※かっこ内の融資利率は、責任共有制度の対象外となる場合の利率

地域資源や産業、文化などを取材してブログで情報発信

●内容 地域特派員は、食や文化などの地域資源や、
農漁業や商工業などの産業について、市内外に紹介す
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同協議会
公式サイト

●対象 柳川に興味があり、インターネットができる
環境や取材、情報発信に必要な機材などを持っていて、
自分で積極的に取材を行い、適切な情報発信ができる
人。募集は若干名

などで、月 1 回以上情報を発信
●謝礼 月 8000 円（取材などの費用含む）

●申込方法 ４月 24 日（金）までに、市や同協議会
の公式サイトにある申込用紙に必要事項を記入し、電
子メール（yokavanmou-0930@city.yanagawa.lg.jp）
で申し込んでください。

【問】市商工・ブランド振興課ブランド推進係（☎
77・8722）

市公式サイト

付与
ポイント

担当課

1 結婚おめでとうポイント

1000

市民課

2 出生おめでとうポイント

1000 健康づくり課

3 旧綿貫家お試し居住事業

400 生涯学習課

15 脳の健康教室

4 もえもん家体験事業

400

企画課

5 転入者ポイント

400

市民課

6 集団検診事業

100 健康づくり課

7 ヘルスメイト養成講座

100 健康づくり課

8 ボランティア体験会

100 健康づくり課

18 柳川市民の森事業

100

9 マタニティーセミナー

100 子育て支援課

19 おもてなし健康マラソン大会

100 生涯学習課

100 子育て支援課

20 市成人式

100 生涯学習課

No.

柳川の魅力を発信する地域特派員を募集

報発信する地域特派員を
募集します。

※結 婚おめでうポイントについては、土日・祝
日などの閉庁時に持ってきた人は、後日改め
て「行政ポイント引換券」を渡します。
※★は新規対象事業です。

「やなぽ」カードでお買い物

詳しくは、市公式サイトで確認できます。

10 年【1 年】

る視点で取材や記事を作成。取材
記事や写真などを柳川ブランド推
進協議会公式サイト「よかばんも
～柳川」
（http://yokavanmou.com）

加盟店２２２軒・約３万５０００人が使うお得なカード

■柳川市行政ポイント対象事業

※緊急経営対策資金（特別枠）は経済危機などの発生時に経済産業大臣が指定する期間内に利用できる制度です。

市は、柳川ならではの
地 域 資 源 や 人 材、 産 業、
文化、イベントなどを取
材して、柳川の魅力を情

27

年４月１日からスタートした、協同組合柳川おもてなしカー

年 1.3％

平成

1000 万円

新規創業融資資金

ド会によるお買い物カード「やなぽ」も、６年目となりました。現在

市内で事業を始める人、開業
して間もない人

のカード会員数は約３万５０００人で、やなぽカードが使える市内の

10 年【1 年】

加盟店は２２２軒です。やなぽ公式サイトでも詳しく紹介しています。

年 1.2％

【問】協同組合柳川おもてなしカード会事務局（柳川商工会議所別館

1000 万円

・６０５０）

危機関連保証制度の認定を受
けた人

特別枠

１階☎

10 年【1 年】

緊急経営対策
資金

77

らったら、お近くの加盟店で「や

年 1.4％
（1.2％）

なぽカード」にポイントを入力し

1000 万円

売上高などが減少している人、
一般枠 セーフティネット保証制度の
認定を受けた人

のぼり（左）やタペストリー
（右）がある店で加入できます

てもらってください。市役所でポ

10 年【1 年】

１１０円ごとに１ポイン
トもらえるカード

年 1.3％

イント入力はできません。主な行

2000 万円

やなぽカードとは、市内のやなぽ

小規模企業者で事業資金が必
要な人

政ポイント対象事業については下

小口零細企業資金

加盟店で買い物をするとポイントが

10 年【1 年】

の表で確認してください。

年 1.5％
（1.3％）

付くカードです。お買い物１１０円

2000 万円

※毎年４月に開催していた「やな

一般的な事業資金が必要な人

（税込）ごとに１ポイント獲得でき、

中小企業振興資金

ぽガラポン大抽選会」は、新型コ

融資期間【据置期間】

ロナウイルス感染症の影響により

融資利率

４００ポイント貯まると５００円分

融資限度額

のお買い物券として利用できます。

対象

今秋に開催を予定しています。

※借入金を完済後、完済日から 3 か月以内に申請書を
提出、対象者には申請書を送付

やなぽ加盟店で加入でき、市内、市

■融資制度
資金名

外にかかわらず誰でも無料で作るこ

【問】取扱金融機関か市商工・ブランド振興課商工・
企業誘致推進係（☎ 77・8763）

とができます。

※繰り上げ完済により保証協会から保証料の返戻があ
る場合は、返戻保証料を差し引いた金額
●申請に必要な書類 保証料補給申請書、完納証明書

▷完済時に事業所が市内にあること
▷市税を滞納していないこと
●給付額 支払った信用保証料の全額（上限 30 万円）

行政ポイントを活用しま
しょう

県信用組合です。また、融資制度を利用する際に、保
証協会に支払った保証料の一部を補給する「保証料補
給制度」も行っています。

融資する 4 つの制度を設けています。
取扱金融機関は、市内の福岡銀行や佐賀銀行、西日
本シティ銀行、筑邦銀行、大牟田柳川信用金庫、福岡

行政ポイントとは、市が行う事

■保証料補給制度
●要件 ▷借入金を期限内に完済していること

業へ参加するともらえる「やなぽ」

市は、中小企業の経営安定と自立体制を確立するこ
とを目的に、市内の中小企業者の経営に必要な資金を

のポイントのことです。市窓口な

中小企業者向けの 4 つの制度を設置

どで「行政ポイント引換券」をも

市融資制度を利用しませんか

事業名

10 離乳食教室
11

ファミリー・サポート・センター

まかせて会員養成講座

100 子育て支援課

付与
ポイント

担当課

100

福祉課

100

福祉課

「おもてなしなら柳川隊」隊
16
100
員活動

観光課

柳川フィルムコミッション協
100
力事業

観光課

No.
14

17

事業名
認 知 症 高 齢 者 SOS ネ ッ ト
ワーク模擬訓練

農政課

21 文化振興に関する人材育成講座 100 生涯学習課
22 ★やながわ歴史文化講座

100 生涯学習課

12 住まえるバンク

100

企画課

23 ★文化財火災想定訓練

100 生涯学習課

13 認知症サポーター養成講座

100

福祉課

24 普通・上級救命講習

100

消防本部
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