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北九州市産業経済局
福岡ひびき信用金庫

中小企業の働き方改革を助成金の活用と個別相談で応援します。

知っているようで知らない?! 雇用関係助成金活用セミナー
北九州銀行(頭取 藤田 光博)は、平成 30 年 2 月 21 日に福岡労働局・北九州市・福岡ひびき
信用金庫と「働き方改革推進に係る包括連携に関する協定」を締結しました。
本協定では、北九州地域の事業者の働き方改革推進のため、多様な支援制度の情報をわかり
やすく発信するとともに、事業者の相談機会の充実のため、相談の窓口となる支援機関との連
携の強化に取り組んでいるところです。
このたび、取組のキックオフイベントとして、支援機関とのタイアップにより社会保険労務
士による雇用関係助成金活用のコツやポイントを紹介するセミナーの開催や、個別相談を開催
します。
記
１．雇用関係助成金活用セミナー（平成30年度 北九州市実学ナレッジセミナー第2弾）
（１）日 時
平成 30 年 7 月 20 日（金）14:00～15:30
（２）定 員
50 名（事前申込制）
（３）講 師
福岡県よろず支援拠点コーディネーター
特定社会保険労務士
園田 京子 氏
（４）申込方法 別添の「参加申込書」にてお申込みください。
２．出張個別相談
（１）日 時
平成 30 年 7 月 20 日（金）
①13:00～14:00 ②15:30～16:30 ③16:30～17:30
（２）定 員
事前予約制（予約が定員数に達し次第受付終了）
（３）相談員
福岡県働き方改革推進支援センター
（４）予約方法 0800-888-1699（フリーダイヤル）までご連絡ください。
３．会

場

COMPASS 小倉（北九州テレワークセンター）
北九州市小倉北区浅野 3－8－1

４．参 加 料

無 料

５．主

北九州銀行 福岡労働局 北九州市 福岡ひびき信用金庫

催

本件に関するお問い合わせ先
はし だ

営業統括部 地域開発支援グループ 端田

TEL：093-513-5371

主催：北九州銀行×福岡ひびき信用金庫×福岡労働局×北九州市
「働き方改革推進に係る包括連携に関する協定」 キックオフセミナー
× 平成30年度北九州市実学ナレッジセミナー第2弾

研修で社員のスキルアップ！
採用を検討中！

平成３０年

求人をかけたい！

７月20日（金）

出産予定の社員がいる！

セミナー開催

14：00〜15：30

（個別相談は、13:00〜17:30の間で事前予約制）

参加費

無 料
※事前申込
7/17迄

国では「働き方改革」の推進のため、数多くの雇用・労働関係助成金や専門家による相談など、多様なメ
ニューが展開されています。北九州市は、福岡労働局、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫と連携し、市内事
業者様の働き方改革推進のため、これらの情報をわかりやすく発信するとともに、事業者様の相談機会の充実
のため、相談の窓口となる多様な支援機関との連携をしていきます。
協定のキックオフイベントとして、今回助成金活用セミナーを開催！

セミナー １４：００〜１５：３０

「もらえるのに もらってない!?助成金活用セミナー」
福岡県よろず支援拠点コーディネーター

特定社会保険労務士

園田

京子

氏

労働法修士（九州大学大学院法学府修士課程修了）
福岡県社会保険労務士会／九州大学社会法判例研究会
助成金実務経験が豊富。実際に中小企業の人事を経験。現在グレースアップ社会保険労務士
事務所代表、助成金の活用と大学院で学ぶ本格的な労働法を強みとしている。

個別相談も開催 （事前予約制）

働き方改革推進支援センター
【 アドバイザー】 特定社会保険労務士 宮崎 由理 氏がご相談をお受けします！
【 個別相談枠 】 ①13：00〜14：00 ②15：30〜16：30 ③16：30〜17：30
【 予約方法 】 働き方改革推進支援センター
０８００-８８８−１６９９ （フリーダイヤル）までご連絡ください。
※ 先着順：定員に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。

会

COMPASS小倉

場

（北九州テレワークセンター）
北九州市小倉北区浅野3‐8‐1
AIMビル6F
TEL:093‐513‐5300

※セミナー申込は裏面をご覧ください ＞＞＞

■問い合せ■
北九州銀行 営業統括部
（担当：端田）
北九州市小倉北区堺町1丁目1‐10
TEL：093‐513‐5371

北九州市の就労支援施設（採用相談）
【 若 者 ( 概 ね ４ ０ 歳 ま で ) の 【Ｕ・Ｉターン就職希望者の
【インターネットでの情報発信】
採用に関する相談窓口】
採 用 に 関 す る 相談窓口】
北九州しごと☆まるごと情報局
北九州市Ｕ・Ｉターン応援オフィス
若者ワークプラザ北九州（小倉・黒崎）
企業応援サイト
市外在住者への企業紹介、求人の受付
市内企業の仕事紹介、
■電話 ０１２０−０８２３−４６
市内企業にご登録いただくことで、Ｕ・Ｉ
市内企業の求人・職場体験の受付 【女性の採用に関する相談窓口】
ターン就職希望者に向けた求人の掲載、
■電話 小倉 ０９３−５３１−４５１０
ウーマンワークカフェ北九州（国県市で運営）
新卒採用の情報の発信、市主催の合同会社
黒崎 ０９３−６３１−００２０
マザーズハローワーク北九州
■住所 小倉 北九州市小倉北区浅野
説明会の情報をお届けします。
福岡県子育て女性就職支援センター 等
３−８−１ＡＩＭビル２階 ■電話 ０９３−５５１−００９２（市：女性活躍推進課） ■URL
黒崎 北九州市八幡西区黒崎 ※上記すべて
https://www.shigotomarugoto.info/company̲pr/
３−１５−３
住所 北九州市小倉北区浅野
コムシティ２階
３−８−１ＡＩＭビル２階

雇用関係助成金などに関する相談ができるところのご紹介
FAIS中小企業
支援センター

福岡県よろず支援拠点
北九州よろず経営相談窓口

創業や経営・技術の改善・革新を目指
す個人や中小企業の方々の取り組みを
支援するための相談窓口、専門家派遣
事業等、経営・商売に役立つ総合的な
支援制度をご用意しております。

売上拡大したい！経営改善したい！
創業希望者・ 個人事業主・中小企業のた
めの無料経営相談所。経営に関することな
ら、何でもOK！何度来られても無料です。
まずはお電話にてお申込み下さい。
■住所 北九州市小倉北区古船場
1番35号 商工貿易会館 5階
信用保証協会北九州支所
〈申込先〉
（公財）福岡県中小企業振興センター
■電話 092-622-7809 （福岡市博多区）
■受付 平日9:00〜17:00
■URL https://yoroz.biz/

■電話 093-873-1430
■住所 北九州市戸畑区中原新町2-1
■受付 月〜金 9:00〜17:00
■URL http://www.ktc.ksrp.or.jp/

北九州商工会議所
経営相談をはじめ、金融、法律、情報化
支援など様々なご相談に応じます。
窓口相談、巡回相談、メール相談、アド
バイザー派遣を行っています。
サービスセンターまでご連絡下さい。
■電話 [中小企業振興課]093-541-0188
■住所 [本所] 北九州市小倉北区
紺屋町13-1 毎日西部会館1・2階
■URL http://www.kitakyushucci.or.jp/

福岡県社会保険労務士会

北九州支部
「ふくおか働き方改革推進」を宣言
生産性の向上につながらなければ働き方改
革になりません。企業業績の向上、また働き
方改革におけるメンタル問題など複合的な支
援の推進や、研修会、セミナー、個別相談会
等を開催します。
詳細は、下記サイトにてご覧ください。
■電話 093-663-5356
■問合 平日10：00〜16：00（昼休60分）
■支部URL http://www.sr-kitaq.com/
■県会URL https://www.sr-fukuoka.or.jp/

ワーク・ライフ・バランス
推進アドバイザー派遣
新たにワーク・ライフ・バランスや女性活躍
推進に取り組もうとする事業者や、その充
実を図ろうとする事業者に対し、就業規則
や各種助成金等の助言や情報提供を行う
アドバイザー（社会保険労務士）を、1回2時
間程度で、4回まで派遣します。（従業員300
人以下の市内事業所は無料）
平成30年度の受付締切：平成31年3月15日（金）
〈問合せ・申込先〉
北九州市総務局 女性活躍推進課
■電話 093-582-2209
■受付 平日8:30〜17:15
■URL http://wlb-kitakyushu.jp/relation/

福岡県働き方改革
推進支援センター
『働き方改革』に取り組む事業主の皆さまを支
援します。就業規則の作成方法、賃金規定の
見直し、労働関係助成金の活用などについて、
社会保険労務士等の専門家が無料でご相談
に応じます。
■電話 0800-888-1699
■住所 福岡市中央区天神1-10-13
天神MMTビル7階
㈱東京リーガルマインド福岡本校内
■受付 平日9：00〜17：00
■URL
http://partner.lec-jp.com/ti/hataraki-ｆukuoka/

「雇用関係助成金活用セミナー」参加申込書
ＦＡＸにてお申込みください： 093-513-6655
会社名・所属
お役職・ご芳名
住所・電話番号

E-mail
※受付は定員（50名）になり次第、終了させて頂きます。なお、受付完了のご連絡は致しません。（受付できなかった場合のみご連絡します。）
お申込時に頂きました個人情報は、①本事業の実施、運営に関することに使用します。また、②本事業に関連した
個人情報
イベント等に関することについて、DMによるご案内を送付する場合があります。
の取扱に
＊利用目的②の同意については任意ですので、同意されない場合は下記ォにレを付けてください。
ついて
ォ 上記②の目的で利用することに同意しません。
※複数名でお申込の場合は、コピーしてご利用ください。

