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 「夏のワンコイン交流会」を開催しました。  

◆ 内   容： 市内在住の４０歳未満独身者によるたこ焼きパーティー 

◆ 日   時： ７月２９日（土） 午後６時～９時半 

◆ 場   所： 勤労福祉センター料理実習室ほか 

◆ 登録者数： 男性１８名、女性１２名 （平均年齢２９才）  

～☆シャイな私でも、自然に仲良くなれた夢のイベント☆～ 

 

 
 
 
 

 「地域おこし！特別講演会」の参加者募集中！  

◆ １１月２５日（土） 午後２時～３時半  ◆ 勤労福祉センター第１講習室 
◆「ごとこれ」「ハンドメイドマーケット」さらに「手と場プロジェクト」等… 

新風を巻き起こし多くの実績を積まれている五島市地域おこし協力隊の 

ポー麻梨絵さん から貴重な体験談を伺うまたとない絶好の機会です（2頁参照）。 

 「四人制ソフトバレーゲーム」の参加者募集中！  

◆ １１月１８日（土） 午後７時～９時半  ◆ 中央公園市民体育館サブアリーナ 

◆ ボールをつないで仲間とのキズナを深めませんか？ 

チームでも個人でも参加できます。初心者も大歓迎です（2頁参照）。 

 「中国語サークル」の会員を募集します。  

７月に終了した「はじめての中国文化体験講座」の受講生が中心となり、サークル活動移行に向け 

ただ今準備中です。中国の文化や語学などに興味のある方は参加しませんか？（☎74-3307） 

 機関紙がダウンロードできます！  

機関紙「きんせい通信五島」が、五島市公式ホームページの「まるごとう」から、PDFデータ形式でダウンロード

ができるようになりました。ぜひ、当最新号もバックナンバーもフルカラーでご覧になってみて下さい。 

まるごとう きんせい通信 
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▼ 申し込み受付期間は10月1日から10月31日までとするが、定員未達時は〆切を延長します。

▼ 申し込み受付期間は12月1日から12月26日までとするが、定員未達時は〆切を延長します。

▼ 申し込み方法

▼ 申し込み・問い合せ先
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夏のワンコイン交流会 四人制ソフトバレーゲーム 地域おこし！特別講演会 五島漫研よかコミュ！

７月２９日（土）終了 １１月１８日（土）予定 １１月２５日（土）予定 毎月第二週土曜日活動
18:00～21：30 19:00～21:30 14:00～15:30 17:00～21:00

勤労福祉センター 料理実習室 市民体育館サブアリーナ 勤労福祉センター 第一講習室 勤労福祉センター　研修室
３０名（男性18名+女性12名）29.9才 定員40名程度を募集します！ 定員20名程度を募集します！ 22名（男性15名+女性7名）29.7才

代表　石黒太郎氏

④資格取得支援講座
ほんとに初めて！
簿記入門

はじめての医療事務 はじめての介護事務 実践！けいり事務
（電子会計システム）

9/7～11/17　全12回 9/21～12/21　全4回 10/3～11/28　全5回 1/10～2/7　全5回予定
毎週木曜日　19:30～21:30 毎月第3木曜日　19:30～21:00 隔週火曜日　19:30～21:00 毎週水曜日　19:00～21:00
勤労福祉センター 第一講習室 勤労福祉センター 第一講習室 勤労福祉センター 第一講習室 勤労福祉センター 第一講習室
登録者１７名　平均39.9才 登録者１４名　平均40.1才 登録者１１名　平均41.5才 定員12名程度を募集します！

講師　山田順子先生
　講師　株式会社ニチイ学館
　　　　　池本幸子先生ほか1名

　講師　社会福祉法人さゆり会
　　　　　海端友紀先生ほか1名

講師　古賀登茂子先生ほか1名

※15名が3級合格しました！ ※初めての開催！

ステンドグラス
アクセサリー体験

ロザリオ作り体験 とんば玉アクセサリー体験
カラーセラピー
ワークショップ

5/2～9/1　全4回終了 12/14～2/22　全4回予定 9/8～3/9　全7回 5/9～9/5　全4回終了
毎月第1金曜日　19:00～21:00 毎月第2木曜日　19:00～21:00 毎月第2金曜日　19:00～21:00 毎月第1火曜日　19:00～21:00
勤労福祉センター 第一講習室 勤労福祉センター 研修室 勤労福祉センター 料理実習室 勤労福祉センター 研修室
登録者２２名　平均48.4才 定員12名程度を募集します！ 登録者９名　平均56.4才 登録者７名　平均48.7才

　講師　三井楽ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ工房538
　　　　　濱崎由美子先生ほか2名

講師　浦道陽子先生
　講師　とんぼ玉工房Kokopelli
　　　　　千代田昌代先生ほか1名

講師　中村崇美子先生

※初めての開催！ ※初めての開催！

平 成 ２ ９ 年 度 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 主
① 勤 労 青 少 年 の 日 記 念 事 業 イ ベ ン ト ② 利 用 証 交

からだを動かすことが好きな方も、
運動不足の方も、初心者の方も
みんな大歓迎です！チームでも個
人でも参加できます。ボールをつな
いで仲間とのキズナを深めません
か？

「ごとこれ」や「ハンドメイドマーケッ
ト」、さらには「手と場プロジェクト」
など・・・この二年半で数々の実績
を残された、地域おこし協力隊の
ポー麻梨絵さんを講師に招き、活
動報告や貴重な体験談を伺いま
す。

アニメ、ゲームなどサブカルチャー
の研究と交流が目的のサークルで
す。自主イベントを年に2回開催し
ていて、今回４回目になる「ごとた
ま」を開催します（3頁参照）ので、
興味のある方はご来場下さい。

参加費がワンコインはおてごろ。
気軽に楽しめる「たこ焼きパー
ティー」なので、初対面の方とも自
然と会話ができ友だちになれて、
楽しい時間を過ごしました。

平 成 ２ ９ 年 度 勤 労 青 少 年 ホ ー ム
⑤職業技能訓練支援講座

４

　　「五島から世界遺産を！」
幻想的な光で教会を彩る色ガラス
からフォトフレームやキーホルダー
などに仕立てる技能を体験しませ
んか？

色はココロのメッセージです！
ストレスを紙面にはき出し、色彩表
現をとおしてリフレッシュしません
か？

　　「五島から世界遺産を！」
アクセサリーのように綺麗なロザリ
オのハンドメイド技能を体験しませ
んか？

色とりどりのガラス棒を溶かして、
成形模様付けでアクセサリーに仕
立てる技能が体験できます。オリジ
ナルのアクセサリーを作ってみま
せんか？

⑦健康・リフレッシュ支援講座

簿記を知らずに財務諸表は読めま
せん。企業活動を左右する経営方
針や戦略に簿記の理解は不可欠
です。検定合格を目指していっしょ
に基礎から学習しませんか？

未経験でも、興味がある方へ！
治療費の正確な計算やレセプト
（診療報酬請求業務）の作成・確
認・点検などの実務を体験しませ
んか？

未経験でも、興味がある方へ！
介護保険の仕組みを理解し、レセ
プト作成（介護報酬請求業務）のノ
ウハウを学習しませんか？

あなたも経理事務のスペシャリスト
に！会計ソフトで経理の一連の業
務を体験しませんか？※ＰＣをお
持ちでない方も参加できます！

自己負担

市町村へ請求

翌月10日迄！
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達人クラブ
きんせいミーティング

（年１回）
運営委員会
（年２回）

主催講座企画検討会議

毎月第二週土曜日活動 ５月１６日（火）終了 第1回7/5（水）、第2回10/18（水） 3月中旬ほか
18:00～21:00 19:00～20:30 18:30～20：00

勤労福祉センター　音楽室 勤労福祉センター　談話室 勤労福祉センター　研修室 勤労福祉センター談話室
10名（男性8名+女性2名）33.2才 １４名（男性10名+女性4名）33.4才 運営委員8名、事務局5名 生涯学習課、公民館、勤福ｾﾝﾀｰ10名

代表　山下健次郎氏

実践！ろうむ事務
（給与と労働・社会保険事務）

プレバト俳句入門 はじめての中国文化体験
職場でも役立つ
はじめての手話

11/8～11/29　全4回予定 1/13～2/24　全7回予定 5/14～7/23　全6回終了 9/15～2/23　全10回
毎週水曜日　19:00～21:00 毎週土曜日　19:00～21:00 隔週日曜日　14:00～16:00 毎月第1・3金曜日　19:30～21:00
勤労福祉センター 研修室 勤労福祉センター 第一講習室 勤労福祉センター 第一講習室 勤労福祉センター 娯楽談話室
定員12名程度を募集します！ 定員12名程度を募集します！ 登録者１２名　平均50.6才 登録者７名　平均42.1才

講師　古賀登茂子先生
講師　福江俳句会代表
　　　筑田俊夫先生

講師　松尾篤志先生、
　　　　山本明子先生、里晃子先生

　　講師　ＮＰＯ法人てとて代表
　　　　　　松山由美子先生ほか2名

※初めての開催！ ※初めての開催！

⑨学習成果発表
はじめての

ヒップホップ☆ダンス
電気の基礎 労働法の基礎と相談会 四館合同講座発表会

10/8～2/25　全10回 1/16～1/30　全3回予定 2/6、2/20　全2回予定 3月4日（日）予定
隔週日曜日　19:30～21:00 毎週火曜日　19:00～21:00 隔週火曜日　19:00～21:00 福江文化会館
勤労福祉センター 軽運動室 勤労福祉センター 研修室 勤労福祉センター 研修室 １階ロビーで四館の作品を展示
登録者１２名　平均41.2才 定員7名程度を募集します！ 定員7名程度を募集します！ 3階展示室で12公民館展示

講師　ＳＨＯＷ－Ｔ先生
講師　電気主任技術者
　　　　今里伊勢男先生

講師　社会保険労務士
　　　　才津禎一朗先生

展示は9時（舞台は13時）～16時
午前午後各2時間の体験講座

⑥語学・教養・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ訓練支援講座

催 イ ベ ン ト 等 の 活 動 状 況 に つ い て
付 グ ル ー プ ③ 企 画 ・ 運 営 会 議

音楽活動が目的のサークルです。
いろんなジャンルを演奏したり、多
くのバンドとのライブ祭りを目指し
ています。

｢若者の若者による若者の為のイ
ベントづくり｣を目指す会合で、主に
交流会やスポレクなど主催イベント
の内容を協議しました。

第1回は運営委員長の選出、前期
の事業実績報告や今期運営状況
の中間報告を行った。第2回は次
年度の方針・目標・事業計画や予
算などについての協議を予定して
います。

公金運営による主催講座の効率
化・無駄の排除など適正化をはか
る為に、生涯学習講座や健康づく
りの為の運動に関する事業との調
整を行っています。

ム 主 催 講 座 の 活 動 状 況 に つ い て

５

レベルに合わせたレッスンなので、
初心者の方でも楽しく汗を流せま
す。楽しむのが一番！ノリの良いＢ
ＧＭでいっしょに踊りませんか？　

身近にありながらよく分からない電
気について、そのしくみや電力料金
の計算方法ほか雑学・豆知識など
から楽しく学習しませんか？

働く上で必要な法律から、知りたい
情報やルールなど事例に合わせて
分かりやすく解説します。また、お
悩み事など個別相談にも応じま
す。この機会にきちんと学習しませ
んか？

四館（勤労青少年ホーム、働く婦人
の家、中央公民館、福江地区公民
館）による合同発表会です。受講生
や利用証グループの皆さんが日頃
の学習の成果を発表します。

⑧勤労者支援講座

明細の見方をご存知ですか？
給与計算のしくみを理解し、明細書
や年末調整などの作成を体験しま
せんか？

ルール解説からの初心者コースで
す。凡作が名作に！劇的に変化す
るコツを、楽しく競って学習します。
『プレバト！』で人気の俳句を体験
しませんか？

あいさつなど簡単な日常会話の学
習、太極拳や中華料理、中国茶の
体験実習、また、ネイティブとの対
話をとおして異文化にふれてみま
せんか？

手のひらに真心を込めて、優しさの
言語である「手話」から、新たな出
会いやコミュニケーションの輪を広
げてみませんか？
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利用料や冷暖房代が無料（１００％減免されます）。

　・　利用証の交付で会場の使用料などが無料になります。活動場所の確保でお困りの方はぜひご相談下さい。

  （問１）　勤労福祉センターとは？　…　（答え）働く市民の為の福祉施設です。

　・　勤労青少年ホームと働く婦人の家で構成する勤労福祉センターが、昭和６０年に福江文化会館と隣接して開館。

　　　年間延べ約２千団体２万人超の市民の皆様などにご利用されています。

　・　完全予約制で目的に応じ娯楽・談話・研修・講習・音楽・軽運動・料理実習等の各施設をご利用できます。
　　　※ご利用に際しては前日までに予約が必要です。

  （問３）　利用証交付制度とは？　・・・　　（答え）　無料で施設が使えます。

　・　主催講座や利用証交付団体などの利用を妨げない範囲内において、非営利目的の一般（団体・個人）の方も
　　有料（※８頁の料金表を参照）でご利用できますので、会場確保でお困りの方はご相談下さい。

  （問２）　勤労青少年ホームとは？　…　（答え）　若者の居場所です。

★何か新しいことを始めたい方は・・・
　一歩踏み出して自分に適した講座で教養を学びクラブ活動で汗を流して、沢山の人達と交流を図ってみませんか？
　楽しく学びながら何事にもチャレンジしてみて下さい。　勤労青少年ホームは市内の働く若者が集まり憩う場所です。

　・　求人情報や資格試験の情報提供、職業訓練や資格取得支援となる主催講座を重点的に実施すると共に、

　　　健全な余暇活動を支援する為の各種イベント開催やクラブ活動の育成に努めています。

　・　勤労青少年の日（７月第３土曜日）の前後には恋活支援イベントや国際交流セミナーを、秋はスポーツイベントを、

　　　３月には公民館との共催で四館合同講座発表会（舞台の部、展示の部）を毎年開催しています。

　・　対象者は、五島市に住所または勤務先のある１５才～４０才未満の勤労者およびその組織するグループです。

　　求職活動中の方や職業訓練中の方、定時制高校の学生も対象に含まれます。

　・　完全登録制で、講座・イベント・利用証団体への参加は事前にお申込みが必要です。
　　　登録（お申込み）された講座生やイベント参加者および利用証交付団体のご利用は無料です。

　・　講座やイベント等の募集案内は市の公式ホームページ｢まるごとう｣や｢広報ごとう｣、五島チャンネルなどでご案内します。

★申請のタイミングについてワンポイントアドバイス

　利用証交付の申請は随時できますが、年度途中からだと新たに交付を受けたグループは、ご希望された日程が
既に予約済みで施設を利用できない可能性が高くなります。　利用証は有効期限が一年間（年度末）で切れるの
で、毎年1月下旬に新年度の利用証交付申請者への合同説明会を行っています。　このタイミングでの申請が、新
年度４月から一年間にわたり計画的にご希望どおりの日時に目的の施設で活動ができる可能性が高くなります。

６

　・　余暇活動において同じ目的を持った女性労働者や勤労青少年が、会員相互の親睦ならびに交流をはかる等センター設立の
趣旨に添い　　健全な余暇活動を行う と同時に よき仲間作りの場として、施設利用を無料で提供する制度です。

　・　バンド・ダンス・エアロビ・卓球・コーラス・読書会・英会話など、２７団体で約４００名の登録者が年間通して活動されています。

★交付条件ついて　　※勤労青少年ホームの場合

会員は少なくとも１０名以上の市内在住の勤労者で、
うち半数の５名以上が４０才未満であること。

★メリット
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グループ名 内 容 代 表 者 会員数 男性 女性 平均年齢 活動日・会場など

①五島漫研よかコミュ！
サブカルチャーの
研究交流会

石黒　太郎 22人 15人 7人 29.7才
活動３年目
第２週土曜夜・研修室

②達人クラブ
音楽活動の
交流会

山下　健次郎 10人 8人 2人 33.2才
活動３年目
第２週土曜夜・音楽室

③ボードゲームだよ！
　全員集合！！

ボードゲームの
研究交流会

安保　康介 16人 8人 8人 35.8才
活動２年目
※6月に解散しました。

合　　計 48人 31人 17人 32.5才

平成29年度　勤労福祉センター
勤労青少年ホーム利用証交付グループ一覧

◆利用証交付制度とは？

施設の利用料や冷暖房代が一年間無料になる制度で、申請は随時可能です。
勤労青少年ホームは、「五島漫研よかコミュ！」、「達人クラブ」、「ボードゲームだよ全員集合！」の3団体に今年度は利用証を交付しま
した。
有効期限が最長1年間（年度末まで）なので、毎年1月下旬に新年度の利用証の交付申請者への合同説明会を行っています。

①相談
何かをしたいと思っている方（グループ）は、担当指導員へお気軽にご相談ください。
一歩踏み出して自分に適した趣味や娯楽に、また教養を高め軽運動で汗を流すなど、サークル活動をとおして交流を図ってみません
か？
ちなみに ・・・ 前年度は、五島漫研よかコミュ！や中国語サークルなど４団体と、働く婦人の家の２３団体（ダンス、エアロビ、卓球、コー
ラス、読書会・英会話等）に利用証を交付し、約４００名の登録者が年間を通して活動しました。

②申請
事務所窓口に申請書を設置しています。利用証交付のお申込みは随時受付できます。
※年度途中から申請される団体は、希望日が既に予約済みの可能性があります。
　新年度４月から一年間にわたり計画的に希望日に目的の施設で活動する為には、合同説明会への参加がベストです。

③審査
交付条件に適合しているかを審査します。
交付条件は、会員は少なくとも１０名以上の市内在住の勤労者で、うち半数の５名以上が４０才未満であるかなど。

④交付
審査が通れば利用証（カード）を発行します。ご希望される日程で計画的な活動ができます。

７

サークル活動への見学・体験・入会を歓迎します！
ただし、事前連絡が必要です。（☎74-3307）

①相談 ②申請 ③審査 ④交付

利用証を
Ｇｅｔしよう！
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◆開館時間：　午前９時～午後１０時

収容人数 付　属　設　備 縦×横の寸法および面積

談話室 10 円卓・イス×15・白板 4.8×5.6m=27㎡(8坪)

料理実習室 36 調理台×7・イス×46・ガス釜×4・冷蔵庫×2・オーブン・レンジ・白板 6.1×14.2m=87㎡(26坪)

研修室 24 長机×9（通常4列2行）・イス×25・白板・TV&VHS&DVD装置 6.0×7.1m=43㎡(13坪)

第1講習室 54 長机×20（通常7列2行）・イス×60・黒板・演台・花台・TV&VHS&DVD装置 11.7×7.1m=83㎡(25坪)

第2講習室(和室) 10 茶室・茶道具一式 4.4×5.3m=23㎡(7坪)

第3講習室(和室) 20 座机×13・座布団×12・白板 6.8×5.3m=36㎡(11坪)

娯楽談話室 10 円卓×1・イス×15・白板 4.8×5.6m=27㎡(8坪)

音楽室 45 ピアノ（アップライト）・譜面台×15・長机×2・イス×25 5.7×9.3m=53㎡(16坪)

3階 軽運動室兼集会室 300 卓球台×6・音響機器・長机×70・イス×193・フロアーシート・演台・花台・脚立 14.2×20.5m=291㎡(88坪)

◆休館日：　毎週月曜日と祝日（月曜日が祝日のときはその翌日）年末年始（１２月２９日～１月３日）

◆施設の概要：

1階

2階

８

ＰＴＡ

公民館

公民館

たけのこ
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◆主催講座の受講料やイベント参加料は飲食費や教材費など実費負担を除き全て無料です。また、利用証交付団体の施設使用料と冷暖房使用料が全て無料です。

床 活　用　事　例

Pタイル ミーティング、英会話、手話、読書会、俳句会など

Pタイル 料理、とんぼ玉アクセサリー、草木染め、婚活交流会イベントなど

Pタイル 労務事務、労働法、電気、習字、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、ｶﾗｰｾﾗﾋﾟｰ、会議など

Pタイル パソコン教室、簿記、生け花、会議、講演会、研究会など

10畳 茶道など

20畳 着物着付け、ボードゲーム交流会、座談会など

絨毯 ミーティング、英会話、手話、読書会、俳句会など

絨毯 コーラス、器楽演奏など

板張り 卓球、エアロビ、ヒップホップ、体操、展示、集会など

９
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①雇用形態について
29年度
上半期

28年度
上半期 ③就業場所について

29年度
上半期

28年度
上半期

正社員 684 587 五島市内 1,867 1,692
正社員以外 490 408 新上五島町内 443 408
有期雇用派遣 1 5 五島地区 1 1
パート労働者 1,165 1,132 県内 22 24

合計 2,340 2,132 県外 7 7
合計 2,340 2,132

②年齢要件について
29年度
上半期

28年度
上半期 ④月別の求人数について

29年度
上半期

28年度
上半期

18才以上 95 111 4月 397 322
20才以上 2 1 5月 406 356
21才以上 1 2 6月 465 361
22才以上39才以下 4 4 7月 350 311
26才以下 0 0 8月 323 363
29才以下 0 3 9月 399 419
30才以下 22 23 合計 2,340 2,132
34才以下 0 1

35才以下 61 54 ⑤職種別求人数について
29年度
上半期

35才以上 1 0 接客・販売・飲食・観光・催事関連 730
39才以下 15 20 医療・介護・福祉・教育関連 582
40才以下 55 40 農林水産業・食品製造販売関連 282
44才以下 9 4 事務・営業・管理関連 274
45才以下 24 22 土木・建築・設備・工事関連 189
59才以下 77 51 整備・保守・清掃、検査・警備・監視関連 156
61才以下 6 2 運転・運搬・配送関連 127
60才以上 0 0
64才以下 19 18
60才以上70才以下 2 2 合計 2,340
年齢不問 1,947 1,774

合計 2,340 2,132

⑩休日について
29年度
上半期

28年度
上半期

月曜日 56 45
火曜日 27 29
水曜日 33 29
木曜日 23 16
金曜日 7 9
土曜日 360 251
日曜日 761 674
祝日 509 433
その他 1,917 1,797

⑪週休２日について
29年度
上半期

28年度
上半期

毎週 1,091 995
隔週 75 79
その他 920 841
なし 254 217

合計 2,340 2,132

五島地区求人統計
ﾊﾛｰﾜｰｸごとう週間求人情報 第1～２６号（29年4月～9月発行）参照

求人者数４０３事業所、求人件数１,５１９件、求人数２,３４０人

ワーク・ライフ・バランスとは？

働く人の｢仕事｣と家事・育児・介護、地域活動や
ボランティア活動、趣味や学習などのあらゆる
個人的活動を含む｢仕事以外の生活｣との調和がとれ、
その両方が充実している状態をいいます。

　休日はその他（不定期・交代制等）が52％で、土日祝合わせた44％より多い！

１０

4月

17%

5月

17%

6月

20%

7月

15%

8月

14%

9月

17%

④月別の求人数について

五島
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82%

新上五

島町内

③就業場所について
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29%
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21%
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50%

①雇用形態について

56 27 33 23 7

360
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⑩休日について

毎週

47%

隔週

3%

その他

39%

⑪週休２日について

18才以上

4%

35才以下

3% 40才以下

2%

59才以下

3%

年齢
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②年齢要件について
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⑤職種別求人数について
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⑦給与について（月給）
29年度
上半期 ％

28年度
上半期

12.5万円未満 81 6.9% 109
12.5～15万円未満 474 40.2% 395
15～20万円未満 519 44.0% 401
20～25万円未満 86 7.3% 62
25～30万円未満 4 0.3% 8
30万円以上 16 1.4% 23

小計 1,180 100.0% 998

⑧賃金について（時給）
29年度
上半期 ％

28年度
上半期

700円未満 0 0.0% 58
700～800円未満 698 60.2% 627
800～900円未満 284 24.5% 259
900～1000円未満 53 4.6% 36
1000～1500円未満 102 8.8% 132
1500円以上 23 2.0% 22

小計 1,160 100.0% 1,134
合計 2,340 2,132

⑨保険等の加入について
29年度
上半期

保険
加入率

28年度
上半期

厚生 1,198 51.2% 1,061
健康 1,209 51.7% 1,065
雇用 1,950 83.3% 1,779
労災・公災 2,259 96.5% 2,070
財形 58 2.5% 111
確定拠出型年金 0 0.0% 1
採用後加入予定 81 3.5% 3
保険なし 5 0.2% 2

　　　※平成29年10月から１年間

 【最低賃⾦の計算⽅法】
 1. 時間給の場合 時間給≧最低賃⾦額（時間額）
 2. 日給の場合 ⽇給÷1⽇の所定労働時間≧最低賃⾦額（時間額）
 ただし、⽇額が定められている特定（産業別）最低賃⾦が適⽤される場合には、

⽇給≧最低賃⾦額（⽇額）
 3. 月給の場合 ⽉給÷1箇⽉平均所定労働時間≧最低賃⾦額（時間額）
 4. 上記1〜3の組み合わせの場合
 例えば基本給が⽇給制で各⼿当（職務⼿当等）が⽉給制などの場合

①基本給（日給）→２の計算で時間給を出す
②各手当（月給）→３の計算で時間給を出す
③ ①と②を合計した額≧最低賃⾦額（時間額）

１１

※平成28年10月から１年間

　　月給は？…平均額158,197円、111,000円～541,666円の範囲で推移
　　時給は？…平均額813円、700円～2,500円の範囲で推移
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財形

58
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5
1
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1,001

1,501

2,001

⑨保険などの加入について
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1000～
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9%

1500円以

上

2%

⑧賃金（時給）について

１０月６日から長崎県の最低賃金が改正されます。

あなたもどうぞ、チェックしてみて下さい。

（詳しくは、長崎労働局のページへ）

2,340
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１２ 

 

「平成 29年度登録販売者試験」のお知らせ  

                         ≫ 詳しくは、長崎県薬務行政室のページへ 
「登録販売者」は、平成２１年の改正薬事法で新設された国家資格で、薬を販売する専門スタッフには必要

な資格です。それまで「一般用医薬品」の販売は「薬剤師」だけに認められていましたが、薬剤師不足を補

う人材として、一般用医薬品のうち９割以上が該当する第二類・三類に限り、登録販売者に販売資格が認め

られました。五島市内もドラッグストアーが増えてきていますが、今後ますます活躍が期待されています。 
また、平成２７年度以降の試験から、受験資格において学歴・実務経験が不問になり、誰でも受験ができる

ようになりました。あなたも、ぜひ挑戦してみませんか？ 
◆日 程： 12月17日（日） 10時30分から（午前と午後の試験がある） 

 ◆会 場： 長崎大学教養育講義棟（長崎市文教町１－１４） 
 ◆受験料： １３，０００円（長崎県収入証紙による。受験申請書に貼付すること。） 
 ◆備 考： 五島保健所で受験申請の手続きができます。 
 

「技能検定および技能五輪長崎県大会」のお知らせ  

あなたが有する技能を証明する国家検定制度で、 
受付期間が 10月 2日～10月 13日です。 
あなたも、ぜひ挑戦してみませんか？ 

≫ 詳しくは、長崎県職業能力開発協会へ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五島市勤労青少年ホーム きんせい通信五島第１２号H29.10.1 

勤労福祉センター内 （福江文化会館併設 ※駐車場あり） 

〒853－0018 長崎県五島市池田町１番２号 
Tel：（0959）74－3307／Fax：（0959）72－5741 
Ｅ-mail：kinrou-b@city.goto.nagasaki.jp 

ココ 

登録販売者 長崎 

技能検定 長崎 

mailto:kinrou-b@city.goto.nagasaki.jp

