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福商の政策提言・要望活動 地域活性化への取り組み

　福岡商工会議所の重要な活動の一つに地域の商工業者の意見を、国や行政、自治体などに伝える「政策提言活動」や「要望活
動」があります。創設以来、130年以上にもわたり、その時々の社会・経済状況に応じて、提言や要望を行ってきました。商工
会議所は、より商工業が活発になる街の実現に向け、未来の福岡を描き、時には長期間にわたり建設要望を重ね続けています。

商工業者の声で、社会を変える

福岡市・市議会福岡県・県議会経済産業省・財務省・観光庁など

●熊本地震からの震災復興

■2017 年度　政策提言・要望活動

　オリンピック、サッカーワールドカップと並ぶ世界3大スポーツ
イベントの一つと言われる「RWC・ラグビーワールドカップ」。
2019年の大会では、アジアで初めて日本が開催国に選定され、そ
の経済効果は1,700～2,800億円と見込まれています。
　福岡商工会議所でも、福岡への開催地招致を実現するため、
2014年に県内の産学官民26団体で構成される「ラグビーワールド
カップ2019福岡招致委員会」を設立し、10万人以上の署名を短期
間で集め、ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会に提出し、
2015年3月、福岡市は国内12の開催都市の1つに選ばれました。

■国際スポーツ大会の招致 （ラグビーワールドカップ 2019）■福岡空港の機能強化（滑走路増設など）
　2016年度旅客数は約2,199万人と羽田、成田に次いで国内第3
位の実績を誇る福岡空港。発着回数は円滑に離着陸できる滑走路処
理容量16.4万回を超え、2016年は17.6万回に達し、航空機の混
雑や遅延の常態化、国内外の都市から乗り入れ要望があるのに受け
入れられないといった状況に置かれています。
　当所では、平成元年に「新国際空港問題研究特別委員会」を設置
し、議論を重ね、要望活動を重ねてきました。その結果、2012年
から混雑解消を目的とした並行誘導路の二重化が着手され、2015
年度の国の予算では滑走路の増設に向けた事業費が初めて計上。四
半世紀の時を経て、ついに実現に向けて歩み出すこととなりました。

・「インバウンド」と「国内観光」の両輪に
よる観光振興

・多様な人材活用の推進　など

・中小企業・小規模事業者の活動基盤強化
・主要道路など社会資本の整備

・法人課税の軽減
・外国人旅行客受け入れ促進のための環境

整備　など

・道路等インフラの早期復旧
・補助金、助成金制度の継続・拡充　など

●九州北部豪雨災害からの復興
・事業者の早期復旧への支援
・復興のためのプレミアム付商品券の発行

支援　など 問企画広報グループ ☎092-441-1112
　E-mail fkkikaku@fukunet.or.jp

　『豊かな食文化』『ファッション産業の集積』『歴史・伝統文化』など、福岡の強みを
活かした賑わいづくりに取り組んでいます。皆様ご存じのあのイベントも、実は商工会
議所が支えている！ …かもしれません。

地域の賑わいを生み出す

　博多のゴールデンウィークといえ
ば、欠かせないのが「どんたく」です。
福岡商工会議所は、主催3団体とし
て、福岡市・福岡観光コンベンショ
ンビューローとともに「どんたく」の運営を担当
しています。
　5月2日の前夜祭を皮切りに、3日～4日は明
治通りを中心とした「どんたく広場」におけるパ
レードや、市内各地に設置された演舞台で、市
民などが結成した「どんたく隊」が思い思いのパ
フォーマンスを繰り広げます。
　期間中は、のべ35,000人を超える参加者と
200万人を超える人出で、福岡の街は大いに賑
わいます。

■福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」
　人を惹きつける力を持つ「ファッション」。そ
の魅力や熱気を「福岡アジアコレクション

（FACo）※」の会場だけではなく街全体に拡げ、
内外からの集客と消費喚起、及び、商談機会の
創出を図り、地域経済の活性化につなげる目的
で、2013年より毎年開催しています。
　期間中は、地元クリエイター、学生等が商業施
設や地元ショップと連携し、ファッションウォー
クやショーなどのイベント、オリジナルキャン
ペーン・セールを実施。F. W. Fは、「ファッショ
ンの街・福岡」を街中で楽しむシティイベントと
して、福岡のファッション文化を象徴するイベン
トを目指します。
※福岡のファッションブランドを日本全国、そしてアジア

へ発信するために、2009年に立ち上げた一大ファッ
ションイベント。毎年３月に福岡国際センターで開催。

■ファッションウィーク福岡（F.W.F）

　商店街等の飲食店での回遊を促し、
地域の活性化を図るために、各地域
で開催される食べ飲み歩き事業の支
援を行っています。イベント開催時
の広報やチケット販売の支援など、イベント成
功に向けて協力するほか、未開催地域へ事業提
案や開催ノウハウの提供を行っています。
　その他に、商店街等が取り組む活性化事業の
施策提案や実施に向けた支援を行っています。

■食べ飲み歩き事業
　博多伝統芸能振興会（会長＝礒山
会頭）は2017年11月3日に、田神
社前に博多の伝統文化に触れる、体
験できる新たな観光スポットとなる「博
多伝統芸能館」を開設しました。
　日本舞踊や民謡、博多独楽など博多に伝わる
伝統芸能の魅力を市民や国内外の観光客に発信
することで、福岡（博多部）の観光振興を図って
まいります。また、博多券番の芸妓の稽古場とし
ても利用されています。
　今年度からは、国内外
の旅行者を対象に本芸能
館で定期的に公演を開催
します。公演では博多芸
妓による演舞、お座敷遊
び体験、芸妓との記念撮
影、博多伝統民謡などを
予定しています。
※公演詳細につきましては、

ホームページをご覧ください。

■博多伝統芸能館

１．ビジネスチャンスを拡げたい（交流）
・夏の会員交流会　 ……………………… 05P

・新入会員交流会

・新年祝賀会

・女性会

・福商ビジネス倶楽部 …………………… 06P

・支店長会

・各種部会交流会

2．ビジネスチャンスを拡げたい（商談）
・国内・海外向け商談会・展示会・見本市   … 07P

・博多うまかもん市 ……………………… 08P

・Food EXPO Kyushu

・観光商談会

3．ビジネスチャンスを拡げたい（広報支援）
・ザ・ビジネスモール ……………………… 09P

・ホームページ作成システム

・広報誌誌面広告、チラシオリコミ　 …… 10P

・FlinkS（エフリンクス）

・ホットニュース

4．優秀な人材を採用・育成したい
・会社合同説明会　……………………… 11P

・ジョブ・カード制度

・学校と企業との就職情報交流会

・人材確保支援事業

・優良従業員表彰 ………………………… 12P

・福商実務研修講座

・商工会議所の検定試験………………… 13P

・福商パソコンスクール

5．経営相談したい
・経営相談の利用方法…………………… 14P

・経営相談窓口…………………………… 15P

・記帳継続指導、福岡税務相談所 ……… 16P

・企業・店舗診断

・福岡県中小企業再生支援協議会

・福岡県事業引継ぎ支援センター

・後継者人材バンク

・マル経融資　 …………………………… 17Ｐ

・経営革新計画策定、創業支援　 ……… 18P

6．もしもの時に備えたい
・生命共済制度　 ……………………… 20P

・ビジネス総合保険　 …………………… 21P

・ＰＬ保険、業務災害補償プラン、

　休業補償プラン、海外展開サポートプラン、

　労働保険事務組合

・提携する損害保険　 …………………… 22P

・確定拠出年金（DC）プラン

・小規模企業共済

・情報漏えい賠償責任保険

・経営セーフティ共済

・特定退職金共済

7．その他会員サービス
・健康診断 ……………………………… 23P

・生活習慣病健診・女性検診

・貸会議室 ……………………………… 24P

・チケット優待サービス ………………… 25P

・ＨＡＷＫＳ特割回数券、講習会・セミナー

・ベネフィットステーション（福利厚生）

・貿易関係証明、バーコード、電子証明書クーポン … 26P

・福岡商工会議所からの情報発信

入会について、お問い合わせ  … 裏表紙

もくじ

●2017年度開催実績（実施団体：12団体）
・第13回・14回よござっしょはしご酒大会
・第16回大橋酒遊
・カモメのグリル
・2017年サザエさん商店街夢まつり
  「ワンディーフードフェスタ」
・箱崎どんどん倶楽部
・第５回御供所ほろ酔いそうつきたい
・六本松横丁バルウォークvol.6
・バル・フェス・ルート59
・第５回食べ飲みウォーク「遊バル香椎」
・姪浜ぶら食べ、飲み歩き

　商工業者の意見を、国や行政、自治体などに伝え、商工業と地域の発展を促すことは、
商工会議所の原点です。 会員企業へのアンケートや声を元に、要望や提言活動を行っていま
す。福岡の活性化や将来像について、皆様からのご意見・ご提言をお待ちしています。
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・第13回・14回よござっしょはしご酒大会
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・カモメのグリル
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　商工業者の意見を、国や行政、自治体などに伝え、商工業と地域の発展を促すことは、
商工会議所の原点です。 会員企業へのアンケートや声を元に、要望や提言活動を行っていま
す。福岡の活性化や将来像について、皆様からのご意見・ご提言をお待ちしています。


