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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

　久留米の新しいランドマークとして歩み始めた久留米シティプラザにある六角堂広場。
子どもたちが楽しく遊べる遊具を備え、カフェテーブルもあり、待ち合わせや買い物途中の
休憩にも格好の場所です。また、全天候型で、ステージのほか音響、照明、給排水などの設備
を備え、イベント会場としていろいろな目的に使えます。
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久留米シティプラザ　　 0942-36-3000　　0942-36-3087  　　  http://kurumecityplaza.jp/

六角堂広場ご利用のご案内特　集

ハイマート久留米　　 0942-38-5677
  　   http://www.highmart-kurume.co.jp/highmart/event/index.html

◆イベント開催日以外の催し
　六角堂広場では、イベントが無い日でも、皆様に楽しんで
いただける催しを準備しています。
　開催日時や内容は、ご利用前にお問い合わせください。
ホームページでもスケジュールを掲載しています。

◆広場利用のご案内
　六角堂広場は、ステージや人工芝、電源給排水等設備、
各種イベント用備品を備えた、様々な用途に対応可能な
全天候型の施設です。演奏会や食のイベント他、展示会
や販売などの会場として、ぜひご利用ください。

○所　　在：
○アクセス：

○休　館　日：
○面　　積：
○利用時間：
○利用料金：

※利用日や時間帯、利用目的により異なります。

久留米市六ツ門町8‐1
西鉄久留米駅から路線バス5分徒歩10分
JR久留米駅から路線バス10分徒歩20分
12月29日～1月3日 及び保守点検日
約1,320㎡
9時～22時（設営、撤去を含む）　
27,100円～65,200円（全日使用の場合）

　久留米シティプラザ六角堂広場では、文化芸術や、飲食イベントなど、様々な内容の催しが開催され

ています。また、気が向いたときに遊んだり、のんびりと憩うことができる場として、お使いいただけ

ます。

◆10月～11月開催予定のイベント（平成28年9月6日現在の情報です）

音楽や食などを通じた国際交流イベント
国産牛の試食会やお肉料理の料理教室など
ちびっ子レスキュー、はしご車体験など
地元プロアマミュージシャンによる音楽祭
子ども医学部、子どもの職業体験など
ジャズとアカペラのコンサート
自転車の安全や楽しさを発信するイベント
約40組のパフォーマーによる大道芸

（土）
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日　　時 内　　　　　容
KurumeこくさいDay
久留米食肉祭り
ふれあい防災イベント&コミュニティフェスタ
くるめ街かど音楽祭
Dr.ブンブン
久留米ジャズイン2016
ツイードラン久留米
久留米たまがる大道芸

イベント名

「まちなかビアホール」（不定期）は、まちなかに
お出かけの際のちょっと一杯にご利用ください。

隣接する「カタチの森」では読み聞かせなどを行って
います。カフェや子供用トイレもあります。

商店街に隣接する、全天候型の施設です。
（6月18日・19日「ダイハツ祭り」の様子）

「まちなか遊園地」では、積み木やダンボール迷路などのおもちゃを使って自由に遊ぶことが
できます。幼稚園や保育園の遠足にもピッタリです。
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労政課　　 0942-30-9046　　0942-30-9707

　企業を取り巻く環境が著しく変化する中、企業が高い競争力と継続的な成長を維持するためには、
「女性活躍の推進」がダイバーシティマネジメントの鍵となります。
　市は、「活躍を推進する組織改革」と「女性社員の意識改革」を支援するセミナーを行います。
　企業向けセミナーでは、女性活躍の本質とその効果、成功要因、自社での応用法を、女性社員向け講
座では、女性社員が直面しがちな状況を乗り越えるために必要なスキルなどを学びます。

　㈱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。

ダイバーシティや女性活躍を進めたい人事担当者必見！
企業の「女性活躍推進」と女性の「キャリアアップ」セミナー開催セミナー

㈱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/

3次元CADとCAE（コンピューターシミュレーション）が中小企業を強くする！交流会

（１）女性労働者活躍推進セミナー（企業向け）
久留米市内の企業の経営者及び人事労務担当者
女性活躍のマネジメント、女性が活躍する中小企業の成功事例を紹介
11月2日（水）14時～16時
久留米商工会館5階大ホール
50社（100人）（先着順）

○対象者：
○内　容：
○日　時：
○会　場：
○定　員：

（2）女性労働者リーダー養成講座（女性社員向け）※2日間
市内企業の女性社員（50歳未満）
女性がリーダーとなるために必要な考え方やスキル（アサーティブコミュニケーション、ロジカルディスカッション等）
①11月29日（火）、②12月12日（月）10時～17時
①えーるピア久留米（男女平等推進センター210・211研修室）、②サンライフ久留米大会議室
30名（先着順）

○対象者：
○内　容：
○日　時：
○会　場：
○定　員：

※（1）（2）の講師：㈲サイズ・コミュニケーションズ　代表取締役　高見　真智子氏

○日　　時：

○会　　場：

○参　加　費：
○定　　員：
○内　　容

○申込方法：

11月8日（火）
13：00～17：00（講演・展示）
17：00～18：30（懇親会）
久留米リサーチセンタービル 展示場
（久留米市百年公園）
無料（懇親会費1,000円）
120名

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。）

　今回のテクノ交流会は、様々な分野で広く活用さ
れているＣＡＥについて考える機会として、「中小企
業における3次元ＣＡＤとＣＡＥの活用」をテーマに
開催します。
　モノづくり中小企業にも徐々に導入されてきた3
次元CADですが、その多くは製図ツールとして利
用されているのが現状です。3次元CADデータは、
その活用方法によっては劇的に設計開発の効率
アップを図ることができ、更に自社独自のCAE技
術を構築することで、強力な企業競争力を手に入
れることができます。
　本年度のテクノ交流会では、3次元CADとCAE
の有効活用術と可能性について講演するととも
に、地域企業の活用事例を紹介します。
研究会活動等をご紹介します。

＜基調講演＞
　「シミュレーション技術が拓く新製品開発
　～3D-CADとCAEの真の活用術とは～」
　久留米工業大学
　インテリジェント・モビリティ研究所 所長
　交通機械工学科 学科長・教授　東　大輔氏
＜講　　演＞
　福岡県工業技術センターのCAE活用支援メニュー等
＜事例紹介＞
　地域企業におけるCAE活用事例の紹介
＜展　　示＞
　地域中小企業や大学、公設試験研究機関など

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

◆開催概要

無 料
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　久留米広域連携中枢都市圏（久留米市・大川市・小郡市・うきは市・大刀洗町・大木町）、北部九州ビジネス
マッチング協議会（筑邦銀行・佐賀銀行・十八銀行）、筑後信用金庫、大川信用金庫では、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開催します。
　この商談会では、県内、県外から約30社の発注企業と、久留米広域連携中枢都市圏域内を中心とする受
注企業約100社が一堂に会し、発注企業と受注企業による個別面談（1面談あたり約25分間を予定）を実施
します。
　この機会に様々な企業へ自社の強みをアピールし、
受注の拡大や、新たなパートナーづくりをしてみませんか。

　久留米広域連携中枢都市圏（久留米市・大川市・小郡市・うきは市・大刀洗町・大木町）は、商工業関
係・農業関係・医療関係・教育関係者などの方々に、業態や地域の枠を越えて交流いただき、地域経済の
活性化を図ります。新たな連携を通じ、新鮮な切り口での商品開発や改良につなげる手法を学ぶととも
に、異業種の方々と情報・意見の交換をして、新たなアイデアや人脈づくりができるセミナーです。

久留米広域商談会の参加企業募集 －ビジネスマッチングを応援!－募　集

久留米広域新連携ビジネスセミナーを開催 －気軽な雰囲気で情報交換、全体交流等－セミナー

○日　　時：
○会　　場：
○対象業種：
○募集締切：
○発注企業：

○受注企業：

平成29年1月12日（木）13：00～17：00
久留米リサーチセンタービル
機械金属製造業
11月25日（金）まで
発注企業は、10月末頃に決定し、
ホームページやチラシでお知らせします。
※平成27年度の参加発注企業は、
　宇部興産機械㈱、シスメックス㈱、㈱パロマ、
　三和工機㈱、三協㈱、サンエイ㈱、㈱ゴールなど38社
（平成27年度実績）82社、（面談件数253面談）

○日　　時：
○会　　場：
○募集締切：
○主　　催：

○参加資格：

○内　　容：

○委　託　先：

昨年度の商談会の様子

セミナーチラシ

（公財）福岡県中小企業振興センター
    092-622-6680　　092-624-3300
　　   http://www.f-dennou.jp/

㈱ちくぎん地域経済研究所
    0942-46-5081　　0942-38-7631
　　   http://www.chikugin-ri.co.jp

10月5日（水）18：00～21：00
久留米シティプラザ
9月30日（金）まで
久留米広域連携中枢都市圏
（久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町）
久留米広域連携中枢都市圏で事業を営まれている方
もしくは従事している方
（商工業関係、農業関係、医療関係、教育関係者など）
①PRステーション（展示会）
②講演会
③ワークショップ
④新連携交流会（軽食あり）
㈱ちくぎん地域経済研究所

無 料

無 料
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　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。今回の筑後ＳＡＫＥフェスタは、日本酒だけでなく、焼
酎、ワインも新たに登場し、筑後地域19の蔵元のＳＡＫＥを飲
み比べることができます。
　また、筑後のＳＡＫＥ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。

創業塾で夢をカタチに紹　介

筑後ＳＡＫＥフェスタ グレート2016イベント

たくさんの種類のお酒を飲み比べ（昨年の様子）

○日　時：
○場　所：
○出　店：
○主　催：
○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）またはチケットぴあ（セブンイレブン等）で販売（Ｐコード：990-594）

10月22日（土）11：00～18：00、23日（日）10：00～16：00
東町公園（入場無料）
筑後地域の蔵元　19社
筑後ＳＡＫＥフェスタ グレート2016実行委員会 
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、焼酎、ワインなどを
飲み比べできます。会場内での購入も可能です。 

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

　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、パン屋を開業した木原一さんに話を伺いました。

新産業創出支援課　　 0942-30-9136　　 0942-30-9707

《紹介した事業所》
ぱんのいえ

三潴町玉満2619－5
    0942-64-5347

久留米商工会議所経営支援課
   0942-33-0213
   0942-33-0933

創業しようと思ったのは？
　開業前もパン屋で働いていましたが、一から自分で作ったものを
お客様に食べてもらいたいと思い開業しました。今は直接お客様の
顔を見てお話を聞くことができ、嬉しく思っています。お客様には常
に一言声をかけることを心がけています。

貴店のアピールポイントは？
　「メアコーンブロード」というこだわりのパンです。食物繊維やビ
タミンが豊富で砂糖を使っていません。生地にしっかり味がついて
おり、噛めば噛むほど味わえるパンです。また「モルトくるみパン」も
人気です。

創業塾を受講して良かったことは？

～ 日本酒に加え、新たに焼酎、ワインも登場 ～

　製造面の技術はありましたが、設備資金や運転資金など経営面で
の知識がなかったので、特に資金に関して学べたことです。また、今
でも互いに経営について意見を交わす仲間ができ、異業種であって
もとても参考になっています。

今後の抱負とこれから創業する方へ
　今より大きなお店を出し、リクエストの多いサンドウィッチなど色
んなパンを作りたいと思っています。これから開業される方も、計画
を立てることは大事ですが、計画通りにいかなくても前向きに進ん
でいけば、自然とお客様はついてくると思います。

開催日 平成29年2月

対　象 新規開業を予定されている方
受講料 4,000円（税込）

18日（土）、19日（日）
25日（土）、26日（日）
の4日間

第56回創業塾のお知らせ

「ぱんのいえ」を開業した木原さん

飲み比べのSAKEは、十分に数量を用意して
いますが、品切れの場合はご了承ください。
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　市では、企業や団体に所属する従業員のみなさんの婚活を支援する「企業・団体婚活支援ネットワーク推
進事業」を開始します。この事業では、婚活支援に関する専門知識を持った「結婚コーディネーター」が、登録
していただいた企業・団体の独身従業員の婚活をサポートします。
　従業員の婚活支援は、従業員のやる気アップや、企業のイメージアップにつながります。従業員の婚活を応
援したい企業・団体は、ぜひネットワークへのご登録をお願いします。

　これに伴い、平成29年1月に提出する給与支払報告書から、全ての事業主について普通徴収の取扱いと
事務手続きが一部変更となります。
　（1）特別徴収を行わないことができる者（普通徴収が認められる者）の要件を県内で統一
　（2）(1)に該当する従業員がいる事業主は、「普通徴収申請書」の提出が必要
※詳しくは福岡県ホームページ｢個人住民税　特別徴収推進のひろば」をご覧ください。

　福岡県全市町村は、給与所得者（従業員）の納税の利便性向上と税負担の公平性を図るため、平成29
年度より個人住民税の特別徴収を推進し、次の取組を実施します。ご理解とご協力をお願いいたします。

１.特別徴収未実施の事業主を特別徴収義務者として一斉指定
２.既に特別徴収を実施している事業主も、普通徴収（個人納付）の従業員への特別徴収の徹底

　国や福岡県、久留米市では、地方創生の取り組みとして、企業の本社機能の移転・拡充を推進しています。
本社機能の移転や拡充をされる場合には、優遇制度が活用できます。詳しくは、下記までお尋ねください。

　福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に基づく地方活力向上地域特定業務施
設整備計画として、福岡県の認定を受けることが必要。
※本社機能とは「調査・企画部門」「研究開発部門」「管理部門」を有する事務所などをいいます。
　工場や店舗は対象となりません。
※福岡県の認定を受けるためには、従業者数が増加するなどの条件があります。

従業員のみなさんの婚活を応援 ～婚活支援ネットワークの登録企業・団体を募集～募　集

本社機能の移転・拡充の優遇制度のご案内 ～ぜひご活用ください～お知らせ

平成29年度より給与所得者の個人住民税が原則特別徴収（給与天引）へ

事務局（（一社）タビコイ）　　 092-715-1050　　092-722-0602

【制　度　に　つ　い　て】福岡県税務課 092-643-3049　　092-643-3069
【手続きについて】久留米市市民税課 0942-30-9008　　0942-30-9753

子ども政策課 0942-30-9227　　0942-30-9718

優遇制度
　■　　国　　・・・法人税等の特別償却や税額控除など
　■福　岡　県・・・事業税や不動産取得税の軽減、交付金による助成
　■久留米市・・・産業振興奨励金による助成

要　件

企業誘致推進課  　 0942-30-9135　　0942-30-9707  　　kigyo@city.kurume.fukuoka.jp

≪登録対象≫　40代までの独身従業員を雇用する市内の企業・団体
≪事業概要≫
・登録企業・団体や独身従業員に、婚活に関する情報をお届けします。
・独身従業員を対象としたセミナーや婚活イベントを行います。
・登録企業・団体や独身従業員の婚活支援や婚活に関する相談に応じます。

　事業の詳細や、登録方法などについては、下記までお問い合わせください。

お知らせ
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　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。

※上記催事予定表は、9月6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。

　当センターは職業訓練実施の中核施設として、福岡県南地域の企業・労働者のニーズに即した各種講座を行っています。

◆10月～12月開催の催事◆　開館時間：10時～19時

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

職業訓練法人 久留米地区職業訓練協会　　 0942-44-5201　　0942-43-2964
　　   http://www.ksk.ac.jp/        master@ksk.ac.jp

一番街多目的ギャラリーのご案内ご案内

久留米地域職業訓練センターの講座のご案内講　座

さをり織り 秋の作品展
第29回 現代の書展
第28回 南祥会 書作展
招福凧展
久留米市立特別支援学校 作品展示会
水彩画　「海外ひとりたび」
第4回 書画の装い展
おんな三人展
みどりの輪っかの世界2016 中原みゆき 4コマ絵本原画展
グループ展
つくりべ筑後 第37回 き展・み展・ふれ展
冬のガラス展
水中写真展
ご利用申込み受付中 　※2日間のみ

（日）

（日）

（月）
（日）
（日）
（日）
（日）
（日）
（日）
（日）

（日）
（日）
（日）
（水）

2

4

10
16
23
30
6
13
20
27

11
18
25
28

10/

12/

（火）～
（火）～
（水）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～
（火）～

27
4
12
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27

9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

日　　　程 催　　　　事　　　　名

【実施場所】　久留米地域職業訓練センター(久留米市東合川5-9-10）
低圧電気取扱業務特別教育講座名

1

受講料(税込) ¥13,000
日程・時間帯 10/15(土)・10/16(日)　　8:45～17:00

対象者

内　容

交流600Ｖ以下、直流750Ｖ以下の充電電路の敷設、若しくは修理業務、低圧電路の充電部分が
露出している開閉器の操作を行う方（機械操作者や機械・電気の修理・工事を行う方）。

感電の危険がある作業に必要な資格です。電気主任技術者や電気工事士の資格とは別にこの
教育が必要です。

ネットショップ構築実践講座講座名 受講料(税込) ¥26,000
日程・時間帯 10/19(水)～1/25(水)　18:30～21:00　毎週水曜日　計12回

対象者

内　容

メール操作ができ、ネットショップ開設を検討、または現在のネットショップを変えたいと考え
ている方

「Yahooストア」を利用したコストのかからない「ネットショップ開設」を学びます。実践的な内容で
すので「すぐにネットショップを始めたい方や技術を身につけ就職等に役立てたい方に最適です。

アクセス2016入門講座名 受講料(税込) ¥16,000
日程・時間帯

対象者

内　容

①文字入力ができる方　②エクセルのデータベース機能（並べ替え、抽出）を理解している方
③Windowsのフォルダ管理を理解している方

アクセス2016は大量のデータを一括管理できるデータベースソフトで、多くの企業で使われ
ています。本講座はデータベースの基本からアクセスの基本（テーブル・フォーム・クエリー・
レポート）まで学びます。

上記の他、OHSAS18001(労働安全衛生マネジメントシステム)・ISO/IEC 27001(情報セキュリティ・マネジメント・システム)についてもご要望に応じ開催します。

11/22(火)～12/16(金)　19:00～21:00　毎週火・金曜日　計8回

2

3
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　市は、福岡県と連携して経営者や人事・労務担当者を対象に「労働経営セミナー」を開催します。
ぜひご参加ください。

　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、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。

　セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）とは、一般的に、「相手方の意に反する性的言動」のこと
です。つまり、相手が「嫌だな」と感じる言動かどうかがポイントですが、この感じ方が加害者側と被
害者側とで異なることから、セクハラ問題が後を絶ちません。
　交際型（擬似恋愛型）セクハラは、「相手も自分に好意がある」、「嫌がっていない」と勘違いして
性的な言動に出ることで起こります。裁判では、加害者側に悪気がない場合でも、「相手の合意があっ
た」という反論が受け入れられず、セクハラ行為が認定された例が多数あります。
　交際型セクハラを防止するためには、従業員（特に上司）に交際型セクハラの存
在への理解を促す必要があります。さらに、上司と部下が１対１でアルコールを伴
う飲食の席に付かない、出張先での打合せをホテルの個室で行わないなど、交際型
セクハラが頻発する状況について、あらかじめ職場で共通認識を持つことで抑止力
となります。

○日　　時：①10月7日（金）14：30～16：30　②11月2日（水）14：30～16：30
○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　駐車料金は別途必要
○定　　員：各72名（先着順）
○講　　師：①園田 博美氏（㈱キャリア研究所代表）
　　　　　　②野田 小夜子氏（野田小夜子社会保険労務士事務所）
○内　　容：①働きやすく生産性の高い組織を作るために～経営戦略の視点から～
　　　　　　②これで万全！職場のメンタルヘルス対策
○申込方法：電話、FAXにてお申込ください。

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

労政課　　 0942-30-9046　　0942-30-9707

労働経営セミナーのお知らせセミナー

退職前準備講座 ～退職前にこれだけは知っておきたい知識～講　座

交際型（擬似恋愛型）セクハラに気をつけてお知らせ

○日　　時：
○会　　場：
○講　　師：
○対　象　者：

○定　　員：
○申込方法：

○申込締切：

11月12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　（久留米市諏訪野町2363-9）　駐車料金は別途必要
社会保険労務士　西野　惠子 氏　　
・退職予定者及び既に退職した方（ご家族の参加も可）
・早期退職または自己都合で退職される50代以上の方
20名（先着順）
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（金）　【当日消印有効】

サンライフ久留米（え～るピア久留米 隣）
　 0942-33-4425　　0942-33-4431　　  sunlife@onyx.ocn.ne.jp

無 料

無 料
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　あなたが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、市の施策などが男女平等でないと思っ
たりしたときは、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。

　これら、身近な差別や権利侵害の申し出に対し、男女平等推進委員が個別に対応し解決にあたります。
秘密は厳守します。詳しい内容は久留米市ホームページより男女平等推進委員を検索すると過去の申し
出と処理結果が御覧いただけます。

　仕事のプレッシャーや職場の人間関係など、働く人にとって、ストレスはつきものです。仕事に関し
て強い不安やストレスを感じている労働者が6割を超える状況にある中、働く人自身がストレスに強く
なることや、職場全体でメンタルヘルス対策を進めていくことができるような環境作りが重要です。今
回、産業医としてのご経験をもとに、ストレス、うつ病等についての基礎知識や、職場でできるメンタ
ルヘルス対策についてお話いただきます。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。

○日　　時：11月14日（月）14：30～16：30
○会　　場：久留米リサーチ・パーク研修室A（久留米市百年公園1番1号）
○対　　象：働く人のメンタルヘルスに関心がある方（定員100名）
○講　　師：小嶋　秀幹（こじま　ひでき）氏（福岡県立大学 人間社会学部 教授）
○申込方法：電話、FAX、メールにてお申込みください。※手話通訳希望の方は、11月7日（月）までに要予約。
○申込締切：11月7日（月）

○日　時：12月11日（日）9：30～12：00
○対　象：久留米市民

○会　場：久留米市立城南中学校体育館
○定　員：先着100人

　市では、市民の健康づくりのためにラジオ体操の普及・推進に取り組んでいます。今回、ＮＰＯ法人
全国ラジオ体操連盟が公認する「ラジオ体操指導員」の資格取得のための講習会を下記のとおり開催し
ます。多くの皆様の参加をお願いします。

ひとりの問題は、みんなの問題・・・悩まず、お電話ください！

男女平等政策課
　 0942-30-9044　　0942-30-9703　　  　http://www.city.kurume.fukuoka.jp/

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

健康推進課　　 0942-30-9331　　0942-30-9833

男女平等推進委員制度を御存知ですか？お知らせ

専用電話 0942-30-9246　月曜日～金曜日8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）
     danjoiin@city.kurume.fukuoka.jp

このようなことはありませんか。
○結婚・出産で退職を強要された。
○女性が先にリストラをされた。
○職場や地域でセクシュアル・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・育休を取ろうとすると、嫌がらせ（マタハラ・パタハラ）をされる。
○昇給制度に男女差がある。

「ラジオ体操指導員」養成のための講習会を実施講習会

平成28年度 久留米市職域向けメンタルヘルス講演会
働く人のストレスケア～職場でできるメンタルヘルス対策～講演会 無 料

無 料
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国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ

育児・介護休業法が改正されます　平成29年1月1日施行

（1）介護休業の分割取得
現　　行

改正内容

介護休業について、介護を必要とする家族（対象家族）1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能

対象家族１人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能

（2）介護休暇の取得単位の柔軟化　
現　　行

改正内容

介護休暇について1日単位での取得

半日（所定労働時間の2分の1）単位での取得が可能

（3）介護のための所定労働時間の短縮措置等
現　　行

改正内容

介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

（4）介護のための所定外労働の制限（残業の免除）
現　　行

改正内容

な　し

介護のための所定外労働の制限（残業の免除）について、対象家族１人につき、介護終了
まで利用できる所定外労働の制限を新設

（8）いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設　＜育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正＞
現　　行

改正内容

事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止

上記に加え
・上司・同僚からの妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等
　ゆるマタハラ・パタハラなど）を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け。
・派遣労働者の派遣先にも以下を適用
　→育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
　→妊娠・出産・育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

（6）子の看護休暇の取得単位の柔軟化
現　　行

改正内容

子の看護休暇について1日単位での取得

半日（所定労働時間の2分の1）単位での取得が可能

現　　行

改正内容

育児休業（看護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置を含む）などが
取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子。

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象

（5）有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

現　　行

改正内容

有期契約労働者の方については、以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
　①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
　②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
　③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く

以下の要件に緩和
　①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
　②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
　　　　　　　　　　（雇用契約があるかないか、わからない人でも大丈夫です。）

　 福岡労働局雇用環境・均等部 指導課　　 092-411-4894　　 092-411-4895

介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を
取得しやすくなるよう改正を行いました。

改正の
ポイント

（7）育児休業等の対象となる子の範囲

改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法の施行日平成29年1月1日です。

詳細については厚生労働省ホームページをご覧下さい。　　　http://www.mhlw.go.jp/
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福岡県最低賃金改正のお知らせ

　平成28年8月5日、福岡地方最低賃金審議会会長より福岡労働局長に対し、平成28年度の福岡県最低賃金に
ついて1時間765円とする旨の改正決定の答申がなされました。効力発生日は、決定どおり10月1日の予定です。

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

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、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。
　加入手続がお済でない事業主の方は、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）で加入手続をお願いします。

大学等と地元企業の就職情報交換会のご案内

　採用動向等についての相互理解と相互交流
を深めることにより、学生と地元企業のマッ
チングをより一層支援する「就職情報交換会」
を開催します。来年度新卒採用を計画される
企業様は下記へお申し込みください。

　 福岡県若者しごとサポートセンター　　 092-720-8832　　 092-725-1776

『県内一斉ノー残業デー』に取り組みましょう！
・・・・

　11月16日（水）は県内一斉ノー残業デーです。ノー残業デーは「働き方改革」の第一歩です。
　社内に「残業するのが当たり前」の雰囲気はないでしょうか？ノー残業デーを設定することで、業務を定時
で終えるために“優先度”“段取り”の意識が培われます。「月に1回、ノー残業デー」を設定するのは小さな一
歩かもしれませんが、それがキッカケとなって、仕事のスキルが向上し日々の業務も効率的にこなせて、ノー
残業デー以外も早く終わるようになれば、労使双方にとって大きなメリットです。
　県内一斉ノー残業デーの取り組みは、年々広がっており80％の企業で実施されています。

　 福岡労働局指導課　　 092-411-4894　　 092-411-4895

　 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/

日時 11月21日（月）13:00～16：00
場所 福岡国際会議場 2Ｆ多目的ホール（福岡市博多区石城町2-1）
企業 原則、福岡県内に事業所がある人事担当者 約100社
学校 福岡県内外の大学、短期大学、専修学校等の就職指導
       担当者 約80校
形式 学校ブースへ企業が訪問
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　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」。今回は11月19日から来年1月9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。

　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、シリコーンゴムを使用した
新商品の開発に取り組んだ事例を紹介します。

　株式会社SINGは、九州で初めてのシリコーンゴム専門工場
を設立しました。安全で魅力あるシリコーンゴム製品を専門の
業者だけでなく、一般の方にも幅広く使っていただきたいと思
い、オリジナルブランド「ON THE TOPS」を立ち上げました。
　その新商品である「男性向けのステーショナリーグッズ」を
開発するにあたり、デザインや販促のノウハウがなかったこと
から、本補助金を活用し、展示会への出展やデザイン開発など
に取り組みました。
　工業用で慣れ親しんだ、「かき」「こいねず」「きり」の三色を
展開しており、シンプルなデザインのため女性にも人気です。
　技術部長の二村裕介さんは、「こだわりを持った小売店な
ど、直接お客様に商品の良さをPRしていただける店舗に取り
扱ってほしいと思っています。ゴム製品は金型が必要なので、
次々に新商品を展開することは難しいですが、色のバリエー
ションを増やしていけたら。」と抱負を語られ、今後ますますの
事業の発展が期待されます。

くるめ光の祭典・ほとめきファンタジーに協賛を募　集

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。
バッジの台紙が抽選券になっています（平成29年1月中旬発表）

開発した商品を手にする㈱SINGの二村さん

新産業創出支援課
0942-30-9136
0942-30-9707

《紹介した事業所》
株式会社SING

久留米市梅満町62－1
    0942-27-7774

ものづくり補助金事業　「男性向けステーショナリーグッズ」を開発

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      0942-37-7955

紹　介

★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。

★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月下旬から販売し、
　　事業の運営に役立てます。　

特典2

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、久留米商工会議所、地場産くるめ（東合川店、
ＪＲ久留米駅店、）、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。

特典１

写真は昨年のサポーターピンバッジ


