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今号のトピックス
●最近見かけるＳＤＧｓって何？
消費者行動に新しい動きが生ま
れつつあります。企業としての取り
組みも求められる時代に？
●青年部のお知らせ
●女性部のお知らせ
●最低賃金の改定
●経営発達支援事業と
現在募集中の補助金情報
商工会と一緒に事業計画を策定
すると、補助金等の支援施策が利用
しやすくなります。
●コスモスフォトコンテスト作品
募集
●中小企業企業退職金共済
国がバックアップする退職金制
度で、福利厚生を充実させて、人材
確保を有利にしませんか！
●労働保険の加入はお済ですか？
●商工会地域交流ボウリング大会
の開催中止

企業の取り組み事例
タオルメーカーである東京都の会社
では、自社での一貫生産の強みを活か
し、セネガル産コットンを使用したフ
ェアトレード（公正な貿易）によるタオ
ルを国内で初めて生産し、コットン生
産者の生活を守るとともにサスティナ
ブルな社会の実現に貢献。

昨今、新聞、広告、テレビ等で「ＳＤＧｓ」という文字を見る機会
が 増 え ま し た 。 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ （ ｴ ｽ ﾃ ﾞ ｨ ｰ ｼ ﾞ ｰ ｽ ﾞ ） と は 、 Sustainable
DevelopmentGoals(持続可能な開発目標)の略称で、
2015 年に国連で採
択され、2030 年までの達成を目指す 17 のゴール(目標)のことを指し
ます。このゴールを達成するために、国や自治体、企業等が「何か」
取り組むことで、よりよい社会にしていこうという機運が高まってお
り、今ではＳＤＧｓに取り組まなければ、
「取引先から求められる」
「消費者からも指摘される」
「若手の採用が難しい」
、そんな時代がは
じまっていて、地方にもだんだん広がりつつあります。消費者の中に
もサスティナブル(持続可能な)消費行動が見られるようになり、環境
を配慮した無農薬野菜を選択する、紙のストローを選択する、レジ袋
を持参する動きがあります。今年開催のオリンピックのメダルを都市
鉱山から回収した金で作ったことも、こうした取り組みの一環です。
みなさんのお店・会社でも取り組めること、または既に取り組んでい
ることがあれば、店頭やホームページでアピールしてみませんか？
広告大手の博報堂は、JANIC（特定非営利活動法人 国際協力
NGO センター）と共同開発し「ひとこと多い張り紙」を開発し無
料公開しています。これは、生活の中でよく見かける張り紙に使
われている言葉を用いることで、SDGs の 17 目標とその課題を
身近に感じていただき目的の SDGs 理解促進ツールです。自由に
ダウンロードして使用可。https://www.janic.org/world/sdgstool/

長野県に本社を置き、主に店舗など
の設計施工を手掛ける会社では、地元
で空き家となった古民家が社会問題に
なっていることに着目し、海外から輸
入していた古木を、地元古民家から入
手した古木の再利用に切り替えたこと
で、廃棄物や CO2 の排出削減に貢献。
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-福岡県最低賃金額改定のお知らせ-

新商品情報、イベント告知・宣伝、テイクア

福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。

ウト紹介、事業所向け情報など、A4 サイズ PR
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令和 3 年 10 月 1 日から
時間 870 円（28 円アップ）

チラシの折込みを募集します。
【募集内容】会員事業所限定

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

☆チラシのサイズ:A4
☆受付件数:先着 4 社

最低賃金引上げには「業務改善助成金」をご活用ください。

12 月号よかよか
への折込みです!

☆料金:折込み料金 2,000 円

[問合せ先]福岡労働局労働基準部 賃金室
℡092-411-4578 FAX092-411-4875
ホームページアドレス

☆申込方法:申込用紙を提出の上、折込み用チラ
シを 540 部用意し、11/10 迄に商工会に納品
※お気軽に商工会までお問合せください。

http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
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久留米東部商工会では、平成 29 年 4 月より
経営発達支援計画の認定を受け伴走型の支援
に取り組んでいます。この支援計画に基づき、
①地域の経済動向調査、②経営状況の分析、
③経営計画の策定支援、④計画策定後の実施
支援、⑤需要の動向調査、⑥新たな需要開拓
という６項目の支援に分け、毎年支援計画・
目標値を定め、事業所の方々の支援を行って
います。
【令和 2 年度の成果】
経営状況の分析
目標 60

結果 24

経営計画の策定支援
目標 18

結果 31

商工会の職員と一緒に中長期的事業計画を
策定していただくことによって、経営者の目
指すビジョンが明確になり、商工会としても、
いつ、どんな支援をしたらよいか把握できる
ため、必要な支援施策をタイムリーにお届け
することが出来、補助金等の施策活用がスム
ーズに行えるようになります。
小規模事業者持続化補助金

ものづくり補助金

事業再構築補助金

（販路開拓を支援）

（新商品サービス開発を支援）

（ビジネスの転換を支援）

経営計画を策定して取り組む販路

革新的サービスや試作品の開発、

ウィズコロナ・ポストコロナ時代

開拓等の取組を支援

生産プロセスの改善等の設備投資

に対応するため新分野展開、業態

【一般枠】

を支援

転換、事業・業種転換、事業再編又

補助上限 50 万円 補助率 2/3

【一般型】

はこれらの取組を通じた規模の拡

【低感染リスク～ビジネス枠】

補助上限 1,000 万円

大等、思い切った事業再構築への

補助上限 100 万円 補助率 3/4

補助率 中小 1/2 小規模 2/3

挑戦を支援

【低感染リスク型ビジネス枠】
ＩＴ導入補助金

補助額 100～8,000 万円

補助率 2/3

補助率 中堅 1/2 中小 2/3

（業務効率化を支援）
ＩＴツール導入による業務効率
化を支援、テレワーク導入も可
【通常枠】
補助上限 450 万円 補助率 1/2
【低感染リスク型ビジネス枠】
補助上限 450 万円 補助率 2/3

【通常枠】

事業承継・引継ぎ補助金

【緊急事態宣言特別枠】

（事業承継・Ｍ＆Ａを支援）

補助額 100～1,500 万円

事業承継、事業再編及び事業統合
を契機とした新たな取組を支援
【経営者交代型】
補助額 100～450 万円
補助率 1/2
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補助率 中堅 2/3 中小 3/4
【最低賃金枠】
補助額 100～1,500 万円
補助率 中堅 2/3 中小 3/4
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コスモスフォトコンテスト 2021 開催中です!

久留米市
コスモスフェ
スティバル HP

募集期間
募集内容

R3 年 10 月 1 日(金)～10 月 31 日(日)
久留米市北野町の「コスモス」または「コスモ
ス街道」を撮影した写真を、Instagram により
募集します。
※詳細は、コスモスフェスティバルホームページをご確認
下さい。

「労働保険の加入はおすみですか？」
～安心して働ける 職場づくりの第一歩～
労働者（パート・アルバイトを含む）を 1 人でも雇
っている事業主は、政府が管掌する労働保険（労災保
険・雇用保険）に加入することが法律で義務付けられ
ています。

商工会地域交流ボウリング大会の
開催中止について

労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上に被災し
た場合に、事業主に代わって補償を行います。

例年、商工振興委員会において開催しております
「地域交流ボウリング大会」は、新型コロナウイルス
感染症の感染状況を踏まえ、昨年に引き続き、本年も
開催を中止することになりました。

雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行
うほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育訓練
給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業
主に対して、一定の要件により各種助成金の支給を行
います。

●労働保険の事務代行も商工会にご相談下さい!

商工会は労働保険事務組合として、事業主の皆さんに代わ
って労働保険に関する申告や納付、及び書類提出など事務手
続きを代行しております。
事務委託に関する詳細は、商工会までお気軽にご相談くだ
さい。

まだ、加入手続がお済みでない事業主は、労働者が
安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図る
ため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハロ
ーワーク）にて加入手続を行ってください。

広報委員会では、広報誌よ
かよかや、地域のイベント、会
員事業所の情報をインスタグ
ラムで発信しています。イン
スタグラムを利用している方
は、ぜひフォローして下さい。
また、発信希望される情報
がありましたら、商工会広報
担当迄ご連絡下さい。

【お問合わせ先】
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎新館 5 階
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL092(434)9835
福岡労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
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