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　8月11日に久留米シティプラザで、市内企業37社での「合同会社説明会」
を開催しました。就職活動を行う68人が参加し、各企業のブースで熱心に説
明を聞いていました。参加者が多く集まる企業のブースには、業務内容や会
社の雰囲気がわかるようにパネルやポスターを張ったり、パソコンモニター
を置いたりするなどの工夫が施されていました。
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よう　かん

首都圏に向けて商品をブラッシュアップ
「売れる商品づくりアドバイス」事例紹介

特集

　市は、昨年度、市内の中小企業者の食品加工
品をブラッシュアップする「売れる商品づくり
アドバイス事業」を行いました。対象は、東京新
橋のアンテナショップ「福岡久留米館」で販売し
ている商品です。消費者ニーズや消費者トレン
ドに精通した首都圏アドバイザーが1点1点具
体的に助言しました。
　アドバイスを受けた商品は約25アイテムで、
その後、改良された商品12アイテムは、百貨店
や商社等とのマッチングを行い、6アイテムが、
首都圏での販売につながりました。大手量販店
とのOEM契約や都内スーパーでの販売が実現
した事例、アンテナショップでの売り上げが増
加した事例などの成果がありました。

●一般社団法人れんこん
●株式会社 農業都市デザインシステム研究所
●亀口おこし総本舗
●萩原オリーブ

●プレットサンフーズ株式会社
●有限会社 石橋製菓
●創菓堂素人残月
●株式会社 隼人

●サクラみそ食品株式会社
●田中製麺
●クロボー製菓株式会社

平成30年2月の成果発表会の様子

※パッケージの一部のデザインをぼかしています

参加企業の一覧（順不同、敬称略）

アドバイス事例① 「パッケージの変更」

After ●パッケージを羊羹のイメージから、
生チョコなどの洋菓子のイメージ
に変更することで、目新しさを強調
できた。
●羊羹にトッピングを施すことで、他
社の商品と並んでも店頭で目立
ち、ギフトでも使えるデザインと
なった。

国産オリーブとレモン
グラスを使った羊羹で
目新しさがあるが、首
都圏では大手老舗羊羹
メーカーと競合するこ
ともあり、インパクトが
足りなかった。

Before 羊羹

商品名や白い紙で
包んだパッケージ
からは中身が想像
しにくいため、初
めて見る人は購入
しにくかった。

Before 焼きまんじゅう After ●中のまんじゅうを一つ
ひとつ包んでいた白い
紙を外し、パッケージの
前面は透明、背面は白
色にすることで焼き色
を際立たせ、焼きまん
じゅうであることが伝
わりやすくなった。
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こうじ

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

アドバイス事例② 「買いやすい分量」

After ●その場で手軽に飲めるよう、バラ
売りでの販売に変更した。
●冷蔵棚の上部に配置し、手に取っ
てもらいやすい陳列に変えた。
●効能や成分を書いたPOPを陳列
棚に掲示することで、たくさんの
商品の中から選んでもらいやす
くなった。

初めて購入する人が
多いアンテナショップ
などの売場では、5本
セットの冷蔵商品は、
持ち運びに支障をき
たすため購入しにく
かった。

Before 飲料

お土産などに初めて購
入する人が多いアンテ
ナショップなどの売場
で販売する商品として
は、分量が多すぎて、手
にとってもらいにく
かった。

Before 菓子

●効能
●成分

After ●色々な味の種類があることか
ら、お試しに購入しやすい小
袋タイプとすることで、複数購
入につながりやすくなった。
●巾着型に仕上げることで、コン
パクトながらもボリューム感
がでて、割安感も引き出せた。

ラベルデザ
インや容器
に統一感が
ないため、同
じメーカーの
商品であるこ
とがわかりに
くかった。

Before 麹製品 After ●ラベルのデザイン・容器を統一する
ことで、同じメーカーのシリーズ商品
であることがわかりやすくなり、他
の種類の商品を手に取ってもらい
やすくなった。
●容器を瓶からチューブ型スタンド
パックにすることで、調味料としての
使い勝手が良くなり、商品棚に並べ
た際の見栄えが良くなった。

ドレッシングは、製
造メーカーや、原料
の地域性を売りにし
ているものが多く、
販売競争が激しい。
種類は3つあるが、
パッケージ・ラベル
からは、その違いが
わかりにくかった。

Before たまねぎタレ After ●商品が、野菜だけでなく、肉・魚・麺類
などにも合う味であったため、「ド
レッシング」ではなく、「たれ」という
ネーミングで打ち出した。
●「たれ」の方が「ドレッシング」より汎
用性があるため、ドレッシングや野
菜コーナーに加え、肉のコーナーへ
も売り場が広がることを期待できる
ようになった。

あんかけスープである
ことなどの特徴がわか
りにくく、材料として生
トマトを準備する必要
があることが伝わりに
くかった。

Before レトルト食品 After ●スープの特徴がわかる商品名に変
更し、調理の際に生トマトを加える
ことをわかりやすく表現できた。
●袋入りから箱入りに変更すること
で、価格に見合ったパッケージに仕
上がり、お土産やプチギフトとして
も使用できるデザインになった。
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商談ブースで行われる名刺交換

商談会場

久留米市　先端設備等導入計画 検索

■申 （公財）福岡県中小企業振興センター　■☎092－622－6680　■F 092－624－3300

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

久留米広域商談会参加企業を募集

ビジネスマッチングで受注機会を拡大募　集

日 時

会 場

対象業種

募集期間

発注企業

申込方法

2月7日（木） 13：00～17：00

ホテルマリターレ創世久留米

機械金属製造業等

11月16日（金）～12月14日（金）

発注企業は11月中旬頃に決定し、

市ホームページやチラシでお知らせします。

電話、FAX
※企業名と電話番号、担当者名をお伝えください

三菱長崎機工株式会社

安川エンジニアリング株式会社 九州支店

クボタ化水株式会社

ほか45社

108社

平成29年度の参加企業
発注企業

受注企業

※久留米広域連携中枢都市圏とは、久留米市、大川市、小郡市、うきは市、
大刀洗町、大木町の4市2町で連携して事業を行う組織です

　久留米広域連携中枢都市圏（※）では、地域産業の振
興・活性化を図るため、広域商談会を開催します。商談会に
は、県内外の発注企業約30社と圏域内を中心とする受注
企業約100社が集まり、個別面談を行います。
　参加してさまざまな企業に自社の強みをアピールし、受注
の増加や、新たなパートナーづくりの機会にしてください。

先端設備等導入計画の受け付けを開始

❶申請書（原本）

❷認定経営革新等支援機関による事前確認書

❸暴力団排除に関する誓約書（役員名簿含む）
※償却資産税の軽減を受けたい場合、
　追加で工業会証明書（写し）が必要です
※その他の書類を提出いただく場合があります
郵送

〒830ｰ8520 久留米市城南町15番地3

商工政策課

申請書類

申請方法
申 請 先

中小企業の設備投資を支援お知らせ

　市では、「先端設備等導入計画」の認定申請受け付けを
開始しました。
　先端設備等導入計画は、中小企業者等が設備投資を通
じて労働生産性の向上を図るための計画です。市の認定
を受けた場合は、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。
　制度を利用する場合は、申請書類を提出してください。
　必要な書類は、市ホームページに掲載していますので、
ダウンロードしてください。
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ものづくりに分析・測定技術の活用を募　集

　おいしいイタリア料理店
を開くのが夫婦の夢でし
た。そんな中、くるめ緑花
センター内に飲食店を開
いて欲しいという依頼があ
りました。夫は、田主丸・う
きは地域の農産物の価値
を高める6次産業化の取り
組みに参加して、この地域
の食材に魅了されており、この地での開業を決意しました。

　これまで知らなかった、事業計画や税金の仕組みを学
べて大変助かりました。今後も経営に役立てていきたい
です。

PICCOLA CUCINA 時の庭
■☎0942ｰ65ｰ5186
■所 善導寺町木塚303ｰ28 くるめ緑花センター 茶花の里内
■pc.tokinoniwa@icloud.com

■問新産業創出支援課
■☎0942－30－9136　■F 0942－30－9707
■nics@city.kurume.fukuoka.jp

■申株式会社久留米リサーチ・パーク 研究開発部　■☎0942－37－6114　■F 0942－37－6367

　市は、商工会議所などが実施する創業塾を受
講して創業する人を、有利な融資制度などで支
援しています。創業塾の卒業生で飲食店「時の
庭」を開業した山浦ひとみさんにお話を伺いま
した。

創業で夢をカタチに紹　介

　最近は、リピーターのお客様も増え、自信につながって
きました。今後も「地場の四季の食材に添って」をコンセプ
トに、季節ならではの食材の良さを生かした料理を、食を
楽しむお客様に、自信を持って提供できるよう取り組んで
いきます。

創業のきっかけは？

創業塾を受講してどうでしたか？

今後の抱負は？

やま    うら

善導寺町で
「PICCOLA CUCINA 時の庭」を
平成30年3月開業

ものづくりの研究開発の成果の展示も行います

落ち着いた店内で
スローフードを楽しめる

日 時

場 所

定 員
対 象
内 容

申込方法

11月15日（木）
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
（百年公園1番1号）
120名
ものづくりを行う中小企業や個人など
●特別講演 「刃物を売らない刃物メーカー」
株式会社ファインテック 代表取締役社長 本木 敏彦 氏
●講演「研究開発・故障解析を支援する
　　   最新型X線CTシステムのご紹介」
株式会社島津製作所 分析計測事業部 橋本 継之助 氏
●事例紹介
福岡県工業技術センター
久留米リサーチ・パークの活用事例
●展示
地域中小企業や大学、公設試験研究機関など
電話、FAX（HPで申込書ダウンロード可能）
※会社名、参加者名、電話番号、懇親会への参加の有無を
　お伝えください。

無料
懇親会費
1,000円

テクノ交流会 検索

テクノ交流会で情報交換やネットワークづくり
　ものづくりを行う中小企業が、市場の環境変化に対
応し、発展していくためには、分析・測定の技術などを
活用して自社技術を向上させることが重要です。
　株式会社久留米リサーチ・パークは、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。分析・測
定技術についての講演や近隣で利用できる分析機関
やその活用事例の紹介、参加者の懇親会を行います。
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　女性を含む多様な人材が活躍すること
は、多様な価値観が事業に反映されたり、イ
ノベーションが促進されたりするなど、企業
の成長につながります。
　市は、女性社員の活躍を促進するため
に、今後のリーダーに求められている考え
方やスキルを身につけるための講座を開
催します。

女性リーダー養成講座を開催

女性社員のステップアップのために募　集

■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

申込締切

場 所

無料
要申し込み

株式会社サイズラーニング
代表取締役 高見 真智子 氏

■問こども子育てサポートセンター
■☎0942－30－9731　■F 0942－30－9718
■kokosapo@city.kurume.fukuoka.jp

仕事と不妊治療の両立にご理解をお知らせ

不妊治療とは
　近年、不妊治療を受ける夫婦は増加傾向にあります。不
妊の原因は、女性だけにあるわけではありません。男性に
原因があることもあります。不妊治療は、人工授精などの一
般不妊治療では妊娠しない場合に、体外で卵子と精子を
受精させ子宮内に戻す「体外受精」や「顕微授精」へと進
みます。
　この治療には頻繁かつ排卵周期に合わせた通院が必
要で、あらかじめ通院日を決めることが難しい上、治療が
長期に渡ることが多く、身体的・精神的に大きな負担を伴
います。

仕事と治療の両立のために
　晩婚化などを背景に、働きながら不妊治療を受ける人は
増加傾向にあると考えられています。平成29年に厚生労
働省が行なった調査では、仕事と不妊治療との両立がで
きず、16％の方が離職しています。働きながら安心して妊
娠・出産を実現できるよう、不妊治療について職場の皆さ
んのご理解をお願いします。

に

　市は、退職を控えた勤労者とその家族を
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
をサンライフ久留米で開催します。退職後の
健康保険・年金・雇用保険などについて、社
会保険労務士が分かりやすく説明します。講
座終了後には、講師が個別相談に応じます。

退職前準備講座を開催

充実したセカンドライフに向けて募　集

■申サンライフ久留米
■■☎0942－33－4425　■F 0942－33－4431
■sunlife@onyx.ocn.ne.jp
■所諏訪野町2363‐9

日 時

場 所

講 師
対 象

定 員
申込方法

申込締切

11月17日（土）

10時～12時　講座

13時～　　　 個別相談（先着10人）

サンライフ久留米 2階大会議室

社会保険労務士 西野 惠子 氏

50歳以上の退職予定者及び既に退職した人

（ご家族の参加も可）

35人（希望者多数の場合は抽選）

はがき、電話、FAXまたはサンライフ久留米窓口で
※講座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
　個別相談希望の有無をお伝えください

11月7日（水）（はがきの場合当日消印有効）

無料
要申し込み

1日目 11月13日（火）10：00～17：00

2日目 12月11日（火）10：00～17：00

・キャリア研修（タイプ別分析による自己理解とキャリア開発）

・仕事をランクアップするスキル開発（ワークライフバランスと

タイムマネジメント、建設的な提案力の向上）

株式会社サイズラーニング

代表取締役 高見 真智子 氏

えーるピア久留米（諏訪野町1830‐6）

210・211研修室

市内企業の女性中堅社員

30人（先着順）　　

電話、FAX、メール
※講座名、勤務先、氏名、電話番号を
　お伝えください

11月6日（火）
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安定器

蛍光灯器具

蛍光灯器具内の安定器 安定器本体

　昭和47年頃までに製造された変圧器、コンデンサー、
業務用蛍光灯の安定器など工場、店舗などで使用・保管さ
れている古い電気機器には、環境と人体に極めて有害な
ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）が含まれている可能性があり、
法で処分するよう定められています。
　機器にPCBが入っているか確認してください。

■問廃棄物指導課　■☎0942－30－9148　■F 0942－30－9715
■haikishi@city.kurume.fukuoka.jp

機器にＰＣＢが入っているか確認してくださいお知らせ

久留米市　PCB 検索

久留米市　エコドライブ宣言 検索

■申環境政策課　■☎0942－30－9146　■F 0942－30－9715
■kansei@city.kurume.fukuoka.jp

E nergy Saving
みんなではじめようエコドライブ

エコドライブ宣言をするともらえるマグネット

エコドライブ宣言書

●ふんわりアクセル「ｅスタート」
発進時は最初の5秒で時速20キロを目安に
アクセルを踏む

●車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少な
い運転をする
●減速時は早めにアクセルを離す

・社内で「エコドライブ10のすすめ」を回覧する
※エコドライブ普及促進協議会のホームページで
　ダウンロードできます

・燃費記録票を車内に配置し、運転距離や給油
量・燃費を記入して、分析を行う
・「燃費を前年比○％向上」などの取り組み目標
を定め、ＰＤＣＡサイクルで改善を行う

エコドライブのポイント

会社でエコドライブをすすめる方法（例）

①ＰＣＢ使用安定器
処分期間：平成33年3月31日まで

②高濃度ＰＣＢが含まれる変圧器・コンデンサー

昭和52年3月までに建築・改修された建物の所有者を対象
に、「ＰＣＢ使用安定器の保管・所有に関する調査」を実施して
います。調査票が届いた場合は、ご協力をお願いします。

処分期間は、すでに過ぎていますが、万が一保管しているこ
とが判明している場合は、速やかに廃棄物指導課にご連絡
ください。

エコドライブとは
　平成28年度の全国の二酸化炭素排出量は約12億
600万トン。そのうち自動車からの排出量は、約15％
（約1億8,500万トン）を占めています。
　私たちの生活や仕事に自動車は欠かせません。普段
の運転の中でエコドライブを実践すると、自動車から
排出される二酸化炭素を削減でき、地球温暖化の緩和
につながるだけでなく、燃費向上による燃料代の節約、
事故の減少などのメリットがあります。

エコドライブ宣言事業者を募集中
　市は、エコドライブ宣言事業者を募集しています。
　エコドライブ宣言事業者には、「エコドライブマグ
ネット」と「エコドライブ宣言書」をお渡ししています。エ
コドライブマグネットを、車のバンパーに張って運転す
ることで、マグネットを見た後続車の運転者にエコドラ
イブへの理解を促すとともに、自
らもエコドライブを実践しようと
思っていただく二次的な効果も
期待しています。
　登録方法は、「エコドライブ
宣言」登録書を提出いただくだ
けです。申請書は環境政策課に
準備しています。市ホームペー
ジでダウンロードすることもで
きます。
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厚生労働省　あかるい職場応援団 検索

　「性別によって不公平に扱われた」または「市の施策な
どが男女平等でない」と思ったときは、男女平等推進委員
（弁護士などの専門家）に救済や苦情を申し出ることがで
きます。

○結婚・出産で退職を強要された
○女性という理由だけで、優先的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
○給与面に男女の格差が生じている
○産休・育休を取ろうとすると、いやがらせ（マタハラ・パ
タハラ）をされる
○昇給制度に男女差がある

　これらの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当たりま
す。相談内容をはじめ、秘密は厳守
します。
　過去の申し出と対応結果は、市
ホームページで見ることができます。

このようなことに遭遇したことはありませんか？ 公共施設のトイレなどに
置いているSOSカード

　パワハラとは、職務上の地位・権限または職場内
の優位性を利用して、業務上の適正範囲を超えた人
格と尊厳を侵害する言動で、精神的・身体的苦痛を
与えたり、職場環境を悪化させたりすることです。働
きやすい職場をつくるために、パワハラになる事例
を確認し、職場からパワハラをなくしましょう。

［パワハラの一例］
　上司が部下の誤字を見つけて、「なぜこのような
ミスをしたのか、反省文を書け」と指示し、内容につ
いて数日間に渡り、書き直しを命
じたり、些細なミスに対して「仕事
のやり方が下手だ」とみんなの前
で起立させたまま大声で長時間叱
責し続ける。

▼他の事例はこちらから

パワハラ（パワーハラスメント）とは

男女平等推進委員制度お知らせ

■問男女平等政策課　■☎0942－30－9044　■F 0942－30－9703　■所市本庁舎9階（城南町15番地3）

性差別からの救済について
申し出ができます

労働教育講座・
労働経営セミナー

募
集

窓口に来所・電話・メール
■☎ 0942ｰ30ｰ9246（専用電話）
■danjoiin@city.kurume.fukuoka.jp

相談
方法

月曜日～金曜日8：30～17：15
（祝日・年末年始を除く）

受付
時間

　市は、福岡県と連携して、労働者と企業
の経営者や人事・労務担当者を対象に、労
働問題を解説するセミナーを開催します。

■申福岡県 福祉労働部 労働局 労働政策課 企画調整係
■☎092－643－3585　■F 092－643－3588
■koyou-kikaku@pref.fukuoka.lg.jp

【労働者向け】労働教育講座【労働者向け】労働教育講座

日 時

内 容

場 所

講 師
定 員
申込方法

未払い賃金関連法律の解説や裁判事例、
同一労働・同一賃金を巡る展望
10月18日（木）18：15～20：15
えーるピア久留米210･211研修室
（諏訪野町1830-6）
九州大学法学部教授 山下 昇 氏
50人
電話、FAX、メール
※講座名、氏名、電話番号をお伝えください

日 時

内 容

場 所

講 師
定 員
申込方法

ハラスメントの基礎知識
（事例の紹介、ハラスメントに配慮した指導方法など）
10月30日（火）14：00～16：00
えーるピア久留米210･211研修室
（諏訪野町1830-6）
にしひら社会保険労務士事務所 西平 睦美 氏
50人
電話、FAX、メール
※講座名、氏名、電話番号をお伝えください

【企業向け】労働経営セミナー【企業向け】労働経営セミナー

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

指導がパワハラに
ならないように

無料
要申し込み
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　久留米広域勤労者福祉サー
ビスセンター（KSC）は加入す
る中小企業を対象に、勤続祝
金などの給付や旅行・スポーツ
観戦等の割引や健康づくりの
メニューなどの『福利厚生サー
ビス』を提供しています。

定期健康診断を実施した事業主に、会員一人当たり
2,000円を助成。（年度内に1回）

インフルエンザの予防接種1回を限度に、会員一人当
たり1,000円を助成。（10月～1月に行ったもの）

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳になる会員が、
指定機関の人間ドックを受診する際、日帰り15,000
円、1泊20,000円を助成。（年度内に1回）

職場における発達障害へのご理解を募　集

■問（公社）久留米広域勤労者福祉サービスセンター
■☎0942－39－7811　■F 0942－39－7816
■kurumesc.arion.ocn.ne.jp

② インフルエンザ予防接種助成

③ 人間ドック助成

■申保健所保健予防課　■☎0942－30－9728　■F 0942－30－9833
■ho-yobou@city.kurume.fukuoka.jp

　市では、九州ろうきんと連携し
て、中小企業で働いている人を
対象に、教育費やマイカー購入
費など生活に必要なお金を無
担保・低金利で貸し付ける「わく
わくローン」を実施しています。

わくわくローンの概要

■問九州労働金庫ローンセンター久留米
■☎0942－33－7117　■F 0942－33－7123

200万円以内

10年以内

年3.6％

元利均等月賦（ボーナス併用返済も可能）

原則として不要

貸 付 金 額

返 済 期 間

貸 付 金 利

返 済 方 法

担保・保証人

利 用 目 的
教育費、医療費、冠婚葬祭費など
その他生活のため必要な資金

生活に必要なお金を
無担保・低金利で
貸し付けします

① 定期健康診断助成

メニューの一例

わくわくローンの
ご利用を

お
知
ら
せ

充実した福利厚生
サービスを提供/KSC

お
知
ら
せ

日 時

演 題

場 所

講 師

対 象

申込方法

申込締切

「職場における大人の発達障害の

理解と支援 Part Ⅱ
～実際の対応を通して～」

11月21日（水） 14：30～

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）

久留米大学医学部神経精神医学講座 講師

久留米大学病院カウンセリングセンター

センター長 大江 美佐里 氏

関心がある人

電話、FAX、メール
※講演会名、氏名、電話番号、手話通訳希望の有無を
　お伝えください

11月14日（水）

無料
要申し込み

おお  え      み   さ    り

講演会を開催
　近年、職場において発達障害との向き合い方が課題に
なっており、本人だけではなく周囲の人も悩んでいると言
われています。
　本人は、障害による不得手な部分に気づき、生きづらさ
を感じていることが少なくありません。発達障害の特性を
本人や周囲の人がよく理解し、その人に合った職場での
過ごし方を工夫することができれば、持っている力が生か
されるようになります。
　市は、大人の発達障害の特徴や職場における配慮のポ
イント等を解説する講演会を開催します。
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■問長寿支援課　■☎0942－30－9207　■F 0942－36－6845

認知症サポーターステッカー

久留米市地域包括支援センター 検索

厚生労働省　仕事と介護の両立 検索

他人事ではない『介護』や『認知症』

企業が認知症の介護に備えてできること

相談窓口

①認知症サポーターステッカーを進呈
②受講団体名（企業名など）を市のHPに掲載

認知症サポーター養成講座の
講師を無料で派遣

介護保険サービスや相談窓口、認知症の進
行イメージなどを掲載した「認知症支援ガイ
ドブック」。市本庁舎、総合支所、市民セン
ター、地域包括支援センターに用意してい
ます

いつか訪れるかもしれない
介護に備えて

仕事と介護の両立経験談

西日本新聞社の
藤崎真二さん

特　典

　平成29年に市が実施した雇用実態調査では、介護
を理由に退職した従業員がいたと回答した事業所が
5.3％で、年々その割合は増加しています。経験を積ん
だ熟練の従業員や管理職など企業の中核となる人材
が、仕事と介護の両立に悩み、離職してしまうことは、企
業や社会にとって大きな損失です。
　介護が必要になった
主な原因は、「認知症」が
第１位です（平成28年国
民生活基礎調査）。また、
平成24年の厚生労働省
の調査では、高齢者の4
人に1人が認知症または
その疑いがあるという結
果で、高齢化の進行に伴
い、今後、多くの人が「認知症介護」を経験することにな
ると考えられています。
　介護が理由で、心身ともにストレスを抱えたり、離職
する従業員が増えたりする前に、仕事と介護の両立支
援の取り組みをはじめることが大切です。

　働く仲間や将来の自分のために、仕事と介護の両立
ができる制度を整備して周知するとともに、認知症につ
いての理解を深めておきましょう。

●高齢者や認知症に関する総合相談
　久留米市地域包括支援センター
※市内に11箇所あり、お住まいの校区によって、窓口が異
なります

●仕事と介護の両立についての相談

　遠距離介護の体験記「オトコ

の介護」を連載された西日本新

聞社の藤崎真二さんに、古里・

鹿児島に一人で暮らす父親を介

護したお話を伺いました。

　「父親の認知症が判明したのは平成25年秋。家

族を福岡市に残し、宮崎に単身赴任中だった49

歳のときでした。介護が必要となりましたが、介護保

険制度の仕組みもよく分からず、地域包括支援セン

ターなど初めて聞く施設名や認知症の症状にも戸

惑いました。その後、福岡市に戻り、介護計画を作

成してくれるケアマネジャーと密に連絡を取りなが

ら、提案を参考にヘルパー派遣や通所介護施設な

どのメニューを症状に応じて選択していきました。

検診の時などは会社の介護休暇制度を活用、同僚

にも仕事の配分や順番の変更などでサポートして

もらい、仕事と介護を両立しました。同じ境遇の先

輩からアドバイスを受けることができました。

　大切な人が認知症と分かったら、まず誰かに相

談することが大切です。そうすれば気持ちが楽にな

り、情報も得られ、助けてもらえ、きっと答えが得られ

るはずです。」

　市は、講師を派遣し認知症の基礎知識（主なタイプ・
症状・対応方法）について、60分～90分間で、DVDなど
の教材を使いながら、わかりやすくお伝えしています。
　認知症を知るこ
とで、介護を行う同
僚へのフォローの
仕方について考え
るきっかけにもな
ります。希望する場
合は、お問い合わせ
ください。

介護を理由に退職した人がいると
回答した事業者の割合

5.3

2.2
1.3

H23 H26 H29
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0
（%）

ふじ   さき　しん   じ   
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国・県等からのお知らせ

福岡県最低賃金改定のお知らせお知らせ

■問福岡労働局 労働基準部 賃金室
■☎092－411－4578
■F 092－411－4875

　福岡県最低賃金を10月1日に814円に改定します。

1時間 814円
効力発生日 平成30年10月1日

　福岡県30代チャレンジ応援センターでは、「筑後地区 合
同会社説明会・面談会」への参加企業を募集しています。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。

■問福岡県30代チャレンジ応援センター事務局
■☎092－406－2464　■F 092－781－6105
■30dai.kawauchi@acr.gr.jp

合同会社説明会・面談会の参加企業募集募集

福岡県30代チャレンジ応援センター 検索

日 時

会 場

対 象

規 模

参加条件

1月23日（水）

久留米シティプラザ 大会議室（六ツ門町8‒1）

おおむね39歳までの求職者（学生は除く）

参加企業数 20社程度（予定）

福岡県内に事業所があり、正規雇用（未経験応募

可）の求人を行う企業であること など

※求人の一部に正規雇用（無期雇用）以外のもの

が含まれていても可

　福岡県では、「労働トラブル相談会」を実施します。解雇、
賃金未払い、セクハラ、パワハラ、労働条件に関することな
ど労働に関する問題で悩んでいたら相談してください。
雇用形態に関係なく、どなたでもご相談いただけます。
　相談は無料、秘密は厳守します。
　相談は面談または電話で受け付けます。なお、相談内容
によっては弁護士と連携して対応します。

■問福岡県 福祉労働部 労働局 労働政策課 労働福祉係　■☎092－643－3587　■F 092－643－3588

ひとりで悩まず、まずは相談を募集

労働トラブル相談会を開催
日時 11月11日（日）10：00～18：00

（受付は17：30まで）

場所 筑後労働者支援事務所
（久留米市合川町1642ｰ1久留米総合庁舎1階）

電話 0942ｰ30ｰ1034
※筑後地域以外の相談は問い合わせ先に
　お尋ねください

福岡労働局 検索

　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）に加入するこ
とが法律で義務付けられています。
　まだ、加入手続きがお済みでない事業主は、労働者が安
心して働ける職場づくりと安定した事業経営を図るため、

■問福岡労働局 総務部 労働保険徴収課
■☎092－434－9835　■F 092－434－9824

労働保険への加入は法律で義務付けられていますお知らせ

所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）
で加入手続きを行ってください。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です
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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 maila :sysyokoo o@ci@c ty.ty kuru ume.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 50号
2018年 秋　9月28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、9月7日現在の決定分のため、変更になる場合があります

10月～12月開催の催事 開館時間：10時～19時

催事名

10/  2（火）～8（月・祝）

10/10（水）～   14（日）

10/16（火）～   21（日）

10/23（火）～   28（日）

10/30（火）～11/4（日）

11/  6（火）～   11（日）

11/13（火）～   18（日）

11/20（火）～   25（日）

11/27（火）～12/2（日）

12/  4（火）～     9（日）

12/11（火）～   16（日）

12/18（火）～24（月・休）

趣味の切手展

2018都市ビル環境の日「子ども絵画コンクール」

「我人生・我故郷」吉村寿夫80歳 ミニミニ個展

久留米特別支援学校 作品展示会

第30回 南祥会書作展

第７回 書画の装い展

仁悟郎展

中原みゆき 4コマ絵本原画展

門田ステンドグラス教室 生徒展

冬のガラス展

水中写真展

くつみ照子 創作人形展＆教室展

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 検索池町川

東町公園

日吉町交番

明治通り

一番街商店街

一番街多目的
ギャラリー

至
西
鉄
久
留
米
駅

至
六
ツ
門

日吉町

日吉町交番

■問人権・同和対策課　■☎0942－30－9045
■F 0942－30－9703　■doutai@city.kurume.fukuoka.jp

「えせ同和行為」をなくそうお知らせ

　「同和問題は怖い問題である」という誤った意識につけこんで、同和問題を口実に、企業・個人や
行政機関等に不当な利益や義務のないことを求める行為が「えせ同和行為」で、同和問題に対する
誤った意識を植え付ける大きな原因となっています。

「えせ同和行為」と思ったら
○一貫して毅然とした態度で対応する
○不当な要求は、断固として拒否する
○応じるべきではないと考える要求に対し、「検討する」「考え
てみる」など期待を抱かせる発言をしない
○事実確認を的確に行うために、氏名や要求内容などを
詳細に記録・録音する
○担当者まかせにせず、組織全体で対応する
○対応は必ず複数で行い、場合によっては、警察や弁護士
に相談し、待機・臨場してもらう
○面談は、自社が管理している場所で行う
○面談時間は指定・制限する

●

対応

●
対応

電話で機関誌や図書などの購入や寄付金・賛助金の
支払いを強要された
●購入や協力の意思がないことを明確に伝える
●購入や協力しないことに対して、「同和問題に対
する理解が足りない」と言われたときは、「法務
局、市に相談して対応する」と答える

図書が勝手に送られてきた
●開封せずに「受取拒否」と記入して、配送業者に
持ち帰ってもらう
●開封した場合は、厳重に梱包して送り返す
●購入した場合は、クーリング・オフが適用される
ので、8日以内に申し込みの撤回をする

こんなときどうする？




