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資金使途 信用保証料 貸付限度額 貸付利率 貸付期間

運転資金
設備資金

市が　　
全額補助
します。

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

保証料全額補助！利率1.3％！佐賀市中小企業振興資金のご案内
●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

●市内で６ヶ月以上継続して同一の事業を営んでいる人

●市税を完納している人

●佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること

●許認可・登録等を必要とする事業についてはその許可を得ていること

●保証協会の代位弁済及びその保証人となっていないこと

●最近２ヵ年以内に金融機関の取引停止処分を受けていないこと

担保・保証人 申込先 取扱金融機関

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）

随時受付

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

※貸付には金融機関所定の審査があります。

さらに、利子の一部を助成します!!

ご利用いただける中小企業者

　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。

※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。
※その他の要件がありますので、詳しくはお問合せください。　

【助成の対象】
　平成29年３月31日までに小口資金の融資を受けたものの内、以下の　　 、　 　のいずれか
に該当する中小企業者。

　　　�常時雇用する労働者が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

　　　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
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ワーク・ライフ・バランス応援貸付のご案内02
●問合せ　商工中金　佐賀支店　TEL：0952-23-8124

　商工中金が佐賀市と提携し、仕事と生活の両立を目指す職場作りを支援する貸付制度を実施しています。

貸　付　対　象
「男女共同参画協賛事業所」及び「子どもへのまなざし運動参加事業所」のいずれに
も登録し、佐賀市内に事業所を有する事業者

資　金　使　途 設備資金、運転資金

貸 付 限 度 額 設備１億円、運転５千万円

貸　付　利　率
商工中金所定の貸付利率から0.2%優遇（ただし、貸出期間５年超については、商工
中金長期プライムレートを下限とする。）

貸　付　期　間 設備10年以内、運転５年以内（いずれも据置２年以内）

担保・保証人 必要に応じて提供していただきます

取　扱　窓　口 商工中金　佐賀支店�　TEL：0952-23-8124

※貸付には商工中金所定の審査があります。

佐賀市勤労者生活資金のご案内03 ●問合せ　九州労働金庫　佐賀支店　TEL：0952-32-1231
　　　　　ローンセンターさが　　　TEL：0952-36-5311

　佐賀市と九州労働金庫が提携して、勤労者が必要とする生活資金などに対して、貸付制度を設けています。

貸　付　対　象

佐賀市内にお住まいの方
世帯における年間の収入が800万円以下の方
勤続１年以上の方
保証機関の保証を得られる方　等

資　金　使　途 生活資金等（教育資金、自動車購入、リフォーム費用など）

貸 付 限 度 額 最高300万円

貸　付　利　率 年2.0％（固定金利、別途保証料が必要）（平成29年１月１日現在）

貸　付　期　間 10年以内

保　　証　　人 原則不要

取　扱　窓　口
九州労働金庫　佐賀支店　TEL：0952-32-1231
ローンセンターさが　（九州労働金庫　佐賀支店内）TEL：0952-36-5311
　　　　　　　　　���（平日：10時～ 19時、土日：10時～ 17時、水曜・祝日：休み）

※貸付には九州労働金庫所定の審査があります。
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ご準備ください！ 65歳以上も雇用保険の適用対象となります05
●問合せ　ハローワーク佐賀　TEL：0952-41-9307

　平成29年１月１日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象とな
ります（平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」となっている場合を除き適用除外です）。

●平成29年１月１日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
　雇用保険の適用要件に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」
　(以下「資格取得届」という。）を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

●平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年１月１日以降も継続して雇用して

　いる場合
　�雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年１月1日より雇用保険の適用対象となります。

　事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して
ください。

●平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年１月１日以降も継続して

　雇用している場合
　ハローワークへの届出は不要です（自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます）。

65歳超雇用推進助成金のご案内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

※①～④の複数の制度を合わせて導入した場合は最も高い額のみの支給となります。
※上記制度を実施した日の翌日から起算して２ヶ月以内に申請が必要です。
※支給要件など、詳しくはお問合せください。

　65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、の

いずれかを導入した事業主に対して助成金を支給します。

　助成金制度の施行日（平成28年10月19日）以降に労働協約又は就業規則による以下の制度を規定し、実施

した場合に助成します。（１事業主につき１回限り）

導入する制度 助成額

① 65歳への定年引上げ 100万円

② 66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 120万円

③ 希望者全員を66～ 69歳まで継続雇用する制度の導入   60万円

④ 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入   80万円

※詳しい内容についてはお問合せください。
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健康管理手帳をご利用ください06
●問合せ　佐賀労働局　健康安全課　TEL：0952-32-7176　FAX：0952-32-7182

　「がん」その他の重度の健康障害を発生させるおそれのある以下の物質の製造、取扱等の業務に従事したことが

あり、交付要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に、佐賀労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳

が交付されます。

　健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、健康診断を年２回（じん肺は年１回）無料で受けるこ
とができます。

粉じん作業（じん肺）

※詳しくはお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
　佐賀労働局HP＞各種法令・制度・手続き＞安全衛生関係＞健康管理手帳制度について

長期療養者の就職にご協力を！07
●問合せ　ハローワーク佐賀（佐賀公共職業安定所）　TEL：0952-24-4262

　ハローワーク佐賀では、「長期療養者」のため専門の相談窓口を設置し、佐賀大学医学部附属病院及び佐賀医療

センター好生館等の医療機関と連携して就職支援を実施しております。

ベンジジン及びその塩

コークス又は製鉄用発生炉ガス

ベンゾトリクロリド

石綿（アスベスト）

クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩

ビス（クロロメチル）エーテル

塩化ビニル

ベーターナフチルアミン及びその塩

三酸化砒素又は砒素

ベリリウム及びその化合物

ジアニシジン及びその塩 1､ 2－ジクロロプロパン

●十分に働くことができる知識や技術を持っているが、検査のため通院や定期受診が必要で、月１回及び

　数ヶ月に１回程度の休日が欠かせない方。

●医療機関から経過観察という説明をうけ、問題なく働くことは可能な方で、なかなか採用してもらえない方。

●がんなどの治療を受けていることが、就職に不利になってしまうのではないかと悩んでいる就労希望の方。

●�病気等の治療により体力の低下や薬の副作用、後遺症等もあるが事業所の配慮や理解があれば、職場復帰

や再就職活動ができる方。

●在職中、体調維持のため残業は難しいことを事業所の方へ申し出ができない方。

このような方々の就職支援を実施しています！
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退職金づくりは「中退共」で！08
●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】従業員の退職後、従業員からの請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。

制度のしくみ

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
離転職時に他の年金
制度等との通算が可能

通算

技術･技能を磨き、社会人基礎力を高め、プロフェッショナルを目指そう！09
●問合せ　佐賀県立産業技術学院　TEL：0952-74-4330　FAX：0952-71-9033

　佐賀県立産業技術学院では、就職や転職に活かせる専門的な技術や知識を身に付けたい方を対象とした「施設内

訓練」のほか、事業所等に在職している方を対象に更なる技能向上を図る「在職者技能向上訓練」（スキルアップ講座）、

民間の教育機関に委託し一般の就職者を対象に行う「委託訓練」を実施しています。

　在職者技能向上訓練（スキルアップ講座）では、あらかじめ訓練内容・日程等を定めて行うレディメイド訓練、

カリキュラム、講師、研修場所などを事業所の皆様方のニーズに応じて行うオーダーメイド訓練を実施しています。

【レディメイド訓練の実施例】　第１種電気工事士受験対策（筆記・技能）、

木工技能向上、Jw-cadの基本　など

【オーダーメイド訓練の実施例】　海外取引のための語学（中国語など）、

ビジネス応用、生産管理と原価管理、Webサイトの運用・展開　など

《在職者技能向上訓練》　在職者のニーズに即したスキルアップ講座を実施

明るい職場づくりのために人権問題へ取り組みませんか？10
●問合せ　佐賀市役所��人権・同和政策課　TEL：0952-40-7367　FAX：0952-34-4549　E-mail：jinken@city.saga.lg.jp

　佐賀市では、明るい職場づくりのために市内の企業・事業所が実施する人権問題に関する研修会や学習会に講師

派遣を行っています。

●休日や、夜間でも対応します。

●講師への謝礼や交通費等は不要です。

●研修テーマはセクハラやパワハラ、同和問題など、様々な人権問題です。

●従業員対象の研修会や新規採用社員、新任管理職社員、中堅社員のグループ研修会などにご利用ください。

詳細については、お問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
⇒https://www.city.saga.lg.jp/main/2125.html

講師派遣について

ちゅう太くん きょう子ちゃん

▶�
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　佐賀市内の食品を扱う事業所で、以下に掲げる取り組みのうち、１つ以上を実施している事業所を推進店と
して登録します。登録された事業所には、啓発用グッズとしてポスター、ミニのぼり旗、コースター、缶バッ

チなどをお渡しできます。

●飲食店、宴会場、宿泊施設等

　（１）小盛りメニュー等の導入

　（２）食べ残しを減らすための呼びかけ実施

　（３）ポスター等の掲示による、食べ残し削減に向けた啓発活動の実施　など

●小売業、卸売業、製造メーカー等

　（１）量り売り、ばら売り、小容量販売の導入

　（２）食品廃棄物の削減のための値引き等対応（売り切り価格の導入）

　（３）フードバンク事業等への協力　など

※登録方法など、詳しくはお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。

「佐賀市もったいない！食品ロスゼロ推進店」制度のご案内12
●問合せ　佐賀市役所��循環型社会推進課　TEL：0952-30-2430　FAX：0952-30-2494　E-mail：junkan@city.saga.lg.jp

　食品ロス削減に取り組む事業者を、｢佐賀市もったいない！食品ロスゼロ推進店｣ として登録し、市ホームペー

ジや市報等で広報します。広報することで事業者のイメージアップにつながり、食材の効率的な調達・管理や廃棄

物の減量によって、経費削減にもつながります。

「エコプラザdeウインター DO!」 企業向けセミナー等のご案内11
●問合せ　佐賀市役所��循環型社会推進課　TEL：0952-30-2430　FAX：0952-30-2494　E-mail：junkan@city.saga.lg.jp

　環境経営によるイメージアップを図り、経営効率を上げたい企業、環境ビジネスで新たなビジネスチャンスを模

索されている企業向けに、環境・省エネ対策セミナーと環境ビジネスマッチングイベントを企画しました。

　その他にも、１月から２月にかけて「エコプラザdeウインターDO!」と題して市民向けの各種セミナーやイベ

ントを実施しますので、是非、エコプラザへお越しください！

■対　　象　　企業、NPO法人、市民

■開催場所　　佐賀市エコプラザ（佐賀市高木瀬町大字長瀬2369�佐賀市清掃工場内）

■参��加��料　　無料

■申込方法　　事前申込みが必要です（先着順）。

　　　　　　　イベントにより申込先、申込方法が違いますのでご注意ください。

イベント 開催日 開催時間 定員 内　　容 申込・問合せ先

環境・省エネ対策セミナー
～環境経営で経営革新を～

1/19
（木)

10:00
～
12:00

50名

環境負荷を減らすことで企業
の社会的責任を果たし、会社
の収益率をアップさせる環境
経営についてご紹介します。

エコプラザdeウインター
DO!事務局（えびすFM内）
TEL：0952-97-9699
FAX：0952-27-0702
E-mail：eco@ebisufm.com

環境ビジネスマッチング
第104回エコ塾in佐賀市

2/9
（木)

14:30
～
17:30

100名

環境ビジネスの創出、販路開
拓、異業種との連携・マッチ
ングを図るための講演会と企
業による発表会を開催します。
※佐賀市外の企業も参加できます。

K-RIP（ケイリップ）
(九州環境エネルギー産業推
進機構)
※交流会や施設見学会もあります。
　�まずは、お電話にてお問合せく
ださい。

TEL：092-474-0042

登録対象・要件

佐賀市ホームページ
QRコード

もったいない食品
ロスゼロ推進店
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夜間労働相談・経営相談のご案内

事業に役立つメールマガジンを配信しています14
●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

　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！

登録方法

無料

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！

13 ●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

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。
　（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

労働メール相談は
こちらのQRコードから
お気軽にご相談ください！

中小企業の福利厚生をサポートします！ 15
●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/�

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

佐賀ぽかぽか温泉　回数券(10枚綴り) 6,900円⇒3,500円

人間ドック・脳ドック・一般健診 受診料への一部助成

結婚祝金 20,000円

出生祝金 10,000円

還暦祝金 10,000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！

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。）

●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

無料


