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活用しよう！設備投資への支援制度

商店街で学ぼう～11月に「まちゼミ」を開催

「トヨタ生産方式」に学べ 生産性向上のすすめ

職場のハラスメントを解決するには相談窓口の設置を

仕事と子育て両立支援推進会議が開催

事業主の皆様へ

久留米市イメージキャラクター　7月23日～27日に、一番街多目的ギャラリーで「来て 見て 触って学ぼう！最新も
のづくり」が開催されました。
　これは久留米市が支援した地域のものづくり企業の研究開発成果を紹介する展示会
で、実物はもちろん試作品や原料などの貴重なものを展示し、すべて手に取ることが
でき、来場者からは驚きの声が上がっていました。（詳細は３ページ）
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○日　時　平成26年１０月２５日（土）　１１：００～１８：００
　　　　　　　　  　　　 ２６日（日）　１１：００～１７：００
○場　所　東町公園（入場無料）

○出　展　筑後の酒振興委員会（全１８社）

○主　催　筑後ＳＡＫＥフェスタ実行委員会

○内　容　チケット購入（前売２，０００円、当日２，５００円）で１８蔵・約１００種類の日本酒を飲み比べできます。
　　　　　会場内ではお酒の購入もできます。

○飲み比べチケットの購入方法

㈱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㈴

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：９８9-082）

　久留米市を中心とした筑後地域は、全国でも有数の酒どころです。筑後川の清流と肥沃な筑後平野で
作られる米は、芳醇で香りがよく、美味しい日本酒を生み出します。
　今年で４回目となる筑後ＳＡＫＥフェスタでは、筑後地域18の酒蔵が一堂に揃い、純米酒をはじめ、
大吟醸、純米大吟醸などの個性豊かな約100種類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。
　また、焼き鳥や地元の食材を使った郷土料理、おつまみなどのブースも充実していますので、筑後の
酒と久留米のご当地グルメを一緒に楽しむことができます。皆さん、お誘いあわせのうえ、ぜひご来場く
ださい。

問 実行委員会事務局（地場産くるめ） 0942-43-10200942-44-3700 Ｆ

筑後ＳＡＫＥフェスタ２０１４筑後ＳＡＫＥフェスタ２０１４
～今年も１０月に開催します！～

今回は１１：００からの開催です。
お間違えのないようご来場ください。
なお、２５日（土曜）は１８：００まで開催
します。



3商工労働ニュース Vol.34(2014秋)

活用しよう！設備投資への支援制度

地域企業の新製品・新技術開発を支援

　久留米市や福岡県は、設備投資をする事業者への補助制度を用意しています。
設備投資をご検討の際は、補助金の活用もあわせてご検討ください。下記補助金
を併用することも可能です。

○設備投資への補助金制度（久留米市産業振興奨励金）
 （要件）　　　・産業団地等に立地している企業が、新たに工場等を設置する場合
 　　　　　　　・投資額2億円以上、市民の新規雇用20人以上
　　　　　　　　（中小企業の場合、投資額5千万円以上、市民の新規雇用5人以上）
 （補助の内容）・固定資産税額×50％
 　　　　　　　・事業所税額×50％
新たに産業団地の用地を購入し、事業所を設置する場合の補助制度もあります。お気軽にお問い合わせください。
　　企業誘致推進課　　  0942-30-9135　　 0942-30-9707

○手続きカンタン助成金　～知ってる企業はもらってる～「グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクト」に係る助成事業
（助成金の対象分野）自動車、パワー半導体、産業用ロボット、水素・燃料電池、軽量Ruby（組込みソフト）
　　　　　　　　　　※部品の開発、製造を行う二次、三次受け企業も対象になります。
（助成の内容）

ほかにも雇用者１人当たり半年分の育成経費（人件費含む）助成等、支援メニュー多数。お気軽にご相談ください。
　　グリーンイノベーション企業支援センター（福岡市博多区吉塚本町13-50　福岡県吉塚合同庁舎1階）
　　　  092-631-5461　　　　http://www.green-fukuoka.jp　担当：大川内、山中
問

　久留米市は、産業支援機関である㈱久留米リサーチ・
パークと連携し、地域企業などが取り組む新製品・新技術
の研究開発を支援し、地域のものづくり産業の振興に取
り組んでいます。具体的には、専門コーディネータを派
遣し、企業に研究機関を紹介したり、研究開発費の一部
を助成したりしています。

　企業・大学や研究機関、㈱久留米リサーチ・パークが連携
して研究開発に取り組んだ結果、14件の製品化やコスト
ダウンなどの成果が得られました。（H18～H23）
　このような成果を、企業や研究機関だけでなく市民の
皆さんにも広く知ってもらうため、７月に一番街多目的
ギャラリーで初めての展示会を開催しました。

パネルと実物を使って分かりやすく展示

開始5年で14件の成果－展示会で公開

新産業創出支援課

0942-30-9136　 　0942-30-9707

問
Ｆ

「久留米にこんなに素晴らしい企業があるなんて
知らなかった。」
「もっとたくさんの人に良さが伝わるといいですね。」
「技術が素晴らしいですね。」

来 場 者 の 声

設備投資による人材雇用がある場合の助成
（一例）
5名を雇用し、2,500万円の設備投資を計画
した場合。
・基本支給　100万円×3回＝300万円
 さらに初回1名につき50万円上乗せ
・上乗せ分　50万円×5名＝250万円
　  　　合計　550万円の支給

設備投資借入金の利子補給
（一例）
雇用を伴う設備投資を行い、融資を受ける場合。
・1件当たりの借入れ限度額　20億円
・利子補給、最大1％　期間5年間
融資利率1.5％の場合、5年間の間は0.5％で
融資が受けられます。

問 Ｆ

ＵＲＬ
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商店主がプロの技を披露します

　中心市街地商店街の各店舗で、１１月上旬から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広報くるめの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◆
 アロマリンパマッサージ、プロが教えるフルーツ
カッティング、魅力的な写真の撮り方、食事＆お酒
の初歩的なテーブルマナーなど

久留米商工会議所　商業振興課

0942-33-0214　Ｆ 0942-33-0933

問

Ｆ

　㈱久留米リサーチ・パークは、産業技術の発展と振興を図るため、ものづくりに関する情報交換とネット
ワークづくりの場として「久留米・鳥栖地域産学官テクノ交流会」を開催します。

　久留米市は、市民との協働によるまちづくりの観点から、ボランティア団体などの市民公益活動団体
や、地域のコミュニティ組織等が行う公益的な活動に対して、その活動経費の一部を補助しています。
　事業所の有志によるボランティア団体が、地域の防犯パトロール活動やまちの賑わいづくり活動等を
行う場合なども補助対象事業となりますので、ぜひご相談ください。

協働推進課 0942-30-9064　 　0942-30-9706問 Ｆ

㈱久留米リサーチ・パーク　研究開発部

0942-37-6114　 　0942-37-6367

問
Ｆ

久留米市　キラリ 検 索

毎月1日～10日で、12月10日まで受付
○募集期間

① 地域でできる思いやり活動
② 地域でできる安全安心活動
③ 地域でできる持続的な賑わいづくり活動

○対象事業

対象経費の100%（パソコン等は補助率50%）
人件費、食料費、団体の運営経費等は対象外

○補助率

１ 活動推進部門　1万円～30万円
２ 協働推進部門　30万円超

○補助限度額

ＵＲＬ http://www.krp.ktarn.or.jp/

○日　時　平成26年10月21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1-1）
○参加費　無料（懇親会費　1,000円）
○定　員　120名
○内　容
＜基調講演＞
　「トヨタ生産方式による改善のすすめ 
　　　～現場で一緒に実践しませんか？～」
　　トヨタ自動車九州㈱
　　　TPS推進室　主幹　古園　美貴也　氏
＜トヨタ九州TPS改善勉強会の事例紹介＞
＜展示＞　
　　地域中小企業や大学、公設試験研究機関など19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。）

開催概要

研究開発支援成果や中小企業
支援に関する展示も行います

 今回のテクノ交流会は、中小製造企業の生産性の
向上をテーマに開催します。
　中小製造企業にとって、ものづくりの根幹であ
る“生産”において顧客要求（品質、納期、価格）
への対応と、更なる生産性の向上が重要です。そ
こで今注目されているのが「トヨタ生産方
式（TPS）」です。TPSは、高品質・高生産性・
短納期を実現する生産方式です。このTPSを学び、
今後の生産性向上に役立てましょう。
　また、九州地域のものづく
り中小企業を対象にTPSの現
場指導を行い、目覚ましい成
果をあげている「トヨタ九州
TPS改善勉強会」と地域企業
の実施事例をご紹介します。

商店街で学ぼう～11月に「まちゼミ」を開催

「トヨタ生産方式」に学べ 生産性向上のすすめ 産学官テクノ交流会

事業所の有志による市民活動を応援 キラリ輝く市民活動活性化補助金
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　平成19年に発足した同会議は、市内事業所における仕事と子育ての
両立支援を推進し、子どもたちの成長を支えあい応援する社会の実現
を目的としています。地域経済団体と久留米市で構成され、本村康人
久留米商工会議所会頭を会長として、情報交換を行い、セミナー開催
等の取り組みを進めています。
　7月25日に、商工会館で開催された会議では、25年度の事業報告、26
年度の事業計画案が審議され、今年度もセミナーや講演会の実施、「福
岡県子育て応援宣言」の登録促進への取り組みについて承認されました。
本年度も市内事業所の経営者、従業員の皆様に役立つ事業を行っていきますので、ぜひご参加ください。

　久留米市は、企業が健全な経営と働きやすい環境
づくりに向けた取り組みを推進するため、８月１日に
パワハラ・セクハラ対策セミナーを開催。市内企業の
経営者や人事担当者など４０社５０名が参加しました。
　セミナーでは、一般社団法人職場のハラスメント研
究所所長の金子雅臣氏が、ハラスメントの最新事情や
社内での対応策について、動画を交え、判例を示しな
がら「どのような状態がセクハラ・パワハラになるの
か」「叱責とコミュニケーションの違い」「職場のパワ
ハラを解決する手法」をわかりやすく解説しました。
　パワハラは、些細な誤解や言葉の行き違いなどか
らトラブルになる場合が多く、いったんトラブルにな

　パワハラ・セクハラなど職場のハラスメントが発生する環境では従業員の士気が低下するだけでなく、
メンタル不調など多くの問題が起こります。

労政課 0942-30-9046　 　0942-30-9707問 Ｆ

ると当事者での解決は困難になってきます。パワハラを
解決するには、誰もが安心して相談できる相談窓口
を設置するなど、解決システムの導入が重要です。

あいさつをする本村康人会長

参加者から積極的な意見が出ていました

○講　師　内田産婦人科医院 助産師　内田　美智子　氏
○日　時　平成26年１０月１８日（土）　１０：００～１２：００
○会　場　えーるピア久留米　男女平等推進センター　２１０・２１１研修室
○対　象　子育てにかかわっている方

2.仕事と子育て両立支援推進講演会

テーマ　より私らしく輝くために～仕事に子育てに頑張るあなたへのメッセージ～

同セミナー事務局（㈱キャリア・リード内） 0942-35-3340　 　0942-35-3395申 Ｆ

同セミナー事務局（㈱キャリア・リード内） 0942-35-3340　 　0942-35-3395申 Ｆ

○講　師　内閣府少子化危機突破タスクフォース政策推進チームリーダー
  　         （東レ経営研究所 研究部長）　渥美　由喜　氏
○日　時　平成26年１１月２６日（水）　１４：００～１６：００
○会　場　久留米商工会館　５階大ホール
○対　象　久留米市内の企業経営者及び人事労務担当者、その他関心のある方

1．仕事と子育て両立支援推進セミナー

テーマ　勝ち残る人事戦略 ～選ばれる企業になるために～

職場のハラスメントを解決するには相談窓口の設置を

久留米市仕事と子育て両立支援推進会議が開催されました
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商工政策課 0942-30-9133　 　0942-30-9707問 Ｆ

　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。今回は塾の卒業生で、パン屋「パン工房オリーブ」を開業した田中英貴さんに話を伺いました。

《紹介した事業所》
パン工房オリーブ

原古賀町30番地4
　　 0942-80-2003

　１３年間飲食店に勤務していましたが、その時コンサルタントとして、
パン屋に関わる機会がありました。パン屋の魅力は、老若男女問わず
幅広い層がターゲットであること、またパン職人として信頼できるパート
ナーとの出会いもあり、「パン屋で独立したい」と思い開業を決意し
ました。　

◆創業しようと思ったのは？

　これまで、店舗立ち上げや営業の経験はありましたが、資金面や経理
の経験がなかったので、すごく役に立ちました。

◆創業塾で学んだことは？

　従業員の教育に力をいれていきたいです。パン職人として独立を
目指す人に「パン工房オリーブで学びたい」と言ってもらえるような
店作りをしていきたいです。

◆これからの抱負は？

　小麦の香り、味がしっかりとした低温長時間発酵のハード系のパン
が一押しです。久留米で取り扱っている店も少なく、お客様には大変
好評です。また、店舗の内装に工夫を凝らし、店内で楽しんでもらえる
ような雰囲気作りをしています。　

◆貴店のアピールポイントは？

「パン工房オリーブ」を開業した田中さん

創業塾で夢をカタチに

　久留米市は、退職を控えた勤労者及びその配偶者の方を対象に、充実した職業生活やゆとりあるセカ
ンドライフを送るための定年退職前準備講座を開催します。定年退職前後で大きく変わる社会保障制度に
ついて、仕組みや活用法などを専門の社会保険労務士が分かりやすく説明します。希望者には個別相談に
も応じます。是非、ご夫婦でご参加ください。

○日　時　　平成26年11月15日（土） 10：00～12：00  講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　   13：00～　個別相談(先着順)
○講　師　　社会保険労務士　西野　惠子　氏
○対象者　　定年退職予定者及びそのご家族、退職している中高年齢者
○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
○会　場　　サンライフ久留米
○申込方法　講座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、個別相談の
　　　　　　有無をご記入の上、はがき、電話、FAX、E-mail
　　　　　　又は窓口にてお申し込み下さい。
○申込締切　10月31日（金）　【当日消印有効】

申 サンライフ久留米(え～るピア久留米　隣)

0942-33-4425 0942-33-4431久留米市諏訪野町2363-9 　　sunlife@onyx.ocn.ne.jpＦ

定年退職前準備講座 ～定年退職前に知っておきたい社会保障制度のおはなし～
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Ｆ

　がんの早期発見を目的に、対象年齢の久留米市民であれば、加入し
ている医療保険に関係なく受診することができます。

○各種がん検診

　生活習慣病予防を目的として、久留米市国保に
加入している40歳～74歳の方を対象に実施してい
ます。

　集団健診では、今年度から医師･スタッフが全員女
性で託児付きのレディースデーを実施しています。

　また、職場の健診を受診した方で、久留米市国保
特定健診の対象者となる方は、職場の健診結果を、
保健所健康推進課へ是非ご提供ください。市での
保健事業に活用させていただきます。

○久留米市国保特定健診

10月12日（日）三潴公民館
11月28日（金）コスモすまいる北野

○レディースデー

健診を受けるくるっぱ

11月末まで各種がん検診・久留米市国保特定健診を行っています。
この機会に是非、受診しましょう。

保健所 健康推進課
　 0942-30-9331　　  0942-30-9833

問

がん検診・国保特定健診を受診しましょう

問

ＵＲＬ

　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です。お気軽に
お立ち寄りください。また、商品の宣伝・販売もできますので、ぜひご利用ください。

開館時間：10時～19時
日　　　程 催　事　名

◆10月～12月開催の催事◆

※上記催事予定表は、8月２0日現在の決定分であり、
　変更になる場合があります。
　また、ギャラリー使用の予約状況の確認や申込みに
　ついては、下記にて受け付けています。

久留米市一番街多目的ギャラリー

0942-39-3030

http://ichi-gal lery.jp/

Ｆ

日吉町

日吉町
交番

日吉町交番

明治通り

一番街商店街

池町川

東町公園

至
西
鉄
久
留
米
駅

至
六
ツ
門

一番街多目的
ギャラリー

　9月30日（火）～10月5日（日）
10月　7日（火）～13日（月・祝）
10月15日（水）～19日（日）
10月21日（火）～26日（日）
10月28日（火）～11月3日（月・祝）
11月　5日（水）～　9日（日）
11月11日（火）～16日（日）
11月18日（火）～24日（月・祝）
11月26日（水）～30日（日）
12月　2日（火）～　7日（日）
12月　9日（火）～14日（日）
12月16日（火）～21日（日）
12月23日（火・祝）～28日（日）

さをり織り作品展
第２7回　現代の書展
第３5回　つくりべ筑後　き展・み展・ふれ展
第２６回　南祥会書作展
久留米特別支援学校　第8回児童・生徒作品展
第2回書の装い展
衣の会　作品展
中原 みゆき　４コマ絵本原画展
藤井 恵美子　油絵展
私が見た久留米　写真展
緒方 多美江　手描染絵作品展示販売
佳水書道展
ほんわかブス姫様　人形教室作品展

久留米市一番街多目的ギャラリーのご案内
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　久留米市では昨年61人が自殺で命を落としています。市は、安全安心のまちづくりの国際基準
「セーフコミュニティ」の認証を取得し、その重点項目の一つとして自殺予防を掲げ、対策を進め
ています。その効果もあり、自殺者数は2年連続で減少していますが、50歳代の働き盛り世代の
男性の自殺者が多いことが課題となっています。今後も継続して自殺対策に取り組んでいきます。

手話通訳・要約筆記・託児・車いす席あり
＊託児が必要な方は、１２月１１日（木）までにお申し出ください。

○講　　師　内村　直尚　氏
　　　　　　久留米大学医学部神経精神医学講座　教授
○日　　時　平成２６年１０月１６日（木）１４時～１６時
○場　　所　久留米リサーチ・パーク研修室Ａ（久留米市百年公園1-1）
○対　　象　働く人のメンタルヘルスに関心がある方
○申込方法　電話、FAX、メールにてお申し込みください。
○申込締切　１０月９日（木）
○参　加　費　無料

うちむら　　なおひさ

○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２６年１２月２０日（土）１４時～１６時
○場　　所　久留米市民会館大ホール（久留米市城南町１６-１）
○対　　象　どなたでも参加できます
○申込方法　電話、FAX、メールにてお申し込みください。
○申込期間　11月10日（月）～12月15日（月）
○参　加　費　無料

おおの　ゆたか

働く人のメンタルヘルス働く人のメンタルヘルス

こころを元気にするコツこころを元気にするコツ
～ストレスに強くなるヒント～～ストレスに強くなるヒント～

申 保健所 保健予防課

0942-30-9728 0942-30-9833 　ho-yobou@city.kurume.fukuoka.jpＦ

　労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている人が６割を
超えるといわれています。働き盛り世代において、うつ病など、こころの病気で休職・退職する人が増えてい
るなか、労働者の心の健康づくり（メンタルヘルス）対策が必要とされています。今回は、ストレスケアと
職場で実践できる気づきと対応についてお話しいただきます。働く人の健康を守り、活気ある働きやすい
職場づくりの一助として、ぜひご参加ください。

　仕事や職場等のストレスが原因でうつ病などの心の病気におちいる人が少なくありません。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、自殺者の75％は何らかの精神疾患を抱えており、その約
半数がうつ病を患っていたと言われています。
　ストレスを抱えるとどうしても悲観的になって自分を追い込んでしまいがちです。今回は、ストレスに
上手に対応できる元気なこころをつくるコツを教えていただきます。
　どなたでも参加できます。皆さん是非お越し下さい。

～ストレスに強い職場づくりと企業の役割～～ストレスに強い職場づくりと企業の役割～
1

2

平成26年度 職域向けメンタルヘルス講演会・うつ病対策講演会
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社会保険労務士による無料出張相談のご案内

雇用均等コンサルタントを活用してみませんか

業務改善助成金を活用しませんか

　福岡県は、中小企業を対象に、若手社員の育成、定着促進、雇用
に関すること、助成金の活用など従業員の方が安心して働ける環
境づくりに向けて、社会保険労務士による無料出張相談を実施し
ています。　　
　地域や日程、相談内容に応じて福岡県社会保険労務士会に所属
する社会保険労務士を派遣いたします。
　お気軽にご相談ください。

　福岡労働局は、希望する事業所に対して、パートタイム労働法をはじめとする人事労務の専門家で

ある「雇用均等コンサルタント」を無料で派遣し、支援を行っています。

　雇用均等コンサルタントは、パートタイム労働者の公正な待遇の確保を図ることを目的とする「職務

分析・職務評価」支援活動として、賃金や職務内容等のデータをもとに、現在の賃金と職務のバランスを

表やグラフ等の目に見える形で分析した資料を提供します。今後の人事労務管理にお役立てください。

＜支給の要件＞

092-411-4894福岡労働局 雇用均等室問

平成26年度若年者職場定着支援事業　若手社員フォローアップ研修事務局

092-722-2280　 　092-721-6430 担当：都地（つじ）・永田
【事業受託会社 ㈱ストローク】

■主催：福岡県　　※本事業は、福岡県の委託を受けて、㈱ストロークが運営するものです。

申

Ｆ

○対　象　福岡県内の中小企業
○期　間　平成26年7月～平成27年2月
○費　用　無料

先着順・要事前申込

無料

人事や労務管
理についての
アドバイスが
ほしい。

自社が活用で
きる助成金に
ついて情報が
ほしい。

せっかく採用
したのに若い
社員が定着し
ない。

従業員の研修
や育成につい
て知りたい。

？
？

事業場で使用する労働者の中で最も低い時間給（８００円未満）を引き上げることを目指す
中小企業に対して、賃金引き上げのための業務改善を支援します。

①「賃金引上計画」及び「業務改善計画」の策定
②40円以上の賃上げ（就業規則等に規定）
③引上げ後の賃金支払実績
④業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
⑤賃金引上げのために業務改善を行い、１０万円以上の費用を支払うこと

○支 給 額　　⑤の経費の２分の１、労働者数３０人以下は４分の３（上限１００万円）
○支給回数　　1事業場に１回

国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ

福岡労働局 労働基準部賃金課問
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/092-411-4578　 　092-411-2633Ｆ ＵＲＬ

申請書は福岡労働局ホームページからダウンロードできます。
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国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ

無料職業紹介のご案内 ６０歳以上の方を紹介します

高年齢者雇用安定助成金（高年齢者活用促進コース）のご案内

11月は仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)推進期間です

・一級土木施工管理技士・機械設計・大型自動車免許等の有資格者など

（※　受給要件あり）

★健康で豊富な経験を持った方が登録しています。

・60～65歳未満・・・・・ 特定就職困難者雇用開発助成金
・65歳以上・・・・・・・・・・ 高年齢者雇用開発特別奨励金

〈雇用環境整備措置とは〉

★当センターからの紹介により雇い入れた場合、国の助成金の対象となる場合があります。

　福岡県70歳現役応援センターは、就業を希望する60歳以上の登録者の中から貴社のニーズに合う方を
無料でご紹介いたします。求人を出してみませんか。

　高年齢者が活き活きと働ける社会を構築していくために、高年齢者の雇用環境整備措置を実施
した事業所に助成金を支給しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

　高年齢者の活用促進のため、新たな事業分野への進出、機械設備、作業方法及び作業環境の導
入、雇用管理制度の導入・見直し、定年の引き上げ等。

〈支給対象経費〉

福岡県内の企業・働く皆様へ

１１月１９日（水）１１月１９日（水）
「県内一斉ノー残業デー」です。

は、
メリハリをつけた
働き方を

浸透させましょう！

　雇用環境整備措置の実施に要した経費で、計画実施期間（２年以内）内に着手し、支給申請日
までに支払いが完了したもの。

　福岡労働局は、メリハリをつけた働き方を浸透させるため、ノー残業デーの導入促進に努めています。
皆様の企業においても、ノー残業デーを踏まえた生産計画を立てる等により、ノー残業デーを導入しましょう。

〈支給額〉
　上限１０００万円　支給対象経費の２分の１（中小企業は３分の２）ただし、高年齢者の人数による
上限があります。

092-411-4862

福岡労働局ホームページもご覧ください。

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

福岡労働局 労働基準部監督課問

092-432-2577　（担当：宮田）

福岡県70歳現役応援センター問

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル5階　　　　 http://70-f.netＵＲＬ

092-718-1310

福岡高齢・障害者雇用支援センター

福岡市中央区舞鶴2-1-10　O R E福岡赤坂ビル5階

問
http://www.jeed.or.jpＵＲＬ

ＵＲＬ
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○改正パートタイム労働法の主なポイント

福岡労働局 雇用均等室問 092-411-4894

パートタイム労働法が変わります！

11月は労働保険適用促進強化期間です

中小企業のための高齢者の再雇用と戦力化のシンポジウムのご案内

～平成27年4月1日施行～

で検索パート労働ポータルサイト 検 索

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイ
ム労働者の対象範囲が拡大されます。
パートタイム労働者と正社員の待遇を相違さ
せる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、
その他の事情を考慮して、不合理と認められる
ものであってはならないとする待遇の原則の
規定が創設されます。

パートタイム労働者を雇い入れた時は、雇用管
理の改善措置の内容について、事業主が説明し
なければなりません。

　毎年行われる最低賃金引き上げへの対応は、重要な経営課題の一つとなってい
ます。そのためには、経営改善を通じて、人件費の効率的管理、労働生産性の向上
等を図るだけでなく、高年齢者の再雇用に伴う戦力化が課題となっております。
　本シンポジウムでは、中小企業事業主の皆さまのために、高年齢者の再雇用の
ための制度改革や賃金制度の見直しについて、専門的知識を持つ経験豊富な講師
と各職場で具体的に高年齢者を活用している企業の担当者がパネラーとなり、高年
齢者の再雇用に伴う課題について討論を行います。是非ご参加ください。

　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、労働保険（労災保険・雇用保険）
への加入が法律で義務付けられています。加入手続きがお済みでない事業主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）で手続きを行ってください。

①厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公
表制度、②虚偽の報告などをした事業主に対す
る過料が新設されます。

１．　パートタイム労働者の公正な待遇の確保 ２．　パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

３．　パートタイム労働法の実効性を高めるため
　　　の規定の新設

詳しくは

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

○日　時　平成２６年１０月９日（木）
　　　　　１３：３０～１６：３０

○場　所　福岡県中小企業振興センター２Ｆ　２０２会議室
（福岡市博多区吉塚本町９－１５）

無料個別相談コーナー無料個別相談コーナー
　当協会の中小企業診断士が相談を受け
ます。また、 相談日の予約も受け付けており
ます。 お気軽にどうぞ！！

福岡県最低賃金総合相談支援センター

（一般社団法人　福岡県中小企業診断士協会内）

福岡市博多区吉塚本町9-15
福岡県中小企業振興センター10Ｆ

問

092-624-0606

・

・



環境に配慮し、再生紙及び
大豆インキを使用しています。

12

「木匠」(もくたくみ)を開発
　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15日から来年１月４日までの間、中心市街地において華やかな光の装飾に包まれた空間
が創出され、訪れた皆さんを幻想的な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。

商工政策課問

〔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

0942-30-9133　 　0942-30-9707Ｆ

商工労働ニュース Vol.34(2014秋)

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。

「オリジナルサポーターピンバッジ（1個1,000円）」を10月上旬から販売し、事業の資金に活用します。

西鉄久留米駅観光案内所、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）、一番街多目的ギャラリー、一番街商店街事務所　など
※窓口により、休館日や受付時間が異なります。詳しくはお問い合わせください。

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。

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。

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27年1月19日発表予定）。

特典１

特典２

特典３

オリジナルサポーター

ピンバッジ販売窓口

○企業・団体協賛

○事業応援グッズの販売

　㈱ワールドグローブは、作業用のゴム手袋などを販売してきまし
たが、海外から低価格の製品が流入し売上げが低下していました。
そこで、他社製品と差別化を図るため、普段の生活に利用できるよう、
肌に優しい手袋「モイストコート」の開発に取り組みました。これ
は、特殊加工によって糸にコラーゲンを吸着させており、着用する
だけで保湿効果が得られるというものです。その後、本補助金を活用
して、１年を通して利用できるよう、さらなる改良に取り組みまし
た。改良された商品「モイストコート・ライト」は、全国の有名雑貨
店や大手化粧品メーカーと提携して販売されております。
　社長の本田一光さんは、「ベンチャーだからこそできるオンリー
ワンの技術を商品に付加して、新商品を開発していき、世界に売り
込んでいきたい。また、国内においても開発した商品を様々な分野
に活かしていきたい。」と、決意を新たにしておられ、今後ますます
の事業の発展が期待されます。

　久留米市は、新事業展開や生産性の向上、新製品の販路開拓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、肌に優しい保湿
効果のある手袋の開発に取り組んだ事例を紹介します。

商工政策課

0942-30-9133

問
0942-30-9707Ｆ

《紹介した事業所》
㈱ワールドグローブ

荒木町荒木1538－2
　　 0942-80-8245

2014オリジナルサポーター

ピンバッジ

開発した商品「モイストコート・ライト」

くるめ光の祭典・ほとめきファンタジーに協賛を

「モイストコート・ライト」を開発　㈱ワールドグローブものづくり補助金事業

商工労働ニュース2014
秋号　9月25日発行

商工労働ニュースに関するご意見・ご要望・お問い合わせは
〒830-8520　久留米市城南町15-3　　　　　　FAX０９４２-３０-９７０７(両課共通)

TEL０９４２-３０-９０４６
E-mail:rousei@city.kurume.fukuoka.jp

TEL０９４２-３０-９１３３
E-mail:syoko@city.kurume.fukuoka.jp

久留米市労政課

久留米市商工政策課

…問い合わせ先 …申し込み先・問い合わせ先 …電話 …ＦＡＸ …ホームページアドレス …Ｅメールアドレス問 申 Ｆ ＵＲＬ
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