
点灯エリアを広げ、光の祭典がスタート
　12月9日に、第18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。
　これまでより、イルミネーションを増やし、エリアも拡大。六ツ門交差点から西鉄久留
米駅前までの明治通りの並木を彩りました。また西鉄久留米駅東口や明治通り沿いに
は思わず写真を撮りたくなる5か所のスポットも設置。2月19日まで開催しています。
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　市は、11月21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、仕事と家庭の両立支援、また
女性労働者の活躍推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。

特集

優れた取り組みの3事業所と
卓越した技能の20人を表彰
雇用優良事業所及び技能・技術奨励者表彰

卓越した技能・技術を持ち、

他の技能・技術者の

模範と認められる人

技能・技術功労士

   い    とう　　　　 とく   いち

伊藤　督一さん
株式会社 いとう工房

建物の温もりや
想い入れを
そのままに
強度を上げて
安全を守る

外壁構造物
改修工事職

優れた技能・技術を持ち、

さらに技能・技術の研鑽に努め、

後進の指導育成に寄与した人

技能・技術優秀士

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

舞台技術職
 いわ   むら            まさ   ゆき

岩村　雅之さん
株式会社
西日本企画サービス

学びへの
自己投資を
惜しまず
地場のエンター
テイメント演出を
先導する

菓子製造工
 さか　 い             ふみ    こ

酒井　文子さん
創菓堂 素人残月

「手作りの
 小さな幸せ」を
後世にも
届けてゆく

造園工
   さ    とう           じゅん   じ

佐藤　純治さん
佐藤緑化

わび・さびを
取り入れながら
憩いと安らぎを
感じる
庭づくりを

塗装工
  え　 がみ            よし    たか

江上　嘉隆さん
株式会社 えがみ塗装

緻密で
温もりのある
技術を
若手にも
伝えていきたい

理容師
  お     がわ            しん    じ

小川　慎司さん
ヘアーカッターズ シーン

お客様に合った
「なりたい姿」に
トータル
コーディネート

塗装工
  の     ぐち            たつ　 や

野口　達也さん
野口研塗株式会社

色使いは魔法
日本の
塗装技術を伝承
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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

紙製品製造工
 かさ            えい    じ

笠　英嗣さん
中央製袋株式会社

顧客の
ニーズに合わせ
機械と対話
しながら
微細粉用袋を
開発

配管工
  こ      が             たつ    や

古賀　竜也さん
津福工業株式会社

親切・丁寧な
作業と
分かりやすい
説明で
信頼をつかむ

とび職
 すえ   つぐ　         まさ    み

末次　優証さん
株式会社
西日本仮設リース

細部まで気配り
真心を込めた
足場で築く
信頼関係

タイヤ成型工
 ふじ     き             ひで   かず   

藤木　秀一さん
株式会社
ブリヂストン久留米工場

仲間との
信頼関係を
大事に
優れた技能で
タイヤを製造

看護師
 ふた    た               か      し      こ

二田　佳支子さん
社会医療法人 雪の聖母会
聖マリア病院

自宅で安心して
暮らすための
「寄り添う」
看護を

介護福祉士
 ひろ    せ             ゆう     こ

廣瀬　優子さん
医療法人社団 久英会
高良台リハビリテーション病院

患者さんの
一番身近な
理解者として
寄り添い続ける

防水工
 ふち   がみ　         やす   のり

渕上　康徳さん
株式会社 渕上技工

技術を売る仕事に
自信と誇りを
持って

ゴム製品製造工
 やま   した　         あけ    み

山下　朱美さん
株式会社 ムーンスター

確かな目が
保証する品質を
次世代へ

美容師
 やま   した　         かず    や

山下　和哉さん
ヘアモードスタジオ クリア

オンリーワンの
感性と高い技術で
最新モードを
指導

配管工
 たか  なべ            けん    と

髙鍋　健人さん
津福工業株式会社

基本を第一に
事前点検の
徹底で
トラブルを
未然に防ぐ

配管工
  の     がみ            たか     し

野上　貴史さん
イクノ冷熱工業株式会社

信用を
築き上げることを
モットーに
空調配管の
施工に従事

とび職
  ます  なが            こう     き

増永　浩樹さん
小池工業株式会社

安全で
作業効率の良い
現場環境作りを
徹底
向上心が原動力

産業用機械組立工
 もう　　り　　　　 たか   ひろ

毛利　尚大さん
エアペックス
エンジニアリング株式会社

空調の
自動制御機器を
オーダーメードで
設計
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特集

こころの健康づくりをサポートしますお知らせ

有限会社 久留米臨床検査センター

●育児休業後の復職にあたって、本人の希望や体調を考慮し、短時間勤務制度の導
入や臨床検査技師としての資格を生かせる部署への配属など、働きやすい環境を
整えている。

取り組み内容

周りへの感謝を忘れず、互いを理解し、分かり合える働き方を
　医療機関からのさまざまなニーズに応えて、血液検査や病理学検査などの臨床検査を行って
います。臨床検査技師として女性職員を多く雇用。産前産後休業・育児休業を取得しやすい環境
づくりだけでなく、復職後のサポートも行っています。

仕事と家庭の
両立支援
モデル事業所

株式会社 千歳

●長く働きやすい職場環境整備の一環として、事務関係を総務セクションに集中。
管理職を含めた現場で働く人がサービスに専念できるようにしている。
●管理職割合：男性42.9%、女性57.1%

取り組み内容

誰もが活躍できる多様性を持ったチームで利用者に寄り添う
　介護保険サービス、障害福祉サービスなどを提供している会社です。“男性だから”、“女性だ
から”ではなく、さまざまな考え方や多様な性格を持つスタッフがチーム体制をとり、地域から求
められるサービスに真摯に取り組んでいます。

女性労働者
活躍推進
事業所

出前講座「知って、守る、こころの健康」

■申久留米市保健所 保健予防課
■☎0942－30－9728　■F 0942－30－9833
■ｈｏ-ｙｏｂｏｕ＠ｃｉｔｙ.ｋｕｒｕｍｅ.ｌｇ.ｊｐ

　市は、久留米市内の企業・事業所を対象とした「出前講
座」を実施しています。メンタルヘルスに関する知識やストレ
ス対処法など、保健師等の職員がわかりやすく説明します。
　働く皆さんの心の健康づくりを推進するために、「出前講
座」を活用してください。

市内の企業・事業所など
ストレス、不眠、うつ病などの心の病のサ
イン、気づき、適切な対応などについて
講師、資料は無料。会場運営費やその他
雑費は受講団体の負担
持参、郵送またはFAX
出前講座申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
開催希望日の3週間前まで

対象
内容

費用

申込方法

申込締切
※日時や時間等は相談に応じます

医療法人 かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院

障害者雇用
優良事業所 ●障害のある人を6人雇用し、障害者の法定雇用率を2年以上連続で上回っている。

障害者雇用率4.02％（令和4年6月1日現在）
●職場適応援助者（ジョブコーチ）の資格を持つ相談員を配置して採用後のフォ
ロー体制を整備し、職場定着を図っている。

取り組み内容

障害のある人も安心して働くことができる職場づくりを目指して
　リハビリを必要とする方の治療が専門の病院です。現在、障害のある方を6人雇用。それぞれ
の身体の状況に合わせた勤務シフトやリハビリ病院ならではのバリアフリーの設備、専門員の
配置など充実した環境で、働きやすい職場となっています。

代表取締役 向山　将貴さん
むかい やま　　　　まさ　 き

理事長・院長 柴田　元さん
しば    た           はじめ

代表取締役社長 森田　崇一郎さん
もり     た            そう   いち   ろう
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●相談が多い内容は
　人間関係やコミュニケーションの取り方についての相
談が多いです。些細な事が気になり、仕事に影響が出る方
や出勤できなくなる方も少なくありません。話し掛けること
が苦手で、質問できずに困っている時は、動きが止まった
り、キョロキョロと周囲をうかがう動作が見られます。その
時は、「どうしたの。」と声を掛けて、アドバイスを行っていた
だくと、安心され、仕事の理解にもつながります。

●事業所への支援は、どんなことを行っていますか
　就職後はセンター担当者が定期的に職場を訪問し、職
場での状況確認・アフターケアを行っています。
　職場でのトラブルの予防・解決をするためのアドバイス
を行い、必要に応じて担当者が、職場との関係調整を行い
ます。

■☎0942－65－8367　■F 0942－65－8378
■porte@mx41.tiki.ne.jp
■所合川町1490－8

障害者就業・生活支援センター

　障害者就業・生活支援センター「ぽるて」は、国県市の委
託を受け、障害者の職業生活における自立を図るため、雇
用、保健、福祉、教育等の関係機関と連携し、就労及び生
活面の一体的な支援を行っています。
　約1,000人の登録があり、年間約5,000件の支援（うち
約1,800件は、職場訪問等による定着支援）を行っており、
毎年約70人の障害者を一般就労へつなげています。

●障害者雇用を検討している事業所へ
　障害がある人には、働いた経験がある人もない人もいま
す。自分に、どんな仕事が合うか分からない人が多く、持っ
ているスキルを十分に発揮できる職場を探しています。事
業所の担当者も、障害がある人がどんな仕事に従事できる
か心配だと思います。事業所には、本人と支援者が仕事の
様子や職場環境の見学ができるようにお願いしています。
職場体験を通して『働きたい』と『雇いたい』のマッチング
の機会をいただき、社会に一歩踏み出すきっかけの場を
一緒につくらせてください。

障害者雇用の相談は「ぽるて」へ紹　介

相談・支援内容

センター長インタビュー

企業から相談

●雇用の方法が分からない
●どんな仕事ができるか知りたい
●社内に指導体制がない

障害の特性や従事しやすい業務
を紹介するなど雇用に向けたア
ドバイスを行います。

見学・実習などの支援 定着のための支援

必要に応じて障害者の職場見学・雇
用前実習などの支援を行います。

「ぽるて」のスタッフが定期的に職場
を訪問します。障害者本人や企業の
悩みを聞き、定着のためのアドバイ
スを行います。

見学・実習のメリット

●企業と実習生がお互いを知るこ
とができる
●実習を受け入れることで、就労に
スムーズに移行できる
●会社に合った人材を採用できる

障害者就業・生活支援センター
「ぽるて」のセンター長 松雪美紀さんに
話を聞きました。

障害者就業・生活支援センターぽるて
相談時間 月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始休み）
開所時間 9：00～17：15
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　近年、不妊の検査や治療を受ける夫婦は5.5組に1組、
不妊治療（生殖補助医療等）で誕生する子どもは14.3人
に1人となるなど、不妊治療を受ける人は増加傾向にあり
ます。不妊の原因は女性だけではありません。WHO（世界
保健機関）によれば、約半数は男性に原因があるといわれ
ており、男女ともに治療が必要な場合もあります。
　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。いずれも排卵周期に合わ
せた通院が必要です。あらかじめ通院日を決めることが難
しい上、治療が長期にわたることが多く、身体的・精神的に
も大きな負担を伴います。

手続き

適用期間

請求の時効

支給額

※ただし、受診した医療機関が作成した書類は、医
療機関の負担軽減のため、当面の間、添付は不要
となります

■問健康保険課
■☎0942－30－9029　■F 0942－30－9751
■hoken@city.kurume.lg.jp

■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.lg.jp

コロナで仕事を休んだ国保加入者に手当金お知らせ

傷病手当金の請求を忘れずに

直近3か月の給与収入の合計÷直近3か月の

就労日数×2/3×コロナによる休暇日数

支給には本人、勤務先、受診した医療機関が

作成した書類の提出が必要です。

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間

で療養のため仕事を休んだ期間

労務不能の日の翌日から2年間

　国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感
染し（疑いを含む）、療養のため仕事を休んだ場合、傷病
手当金を支給します。

　傷病手当の請求には時効があるので、要件を満たして
いる人で請求を行っていない人は、忘れずに手続きを
行ってください。

不妊治療と仕事の両立お知らせ

治療を受けながら働く人への理解を

　平成29年度に厚生労働省が行った調査では、治療をし
ている人の35％が仕事と治療の両立ができず、雇用形態
を変更したり治療をや
めたりしています。16％
の人（女性は23％）は
離職しています。働きな
がら安心して妊娠・出産
できるよう、不妊治療に
ついて職場の理解をお
願いします。

●久留米市国民健康保険の被保険者である

●勤務先から給与の支払を受けている給与所得者で

ある

●新型コロナウイルスに感染したか発熱などの症状に

より感染が疑われた

●療養のため3日間連続して仕事を休み、4日目以降も

休んだ日がある

●仕事を休んだ期間、給与の全部または一部が支払わ

れていない

不妊治療
両立ができずに16％の人が離職
（女性は23％）

以下のすべての要件を満たす人が対象です。

主治医から職場への「不妊治療連絡カード」
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■申久留米知的財産支援センター
　（㈱久留米ビジネスプラザ内）

■所宮ノ陣4丁目29－11
■☎0942－31－3104　■F 0942－31－3107

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

知的財産活用でビジネスチャンス拡大をお知らせ

無料相談会を開催中

　久留米知的財産支援センター（久留米ビジネスプラザ
内）は、定期的に知的財産の無料相談会を実施しています。
　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。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。

在職中の人も、求職中の人も、市外の人も

　職業訓練センターでは、社員教育を考えている企業、
資格取得して就職したい人を対象に、時代に合った講座
を安価で受講できます。また、高速道路久留米インターか

毎週水、金曜日 10：00～16：00
（毎月第2、第4水曜日は午前中のみ）

参加無料
要事前申込

知的財産無料相談会

毎月第2、4水曜日 13：00～16：00

特許の取得・活用に関する課題について
弁理士が個別相談に対応します

随時

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

※特許、実用新案、商標、意匠などの知財活用に関する支援を行
います
※インターネット出願手続きなど特許等の出願の支援を行います

久留米地域職業訓練センターで人材育成紹　介

施設名

所在地

駐車場

運営主体

久留米地域職業訓練センター

〒839ｰ0809 久留米市東合川5ｰ9ｰ10

約80台収容

職業訓練法人

久留米地区職業訓練協会

TEL 0942ｰ44ｰ5201

事業内容  職業訓練の実施

●自主事業

・資格取得講座

 （宅建士・簿記・介護・溶接等）

・階層別講座

 （新入社員研修・部下育成コーチング研修等）

・パソコン講座

 （SNS活用・エクセル・Illustrator・CAD等）

●受託事業

・県から受託（求職者対象）

 医療事務・パソコン・

 ファイナンシャルプランナー等

・企業団体からオーダーメイド講座を受託

 接遇・コンプライアンス等

 無料職業紹介事業（40ｰムｰ050003）

　パソコンや簿記等を学んだ訓練生を無料で紹

介します。

 貸室事業

　8室（26㎡～290㎡）、Wi-Fi完備

らも近いので、会議や社内研修、安全大会等に最適です。
ぜひ利用してください。
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■問労政課　■☎0942－30－9046　■F 0942－30－9707
■rousei@city.kurume.lg.jp

講師

定員
申込方法

女性リーダー養成講座

　働く女性が、自分自身のキャリアアップに向けて、職場
でより一層活躍し、組織のリーダーとなるために必要な考
え方とスキルを身につけるための講座です。

1日目 2月  1日（水）10：00～17：00
2日目 2月15日（水）10：00～17：00
久留米地域職業訓練センター
市内企業の女性中堅社員
　　　　
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
株式会社サイズラーニング

代表取締役 高見　真智子 氏
30名（先着順）
WEB、メール、FAX

日時

場所
対象者

内容

※2日間とも参加できる人

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

面接前後の会話も
十分意識してください

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。

　採用選考では、応募者の適性・能力が、応募職種
の職務を遂行できるかどうかを選考基準とすること
を意識して行うことが重要です。
　事例は、採用面接時以外のタイミングで声をか
けた内容が、応募者の適性や能力とは関係のない
事柄です。面接時でなくても、このような会話がなさ
れることで、応募者にとっては、その内容が選考結
果に影響するのではないかという不安を引き起こし
ます。
　採用面接時以外のタイミングであっても、このよう
な内容の会話はしてはいけません。採用選考の際
は、応募者の持つ適性・能力のみに基づいた公正
な採用選考を行いましょう。

考え方

事例

●住所はどこですか
●兄弟はいますか、兄弟の職業は何ですか
●家業を継ぐ可能性はありますか
●趣味は読書と聞きましたが、どの作家が好きで
すか … など

　面接前、緊張している応募者をリラックスさせよう
として面接官以外の社員から声をかけることがあり
ます。

女性社員の
キャリアアップに

募
　
集

たか　み　　　   ま     ち      こ

　市は、福岡県と連携して、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」と、労働者を対象にした

労働経営セミナー・労働教育講座を開催募　集

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

オンライン形式（Zoom）
えーるピア久留米 206学習室
（久留米市諏訪野町1830ｰ6）
各回15名程度（先着順）
電話・FAX・メール

参加無料
要事前申込

※講座名、氏名、電話番号を伝えてください

「労働教育講座」をオンラインで開催します。サテライト会
場（えーるピア久留米）で直接参加することもできます。

共通事項労働経営セミナー
形 式

定員（会場）
申込方法

2月20日（月）14：30～16：30
経営者、人事・労務担当者、テーマに興味がある人
古賀・花島・桑野法律事務所　花島　正晃 氏
育児・介護休業法改正に伴う社内規定・体制の整備

日 時
対 象 者
講 師
内 容

会 場
（サテライト）

2月20日（月）19：00～20：30
勤労者、テーマに興味がある人
城南法律事務所　佐藤　香織 氏
働く人が知っておきたい働き方改革の内容

労働教育講座
日 時
対 象 者
講 師
内 容

講師：高見　真智子 氏
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事務の仕事も引き受けています

無担保・年3.1％の低金利で
貸し付けています

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3.1％

元利均等月賦（賞与併用返済可）

年収150万円以上

原則として不要

貸 付 金 額

返 済 期 間

貸 付 金 利

返 済 方 法

年 収 制 限

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

　市は、九州ろうきんと連携して「わ
くわくローン」を実施しています。中
小企業に勤めていて、自社内に融
資制度がない人は、年3.1％の低
金利・無担保で、教育や冠婚葬祭、
マイカー購入など幅広い用途に利
用できます。久留米広域勤労者福
祉サービスセンターの会員は金利
の優遇があります。生活資金に困っ
たらぜひ気軽に相談してください。

キャリアを活かしたシルバーパワーにお任せ募　集

施設管理などの仕事も引き受けています

　除草や剪定作業のイ
メージが強いシルバー人
材センターですが、事務
や施設管理の仕事も受
注しています。気軽に問い
合わせてください。

　久留米広域勤労者福祉サービスセンター（KSC）は、
中小企業向けに『福利厚生サービス』を行っています。会
員１人あたり月額1,000円のご負担で、慶弔給付金の支
給や、旅行・コンサート・スポーツ観戦等の割引などの福
利厚生サービスを提供しています。

単独企業ではできない充実した福利厚生募　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

■問（公社）久留米市シルバー人材センター
■☎0942－35－5229　■F 0942－35－5974
■所西町873－1

ＫＳＣで人気のサービスメニュー

❶

❷

❸

各種フェア（フルーツ狩り・スイーツ・パン・うどん等の
クーポン）
2ヶ月に1回発行するKSCニュースに、久留米広域区域内
外のお店で使えるクーポン券を掲載しています。
温泉施設の利用助成
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。
映画クーポン・ペア映画鑑賞招待券
ＫＳＣニュースに掲載するクーポン券を使って、お得な料
金で映画鑑賞ができます。また、抽選で200組（400名）
にペアの映画鑑賞招待券をプレゼントしています。

会員募集中

　市内在住で原則60歳以上の人を対象にお住まいの地域
で入会説明会を開催します。
　定年退職予定の人にぜひ紹介してください（事前の申込
みが必要です）。
●1/19（木）合川校区コミュニティセンター
●1/20（金）田主丸校区コミュニティセンター
●1/23（月）南校区コミュニティセンター
●1/24（火）城島げんきかん
詳細については、センターまで気軽に相談してください。

9時30分～
9時30分～
9時30分～
13時30分～

　久留米市シルバー人材センターは、高齢者が働くこ
とを通じ、地域社会に貢献することを目的とした公益
社団法人です。

生活資金に困ったら「わくわくローン」がお手伝い紹　介

駐輪場管理業務を行う女性会員
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　市は、エコドライブ宣言事業者を募集しています。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」を渡しています。エコドライブマグネットを車の後部
に張って運転してもらうことで、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
を実践するきっかけとなります。
　令和4年9月末現在、73事業
者の登録があります。登録は、
「エコドライブ宣言」登録書を提
出するだけです。申請書は市
ホームページからダウンロード
できます。

E nergy Saving
“心がけ”からはじめるエコドライブ

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

　エコドライブとは、自動車から排出される二酸化炭素
を削減し、地球温暖化の緩和につながる「運転技術」や
「心がけ」です。燃費向上による燃料費の削減、安全運転
による事故の減少や信頼拡大など、多くのメリットがあり
ます。

●車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転を
します。
●車内を暖房するときは、エアコンスイッチ（A/C）をOFF
にします（車のエアコンは車内を冷却・除湿する機能
です）。
　「エコドライブ10のすすめ（※）」から抜粋

●社内で「エコドライブ10のすすめ」を共有する。
●燃費記録票に走行距離や給油量を記録し、分析する。
●PDCAサイクルで改善を行う。

エコドライブとは エコドライブ宣言事業者を募集

エコドライブのポイント

会社でエコドライブを実施するための方法（例）

※エコドライブ普及推進協議会のホームページからダウンロード
できます。講習会の情報も掲載されています

エコドライブマグネット

くるめっ子への応援を募集募　集

■問教育部総務　■☎0942－30－9213　■F 0942－30－9719
■kyousou@city.kurume.lg.jp

学校を指定して
物品を寄附できる制度を始めました

　市には、市立小学校44
校・中学校17校・久留米
特別支援学校・南筑高
校・久留米商業高校の計
64校があり、26,652人
（R4.5.1現在）のくるめっ
子が、勉強やスポーツ、文
化芸術・音楽活動などに汗を流す日 を々送っています。
　市教育委員会は、子どもたちがキラキラ輝く時期を応援
するため、学校活動に必要な物品や機材などの寄附を募
集する制度を創設しました。母校や地元の学校を指定でき
るほか、指定せずに幅広く寄附することも可能です。
※学校からは、楽器や体育で使用するボールなどの希望が寄せられて
います

皆さんの寄附をお待ちしています

美味しい給食に
ニコニコ

（株）トリアンフーズ 様
鳥飼小学校の給食食材として、
鶏肉15㎏

子どもの探求心が
フツフツ

北原ウエルテック（株） 様
ものづくりの応募作品の賞品として、
工具セット等

子どもの手が
ピカピカ

久留米中央ロータリークラブ・まるは油脂
化学（株）・第一生命保険（株） 様
感染症対策として、ハンドソープ1,200本

子どもの知識が
グングン

筑後信用金庫・日本気象協会・読売新聞
西部本社・HUAWEI JAPAN 様
読む力や知識を伸ばす図書

令和4年度寄附（物品）の紹介

寄附贈呈式の様子
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特
定
最
低
賃
金

国・県等からのお知らせ

久留米リサーチパーク研修室Ａ
久留米市百年公園1ｰ1 TEL 0942ｰ37ｰ6111
令和5年2月22日（水）
①10：00～12：00（経験者向け）
②13：30～16：00（初めての方向け）
令和5年3月13日（月）
③10：00～12：00（経験者向け）
④13：30～16：00（初めての方向け）
他の地域会場でも実施します。
●WEBでの申告申請方法を中心に説明します。
●報奨金対象事業主の方には②、④の説明時に
併せて実施します。
●詳細は、支部ＨＰで確認してください。

場所

日時

その他

申告申請方法が変わります

■問（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　■F 092－718－1314

令和5年度障害者雇用納付金制度事務説明会を開催しますお知らせ

　（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部で
は、令和5年度申告申請に係る障害者雇用納付金制度
事務説明会を開催します。
　経験者向け、初めて申告していただく担当者向けそ
れぞれ内容を変えて、詳しく説明します。個別相談も受け
付けます。ぜひ参加してください。

　令和5年度から新電子申告申請システムの運用を開始
するため、WEBで申告申請する方法に変わります。障害者
手帳等の添付書類もWEBで提出できるようになります。

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

■問福岡労働局 福岡助成金センター　■☎092－411－4701

●雇用保険被保険者に対して、職務に関連した専門的な

知識と技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実

施した場合に、訓練中の賃金と訓練にかかった経費の

一部を助成します。

●自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休

暇を労働者に与える長期教育訓練休暇等制度を企業

に導入し、労働者が

実際に教育訓練休暇

等を取得した場合に

導入経費と教育訓練

休暇中の賃金の一部

を助成します。

労働者の知識・技能の向上に
活用してください

★訓練内容や実施目的に応じたメニューがあります。
★助成金の支給には要件があります。
詳しくはホームぺージで確認する
か、福岡労働局助成金センターまで
問い合わせてください。

「人への投資促進コース」とは

お
知
ら
せ
福岡県特定最低賃金改定

お
知
ら
せ

人材開発支援助成金
（人への投資促進コース）の案内

効力発生日 令和4年12月10日

効力発生日 令和4年10月8日

■問福岡労働局労働基準部賃金室　■☎092－411－4578

1時間977円
1時間987円
1時間987円

1時間900円

1時間1,010円

※百貨店,総合スーパーについては、令和4年の金額改正はなく、令和4
年10月8日からは福岡県最低賃金（１時間900円）が適用されます

※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900円）
が適用されます

製鉄業
製鋼・製鋼圧延業
鋼材製造業

自動車（新車）小売業

輸送用機械器具
製造業

百貨店,総合スーパー

期教育訓練休暇等制度を企業
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日　程

■問久留米市一番街多目的ギャラリー
■☎■F 0942－39－3030
■所東町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。

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、ぜひ活用してください。予約状

況確認や利用申込み・利用料金につい

ては、問い合わせ先まで連絡をお願いし

ます。

※上記日程には準備も含まれます。また催事予定表は、変更になる場合があります

1月～3月開催の催事 開館時間：10時～19時

催事名

1/11（水）～ 15（日）

1/17（火）～ 22（日）

1/24（火）～ 29（日）

1/31（火）～ 2/  5（日）

2/  7（火）～ 2/12（日）

2/14（火）～ 2/19（日）

2/21（火）～ 2/26（日）

2/28（火）～ 3/  5（日）

3/  7（火）～ 3/12（日）

3/14（火）～ 3/19（日）

3/21（火・祝）～3/26（日）

3/28（火）～ 4/  2（日）

イラスト展 はっぴーべじたぶる ～愉快な野菜達～

季節の下げ飾り展

第7回 Studio nucca展

吉田勇輔 油彩画展

和泉重山窯陶芸展

長野尊 スプレーアート展

K氏と、その周辺展 ～商店街を中心に～

坂本豊信 個展

西アジアのトライバルラグの展示販売会

マルシェ

第1回 書美院作品展

第41回 水墨画心象会展

多 目 的 ギ ャ ラ リ ー の ご 案 内一番街

■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
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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。

各種イベントは「地場産くるめ」でお知らせ

■問（公財）久留米地域地場産業振興センター　■☎0942－44－3700　■F 0942－43－1020　■info@jibasankurume.jp

　（公財）久留米地域地場産業振興センターは、筑後地域
最大級の広さを誇る総合展示場や少人数から99人まで
利用できる会議室を安価で貸出しています。
　併設の物産館では、筑後地域の地場産品を販売してお
り、粗品等も取り扱っています。九州自動車道久留米イン
ター横にあり、自動車250台と大型バス4台
分の駐車場も完備しています。

●展示会や商談会
　（自動車・電気製品・仏具・食品・ペット）
●ゲームや競技、スポーツ
　（ダーツ・ボクシング・プロレス・社内競技）
●試験、検定（工事施工、技術コンクール・求人面接）
●研修会や講演会（トリマー・社内研修）

総合展示場利用例

総合展示場/1640㎡
全面・1/3・1/2・2/3と4通り利用可

5つの会議室と研修室
ホワイトボードとスクリーン完備

物産館（即売所）
久留米絣や麺類等を販売


