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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

　11月21日、九州で16番目となる九州オルレの「久留米・高良山コース」がオープン
しました。韓国からの参加者約70人をはじめ、約300人が来場し新設コースを体験
しました。参加者からは「自然豊かで神秘的なコースで楽しい」という声が聞かれ
ました。
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平成27年度
久留米市雇用優良事業所及び技能・技術奨励者表彰
平成27年度
久留米市雇用優良事業所及び技能・技術奨励者表彰

社会福祉法人　城島福祉会　～障害者雇用・仕事と家庭の両立支援モデル事業所～社会福祉法人　城島福祉会　～障害者雇用・仕事と家庭の両立支援モデル事業所～

スタッフもいきいきと仕事をしています

● 障害者雇用率　H27：3.46％、H26：3.33％

＜取り組み内容＞

障害者の就労の場を積極的に提供
　「障害者の就業には現場の協力や上司のケアがあっ
て、より効果的な活躍ができる職場環境が整います。
今後も障害者の方で従事可能な業務をどんどん開放し
ていく予定です」と話すのは、重永修副施設長。
　また、できるだけ長く勤務してもらうよう定期的な
面談を実施し、体調不良でも気兼ねなく休めるように
人員に余裕を持って対応しています。

安心して仕事と育児の両立ができる環境が整っています

● 育児休業中の情報提供や情報交換
● 育児休業復帰後の夜勤免除や短時間勤務制度の導入

＜取り組み内容＞

安心して両立できる家族的な職場環境
　常に5人前後の職員が育児休業を利用しており、復帰
後は短時間勤務へ移行するルートが確立されている城島
福祉会は、男性職員の子育てにも理解があり、子どもの
行事や病気のときは気兼ねなく休みがとれる風土が確立
されています。富田裕輔理事長は、「約8割が女性とい
う職場環境であり、子育て面の支援は重要な位置を占め
ています。今後は、男性職員の育児休業取得についても
積極的に取り組んでいきたい」と話します。

　

受賞者の皆さん

　11月19日（木）に久留米市優良事業所及び技能・技術奨励者の表彰式を開催しました。
　雇用優良事業所表彰制度は、障害者雇用や仕事と家庭の両立支援、女性労働者の積極的活用で他の模範
となるような取組みを行っている事業所
を対象に、4事業者の表彰を行いました。
　技能・技術奨励者表彰者は、優れた技
能・技術を有し技能・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
与していると認められる労働者に称号を
贈るものです。
　今年度は技能・技術功労士7名、技
能・技術優秀士6名、青年技能・技術優
秀士5名の合計18名を表彰しました。

労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707
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モデルクレジット株式会社
～仕事と家庭の両立支援モデル事業所～
モデルクレジット株式会社
～仕事と家庭の両立支援モデル事業所～

職場は和やかな雰囲気で、笑顔が飛び交います

● 育児休業復帰後は希望に応じて短時間勤務制度の導入
● 育児・介護休業法の基準を上回る制度を整備

＜取り組み内容＞

育休を取得することが当たり前な企業文化

　「当社では多くの女性が活躍しており、

育児休業の取得に関してもごく自然な形で

利用されてきました。また、それぞれの持

つ能力を継続的に活用できるよう職場復帰

の面でも社内全体で支援体制を整えていま

す」と話す二又一郎社長。職場復帰前には

十分な打合せを行い、本人の生活サイクル

に配慮し、希望に応じて短時間勤務に従事

させています。

株式会社　アンネ松本
～女性労働者活躍推進事業所～
株式会社　アンネ松本
～女性労働者活躍推進事業所～

あたたかい笑顔でお迎えする女性スタッフたち

● 管理職12人のうち5人が女性　※女性管理職割合42％
● 全社員に月１回、外部講師による研修を実施

＜取り組み内容＞

男女の区別なく能力で評価

　「管理職に次期店長候補と期待される

チーフを加えると女性の割合は約７０％と

増加傾向にあります。アパレル販売の主役

となる女性を中心としながらスキルアップ

とキャリアアップのバランスが取れた職場

環境を目指しています」と話すのは、松本

勝社長。

　男女の区別なく、能力に応じて評価する

というトップの考えがあり、若い社員でも

能力があればバイヤーの仕事を経験させる

など、人材育成に力を入れています。
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技能・技術
功労士

卓越した技能・技術を有し、
他の技能・技術者の模範と

認められる人

今村 一正 さん
（63歳）

いまむら かずまさ

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

ゴム製品製造工
㈱ムーンスター
45年

岩熊 良博 さん
（67歳）

いわくま よしひろ

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

造園工
西牟田造園
48年

杉 成一 さん
（59歳）

すぎ　　せいいち　　　　

【職　種】
【勤務先】

【経験年数】

布靴製造工
㈱アサヒ
コーポレーション

34年

野瀬 数則 さん
（65歳）

 の　せ かずのり

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

畳工
野瀬畳店
44年

執行 英克 さん
（57歳）

しぎょう ひでかつ

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

バーテンダー
スナック ブラザー
37年

学校法人　久留米ゼミナール
～女性労働者活躍推進事業所～
学校法人　久留米ゼミナール
～女性労働者活躍推進事業所～

多くの女性が活躍している職場です

● 管理職39人のうち16人が女性　※女性管理職割合41％
● 「男女格差のない人材の育成」という理念のもと、女性活躍に向けた職場環境づくりを推進

＜取り組み内容＞

現状に満足せず、今後も積極的に活躍を

　「男女格差のない人材の育成」と

いう高い理念を持っている今井正雄

理事長は、「女性が働きやすい環境

を整備することにより、女性の管理

職が活躍する場がひらけ、結果的

に経営安定にもつながっています。

今後も、男女格差のない職場づく

りに努めていきたいですね」と話

します。

　さらに現状に満足せず、研修や

セミナーへの積極的な参加を奨励

するなど人材育成にも力を入れて

います。
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秋山 葵 さん
（28歳）

あきやま あおい

【職　種】
【勤務先】

【経験年数】

美容師
ヘアースタジオ
ミルキーウェイ

8年

忽那 信太郎 さん
（38歳）

くつな しんたろう

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

酒類製造工
山の壽酒造㈱
16年

渕上 貴之 さん
（34歳）

ふちがみ たかゆき

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

配管工
㈲渕上溶接
16年

水田 俊介 さん
（33歳）

みずた しゅんすけ

【職　種】

【勤務先】
【経験年数】

配電・制御装置 
組立工

㈱栄電舎
15年

青年
技能・技術
優秀士

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

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

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

手嶋  聡 さん
（38歳）

てしま さとし 防水工
九州防水㈱
13年

技能・技術
優秀士

優れた技能・技能を有し、さらに
技能・技術の研鑽に努めると
ともに、後進の育成に寄与する人

【職　種】
【勤務先】

【経験年数】

塚園 涼子 さん
　（59歳）

つかぞの りょうこ
フラワー装飾師
ボトルフラワー教室
アトリエ Ryoko

20年

寺島 啓祐 さん
（47歳）

てらしま けいすけ

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

ケーブル製造工
大電株式会社
27年

石川 祥行 さん
（43歳）

いしかわ よしゆき

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

理容師
マルシン理容
28年

吉井 千穂 さん
（47歳）

よしい ち　ほ

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

看護師
久留米大学病院
25年

安冨 隆文 さん
（48歳）

やすとみ たかふみ

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

防水工
安冨工業
31年

馬場 千草 さん
（51歳）

 ば　ば ちぐさ

【職　種】
【勤務先】

【経験年数】

看護師
社会医療法人
雪の聖母会
聖マリア病院
32年

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

馬場﨑 義門 さん
　（66歳）

ばばさき よしかど 配電・制御装置 組立工
㈱栄電舎
47年

松枝 哲也 さん
（60歳）

まつえだ てつや

【職　種】
【勤務先】
【経験年数】

久留米絣工
松枝哲也工房
40年
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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します！－

　久留米広域定住自立圏は、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。商談会では、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。県内、県外から発注企業約 40 社が集まります。この機会に受注企業として参加し様々な
企業と商談して、ビジネスチャンスを広げてみませんか。

○商談会開催日時　1 月 29 日（金）
　　　　　　　　　13:00 ～ 17:00
○商 談 会 会 場　久留米リサーチセンタービル
　　　　　　　　　（久留米市百年公園１－１）
○対　象　業　種　機械金属製造業
○募　集　〆　切　1 月 4 日（月）まで
○発　注　企　業　㈱エヌエフ回路設計ブロック、クボタ化水㈱、
　　　　　　　　　東商ゴム工業㈱など約 40 社を予定

※発注企業は、変更になる可能性があります。

　 公益財団法人福岡県中小企業振興センター
　　  092-622-6680　　 092-624-3300　　　  http://www.f-dennou.jp/

昨年度の久留米広域商談会の様子

　 職業訓練法人 久留米地区職業訓練協会  〒 839-0809 福岡県久留米市東合川 5-9-10
　     0942-44-5201　　 0942-43-2964　　　  http://www.ksk.ac.jp/　　  master@ksk.ac.jp

　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・労働者のニーズに合った各種講座を
行っています。

久留米地域職業訓練センターの講座のご案内　　　〜人材育成にご活用ください〜　

1

講座名 ISO14001 内部監査員研修 受講料 ( 税込 ) ¥21,000

日程・時間帯 2/17( 水 )・2/24( 水 )　9:30 ～ 16:30

対象者 ISO14001 認証取得企業 ( 予定含む ) の内部監査担当者

内　容 ISO14001 を審査登録しているか、審査登録を目指している企業の内部環境監査員を養成
します。

2

講座名 アーク溶接特別教育 受講料 ( 税込 ) ¥13,000

日程・時間帯 2/7( 日 )・2/14( 日 )・2/21( 日 )　8:45 ～ 17:00

対象者 業務でアーク溶接を使用される方

内　容
労働安全衛生法第 59 条第 3 項に基づく特別教育
3 日間全て受講された方には修了証を交付します。事業者は従業員をアーク溶接業務に
就かせる場合、本教育を修了させなければいけません。

3

講座名 ガス溶接技能講習 受講料 ( 税込 )   ¥9,000

日程・時間帯 2/21( 日 )・2/28( 日 )　8:45 ～ 17:00

対象者 業務でガス溶接を使用される方

内　容
福岡労働局長登録教習（登録番号：第 24 号）
2 日間全て受講し、学科試験に合格された方には修了証を交付します。事業者は従業員を
ガス溶接業務に就かせる場合、本教育を修了させていなければいけません。

1 の実施場所　　  久留米地域職業訓練センター ( 久留米市東合川 5-9-10）
2・3 の実施場所　久留米人材開発センター ( 久留米市合川町 1786-2）
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平成 27 年度 久留米市職域向けメンタルヘルス講演会

　久留米市は、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、この補助金を活用し、開発した新商品の増産体制の構築と販路拡大に取
り組んだ事例を紹介します。

ストレスに強くなるセルフケア～生活習慣とストレス～
　私たちが、睡眠や生活習慣などを気にかけることは、ストレスに強くなることにつながります。このようなセ
ルフケア（自己管理）を支援する企業の取り組みや、睡眠障害が企業に与える損害の事例など、メンタルヘルス
対策についてお話しいただきます。
　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。

　　　　　　自然の恵みとテクノロジーを活かした商品を開発　株式会社オーラテック　

　株式会社オーラテックは、空気の泡で水をきれいにする
自然の中の浄化メカニズムともいえる「マイクロ・ナノバ
ブル」を活用した技術開発に取り組む会社です。
　その技術と経験で、乳化剤を使用せず水と油を安定混合
させる技術開発にも取り組み、誕生した商品が「椿なの」
です。化学薬品等を一切使用することなく、久留米特産の
椿油と水だけで、保湿性の高いヘアケアローションを開発
しました。
　この新商品を、多くの消費者に届けるために、ものづく
り補助金を活用して、効率的な増産体制の構築と、展示
会への出展等による販路拡大に取り組みました。
　「椿なの」は、地域資源を活用した美容アイテムを表彰す
る「ジャパンメイドビューティーアワード 2015」で優秀
賞を受賞し、注目を集めています。
　社長の江口俊彦さんは、「これからも天然素材にこだわっ
た安全安心な商品づくりに努めていきたい」と抱負を語り
ます。今後ますますの事業の発展が期待されます。

「椿なの」を開発した江口俊彦さんと江口さだ子さん

《紹介した事業所》
株式会社オーラテック

久留米市津福本町 1725-2
　 0942-32-2504

　 商工政策課　　  0942-30-9133　　  0942-30-9707

講　　　師　織田　進 （おだ すすむ） 氏（福岡産業保健総合支援センター 所長）

日　　　時　1 月 29 日（金）　14：00 ～ 16：00

場　　　所　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）

定　　　員　100 名

対　　　象　働く人のメンタルヘルスに関心がある方

申 込 方 法　電話、FAX、メールにて 1 月 22 日（金）
　　　　　　までにお申込みください。
　　　　　　※手話通訳あり（要予約）

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



　今回は、久留米市をはじめ大川市、小郡市、うきは市、
大刀洗町、大木町の農・商工業の約 40 事業者が出展し、
地元で生産された農産物を活用した農産加工品等を展示し、
商品や加工技術などの PR、商談が行われます。また、新
しい食品表示基準への対応や地理的表示保護制度等をテーマ
にしたセミナーも同時に開催します。

　農商工連携に興味のある方、地元農産物の加工品や技術
を持つ事業者の話を聞いたり商談を希望される方、ぜひ足
をお運びください。
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農商工連携見本市を開催します

　市内の４商工団体、５農業協同組合及び久留米市で組織する久留米市農商工連携会議主催で「久留米地域農商工連
携見本市」を開催します。

「PIZZA 食堂 ROKA」を開業した今村さん

　久留米市は、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、飲食店を開業した今村成寿さんに話を伺いました。

創業塾で夢をカタチに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PIZZA 食堂  ROKA　

◆創業しようとおもったのは？
　中学生の頃、調理師になり、自分の店を持ちたいという夢がありました。
高校卒業時に調理師免許を取得し、約 16 年間飲食店で勤務した後に、出
身である田主丸で、地域の方々に喜んでもらいたいという思いから開業
しました。

◆貴店のサービスポイントは？
　周辺にピザ専門店がないので、日本の小麦を数種類ブレンドした日本
人向けのオリジナルピザを提供しています。特に、「柚子胡椒マルゲリー
タビアンカ」は一番のお勧めで、多くのお客さんに好評です。

◆創業塾を受講してよかったことは？
　資金面や税務関係を学ぶことができ、とても役に立ちました。また、
受講生の中に、偶然知り合いがいて、先に開業されたこともあり、アド
バイスを受けることができてよかったです。

◆これからの抱負を
　もっと地域に密着できるように地元のイベントに参加するなどして、
多くの人に出来立てのピザを食べてもらいたいです。現在、持ち帰りの
ピザに対応してますが、今後はデリバリーもやっていきたいです。

〜第 53 回創業塾のお知らせ〜
○開催日　2 月 20 日（土）、21 日（日）、27 日（土）、28 日（日）の 4 日間
○対　象　新規開業を予定されている方
○受講料　4,000 円（税込）
　  久留米商工会議所経営支援課　　  0942-33-0213　　  0942-33-0933

《紹介した事業所》
PIZZA 食堂  ROKA
田主丸町豊城 1832-1

　 0943-72-2050

　 商工政策課
　　  0942-30-9133
　　  0942-30-9707

○開催日時　1 月 22 日（金）10:00 ～ 16:00

○開催場所　久留米ビジネスプラザ（宮ノ陣 4 丁目 29-11）

○入 場 料　無料

※詳しくは、久留米市ホームページをご覧ください。

　 久留米市農商工連携会議事務局

　 久留米市商工政策課　　　　　　　 　0942-30-9133

　 久留米市農政課　　　　　　　　　　 0942-30-9163

　 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

見本市では商品ＰＲや商談が行われます（昨年度の様子）
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セミナーの様子

　10 月 24 日（土）と 25 日（日）に東町公園で「筑後 SAKE フェスタ
2015」が開催されました。好天に恵まれ、2 日間で 1 万 5 千人が来場し、
筑後地域 19 の酒蔵自慢の約 100 種類の日本酒を楽しまれました。酒蔵に
まつわる品のオークションの開催や、筑後造り唄の披露もあり、会場は日
本酒一色に染まりました。

【出　展】　筑後の酒振興委員会（全 19 社）
㈱いそのさわ、井上㈴、菊美人酒造㈱、㈱喜多屋、㈾後藤酒造場、
㈱高橋商店、鷹正宗㈱、千年乃松酒造㈱、㈱花の露、飛龍酒造㈱、
瑞穂錦酒造㈱、目野酒造㈱、㈱杜の蔵、森山酒造㈱、㈴山口酒造場、
山の壽酒造㈱、有薫酒造㈱、㈾若竹屋酒造場、若波酒造㈴

【主　催】　筑後 SAKE フェスタ実行委員会

筑後SAKEフェスタ 2015　　　　　　　　　　　～ 1万 5千人が来場～　

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

　家族状況や生活環境といった、応募者の適性・能力とは関係ない事項を採否の基準とすることはもちろん、それら
の事項の把握もしないようにしましょう。これらの事項は採用基準とはしないつもりでも、把握すれば結果として採
否決定に影響を与え、就職差別につながるおそれがあります。また、個人情報保護の観点からも、社会的差別の原因
となるおそれのある個人情報などの収集は原則として認められません。

チェック票

１ 応募書類に「家族の職業・収入」「家庭環境・住居状況」等の記入を求めていますか　　□はい 　□いいえ
　家族の職業・収入や家庭環境・住居状況の記入を求めることは、応募者の適性・能力を中心に採用選考を考えるので
はなく、親の職業など本人に責任のない事項によって判断や評価をしようという考え方です。

２ 応募書類に「自宅付近の略図」の記入を求めていますか　　　　　　　　　　　　　　　□はい　 □いいえ
　自宅付近の地図は、採否が決められ入社してから必要に応じて把握すればよいことで、選考段階での必要性はあり
ません。

３ 「戸籍謄（抄）本」「住民票」等の提出を求めていますか 　　　　　　　　　　　　　　□はい　 □いいえ
　戸籍謄（抄）本の提出を求めることは、応募者の適性と能力を判断するうえで必要のない事項を把握することになり、
結果として就職の機会が閉ざされるおそれがあります。

 □全て「いいえ」が正しい

公正な採用選考のススメ　　　　　　　　　　　　　～募集・応募段階～　

　 労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

　 労政課　　 0942-30-9046　　 0942-30-9707

　久留米市は、企業が健全な経営と従業員が働きやすい環境づくりに向けた取り組みを推進するため、9 月 10 日に
職場のハラスメント対策セミナーを開催しました。市内企業の経営者や人事担当者など 44 社 47 名が参加しました。
　セミナーでは、鴻和法律事務所弁護士の兒嶋聖司氏と竹永光太郎氏が、
ハラスメントの最新事情や社内での防止・解決策について、事例を交え、

「どのような状態がハラスメントになるのか」「ハラスメント防止のため
に企業が取り組むべきこと」をわかりやすく解説しました。
　ハラスメントは、些細な誤解や言葉の行き違いなどからトラブルにな
る場合が多く、トラブルになると当事者だけでは解決できません。ハラ
スメントを解決するには、誰もが安心して相談できる窓口を設置するな
ど、解決システムの導入が重要です。ハラスメント対策が社会的信用を
失うのを防ぎ、優秀な人材の確保につながります。

パワハラ・セクハラなど職場のハラスメントが発生する環境では従業員の
やる気が低下するだけでなく、メンタル不調など多くの問題が起こります。

職場のハラスメント対策セミナーを開催しました

飲み比べブースに並ぶ約 100 種類の日本酒
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〈取り組み内容〉

○ラジオ体操の講師を派遣し、講習会を開催
○ラジオ体操のＣＤ・教本の配布

　久留米市は、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、次のようなことに取り組んでいます。皆さんのご理解とご協力を
お願いします。

男女共同参画社会の実現に向けて

〈取り組み内容〉

① 政策・方針決定過程への女性の参画の促進
② 雇用の分野での男女の均等な機会と待遇の確保
③ 商工自営業における女性の活躍支援
④ 家庭や地域活動における男女共同参画の促進

 　商工政策課　　 0942-30-9133　　 0942-30-9707

　 保健所健康推進課　　 0942-30-9331　　 0942-30-9833

　久留米市は、市民の健康づくりのためにラジオ体操を推進し、下記のことに取り組んでいます。
従業員の皆さんの健康増進のためにも、ぜひご活用ください。

ラジオ体操の取り組みを支援

① PCB 機器の再確認のお願い
　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。
　また、機器に PCB が含まれていることがわかった場合は、久留米市へ届け出てください。
　各種の届出の様式は、久留米市ホームページにあります。

《久留米市内の高濃度 PCB 廃棄物処理完了目標時期》

高圧トランス・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

※ 北九州 PCB 処理事業所の計画的処理完了期限は上記の 1 年後となります。

② 処理料金値上げのお知らせ
　北九州 PCB 処理事業所での小型トランスとコンデンサの処理については、平成 29 年
4 月以降の契約から値上げが計画されていますので、計画的な処理をお願いします。

PCB機器の確認と処理料金値上げのお知らせ

　 廃棄物指導課　　 0942-30-9148　　 0942-30-9715
        http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2100kankyougomi/3042sangyouhaiki/2011-1219-0938-473.html

無料

事業所専用燃やせるごみ（大）600 円 /10 枚 → 900 円 /10 枚
事業所専用燃やせるごみ（小）400 円 /10 枚 → 600 円 /10 枚

　 資源循環推進課　　 0942-30-9143　　 0942-37-3344

※平成 28 年 3 月から販売を開始します。
※文字が『橙色』から『紺色』に変わりますが、袋のサイズ、容量は変わりません。
※北野・城島・三潴町で新たに事業所専用指定袋が導入されます。

　4 月から、久留米市の指定袋による処理手数料を次のとおり改定します。
なお、4 月以降は現在の指定袋で出せませんのでご注意ください。

事業所専用指定袋の料金が変わります
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福岡県特定最低賃金改定のお知らせ

※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低
　賃金（１時間743円）が適用されます。

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

　 久留米労働基準監督署
　 　 0942-33-7251
 　    0942-33-7254

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

輸送用機械器具製造業

百貨店,総合スーパー

自動車（新車）小売業

1時間743円

1時間881円

1時間860円

1時間802円

1時間850円

平成27年10月4日

平成27年

12月10日

1時間837円
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

特定最低賃金

地域別最低賃金

福岡県最低賃金

効力発生日

効力発生日

　女性が、職業生活において、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、「女性活躍推進法」が制定されました。
301人以上の労働者を雇用する事業主の方は平成
28年4月1日までに次のことを行う必要がありま
す。300人以下の労働者を雇用する事業主も積極
的に取り組みをお願いします。
　①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
　②行動計画の策定・届出、公表・周知
　③情報公表

　女性活躍推進法に沿って、行動計画に
盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標
を達成した事業主に助成金を支給します。

女性の活躍推進法が成立しました 女性活躍加速化助成金をご活用ください

　詳細は、厚生労働省ホームページ
（女性活躍推進法特集ページ）をご覧ください。
　　  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
　　  bunya/0000091025.html
　 福岡労働局雇用均等室
　　  092-411-4894　　 092-411-4895

福岡県正規雇用促進企業支援センター

　 092-739-8733　　 092-725-1776

福岡県正規雇用促進企業支援センター開設のご案内

　社会保険労務士等の雇用促進アドバイザーが人
材確保等の課題について相談を受け付けます。ま
た、人材確保支援セミナー・人材定着のための助
成金セミナーを右記日程で開催し、人材確保にお
困りの企業を支援します。まずはお電話でお問い
合わせください。

＜セミナー日程＞
○ 開催日　2月1日（月）　13：30～16：00
○ 会　場　久留米商工会議所

○有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、
　労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に
　転換できるルールです。
○平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約（新規採用、
　契約の更新） が対象です。
　無期転換がもたらすメリットもあります。雇止めの判断
については、慎重に検討して、対応をお願いします。

ご存じですか？「無期転換ルール」

無期労働契約

５年

← ←

１年

←

１年

←

１年

←

１年

←

１年

←

１年

【平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4

福岡労働局労働基準部監督課
　 092-411-4862　　 092-475-0183

国・県等からのお知らせ国・県等からのお知らせ
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『藍・愛・で逢いフェスティバル』を3月に開催
　使うほどに肌に馴染む着心地のよさや、プリントでは表現できない柄の味わい深さで多
くのファンを持つ久留米絣。今年もその魅力満載の「藍・愛・で逢いフェスティバル」を
3月に開催します。

　久留米市や広川町、筑後市の織元や問屋など28店が一堂に会し、久留米絣の反物や和・洋装品、
手工芸用の端切れなどを割安な価格で販売します。また「久留米絣ファッションショー」や「2016
久留米絣新作発表会」、絣干支「申」の手織り体験教室、久留米絣着用の方の無料記念撮影会な
ど、さまざまなイベントの準備を進めています。
　当日は、久留米市の姉妹都市である福島県郡山市の物産コーナーもあります。
　ぜひ、皆さんでお誘いあわせのうえ、ご来場ください。

○日　時　3月19日（土）・20日（日）
　　　　　10:00～17:00
○場　所　地場産くるめ（久留米市東合川5-8-5）
　　　　　※JR久留米駅⇔西鉄久留米駅⇔会場の無料送迎
　　　　　　バスを運行します。
○入場料　無料
○主　催　藍・愛・で逢いフェスティバル実行委員会

ファッションショーの様子

久留米絣協同組合　　 0942-44-3701　　 0942-44-3705

開館時間：10:00～19:00

日　　　程 催　事　名

◆1月～3月開催の催事◆

※左記催事予定表は、11月1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。

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

一番街多目的ギャラリーのご案内

1/  5（火）
1/13（水）
1/19（火）
1/26（火）
2/  2（火）
2/  9（火）
2/16（火）
2/23（火）
3/  1（火）
3/  8（火）
3/15（火）
3/23（水）
3/29（火）

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

   11（月・祝）
   17（日）
   24（日）
   31（日）
  7（日）

     14（日）
   21（日）
   28（日）
   6（日）

     13（日）
   21（月・祝）
   27（日）
   4/3（日）

喜寿 4人展
久留米大学 附設中学・高等学校美術展
靄 靄 展
水墨画 心象会展
アトリエ万光作品展
第10回 森山如竜 書のアート展（傘寿記念）
手作り三人展
第13回 野の花・山の花写真展

久留米広域消防本部 防火ポスター展
遊牧する敷物

手描染め展
森 幸一郎作品展
春の古布祭り

　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。


