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事業主の皆様へ｜従業員の方々に商工労働ニュースの回覧をお願いします

ダイハツグループ九州開発センターがオープン
　8月5日、久留米市田主丸町に、自動車エンジン等の性能評価や技術開発の拠点となる「ダ
イハツグループ九州開発センター」が開所しました。開所式では、ダイハツ工業の伊奈功一会
長や三井正則社長、楢原利則久留米市長、別府好幸久留米市議会議長などが出席し、テープ
カットを行いました。
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晴天の下、多くの来場者と、チャリティーオークションで盛り上がる会場（昨年の様子）

筑後ＳＡＫＥフェスタ2015
～約100種類の日本酒が皆様をお待ちしてます～

筑後ＳＡＫＥフェスタ2015
～約100種類の日本酒が皆様をお待ちしてます～

写真② 

　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5回目となる筑後SAKEフェスタでは、筑後地域19の酒蔵が一堂に揃い、純米酒をはじめ、大吟

醸や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、地元の食材を使った郷土料理、焼き鳥やおつまみなどのブースもあり、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。

○日　時 10月24日（土）　11：00～18：00

　　25日（日）　10：00～16：00

○場　所 東町公園（入場無料）

○出　展 筑後の酒振興委員会（全19社）

○主　催 筑後SAKEフェスタ実行委員会

○内　容

【飲み比べチケットの購入方法】
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：989-820）

　 実行委員会事務局（地場産くるめ）

　 　 0942-44-3700　　 0942-43-1020

㈱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㈱、有薫酒造㈱、㈾若竹屋酒造場、若波酒造㈴

チケット購入（前売2,000円、当日2,500円）で19蔵約100種類の日本酒を

飲み比べできます。会場内でのお酒の購入もできます。

25日（日曜）は
10:00～16:00の開催です。

お間違えのないよう
ご来場ください。

＜飲酒運転を撲滅しよう＞
公共交通機関のご利用を

お願いします。
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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

　㈱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。

技術開発の虎の巻「品質工学」 その狙いと考え方に迫る

空き工場や工場跡地の情報を求めています

　今回のテクノ交流会は、中小製造企業におけ

る技術開発のあり方について考える機会として

品質工学（タグチメソッド）という効率的な技

術開発の手法をテーマに開催します。

　中小製造企業において、技術開発の効率化は

企業体質改善にも繋がる重要なポイントです。

そこで多くの分野で活用され目覚ましい効果を

あげている開発技法の「品質工学」に注目し、

難解なイメージの品質工学の考え方を分かり易

く紹介します。その有効性を感じ今後の技術開

発に役立てましょう。

　また実践的に品質工学に触れる機会として近

隣での研究会活動等をご紹介します。

　久留米市への工場や倉庫の新設を進めるため、市は

産業団地等への企業誘致に取り組んでいます。

　企業が工場や倉庫などの新設を検討される場合には

産業団地のほか、空き工場や工場跡地を希望されるこ

とも増えています。そこで、市は、空き工場などの活

用を検討している企業に対して情報提供を行い、民間

物件を活用した企業誘致も進めています。

　空き工場や工場建設が可能な遊休地などの情報があ

りましたら企業誘致推進課までお寄せください。詳細

な物件情報をはじめ、売却や賃貸などの所有者の意見

も踏まえ、検討企業に紹介します。

＜開催概要＞
○日　時　10 月 27 日（火）
　　　　　13：00 ～ 17：00（講演・展示）
　　　　　17：00 ～ 18：30（懇親会）
○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　120 名

○内　容
＜基調講演＞「本音で品質を考えてみよう
　　　　　　　～技術体質を変えなければ、生き残れない！～」
　　　　　　　のっぽ技研（品質工学コンサルティング）
　　　　　　　代表 長谷部 光雄 氏
＜品質工学活用事例及び研究会活動の紹介＞
＜展示＞ 地域中小企業や大学、公設試験研究機関など
○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。）

　 ㈱久留米リサーチ・パーク 研究開発部

　　  0942-37-6114　　 0942-37-6367

　　　　http://www.krp.ktarn.or.jp/

　 企業誘致推進課

　　  0942-30-9135　　 0942-30-9707

　　   kigyo@city.kurume.fukuoka.jp

工場等の立地が進む藤光産業団地
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定年退職前準備講座　～定年退職前にこれだけは知っておきたい知識～

　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。健康保険・年金・雇用保険の問題について、専門の社会保険労
務士が分りやすく説明しますので、ご夫婦などでご参加ください。

○日　　時

○会　　場
○講　　師
○対 象 者
○定　　員
○受 講 料
○申込方法

○申込締切
○主　　催

11 月 14 日（土）
10：00 ～ 12：00　講座
13：00 ～ 個人相談 ( 先着順 )
サンライフ久留米　第 2 会議室
社会保険労務士　西野　惠子　氏
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
20 名
無　料（駐車料金は別途 200 円）
講座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
個人相談の有無、をご記入の上、はがき、電話、FAX、
E-mail 又は窓口にてお申込ください。
10 月 28 日（水） 【当日消印有効】
久留米市労政課　サンライフ久留米

　 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

「クリア CC コンタクト」を開業した三好さん

　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、コンタクトレンズ販売店を開業した三好輝彦さんに話を伺いました。

創業塾で夢をカタチに　　　　　　　　　　　　　　　　　　  クリア CC コンタクト

◆創業しようとおもったのは？
　大手コンタクトレンズ専門店に約 18 年間勤務していましたが、「コン
タクトレンズ作成まで時間がかかる」「店舗が市街地に集中している」「商
品説明の時間不足」など大手ならではの問題を課題と考えていました。
将来独立し、その課題をクリアした自分の店を持ちたいという夢があっ
たのがきっかけです。

◆貴店のサービスポイントは？
　大手コンタクトレンズ専門店と違い、専門知識が豊富であり、大手よ
り価格が１割程安いことです。また、お客様と１対１で対応できる環境
なので、お客様のニーズに対してサービスを提供することが可能です。

創業塾を受講してよかったことは？
　店長経験を活かし、創業における売上目標も、低めに設定していたつ
もりでしたが、中小企業診断士から、もっとシビアに計画を立てるよう
アドバイスを受けました。開業後にそのアドバイスを実感し、とても役
立ちました。

◆これからの抱負を
　現在、全て一人で経営していますが、業務マニュアルを作成し、販売
経験のある従業員を雇い、同じサービスを提供していきたいです。今後も、
市街地でなく、住宅街に店舗を拡大できればと思ってます。

《紹介した事業所》
クリア CC コンタクト

大善寺町宮本 456
　 0942-27-2755

　 商工政策課
　　  0942-30-9133
　　  0942-30-9707
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　　　　　　安全安心な福祉家具を開発　　　　　　株式会社馬場木工

　株式会社馬場木工は、高齢者や障害者の質の高い生活を

意図した福祉家具（自立支援家具）を多く製造してきました。

　その製造過程において、安全安心のため、より細心の注

意を払うことが要求されることから、作業効率と生産性の

向上が課題でした。

　そこで、本補助金を活用し、寸法調整のレベルの高い木

工機械を導入して仕上げ時間を短縮しました。開発した「手

助けくん」は、リハビリの補助具の役割も兼ねた画期的な

テーブルで、高齢化が進む社会での販売の柱として期待さ

れます。

　また、昨年度スタートした日本家具産業振興会による「国

産家具表示事業者の認定」を、他の事業者に先駆けて取得

（認定番号 JFA-00044）する等、差別化にも取り組まれて

います。

　社長の馬場末広さんは、杉材・桧材を使った家具づくり

に力を入れており、「国内にたくさんある杉や桧を活用して、

多くの方々に木の暖かさをもっと実感してもらいたい。」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。

つかまり立ち機能に配慮した
「手助けくん」と馬場社長

《紹介した事業所》
株式会社馬場木工

久留米市三潴町西牟田 2225-6
　 0942-64-5261

　 商工政策課　　  0942-30-9133　　  0942-30-9707

　７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を開催しました。

この会議は、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。

　会議では、「バニラビーンズ」「久留

米産肉用牛販路拡大」「ハト麦活用推

進」といった各プロジェクトの取り組

みが報告され、また今年度も「農商工

連携見本市」の開催を計画しています。

　なお、この会議では、相談窓口を右

記のとおり設置しています。相談の内

容に応じて、農業者や商工業者の紹介、

国などの支援事業の紹介などを行いま

すので、お気軽にご相談ください。

農商工連携の取り組みを応援します

白いバニラの花(左)とバニラビーンズ(右) 久留米産博多和牛ローストビーフ

数珠玉のような実をつけるハトムギ（左）とハトムギを使って開発したマドレーヌやクッキー（右）

相談窓口（久留米市農商工連携会議事務局）

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
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　久留米シティプラザのオープンが 2016 年 4 月 27 日（水）に決まりました。展示室と会議室、和室、スタジ
オは 2016 年 5 月から、ザ・グランドホールと久留米座、C ボックス、六角堂広場は同年 8 月から利用できます。
申し込みは全て、2015 年 10 月 1 日（木）から、久留米シティプラザ施設運営課で受付けます。

久留米シティプラザの施設利用申込み　　　 2015 年 10月 1日（木）スタート

男女がともに仕事と子育てを両立できる環境づくりを目指して

　久留米市仕事と子育て両立支援推進会議は、7 月 29 日、
『企業の業績向上と社員満足を実現』をテーマにイクボス
セミナーを開催しました。
　イクボスとは、「職場で共に働く部下の仕事と育児等家
庭生活の両立に配慮し、その人のキャリアと人生を応援
しながら、組織の業績も上げつつ、自らも仕事と私生活
を楽しむ経営者や管理職」のことです。
　講師の NPO 法人ファザーリング・ジャパン代表理事
安藤哲也氏は、2014 年より「イクボスプロジェクト」を
始動しており、全国各地の企業の先進事例の情報収集 ･
発信にも精力的に取り組んでいます。民間企業での管理
職、厚生労働省「イクメンプロジェクト推進チーム顧問」
の経験もあり、企業経営者、人事労務担当者に対し、少
子高齢化の現代にイクボスが必要とされる背景、「理解や
業務改善、時間捻出」などのイクボス十か条、社員満足
度を高め生産性を向上させる働き方改革のポイントなど
を分かりやすく伝えました。

イクボスについて解説する講師の安藤哲也氏

久留米シティプラザ完成イメージ図

 　労政課

　　  0942-30-9046　　 0942-30-9707

　　   rousei@city.kurume.fukuoka.jp

久留米シティプラザ 施設運営課
〒 830-0031　
久留米市六ツ門町 3-11
くるめりあ六ツ門 4 階
　 0942-30-9242
　 （受付時間 10:00 ～ 18:00 月～土）
　 0942-30-9344
　  plaza@city.kurume.fukuoka.jp

施設名 使用希望月 お申込み開始日

ザ・グランドホール
久留米座
C ボックス
六角堂広場

2016 年 8 月・9 月 10月1日（木）から

展示室 2016 年 5 月・6 月・7 月 10月1日（木）から

会議室
スタジオ
和室

2016 年 5 月 11月2日（月）から
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～人材の確保にご活用ください！～
　久留米市は、平成 28 年 3 月大学卒業予定者を対象とした合同会社説明会を開催します。この会社説明会に出展する久
留米市内の企業を募集しています。

合同会社説明会の参加企業を募集しています

○開催日程 　12 月 9 日（水）
○開催場所 　久留米大学　御井キャンパス
○参 加 者 　平成 28 年 3 月大学卒業予定者
○参加要件 　平成 28 年度に正社員の採用を予定している久留米市内の事業所

 　労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

　久留米市は、高年齢者、母子家庭の母等、障害者などの雇用継続を奨励するため、「特定求職者雇用開発助成金」（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なっています。

高年齢者・母子家庭の母等、障害者の雇用に久留米市雇用奨励金支給

【支給対象者】
・「特定求職者雇用開発助成金」の支給対
象者のうち、次の方を市内事業所に雇用
している事業主。
・久留米市に住民登録を有する高年齢者、
母子家庭の母等、障害者。

【支給対象期間】
「特定求職者雇用開発助成金」の支給対象
期間満了翌日から 6 か月間。

【支給額上限】

支給対象者 支給上限額

高年齢者、母子家庭の母等、45 歳未満の身体障害者 120,000 円

45 歳未満の知的障害者、精神障害者 150,000 円

重度身体・知的障害者、45 歳以上の身体・知的障害者 180,000 円

【申請方法】
支給対象期間満了後 2 か月以内に下記へ申請書を提出してください。
申請に必要な書類は、お問い合わせください。

　 労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

　久留米市は市内事業所の雇用労働環境の実態を把握し、市の労働施策及び
各事業所の労務管理の参考とするため、年間約 200 社ほど企業訪問を行って
います。
　お忙しいところ恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。

企業訪問にご協力ください

　 労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

　企業の業績を向上させ、人材を育てるためには、厳しい指導は必要です。しかし、指導の形をとっていても、例えば、
次のような言動は、一般に適正な指導とは言えません。指導する際には気をつけましょう。

パワーハラスメントか指導かの線引き

●人権や人格を傷つける
●職場での役割や存在まで否定する
●嫌悪感や否定的メッセージを発して、心理的に追い込む
●達成不可能なノルマを課す
●能力や努力を否定し、自信を喪失させて、能力が発揮できない
　状態に追い込む

　 労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707
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【合理的配慮指針】
・すべての事業主が対象
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主

との相互理解の中で提供されるべき性質のもの

例：募集・採用時、採用後
○ 募集内容について、音声などで提供すること。

（視覚障害）
○ 面接を筆談などにより行うこと。（聴覚・言語障害）
○ 机の高さを調節することなど作業を可能にする

工夫を行うこと。（肢体不自由）
○ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やして

いくこと。（知的障害）
○ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に

配慮すること。（精神障害ほか）

「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定

【障害者差別禁止指針】
・すべての事業主が対象
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する

正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練

などの項目で障害者に対する差別を禁止

例：募集・ 採用時
○ 障害者であることを理由として、障害者を募集

または採用の対象から排除すること。
○ 募集または採用に当たって、障害者に対してのみ

不利な条件を付すこと。
○ 採用の基準を満たす人の中から障害者でない人

を優先して採用すること。

　厚生労働省は、 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と、「合理的配慮指針」を策定しました。
　障害者差別禁止指針では、 募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めてい
ます。
　合理的配慮指針では、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮
をすることなどを定めています。

指針のポイント

　2013 年 4 月 1 日から障害者の法定雇用率が引き上げとなり、障害者雇用における事業主の対応が求められてい

ます。障害者雇用について考えてみませんか？

　 労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

平成28年
4月施行

○日　時　2016 年 1 月 14 日（木）　14：00 〜 16：00

○会　場　えーるピア久留米　210・211 研修室

○講　師　株式会社障がい者つくし更生会

　　　　　専務取締役　那波和夫　氏

○定　員　50 名

○受講料　無料

○対象者　事業主または人事・労務担当者

○内　容　障害者雇用のポイントを事例を

　　　　　 交えてわかりやすく説明します。

　 受託者：障害者就業・生活支援センターぽるて

　 　 0942-65-8367　　 0942-65-8378

障害者雇用促進セミナーのご案内
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ストレスチェックが義務化されます　　※労働者数50人未満の事業所は当面、努力義務。

ストレスチェック制度とは

　職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合
は高い状況で推移しており、また精神障害の労災認定
件数も最多を更新しています。このような中、平成 27
年 12月から、ストレスチェック制度が導入されます。
　ストレスチェックは、ストレスの原因となる職場環
境の改善を目的に実施されるものです。これは、労働
者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、労働者自身の
ストレスへの気づきを促します。

従業員数 50 人未満の場合は助成金も

　従業員数 50人未満の事業所は、当面努力義務となり
ますが、助成金を受けて実施できる場合があります。
　 労働者健康福祉機構
　 産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
　　  044-556-9866
　（受付時間：平日 9時 15分～ 18時　土日祝休み）
福岡産業保健総合支援センター
　　  092-414-5264
　（受付時間：平日8時30分～17時15分　土日祝休み）

日頃からの健康管理を

　 

結果通知

気づき
の促進

※申出を理由とする
　不利益取扱を禁止

※時間外労働の
　制限、作業の転換等
　について意見

相談・情報提供

連携

労働者の同意を得て通知

医師、
保健師等が
ストレスチェックを
実施。

①面接の申出

⑤就業上の措置の実施者
働
労

産業医、保健師等

相談、情報提供期間
医療機関

②面接実施依頼
③面接指導
　の実施

④医師から
　意見聴取

医師
（産業医等）

者
業
事

指
導
相
談

労働者の
意向尊重

子育て女性のための合同会社説明会への出展企業募集
　福岡県では、県内4か所の子育て女性就職支援センターにおいて、相談から保育情報の提供、求人開拓、就職
あっせんまで一貫して就職を支援しています。
　今年度は、下記のとおり「子育て女性のための合同会社説明会＆就職支援セミナーin久留米」を開催します。
　出展をご希望の企業様は、下記までご連絡ください。

　11月27日（金）　10：00～
　久留米市役所2Fくるみホール（久留米市城南町15-3）
　福岡県新雇用開発課
　原則として就職を希望する子育て中の女性
　10社（予定）
　無料

○日　　　時
○会　　　場
○主　　　催
○対　象　者
○出展企業数
○参　加　費

　 受託会社：マンパワーグループ㈱福岡支店
　　  092-741-9531
　 ※この事業は民間の職業紹介事業者に委託して実施しています。

ストレスチェック制度の流れ

　私たちが、日々を健やかに過ごすために
は、定期的に健診を受け、十分な休養や睡
眠を確保し、ストレスと上手に付き合うこ
とが大切です。
　久留米市保健所では、うつや不眠、アル
コール等の相談を受けています。
＊精神科医による心の相談（要予約）
　毎週木曜日13時30分～15時
＊随時、職員が相談を受けています。
　 久留米市保健所 保健予防課 
　 精神保健チーム
　　  0942-30-9728
　（受付時間：平日8時30分～17時15分　
　　土日祝休み）

商工労働ニュース　　　Vol.38（2015 秋）9
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国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ

より良い人材確保のために
事業主の皆様　正社員の雇用を考えてみませんか？

”ハローワークでは正社員求人が不足しています。“

ハローワーク久留米の求職者は
　約72％が正社員を
　　　　　　希望しています。
一方で正社員求人は求人全体の

　  44％程度
　　　 しかありません。

正社員求人だと、
募集している求人が
決まる可能性
が高まります！

　 ハローワーク久留米求人事業所部門　　 0942-90-0016

正社員
求人の
申し込みを

正社員雇用で事業主が
　　　　 得られるメリット
○長期にわたる安定した雇用になる
　と、人材が有する能力を十分に
　発揮することが期待できます。
○採用後、長期的視点に立って、
　人材の指導・育成を計画的にで
　きます。

福岡県70歳現役応援センター「久留米オフィス」が開所しました
　福岡県は、県民の皆さんが、年齢にかかわりなく、それぞれの意思と能力に応
じて、職場や地域で活躍できる選択肢の多い「70歳現役社会」を目指し、取組を
進めています。
　その総合支援拠点である「福岡県70歳現役応援センター」は福岡市と北九州市
にオフィスを置き、筑後地区、筑豊地区では出張相談を行ってきましたが、身近
な地域でよりきめ細かな支援を行うため、6月18日に「久留米オフィス」、6月
19日に「飯塚オフィス」を開所しました。
　応援センターにこれまでに登録された約6,000人のうち、2,000人以上の方が
企業や地域で活躍されています。
　より身近な地域で相談できるようになった応援センターをぜひご利用ください。

　 久留米オフィス
　 [利用時間] 月曜日～金曜日 9：30～18：00（祝日、年末年始を除く）
　 [場所] 久留米市天神町8番地 リベール4階
　 　 0942-36-8355

▲開所式の様子（左：市長、中央：
　福岡県知事、右：センター長）

▲福岡県70歳現役応援
センター久留米オフィス

　福岡県は、結婚や出産をしても働き続けることができる社会、誰も
が仕事と家庭の両立ができる社会を目指し、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。
　現在、宣言企業は5,100社を超え、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、業務の見直しや効率化にも役立ちます。
　従業員を大切にする想い～子育て応援宣言であらわしてみませんか？ 

「子育て応援宣言」登録企業・事業所募集中！

　 福岡県新雇用開発課　　 092-643-3586　　 092-643-3619

登録企業数 

5,162社
（平成27年8月末現在）

○ 企業のイメージアップ、人材募集に差がつきます！
○ 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！

■登録のメリット
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○業務改善助成金事業
・事業場の最も低い時間給（800円未満）を40円
以上引き上げる中小企業に対して、労働能率の増
進に資する設備・機器の導入等に係る経費1/2（労
働者数30人以下は3/4）、上限100万円（800円未
満の労働者10名以上を時間給60円以上引上げた場
合、上限最大150万円）を助成します。

○専門家派遣・相談等支援事業
・経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理など
　の相談等について、ワン・ ストップで対応します。

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

福岡県最低賃金改正のお知らせ

福岡県最低賃金が次のとおり改正されます。

 1 時間 743 円　
効力発生日　平成27年10月4日 
　また、中小企業に対する支援事業を下記のとおり
行っています。

　福岡県は、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、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、
下記の日程で「労働トラブル相談会」を開催しま
す。
　皆さんの働く上での不安や疑問に、労働者支援
事務所職員がお答えします。
　電話、面談のいずれの相談もお受けします。
　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。

筑後労働者支援事務所
　　  0942-30-1034
又は　福岡県福祉労働部労働局労働政策課
　 092-643-3587

労働トラブル相談会の開催

○日　時　11月1日（日）
　　　　　10：00～18：00
○会　場　久留米総合庁舎1階筑後労働者支援事務所
　　　　　（久留米市合川町1642-1）
　　　　　予約不要、秘密厳守。

　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。加入手続きがお済でない事業主は労働者が安
心して働ける職場作りと安定した事業経営等を図
るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所
（ハローワーク）で手続をお願いします。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

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/

○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
　節税に加え、手数料もかかりません。
○パートタイマーも加入できます。

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

中退共制度をご活用ください

○加入できる中小企業（業種により異なります。）
一般業種(製造・建設業等)
常用従業員数300人以下
または、資本金・出資金
3億円以下。

サービス業
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。
小売業
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。

卸売業
常用従業員数100人以下
または、資本金・出資金
1億円以下。

　 詳しくはホームページで

ちゅうたいきょう
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開館時間：10時～19時

日　　　程 催　事　名

◆10月～12月開催の催事◆

暮らしを彩る さをり織り作品展
松尾 ひろみ展
秋の古布祭り
第28回 現代の書展
石川信雄油絵展
Ｄｒ．ブンブン
第27回 南祥会書作展
中原みゆき 4コマ絵本原画展

冬のガラス展
第三回 書画の装い展

久留米 水中写真展
久留米特別支援学校 作品展示会
スタジオ ヌッカ １周年記念展示会

　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。

※左記催事予定表は、8月2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
　 　 0942-39-3030
　 　 http://ichi-gallery.jp/

一番街多目的ギャラリーのご案内

9/29（火）
10/  6（火）
10/14（水）
10/20（火）
10/27（火）
11/3（火・祝）
11/10（火）
11/17（火）
11/25（水）
12/  1（火）
12/  8（火）
12/15（火）
12/22（火）

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

  10/4（日）
   12（月・祝）
   18（日）
   25（日）
  11/1（日）
     8（日）
   15（日）

   23（月・祝）
   29（日）
     6（日）
   13（日）
   20（日）
   27（日）

くるめ光の祭典・ほとめきファンタジーに協賛を
　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14日から来年1月11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。

久留米市商工政策課　　　 0942-30-9134　　　 　 0942-30-9707

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。詳しくはお問合せください。

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
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月中旬から
1,000円で販売し、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　バッジの台紙が抽選券になっています（2016年1月中旬発表）

原寸サイズ約20mm（画像は拡大したものです）


