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筑紫野市商工会員の皆さまへ 

今月のお知らせ 
 

地域貢献がしたい！筑紫野市をこよなく愛している！！という 

製造業・飲食業・加工業等の皆様、「紫にちなんだ新商品」開発しませんか？ 

詳細は同封のチラシ「紫にちなんだ新商品大募集！」をご覧ください。 

【申込期限】令和４年１０月３１日（月） 

 

 〇 事業継続力強化計画セミナーのご案内 

 〇 保険の無料個別診断会 

 〇 一日公庫（年末融資相談会）のご案内 

 〇 無料経営相談会のご案内 

 〇 社労士個別訪問相談（無料）のご案内 

 〇 採用力向上研修のご案内 

 〇 PET がん健診＋頭部 MRI・MRA 検査特別セットコースのご案内     

 

10 月 10 日（月祝）に筑紫野市祭 二日市温泉と天拝山観月会が開催されました♪ 

  雨予報でしたが、当日は晴れ間が多く見られました。多くの方にお越しいただき、大変活気  

  のあるお祭りになりました。ご参加いただいた皆様、有難うございました。 

 

   

青年部が販売した 

紫男焼きそば♬ 

女性部の豚丼は 

完売でした☆ 



①筑紫野市商工会の会員であること

②商品が紫色（薄紫、赤紫も可）である、もしくは、筑紫野の歴史に関連するものであること

③紫色の元になる原材料を公表できること

④開発した商品の、写真を提供できること

⑤開発後、1年以上は店舗及び事業所の定番商品として提供すること（メニュー表やホームページに記載）

⑥筑紫野市の看板商品としてふさわしい商品であること

⑦紫プロジェクト推進委員会の選考を通過した商品であること

お申し込みについては、右記のQRコードより申請をお願いいたします

申請期限：2022年11月14日（月）17時まで
※審査期間：2022年11月25日（金）まで

ご不明な点は、担当者までお問い合わせください【筑紫野市商工会：092-922-2361】

　つきましては、紫にちなんだ新商品開発事業に御協力いただける事業者を
募集させていただきます。本事業への積極的なご参加をお願い申し上げます。

※下記①～⑦の要件を満たす場合に
　 1事業者につき上限5万円の商品開発費を支給いたします。

筑紫野市には古来より紫草という現在では絶滅危惧種に指定されている植物が

自生し、その草の根は時の都で冠位十二階の最高位を表す高貴な色とされる

紫色の染料として使用された歴史があります。

参りましたが、新型コロナウィルスの影響もあり近年その活動が停滞しておりました。

　コロナウィルス終息の兆しが見え始めた本年度、観光庁が公募する
「地域独自の看板商品創出事業」に筑紫野市の紫にちなんだ商品開発事業が

採択されたことをきっかけに、再度パワーアップした「紫商品」の開発及び

募集する新商品は、食品・料理・雑貨・小物などです

（筑紫野市商工会　紫プロジェクト推進委員会）　　製造業・飲食業・加工業等の皆様へ

紫にちなんだ新商品大募集！
令和4年度観光庁事業「地域独自の看板商品創出事業」に採択されました！

令和4年度事業として実施いたします。

　この事に着目し筑紫野市商工会では「紫プロジェクト」を発足させ活動を続けて

PR事業に取り組むこととなりました。
　そこで、事業者の皆様に「紫」にちなんだ新商品を開発していただき
それらの「紫商品」を内外に広くPRする「ウォーキングマルシェ事業」を

申請フォーム



24時間いつでもどこでも受講できるWEB講習会

事業継続力強化計画の

近年多く発生している大規模風水害等の自然災害や、新型コロナウイルス感染症の拡大は、企業にとって大

きなリスクです。

事業継続するための初動対応や事前対策等の計画策定の重要性が高まっており、今回のセミナーでは、事

業継続力強化計画の必要性及び策定方法やポイント等について解説いたします。

WEB配信で24時間いつでもどこでも受講可能なため、この機会にぜひご参加ください。

概要と策定時のポイントセミナー

受講
無料

【配信期間】

令和４年11月１日（火） ～ 令和５年３月31日（金）

【申込～受講の流れ】

①下記申込欄をご記入のうえ、FAX又はメールにてお申し込みください。
※メールからのお申し込みの場合は下記項目について本文へ記載のうえ送付ください。
②お申込み後、セミナー受講用のⅠＤとパスワードをお知らせいたします。

お問合わせ・申込先

筑紫野市商工会
〒８１８－８５７７ 筑紫野市湯町3-2-5

ＴＥＬ：０９２-９２２-２３６１ ＦＡＸ：０９２-９２１-１０２９

【講師】

はらだ けん

中小企業診断士 原田 健
株式会社ビジネス・ナビゲーター主任コンサルタント
株式会社grit代表取締役社長

（ふりがな）
法人名 または 屋号

（ふりがな）
受講者名

事業所住所

電話番号／ＦＡＸ番号

メールアドレス ＠

※期間中何度でもご視聴いただけます

自然災害や、感染症等からあなたの会社を守るために！

E-mail：chikushino@shokokai.ne.jp

・災害に向けて必要な準備とは？

・計画を策定するメリットって？

・認定を受けると補助金の加点や
税制優遇等があるって聞いたけど？







 

 

 

 

 

 筑紫地区５商工会（春日市、太宰府市、那珂川市、筑紫野市、大野城市） と日本政策金融公庫  

福岡西支店 国民生活事業（旧こくきん）は合同で「一日公庫（年末融資相談会）」を開催いたします。  

お近くの商工会で、日本公庫の融資担当者と直接ご融資の相談が可能なこの機会を、ぜひご活用ください。 

ご相談を希望される方は、開催日の７営業日前までに下記の FAX 連絡票にて、ご希望される商工会へご連絡

くださるようお願いいたします。 

 

開催日 会場および商工会の連絡先 日本公庫担当者 

１１月１４日（月） 太宰府市商工会 
TEL 092-922-4345 

FAX 092-922-4579 
坂東 

１１月１５日（火） 那珂川市商工会 
TEL 092-952-2949 

FAX 092-952-9101 
藤崎 

１１月１６日（水） 大野城市商工会 
TEL 092-581-3412 

FAX 092-581-3703 
池辺 

１１月１７日（木） 筑紫野市商工会 
TEL 092-922-2361 

FAX 092-921-1029 
坂東 

１１月１８日（金） 春日市商工会 
TEL 092-581-1407 

FAX 092-575-0702 
藤崎 

ＦＡＸ連絡票（一日公庫申込書）～ 切り取らずに FAXにてご送信下さい。～ 

ふりがな 

法人名 または 商号 

 

ふりがな 

代表者名 

 

ご住所  

電話番号／FAX番号 TEL       －              FAX            － 

貴社の担当者                   様 （携帯電話     －     －     ） 

ご希望の日時 １１月    日     ① 午前中      ② 午後     （      時頃） 

相談内容等 ① 融資相談     ② 申込したい （           万円） 

◎お申込み後に、日本公庫より（面談日時、必要書類等）についてご連絡があります。 

日本政策金融公庫 福岡西支店 国民生活事業  

〒810-0041 福岡市中央区大名 1-4-1（ＮＤビル） 

  ＴＥＬ ０９２－７１２－４３８４              

ご記入いただいたお客さまの情報は、下記の利用目的の範囲内で利用いたします。 
1 本相談会の実施・運営 
2 アンケートの実施等による調査・研究および参考情報の提供 
3 融資制度等のご案内のためのダイレクトメールの発送等（任意） 

※上記 3の利用目的に同意されない方は、右の□に「✔」をお付けください。 □前３の利用目的で利用することに同意しません。 

 

  

一日公庫（年末融資相談会）のご案内 



 

 

 



お申し 込みは
W EBかFA X で！
※詳しく は裏面をご確認下さ い。　
先着優先で受け付けさ せて頂きます。

主催: 一般社団法人 福岡県中小企業診断士協会

E-mail:  info@ sh indan-fukuoka.com　

TEL:09 2 -7 1 0 -77 8 1

facebookinstag ram

後援: 福岡市 福岡県

・ 創業支援　 　・ 販路拡大

・ 生産性向上　・ テレワーク

・ IT 活用　・ オンライン営業

・ 事業承継・ 引継ぎ　 など

経営全般
・ 小規模事業者持続化補助金

・ ものづくり補助金

・ 事業承継・ 引継ぎ補助金

・ 事業再構築補助金　 など 

補助金
・ コ ロナ対策融資等の借入、

　 条件変更

・ 公的融資制度の活用

・ 経営改善計画　 など

資金繰り

企業経営者 個人事業者 創業し たい方コ ロナでお困りの方

福岡県内にお住まいか、事業所がある方のみ対象です。 

逆境でも成長できるビジネスを中小企業診断士がサポート

10:00 ‐17:30
会場: 福岡商工会議所 
JR 博多駅 徒歩10  分

中小企業診断士は、国が認めた経営コンサルタント！安心して経営の相談ができます！

2022「 中小企業診断士の日」イベント

経営相談会経営相談会無
料

対面＆オンライン

中小企業診断士があなたのビジネスを加速さ せます

Boos t  You r  Bus in es s



経営相談会
お申込締切り

10/31

主催:一般社団法人 福岡県中小企業診断士協会　 後援:福岡市 福岡県

本申込書の情報は、本相談会の運営及び統計情報としてのみ使用し、厳正に管理します。また、相談会後に事務局から相談後の状況等をお尋ねする場合があります。

昭和23年11月4日、中小企業庁により「 中小企業診断実施基本要領」が制定さ れ、経営に関する専門家を活用する「 中小企業診断士制度」が発足し まし た。そこで中小企業診断協会および

47都道府県協会では、発足日である11月4日を「 中小企業診断士の日」と 制定し 、全国各地でイベント を実施しています。

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-9-25 アバンダント  84-203号 　 TEL 092-710-7781 　 E-mail info@shindan-fukuoka.com 　 URL https://shindan-fukuoka.com/

記載文字が読み取れない場合、折り返しご連絡を差し 上げる場合があります。大き目の文字でご記入く ださ い。

W EB お申し 込み

FA X  お申し 込み用紙 092-710-7782

右のQRコ ード よりアクセスし 、ホームページ内の必要事項をご記入の上、お申し 込みく ださ い。

https://shindan-fukuoka.com/2022soudan/

私は福岡県内に居住、
または事業を運営してます

相談形式

お名前  (相談者)  　 　 役職名

御社名 / 屋号

事業概要 ※業種・ 業態など

ご相談概要

※事前に決まっている場合に
　 ご記入く ださ い

連絡先

※こちらから連絡可能な番号
　 およびアド レスをご記入く ださ い

対面相談希望時間

第一希望【 　 】、 第二希望【 　 】、 第三希望【 　 】

❶10:00-11:00
❷11:30-12:30
❸13:30-14:30
❹15:00-16:00
❺16:30-17:30

右記❶～❺より 選択して下さ い
相談希望時間

第三希望まで選択可
FAXでのお申し 込みは対面でのご相談になります。

11/7
福岡県福岡市博多区
博多駅前２ 丁目９ -２ ８
 JR 博多駅 博多口から徒歩10 分

会場: 福岡商工会議所 
401-404 会議室

電話番号

FAX番号

メ ールアド レス

お名前 役職名

※オンライン相談は WEB 申込からのみ

※県外の方はご利用いただけません。□はい 　 　 　 　 □いいえ

□対面相談 　 　 □オンライン相談

（ 月）



福岡働き方改革
推進支援センター 

ヨドバシ
カメラ

博多駅

JRJP
博多ビル

ローソン
博多駅東支店

ファミリーマート
博多駅南一丁目店

音羽公園

筑紫通り

WITH THE STYLE
Fukuoka

博多駅前通り

博多マルイ

令和４年度  福岡労働局委託事業
中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

無 料
相談・
専門家派遣秘密

厳守事業主、
労務担当者様

専門家に

法
方
談
相 電話・メール

センター来所
オンラインでの
ご相談にも対応可能

企業訪問「福岡働き方改革推進支援センター」とは、働き方改革関連
法の内容にとどまらず、令和３年６月に改正された育児・介
護休業法、男性の育児休業取得促進、仕事と育児や介護の両
立支援、不妊治療と仕事との両立、職場におけるハラスメン
ト防止措置、良質なテレワーク、多様な正社員制度、兼業・
副業など多様な働き方の実現に向けた支援を行います。

ご都合に合わせた
相談方法が選べる!

取組みはお済みですか？

同一労働同一賃金

時間外労働の上限規制

年5日の年次有給休暇の確実な取得

ご相談
ください！

ぜひ

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1丁目7-14 ボイス博多305

0800-888-1699
福岡働き方改革推進支援センター

働き方改革　福岡

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/
相談・セミナー情報詳細は、
ホームページをご覧ください。

受付時間　平日9：00～17：00
住 所

092-433-1277MAIL

URL

FAXhk40@mb.langate.co.jp

（社会保険労務士等）

残業６０時間超の賃金引き上げ
義務化（2023年4月）

パワーハラスメント防止措置
義務化（2022年4月）

育児・介護休業法改正 （2022年4月）



個 別 訪 問 申 込 書
FAX：092-433-1277福岡働き方改革推進支援センター

【個人情報の取り扱いについて】
● 本申込書にご記入いただいた個人情報（以下「個人情報」）を取得する事業者：ランゲート株式会社（以下「当社」）
● 当社の個人情報保護管理者および個人情報に関する問合せ先：
　情報通信部PMR担当　E-MAIL：privacy@mb.langate.co.jp

● 取得した個人情報は、「令和４年度　中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」（以下「本事業」）の相談支援
のためのみに利用します。

●当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、当社が定める個人情報保護の水準を満たした委託者（中小企業・小規模事業者等に対する
働き方改革推進支援事業　専門家）に、個人情報を委託することがあります。

● 当社は開示対象個人情報について、本人または代理人から受け付けた開示等の求めに応じます。
● 当社は、本事業の実施報告のため、本事業の委託者である福岡労働局に、個人情報を書面にて提供することがあります。

※ 上記内容について　□ 同意する　（チェックしてください）

事業場名 ご担当者
氏名

所在地

連絡先

訪問
希望日

相談内容

※ 後日、日程調整のお電話を差し上げます。

・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）

□　残業時間の上限規制

(非正規労働者待遇改善)

□　年次有給休暇の取得義務付け

□　人手不足

□　高度プロフェッショナル制度

□　最低賃金制度

□　同一労働・同一賃金
□　賃金制度全般

□　無期転換制度□　36協定
□　生産性向上への対応

□　各種助成金の申請・活用

□　就業規則・賃金規定等の見直し

□　その他

電話

FAX
E-MAIL

〒　　　-

　をお付け
下さい

□　育児・介護制度の整備
□　職務分析・職務評価□　テレワーク

【　　　　　　　　　　  　　　】

WFL4881〈02-40〉

□　オンライン相談希望

2022年
4月～

育児・介護休業法における義務化

大企業　2019年 4月～
中小企業　2020年 4月～

時間外労働の
上限規制 同一労働同一賃金

パワーハラスメント防止措置の義務化

大企業　2020年 4月～
中小企業　2021年 4月～

女性活躍推進法における義務化（労働者101人以上の事業主）

2019年 4月～

年次有給休暇の
確実な取得



参加者の方へ

採用力向上
研修

採用担当の皆様へ

福岡県若者就職支援センターの
求人登録企業

対象

定員 各回20名

＊新型コロナウイルス感染リスクから身近な人を守るためのお願い＊
1.咳や熱などの風邪症状がある場合は無理せず静養
2. 会場内での手指の消毒・こまめな手洗いにご協力を ３. マスク着用にご協力を

新型コロナウイルス感染症の接
触確認アプリのインストールをお
願いいたします。

厚生労働省
新型コロナウイルス接触確認
アプリ（COCOA)インストール

ご協力のお願い

※コロナの影響により会場・日時に変更がでる場合もございます。

※当日はホームページ＜http://www.ssc-f.net/ssc_event/event.cgi?mode=list_com_all＞の情報をご確認のうえ、ご来場をお願いいたします。

メール FAXまたは

お申込み方法

右記二次元バーコードから裏面と

同じ「お申込みフォーム」をダウ

ンロードして必要事項をご入力の

上、メールに添付してお送り頂く

か、またはFAXでお申込み下さい。

福岡県若者就職支援センター事業運営事務局
(事業受託会社)株式会社ＡＣＲ
TEL：０９２－４０６－８９９０ FAX：０９２－７８１－６１０５
※本事業は福岡県の委託を受けて、株式会社ＡＣＲが運営するものです。

✧採用活動の進め方
・採用要件の明確化
・求人票作成のコツ

・選考時の評定ポイント

会場内で実施する感染症対策（手洗い・消毒、検温等）
にご協力をお願いします。
ご自身でも密集・密接を避ける等対策をお願いします。

「求人募集を出しても思うように応募がない…」「採用後のミスマッチが続く…」

そういった人事採用担当者の不安を解消する研修です。

✧採用時のミスマッチ解消
・募集時の問題点を知る
・求人媒体での仕事の見せ方

・採用担当者が選考時に気をつけること

●研修カリキュラム

事前
申込制

先着順

地 域

参加
無料

≪開催日程≫

＜採用への取り組みをもう一度見直しませんか?＞

飯塚研究開発センター 2階大研修室

博多バスターミナル 第12ホール

１０月２７日(木)13:00～16:00筑 後

筑 豊 １１月１７日(木)

１２月１３日(火)

13:00～16:00

13:00～16:00福 岡

令和４年度

ハローワークに
求人登録されてる
企業様は求人票を
ご持参ください

若者は
求人の何を
見ているのか

久留米リサーチパーク 研修室 D






