室では、パートタイム労働者の方や、パートでの就労をご希望の

方を対象として個別に相談をお受けします。 

 パートタイム労働に関する疑問点や、パートタイム労働法の内容についてもわかりや

すくご説明いたします。是非ご利用ください。 

このような疑問や相談にお答えします。
＊相談費用は無料です。 

＊御予約の必要はありませんが、相談状況によってはお待ちいただくことがあります。 

・社員食堂が正社員

しか使えない・・・ 

・パ ー ト タ イ ム 労 働

法ってどんな法律？ ・パートから正社員

になれないの？ 

・正社員は昇給する

のにパートは、何年

働 い て も 同 じ 賃

金・・・ 

平成23年11月15日（火）　午後1時30分～午後3時30分日　　時
徳島グランヴィリオホテル場　　所
東京大学教授　瀬地山　角　氏講　　師
労働雇用課　働きやすい職場づくり担当　088-621-2347問い合わせ先

平成23年度  仕事いきいきセミナーを開催します。平成23年度  仕事いきいきセミナーを開催します。平成23年度  仕事いきいきセミナーを開催します。
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