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筑後ＳＡＫＥフェスタ２０１３

平成 25 年 10 月 26 日（土）・27 日（日）　10：00 ～ 17：00

東町公園

筑後の酒振興委員会（全 18 蔵）

いそのさわ、井上、菊美人酒造、喜多屋、後藤酒造場、高橋商店、鷹正宗、

千年乃松酒造、花の露、飛龍酒造、瑞穂錦酒造、目野酒造、杜の蔵、

森山酒造、山口酒造場、山の壽酒造、若竹屋酒造場、若波酒造

筑後ＳＡＫＥフェスタ実行委員会

飲み比べチケット購入（前売 1500 円、当日 2000 円）で

18 蔵 100 種類以上の日本酒を飲み比べできます。

会場内でのお酒の購入もできます。（入場無料）

地場産くるめ（東合川店、ＪＲ久留米駅店、二番街店）または

チケットぴあ（セブンイレブン等）で販売

（Ｐコード：988 － 441）

　今年で 3回目となる筑後SAKEフェスタには、

筑後一円から 18の酒蔵が集い、純米酒をはじめ、

大吟醸や純米大吟醸など個性豊かな 100種類以上

の日本酒を飲み比べることができます。気に入っ

た日本酒は、会場内で購入することもできます。

○ 日　時

○ 場　所

○ 出　展

○ 主　催

○ 内　容

○ 飲み比べチケットの購入方法

　日曜日は来場者が多く混雑

が予想されます。ゆっくり筑後

のお酒を楽しむなら、土曜日

のお昼前後がオススメです。

ここがオススメ！

■問

　また、久留米のご当地グルメの焼き鳥や地元食

材を使った郷土料理、グルメのブースも充実して

おり、家族連れで楽しむこともできます。ぜひ、

皆さんでお誘いあわせのうえ、ご来場ください。

■Ｆ　 実行委員会事務局（地場産くるめ）　　  0942-44-3700　　  0942-43-1020

　久留米市を中心とする筑後地域は、全国でも有数の酒どころです。肥沃な筑後
平野で作られる米と筑後川の清流は、香りが豊かで美味しい日本酒を生み出しま
す。その銘酒を飲み比べできる筑後 SAKE フェスタを 10 月に開催します。
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　わずか 8 歳で開かずの硯箱を作った田中久重は、
からくり人形や無尽灯、万年時計などを次々に発明
します。さらに、蒸気機関車や蒸気船、アームスト
ロング砲、電信機の試作品などを作り出し、近代産
業の発展に大きな影響を及ぼしました。また、完成
度が高く、非常に貴重なことなどから、本年 8 月には、

からくり儀右衛門展を開催

機械遺産に認定された弓曳き童子
（久留米市教育委員会所蔵）

　くるめスイーツ＆パンフェアには、市内の和菓子、

洋菓子、パン店が 26 店出店し、バラエティーに富ん

だ菓子やパンを味わうことができます。同時に、菓子

づくりのワークショップや工芸菓子の展示、菓子製造

の道具の紹介なども行います。菓子やパンを食べるだ

けでなく、違った視点で楽しむことができます。

　また、久留米をイメージした、もしくは久留米産の素

材を生かした菓子やパンのアイディアを、一般から募

集したコンテストの結果発表・表彰と展示も行います。
○ 日　時 　平成 25 年 11 月 17 日（日）
　　　　　  10：00 ～ 17：00

○ 会　場 　ホテルマリターレ創世　東館 2 階
○ 主　催 　久留米菓子振興委員会

　　  『くるめスイーツ＆パンフェア』を開催

　  久留米地域地場産業振興センター（地場産くるめ）

　  　 0942-44-3700　　  0942-43-1020
■問

■Ｆ

個性豊かな久留米のお菓子

　久留米市には、150 店を超える個性豊かな和菓子、洋菓子、パンの店があり、古くは江戸時
代の有馬藩政時代に創業した菓子店もあります。こうした菓子・パンの店が集まり、11 月に「く
るめスイーツ＆パンフェア」を開催します。

　久留米出身の発明家である田中久重が、大阪、京都で成功を修め、久留米藩に招かれて
今年で 150 年を迎えます。これを記念し、「久留米発、ニッポンのものづくり」をテーマ
にからくり儀右衛門展を 11 月から開催します。

久留米のスイーツやパンの
アイディアを募集しています

　応募期間は 10 月 17 日（必着）まで。
詳しくは地場産くるめにお問い合せください。

久留米初

■問
■Ｆ

○ 日　時 　平成 25 年 11 月 30 日（土）

　　　　　　　　　～ 平成 26 年 1 月 16 日（木）

○ 会　場 　石橋美術館　本館 1 階ギャラリー

○ 入場料 　一般 500 円、中学生以下 200 円

○ 主　催 　からくり儀右衛門展実行委員会

　  文化財保護課

　　　0942-30-9225　　 0942-30-9715

田中久重が作り、久留米市が所蔵している「弓曳き
童子」が㈳日本機械学会の「機械遺産」に認定され
ました。
　「からくり儀右衛門展」では、こうした久重の貴重
な作品を一堂に集め、広く公開するとともに、その
功績や久留米のものづくりの歴史をたどります。

※入場無料。菓子やパンの購入にはスイーツチケット
　（ 前 売 券 500 円、 当 日 券 700 円 ） が 必 要 で、
　100 円券× 6 枚にドリンクとおやつが付いてお得
　です。地場産くるめや参加店で販売しています。
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　久留米市は、地場の中小製造業の受注機会の拡大、
販路開拓などによる地域産業の活性化を図るため、久
留米広域商談会を毎年開催しています。最近５年間で、
55 件の商談が成立し、契約額は約 5 千万円です。 
　今年の商談会では、機械金属製造業を対象に、大手
の発注企業を招き、地場企業との個別面談の機会を設
けます。この機会に新たな企業との取り引きを始めて
みませんか。
○ 日　　時 　平成 25 年 10 月 24 日（木）
　　　　　　　　　　　　　　13：00 ～ 17：00
○ 会　　場 　久留米リサーチセンタービル
○ 対象業種 　機械金属製造業
○ 発注企業 
　㈱タクマ、㈱西部
　技研、リックス㈱、
　サンエイ㈱、三井
　造船マシナリー・
　サービス㈱、三池
　産業機械㈱　など
　30 社予定

　中心市街地商店街の各店舗で、11 月 中旬からの 1
か月間「まちゼミ」を開催します。まちゼミとは、商
店主が講師となり、お店の専門知識やプロのコツを教
えるミニ講座です。受講料は無料（材料費は実費）です。
　各講座の日程や内容などは、11 月上旬に商工会議
所ホームページや新聞折込チラシでご案内します。多
くの皆さんの参加をお待ちしています。

◆講座の例◆
ベビーマッサージ、アロマリンパマッサージ、おもちゃ
の遊び方、正しい靴の選び方、写真の撮り方など

商店街で専門知識を学ぼう
〜 11 月に「まちゼミ」を開催〜

久留米広域商談会の
参加企業を募集

■問
■Ｆ

■問
■Ｆ

○ 企業・団体協賛
　 1 口 2 万円からで、協賛特典として広報チラシや会場看板、公式携帯サイトなどで協賛企業名を発表します。
　 【協賛申し込み窓口】 くるめ光の祭典実行委員会事務局 （㈱ハイマート久留米内）　☎ 0942-37-7111

○ 事業応援グッズの販売
　 「オリジナルサポーターピンバッジ」を 10 月上旬から販売し、事業の運営に役立てます。
　  特典 1　事業期間中、バッジを提示すると協賛店でお得なサービスを受けられます。
　  特典 2　バッジの台紙で、12 月開催予定のイベントで行われる「お楽しみ抽選会」に参加できます。
　  特典 3　バッジの台紙が 3,000 円のギフト券が当たる抽選券になっています（平成 26 年 1 月 15 日発表）。

くるめ光の祭典・ほとめきファンタジーに協賛を

オリジナルサポーター

ピンバッジ販売窓口

西鉄久留米駅観光案内所、一番街多目的ギャラリー、一番街商店街事務所、まちカフェ六
ツ門、久留米商工会議所、地場産くるめ（東合川店、ＪＲ久留米駅店、二番街店）　など
※窓口により、休館日や受付時間が異なります。詳しくはお問合せください。

■問 ■Ｆ

　冬季の久留米の街なかを元気にしようと、平成 17 年から毎年開催されて
いるイルミネーション事業「くるめ光の祭典・ほとめきファンタジー」。
　今年は 11 月 16 日から来年 1 月 5 日までの間、中心市街地が華やかな
光の装飾に包まれ、訪れる人を光でおもてなしします。
　実行委員会では、この事業に必要な資金の募集活動を行っています。久留
米の街を元気にするために、多くの企業や皆さんのご支援をお願いします。

技術力などをアピールするチャンス商店主がプロの技を披露します

2013 オリジナルサポーターピンバッジ

　　  商工政策課　　　 0942-30-9134　　 0942-30-9707

　  久留米商工会議所　商業振興課
　　　 0942-33-0214　　 0942-33-0933

　  ㈶福岡県中小企業振興センター
 　  　 092-622-6680　　 092-624-3300
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　久留米市は、久留米商工会議所が主催する創業塾
を応援し、新たに起業や創業する人を支援していま
す。毎年約 100 人の方が受講し、自分の夢をカタ
チにしようと頑張っています。今回は塾の卒業生で、

「おとうふ屋　凛」を開業した堺定浩さんに話を聞
きました。

◆ 創業しようと思ったのは？
　子どもが通っていた保育園で生ごみリサイクルを
知ってから、循環型農業や地産地消などに大きな関
心を持ち、地元の農産物を使った食品を作ろうと豆
腐づくりを始めたのがきっかけです。

◆ どのような豆腐ですか？
　原料は朝倉産の大豆と耳納連山の美味しい水、国
内産のにがりだけ。昔ながらの製法で手作りして
います。人気のざる寄せ豆腐とカップ寄せ豆腐は、
水にさらさないので、大豆の甘みが口一杯に広が
ります。

創業塾で夢をカタチに

◆ 創業塾で学んだことは？
　事業のプランニングをはじめ、資金繰りや帳簿の管
理など、創業から経営の基礎まで学ぶことができ、大
きな力になっています。また、創業者同士のネットワー
クもさまざまな情報交換に役立っています。

◆ これからの抱負を
　安心で美味しい豆腐を作るとともに、豆腐の新しい
魅力や食べ方を創造し、消費者の皆さんに提案してい
きたいと思っています。

紹介したお店／おとうふ屋　凛
山本町耳納 1222-1    　 0942-47-2220

　  商工政策課
　　　 0942-30-9133　　 0942-30-9707人気のカップ寄せ豆腐

「おとうふ屋　凛」を開業した堺さん

■問
■Ｆ

　明治 8 年創業の池亀酒造㈱は、全国新酒鑑評会で 2
年連続金賞を受賞するなど、品質のよい日本酒を生産
しています。平成 19 年には、日本初のゼリーリキュー
ル「ゼリー梅酒」を開発しましたが、既存の充填設備
では十分な温度管理ができず、夏場にしか製造できな
いなど、生産性に課題がありました。
　そこで、本補助金を活用し、温度管理が可能な小型
充填機を導入。これにより、1 日の生産量が 600 本
から 1500 本と大幅に増加し、年間を通じて生産可能
になるなど、2.5 倍以上の生産性の大幅な向上につな
がりました。新製品開発にも十分なマンパワーを振り
向けることができ、「ゼリーゆず酒」の開発に結びつ
きました。
　「開発では、殺菌と風味のバランスが難しかった。
これからも改良を重ね、より完成度の高い製品にし
ていきたい。」と蒲池輝行社長は抱負を語ります。今
後ますますの活躍が期待されます。

「ゼリーゆず酒」を開発した蒲池社長

設備導入で生産性が 2.5 倍に向上　池亀酒造㈱
ものづくり補助金事業

　久留米市は、新事業展開や生産性の向上、新製品の販路拡大などに取り組む事業
者に対し、500 万円を上限にその経費の一部を補助しています。今回は、本補助金
を活用し、大幅に生産性を向上させ、新製品開発にも取り組んだ事例を紹介します。

　生産性向上のための設備導入や新製品開発などを検
討している場合は、この補助金活用をご検討ください。

紹介した企業／池亀酒造㈱
　　　　　　　三潴町草場 545　　  0942-64-3101

■問　  商工政策課
　　     0942-30-9133　     0942-30-9707■Ｆ
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　久留米市は、㈱久留米リサーチ・パークと協力し、
ものづくりに関する産学官連携の情報交換とネット
ワークづくりを進めるため、「久留米・鳥栖地域産
学官テクノ交流会」を開催します。
　今回のテクノ交流会は、ものづくりに取り組む中
小企業が行う産学官連携開発に焦点を当てて開催し
ます。
　ものづくりに取り組む中小企業を取り巻く環境が
厳しさを増す中、新たな成長のためのカギとなるの
は、大学や高専、試験研究機関などの設備や技術の
活用です。上手に活用し、新製品や新技術の開発に
結び付けていくことが重要です。
　この交流会では、その活用法を学び、新たな人脈
づくりをサポートするとともに、これまでの取り組
み事例などを紹介します。

○ 日　時　平成 25 年 10 月 22 日（火）
　　　 　　13：00 ～ 18：30
○ 会　場　久留米リサーチセンタービル
　　　 　　展示場（久留米市百年公園）
○ 参加費　無料（懇親会費 1,000 円）
○ 定　員　100 名

産学官連携開発のネットワークづくり　産学官テクノ交流会

◆ 10 月～ 12 月開催の催事◆

各ブースでは研究成果や事業化事例などを紹介

一番街多目的ギャラリーのご案内

○ 内　容
＜基調講演＞

「役割を担いあう、アウトプット型産学官連携」
福岡県工業技術センター所長 神谷 昌秀 氏

＜各研究機関の産学官連携窓口・活動紹介、
企業の産学官連携開発事例発表＞

＜展示＞ 地域中小企業や大学、公設試験研究機関など
　　　　 16 ブース
○申込方法　電話、FAX で㈱久留米リサーチ・パークへ
　　　　　　（HP から申込書ダウンロード可能です。）

　久留米市一番街多目的ギャラリーは、市民活動や市民文化の発表の場として利用で
きるだけでなく、商品の宣伝・販売もできる施設です。年間を通して、絵画や写真、書道、
生け花、絵手紙など、さまざまな催事が開催されています。商店街へ買物などに来ら
れた際は、お気軽にお立ち寄りください。
　利用について詳しくは、下記へお問合せください。

　　 ㈱久留米リサーチ・パーク 研究開発部
　  　　 0942-37-6114　　  0942-37-6367
　 　　    http://www.krp.ktarn.or.jp/

■Ｆ
URL

日程（開館時間：10 時～ 19 時） 催事名

10 月 1 日（火）～ 6 日（日） 第 26 回　現代の書展

10 月 8 日（火）～ 14 日（月） 「くらしを彩る手織り」さをり織り作品展

10 月 16 日（水）～ 20 日（日） おんな三人展

10 月 22 日（火）～ 27 日（日） 小川幸男芸術奨励賞 受賞記念絵画展　

10 月 29 日（火） 古賀久道・藤村のりこ　絵画展

11 月 6 日（水）～ 10 日（日） 書の装い展

11 月 12 日（火）～ 17 日（日） 篆刻作品展

11 月 19 日（火）～ 24 日（日） 第 25 回　南祥会書作展

11 月 26 日（火） 冬のガラス展

12 月 3 日（火）～ 8 日（日） 梵九羅作品展

12 月 10 日（火）～ 15 日（日） 第 33 回つくりべ筑後　き展・み展・ふれ展

12 月 17 日（火）～ 23 日（月・祝） ３Ｄアート・シャドーボックス展

12 月 25 日（水） 久留米特別支援学校合同文化祭作品展示会

■Ｆ■問 URL　  久留米市一番街多目的ギャラリー　　　　0942-39-3030　　    http://ichi-gallery.jp/

～   1 月　5 日（日）

～ 11 月 4 日（月）

～ 12 月 1 日（日）
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 知っていると差がつく定年退職後の社会保障制度について

　久留米市は、定年退職を控えた勤労者やその家族
を対象に、ゆとりを持って定年後のセカンドライフ
を送ることができるように、定年退職前準備講座を開
催します。講座では、定年退職前後で大きく変わる社
会保障制度を上手に利用するために、その制度の仕

■Ｆ

組みや活用法などを学びます。専門の社会保険労務士
が分かりやすく説明し、希望者には個別相談にも応じ
ます。知らないと損になるケースもありますので、こ
の機会にぜひ参加して退職に備えてください。

○ 日　　時　平成 25 年 11 月 16 日 ( 土 )
　　　　　 　10：00 ～ 講座
　　　　　 　13：00 ～ 個別相談会
○ 場　　所　サンライフ久留米
○ 講　　師　社会保険労務士　　西野　惠子氏
○ 定　　員　20 名（応募者多数の場合は抽選）
○ 受 講 料　無料。別途駐車料金 200 円
○ 申込方法　電話・はがき・ＦＡＸ・電子メール
　　　　　　 申し込みには、講座名、郵便番号、
　　　　　　 住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
　　　　　　 個別相談の有無を記入のこと
○ 申込締切　10 月 31 日 ( 木 ) 消印有効

　  サンライフ久留米（えーるピア久留米隣）　〒 830-0037 久留米市諏訪野町 2363-9
　 　   0942-33-4425　　 0942-33-4431　　   sunlife@onyx.ocn.ne.jp

〜定年退職前準備講座〜

　多様性が重視される時代には、新しい感性や発想を
もつ女性の視点が大切な役割を果たすと期待されてい
ます。久留米市は、女性が元気で楽しく働ける環境を
つくり、企業や地域産業の活性化につながるように「働
く女性のためのキャリアアップ講座」を７月と８月に
開催しました。
　１回目の講座では、自分のキャリアを再検証し、発
想を転換することで、これまでのキャリアを上手に生
かす「しなやかなキャリア」について学習。２回目の
講座では、より充実した仕事ができるように、上手な
自己主張の仕方や論理的なプレゼンテーション、部下
の育成法などを学びました。参加者からは、「これか
ら自分が取り組むべきやり方が見えてきた」などの感
想が聞かれました。

多様な時代にこそ
「しなやかな女子力」を

グループワークで実践的に学びます

■問 ■Ｆ　　労政課　　 0942-30-9046　　  0942-30-9707

　国土交通省では、技能労働者の適切な賃金水準の確
保と社会保険への加入徹底のため、平成 25 年３月に公
共工事設計労務単価を改訂しました。その結果、新労
務単価は全国平均で約 15.1％の上昇となっています。
　これを受けて同省では、労務単価改訂後の請負契約
の実態等について把握し、法令違反の是正や技能労働
者の適切な賃金水準を確保するため、元請や下請、技
能労働者など様々な立場の方からの声や情報を聞くた
めの相談窓口を以下のとおり開設しています。

 「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」
 　  0570-004976（ナビダイヤル・土日祝日を除く）
  ○ 受付時間　10 時～ 12 時、13 時 30 分～ 17 時

　民間の工事発注者におかれましては、下記の２点に
ついて、ご協力をお願いします。
　① 労務費の上昇傾向に伴う、必要経費を含んだ適正
　　 な価格による工事の発注
　② 技能労働者の社会保険等への加入を徹底するた
　　 め、 労働者負担分及び事業主負担分の法定福利費
　　 を適切に含んだ額による工事発注

労務単価改正に伴い相談窓口が
開設されています

■問 ■Ｆ　　労政課　　 0942-30-9046　　  0942-30-9707

■問 ■Ｆ　　契約課　　 0942-30-9171　　  0942-30-9713
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　近年、仕事や職場にストレスを感じている人が増
えています。ストレスが原因で、うつ病などの心の
病におちいり、休業や退職、最悪の場合、自殺の危
険性もあります。
　悩んでいる人は、元気がなくなる、お酒の量が増
えるなどのサインを発しています。そうした変化に
気づき、話を聞いたり、必要な支援につなげたりす

■Ｆ

一人ひとりの大切な命を守るために（久留米市における自殺対策）

② かけがえのない命を守る

～気づいてください、こころのサインに～
○ 日　時　 平成 25 年 11 月 24 日（日） 　14:00 ～ 16:00
○ 場　所　 市庁舎 4 階　401 会議室
○ 講　師　 坂元　薫　氏（東京女子医科大学 教授）

～大切な人から、「死にたい」と打ち明けられたら～
○ 日　時　 平成 25 年 11 月 9 日（土）　14:00 ～ 16:00
○ 場　所　 三潴公民館　多目的ホール
○ 講　師　 宮田　雄吾　氏（大村共立病院 副院長）

○ 講　　師：大野　裕　氏
　　　　　　 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター長
○ 日　　時：平成 25 年 10 月 12 日（土）14:00 ～ 16:00（受付 13:30）
○ 場　　所：石橋文化センター共同ホール　
○ 定　　員：400 名
○ 申込方法：電話、FAX、メールにてお申込みください。（先着順）
　　　　　　 ※ FAX、メールでお申込みの方は、参加者数、代表者氏名、代表者
　　　　　　　の電話番号、代表者の住所をご記入の上、送信してください。
○ 申込締切：平成 25 年 10 月 11 日（金）（定員になりしだい締め切り）
○ 参 加 費：無料
手話通訳・要約筆記・託児・車いす席あり　（託児のみ要予約　10 月 4 日（金）まで）

① 知っておきたいうつ対策 〜心を軽くする認知行動療法〜

大野 裕先生

　わが国の自殺者数は、平成 10 年に 3 万人を超えて以降、高い水準で推移しており、中でも
働き盛りの 30 ～ 50 代がその半数以上を占めています。久留米市でも年間 60 ～ 80 人が自殺
で亡くなられており、全国と比較しても少なくありません。久留米市では、こういった現状を
踏まえ、自殺対策を重点的課題とし、うつ病対策やゲートキーパー養成に取り組んでいます。

　自殺に至る原因は様々ですが、自殺はうつ病との
関連も深く、最終的にうつ病を患い自殺に至る割合
が高いことがわかっています。また、自殺した人の
75％に精神疾患があり、その約 40％が “ うつ ” を
発症していたと言われています。特に、働き盛りの
中高年男性の自殺が多いことから、労働者のうつ対
策をはじめとする、メンタルヘルス対策が非常に重

要な課題となっています。　　　　
　講演会では、うつ病についての正しい知識と対応を
知るとともに、考え方のバランスを取ってストレスに
上手に対応できるこころの状態を作っていくコツを身
につける方法（認知行動療法）などをご紹介します。
　誰でも参加出来ますので、皆さんのご参加をお待ち
しています。

　  保健所保健予防課　　 0942-30-9728　　 0942-30-9833　　　ho-yobou@city.kurume.fukuoka.jp

○ 定　　員 　各 100 名
○ 申込方法　 電話・FAX・メールにてお申込みください。（先着順）
○ 申込締切　 各講座開催の３日前まで
○ 参  加  費　 無料
手話通訳・託児あり（いずれも要予約。各講座開催 1 週間前までにお申し出ください。）

ることが重要です。そしてそのような役割を担う人
を「ゲートキーパー」と言います。久留米市では、
自殺防止を図るとともに、安心して働くことができ
る職場づくりを進めるため、また、身近な人のかけ
がえのない命を守るため、積極的にゲートキーパー
の養成に取り組んでいます。
　皆さんのご参加をお待ちしています。
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　久留米市は、企業が健全な経営と従業員が働きやす

い環境づくりをすすめやすくするため、7 月 3 日にパ

ワハラ・セクハラ対応セミナーを開催。市内企業の経

営者や人事担当者など、32 社 40 名が参加しました。

　セミナーでは、鴻和法律事務所の兒嶋誠司氏、壇和

也氏がさまざまな事例を紹介。参加者はグループワー

ク形式で、その問題点や課題、さらに予防策や対応策

について考えました。

　また、ハラスメントは企業の取り組み次第で予防で

きることを確認し、予防のためには管理・監督職を含

む、全社員でハラスメント防止の会社の方針を確認す

ることが重要です。そのためには、「就業規則等での明

文化」「パンフレットやポスターでの周知」「研修の実施」

などが必要です。特に研修を実施する場合は、管理職

と従業員を別個に行うことが重要です。これにより、

企業内でハラスメントを起こさせないための取り組みを

　このような行為は、性差別であり人権侵害です。このような

ことが起こったら迷わずに、男女平等推進委員にご相談ください。

秘密は厳守します。

　ひとりの問題は、みんなの問題です・・・悩まず、お電話ください。

　  男女平等政策課　　  0942-30-9044　　  0942-30-9703

性別に基づく権利侵害は男女平等推進委員へ

　　労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707■問 ■Ｆ

■問 ■Ｆ

　あなたは女性であることや、男性であ

ることで不利益を受けていると感じるこ

とはありませんか。性別によって不公平

に扱われたり、市の制度や対応などが男

女平等でないと思った時は、男女平等推

進委員（弁護士などの専門家）に申し出

ることができます。申し出に対し、男女

平等推進委員が調査などを行い、必要に

応じ相手方に改善を求め、解決にあた

ります。

こんなことはありませんか？

　●  結婚 ･ 出産で退職を強要された。

　●  職場でセクシュアル・ハラスメント

　　を受けている。

　●  退職金制度に男女差がある。

　●  産休 ･ 育休をとろうとすると、いや

　　がらせされる。

　●  昇給制度に男女差がある。

7 月 3 日セミナーの様子

　パワハラやセクハラなどのハラスメントが起きると、企業は大きな損害を受けます。

そこで、こうした事案が発生しないように未然に防止することが必要です。

従業員のハラスメントに対する意識が共有でき、ハラ

スメントが起きにくい職場環境となるとともに、従業

員が個人で抱え込まず、相談しやすい職場となること

が期待できます。
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国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ

１１月２０日（水）は、
「県内一斉ノー残業デー」にしませんか

　ノー残業デーを導入して、メリハリのある働き方

をしてみませんか？

　例えば、「毎週○曜日はノー残業デー」、「毎月

○日はノー残業デー」など取り組み方はいろいろ。

お仕事柄、一斉に帰るのが難しければ、部署や個人

ごとに曜日や日付を設定してもＯＫです。

　福岡労働局では、11月を「仕事と生活の調和(ワー

ク・ライフ・バランス)推進月間」と位置づけるとと

もに、この取組の一環として１１月２０日（水）

に、県内の企業・団体に対して「県下一斉ノー残業

デーの実施」を呼びかけています。

この機会にノー残業デー

について再確認してみて

はいかがでしょうか。

　  福岡労働局労働基準部監督課
　　　 092-411-4862　　   092-475-0183

中小企業事業主のみなさん、退職金は、
国がサポートする中退共制度を御活用ください。

◆国の制度だから安心
　国から掛金の助成を受けられます。

◆社外積立だから簡単
　従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。

◆掛金は全額非課税だから有利
　節税効果に加え、手数料もかかりません。

◆パートタイム労働者も加入できます。

　  独立行政法人勤労者退職金共済機構
　  中小企業退職金共済事業本部（略称：中退共）
　　　 03-6907-1234　　  03-5955-8211

ちゅうたいきょう

常用従業員数300人以下また

は、資本金・出資金3億円以下。

一般業種(製造・建設業等)

常用従業員数100人以下また

は、資本金・出資金1億円以下。

卸売業

常用従業員数100人以下また

は、資本金・出資金5千万円以下。

サービス業

常用従業員数50人以下または、

資本金・出資金5千万円以下。

小売業

◆加入できる中小企業（業種により異なります。）

詳しくはホームページで

「子育て女性のための職業訓練事業（県事業）」
受講生募集のお知らせについて

　福岡県は、育児支援付き介護職員初任者研修を開催し
ます。
　子育て中の女性が受講しやすい育児支援付き職業訓練
（短時間・短期・託児付）を実施することにより、女性
の社会参加を促し、職業能力向上を支援します。

○ 日　時

○ 会　場

○ 対象者

※公共職業訓練や求職者支援訓練ではないため、ハロー
　ワークへの求職登録は必要ありません。
○ 定　員

 　 ㈱ エーワンサポート（委託事業者）
　　   0942-27-5005　　   0942-27-5006

平成25年10月  7日（月）～
平成25年12月20日（金）（月水金午前コース）
平成25年11月  6日（水）～
平成26年  1月29日（水）（月水金午後コース）
いずれかのコースをお選び下さい。
エーワンサポート一番街
久留米市東町26-19　　  0942-27-5005
子育て中の女性
（託児が必要な方を優先します。また託児に
ついては人数制限があります。）

24名（託児15名）

　福岡県では、賃金未払い、解雇、職場におけるパワハ
ラ・セクハラなど、労働者と使用者双方からの労働問題
に関する相談に応じています。今回、平日に時間が取れ
ない方でも利用できるよう、電話や来所による「休日特
別労働相談会」を開催します。
　皆さんの働く上での不安や疑問に、専門の相談員が
お答えします。
　日頃から疑問に感じていることやお悩みなど、お気軽
にご相談ください。
　相談無料、予約不要、個別相談ブースで秘密は厳守
します。

○ 日　時  平成25年10月27日（日）10：00～18：00
　　　　  （ただし、弁護士相談は15：00～17：00）
○ 会　場  筑後労働者支援事務所
　　　　　久留米市合川町1642-1　　  0942-30-1034
○ 主　催  福岡県

　　福岡県福祉労働部労働局労働政策課
　　　  092-643-3587　　   092-643-3588

休日特別労働相談会の開催について
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１１月は「労働保険適用促進強化期間」です 

　労働者（パート・アルバイトを含む）を1人でも雇っ
ている事業主は、政府が管掌する労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入することが法律で義務付けられてい
ます。
　労災保険は、労働者が業務上、又は通勤途上に被災し
た場合に事業主に代わって補償を行います。
　雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行う
ほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育訓練給
付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に
対して、一定の要件により各種の助成金の支給を行って
います。
　まだ、加入手続きを行っていない事業主の方は、労働
者が安心して働けるよう、所轄の労働基準監督署・公共
職業安定所（ハローワーク）で加入の手続きを行って下
さい。

　  福岡労働局総務部労働保険徴収課
　　　 092-434-9835　　   092-434-9824
　　　  http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/URL

備えよう社員の万一に。労働保険

『地元企業魅力発見授業』及び
『地元企業魅力体験見学会』の協力企業を募集！

　  福岡県若者しごとサポートセンター
　（公益社団法人福岡県雇用対策協会）
　　　 092-720-8832　      092-725-1776

◆地元企業魅力発見授業
　（講師として学校に出向いていただきます）
　各学校へ出向き、事業や業界等について語っても
らい、高校生に「地元企業の魅力」や「働く楽し
さ」等を伝えていただきます。

◆地元企業魅力体験見学会（職場見学バスツアー）
　職場見学の他、生徒との意見交換･職業講話等を
行っていただきます。

　福岡県若者しごとサポートセンターは、これから進路
を考えていく高校１･２年生を対象に、地元企業への理
解を深め、職業観の形成を図るための事業を実施してい
ます。
　授業や見学を通して、地域の企業の魅力や仕事の楽し
さ･やりがいを高校生に伝えていただける企業を募集し
ています。

無料経営コンサルティングのご案内

　国は、最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける

中小企業事業主のために、経営面と労働面の相談につい

て、社会保険労務士、中小企業診断士などの専門家によ

る無料の経営コンサルティング業務を行っています。

　秘密は厳守します。専門家の派遣も行っていますの

で、お気軽にご相談ください。

　相談は福岡県最低賃金総合相談支援センター

（　  092-624-0606）まで。

福岡労働局労働基準部賃金課
　  092-411-4578　　   092-411-2633

◆相談事例

・販路拡大の方法について知りたい・・・

・給与制度・給与体系を見直したい・・・

・生産効率を上げたい・・・ など

期間雇用者の育児休業の取得要件について
　期間雇用者（パート、派遣労働者等の雇用期間の定
めのある労働者）であっても、申し出の時点で下記の
3つの要件を全て満たす労働者は育児・介護休業法に
基づき育児休業が取得できます。
　① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている　
　　 こと
　② 子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されること　
　　 が見込まれること
　③ 子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期　
　　 間が満了しており、かつ、契約が更新されないこ　
　　 とが明らかではないこと

助成金について　
　期間雇用者に育児休業を取得させた後、継続就業を
支援した中小企業事業主に助成金を支給する制度（両
立支援助成金）があります。

詳しくは下記までお問い合わせください。

期間雇用者の育児休業取得について

福岡労働局雇用均等室
　　092-411-4894　　   092-411-4895
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