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本年６月「働き方改革」関連法が成立し，平成３１年４月の法施行まであと４カ月となる中，現状の課題や
情報を整理・共有し，法改正に対応するための取組を促進するため，平成３０年１１月１３日（火），徳島県
と徳島労働局との共催で，「働き方改革」スタートアップシンポジウムを開催しました。

○基調講演 「働き方改革実現のために～組織と個人の意識改革～」
講師 株式会社グロウス・カンパニー＋ 代表取締役 山岡仁美氏

○ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ 「誰もが働きやすく『選ばれる企業』になるために」
ファシリテーター 加渡いづみ氏 アドバイザー 徳島労働局
参加企業 市岡製菓株式会社 代表取締役 市岡沙織氏

株式会社ときわ 戦略担当取締役 矢野琢磨氏
株式会社フジタ建設コンサルタント 代表取締役 藤田達也氏

○とくしま「働き方改革」推進宣言

労働徳島ＮＯ．１０８ 主な内容

「働き方改革」ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを開催しました・・・・・１ テレワーク、ＵＩＪターン転職・移住フェア等のお知らせ・・５
とくしま「働き方改革」推進宣言の採択について・・・・・２ すだちくんハローワークのご案内・・・・・・・・・・・・・６
とくしま技能フェア，卓越技能者（阿波の名工）等ついて・３ 県労働委員会出前講座，合同労働相談会等のお知らせ・・・・７
徳島県はぐくみ支援企業認証制度について・・・・・・・・４ 徳島県最低賃金のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・８

「働き方改革」スタートアップシンポジウムを開催しました！

基調講演 トークセッション

宣言団体による記念撮影とくしま「働き方改革」推進宣言
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平成３０年１０月３１日（水），徳島県における

「働き方改革」の推進について協議する徳島県雇

用政策協議会（座長 徳島労働局長）において，

「とくしま『働き方改革』推進宣言」が採択され，

１１月１３日（火），「『働き方改革』スタートア

ップシンポジウム」において，協議会構成団体が

一堂に会し，宣言を行いました。

【宣言団体】

徳島県

徳島県経営者協会

徳島県商工会議所連合会

徳島県商工会連合会

徳島県中小企業団体中央会

日本労働組合総連合会徳島県連合会

一般社団法人徳島県銀行協会

公益財団法人とくしま産業振興機構

徳島県社会保険労務士会

四国経済産業局

四国税理士会徳島県支部連合会

徳島労働局

とくしま「働き方改革」推進宣言を採択しました

「働き方」が変わります！！
― 2019 年 4月 1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます ―

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる
社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労
働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらな
い公正な待遇の確保等のための措置を講じます。

具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度
等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、専門家が無
料で相談に応じます。
徳島県働き方改革推進支援センター Tel:0120-967-951

時間外労働の上限規制や年次有給休暇など労働基準法、労働安
全衛生法の改正に関するお問い合わせ
各労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー
徳島 Tel:088-622-8138 鳴門 Tel:088-686-5164
三好 Tel:0883-72-1105 阿南 Tel:0884-22-0890

徳島労働局労働基準部監督課 Tel:088-652-9163
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解
消に関するお問い合わせ
【パートタイム労働者、有期雇用労働者関係】
徳島労働局雇用環境・均等室 Tel:088-652-2718

【派遣労働者関係】
徳島労働局職業安定部需給調整事業室 Tel:088-611-5386

－ 徳島労働局からのお知らせ ー

Tel:088-622-8138
Tel:088-686-5164
Tel:0883-72-1105
Tel:0884-22-0890
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平成３０年１１月１６日（金），徳島市のときわプラザ

（フレアとくしま）において「輝く女性応援シンポジウム」

を開催しました。

基調講演として，有限会社志縁塾代表取締役の大谷由里子氏

より，「大谷流『ココロの元気』の作り方～いま、求められる

女性のリーダーとは？～」と題して講演がありました。

また，田村耕一氏（阿波銀行地方創生推進室参事役）をコー

ディネーターとして，県内で活躍中の女性リーダー，四国大学

の今出知佐氏，ムツビエージェント株式会社の中西昌子氏，富

田製薬株式会社の夏目敦子氏によるトークセッションを行いま

した。

匠の技を体験しよう
「とくしま技能フェア２０１８」を開催しました！

平成３０年１１月１０日(土)，徳島市南末広町の徳島県立中央テクノスクール（在職者訓練棟等）において，

小学生以下を対象に「匠の技を体験しよう」をテーマにイベントを開催し，４８６名が参加しました。

＜体験コーナー＞
１ロボットプロミング ２トートバッグづくり
３印章づくり ４ミニ盆栽づくり ５上履き入れづくり
６ミニ畳づくり ７簡易看板づくり
８ティッシュカバー・シュシュづくり
９銅画・表札づくり １０こて絵づくり

１１植木鉢・花瓶敷きづくり １２封筒づくり

ともに輝くフェスティバル 2018
「輝く女性応援シンポジウム」を開催しました！

徳島県卓越技能者（阿波の名工）の表彰を行いました！

◆表彰日 平成３０年１１月１６日（金）

◆受賞者 和服仕立職 上 由紀代 氏（阿南市）
（有）荒川和裁学院 指導員
第 33 回全国和裁技術コンクール 銀賞

日本料理調理人 西岡 寛治 氏（吉野川市）
油屋美馬館 料理長
「’17 食博覧会・大阪」日本料理コンクール
（一社）関西経済同友会賞

参加者の声

・色んなものづくりができて楽しかった。

・記念に飾れるものが作れたのでうれしい。

徳島県は，県内の卓越した技能者を広く周知することで，技能尊重気運の高揚を図るとともに，技能者

の地位及び技能水準の向上に寄与するため，徳島県卓越技能者（阿波の名工）の表彰を行っています。
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企業名 業種 企業名 業種

株式会社

トーセ・フィールドサービス

サービス業 株式会社 sij オーダースーツ・セレク

トアイテムの販売

株式会社山全 建設業 社会福祉法人川内南アコール会 医療・福祉

有限会社三谷薬局 小売業 長生堂製薬株式会社 医薬品製造業

株式会社ケージェーケー 軸受旋削品 Hair Room Bull 美容業

木内商事株式会社 衣料品販売 美容室 Rucha 美容業

株式会社だるまや 化粧品小売 医療法人きりの歯科クリニック 歯科診療所

佐野社会保険労務士事務所 学術研究、専門・技術サービス業

★応募先・お問い合せ先 〒770-8570 徳島市万代町１－１

徳島県商工労働観光部 労働雇用戦略課 働き方改革担当 TEL 088-621-2346

はぐくみ支援企業パネル展を開催しました！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

組む企業等の取組を紹介しました。

平成 30 年 11 月 16 日（金）～11 月 17 日（土）
ときわプラザ（フレアとくしま）２階展示ギャラリー
（徳島市山城町東浜傍示１）

平成 30 年 11 月 5 日（月）～11 月 9日（金）
ショッピングプラザアピカ
（阿南市西路見町堤外 65-1）

徳島県はぐくみ支援企業を認証しました！

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３０年１１月１５日現在で２５０社（団体）となりました。

優れた取組の認証企業には、県表彰を行い、パネル展等で紹介しています。

はぐくみ支援企業の認証を取得して，イメージアップをしてみませんか？

徳島県はぐくみ支援企業認証制度とは

最近の認証企業等一覧

応 募 方 法

新たに認証された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。

次の書類を労働雇用戦略課まで御提出ください。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（労働局の受理印のあるもの）

●「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し（労働局の受理印のあるもの）

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。
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法令セミナー（社労士会セミナー）を開催しました！

平成３０年１１月２日，ろうきんホールにおいて，

徳島県と徳島県社会保険労務士会の共催で，「働き方改革

今、会社がやるべきこと」と題して，働き方改革実現会議

メンバーであり，東京大学教授の水町勇一郎氏による講演

会を開催しました（参加２００名）。

当日は、県内企業の採用担当者（30 社予定）が出席し，企業の概要や採用状況等をご説明するとともに，

県による「ＵＩＪターン」相談を行います。どなたでも，お気軽にお越しください。

日時場所：平成３０年１２月１５日（土） アスティとくしま３階（第２特別会議室）

対象者 ：徳島県内で就職・転職を考えられている方，徳島への移住に興味のある方

参加業種：新素材関連産業（ＬＥＤ，ＣＦＲＰ，ＣＮＦ，リチウムイオン電池等製造，活用製品等製造）

健康・医療関連産業（医薬品，健康食品，医療・福祉機器等製造）

地域資源関連産業（農商工連携製品，クールジャパン製品等製造，ＩＣＴ活用サービス）

参加企業については，転職・移住フェア公式サイトをご覧ください。 www.ten-shoku.net./tokushima-uiturn/

テレワーク・アドバイス・カフェを始めました！

最近よく聞くテレワーク。

分かるようで分からない，そんなことはありませんか？

テレワークアドバイザーが分かりやすく説明し，皆様の疑問にお答えします。

場所 テレワークセンター徳島 （徳島市南島田町 2丁目 25）

毎週木曜日 10:00～13:00 無料，要予約 （電話 090-3187-9845)

（内容）ヒアリング，ミニレクチャー，体験・事例紹介等 ＜約 40～50 分＞

～企業のワークスタイル変革ミニガイドも無料配布中！～

テレワーク導入セミナーを開催します！

「テレワーク導入のために知っておきたいルールとセキュリティ」

と題して，テレワーク導入セミナー特別公開講座を開催します。

講師 ：社会保険労務士 武田かおり 氏

日時 ：平成３０年１２月１３日（木）１４:００～１６:００

開催場所：徳島商工会議所 ３階会議室

対象 ：企業経営者，人事・労務管理担当，働き方改革担当 など

募集人数：３０名 参加費：無料

お問い合わせは、県労働雇用戦略課(088-621-2346）又は

テレワークセンター徳島(090-3187-9845)まで

「徳島県働き方改革推進支援センター」では，就業規則,

３６協定, 労働関係助成金などに関する相談, 出張相談

会，セミナ―開催等を無料で実施しています。

お問い合わせは，

電話(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) ０１２０－９６７－９５１

徳島経済産業会館２階（社会保険労務士会内）まで

とくしまＵＩＪターン転職・移住フェアを開催します！



平成 30年 12月 3日 労 働 徳 島 第 108号(6)



平成 30年 12月 3日 労 働 徳 島 第 108号(7)

徳島県労働委員会では，労働法の基礎知識

（ワークルール）を身につけ，労使トラブル

を未然に防ぐため，高校生や大学生，専修学

校生等を対象として，当委員会の委員による

出前講座を無料で実施しております。

また，より良い労使関係の構築に役立てて

いただくため，使用者（経営者）向けの出前

講座も無料で実施しております。

出前講座を希望される企業・団体等がござ

いましたら，お気軽にお問合せください。

→労働委員会事務局（電話 088-621-3231）

徳島県内において，個別労働関係紛争の解決に向けた業務を行う関係機関による

「合同労働相談会」を実施します。

日 時 平成３０年１２月９日（日） 午後１時から午後４時３０分まで

（受付 午後０時４５分から午後４時まで）

場 所 徳島市シビックセンター４階［アミコビル内］（徳島市元町１－２４）

内 容 解雇・賃金未払い・配転・時間外労働など、労使関係のトラブル全般

※当日会場で受け付けいたしますが、事前予約のある方を優先いたします。

事前予約 徳島県労働委員会事務局 労働相談ダイヤル 電話０８８－６２１－３２３４

（平成３０年１２月７日（金）午後３時まで）

＜参加機関＞ 徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課、徳島県労働委員会

徳島県社会保険労務士会、徳島労働局

＜協力機関＞ 法テラス徳島

労働委員会委員による「出前講座」募集中

出前講座の様子

「合同労働相談会」を実施します！

相談無料
お気軽にご相談

ください
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