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福岡商工会議所の取り組みや、
経営に役立つ情報を発信しています！

商工会議所について
　全国各地に設立されている「商工会議所」は、地域商工業の振興を
目的とした経済団体で、商工会議所法に基づく特別民間法人です。
全国で515箇所約125万社が加盟。福岡県内には19の、九州・沖
縄には78の商工会議所が地域単位で設置され、地域の商工業者が加
盟、運営を行っています。

　「商工会議所」は世界中にあり、その歴史は遠く中世にさ
かのぼります。中世より近世にかけて西欧諸都市において
商工業者の間で結成された「ギルド」を母体としており、世
界初の商工会議所は1599年にフランスのマルセイユに組
織されたマルセイユ商業会議所です。
　日本においては1878 年（明治11 年）、江戸時代に欧米
列強と締結した「貿易に関する不平等条約」の撤廃を目的
に、東京、大阪、神戸の３箇所に商法会議所として設立さ
れたのがはじまりです。設立以来、商工会議所は一貫して、
商工業者を中心とする意見集約・提言活動を行い、日本の
近代化に大きく貢献してきました。

●特定の業種や産業に限定されず、また企業の大小を問
わず、広く商工業一般を通じた「総合的経済団体」であ
ることです。他の経済団体の多くが、特定の業種の発
展または利益の確保をめざして活動しているのに対し、
商工会議所は普遍的かつ公平な活動を行っています。

●都市を中心とする一定の地域にある商工業者の結合の
上に立つ「地域団体」であることです。「地域総合経済団
体」。これが商工会議所の基本的な性格です。

※「商工会議所」は主に市に、「商工会」は主に町村に設置
されます。

商工会議所の特徴

　毎月10日発行の会報誌。事業所
まで郵送いたします。経営に役立つ
読み物や、福岡商工会議所からのお
知らせなどを掲載しています。

※会議所ニュースへの、チラシオリ
コミや広告掲載も承ります。詳し
くは10 ページをご参照ください。

▲

福岡商工会議所ニュース 発行部数 約16,500部

　当所の事業、サービスの詳細や、調査結
果や経営に役立つ情報まで、様々な情報を
発信しています。

アカウントをお持ちの方は、
ぜひフォローをよろしくお願いします。

▲

ホームページ

福岡商工会議所

　講演会、セミナー、イベントなどの開催
予定情報や、中小企業に対する補助金・助
成金の情報など、毎月２回お届けします。

※今年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響により各事業の開催時期や方法が変
更となる場合がございます。

▲

メールメッセージ（メールマガジン） 登録件数 2,135件

　福岡を中心とした九州地域の国際関連の
講演会・セミナー・イベント情報、サービ
ス、売買、引合、調査情報などのビジネス
に役立つ情報をお届けします。

▲

Fukunet通信国際版（メールマガジン） 登録件数 615件

　毎週木曜日、「Community Radio Tenjin＝コミてん」で当
所レギュラー番組「福招ラジオ」をオンエアーしています。
　これから創業しようとお考えの方、創業間もない方へ、
経営に関する様々な情報をお届けします。

■放送日：毎週木曜日 10:30～10:55
■周波数：FM77.7MHz

▲

福招ラジオ

※㈱コミュニティメディアパートナーズ福岡のご協力により放送して
おります。

毎週木曜日放送
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福岡商工会議所 設　　　　立

会員事業者数

活  動  範  囲

根　 拠　 法

1879年（明治12年）10月13日

16,142社（2020.3.31現在）

主に福岡市内

商工会議所法
（1953年8月１日公布法律第143号）

●福岡県商工会議所連合会事務局
●九州商工会議所連合会事務局

全国で
6番目に設立

■ 福岡商工会議所の会員事業者のうちわけ（2020 年３月末現在概算）

事業形態別

業種別

1億超～
8.24％

資本金別

従業員数

所在地

（法人会員73.9％のうち）

法人 73.9％

建設業14.7％ 卸売業
11.7％ 小売業 16.7％ サービス業 35.5％ その他 11.7%製造業 

9.7％

個人事業主 24.3％ その他団体等
1.8％

1,000万円以下 66.9％

1,001～3,000万円 12.9％

3,001～1億
12.0％

5人以下 48.8％

福岡市内 89.2％

6～20人 24.6％ 21～100人
14.5％

101人～
12.1％

福岡県内（福岡市以外） 8.6％

県外 2.2％

地域活性化への取り組み

　『豊かな食文化』『ファッション産業の集積』『歴史・伝統文化』を切り
口に、福岡市内の各種イベントや商店街の取り組み（プレミアム商品券
発行など）をお手伝いしています。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。

Ⅰ．アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築

▶ゴールデンウィークの福博の
街を、のべ35,000人を超える
参加者と 200 万人を超える見
物客で賑やかにする福岡市民の
祭り「博多どんたく港まつり」。
福岡市・福岡観光コンベンショ
ンビューローとともに主催団体
として運営しています。

▶博多伝統芸能振興会（会長＝
藤永会頭）は、博多の伝統文化
に触れる、体験できる「博多伝
統芸能館」を運営しています。
　博多芸妓による演舞・お座敷
遊び体験・記念撮影や博多の踊
団体による演舞などをお楽しみ
いただけます。

　『人材確保・人材育成』『創業支援（スタートアップ支援）』『事業承継
支援』『IT・ICTの活用による生産性向上支援』『イノベーション支援』

『販路拡大支援』など、中小企業の経営課題の解決策を一緒に考えてい
く「伴走型」支援で、地域の経済・雇用を支える商工業者の成長を後押
しします。

Ⅱ．地域を支え、成長し続ける商工業者の支援

▶巡回訪問や窓口相談で、企業
のライフステージにあわせた支
援（経営改善提案・事業計画策
定・経営革新計画承認など）を
行っています。

　また、新型コロナウイルス感染症による経済への影響が続くなか、当
所では商工業者の事業継続や売上回復の支援や、国・県・市から打ち
出されている施策活用などの支援に重点的に取り組みます。

　今後も急速に変化する状況に迅速に対
応した資金繰りなどの事業者支援、地域
経済再起に向けた取り組みを展開していき
ます。さらに、「コロナと共存する新たな行
動様式への変容」を前提に、国などの施策
やIT活用などによる新たなビジネスモデル
構築、働き方改革、生産性向上への取り
組みを支援します。

　幅広い当所のサービスを総合的に提供していくトータルサポートを行
い、会員企業の多様なニーズにお応えできるように各種サービス事業

（福利厚生・会員交流会など）の拡充に取り組んでいます。

Ⅲ．信頼され、進化し続ける福岡商工会議所の実現

▶会員ニーズの高い交流会事業
では、恒例の「夏の会員交流
会」「新入会員交流会」をはじ
め、昨年度、新たに小・中規模
交流会を開催し、会員同士の人
脈づくりの場を提供していま
す。
　そのほか、部会ごとに交流会
や、講演会を行っています。

市国（九商連） 県（福商連）

■2019 年度　政策提言・要望活動

▲提言・要望内容
・人材不足解消
・外国人材観光客受け入

れ促進についてなど

　当所や福岡県商工会議所連合会、九州商工会議所連合会では、中
小企業施策や税制をはじめ、交通インフラや地域活性化・観光振興
などについて会員企業へのアンケートや生の声を基に、商工業者の
意見を国や自治体に、提言・要望を行っています。
　このような活動を通して、商工会議所の原点である商工業の改
善・発達と地域の発展に取り組んでいます。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。

▲提言・要望内容
・中小企業・小規模事業

者の活動基盤強化
・自然災害に対応するイ

ンフラ整備など

▲提言・要望内容
・地域資源を活用した着

地型観光資源の充実
・中小企業のキャッシュ

レスの推進など

▶撮影日：2020年4月16日

福岡商工会議所とは
　福岡市内の商工業者を中心に構成される経済団体です。地域経済の振興と魅力ある福岡の創造に向け、経済界を代表して大
型プロジェクトの促進や国際交流、国の政策に対する意見・要望活動等を行うとともに、会員の皆様に各種サービスを提供して
います。

　福岡商工会議所には、11の部会があり、会員企業の皆様は、
業種・業態に応じていずれかの部会に所属していただきます。部会
は、業界の動向、経営問題についての情報交換や講演会等を実施
し、同業種や関係業種と会員企業との交流を深める場であり、業
界の声、会員の声を商工会議所事業に反映させるための組織です。

食料・水産部会
建設部会
繊維ファッション部会
工業部会
エネルギー部会
運輸・港湾・貿易部会

卸売商業部会
小売商業部会
観光・飲食部会
理財部会
情報・文化・サービス部会
福岡商工会議所女性会

部会・女性会

福商事業・会員サービス

3位

1位

2019年度にご入会いただいた皆様に、特に人気が高く、入会するきっかけとなったサービスをご紹介します。

窓口・専門家への経営相談・
職員訪問等の経営相談

大切なご相談を承るのは、商工会議所の職員と、
数々のご相談に対応した経験豊富な専門家集団！ ま
ずは職員がお話を伺い、必要に応じて専門家の協力
を得ながら、一緒に課題の解決にあたります。

専門相談窓口
「自社の現状や課題を見極めたい！」、「自社
の業績をアップさせたい！」。『経営革新計画』

（会社の中期的な経営計画書）は、これらの
思いを実現させるための武器になります。

生命共済制度
全国商工会議所のスケールメ
リットで不慮の事故による入院
や弔慰金に備えられます。

経営革新計画作成支援
これから創業をお考えの
方、様々なご不安や事業
計画の策定についてご相
談を承ります。

創業支援

各種
保険・共済制度

従業員の退職に備えられます。

特定退職金
共済制度

社内教育では学べない
専門知識を習得！

福商実務研修講座

若手ビジネスパーソンの交流の場。
活動報告はP.6をご覧ください。

福商ビジネス倶楽部2位
各種交流会

当所の各種事業・サービスを紹介するとともに、当所
役員も参加し、会員同士が気軽に交流・懇親いただ
けます（毎年2回開催）。報告はP.5をご覧ください。

新入会員交流会

お任せ

ください

セミナー・講演会
各種セミナー・講演会を随時開催しています。4位

人事採用・育成など

リーズナブルな価格で人材の
確保をお手伝い。

会社合同説明会

一流の講師から

専門知識が

  学べます！


