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　徳島県では、きわめて優れた技能等を有する方を「徳島県卓越技能者（阿波の名工）」として表彰しています。
　この表彰は、技能者の地位及び技能水準の向上、県民の技能を尊重する気運の醸成などを図ることを目的に
行っているもので、昭和57年の創設以来、これまでに、ものづくりの分野の第一線で活躍する92名の技能者
の皆さんを卓越技能者として表彰しています。
　平成25年度は、２名の方を卓越技能者として表彰し、職業能力開発促進月間の11月に知事から表彰状等を
贈呈しました。

【主な表彰要件】
●徳島県内に就職している満35歳以上の者
●優れた技能を有し、その技能が業界で高く評価されて

いる者
●卓越した技能を使う職業に関して15年以上の経験を 

有する者
●就業を通じて後進技能者の育成、指導又は技能に関する 

工夫、改善等により労働者の福祉の増進及び産業の 
発展に寄与した者

表彰式
　平成25年11月25日（月）

表彰を受けられた方
　人形製造工「阿波木偶人形師」
　　田上 伊左雄さん（徳島市）
　左官工
　　竹岡　義和さん（板野町）

「障がい者雇用について考える。
      事業主・企業人事担当者研修会」を開催しました ………… ５
職業訓練の現場から ……………………………………………… ６
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特別労働相談を実施します……………………………………… ８

徳島県卓越技能者（阿波の名工）の表彰を行いました
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　労働雇用課と産業人材育成センターの平成26年度当初予算案における主要事業の概要について紹介します。

平成26年度　主要事業の紹介

新  働き輝く！とくしまづくり応援事業
　働きやすい職場環境の整備とワーク・ライフ・バランスの実現を促進するため、「働く女性応
援ネットワーク会議」及び「テレワーク活用ネットワーク会議」により、課題解決に向けた支援
を実施します。
（１）ファミリー・サポート・サービスの全市町村展開
（２）事業所内保育施設設置等に専門知識をもつアドバイザーの派遣
（３）働きやすい職場づくりに向けたセミナー・シンポジウムの開催
（４）テレワーク導入企業へのアドバイザー派遣　など

新  とくしま情報通信関連産業パワ－アップ事業
　雇用拡大及び地域経済の活性化を図るため、コ－ルセンタ－をはじめとする情報通信関連産
業の人材育成に係る事業を積極的に展開します。
（１） コ－ルセンタ－をはじめとする情報通信関連産業の企業見学会や体験研修会を県下全域

で実施します。
（２）コールセンターの業務内容を取り入れたIT関連の委託職業訓練を県内全ての県立テクノ

スクールで実施します。

「働くパパママ」就業促進事業
　仕事と子育ての両立を支援するため、職場環境の整備に取り組む企業の認証・表彰などを行
います。

障がい者雇用促進強化事業
　障がい者雇用を促進するため、表彰などにより企業の取組みをサポートするとともに、特別
支援学校の生徒に対する就労支援を行います。

ステップｂｙステップ・キャリア形成支援事業
　本県経済の活性化と発展を目指すため、雇用のミスマッチ、入社後の早期離職、中小企業の
人材難などの課題に対し、各成長段階に応じた「職業観の育成」を行います。

とくしまジョブステーション運営費
　若年者、Ｕターン希望者等の就職を支援するため、就業相談、職業紹介等の雇用関連サービ
スなどをワンストップで提供する「とくしまジョブステーション」の運営を行います。

民間を活用した委託訓練事業
　厳しい雇用情勢に対応し、雇用のセーフティネットの確保・充実を図るため、離職者に対す
る職業訓練を実施します。
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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。
　認証を受けた企業等は、平成26年２月末日現在で174社（団体）となりました。

最近の認証企業等一覧
　子育てにやさしい職場環境づくりに積極的に取り組まれている企業です。

企　業　名 業　　種 企　業　名 業　　種
株式会社ユニオン野木 繊維工業 医療法人藤野会（成田病院） 医療業
株式会社河野メリクロン その他の製造業、小売業 医療法人松風会（江藤病院） 医療業
生活協同組合とくしま生協 飲食料品卸売・小売業 医療法人愛生会兼松病院 医療業
徳島三菱自動車販売株式会社 機械器具小売業 株式会社友愛 社会保険・社会福祉・介護事業
徳寿医薬株式会社 その他の卸売業 四国建設コンサルタント株式会社 サービス業
株式会社徳栄 その他の小売業 有限会社ジャストパワー その他のサービス業
学校法人四国大学 学校教育

「はぐくみ支援企業パネル展」を開催しました！
　県内２ヵ所で「はぐくみ支援企業パネル展」を開催し、子育てにやさしい職場環境づくりに積極的に取り
組む企業等の取組みを紹介しました。

開催日・場所
平成26年１月10日（金）～１月19日（日）
　徳島駅クレメントプラザ　４階　クレメント広場

 平成26年１月24日（金）～２月12日（水）
　徳島阿波おどり空港　1階　イベントスペース

 

はぐくみ支援企業の認証を取得しませんか？
応　募　方　法

　次の書類を労働雇用課までご提出ください。郵送、持参いずれでも結構です。
　　●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
　申込書の様式は、県のホームページからダウンロードできます。
　　http://www.pref.tokushima.jp/docs/2009093000032/

★応募先・お問い合せ先
　徳島県商工労働部　労働雇用課　働きやすい職場づくり担当　TEL 088-621-2346

徳島県はぐくみ支援企業を認証しました！
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援助の申込

利用料金

援助の打診
アドバイザー

依頼会員 提供会員

（ファミリー・サポート・センター）

私たちが依頼会員、提供会員
のみなさまを結びます。

※依頼会員と提供会員を兼ねている両方会員もあります。

０歳から小学校
６年生までの
子どもを預かって

欲しい人

心身共に健康で、
子育て支援に意欲があり、

自宅で子どもを
預かる事のできる人

援助の提供

（預かるための講習を受けていただきます。）

　平成26年２月19日（水）、県庁において、「働く女性応援ネッ
トワーク会議　第１回会議」を開催しました。
　本会議は、県内の様々な分野で活躍されている委員の 
皆様に、女性の社会進出や雇用促進について意見を出してい
ただき、県の施策に生かすことを目的に設置されたものです。
　第１回会議では、委員の皆様より、「女性の活躍促進には
男女ともに意識改革が必要」、「働く女性の目標となるロー
ルモデルが欲しい」などのご意見をいただきました。
　次回の会議は、平成26年度に開催する予定です。

ファミリー・サポート・センター事業とは
　「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」がお互いに助け合う会員組織です。子育て中の家族が安心して、
子育てと仕事の両立ができるよう、相互援助活動を行うものです。

援助の仕組みと会員の条件は  入会と利用
●まずは、ファミリー・サポート・
　センターに問い合わせてください。
●受付時間（土・日・祝・年末年始を除く）
　月～金　9：00から17：00まで
　※徳島ファミサポは8：30から18：00
　　美馬、みよしの各ファミサポは8：30から17：15
●会員登録は無料です。

活動時間と利用料金
援助を受けた依頼会員が提供会員に
直接支払います。
月〜金　7：00〜21：00　1時間700円
上記以外の時間
土・日・祝・年末年始　1時間800円

「働く女性応援ネットワーク会議  第１回会議」を開催しました

子育て応援団　ファミリー・サポート・センター
～あなたも会員になりませんか？～

徳島ファミリー・サポート・センター
（徳島市・小松島市・勝浦町・佐那河内村・石井町・神山町）
〒770-0942  徳島市昭和町３-35-1  わーくぴあ徳島（労働福祉会館）4F

TEL 088-611-1551
阿南ファミリー・サポート・センター
〒774-0030　阿南市富岡町今福寺40-17　阿南市社会福祉会館2F

TEL 0884-24-5550
美馬ファミリー・サポート・センター
（美馬市）
〒779-3610  美馬市脇町大字脇町1303-3  美馬市社会福祉協議会内

TEL 0883-53-2528（つるぎ町）
〒779-4101  美馬郡つるぎ町貞光字宮下61  つるぎ町社会福祉協議会内

TEL 0883-62-3669
阿波市ファミリー・サポート・センター
〒771-1695　阿波市市場町市場字上野段385-1　市場支所2F　子育て支援課内

TEL 0883-36-3520

板野東部ファミリー・サポート・センター
（藍住町・北島町・松茂町・板野町・上板町）
〒771-1203　板野郡藍住町奥野字矢上前32-1　藍住町勤労女性センター内

TEL 088-693-3033
鳴門ファミリー・サポート・センター
〒772-0002　鳴門市撫養町斎田字岩崎146

TEL 088-683-0788
吉野川市ファミリー・サポート・センター
〒779-3395　吉野川市川島町桒村2421-1　川島庁舎3F　子育て支援センター内

TEL 0883-25-6616
みよしファミリー・サポート・センター
（三好市）
〒778-0004　三好市池田町シンマチ1474　子育て支援課内

TEL 0883-72-7663（東みよし町）
〒779-4795　三好郡東みよし町加茂3360　福祉課内

TEL 0883-82-6306

・お申し込みお問い合わせ
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障がい者を雇用してみませんか

お気軽に
ご相談
ください♪

　平成26年1月21日（火）、徳島市のろうきんホール
において、「障がい者雇用について考える。」と題して、
事業主・企業人事担当者等を対象とした研修会を 
開催し、 31名が参加しました。
　発達障がいについての理解を深めるため、具体
的な事例を交えた講義が行われたほか、障がい者
雇用にかかる事業主支援の一例として、徳島障害者
職業センターにおける企業への支援内容の説明や、
他県の事例を紹介しながら講義が行われました。

・講義Ⅰ「発達障がいのある人の雇用支援について」
・講義Ⅱ「障がい者雇用における事業主支援について」

主催：徳島県・徳島県経営者協会

「障がい者雇用について考える。 
　 事業主・企業人事担当者研修会」を開催しました

講義 Ⅰ　講師
徳島県発達障がい者総合支援センター
荒木　圭祐　氏

講義Ⅱ　講師
徳島障害者職業センター
田中　章夫　氏

どんな仕事が
できるのだろうか？

初めての
障がい者の雇用。
不安だなぁ･･･助成金や

支援制度を
活用したい

職場実習を
受け入れたい

今、雇用しているが、
雇用管理を相談したい

ハローワーク ＜障がい者雇用に係る総合窓口＞
◆就職を希望する障がい者からの求職登録を行い、職業相談・職業紹介を行っています。
◆事業所からの障がい者向け求人の開拓を行いながら、障がい者の求人の確保を行っています。
◆各種支援・助成制度の窓口として、障がい者の就職及び職場定着支援や、事業主に対する継続雇用の 

支援などを行っています。
◆連絡先：最寄りのハローワーク

徳島障害者職業センター
◆障がい者に対して、職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ等の専門的な職業リハビリテーションを 

実施します。
◆障がい者だけではなく、事業主に対する雇用管理に関する助言等も行います。
◆連絡先：088-611-8111

障害者職業・生活支援センター ＜障害者の就業・雇用に係る支援窓口＞
◆就職希望または就業中の障がい者がセンターへ支援登録を行い、窓口または電話等による相談支援をは

じめ、職場または家庭訪問を行い、就業生活の継続を支援します。
◆障がい者だけではなく事業所からの相談も受け付け、雇用・福祉・医療等の関係機関と連携をとりなが

ら、障がい者の雇用に関する課題の調整・解決を継続的に支援します。
◆連絡先：

＊ 障害者就業・生活支援センター　わーくわく　（板野郡松茂町）　　TEL：088-699-7523
＊ 障害者就業・生活支援センター　よりそい　　（阿南市那賀川町）　TEL：0884-42-0999
＊ 障害者就業・生活支援センター　はくあい　　（三好市池田町）　　TEL：0883-72-8101
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在校生からの正直な声です。
「1年制なのに現場監督な
みの多数の資格が取れる

金属技術科に入校
し、多くの資格が
取得できました。
　また、溶接には
たくさんの種類や
テクニックがあり、
うまい人の作業を
見て研究したりし
て、自分で考え設計し、作り上げ
た時はすごくうれしかったです。
　現在、スクール内の渡り廊下を
鉄骨で設計・加工・建設していま
す。訓練というか現場作業、まさ
に実践です。この実践力を生かし、
社会にいち早く貢献できればいい
なと思っています。」

充実した設備！溶接技術に
関する個々のニーズ、ま
た技術のレベルアップ、

充実した訓練が受講できるよう
に、必要な機械設備の台数を備え
ています。

　幅広い訓練内容！溶接に関する
基礎知識を主として、あらゆる資
格取得のために、専門的な内容ま
で訓練を行い、企業に求められる
人材育成に取り組んでいます。

金属加工を
１年間、
専門的に学べるところは

なかなかありません。
　ここ徳島県立中央テクノスクー
ル金属技術科では、設計・製図か
ら施工技術、試験・検査、安全管
理まで、そのすべてを学びます。
　将来、企業の中心となって活躍
する技術の世界があなたを待って
います。

職業訓練の現場から
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在職者訓練のご案内
　徳島県内各事業所の在職者の皆さまに対し、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の要望に対し訓練内容を相談して設定する「オーダーメイド型」の在職者訓練を各テクノスク－ルにおい
て、それぞれ実施しています。詳しくは、県内3校のテクノスクール（中央テクノスクール(徳島市)・南部テクノスクール(阿南市)・
西部テクノスクール(美馬郡つるぎ町)）にお問い合わせください。
■中央テクノスクール(徳島市南末広町23-64 Tel:088-678-4690) 　  ■南部テクノスクール(阿南市桑野町岡元109-1 Tel:0884-26-0250)
■西部テクノスクール(美馬郡つるぎ町貞光字東浦 Tel:0883-62-3067)　■産業人材育成センター(徳島市万代町1-1 Tel:088-621-2350)

金属技術科
鈴木雄也さん
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〒770-0865 徳島市南末広町23-64 
TEL.088-678-4690　FAX.088-678-4692 
E-mail chuuoutekunoschool@pref.tokushima.lg.jp
HP http://www.pref.tokushima.jp/techno/chuo/

●印の訓練科は、平成25年度受験生より受験料（2,200円）が必要。
▲印の訓練科は、平成26年度入校生より入校料（5,650円）が必要。
■印の訓練科は、平成26年度入校生より授業料（年額118,800円）が必要。

中央テクノスクール

テクノスクール訓練科紹介

〒779-1402 阿南市桑野町岡元109-1 
TEL.0884-26-0250　FAX.0884-26-1121
E-mail nanbutekunoschool@pref.tokushima.lg.jp
HP http://www.pref.tokushima.jp/techno/nanbu/

〒779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字東浦128-4 
TEL.0883-62-3067　FAX.0883-62-3140
E-mail seibutekunoschool@pref.tokushima.lg.jp
HP http://www.pref.tokushima.jp/techno/seibu/

南部テクノスクール 西部テクノスクール

中央テクノスクール 〒770-0865 徳島市南末広町23-64 　TEL.088-678-4690　FAX.088-678-4692 
http://www.pref.tokushima.jp/techno/chuo/

科目 訓練期間 定員 応募資格 訓練内容 受験料等

電気環境システム科 １年 15名 高卒以上 強電・弱電技術者の養成を図るとともに、必要とされる環境の視点
を新たに加え、在校中に多様な資格取得に挑戦します。 ●

金属技術科 １年 15名 特になし 鉄工業界で活躍できる人材育成のため、現場で必要な資格取得を 
目指し、「ものづくりのできる人」を養成します。 ●

機械技術科 １年 15名 特になし 汎用機械からNC機械まで多様な機械加工技術の習得を根幹に、 
一貫した基礎能力を有する機械技術者を養成します。 ●

木工技術科 １年 15名 特になし 地場産業である木工業界で、即戦力となる道具や機械を使用できる
技能者の育成を目指します。 ●

理容科 ２年 20名 35歳以下 県内唯一の理容師養成施設で、理容師国家資格はほぼ毎年合格率
100%です。メンズ・レディースにとらわれない技を習得します。 ●▲■

美容科 ２年 20名 35歳以下 美容師養成施設です。常に変化する美的価値観や多様化する消費者
のニーズに対応できる人材を育成します。 ●▲■

南部テクノスクール 〒779-1402 阿南市桑野町岡元109-1 　TEL.0884-26-0250　FAX.0884-26-1121 
http://www.pref.tokushima.jp/techno/nanbu/

科目 訓練期間 定員 応募資格 訓練内容 受験料等

自動車整備科 ２年 20名 高卒以上
自動車整備士「2級課程コース」です。塗装技術科の訓練設備を利用
して、自動車板金・塗装を訓練に取り入れ、自動車整備のスペシャ
リストを目指します。

●▲■

塗装技術科 １年 15名 特になし
建築塗装・金属塗装及び木工塗装の技能者（未来の匠）の養成ならび
に、自動車整備科との連携により、　県内屈指の設備を生かして、
塗装のスペシャリストを育成します。

●

西部テクノスクール 〒779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字東浦128-4 　TEL.0883-62-3067　FAX.0883-62-3140 
http://www.pref.tokushima.jp/techno/seibu/

科目 訓練期間 定員 応募資格 訓練内容 受験料等

車体整備士科 ２年 15名 高卒以上 １年次に３級自動車整備士、２年次に車体整備士の資格取得を目指
し、自動車整備の総合的な人材を養成します。 ●▲■

電気工事科 １年 15名 特になし 徳島県唯一の第２種電気工事士認定施設です。在校中に第１種電気
工事士の試験合格も目指します。 ●

住宅建築科 １年 15名 特になし 木造建築物の施工技能の習得に加えて、内装施工や福祉住環境の 
訓練も充実しています。 ●

設備施工科 6ヶ月 30名 離職者 徳島県唯一の配管技能者養成施設です。離職者を対象とした訓練科
です。

労　働　徳　島 第94号 （7）平成26年３月５日



　年度末を控え、解雇や雇止め、または、労働条件の切り下げ等に関する相談に対応
するため、（公社）徳島県労働者福祉協議会と共同で、次のとおり「特別労働相談」を実施
いたします。

日 時  平成２６年３月１３日（木）、３月１４日（金）
 午前１０時～午後５時
場 所  徳島県労働福祉会館（徳島市昭和町３丁目３５－１）

 電話：０１２０－７８３－０７２（フリーダイヤル）
 　電話「仕事なんでも相談室」（徳島県労働者福祉協議会）及び面談
 （徳島県労働福祉会館　別館３０３号室）にて対応させていただきます。
 　予約は不要です。

「仕事なんでも相談室」もご活用ください
「仕事なんでも相談室」

徳島市昭和町３丁目３５－１　徳島県労働福祉会館２階
電話：０１２０－７８３－０７２（フリーダイヤル）
月～金 　午前９時～午後９時
土・日 　午前10時～午後４時

特別労働相談を実施します

夜間・休日も相談できます。
（祝日・お盆・年末年始は除く）

深刻な労働問題から、
ちょっとした悩みや疑問にも

お答えします。
お気軽にご利用ください。
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