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※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。

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認可法人です。
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。

商工会議所の特徴

●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。
02

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。
全国で
6 番目に設立

福岡商工会議所

設

●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

立

1879 年（明治 12 年）10月13日

会員事業者数

16,142 社（2020.3.31 現在）

活 動 範 囲

主に福岡市内

根

拠

法

商工会議所法
（1953 年 8月１日公布法律第 143 号）

■ 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）
業種別

製造業
9.7％

建設業14.7％

卸売業
11.7％

小売業 16.7％

事業形態別

法人 73.9％

資本金別

1,000万円以下 66.9％

（法人会員73.9％のうち）

その他 11.7%

サービス業 35.5％

個人事業主 24.3％

3,001～1億
12.0％

その他団体等
1.8％
1億超～
8.24％

1,001～3,000万円 12.9％

従業員数

5人以下 48.8％

21～100人
14.5％

6～20人 24.6％

所在地

101人～
12.1％

福岡市内 89.2％

県外 2.2％
福岡県内
（福岡市以外）8.6％

福商事業・会員サービス

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
お任せ
い
くださ

専門相談窓口

創業支援

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。

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。

2位

各種交流会

福商ビジネス倶楽部
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。

新入会員交流会
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。

4位

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。

3位

各種
保険・共済制度

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。

特定退職金
共済制度

従業員の退職に備えられます。

人事採用・育成など
福商実務研修講座

会社合同説明会

社内教育では学べない
専門知識を習得！

リーズナブルな価 格で人材の
確保をお手伝い。

ら
講師か
一流の 識が
専門知 す！
学べま
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経営革新計画作成支援
「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。

