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　4月29日に開催された「くるめ楽衆国まつり」は、快晴のもと多くの人で

にぎわいました。同日に、久留米シティプラザでは、久留米絣の創始者「井上

伝没後150年祭」が開催されました。久留米絣の昔と今を感じることができ

る内容で、来場者は久留米絣の魅力に触れて楽しんでいました。
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「地方創生のさらなる推進」
平成30年度 久留米市の商工業の振興、雇用･労働福祉の促進のための予算

特集

産官金連携による広域商談会

バイオベンチャーによる研究

1

立地率100%となった藤光産業団地

　市は、「しごと」と「ひと」の好循環を作り出し、

全国的に人口が減少していく中でも将来にわ

たって持続可能な地域社会を形成するため、平

成27年に久留米市版地方創生総合戦略を策定

し、4年目を迎えています。

　産学官金労（※）が連携して産業の振興や雇用

の創出に取り組み、地方創生を推進しています。

　平成30年度予算の主なものを紹介します。

※産学官金労…産業界、教育･研究機関、行政機関、金融機関、

　　　　　　　労働団体など

地域産業の総合的な振興
（商工政策課・新産業創出支援課）

2 新たな価値を生む新産業・新技術の

創出・育成（新産業創出支援課）

3 地域経済を支える産業の集積
（企業誘致推進課）

 ①創業支援：1億7,468万円

●くるめ創業ロケットなどで金融機関等と連携し、創業につい

てのセミナーや個別相談などを実施します。また、創業者向

けに安価な貸オフィスを提供します。

●商工団体等が行う創業塾などを支援します。

●新規開業資金の融資制度として保証料全額の補助や利子

補給を行い、創業の資金調達を支援します。

 ②地域企業の成長支援：9,074万円

●インターネットを活用した販路開拓の促進や人材育成、市

内企業の経営改善などに取り組みます。

●広域的な商談会を開催

し、販路拡大を支援します。

●商工団体が行う、専門家

による経営相談などの取

り組みを支援します。

●市内事業者の食品加工

品にアドバイザーが助言

するなど、売れる商品づく

りを支援します。

●ニッチトップ企業やオンリーワン企業の情報をまとめた冊

子を作成して、久留米の強みとなる地元企業情報を発信

し、企業間取り引きの促進や企業誘致に活用します。

 ③中小企業への金融支援：26億2,865万円

●緊急経営支援資金や経営安定資金、長期事業資金、新事

業展開支援資金の貸し付けなどの制度として、利子補給や

保証料の一部または全額の補助を行い、中小企業の資金

調達を支援します。

 ④海外ビジネス展開の促進：374万円

●海外ビジネスセミナーの開催、中小企業が海外見本市に

出展する費用の一部を補助するとともに、海外ビジネス

コーディネーターによる海外展開に取り組む市内企業の掘

り起こしやビジネスマッチングなどを行います。

 ⑤地場産業の振興：3,061万円

●久留米地域地場産業振興センターが行う伝統産業や特産

品の振興を支援します。特に、今年度は井上伝（久留米絣

の創始者）没後150周年に当たるため、さまざまな機会を

捉えて久留米絣の魅力を発信します。

 ①バイオ産業の振興：1億1,642万円

●医療や食といった地域の強みを生かしたバイオ関連分野

の研究開発、食品関連産業の製品開発などを支援します。

●福岡バイオインキュベー

ションセンターや福岡バ

イオファクトリーなどで、

研究開発から製造販売ま

で一貫してバイオ関連企

業を支援します。

●理化学研究所と地域の大

学･企業などとの連携促進

事業を実施し、革新的な機能性食品などの開発を支援します。

 ②新産業・新技術創出の支援：6,126万円

●技術専門家が行う中小企業と他企業・研究機関とのコー

ディネートなどにより、中小企業などの技術革新を促進し、

新製品の開発、新技術の創出などの新たな取り組みを支

援します。

●久留米知的財産支援センターが行う知的財産の普及･活

用事業を支援します。

 ①企業誘致の推進：3億2,737万円

●地域の雇用を創出し、地

域経済を振興するため

に、産業団地や中心市街

地などへの企業誘致に取

り組みます。

●産業団地などに進出する

企業を対象に、設備投資

や税金相当額の一部を

補助します。
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6 働く人の暮らしをサポート
（労政課）

5 多様な人材が活躍する環境づくりと
地元就職の促進（労政課）

市内企業のインターンシップ企業説明会

KSCが行う

福利厚生サービスの

情報発信

冬のにぎわい創出

（昨年のまちなかクリスマスの様子）

■問 商工政策課 ■☎0942－30－9133

■問 新産業創出支援課 ■☎0942－30－9136

■問 企業誘致推進課 ■☎0942－30－9135

■問 労政課 ■☎0942－30－9046

■問 各課共通 ■F 0942－30－9707

4 賑わいの創出
（商工政策課）

 ②新たな産業団地の整備：4億2,814万円

●福岡県やうきは市と連携して、企業進出の受け皿となる新

たな産業団地「（仮称）久留米・うきは工業用地」の整備に

取り組みます。

●次期産業用地の整備に向けた検討を開始します。

 ①中心部商業の活性化：2,160万円

●中心市街地の空き店舗への出店に伴う改修費の一部を補

助し、また、空き店舗ツアーを行い、商店街の魅力を伝え、

空き店舗への出店を促進します。

●まちづくり会社、商工会議所などが取り組む起業家育成、商

店街の繁盛店づくりなどを支援します。

 ②地域商業の活性化：1億1,722万円

●商工団体が実施するプレミアム付商品券の発行費用の一

部を補助します。

●地域の空き店舗に出店するための改装や、複数の商業者

が共同で行うイベントなどを支援します。

 ③まちなかの賑わいづくり：5,901万円

●商店街等が実施するイベントなど、まちなかの賑わいづくり

を支援します。

●久留米物産館六ツ門店で行う特産品の販売を支援するとと

もに、まちなかの施設で市内のイベントや観光の情報発信を

行います。

●イルミネーション事業の

支援など中心市街地の冬

場のにぎわいづくりを行

います。

 ①就労支援・就労相談：1,131万円

●市庁舎2階の久留米市ジョブプラザで、就労･生活相談を

行います。

●福岡県若者しごとサポートセンター筑後ブランチで、専門

家による就労相談を行います。

 ②女性労働者の活躍促進：232万円

●女性社員の能力開発・人材育成支援や、企業への女性活

躍推進の啓発に取り組みます。

●地域の子育て支援センターなどで、子育て中の人を対象に

就労相談などを行います。

 ③高齢者の活躍促進：3,454万円

●久留米市シルバー人材センターが行う高年齢者の能力を

生かした就業機会の拡大などの取り組みを支援します。

 ④障害者などの雇用の促進：1,191万円

●障害者、高齢者、母子家庭の母などを継続雇用する事業主

に奨励金を支給します。

●障害者就業･生活支援センター「ぽるて」で、障害者の就業

相談、職場定着支援などを行います。

 ⑤職業訓練の充実：2,614万円

●久留米地域職業訓練センターが行う職業訓練事業などを

支援します。

 ⑥ワーク・ライフ・バランスの促進：300万円

●育児・介護休業中の代替要員の確保や働きやすい職場づ

くりを行う中小企業を対象に、費用の一部を補助します。

 ⑦市内企業への就職の促進

 市内企業の人材確保の支援：1,521万円

●合同会社説明会を開催し、就職活動をする学生などと、人

材を求める市内企業とのマッチングを行います。

●市内企業を紹介する動画を教育機関、公共施設などで再

生し、市内企業の魅力を発信します。

●就職活動する学生などを対象に、SNSアプリ｢LINE｣を活

用して就職活動に役立つ

情報を発信します。

●市内企業の魅力を知って

もらうために、学生向けイ

ンターンシップ企業説明

会を開催します。

 ①中小企業で働く人などへの資金貸し付け：3,138万円

●社内に貸付制度がない中小企業で働く人のために、労働

金庫と連携して、生活資金の低利貸し付けなどを行います。

 ②中小企業で働く人の福利厚生の向上：661万円

●KSC（久留米広域勤労者福祉

サービスセンター）が行う福利厚

生事業を支援します。
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特集

市の補助金等を活用してください

企業立地

資金面

の

支援

販路拡大

の

支援

雇用・人材

の

確保

観光客

獲得支援

こんな企業の方に 内容
【補助金等名称】

担当課

産業団地または工業地域に工場などの事業所を設

置する場合や、市内に本社機能の移転・拡充をする

場合、税金相当額の一部を補助。また、中心市街地に

事業所を設置する場合、賃料などの一部を補助。

久留米市に進

出する際の優

遇制度を知り

たい

【産業振興奨励金】

企業誘致推進課

設備や運転資金などの事業資金融資に係る保証料

の一部または全額の補助や利子の補給。

事業資金を借

り入れたい

【中小企業融資制度】

商工政策課

国内外の見本市への出展料や展示装飾費、輸送費、

通訳・翻訳経費などの一部を補助。

国内外の見本

市などへの出

展費用の支援

を受けたい

【販路開拓促進事業費補助金】

商工政策課

対象区域の空き店舗に出店予定で、街なかの活性化

に意欲がある方に店舗の改装または改修にかかる

経費の一部を補助。

中心市街地の

空き店舗への

出店費用の支

援を受けたい

地域店舗の連携を促進するために、3以上の小規模

事業者が連携して実施するイベントや共同販促の経

費の一部を補助。

（中心市街地で実施する事業は除く。）

地域にある店

舗同士の連携

を深めたい

【中小企業共同事業等促進助成

（連携促進）】

商工政策課

育児・介護休業法を上回る内容の就業規則を定める

ための専門家への委託経費、ワークライフバランス

意識啓発の社内研修などの経費の一部を補助。

育児休業や介護休業取得者の代替要員の賃金など

の経費の一部を補助。

育児・介護休

業を取る社員

の代わりの人

を雇用したい

社員が働きや

すい職場にす

るための取り

組みをしたい

国の特定求職者雇用開発助成金終了後も引き続き

6カ月間雇用を継続した事業所に賃金の一部を補助。

高年齢者（65

歳以上）、障害

者、母子家庭

の母などを雇

用する

【雇用奨励金】

労政課

英語や韓国語などの多言語案内板やパンフレット、

メニューなどの作成、無料公衆無線LAN（WiFi）の設

置、免税店整備、クレジットカードなどの決済環境整

備の経費の一部を補助。

外国人観光客

受け入れのた

めの環境整備

をしたい

【インバウンド補助金】

観光・国際課

【中心市街地商店街等活性化

パートナー出店促進事業費補助金】

商工政策課

【ワークライフバランス推進助成金

（代替要員確保助成）】

労政課

【ワークライフバランス推進助成金

（環境整備助成）】

労政課

地域産業

の

支援

地域産業

の

支援

ピック
アップ

1

ピック
アップ

2

雇

ピック
アップ

3

獲

ピック
アップ

4
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　市は、地域店舗の連携を促進するために、3以上の小規

模事業者などで構成される団体が実施するイベントや共

同販促を対象に、費用の一部を補助します。

●補助対象者

　3以上の小規模事業者などで構成される団体

（構成員の2分の1以上が商工団体の会員であることが

必要です）

●補助対象事業

　補助対象の団体が実施するイベントや共同販促で、地

域店舗の連携が促進されるもの。中心市街地で実施す

る事業は除きます。

（例：地域マップの作成、地域で行うにぎわいづくりの

　　　イベントなど）

●補助対象経費

　印刷費、会場代、賃金（イベントなどのために雇用するア

ルバイト代）など事業に係る経費。ただし、飲食費は除き

ます。

●補助率等

　補助率：対象経費の1/2以内

　補助上限額：1団体当たり15万円

　　　　　　 （対象経費：10万円以上）

※詳細は、お問い合わせください

　市は、自社製品や自社技術、自社が取り扱う製品などを

見本市または展示会などに出展する市内の中小企業者を

対象に、必要な経費の一部を補助することで、販路開拓を

支援します。

●補助対象者

　次に掲げる要件を全て満たす中小企業者

①市内に事務所または事業所を有し、当該事務所または

事業所が主体的に事業を実施すること

②市税を滞納していないこと

③補助金の交付を受けようとする中小企業者の発行済株

式を、大企業が2分の1を超えて保有していないこと

●補助対象事業

　自社が製造・開発した製品や技術、もしくは自社が取り

扱う製品などを、国内外の見本市などに出展する事業（展

示即売を主な目的としたものを除く。）

※国内出展の場合は、出展小間数100以上または出展予定企

業が100社以上の規模で沖縄を除く九州以外の地域で開催

されるものに限る

●補助対象経費

①出展（小間）料及び展示装飾費

②出展物輸送費

③通訳経費

④資料作成費

⑤旅費（別途条件あり）

●補助率等

　補助対象経費の2分の1以内で、国内は20万円、海外は

30万円をそれぞれ上限とする。

※海外に出展する場合の2回目以降については別途条件あり

●補助金の交付回数

・国内出展の場合は、中小企業1社につき1回限り利用で

きます

・海外出展の場合は、中小企業1社につき3回まで利用で

きます

※ただし、同一年度内に国内・海外出展の両方の補助を受ける

ことはできません

　詳細はお問い合わせください

※国内の出展の場合は③～⑤を除く

■問 商工政策課　■☎ 0942－30－9133　■F 0942－30－9707

■� syoko@city.kurume.fukuoka.jp

事業者が連携して作成した商店街マップ事業者が連携して作成した商店街マップ

中小企業共同事業等促進助成（連携促進）

小規模事業者が連携して行う取り組みを応援

■問 商工政策課　■☎ 0942－30－9134　■F 0942－30－9707

■� syoko@city.kurume.fukuoka.jp

 

中

小ピック
アップ

2

販路開拓促進事業費補助金

国内外の見本市などに出展する事業者を支援
販

国ピック
アップ

1
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特集

　生産年齢人口が減少していく中、企業が持続的に成長するには、仕事と育児・介護と

の両立や多様な働き方を可能にする労働環境づくりに取り組み、ワーク・ライフ・バラ

ンスを推進していくことが重要です。

メニュー1 代替要員確保助成

■問 労政課　■☎ 0942－30－9046　■F 0942－30－9707　■� rousei@city.kurume.fukuoka.jp

こんなとき活用できます！

社員が育児・介護休業を取得するので、代わりの社員を雇い

たい。

　⇒育児・介護休業期間中の代替要員の賃金などを助成します。

　　優秀な人材の離職防止につながります。つながります。

メニュー2 環境整備助成

こんな費用を補助します！

●育児・介護休業法を上回る内容の就業規則を定めるため

の専門家への委託費用

●ワーク・ライフ・バランスの意識啓発などの社内研修費用

（講師謝金・会場費用）

●ワーク・ライフ・バランス推進の

コンサルティング費用（専門家への

外注費用）

●在宅勤務やフレックスタイム制度の

新規導入費用（在宅用パソコンの

購入、規則・規程整備費用）　など

企業の持続的成長のためにワーク・ライフ・バランスを企企ピック
アップ

3 ワークライフバランス推進助成金

●補助対象者

　久留米市内に事業所があり、常時雇用する労働者の数

が1人以上49人以下の、福岡県子育て応援宣言企業また

は福岡県介護応援宣言企業

●補助対象事業

　育児休業または介護休業取得者の代替要員の賃金な

どの経費

●補助率等

　上限30万円（対象経費の1/2以内）

●補助対象者

　久留米市内に事業所がある中小企業で、福岡県子育て

応援宣言企業かつ福岡県介護応援宣言企業

●補助対象事業

　ワーク・ライフ・バランスや多様な働き方を実現するた

めの取り組みに要する経費

●補助率等

　上限20万円（対象経費の2/3以内）

●補助対象者

　市内に事業所を有する中小企業者など

●補助対象事業

①英語や韓国語などの多言語の案内板やパンフレット、

メニューなどの作成

②無料公衆無線LAN(WiFi)の設置

③免税店の整備

④クレジットカードなどの決済環境整備

●補助率等

　上限10万円（対象経費の1/2以内）

　※詳細はお問い合わせください　

■問 観光･国際課　■☎ 0942－30－9137　■F 0942－30－9707

■� kanko@city.kurume.fukuoka.jp

フルーツ狩りで久留米を訪れる

外国人数も増えています

フルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフル ツ狩りツ狩りツ狩りツ狩りツ狩りツ狩りツ狩りツ狩りツ狩りツ狩りツ狩り狩りツ狩りツ狩りで久で久留で久で久で久で久で久で久留で久留で久留で久留で久留で久留で 米を訪米を訪米を訪米を訪米を訪米を訪を訪を訪米を訪米を訪米 れるれるれるれるれるれるれるれるれるれれれるれるれる

外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人人外国人外国人外国人数も増数も増数も増数も増数も増数も増数も増数も増も数も増もも数も増数も増数も増えていえていえていえていえていえていえていえていていていえていえていえていえて ますますますますますますますますますますますすすす

フルーツ狩りで久留米を訪れる

外国人数も増えています

フルーツ狩り外国人

来訪者数推移（久留米市・暦年）

（単位：人）
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H26年 H27年 H28年 H29年

3,313人

4,657人
5,298人

6,130人

インバウンド補助金

増加する外国人旅行客を取り込もう
イ

増ピック
アップ

4
　市では外国人旅行客受け入れのために、事業者が自主的に行う環境整備のための費

用の一部を補助しています。外国人旅行客の消費拡大やリピート化などインバウンドビ

ジネスの拡大にぜひご活用ください。

※詳細はお問い合わせください
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　開業前は理学療

法士として病院に勤

務していましたが、管

理職として病院経営

全般に携わるように

なり、患者さんに接す

る機会が少なくなっ

ていました。直接患

者さんに触れ、治し

ていくことが好きだっ

たため、10年ほど前から独立を考えていましたが、人材育

成に時間がかかり、昨年ようやく開業することができました。

　医療の知識と技術に関しては自信があったのですが、そ

れだけで事業を進めることはできません。開業に当たり必要

な手続きや、個人経営では欠かせない経理の仕方など、起業

するに当たり必要なことを創業塾で学ぶことができました。

トリフト整体院

■☎ 080ｰ3996ｰ9100 ■所 櫛原町122ｰ1

■� trift-0921@yahoo.ne.jp

■問新産業創出支援課

■☎0942－30－9136　■F 0942－30－9707

■�nics@city.kurume.fukuoka.jp

　市は、商工会議所などが実施する創業セミ

ナーを受講し、創業する人を支援しています。

今回は、塾の卒業生で「トリフト整体院」を開業

した増田英俊さんにお話を伺いました。

　企業の人手不足感が強まっている中、女

性のチカラを最大限に引き出し、企業の成

長につなげる組織設計が求められています。

　本セミナーでは、数多くの女性活躍推進

企業のコンサルティングを担当した専門家

が、女性社員を生かすために必要なポイン

トを解説するほか、市内で女性活躍推進に

取り組む企業に、女性活躍のコツを話して

いただきます。

創業で夢をカタチに紹　介

　今は目の前の患者さんに集中でき、自分の自由な時間

も作れるので、開業してよかったと思っています。病院で施

術していた患者さんより症状が悪い方の来院も多く、1回の

施術に時間をかけています。現在の客単価を考えると経営

者としては向いていないかもしれませんが、好きな仕事がで

き、とても充実しています。開業後、売り上げが安定するまで

は時間がかかります。私の場合は、整体院以外の収入もあ

るため、患者さんが少ない日も気持ちにゆとりを持つこと

ができました。これから開業される方も、ダブルワークを考

えておくと、資金的にも精神的にも安定するかもしれません。

創業のきっかけは？

創業塾を受講してどうでしたか？

これから創業される皆さんへ

ます    だ    ひで   とし

地元企業の取り組みに学ぶ女性活躍推進セミナー

女性活躍のコツを地場企業が語る募　集

平成29年10月に開業

■申株式会社ちくぎん地域経済研究所

■■☎0942－46－5081　■F 0942－38－7631

■� info@chikugin-ri.co.jp

日 時

内 容

講 師

対 象

定 員

申込方法

主 催

場 所

平成30年7月12日(木)13：30～16：10

1部 13：30～ 女性活躍についてのセミナー

2部 15：10～ パネルディスカッション

最所産業株式会社 代表取締役 最所 美博 氏

株式会社筑邦銀行 ダイバーシティ推進室長 中村 由紀子 氏

株式会社サイズラーニング

代表取締役 高見 真智子 氏

久留米市役所4階401会議室

市内の経営者及び人事労務担

当者など

70名　　　

申し込み先に電話・FAX・メール

でお申し込みください。

久留米市

無料
要申し込み

骨盤矯正で体のゆがみを調整

株式会社サイズラーニング

代表取締役 高見 真智子 氏
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■問 労政課　■☎ 0942－30－9046　■F 0942－30－9707

■� rousei@city.kurume.fukuoka.jp

応募者の適性や能力のみを判断基準

にして採用選考を行ってください

問題事例（採用面接時の質問）

●あなたの家にパソコンはありますか？

●あなたのお父さん、お母さんの職業は何ですか？

●家族の人数は？兄弟はいますか？　　など

考え方

　採用選考を行う際は

●応募者の基本的人権を尊重すること

●応募者の適性と能力のみを判断基準にすること

の2点を順守する必要があります。応募者の適性や

能力に関係のない事柄を、面接で質問して、把握しよ

うとしてはいけません。

　現実には採用面接の際に、家庭の資産、家族の職

業、家族構成などを質問する問題事象が報告されて

います。

　これらの事柄を面接時に質問することや独自の履

歴書・エントリーシート・アンケートなどで記載項目と

してはいけません。公正な採用選考を行ってください。

�������
���������

公正な採用選考

の考え方につい

て事例を通して

解説します。

■問 男女平等推進センター

■☎ 0942－30－7800　■F 0942－30－7811

■� danjo-c@city.kurume.fukuoka.jp

■所 久留米市諏訪野町1830－6 えーるピア久留米

身体的…叩く、殴る、蹴る、髪をつかんで引きまわす

精神的…脅す、無視する、ののしる、ものを投げる

経済的…生活費を渡さない、借金を強要する

社会的…外出を制限する、行動をチェックする

性　的…望まない性交渉を強要する、避妊をしない、

リベンジポルノを行う

DV行為の例

ＤＶ被害者へのご理解とご協力をお知らせ

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

■� rousei@city.kurume.fukuoka.jp

ハラスメントが

企業にもたらす損失

1.組織のトップ・代表のメッセージを明確にする

2.社内のルールや規則を改める

3.ハラスメントの実態を調査・把握する

4.研修や教育を行う

5.予防策を周知徹底し、社内に浸透させる

しよう！
実践

●職場環境の悪化

●社員の定着率低下

●社員のモチベーション低下

●企業イメージの悪化　　　　につながります

日 時 月・火・水・金・土曜日 ………… 10：00～18：00

木曜日 ………………………… 17：00～20：00

日曜日 ………………………… 10：00～17：00

職場からハラスメントをなくすために

ハラスメントが起きると

女性のための相談室（総合相談・性暴力相談）

※事前に予約が必要です

　なぜ、企業は組織としてハラスメント対策に取り組まなけ

ればならないのでしょうか？ハラスメントは被害を受けた

当事者が最大の被害者ですが、同時にそうした行為を防

げなかった企業も大きな損失を被ります。

　また、使用者責任が問われ、事業主に損害賠償責任が

生じる場合があり、裁判に要する費用や時間などを考える

と、日頃からハラスメント対策を進めることが

重要です。

　DV（ドメスティックバイオレンス）は、犯罪行為をも含む

重大な人権侵害です。被害者の多くは女性であり、その背

景に、性別による固定的な役割分担意識や、男女間の経

済的格差などがあります。

　多くのDV被害者は、繰り返される暴力で自尊心を奪わ

れ、自分の感じ方や言動に自信を失っています。相手から

仕事や社会的な活動を制限され、周囲や社会とのつなが

りがなくなり、次第に孤立していきます。

　被害者が安定した生活を営むには、安全の確保と社会

的自立を支援していくことが重要です。

　市は、安全安心なまちづくり

を進めるセーフコミュニティ活

動において「DV防止・早期発

見」のためのDV予防啓発を

推進するとともに、DV被害者

の自立に向けた支援に取り組

んでいます。
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久留米地域職業訓練センターの

「話すスキル書くスキル」講座

「シルバー派遣」で人手不足を解消募　集

ＫＳＣ久留米 検索■問（公社）久留米広域勤労者福祉サービスセンター（KSC）　■☎ 0942－39－7811　■F 0942－39－7816

■所 久留米市六ツ門町3－11 くるめりあ六ツ門ビル6F

■問 久留米地域職業訓練センター

■☎ 0942－44－5201　■F 0942－43－2964

■� master@ksk.ac.jp

■所 久留米市東合川5丁目9－10

　久留米市シルバー人材センターは企業や

ご家庭のさまざまなご要望にお応えします。

　必要な時に必要な時間だけ、臨時的・短期的・軽易な

業務への“シルバー派遣”で、皆さんの人手不足を解消し

ます。

充実した福利厚生サービスを提供募　集

●福祉施設などの送迎車運転

●屋内・屋外清掃

●一般事務・受付・顧客対応

●物流・商品管理・軽作業

●介護補助・調理補助

　ほか多数

■問 公益社団法人 久留米市シルバー人材センター　　■☎ 0942－35－5229　■F 0942－35－5974

■所 久留米市西町873－7

主な
派遣職種

9月  4日(火) 13：00～17：00

9月11日(火) 13：00～17：00

20名

事務職に従事している人、

これから事務職を目指す人

一般料金　11,000円

会員料金　  9,000円

8月28日（火）

日 時

定 員

対 象 者

受 講 料

申込期限

2日間コース

　KSC（久留米広域勤労者福祉サービスセンター）は、中

小企業向けに『福利厚生サービス』を行っています。会員

1人当たり月額1,000円の負担で、充実した給付制度や

旅行・コンサート・スポーツ観戦での割引などの会員特典

が受けられます。

2カ月に１回発行するKSCニュースに、いろいろなお店で

使えるクーポン券を掲載しています。

人気のサービスメニューを紹介

助成サービスが利用できる温

泉施設の窓口で会員証を提

示すると、お得な料金で利用で

きます。

KSCニュースに掲載する映画クーポンを使って、お得な

料金で映画鑑賞ができます。また、抽選で400人を無料映

画鑑賞会に招待する企画も実施しています。

社員のコミュニケーション能力向上に講　座

　お客様が最初に接することが多い総務・事務部門は、会

社の顔と言っても過言ではありません。そして社内のあらゆ

る部署の人達と日々接するのも、総務部門で事務職として

働く人たちです。社内外の人たちと良好な関係を築くため

に、高いコミュニケーション能力、適切なビジネス文書作

成能力、正確でスピーディな事務処理能力などを身に付

けましょう。

●好感が持てる話し方、聞き方

●ビジネス文書の適切な書き方

●来客対応や電話での会話術

●ホウ・レン・ソウのブラッシュアップと

　円滑なコミュニケーション術

内容

① 各種フェア（スイーツ・うどん・パンなど）のクーポン

② 温泉施設利用助成

③ 映画クーポン・無料映画鑑賞会
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■問環境政策課　■☎0942－30－9146　■F 0942－30－9715

■� kansei@city.kurume.fukuoka.jp

省エネ改修を行ったきっかけは？

改修後の効果を教えてください

今後の見通しを教えてください

E nergy Saving
省エネ改修で年間125万円のコスト削減

まえ   ざわ   ゆう   すけまる   きゅう   こう   ざい

改修したLED照明

丸久鋼材株式会社

ECO事業部の前澤 氏

太陽光パネル（約40kw）を設置し、

再生可能エネルギーを活用

中小企業の設備投資を支援お知らせ

■問商工政策課　■☎0942－30－9133　■F 0942－30－9707

■� syoko@city.kurume.fukuoka.jp

生産性向上特別措置法による支援 検索

先端設備等導入計画の認定について

　国では、中小企業の生産性革命を実現するため、「生産

性向上特別措置法」（平成30年5月16日成立）において、

今後3年間を「生産性革命・集中投資期間」に位置づけ、市

町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援すること

としています。認定を受けた中小企業の設備投資について

は、臨時・異例の措置として、償却資産税の軽減や低利で

の融資などの支援を受けることができます。

　市では、国の方針に対応するため、現在、その認定に必

要な「導入促進基本計画」を作成しており、今後、事業者の

先端設備等導入計画の認定を行う予定です。

　詳細は7月以降に、市ホームページ等でお知らせします。

※生産性向上特別措置法については、中小企業庁ホームページ

をご覧ください

　市は、事業者の皆さんと環境共生都市づ

くり協定を結び、協働で地球温暖化の緩和

に取り組んでいます。協定締結事業者であ

り、平成29年度に省エネ改修を実施した

丸久鋼材株式会社ECO事業部の前澤佑輔

さんにお話を伺いました。

　当社の事業は、鋼材を加

工する際に大量の電気エネ

ルギーを必要とするため、太

陽光発電を設置して電気使

用量の約10％を賄っていま

すが、依然として電気料金は

コスト面での大きな課題と

なっています。

　また、ECO事業部の立場

でお客様に省エネ改修を提

案するに当たり、まずは自ら

のエネルギー使用について

見直すことが必要だと考えました。

　そこで、費用対効果が最も高かった、工場の照明に

着目し、約100台の水銀灯をLED化する省エネ改修を

行いました。

　平成30年1月の照明に係る電気代は前年同月比▲

97,409円（電気使用量は▲5,451kwh。▲63％）とな

りました。年間の電気代は、▲1,252,075円（電気使用

量は▲70,105kwh。▲68%）となる見込みです。他に

も、電球の長寿命化による交換作業の負担軽減・工場

内の照度向上などのメリットがありました。

　環境面でも二酸化炭素排出量を年間3.3t/CO2削減

することができる見込みです。

※▲は、「マイナス」を意味しています

　コスト削減は永遠の課題です。費用対効果を充分検

討し、長期的な視点で投資を行う必要があります。今回

のノウハウを生か

し、環境に配慮す

る視点も踏まえな

がら、全社での取

り組みを推進して

いきたいと考えて

います。
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国・県等からのお知らせ

■問 ハローワーク久留米 雇用指導官　■☎ 0942－90－0013　■F 0942－39－4877

外国人雇用はルールを守って適正に！
外国人を雇っている事業主の皆さん、チェックしてみてください

□ 国籍で差別しない公正な採用選考を行っていますか？

□ 労働法令を守り、労働・社会保険に入っていますか？

□ 日本語教育や生活上・職務上の相談に配慮していますか？

□ 安易な解雇はしていませんか？

□ 外国人の雇い入れ・離職時にハローワークへ雇用状況を届け出ていますか？

　平成30年度の労働保険年度更新の手続期間は、6月1日

（金）から7月10日（火）までです。事業主の皆さんは、この

期間中に労働保険料などの申告と納付の手続きを行って

ください。

　手続きの窓口は、最寄りの銀行・郵便局などの金融機関

窓口、労働基準監督署または福岡労働局総務部労働保険

徴収課です。また、電子申請や郵送での申告もできます。

■問 福岡労働局 労働保険徴収課

■☎ 092－434－（9833・9834）　■F 092－434－9824

労働保険年度更新のお知らせお知らせ

平成30年度は、労働保険料率が改定されました。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

厚生労働省 検索

　ハローワークでは、6月1日に来年3月卒業予定者を対

象とした高卒求人の受け付けを開始しました。企業と地域

社会の未来を担う若い人材の採用をご検討ください。な

お、求人はできるだけ早めにご提出ください。

■問 ハローワーク久留米

■☎ 0942－90－0012　■F 0942－39－4877

■問 ハローワーク大川  ※城島町エリアはハローワーク大川が担当しています

■☎ 0944－86－8609　■F 0944－86－3722

高卒求人を提出しませんかお知らせ

最低賃金引き上げなど生産性向上のためにお知らせ

業務改善助成金のご案内

　企業の生産性向上に役立つ設備・器

具の導入、経営コンサルティングの実施

などの業務改善を行うとともに、事業場

内の最低賃金（事業場内で最も低い時

間給）を30円以上または40円以上引き

上げる中小企業・小規模事業者に対し、

その業務改善に要した経費の一部を補

助します。

業務改善助成金

■申 福岡労働局雇用環境・均等部企画課

■☎ 092－411－4763

■F 092－411－4895

業務改善助成金や賃金引き上げに活用できる制度などについて専門家に無料

で相談ができます。

時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

事業場内最低賃金

の引き上げ額

引き上げる

労働者の数
助成上限額

50万円

70万円

100万円

70万円

1～3人

4～6人

7人以上

1人以上

30円以上

40円以上

助成対象事業場

事業場内最低賃金が

1,000円未満の

事業場

事業場内最低賃金が

800円以上1,000円

未満の事業場

福岡県働き方改革推進支援センターのご案内

■☎ 0800－888－1699　■F 092－741－5609
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日　程

■問 問い合わせ先　 ■申 申し込み先・問い合わせ先

■☎電話　■F FAX　■� Eメールアドレス　■所 所在地

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

久留米市商工政策課

久留米市労政課

商工労働 スに関するご意見 ご要望 お問い合わせは

〒830ｰ8520 久留米市城南町15番地3　FAX 0942ｰ30ｰ9707（両課共通）（両課共通）

TEL 0942ｰ30ｰ9133
E-mail:syoko@city.kurume.fukuoka.jpE mE mail:syyoko@city.y kurume.fukuoka.jp

TEL 0942ｰ30ｰ9046
E-mail:rousei@city.kurume.fukuoka.jp

久留米市 商工労働ニュース 49号
2018年 夏　7月2日発行

凡例：

環境に配慮し、再生紙及び
大豆インキを使用しています。

■問 久留米市一番街多目的ギャラリー

■☎ ■F 0942－39－3030

■所久留米市東町26－8　1階

　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。

写真や絵画などの作品を展示しています。

お気軽にお立ち寄りください。

　また、作品の展示だけでなく商品の宣

伝・販売もできますので、活用してください。

予約状況確認や利用申し込み・利用料

金などは、問い合わせてください。

※上記催事予定表は、6月14日現在の決定分のため、変更になる場合があります

くるくるチケットHP

7月～9月開催の催事 開館時間：10時～19時

催事名

7/  3（火）～    8（日）

7/10（火）～  16（月・祝）

7/18（水）～  22（日）

7/24（火）～  29（日）

7/31（火）～ 8/5（日）

8/  8（水）～  12（日）

8/14（火）～  19（日）

8/21（火）～  26（日）

8/28（火）～ 9/2（日）

9/  4（火）～    9（日）

9/11（火）～  17（月・祝）

9/19（水）～  24（月・祝）

9/26（水）～  30（日）

JR九州ウオーキング写真展 西隈定幸個展

現の証拠 河北徹 作陶展

原爆写真展

久留米市立特別支援学校 作品展

久留米市立南筑高等学校 作品展

久留米市立江南中学校 作品展

（仮称）絵画教室展

久留米市立久留米商業高等学校 作品展

きのいい仲間の作品

（仮称）作品展

くすデイケアセンター・ひだまり 利用者作品展示会

フットパス写真展（自然の中を歩く会）

さをり織り 展示会

多 目 的 ギ ャ ラ リ ー の ご 案 内一番街

一番街多目的ギャラリー 検索

■問 久留米くるくるチケット事務局　■☎ 0942－27－5616

■F 0942－31－3210 久留米くるくるチケット 検索

90を超えるメニューでおもてなしをお知らせ

　遠方からお客様をお迎えするときに、お食事や

お土産などで悩むことはありませんか。久留米く

るくるチケットは、久留米が誇る自慢のメニュー

を「お得」に「安心」して楽しめるチケットです。

久留米ラーメン、焼きとり、お土産、特産品の発

送、温泉など多彩なメニューの中から選べます。

久留米を楽しむ最強パスポート「久留米くるくるチケット」

●久留米ならではのグルメを食べてもらいたい
　ラーメン、焼きとり、スイーツ、名物グルメ

●久留米ならではのお土産、記念品を渡したい
　麺類やお菓子などの選べるお土産。宅配サービスあり

●近くの観光スポットを楽しんでもらいたい
　観光施設マップ＋施設優待＋体験メニュー

●こんな使い方もおすすめ
　社員の福利厚生、イベント抽選会の景品などに

価格：2,000円

内容：
500円チケット
4枚つづり

販売場所

● 久留米市観光案内所（JR・西鉄久留米駅構内）

● 久留米物産館（くるめヨカモン屋）

● 石橋文化センター（情報サテライト含む）

● 久留米商工会議所

● 久留米くるくるチケット事務局

   （くるめりあ六ツ門6階久留米観光コンベンション

    国際交流協会内）　　など

「これぞ久留米」という
自慢のメニューを掲載

「これぞ久留米」という
自慢のメニューを掲載

イメージ

650円相当の
メニューが
チケット1枚
（500円）で！

例えば

チケット1枚で

人気ラーメンを

お得に

食べられる！
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