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今、企業に
求められる
採用力
合同会社説明会から
見えてきたもの

特集

　経団連は2017年度および2018年
度入社対象の採用選考に関する指針
で、広報活動は3月1日から、選考活動
は6月1日から、正式な内定日は10月
1日からと規定。2019年度も同じスケ
ジュールを維持するとしています。

　市では、若年者の市内企業への就職を促進するため、合同会社説明会を8月10日
に久留米シティプラザで行いました。その中の出展企業の喜多村石油株式会社 採用
担当の廣重 康之さんに人材確保の取り組みや雇用の定着について話を伺いました。

　最近の売り手市場となっている雇用情勢では、その年度に応じ
た自社の採用スケジュールを立て、企業の情報発信力を高めること
で求める人材獲得に近づきます。

企業による新規大学卒業生の採用スケジュール

熱気に包まれた久留米シティプラザの会場

ブースを有効活用し、求職者にアピール

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

インターンシップ

喜多村石油株式会社は、久留米市を拠点とし、サービスステーションでの石油製品の安全・
安定供給を中心に、自動車関連商品、通信など多彩な事業展開でお客様の生活を支える
地域密着企業です。

企業
出展

インタビュー

合同会社説明会でのひと工夫

　弊社が求める人財は、明るい笑顔で素直な人、他人に
気配りができる人、すぐに行動できる人です。平成29年4

月の新入社員は10名。人財獲得のた
めの採用活動は、合同会社説明会を中
心に行っています。理由は、単独の企業
説明会よりも広く学生とコンタクトを取
る機会となるからです。久留米市主催や
市内外の大学内開催の合同会社説明
会などには、学生が親近感を持ちやす
い新入社員が同行します。ブースには
社員の顔写真や自社野球部のポス
ターをディスプレイするなど、学生の目
を引き、話題の接点を多く持つ工夫をし
ています。後日、独自に会社見学会を行

い、職場見学と現場の社員と話す機会を設け、その後、選
考へ進みます。

時代に応じた対応

　学生のインターンシップを受け入れています。日数や
ワークの内容など、より効果的に行うためにプログラムを
検討中です。時代の変化への敏感な対応が必要だと感じ
ています。

楽しく働ける職場環境が大切

　入社後に、社員一人ひとりに力を発揮してもらうには、
安心して楽しく働き続けられる職場環境が大切です。弊社
では、充実した研修制度で国家資格取得を支援するな
ど、人財育成に力を入れています。またクラブ活動、仕事と
家庭の両立支援、そして社員同士で協力しあう雰囲気が
あり、モチベーションアップと定着につながっています。

採用活動でしっかりアピール

喜多村石油㈱
営業サポートグループ課長 廣重康之さん

広報活動（会社説明会、自社サイト、就職サイト登録）

選考活動開始（試験・面接等）

正式内定
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■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
■住久留米市六ツ門町3－11くるめりあ六ツ門ビル6階

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

効果的なPR方法

合同会社説明会
①ブースづくりで惹きつける …………………………

★ポスター・掲示物・配布物・商品・いすカバー・担当者
の服装など学生の目を引く工夫。次回の説明時間予
定など掲示しておくと分かりやすい。
②声をかける……………………………………………
★学生と話しやすい若手（できれば男女）による気軽な
声かけ。
★説明者は1～2人。学生に声をかける人1～2人。
★笑顔で対応し、話を聞きやすい雰囲気づくり。
③明らかにする……………………………………
★自社の魅力（企業力・社風・仕事内容・福利厚生など）
を十分に伝える。
④口説く……………………………………………
★PR時間は、後ろで待機している学生を長時間待たせ
ないように配慮する。
★ 伝わることは多くて3つ。
★ 必ず学生にも質問させ、コミュニケーションを図る。

自社ホームページでの告知
★対象とする学生に伝わりやすい言葉や内容、人、写真
などを取り入れてPRすると、より良い応募効果につ
ながる。

インターンシップの活用
★どんな学生を対象とするか？自社の魅力をどう理解
してもらいたいか？学生に何を学んでほしいか？な
ど実施の目的を明確化する。自社が何をゴールと定め
ているか明確にする。
★社内での協力体制を整え、人事・受け入れ現場の負担
を減らしつつ、学生の満足度向上につなげる。
★受け入れ初日に必ずガイダンスを行い、学生が目的
意識を持って参加できるようにする。
★インターンシップの効果を高めるために、毎日または
最終日に「振り返り」の時間をとる。
★簡単にできる就業体験をプログラムに取り込み、「振
り返り」の時間を通して体験に意味づけする。
★社員との交流の機会を設定する。

□ 創業者・経営者の思い
□ 業界について
□ 商品・サービスの特徴
□ 自社の成長性や優位性
□ 事業展開の状況や見通し
□ 研修制度・支援制度
□ 人事評価
□ 福利厚生

□ 募集要項・必要要件・待遇
□ 応募方法と選考の流れ
□ 求める人物像
□ 職種や仕事内容
□ 先輩社員情報
□ 職種別のキャリアイメージ
□ 社員の雰囲気（写真等）

会社紹介 募集

KSC久留米 検索

　福利厚生制度の導入を考えている企業や、充実を図りたい企業は、中小企業向けに『福利厚生サービス』を行っている
久留米広域勤労者福祉サービスセンター（ＫＳＣ）にご相談ください。

人材確保・定着のカギは福利厚生にあり
福利厚生は、就職を決める際の大きな判断基準です。

企業の悩み
福利厚生を導入したいけど、
お金もかかるし、業務の負担が大きい。

KSCに加入 解決!

スケールメリット

（KSC加入事業所約1100社）
単独事業所では困難な福利厚生事業をKSC加入で実現

※インターンシップはあくまで学生が就業体験を積む場であり、採用活動でない
ことに留意ください。

●従業員１人あたり月会費1,000円と小さい負担で導入可能。
●面倒な手続きをＫＳＣがお手伝い。自社で行うより事務作業が軽減。
●従業員採用の際、魅力ある福利厚生制度をアピール。
●充実した福利厚生制度で従業員の満足度アップ。

コスト小

●慶弔給付制度　●レジャー　●宿泊　●グルメ　●映画
●ゴルフ　●スポーツ観戦 など

充実した福利厚生サービスを提供可能。

株式会社●●●●●●

立てかけ式パネル

自社商品

パンフレット

ポスター

いすカバー

自社ポスター・次回の予定
時間・職種や勤務地など

展示例
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ものづくり中小企業のＩｏＴ活用術について考える募集

　（株）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。

　IoTは製造業に革新をもたらすとして注目されていま
すが、その分かりにくさや捉え方の多様さから、不安や
疑問を持つ地域中小企業が少なくないのが現状です。
しかし製造業をとりまくIoT技術は着実に進化しており、
ものづくり中小企業においても、企業の課題に合った活
用をすることで、業務改善や新規開発に繋がる可能性
があります。
　今回のテクノ交
流会では、IoTの概
念と現状について
整理した上で、もの
づくり中小企業にお
ける活用事例や支
援体制などを紹介
し、今後の取り組み
について考えます。

平成29年11月15日（水）
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1番1号）

「ビジネス変革のためのIoT・AI導入のポイントと活用事例」
 安川情報システム株式会社
 執行役員 マーケティング本部長　竹原 正治 氏
九州経済産業局による支援体制等の紹介
地域企業におけるIoT活用事例の紹介
地域中小企業や大学、公設試験研究機関など
無料（懇親会費 1,000円）
120名
メール、FAXで久留米リサーチ・パークへ
（申込書はホームページからダウンロードできます。）

日 時

場 所

内 容
基調講演

講　　演
事例紹介
展　　示
参 加 費
定 員
申込方法

展示で成果をPR

「久留米地域ものづくり産業振興会」会員募集募集

 会の目的
　製造業企業の連携を深め、ビジネスマッチングや研究
開発の促進、共同で人材育成を推進し、久留米地域のも
のづくり産業の発展を目指します。
 対象
・市内または福岡県南地域に事業所のある自動車、ゴム、
産業機械、金属加工、樹脂加工の製造企業
・大学、高専、高校、金融機関、商工会議所、行政機関 など
 活動内容
・連携促進のための活動（情報交換会、交流会など）
・会員のビジネスマッチングの促進（商談会など）
・研究開発の促進（共同研究など）
・人材確保、育成（インターンシップ受け入れの促進など）
・工場見学、研究会、勉強会（各種セミナー、講演会）など

■申 久留米地域ものづくり産業振興会（事務局：久留米市企業誘致推進課）　■☎0942－30－9135　■F 0942－30－9707
■kigyo@city.kurume.fukuoka.jp

29年度総会の様子

 会費
　年会費1万円

 入会申込
　入会申込書にてお申込みが必要になります。まずは事務
局までお電話またはメールにてお問合せください。

 主な入会企業等
高木鉄工㈱、北原ウエルテック㈱、大電㈱
東プレ九州㈱、㈱栄電舎、久留米商工会議所
ダイハツ工業㈱九州開発センター
ダイハツ九州㈱久留米工場
㈱ブリヂストン九州生産本部、久留米市

■申 ㈱久留米リサーチ・パーク 研究開発部　■☎0942－37－6114　■F 0942－37－6367　■mono@krp.ktarn.or.jp

久留米リサーチ・パーク 検索

　久留米地域をはじめとした福岡県南地域の製造業企業
の連携を深めるために平成29年2月に「久留米地域もの
づくり産業振興会」が発足し、現在63社・団体が入会して
います。会の目的をご理解いただき、一緒にものづくり産
業の振興に取り組んでいただける企業を募集しています。
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受注機会の拡大やビジネスマッチングを応援募集

平成30年1月18日（木）13：00～17：00
久留米リサーチセンタービル展示場（久留米市百年公園1番1号）
機械金属製造業
発注企業は10月中頃に決定し、ホームページやチラシでお知らせします。
※平成28年度の参加発注企業は、京セラ㈱、三協㈱、ニシム電子工業㈱、
　㈱パロマなど49社
（平成28年度実績）107社
下記申込み先までメール・FAXにてお申込みください。
10月16日（月）から11月16日（木）まで
久留米広域連携中枢都市圏、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）、福岡銀行
西日本シティ銀行、筑後信用金庫、大川信用金庫

日 時
場 所
対象業種
発注企業

受注企業
申込方法
申込期間
主 催

昨年の商談会では339件の面談がありました

■申 （公財）福岡県中小企業振興センター　■☎092－622－6680　■F 092－624－3300　■info@joho-fukuoka.or.jp

1日目　平成29年11月14日（火）10：00～17：00
2日目　平成29年12月12日（火）10：00～17：00
えーるピア久留米210・211研修室
女性がリーダーとなるために必要な考え方やスキルの獲得を目指します。
　1日目　キャリア研修（エニアグラムによる自己理解とキャリア開発）
　2日目　リーダーに求められる対人影響力
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
市内企業の女性中堅社員（30～40代）
※2日とも参加できる人
30名（先着順）
下記申込み先まで電話・FAX・メールにて
お申込みください。
久留米市

日 時

場 所
内 容

講 師

対 象 者

定 員
申込方法

主 催

■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

　久留米広域連携中枢都市圏（※）の地域産業の振興・活性化を図るため、広域商談
会を開催します。
　この商談会では、県内、県外から約30社の発注企業と圏域内を中心とする受注
企業約100社が一堂に介し個別面談を実施します。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。

久留米広域商談会の参加受注企業を募集

女性リーダー養成講座 ～次のキャリアへステップアップ～募集

フクオカビジネスマッチングサイト 検索

講師：高見 真智子 氏

無料
要申込み

無料
要申込み

　少子高齢化に伴う労働人口減のなか、企業における人材確保は重要な課題と
なっています。昨年4月には「女性活躍推進法」が施行され、いかに女性が活躍で
きる企業となるかが求められています。
　今回の講座では、次期管理職候補の女性中堅社員の皆様に女性リーダーとし
て自己を理解し、自身の特性を生かした仕事や人間関係の作り方を考え、部下指
導・支援のスタイルの幅を拡げる手法を身につけていただきます。

209

3

758

西鉄久留米

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

諏訪野町3丁目

えーるピア久留米

日吉町

えーるピア久留米

花畑西

（※）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町です。
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■問田主丸総合支所産業振興課　■☎0943－72－2110　■F 0943－73－2288　■t-sangyo@city.kurume.fukuoka.jp

　耳納連山の森林約770ha（ヘクタール）を管理する「久留米市田主丸財産区」は、国の認証を受け
て、市内の森林の保全に活用する「かっぱの森 J－クレジット」を販売しています。

森林のCO2吸収量を1トン1万円で販売中
～久留米の自然を守る「かっぱの森 J－クレジット」の紹介～

募集

　企業や自治体などの省エネ設備の導入や森林経営と
いったプロジェクトによる温室効果ガスの排出削減・吸収
量を、「クレジット」として国が認証する制度です。
　クレジットは販売することができ、その代金は自然環境の
保全や地球温暖化防止の取り組みなどに役立てられます。

　「久留米市田主丸財産区」は、久留米市長が管理者を務
める特別地方公共団体です。区有林でＣＯ2を吸収する「久
留米市田主丸財産区間伐推進プロジェクト」について国
の認証を受け、発行された「かっぱの森Ｊ－クレジット」を、
ＣＯ2吸収量1トン当たり1万円で販売しています。
　販売代金は、間伐や下刈といった区有林の適正管理に
活用されます。

J－クレジットとは 誰でも1トンから購入可能

販売代金は市内の森林保全に活用

販売価格の割引や購入特典も

　かっぱの森Ｊ－クレジットは法人・個人を問わず、誰でも
お好みの量を購入することができます。
　クレジットの購入は、
⇒久留米の豊かな自然環境の保全や、地球温暖化の防止
につながります。
⇒企業活動や生活における様々な場面で排出されるＣＯ2

を、オフセット（相殺）できます。
⇒環境問題に積極的に取り組む企業や個人として、イメー
ジの向上につながります。

　かっぱの森Ｊ－クレジットの販売価格は、購入量や継続
購入などにより割引します。その他、次のような特典などが
あります。
★市ホームページに、購入者の
名称や氏名、購入量を掲載。
★購入量や購入年数に応じて、
杉の木で作った特製の感謝
状を贈呈。
★購入代金は、法人税の損金算
入や消費税の仕入額控除、所
得税の寄附金控除など、税制
上の優遇措置の対象にも。

森林による

CO2
吸収

CO2
排出

削減努力だけでは
対応しきれない
環境対策に

Jｰクレジット

資金

削減努力だけで
対応しきれない
環境対策に

資金

Jｰクレジット

CO2

楢原利則市長（右）から感謝状を受け取る久留米ガス㈱の原田浩社長

CO2を吸収し、新鮮な酸素を供給する緑豊かな耳納連山の森林

かっぱの森 J－クレジット 検索

ジェイ
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　幼少時に「料理の鉄人」を見て興味を持ち、高校卒業
後、料理の世界に入りました。当初は35歳までに独立を
考えていましたが、周りの環境や資金面の理由で、40歳で
の独立となりました。

　よかった点は、開業当初からたくさんのお客様に来店
いただき、美味しいものを食べることができたと喜んでい
ただいていることです。また、今まで地元に住んでいなが
ら接することのなかった、地域の人たちと知り合うことが
できました。困った点は、お店が市街から離れた田主丸に
あるため、学生のアルバイトがなかなか見つからないこと
です。

旬菜旬魚なごみ
■☎0943ｰ88ｰ0055 ■住田主丸町田主丸650ｰ6

株式会社農業都市デザインシステム研究所
■☎■F 0942ｰ21ｰ7770 ■住久留米市本山1丁目15ｰ15

加工場：■住田主丸町益生田小柳955ｰ1

　事業計画の立て方や売上の基準設定など、経営面で
知らないことを多く学べました。

　開業して、人との付き合いは大事
だなと思いました。事業は自分一人
ではできません。予想していないこ
ともたくさん起こりますが、私自身
もお客様だけでなく協力者を大切
にし、事業を進めていきたいです。

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

　市は、久留米商工会議所が主催する創業塾を応
援し、新たに創業する人を支援しています。今回は、
塾の卒業生で「旬菜旬魚なごみ」を開業した西村竜
彦さんにお話を伺いました。

創業塾で夢をカタチに

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

　株式会社農業都市デザインシステム研究所は、久
留米市ものづくり振興事業費補助金を活用し、新製
品を開発。開発後、販路拡大にも取り組んだ代表取
締役 井上正隆さんにお話を伺いました。

紹介

ものづくり補助金で新製品開発紹介

創業のきっかけは？

開業してよかった点、困った点は？

創業塾を受講して

　香港での商談会に出展しました。ロゴやギフトボックスの
新開発により、ブランディングにも成功したと思います。業務
用の加工品に関しては、新たな販路も開拓でき、小売用は通
販を利用し、関東のお客様にも購入いただいています。

　旬のフルーツを楽しめる観光地として、国内外から多くの
お客様にお越しいただき、MADE IN KURUMEの味を楽し
んでいただきたいと思います。

補助金を活用しようと思ったきっかけは？ どんな成果がありましたか？

ひとこと

これから創業するみなさまへ

　種なし柿「秋王」の本格的な収穫時期を迎えるにあたり、
新規の販路開拓が必要でした。また、農園では「秋王」だけ
でなく、いちじくの「とよみつひめ」も生産していますが、青果
のみでは価格競争に陥りやすく、高付加価値の新製品を開
発する必要がありました。そこで、電気式コンベクションオー
ブンを導入し、コンフィチュールを商品化。赤外線乾燥機も
導入予定でしたが、品質劣化の問
題があり断念。既存の機械でセミド
ライの乾燥チップを作っています。
パッケージのロゴを始め、容器やギ
フトボックスのデザインも新たに開
発。ホームページもリニューアルし、
販路拡大に取り組みました。

旬の食材を使った和食を提供

落ちついた雰囲気の店内落ちついた雰囲気の店内

開発した
商品パッケージ
開発した
商品パッケージ

福岡県オリジナル
品種柿「秋王」とブ
ランドいちじく「と
よみつひめ」を生産
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「トラブル事例から学ぶ労働法
　　　　　     ～賃金未払い、解雇など～」

労働教育講座

～退職前に是非
　知っておきたい知識～

■申 サンライフ久留米
■☎0942－33－4425
■F 0942－33－4431
■sunlife@onyx.ocn.ne.jp

11月11日（土）・2月17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 2Ｆ大会議室（諏訪野町2363ｰ9）
社会保険労務士　西野 惠子 氏
50代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）
20名（先着順）
講座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号
をご記入の上、はがき、電話、FAX、E-mail又は、窓口
にてお申込みください。
10月28日（土）
【当日消印有効】

日 時

場 所
講 師
対 象 者

定 員
申込方法

申込締切

平成29年10月25日（水）18：15～20：15

えーるピア久留米210・211会議室

市川 俊司 弁護士（市川法律事務所）

50名（先着順）

電話・FAX・メールにてお申込みください。

日 時

場 所

講 師

定 員

申込方法

「裁判例を踏まえた
　　　　　　 企業のメンタルヘルス対策」

労働経営セミナー

平成29年10月23日（月）14：30～16：30

えーるピア久留米210・211会議室

松崎 広太郎 弁護士（かばしま法律事務所）

50名（先着順）

電話・FAX・メールにてお申込みください。

日 時

場 所

講 師

定 員

申込方法

11月21日(火) 13：00～17：00
11月28日(火) 13：00～17：00
久留米地域職業訓練センター
（久留米市東合川五丁目9番10号）
自社、自社製品等の宣伝を担当している人、
興味のある人
11,000円(税込)
24名（先着順）
下記申込み先まで電話・FAX・メールでお申込みく
ださい。

日 時

場 所

対 象 者

受 講 料
定 員
申込方法

　市では福岡県と連携して、勤労者の方を対象に、労働問題の基本的理解を深めていただく「労働教育
講座」を、主に経営者や人事・労務担当者の方を対象に「労働経営セミナー」を開催しています。「働く」う
えで直面する様々な問題を分かりやすく解説しています。

労働教育講座・労働経営セミナーを開催します募集

久留米地域職業訓練センター 検索

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

●話し方の基本
●プレゼンテーションの実践練習
●目に留まるプレスリリースの書き方
●メールマガジン等のネット活用術

無料
要申込み

無料
要申込み

内容

　「発信力」・・・ビジネスの現場では自社の商品・サービ
スの魅力を相手にいかに分かりやすく伝えるかが重要で
す。また、伝えたい相手によって伝え方を工夫することも大
切です。
　この講座ではあらゆる媒体での宣伝を視野に入れ、確
実に効果を出す実践的な話すスキル、書くスキルの向上
を図ります。

 ■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

　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かり
やすく説明します。

退職前準備講座募
集

宣伝に活かす
「話すスキル・
 書くスキル」講座

募
集

209

3

758

西鉄久留米

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

諏訪野町3丁目

えーるピア久留米

日吉町

サンライフ久留米

花畑西

※2日とも同一内容です。どちらか一方にお申込みください。

1日間コース

2日間コース
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モラハラの具体例
○その職員がそこにいないかのような態度を取り、話し
かけても無視する
○業務に必要な情報をその職員にだけ与えない
○「いつだって貴方は･･･」と相手に問題があるような話
し方をする
○他の職員に悪い噂を流して、その職員を孤立させよう
とする
○その職員が触れられたくない事を指摘し、わざと怒ら
せたり泣かせては笑い者にする
○やたらとプライベートな話題を持ち出し、根掘り葉掘
り聞こうとする

～職場における大人の発達障害の理解と支援～

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

11月20日（月）14：30～16：30
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）
大江 美佐里（おおえ みさり）氏（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）
働く人のメンタルヘルスに関心がある方（定員100名）
電話、FAX、メールにてお申込みください。※手話通訳希望の人は、申込み時にお伝えください。
11月13日（月）

日 時
場 所
講 師

対 象
申込方法
申込締切

久留米市職域向けメンタルヘルス講演会募集

　近年、自殺やうつに関連する大人の発達障害は、職場におけるメンタルヘルス不調の一
因として注目されています。治療法が確立されておらず、周囲の関わりが大きく影響すると言
われています。本人は孤立して、生きづらさを抱えたまま過ごしていることも少なくありません。
　今回、大人の発達障害についてお話しいただきますので、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。

　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あたります。また、相
談内容をはじめ、秘密は厳守します。　　
　過去の申し出と処理結果は、市ホームページで見ること
ができます。

　モラハラ（モラル・ハラスメント）とは、言葉や態度等に
よって、相手に精神的ないやがらせを行うことです。
　パワー・ハラスメントやセクシャル・ハラスメントなども
モラハラに含める見方もありますが、職権や地位の利用が
ない、性的な嫌がらせに限らないという違いがあります。
　上司だけでなく、同僚や部下からハラスメントを受ける
こともあり、行為自体が陰湿で周りから気づかれにくいと
いう特徴があります。ハラスメント行為が計画的に、継続し
て行われる傾向があり、表面化する頃には被害者が休職
や退職に追い込まれることも少なくありません。
　深刻な被害が出る前に早期発見、対応が出来るようハ
ラスメントについての理解を深めましょう。

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

お
知
ら
せ

性差別による救済、市の男女平等
施策等の苦情の申し出ができます。

■問男女平等政策課　■☎0942－30－9044
■F 0942－30－9703　■danjoiin@city.kurume.fukuoka.jp

久留米市男女平等推進委員 検索

相談窓口 電話 0942ｰ30ｰ9246

受付時間 月曜日～金曜日 8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）

モラハラの被害が
広がる前に対策を

このようなことに遭遇したことはありませんか？
○結婚・出産で退職を強要された
○産休・育休を取ろうとすると、嫌がらせ（マタハラ・パタ
ハラ）を受ける
○仕事の内容は変わらないのに、女性が優先的にリスト
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
○退職金制度・昇給制度に男女差がある

　あなたが性別により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。

お
知
ら
せ

男女平等推進委員を
ご存じですか

無料
要申込み

210

88

46

西鉄久留米

スポガ久留米

ゆめ
タウン
久留米

櫛原

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

久留米東バイパス

筑後川

久留米リサーチ
パーク

福岡県
久留米
総合庁舎

石橋文化センター

322

3
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■問福岡県若者しごとサポートセンター　■☎092－720－8830　■F 092－725－1788 www.ssc-f.net 検索

　福岡県では、右記の日曜日に労働者支援事務所で「労
働トラブル相談会」を実施します。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にて受け付けます。なお、相談内
容によっては弁護士と連携した相談を実施します。

■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

国・県等からのお知らせ

『福岡県若者しごとサポートセンター』のご案内お知らせ

「労働トラブル相談会」を開催します募集

～ひとりで悩まず、まずは相談を～

　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
ませんか？

日時 11月12日（日）午前10時から午後6時まで

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
注：筑後地域以外での相談窓口は下記問合せ先まで
お尋ねください。

「働きたい」をかなえたい若者の就職をきめ細かに支援します

　若者しごとサポートセンターでは、おおむね30歳未満（ブランチはおおむね40歳未満）の求職者を対象とした就職支援
を行っています。個別就職相談をはじめ、セミナーや合同会社説明会等の各種メニューを実施するほか、福岡県で就職を
希望する県外在住の若者やその保護者を対象としたUIJターン就職相談窓口も開設しています。

　合同会社説明会や地元企業紹介事業等、企業の人材確保につながる事業も実施していますので、企業の皆さまもぜひご
活用ください。

　大学等の就職指導担当者と地元企業が採用動向等に
ついての相互理解を深める就職情報交換会を開催します。

　
　高校生・大学生等に対して、地元企業の経営者等による
授業や企業見学会、座談会を実施します。
　

　ハローワーク閉庁日には就職のあっせんを行います。
　

　ホームページでの企業と求職者の出会いの場を提供し
ます。

大学等と地元企業との就職情報交換会

地元企業紹介事業

　本県での就職を希望する県外在住の若者、本県へのU
ターン就職を希望する県外の大学等に通う学生の保護
者の方を対象とした相談を受け付けています。

職業紹介

ホームページでの企業情報・求人情報の提供

UIJターン就職支援

チャレンジ
&サポート

www.ssc-f.net

個別就職相談の様子

求職者向け事業メニュー

企業向け事業メニュー
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福岡労働局 検索

福岡労働局 検索

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

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

■問福岡労働局雇用環境・均等部企画課
■☎092－411－4763　■F 092－411－4895

JEED 検索

■問独立行政法人高齢・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　■F 092－718－1314

　障害者雇用に際し、施設・設備の整備や適切な雇用管理を図
るための特別な措置を行わなければ雇入れや雇用継続が困難
と認められる場合に助成金を支給することにより、一時的な経済
的負担を軽減し、障害者の雇用促進・継続をサポートします。

　詳細な内容については、厚生
労働省ホームページでご確認く
ださい。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金のご案内

　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。
　加入手続をまだ行っていない事業主は、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
行ってください。そのことが、労働者が安心して働ける職場
作りと安定した事業経営につながります。

お知らせ

　福岡県最低賃金が次のとおり改正されます。

業務改善助成金は、
●中小企業事業主が、次の①および②を実施した場合、支給される助
成金です。
①事業場内で最も低い時間給を引き上げる計画を作成し実施すること。
②業務改善（労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等）に係
る計画を作成し実施すること。
●支給額は、事業場内最低賃金の引上げ額（40円～120円以上）に応
じて、助成の上限額として70万円～200万円が支給されます。

福岡県最低賃金改正のお知らせお知らせ

助成金の種類

　障害者の作業を容易にするために必要な施設・設備の
設置など
　

　障害者の福祉増進を図るための福利厚生施設の設置など
　

　職場介助者の配置・委嘱、手話通訳者の委嘱

　通勤のための住宅賃借、指導員の配置、バス購入、駐
車場賃借など

　　重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数
雇用し、安定した雇用を継続する事業主が、障害者のため
の施設整備を行い、モデル性が認められる場合

障害者作業施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金

重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

障害者介助等助成金

～平成29年10月1日施行～
　保育園などに入れない場合2歳まで育児休
業が取れるようになります。

賃金引上げのために「業務改善助成金」をご活用ください。

1時間789円
効力発生日 平成29年10月1日

■問福岡労働局雇用環境・均等部指導課
■☎092－411－4894　■F 092－411－4895

お
知
ら
せ

11月は労働保険適用
促進強化期間です

お
知
ら
せ

育児・介護休業法が
変わります
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■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　■住 住所

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

〒830ｰ8520 久留米市城南町15ｰ3

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

FAX 0942ｰ30ｰ9707（両課共通）
久留米市 商工労働ニュース 46号
2017年 秋　9月27日発行

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
■住久留米市東町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。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。

一番街多目的ギャラリー 検索

多 目 的 ギ ャ ラ リ ー の ご 案 内
一番街

※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

10月～12月開催の催事 開館時間：10時～19時

日　程 催事名

10/  3（火）～   9（月・祝）

10/11（水）～ 15（日）

10/17（火）～ 22（日）

10/24（火）～ 29（日）

10/31（火）～ 11/5（日）

11/  7（火）～ 12（日）

11/14（火）～ 19（日）

11/21（火）～ 26（日）

11/28（火）～ 12/3（日）

12/  5（火）～ 10（日）

12/12（火）～ 17（日）

12/19（火）～ 24（日）

12/26（火）～ 28（木）

石橋 ハナ子 パッチワーク作品展 一針 HITOHARI

ファインドール作品展

2017都市ビル環境の日 第10回「子ども絵画コンクール」

久留米特別支援学校 作品展示会

第六回 書画の装い展

第29回 南祥会 書作展

木羊会

みどりの輪っかの世界2017 中原 みゆき4コマ絵本原画展

大塚 史子と仲間たち

第3回 花の手描き絵教室「鈴の会」展

水中写真展

土の妖精パグとユメコのお話絵皿

（仮）一番街ギャラリーワークショップ

催し

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

くるめ光の祭典・ほとめきファンタジーに協賛を募集

　冬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｢くるめ光の祭典・ほとめきファンタジー｣。
　今年は11月18日から来年1月8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を募
集しています。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。

■問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　■F 0942－37－7955

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。

特典付きの｢オリジナルサポー
ターピンバッジ｣を10月中旬から
1,000円で販売し、事業の運営に
役立てます。

サポーターピンバッジ

企業・団体協賛

事業応援グッズの販売
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