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くるめ光の祭典ほとめきファンタジー開幕
　11月15日に、第15回くるめ光の祭典ほとめきファンタジーが開幕しました。
西鉄久留米駅東口から久留米シティプラザまでの中心市街地が、イルミネー
ションやライトアップ、光のオブジェなど、華やかな光の装飾に包まれています。
　1月13日まで開催しています。家族や友人と一緒に中心市街地にお越しくだ
さい。
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特集

　社会福祉法人ひじり会は、地域の高齢者や住民がゆとりある暮らしを送るた
めに、短期入所生活介護、通所介護、訪問入浴介護、居宅介護などの様々な
ニーズに応えるサービスを提供しています。
　「障害はあくまでも本人の特徴の一部。一緒に生きていく社会でなければ」
という鬼塚香津子統括施設長の考えのもと、特別支援学校や、障害者就業・
生活支援センター等からの紹介で障害を持つ人を積極的に雇用しています。

　入所者の入浴介助やおむつ交換を担当している浦上嘉明さん（勤務歴5年）
は、「入浴時などに『気持ちいい』と喜ばれると嬉しいです。おむつパットの収納場
所には何時に何色を使うといった表が張られ、私達が目からの情報で理解でき
るように工夫されていて働きやすいです」と、話します。

労政課　 0942-30-9046 0942-30-9707

優れた取り組みを行う2事業所と
卓越した技能を持つ15人を表彰
雇用優良事業所  技能・技術奨励者

　

社会福祉法人 ひじり会

障害者雇用
優良事業所 ●障害を持つ人を13人雇用し、法定雇用率2.2%以上を達成している。障害者雇用率4.38％（令和元年6月現在）

●障害を持つ人の定着状況が良好である。

取り組み内容

「笑顔で喜ばれると嬉しい」と、
入所者の介助をする浦上嘉明さん

できる部分を認め合い、
感謝される喜びを分かち合える職場環境

　西日本産業株式会社は、設立50周年を迎え、総合不動産事業を幅広く
行っています。女性管理職が57％で、それぞれ重要な役割を担当。
　「パートや社員、年齢、性別、学歴にこだわらず、仕事に対する志と能力で
判断しています。産休・育休から復帰する人も多く、それだけ仕事にやりがい
を感じてもらっているようです」と、今村公榮代表取締役社長は話します。

　データ業務を担当しているハリソン朱美さんは、1年間の産休・育休を
経て復職。「子どもが熱を出し保育園から電話があると、『お子さんを優先し
てください』と、田中部長が声を掛けてくださいます。子育てと両立しながら安
心して働くことができます」と、話します。

　

●職場において待遇の男女均等化を進め、管理者の性別が男女どちらにも片寄らずその割合が30％以上かつ各2人以上を
　達成している。管理職：女性4人（取締役兼部長1人、ほか3人）男性3人（部長代理1人、ほか2人）、女性管理職割合57％
●個々の希望に沿った勤務時間の決定をするなど、働きやすい環境である。

取り組み内容

頼れる上司、働きやすい職場への改善により
女性がますます活躍

女性労働者
活躍推進
事業所

雇用優良事業所 障害者の雇用、女性労働者の積極的活用で、
他の模範となるような取り組みを行う市内の事業所を表彰

産休・育休から復帰したハリソン朱美さん（左）と
部長の田中亜由美さん（右）

西日本産業 株式会社

　市は、11月15日に雇用優良事業所と技能・技術奨励者
の表彰式を行いました。
　雇用優良事業所表彰では、地域の雇用促進・安定のた
め、障害のある人の雇用や女性労働者の活躍促進などに
積極的に取り組んでいる事業所を表彰しました。

　技能・技術奨励者表彰では、技能・技術者の社会的・
経済的地位の向上と地域産業の発展のため、各分野の第
一線で活躍し、後進育成などに尽力した人を表彰しました。
　今年度、表彰を受けた皆さんを紹介します。
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植木職
冨安大和園
  

剪定や枝曲げ
などの巧みな技術
豊かな経験で
黒松をイメージ
通りに造形

人々に憩いと
安らぎを与える
植物や石を
バランスよく
コーディネイトした
空間

管工事の
技術継承に尽力し
ライフラインを
支え続ける

ガーデンデザイナー

『甘さのキレと
柔らかさ』を
追求し続ける

菓子製造工

    

熟練のカンや
コツをデータ化し
技能伝承の
システムを構築

ゴム製品製造工

生産から販売、剪定、
庭木育成指導まで
海外へ向けて
グローバルに展開

植木職

得意の調色で
望む色を確実に
表現し
ムラなく仕上げる

塗装工

  

ユマニチュード®の
実践を通して
新たなケア手法を
提案

看護師

  

優れた技術と
指導力で
全国大会優勝へと
導く

バーテンダー

電気回路設計の
経験や知識を
活かし
社内の電気設備を
統括

電気技能士

  

昔ながらの技法
『伝統表装』を
手掛ける職人

表具技能士

左官技能を
持ち合わせている
からこそできる
強固な防水工事

防水工

  

配管工
有限会社 光設備工業
  

技能・技術功労士

若くして優れた技能・技術を持ち、
技能・技術の向上、
職種の発展に努め、
将来を嘱望される人

青年技能・技術優秀士

技能・技術優秀士

えぐち たかゆき

豊富な経験と
知識により
現場に合わせた
新しい工法を工夫

防水工
九州防水 株式会社

江口　昂行さん 

たけいし しゅうぞう

客観的な
介護記録を生かし
介護の質の向上に
つなげる

介護福祉士

武石　周三さん 

やまだ ゆきや

工程計画、
材料選定に
工夫を凝らし
卓越した
配管技能を駆使

配管工
株式会社 大成

山田　恭也さん 

医療法人社団 久英会
高良台リハビリテーション病院

優れた技能・技術を持ち、
さらに研鑽に努め、

後進の指導育成に寄与する人

卓越した技能・技術を持ち、
他の模範と認められる人

技能・技術奨励者 優れた技能・技術を持ち、技能・技術者の社会的・経済的地位の向上と
地域産業の発展に寄与する人を表彰

とみやす ひろよし

冨安　啓義さん
なかの かずひこ

中野　一彦さん

中村桂園
なかむら しげる

中村　茂さん

フランス菓子グランシェフ
わしず みのる

鷲頭　稔さん

株式会社 ブリヂストン
久留米工場
おかざき まさひろ

岡﨑　正大さん

有限会社 老木園
えがみ なおき

江上　尚紀さん

BAR Paper Moon
はやし きみひろ

林　公宏さん

株式会社 ムーンスター
つるもと たかし

鶴元　敬さん

久本表装店
ひさもと えいじ

久本　榮二さん

株式会社 松岡左官工業
まつおか けんた

松岡　謙太さん

株式会社 伊藤塗装店
いとう やすひろ

伊藤　靖広さん

社会医療法人 雪の聖母会
聖マリア病院
すぎもと ちなみ

杉本　智波さん



　少子高齢化が進む中、企業が人材を確保し、持続的
に成長するためには、従業員の仕事と育児・介護・治療
などの両立や多様な働き方の実現が大切です。市は、
ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業に助成
金を交付しています。
　ワーク・ライフ・バランスとは、仕事にやりがいや充実
感を感じ、責任を果たしながら、その一方で、子育てや
介護、家庭や地域での生活、自己啓発などといった、
個々の私生活も充実させるという考え方です。
　社員の皆さんの仕事と生活の調和が図れるよう働き
やすい環境づくりを行いましょう。

社員の幸せと企業の成長を応援募　集

ワークライフバランス推進助成金
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●研修やコンサルで20万円（最大）

○ワーク・ライフ・バランスなどの研修
○働き方の見直しを図るコンサルタント業務
○就業規則の見直し
○フレックスタイムの導入 など
上限20万円（対象経費の2／3以内）

○在宅勤務制度の導入
　・就業規則の見直し
　・在宅勤務用のパソコン購入 など
上限30万円（対象経費の2／3以内）

市内に事業所がある中小企業等で福岡県子育て
応援宣言企業かつ福岡県介護応援宣言企業など

対　　象

左記と同じ対　　象

対象事業

補助率等

●在宅勤務制度の導入で30万円（最大）

対象事業

補助率等

環境整備助成（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助成）

労政課　 0942－30－9046　 0942－30－9707

助成金の利用事例

働き方の見直しのため実施した研修の様子

　助成金を利用して、社員を対象に社会保険や税金、
仕事と育児・介護などとの両立のための制度などを学ぶ
研修を実施しました。労働に関する専門家である社会保
険労務士に講師を依頼しました。
　当社は、パートタイムで働く人が多く、扶養の範囲内で
働きたい希望者のために労働時間の調整が必要で、
年末になるとシフトの調整に苦労していました。そのため、
社員の皆さんに社会保険などの制度について説明する
ことで、改めて自身の働き方を考えてもらいたいと思った
ことが、研修を実施したきっかけです。

取り組んだきっかけ

　今後の働き方を考えるいい機会になったという声があり
ました。また、育児休業や介護休業制度などについて説明
をしてもらったことで、社内制度の理解が深まりました。社員
がよく理解することで、制度を利用しやすい職場環境が醸
成され、仕事と育児・介護の両立につながると思います。

社員の皆さんの反応は？

　中小企業が優秀な人材を確保するには、働きやすい
環境の整備が大切だと考えています。今後も、社員の声
を取り入れ、長く働きたいと思える働きやすい環境を整
えていきたいです。

人材確保には働きやすい環境が必要

おお くに けい ぞう

　助成金を利用して、働き方の
見直しのための研修を実施した
株式会社日本生物製剤の工場長・
大國啓造さんにお話を伺いまし
た。株式会社日本生物製剤

工場長 大國 啓造さん
おおくに けいぞう
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「久留米産」を活用した新商品・サービス開発を支援紹　介

農商工連携の相談を受け付けています
　久留米市農商工連携会議（※）事務局は、農商工連携に
興味があり、取り組みたいと考えている事業者のために、相
談窓口を設けています。相談の内容に応じて、国などが行っ
ている補助金や融資制度、専門家によるアドバイスなどの
支援内容を紹介します。
　農商工連携とは、農林漁業者と商工業者が互いの技術や
ノウハウを持ち寄って、新しい商品やサービスの開発・
提供、販路の拡大などに取り組むことです。
　この会議では、国産バニラビーンズの商品・ブランド化や
久留米産肉用牛の販路拡大などの各プロジェクトへの
支援を行い、アイスクリームやローストビーフなどの新商品
が生まれています。
　平成30年度に、ほとめきそばプロジェクトが新たに発足
しました。このプロジェクトでは、耕作放棄地を再生しながら
栽培する「久留米産そば」の認知度を向上させるため、生産
拡大やブランド化に向けた新商品開発、市内小売店・飲食
店などへの販路拡大に取り組んでいます。

※久留米市農商工連携会議
　久留米市と市内の４商工団体、５農業協同組合で構成する組織

　久留米商工会議所は、地域経済の活性化を目的に、
10％のプレミアムが付く商品券「Theプレミアム商品券」を
発行しています。
　10月4日から6日までの一次販売に続き、10月28日
から、二次販売（窓口販売）を実施しています。
　年末年始の買い物や食事、サービスを受ける際のお支払
いに、ご利用ください。

久留米市農商工連携 検索

Theプレミアム商品券　久留米 検索

耕作放棄地を再生して生産したそばから
製品化した「くるめほとめきのそば」

久留米産の「博多和牛」を使って
作られたローストビーフ

久留米商工会議所Theプレミアム商品券の二次販売を実施

商品券で10％お得に買い物を募　集

購入対象者

発　行　額

そ　の　他

使用期限

購入限度額

販売窓口・時間

種類・販売単位

●一次販売（10月4日～6日）で購入していな
　い人
●一次販売（10月4日～6日）で購入限度額の
　10万円に達していない人
●購入はご本人に限ります。（代理購入はできま
　せん。窓口にお越しください。氏名、現住所を
　確認できる本人確認証を持参ください。）
●住所は問いません。久留米市外に住んでいる
　人も購入できます。
●18歳未満の人が購入する場合は、家族であ
　る保護者の同伴が必要です。(本人確認証の
　提示と同一住所の家族の本人確認証を提示
　いただきます。)
総額3億円（11月末現在）
2月3日(月)まで
1,000円券：１セット１万円（1,000円券11枚つづり）
500円券：１セット５千円（500円券11枚つづり）
お一人様10万円まで
（1,000円券、500円券の合計額）
久留米商工会議所事務局（城南町15-5）
平日9:00～17:30　土曜9:00～12:00
※日曜・祝祭日は休みです
Theプレミアム商品券が使えるお店やその他の
詳細は、久留米商工会議所のホームページで
ご確認ください（登録店でのみ利用できます）。

久留米商工会議所 地域振興課

0942-33-0212 0942-33-0933

shinko@kurume.or.jp

0942－30－9133 0942－30－9707

0942－30－9163 0942－30－9717

久留米市農商工連携会議事務局

〈支援策の紹介〉
商工政策課 

農政課 

〈商品化についての相談〉
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

Theプレミアム商品券の見本



久留米市本庁舎 ３階 会議室
（城南町15-3）

講習会終了後に、個別相談会（13:00～16:00）を行います。
※この事業は、福岡県行政書士会に委託して実施しています

アイデア・ネーミング・デザインでビジネスチャンス拡大をお知らせ

知的財産の無料相談会を開催中
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福岡県外国人材受入企業相談窓口 検索

福岡県が相談窓口を開設

　福岡県は、外国人労働者が在留資格の範囲内でその
能力を十分に発揮し適正に就労できるよう、企業向けの
相談窓口として福岡県外国人材受入企業相談窓口を設置
しています。平成31年4月の改正入管法施行により創設さ
れた在留資格「特定技能」や、技能実習制度、外国人材を
雇用する際の労働条件などについてお気軽にご相談くだ
さい。
　また、企業向けの講習会を開催します。講習会の終了後
に、専門家による個別相談会も行います。

福岡県 福祉労働部 労働局 労働政策課 092-643-3585 092-643-3588

外国人材受け入れの疑問を解消募　集

福岡県外国人材受入企業相談窓口

電話番号

受付時間

所　在　地

メ　ー　ル
0120-86-2905
soudan01@gyosei-fukuoka.or.jp
平日10:00～17:00
※土・日・祝日・年末年始を除く
福岡市博多区東公園2-31
福岡県行政書士会館内

久留米知的財産支援センター［(株)久留米ビジネスプラザ内］ 宮ノ陣4丁目29-11

無料 要申し込み

無料 要申し込み

知的財産についての無料相談会

特許、実用新案、商標、意匠など知的財産
の相談に対応します

　久留米知的財産支援センター（久留米ビジネスプラザ）
では、知的財産の無料相談会を定期的に実施しています。
　特許や実用新案、商標、意匠など知的財産権全般に関
する相談に専門家が対応し、大学や研究機関と中小企業
のマッチングを行うなどビジネスチャンスの拡大に努めて
います。アイデアの発掘から権利活用まで、幅広くサポート
します。

毎週火・金曜日

企業向け外国人材受け入れの講習会・個別相談会

外国人採用の実際
（成功例・失敗例）

不法就労助長罪に
関する注意喚起

2月15日（土）
10:30～12:00

3月21日（土）
10:30～12:00

特許、商標の取得・活用に関して弁理士
が個別相談に対応します毎月第２・４水曜日

インターネット出願手続きなど特許等
の出願が久留米ビジネスプラザででき
ます

毎月第３水曜日

企業、大学、研究機関と中小企業のマッチ
ングや契約締結を支援します随　　時

0942-31-3104 0942-31-3107

※まずは、電話かメールでお問い合わせください

テーマ日　時

外国人を採用している企業の成功例や
失敗例から自社にあった取り組みを
考えます。

外国人雇用に関する法律について学び
ます。

内　容 場　　所

久留米市でも、同センターを活用し上の２つの商標を取得しました

久留米市イメージキャラクター



久留米絣の魅力を発信催　し

第23回 藍・愛・で逢いフェスティバルを開催
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久留米市 家族介護教室 検索

長寿支援課 0942-30-9038 0942-36-6845

日　　時
場　　所

内　　容

3月21日（土）・22日（日）10：00～17：00
地場産くるめ（東合川町5-8-5）
※無料送迎バスを運行します
（ＪＲ久留米駅⇔西鉄久留米駅⇔会場）

●展示・販売
●久留米絣ファッションショー
●2020久留米絣新作発表会
●久留米絣を着用して来場した人の無料撮影会
●手織り体験教室 など

無　料

無料 要申し込み

　藍・愛・で逢いフェスティバル実行委員会は、久留米絣
の魅力を広めるため、第23回藍・愛・で逢いフェスティバ
ルを開催します。
　久留米市や広川町、筑後市の織元や問屋などが一堂に
会し、久留米絣の反物や、和・洋装品、手工芸用の端切れ
などの展示即売会を開催します。
　久留米が誇る伝統的工芸品「久留米絣」の魅力をぜひ
ご堪能ください。

　職人たちの「丹念な手仕事」、自然素材「木綿の持つ風合い」、素朴な中にも「精巧な美
しさ」があり、200年を超える技術の集積。それが伝統的工芸品「久留米絣」です。

藍・愛・で逢いフェスティバル実行委員会（久留米絣協同組合） 0942-44-3701 0942-44-3705

家族介護教室を開催

仕事との両立のために介護の理解を深めましょう募　集

家族介護教室

日　　時

場　　所

内　　容

対　　象
定　　員
申込方法

申　込　先
電話番号
Ｆ　Ａ　Ｘ

①1月23日（木） 18：30～20：30
②1月28日（火） 10：00～12：00
※両日とも同じ内容です
①久留米市本庁舎3階 306会議室（城南町15-3）
②コスモすまいる北野 会議室（北野町中3253）
誤嚥性肺炎の基礎知識、口腔ケアの効果と方法
を体験しながら学ぶことができます。
家族を介護している人、介護に興味がある人 など
15人（先着順）
電話、FAX
※講座名、氏名、電話番号をお伝えください
久留米市介護福祉サービス事業者協議会
0942-35-1525
0942-46-5841

　市は、家族の介護について学ぶ「家族介護教室」を開催
します。この教室では、高齢者の身体的特徴や認知症の
ケアのあり方、効果的な福祉用具の活用法を学びます。
　平成29年に市が調査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。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。
　仕事と介護の両立のために、社内制度の整備とあわせて、い
つか訪れるかもしれない介護についての理解を深めましょう。

家族介護教室でさまざまな福祉用具を体験する参加者

あでやかな和装のファッションショーの様子

ポップな色合いの製品も楽しめます

※この事業は、久留米市介護福祉サービス事業者協議会に委託して実施しています
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なくそう！望まない受動喫煙 検索

望まない受動喫煙もハラスメントの１つです

労政課　 0942-30-9046 0942-30-9707

無料
要申し込み

　スモークハラスメント（通称「スモハラ」）とは、いわゆる
「喫煙に関する嫌がらせ行為」のことです。職場などにおい
て自己の意思に反して喫煙者が非喫煙者に対して喫煙す
ることを強制したり、非喫煙者がタバコの煙にさらされたり
することをいいます。

　平成30年7月に成立した改正健康増進法は、「望まない
受動喫煙の防止」を目的に、施設区分毎の喫煙に関する
規制を定めており、令和2年4月から全面施行されます。
　全面施行に伴って、これまで規制対象外であった第2種
施設（※1）についても「原則屋内禁煙」となります。施設の
管理権原者等には、望まない受動喫煙の防止に関する
責務（罰則あり）があります。
　そのため、第2種施設の管理権原者等は、経営判断により、全
面施行までに、次のいずれかの対策を行わなければなりません。

第1種施設（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関等）以外の多数
の者が利用する施設のこと

省令で定める基準を満たす喫煙するための専用部屋。標識の提示
義務があり、20歳未満の客・従業員は立ち入り禁止となります。

スモークハラスメントを防止しよう

※1 第2種施設

※2 喫煙専用室

①屋内禁煙とする
②喫煙を認める場合は、喫煙専用室（※2）を設置する

労政課　 0942-30-9046 0942-30-9707

考え方

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。

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

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、思想・支持する
政党・人生観などを質問する問題事象が報告され
ています。これらは、憲法で保障されている思想信
条の自由に属する事柄です。それを採用選考の場
に持ち込むことは、応募者の基本的人権を侵すこと
になります。
　公正な採用選考を行ってください。

●尊敬する人物は誰ですか
●家の宗教は何ですか
●支持する政党は何党ですか

問題がある事例（採用面接の質問）

　福岡県は、市と連携して、経営者や
人事・労務担当者を対象にした「労働
経営セミナー」や、労働者を対象にし
た「労働教育講座」を開催します。

労働経営セミナー・
労働教育講座を開催

募
　
集

日　　時
対　象　者
講　　師
内　　容

2月20日（木）14:30～16:30
経営者、人事・労務担当者、テーマに興味がある人
かばしま法律事務所　弁護士　泊　祐樹 氏
ワーク・ライフ・バランスやテレワークの導入
事例など

定　　員
申込方法

各回50人（先着順）
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
対　象　者
講　　師

内　　容

2月20日（木）19:00～20:30
労働者、テーマに興味がある人
福岡産業保健総合支援センター
メンタルヘルス対策促進員
産業カウンセラー 貫橋　伸子 氏
職場におけるメンタルヘルス対策など

福岡県 福祉労働部 労働局 労働政策課
092-643-3585 092-643-3588

労働経営セミナー

労働教育講座

会　　場 えーるピア久留米 210・211研修室
（諏訪野町1830-6）

koyou-kikaku@pref.fukuoka.lg.jp

とまり ゆうき

しめはし のぶこ



管理者のための
メンタルヘルス管理研修
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KSC久留米 検索

久留米地域職業訓練センター 検索

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

　メンタル的疾患の予防だけでなく、従業員一人一人が、
仕事を通して生き生きと力を発揮できるようにするための
ストレスマネジメントを学びます。

　臨時的・短期的・軽易な業務への「シルバー派遣」で、
企業の皆さんの人手不足を解消します。利用料金などは、
お問い合わせください。
　また、シルバー人材センターの会員も随時募集しています。

2か月に１回発行するＫＳＣニュースに、さまざまなお店で
使えるクーポン券を掲載しています。

単独企業ではできない充実した福利厚生を募　集

職場のストレスマネジメントを学ぼう募　集

シルバー派遣で人手不足を解消募　集

ＫＳＣで人気のサービスメニュー
①各種フェア（うどん・パン・スイーツ等）のクーポン

助成サービスが利用できる施設の窓口で会員証を提示
するとお得な料金で温泉施設が利用できます。

②温泉施設の利用助成

ＫＳＣニュースに掲載するクーポンを使って、お得な料金
で映画鑑賞ができます。また、抽選で400人を無料の
映画観賞会に招待しています。

③映画クーポン・無料映画観賞会

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

日　　時
場　　所

受　講　料
対　象　者
定　　員
内　　容

申込方法

3月4日（水） 13:00～17:00
久留米地域職業訓練センター
(東合川5-9-10)
6,000円(税込)
経営者、管理職など指導的立場にある人
24人(先着順)
●ストレスチェック
●リーダーの役割
●傾聴によるコミュニケーション
●自己理解と他者理解
●上司や部下に対する思い込みをなくす考え方
電話、FAX、メール
※講座名、氏名、電話番号をお伝えください

●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
　ほか多数

主な派遣職種
転

応

　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。

久留米地域職業訓練センター
0942-44-5201 0942-43-2964
master@ksk.ac.jp

西町873－7

　久留米広域勤労者福祉サービスセンター（通称：ＫＳＣ）
は、加入する中小企業を対象に１人あたり月額1,000円の
負担で、慶弔給付金の支給や、旅行・コンサート・スポーツ
観戦の割引などの福利厚生サービスを提供しています。



E nergy Saving
省エネ診断でコスト削減
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省エネ・節電ポータルサイト 検索

エネルギーの使い方を見直しましょう

環境政策課 0942-30-9146 0942-30-9715

無料 要申し込み

　事業活動には、電気・燃料・熱など、エネルギーの
消費が欠かせません。しかし、エネルギーは、消費すれ
ばするほどコストがかかります。
　エネルギーの使い方を見直し、コスト削減につなげ
ましょう。
　また、省エネは、コスト削減だけでなく、温室効果ガ
ス排出量の削減につながり、地球温暖化対策にも貢献
します。国は、事業者の省エネを促進するため、さまざま
な支援を行っています。

※事務所・ビルや病院・介護・福祉施設、飲食店や宿泊施設など
　多くの事業所が対象です
※年間のエネルギー使用量1,500klの目安
　・小売店舗（延べ床面積）：約3万㎡
　・病院（病床数）：500～600床程度

無料
要申し込み

生活に必要なお金を無担保・低金利で貸し付け募　集

200万円以内貸 付 金 額

利 用 目 的 教育費、医療費、冠婚葬祭費など
その他生活のための必要な資金

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

わくわくローンの相談会を開催

日　　時
場　　所

2月9日（日）、16日（日）10:00～17:00
九州労働金庫ローンセンター久留米（城南町8-28）

わくわくローン相談会

わくわくローン

10年以内返 済 期 間
年3.6％貸 付 金 利
元利均等月賦（賞与併用返済可）返 済 方 法
原則として不要担保・保証人

問い合わせ
電話番号

一般財団法人省エネルギーセンター九州支部
092-431-6402 Ｆ　Ａ　Ｘ 092-431-6405

　国（資源エネルギー庁）の事業のため、中立的な立場で
対応できます。申込書作成の段階からの支援も可能です。
　また、省エネ・節電ポータルサイトでは、節電診断や
講師派遣などの省エネ支援サービス、診断事例の
紹介、自己診断ツールなど、事業者が省エネ・節電を
推進するための有益な情報が掲載されています。

○気軽に相談を

①中小企業（中小企業基本法で規定される事業者）
②年間のエネルギー使用量(原油換算値)が原則とし
　て100㎘以上1,500㎘未満の工場・ビル等

○対象となる事業所

○省エネ診断の提案例

　省エネルギーセンター九州支部
では、専門家による省エネ診断を実
施しています。
　これは、電気・燃料・熱など「総合
的な省エネ行動をサポートする」診断サービスです。
空調温度設定の見直しなどお金をかけずにできること
から、効果の高い投資などについて専門家によるさまざ
まな提案を受けることができます。

専門家による省エネ診断

　市は、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制度「わくわくローン」の無料相
談会を開催します。詳しくは下記までお問い合わせください。

ビル

（※）

（※）



国・県等からのお知らせ

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部

092-718-1310 092-718-1314

ハローワーク久留米 求人事業所部門 0942-90-0016 0942-35-8645

11久留米市商工労働ニュース 55号（2019年 冬）

　求人票の様式がＡ４片面からＡ４両面に変わりま
す。掲載する情報量が増え、仕事を探している人に
より詳しい情報を伝えられるようになります。

変更その１

　ハローワークに来所しない求職者に対しても、ハ
ローワークインターネットサービスを通じて、ハロー
ワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用
端末）と同じ求人情報が提供できるようになります。

変更その2

　ハローワークインターネットサービスで求人者マイ
ページを開設すると、事業所のパソコンから求人申し
込みや変更等のサービスが利用できるようになります。

変更その3

JEED福岡 検索

　ハローワークは、1月6日から、仕事を探している人に、
より詳しい求人情報や事業所情報を提供できるよう、求人
票の様式を変更します。

ハローワークのシステムが新しくなりますお知らせ

日　　時

場　　所

2月21日（金） ①10:00～12:00 ②14:00～16:00
※①②両方とも同じ内容です
久留米リサーチパーク Ｃ研修室（百年公園1-1）

福岡労働局 検索

福岡労働局 労働基準部 賃金室
092-411-4578

　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和
2年度障害者雇用納付金の事務説明会を開催します。申告・
申請書を正しく、スムーズに作成するための説明会です。初
めての担当者でもわかりやすいよう、具体的に説明します。

　このほかに、2月12日から3月13日までの間に福岡県
内の6会場で18回開催します。最寄りの会場、都合がつく
日時に参加できます。詳しくは、ホームページでご確認くだ
さい。

労働者が100人を超える事業主は申告が必要ですお知らせ

092-411-4875
福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課
092-411-4894 092-411-4895

1時間 841円福岡県
最低賃金

せ
ら
知
お 福岡県の
最低賃金を改定

効力発生日❶～❺ 令和元年12月10日

令和元年10月1日

地 域 別
最低賃金

特 定
最低賃金

電子部品・デバイス・
電子回路
電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

❷

輸送用機械器具
製造業❸

百貨店、総合スーパー❹

自動車（新車）
小売業❺

製鉄業
製鋼・製鋼圧延業
鋼材製造業

❶ 1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

975円

944円
889円
940円

926円

効力発生日

　 ストップ短納期発注

長時間労働につながる取引慣行を
見直しましょう

障害者雇用納付金の申告・申請事務説明会を開催

　労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取
引において、長時間労働につながる発注にならないよう
配慮する必要があります。
　事業主の皆さんは、次のような取り組みが行われるよう、
従業員に周知・徹底を図りましょう。

　また、厚生労働省では、事業場の労働基準関係法令
違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金
支払遅延等防止法等の違反が疑われる事案については、
公正取引委員会や中小企業庁に通報する制度の強化を
図っていくことにしています。

週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の
短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること
発注内容の頻繁な変更を抑制すること
発注の平準化、発注内容の明確化、その他の
発注方法の改善を図ること

①

②
③

せ
ら
知
お



　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、下記までお問い合わせください。

一番街多目的ギャラリー 検索

問い合わせ先　 

電話　

多 目 的 ギ ャ ラ リ ー の ご 案 内一番街

（日）

（月・祝）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（月・祝）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

1/

1/

1/

1/

1/

2/

2/

2/

2/

3/

3/

3/

3/

2/

3/

4

7

15

21

28

4

11

18

26

3

10

17

24

5

13

19

26

2

9

16

24

1

8

15

22

29

（土）～

（火）～

（水）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火・祝）～

（火）～

（水）～

（火）～

（火）～

（火）～

（火）～

久留米大学附設中学高等学校　芸術展

鹿毛正男 鉛筆画展

今村宜寛　油彩画展

第3回　藹藹展

街中の風景

第5回　スタジオヌッカ展

雛祭りと季節の下げ飾り展

季節の下げ飾り展

タカムク・シンイチ　絵画展

第17回　野の花・山の花　写真展

防火ポスター　コンクール

和田恭華　木目込み人形教室展

（ご利用受付中）

久留米市一番街多目的ギャラリー

0942-39-3030

東町26-8　1階

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

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

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

久留米つつじマーチ 検索

日　程

1月～3月開催の催事 開館時間：10時～19時

催事名

 申し込み先・問い合わせ先

FAX　 Eメールアドレス　  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

久留米市 商工労働ニュース 55号
2019年 冬　12月25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。

※上記催事予定表は、12月13日現在の決定分のため、変更になる場合があります

第23回久留米つつじマーチを開催催　し

開　催　日
会　　場
コ　ー　ス
参　加　費

4月18日（土）、19日（日）
久留米市中央公園（スタート・ゴール地点）
5km、10km、20km、40kmの4コース
大人2,000円（当日2,500円）、小学生～高校生1,000円（当日1,500円）
※1日のみ参加・2日間参加を問わず同額

申込方法 ①郵便振込
②インターネット…「SPORTS ENTRY」「ウォーキングモシコム」サイト
　からお申し込み
③Famiポート…ファミリーマート店内「Famiポート」からお申し込み
④直接申し込み…申込書と参加費を、同実行委員会事務局へお持ちくだ
　さい。
　※申込書兼振込用紙は、久留米市観光案内所（ＪＲ久留米駅・西鉄久留米駅構内）、久留米市
　　本庁舎、各総合支所、各市民センターなどに準備しています

受付期間 ①②③ 3月31日（火）まで　④4月17日（金）まで

　久留米つつじマーチは、見頃をむかえた久留米つつじや、耳納連山・筑後川といった雄大
な自然、歴史、文化、芸術などの筑後の魅力をのんびり歩きながら満喫できるウオーキング
大会です。各コースのチェックポイントでは、地元の皆さんが参加者をおもてなしします。
職場の仲間や家族、友人と一緒に歩いてみませんか。

久留米つつじマーチ実行委員会事務局 0942-31-1777 0942-31-3210

六ツ門町3-11 くるめりあ六ツ門6階　（公財）久留米観光コンベンション国際交流協会内

あいあい

色鮮やかなつつじを見ながらウォーク（昨年の様子）


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

