
佐賀市労政だより

【日時】毎月第２、第４水曜日　18時～ 21時
【場所】佐賀市駅前中央1-8-32　アイスクエアビル５階
お問い合わせ：0952-40-7102（佐賀市商業振興課）
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佐賀市夜間労働相談相談
無料

働く人と事業主のお悩みに、
私たち社会保険労務士がお答えします！

就業規則を
見直したい

残業代が出ない！
休めない！
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【写真】夜間労働相談を担当する社会保険労務士のおふたり
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働きやすい職場環境づくりを応援します
●問い合わせ　佐賀市役所  商業振興課　TEL：0952-40-7102　FAX：0952-26-6244

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

　　　　　　　横浜幸銀信用組合佐賀支店・大川信用金庫諸富支店

　仕事と家庭の両立や女性が活躍しやすい労働環境づくりや、多様な人材の活用促進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。

　※制度利用は、貸付実行日から１ヶ月以内に対象企業登録をする必要があります。

対象となる企業

平成31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うち、次①～⑥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）

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
・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）

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。詳しくはお問い合わせください。

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

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
（又は、中央会) 

① 常時雇用する労働者数が100人以下の事業所であって、次世代育成支援対策推進法に基づく一
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

② 常時雇用している障がい者の割合が全体の労働者の4.4％以上であり、障害者雇用促進計画を
策定し目標の達成に努めている中小企業者

③ 常時雇用する労働者数が300人以下の事業所であって、女性活躍推進法に基づく一般事業主行
動計画を策定し目標の達成に努めている中小企業者

④ 66歳以上の常時雇用する労働者がおり、高齢者雇用促進計画を策定し目標の達成に努めている
中小企業者

⑤ ３年以内に66歳以上になる常時雇用する労働者がおり、就業規則または労使協定等によって
66歳以上への定年の設定又は定年の廃止を定めている中小企業者

⑥ ユースエール認定制度の認定を受けており、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理の状
況等が優良な中小企業者

助成
1
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障害者相談窓口担当者の配置助成金

障害者職場実習支援事業

手話通訳・要約筆記担当者の委嘱助成金の支給要件が緩和されました！

　平成31年１月１日現在で、佐賀市内に事業用

の償却資産を所有されている方は「償却資産申告

書」の提出をお願いします。

　申告書は、平成30年12月中旬に発送していま

す。佐賀市内で事業を営まれている事業者で申告

書が届いていない方はご連絡ください。郵送いた

します。

■提出期限：平成31年１月31日（木）

■提出先：佐賀市役所　資産税課窓口（本庁舎３階西側）

　  【郵送の場合】

　　〒840－8501　佐賀市栄町１番１号

　　　佐賀市役所  資産税課　償却資産担当　行

　  ※返信用封筒を同封しています。ご利用ください。

●問い合わせ　佐賀市役所  資産税課　償却資産担当　TEL：0952-40-7073（直通）　FAX：0952-25-5408

●問い合わせ　佐賀市役所  保育幼稚園課　TEL：0952-40-7290　FAX：0952-40-7395　E-mail：hoiku@city.saga.lg.jp

「佐賀市内の保育施設における避難情報発令時の対応ガイドライン」について

開園前の発令は「休園」、開園中の発令は「速やかなお迎え」をお願いしております。

　避難情報は、緊急度に応じて「避難準備・高齢者等避難開始」・「避難勧告」・「避難指示（緊急）」の３種類ありま

すが、乳幼児は「避難準備・高齢者等避難開始」の段階で避難行動を開始する必要があります。

　佐賀市では、市内に避難情報が発令された場合、対象区域のある小学校区内のすべての保育施設について、下表

のとおり対応します。保育施設に通うお子さんをお持ちの従業者へのご理解とご協力をお願いいたします。

対象施設は、発令対象地区のある小学校区内にあるすべての保育施設（保育園、認定こども園、地域型保育施設）です。

午前６時時点で発令中又は
午前６時から開園時刻までに発令

休園します
（開園前に解除された場合でも、休園となります）

開園中の発令
保護者へ、安全を確保しつつ、できるだけ速やかなお迎えをお願いして
います

障害者雇用納付金制度に基づく助成金
●問い合わせ　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

償却資産申告月間

～平成30年４月１日から障害者助成金が新設、一部改正されています～
新
設

新
設

新たに障害者相談窓口を「増配置」
 ・専従の場合（２名まで）　１名につき最大月額８万円（最大６ヶ月）
 ・兼任の場合（５名まで）　１名につき最大月額１万円

障害者相談窓口担当者が研修を受講
 ・研修等の受講額３分の２（最大20万）
 ・１名につき時間額700円（上限付10時間かつ10名まで）

相談業務等を専門機関に委託  ・委託費として支払った額３分の２（上限月額10万円かつ最大６ヶ月）

対象となる障害者 対象となる措置・支給額

 ・過去３年、障害者雇用実績無し
⇒身体、知的、精神障害者
 ・過去３年、精神障害者雇用実績無し
⇒精神障害者

 ・職場実習の受入謝金
⇒実習対象者１人につき１日５千円
 ・委嘱した実習指導員への謝金
⇒１日１万６千円（４時間未満は８千円）

改
正

詳
し
く
は

お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
！

事業主の皆さんへ　毎年１月は、事業用償却資産の申告月間です。

お知らせ
２

助成
２
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犯罪被害にあわれた方へのご理解・ご配慮をお願いします

 ・国が運営する事業なので安心してご相談いただけます。
 ・相談は無料！経験に基づく質の高いアドバイスをご提供しております。

佐賀県事業引継ぎ
支援センターHP

　佐賀市では「佐賀市犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等の支援を行っています。
　この条例では、事業者も二次的被害（※）の防止や市及び関係機関等が行う支援に協力することが明記されています。
　犯罪被害にあわれた方は、犯罪被害による直接的な心身への影響だけでなく、裁判等への対応をはじめとする様々
な事情によって、仕事を休まざるを得ないことがあります。また出勤しても被害にあう前と同じように働くことが
できなくなったり、職場に居づらくなったりする場合もあります。そのため休暇や職場での人間関係についてのご
理解・ご配慮をお願いします。
※二次的被害とは
　犯罪被害者等への配慮を欠いた言動、中傷、報道等により犯罪被害者等が受ける経済
的な損失、精神的な苦痛、プライバシーの侵害その他の犯罪等が行われた後に副次的に
受ける被害をいいます。

廃業を決める前に「事業承継」という選択
～大切に育ててきた事業（理念・従業員・技術等）を継続させるために～
●問い合わせ　佐賀県事業引継ぎ支援センター（受託機関：佐賀商工会議所）　TEL：0952-20-0345　FAX：0952-20-0346

●問い合わせ　佐賀市役所  生活安全課　TEL：0952-40-7012　FAX：0952-40-2050　E-mail：seikatsuanzen@city.saga.lg.jp

～安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現のために～

佐賀県事業引継ぎ支援センターへご相談ください相談
無料

秘密
厳守

こんな時にご活用ください

佐賀県事業引継ぎ支援センターによるマッチング事例

◇従業員に後継者として会社を任せたい
◇後継者候補を探してほしい
◇他の企業に会社（事業）を売却したい

◇他の企業（事業）を買収したい
◇当事者同士では承継の合意はできているが不安

 ・当センターが両者を仲介し面談開始
 ・面談を重ねるなかお互いに経営姿勢や人柄を気に入り、M＆Aが成立

車両整備・中古車販売のケース

▶なぜ事業承継が問題に？
　・今後10年間に70歳を超える中小企業経営者は約250万人に。うち約半数が後継者未定
　・特に中小企業が多い地方では事業承継問題は深刻
▶このままだとどうなる？
　・全国で後継者不在による廃業が急増し2025年頃までに約650万人の雇用喪失の恐れ
　・取引先、信用、技術・ノウハウ、雇用が失われ地域経済にとって大きな損失に
▶どうしたらいい？
　・円滑な事業承継には早めの着手（相談）、第三者への引継ぎを含めた広い視点をもつことが重要
　・早めの着手により経営者の病気等による予期せぬ廃業や黒字廃業を防ぎ、事業を継続させることができる

中小企業が抱える事業承継問題

（譲受者）
Ｂ氏
 ・他の整備工場で整備工として勤務
 ・  将来独立を考え当センターの後継者人材
バンクに登録

（譲渡者）
Ａ自動車
・社長67歳　・後継者なし
 ・  廃業を考え商工会議所を訪問し、当セン
ターを紹介された。

お知らせ
３

お知らせ
４
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「不妊治療連絡カード」をお役立てください

実際に不妊の検査や治療を受けたことがある（または現在受けている）夫婦は、
18.2％、子どものいない夫婦では、28.2％5.5 組に１組

仕事と不妊治療の両立のために
～働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします～
●問い合わせ　佐賀労働局雇用環境・均等室　TEL：0952-36-6205　FAX：0952-32-7159

お知らせ
５

企業に
とって

不妊治療
について

「仕事と不妊治療の両立について」アンケート調査結果（厚生労働省）

▶仕事と治療の両立ができず、16％の方が離職
▶人材を失うことは企業にとって大きな損失
▶仕事と治療の両立の理解を深め、働きやすい環境を整えることは、人材の確保の点でメリットに

▶女性の体には、治療に伴う検査や投薬などにより大きな負担がかかります。
▶治療は、妊娠・出産まで、あるいは、治療をやめる決断をするまで続きます。
▶女性の場合、前もって治療の予定を決めることは困難です。
▶不妊や不妊治療に関することはプライバシーに属することであり、プライバシーの保護に配慮が必要です。

『労働者アンケート』
 ・不妊治療を職場に伝えている（伝える予定）人の割合は、38％
 ・仕事と治療の両立が難しいと感じた割合は、87％（理由で最も多いのは「通院回数が多い」）
 ・仕事と治療を両立する上で会社に希望することは、「治療のための休暇制度」
『企業アンケート』
 ・半数以上の企業が、不妊治療を行っている従業員の把握ができていない。
 ・柔軟な働き方を可能とする制度がある企業は、43％（最も多いのは「半日・時間単位の休暇制度」）

　「不妊治療連絡カード」は、不妊治療を受ける従業員が、企業側に、不妊治療中であることを伝えたり、
仕事と治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的として作成したものです。
　次のような場合にお役立てください。
　▷職場に、仕事と不妊治療の両立に関する理解と配慮を求めるためのツールとして
　▷仕事と不妊治療の両立支援制度を利用する際に医師又は医療機関が発行する証明書等として
　▷職場と、仕事と不妊治療の両立を行う従業員の方をつなぐツールとして

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繋がるだけでな

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
　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サポートします（無料）。

　●対象：佐賀県内の事業所

　●一社あたりの訪問回数：３回程度

　●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の改善をお手伝いします！

　・一般事業主行動計画の策定や見直し　　・国の助成金制度の活用

　・就業規則等の変更

●問い合わせ　佐賀県庁産業人材課　労政福祉企画担当

　　　　　　　TEL：0952-25-7100　FAX：0952-25-7305　E-mail：sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp

不妊治療連絡
カードQRコード

パパママ“ファイティン”サポート事業 無料派遣
1
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出張歯科保健教室のご案内
●問い合わせ　佐賀市役所  健康づくり課　健康推進係　TEL：0952-40-7283　FAX：0952-40-7380　E-mail：kenko@city.saga.lg.jp

　佐賀市では、出張で歯科保健教室を開催しています。
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）
内　容：歯科医師による講話・口腔内診査
　　　　歯科衛生士によるブラッシング指導・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。
　　　　　※口腔内診査では、歯肉の状態やむし歯の有無をみます。（希望者のみ10人程度）
時　間：原則として平日９時～17時のうち１時間程度
料　金：無料
　　　　　※人数、時間、内容はご相談ください。
　　　　　※参加者全員に歯ブラシをプレゼントします。

　佐賀県立産業技術学院は、佐賀県が設置している公共職業能力開発校です。在職者や求職者にむけた様々なコー
スを実施しています。ここで技術・技能を身に付け、プロフェッショナルを目指しませんか！

コミュニケーション力養成、IT系（初級・中級）、企画・販売職系、簿記・会計事務系（日商簿記２級・
３級知識）、医療事務系、介護・福祉職系　など

明るい職場づくりをお手伝いいたします！
～人権問題研修会への講師派遣のご案内～
●問い合わせ　佐賀市役所  人権・同和政策・男女参画課　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。ぜひ、ご利用ください。

●平日・土・日・祝日、夜間（午後９時まで）に対応します。
●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。

詳細はお問い合わせいただくか、佐賀市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

職業訓練生募集（佐賀県立産業技術学院）
●問い合わせ　佐賀県立産業技術学院　TEL：0952-74-4330　FAX：0952-71-9033

《施設内訓練》　就職や転職に活かせる技術・技能の習得

《在職者技能向上訓練》　在職者向けスキルアップ講座

《委託訓練》　一般求職者・離転職者向け職業訓練（民間の教育機関へ委託）

実施例

機械技術科 20名 機械加工、溶接や最新の工作機械など、生産現場で必要とされるものづくり技術

自動車工学科 15名 ２級自動車整備士の知識・技術。ハイブリット車や電気自動車等最新技術にも対応

電気システム科 20名 建築現場や生産現場に関連した電気や設備に関する知識・技術

木工芸デザイン科 10名 家具づくりやものづくりのデザイン、住まいのユニバーサルデザイン

建築技術・設計科 15名 建築物の設計・デザインから施工までの一貫した技術

レディメイド訓練
※内容・日程等は固定

第１種電気工事士受験対策（筆記・技能）、木工技術向上、Jw-cadの基
本など

オーダーメイド訓練
※内容・日程等は事務所のニーズに応じて設定

電気工事・管工事・土木施工管理研修、海外取引のための語学、ビジネス
応用、Webサイトの運用など

無料

無料

☆ 同一団体の場合は前回開催時から概ね５年
開けて申し込みをお願いしています。

年に１～２回
定期的に健診を
受けましょう。

派遣
３

　

募集
1

派遣
2
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●問い合わせ　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（平日:10時～19時、土日:10時～17時、水曜・祝日休業）

●問い合わせ　佐賀労働局雇用環境・均等室　TEL：0952-32-7167

●問い合わせ　佐賀市役所  協働推進課　TEL：0952-40-7039　FAX：0952-40-7385

●問い合わせ　佐賀市役所  人権・同和政策・男女参画課　TEL：0952-40-7014　FAX：0952-34-4549

　

　

佐賀市ワーク・ライフ・バランス推進研修会公開セミナー
社員が辞めない、働き続けたくなる！“人を活かす”働き方改革とは？

セミナー
１
　20年以上前から、子育てしやすく働きやすい職場風土醸成に取り組んできた株式会社ふくや前社長・川原正孝
さんをお迎えし、組織の生き残り戦略としての働き方改革のヒントを伺います。ぜひご参加ください！

　安心して暮らし続けることができる地域社会の実現に向け、市民等が主体となったまちづくりを行うため、地域
づくりの現場で活動を行っている方々が一堂に会する交流会を開催します。佐賀市内各地域で活動されている皆さ
んと、まちづくりについて一緒に考えてみませんか。詳細はお問い合わせいただくか、佐賀市HPをご覧ください。

　2019年4月1日から随時施行される働き方改革関連法の内容に関して、事業場に対する説明会を開催いたします。
ぜひご参加ください。

佐賀市地域づくり交流会　出会いがツナグ～みんながツムグ未来～

働き方改革関連法施行直前対策セミナー（佐賀労働局）

セミナー
２

セミナー
３

佐賀市勤労者生活資金のご案内融資
1
　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。

※貸付には九州労働金庫所定の審査があります。

貸付対象 佐賀市内にお住まいで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、結婚資金など）

限度額、利率、貸付期間 最高300万円、年2.0％（固定金利、別途保証料が必要）、10年以内

保証人 原則不要

日時 平成31年1月30日（水）13：30～ 16：30 場所 佐賀商工ビル　７階　大会議室

対象 佐賀市内事業所の経営者、人事担当者等 定員 先着　100名

内容

第１部　基調講演
　私の経営理念～人を活かす経営～
　講師：川原 正孝さん
　（株式会社ふくや　代表取締役会長）

第２部　働き方改革ワークショップ
　先進企業の取組事例から考える自社の働き方改革
　コーディネーター：高見真智子さん
　（株式会社サイズラーニング　代表取締役）

申込 FAX又はメールで、①参加者氏名  ②電話番号  ③メールアドレス  ④勤務先住所  ⑤会社名・部署・役職をご連絡ください。
※申込期限　平成31年1月23日（水）

日時 平成31年1月21日（月）    9：00～ 12：00（午前の部）
　　　　　　　　　　　13：30～ 16：30（午後の部） 場所 佐賀市文化会館　大会議室

対象 佐賀県内の事業場の経営者、労務管理担当者 定員 午前・午後ともに130名

内容  ・改正労働基準法等働き方改革関連法等の説明及び助成金等の各種支援の説明
 ・佐賀県働き方改革推進支援センターによる個別相談会も実施します。

日時 平成31年2月2日（土）10：00～ 16：00 場所 諸富文化体育館ハートフル

内容 午前の部　協働事例発表（要申込み）　　午後の部　ワールドカフェ（要申込み）、活動パネル展（申込不要）

無料

無料

無料
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●問い合わせ　（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　https://saga.knet-web.net/ 

【編集・発行】
佐賀市経済部商業振興課
〒840-8501　佐賀市栄町1番1号

TEL　0952－40－7102
FAX　0952－26－6244　E-mail　shogyo@city.saga.lg.jp

中小企業の福利厚生をサポートします！福利
厚生

サービスセンターに加入すると

入会のご案内（詳しくはお問合せください。）

西鉄高速バス（佐賀⇔天神）往復回数券（14枚セット） 10,290円　⇒　7,000円

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枚セット)    6,900円　⇒　3,500円

インフルエンザ予防接種費助成 1,000円助成

出生・入学（小・中）・還暦祝金 各10,000円

入会できる方 佐賀県内に事務所がある中小企業で、今後１年間以上の雇用が見込まれること。

運営費負担金 １事業所当たり　年額10,000円（従業員10人以下は、6,000円）

会　　　　費 会員１人につき　月額1,000円（共済給付有り）／ 700円（共済給付無し）

会報誌（年４回）

コンサート・演劇・観劇チケット

食事券・商品券販売

サガン鳥栖・ソフトバンク観戦チケット等

ハーモニーランド無料招待

改定しました　佐賀県最低賃金
平成30年10月４日から

（改定前７３７円）１時間７６２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！お問い合わせください。

掲載チケットを割引価格で販売しています！


