
商工貯蓄共済
ふれんど共済

31,962口
10,183口おかげさまで となりました！

（平成29年１月末実績）
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お問合せ、お申込は･･･
最寄の商工会まで

●商工貯蓄共済
●ふれんど共済
●火災共済
●まごころ共済
（自動車事故費用共済）
●自動車総合共済
　　　　その他　各種共済

熊 本 県 火 災 共 済 協 同 組 合

本 　 　 　 部 ： 熊本市中央区安政町3番13号（熊本県商工会館2Ｆ）℡ 096-325-3411
八 代 営 業 所 ： 八 代 市 松 江 城 町 6 番 6 号（八 代 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0965-35-5686
天 草 営 業 所 ： 天 草 市 栄 町 1 番 2 5 号（本 渡 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0969-24-2516

安心、信頼、ゆたかな未来へ。

貯 蓄

保 障

融 資

加入例

・各々の積立金を集約し、大口定期預金・長期国債等の
運用で安全確実に積立てます。

・病気による死亡（高度障害）  ・傷害による後遺障害
・傷害による死亡（高度障害）  ・傷害による入・通院

積立金範囲内は１．２％　　保証協会付融資も１．６％

※保障内容と補償金額はご加入のコースと口数で異なります。

貯蓄について

掛金 - =共済料（保障）及び手数料 貯蓄積立金

例）Tコース（５年満期タイプ）を２口加入の場合

　  ・保障金額　 100万円（１口  50万円×２口）
　  ・月額掛金　10,000円（１口5,000円×２口）

※コースはお客様のニーズに応じて選べます。
　（全部で５種あり、10年満期コースもあります。）

貯
蓄

保
障

●５年間の積立額　546,700 円（保障部門の保障料、口振手数料等を除いた残額）  ＋  受取利息  を満期時にお支払い。

※災害とは、交通事故・自然災害等の事故に起因する傷害をいいます。（死亡・高度障害のみ）

一般傷害　200万円●傷害による死亡（高度障害）
災害事故　300万円

１日　1,200円●傷害による入院
１日　  600円●傷害による通院

等級により保障金額が異なります。●傷害による後遺障害

100万円●病気による死亡（高度障害）

※コースにより貯蓄内容、保障内容等異なりますので、最寄の商工会までお気軽にご相談下さい。

月々の口座振替等で知らず知らずのうちに貯蓄！

安い掛金で安心の24時間保障（国内外を問わず）！

ひとつの掛金で３つの備え　貯蓄共済！

低利で有利な借入申込みができる！

通信
安心、信頼、ゆたかな未来へ。 ●菊池市の万本桜

●平成29年熊本県商工会連合会新年祝賀会
●商工会運営研究会
●青年部リーダー研修会●女性部主張発表大会
●持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声
●経営発達支援事業について
●商工会だより　熊本市北部商工会　水上村商工会
●各種お知らせ●編集後記
●くまもと共済よりお知らせ

●菊池市の万本桜
●平成29年熊本県商工会連合会新年祝賀会
●商工会運営研究会
●青年部リーダー研修会●女性部主張発表大会
●持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声
●経営発達支援事業について
●商工会だより　熊本市北部商工会　水上村商工会
●改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の
　改正について●自衛隊員の再就職等規制関するお知らせ
●編集後記
●くまもと共済よりお知らせ・
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熊本県商工会連合会熊本県商工会連合会会報

Vol.381

　“万本桜”と称される菊池市を舞台に、日本映画界が誇る女優・吉行和子さんをお迎えし単編映画
「春なれや」の撮影が行われました。
　撮影は熊本地震の10日前に菊池市内で行われたほか、外山文治監督は、菊池の皆さんを元気
づけようと、秋にはクラウドファンディングによる無料上映会が開催されました。映画の中には、菊池市
の桜の名所ばかりでなく、多くの市民の方が登場しました。



テーマ：
「震災を通して青年部として復旧、
　　　　　復興に向けた取組みについて」
パネリスト（敬称略）
岩手県商工会青年部連合会　会　長　古舘　聖人
宮城県商工会青年部連合会　会　長　小松　　光
福島県商工会青年部連合会　会　長　河治　　徹
宮城県南三陸商工会青年部　副部長　及川　善弥
熊本県商工会青年部連合会　会　長　木野　祐樹
熊本県商工会青年部連合会　副会長　原田　竜一

平成28年度青年部リーダー研修会＆新年賀詞交歓会

第17回熊本県商工会女性部主張発表大会開催！！

平成２９年　熊本県商工会連合会新年祝賀会の開催

平成28年度 商工会運営研究会

　１月20日、熊本ホテルキャッスルにおいて平成29年熊本県商工会連合会新
年祝賀会が開催されました。
　奥薗惣幸熊本県商工観光労働部長、内野幸喜熊本県議会経済環境常任委員
長をはじめ多数のご来賓ご臨席のもと、総勢240名を超える出席者により新
年祝賀会が開催され、式典の冒頭、県連合会伊東昭正会長は、「昨年は熊本地
震に始まり、大雨など様々な自然災害により地域各所の復興・発展に大きな影
響を受けたが、熊本地震後の県内企業の倒産件数が低水準となり、商工会の会
員数も震災前より増加しました。これは、小規模事業者持続化補助金・グルー
プ補助金などの支援策に商工会が取り組み、困った時に手を差し伸べ、事業者
に寄り添い丁寧に対応するという商工会の真価が発揮された結果です。今年は
熊本地震からの復興元年と位置づけ、今年も商工会組織一丸となって事業者支
援に力を注いでいく」との挨拶を行いました。

　続けて、中小企業庁長官表彰及び全国商工会連合会特別表彰の伝達式が執り行われ、浅山弘康熊本県経営者協会会長の
音頭で祝宴に入りました。
　祝宴では、終始和やかな雰囲気の中、各商工会の正副会長、青年部長、女性部長と県政関係、各経済団体代表との懇親及
び活発な意見交換が行われ、祝賀会は大盛況のうちに終了しました。

　毎年、商工会の運営や財政問題等について研究討議を行い、商工会の円滑な事業運営を図るため商工会運営研究会を開催
しております。平成28年度は熊本県小規模事業指導補助金の概要についての説明や熊本県の施策、今後の商工会運営を行っ
ていく上で重要な経営発達支援計画の認定状況等の説明などを次のとおり実施しました。

◆日　時　平成29年２月14日（火）午後１時30分～午後５時
◆場　所　メルパルク熊本
◆内　容　研究１：「熊本県小規模事業指導費補助金概要について」
　　　　　　　　 「中小企業支援施策について」
  (講師：熊本県商工振興金融課)
　　　　　研究２：「小規模事業者支援について」
 （熊本県商工会連合会 事務局長）
　　　　　研究３：「経営発達支援計画について」
 （熊本県商工会連合会 経営支援課）
　　　　　研究４：「天草市商工会組織改革特別委員会の内容報告」
 （天草市商工会）
　　　　　研究５：「休業対応応援共済について」
 （くまもと共済）
 （熊本県商工会連合会 会員サービス課）
　　　　　研究６：「商工会マイナンバー保管システムの利用許諾契約の締結について」
 （熊本県商工会連合会 会員サービス課）
◆出席者　県内商工会会長・職員１１６名
◆効　果　　県の施策として熊本地震からの復興に重きがおかれるなか、商工会財源確保をいかに図っていくか、各事業

において支出の見直しが求められていることがわかりました。また、限られた職員数の中で最大限の効果を発
揮するにはどうすればよいかという課題を再確認致しました。
　今後、商工会は経営発達支援計画を作成、実践することで会員とともに地域商工業者の発展に寄与する必
要があると実感しました。

　平成29年１月27日（金）熊本市「ＫＫＲホテル」にて青年部員130名が一堂に会し、青経塾活動報告会・リーダー研修会並
びに新年賀詞交歓会が開催されました。

　平成28年11月8日福島県で開催された、商工会青年部・女性部全国組織化50周年記念式典において全国商工会青年部
連合会会長表彰・全国商工会女性部連合会会長表彰がありました。

　平成29年２月７日（火）熊本市植木町文化センターにおいて350人の女性部員が
集い、第17回女性部主張発表大会が開催されました。開催に先立ち、熊本県より昨
年熊本地震において、炊き出し・物資支援を行った県女性連に対し感謝状の贈呈が
ありました。各ブロックから選ばれた９名の代表者が情熱的で素晴らしい発表に、会
場全体が熱気に包まれました。発表はいずれも甲乙付けがたく審査は難航しました。
厳正なる審査の結果、「おっぱい・しあわ
せ・いっぱい」というテーマで発表された県
南ブロック代表の湯前町商工会 兼田美穂
さんが最優秀賞に選ばれました。７月１２日

に鹿児島県で開催される九州大会に県代表として出場されます。
　続いて、第２部の基本調講演は、浄土真宗 本願寺派 金剛山勝明寺 副住職 木下明水
氏から「商いと仏教」のテーマで講演がありました。講師の話に笑い声が会場いっぱい
に響きわたり、時が経つのも忘れ、講演に引き込まれました。
　当日は会場でミニ物産展も開かれ、地域の特産品や珍しい物産が並び大賑わいでした。

　リーダー研修会冒頭に東日本大震災で復興に向けての青年部活動の体験談を報告され、青年部全国大会で最優秀賞を受賞
された宮城県南三陸商工会青年部副部長、及川善弥副部長による主張発表の模様を拝聴した。その後、古舘聖人会長・小松光
会長・河治徹会長・木野祐樹会長によるパネルディスカッションがおこなわれました。
　東北各県の会長方々より、「お互いに大きな災害を経験した仲間だからこそ、東北の声、言葉を分かち合える。大事なことは、
自分たちが飽きずに続け続けること、熊本地震よりまだ９ヶ月しか経っていない。」「東北は、６年経っても、まだまだだから、
急がずゆっくり頑張りすぎずお互いに頑張っていきたい」と復興の歩みについて報告がありました。

　リーダー研修会終了後、多くのご来賓にご臨席頂き、終始和やかな雰囲気で開催されました。表彰授与式前に熊本県商工観
光労働部商工労働局長 伊藤英典 様より昨年の熊本地震の際、いち早く物資支援、炊き出し、復興イベントを行った県青連に対
し、感謝状の贈呈がありました。
　その後伊東昭正県連会長より中小企業庁長官表彰・全国商工会連合会会長表彰・全国商工会青年部連合会会長表彰が授与
されました。（敬称略）

 【リーダー研修会】

【新年賀詞交歓会】

■優良青年部
　美里町商工会青年部　玉名市商工会青年部　和水町商工会青年部
　氷川町商工会青年部　山江村商工会青年部

■青年部功労賞（敬称略）
　吉田忠敬（御船町商工会青年部）
　中島貴之（長洲町商工会青年部）
　岩下勝也（苓北町商工会青年部）

 全国商工会青年部連合会会長表彰
 被表彰

■優良女性部
　美里町商工会女性部　和水町商工会女性部
　合志市商工会女性部　天草市商工会女性部
　

■女性部功労者（敬称略）
　中村英子（宇土市商工会女性部）　村上信子（美里町商工会女性部）
　村崎貴美代（玉東商工会女性部）　多武悦子（多良木町商工会女性部）

 全国商工会女性部連合会会長表彰

県連合会 伊東昭正 会長

祝宴風景

奥薗惣幸
熊本県商工観光労働部長

内野幸喜
熊本県議会経済環境常任委員長

最優秀賞
兼田 美穂 さん（湯前町）

講師
木下 明水 氏

受彰者代表謝辞 中小企業庁長官表彰
湯前町商工会 伊藤昌一 会長
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　続けて、中小企業庁長官表彰及び全国商工会連合会特別表彰の伝達式が執り行われ、浅山弘康熊本県経営者協会会長の
音頭で祝宴に入りました。
　祝宴では、終始和やかな雰囲気の中、各商工会の正副会長、青年部長、女性部長と県政関係、各経済団体代表との懇親及
び活発な意見交換が行われ、祝賀会は大盛況のうちに終了しました。

　毎年、商工会の運営や財政問題等について研究討議を行い、商工会の円滑な事業運営を図るため商工会運営研究会を開催
しております。平成28年度は熊本県小規模事業指導補助金の概要についての説明や熊本県の施策、今後の商工会運営を行っ
ていく上で重要な経営発達支援計画の認定状況等の説明などを次のとおり実施しました。

◆日　時　平成29年２月14日（火）午後１時30分～午後５時
◆場　所　メルパルク熊本
◆内　容　研究１：「熊本県小規模事業指導費補助金概要について」
　　　　　　　　 「中小企業支援施策について」
  (講師：熊本県商工振興金融課)
　　　　　研究２：「小規模事業者支援について」
 （熊本県商工会連合会 事務局長）
　　　　　研究３：「経営発達支援計画について」
 （熊本県商工会連合会 経営支援課）
　　　　　研究４：「天草市商工会組織改革特別委員会の内容報告」
 （天草市商工会）
　　　　　研究５：「休業対応応援共済について」
 （くまもと共済）
 （熊本県商工会連合会 会員サービス課）
　　　　　研究６：「商工会マイナンバー保管システムの利用許諾契約の締結について」
 （熊本県商工会連合会 会員サービス課）
◆出席者　県内商工会会長・職員１１６名
◆効　果　　県の施策として熊本地震からの復興に重きがおかれるなか、商工会財源確保をいかに図っていくか、各事業

において支出の見直しが求められていることがわかりました。また、限られた職員数の中で最大限の効果を発
揮するにはどうすればよいかという課題を再確認致しました。
　今後、商工会は経営発達支援計画を作成、実践することで会員とともに地域商工業者の発展に寄与する必
要があると実感しました。

　平成29年１月27日（金）熊本市「ＫＫＲホテル」にて青年部員130名が一堂に会し、青経塾活動報告会・リーダー研修会並
びに新年賀詞交歓会が開催されました。

　平成28年11月8日福島県で開催された、商工会青年部・女性部全国組織化50周年記念式典において全国商工会青年部
連合会会長表彰・全国商工会女性部連合会会長表彰がありました。

　平成29年２月７日（火）熊本市植木町文化センターにおいて350人の女性部員が
集い、第17回女性部主張発表大会が開催されました。開催に先立ち、熊本県より昨
年熊本地震において、炊き出し・物資支援を行った県女性連に対し感謝状の贈呈が
ありました。各ブロックから選ばれた９名の代表者が情熱的で素晴らしい発表に、会
場全体が熱気に包まれました。発表はいずれも甲乙付けがたく審査は難航しました。
厳正なる審査の結果、「おっぱい・しあわ
せ・いっぱい」というテーマで発表された県
南ブロック代表の湯前町商工会 兼田美穂
さんが最優秀賞に選ばれました。７月１２日

に鹿児島県で開催される九州大会に県代表として出場されます。
　続いて、第２部の基本調講演は、浄土真宗 本願寺派 金剛山勝明寺 副住職 木下明水
氏から「商いと仏教」のテーマで講演がありました。講師の話に笑い声が会場いっぱい
に響きわたり、時が経つのも忘れ、講演に引き込まれました。
　当日は会場でミニ物産展も開かれ、地域の特産品や珍しい物産が並び大賑わいでした。

　リーダー研修会冒頭に東日本大震災で復興に向けての青年部活動の体験談を報告され、青年部全国大会で最優秀賞を受賞
された宮城県南三陸商工会青年部副部長、及川善弥副部長による主張発表の模様を拝聴した。その後、古舘聖人会長・小松光
会長・河治徹会長・木野祐樹会長によるパネルディスカッションがおこなわれました。
　東北各県の会長方々より、「お互いに大きな災害を経験した仲間だからこそ、東北の声、言葉を分かち合える。大事なことは、
自分たちが飽きずに続け続けること、熊本地震よりまだ９ヶ月しか経っていない。」「東北は、６年経っても、まだまだだから、
急がずゆっくり頑張りすぎずお互いに頑張っていきたい」と復興の歩みについて報告がありました。

　リーダー研修会終了後、多くのご来賓にご臨席頂き、終始和やかな雰囲気で開催されました。表彰授与式前に熊本県商工観
光労働部商工労働局長 伊藤英典 様より昨年の熊本地震の際、いち早く物資支援、炊き出し、復興イベントを行った県青連に対
し、感謝状の贈呈がありました。
　その後伊東昭正県連会長より中小企業庁長官表彰・全国商工会連合会会長表彰・全国商工会青年部連合会会長表彰が授与
されました。（敬称略）

 【リーダー研修会】

【新年賀詞交歓会】

■優良青年部
　美里町商工会青年部　玉名市商工会青年部　和水町商工会青年部
　氷川町商工会青年部　山江村商工会青年部

■青年部功労賞（敬称略）
　吉田忠敬（御船町商工会青年部）
　中島貴之（長洲町商工会青年部）
　岩下勝也（苓北町商工会青年部）

 全国商工会青年部連合会会長表彰
 被表彰

■優良女性部
　美里町商工会女性部　和水町商工会女性部
　合志市商工会女性部　天草市商工会女性部
　

■女性部功労者（敬称略）
　中村英子（宇土市商工会女性部）　村上信子（美里町商工会女性部）
　村崎貴美代（玉東商工会女性部）　多武悦子（多良木町商工会女性部）

 全国商工会女性部連合会会長表彰

県連合会 伊東昭正 会長

祝宴風景

奥薗惣幸
熊本県商工観光労働部長

内野幸喜
熊本県議会経済環境常任委員長

最優秀賞
兼田 美穂 さん（湯前町）

講師
木下 明水 氏

受彰者代表謝辞 中小企業庁長官表彰
湯前町商工会 伊藤昌一 会長
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テーマ：
「震災を通して青年部として復旧、
　　　　　復興に向けた取組みについて」
パネリスト（敬称略）
岩手県商工会青年部連合会　会　長　古舘　聖人
宮城県商工会青年部連合会　会　長　小松　　光
福島県商工会青年部連合会　会　長　河治　　徹
宮城県南三陸商工会青年部　副部長　及川　善弥
熊本県商工会青年部連合会　会　長　木野　祐樹
熊本県商工会青年部連合会　副会長　原田　竜一

平成28年度青年部リーダー研修会＆新年賀詞交歓会

第17回熊本県商工会女性部主張発表大会開催！！

平成２９年　熊本県商工会連合会新年祝賀会の開催

平成28年度 商工会運営研究会

　１月20日、熊本ホテルキャッスルにおいて平成29年熊本県商工会連合会新
年祝賀会が開催されました。
　奥薗惣幸熊本県商工観光労働部長、内野幸喜熊本県議会経済環境常任委員
長をはじめ多数のご来賓ご臨席のもと、総勢240名を超える出席者により新
年祝賀会が開催され、式典の冒頭、県連合会伊東昭正会長は、「昨年は熊本地
震に始まり、大雨など様々な自然災害により地域各所の復興・発展に大きな影
響を受けたが、熊本地震後の県内企業の倒産件数が低水準となり、商工会の会
員数も震災前より増加しました。これは、小規模事業者持続化補助金・グルー
プ補助金などの支援策に商工会が取り組み、困った時に手を差し伸べ、事業者
に寄り添い丁寧に対応するという商工会の真価が発揮された結果です。今年は
熊本地震からの復興元年と位置づけ、今年も商工会組織一丸となって事業者支
援に力を注いでいく」との挨拶を行いました。

　続けて、中小企業庁長官表彰及び全国商工会連合会特別表彰の伝達式が執り行われ、浅山弘康熊本県経営者協会会長の
音頭で祝宴に入りました。
　祝宴では、終始和やかな雰囲気の中、各商工会の正副会長、青年部長、女性部長と県政関係、各経済団体代表との懇親及
び活発な意見交換が行われ、祝賀会は大盛況のうちに終了しました。

　毎年、商工会の運営や財政問題等について研究討議を行い、商工会の円滑な事業運営を図るため商工会運営研究会を開催
しております。平成28年度は熊本県小規模事業指導補助金の概要についての説明や熊本県の施策、今後の商工会運営を行っ
ていく上で重要な経営発達支援計画の認定状況等の説明などを次のとおり実施しました。

◆日　時　平成29年２月14日（火）午後１時30分～午後５時
◆場　所　メルパルク熊本
◆内　容　研究１：「熊本県小規模事業指導費補助金概要について」
　　　　　　　　 「中小企業支援施策について」
  (講師：熊本県商工振興金融課)
　　　　　研究２：「小規模事業者支援について」
 （熊本県商工会連合会 事務局長）
　　　　　研究３：「経営発達支援計画について」
 （熊本県商工会連合会 経営支援課）
　　　　　研究４：「天草市商工会組織改革特別委員会の内容報告」
 （天草市商工会）
　　　　　研究５：「休業対応応援共済について」
 （くまもと共済）
 （熊本県商工会連合会 会員サービス課）
　　　　　研究６：「商工会マイナンバー保管システムの利用許諾契約の締結について」
 （熊本県商工会連合会 会員サービス課）
◆出席者　県内商工会会長・職員１１６名
◆効　果　　県の施策として熊本地震からの復興に重きがおかれるなか、商工会財源確保をいかに図っていくか、各事業

において支出の見直しが求められていることがわかりました。また、限られた職員数の中で最大限の効果を発
揮するにはどうすればよいかという課題を再確認致しました。
　今後、商工会は経営発達支援計画を作成、実践することで会員とともに地域商工業者の発展に寄与する必
要があると実感しました。

　平成29年１月27日（金）熊本市「ＫＫＲホテル」にて青年部員130名が一堂に会し、青経塾活動報告会・リーダー研修会並
びに新年賀詞交歓会が開催されました。

　平成28年11月8日福島県で開催された、商工会青年部・女性部全国組織化50周年記念式典において全国商工会青年部
連合会会長表彰・全国商工会女性部連合会会長表彰がありました。

　平成29年２月７日（火）熊本市植木町文化センターにおいて350人の女性部員が
集い、第17回女性部主張発表大会が開催されました。開催に先立ち、熊本県より昨
年熊本地震において、炊き出し・物資支援を行った県女性連に対し感謝状の贈呈が
ありました。各ブロックから選ばれた９名の代表者が情熱的で素晴らしい発表に、会
場全体が熱気に包まれました。発表はいずれも甲乙付けがたく審査は難航しました。
厳正なる審査の結果、「おっぱい・しあわ
せ・いっぱい」というテーマで発表された県
南ブロック代表の湯前町商工会 兼田美穂
さんが最優秀賞に選ばれました。７月１２日

に鹿児島県で開催される九州大会に県代表として出場されます。
　続いて、第２部の基本調講演は、浄土真宗 本願寺派 金剛山勝明寺 副住職 木下明水
氏から「商いと仏教」のテーマで講演がありました。講師の話に笑い声が会場いっぱい
に響きわたり、時が経つのも忘れ、講演に引き込まれました。
　当日は会場でミニ物産展も開かれ、地域の特産品や珍しい物産が並び大賑わいでした。

　リーダー研修会冒頭に東日本大震災で復興に向けての青年部活動の体験談を報告され、青年部全国大会で最優秀賞を受賞
された宮城県南三陸商工会青年部副部長、及川善弥副部長による主張発表の模様を拝聴した。その後、古舘聖人会長・小松光
会長・河治徹会長・木野祐樹会長によるパネルディスカッションがおこなわれました。
　東北各県の会長方々より、「お互いに大きな災害を経験した仲間だからこそ、東北の声、言葉を分かち合える。大事なことは、
自分たちが飽きずに続け続けること、熊本地震よりまだ９ヶ月しか経っていない。」「東北は、６年経っても、まだまだだから、
急がずゆっくり頑張りすぎずお互いに頑張っていきたい」と復興の歩みについて報告がありました。

　リーダー研修会終了後、多くのご来賓にご臨席頂き、終始和やかな雰囲気で開催されました。表彰授与式前に熊本県商工観
光労働部商工労働局長 伊藤英典 様より昨年の熊本地震の際、いち早く物資支援、炊き出し、復興イベントを行った県青連に対
し、感謝状の贈呈がありました。
　その後伊東昭正県連会長より中小企業庁長官表彰・全国商工会連合会会長表彰・全国商工会青年部連合会会長表彰が授与
されました。（敬称略）

 【リーダー研修会】

【新年賀詞交歓会】

■優良青年部
　美里町商工会青年部　玉名市商工会青年部　和水町商工会青年部
　氷川町商工会青年部　山江村商工会青年部

■青年部功労賞（敬称略）
　吉田忠敬（御船町商工会青年部）
　中島貴之（長洲町商工会青年部）
　岩下勝也（苓北町商工会青年部）

 全国商工会青年部連合会会長表彰
 被表彰

■優良青年部
全国商工会青年部連合会会長表彰

■優良女性部
　美里町商工会女性部　和水町商工会女性部
　合志市商工会女性部　天草市商工会女性部
　

■女性部功労者（敬称略）
　中村英子（宇土市商工会女性部）　村上信子（美里町商工会女性部）
　村崎貴美代（玉東商工会女性部）　多武悦子（多良木町商工会女性部）

 全国商工会女性部連合会会長表彰全国商工会女性部連合会会長表彰

県連合会 伊東昭正 会長

祝宴風景

奥薗惣幸
熊本県商工観光労働部長

内野幸喜
熊本県議会経済環境常任委員長

最優秀賞
兼田 美穂 さん（湯前町）

講師
木下 明水 氏

受彰者代表謝辞 中小企業庁長官表彰
湯前町商工会 伊藤昌一 会長
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持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声

施術風景

機能性インソール

巻き爪（施術前） 巻き爪（施術後） 魚の目（施術前） 魚の目（施術後）

認定

　一般的にネイルサロンは「爪のおしゃれをする場所」という認識が強く、

美を目的としたお客様が多く利用されています。しかし、爪や爪周りのケア

を得意とする当店には巻爪や肥厚爪、二枚爪、タコ、魚の目、踵のひび割れ

等、爪や足に悩みをお持ちのお客様も多く来店されます。美と健康を両立を

させたいがどういう風に進めていってよいか悩んでいた時に、指導員の方から経営革新にチェレンジしてみないか

とご提案いただき、サロンの方向性を今一度見直す機会だと思いチャレンジしました。

　ネイルサロンに求められる要素として、女性を対象とした『美を意識した』ものと、　男性や高齢者、スポーツ

をする学生を対象とした『病院に行くほどではないトラブルをどうにかしたい』というものに分かれていました。

この二極を一つのサロンで取り組むには矛盾があると考え、持続化補

助金を活用し、サロンの中に、トラブルフットケア専用の個室を作りま

した。また、メニューも専用に作りトラブルの対処・原因の追究・イン

ソール併用による回避方法をお客様に伝えるカウンセリングを行って

おります。人生最期の時まで自分の足で歩ける足を作る！これが私の

モットーです。そして、私は日本ネイリスト協会の本部認定講師という

立場を活用し、多くのネイリストにトラブルに対応できる知識と技術

の提供をし、悩みをお持ちの方を救える場所はネイルサロンだ！と

思ってもらえる環境を作っていきたいと思います。ネイルサロンは「爪

のおしゃれをする場所」から『大切な足と爪を管理する場所』に変えて

いきたいと思っています。

• 取り組みの概要

承認・
採択者の声

生まれた時から介護予防「健康な足の作り方」
　高齢化社会が進む昨今、介護保険制度が見直され、サービスの内容・

自己負担額の引き上げも検討の対象となっております。毎日お客様の

手・足を見る機会が多いネイリストだからこそ、全世代に「健康な足づく

り」を広め、子どもから高齢者まで予防を心掛ける『介護フットケア』の

システムを実施する。また、ネイリストを対象とした“足”に関する知識と
技術指導を行い、トラブルの正しい対処方法を広める【フットケアス

クール】を開設する。

ネイル＆フットサロンＣＡＬＭ
ネイル美容業

事務所：熊本県熊本市南区城南町下宮地784-3
代　表：白木 友加里 さん

　湯前町商工会は、平成27年11月に経営発達支援計画の認定を受けています。
　経営発達支援事業では、地域経済の現状分析を行う事が起点となります。
　湯前町の現状として、豊富な地域資源を有する強みや人口減少・少子高齢化・後継者不足・経営力不足、
地域外への販売力不足等地域の弱体化の課題があります。
　この課題を踏まえ、湯前町商工会が取り組む経営発達支援事業として、行政や他支援機関と連携し、個別
企業の経営力向上及び販売力向上、販路開拓等を継続して支援を行います。　
　さらに、地元観光関連企業・機関とも連携し、珍しい歴史的建造物や温泉施設の存在、観光列車の運行
（終着駅）、コンパクトな地域柄等、今後における観光増幅の可能性となる地域の強みを活かし、観光（関
連）産業分野を中心とした地域産業の振興に取り組み、地域外からの消費を呼び込むとともに、商談会・展
示会等への出展支援等の販路開拓への支援にも取り組むことにより、地域の飲食業、製造小売業、サービス
業の個別企業の経営力及び販売力の向上、販路拡大により、湯前町の経済活性化を目標としています。
　平成28年度は、事業所経営動向調査のための調査委員会や観光産業活性化委員会を開催し地域課題等に
関しての検討協議を行っています。
　なお、経営発達支援事業の概要については次のとおりです。

　国の認定を受け、実施されている湯前町商工会の取り組み事業について、
ご紹介致します。

Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること
　事業所経営動向のアンケート調査を実施し、地域経済の実態把握を行い、地域に
おける課題を抽出することによって、観光産業をはじめとする地域産業に係る小規
模事業者の経営力向上に役立てる。

２．経営状況の分析に関すること
　観光（関連）産業分野における小規模事業者の持続的発展に向け、業種特性を踏
まえた経営分析を行う。

３．事業計画策定支援に関すること
　　地域の経済動向調査、経営分析結果、需要動向を踏まえ事業計画策定の支援を行う。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること
　事業計画策定後に、国、県、町、熊本県商工会連合会等の行う支援策等について
積極的に周知し活用を促す。また、専門家派遣事業等の施策を活用してフォロー
アップを実施する。

５．需要動向調査に関すること
　観光関係者との会議の開催及び観光関連団体等を訪問しヒアリング調査を通じて
湯前町観光に係る業種別の需要動向を確認するとともに、分析及び分析結果を情報
提供することで経営支援に活用する。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
　地域イベント及び熊本県商工会連合会をはじめとする関係機関から情報提供され
る各種展示会、商談会への出展支援を行う。

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
　調査結果等を活用しながら今後の地域経済活性化の方向性を検討する。また、検
討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、湯前町観光産業の認知度向上を図るため
のイベント等を開催する。併せて、関連した地域観光イベントへも積極的に参画で
きるための支援を行う。

経営発達支援事業について（湯前町商工会）

湯前町商工会経営発達支援計画の概要
実施期間

事業内容

担当：熊本市城南商工会：高木　孝次

平成27年４月１日～平成32年３月31日

vol.381

持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声

施術風景

機能性インソール

巻き爪（施術前） 巻き爪（施術後） 魚の目（施術前） 魚の目（施術後）

認定

　一般的にネイルサロンは「爪のおしゃれをする場所」という認識が強く、

美を目的としたお客様が多く利用されています。しかし、爪や爪周りのケア

を得意とする当店には巻爪や肥厚爪、二枚爪、タコ、魚の目、踵のひび割れ

等、爪や足に悩みをお持ちのお客様も多く来店されます。美と健康を両立を

させたいがどういう風に進めていってよいか悩んでいた時に、指導員の方から経営革新にチェレンジしてみないか

とご提案いただき、サロンの方向性を今一度見直す機会だと思いチャレンジしました。

　ネイルサロンに求められる要素として、女性を対象とした『美を意識した』ものと、　男性や高齢者、スポーツ

をする学生を対象とした『病院に行くほどではないトラブルをどうにかしたい』というものに分かれていました。

この二極を一つのサロンで取り組むには矛盾があると考え、持続化補

助金を活用し、サロンの中に、トラブルフットケア専用の個室を作りま

した。また、メニューも専用に作りトラブルの対処・原因の追究・イン

ソール併用による回避方法をお客様に伝えるカウンセリングを行って

おります。人生最期の時まで自分の足で歩ける足を作る！これが私の

モットーです。そして、私は日本ネイリスト協会の本部認定講師という

立場を活用し、多くのネイリストにトラブルに対応できる知識と技術

の提供をし、悩みをお持ちの方を救える場所はネイルサロンだ！と

思ってもらえる環境を作っていきたいと思います。ネイルサロンは「爪

のおしゃれをする場所」から『大切な足と爪を管理する場所』に変えて

いきたいと思っています。

• 取り組みの概要

承認・
採択者の声

生まれた時から介護予防「健康な足の作り方」
　高齢化社会が進む昨今、介護保険制度が見直され、サービスの内容・

自己負担額の引き上げも検討の対象となっております。毎日お客様の

手・足を見る機会が多いネイリストだからこそ、全世代に「健康な足づく

り」を広め、子どもから高齢者まで予防を心掛ける『介護フットケア』の

システムを実施する。また、ネイリストを対象とした“足”に関する知識と
技術指導を行い、トラブルの正しい対処方法を広める【フットケアス

クール】を開設する。

ネイル＆フットサロンＣＡＬＭ
ネイル美容業

事務所：熊本県熊本市南区城南町下宮地784-3
代　表：白木 友加里 さん

　湯前町商工会は、平成27年11月に経営発達支援計画の認定を受けています。
　経営発達支援事業では、地域経済の現状分析を行う事が起点となります。
　湯前町の現状として、豊富な地域資源を有する強みや人口減少・少子高齢化・後継者不足・経営力不足、
地域外への販売力不足等地域の弱体化の課題があります。
　この課題を踏まえ、湯前町商工会が取り組む経営発達支援事業として、行政や他支援機関と連携し、個別
企業の経営力向上及び販売力向上、販路開拓等を継続して支援を行います。　
　さらに、地元観光関連企業・機関とも連携し、珍しい歴史的建造物や温泉施設の存在、観光列車の運行
（終着駅）、コンパクトな地域柄等、今後における観光増幅の可能性となる地域の強みを活かし、観光（関
連）産業分野を中心とした地域産業の振興に取り組み、地域外からの消費を呼び込むとともに、商談会・展
示会等への出展支援等の販路開拓への支援にも取り組むことにより、地域の飲食業、製造小売業、サービス
業の個別企業の経営力及び販売力の向上、販路拡大により、湯前町の経済活性化を目標としています。
　平成28年度は、事業所経営動向調査のための調査委員会や観光産業活性化委員会を開催し地域課題等に
関しての検討協議を行っています。
　なお、経営発達支援事業の概要については次のとおりです。

　国の認定を受け、実施されている湯前町商工会の取り組み事業について、
ご紹介致します。

Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること
　事業所経営動向のアンケート調査を実施し、地域経済の実態把握を行い、地域に
おける課題を抽出することによって、観光産業をはじめとする地域産業に係る小規
模事業者の経営力向上に役立てる。

２．経営状況の分析に関すること
　観光（関連）産業分野における小規模事業者の持続的発展に向け、業種特性を踏
まえた経営分析を行う。

３．事業計画策定支援に関すること
　　地域の経済動向調査、経営分析結果、需要動向を踏まえ事業計画策定の支援を行う。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること
　事業計画策定後に、国、県、町、熊本県商工会連合会等の行う支援策等について
積極的に周知し活用を促す。また、専門家派遣事業等の施策を活用してフォロー
アップを実施する。

５．需要動向調査に関すること
　観光関係者との会議の開催及び観光関連団体等を訪問しヒアリング調査を通じて
湯前町観光に係る業種別の需要動向を確認するとともに、分析及び分析結果を情報
提供することで経営支援に活用する。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
　地域イベント及び熊本県商工会連合会をはじめとする関係機関から情報提供され
る各種展示会、商談会への出展支援を行う。

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
　調査結果等を活用しながら今後の地域経済活性化の方向性を検討する。また、検
討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、湯前町観光産業の認知度向上を図るため
のイベント等を開催する。併せて、関連した地域観光イベントへも積極的に参画で
きるための支援を行う。

経営発達支援事業について（湯前町商工会）

湯前町商工会経営発達支援計画の概要
実施期間

事業内容

担当：熊本市城南商工会：高木　孝次

平成27年４月１日～平成32年３月31日

vol.381



持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声

施術風景

機能性インソール

巻き爪（施術前） 巻き爪（施術後） 魚の目（施術前） 魚の目（施術後）

認定

　一般的にネイルサロンは「爪のおしゃれをする場所」という認識が強く、

美を目的としたお客様が多く利用されています。しかし、爪や爪周りのケア

を得意とする当店には巻爪や肥厚爪、二枚爪、タコ、魚の目、踵のひび割れ

等、爪や足に悩みをお持ちのお客様も多く来店されます。美と健康を両立を

させたいがどういう風に進めていってよいか悩んでいた時に、指導員の方から経営革新にチェレンジしてみないか

とご提案いただき、サロンの方向性を今一度見直す機会だと思いチャレンジしました。

　ネイルサロンに求められる要素として、女性を対象とした『美を意識した』ものと、　男性や高齢者、スポーツ

をする学生を対象とした『病院に行くほどではないトラブルをどうにかしたい』というものに分かれていました。

この二極を一つのサロンで取り組むには矛盾があると考え、持続化補

助金を活用し、サロンの中に、トラブルフットケア専用の個室を作りま

した。また、メニューも専用に作りトラブルの対処・原因の追究・イン

ソール併用による回避方法をお客様に伝えるカウンセリングを行って

おります。人生最期の時まで自分の足で歩ける足を作る！これが私の

モットーです。そして、私は日本ネイリスト協会の本部認定講師という

立場を活用し、多くのネイリストにトラブルに対応できる知識と技術

の提供をし、悩みをお持ちの方を救える場所はネイルサロンだ！と

思ってもらえる環境を作っていきたいと思います。ネイルサロンは「爪

のおしゃれをする場所」から『大切な足と爪を管理する場所』に変えて

いきたいと思っています。

• 取り組みの概要

承認・
採択者の声

生まれた時から介護予防「健康な足の作り方」
　高齢化社会が進む昨今、介護保険制度が見直され、サービスの内容・

自己負担額の引き上げも検討の対象となっております。毎日お客様の

手・足を見る機会が多いネイリストだからこそ、全世代に「健康な足づく

り」を広め、子どもから高齢者まで予防を心掛ける『介護フットケア』の

システムを実施する。また、ネイリストを対象とした“足”に関する知識と
技術指導を行い、トラブルの正しい対処方法を広める【フットケアス

クール】を開設する。

ネイル＆フットサロンＣＡＬＭ
ネイル美容業

事務所：熊本県熊本市南区城南町下宮地784-3
代　表：白木 友加里 さん

　湯前町商工会は、平成27年11月に経営発達支援計画の認定を受けています。
　経営発達支援事業では、地域経済の現状分析を行う事が起点となります。
　湯前町の現状として、豊富な地域資源を有する強みや人口減少・少子高齢化・後継者不足・経営力不足、
地域外への販売力不足等地域の弱体化の課題があります。
　この課題を踏まえ、湯前町商工会が取り組む経営発達支援事業として、行政や他支援機関と連携し、個別
企業の経営力向上及び販売力向上、販路開拓等を継続して支援を行います。　
　さらに、地元観光関連企業・機関とも連携し、珍しい歴史的建造物や温泉施設の存在、観光列車の運行
（終着駅）、コンパクトな地域柄等、今後における観光増幅の可能性となる地域の強みを活かし、観光（関
連）産業分野を中心とした地域産業の振興に取り組み、地域外からの消費を呼び込むとともに、商談会・展
示会等への出展支援等の販路開拓への支援にも取り組むことにより、地域の飲食業、製造小売業、サービス
業の個別企業の経営力及び販売力の向上、販路拡大により、湯前町の経済活性化を目標としています。
　平成28年度は、事業所経営動向調査のための調査委員会や観光産業活性化委員会を開催し地域課題等に
関しての検討協議を行っています。
　なお、経営発達支援事業の概要については次のとおりです。

　国の認定を受け、実施されている湯前町商工会の取り組み事業について、
ご紹介致します。

Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること
　事業所経営動向のアンケート調査を実施し、地域経済の実態把握を行い、地域に
おける課題を抽出することによって、観光産業をはじめとする地域産業に係る小規
模事業者の経営力向上に役立てる。

２．経営状況の分析に関すること
　観光（関連）産業分野における小規模事業者の持続的発展に向け、業種特性を踏
まえた経営分析を行う。

３．事業計画策定支援に関すること
　　地域の経済動向調査、経営分析結果、需要動向を踏まえ事業計画策定の支援を行う。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること
　事業計画策定後に、国、県、町、熊本県商工会連合会等の行う支援策等について
積極的に周知し活用を促す。また、専門家派遣事業等の施策を活用してフォロー
アップを実施する。

５．需要動向調査に関すること
　観光関係者との会議の開催及び観光関連団体等を訪問しヒアリング調査を通じて
湯前町観光に係る業種別の需要動向を確認するとともに、分析及び分析結果を情報
提供することで経営支援に活用する。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
　地域イベント及び熊本県商工会連合会をはじめとする関係機関から情報提供され
る各種展示会、商談会への出展支援を行う。

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
　調査結果等を活用しながら今後の地域経済活性化の方向性を検討する。また、検
討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、湯前町観光産業の認知度向上を図るため
のイベント等を開催する。併せて、関連した地域観光イベントへも積極的に参画で
きるための支援を行う。

経営発達支援事業について（湯前町商工会）

　なお、経営発達支援事業の概要については次のとおりです。

湯前町商工会経営発達支援計画の概要
実施期間

事業内容

担当：熊本市城南商工会：高木　孝次

平成27年４月１日～平成32年３月31日

vol.381



史跡といで湯の里

熊本市北部商工会

　水上村は、九州中央山地国定公園の最南端に位置する霊
峰、市房山（1,722ｍ）。
　昔から地元の人には“御嶽さん”と呼ばれ、信仰の山として
親しまれ、４合目にある市房神社（海抜800ｍ）は、縁結びの

神様として、旧暦3月16日には球
磨一円から大勢の参拝の人で賑
わっています。登山口から神社ま
での山道には、樹齢1,000年の
老木が林立し、これを市房大杉と
言います。皇居にも献上されたこ
れらの杉は、まさに圧巻の一言
です。山頂には、世にも珍しい橋
があり、目もくらむような岩の裂
け目に大きな石が挟まって「心見
の橋」と呼ばれるこの橋を渡れ
るのは善男善女だけと昔から伝え

られています。自然のいたずらか。市房山の神のしわざか、そ
れは今も謎のままです。
　村に春を告げる湯山温泉桜まつりをはじめ、しゃくなげ祭
りなど、四季の彩りに出会えるような多彩なイベントが年間を
通して開催されています。毎年、市房ダム湖周辺の桜を背景
に行われている桜まつりでは各種スポーツ大会、桜の里健康
マラソン大会、本まつりは太鼓の響きで開演し、昔、山から木
を切り出していた風景をレースにした「木ん馬（きんま）レー
ス」、そして商工会青年部主催の“日本で一番はやい”「花火
大会」とさまざまなイ
ベントが行われてい
ます。訪れた人 と々村
民相互の交流が活発
になり、人々の和が広
がっていくような、静
かな山あいの村を賑
やかに盛り上げます。

　本会管轄の旧北部町は、熊本県の中央より北に位置し
1991年２月１日に旧河内町・旧飽田町・旧天明町とともに熊
本市に編入合併し、その後城南町・富合町・植木町の合併に
伴い現在の政令指定都市として熊本市の一部となりました。
北部地域には、クスノキの多い熊本県下で最大級の巨木であ
る県指定の天然記念物「寂心さんの樟」や豊前街道を往来
する島津、細川などの大名が休憩場として使用したお茶屋で
市指定の建造物「御馬下の角小屋」などがあり多くの観光客
が訪れます。また、商業環境は国道３号線沿いにロードサイ
ド型の店舗が多いのが特徴で、特に自動車関連のチェーン
店やディーラー、地元業者などの店舗が存在しております。
　北部地域では、熊本地震による甚大的な被害は少なかった

ものの多くの事業所が被害を受け復旧復興に向け取り組ん
でおります。
　このような状況下ではありましたが、毎年開催しております
本会の会員事業所の従業員の健康増進と雇用の安定を図る
ための健康診断事業を開催いたしました。８月29日から31日
までの３日間、熊本保健科学大学の会場をお借りして熊本県
総合保健センター協力のもと、総勢453名の会員事業所の従
業員の健康診断を行いました。
　これからも地域発展と復旧復興に向けて会員・役職員一丸
となって伴奏型の支援を行っていく所存です。

編集後記

水と森の癒し空間　みずかみ

水上村商工会

〒868-0701
 熊本県球磨郡水上村岩野
158-2
TEL  0966-44-0073
FAX  0966-44-0090 

〒861-5521
熊本県熊本市北区鹿子木町
151-1
TEL 096-245-0127
FAX 096-245-0197

熊本市北部商工会

御馬下の角小屋

寂心さんの樟

水上村商工会

　最近は、地震後の屋根のブルーシート
も少しずつ減り始め、代わりに建物工事の
シートが目立つようになってきた。
　商工会員の皆さんが、早々と地域の被
災者支援に駆けつけたように、先代の人
達は、幾度の災害からも立ち直って地域
で頑張ってきたのかと感心させられる。
　今年で定年を迎えることとなったが、商
工会がこれからも地域を支えていく姿が
目に浮かぶようだ。　　　  　　  　 by K

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに利殖する
ことなく働き続けることができるよう、仕事と家族が両立できる社会の
実現を目指し、雇用環境を整備する

○ 対象家族１人につき、３回を上限として、通算93日まで、介護休業
を分割収得することができることとする。

○ 介護休暇の半日単位の収得を可能とする。
○ 介護のために所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開

始から３年の間で２回以上の利用を可能とする。
○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのでき

る権利として新設する。
○ 有期契約労働者の介護休業収得要件を緩和する。

○ 子の看護休暇の半日単位の収得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の収得要件を、①・②とし収得要件を緩和

する。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去１年以上あること、
②子が１歳６ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契
約の更新が明らかではない者

○ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その
他これらに準ずるものについては育児休業制度などの対象に追加する。

○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による
就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業
主に義務付ける。

改正育児・介護休業法及び改正男女
雇用機会均等法の改正について
改正育児・介護休業法及び改正男女
雇用機会均等法の改正について

じゃくしん くす

み   ま  げ かど ご   や

介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度
の設備

多様な家族形態・雇用形態に対応して育児期の両立支援制度
等の整備

妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようと
する男女労働者の就業環境の整備３
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1

熊本地震にかかる
健康保険一部負担金等の
免除期間の延長について

免除期間が平成29年９月30日
まで延長されました。

※必ず「保険証」、「免除証明書」を医療機関、
薬局等の窓口に提出ください。

　対象は次の医療保険・介護保険に加入
されている方です。
・熊本県内の全ての市町村の国民健康保
険・介護保険
・健康後期高齢者医療
・協会けんぽ、一部の健保組合
　医療費控除の対象にならないものもあ
ります。
　詳しい内容、ご不明な点につきましては、
ご加入の各保険者にお問合せください。

vol.381

TEL.096-340-0260（代表）
受付時間/平日8：30～17：15
〒862-8520　熊本市中央区水前寺１-20-22水前寺センタービル

熊本支部の加入者・事業主の皆さまへ

熊本支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。

平成29年３月分（４月納付分）～の
協会けんぽの保険料率についてお知らせします。

給与・賞与の

※ 40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※ 賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

平成29年
２月分

（３月納付分）
まで

平成29年
２月分

（３月納付分）
まで

10.10%
給与・賞与の

1.58%

給与・賞与の 平成29年
3月分

（4月納付分）
から

平成29年
3月分

（4月納付分）
から

10.14%
給与・賞与の

1.65%

健康
保険料率

介護
保険料率

史跡といで湯の里

熊本市北部商工会

　水上村は、九州中央山地国定公園の最南端に位置する霊
峰、市房山（1,722ｍ）。
　昔から地元の人には“御嶽さん”と呼ばれ、信仰の山として
親しまれ、４合目にある市房神社（海抜800ｍ）は、縁結びの

神様として、旧暦3月16日には球
磨一円から大勢の参拝の人で賑
わっています。登山口から神社ま
での山道には、樹齢1,000年の
老木が林立し、これを市房大杉と
言います。皇居にも献上されたこ
れらの杉は、まさに圧巻の一言
です。山頂には、世にも珍しい橋
があり、目もくらむような岩の裂
け目に大きな石が挟まって「心見
の橋」と呼ばれるこの橋を渡れ
るのは善男善女だけと昔から伝え

られています。自然のいたずらか。市房山の神のしわざか、そ
れは今も謎のままです。
　村に春を告げる湯山温泉桜まつりをはじめ、しゃくなげ祭
りなど、四季の彩りに出会えるような多彩なイベントが年間を
通して開催されています。毎年、市房ダム湖周辺の桜を背景
に行われている桜まつりでは各種スポーツ大会、桜の里健康
マラソン大会、本まつりは太鼓の響きで開演し、昔、山から木
を切り出していた風景をレースにした「木ん馬（きんま）レー
ス」、そして商工会青年部主催の“日本で一番はやい”「花火
大会」とさまざまなイ
ベントが行われてい
ます。訪れた人 と々村
民相互の交流が活発
になり、人々の和が広
がっていくような、静
かな山あいの村を賑
やかに盛り上げます。

　本会管轄の旧北部町は、熊本県の中央より北に位置し
1991年２月１日に旧河内町・旧飽田町・旧天明町とともに熊
本市に編入合併し、その後城南町・富合町・植木町の合併に
伴い現在の政令指定都市として熊本市の一部となりました。
北部地域には、クスノキの多い熊本県下で最大級の巨木であ
る県指定の天然記念物「寂心さんの樟」や豊前街道を往来
する島津、細川などの大名が休憩場として使用したお茶屋で
市指定の建造物「御馬下の角小屋」などがあり多くの観光客
が訪れます。また、商業環境は国道３号線沿いにロードサイ
ド型の店舗が多いのが特徴で、特に自動車関連のチェーン
店やディーラー、地元業者などの店舗が存在しております。
　北部地域では、熊本地震による甚大的な被害は少なかった

ものの多くの事業所が被害を受け復旧復興に向け取り組ん
でおります。
　このような状況下ではありましたが、毎年開催しております
本会の会員事業所の従業員の健康増進と雇用の安定を図る
ための健康診断事業を開催いたしました。８月29日から31日
までの３日間、熊本保健科学大学の会場をお借りして熊本県
総合保健センター協力のもと、総勢453名の会員事業所の従
業員の健康診断を行いました。
　これからも地域発展と復旧復興に向けて会員・役職員一丸
となって伴奏型の支援を行っていく所存です。

編集後記

水と森の癒し空間　みずかみ

水上村商工会

〒868-0701
 熊本県球磨郡水上村岩野
158-2
TEL  0966-44-0073
FAX  0966-44-0090 

〒861-5521
熊本県熊本市北区鹿子木町
151-1
TEL 096-245-0127
FAX 096-245-0197

熊本市北部商工会

御馬下の角小屋

寂心さんの樟

水上村商工会

　最近は、地震後の屋根のブルーシート
も少しずつ減り始め、代わりに建物工事の
シートが目立つようになってきた。
　商工会員の皆さんが、早々と地域の被
災者支援に駆けつけたように、先代の人
達は、幾度の災害からも立ち直って地域
で頑張ってきたのかと感心させられる。
　今年で定年を迎えることとなったが、商
工会がこれからも地域を支えていく姿が
目に浮かぶようだ。　　　  　　  　 by K

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに利殖する
ことなく働き続けることができるよう、仕事と家族が両立できる社会の
実現を目指し、雇用環境を整備する

○ 対象家族１人につき、３回を上限として、通算93日まで、介護休業
を分割収得することができることとする。

○ 介護休暇の半日単位の収得を可能とする。
○ 介護のために所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開

始から３年の間で２回以上の利用を可能とする。
○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのでき

る権利として新設する。
○ 有期契約労働者の介護休業収得要件を緩和する。

○ 子の看護休暇の半日単位の収得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の収得要件を、①・②とし収得要件を緩和

する。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去１年以上あること、
②子が１歳６ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契
約の更新が明らかではない者

○ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その
他これらに準ずるものについては育児休業制度などの対象に追加する。

○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による
就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業
主に義務付ける。

改正育児・介護休業法及び改正男女
雇用機会均等法の改正について
改正育児・介護休業法及び改正男女
雇用機会均等法の改正について

じゃくしん くす

み   ま  げ かど ご   や

介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度
の設備

多様な家族形態・雇用形態に対応して育児期の両立支援制度
等の整備

妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようと
する男女労働者の就業環境の整備３
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熊本地震にかかる
健康保険一部負担金等の
免除期間の延長について

免除期間が平成29年９月30日
まで延長されました。

※必ず「保険証」、「免除証明書」を医療機関、
薬局等の窓口に提出ください。

　対象は次の医療保険・介護保険に加入
されている方です。
・熊本県内の全ての市町村の国民健康保
険・介護保険
・健康後期高齢者医療
・協会けんぽ、一部の健保組合
　医療費控除の対象にならないものもあ
ります。
　詳しい内容、ご不明な点につきましては、
ご加入の各保険者にお問合せください。

vol.381

TEL.096-340-0260（代表）
受付時間/平日8：30～17：15
〒862-8520　熊本市中央区水前寺１-20-22水前寺センタービル

熊本支部の加入者・事業主の皆さまへ

熊本支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。

平成29年３月分（４月納付分）～の
協会けんぽの保険料率についてお知らせします。

給与・賞与の

※ 40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※ 賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。
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史跡といで湯の里

熊本市北部商工会

　水上村は、九州中央山地国定公園の最南端に位置する霊
峰、市房山（1,722ｍ）。
　昔から地元の人には“御嶽さん”と呼ばれ、信仰の山として
親しまれ、４合目にある市房神社（海抜800ｍ）は、縁結びの

神様として、旧暦3月16日には球
磨一円から大勢の参拝の人で賑
わっています。登山口から神社ま
での山道には、樹齢1,000年の
老木が林立し、これを市房大杉と
言います。皇居にも献上されたこ
れらの杉は、まさに圧巻の一言
です。山頂には、世にも珍しい橋
があり、目もくらむような岩の裂
け目に大きな石が挟まって「心見
の橋」と呼ばれるこの橋を渡れ
るのは善男善女だけと昔から伝え

られています。自然のいたずらか。市房山の神のしわざか、そ
れは今も謎のままです。
　村に春を告げる湯山温泉桜まつりをはじめ、しゃくなげ祭
りなど、四季の彩りに出会えるような多彩なイベントが年間を
通して開催されています。毎年、市房ダム湖周辺の桜を背景
に行われている桜まつりでは各種スポーツ大会、桜の里健康
マラソン大会、本まつりは太鼓の響きで開演し、昔、山から木
を切り出していた風景をレースにした「木ん馬（きんま）レー
ス」、そして商工会青年部主催の“日本で一番はやい”「花火
大会」とさまざまなイ
ベントが行われてい
ます。訪れた人 と々村
民相互の交流が活発
になり、人々の和が広
がっていくような、静
かな山あいの村を賑
やかに盛り上げます。

　本会管轄の旧北部町は、熊本県の中央より北に位置し
1991年２月１日に旧河内町・旧飽田町・旧天明町とともに熊
本市に編入合併し、その後城南町・富合町・植木町の合併に
伴い現在の政令指定都市として熊本市の一部となりました。
北部地域には、クスノキの多い熊本県下で最大級の巨木であ
る県指定の天然記念物「寂心さんの樟」や豊前街道を往来
する島津、細川などの大名が休憩場として使用したお茶屋で
市指定の建造物「御馬下の角小屋」などがあり多くの観光客
が訪れます。また、商業環境は国道３号線沿いにロードサイ
ド型の店舗が多いのが特徴で、特に自動車関連のチェーン
店やディーラー、地元業者などの店舗が存在しております。
　北部地域では、熊本地震による甚大的な被害は少なかった

ものの多くの事業所が被害を受け復旧復興に向け取り組ん
でおります。
　このような状況下ではありましたが、毎年開催しております
本会の会員事業所の従業員の健康増進と雇用の安定を図る
ための健康診断事業を開催いたしました。８月29日から31日
までの３日間、熊本保健科学大学の会場をお借りして熊本県
総合保健センター協力のもと、総勢453名の会員事業所の従
業員の健康診断を行いました。
　これからも地域発展と復旧復興に向けて会員・役職員一丸
となって伴奏型の支援を行っていく所存です。

編集後記

水と森の癒し空間　みずかみ

水上村商工会

〒868-0701
 熊本県球磨郡水上村岩野
158-2
TEL  0966-44-0073
FAX  0966-44-0090 

〒861-5521
熊本県熊本市北区鹿子木町
151-1
TEL 096-245-0127
FAX 096-245-0197

熊本市北部商工会

御馬下の角小屋

寂心さんの樟

水上村商工会

　最近は、地震後の屋根のブルーシート
も少しずつ減り始め、代わりに建物工事の
シートが目立つようになってきた。
　商工会員の皆さんが、早々と地域の被
災者支援に駆けつけたように、先代の人
達は、幾度の災害からも立ち直って地域
で頑張ってきたのかと感心させられる。
　今年で定年を迎えることとなったが、商
工会がこれからも地域を支えていく姿が
目に浮かぶようだ。　　　  　　  　 by K

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに利殖する
ことなく働き続けることができるよう、仕事と家族が両立できる社会の
実現を目指し、雇用環境を整備する

○ 対象家族１人につき、３回を上限として、通算93日まで、介護休業
を分割収得することができることとする。

○ 介護休暇の半日単位の収得を可能とする。
○ 介護のために所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開

始から３年の間で２回以上の利用を可能とする。
○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのでき

る権利として新設する。
○ 有期契約労働者の介護休業収得要件を緩和する。

○ 子の看護休暇の半日単位の収得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の収得要件を、①・②とし収得要件を緩和

する。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去１年以上あること、
②子が１歳６ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契
約の更新が明らかではない者

○ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その
他これらに準ずるものについては育児休業制度などの対象に追加する。

○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による
就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業
主に義務付ける。

改正育児・介護休業法及び改正男女
雇用機会均等法の改正について
改正育児・介護休業法及び改正男女
雇用機会均等法の改正について

じゃくしん くす

み   ま  げ かど ご   や

介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度
の設備

多様な家族形態・雇用形態に対応して育児期の両立支援制度
等の整備

妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようと
する男女労働者の就業環境の整備３

2

1

熊本地震にかかる
健康保険一部負担金等の
免除期間の延長について

免除期間が平成29年９月30日
まで延長されました。

※必ず「保険証」、「免除証明書」を医療機関、
薬局等の窓口に提出ください。

　対象は次の医療保険・介護保険に加入
されている方です。
・熊本県内の全ての市町村の国民健康保
険・介護保険
・健康後期高齢者医療
・協会けんぽ、一部の健保組合
　医療費控除の対象にならないものもあ
ります。
　詳しい内容、ご不明な点につきましては、
ご加入の各保険者にお問合せください。

vol.381

TEL.096-340-0260（代表）
受付時間/平日8：30～17：15
〒862-8520　熊本市中央区水前寺１-20-22水前寺センタービル

熊本支部の加入者・事業主の皆さまへ

熊本支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。

平成29年３月分（４月納付分）～の
協会けんぽの保険料率についてお知らせします。

給与・賞与の

※ 40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※ 賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

平成29年
２月分

（３月納付分）
まで

平成29年
２月分

（３月納付分）
まで

10.10%
給与・賞与の

1.58%

給与・賞与の 平成29年
3月分

（4月納付分）
から

平成29年
3月分

（4月納付分）
から

10.14%
給与・賞与の

1.65%

健康
保険料率

介護
保険料率



商工貯蓄共済
ふれんど共済

31,962口
10,183口おかげさまで となりました！

（平成29年１月末実績）

貯蓄積立
金

(共済金5
0万円）

（イメー
ジ図）

利息
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http://www.kumamoto-kyousai.or.jp

お問合せ、お申込は･･･
最寄の商工会まで

●商工貯蓄共済
●ふれんど共済
●火災共済
●まごころ共済
（自動車事故費用共済）
●自動車総合共済
　　　　その他　各種共済

熊 本 県 火 災 共 済 協 同 組 合

本 　 　 　 部 ： 熊本市中央区安政町3番13号（熊本県商工会館2Ｆ）℡ 096-325-3411
八 代 営 業 所 ： 八 代 市 松 江 城 町 6 番 6 号（八 代 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0965-35-5686
天 草 営 業 所 ： 天 草 市 栄 町 1 番 2 5 号（本 渡 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0969-24-2516

安心、信頼、ゆたかな未来へ。

貯 蓄

保 障

融 資

加入例

・各々の積立金を集約し、大口定期預金・長期国債等の
運用で安全確実に積立てます。

・病気による死亡（高度障害）  ・傷害による後遺障害
・傷害による死亡（高度障害）  ・傷害による入・通院

積立金範囲内は１．２％　　保証協会付融資も１．６％

※保障内容と補償金額はご加入のコースと口数で異なります。

貯蓄について

掛金 - =共済料（保障）及び手数料 貯蓄積立金

例）Tコース（５年満期タイプ）を２口加入の場合

　  ・保障金額　 100万円（１口  50万円×２口）
　  ・月額掛金　10,000円（１口5,000円×２口）

※コースはお客様のニーズに応じて選べます。
　（全部で５種あり、10年満期コースもあります。）

貯
蓄

保
障

●５年間の積立額　546,700 円（保障部門の保障料、口振手数料等を除いた残額）  ＋  受取利息  を満期時にお支払い。

※災害とは、交通事故・自然災害等の事故に起因する傷害をいいます。（死亡・高度障害のみ）

一般傷害　200万円●傷害による死亡（高度障害）
災害事故　300万円

１日　1,200円●傷害による入院
１日　  600円●傷害による通院

等級により保障金額が異なります。●傷害による後遺障害

100万円●病気による死亡（高度障害）

※コースにより貯蓄内容、保障内容等異なりますので、最寄の商工会までお気軽にご相談下さい。

月々の口座振替等で知らず知らずのうちに貯蓄！

安い掛金で安心の24時間保障（国内外を問わず）！

ひとつの掛金で３つの備え　貯蓄共済！

低利で有利な借入申込みができる！

通信
安心、信頼、ゆたかな未来へ。 ●菊池市の万本桜

●平成29年熊本県商工会連合会新年祝賀会
●商工会運営研究会
●青年部リーダー研修会●女性部主張発表大会
●持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声
●経営発達支援事業について
●商工会だより　熊本市北部商工会　水上村商工会
●各種お知らせ●編集後記
●くまもと共済よりお知らせ

●菊池市の万本桜
●平成29年熊本県商工会連合会新年祝賀会
●商工会運営研究会
●青年部リーダー研修会●女性部主張発表大会
●持続化補助金採択者＆経営革新採択者喜びの声
●経営発達支援事業について
●商工会だより　熊本市北部商工会　水上村商工会
●改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の
　改正について●自衛隊員の再就職等規制関するお知らせ
●編集後記
●くまもと共済よりお知らせ・
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熊本県商工会連合会熊本県商工会連合会会報

Vol.381

　“万本桜”と称される菊池市を舞台に、日本映画界が誇る女優・吉行和子さんをお迎えし単編映画
「春なれや」の撮影が行われました。
　撮影は熊本地震の10日前に菊池市内で行われたほか、外山文治監督は、菊池の皆さんを元気
づけようと、秋にはクラウドファンディングによる無料上映会が開催されました。映画の中には、菊池市
の桜の名所ばかりでなく、多くの市民の方が登場しました。


