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佐賀市働く人にやさしい企業応援利子助成事業のご案内01
●問合せ　佐賀市役所  商業振興課　TEL：0952-40-7102　FAX：0952-26-6244　E-mail：shogyo@city.saga.lg.jp

取扱金融機関：  佐賀銀行・佐賀共栄銀行・佐賀信用金庫・西日本シティ銀行佐賀支店・親和銀行佐賀中央支店・商工中金佐
賀支店・佐賀東信用組合・福岡銀行佐賀支店・みずほ銀行佐賀支店・長崎銀行佐賀支店・九州幸銀信用組合
佐賀支店・大川信用金庫諸富支店

　仕事と家庭の両立がしやすい労働環境づくりや、障がい者雇用に積極的に取り組んでいる企業が、佐賀市の融資

制度である「中小企業振興資金（小口資金）」の融資を新規に借り入れた場合に、償還開始から2年間分の支払利
子の全額を助成します。

●企業イメージの向上！
　　労働環境整備に積極的に取組むことで、企業イメージの向上につながります。

●経営に好影響！
　 　労働環境を充実させることで、人材の確保や定着、従業員の意欲向上、生産性の向上などにつながり、

経営面にも有益です。

●償還負担を大幅に軽減！
　 　低金利（1.3％）で信用保証料を全額市が負担する市の小口資金に加えて、２年間の支払利子を助成

しますので、償還負担がさらに軽減されます。

対象となる企業

平成29年３月31日までの間に新たに小口資金の融資を受けたものの内、下記のいずれかに
該当する事業所（雇用保険適用事業所であること）

・  常時雇用する労働者数が100人以下の事業所であって、一般事業主行動計画を策定し目標

の達成に努めている中小企業者

　※一般事業主行動計画については、両立支援のひろばのホームページをご覧ください。

　　→　http://www.ryouritsu.jp/hiroba/manual.php

・常時雇用している障がい者の割合が全体の労働者の４％以上の中小企業者

その他の要件
・市税を完納していること
・佐賀市の「男女共同参画」及び「子どもへのまなざし運動」に協賛していること

助 成 内 容
・期間：利子助成の対象となる小口資金の利子償還を開始した月から２年間
　　　　（申請により毎年１回交付）
・助成額：原則、上記期間に支払った利子全額（延滞利息を除く）

※ この制度を利用する場合は、貸付実行日から１ヶ月以内に利子助成の対象企業登録をする必要があります。

中小企業振興資金（小口資金）の貸付条件等 ※下記以外にも条件があります。詳しくはお問合せください。

資金使途 融資対象 信用保証料 融資限度額 融資利率 融資期間 担保及び保証人 申込先

運転資金
設備資金

市内で６ヶ月以上
継続して同一の事
業を営み、市税を
完納している中小
企業者の事業資金

市が全額補
助

1,000万円
(合算限度
額1,000万
円)

年 1.3％

運転  ７年以内
設備  10年以内 
据置期間
　　  ６ヶ月以内

担保：原則不要
保証人：法人代
表者以外は原則
不要

商工会議所
商工会（また
は、中央会) 

こんなメリットが！
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Let's“ゆとり”! キャンペーンにご参加ください！02
●問合せ　佐賀県庁  産業人材課　TEL：0952-25-7100　FAX：0952-25-7305　E-mail：sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）のとれるゆとりある生活を送るため、この機会に職場の労働時

間を見直して、これからの働き方について考えてみませんか。

　　取組期間　　平成28年９月１日（木）～ 11月30日（水）

　　参加対象　　県内事業所等（部署ごとの参加もできます）

　　内　　容　　�期間中又は期間中のいずれかの時期に、ノー残業や年次有給休暇の取得などに

取り組むことを宣言して、実践します。

　　　　　　　　　　　・《県内一斉ノー残業デー》に参加します。
　　　　　　　　　　　・○月○日と○月○日をノー残業デーとします。
　　　　　　　　　　　・取組期間中に全員が年次有給休暇を１日ずつ取得します。

　　応募締切　　 平成28年11月末

　　応募方法など　　佐賀県庁産業人材課までお問合せください

宣
言
例

９月14日（水）・10月12日（水）・11月９日（水）は
《県内一斉ノー残業デー》

パパママ“ファイティン”サポート事業03
●問合せ　佐賀県庁  産業人材課　TEL：0952-25-7100　FAX：0952-25-7305　E-mail：sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp

　企業の子育て支援制度を充実させて、働く人の育児をサポートします。

・事業所内保育施設の設置を希望する事業所にも別途専門家を無料で派遣します。

　助言内容：設置費や運営費、施設設置に関する課題など

事業主の皆さま
子育て支援に取り組みませんか!?
　仕事と子育ての両立支援に取り組むことは、福利厚生に手厚いという企業のイメージ
アップにつながるだけでなく、優秀な人材の確保・定着や生産性の向上にもつながります。

専門家がサポートします
●現在の職場環境の把握と分析
●子育てしやすい職場環境へ改善
　・一般事業主行動計画の策定や見直し　　・事業所内保育施設設置
　・就業規則等の変更　　　　　　　　　　・国の助成金制度の活用

　企業に専門家（社会保険労務士）を派遣して、子育てしやすい職場環境

づくりをお手伝いします。

●対象事業所：佐賀県内の事業所
●一社あたりの訪問回数：3回程度
●専門家の派遣費用：無料
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平成28年度  高年齢者雇用安定助成金のご案内04 ●問合せ　独立行政法人  高齢・障害・求職者雇用支援機構  佐賀支部  高齢・障害者業務課
　　　　　TEL：0952-37-9117　FAX：0952-37-9118　E-mail：saga-kosyo@jeed.or.jp

高年齢者の活用促進のための措置の内容

対象となる事業主

支給額

支給額

①新たな事業分野への進出等

②機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善

③高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し

④高年齢者に対する法定の健康診断以外の健康管理制度の導入　★拡充★
⑤定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

①高年齢者無期雇用転換計画を作成し、機構に提出してその認定を受けること

② 上記①の提出までに、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則その他

これに準ずるものに規定していること

③ 上記①の認定後、計画期間内に、上記②の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約

労働者を無期雇用労働者に転換すること

④ 上記③により転換された労働者を、転換後６か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後６

か月分の賃金 (通常勤務をした日数が11日未満の月は除く）を支給すること

⑤高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第８条または第９条の規定に違反していないこと

　上記措置に要した費用の2/3（中小企業以外は１/２）（上限1,000万円）。
　ただし措置の対象となる１年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者１人につき20万円
（下記(a) ～ (c)に該当する場合は30万円）を上限とします。
　（a） 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
　（b） 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が４％以上の事業所　★拡充★
　（c） 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主　★拡充★ 

　対象労働者１人あたり50万円（中小企業以外は40万円）。
　１支給申請年度（４月～３月）あたり10人を限度とします。

※環境整備計画を開始する６か月前から３か月前までの間に、環境整備計画書等の提出が必要です。
※この他にも支給対象となる事業主の要件があります。

※この他にも支給対象となる事業主の要件があります。

　高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、２つのコース

で事業主の皆様の活動を支援します。

　高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主を助成します。

　50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主を助成します。

高年齢者活用促進コース　★平成28年４月新設★

高年齢者無期雇用転換コース　★平成28年４月新設★
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育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されました！06
●問合せ　佐賀労働局  雇用環境・均等室　TEL：0952-36-6205　FAX：0952-32-7159

仕事と育児の両立支援制度の見直し

仕事と介護の両立支援制度の見直し

　多様な家族形態、雇用形態に対応するとともに、介護離職を防止するため、育児・介護休業法などの法律が改正

され、平成29年１月１日から施行されます。主な改正点は次のとおりです。

■子の看護休暇（年５日）の取得単位の柔軟化
　　半日単位の取得を可能とする。

■有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
　 　①当該事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること、②子が１歳６ヶ月に達する日までに、そ

の労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかであるものを

除く、とする。

■妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の労働環境の整備
　 　妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする、上司、同僚などによる就業環境を害する行為を防止す

るため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付ける。

■介護休暇（年５日）の取得単位の柔軟化
　 　半日単位の取得を可能とする。

■介護のための所定労働時間の短縮措置等の利用回数等の柔軟化
　　介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上の利用を可能とする。

■介護のための所定外労働の免除制度の新設
　 　介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。

男女共同参画推進の協賛事業所を募集しています！05
●問合せ　佐賀市役所  男女共同参画課　TEL：0952-40-7014　FAX：0952-29-2095　E-mail：danjokyodo@city.saga.lg.jp

　佐賀市では男女共同参画社会の実現をめざし、佐賀市と共に男女共同参画の推進に積極的に取り組んでいただく

事業所を募集しています。

■事業所における男女共同参画の取り組みとは…

■取り組みの効果

●男女それぞれの職域拡大や女性管理職の登用を積極的に行う

●仕事と家庭の両立ができるよう配慮する

●男女とも働きやすい職場環境づくりに努める　など

　従業員の定着、優秀な人材の確保、従業員の満足度や仕事への意欲向上、従業員の心身の健康の保持、事業

所のイメージアップなどにつながります。
※ 登録いただいた事業所は、男女共同参画協賛事業所として、市のホームページや男女共同参画啓発イベントのポス

ター、チラシへの掲載などをさせていただきます。

　詳しくは佐賀市ホームページをご覧ください。
　https://www.city.saga.lg.jp/main/3196.html
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高校生の積極的な採用をお願いします08 ●問合せ　佐賀公共職業安定所（ハローワーク佐賀）　TEL：0952-24-5181　FAX：0952-41-9224
　　　　　佐賀労働局  職業安定課　　　　　　　　　TEL：0952-32-7216　FAX：0952-32-7223

　県内高校生の就職希望者のうち、半数以上の生徒が
県内への就職を希望しています。
　景気が回復傾向にあり人手不足が懸念される中、早

期に求人を提出することや求人票における積極的な情

報提供は、採用決定に大変好影響を与えると考えられ

ます。

　お早めに高校生の採用計画をご検討いただき、来春
卒業する生徒が１人でも多く就職できるよう、ハロー
ワークまで求人の申し込みをお願いします。なお、新
規高校卒業者を対象とする求人のハローワークにおけ

る受付は6月20日から、採用選考の開始は９月16日
からとなります。

　また、大学・短大生等を対象とする求人の申し込み

も、ハローワークで受け付けていますので、あわせて

お早めの採用計画のご検討をお願いします。

企 業

安定所

学校

採用選考（９月16日～）

求人申込書の提出

求人票の交付

求人票写の送付

応募（９月５日～）

採否通知

入社承諾

求人情報の提供
（高卒ＷＥＢ）

応募者

退職金づくりは「中退共」で！07
●問合せ　独立行政法人  勤労者退職金共済機構  中小企業退職金共済事業本部　TEL：03-6907-1234　FAX：03-5955-8211

　中退共制度とは、国の助成が受けられる中小企業に向けた退職金制度です。

　パート従業員や家族従業員も加入できます。安心して働ける職場づくりのために、退職金制度を考えませんか？

【１】事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。

【２】毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。

【３】事業主は、従業員が退職したときに「退職金共済手帳（請求書）」を従業員に渡します。

【４】従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。

制度のしくみ

【応募・採用の流れ（高校生）】

掛金は全額非課税
手数料なし

社外積立型だから
手間いらず

掛金の一部を
国が助成

有利 カンタン管理 安心・確実



7

無料で開催！　歯科保健教室のご案内10
●問合せ　佐賀市役所  健康づくり課　TEL：0952-40-7281　FAX：0952-30-0115　E-mail：kenko@city.saga.lg.jp

平成28年度「さがし省エネコンテスト」取組事例を募集しています！09
●問合せ　佐賀市役所  環境政策課　TEL：0952-40-7201　FAX：0952-26-5901　E-mail：kankyoseisaku@city.saga.lg.jp

　市内事業所の皆様が取り組んでいる省エネや地球温暖化防止の取組事例を募集しています。すでに実践している

こと、これを機に取り組んでみたこと、いずれも対象になります！

　佐賀県では、働き盛りの人の歯周病が増えています。歯周病は、痛みもなく、気づかないうちに徐々に進行して

いき、重症化すれば歯を失うことがあります。従業員等の歯の健康対策に取り組みませんか？

　　募集内容　　佐賀市内の事業所で実践された身近な省エネ・地球温暖化防止の取り組み

　　募集期間　　平成29年１月13日（金）まで（必着）

　　応募方法　　 応募用紙に取り組み内容など必要事項を記入して、佐賀市役所環境政策課へ直接持参、

郵送または電子メールで提出してください。

　　　　　　　　※ 応募用紙は環境政策課窓口等で配布のほか、市ホームページからもダウンロードでき

ます。

　　　　　　　　※取り組み内容がわかる資料を必ず添付してください。

　　賞（優秀賞、奨励賞）　　優秀賞１点（賞状・副賞2万円）、奨励賞2点（賞状、副賞１万円）
　　　　　　　　　　　　　  ※ 応募された取り組みや受賞者の氏名については、市の広報で紹介させて

いただく場合があります。

　　対象　　佐賀市内の事業所・団体（20歳～ 60歳代が中心の20名程度の団体）

　　　　　　※少人数の場合でも、ご相談ください。

　　内容　　歯科医師による講話・ブラッシング指導・唾液潜血検査・染め出し検査など

　　　　　　※唾液潜血検査では、歯周病の疑いがあるかをその場で判定できます。

　　　　　　※染め出し検査では、歯磨きでの磨き残しを見つけることができます。

　　時間　　 原則として平日昼・１時間程度

　　　　　　※事業所・団体の都合に合わせて時間や内容は調整できます。

　　料金　　無料

　　　　　　※参加者全員に歯ブラシをプレゼントします。
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事業に役立つメールマガジンを配信しています

中小企業の福利厚生サポートします！

11

13

●問合せ　佐賀市役所  商業振興課　TEL：0952-40-7102　FAX：0952-26-6244　E-mail：shogyo@city.saga.lg.jp

●問合せ　（公財）佐賀県地域産業支援センター  中小企業勤労者福祉サービスセンター　TEL：0952-34-5522　FAX：0952-34-5523　http://saga.knet-web.net/ 

　事業をされている方、企業で総務や労務を担当されている方（もちろん希望される方はどなたでも結構です）な

どへ、労働や金融等に関する各種制度や助成金、セミナーのご案内など企業の皆さまにとってメリットのある情報

を、E-mailで提供しています。皆さまの登録をお待ちしています。

サービスセンターに加入すると 共済給付事業
JR佐賀⇔博多　往復特急券“自由席” 2,260円⇒1,500円

映画チケット（イオンシネマ佐賀大和、109シネマズ佐賀） 1,800円⇒800円

人間ドック・脳ドック・一般検診 受診料への一部助成

結婚祝金 20,000円

入学祝金（小・中） 10,000円

勤続祝金 15・20・25年：10,000円
30年：15,000円

※その他にも様々な福利厚生のサポートを行っています！

登録方法

１

２

３

佐賀市ホームページにアクセス（http://www.city.saga.lg.jp）

ユーザーページ（メルマガ）のバナーをクリック

ユーザー登録を行います。

ユーザー IDとパスワードの入力
↓

ユーザー情報の入力
↓

ご確認・登録　→　登録完了

ユーザー情報の入力の際、
「メールマガジン配信希望分類」の
「企業支援」にチェック

この冊子は１部あたり15円で作成しています。（ただし人件費間接費は含まれておりません。）

無料！夜間労働相談・経営相談のご案内12 ●問合せ　【労働相談】佐賀市役所  商業振興課　TEL：0952-40-7102　FAX：0952-26-6244
　　　　　【経営相談】佐賀市役所  工業振興課　TEL：0952-40-7101　FAX：0952-26-6244

○相談内容：賃金、労働時間、社会保険、労働保険、企業・経営のノウハウ　など

ひとりで考えないで、まずはプロにご相談を！

相��談��員 予　　約 電話相談

労働相談
社会保険労務士

（佐賀県社会保険労務士会）
原則不要

※予約は、商業振興課まで
40-7079

窓口開設時間のみ

経営相談
中小企業診断士

（㈳佐賀県中小企業診断協会）
要

（TEL／FAX：40-7079）

■労働メール相談も行っています。24時間いつでもご利用いただけます。
 　（携帯メールからの相談可。回答まで時間を要する場合あり。）
　労働相談メールアドレス：shoko-mag@city.saga.lg.jp

窓口設置場所 日　　時

産業支援相談室
（駅前中央一丁目　アイスクエアビル５階）

毎月第２、第４水曜日（祝日の場合は翌日）
18時～21時


