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浸水ハザードマップ 
あなたの店や工場、自宅は、何ｍ浸
水する可能性がありますか？ 
近くの避難所はどこですか？ 
避難所への道は、安全ですか？ 
浸水してから避難できますか？ 

ＷＥＢ版 

万一に備え事前に確認しておこう！ 

避難所 

商工会 

発行者 久留米東部商工会 

発行責任者 会長 谷口 邦博 

【善導寺事務所】久留米市善導寺町飯田 424-1 

      TEL 0942(47)1231  

      FAX 0942(47)0823 

【北野事務所】 久留米市北野町中 3294-1 

      TEL 0942(78)3311  

      FAX 0942(78)4873 

今号のトピックス  

●災害が発生し被害が生じたとき、

スムーズに事業再開できますか？ 

●コロナに負けない青年部心の声 

●コロナに負けない女性部員紹介 

●商工会災害助け合い基金の創設 

地域で災害が発生した時、商工会

は何をするのか？ 

●業務を効率化して給与アップ 

 ～業務改善助成金～ 

●従業員の福利厚生のために 

 ～中小企業退職金共済～ 

●新規会員紹介 

●大型商談会への 

参加補助希望者募集 

●久留米市在籍出向活用事業 

●広報委員の紹介 

 

梅雨から初秋までは、豪雨、台風、竜巻

など自然災害が全国で多発する時期です。

災害を最小限に抑えるため、また被害が発

生してしまったときにスムーズに事業再開

するため、どんな準備が必要なのか、一度

考えてみませんか？事前の想定と準備があ

れば、万が一の時はすぐに行動ができます。 

そのとき、慌てずに行動できるように 

チェックリスト  （さらに詳しい具体的対策は同封のセミナーで） 
□あなたの会社周辺の自然災害に関する危険性を把握していますか？ 
□1週間、1か月事業を中断した際の損失を把握していますか？ 
□緊急事態に従業員の安否確認など、連絡を取り合えますか？ 
□緊急時に必要な従業員が出社できない場合に代行できる従業員を育
てていますか？ 
□情報のコピーやバックアップをとっていますか？ 
□被害想定にあった保険に加入していますか？ 
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初めまして。2020 年に開講した当校には、

近隣保育所や小中学校、高校以上大人の生徒

さんが通ってくれています。一緒に楽しく英会

話を始めませんか？「英語がんばりたい」その

お気持ちを応援させてください！また地域の

活動を通してお会いできるのも楽しみにして

おります！ 

ECCジュニア北野教室  

北野町十郎丸 1372 ℡0942-25-8206 

今

年の子ども達の願いごとは、世界の平和を願

コロナウイルスが再び猛威を振るい安心できない日々が 

続いていますが、コロナに負けずに頑張っています！！ 

 

お土産に、 

   贈り物に… 

伝統の味わいを心ゆくまで

お楽しみください。 

  

  

８月になりましたね。七夕も終わりましたが、

皆さんどんな願いごとをされたでしょうか？ 

今年の子ども達の願いごとは、世界の平和を

願ったものや、コロナが早く収まりますように、

といった内容のものが多かった印象です。 

それらの願いが届くことと、その子ども達が

大きくなって、逆境を乗り越えた素敵な世代と

なってくれることを願っています。 

さて、真夏日が続いているので熱中症対策も

大変ですね。私はヘルメットの内側に保冷剤を

入れています。空調服も進化していて、ミント

の香りがでるファンや、服に大きな保冷剤が入

るものまであります。空調服を新調するのもい

いですね。対策を万全に、頑張りましょう！ 

（記事担当：(有)やなぎ龍登園 栁 龍広） 

コロナ禍のお家時間にいかが？セミドライトマトのオイル漬け 

材料：ミニトマト 20 個 

   にんにく 3 欠片 

   鷹の爪 1 本 

   オリーブオイル 200㎖ 

   塩 大さじ 1 

作り方：トマトは半分にカット。 

 にんにく・鷹の爪は輪切り。 

 カットしたトマトの果肉部分
に塩をまぶして 30 分。水気が
出たらキッチンペーパーで拭
き取って 120℃に温めておい
たオーブンで 60 分加熱。裏返
して 110℃で 40 分。他の材料
と一緒に瓶に詰めたら出来上
がり！ 

使い方：パスタに入れてペペロンチーノに！ 

    牛乳と合わせてトマトクリームスープに！ 

    バルサミコ酢と合わせてドレッシングに！ 
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昨今の多発する大規模自然災害により、多くの商工会会員が被害に見舞われている状況を鑑み、全国組織
である商工会は会員相互扶助精神のもと、会員から募った資金を全国連で積み立て、大規模災害が発生した
際に、被害に遭われた商工会会員を見舞うため、基金を創設しました。特に被害が大きいと判断された地区
の商工会に、見舞金が支給され、被災状況区分に応じた配分で、被災した会員へ支払われます。 

災害が発生した際は、速やかに地域商工業者の被害状況を把握し、自治体へ被害情報を報告
するため、商工会職員が携帯端末等から被害状況の情報収集を行い、商工会組織全体で共有
する「商工会災害対応システム」を導入しました。被災した場合は、ご一報下さい。 

商工会災害助け合い基金 頻発する自然災害に備え を創設 

商工会の 
災害対策 

【募集内容】会員事業所限定 

☆チラシのサイズ：A4 ☆受付件数：先着4社 

☆料金：折込み料金2,000 円 

☆申込方法：申込用紙を提出の上、折込み用チラ

シを530部用意し、9/25 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。 

＜最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた 

支援事業「業務改善助成金」のご案内＞ 

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低
賃金（事業場内で最も低い時間給）を２０円以上引き上げた
中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を
助成します。 
  
コース
区分 

引き上げる 
労働者の数 

助成上限額 
助成対象 
事業場 

２０円
コース 

１人 ２０万円 

以下の２つの要
件を満たす事業
場 
 
 
事業場内最低賃
金と地域別最低
賃金の差額が 
３０円以内及び 
事業場規模 100
人以下の事業場 
 
 

 

２～３人 ３０万円 

４～６人 ５０万円 

７人以上 ７０万円 

３０円
コース 

１人 ３０万円 

２～３人 ５０万円 

４～６人 ７０万円 

７人以上 １００万円 

６０円
コース 

１人 ６０万円 

２～３人 ９０万円 

４～６人 １５０万円 

７人以上 ２３０万円 

９０円
コース 

１人 ９０万円 

２～３人 １５０万円 

４～６人 ２７０万円 

７人以上 ４５０万円 
 
【相談窓口】 
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談 
 福岡県働き方改革推進支援センター（0800-888-1699） 
・支援事業に関するご相談（申請先） 
福岡労働局雇用環境・均等部企画課（092-411-4763）  

 新商品情報、イベント告知・宣伝、テイクア

ウト紹介、事業所向け情報など、A4 サイズ PR

チラシの折込みを募集します。 
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●ヨシダ消防設備 
代   表 吉田 昭夫 

事 業 所 久留米市善導寺町与田 133 

Ｔ Ｅ Ｌ 47-1866 

事業概要 危険物地下タンク検査 

 

＊商工会新規会員事業所紹介＊ 

●KM サポート 
代   表 後藤 将志 

事 業 所 久留米市北野町今山 1-4 

Ｔ Ｅ Ｌ 090-1924-0227 

事業概要 買物代行、配達代行 

●明 空
あかるいそら

工房
こうぼう

 
代   表 園田 明空 

事 業 所 久留米市善導寺町飯田 1279-3 

Ｔ Ｅ Ｌ 080-9066-0918 

事業概要 カフェ 

  
●代  表 井口 千秋 

事 業 所 久留米市北野町中川 437 

Ｔ Ｅ Ｌ 78-4650 

事業概要 エステサロン 

●OKOMEYA 
代   表 酒見 千秋 

事 業 所 久留米市大橋町蜷川 1524-1 

Ｔ Ｅ Ｌ 47-0311 

事業概要 だし、雑穀米、雑貨小売 

  ●(株)永将建設 
代   表 永野 将蔵 

事 業 所 久留米市山川安居野 3-13-25 

Ｔ Ｅ Ｌ 44-7244 

事業概要 建設業 

  

委員長よりひとこと（田中良） 

 引き続き委員長になりました。 

毎日暑いですね。熱中症に気を 

つけて頑張りましょう！ 

広報委員会ではインスタグラ 

ムでの情報発信にチャレンジし 

ようと取り組み始めます。 

本広報紙もインスタグラムで発 

信していきます。 

ぜひフォローして下さい。 

広報委員 

田中良(東豊建設)・栁龍広(㈲やなぎ龍登園）  

井口俊範(いのくち建築設計) 

古賀正秀(㈲ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗﾝ)・森光良友(ﾌｯﾄ&ﾜｰｸﾓﾘﾐﾂ) 

荒巻るり子(㈲荒巻商店)・船木美和子(㈱ふなき製菓) 

 

 本広報紙は、広報委員会により企画運営され、会

員の皆さんに有益な情報を届けられるよう、頑張っ

ています。 コロナ禍により業務が減少したものの、 

雇用を維持したい事業所の方へ 

この制度は、コロナ禍により事業活動の一部を縮
小せざるを得ないが、雇用は維持したいという民間
企業を支援する制度で、久留米市が民間企業の人材
を非常勤職員として一時的に受け入れ、基本給や一
部の手当を負担する制度です。 

市での業務： 
新型コロナウイルス関連症関連の業務 
(感染症対策後有無、ワクチン接種業務、 
市民や事業者支援業務など)  
 
勤務時間：週 35時間（7時間×5日） 
令和 4年 3月 31日迄 
 

 久留米市新型コロナウイルス感染症関連事業者支援 

在籍出向活用事業 

 お問合せ先 詳細はお問合せ下さい 

久留米市総務部人事厚生課(担当佐野、牛島) 

☎0942-30-9056 

久留米市ホームページもご確認下さい 

東京開催 福岡開催 

経営発達支援事業による 

 久留米東部商工会では、商工会の支援を受けなが
ら地道な販路開拓に取り組む小規模事業者を支援す
るため、福岡市内や関東で行われる大型商談会への
参加支援を行っております。大型商談会には、各分
野のバイヤー、関連業者が多く訪れ、県内、九州、
全国等のターゲット商圏に向け、販売先、卸先を見
つけることができます。本年度は、下記の３つの商
談会へ既に 4 社が参加予定です。コロナ禍によって
新しい商品を開発し、新しい商圏を開拓したい事業
者の方にも、ぜひご利用いただきたい制度です。 
支援内容  （対象は小規模事業者のみ） 
① 商談会前後の個別支援 

商談会に向けた準備や展示ブースの作り方、商
談会後のバイヤーとの交渉の仕方など 

② 商談会出展料（コマ代、基本装飾）、県外会場へ
の資材送料、県外会場への旅費を全額補助 

本年度は、予算枠内でのキャンセル待ちとなります
が、ご希望の方には、久留米市販路開拓促進事業費
補助金活用支援（1/2 補助 上限 20 万）も申請可能
です。来年度に参加を希望される方は、本年度内に
商工会に事前相談してください。 

大型商談会への参加補助希望者募集 

～費用補助とノウハウ提供～ 

自社商品の取引先を増やしたい方へ 


