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労働教育講座・労働経営セミナー
を開催します。
福岡県では、労働問題の基 本的理解を深めてい

ただくことを目的に、
「労 働 教育講座 」と「労 働 経

営セミナー」を県内４地 域（福岡・北 九州・筑後・
筑豊）において実施しています。

＜福岡県からのお知らせ＞
労働教育講座・労働経営セミナー開催のご案内 ・・・・２
福岡県障がい者雇用促進大会の参加者募集 ・・・・・３
特別支援学校「技能見学会」及び
企業と教職員の交流会 ・・・・・・・・・・・・・・３
令和２年度福岡県立高等技術専門校の
訓練生を募集します ・・・・・・・・・・・・・・・４
令和２年度福岡障害者職業能力開発校の
訓練生を募集します ・・・・・・・・・・・・・・・４
中小企業事業主のみなさん、
退職金は、
国が作った
中退協制度をご活用ください ・・・・・・・・・・・５
「出会い応援団体」募集中！ ・・・・・・・・・・・・５
がんの治療・介護と仕事の両立を支援します・・・・・・６
働く世代をがんから守るがん検診受診促進大会 ・・・・６

▲昨年度のセミナーの様子

勤労者の方を対象とした「労働教育講座」は、弁

護士・社会 保険労務士を講 師にお招きし、労 働 法

の基 礎知識や労働条件をめぐるトラブル事例等に
ついて解説をします。

主に経営者、人事・労 務 担当者の方を対 象とし

た「労働経営セミナー」は、弁護士・社会保険労務

士・企 業向けキャリア研 修 事 業 者を講師にお招き
し、労働法に基づく雇用管理、ハラスメント対策等

従業員の健康を守るために知っておきたい！
HIV・エイズのこと ・・・・・・・・・・・・・・・・７
骨髄バンク事業にご協力をお願いします ・・・・・・・７
日曜労働相談会を開催します ・・・・・・・・・・・・８

＜福岡労働局からのお知らせ＞
福岡県最低賃金改定のお知らせ ・・・・・・・・・・８
１１月は「労働保険適用促進強化期間」です ・・・・・・８
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無料ですので、ぜひ御参加ください！
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（詳細は2ページをご覧ください。）

福岡県の完全失業率
（令和元年４月〜６月）

福岡県マスコットキャラクター
「エコトン」

2.7 ％

（季節調整値）
（令和元年７月）

福岡県の有効求人倍率

1.56 倍

福岡県の最低賃金

841 円

労働教育講座・労働経営セミナー開催のご案内 参加

無料

労働教育講座（主に勤労者・労働者向け）

【福 岡】 令和元年１０月30日（水）19:0 0 ～20:30
会場：福岡商工会議所ビル2階第２研修室
講師：松坂法律事務所 弁護士 前田 恭輔 氏

【北九州】 令和元年１０月２１日（月）19:0 0 ～20:30
会場：北九州AIMビル８階KIPROホール
講師：ナリッジ共同法律事務所 弁護士 小倉 知子 氏

【筑 後】 令和元年１１月１８日（月）19:0 0 ～20:30
会場：えーるピア久留米210・211研修室
講師：にしひら社会保険労務士事務所 社会保険労務士 西平 睦美 氏

【筑 豊】 令和元年１０月28日（月）19:0 0 ～20:30
会場：飯塚市役所1階多目的ホール
講師：ごとう社会保険労務士事務所 社会保険労務士 後藤 英樹 氏

労働経営セミナー（経営者・人事労務担当者向け）
【福 岡】 令和元年１１月１４日（木）14:30 ～16:30
会場：福岡商工会議所ビル２階第２研修室
講師：株式会社キャリア研究所 代表 園田 博美 氏

【北九州】 令和元年１１月１１日（月）14:30 ～16:30
会場：北九州AIMビル８階KIPROホール
講師：江見社会保険労務士事務所 社会保険労務士 江見 洋子 氏

【筑 後】 令和元年１１月28日（木）14:30 ～16:30
会場：えーるピア久留米210・211研修室
講師：女性協同法律事務所 弁護士 柏熊 志薫 氏

【筑 豊】 令和元年10月１７日（木）14:30 ～16:30
会場：飯塚市役所２階多目的ホール
講師：株式会社キャリア研究所 梶原 多真季 氏

お申し込み方法
下記必要事項について、電子メールのほか、郵送・電話・FAXにてお申し込みください。
① 受講を希望される講座
③ 氏名

② 参加される方の会社名・所属、もしくはご職業

④ ご連絡先

詳細は県 HP を
ご確認ください！

（電話の場合） 092-643-3585（平日8時30分～17時45分）
（FAXの場合） 092-643-3588
（電子メール） koyou-kikaku@pref.fukuoka.lg.jp
（郵送の場合） 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県福祉労働部労働局労働政策課
主催・お問い合わせ先：福岡県福祉労働部労働局労働政策課企画調整係 TEL:092-643-3585
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福岡県障がい者雇用促進大会の
参加者募集
障がいのある人もない人も、いきいきと働くことができる社会の実現を目指し、
「福岡県障がい者雇用

促進大会」を開催します。

基調講演では、一人一人の障がいに合わせた工夫点や障がいのある社員のサポート体制等についての

講演を行っていただきます。

１. 日

時

１４：００〜１５：３０
令和元年１０月２４日（木）
（受付 １３：３０〜）
２. 場 所
福岡県庁３階講堂（福岡市博多区東公園７−７）

３. 次

入場無料
定 員 20 0人
（先着順）

※事前の申し込みが必要です。
定員となり次第、締め切ら
せていただきます。

第

（１） 県知事表彰

（障がい者雇用優良事業所・優秀勤労障がい者）

（２） 厚生労働大臣表彰等 伝達

（障害者雇用優良事業所・優秀勤労障害者）

（３） 基調講演 「障がいのある人もない人もみんなが主役
〜誰もが働きやすい職場環境を目指して〜」
サンアクアＴＯＴＯ株式会社 代表取締役社長 田中 江美 氏

【お問い合わせ・申込み先】福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課障がい者雇用係

TEL:092-643-3594／FAX:092-643-3619

詳しくはこちら

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koyousokushintaikai01.html

特別支援学校「技能見学会」及び
企業と教職員の交流会

生徒 達が日頃の作業学習で身に着けた技能をアピールします。終了後には、企業と教職員の

交流会を実施します。障がい者雇用に関心のある企業の皆様をお待ちしています。

日
場

時／令 和２年１月24日（金） 10：30〜（受付10：0 0〜）
所／太宰府特別支援学校（太宰府市大字大佐野557-1）

お問い合わせ・申込み先

福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課 障がい者雇用係

TEL：092-643-3594／FAX：092-643-3619
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お問い合わせ先

福岡県
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中小企業事業主のみなさん

退職金は、国が作った 中退共制度 をご活用ください。
○ 国が掛け金の一部を助成

○ 加入できる中小企業

新規加入なら従業員１人につき、年最高６万円

○ 社外積立だから簡単

常用従業員数又は資本金・出資金の額いずれかが次
の範囲内であれば加入できます。
（公益法人等の場合
は常時雇用する従業員数によります。）

従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知ら
せします。

一般業種（製造・建設業等）
常用従業員数300人以下
又は資本金・出資金３億円以下

○ 掛金は非課税

卸売業

掛金は、法人企業は損金、個人企業は必要経費
として、全額非課税となります。

常用従業員数100人以下
又は資本金・出資金１億円以下

＊一部の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。

○ パートタイマーも加入できます

サービス業
常用従業員数100人以下
又は資本金・出資金5千万円以下

短時間労働者のための特例掛金月額があります。

○ 家族従業員も加入できます

小売業

同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も

常用従業員数50人以下
又は資本金・出資金5千万円以下

加入できます。

「中退共制度説明会・個別相談会」のご案内
日
会

時／令和元年11月29日
（金） １４：00〜１６：30
場／リファレンス大博多ビル１１階１１２０会議室

（福岡市博多区博多駅前2-20-1）

無料

お申し込み方法
中退共HPより「参加申込書」をダウン
ロードし、FAX：03-5955-8220

でお申し込みください。
詳しくは
ホームページで！

中退共

若者が結婚、子育てに夢や希望を持てる社会の実現を

「 出 会 い 応 援 団 体 」募 集 中！

登録団
体
1,734団 数
体

（令 和元
年８月末
現在）

経営 者のみなさん、従 業員の「出会い＆結 婚 」を応 援しませんか？

少子・高齢化や人口減少の進展は、
経済活動はもとより持続的な社会保障制度の維持などに大きな影響を与
えます。また、
企業活動にとっても労働力不足など直接的な影響をもたらします。一方、
県の調査では、
多くの若
者が結婚を希望し、
子どもを持ちたいという結果が出ております。
このため、
県では、
少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化に対する取組みとして、
独身者に出会いの場を提
供し、
結婚のきっかけづくりを行うとともに、
社会全体で出会い・結婚という希望を叶える気運を醸成するため、
企
業・団体の皆様に「出会い応援団体」として登録いただき、
「結婚応援宣言」をしていただく取組みを行っています。

「出会い応援団体」
に登録いただくと…

企業・団体情報を県のホームページ（https://kekkon-ouen.pref.fukuoka.lg.jp/fukuoka/）で紹介させ
ていただくとともに、県の入札参加資格の加点がありますので、是非ともご協力をお願いします。

福岡県福祉労働部子育て支援課 出会い・子育て応援係 TEL：092-643-3311
福岡県出会い・結婚応援事務局
（受託事業者㈱アソウ・ヒューマニーセンター） TEL：092-733-8202
詳しくはホームページを検索！

あかい糸めーる
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「がんの治療・介護と仕事の両立」
を支援します
がんは医療技術の進歩等により、
治療をしながら働き続けることができる病気となっています。両立支
援の環境を整備することで、
これまで培った知識や経験を有する従業員を確保することもできます。
県では、
がんの治療や家族の介護が必要になっても、
働き続けられる環境整備を支援しています。

具体的な支援内容

１
２
３

事業主、人事労務担当者が集まる場所での意識啓発
個別事業所へのアドバイザー派遣
（無料）

就業規則の見直しに係る経費を最大１０万円助成

お問い合わせ先

麻生教育サービス株式会社 医療福祉事業部 人材育成支援課（業務委託先）
ＴＥＬ
：
０９２-４３２-６２６６／ＦＡＸ
：
０９２-４８２-０４５３
ＨＰ
：http://aes-medicalwelfare.com/gan-ryouritsushien

「働く世代をがんから守るがん検診受診促進大会」
令和元年１１月１６日（土）開催！！
福岡県では、
４０代、
５０代の働く世代のがん検診の受診率向上を目指して、
従業員やその家族
に検診受診を勧奨していただく事業所を登録、
支援する取り組みを進めています。
その取り組みの一環として、
「働く世代をがんから守るがん検診受診促進大会」を開催し、
県民
の皆様にがん検診受診の重要性について普及啓発するとともに、
事業所、
市町村、
県が一体と
なって、
がん検診受診率向上に取り組みます。
今年度の大会は、
登録事業所の知事表彰、
基調講演、
そして女優・シンガーの増田有華さんをお
招きしてのトークショーなども予定しています。
ぜひ、
ご参加ください！

開催日時 ： 令和元年１１月１６日
（土）13：00〜１６：00
場

所 ： FFGホール（福岡市中央区天神２丁目１３番１号）

入 場 料 ： 無料
お問い合わせ先
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福岡県保健医療介護部 がん感染症疾病対策課

TEL：092-643-3317

従業員の健康を守るために知っておきたい！
HIV・エイズのこと
○ そもそもHIVとエイズってどう違う？
・HIVとは、ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeﬁciency Virus）のことです。HIVに感染すると、
自覚症状のないまま数年が経過しますが、その間に免疫力が低下し、本来なら自分の力で抑えることので
きる病気を発症するようになります。
・免疫力が低下し、病気を発症すると、エイズ（後天性免疫不全症候群、Acquired ImmunoDeﬁciency
Syndrome）を発症したと診断されます。

○ どんなことで感染するの？
・HIVの感染ルートは、①性行為による感染、②血液による感染、③母子感染 の３つに限られています。
・HIVの感染力は弱く、性行為以外の社会生活の中で感染することはまずありません。

○ HIVに感染したら助からないの？
・そんなことはありません。医療の進歩により、HIVに感染しても、エイズの発症を予防したり、遅らせたり
することができるようになり、感染前と変わらない生活が送れるようになっています。
・まずは検査を受けて、感染の有無に早期に気付くことが大切です。

○ 従業員に何をしてあげたらいい？
・従業員の皆さんが検査を受けられるよう、積極的にサポートしてあげてください。HIVの抗体検査は、県
内の保健所等で、無料・匿名で受けることができます。
・もしHIVに感染している方がいたら、正しい知識を持って接し、その方が仕事と治療を両立できるよう、サ
ポートをお願いします。

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課感染症対策係

TEL：092-643-3268／FAX：092-643-3331
骨髄バンク事業にご協力をお願いします
白血病や再生不良性貧血などの血液難病の治療に有効な骨髄移植を行うには、善意の骨髄
提供者（ドナー）が必要です。
ドナー登録者は現在５１万人を超えていますが、骨髄移植等の条件である白血球の型
（HLA 型）が一致せず、未だ移植を受けられない患者さんも多く、更に多くのドナー登録が必
要です。骨髄バンクへのドナー登録にご協力をお願いします。
また、骨髄バンクを介して骨髄を移植する場合、ドナーの方には検査や健康診断のため、数
日の通院及び入院が必要となります。
事業主の皆様には骨髄バンク事業にご理解をいただくとともに、ドナーである従業員の方が
安心して骨髄を提供できるよう、
「骨髄ドナー特別休暇（骨髄提供のための有給休暇制度）」の
導入にご協力いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課疾病対策係

TEL：092-643-3576／FAX：092-643-3331
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福岡県最低賃金改定のお知らせ
令和元年１０月１日から

1時間 ８４１円

に改正されます。

【お問い合わせ先】
福岡労働局労働基準部監督課賃金室（０９２−４１１−４５７８）
またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

「１１月は「労働保険適用促進強化期間」です」
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。
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。
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。
まだ、加入手続がお済でない事業主は、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）で加入手続を行ってください。

お問い合わせ先

〒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
ＴＥＬ：092（434）9835

福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

秘密
厳守
無料

日曜労働相談会を開催します
解雇、賃金未払、セクシュアルハラスメント、労働条件に関することなど労働に関する問題
で悩んでいませんか？福岡県では、下記の日曜日に県内４か所の労働者支援事務所（１２
ページ参照）で「日曜労働相談会」を開催します。雇用形態に関係なくどなたでもご相談い
ただけます。相談無料、秘密は厳守します。

〈日時〉令和元年１１月１０日（日）１０：００から１８：００まで（受付は１７：３０まで）
〈会場〉各労働者支援事務所（１２ページ参照）
〈内容〉労働相談担当職員による相談（電話及び面談で相談に応じます。）
相談内容により弁護士相談も行います。弁護士相談の時間は各事務所までご確認ください。
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STOP!転倒災害 ハザードチェック
福岡局プロジェクト

転倒災害を未然に防止ため、危険（ハザード）要因を「check」する必要があります。
近年の福岡県内における労働災害発生状況の推移は、増加傾向にあり、中でも、転倒は事故の型別で最
も多く、平成30年における被災者数は1,370人（前年比：+20.2％）となっています。
労働災害防止活動において、転倒災害防止は「must」となっています。

労働災害発生状況の推移

（人）

1,500

全産業

1,400
1,300

4,946

1,000

5,077

5,083

1,234

1,200
1,100

5,580

H26

5,500

5,281
1,370

1,238

転 倒

1,181

1,091

H25

5,175

H27

1,140

H28

（人）

H29

H30

5,000
4,500
4,000

出所：労働死傷病報告

●毎月、１日～７日にハザードチェックを行ってください。
1

通路、階段、出口に物を放置していませんか

□

２

床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、その都度取り除いていますか

□

３

安全に移動できるように十分な明るさ（照度）が確保されていますか

□

４

転倒を予防するための教育を行っていますか

□

５

作業靴は、作業現場に合った耐滑性があり、かつ、ちょうど良いサイズのものを選んでいますか

□

６

ヒヤリハット情報を活用して、転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知していますか

□

７

段差のある箇所や滑りやすい場所などに注意を促す標識をつけていますか

□

８

ポケットに手を入れたまま歩くことを禁止していますか

□

９

ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れていますか

□

STOP!転倒

職場のあんぜんサイト

福岡労働局・労働基準監督署
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労働委員会 NOW

※労働委員会は、公益委員・労働者委員・使用者委員
の三者で構成されており、
労働組合と会社等の雇い
主とのトラブルの解決を、
公正・中立な立場でお手伝
いする行政機関です。

経営者と労働問題
私が福岡県労働委員会の委員に任命されたのは平成25年11月です。 以前の
職場が県内の交通事業者で、昭和55年入社ですので、当時の春の賃金交渉(春
闘)時にはストライキ等の争議を構えての交渉が行われており、仲裁や斡旋と
いった言葉が新聞紙上に踊っていました。また、当時の上司が、以前は地方労
働委員会と呼ばれていた労働委員会の委員に就任していたこと、グループ会社
の労使紛争で始終労働委員会のお世話になっていましたので、委員会について
は割と身近に感じておりました。
人事労務部門に３０年以上従事していましたので、労使関係や従業員管理に

福岡県労働委員会
宮田 克彦 委員

ついては一定の知識・経験があるつもりでしたが、委員になり委員会に持ち込まれる様々な案件に接して、
良い悪いは別にして労使関係には様々な「カタチ」があるなあと感じました。また、労使関係以前の個々の
従業員と経営者・管理者の関わり方が大切だと再認識しました。
さて、突然、組合結成の通知が来て、団体交渉を求められると、経営者としては、戸惑いを感じるでしょ
うし、それが会ったこともない、なんの関わりもない社外の合同労組だとなおさらでしょう。そのうえ労働
委員会に呼ばれたりすると、さらに動揺するかと思います。特に従業員を家族と思い、できる限りの待遇を
提供してきたと自負する経営者(時に自分だけの思い込みの場合もあるのですが)にとっては大変ショックな
出来事だと思います。
日頃から十分なコミュニケーションがとれている風通しが良い職場環境ならば、少々のトラブルも当事者
間の話し合いで解決できるのでしょうが、なかなかこじれて腹を割って話し合う場がない、信頼関係が壊れ
かけている労使関係もしくは従業員との関係ですと、思い切って労働委員会のような第三者機関を利用して
トラブルの早期解決を図ることが、経営者・労働者双方にとって有益な方策であると思います。労働委員会
の委員は公益・労働者・使用者の三者で構成されていて、一方に偏らない公平に判断する仕組みとなってい
ます。安心してご相談ください。
このところ「働き方改革」と言われ、労働法令の改正が盛んに行われています。そうした動きに合わせ社
内制度を改定し、従業員に周知するにあたって、従業員の意見や要望を聴くこと、そうした機会をとらえて
労使間の信頼関係を構築していくことも大切だと考えます。「働き方改革」を従業員の採用・定着と意欲向
上に結び付け、生産性向上に結びつけることができたら、経営者としても満足できる改革になるのではない
のでしょうか。

福岡県労働委員会事務局

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎7階

◇労使紛争のあっせん・調停・仲裁

調整課

◇不当労働行為の審査

TEL ：092-643-3980
Mail：cchosei@pref.fukuoka.lg.jp

審査課

TEL ：092-643-3982
Mail：cshinsa@pref.fukuoka.lg.jp

◇ホームページのご案内

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/roudouiinkai.html
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労 働 相 談 Ｑ ＆Ａ

Ｑ
Ａ

働き方改革関連法に基づく法律改正により「勤務間イン
ターバル」制度の導入が努力義務となったようですが、当社
（製造業、従業員２００名）でも導入を検討したいと思います。
どういう制度なのか教えてください。

勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定時間の休息時間
を確保する制度です。この仕組みを導入することで労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保で
きることになります。
法律には具体的内容（休息時間を何時間に設定するのか等）は定められていませんので会社ご
とにその内容について検討する必要があります。

例えば 始業８時〜終業１７時、インターバル時間を１１時間に設定した場合

仮に２３時まで残業した場合はその１１時間後の翌日１０時までは、８時の始業時間を過
ぎたとしても、労働させてはならないことになります。８時から１０時までは働いたとみな
す方法や始業時刻を８時から１０時に繰り下げる方法等が考えられ、労使の話し合いであ
らかじめ定めることになります。
インターバル時間については自由に設定できますが判断に迷うと思います。ＥＵ諸国ではすで
にこの制度が導入されており、ＥＵ労働時間指令では２４時間につき１１時間の休息が定められて
います。
また、労働時間等設定の改善の取組みが他の事業主によって阻害されることがないよう取引先
事業主に対しても、期間設定・発注内容の頻繁な変更に関する配慮も求めています。
さらに勤務間インターバル（９時間以上）制度の導入にあたり、中小企業事業主が就業規則の
整備や労務管理に関する研修会等を実施する際の費用の一部を助成する「時間外労働等改善助
成金」制度があります。
「勤務間インターバル」は時間外労働の上限規制をはじめとした他の取り組みとあわせて実施
することでいっそう効果が上がると考えられます。

労働者支援事務所

労働者支援事務所では、賃金未払、解雇、労働条件などの労働相談を常時行っています。
通常の電話・来所相談：開庁日（祝日及び年末年始を除く月〜金）の 8:30から17:15まで
夜 間 電 話 相 談：毎週水曜日（祝日の場合は翌日）20:00まで

福岡労働者支援事務所

住所：福岡市中央区赤坂1-8-8（福岡西総合庁舎）
TEL：092-735-6149 FAX：092-712-0497
Mail：fukuoka-rso@pref.fukuoka.lg.jp

筑後労働者支援事務所

住所：久留米市合川町1642-1（久留米総合庁舎）
TEL：0942-30-1034 FAX：0942-30-1025
Mail：chikugo-rso@pref.fukuoka.lg.jp

北九州労働者支援事務所

住所：北九州市小倉北区浅野3-8-1（AIMビル4階）
TEL：093-967-3945 FAX：093-967-3946
Mail：kitakyu-rso@pref.fukuoka.lg.jp

住所：飯塚市新立岩8-1（飯塚総合庁舎別館）
TEL：0948-22-1149 FAX：0948-22-4118
Mail：chikuhou-rso@pref.fukuoka.lg.jp

発 行：福岡県福祉労働部労働局労働政策課
〒812-8577
T E L ：092-643-3583
FAX：092-643-3588
福岡県HP http://www.pref.fukuoka.lg.jp
印 刷：株式会社 プリンティング コガ
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筑豊労働者支援事務所

福岡市博多区東公園７-７
「労働ふくおか」
は再生紙を使用しています
（印刷用の紙へリサイクルできます）

