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　久留米地域地場産業振興センター（地場産くるめ）は、久留米地域の伝統工芸品である久留米絣の
プロモーション動画を作成しました。絣工房や筑後川河畔等の地元でロケを行い、ミニドラマ仕立
てで皆が楽しめる内容に仕上がりました。この動画の主題歌・挿入歌は、くるめふるさと大使の
植田真梨恵さんの書き下ろしです。
　現在、地場産くるめのホームページにて公開中です。

久留米絣プロモーション動画「お伝さん～久留米かすり物語～」絶賛公開中

地場産くるめ ←検索

ボクも
出てるよ〜♪



2 44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

平成29年度 久留米市の　商工業の振興、雇用・労働福祉の推進に関する予算「地方創生の本格化」

地域産業の総合的な振興
（商工政策課・新産業創出支援課）

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

実施するとともに、イン

キュベートルームを提供します。

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で、保証料や利子を助

成し、創業の資金調達を支援します。

市外から移住して創業する人の創業の費用を助成

します。

東京都港区新橋に開設するアンテナショップを活

用して、商品の磨き上げや魅力的な情報発信を行

い、売れる商品づくりを支援します。

アンテナショップで、特産品をＰＲするイベントを

開催します。

幅広い業種間の連携やインターネットを活用した

販路開拓の促進、人材育成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。

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の制度で、保証料や

利子を助成し、中小企業の資金調達を支援します。

海外ビジネスセミナーを開催し、また、中小企業が

海外見本市に出展する費用の助成、海外ビジネス

コーディネーターによる海外企業とのビジネスマッ

チングなどを行います。

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。

(1)創業の支援

(2)地域企業の成長の支援

(3)中小企業への金融支援

(4)海外ビジネス展開の促進

(5)地場産業の振興

1億4,276万円

8,979万円

30億2,790万円

486万円

2,984万円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

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・企業などとの連携事

業を推進し、革新的な機能性食品などの開発を支

援します。

中小企業などと他企業・研究機関などとのコーディ

ネートなどにより、中小企業などの技術革新を促進

し、また、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。

久留米知的所有権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)バイオ産業の振興

(2)新産業・新技術創出の支援

・

・

・

・

・

1 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）

2

地域経済の基盤強化、

地域の雇用創出のため、

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。

産業団地などへ立地す

る企業の設備投資や税金などを助成します。

福岡県やうきは市と連携して、企業立地の受け皿と

なる新たな産業団地の整備に取り組みます。

(1)企業誘致の推進

(2)新たな産業団地の整備

4億8,348万円

7億7,906万円

・

・

・

　市は、「しごと」と「ひと」の好循環を作り出し、人口減少社会において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10月に「久留米市キラリ創生総合戦略」を策定しました。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。
（※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）
　平成29年度に実施する事業の予算のうち、主なものを紹介します。

くるめ創業ロケットの創業セミナー バイオ関連分野の研究

産業団地の立地協定締結式

地域経済を支える産業の集積
（企業誘致推進課）

3

1億1,812万円

5,561万円
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社内に貸付制度のない中小企業で働く人のために、

労働金庫と連携して、生活資金などの低利貸付を行

います。

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。

(1)中小企業で働く人への貸付

(2)中小企業で働く人の福利厚生の向上

4,210万円

658万円

高齢者の現役活躍を促進するセミナーを開催します。

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増大などの取り組みを

支援します。

障害者、高齢者、母子家庭の母などを継続雇用す

る事業主を助成します。

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。

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。

中小企業が行う育児休業取得後の復帰推進や、

多様な働き方ができる環境づくりなどを支援します。

インターンシップの推進、合同会社説明会の開催

など、就職活動をする学生などと、人材を求める地

元企業のマッチングを行います。

情報誌「くるめで働こう」

を発行、教育機関、公共

施設、商工団体などに配

布し、地元企業の魅力を

発信します。

(3)高齢者の活躍促進

(4)障害者などの雇用の促進

(5)職業訓練の充実

(6)ワーク・ライフ・バランスの推進

(7)地元就職の促進・地元企業の人材確保の支援

4,311万円

1,208万円

2,611万円

420万円

2,109万円

・

・

・

・

・

・

・

・

中心市街地の空き店舗への出店の改修費を助成

し、また、リノベーションを促進します。

まちづくり会社、商工会議所などが取り組む起業

家育成、商店街の顧客づくりなどを支援します。

高齢者や障害者などの中心市街地への外出を

支援するタウンモビリティ事業を行います。

商工団体が実施するプレミアム付き商品券の発行

を支援します。

地域の空き店舗への出店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。

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。

くるめヨカモン屋で行う

特産品の販売や情報

発信を支援し、また、市

民活動や市民文化の

発表の場である一番街

多目的ギャラリーを運営します。

久留米シティプラザの六角堂広場で、まちなか遊

園地、まちなかシネマ、パブリックビューイングなど

のイベントを行います。

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

平成29年度 久留米市の　商工業の振興、雇用・労働福祉の推進に関する予算

賑わいと憩いの創出
（商工政策課）

4

商工政策課　　　　　0942-30-9133
新産業創出支援課　　0942-30-9136
企業誘致推進課　　　0942-30-9135
労政課　　　　　　　0942-30-9046
各課共通

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）

5

働く人の暮らしをサポート
（労政課）

6

夏の風物詩 土曜夜市

地元企業の合同会社説明会

サービスセンターの会員証

(1)中心部商業の活性化

(2)地域商業の活性化

(3)まちなかの賑わいづくり

2,570万円

1億1,736万円

8,234万円

・

・

・

・

・

・

・

・

0 0 0 0 - 0 0 0 0

株式会社まち・ひと・しごと商事

久留米　太郎

　　　　　　　　　　0942-30-9707

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。

働く女性の能力開発の支援や企業への女性活用

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、子育て中の人の

就職相談などを行います。

(1)就労支援・就労相談

(2)女性の活躍促進

1,096万円

237万円

・

・

・

・
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国内外の見本市等に出展する事業者を支援
～販路開拓促進事業費補助金～

募　集

　市内中小企業が、自社製品や自社技術、自社が取り扱う製品等を見本市又は展示会等に出展する際に、必

要な経費の一部を補助します。ぜひ販路開拓にご活用ください。

　　次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が

　対象となります。

　①市内に事務所または事業所を有し、当該事務

　　所又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大企業が、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の2分の1を超えて保

　　有していないこと

見本市出展の様子

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

商工政策課

　0942-30-9133　　 0942-30-9707
　 syoko@city.kurume.fukuoka.jp

⑴補助対象者

　・補助率：国内、海外ともに2分の1

　・補助額：

　※海外で同一国に出展する場合の2回目以降に

　　ついては別途条件あり。

⑷補助金の額等

　　上記補助対象者が、市内で自社が製造もしく

　は開発した製品もしくは技術、又は自社が取り

　扱う製品等を、国内外の見本市等へ出展を行う

　事業（販売活動を主な目的としたものを除きます）。

　国内の出展の場合は、出展小間数100以上又は

　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。

⑵補助対象事業

　対象となる経費は以下の通りです。

　①出展（小間）料及び展示装飾費

　②出展物輸送費

　③通訳・翻訳経費

　④資料作成費

　⑤旅費（別途条件あり）

　国内出展の場合は③～⑤を除く。

⑶補助対象経費

［国内］
　補助金を利用することで出展経費を低く抑
えることができました。東京ビックサイトの大
規模展示会では多くのバイヤーと商談をする
ことができ新規受注をいただきました。
（日用品卸業）
［海外]
　海外展示会への出展は、渡航費、通訳・翻
訳費など多額の経費がかかりますので、補助
金があり本当に助かりました。また、海外ビジ
ネスコーディネーター事業もあわせて利用し、
現地での個別商談も設定いただき取引拡大に
つながりました。（食品製造業）

利用企業の声

　　一中小企業者につき国内・海外とも1回限りと

　し、同一年度内の併用はできません。

　※海外については同一国への出展は3回まで補

　　助します。

⑸補助金の交付回数

　詳しくは、下記へお問い合わせください。

⑹その他

国内20万円

海外30万円
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　「くるめ創業ロケット」は、久留米市が平成28年4月にまちなかに整備した創業支援施設です。平成29年3月
1日からは、福岡県よろず支援拠点との連携により、くるめ創業ロケットに「久留米よろず創業・経営相談窓口」
が常設。創業予定者から老舗まで、無料の経営セミナーや相談をぜひご利用ください。

「よろず支援拠点」とは、平成26年に国（中小企業

庁）が全国47都道府県に設置した無料の経営相談

窓口です。「福岡県よろず支援拠点」では、26名の

専門家・相談員が日 、々個別相談や少人数セミナー

を行っています。様々な実績のあるコンサルタント

や現役経営者に無料で何回でも相談できます。

（事前申込制）

○相談分野：SNSの作成（Facebook・LINE）、

ホームページ、チラシ、WEB広告、

販路開拓、商品開発、商品改善、

店舗繁盛化、資金繰り、事業計画、

労務、法律、税金、契約等

　百年公園内に立地する第3セクターの産業支

援機関です。

　専門人材による技術相談、産学連携マッチン

グ支援のほか、高額な試験分析機器を安価な

料金で時間貸しするオープン･ラボの整備など

により、地域産業の支援を行っています。

　お気軽にご相談下さい。

中小製造業の新製品・新技術開発を支援お知らせ

くるめ創業ロケットがパワーアップ紹　介

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

コンサルタントなどの専門家・相談員が全力でサポートします！！

㈱久留米リサーチ・パーク 研究開発部

　0942-37-6114　　 0942-37-6367平成29年4月14日から
平成29年5月15日まで（予定）

新事業展開のための技術開発、
新製品開発の取り組み

対象経費の3分の2以内かつ
上限500万円（税抜き）

⑵対象事業

久留米市内に本社または事業所を有す
る製造業を営む中小企業または個人など

⑴対　象　者

機械装置費、原材料費、旅費、外部委託
費、工業所有権の出願等の経費など⑶対象経費

⑷支　援　額

⑸募集期間

福岡県よろず支援拠点 　   092-622-7809申

　市では中小製造業の事業展開支援のものづくり

補助金をリニューアル。申請要件などの見直しを行

い、平成29年度より「久留米市ものづくり支援事業」

としてスタートします。

　産業支援機関である㈱久留米リサーチ・パーク

が事務局となり、製造メーカーで研究開発や生産

に携わった経験がある職員からの伴走型のサポー

トも行います。

〈事業の概要〉
久留米リサーチ・パークの外観

㈱久留米リサーチ・パークとは

久留米リサーチ・パーク ←検索

福岡　よろず ←検索   くるめ創業ロケット 　   0942-27-6144
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久留米広域商談会を開催 156社が結集し、受注企業は自社の製品や技術を発注企業へＰＲ報　告

　市は11月12日、地場の中小企業に対する受注機会の確保や、自立的発展および地域産業の活性化の
ために、機械金属製造業を対象とした久留米広域商談会を開催しました。

　久留米広域連携中枢都市圏と筑邦銀行、佐賀銀

行、十八銀行で構成する北部九州ビジネスマッチン

グ協議会、及び、筑後信用金庫、大川信用金庫が

共同で開催しました。

　関東、関西圏を含む、県内外からの発注企業49

社と圏域の地場企業を中心とした受注企業107社が

参加し、延べ340回の面談が行われました。

　各発注企業の面談ブースでは、受注企業の担当

者が製品サンプルやカタログを手に、自社製品や

技術力を熱心にアピールするなど、商談成立に向

けた活発な交渉が行われました。

　この商談会をきっかけに、今後も新たな取引が

成立することが期待されています。

　また、会場内には、久留米広域連携中枢都市圏

ＰＲコーナーを設け、圏域市町の取り組みなどを圏

域外から参加された企業へＰＲしました。

商談会場の様子

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

商工政策課 　 0942-30-9133　　 0942-30-9707
商談ブースで行
われる名刺交換

マルシェでは
あまおうフェアも
同時開催

久留米地域の逸品勢ぞろい　～久留米地域農商工連携見本市～報　告

　久留米地域農商工連携見本市を2月8日に、久留

米シティプラザで初めて開催しました。見本市には

久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大

木町の農商工業の30事業者が出展。各事業者は、

来場者へ自慢の商品や技術をＰＲし、バイヤーの

皆様との商談が盛んに行われました。また、商談成

約向上をテーマにしたセミナーや、農業経営支援

の研修会も同時開催し、多くの方が熱心に聞き入っ

ていました。

　また今回は、1月28日に六角堂広場にて『くるめ農

商工よかもんマルシェ』も初開催。久留米広域の

農・商業者の商品に来場者は舌鼓、お楽しみ抽選

会も盛り上がりました。

　ご自身の農産物で商工業者とタッグを組んで新

たな商品開発をしたい、自社の技術を生かして地元

の農産物を活用した新商品を生み出したい、などあ

りましたらご相談ください。

久留米商工会議所中小企業相談所

　　 0942-33-0213　　 0942-33-9033
久留米市農業協同組合農業振興課

　　 0942-35-9901　　 0942-36-0901

久留米市農商工連携会議事務局

商工政策課 　 0942-30-9133　　 0942-30-9707
農政課 　 0942-30-9163　　 0942-30-9717

出展者がバイヤー
の皆さんへＰＲ
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　昨年2月にインターネット上の通販サイトで、過

去の「部落地名総鑑」を復刻し販売しようとす

る悪質な差別事象も発生している中、昨年12月9

日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が

成立し、同月16日に公布・施行されました。

　この法律には「現在もなお部落差別が存在

すること」「基本的人権の享有を保障する日本

国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されな

いものであるとの認識の下にこれを解消するこ

とが重要な課題であること」が明記されていま

す。

　また基本理念として、「部落差別の解消に関

する施策は、すべての国民が等しく基本的人権

を享有するかけがえのない個人として尊重され

るものであるとの理念にのっとり、部落差別を

解消する必要性に対する国民一人一人の理解を

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

人権・同和対策課

　0942-30-9045　　 0942-30-9703

深めるよう努力することにより、部落差別のない

社会を実現する」と述べられています。

　企業の皆様におかれましては、法の趣旨・内

容を十分ご理解いただき、部落差別の解消に向

け、今後とも公正な採用選考や社内での同和問

題研修などの取り組みをお願いします。

クエスチョニングとは心の性や恋愛対象が揺れ動いた

り、また、どちらかに決めたくない、わからないなど、特

定の枠にはまらない総称として用いられています。

クィアは性的少数者の総称として用いられています。

労政課 　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

注1：

注2：

Ｌesbian（レズビアン）
Ｇay（ゲイ）
Ｂisexual（バイセクシュアル）
Ｔransgender（トランスジェンダー）
Ｑuestioning または Ｑueer
（クエスチョニング）注1 注2（クィア）

　セクシュアル・マイノリティという言葉を知って

いますか？これは、レズビアン（女性の同性愛

者）、ゲイ（男性の同性愛者）、バイセクシュアル

（両性愛者）、トランスジェンダー（生まれたとき

に法律的・社会的に割り当てられた性別とは異な

る性別を生きる人のこと）といった性的少数者を

表した言葉です。代表的な性的少数者の頭文字

をとって「ＬＧＢＴＱ」と表現することもあります。

　性的少数者は人口の3〜5％と推定されていま

す。これは20〜30人に1人程度の割合で、学校や

職場の仲間として、あるいは家族として、当たり

前に存在していることを示しています。しかし、

差別や偏見を恐れてカミングアウト（自分がそう

であることを表明すること）していない人も多く、

なかなか可視化されていないのが実情です。

　企業において、性的少数者は、職場で自分ら

しく働くことができず、それがストレスになって

休職したり、二重の人格を演じることで生産性

が落ちるといった問題点が指摘されています。

進めよう、多様な性を認める職場づくり

多様な人のあり方を認め合う企業風土があれば、

性的少数者も含めてすべての人が、自分らしく生

き、潜在的な力を発揮することができます。

人権の観点、優秀な人材の維持・確保の観点か

らも、偏見や差別をなくし、理解を深め、違いを

受け入れる取り組みを行いましょう。
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女性活躍に向けて講座を開催報　告

企業向け女性活躍推進セミナー（11月2日）

　労働力の減少や顧客ニーズの多様化への処方箋『女性社員の

活躍推進』について、セミナーを開催し、市内企業の経営者・人事

労務担当者など、38名が参加しました。

　中小企業だからこそ、女性や多様性のある社員の活躍が不可

欠であることが、様々なデータと共に示され、また女性社員

の力を引き出すポイントを分かりやすく説明しました。

女性社員キャリアップ講座（11月29日、12月12日）

　働く女性を対象に、「リーダーに必要なスキルを学ぶ」と題し、2日

間の講座を実施し、市内企業の女性社員30名が参加しました。女性

リーダーに求められる役割を理解し、チームをリードするために有効

なコミュニケーションの手法などについて、実践を通して学びました。

　今後も、女性が力を発揮し、いきいきと働き続けることができる

よう、引き続き支援します。

　市は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責

任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を発揮することができる「男女共同参画社

会」の実現を目指しています。

　平成27年8月に、女性が職場で、その希望に応

じて十分に能力を発揮し活躍できる環境を整備

するため「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」が成立しました。

　

　女性が活躍できる社会は、男女共同参画社会

の実現につながります。女性が活躍することで、

女性の意見や視点が生かされ、新しい価値の創

造も期待されます。また、男性を含めた長時間労

働の是正や、労働生産性の向上も期待できます。

　男女がともに希望する生き方がかなえられる

社会づくりを目指しましょう。

賃金や昇任などの男女格差を解消し、女性

が会議や研修に参加でき、出張へ行く機会

を増やすなど能力の発揮を促進するととも

に、子育て等との両立支援などに取り組みま

しょう。

「仕事と生活の調和」（ワークライフバラン

ス）の観点から、健康で豊かな生活のため、

長時間労働を削減し個人の置かれた状況に

応じた柔軟な働き方を支える制度整備と利

用しやすい雰囲気づくりを推進しましょう。

セクシュアル・ハラスメント防止に取り組みま

しょう。

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

アサーティブコミュニケーション（伝える技術）
など、必要なスキルを学びました

労政課

   0942-30-9046　　 0942-30-9707
　 rousei@city.kurume.fukuoka.jp

○

○

○

男女共同参画社会の実現を目指して

商工政策課

　0942-30-9133　　 0942-30-9707

　市は、ダイバーシティ促進の核となる女性の活躍を推進するために、有限会社サイズ・コミュニケー
ションズ代表取締役　高見真智子氏を講師に迎え、セミナーを開催しました。

事業者等の皆さんは、どのような取り組みが
必要でしょうか？
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労政課 　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

　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、作品の展示だけでなく商品の宣伝・販売もできますので、ぜひご活用ください。予約状況確認や利用申

込み・利用料金については、問い合わせ先までご連絡をお願いします。

◆4月～6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

一番街多目的ギャラリーのご案内催　し

募　集 障害者の「働く」をサポート紹　介

第20回 Original HAT Collection

古賀リフォーム教室とその仲間

TRIBAL ART「遊牧民の敷物」

緒方多美江　手描染作品展示販売

根っ子の会　絵画展

古布のおしゃれ展とはぎれたち

水墨画　心象会展

刺し子作品展

ししゅう展

グループ展　　　　

児童画秀作展

作品展示　薫園墨の会

スタジオ ヌッカ　詩画展

くつみ てるこ と 生徒

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

2

4

2

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4/

6/

7/

9

16

23

30

7

14

21

28

11

18

25

日　　　程 催　　　事　　　名

※上記催事予定表は、3月3日現在の決定分のため、変更になる場合があります。

定期的に訪問し、業務のアドバイスもします

障害者就業・生活支援センターぽるて

　0942-65-8367　　 0942-65-8378
　 porte@mx41.tiki.ne.jp

　市では、学生に地元企業の魅力を伝えるために、

『インターンシップ企業説明会』と『合同会社説明

会』の実施を予定しています。出展企業を募集します。

　⑴インターンシップ企業説明会

　【内容】

　　平成29年5月〜6月頃、久留米大学、久留米工業

　大学にて、概ね大学1年生から3年生を対象とした

　インターンシップに向けての合同説明会を開催。

　　受入企業の概要や募集要領、業務内容を企業

　が学生向けに説明します。

　【参加要件】

　　市内事業所

　⑵合同会社説明会

　【内容】

　　平成29年5～9月頃、久留米大学、久留米工業大

　学、久留米シティプラザにて実施。

　【参加要件】

　　平成30年度に正社員の採用を予定している市内

　事業所など。

　ぽるては、障害者一人ひとりの特性や個性に合った

仕事を一緒に考える相談窓口です。                          

　障害者の雇用を検討中、またはすでに雇用をして

いる企業からの相談もお受けしています。

　企業への訪問も行っています。まずはお気軽に

ご相談ください。 

《相談日時》

毎週月曜日～金曜日

9:00～17:15

（土日祝休み）

久留米一番街ギャラリー催事 ←検索

・障害者雇用を考えているが進め方が分からない

・なかなか採用に至らない                  

・業務の選び方のポイントが分からない 

・障害者を雇用しているがアドバイスが欲しい 

　など

《企業からの相談例》

人材の確保にご活用ください
インターンシップ合同会社説明会と合同会社説明会の参加企業募集
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 昭和47年ごろまでに製造された変圧器、コンデン

サ、業務用蛍光灯の安定器など工場、店舗などに

ある古い電気機器には、環境と人体に極めて有害

な高濃度ＰＣＢが含まれている可能性があり、法で

処分期間が定められています。

　高濃度ＰＣＢが含まれる高圧変圧器・コンデン

サの処分期間は残り1年となりました。事業所内に

ＰＣＢが含まれている機器がないか、使用中の機

器を含めて、再度ご確認ください。

　ＰＣＢ機器を保有している場合には久留米市へ

の届出が必要です（各種届出の様式は市ホーム

ページにあります）。機器にＰＣＢが含まれている

ことがわかった場合には、下記までご連絡ください。

その後の処理方法については届出の際にご案内し

ます。

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

久留米地域職業訓練センター

   0942-44-5201　　 0942-43-2964
　 master@ksk.ac.jp

廃棄物指導課

  0942-30-9148    0942-30-9715

　久留米地域職業訓練センターは職業訓練の中核施設として、福岡県南地域の企業や働く人のニーズに即
した各種講座（資格取得講座・パソコン等）や会議等にご利用いただける貸室業務を行っています。
　出前によるオーダーメイド研修にも対応しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

《高濃度ＰＣＢの処分期間》

○高圧変圧器・コンデンサ等：平成30年3月31日まで

○安定器等・汚染物：平成33年3月31日まで

＜講座のご案内＞

○ISO9000内部監査員養成講座

　ISO9000を審査登録しているか、登録を目指して

いる企業向けに、要求事項の解説、内部監査の目

的と実際、演習等で監査員を養成します。

＜貸会議室のご案内＞

　会議や社内研修を目的とした利用に、低料金で

活用できます。3カ月先まで予約可能で、少人数用

の会議室から大ホールまで、様 な々部屋があります。

少人数の会議や研修に最適です

変圧器

コンデンサ

安定器

ＰＣＢ　久留米市 ←検索

⑴日　程：

⑵受講料：

4月14日（金）・21日(金) 9：30〜16：30

22,000円(税込)

○貸会議室一覧

会議室

大ホール

小ホール

小会議室A

小会議室B

第1教室

第2教室

多目的実習A

多目的実習B

面　積

290㎡

74㎡

26㎡

30㎡

74㎡

56㎡

162㎡

80㎡

収容人数

180人

40人

8人

12人

40人

20人

60人

30人

金　額

16,000円〜

4,200円〜

1,500円〜

1,800円〜

4,200円〜

3,300円〜

9,000円〜

4,400円〜

（冷暖房・税込）

久留米地域職業訓練センターのご案内案　内

高濃度ＰＣＢ変圧器・コンデンサ処分期間残り1年案　内

久留米地域職業訓練センター ←検索

金額については午前、午後、夜間で異なります。
上記は午前の金額です。
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　平成29年度障害者雇用納付金制度に係る申

告・申請受付が、4月から始まります。

　常時雇用する労働者の総数が100名を超え

る事業主は、「障害者雇用納付金申告書、障害

者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整

金支給申請書」等の関係書類を、5月15日までに

下記の福岡県内の申告・申請窓口へ提出をお

願いします。

　なお、常時雇用する労働者の総数が100名以

下の事業主で、雇用障害者数の年度間合計数

が一定数を超えた場合は、7月31日まで報奨金

の支給申請ができます。

　詳しくは、下記までお問合わせ下さい。

44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

福岡県正規雇用促進企業支援センター

  092-739-8733　　 092-725-1776

（独）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　 　 092-718-1314

業務改善助成金 ←検索

国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ

平成29年度障害者雇用納付金制度に係る
申告・申請受付を4月から開始

＜業務改善助成金＞

　中小企業事業主が、①事業場内で最も低い

時間給を引き上げ、②業務改善（労働能率の増

進に資する設備・器具の導入、研修など）を実

施した場合、事業場内最低賃金の引上げ額な

どにより、以下の助成額が支給されます。

業務改善助成金のお知らせ

　「福岡県正規雇用促進企業支援センター」で
は、企業の労務管理経験者や社会保険労務士
など雇用促進アドバイザーが人材確保などの
課題についてご相談を受け付けます。ご相談に
応じて適切な支援メニューをご紹介します。
＜相談事例＞
・求人票を出しても応募がない
・採用した人材を定着させたい
・どのような助成金があるのか　など

福岡労働局雇用環境・均等部企画課

  092-411-4763　　 092-411-4895

福岡県正規雇用促進企業支援センター
のご案内

それぞれ助成の上限額が定められています

福岡労働局職業安定課若年雇用対策係

  092-434-9802　　 092-434-9821
ユースエール認定制度 ←検索

　厚生労働省では、平成27年からユースエール

認定制度を始めました。若者の採用・育成に積

極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な

中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働

大臣が「ユースエール認定企業」として認定。

　この認定を受けると、企業のイメージアップ

や優秀な人材の確保などが期待されます。メ

リットとして若者の採用・育成を支援する助成

金の加算措置、日本政策金融公庫による低利

融資、厚生労働省の「若者雇用促進総合サイト」

での企業ＰＲシートの公開などがあります。

　また、労働局・ハローワークが開催する就職

面接会などについて積極的にご案内しますの

で、正社員就職を希望する若者などの求職者

と接する機会が増え、より適した人材の採用が

期待されます。

　認定には一定の基準があります。詳しくは、

厚生労働省ホームページをご覧いただくか、下

記までお問い合わせください。

ユースエール認定制度
のご案内

ＪＥＥＤ ←検索

福岡正規センター ←検索

40円以上

60円以上

90円以上

120円以上

→

→

→

→

70万円

100万円

150万円

200万円

事業場内最低賃金の
引上げ額

支給上限額

＜支給額＞
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44号 (2017年 春)久留米市商工労働ニュース

ホームページもご覧ください

　5km、10km、20km、40kmの4コースで、春の久留

米路を歩く久留米つつじマーチ。

　職場や仲良しのグループで参加し、揃いの制

服やユニホームでアピールしてみませんか。

　最近、若年労働者の減少に伴い、人手不足が大

きな課題となっています。企業の発展には、「人を

大切にする」ことが重要ではないでしょうか。

　（公社）久留米広域勤労者福祉サービスセンター

（略称「KSC」）は、中小企業向けに『福利厚生

サービス』を行い、働くみなさんの元気回復をお

手伝いします。

久留米つつじマーチ実行委員会事務局

　 0942-31-1777 　  0942-31-3210
申

（公社）久留米広域勤労者福祉サービスセンター【KSC】

　 0942-39-7811 　  0942-39-7816
申

○開　催　日：

○会　　場：

○参　加　料：

○申込方法：

平成29年4月15日（土）、16日（日）

久留米市中央公園

（スタート・ゴール地点）

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。

申込書と参加料を、4月14日（金）までに久留米つつじマーチ実行委員会事務局へ。

郵便振替、インターネット、ファミリーマート「Famiポート」での申し込みは3月31日（金）まで。

申込書は、市役所本庁舎、各総合支所、各市民センターに準備しています。また、下記ホーム

ページからもお申し込み可能です。

春を感じながら、楽しくウォーク（過去の大会の様子）

○加入条件：

　　　　　　

○会　　費：

○内　　容：

加入については、下記までお問い合せください。

KSCニュースを
年6回会員にお届けします

久留米広域エリア（筑後地区）内に

事業所がある企業

会員1人につき、月額1,000円

年間通して受けられる会員特典

のほかに、年6回会報誌「KSC

ニュース」を発行しています。

スイーツやパンなどの地元人気

店で使えるクーポン券が付いた

フェアや、コンサート・スポーツ

観戦のチケット情報が満載です。

お知らせ

イベント

ＫＳＣ久留米 ←検索

久留米つつじマーチ　スポーツエントリー ←検索

第20回久留米つつじマーチ 4月15日（土）、16日（日）久留米市中央公園

①少ない負担で充実したサービス

②企業のイメージアップ

③経費節約

３つのメリット

人材確保のためにも、福利厚生の充実を
（公社）久留米広域勤労者福祉サービスセンター加入のご案内


