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　2月7日に、久留米工業大学ものづくりセンターで「デジタル加工技術
講座～3Dで驚きのモノづくり～」が開催されました。
　物体を立体的に成型できる3Dプリンター、素材を2次元で自由に加工
できるレーザーカッターなどを見学するとともに、実機を使っての工作
体験なども行いました。会場は驚きと興味で興奮に包まれていました。
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平成２７年度に実施する商業･工業･雇用施策の予算の概要平成２７年度に実施する商業･工業･雇用施策の予算の概要

多様な地域産業の振興

地域経済を支える産業の集積

新たな価値を生む新産業･新技術の創出･育成

　創業の促進による地域経済の活性化のため、創業に

係る資金調達や経営支援、また、創業促進に向けたイ

ンキュベーション施設機能をまちなかに導入します。

創業者の支援 1億6,322万円

　緊急経営支援資金や経営安定資金、長期事業資金、

新事業展開支援資金などにより、中小企業の資金調

達の円滑化を支援します。

中小企業の金融対策 40億9,379万円

　市の融資制度を利用した借入時の保証料や利子を

補給し、中小企業の資金調達における負担軽減を図

ります。

制度融資の保証料･利子補給 5,679万円

　久留米地域地場産業振興センター事業を助成し、

地場産業の振興を図ります。

地場産業の振興 3,042万円

　久留米市の重点産業分野であるバイオ関連の新産

業の創出や集積の推進、また、バイオベンチャー企

業の育成等を図ります。

バイオ産業の振興 5,923万円

　(株)久留米ビジネスプラザのインキュベートル

ームを活用した新事業の創出や同施設内に設置さ

れた久留米知的所有権センターにおける知的財産

の普及、活用事業を支援します。

新事業の創出や知的財産の活用 1,086万円

　地元中小企業の技術革新を促進するため、中小企

業と他企業･研究機関等を引き合わせるコーディネー

ト支援や課題解決型産業等における新事業創出のた

めの支援を行います。

新産業・新技術創出の支援 2,944万円

　地域経済の基盤強化のため、産業団地や都心部等

への企業誘致に積極的に取り組みます。

企業誘致の推進 846万円

　産業団地への工場立地を促進するため、用地取得費、

賃借費、固定資産税、事業所税等に対する助成や設備

投資等の資金融資に対して利子等の補助を行います。

また、都心部等へのオフィス立地の促進やグリーンア

ジア国際戦略特区事業推進のための助成を行います。

進出企業への優遇制度 5億9,330万円

　商工会議所及び商工会等が実施する経営改善普及

事業に対して助成を行い、市内中小企業の育成及び

商工業の振興に取り組みます。

商工指導機関への助成 6,989万円

　広域的な商談会を開催し、製造業の受注機会の確

保など地域産業の活性化を図ると共に、新事業展開

や生産･業務改善、新製品の販路拡大に取り組むもの

づくり企業に対し、その経費の一部を助成します。

　また、経営支援を行う専門家の派遣事業を商工団

体と共同で行います。

地域企業の育成 3,635万円

　久留米市は、「地方創生」の実現に向けて、地域産業の振興はもとより、都市活力の基盤

となる人口の減少を抑制し、久留米市へ人の流れをつくり出すために、中小企業の経営安定

に向けた金融対策や新商品開発･販路開拓等の支援、新産業の創出･育成、戦略的な企業誘致

の推進、中心部や地域商業の活性化を積極的に促進します。また、経済成長を続ける東アジ

アなど、新たな成長市場に目を向けた事業の展開にも取り組みます。

　さらに、これらの施策・事業の実施により、雇用の維持･確保を図るとともに、

若者の就労支援や女性の活躍促進など、雇用環境の改善を推進し、将来の

地域産業の基盤となる人材の育成に取り組みます。

　ここでは、平成27年度に実施する事業の予算（平成26年度補正予算を含む）

について主なものを紹介します。
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平成２７年度に実施する商業･工業･雇用施策の予算の概要平成２７年度に実施する商業･工業･雇用施策の予算の概要

雇用の促進と労働福祉施策の充実海外ビジネス交流の促進

にぎわいと憩いを創出する場と機能の整備

　久留米シティプラザ開業を見据え、地域物産店づ

くりや学生コンペティション事業等を支援し、まち

なかの賑わいづくりに努めます。

まちなか賑わい創造事業 2,086万円

　ジョブプラザで就労･生活相談を実施し、求職者の

就職を支援します。

就労支援･就労相談 651万円

　専門家による若者の就労相談機能の強化とインタ

ーンシップ制度の普及促進等により、求人と求職の

ミスマッチ解消を図ります。

若年者の雇用安定 541万円

　女性の能力開発による登用促進や企業に対する女

性活用の啓発に努めるとともに、仕事と子育ての両

立支援を推進するためのセミナー等を実施します。

女性の就労環境の整備 298万円

　高齢者の現役活躍に向けたセミナーを開催するな

ど、高齢者の社会参加の促進を図ります。

高齢者の現役活躍促進 69万円

　社内に貸付制度のない中小企業で働く勤労者に対

し、労働金庫と連携して生活資金などの低利貸し付

けを行います。

勤労者等への貸付 4,210万円

　国の認定する特定求職者を雇用した事業所への奨

励金支給や障害者の就労支援に取り組み、地域雇用

の安定を図ります。

特定求職者への雇用対策 1,220万円

　技術的に優れた技能者や業界発展、地域経済に貢

献した技能者を表彰します。また、仕事と子育ての

両立支援や女性の活躍推進、障害者･高齢者の雇用促

進に努めた事業所を表彰します。

技能奨励者･雇用優良事業所の表彰 128万円

　各種就労支援や事業主･労働者への啓発活動を通じ

て、雇用の安定と労働福祉の向上を図ります。

久留米市雇用問題協議会助成 814万円

　中小企業の海外販路開拓・拡大などの海外ビジネ

ス展開を促進するため、海外見本市出展助成やビジネ

スマッチング支援などを行います。

海外ビジネス展開の促進 557万円

　地域の空き店舗への出店に伴う改装費の補助や商

工会議所や商工会が取り組むプレミアム付商品券発

行事業への助成等を行い、商業の振興を図ります。

地域商業の活性化 4億1,962万円

　地域住民の買い物利便性の向上を図るため、商

工会が取り組む買い物支援ガイド作成等への支援

を行います。

買い物弱者対策事業 80万円

　一番街多目的ギャラリーやまちカフェ六ツ門の

運営や久留米シティプラザの工事期間中の賑わい

づくりの継続に努めます。

中心市街地の賑わい交流施設の管理 5,658万円

　空き店舗の改修費の補助やまちづくり会社、商

工会議所等が取り組む起業家の育成、商店街の顧

客づくりなどへの支援を行います。

中心部商業の活性化 2,634万円

　商店街等が実施するイベント等の賑わいづくりへ

の支援を行います。

中心部にぎわいづくり事業 940万円
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　久留米市は、市内に事業所を有する中小企業の皆様を対象に、融資制度を設けています。
平成27年4月から、新規開業資金の限度額を引き上げます。また、一部の融資制度では、信
用保証料や支払利子を補給し、返済条件を緩和しています。

【融資制度一覧】

～平成27年度久留米市中小企業融資制度～

新規開業資金の限度額の引き上げ新規開業資金の限度額の引き上げ

※１…（　）内の利率は、セーフティネット保証1～6号利用時に適用されます。
※２…保証料率は、C R D評点に応じて9段階に変動します。
※３…セーフティネット保証利用時は固定料率が適用されます。（例：セーフティネット保証5号を利用した緊急経営支援資金の場合、保証料率は0.57％）

（注１）無担保・無保証人扱いは500万円以内、新規開業資金は全額補給（一覧表中◎）　（注２）一部借換資金は除く

都心部・地域商業賑わい創出支援

【融資限度額】　　750万円（特定創業支援事業による支援を受けた者は1,000万円）
　　　　　　　　　に引き上げます。
【借入期間】　　　10年以内（据置期間1年以内）に拡大します。
【融資利率】　　　年1.46％（低利率対象者は年1.3 6％）

　資金繰りに支障が生じている中小企業者を対象に、市制度融資（新事業展開支援資金を除く）
の返済条件を緩和しています。（※１と２の組み合わせ可）
１．最長返済期間の延長　最長2年間（短期安定資金は最長1年間）
２．元金返済猶予措置　　最長2年間（短期安定資金は最長1年間）

借入れ後１年間の支払利子の
全額（延滞利子分除く）

一覧表中○と◎で表示 350万円以内（注１） 信用保証料全額

緊急経営支援、新規開業、
新事業展開支援（一部）

利子補給
（注２）

限度なし

制度名

保証料補給

対象資金 対象借入額 補給額

※4　新規開業資金の限度額の引き上げ（概要）

【利子補給と保証料補給】

【返済条件緩和措置】

制度名

経
営
安
定
資
金

長 期 事 業 資 金

緊急経営支援資金

緊急経営支援資金

緊急経営支援資金

（一般枠）

新事業展開支援資金

小 口 資 金

小口零細企業資金

資金使途 限度額 利率（※１） 期間（据置）
設備
運転

設備
運転

設備
運転

運転

運転

運転

運転

(一部)

設備
（汎用性の高
　いもの除く）

１ ． ９％

（ １． ７％ ）

１． ８％
（ １． ６％ ）

１． ６％

１． ７％

（ １． ５％ ）

１． ５ ６％

（ １． ３ ６％

１． ３ ６％

）

（ １ ． ３ ６％）

１． ３ ％

１． ３ ％

１． ４ ６％

０．７７％

０．３～０．６％

０．７２％

５年以内

（ ６ か月 ）

（ １年 ）

１０年以内

１０年以内

（ １年 ）

１０年以内
（ １年 ）

（1年 ）

無 担 保 ・
無保証人扱い

短期安定資金

保証料率（※２） 保証料
補給

利子
補給

０．４５～０．９２％(※3)

０．４５～０．９２％(※3)

０．４５～０．９２％(※3)

０．４５～０．84％(※3)

(※3)

０．３～０．６％ (※3)

０．５～1．1２％(※3)

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

◎

○○

○○

○

○

(経済対策特別枠)

新規開業資金（※４）

(消費税増税対策特別枠)

５，０ ０ ０万円

１，2 5 ０万円

１，2 5 ０万円

１，2 5 ０万円

１，０ ０ ０万円

１，０ ０ ０万円

１，０ ０ ０万円

１，０ ０ ０万円

５，０ ０ ０万円

(１，０ ０ ０万円)

（限定で設備）

75０万円

(1)3,000万円

(2)5,000万円

１　年以内

7　年以内

商工政策課 0942-30-9133　 　0942-30-9707問 Ｆ syoko@city.kurume.fukuoka.jp

※5【低利率対象者】　次の①、②のいずれかに該当する者
　　　　　　　　　　　①女性または融資申込時点で30歳未満もしくは55歳以上の者
　　　　　　　　　　　②特定創業支援事業による支援を受けた者

都心部・地域商業
賑わい創出支援資金

設備
（1）店舗の新・改装費
（２）商店街整備事業
　　　に必要な資金

（※5）

設備１０年以内
運転７年以内

（１年）
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商品企画から試作までを支援

福岡県工業技術センター
生物食品研究所・食品課　
久留米市合川町1465-5

0942-30-6644　 　0942-30-7244

問

Ｆ

　食品事業者の皆さまの商品開発に役立つ機器を整備した「ふくおか食品開発支援センター」が福岡

県工業技術センター生物食品研究所内に開設されました。同センターでは、フリーズドライ食品の試作

ができる「大型凍結乾燥機」なども低料金で利用できるほか、成分・機能性分析や食品開発の専門家が

商品開発のサポートを行います。

　平成27年2月18日に福岡市で開催した食品企業向けの「久留米市食品企業ビジネス支援セミナー」

では、食品開発プロモータが「食品開発支援への新たな取組み」と題して講演を行い、ふくおか食品開

発支援センターの概要などを紹介しました。

ふくおか食品開発支援センターOPEN

セミナーで講演する川上プロモータ

　久留米市は、テレビCMでも有名

な3Dプリンターなどの最新の3次元

デジタル技術(3Dプリンター、3Dス

キャナーなどの機器、3DCADや

CAEなどのソリューション)を活用

した、新たなビジネスモデルの創出

を支援しています。

　4月から、久留米地域職業訓練セン

ターによる、無料の分野別活用事例セ

ミナーや技術講習会をはじめ、ご要

望により個別のコンサルティングも

予定しておりますのでふるってご参加

下さい。

問 久留米地域職業訓練センター 0942-43-29640942-44-5201 Ｆ

4月22日(水)

5月27日(水)

6月11日(木)

6月24日(水)

7月　8日(水)

製造業での３Dプリンター活用事例①

建築、デザイン分野での活用事例

製造業での３Dプリンター活用事例②

３Dプリンター技術講習会

３Dスキャナー技術講習会

日　程 内　　容　(予定)

※会場は、全て久留米地域職業訓練センターを予定しています。

〔分野別活用事例セミナー、技術講習会一覧〕

前回の技術講習会の様子

3Dデジタル技術を活用してみませんか？3Dデジタル技術を活用してみませんか？

川上　龍太郎
　九州大学農学部食糧化学工学科を卒業後、大手流通業にて

店長、経営企画、健康食品通販会社の役員等を歴任。現在、

(一社)生物機能研究所長、㈱果実堂監査役　他
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　久留米市は、新事業展開事業や生産・業務改善事業、新製品の販路拡大事業に取り組むものづくり
企業に対し、その経費の一部を補助し、支援します。

　国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携し
て、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。

製造業で、市内に本社または事業所がある中小企業など

資料等準備のため、参加を希望する人は事前に電話で申し込みのうえ、出席して下さい。
○日時　平成27年4月3日（金）13:30～15:00
○場所　市庁舎4階　401会議室

補助金の説明会を開催

①「新事業展開」、②「生産・業務改善」、③「新製品の販路拡大」で、中小企業新事業

　活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けている事業

補助対象経費の2分の1以内

対象事業①400万円、②500万円、③100万円（①と③の併用申込時は500万円）

平成27年4月6日（月）～ 5月1日（金）（必着）

平成27年度久留米市ものづくり振興事業費補助金

○対 象 者

○対象事業

平成27年5月8日（金）まで　※当日消印有効

詳しくは、お問い合わせください。

（補 助 対 象 者）日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者

（補助対象要件）申請事業は認定支援機関の確認を受けることが必要となります

１．革新的サービス（※別途要件あり）

　　＜補助上限額＞（一般型）1,000万円　（コンパクト型）700万円　

　　＜補助率＞3分の2

　　　

２．ものづくり技術（※別途要件あり）

　　＜補助上限額＞1,000万円　　　＜補助率＞3分の2

　　　

３．共同設備投資（※別途要件あり）

　　＜補助上限額＞共同体で5,000万円（500万円／社）　

　　＜補助率＞3分の2

○公募期間

○概　　要

○補 助 率

○補助限度額

○募集期間

商工政策課 0942-30-9133　 　0942-30-9707問 Ｆ syoko@city.kurume.fukuoka.jp

福岡県中小企業団体中央会　ものづくり支援センター
092-626-7066

問

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/

意欲あるものづくり企業を支援

平成26年度国補正予算事業ものづくり・商業・サービス革新補助金

久留米市イメージキャラクター

ＵＲＬ
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創業塾で夢をカタチに

　12年間の美容室勤務を経て、お客様ともっとしっかり向き合える
環境をつくりたいと思ったのがきっかけです。
　周りを気にせずに心からリラックスしてもらえるよう、1対1とい
うスタイルを選びました。

　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、美容室を開業した中村岬さんに話を伺いました。

商工政策課

0942-30-9133　 0942-30-9707

問
Ｆ

《紹介した事業所》

rasicu（ラシク）

野中町1270-1　201号室

　　080-3975-8777

◆創業しようと思ったのは？

　創業するにあたり、何から始めていいか分からなかったので、創業
するまでの流れを一から学ぶことができてよかったです。また、受講
後も、中小企業診断士のアフターフォローを受けることができました。

◆創業塾を受講してよかったことは？

　お客様ひとりひとりの持っている素材を大切にして、魅力を最大
限に引き出したいと思っています。
　技術の向上はもちろんですが、一番大切なのはお客様との信頼
関係を築いていくことです。

◆これからの抱負を

　お店は緑に囲まれた静かな場所にあり、カウンセリングから最後
の仕上げまでをすべて一人で対応しています。
　完全予約制なので、他のお客様と時間が重なることなくゆっくり
と過ごしていただけます。
　また、フルフラットなシャンプー台で行うヘッドスパは、入念な頭
皮マッサージで癒しの時間を堪能できます。

◆貴店のサービスポイントは？

「美容室rasicu（ラシク）」を

開業した中村さん

　久留米市は、久留米東部商工会と久留米南部商

工会の各青年部とともに、仕事と子育ての両立を

考え、子育て世代の力を活かすためのイクボス講

座を開催しました。

　イクボスとは、部下の子育てと仕事の両立を支

援する上司や経営者のことを指します。

　講師のＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン九州、

代表理事の小津智一氏は、自らのイクメン（子育

てを楽しみ自分自身も成長する男性）やイクボス

の体験談を交えながら、子育てと仕事の両立の実

践が、上司と部下や家族の関係を良好にし、組織力を強化し、企業の業績向上の秘訣であることを説

明しました。

ワーク・ライフ・バランスで企業収益アップ　商工会青年部イクボス講座開催

仕事と子育ての両立の大切さを語る小津氏

0942-30-9046 　　0942-30-9707問 労政課

美容室　rasicu（ラシク）
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パワハラの基礎知識

久留米市雇用奨励金のご案内

　近年増加傾向にあるパワーハラスメント。国の調査では４人に１人がパワハラの被害にあった
経験があるという結果がでています。
　パワハラが発生すれば、裁判や報道で企業の実名が公表される場合があります。
　まず、事業主が「パワハラは絶対に許さない」という企業方針を明確に社内に打ち出し、社内の現状
を把握することからはじめましょう。

見本市では商品のPRなどが積極的に
行われていました

労政課 0942-30-9046　 　0942-30-9707問 Ｆ

【支給対象者】

　久留米市は、高年齢者や母子家庭の母、障害者などの雇用継続を奨励するため、特定就職困難者雇
用開発助成金（国の助成）の支給終了後、継続して雇用された事業主に助成を行っています。

特定就職困難者雇用開発助成金の支給対象者のうち、次の方を雇用している
市内事業所
●　久留米市に住民登録をしている高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
　(児童扶養手当を受けている者に限る)、障害者

支給対象期間満了後2か月以内に申請書を提出
詳しくは、お問い合わせください。

【支給対象期間】

【申 請 方 法】

特定就職困難者雇用開発助成金の支給対象期間満了翌日から６か月間

□　「お前なんて、いつでもクビにできるんだぞ」と、解雇を材料に部下の言動を牽制する
□　部下の悪口（あいつはほんとに使えない等）を言いふらす
□　「こんなことも分からないのか」と馬鹿にする
□　ちょっとしたミスでも容赦のない叱責、暴行、無視、冷遇をする
□　上司に意見をしたことを理由に、これまでの業務から外す、無視をする
□　通常業務時間内では処理しきれない仕事を与えた上、「残業代、付けたりしないよな」などと
　　サービス残業を強要する。達成できなかった場合に罵倒する
□　目の前にいるのにメールで指示を出す

0942-30-9046 　　0942-30-9707問 労政課

　２月に、市内の４商工団体、５農業協同組合及び久留米市で組織する久留米市農商工連携会議の主催
で久留米市農商工連携見本市を初めて開催しました。

久留米市商工政策課　　0942-30-9133
久留米市農政課　　　　0942-30-9163

久留米市農商工連携会議事務局

農商工連携見本市を初開催

久留米商工会議所中小企業相談所　　0942-33-0213
久留米市農業協同組合農業振興課　　0942-35-9901

　見本市では、市内の農・商工業の３6事業者が出展し、久留米産の農
産物を活用した農産加工品等を展示、商品や加工技術などのＰＲ、商談
などが行われました。また、農商工連携セミナーも同時開催しました。
　農商工連携会議は、地域の資源を有効に活用するため農業者と商
工業者が連携し、お互いの技術やノウハウを持ち寄り、新しい商品
の開発やサービスの提供、販路の拡大などへの取り組みを推進する
ものです。相談窓口を下記のとおり設置しています。お気軽にご相
談ください。

パワハラワード　チェックリスト　

～このような言葉はアウトです～
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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

◆4月～6月開催の催事◆

※上記催事予定表は、2月1日現在の決定分のため、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

3月31日（火）～4月5日（日）
4月　8日（水）～12日（日）
4月15日（水）～19日（日）
4月22日（水）～26日（日）
4月28日（火）～5月4日（月・祝）
5月　6日（水）～10日（日）
5月12日（火）～17日（日）
5月19日（火）～24日（日）
5月26日（火）～31日（日）
6月　2日（火）～　 7日（日）
6月　9日（火）～14日（日）
6月16日（火）～21日（日）
6月23日（火）～28日（日）
6月30日（火）～7月5日（日）

日本水彩 久留米支部展
増田　敏子展
春夏オリジナル帽子コレクション
篆刻展「風カオル」
緒方 多美江　手描染作品展示販売
六ッ門大学　作品展
モード会 洋服展示会
齊藤 鈴子 布に描く花の手書き絵展
土の仕事展
田中 慧 ふるさとの風景画展
久留米毎日文化教室展
招福凧展
遊牧する敷物
お申込承り中

0942-39-3030 http://ichi-gallery.jp/Ｆ

一番街多目的ギャラリーのご案内

労働環境改善推進アドバイザー派遣制度のご案内

《支援内容》

○就業規則の作成や見直しに関する助言等

○育児・介護休業制度等の整備・改正に関する助言等

○出産・育児後の女性の再就職制度の整備に関する助言等

○仕事と家庭が両立できる職場環境の整備に関する助言等

○両立支援等の助成制度に関する助言等

○セクシュアルハラスメント防止策に関する助言や社内研修等

0942-30-9046 　　0942-30-9707

　働きやすい職場環境づくりや職場環境改善のためのアドバイザー（社会保険労務士など）を
派遣し、次のような支援を行います。利用できるのは、常時雇用の従業員が300人以下の市内
事業所です。是非ご利用ください。

問 久留米市雇用問題協議会（労政課内）

無料

(回数制限有り)



多様な地域産業の振興

地域経済を支える産業の集積

新たな価値を生む新産業･新技術の創出･育成

　創業の促進による地域経済の活性化のため、創業に

係る資金調達や経営支援、また、創業促進に向けたイ

ンキュベーション施設機能をまちなかに導入します。

創業者の支援 1億6,322万円

　緊急経営支援資金や経営安定資金、長期事業資金、

新事業展開支援資金などにより、中小企業の資金調

達の円滑化を支援します。

中小企業の金融対策 40億9,379万円

　市の融資制度を利用した借入時の保証料や利子を

補給し、中小企業の資金調達における負担軽減を図

ります。

制度融資の保証料･利子補給 5,679万円

　久留米地域地場産業振興センター事業を助成し、

地場産業の振興を図ります。

地場産業の振興 3,042万円

　久留米市の重点産業分野であるバイオ関連の新産

業の創出や集積の推進、また、バイオベンチャー企

業の育成等を図ります。

バイオ産業の振興 5,923万円

　(株)久留米ビジネスプラザのインキュベートル

ームを活用した新事業の創出や同施設内に設置さ

れた久留米知的所有権センターにおける知的財産

の普及、活用事業を支援します。

新事業の創出や知的財産の活用 1,086万円

　地元中小企業の技術革新を促進するため、中小企

業と他企業･研究機関等を引き合わせるコーディネー

ト支援や課題解決型産業等における新事業創出のた

めの支援を行います。

新産業・新技術創出の支援 2,944万円

　地域経済の基盤強化のため、産業団地や都心部等

への企業誘致に積極的に取り組みます。

企業誘致の推進 846万円

　産業団地への工場立地を促進するため、用地取得費、

賃借費、固定資産税、事業所税等に対する助成や設備

投資等の資金融資に対して利子等の補助を行います。

また、都心部等へのオフィス立地の促進やグリーンア

ジア国際戦略特区事業推進のための助成を行います。

進出企業への優遇制度 5億9,330万円

　商工会議所及び商工会等が実施する経営改善普及

事業に対して助成を行い、市内中小企業の育成及び

商工業の振興に取り組みます。

商工指導機関への助成 6,989万円

　広域的な商談会を開催し、製造業の受注機会の確

保など地域産業の活性化を図ると共に、新事業展開

や生産･業務改善、新製品の販路拡大に取り組むもの

づくり企業に対し、その経費の一部を助成します。

　また、経営支援を行う専門家の派遣事業を商工団

体と共同で行います。

地域企業の育成 3,635万円

　久留米市は、「地方創生」の実現に向けて、地域産業の振興はもとより、都市活力の基盤

となる人口の減少を抑制し、久留米市へ人の流れをつくり出すために、中小企業の経営安定

に向けた金融対策や新商品開発･販路開拓等の支援、新産業の創出･育成、戦略的な企業誘致

の推進、中心部や地域商業の活性化を積極的に促進します。また、経済成長を続ける東アジ

アなど、新たな成長市場に目を向けた事業の展開にも取り組みます。

　さらに、これらの施策・事業の実施により、雇用の維持･確保を図るとともに、

若者の就労支援や女性の活躍促進など、雇用環境の改善を推進し、将来の

地域産業の基盤となる人材の育成に取り組みます。

　ここでは、平成27年度に実施する事業の予算（平成26年度補正予算を含む）

について主なものを紹介します。
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国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ
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http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/index.html

　200名を超える常用雇用労働者を雇用されている企業を対象とした平成27年度障害者雇用
納付金制度の申告･申請受付がはじまります。障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特
例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び助成金の申請書や障害者雇用納付金の申告書等は
平成27年4月1日から5月15日までに福岡県内申告申請窓口（福岡支部高齢･障害者業務課）
へ提出していただく必要があります。早めの手続きをお願いします。
　詳しくは福岡県内申告申請窓口（福岡支部高齢･障害者業務課）にお問い合わせください。
　Ｗｅｂも併せご確認ください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部高齢･障害者業務課

092-718-1310

問

 http://www.jeed.or.jp

平成27年4月1日に「福岡高齢･障害者雇用支援センター」から呼称を変更します。

〒810-0042　福岡県福岡市中央区赤坂1丁目10-17　しんくみ赤坂ビル6階

平成27年度障害者雇用納付金の申告・申請受付がはじまります!!

ＵＲＬ

ＵＲＬ

福岡高齢・障害者雇用支援センター問

ハローワーク久留米 専門援助第2部門 0942-90-0013

092-718-1310

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用
水準を引き上げる事を目的に、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金、各種助
成金の支給を行う制度です。

●納付金の申告が必要
　平成２７年３月までは常時雇用する労働者数が200人（平成２７年４月から100人）を
　超える事業主が対象
　※法定雇用率（2.0％）を達成している場合も申告が必要です
●雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納
　付が必要
　常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は平成27年6月30日まで
　常時雇用する労働者数が100人を超え200人以下の事業主は平成27年4月1日～平
　成32年3月31日まで納付金の額が1人当たり月額5万円から4万円に減額されます。
●障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。

障害者雇用納付金制度とは

◆適用対象になると

納付金制度については
障害者雇用や職業紹介に関する相談は

０９４２－９０－００１６ハローワーク久留米　求人部門

　雇用情勢が改善傾向にある状況の中で貴社の求める有為な人材を確保するためには、求
職者にとって一層魅力を感じることができる求人にしていくことも必要です。
　正社員求人の申込みをぜひご検討ください。

★正社員雇用のメリット
○安定した雇用の下で、人材がその有する能力を十分に発揮できます。
○採用後、長期的視点に立って人材の育成・指導を計画的に実施できます。

求める人材確保のために正社員の雇用を考えてみませんか？

障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大 平成27年
4月～



雇用の促進と労働福祉施策の充実海外ビジネス交流の促進

にぎわいと憩いを創出する場と機能の整備

　久留米シティプラザ開業を見据え、地域物産店づ

くりや学生コンペティション事業等を支援し、まち

なかの賑わいづくりに努めます。

まちなか賑わい創造事業 2,086万円

　ジョブプラザで就労･生活相談を実施し、求職者の

就職を支援します。

就労支援･就労相談 651万円

　専門家による若者の就労相談機能の強化とインタ

ーンシップ制度の普及促進等により、求人と求職の

ミスマッチ解消を図ります。

若年者の雇用安定 541万円

　女性の能力開発による登用促進や企業に対する女

性活用の啓発に努めるとともに、仕事と子育ての両

立支援を推進するためのセミナー等を実施します。

女性の就労環境の整備 298万円

　高齢者の現役活躍に向けたセミナーを開催するな

ど、高齢者の社会参加の促進を図ります。

高齢者の現役活躍促進 69万円

　社内に貸付制度のない中小企業で働く勤労者に対

し、労働金庫と連携して生活資金などの低利貸し付

けを行います。

勤労者等への貸付 4,210万円

　国の認定する特定求職者を雇用した事業所への奨

励金支給や障害者の就労支援に取り組み、地域雇用

の安定を図ります。

特定求職者への雇用対策 1,220万円

　技術的に優れた技能者や業界発展、地域経済に貢

献した技能者を表彰します。また、仕事と子育ての

両立支援や女性の活躍推進、障害者･高齢者の雇用促

進に努めた事業所を表彰します。

技能奨励者･雇用優良事業所の表彰 128万円

　各種就労支援や事業主･労働者への啓発活動を通じ

て、雇用の安定と労働福祉の向上を図ります。

久留米市雇用問題協議会助成 814万円

　中小企業の海外販路開拓・拡大などの海外ビジネ

ス展開を促進するため、海外見本市出展助成やビジネ

スマッチング支援などを行います。

海外ビジネス展開の促進 557万円

　地域の空き店舗への出店に伴う改装費の補助や商

工会議所や商工会が取り組むプレミアム付商品券発

行事業への助成等を行い、商業の振興を図ります。

地域商業の活性化 4億1,962万円

　地域住民の買い物利便性の向上を図るため、商

工会が取り組む買い物支援ガイド作成等への支援

を行います。

買い物弱者対策事業 80万円

　一番街多目的ギャラリーやまちカフェ六ツ門の

運営や久留米シティプラザの工事期間中の賑わい

づくりの継続に努めます。

中心市街地の賑わい交流施設の管理 5,658万円

　空き店舗の改修費の補助やまちづくり会社、商

工会議所等が取り組む起業家の育成、商店街の顧

客づくりなどへの支援を行います。

中心部商業の活性化 2,634万円

　商店街等が実施するイベント等の賑わいづくりへ

の支援を行います。

中心部にぎわいづくり事業 940万円
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○企業のイメージアップ、人材募集に差がつきます！
○子育て中の女性や新卒・既卒学生を対象に開催する合同会社説明会に無料で参加できます！
○登録マークを自社の広告、名刺などの他求人広告などにも利用できます！
○県の入札参加資格（建設・物品サービス）において評価点を加算します！
○宣言企業間での優遇サービスがあります！
福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課　雇用均等・両立係
092-643-3586 info@k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp

https://k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp/
詳しくは子育て応援宣言ホームページを検索！

福岡労働局　労働基準部　賃金課

092-411-4578 　　　092-411-2633
 http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館4階

092-643-3619

■登録のメリット 

　福岡県は、企業・事業所のトップが従業員の仕事と子育ての両立を支援する具体的な取組を宣言し、県
が登録する「子育て応援宣言企業登録制度」を実施しています。
　従業員の仕事と家庭の両立を支援することは、企業のイメージアップや人材確保だけではなく、改め
て業務の見直しや効率化にも役立ちます。
　また、合同会社説明会の開催などで企業の人材確保のお手伝いをしています。子育て応援宣言で表し
てみませんか？

①対象労働者の要件が「雇入れ後６月を経過した労働者」に変更となります。
②助成金を利用して自主的に賃金の引上げを実施した事業場を紹介する場合があります（事業場名
　の公表に同意することが必要となります）。
③10人以上の800円未満の労働者の時間あたり賃金額を60円以上引上げた場合には、引上げ人数
　に応じて助成金額の上限額が上がります（助成金上限額130～150万円）。
④就業規則の改正経費、自動車（特種用途自動車を除く。）の購入、パソコン購入経費及び、社会通念上
　当然に必要となる事業活動経費は対象となりません。

　事業場の最も低い時間給（800円未満の労働者に限る）を、40円以上引上げることを目指
す県内の中小企業事業者に対して、賃金引上げのための　業務改善を支援します！

業務改善助成金を活用しませんか！

子育て応援宣言 検 索

「子育て応援宣言」
登録企業・事業所募集中！

登録企業数5,021社
（平成27年1月末現在）

ＵＲＬ

ＵＲＬ

主な改正のポイント

　福岡県若者しごとサポートセンター（対象：おおむね２９歳以下）、福岡県３０代チャレンジ
応援センター（対象：おおむね３０～３９歳以下）では、個別相談や研修、合同会社説明会等
の就職支援を実施しています。また、センター利用者へ就職のあっせんを行っており、求人
を随時受け付けております。ご利用は全て無料です。

〒810-0001　福岡市中央区天神1-4-2　エルガーラオフィス12階

（平日）10時～19時　（土・日・祝日）10時～17時（年末・年始を除く）

福岡県若者しごとサポートセンター・福岡県30代チャレンジ応援センター求人募集中！

福岡県若者しごとサポートセンター/福岡県30代チャレンジ応援センター

（若者）092-720-8830（30代）092-720-8831
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環境に配慮し、再生紙及び
大豆インキを使用しています。
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商工労働ニュース2015
春号　3月2７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

春を感じながら、楽しくウォーキング

作業手順の確認なども行います

　　久留米市六ツ門町3-11　くるめりあ六ツ門6階

久留米つつじマーチ実行委員会事務局
（（公財）久留米観光コンベンション国際交流協会内）

５㎞、10㎞、20㎞、40㎞の4コースで、春の久留米路を歩く久留米つつじマーチ。
事務所や仲良しグループで参加し、揃いの制服やユニホームでアピールしてみませんか。

○開　催　日　平成27年4月18日(土)、19日(日)
Ｏ会　　場　久留米市中央公園
　　　　　（スタート・ゴール地点）
○参　加　料　大人1,500円（当日2,000円）
　　　　　　小学生～高校生700円（当日1,000円）
　　　　　　2日間でも1日だけでも同額。
○申込方法　申込書と参加料を、4月17日（金）までに
　　　　　　久留米つつじマーチ実行委員会事務局へ。
　　　　　　4月８日（水）までは郵便振替もできます。
　　　　　　申込書は、市役所本庁舎、各総合支所、
　　　　　　観光案内所などに準備しています。
　　　　　　また、下記ホームページからもお申し込み
　　　　　　可能です。
　　　　　　<申込ホームページ>
　　　　　　　　　http://www.sportsentry.ne.jp/

　障害者雇用は、従業員50人に対し1人（法定雇用率2.0%）の
雇用が義務付けられていますが、福岡労働局によると、県内企業
の雇用率は平成26年6月時点で1.80%にとどまっています。
　業種的に障害者の雇用が難しい、どのような作業ができるのか
わからない、社内に指導体制がない、指導する時間がとれないな
ど、さまざまな疑問や不安があるかと思います。また、雇用して
も、互いの情報不足によるミスマッチや、現場でのコミュニケー
ション不足で、早期に離職してしまうことも少なくありません。
　障害者就業・生活支援センターぽるては、国・県が委託する
支援機関で、約500人の障害者が就労を目指して登録しています。障害といっても、身体障害、知的障
害、精神障害があり、障害の特性や程度によって、できる作業内容もさまざまです。是非、ぽるてに
お気軽にご相談ください。
　また、障害者の就労のチャンスを広げていくため、すぐに雇用とはいかなくても、就労体験と
いう形で実習を受け入れていただける企業も募集しています。ご協力をお願いいたします。

障害者就業・生活支援センターぽるて問
0942-65-8367　　0942-65-8378Ｆ

障害者雇用のご相談は「ぽるて」に

第18回　久留米つつじマーチ第18回　久留米つつじマーチ

相談日時　　毎週月曜日～金曜日　9:00～17:00（土日祝休み）

〒830-0038　　久留米市西町1078-24稲吉ビル1Ｆ

ＵＲＬＵＲＬ

4月18日(土)、19日(日)
久留米市中央公園

0942-31-1777　　　0942-31-3210
http://www.kurume-hotomeki.jp/event/
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