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期限までに、ご請求いただきませんとお支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は4月1日より翌年3月31日までの事故回数に関わらず年一回のみお支払いしますが、同じ事故で入院給付金等ほかの保険金・給付金❶を受取られ
た場合にはお支払いできません。

　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③申請の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※申請書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳細につきましては当所ホームページよりご確認ください。URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/

※詳細については、生命共済制度パンフレットおよび当所ホームページをご参照ください。
※入院給付金は、同じ事故で既に通院見舞金❷を受取られた場合にはお支払いできません。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％
1日につき、特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金
入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による
死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき
5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上
通院したとき （年1回1事故につき）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金
結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律 20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

ご請求はお済みですか？ご請求はお済みですか？
福岡商工会議所生命共済制度福岡商工会議所生命共済制度
生命共済制度ご加入の事業所様は、いま一度ご確認ください！

❶

❷

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

平成29年度は、
福岡商工会議所 議員の改選期です。

会費納入は7月31日（月）までにお願いします。
　平成29年度の会費を7月31日（月）までに納めた会員に
次の権利が与えられます。

・１号議員の選挙権及び被選挙権
・２号議員の選任権及び被選任権
・３号議員の被選任権

１号議員…会員及び特定商工業者の中で議員選挙権をもっ
ている者が、立候補した会員のうちから投票で選ぶ議員。

２号議員…会員が所属する部会において、各部会毎にその
部会員のうちから選任する議員。

３号議員…福岡商工会議所の地区内において特に重要な商
工業を営んでいる会員のうちから、会頭が議員総会の同意
を得て選任する議員。

●会員のもつ議員選挙権
　会員（特別会員を除く）は、平成 29 年7月31日（月）ま
でに、平成 29 年度会費を納めることによって、会費額に
応じた個数の1号議員選挙権を有することができます。

●特定商工業者のもつ議員選挙権
　特定商工業者は、平成 29 年 3月31日（金）までに、特
定商工業者法定台帳の作成に要する経費として、福岡市長
の許可を受けた平成 28 年度分負担金4,000円を納めるこ
とによって1号議員の選挙権1個を有することができます。
但し、平成 28 年度分の負担金が未納の場合も、平成 29
年7月31日（月）までに納入すると同様に選挙権を有するこ
とができます。 



72017 漫画家

「博多町家」
ふるさと館館長

はかたまちや

長谷川 法世

ユ
ネ
ス
コ
登
録

福
博
新
景

博
多
祇
園
山
笠
の

7
7
6
年
の
歴
史
に
ま
た

エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
で
き
ご
と
が

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に

「
山・
鉢
・
屋
台
行
事
」33
件
の

お
祭
が
登
録
さ
れ
た
の
だ

も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に

博
多
祇
園
山
笠
も
あ
っ
て

ぼ
く
ら
は
ほ
ん
と
に
鼻
高
々
な
ん
だ

今
年
は
そ
の
記
念
す
べ
き
最
初
の
年

世
界
の
注
目
の
中
で

オ
ッ
シ
ョ
イ
！
の
掛
け
声
を

さ
ぁ
、元
気
よ
く
ご
唱
和
く
だ
さ
い
。

12

33

25
26

24

22
23
24

22

21
25
26

27

福岡商工会議所の活動

会議所の動き
行事予定
ビジネスネットワーク

新規会員のご紹介
会員企業の商品・サービス紹介

“ホットニュース”
専門家に聞く

税務Q＆A
役に立つ情報

危機管理情報室
パブリックインフォメーション
福岡の統計
ホッとひと息

福商  経営者川柳
今月のよかもん

08
20

14

30

16

18
19
20

32

福岡商工会議所NEWS　CONTENTS

特集04

カンパニーズチャレンジ02
株式会社ブランチェス 代表取締役　権藤 光枝氏

公益財団法人産業雇用安定センター
福岡県信用保証協会
株式会社エクサイト

… P18
………… P19

…………… P33

33

32

28

福岡商工会議所
Facebookはじめました！
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劇団四季『リトルマーメイド』
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平成28年度 生命共済制度配当金のお支払について
第54回 優良従業員表彰
福岡市・ニュージーランド オークランド市　
姉妹都市締結30周年記念親善試合
福商優待サービス LIST
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期限までに、ご請求いただきませんとお支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は4月1日より翌年3月31日までの事故回数に関わらず年一回のみお支払いしますが、同じ事故で入院給付金等ほかの保険金・給付金❶を受取られ
た場合にはお支払いできません。

　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③申請の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※申請書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳細につきましては当所ホームページよりご確認ください。URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/

※詳細については、生命共済制度パンフレットおよび当所ホームページをご参照ください。
※入院給付金は、同じ事故で既に通院見舞金❷を受取られた場合にはお支払いできません。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％
1日につき、特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金
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死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による
死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき
5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上
通院したとき （年1回1事故につき）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金
結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律 20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

ご請求はお済みですか？ご請求はお済みですか？
福岡商工会議所生命共済制度福岡商工会議所生命共済制度
生命共済制度ご加入の事業所様は、いま一度ご確認ください！

❶

❷

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

平成29年度は、
福岡商工会議所 議員の改選期です。

会費納入は7月31日（月）までにお願いします。
　平成29年度の会費を7月31日（月）までに納めた会員に
次の権利が与えられます。

・１号議員の選挙権及び被選挙権
・２号議員の選任権及び被選任権
・３号議員の被選任権

１号議員…会員及び特定商工業者の中で議員選挙権をもっ
ている者が、立候補した会員のうちから投票で選ぶ議員。

２号議員…会員が所属する部会において、各部会毎にその
部会員のうちから選任する議員。

３号議員…福岡商工会議所の地区内において特に重要な商
工業を営んでいる会員のうちから、会頭が議員総会の同意
を得て選任する議員。

●会員のもつ議員選挙権
　会員（特別会員を除く）は、平成 29 年7月31日（月）ま
でに、平成 29 年度会費を納めることによって、会費額に
応じた個数の1号議員選挙権を有することができます。

●特定商工業者のもつ議員選挙権
　特定商工業者は、平成 29 年 3月31日（金）までに、特
定商工業者法定台帳の作成に要する経費として、福岡市長
の許可を受けた平成 28 年度分負担金4,000円を納めるこ
とによって1号議員の選挙権1個を有することができます。
但し、平成 28 年度分の負担金が未納の場合も、平成 29
年7月31日（月）までに納入すると同様に選挙権を有するこ
とができます。 
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〒812-0038 福岡市博多区祇園町2-11
マッコウ祇園ビル2階
TEL 092-260-7667
FAX 092-292-8282

株式会社ブランチェス

育」や、ブライダル式場での「ウェディ
ング保育」など、次 と々新しいサービス
を生み出していきました。「私は若い
頃、苦労していても、『しんどい』と口
にできませんでした。でも、他の人を
頼れないシングルマザーもたくさんい
るし、子育てに行き詰まってしまった
という人も多い。夜中に『先生、もう
だめです』と電話してきて、泣きなが
ら預けに来る人もいる。私たちは現場
でお母さんたちの近くにいるので、子
育てだけでなく、お母さんがしんどい
なと思うことを、小さなことでも解消
していきたいんです。1人が思っている
ことは10人が、10人が思っているこ
とは100人が思っているのかな、と考
え、喜ばれるサービスにつなげていま
す」。

訪問看護サービスも提供開始

2017年4月には小児向けの訪問看
護サービスも始めています。これも、
酸素チューブをつけて夜間保育にやっ
てくる子どもの姿を見て「お母さんに
とっても子どもにとっても、もっと安心

して看護サービスが受けられたらいい
のではないか」と思ったことがきっかけ
でした。「重度の障がいや疾患がある
子どもを抱えるお母さんの負担を解消
するために、こちらから看護師が出向
いていってケアをするサービスがあれ
ばいいなと思い始めました。今は小児
看護を経験した看護師3名体制で、
新生児集中治療室から退院した赤ちゃ
んの在宅ケアや、胃ろうなどの経管栄
養のケアにも対応しています。大学病
院などからのご依頼で、地域連携の
輪にも加わってサポートを広げており、
『本当にもっと多くのことが必要とされ
ている』と実感しています」。

企業主導型保育所の開設支援も

今後は国が待機児童対策の柱として
開設を促進する「企業主導型保育園」
の運営支援に力を入れていきたいとの
こと。「従業員の働きやすい環境整備
のために企業主導型保育園の開設ニー
ズは高まっていて、すでに当社も、保
育園を開設する企業への運営支援を
行っています。開設準備、設置認可の

各種手続き、人材採用のお手伝いか
ら運営まで、トータルでサポートでき
るので、今後はその事業も柱になって
いくと思います」。
自らの体験に基づき、遠慮がちに語
られる小さな声を拾いあげて、困って
いるお母さんを支えようとする権藤さ
ん。多様な働き方・生き方を支える
サービスが、これからもたくさんの子
どもとお母さんを笑顔にしていくこと
でしょう。

24時間保育でお母さんを支えたい

女性の社会進出とともに、保育環
境の整備が進んでいます。しかし、子
どもを預ける先の保育園に目を向けて
みますと、朝から夕方までしか子ども
を預けられない園が多く見受けられま
す。しかも病気の時には、なかなか子
どもを預かってもらえません。夜間や
日祝日にも働きながら子育てをしてい
るシングルマザーにとっては、まさに
死活問題。そんな中、認可の枠内だ
けでは支えられないニーズに応え、さ
まざまな保育サービスを展開している
のがブランチェスです。24時間保育
を行っている「リトルワールド博多ぎお
ん園」や、園の中では全て英語という

環境を作っている「リトルワールドイン
グリッシュハウス」など、福岡市内に
現在6園を運営しています。また、「一
時預かり」、「学童保育」、「休日保育」
なども行っており、子どもにとって楽
しく、保護者にとって安心できる保育
園づくりを、創業以来追求し続けてい
ます。
ブランチェスの創業は1996年。美
容師と他の仕事を掛け持ちしながら子
育てをしていたシングルマザーの権藤
さんが「もっと娘との時間を持ちたい」
と、小さな保育園を立ち上げたのがは
じまりです。自己資金を貯めて開業し
たのは24歳の時。「雇った保育士2人
と、私の娘を含めた3人の園児、合計
5名でのスタート。私もアルバイトにい

くなど、創業当時の財政状況は決して
楽なものではありませんでした」。それ
でもこだわったのは、24時間保育。
「昼も夜も働く人たちが安心して子ども
を預けられる場所にしたかったから。
次第に口コミで広がり、遠くからも預
けにくる人が増えていきました。私み
たいにシングルマザーで、子どもが熱
を出しても、自分が病気になっても仕
事をしないといけない人は世の中に
いっぱいいるんだなと思いました」。

困った体験をサービスに変えて

自らも体験した、お母さんの「困っ
たな」を解消すべく、権藤さんは住宅
展示場やセミナー会場での「出張保

【プロフィール】
学校卒業後、美容師として働き
ながら20歳で出産、21歳でシン
グルマザーに。自らの経験から

「働くお母さんが安心して子ども
を預けられる場所をつくりた
い」と1996年12月、福岡市南
区横手に「キッズワールド」を開
園。福岡基準適合届出保育施
設・小規模保育園の運営ほか、
2016年12月に株式会社化し
訪問看護サービスも開始。

多様な働き方・生き方を支える
保育サービスの提供でお母さんを笑顔に
株式会社ブランチェス　代表取締役　権藤 光枝氏

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.26

2イングリッシュイマージョン教育を取り入れ、園の中では全て英語という環
境の「リトルワールドイングリッシュハウス」などを運営

4 2009年に全国商工会議所女性会連合会の第8回女性起業家大賞 
最優秀賞を受賞したほか、2016年には福岡県の「女性と子どもの安全で
安心できるまちづくりへの貢献」が表彰された

1保育士、保育サポーター、補助スタッフ、調理師、栄養士、看護師など、従業員
は80名ほど。自社内にも企業内保育所を設け、働きやすい環境整備にも取り組む

3「式の途中で、子どもが泣き出したりするのではないか」「泣き出した子どもを外
へ連れて行った両親が、新郎新婦の大切な場面を見られないのではないか」といっ
た「困ったな」に応える「ウェディング保育サービス」にも取り組む

1 2

3 4
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〒812-0038 福岡市博多区祇園町2-11
マッコウ祇園ビル2階
TEL 092-260-7667
FAX 092-292-8282

株式会社ブランチェス

育」や、ブライダル式場での「ウェディ
ング保育」など、次 と々新しいサービス
を生み出していきました。「私は若い
頃、苦労していても、『しんどい』と口
にできませんでした。でも、他の人を
頼れないシングルマザーもたくさんい
るし、子育てに行き詰まってしまった
という人も多い。夜中に『先生、もう
だめです』と電話してきて、泣きなが
ら預けに来る人もいる。私たちは現場
でお母さんたちの近くにいるので、子
育てだけでなく、お母さんがしんどい
なと思うことを、小さなことでも解消
していきたいんです。1人が思っている
ことは10人が、10人が思っているこ
とは100人が思っているのかな、と考
え、喜ばれるサービスにつなげていま
す」。

訪問看護サービスも提供開始

2017年4月には小児向けの訪問看
護サービスも始めています。これも、
酸素チューブをつけて夜間保育にやっ
てくる子どもの姿を見て「お母さんに
とっても子どもにとっても、もっと安心

して看護サービスが受けられたらいい
のではないか」と思ったことがきっかけ
でした。「重度の障がいや疾患がある
子どもを抱えるお母さんの負担を解消
するために、こちらから看護師が出向
いていってケアをするサービスがあれ
ばいいなと思い始めました。今は小児
看護を経験した看護師3名体制で、
新生児集中治療室から退院した赤ちゃ
んの在宅ケアや、胃ろうなどの経管栄
養のケアにも対応しています。大学病
院などからのご依頼で、地域連携の
輪にも加わってサポートを広げており、
『本当にもっと多くのことが必要とされ
ている』と実感しています」。

企業主導型保育所の開設支援も

今後は国が待機児童対策の柱として
開設を促進する「企業主導型保育園」
の運営支援に力を入れていきたいとの
こと。「従業員の働きやすい環境整備
のために企業主導型保育園の開設ニー
ズは高まっていて、すでに当社も、保
育園を開設する企業への運営支援を
行っています。開設準備、設置認可の

各種手続き、人材採用のお手伝いか
ら運営まで、トータルでサポートでき
るので、今後はその事業も柱になって
いくと思います」。
自らの体験に基づき、遠慮がちに語
られる小さな声を拾いあげて、困って
いるお母さんを支えようとする権藤さ
ん。多様な働き方・生き方を支える
サービスが、これからもたくさんの子
どもとお母さんを笑顔にしていくこと
でしょう。

24時間保育でお母さんを支えたい

女性の社会進出とともに、保育環
境の整備が進んでいます。しかし、子
どもを預ける先の保育園に目を向けて
みますと、朝から夕方までしか子ども
を預けられない園が多く見受けられま
す。しかも病気の時には、なかなか子
どもを預かってもらえません。夜間や
日祝日にも働きながら子育てをしてい
るシングルマザーにとっては、まさに
死活問題。そんな中、認可の枠内だ
けでは支えられないニーズに応え、さ
まざまな保育サービスを展開している
のがブランチェスです。24時間保育
を行っている「リトルワールド博多ぎお
ん園」や、園の中では全て英語という

環境を作っている「リトルワールドイン
グリッシュハウス」など、福岡市内に
現在6園を運営しています。また、「一
時預かり」、「学童保育」、「休日保育」
なども行っており、子どもにとって楽
しく、保護者にとって安心できる保育
園づくりを、創業以来追求し続けてい
ます。
ブランチェスの創業は1996年。美
容師と他の仕事を掛け持ちしながら子
育てをしていたシングルマザーの権藤
さんが「もっと娘との時間を持ちたい」
と、小さな保育園を立ち上げたのがは
じまりです。自己資金を貯めて開業し
たのは24歳の時。「雇った保育士2人
と、私の娘を含めた3人の園児、合計
5名でのスタート。私もアルバイトにい

くなど、創業当時の財政状況は決して
楽なものではありませんでした」。それ
でもこだわったのは、24時間保育。
「昼も夜も働く人たちが安心して子ども
を預けられる場所にしたかったから。
次第に口コミで広がり、遠くからも預
けにくる人が増えていきました。私み
たいにシングルマザーで、子どもが熱
を出しても、自分が病気になっても仕
事をしないといけない人は世の中に
いっぱいいるんだなと思いました」。

困った体験をサービスに変えて

自らも体験した、お母さんの「困っ
たな」を解消すべく、権藤さんは住宅
展示場やセミナー会場での「出張保

【プロフィール】
学校卒業後、美容師として働き
ながら20歳で出産、21歳でシン
グルマザーに。自らの経験から

「働くお母さんが安心して子ども
を預けられる場所をつくりた
い」と1996年12月、福岡市南
区横手に「キッズワールド」を開
園。福岡基準適合届出保育施
設・小規模保育園の運営ほか、
2016年12月に株式会社化し
訪問看護サービスも開始。

多様な働き方・生き方を支える
保育サービスの提供でお母さんを笑顔に
株式会社ブランチェス　代表取締役　権藤 光枝氏

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.26

2イングリッシュイマージョン教育を取り入れ、園の中では全て英語という環
境の「リトルワールドイングリッシュハウス」などを運営

4 2009年に全国商工会議所女性会連合会の第8回女性起業家大賞 
最優秀賞を受賞したほか、2016年には福岡県の「女性と子どもの安全で
安心できるまちづくりへの貢献」が表彰された

1保育士、保育サポーター、補助スタッフ、調理師、栄養士、看護師など、従業員
は80名ほど。自社内にも企業内保育所を設け、働きやすい環境整備にも取り組む

3「式の途中で、子どもが泣き出したりするのではないか」「泣き出した子どもを外
へ連れて行った両親が、新郎新婦の大切な場面を見られないのではないか」といっ
た「困ったな」に応える「ウェディング保育サービス」にも取り組む

1 2

3 4
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生産年齢人口の減少等の要因により、企業間の人材確

保獲得競争が激化しています。新卒人材の求人倍率が

1.78倍（2018年3月卒）※1、中途人材が1.48倍（平成

29年4月）※2と過去最高水準で推移。求職者優位の状況

は、大企業への人材集中にもつながっており、中小企業の

人手不足を加速させる要因にもなっています。

こうした状況下で優秀な人材を確保することは、事業活

動の維持・継続、そして成長の観点から急務であり、大き

な経営課題となりつつあります。

活用事例の紹介

当所は今年度、中小企業の人手不足の深刻化を受けて、

既存事業の見直しと強化を図っていきます。具体的には、 

採用活動の早期・前倒しへの対応、情報発信、これまで

当所の支援が弱かったUIJターンや中途人材採用に対す

る取り組みを強化します。 また、他団体との連携を通じ

て、若者や外国人・留学生など多様な人材について、企

業が活用するための体制を整備してまいります。

福岡商工会議所

人材確保支援事業
～中小企業の人手不足解消を目指して～

新卒人材及び中途就職希望者と地元中小企業が一堂に
会する「会社合同説明会」を毎年実施しております。本年
度は開催時期を見直し、学生の就職活動の早期・短期化
に対応するため、昨年度より前倒し実施するほか、開催回
数も従来の２回から５月、７月、８月の３回に増やして対応
しております。

　当社は地域に根ざした転勤のない企業である為、地元志向の強い学
生を採用したく、商工会議所の会社合同説明会に参加しました。また、
会社合同説明会の担当者様による細かなケアがある事も毎年参加させて
頂いている理由の1つです。
　当日は、多くの学生様と関われるのは勿論ですが、地場の企業が一堂
に会する場でもあるので、他社の採用担当者様との情報交換の場として
も活用しております。

新卒人材の確保支援事業

会社合同説明会11

新卒採用を検討している企業の採用担当者と大学等の学
校の就職支援担当者による「採用・就職」に関する情報交
換会を毎年実施しています。本年度は開催時期を前倒し
し、企業・学校側参加者から要望の高かった「交流会」も
併せて開催しております。

■参加企業の声
◆短時間で、個別説明会の参加者が確保できました。
◆就活生に対して十分なPRができました。

■求職者の声
◆中小企業の魅力を新たに知るきっかけになりました。
◆色々な分野の企業の話を通じて、視野が広がりました。

学校と企業との就職情報交流会22

新規事業・取り組み一覧33

福岡大同青果株式会社 様

参加
所感

■参加者の声（企業）
◆毎年変化する採用活動・就職活動の動向がつかめました。
◆担当者が一同に会する機会は貴重で、交流会も有意
義でした。

■参加者の声（学校）
◆新たに求人票を頂けそうな企業を開拓できました。

※1　出展：リクルートワークス研究所「第34回ワークス大卒求人倍率調査（2018 卒）」
※2　出展：厚生労働省福岡労働局「雇用失業情勢（平成 29年4月）」

事業内容
　当社の取扱商品は、生鮮食品である野菜・
果実です。昨年 2 月に開場したばかりの国内
最先端の設備を備えた福岡市内唯一の青果市
場（通称ベジフルスタジアム）に日々国内外か
ら大量・多種類の青果物を集荷し、仲卸業者
と小売業者に販売しております。
　私ども福岡大同青果は、農林水産省及び福
岡市の監督の下、九州・山口地区の拠点市場
として、青果物の流通を支え、福岡都市圏の
皆様に“安心・安全で鮮度の高い”青果物をお
届けする重要な役目を担っております。

★学校と企業との就職情報交流会（9/7）参加企業募集！
　詳細は本誌24ページ、又は当所HPをご確認ください！

活用事例の紹介 株式会社エディタス 様

〈情報処理サービス業〉 株式会社エディタス　福岡市中央区渡辺通1-9-2-402／代表取締役　宮本 亮治／資本金 1,000万円／従業員数 10人

代表取締役
宮本 亮治氏

事業内容
　社員一同「ITで日本を支えるSE」を信条に業
務に取り組んでいます。国家の重要なシステムを
設計する仕事ですので、高い「品質・性能・セ
キュリティ」を求められます。なかでも、最先端
技術を使った大規模システムを得意としています。
◎官公庁様向けインフラの設計・構築
　（サーバ・ネットワーク・データベース）
◎官公庁様向けシステムの設計・開発
　（各種業務アプリケーション）

　昨今の厳しい採用状況の解決策「攻めの採用活動」のひとつとして、
大学とのコネクション作りの為、商工会議所の交流会に参加しました。
　採用したい学校を絞り込み、当社の紹介とPRをいたしました。また、
担当者様からは、学校ごとの就職事情を聞くことができました。

参加
所感

　就職担当者様に当社の募集の思いをお伝えできる良い機会となりまし
た。手ごたえを感じた学校に後日訪問させていただき、コネクションを更
に深めているところです。その成果としてある学校では学部の就職担当
の先生を紹介いただいたり、またある学校では授業の時間をお借りして
学生への業界セミナーを開かせていただいたりと、着実に当社の認知度
を上げることができています。当社のように認知度の低い中小企業に
とっては、とてもありがたい交流会です。採用の成果は今からですが、
今後も「攻めの採用活動」のツールとして、利用させていただきます。

成果

〈青果卸売業〉 福岡大同青果株式会社　福岡市東区みなと香椎3-1-1-204／代表取締役社長　丸小野 光正／資本金 2億円／従業員数 160人

　毎年多くの学生様に参加していただいております。他の合同企業説明
会と比べて、参加者数に対する当社ブースへの着席率が高いことが魅力
です。また、別途開催の「会社説明会プレゼンチェックセミナー」に参加
して以来、合同説明会時の装飾（壁面スクリーン、椅子カバー）にもこだ
わるようになり、当日の当社ブースへの着席数、当社で行われます個別
説明会への移行率も上がりました。今年度も福岡商工会議所の会社合
同説明会を中心に学生への企業アピールを行い、優秀な学生の獲得を目
指します。

成果

管理部人事課
係員

井口 大輔氏

（次ページへ続く）

会社説明会プレゼンチェックセミナー
１回目：4/27（木）
２回目：6/28（水）
※実施報告は次号掲載予定です

事 業 名 実 施 時 期 事 業 概 要
採用担当者のプレゼンレベル向上を目的に、個別・合同説明
会に参加する学生の心を掴むための情報提供セミナー。

特 集
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生産年齢人口の減少等の要因により、企業間の人材確

保獲得競争が激化しています。新卒人材の求人倍率が

1.78倍（2018年3月卒）※1、中途人材が1.48倍（平成

29年4月）※2と過去最高水準で推移。求職者優位の状況

は、大企業への人材集中にもつながっており、中小企業の

人手不足を加速させる要因にもなっています。

こうした状況下で優秀な人材を確保することは、事業活

動の維持・継続、そして成長の観点から急務であり、大き

な経営課題となりつつあります。

活用事例の紹介

当所は今年度、中小企業の人手不足の深刻化を受けて、

既存事業の見直しと強化を図っていきます。具体的には、 

採用活動の早期・前倒しへの対応、情報発信、これまで

当所の支援が弱かったUIJターンや中途人材採用に対す

る取り組みを強化します。 また、他団体との連携を通じ

て、若者や外国人・留学生など多様な人材について、企

業が活用するための体制を整備してまいります。

福岡商工会議所

人材確保支援事業
～中小企業の人手不足解消を目指して～

新卒人材及び中途就職希望者と地元中小企業が一堂に
会する「会社合同説明会」を毎年実施しております。本年
度は開催時期を見直し、学生の就職活動の早期・短期化
に対応するため、昨年度より前倒し実施するほか、開催回
数も従来の２回から５月、７月、８月の３回に増やして対応
しております。

　当社は地域に根ざした転勤のない企業である為、地元志向の強い学
生を採用したく、商工会議所の会社合同説明会に参加しました。また、
会社合同説明会の担当者様による細かなケアがある事も毎年参加させて
頂いている理由の1つです。
　当日は、多くの学生様と関われるのは勿論ですが、地場の企業が一堂
に会する場でもあるので、他社の採用担当者様との情報交換の場として
も活用しております。

新卒人材の確保支援事業

会社合同説明会11

新卒採用を検討している企業の採用担当者と大学等の学
校の就職支援担当者による「採用・就職」に関する情報交
換会を毎年実施しています。本年度は開催時期を前倒し
し、企業・学校側参加者から要望の高かった「交流会」も
併せて開催しております。

■参加企業の声
◆短時間で、個別説明会の参加者が確保できました。
◆就活生に対して十分なPRができました。

■求職者の声
◆中小企業の魅力を新たに知るきっかけになりました。
◆色々な分野の企業の話を通じて、視野が広がりました。

学校と企業との就職情報交流会22

新規事業・取り組み一覧33

福岡大同青果株式会社 様

参加
所感

■参加者の声（企業）
◆毎年変化する採用活動・就職活動の動向がつかめました。
◆担当者が一同に会する機会は貴重で、交流会も有意
義でした。

■参加者の声（学校）
◆新たに求人票を頂けそうな企業を開拓できました。

※1　出展：リクルートワークス研究所「第34回ワークス大卒求人倍率調査（2018 卒）」
※2　出展：厚生労働省福岡労働局「雇用失業情勢（平成 29年4月）」

事業内容
　当社の取扱商品は、生鮮食品である野菜・
果実です。昨年 2 月に開場したばかりの国内
最先端の設備を備えた福岡市内唯一の青果市
場（通称ベジフルスタジアム）に日々国内外か
ら大量・多種類の青果物を集荷し、仲卸業者
と小売業者に販売しております。
　私ども福岡大同青果は、農林水産省及び福
岡市の監督の下、九州・山口地区の拠点市場
として、青果物の流通を支え、福岡都市圏の
皆様に“安心・安全で鮮度の高い”青果物をお
届けする重要な役目を担っております。

★学校と企業との就職情報交流会（9/7）参加企業募集！
　詳細は本誌24ページ、又は当所HPをご確認ください！

活用事例の紹介 株式会社エディタス 様

〈情報処理サービス業〉 株式会社エディタス　福岡市中央区渡辺通1-9-2-402／代表取締役　宮本 亮治／資本金 1,000万円／従業員数 10人

代表取締役
宮本 亮治氏

事業内容
　社員一同「ITで日本を支えるSE」を信条に業
務に取り組んでいます。国家の重要なシステムを
設計する仕事ですので、高い「品質・性能・セ
キュリティ」を求められます。なかでも、最先端
技術を使った大規模システムを得意としています。
◎官公庁様向けインフラの設計・構築
　（サーバ・ネットワーク・データベース）
◎官公庁様向けシステムの設計・開発
　（各種業務アプリケーション）

　昨今の厳しい採用状況の解決策「攻めの採用活動」のひとつとして、
大学とのコネクション作りの為、商工会議所の交流会に参加しました。
　採用したい学校を絞り込み、当社の紹介とPRをいたしました。また、
担当者様からは、学校ごとの就職事情を聞くことができました。

参加
所感

　就職担当者様に当社の募集の思いをお伝えできる良い機会となりまし
た。手ごたえを感じた学校に後日訪問させていただき、コネクションを更
に深めているところです。その成果としてある学校では学部の就職担当
の先生を紹介いただいたり、またある学校では授業の時間をお借りして
学生への業界セミナーを開かせていただいたりと、着実に当社の認知度
を上げることができています。当社のように認知度の低い中小企業に
とっては、とてもありがたい交流会です。採用の成果は今からですが、
今後も「攻めの採用活動」のツールとして、利用させていただきます。

成果

〈青果卸売業〉 福岡大同青果株式会社　福岡市東区みなと香椎3-1-1-204／代表取締役社長　丸小野 光正／資本金 2億円／従業員数 160人

　毎年多くの学生様に参加していただいております。他の合同企業説明
会と比べて、参加者数に対する当社ブースへの着席率が高いことが魅力
です。また、別途開催の「会社説明会プレゼンチェックセミナー」に参加
して以来、合同説明会時の装飾（壁面スクリーン、椅子カバー）にもこだ
わるようになり、当日の当社ブースへの着席数、当社で行われます個別
説明会への移行率も上がりました。今年度も福岡商工会議所の会社合
同説明会を中心に学生への企業アピールを行い、優秀な学生の獲得を目
指します。

成果

管理部人事課
係員

井口 大輔氏

（次ページへ続く）

会社説明会プレゼンチェックセミナー
１回目：4/27（木）
２回目：6/28（水）
※実施報告は次号掲載予定です

事 業 名 実 施 時 期 事 業 概 要
採用担当者のプレゼンレベル向上を目的に、個別・合同説明
会に参加する学生の心を掴むための情報提供セミナー。

特 集
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新卒・中途人材の確保支援事業

人材確保支援窓口　相談無料・予約制・秘密厳守
【開 設 日】第三木曜日・1社1時間・5社限定
【相談場所】当所2階11

中途（プロ人材）の確保支援

〈略歴〉
大手飲料メーカーにおける営業を経た後、（株）リク
ルートにて求人広告営業に従事。その間、大学向け
就活講座および就職相談業務、訓練校（社会人対
象）向けマナー研修などの講師経験も経て、2011年
8月（株）就面 設立（現在に至る）。年間2000名以
上の就活生・転職希望者・企業社員を指導・支援。

プロ人材とは、上記の取り組み等（一例）を通じて、企業の成長を具現化する
ことのできる優秀な人材のことです。

お問い合わせ／福岡商工会議所　経営相談部　商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
　　　　　　　福岡県ジョブ・カードセンター　TEL 092-401-3070
　　　　　　　福岡県プロフェッショナル人材センター　TEL 092-622-8822
　　　　　　　　　　（福岡県中小企業振興センタービル9F）

活用事例の紹介

　現在、業界や企業の規模等に関わらず、企業の人材確保に対する課
題はたくさんあると思います。特に当社のような中小企業にとっては、求
人活動にかける労力・費用の問題や知識不足など更に頭が痛い状況のな
かで、今回商工会議所の窓口を利用させて頂きました。
　当社の現状を詳しく伝えることで、現在の取り組みについてのご意見を
頂き、新たな取り組みについてもアドバイス頂けたので、得るモノがあり
よかったです。

株式会社秀電社 様

〈建設業（電気・機械器具設置工事）〉 株式会社秀電社　福岡市博多区対馬小路9-23／代表取締役　秀嶋 克仁／資本金 3,000万円／従業員数 58人

参加
所感

　まだまだ課題はたくさんありますが、専門家の方から、今後の求人活
動の参考になるお話を多々聞くことが出来ました。このように気軽にアド
バイスを受けられるのは中小企業にとって非常にありがたいです。実際に
利用することで自社が求める人材について見つめ直すことができ、今後、
取り組む活動においても活かすことができそうです。

成果

代表取締役
秀嶋 克仁氏

事業内容
　福岡県内を中心に九州全域の公共水処理施
設及び関連する施設の電気設備工事業を主と
しながら、同施設の機械設置工事業や再生可
能エネルギー設備工事業など、新事業･新技術
に積極的に取り組んでおります。生活に欠か
せないインフラ設備の整備・改修を通じて社
会貢献への努力を惜しむことなく、“皆さんに
とってのNo.1の企業になろう！”をスローガ
ンに100年続く企業を目指します。

人材確保に関する相談全般に対して、実務経験豊富な
「キャリアコンサルタント」が相談を受け、自社の課題に対す
る解決策をご提案いたします。専門家が親身になって相談を
お受けいたしますので、是非ご利用ください。

■主な相談内容
◆求人票の書き方 　◆若手定着化　など

窓口専門家（人材採用コンサルティング業）からのアドバイス

　人材の採用・育成・定着に関するアド
バイスを行っています。
　「求人広告の表現方法に自信が無い」

「新入社員がうまく育たない」「社員にやる
気が無い」「入社してもすぐ辞める」…
等々お悩みはございませんか？
　お悩み解決のため、現状を丁寧に傾聴
し、貴社に合ったアドバイスを致します。

●既存の視点や手法を少し変えただけ
で、大きな求人効果につながった

●新入社員研修の中身を変え、社員のモ
チベーションが上がった

●部下に対する上司の接し方を変え、人
材の定着が良くなった

　上記の様な実績も多数あります。お一
人で悩まず、一緒に解決策を考えましょ
う。お気軽にご相談ください。

株式会社就面
代表取締役
松田 剛次氏

福岡県プロフェッショナル人材センター（以下センター）では、
優秀なプロ人材のマッチングを通じて、企業の「攻めの経営」への
転身を後押しするとともに、それを実践するプロ人材の活用につ
いて、民間人材ビジネス事業者等を通じたマッチングの実現をサ
ポートしています。当所でも今年度の重点強化支援項目として、
センターと連携し、セミナーの開催や活用事例のご紹介等などを
通じて、プロ人材活用による企業の成長を支援していきます。

福岡県プロフェッショナル人材センター※との連携

what?

■センターの特徴とメリット
◆全国で紹介事業を展開する民間人材ビジネス事業者等と連携
　全国規模で培った人脈や経験を持った「即戦力」を発掘
◆センターの利用に関しては全て無料

※マッチング成立時の人材事業者への報酬は規定通り発生
　（概ね年収の30～35％程度）

◆人物像の具体化、マッチングをセンターがサポート
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■センターの利用状況（全国）

成約件数
相談件数

6,058

3
758

3,020

8,840

11,248

12,726

58

208

472

817

1,032

■利用企業の規模

中小企業の利用が8割以上

1,000人超
4％

501～1,000人
6％

301～500人
7％

101～300人
31％51～100人

21％

21～50人
20％

20人以下
11％

中小企業
83％

■採用したプロ人材

活躍の場は多岐にわたる

生産性向上
35％

販路拡大
27％

経営管理
20％

事業分野
拡張
10％

その他
8％

活用事例の紹介

　新事業立ち上げのため、既存の取引先の他にも、他業種企業や学
校・地方自治体との繋がりが必要不可欠であり、視野を広げるきっかけ
にするために依頼。
　求める人材像としては、新規開拓の経験がある方。業種を問わず、営
業に自信のある方。平均年齢30歳前後の弊社従業員とも上手くコミュニ
ケーションがとれ、助言して頂ける方。

株式会社ラップ 様

〈映像制作（技術部・制作部）〉 株式会社ラップ　福岡市中央区清川1-14-13-302／代表取締役　原田 憲児／資本金 400万円／従業員数 28人

　新事業立ち上げの為、人材確保を検討していたところ、商工会議所の
交流会でセンターの方とお話をさせて頂き、利用させていただくことにな
りました。
　多くの民間人材ビジネス事業者様をご紹介頂き、スケジューリングも
迅速に進めて頂いて早い段階で決定することができました。

代表取締役
原田 憲児氏

事業内容
　めんたいワイド等数々のテレビ番組制作の
みならず、企業自治体のVP・CM制作、一般
向けのビデオ制作も行っております。
　カメラマン・音声・ディレクター・エディ
ターはもちろん、機材もプロ仕様で最低価格1
万円～。TV 番組制作の現役スタッフによる
ディレクションと編集技術を駆使し、ストー
リー性と抜群の映像が強み。ドローンを活用
することで上空からのダイナミックな映像制
作も可能。企業や店舗以外にも個人の依頼も
受け付けています。

　前職が山口のテレビ局員ということで、弊社の事業内容を早々にご理
解いただき即戦力として勤務頂いております。
　課題としていた他業種や学校・地方自治体にも飛び込みで営業して頂
き、少しずつ成果が出始めております。

採用

支援

課題

（前ページの続き）
※福岡県プロフェッショナル人

材センターは、内閣府の地方
創生事業のひとつで、2016
年から福岡県庁に拠点を置く

会議所キャラバン事業（山口大学と連携）

外国人・留学生活用セミナー

東京商工会議所「就職情報交換会」への参加支援

福岡市近郊の就職イベント情報の一元発信

7/14（金）

6/21（水）

10月予定

通年

※実施報告は次号掲載予定です

県外の新卒人材へアプローチするための学内合同説明会事業
（第1回目は山口大学と連携）※募集締切

人財採用難を乗り切るための一策として、外国人・留学生を
活用するための具体的事例を紹介する情報提供セミナー。
関東圏の学校の就職支援部署担当者と人脈を構築することを
目的とした参加支援を実施する予定です。※当所HP掲載予定

福岡市近郊で実施される合同説明会等の実施予定や募集情報
を集約・配信しております。※当所HPをご確認ください。
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新卒・中途人材の確保支援事業

人材確保支援窓口　相談無料・予約制・秘密厳守
【開 設 日】第三木曜日・1社1時間・5社限定
【相談場所】当所2階11

中途（プロ人材）の確保支援

〈略歴〉
大手飲料メーカーにおける営業を経た後、（株）リク
ルートにて求人広告営業に従事。その間、大学向け
就活講座および就職相談業務、訓練校（社会人対
象）向けマナー研修などの講師経験も経て、2011年
8月（株）就面 設立（現在に至る）。年間2000名以
上の就活生・転職希望者・企業社員を指導・支援。

プロ人材とは、上記の取り組み等（一例）を通じて、企業の成長を具現化する
ことのできる優秀な人材のことです。

お問い合わせ／福岡商工会議所　経営相談部　商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
　　　　　　　福岡県ジョブ・カードセンター　TEL 092-401-3070
　　　　　　　福岡県プロフェッショナル人材センター　TEL 092-622-8822
　　　　　　　　　　（福岡県中小企業振興センタービル9F）

活用事例の紹介

　現在、業界や企業の規模等に関わらず、企業の人材確保に対する課
題はたくさんあると思います。特に当社のような中小企業にとっては、求
人活動にかける労力・費用の問題や知識不足など更に頭が痛い状況のな
かで、今回商工会議所の窓口を利用させて頂きました。
　当社の現状を詳しく伝えることで、現在の取り組みについてのご意見を
頂き、新たな取り組みについてもアドバイス頂けたので、得るモノがあり
よかったです。

株式会社秀電社 様

〈建設業（電気・機械器具設置工事）〉 株式会社秀電社　福岡市博多区対馬小路9-23／代表取締役　秀嶋 克仁／資本金 3,000万円／従業員数 58人

参加
所感

　まだまだ課題はたくさんありますが、専門家の方から、今後の求人活
動の参考になるお話を多々聞くことが出来ました。このように気軽にアド
バイスを受けられるのは中小企業にとって非常にありがたいです。実際に
利用することで自社が求める人材について見つめ直すことができ、今後、
取り組む活動においても活かすことができそうです。

成果

代表取締役
秀嶋 克仁氏

事業内容
　福岡県内を中心に九州全域の公共水処理施
設及び関連する施設の電気設備工事業を主と
しながら、同施設の機械設置工事業や再生可
能エネルギー設備工事業など、新事業･新技術
に積極的に取り組んでおります。生活に欠か
せないインフラ設備の整備・改修を通じて社
会貢献への努力を惜しむことなく、“皆さんに
とってのNo.1の企業になろう！”をスローガ
ンに100年続く企業を目指します。

人材確保に関する相談全般に対して、実務経験豊富な
「キャリアコンサルタント」が相談を受け、自社の課題に対す
る解決策をご提案いたします。専門家が親身になって相談を
お受けいたしますので、是非ご利用ください。

■主な相談内容
◆求人票の書き方 　◆若手定着化　など

窓口専門家（人材採用コンサルティング業）からのアドバイス

　人材の採用・育成・定着に関するアド
バイスを行っています。
　「求人広告の表現方法に自信が無い」

「新入社員がうまく育たない」「社員にやる
気が無い」「入社してもすぐ辞める」…
等々お悩みはございませんか？
　お悩み解決のため、現状を丁寧に傾聴
し、貴社に合ったアドバイスを致します。

●既存の視点や手法を少し変えただけ
で、大きな求人効果につながった

●新入社員研修の中身を変え、社員のモ
チベーションが上がった

●部下に対する上司の接し方を変え、人
材の定着が良くなった

　上記の様な実績も多数あります。お一
人で悩まず、一緒に解決策を考えましょ
う。お気軽にご相談ください。

株式会社就面
代表取締役
松田 剛次氏

福岡県プロフェッショナル人材センター（以下センター）では、
優秀なプロ人材のマッチングを通じて、企業の「攻めの経営」への
転身を後押しするとともに、それを実践するプロ人材の活用につ
いて、民間人材ビジネス事業者等を通じたマッチングの実現をサ
ポートしています。当所でも今年度の重点強化支援項目として、
センターと連携し、セミナーの開催や活用事例のご紹介等などを
通じて、プロ人材活用による企業の成長を支援していきます。

福岡県プロフェッショナル人材センター※との連携

what?

■センターの特徴とメリット
◆全国で紹介事業を展開する民間人材ビジネス事業者等と連携
　全国規模で培った人脈や経験を持った「即戦力」を発掘
◆センターの利用に関しては全て無料

※マッチング成立時の人材事業者への報酬は規定通り発生
　（概ね年収の30～35％程度）

◆人物像の具体化、マッチングをセンターがサポート
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■センターの利用状況（全国）

成約件数
相談件数

6,058

3
758

3,020

8,840

11,248

12,726

58

208

472

817

1,032

■利用企業の規模

中小企業の利用が8割以上

1,000人超
4％

501～1,000人
6％

301～500人
7％

101～300人
31％51～100人

21％

21～50人
20％

20人以下
11％

中小企業
83％

■採用したプロ人材

活躍の場は多岐にわたる

生産性向上
35％

販路拡大
27％

経営管理
20％

事業分野
拡張
10％

その他
8％

活用事例の紹介

　新事業立ち上げのため、既存の取引先の他にも、他業種企業や学
校・地方自治体との繋がりが必要不可欠であり、視野を広げるきっかけ
にするために依頼。
　求める人材像としては、新規開拓の経験がある方。業種を問わず、営
業に自信のある方。平均年齢30歳前後の弊社従業員とも上手くコミュニ
ケーションがとれ、助言して頂ける方。

株式会社ラップ 様

〈映像制作（技術部・制作部）〉 株式会社ラップ　福岡市中央区清川1-14-13-302／代表取締役　原田 憲児／資本金 400万円／従業員数 28人

　新事業立ち上げの為、人材確保を検討していたところ、商工会議所の
交流会でセンターの方とお話をさせて頂き、利用させていただくことにな
りました。
　多くの民間人材ビジネス事業者様をご紹介頂き、スケジューリングも
迅速に進めて頂いて早い段階で決定することができました。

代表取締役
原田 憲児氏

事業内容
　めんたいワイド等数々のテレビ番組制作の
みならず、企業自治体のVP・CM制作、一般
向けのビデオ制作も行っております。
　カメラマン・音声・ディレクター・エディ
ターはもちろん、機材もプロ仕様で最低価格1
万円～。TV 番組制作の現役スタッフによる
ディレクションと編集技術を駆使し、ストー
リー性と抜群の映像が強み。ドローンを活用
することで上空からのダイナミックな映像制
作も可能。企業や店舗以外にも個人の依頼も
受け付けています。

　前職が山口のテレビ局員ということで、弊社の事業内容を早々にご理
解いただき即戦力として勤務頂いております。
　課題としていた他業種や学校・地方自治体にも飛び込みで営業して頂
き、少しずつ成果が出始めております。

採用

支援

課題

（前ページの続き）
※福岡県プロフェッショナル人

材センターは、内閣府の地方
創生事業のひとつで、2016
年から福岡県庁に拠点を置く

会議所キャラバン事業（山口大学と連携）

外国人・留学生活用セミナー

東京商工会議所「就職情報交換会」への参加支援

福岡市近郊の就職イベント情報の一元発信

7/14（金）

6/21（水）

10月予定

通年

※実施報告は次号掲載予定です

県外の新卒人材へアプローチするための学内合同説明会事業
（第1回目は山口大学と連携）※募集締切

人財採用難を乗り切るための一策として、外国人・留学生を
活用するための具体的事例を紹介する情報提供セミナー。
関東圏の学校の就職支援部署担当者と人脈を構築することを
目的とした参加支援を実施する予定です。※当所HP掲載予定

福岡市近郊で実施される合同説明会等の実施予定や募集情報
を集約・配信しております。※当所HPをご確認ください。
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CLOSE UP
福岡商工会議所の動き

県内各商工会議所から会頭、副会頭、専務理事ら41名が出席した

福岡商工会議所女性会

各地商工会議所会頭と意見交換を行う服部副知事総会に先立ち行われた役員会で挨拶をする礒山会長

当所の取り組みを紹介
する礒山会頭

各地商工会議所会頭らと
意見交換を行う三村会頭

IoTを活用したイノベーションについて解説する廣常氏

総会で挨拶をする礒山会長

九州・沖縄の78商工会議所から正副会頭や専務理事ら168 名が参加した

博多伝統芸能振興に向け協議が行われた

　福岡市民の祭り振興会（会長=礒山会頭）は、6月8日に当所会議室で
「どんたく隊賞人気コンクール」（同振興会、西日本新聞社主催）の表彰式
を、6月15日に福岡アジア美術館（あじびホール）で「どんたく写真コン
クール」（同振興会、西日本新聞社主催）の表彰式を開催した。

第56回 コンクール各賞決定
どんたく隊賞人気コンクール・どんたく写真コンクール表彰式

6.8、15

福岡市民の祭り振興会会長賞に選ばれた『そろい踏み』
（撮影：宮原 秀子さん）

第二十七回 博多をどり
12月９日（土）に開催
博多伝統芸能振興会　平成29年度総会

6.7

博多伝統芸能振興会（会長＝礒山会頭）は6月7日、ホ
テルニューオータニ博多で「平成 29 年度 定例総会」を開
催。同会会員48名が出席した。

総会では、平成28年度事業報告並びに収支決算、平成
29年度事業計画並びに収支予算、役員改選について協議

し、全て議案通り承認された。また、「博多伝統芸能振興
会館（仮称）」について、新会館運営委員会を立ち上げ、会
館の運用ルールや活用法等を検討しており、オープンは11
月上旬を予定して
いるなどの経過報
告がなされた。

なお、「第二十七
回 博多をどり」を
12 月 9 日（土）博
多座で、昨年同様
1日で 3 回の公演
を行う。

九州・沖縄54女性会、590名が出席
女性経営者の結束を強めた
第49回　九州商工会議所女性会連合会総会　唐津大会

6.8

九州商工会議所女性会連合会（会長＝西川副会頭）は
6月8日、唐津ロイヤルホテル（唐津市）で総会を開催。
九州各県より54女性会、590名が出席した。

総会では、平成 28 年度事業報告（案）・収支決算
（案）及び監査報告、平成 29 年度事業計画（案）並びに
収支予算（案）、大会宣言（案）、平成 30 年度総会開催
地、平成29年度役員会開催地、役員改選について協議
し、全て議案通り承認された。

また、総会終了後には、（株）ドーンデザイン研究所代
表取締役の水戸岡鋭治氏を講師に迎え、「デザインは公
共のために」をテーマに講演会を開催した。

平成29年度
事業計画・予算を承認
福岡県商工会議所連合会　第128回　通常会員総会

6.6

福岡県商工会議所連合会（会長＝礒山会頭）は6月6日、
福岡市で第128回通常会員総会を開催。県内19商工会議
所の会頭、副会頭、専務理事ら41名が参加した。

総会の挨拶で礒山会長は、「福岡県内には、2015年に世
界遺産に登録された『明治日本の産業革命遺産』、昨年12
月にユネスコ無形文化遺産となった『博多祇園山笠』『戸畑
祇園大山笠』など魅力ある観光資源がある。加えて、各地
商工会議所でも伝統あるお祭りや、観光イベント等、地域
の特性を活かした事業に取り組んでいる。福商連では、そ
れらの取り組みや各地の観光資源を一体として活かすこと
で、福岡の観光産業の成長を促していく」と県内における
観光振興に向けた強い意気込みを語った。続いて、昨年度
の事業報告・収支決算、今年度の事業計画・収支予算に
ついて審議し、原案通り承認した。

総会後に開催された特別講話では、服部誠太郎副知事が
「福岡県の地方創生への取組み」について講演。福岡県人口
ビジョン・地方創生総合戦略や福岡県中小企業振興条例な
どについて説明された。その後、各地域を代表して、行橋

商工会議所の宮西会頭、直方商工会議所の永冨会頭、久
留米商工会議所の本村会頭が、「商工会議所の地方創生へ
の取組み」を発表し、服部副知事と意見交換を行った。

礒山会頭は 5月9日、大川市で開催され
た「大川・柳川商工会議所合同議員研修会」
にて、『九州・福岡のこれからの地域振興と
商工会議所の取り組み』をテーマに講演を
行った。

講演で礒山会頭は、商工会議所の成り立
ちや、福岡商工会議所の取り組みついて説
明し、大きく変化する現在の社会における商
工会議所の役割と、会議所間、地域間のさ
らなる連携の重要性について述べた。

結果は本誌11ページに掲載

5.9
“創造的復興”に向け、78商工会
議所で連携し、全力で取り組む
九州商工会議所連合会　第95回　通常会員総会

6.13

九州商工会議所連合会（会長＝礒山会頭）は6月13日、大
分県日田市で第95回通常会員総会を開催。九州・沖縄の
78商工会議所から正副会頭や専務理事ら168名が参加した。

総会の挨拶で礒山会長は、熊本地震の復興状況と各会議
所の支援に対する謝辞を述べたあと、「“創造的復興”に向
け、九州・沖縄の会議所が連携し、特に観光産業において
全力で取り組む」と挨拶した。議事では、中小企業の経営
力強化や観光振興を図るための施策をはじめ、循環型高速
道路ネットワーク、九州新幹線西九州ルート・福岡空港の
滑走路増設の早期整備などを国に求めることを決定した。7
月に関係省庁に要望書を提出する予定。

また、前日の12日には、日本商工会議所の三村明夫会頭
と意見交換会を開催。三村会頭は「我々の抱えている課題で
ある人手不足、後継者難、地方での人口減少は年々深刻化
しているが、一方で、これらの課題に対する各地域の取り組

みは、年 レ々ベルが上がっている」と挨拶。その後、各地会
議所を代表して、5会議所が地域の実状や取り組みについて
発表し、意見交換を行った。

中小企業における
イノベーション促進を目指して
新規事業「福商イノベーション支援事業」

6.19

当所は6月19日、「福岡で考えるIoT。ビジネス創造とイノ
ベーション～「観光」・「農業」・「防災」などの可能性～」と題
して、セミナー及び交流会を開催。47名が参加した。

当所では、今年度より新たに「福商イノベーション支援事
業」を実施。本事業では、IoTを切り口にイノベーションを起
こしたい、生産性を向上したい、売上を拡大したいと考える
企業や経営者を主な対象に、セミナーや交流会、ワーク

ショップなどを実施
する。その第一弾
となる今回は、㈱
新産業文化創出研
究所代表取締役所
長の廣常啓一氏を
講師に迎え、IoT
の最先端動向や、福岡におけるIoTで可能性のある分野、
新しいビジネスの起こし方などについて様々な事例を交えな
がら詳しく解説。参加者からは「情報が新しく、わかりやす
くて大変参考になった」といった声が聞かれた。

今後は、自社がIoTを活用していかにイノベーションを促進
するかといった気づきの創出やその実現について、コーディ
ネーターを交えて発想しあうワークショップを実施していく。
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CLOSE UP
福岡商工会議所の動き

県内各商工会議所から会頭、副会頭、専務理事ら41名が出席した

福岡商工会議所女性会

各地商工会議所会頭と意見交換を行う服部副知事総会に先立ち行われた役員会で挨拶をする礒山会長

当所の取り組みを紹介
する礒山会頭

各地商工会議所会頭らと
意見交換を行う三村会頭

IoTを活用したイノベーションについて解説する廣常氏

総会で挨拶をする礒山会長

九州・沖縄の78商工会議所から正副会頭や専務理事ら168 名が参加した

博多伝統芸能振興に向け協議が行われた

　福岡市民の祭り振興会（会長=礒山会頭）は、6月8日に当所会議室で
「どんたく隊賞人気コンクール」（同振興会、西日本新聞社主催）の表彰式
を、6月15日に福岡アジア美術館（あじびホール）で「どんたく写真コン
クール」（同振興会、西日本新聞社主催）の表彰式を開催した。

第56回 コンクール各賞決定
どんたく隊賞人気コンクール・どんたく写真コンクール表彰式

6.8、15

福岡市民の祭り振興会会長賞に選ばれた『そろい踏み』
（撮影：宮原 秀子さん）

第二十七回 博多をどり
12月９日（土）に開催
博多伝統芸能振興会　平成29年度総会

6.7

博多伝統芸能振興会（会長＝礒山会頭）は6月7日、ホ
テルニューオータニ博多で「平成 29 年度 定例総会」を開
催。同会会員48名が出席した。

総会では、平成28年度事業報告並びに収支決算、平成
29年度事業計画並びに収支予算、役員改選について協議

し、全て議案通り承認された。また、「博多伝統芸能振興
会館（仮称）」について、新会館運営委員会を立ち上げ、会
館の運用ルールや活用法等を検討しており、オープンは11
月上旬を予定して
いるなどの経過報
告がなされた。

なお、「第二十七
回 博多をどり」を
12 月 9 日（土）博
多座で、昨年同様
1日で 3 回の公演
を行う。

九州・沖縄54女性会、590名が出席
女性経営者の結束を強めた
第49回　九州商工会議所女性会連合会総会　唐津大会

6.8

九州商工会議所女性会連合会（会長＝西川副会頭）は
6月8日、唐津ロイヤルホテル（唐津市）で総会を開催。
九州各県より54女性会、590名が出席した。

総会では、平成 28 年度事業報告（案）・収支決算
（案）及び監査報告、平成 29 年度事業計画（案）並びに
収支予算（案）、大会宣言（案）、平成 30 年度総会開催
地、平成29年度役員会開催地、役員改選について協議
し、全て議案通り承認された。

また、総会終了後には、（株）ドーンデザイン研究所代
表取締役の水戸岡鋭治氏を講師に迎え、「デザインは公
共のために」をテーマに講演会を開催した。

平成29年度
事業計画・予算を承認
福岡県商工会議所連合会　第128回　通常会員総会

6.6

福岡県商工会議所連合会（会長＝礒山会頭）は6月6日、
福岡市で第128回通常会員総会を開催。県内19商工会議
所の会頭、副会頭、専務理事ら41名が参加した。

総会の挨拶で礒山会長は、「福岡県内には、2015年に世
界遺産に登録された『明治日本の産業革命遺産』、昨年12
月にユネスコ無形文化遺産となった『博多祇園山笠』『戸畑
祇園大山笠』など魅力ある観光資源がある。加えて、各地
商工会議所でも伝統あるお祭りや、観光イベント等、地域
の特性を活かした事業に取り組んでいる。福商連では、そ
れらの取り組みや各地の観光資源を一体として活かすこと
で、福岡の観光産業の成長を促していく」と県内における
観光振興に向けた強い意気込みを語った。続いて、昨年度
の事業報告・収支決算、今年度の事業計画・収支予算に
ついて審議し、原案通り承認した。

総会後に開催された特別講話では、服部誠太郎副知事が
「福岡県の地方創生への取組み」について講演。福岡県人口
ビジョン・地方創生総合戦略や福岡県中小企業振興条例な
どについて説明された。その後、各地域を代表して、行橋

商工会議所の宮西会頭、直方商工会議所の永冨会頭、久
留米商工会議所の本村会頭が、「商工会議所の地方創生へ
の取組み」を発表し、服部副知事と意見交換を行った。

礒山会頭は 5月9日、大川市で開催され
た「大川・柳川商工会議所合同議員研修会」
にて、『九州・福岡のこれからの地域振興と
商工会議所の取り組み』をテーマに講演を
行った。

講演で礒山会頭は、商工会議所の成り立
ちや、福岡商工会議所の取り組みついて説
明し、大きく変化する現在の社会における商
工会議所の役割と、会議所間、地域間のさ
らなる連携の重要性について述べた。

結果は本誌11ページに掲載

5.9
“創造的復興”に向け、78商工会
議所で連携し、全力で取り組む
九州商工会議所連合会　第95回　通常会員総会

6.13

九州商工会議所連合会（会長＝礒山会頭）は6月13日、大
分県日田市で第95回通常会員総会を開催。九州・沖縄の
78商工会議所から正副会頭や専務理事ら168名が参加した。

総会の挨拶で礒山会長は、熊本地震の復興状況と各会議
所の支援に対する謝辞を述べたあと、「“創造的復興”に向
け、九州・沖縄の会議所が連携し、特に観光産業において
全力で取り組む」と挨拶した。議事では、中小企業の経営
力強化や観光振興を図るための施策をはじめ、循環型高速
道路ネットワーク、九州新幹線西九州ルート・福岡空港の
滑走路増設の早期整備などを国に求めることを決定した。7
月に関係省庁に要望書を提出する予定。

また、前日の12日には、日本商工会議所の三村明夫会頭
と意見交換会を開催。三村会頭は「我々の抱えている課題で
ある人手不足、後継者難、地方での人口減少は年々深刻化
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みは、年 レ々ベルが上がっている」と挨拶。その後、各地会
議所を代表して、5会議所が地域の実状や取り組みについて
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中小企業における
イノベーション促進を目指して
新規事業「福商イノベーション支援事業」

6.19

当所は6月19日、「福岡で考えるIoT。ビジネス創造とイノ
ベーション～「観光」・「農業」・「防災」などの可能性～」と題
して、セミナー及び交流会を開催。47名が参加した。

当所では、今年度より新たに「福商イノベーション支援事
業」を実施。本事業では、IoTを切り口にイノベーションを起
こしたい、生産性を向上したい、売上を拡大したいと考える
企業や経営者を主な対象に、セミナーや交流会、ワーク

ショップなどを実施
する。その第一弾
となる今回は、㈱
新産業文化創出研
究所代表取締役所
長の廣常啓一氏を
講師に迎え、IoT
の最先端動向や、福岡におけるIoTで可能性のある分野、
新しいビジネスの起こし方などについて様々な事例を交えな
がら詳しく解説。参加者からは「情報が新しく、わかりやす
くて大変参考になった」といった声が聞かれた。

今後は、自社がIoTを活用していかにイノベーションを促進
するかといった気づきの創出やその実現について、コーディ
ネーターを交えて発想しあうワークショップを実施していく。
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FUKUOKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS商工会議所の動き  FCCI NEWS

■福岡市民の祭り振興会会長賞 …………… 福岡民踊舞踊 四季の会
■福岡市長賞 ………………………………… 真弓ダンススタジオ
■福岡商工会議所会頭賞 …………………… 福岡民踊会
■福岡観光コンベンションビューロー会長賞 …… じろ長どんたく隊
■RKB毎日放送賞 ………………………… 栄奈美会どんたく隊
■西日本新聞社賞 …………………………… 精華女子高等学校吹奏楽部
■福岡県知事賞 ……………………………… 博多民踊協会どんたく隊
■下澤轍賞…………………………………… 商売繁盛やずやどんたく隊
■西島伊三雄賞 ……………………………… 博多しょんがね
■福岡市議会議長賞 ………………………… 福岡の元気応援隊・西日本新聞グループ

各コンクール受賞団体・作品一覧どんたく

平成29年度  第56回  どんたく隊賞人気コンクール

■市民の祭り振興会会長賞 ……「そろい踏み」　宮原 秀子
■西日本新聞社賞 ………………「元気一杯」　　福原 良一
■明太子のやまや賞 …………… 5作品
■どんたくニコン賞 …………… 1作品
■やまやユーモア賞 …………… 5作品
■やまやファミリー賞 ………… 5作品
■佳作…………………………… 19作品

平成29年度  第56回  どんたく写真コンクール

企業の海外展開

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所は、地域中小企業の販路拡大を目的に、九州・福岡の「食」
を世界へ発信しようと、4か国向けに「個別商談」を開催した。
　6月1日の『漢神百貨店との個別商談会（台湾）』では、11月の

「オール九州・四国の観光物産展」、2月の「日本物産展」に向けて、
漢神百貨店・台湾商社・国内商社と42商談を実施。九州産の蒲鉾
やわらび餅、ドライフルーツ等がバイヤーの好感触を得た。
　6月13日～15日の『Suntory F&B Internationalとの個別商談
会』では、同社の上海・シンガポール・ハワイの日本料理店3店舗
が行う九州プロモーションでの食材発掘に向けて54商談を実施。
たまねぎドレッシングなど九州産の素材にこだわった調味料や、
伝統の味をベースとしデザート向けに改良した胡麻豆腐等、工夫
を重ねた商品が提案され、バイヤーから高い評価を得た。
　6月26日の『伊勢丹シンガポールとの個別商談会』では、現地バ
イヤー・国内商社と22商談を実施した。
　各商談後、バイヤーを交えた意見交換会を開催。参加した九州
各地の企業からは「現地の実情を把握できた。情報収集として大変
役立った」との声が聞かれた。

福岡県中小企業再生支援協議会
第19回全体会議

経営支援グループ　TEL 092-441-1146

　当所が設置する福岡県中小企業再生支援協議会（会長＝
礒山会頭）は6月7日、第19回全体会議を開催した。
　平成28年度の事業報告、平成29年度の事業計画につい
て福岡県中小企業再生支援協議会（再生支援部門）、福岡
県事業引継ぎ支援センター（事業引継ぎ支援部門）の各統
括責任者より説明が行われ、全ての議案が承認された。中
小企業の持続的発展のため、今年度も各支援機関との綿密
な連携を図り支援を実施していく。

協議会事業の実施方針等を審議

6.7 福岡商工会議所税制委員会
税制講演会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所税制委員会（委員長＝岩崎成敏・岩崎建設㈱ 代表
取締役社長）は6月12日、「平成29年度税制改正の概要
等について」をテーマに税制講演会を開催。26名が出席
した。
　講師の日本商工会議所理事・産業政策第一部長の荒井
恒一氏は、期限切れを迎える租税特別措置の延長や企業
側に大きな負担が課される納税事務の軽減等、税制に関
する今後の検討課題について講演した。

税制改正に向けた論点について解説する荒井氏

6.12

福商ビジネス倶楽部
6月例会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　福商ビジネス倶楽部は6月15日、株式会社ailes代表
取締役の橋詰京美氏を講師に迎え、「伝わる声と稼げる自
己紹介」をテーマに6月例会を開催。59名が参加した。
　講演会で橋詰氏は、自己紹介で一般的に与えられる“1
分間”で「何を・どう伝えるのか」について、また、ビジ
ネスを成功に導く「声」について実践を交えながら解説。
参加者からも積極的な発言が多くなされ、会場は大いに
盛り上がった。

『1分間自己紹介』を実践する参加者

6.15

SFBIのバイヤーへ新商品のプレゼンをする新規会員

漢神百貨店のバイヤーに商品を提案する参加企業

6.1・
13～15・

26

第577回常議員会
第216回議員総会

総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

　当所は6月27日、第577回常議員会、第216回議員総会を
開催した。
　議員総会では、平成28年度の事業報告・収支決算、常議員
の選任について審議し、原案通り承認された。
　常議員会では、小規模事業者支援等の計画をまとめた「経営
発達支援計画」の外部有識者による評価結果について報告。内
容は、当所HPでも公表予定。その他、委員会委員委嘱の審
議や、議員職務執行者の変更、福岡市政への提言の進捗状況
等の報告を行った。
　また、議員総会では議事に先立ち以下の表彰を執り行った。
◆表彰

《福商退任議員表彰》
故 野田 武太郎氏（㈱ファビルス  前代表取締役会長）
故 村田 邦彦氏（㈱ピエトロ  前代表取締役社長）
辻 長光氏（九州建設㈱  前代表取締役会長）

《福商永年勤続議員表彰（25年）》
正木 計太郎氏（㈱マルショウ  代表取締役）

　なお、新たに選任された常議員は以下の通り。
◆選任された常議員

高橋 泰行氏（㈱ピエトロ  代表取締役社長）
得丸 正英氏（九州建設㈱  代表取締役社長）
古賀 佳代子氏（宗像陸運㈱  代表取締役社長）
野田 太氏（㈱ファビルス  代表取締役社長）

6.27
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環境を作り、両者が相まって成長力強
化と景気拡大を目指そうというもの。

日銀の政策とマイナス金利の影響

日銀では、「消費者物価指数上昇率
2％」を目指し、短期金利－0.1％のマ
イナス金利、10 年物国債金利 0％を
目指す「イールドカーブ・コントロー
ル」と、消費者物価指数が上昇率2％
に到達してもしばらくは強力な金融緩
和を続けていく「オーバーシュート型コ
ミットメント」を行っている。日銀で
は、2018年度の物価上昇率は年平均
でプラス1.7％、2018 年度中には2％
に到達するであろうという見通しを立
てている。一方、金融緩和が長期化
すると、それに伴う副作用にも注意し
なくてはならない。特に、不動産投資
の過熱化と金融機関への影響は十分
考えていく必要があるだろう。

九州・沖縄の経済情勢

九州・沖縄の景気は緩やかに回復
しており（注：5 月に「緩やかな拡大」に変更）、
消費や生産の上向きな動きも出てきて
いる。個人消費は被災地を中心に耐
久財の買い替え需要の継続と消費者マ
インドの改善が見られている。一方、
生産は、被災地での挽回生産の継続
と、自動車やスマートフォンなどの海
外向けの増産の動きが見られ、熊本
地震前の水準まで戻っている。

輸出はアジア向けが多いが、間接的
な影響も含めると、九州・沖縄の生
産は米国の生産に大きく影響を受け

る。このため、米国経済の動向は十
分注視する必要がある。

九州・沖縄は全国に比べても設備
不足感、人手不足感がさらに強まって
いる。製造業は生産が増えており、
非製造業は建設現場などでの人手不
足感がさらに強い。

雇用・所得の動向

九州・沖縄の有効求人倍率は全国
より低いが、全国と平行して上がって
いる。しかし、雇用者所得総額（賃
金）は全国に比べて伸びが小さい。こ
れは、給料単価は上昇したが、労働
人口が減っているので、賃金総額があ
まり上昇していないことを表している。
人口減少が進む中、賃金を上げないと
人手が確保できないという現実を表し
ているように思う。

九州・沖縄の金融情勢と
今後の課題とポイント

九州・沖縄の貸出は全国を大きく上
回る伸びとなっており、全国に比べて
不動産向けの貸出が強いという特徴が
ある。九州・沖縄の金利は全国に比
べると高いが、着実に低下しており、
金融緩和が浸透している。

今後の課題の一つは、熊本地震の
復興需要。人手不足の下で工事が順調
に進捗するかがポイント。中長期的な
課題は人口減少。交流人口増のため
にはインバウンドが重要。九州・沖縄
のインバウンド客の増加率は地震後に
回復し全国を大きく上回っているが、

その消費単価は全国より低い。長期滞
在型をいかに広めていくかが課題。人
口減少の中、福岡市は人口が増えてい
るが、それを反映して不動産取引も活
発化している。マンション価格を見る
と各県庁所在地も上昇しているが、こ
れは、九州内で各中核都市への集中
が進み、それまで全国比割安だったマ
ンション価格の上昇が受け入れられた
のであろう。

人口減少に対応した地域連携、
地域資源の活用

熊本地震の震災復興を観光面から
みると、熊本城などの傷ついた観光資
源が復興していく過程を見せるなど、
新たな視点を持った多様な観光ルート
を開拓する必要がある。そして、九州
の豊かな地域資源をさらに生かしてい
くことは、人口減少に対応した交流人
口増という意味でも重要である。九州
には豊かな自然、太古から現代に至る
までの多様な歴史の痕跡があり、特
に海外との交流の歴史は他地域には見
られないもの。こうした多くの観光資
源をどのようなストーリーで結び付け、
新たな魅力を提供していくのか、いろ
いろな可能性が広がっていくと思う。

国内の経済情勢について

リーマンショック、東日本大震災、
消費税増税でショックを受けつつも、
国内経済はその都度立ち直り、現在、
景気全体は緩やかに上向いている。

アベノミクスの金融緩和政策のも
と、輸出が伸びつつある一方で、個
人消費はあまりよくなっていない。最
近の景気環境をみると、昨年は世界
同時株安で円安が進み、先が見通せ
ない状況だったが、米国大統領選挙
を機に円安・株高基調に入り、現在
は落ち着いている。一方、日本経済の
コストの大きな部分を占める原油価格
はしばらく下落が続いていたが、その
後値上がりしつつあり、円安による輸
入物価上昇への中和作用が期待でき
なくなる点には注意が必要。こうした
中、全産業の経常利益の改善を見る
と、輸出の数量増によるものではなく
円安効果によるドル資産の評価上昇が
大きく、企業の収益重視姿勢がうか
がえる。また、賃金の総額（実質雇用
者報酬）は賃上げの動きに後押しされ
てそれなりに伸びているが、それに対
して個人消費（消費活動指数）の改善
はやや鈍い。

海外の経済情勢

2017年 1月の IMF の発表によれ
ば、世界経済は、年を経るにしたがっ
て成長率を高めると予測されている。

米国では、トランプ政権の政策に対す
る評価から株高・ドル高となり、ま
た、長期国債の金利が上昇している。
米国金利の上昇でドルの魅力が増す形
となり、円安・ドル高となって、これ
が輸出を後押ししている。今後も米国
長期金利が日本経済に与える影響には
注目していくべき。また、中国につい
ては製造業の状況を表す電力消費量
がプラスになったり、住宅価格がぐっ
と上がったりと、2016 年初頭のよう
な経済不安はやや薄らいでいる。しか
し、過剰在庫や過剰設備といった構
造的な問題は残ったままであり、今
後、中国当局がいかに中長期的にソフ
トランディングさせる政策をとっていけ
るか、引き続き注視していかなくては
ならないだろう。

デフレとの戦いと金融緩和

デフレ下では非金融法人（一般企
業）の収益が改善してキャッシュが増え
ている一方、中央政府や地方公共団体

（一般政府）にはなかなかキャッシュが
入ってこない状況となっている。これ
は、企業収益の改善にもかかわらず、
投資が収益を呼ぶ前向きな循環に十分
つながっていないことを表している。

こうした中、日銀は2％の消費者物
価指数の安定目標の達成に向けて金融
緩和を続けている。これは、政府の成
長戦略で潜在成長率を高めるととも
に、日銀の金融緩和で投資しやすい

【講師プロフィール】

　秋山 修
　日本銀行　福岡支店　支店長（当時）

出身地：東京都
昭和60年3月　東京大学法学部卒業
昭和60年4月　日本銀行入行
平成10年3月　政策委員会室調査役
平成12年6月　業務局調査役
平成15年7月　業務局企画役
平成18年7月　政策委員会室参事役
平成20年7月　業務局参事役
平成21年5月　松山支店長
平成23年5月　静岡支店長
平成25年4月　政策委員会室審議役
平成27年3月　福岡支店長
平成29年6月　総務人事局
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講師：日本銀行　福岡支店　支店長（当時）　秋山 　修氏

最近の
　金融経済について

　当所理財部会（部会長＝末松修・㈱福岡中央銀行代表取締役会長）は3月1
日、日本銀行福岡支店支店長（当時）の秋山修氏を講師に迎え、「最近の金融経
済について」と題して春季講演会を開催した。講演趣旨は以下の通り。
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環境を作り、両者が相まって成長力強
化と景気拡大を目指そうというもの。

日銀の政策とマイナス金利の影響

日銀では、「消費者物価指数上昇率
2％」を目指し、短期金利－0.1％のマ
イナス金利、10 年物国債金利 0％を
目指す「イールドカーブ・コントロー
ル」と、消費者物価指数が上昇率2％
に到達してもしばらくは強力な金融緩
和を続けていく「オーバーシュート型コ
ミットメント」を行っている。日銀で
は、2018年度の物価上昇率は年平均
でプラス1.7％、2018 年度中には2％
に到達するであろうという見通しを立
てている。一方、金融緩和が長期化
すると、それに伴う副作用にも注意し
なくてはならない。特に、不動産投資
の過熱化と金融機関への影響は十分
考えていく必要があるだろう。

九州・沖縄の経済情勢

九州・沖縄の景気は緩やかに回復
しており（注：5 月に「緩やかな拡大」に変更）、
消費や生産の上向きな動きも出てきて
いる。個人消費は被災地を中心に耐
久財の買い替え需要の継続と消費者マ
インドの改善が見られている。一方、
生産は、被災地での挽回生産の継続
と、自動車やスマートフォンなどの海
外向けの増産の動きが見られ、熊本
地震前の水準まで戻っている。

輸出はアジア向けが多いが、間接的
な影響も含めると、九州・沖縄の生
産は米国の生産に大きく影響を受け

る。このため、米国経済の動向は十
分注視する必要がある。

九州・沖縄は全国に比べても設備
不足感、人手不足感がさらに強まって
いる。製造業は生産が増えており、
非製造業は建設現場などでの人手不
足感がさらに強い。

雇用・所得の動向

九州・沖縄の有効求人倍率は全国
より低いが、全国と平行して上がって
いる。しかし、雇用者所得総額（賃
金）は全国に比べて伸びが小さい。こ
れは、給料単価は上昇したが、労働
人口が減っているので、賃金総額があ
まり上昇していないことを表している。
人口減少が進む中、賃金を上げないと
人手が確保できないという現実を表し
ているように思う。

九州・沖縄の金融情勢と
今後の課題とポイント

九州・沖縄の貸出は全国を大きく上
回る伸びとなっており、全国に比べて
不動産向けの貸出が強いという特徴が
ある。九州・沖縄の金利は全国に比
べると高いが、着実に低下しており、
金融緩和が浸透している。

今後の課題の一つは、熊本地震の
復興需要。人手不足の下で工事が順調
に進捗するかがポイント。中長期的な
課題は人口減少。交流人口増のため
にはインバウンドが重要。九州・沖縄
のインバウンド客の増加率は地震後に
回復し全国を大きく上回っているが、

その消費単価は全国より低い。長期滞
在型をいかに広めていくかが課題。人
口減少の中、福岡市は人口が増えてい
るが、それを反映して不動産取引も活
発化している。マンション価格を見る
と各県庁所在地も上昇しているが、こ
れは、九州内で各中核都市への集中
が進み、それまで全国比割安だったマ
ンション価格の上昇が受け入れられた
のであろう。

人口減少に対応した地域連携、
地域資源の活用

熊本地震の震災復興を観光面から
みると、熊本城などの傷ついた観光資
源が復興していく過程を見せるなど、
新たな視点を持った多様な観光ルート
を開拓する必要がある。そして、九州
の豊かな地域資源をさらに生かしてい
くことは、人口減少に対応した交流人
口増という意味でも重要である。九州
には豊かな自然、太古から現代に至る
までの多様な歴史の痕跡があり、特
に海外との交流の歴史は他地域には見
られないもの。こうした多くの観光資
源をどのようなストーリーで結び付け、
新たな魅力を提供していくのか、いろ
いろな可能性が広がっていくと思う。

国内の経済情勢について

リーマンショック、東日本大震災、
消費税増税でショックを受けつつも、
国内経済はその都度立ち直り、現在、
景気全体は緩やかに上向いている。

アベノミクスの金融緩和政策のも
と、輸出が伸びつつある一方で、個
人消費はあまりよくなっていない。最
近の景気環境をみると、昨年は世界
同時株安で円安が進み、先が見通せ
ない状況だったが、米国大統領選挙
を機に円安・株高基調に入り、現在
は落ち着いている。一方、日本経済の
コストの大きな部分を占める原油価格
はしばらく下落が続いていたが、その
後値上がりしつつあり、円安による輸
入物価上昇への中和作用が期待でき
なくなる点には注意が必要。こうした
中、全産業の経常利益の改善を見る
と、輸出の数量増によるものではなく
円安効果によるドル資産の評価上昇が
大きく、企業の収益重視姿勢がうか
がえる。また、賃金の総額（実質雇用
者報酬）は賃上げの動きに後押しされ
てそれなりに伸びているが、それに対
して個人消費（消費活動指数）の改善
はやや鈍い。

海外の経済情勢

2017年 1月の IMF の発表によれ
ば、世界経済は、年を経るにしたがっ
て成長率を高めると予測されている。

米国では、トランプ政権の政策に対す
る評価から株高・ドル高となり、ま
た、長期国債の金利が上昇している。
米国金利の上昇でドルの魅力が増す形
となり、円安・ドル高となって、これ
が輸出を後押ししている。今後も米国
長期金利が日本経済に与える影響には
注目していくべき。また、中国につい
ては製造業の状況を表す電力消費量
がプラスになったり、住宅価格がぐっ
と上がったりと、2016 年初頭のよう
な経済不安はやや薄らいでいる。しか
し、過剰在庫や過剰設備といった構
造的な問題は残ったままであり、今
後、中国当局がいかに中長期的にソフ
トランディングさせる政策をとっていけ
るか、引き続き注視していかなくては
ならないだろう。

デフレとの戦いと金融緩和

デフレ下では非金融法人（一般企
業）の収益が改善してキャッシュが増え
ている一方、中央政府や地方公共団体

（一般政府）にはなかなかキャッシュが
入ってこない状況となっている。これ
は、企業収益の改善にもかかわらず、
投資が収益を呼ぶ前向きな循環に十分
つながっていないことを表している。

こうした中、日銀は2％の消費者物
価指数の安定目標の達成に向けて金融
緩和を続けている。これは、政府の成
長戦略で潜在成長率を高めるととも
に、日銀の金融緩和で投資しやすい

【講師プロフィール】

　秋山 修
　日本銀行　福岡支店　支店長（当時）

出身地：東京都
昭和60年3月　東京大学法学部卒業
昭和60年4月　日本銀行入行
平成10年3月　政策委員会室調査役
平成12年6月　業務局調査役
平成15年7月　業務局企画役
平成18年7月　政策委員会室参事役
平成20年7月　業務局参事役
平成21年5月　松山支店長
平成23年5月　静岡支店長
平成25年4月　政策委員会室審議役
平成27年3月　福岡支店長
平成29年6月　総務人事局
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講師：日本銀行　福岡支店　支店長（当時）　秋山 　修氏

最近の
　金融経済について

　当所理財部会（部会長＝末松修・㈱福岡中央銀行代表取締役会長）は3月1
日、日本銀行福岡支店支店長（当時）の秋山修氏を講師に迎え、「最近の金融経
済について」と題して春季講演会を開催した。講演趣旨は以下の通り。
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博
多
区

中
央
区

東
区 江口皮ふ科

伊藤健太郎税理士事務所

医療法人社団  生光会  ヘルスポートクリニック福岡

（株）日佳商事

（有）パン工房よしだ  小麦工房パナシェ

望月建装

（株）双葉  福岡支社

タイ古式リラクゼーション  Garuda

巻物ダイニング弥助

（株）構造計画研究所  福岡支社

（株）ケイマックスサービス

髙島聖也税理士事務所

（株）ikeda  アフラックサービスショップ博多駅南

アトリエブランシュ

（株）メディアース・ジャパン

（株）ラブ

Gentle  Flow

（株）GT－Japan

ことばの森ランゲージスクール  プリスクール

ダイビングショップWOW

（株）イケスエ ガブリチキン。天神店

（株）719（ナイク）

ガリヤ（同）

TAC（株）  福岡校

向原総合法律事務所

大濠テクニカ

南谷朝子公認会計士税理士事務所

（株）シー・エフ・ピー

皮膚科

税理士業

健診業

食料品、食器の輸入卸

パン製造販売

大工工事業

青果流通サービス

タイ古式マッサージ、その他リラクゼーション施術による接客サービス

飲食店経営

エンジニアリングコンサルティング

医療用無菌室のメンテナンス業務

税理士業

保険代理店

菓子、パン製造販売

医療機器販売

飲食（もつ鍋）店の経営

広告代理店業

LED照明の販売・レンタル・輸出入

保育園（プリスクール）

マリングッズ販売

きのこの加工・販売

水産加工卸業

フリーペーパー編集・発行

教育サービス業

法律事務一般

情報セキュリティ対策支援

公認会計士、税理士業務

自動消火システムの開発

福岡市東区青葉7-5-3

福岡市東区名島2-40-1  プラトウズ名島306

福岡市東区松島5-20-26

福岡市東区社領2-16-4

福岡市東区三苫4-8-25

福岡市東区原田1-2-7-102

福岡市東区みなと香椎3-1-14  みなと香椎青果物流センターB棟

福岡市博多区比恵町2-32  東峰マンション駅南104号

福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル1F

福岡市博多区博多駅中央街8-1  JRJP博多ビル8階

福岡市博多区博多駅前3-27-25  第2岡部ビル8階

福岡市博多区博多駅前4-18-19-403

福岡市博多区博多駅南4-3-1  博多いわいビル1階

福岡市博多区東比恵2-13-1-103

福岡市博多区東那珂3-2-20  第3ヒロタビル3号室

福岡市博多区店屋町7-8

福岡市博多区竹丘町2-5-1  大産南福岡ビル3F

福岡市博多区寿町3-3-13-1304

福岡市博多区山王2-12-21

福岡市中央区六本松4-9-10-108

福岡市中央区舞鶴1-9-3  朝日プラザ天神102号

福岡市中央区舞鶴3-6-23  701号

福岡市中央区渡辺通1-9-2  セントラルハイツ207

福岡市中央区天神1-15-6  綾杉ビル2階

福岡市中央区天神2-14-2  福岡証券ビル7階

福岡市中央区鳥飼1-7-1  グランピア大濠501

福岡市中央区大名1-8-10  福岡安藤ハザマビル5階

福岡市中央区大名2-8-18  天神パークビル4F

東区青葉に7月3日開業しました。皮膚のことなら江口皮ふ科へ。

『会いたい税理士、会える税理士」である事がモットーです！

九州全域と山口の皆様へ巡回・集合健診サービスを提供しております

業務用食品・食器を輸出・輸入しております

色どり鮮やかな焼き立てパンで皆様をお出むかえ！！

内装・造作工事全般を行っております。よろしくお願いします。

生鮮青果物の生産販売を通して皆様に安心な食材をお届けします

本場、チェンマイ仕込みのタイ古式マッサージ！本格派をお求めの方に！

創業50年の弥助寿司が巻物ダイニング弥助にリニューアルオープン！

IOT社会、安心・安全な社会を動かす様々な仕組みを作ります

平均年齢42才、脂ののったキャリア集団です。地域貢献に頑張ります

不動産経営者に特化した税理士事務所です

分かりにくい保険の事あなたの身近でサポートいたします

主に菓子パン、惣菜パン、焼菓子の販売をしております

医療機器販売を通じてアジアに向けて日本の医療を発信します

博多もつ鍋専門店おおやまです。熊本直送馬刺も用意しております

広告・デザイン・ブランディング等、貴社の事業をサポート致します

街を、世間を明るくする為に、LED照明を販売しております

博多区山王にあるグローバルな国際人を育てる英語保育園、語学スクールです。

海の世界がもっと面白くなる。スノーケリングやボート免許もお任せ。

自家製の漬込ハイボールと唐揚・骨付鶏が相性抜群の唐揚バルです

鮮魚卸し販売。水産加工卸し販売。

集客のご相談はガリヤまで！！

簿記検定など様々な資格講座を全国で展開している資格の学校です

企業法務から相続・信託その他個人向け法務まで全分野をカバー

小規模事業者向け情報セキュリティ対策、初回相談は無料です

南谷綜合法律事務所と同フロアです。法律税務会計まとめて解決

一般住宅の防火対策として全自動の消火器「ケスロボ」の製造・販売

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

090-1511-3691

092-982-4575

092-622-0398

092-982-2800

092-606-8739

092-205-0714

092-681-3558

092-710-7715

092-441-2071

050-5305-1380

092-686-7971

092-409-1292

092-414-1360

092-292-6706

092-260-7272

092-262-8136

092-558-7222

050-3598-5848

092-292-2304

092-406-5581

092-732-3553

092-753-9719

092-751-3778

092-724-6161

092-406-2399

092-732-3823

092-761-7401

092-707-2907

中
央
区

南
区

早
良
区

城
南
区

西
区

筑
紫
郡

飯
塚
市

アール・シー・アイ（株）

アトリエkomachi

めし家えんぞう

（同）ジープラス

（株）MIT

（株）マリーゴールド

リペアシストビルディング

（株）ゲイトウェブ

JUE  Patent  Leaders

グランドシャンズ

（株）アルゴリズム

福岡シティ福祉サービス

magandmak

（株）ライフショット

（株）幸州

住建築工房

（株）筑志興産

化粧品の製造・販売

デザイン（グラフィック）

飲食店

パイロット免許取得支援

イベント企画・制作・運営

ブライダル業

ビル・マンション・戸建てのリフォーム業、原状回復工事、修繕

スマートフォンアプリの開発

企業内特許業務コンサルティング

リフォーム

コインパーキング運営、管理、販売、施工

介護保険請求代行

アジア人材の採用、活用におけるコンサルティング、マッチングサービス（対企業・大学）

建設業（電気・金物工事）

防水工事・シーリング工事

新、増、改築

飲食事業

福岡市中央区赤坂2-4-5  シャトレけやき通り208

福岡市中央区清川1-10-13  大庭ビル

福岡市中央区清川3-17-13

福岡市中央区小笹3-11-1-501

福岡市中央区春吉3-21-21  春野ビル2階

福岡市中央区桜坂3-10-7

福岡市南区柏原6-15-1

福岡市早良区百道浜3-8-33  LSIセンタービル602

福岡市早良区西新5-1-24  西新ヴィンテージ1401号

福岡市城南区片江2-14-10-407

福岡市西区姪浜駅南4-9-23

福岡市西区内浜1-14-13  カイザー姪浜201

福岡市西区石丸1-18-10  ブラッサム姪浜706

福岡市西区愛宕4-2-45-211号

筑紫郡那珂川町道善3-41

筑紫郡那珂川町道善1-10-2  フローラルTS-1F-A号

飯塚市飯塚4-28  筑志BUILDING2階

イアソー化粧品を通し若々しい心とお肌を取り戻すお手伝いをします

デザイン、撮影、小店舗向けのホームページなどを作成しています

築80年の古民家で、素朴な季節のお料理をご用意しております

パイロット免許の取得をサポートします

様々なイベントの企画から実施運営までお手伝いします

食の街・福岡の結婚式は（10～30名で）食事会形式のグルメ婚がおすすめ！！

お客様のニーズに合わせたご提案を致します

アプリ開発で世の中をもっと便利に！開発実績多数あります！

大手企業に学ぶ特許戦略により御社の永続性を更に高めませんか？

お風呂でのお困り事などございましたら、なんでもご相談ください

駐車場に関することはなんでもアルゴリズムにお任せください

介護請求代行、研修を通じ福祉事業所の事務負担軽減を図ります

アジア人材の採用と活用に特化したサービスを展開しております

熊本県災害復興、主にエキスパン補修工事でお役に立てます

防水・塗装・シーリング工事のスペシャリスト

住宅・店舗新築、改装、改修専門工事業

心休まる空間を、美味しいお酒と共に提供致します

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-711-6196

080-4278-3753

092-202-0222

092-452-7071

092-738-2242

092-791-7441

090-7581-0666

092-847-2111

092-846-5922

092-871-8805

092-894-3131

092-883-9144

070-3103-9639

080-3517-5322

092-953-6310

092-555-2427

0948-26-5508

切花輸出入

監査法人

不動産仲介売買・仲介・賃貸・管理

栄養補助食品の製造・企画・開発及び販売

飲食店

公共スポーツ施設管理運営業務

コンピュータ、関連機器、携帯端末等情報通信機器に関する業務

内装仕上げ工事

広告代理業

交通誘導警備業務

ベアリングとメカトロの総合商社

学習塾、幼児教室の運営

（有）くまさき 福岡営業所

PwCあらた有限責任監査法人  福岡事務所

（株）アルマデ

グリア（株）

（株）田中商店  あしどり博多

シンコースポーツ九州（株）

ライジングサン企画（株）

（株）タナカ

（株）アディデザイン

（株）栄進コーポレーション

コーヨー日軸（株）  福岡営業所

（株）LITALICO

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

グラフィック・WEBデザイン制作

システムLSIの設備受託

美容関連商材卸

美容室

警備業

整骨院

給排水ガス設備工事

内装工事業

農業

不動産登記、商業登記

インターネット通販（子供服）

室内装飾の配送

coralqualia

（株）横浜アートニクス

（株）グッド

AUBE

（株）アスワン

健心整骨院・整体院

トラスト

（株）NYU

（有）ウラタ農園

松田司法書士事務所

（株）シメボックス

（有）クロス企画

早
良
区

南
区

営業内容／事業所名

建築・建設

不動産賃貸・売買・仲介及び媒介業

ヒーリング

飲食店

社会保険労務士業

生、損保代理店業

太陽光発電用設備の輸入販売

菓子製造販売

無店舗小売業（ネットショップ）

障がい者福祉事業

エステサロン

保育所運営

オフィスラド（同）

（株）ナインエステート

イントゥグレイス

sora

つづら社会保険労務士事務所

オフィスライフデザイン

マウントエナジージャパン（株）

桜坂AZUL

lug

（特非）花の花

Salon  de  Mignon

（株）blan. co

営業内容／事業所名

中
央
区

博
多
区

南
区

城
南
区

西
区

糸
島
市

筑
紫
郡

糟
屋
郡

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済ませですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。
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博
多
区

中
央
区

東
区 江口皮ふ科

伊藤健太郎税理士事務所

医療法人社団  生光会  ヘルスポートクリニック福岡

（株）日佳商事

（有）パン工房よしだ  小麦工房パナシェ

望月建装

（株）双葉  福岡支社

タイ古式リラクゼーション  Garuda

巻物ダイニング弥助

（株）構造計画研究所  福岡支社

（株）ケイマックスサービス

髙島聖也税理士事務所

（株）ikeda  アフラックサービスショップ博多駅南

アトリエブランシュ

（株）メディアース・ジャパン

（株）ラブ

Gentle  Flow

（株）GT－Japan

ことばの森ランゲージスクール  プリスクール

ダイビングショップWOW

（株）イケスエ ガブリチキン。天神店

（株）719（ナイク）

ガリヤ（同）

TAC（株）  福岡校

向原総合法律事務所

大濠テクニカ

南谷朝子公認会計士税理士事務所

（株）シー・エフ・ピー

皮膚科

税理士業

健診業

食料品、食器の輸入卸

パン製造販売

大工工事業

青果流通サービス

タイ古式マッサージ、その他リラクゼーション施術による接客サービス

飲食店経営

エンジニアリングコンサルティング

医療用無菌室のメンテナンス業務

税理士業

保険代理店

菓子、パン製造販売

医療機器販売

飲食（もつ鍋）店の経営

広告代理店業

LED照明の販売・レンタル・輸出入

保育園（プリスクール）

マリングッズ販売

きのこの加工・販売

水産加工卸業

フリーペーパー編集・発行

教育サービス業

法律事務一般

情報セキュリティ対策支援

公認会計士、税理士業務

自動消火システムの開発

福岡市東区青葉7-5-3

福岡市東区名島2-40-1  プラトウズ名島306

福岡市東区松島5-20-26

福岡市東区社領2-16-4

福岡市東区三苫4-8-25

福岡市東区原田1-2-7-102

福岡市東区みなと香椎3-1-14  みなと香椎青果物流センターB棟

福岡市博多区比恵町2-32  東峰マンション駅南104号

福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル1F

福岡市博多区博多駅中央街8-1  JRJP博多ビル8階

福岡市博多区博多駅前3-27-25  第2岡部ビル8階

福岡市博多区博多駅前4-18-19-403

福岡市博多区博多駅南4-3-1  博多いわいビル1階

福岡市博多区東比恵2-13-1-103

福岡市博多区東那珂3-2-20  第3ヒロタビル3号室

福岡市博多区店屋町7-8

福岡市博多区竹丘町2-5-1  大産南福岡ビル3F

福岡市博多区寿町3-3-13-1304

福岡市博多区山王2-12-21

福岡市中央区六本松4-9-10-108

福岡市中央区舞鶴1-9-3  朝日プラザ天神102号

福岡市中央区舞鶴3-6-23  701号

福岡市中央区渡辺通1-9-2  セントラルハイツ207

福岡市中央区天神1-15-6  綾杉ビル2階

福岡市中央区天神2-14-2  福岡証券ビル7階

福岡市中央区鳥飼1-7-1  グランピア大濠501

福岡市中央区大名1-8-10  福岡安藤ハザマビル5階

福岡市中央区大名2-8-18  天神パークビル4F

東区青葉に7月3日開業しました。皮膚のことなら江口皮ふ科へ。

『会いたい税理士、会える税理士」である事がモットーです！

九州全域と山口の皆様へ巡回・集合健診サービスを提供しております

業務用食品・食器を輸出・輸入しております

色どり鮮やかな焼き立てパンで皆様をお出むかえ！！

内装・造作工事全般を行っております。よろしくお願いします。

生鮮青果物の生産販売を通して皆様に安心な食材をお届けします

本場、チェンマイ仕込みのタイ古式マッサージ！本格派をお求めの方に！

創業50年の弥助寿司が巻物ダイニング弥助にリニューアルオープン！

IOT社会、安心・安全な社会を動かす様々な仕組みを作ります

平均年齢42才、脂ののったキャリア集団です。地域貢献に頑張ります

不動産経営者に特化した税理士事務所です

分かりにくい保険の事あなたの身近でサポートいたします

主に菓子パン、惣菜パン、焼菓子の販売をしております

医療機器販売を通じてアジアに向けて日本の医療を発信します

博多もつ鍋専門店おおやまです。熊本直送馬刺も用意しております

広告・デザイン・ブランディング等、貴社の事業をサポート致します

街を、世間を明るくする為に、LED照明を販売しております

博多区山王にあるグローバルな国際人を育てる英語保育園、語学スクールです。

海の世界がもっと面白くなる。スノーケリングやボート免許もお任せ。

自家製の漬込ハイボールと唐揚・骨付鶏が相性抜群の唐揚バルです

鮮魚卸し販売。水産加工卸し販売。

集客のご相談はガリヤまで！！

簿記検定など様々な資格講座を全国で展開している資格の学校です

企業法務から相続・信託その他個人向け法務まで全分野をカバー

小規模事業者向け情報セキュリティ対策、初回相談は無料です

南谷綜合法律事務所と同フロアです。法律税務会計まとめて解決

一般住宅の防火対策として全自動の消火器「ケスロボ」の製造・販売

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

090-1511-3691

092-982-4575

092-622-0398

092-982-2800

092-606-8739

092-205-0714

092-681-3558

092-710-7715

092-441-2071

050-5305-1380

092-686-7971

092-409-1292

092-414-1360

092-292-6706

092-260-7272

092-262-8136

092-558-7222

050-3598-5848

092-292-2304

092-406-5581

092-732-3553

092-753-9719

092-751-3778

092-724-6161

092-406-2399

092-732-3823

092-761-7401

092-707-2907

中
央
区

南
区

早
良
区

城
南
区

西
区

筑
紫
郡

飯
塚
市

アール・シー・アイ（株）

アトリエkomachi

めし家えんぞう

（同）ジープラス

（株）MIT

（株）マリーゴールド

リペアシストビルディング

（株）ゲイトウェブ

JUE  Patent  Leaders

グランドシャンズ

（株）アルゴリズム

福岡シティ福祉サービス

magandmak

（株）ライフショット

（株）幸州

住建築工房

（株）筑志興産

化粧品の製造・販売

デザイン（グラフィック）

飲食店

パイロット免許取得支援

イベント企画・制作・運営

ブライダル業

ビル・マンション・戸建てのリフォーム業、原状回復工事、修繕

スマートフォンアプリの開発

企業内特許業務コンサルティング

リフォーム

コインパーキング運営、管理、販売、施工

介護保険請求代行

アジア人材の採用、活用におけるコンサルティング、マッチングサービス（対企業・大学）

建設業（電気・金物工事）

防水工事・シーリング工事

新、増、改築

飲食事業

福岡市中央区赤坂2-4-5  シャトレけやき通り208

福岡市中央区清川1-10-13  大庭ビル

福岡市中央区清川3-17-13

福岡市中央区小笹3-11-1-501

福岡市中央区春吉3-21-21  春野ビル2階

福岡市中央区桜坂3-10-7

福岡市南区柏原6-15-1

福岡市早良区百道浜3-8-33  LSIセンタービル602

福岡市早良区西新5-1-24  西新ヴィンテージ1401号

福岡市城南区片江2-14-10-407

福岡市西区姪浜駅南4-9-23

福岡市西区内浜1-14-13  カイザー姪浜201

福岡市西区石丸1-18-10  ブラッサム姪浜706

福岡市西区愛宕4-2-45-211号

筑紫郡那珂川町道善3-41

筑紫郡那珂川町道善1-10-2  フローラルTS-1F-A号

飯塚市飯塚4-28  筑志BUILDING2階

イアソー化粧品を通し若々しい心とお肌を取り戻すお手伝いをします

デザイン、撮影、小店舗向けのホームページなどを作成しています

築80年の古民家で、素朴な季節のお料理をご用意しております

パイロット免許の取得をサポートします

様々なイベントの企画から実施運営までお手伝いします

食の街・福岡の結婚式は（10～30名で）食事会形式のグルメ婚がおすすめ！！

お客様のニーズに合わせたご提案を致します

アプリ開発で世の中をもっと便利に！開発実績多数あります！

大手企業に学ぶ特許戦略により御社の永続性を更に高めませんか？

お風呂でのお困り事などございましたら、なんでもご相談ください

駐車場に関することはなんでもアルゴリズムにお任せください

介護請求代行、研修を通じ福祉事業所の事務負担軽減を図ります

アジア人材の採用と活用に特化したサービスを展開しております

熊本県災害復興、主にエキスパン補修工事でお役に立てます

防水・塗装・シーリング工事のスペシャリスト

住宅・店舗新築、改装、改修専門工事業

心休まる空間を、美味しいお酒と共に提供致します

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-711-6196

080-4278-3753

092-202-0222

092-452-7071

092-738-2242

092-791-7441

090-7581-0666

092-847-2111

092-846-5922

092-871-8805

092-894-3131

092-883-9144

070-3103-9639

080-3517-5322

092-953-6310

092-555-2427

0948-26-5508

切花輸出入

監査法人

不動産仲介売買・仲介・賃貸・管理

栄養補助食品の製造・企画・開発及び販売

飲食店

公共スポーツ施設管理運営業務

コンピュータ、関連機器、携帯端末等情報通信機器に関する業務

内装仕上げ工事

広告代理業

交通誘導警備業務

ベアリングとメカトロの総合商社

学習塾、幼児教室の運営

（有）くまさき 福岡営業所

PwCあらた有限責任監査法人  福岡事務所

（株）アルマデ

グリア（株）

（株）田中商店  あしどり博多

シンコースポーツ九州（株）

ライジングサン企画（株）

（株）タナカ

（株）アディデザイン

（株）栄進コーポレーション

コーヨー日軸（株）  福岡営業所

（株）LITALICO

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

グラフィック・WEBデザイン制作

システムLSIの設備受託

美容関連商材卸

美容室

警備業

整骨院

給排水ガス設備工事

内装工事業

農業

不動産登記、商業登記

インターネット通販（子供服）

室内装飾の配送

coralqualia

（株）横浜アートニクス

（株）グッド

AUBE

（株）アスワン

健心整骨院・整体院

トラスト

（株）NYU

（有）ウラタ農園

松田司法書士事務所

（株）シメボックス

（有）クロス企画

早
良
区

南
区

営業内容／事業所名

建築・建設

不動産賃貸・売買・仲介及び媒介業

ヒーリング

飲食店

社会保険労務士業

生、損保代理店業

太陽光発電用設備の輸入販売

菓子製造販売

無店舗小売業（ネットショップ）

障がい者福祉事業

エステサロン

保育所運営

オフィスラド（同）

（株）ナインエステート

イントゥグレイス

sora

つづら社会保険労務士事務所

オフィスライフデザイン

マウントエナジージャパン（株）

桜坂AZUL

lug

（特非）花の花

Salon  de  Mignon

（株）blan. co

営業内容／事業所名

中
央
区

博
多
区

南
区

城
南
区

西
区

糸
島
市

筑
紫
郡

糟
屋
郡

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済ませですか？

新規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。
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九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会
森田 千波

ホームページ  http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/

税務 &A
専門家に聞く

国税のクレジットカード納付国税のクレジットカード納付

　平成29年より、国税もクレジット
カードで納付できるようになったと聞
きましたが、内容を教えてください。

　一部の地方税では以前より可能であった
が、国税においても平成29年1月4日より
可能となりました。クレジットカード納付
は、インターネット上でのクレジット支払機

能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者（トヨ
タファイナンス株式会社）へ、国税の納付の立替払いを
委託することにより国税を納付する手続きです。時間・
場所をとわずに国税の納付手続きが可能になり、事前の
手続きも不要です。

1．対象となる国税および金額
　申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及
び地方消費税、贈与税、酒税などほぼすべての税目で利
用可能です。本税だけでなく延滞税、加算税などの附帯
税も納付できます。納付金額は1,000万円未満、かつ、
利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額（決済
手数料含む）です。（納税に関する領収証書は、発行され
ません。）

2．納付手続
　納付する税目や金額のわかるものと、利用するクレジッ
トカード※1を準備し、インターネットの利用が可能なパソ
コン、スマートフォン及びタブレット端末から、納付受託
者が運営する「国税クレジットカードお支払サイト」※2へア
クセスします。
　表示される指示に従い入力し、納付手続が完了すれば
納付終了です。原則、夜間休日を問わず24時間、納付
ができます。またカード名義人と国税納税者が違ってい

ても利用できますので、ご家族等の国税の納付も可能で
す。※3
※1　利用できるクレジットカードはVisa,Mastercard, JCB, American Express, 

Diners Club, TS CUBLIC CARD
※2　納付受託者が運営する国税クレジットカード納付専用サイトです。次のいず

れかのサイトよりアクセスできます。
①国税庁ホームページから
②確定申告書等作成コーナーから
③e-Tax（国税電子申告・納税システム）から

※3　クレジットカード納付はカード名義人が行ってください。

3．決済手数料
　クレジットカード納付は、納付税額に応じた決済手数
料がかかり、納付税額とともに支払わなければなりませ
ん。決済手数料は納付税額が最初の1万円までは82円
（消費税込）、以後1万円を超えるごとに82円（消費税
込）を加算した金額となります。
　このため、クレジット納付を検討する場合は、クレ
ジットカード会社のポイント還元率とこの決済手数料率と
を比較しておく必要があります。

4．支払方法
　一括払い・分割払い・リボ払いから選べますが、利用
額に応じた決済手数料の他に、各カード会社の定める手
数料が発生する場合もあります。また利用代金の支払日
等はカード会社の利用規約によります。法定納期限内に
国税の納付手続を完了していれば、支払日が法定納期限
より後になっていても延滞税等は発生しません。

A

Q

国税支払
い

OK
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九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会
森田 千波

ホームページ  http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/

税務 &A
専門家に聞く

国税のクレジットカード納付国税のクレジットカード納付

　平成29年より、国税もクレジット
カードで納付できるようになったと聞
きましたが、内容を教えてください。

　一部の地方税では以前より可能であった
が、国税においても平成29年1月4日より
可能となりました。クレジットカード納付
は、インターネット上でのクレジット支払機

能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者（トヨ
タファイナンス株式会社）へ、国税の納付の立替払いを
委託することにより国税を納付する手続きです。時間・
場所をとわずに国税の納付手続きが可能になり、事前の
手続きも不要です。

1．対象となる国税および金額
　申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及
び地方消費税、贈与税、酒税などほぼすべての税目で利
用可能です。本税だけでなく延滞税、加算税などの附帯
税も納付できます。納付金額は1,000万円未満、かつ、
利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額（決済
手数料含む）です。（納税に関する領収証書は、発行され
ません。）

2．納付手続
　納付する税目や金額のわかるものと、利用するクレジッ
トカード※1を準備し、インターネットの利用が可能なパソ
コン、スマートフォン及びタブレット端末から、納付受託
者が運営する「国税クレジットカードお支払サイト」※2へア
クセスします。
　表示される指示に従い入力し、納付手続が完了すれば
納付終了です。原則、夜間休日を問わず24時間、納付
ができます。またカード名義人と国税納税者が違ってい

ても利用できますので、ご家族等の国税の納付も可能で
す。※3
※1　利用できるクレジットカードはVisa,Mastercard, JCB, American Express, 

Diners Club, TS CUBLIC CARD
※2　納付受託者が運営する国税クレジットカード納付専用サイトです。次のいず

れかのサイトよりアクセスできます。
①国税庁ホームページから
②確定申告書等作成コーナーから
③e-Tax（国税電子申告・納税システム）から

※3　クレジットカード納付はカード名義人が行ってください。

3．決済手数料
　クレジットカード納付は、納付税額に応じた決済手数
料がかかり、納付税額とともに支払わなければなりませ
ん。決済手数料は納付税額が最初の1万円までは82円
（消費税込）、以後1万円を超えるごとに82円（消費税
込）を加算した金額となります。
　このため、クレジット納付を検討する場合は、クレ
ジットカード会社のポイント還元率とこの決済手数料率と
を比較しておく必要があります。

4．支払方法
　一括払い・分割払い・リボ払いから選べますが、利用
額に応じた決済手数料の他に、各カード会社の定める手
数料が発生する場合もあります。また利用代金の支払日
等はカード会社の利用規約によります。法定納期限内に
国税の納付手続を完了していれば、支払日が法定納期限
より後になっていても延滞税等は発生しません。

A

Q

国税支払
い

OK

福岡
商工会議所の 経営相談窓口

※1…随時の相談窓口は、昼休み（12:00～13:00）もご相談を承ります。
※2…従業員雇用・労務管理などの問題に対応する窓口です。
　　　（従業員個人の相談は対象外となりますのでご注意ください）
●予約不要の窓口につきましては、混雑している際にはお待ち頂く場合があります。
　ご了承ください。
●中小事業者と創業予定の方の、事業に関するご相談のみ承ります。
●臨時にお休みを頂くことがございます。詳しくは右記連絡先までお尋ねください。
●ご予約後のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

第2
第4

第2
第4

お問い合わせ

相談場所

ご不明な点は、経営相談部 地域支援第一グループ・第二グループ TEL 092-441-2161・2162まで、お気軽にお尋ねください。

金木水

開 設 日

火月

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

随時

予約制

予約制

福岡市窓口
441-2171

暴排相談窓口
441-1245

経営相談部

地域支援
第一グループ
441-2161
（東・博多・南区）

地域支援
第二グループ
441-2162

（中央・城南・早良・西区）

福岡県中小企業
再生支援協議会
441-1221

福岡県事業
引継ぎ支援センター
441-6922

福岡県地域ジョブ・
カードセンター
401-3070
経営相談本部
地域支援部

441-2161
441-2162

商工会議所

2階

商工会議所

9階
商工会議所

7階
商工会議所

8階
商工会議所

2階
商工会議所

6階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月2回（不定期）

◯

◯

◯

　　　　　　　　要相談

第3

暴力団など、反社会的勢力とのトラブルについて、
初期対応の方法などのご相談に応じます。

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

中小企業診断士

中小企業診断士

社会保険労務士※2

税  理  士

中小企業診断士

弁  護  士

中小企業診断士

商品装飾展示技能士

ITインストラクター

キャリアコンサルタント

9：00～16：30※1

9：00～17：00※1

9：30～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

10：00～16：00

13：00～16：00

10：00～16：00

9：00～17：00

10：00～16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：30～17：00
第2・第4月曜は
10：00～16：00

9：30～17：00
(月曜10：00～16：00)

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

福岡県地域ジョブ・
カードセンター

BCPに対応可能な専門家
社労士・中小企業診断士 など

セーフティネット認定窓口
福岡市窓口 TEL 092-441-2171

ご相談の内容

金融（融資）

経 営

税務・財務

販売戦略・販売促進

店舗改装

IT相談

人材確保

暴排相談窓口

まず、相談したい

新規開業
経営革新・改善

企業再生
経営改善

◎公的融資制度 ◎創業資金
◎熊本地震関係等のご相談 など

雇用・労務
◎就業規則、従業員の雇用
◎雇用に関する助成金 など

経営安定
（倒産防止）

事業引継相談
（M＆A・事業承継 など）

BCP
（災害対策）

ジョブ・カード制度
（キャリアアップ助成金 など）

法　律
事業に関する

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ）

（　　　  ）

予約 場所
予約TEL

お問い合わせ
（市外局番092）

福岡商工会議所　経営相談部　地域支援第一・第二グループ
TEL 092-441-2161・092-441-2162

福岡商工会議所、福岡市中小企業サポートセンター
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28  商工会議所ビル2階

秘密
厳守
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お問い合わせ

福岡県警察
生活安全総務課　TEL 092-641-4141

情報室危機管理

　福岡県内では、未だ性犯罪が後を絶ちません。
　平成28年中の性犯罪認知件数は、435件（前年比－141
件）と減少はしているものの、人口10万人当たりの認知件数
は7年連続全国ワースト第2位と未だ憂慮すべき状況です。

　次は、平成29年1月から5月までの性犯罪発生状況をみて
みましょう。

注意！ 福岡県では、夏季に「性犯罪」が多発しています！
～福岡県の皆様に知っておいてほしい性犯罪の現状～

罪　種
性 犯 罪

　　強　姦
　　強制わいせつ

認知件数
435件
  56 件
379 件

前年同期比
-141（-24％）
  -28（-33％）
-113（-23％）

■犯罪認知件数（平成28年）

『みまもっち』の
ダウンロードはこちら
（福岡県警察ホームページ）

性犯罪にあわないために
①帰宅時の注意点
•遠回りでも明るく人通りの多い道を選んで帰るようにしま

しょう。
•ながら歩きはせず、ときどき後ろを振り返るなど、警戒し

ていることを周囲にアピールしながら帰りましょう。

②家に着いてからの注意点
•エレベーター内では、周囲を見渡せて、非常ボタンがすぐ

に押せる場所に立ちましょう。
•犯人は玄関を開ける瞬間を狙っています。
　鍵を開ける前に不審者がいないか、周囲を確認しましょう。

③SNSを使用するときの注意点
•流出した画像や個人情報は回収できません。
•ネット上でのやり取りしかしていない相手に安易に会わな

いようにしましょう。
•トラブルや心配事がある場合は、すぐに警察や知人に相談

しましょう。

事件情報等を分かりやすく地図表示する
アプリ！ダウンロードして防犯意識を
アップデートしましょう。みまもっちの
詳細については、下記バーコードから。

自分は大丈夫だと
思っていませんか？

好評配信中！！
防犯アプリ「みまもっち」

■年代別
10 代及び 20 代の被害が 7
割以上を占めています。

■場所別
道 路上 及び住宅の被害が
約 6 割となっています。

■学職別
有職者の被害が全体の約
半数を占めています。

10歳未満
8％

小学生
以下
10％

道路上
33％

中学生
10％

高校生
15％

大学生
7％

一戸建住宅
6％

中高層
住宅
16％

その他
32％

公園 3％

駐車（輪）場 2％

その他の住宅 6％

専門
学生
2％

有職者
52％

無職者
5％

10歳代
32％

20歳代
39％

30歳代
12％

40歳
以上
9％
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お問い合わせ

福岡県警察
生活安全総務課　TEL 092-641-4141

情報室危機管理

　福岡県内では、未だ性犯罪が後を絶ちません。
　平成28年中の性犯罪認知件数は、435件（前年比－141
件）と減少はしているものの、人口10万人当たりの認知件数
は7年連続全国ワースト第2位と未だ憂慮すべき状況です。

　次は、平成29年1月から5月までの性犯罪発生状況をみて
みましょう。

注意！ 福岡県では、夏季に「性犯罪」が多発しています！
～福岡県の皆様に知っておいてほしい性犯罪の現状～

罪　種
性 犯 罪

　　強　姦
　　強制わいせつ

認知件数
435件
  56 件
379 件

前年同期比
-141（-24％）
  -28（-33％）
-113（-23％）

■犯罪認知件数（平成28年）

『みまもっち』の
ダウンロードはこちら
（福岡県警察ホームページ）

性犯罪にあわないために
①帰宅時の注意点
•遠回りでも明るく人通りの多い道を選んで帰るようにしま

しょう。
•ながら歩きはせず、ときどき後ろを振り返るなど、警戒し

ていることを周囲にアピールしながら帰りましょう。

②家に着いてからの注意点
•エレベーター内では、周囲を見渡せて、非常ボタンがすぐ

に押せる場所に立ちましょう。
•犯人は玄関を開ける瞬間を狙っています。
　鍵を開ける前に不審者がいないか、周囲を確認しましょう。

③SNSを使用するときの注意点
•流出した画像や個人情報は回収できません。
•ネット上でのやり取りしかしていない相手に安易に会わな

いようにしましょう。
•トラブルや心配事がある場合は、すぐに警察や知人に相談

しましょう。

事件情報等を分かりやすく地図表示する
アプリ！ダウンロードして防犯意識を
アップデートしましょう。みまもっちの
詳細については、下記バーコードから。

自分は大丈夫だと
思っていませんか？

好評配信中！！
防犯アプリ「みまもっち」

■年代別
10 代及び 20 代の被害が 7
割以上を占めています。

■場所別
道 路上 及び住宅の被害が
約 6 割となっています。

■学職別
有職者の被害が全体の約
半数を占めています。

10歳未満
8％

小学生
以下
10％

道路上
33％

中学生
10％

高校生
15％

大学生
7％

一戸建住宅
6％

中高層
住宅
16％

その他
32％

公園 3％

駐車（輪）場 2％

その他の住宅 6％

専門
学生
2％

有職者
52％

無職者
5％

10歳代
32％

20歳代
39％

30歳代
12％

40歳
以上
9％
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「子育て応援の店」を
募集しています！

　福岡県では、子育て家庭に様々な

サービスを提供する「子育て応援の

店」の募集・登録を行っています。

　「子育て応援の店」には、18 歳未

満の子どもがいる家庭を対象とし

て、ミルクのお湯の提供、お菓子や

粗品のプレゼントなど様々なサービ

スを御提供いただいています。

　「子育て応援の店」は随時募集し

ています。
※詳細は下記ホームページにてご確認ください。

【お問い合わせ】
福岡県福祉労働部子育て支援課

TEL 092-643-3311
http://kosodate-mise.pref.fu
kuoka.lg.jp/kosodate/

平成29年度助成金事業
応募受付開始

　当財団は、九州・山口地域におけ

る技術指向型中小企業の支援を通じ、

地域経済の振興に寄与することを目

的に、これらの中小企業が行う新技

術・新製品等の研究開発及び人材育

成に関する助成金の平成29年度受付

を、4月1日から開始しています。

　九州・山口地域の皆様の積極的な

御応募をお待ちしております。

▶応募締切日　8月31日（木）
※詳細は下記ホームページにてご確認ください。

【お問い合わせ】
（一財）ふくおかフィナンシャルグ

ループ企業育成財団（通称 キューテック）

TEL 092-761-0448
http://www.kyutec.or.jp

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

商売に役立つ気象情報！
～気候リスクの認識・対応～

　長期間の天気や気温などの気象の
状態（＝気候）は、経済や産業に影
響を与え、各種事業における商品の
売上をも左右するものです。
　天気を変えることはできません
が、気象情報を活用して事前に対応
することは可能です。
　気象庁では、気候リスク管理のた
めのツールとその活用事例を以下の
ホームページで公開しています。あ
なたの事業に活用してみませんか？

【お問い合わせ】
福岡管区気象台　総務部業務課
担当：情報利用推進官
TEL 092-725-3603
http://www.data.jma.go.jp/
gmd/risk/

お客様相談
フリーダイヤル http://www.fukuoka-cgc.or.jp/０１２０-１１２-２４９

福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署
■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所　：☎092-734-5923

中小企業のベストパートナー

【商品の特長】
経常運転資金の一部について短期資金を一定期間（概ね5年間）継続してご利用
いただくことにより、企業のさらなる成長・発展への取組を応援する商品です！

【受付期間】
平成29年9月29日（金）保証協会受付分まで

対 象 要 件

融資限度額

保 証 期 間

資 金 使 途
返 済 方 法
貸 付 利 率
信用保証料

次の全ての要件を満たす保証対象中小企業者
（1）1期以上の決算（確定申告）を行っている方
（2）《 法 人 の 場 合 》直近決算において経常利益を計上している方
　　《個人事業者の場合》直近の確定申告における申告所得金額が200万円以上の方
1中小企業者1口限り、100万円以上5,000万円以下（既存の「継続型短期保証」の残高を含む）
但し、直近決算における平均月商2倍以内
1年以内（但し、終期は決算申告期限から概ね2か月以内）
1年ごとに更新手続きを行い、概ね5年程度継続してご利用ができます。
運転資金（既存の「継続型短期保証」の借換のみ可）
一括返済
年1.0％（固定）、または自治体制度融資要綱等で定める利率
基準保証料率から0.1％引き、または自治体制度融資要綱等で定める保証料率

【商品概要】

「継続型短期保証BIG」のご案内 好評につき
取扱期間を

平成29年9月29日
まで延長しました！
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＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月1日現在、（※2）は前月末、
　（※3）は前々月末の数字。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

【会所ニュース6月号掲載の修正とお詫び】
この度「会議所ニュース6月号（P18）」において、記載に一部誤りがありました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。 
　◎世帯数（平成29年4月）〈誤〉   770,764（対前年同月比：▲0.5）〈正〉   788,871（対前年同月比：1.9）
　◎人　口（平成29年4月）〈誤〉1,521,123（対前年同月比：▲1.8）〈正〉1,562,568（対前年同月比：0.9） ※H29年5月1日現在

福岡の統計
平成29年5月〈2017.5〉

790,258 

1,564,219 

100.8 

100.3 

295,929 

9,504 

16,080 

174,686 

434 

36,283 

1,727 

22,416,340 

14,875,784 

1,032 

11,653 

32 

147 

30 

3,148 

4.3

3.7

0.4

0.4

▲0.9

11.0

3.1

0.0

▲1.1

9.3

23.9

4.5

5.1

2.5

6.6

68.4

34.9

30.4

32.5

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

 1.5 

117,035 

87,007 

197 

―  

7,506,047 

1,221,496 

4,544,024 

4,199,045 

865,104 

1,348,454 

485,887 

7,065 

5,396 

2,365 

242,717 

12,349 

2,294,700 

360,288 

1,279,050 

13.3

6.5

▲5.9

▲12.4

―

6.2

5.0

3.3

2.6

3.9

1.8

26.1

36.9

22.8

▲4.9

▲7.9

1.7

21.2

25.0

▲3.3

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

人

台

人

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR九州

JR西日本

福岡市交通局

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター

（福岡県内）

法務省「出入国管理
統計」より九州観光
推進機構にて集計
観光庁「宿泊旅行統
計調査」より九州観
光推進機構にて集計

福岡北九州
高速道路公社

（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）

有効求人数（福岡県）

有効求職者（福岡県）

完全失業数（全国）

福岡都市高速道路通行台数

博多駅乗降人員　在来線（※2）

　　　〃　　　　新幹線

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

外国貿易　輸出（九州経済圏）

　 〃　 　輸入（九州経済圏）

博多港入港船舶（外航・内航合計）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

旅券発行総数

訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

4月号より
リニューア

ル！！

項目がふ
えました！

！

※この行事予定は平成29年7月1日現在のものです。詳しい時間・場所はお問い合わせください。

行事予定福岡商工会議所の 2017.7/10 ---8/9calendar
月 日 曜 開始 場　所件　　名

7 11火【福商実務研修講座】
入社3年目までに身につける仕事の基本8ケ条

【福商実務研修講座】
ビジネスコミュニケーション力アップ

【福商リスクマネージメントセミナー】危機管理
ビジネスマネジャー検定試験

非特恵原産地証明申請の基礎実務講座

創業を成功させる秘訣「創業応援セミナー」
会社合同説明会

【福商実務研修講座】ワンランク上を目指す
経理担当者のための実務能力アップ講座

【卸売商業部会講演会・交流会】
『卸売業におけるICT活用事例について』
備え万全！確定拠出年金（DC）セミナー

【福商実務研修講座】
考える力を身につける『ロジカル・シンキング』
平成29年度 第1回 福岡起業塾【全4日間】
日商簿記検定学習応援イベント

午前の部
10:00
午後の部
13:00

10:00 当所会議室

10:00 当所会議室
12水

14:00 当所会議室

18火
当所会議室

19水
10:00 当所会議室

13:00

20木

14:00 当所会議室

16:00

10:00 当所会議室

10:00

21金 10:00 当所会議室

16日 各試験会場

22土

7 23日

24月

25火

26水

28金

8 3 木

5 土

7 月

各試験会場

各試験会場

18:30

10:00 当所会議室

10:00 当所会議室

14:00 当所会議室

10:30
講演会
17:00
交流会
18:30

セミナー
14:00
商談会
15:10

当所会議室

グランドハイアット
福岡

当所会議室

当所

13:00 当所会議室

18:00 レベルファイブスタジアム

10:00 当所会議室

ホテルサンライン福岡
博多駅前2階

13:00 福岡中央銀行本店7階大会議室
アクロス福岡
地下2階イベントホール

大原簿記情報専門学校
福岡校

月 日 曜 開始 場　所件　　名

第33回 BATIC（国際会計）検定試験
第22回 環境社会（eco）検定試験

【福商ビジネス倶楽部】7月例会
ビジクラ＆メンバーを知ろう！名刺交換＆自社PR大会

【福商実務研修講座】
モチベーション・コントロール

【福商リスクマネージメントセミナー】
「働き方改革」を見据えた評価・賃金制度
第578回常議員会・定例記者会見

福岡商工会議所　夏の会員交流会2017

【福商実務研修講座】働き方変革

エンタメ型 越境ECセミナー・商談会

女性検診【全3日】
【福商実務研修講座】
応募・定着の鍵「求人の出し方」講座
福岡・ニュージーランド オークランド市 姉妹都市締結30周年親善試合

【対戦：オークランド代表 対 宗像サニックスブルース】
【福商実務研修講座】
社会保険実務基礎講座（～8日）

P22

P22

P26

P26

P22
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＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月1日現在、（※2）は前月末、
　（※3）は前々月末の数字。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

【会所ニュース6月号掲載の修正とお詫び】
この度「会議所ニュース6月号（P18）」において、記載に一部誤りがありました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。 
　◎世帯数（平成29年4月）〈誤〉   770,764（対前年同月比：▲0.5）〈正〉   788,871（対前年同月比：1.9）
　◎人　口（平成29年4月）〈誤〉1,521,123（対前年同月比：▲1.8）〈正〉1,562,568（対前年同月比：0.9） ※H29年5月1日現在

福岡の統計
平成29年5月〈2017.5〉

790,258 

1,564,219 

100.8 

100.3 

295,929 

9,504 

16,080 

174,686 

434 

36,283 

1,727 

22,416,340 

14,875,784 

1,032 

11,653 

32 

147 

30 

3,148 

4.3

3.7

0.4

0.4

▲0.9

11.0

3.1

0.0

▲1.1

9.3

23.9

4.5

5.1

2.5

6.6

68.4

34.9

30.4

32.5

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店

（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店

（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会

（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」

（平成27年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

 1.5 

117,035 

87,007 

197 

―  

7,506,047 

1,221,496 

4,544,024 

4,199,045 

865,104 

1,348,454 

485,887 

7,065 

5,396 

2,365 

242,717 

12,349 

2,294,700 

360,288 

1,279,050 

13.3

6.5

▲5.9

▲12.4

―

6.2

5.0

3.3

2.6

3.9

1.8

26.1

36.9

22.8

▲4.9

▲7.9

1.7

21.2

25.0

▲3.3

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

人

台

人

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR九州

JR西日本

福岡市交通局

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター

（福岡県内）

法務省「出入国管理
統計」より九州観光
推進機構にて集計
観光庁「宿泊旅行統
計調査」より九州観
光推進機構にて集計

福岡北九州
高速道路公社

（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）

有効求人数（福岡県）

有効求職者（福岡県）

完全失業数（全国）

福岡都市高速道路通行台数

博多駅乗降人員　在来線（※2）

　　　〃　　　　新幹線

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

外国貿易　輸出（九州経済圏）

　 〃　 　輸入（九州経済圏）

博多港入港船舶（外航・内航合計）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

旅券発行総数

訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

4月号より
リニューア

ル！！

項目がふ
えました！

！

※この行事予定は平成29年7月1日現在のものです。詳しい時間・場所はお問い合わせください。

行事予定福岡商工会議所の 2017.7/10 ---8/9calendar
月 日 曜 開始 場　所件　　名

7 11火【福商実務研修講座】
入社3年目までに身につける仕事の基本8ケ条

【福商実務研修講座】
ビジネスコミュニケーション力アップ

【福商リスクマネージメントセミナー】危機管理
ビジネスマネジャー検定試験

非特恵原産地証明申請の基礎実務講座

創業を成功させる秘訣「創業応援セミナー」
会社合同説明会

【福商実務研修講座】ワンランク上を目指す
経理担当者のための実務能力アップ講座

【卸売商業部会講演会・交流会】
『卸売業におけるICT活用事例について』
備え万全！確定拠出年金（DC）セミナー

【福商実務研修講座】
考える力を身につける『ロジカル・シンキング』
平成29年度 第1回 福岡起業塾【全4日間】
日商簿記検定学習応援イベント

午前の部
10:00
午後の部
13:00

10:00 当所会議室

10:00 当所会議室
12水

14:00 当所会議室

18火
当所会議室

19水
10:00 当所会議室

13:00

20木

14:00 当所会議室

16:00

10:00 当所会議室

10:00

21金 10:00 当所会議室

16日 各試験会場

22土

7 23日

24月

25火

26水

28金

8 3 木

5 土

7 月

各試験会場

各試験会場

18:30

10:00 当所会議室

10:00 当所会議室

14:00 当所会議室

10:30
講演会
17:00
交流会
18:30

セミナー
14:00
商談会
15:10

当所会議室

グランドハイアット
福岡

当所会議室

当所

13:00 当所会議室

18:00 レベルファイブスタジアム

10:00 当所会議室

ホテルサンライン福岡
博多駅前2階

13:00 福岡中央銀行本店7階大会議室
アクロス福岡
地下2階イベントホール

大原簿記情報専門学校
福岡校

月 日 曜 開始 場　所件　　名

第33回 BATIC（国際会計）検定試験
第22回 環境社会（eco）検定試験

【福商ビジネス倶楽部】7月例会
ビジクラ＆メンバーを知ろう！名刺交換＆自社PR大会

【福商実務研修講座】
モチベーション・コントロール

【福商リスクマネージメントセミナー】
「働き方改革」を見据えた評価・賃金制度
第578回常議員会・定例記者会見

福岡商工会議所　夏の会員交流会2017

【福商実務研修講座】働き方変革

エンタメ型 越境ECセミナー・商談会

女性検診【全3日】
【福商実務研修講座】
応募・定着の鍵「求人の出し方」講座
福岡・ニュージーランド オークランド市 姉妹都市締結30周年親善試合

【対戦：オークランド代表 対 宗像サニックスブルース】
【福商実務研修講座】
社会保険実務基礎講座（～8日）

P22

P22

P26

P26

P22

当所会員の約10社に1社が加入

御社の従業員の福利厚生の充実、
経営での転ばぬ先の杖として

是非この機会に
加入をご検討ください。

ご加入例（5口：500万コースの場合）

この内容で働き盛りの50代では、

病気死亡・
高度障がいの場合 500万円
不慮の事故による入院
5日以上の入院のとき1日目から　7,500円

51歳～55歳まで男性3,285円、女性2,320円
56歳～60歳まで男性4,280円、女性2,615円

　昨年度1年間に、加入者にお支払いした保険金・給付金（以下、保険金
等）は、53件50,516,000円でした。（内訳：死亡・高度障がい保険金14
件41,000,000円、障がい・入院給付金39件9,516,000円）
　ご参考までに、過去3年間の保険金の支払実績をお知らせいたします。
御社での「もしもの際の備え」として、ぜひご検討ください。

■過去３年の保険金・給付金支払実績
対　象

死亡・高度障がい
障がい・入院
死亡・高度障がい
障がい・入院
死亡・高度障がい
障がい・入院

年度

28年度

27年度

26年度

請求件数

14件
40件
13件
35件
15件
41件

支払件数

14件
39件
12件
35件
15件
37件

支払金額

41,000千円
9,516千円
46,000千円
7,838千円
51,000千円
7,459千円

平均支払額

2,929千円
244千円
3,833千円
224千円
3,400千円
201千円

会員組織・共済グループからのお知らせ

平成28年度生命共済制度
配当金のお支払について

　加入者の皆様、1年間ありがとうござ
いました。
　当所生命共済制度では、おかげさまで
無事に1年の決算を終了し、剰余金を配
当金という形で送金いたしました。

送金日：平成29年7月5日（水）
（加入事業所には、明細を別途送付いた
しております。）
　今後とも、当所生命共済制度をよろし
くお願いいたします。

配当率：58.68％
（平成26年度：55.64％、平成27年度：54.61％）

掛金は
損金または
必要経費に
算入できます。

46歳～50歳 男性
10名・各5口
加入の場合

〈実質負担額シミュレーション〉
年間保険料   毎月25,500円×12か月＝  306,000円
今回配当額   306,000円×58.68％＝    179,561円

平成28年度保険金・給付金支払実績報告

■生命共済制度の加入状況（平成29年4月1日現在）

加入事業所数

1,742社

加入者数

10,478人

加入口数

42,190口

平均加入口数

約4口

平均加入年齢

45歳

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

平成28年度  生命共済獲得優績者・募集目標達成表彰
　当所礒山会頭は、6月27日（火）の第216回議員総会で、平成28年度の共
済事業推進にあたり極めて優秀な成績を収めた5名の表彰を行った。
　この生命共済制度は、昭和47年11月の発足以来、会員事業所の福利厚生
の充実を目的に推進しており、病気死亡や災害死亡はもとより、不慮の事故
による入院や身体の障がいにいたるまで保障する制度。受賞者は次の通り。

写真左から　江尻 晃敏さん、村井 知子さん、井手 明さん、
　　　　　　武富 律さん、中崎 由紀さん

【平成28年度  年間獲得実績上位者（総合）】
　第一位：井手 　明氏（アクサ生命保険㈱　福岡営業所）
　第二位：村井 知子氏（大同生命保険㈱　福岡支社）
　第三位：武富 　律氏（アクサ生命保険㈱　福岡営業所）
　第四位：江尻 晃敏氏（アクサ生命保険㈱　福岡営業所）
　第五位：中崎 由紀氏（大同生命保険㈱　福岡支社）　以上5名

【平成28年度  年間獲得上位者（新規）】
　第一位：井手 　明氏（アクサ生命保険㈱　福岡営業所）

所定の障がいに応じて、50～350万円をお支払します。
1,000万円不慮の事故による

死亡・高度障がいの場合

約7ヶ月分の負担減（平成28年度実績）
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お申し込み・お問い合わせ／会員組織･共済グループ　TEL 092-441-2845
FAX 092-441-2810　URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/risk/

※受付開始は、開催日の2か月前を予定しています。詳細につきましては、当所ホームページでご確認ください。
※このほかのセミナーについては、決まり次第お知らせいたします。

全日程共通　■開始時間／14:00～（受付開始 13:30）　 ■定員／60名

会場／408会議室
具体事例に学ぶ労務トラブル対策のポイント
～就業規則等の見直しによる具体的対応策について～

8月10日㈭

「働き方改革」を見据えた評価・賃金制度 会場／408会議室7月25日㈫

企業に求められる労働環境整備とリスク対策
会場／408会議室

9月15日㈮

　有事の際にも慌てない強い会社をつくるための「福商リスクマネジメントセミナー」を開催します。
　地域を支える商工業者のみなさまの持続・成長に向け、事業を行う際に想定される様々なリスクと、それらを未然に防ぐための対応策などを学ぶ
ことで、「危機管理」に対する意識が高まり、「事前の備え」と「早めの対応」を十分に行うことができるようになります。
　この機会に、あなたの会社の「リスクマネジメント」を再点検してみませんか。

福商リスクマネジメントセミナー

社員の心をつかむ福利厚生最前線
会場／407会議室

10月6日㈮

事例から学ぶBCP（仮題） 会場／403会議室11月9日㈭

備えは
万全ですか？

安全配慮
義務

事業継続
（BCP）

健康経営

人材確保

福利厚生

NO.28 8月7・8日（月・火）10:00～17:00

〈コミュニケーション〉
1.コミュニケーションとは／2.社会に求
められる会話力とは／3.自己分析／4.質
問力と会話力　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

共感を得るコミュニケーション術講座

NO.30 8月23日（水）10:00～17:00

ベストパートナー　本多俊一氏

NO.29 8月22日（火）10:00～17:00

〈総務・人事向け〉
1.なぜ応募の数と質が上がらないのか？
／2.新卒と中途は全くの別物／3.無駄な
費用・使える投資／4.女性・高齢者採用
に関して　他
◎受講料：会員10,290円／一般15,430円

応募・定着の鍵「求人の出し方」講座

㈱就面　松田剛次氏

NO.27 8月3日（木）13:00～17:00

㈲ワイ・エム・オフィス　後藤三津子氏

〈若手社員～管理職向け〉
1.まず自分の聴く力を確認する／2.ほと
んどが初期対応で決まる！／3.落ち着い
たところでしっかりと傾聴する／4.ケー
ススタディ　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

トラブル・クレーム対応力を高めて、
相手を会社のファンにする方法

社会保険実務基礎講座
〈総務・人事・社会保険担当者向け〉
1.社会保険制度の仕組みと内容を理解する／2.社会保険の主な
手続きと実務／3.社会保険の主な給付と手続き／4.最近の改正
と今後の見通し
◎受講料：会員22,630円／一般33,940円

社会保険労務士法人COMMITMENT　西本泰之氏

●お申し込み・お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！

申込締切：開催日の1週間前まで
会場：当所会議室
定員：35名（先着順） ※受講料すべて税込価格です。

福商実務研修講座 SEMINAR

各講座
共通
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お申し込み・お問い合わせ／会員組織･共済グループ　TEL 092-441-2845
FAX 092-441-2810　URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/risk/

※受付開始は、開催日の2か月前を予定しています。詳細につきましては、当所ホームページでご確認ください。
※このほかのセミナーについては、決まり次第お知らせいたします。

全日程共通　■開始時間／14:00～（受付開始 13:30）　 ■定員／60名

会場／408会議室
具体事例に学ぶ労務トラブル対策のポイント
～就業規則等の見直しによる具体的対応策について～

8月10日㈭

「働き方改革」を見据えた評価・賃金制度 会場／408会議室7月25日㈫

企業に求められる労働環境整備とリスク対策
会場／408会議室

9月15日㈮

　有事の際にも慌てない強い会社をつくるための「福商リスクマネジメントセミナー」を開催します。
　地域を支える商工業者のみなさまの持続・成長に向け、事業を行う際に想定される様々なリスクと、それらを未然に防ぐための対応策などを学ぶ
ことで、「危機管理」に対する意識が高まり、「事前の備え」と「早めの対応」を十分に行うことができるようになります。
　この機会に、あなたの会社の「リスクマネジメント」を再点検してみませんか。

福商リスクマネジメントセミナー

社員の心をつかむ福利厚生最前線
会場／407会議室

10月6日㈮

事例から学ぶBCP（仮題） 会場／403会議室11月9日㈭

備えは
万全ですか？

安全配慮
義務

事業継続
（BCP）

健康経営

人材確保

福利厚生

NO.28 8月7・8日（月・火）10:00～17:00

〈コミュニケーション〉
1.コミュニケーションとは／2.社会に求
められる会話力とは／3.自己分析／4.質
問力と会話力　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

共感を得るコミュニケーション術講座

NO.30 8月23日（水）10:00～17:00

ベストパートナー　本多俊一氏

NO.29 8月22日（火）10:00～17:00

〈総務・人事向け〉
1.なぜ応募の数と質が上がらないのか？
／2.新卒と中途は全くの別物／3.無駄な
費用・使える投資／4.女性・高齢者採用
に関して　他
◎受講料：会員10,290円／一般15,430円

応募・定着の鍵「求人の出し方」講座

㈱就面　松田剛次氏

NO.27 8月3日（木）13:00～17:00

㈲ワイ・エム・オフィス　後藤三津子氏

〈若手社員～管理職向け〉
1.まず自分の聴く力を確認する／2.ほと
んどが初期対応で決まる！／3.落ち着い
たところでしっかりと傾聴する／4.ケー
ススタディ　他
◎受講料：会員15,430円／一般22,630円

トラブル・クレーム対応力を高めて、
相手を会社のファンにする方法

社会保険実務基礎講座
〈総務・人事・社会保険担当者向け〉
1.社会保険制度の仕組みと内容を理解する／2.社会保険の主な
手続きと実務／3.社会保険の主な給付と手続き／4.最近の改正
と今後の見通し
◎受講料：会員22,630円／一般33,940円

社会保険労務士法人COMMITMENT　西本泰之氏

●お申し込み・お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！

申込締切：開催日の1週間前まで
会場：当所会議室
定員：35名（先着順） ※受講料すべて税込価格です。

福商実務研修講座 SEMINAR

各講座
共通

●お問い合わせ

検定・企業研修グループ
TEL 092-441-2189
FAX 092-414-6206

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！申込方法などについては当所HPをご覧ください。

福岡商工会議所の検定試験
LICENSE

試験日

第21回
2・3級 9月3日（日）

申込期間 受講料（税込）

6月26日（月）
～7月28日（金）

2級 6,480円
3級 4,320円

財務諸表に関する知識や分析力を身につけ、会
計基準や法令を理解し、企業状況を把握するこ
とを目指します。

ビジネス会計

飲酒運転撲滅研修
社内で開催希望の企業を募集！！

　平成18年に飲酒運転による幼い子供が3人も亡くなるという
悲惨な事故が起こって以来、飲酒運転の厳罰化・行政処分が
強化され、従業員の方が飲酒運転を行った場合、社会的にも
企業の責任が問われています。
　そのような中、社員の方々が飲酒運転を行わないよう啓蒙研
修を行い、未然に飲酒運転の予防を行うのも、企業にとって必
要なことではないでしょうか？このたび、ご希望の福岡商工会
議所会員企業には会員サービスの一環として当所から無料で講
師を派遣いたします。飲酒運転撲滅啓蒙研修ご希望の際はぜ
ひともご活用ください。

講師費用

無料
商工会議所指定講師（福岡県警 OB  他）
※ご希望の内容により、調整いたします。

日時・会場等は話し合いの上決定
※会場は基本的に、お申し込み企業様でご用意ください。

講師費用は無料です！
※資料の印刷等が必要な場合はお申し込み企業様でお願いします。

当所会員企業のみ
当所ホームページ・チラシまたはお電話でお申し込みください。

講　師

日時・場所

費　用

申込条件

スケジュール

申込方法

当日開催打ち合わせお申し込み

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/drunkdriving/

実施報告（平成29年5月22日実施）

新日本製薬株式会社
講師：当所参与　荒巻優二

・飲酒運転による事故の悲しさは以前から知っているつもり

  だったが、改めて聞くと身近なもので他人事ではないと思った。
・実際に現場にいた方の話を聞くことで、より具体的に

  飲酒運転の現状・課題を理解できた。

参加者
の声

試験日

第6回 11月12日（日）

申込期間 受講料（税込）

8月29日（火）
～9月29日（金） 6,480円

管理職（マネジャー）として活躍が期待されるビ
ジネスパーソンに対し、その土台づくりのサポー
トを目的とし、「あらゆるマネジャーが共通して身
につけておくべき重要な基礎知識」を効率的に
習得する機会を提供します。

ビジネスマネジャー

働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職
場づくりを目指して、職場の役割に応じて必要
なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法
を身につけることができます。

メンタルヘルス・マネジメント

※当日はメンタルヘルス･マネジメント検定試験公式テキストⅡ種（ラインケアコース）
第 4版（※2017年 6月改訂）を使用しますので、必ずご持参ください。 改訂の詳細
は大阪商工会議所HPにてご確認ください。http://www.mental-health.ne.jp/

メンタルヘルス・マネジメント検定試験
Ⅱ種（ラインケアコース）対策講座
重要ポイントを確認し理解を深めるとともに練習問題による演習
を行います。
■日　時／9月16日（土）10:00～17:00
■受講料／10,290円（税込）（資料費含む）
■申　込／当所ホームページをご覧ください。

試験日

第23回
Ⅰ～Ⅲ種 11月5日（日）

申込期間 受講料（税込）

8月30日（水）
～9月29日（金）

Ⅰ種 10,800円
Ⅱ種   6,480円
Ⅲ種   4,320円

対策講座あり

参加人数：38名
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I N F O R M A T I O N

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

経営革新計画書をつくる

効率よく情報交換

【対象】中小企業の新卒採用担当者
【講師】一般社団法人　学生就職支援協会　代表理事　小石原 隆史氏
【定員】約30 名（先着順）　　【参加費】無料
【申込】当所ホームページよりお申し込みください。

　本セミナーでは、合同・個別の会社説明会でのプレゼン力のチェックと向上に焦点を当て、「自社が学生に選ばれ
るようになる」方法について学びます。是非この機会にご参加ください。
※本セミナーは、参加者同士によるグループディスカッション中心で進めてまいります。
※当日は、採用活動で使用する資料一式をご持参ください。

【日時】平成29年8月19日（土）、20日（日）、26日（土）〈全3日間〉いずれも10:00～17:00
【場所】リファレンス大博多ビル 1204会議室

経営革新塾（実践型・少人数制）

【対　象】経営革新計画書の承認申請・取得を志す事業者
【定　員】15 名（応募多数の場合は抽選）
【受講料】無料

【申込】当所ホームページよりお申し込みください。
【締切】平成 29 年 8月4日（金）

　本セミナーでは、事業を継続・発達させるためのノウハウを学びながら、新たな事業展開に取り組む経営革新計画
を作成します。ビジネスの最前線で活躍している診断士を中心に、他企業の経営者を交え、3日間にわたり開催しま
す。内容は実践力が身に付くワークショップが中心です。 ※受講生にはそれぞれ担当講師がつき、セミナー受講後もフォローを行います！！

【日時】平成29年9月7日（木）〈第一部〉情報交換会13:00～17:00
　　　　　　　　　　　　　　〈第二部〉立食形式の交流会17:30～19:00 ※第二部は学校の皆様も参加予定です。

【場所】〈第一部〉福岡商工会議所 3階301会議室、〈第二部〉福岡ファッションビル7階

学校と企業との就職情報交流会

【対象】新卒採用を検討している中小企業の代表者及び
　　　人事・採用担当者等
【定員】70 社（先着順）

【参加費】1名あたり3,000 円（非会員6,000 円）
【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。

　当所では、新卒採用を検討されている地元企業の採用担当者の皆さまと、九州・中国地方の大学・短期大学・専
門学校等学校の就職支援部署の皆さまにお集まり頂き、「採用・就職」に関する情報交換会・交流会を開催します。
　新卒者の採用に向けた新たな人脈構築の場としてご活用ください。
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I N F O R M A T I O N

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

経営革新計画書をつくる

効率よく情報交換

【対象】中小企業の新卒採用担当者
【講師】一般社団法人　学生就職支援協会　代表理事　小石原 隆史氏
【定員】約30 名（先着順）　　【参加費】無料
【申込】当所ホームページよりお申し込みください。

　本セミナーでは、合同・個別の会社説明会でのプレゼン力のチェックと向上に焦点を当て、「自社が学生に選ばれ
るようになる」方法について学びます。是非この機会にご参加ください。
※本セミナーは、参加者同士によるグループディスカッション中心で進めてまいります。
※当日は、採用活動で使用する資料一式をご持参ください。

【日時】平成29年8月19日（土）、20日（日）、26日（土）〈全3日間〉いずれも10:00～17:00
【場所】リファレンス大博多ビル 1204会議室

経営革新塾（実践型・少人数制）

【対　象】経営革新計画書の承認申請・取得を志す事業者
【定　員】15 名（応募多数の場合は抽選）
【受講料】無料

【申込】当所ホームページよりお申し込みください。
【締切】平成 29 年 8月4日（金）

　本セミナーでは、事業を継続・発達させるためのノウハウを学びながら、新たな事業展開に取り組む経営革新計画
を作成します。ビジネスの最前線で活躍している診断士を中心に、他企業の経営者を交え、3日間にわたり開催しま
す。内容は実践力が身に付くワークショップが中心です。 ※受講生にはそれぞれ担当講師がつき、セミナー受講後もフォローを行います！！

【日時】平成29年9月7日（木）〈第一部〉情報交換会13:00～17:00
　　　　　　　　　　　　　　〈第二部〉立食形式の交流会17:30～19:00 ※第二部は学校の皆様も参加予定です。

【場所】〈第一部〉福岡商工会議所 3階301会議室、〈第二部〉福岡ファッションビル7階

学校と企業との就職情報交流会

【対象】新卒採用を検討している中小企業の代表者及び
　　　人事・採用担当者等
【定員】70 社（先着順）

【参加費】1名あたり3,000 円（非会員6,000 円）
【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。

　当所では、新卒採用を検討されている地元企業の採用担当者の皆さまと、九州・中国地方の大学・短期大学・専
門学校等学校の就職支援部署の皆さまにお集まり頂き、「採用・就職」に関する情報交換会・交流会を開催します。
　新卒者の採用に向けた新たな人脈構築の場としてご活用ください。

当所では、会員事業所にお勤め
の方を対象に、その勤労意欲の
高揚ならびに定着性の向上を図
り、市内商工業の健全な発展に
寄与することを目的に「優良従業
員表彰」を行います。
従業員の方々の日頃の頑張りを
称え、さらなる発展のためにぜ
ひご活用ください。GOOD

JOB!!

優良従業員
第54回

10年以上同一事業所に勤務し、かつ業務に精励し技能優秀で能率が優れ、他の模範となるもの

◆表彰状は、当所会頭名での表彰、または当所会頭名と貴社代表者との連名表彰で作
成いたします。 ※勤続30年以上の対象者は日本商工会議所会頭と連名で表彰

◆記念品は、「筆記具」もしくは「博多献上柄小物」等からお選びいただけます。
　※記念品は表彰の種類により異なります。
◆本表彰限定のホテルお食事券を付けることができます。

ひとり 4,000円（表彰状、表彰状用丸筒、記念品：税込）

お申し込みの流れ・詳細は同封のチラシをご覧ください。

表彰の種類・表彰要件

申込金

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

①創意工夫・改善などにより重大なる事故または災害を未然に防止したもの
②事故又は災害の発生時に、被害を最小限に止めるよう対応し、その功労顕著なもの　等

災害防止功労者表彰

①企業の業績向上に著しく貢献したもの
②技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの
③発明・発見により企業に著しく貢献したもの
④サービスの品質・生産性向上、販売促進等により企業に著しく貢献したもの　等

企業の発展貢献者表彰

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

通年お申し込みが
可能になりました！

福岡で活躍する多彩な人材が支える

異業種交流会
福商ビジネス倶楽部 メンバー募集
　福岡で働く若手ビジネスパーソンで構成されたメ
ンバーシップ制の交流会です。平成16年に創設さ
れ、ネットワークづくりや自己研鑽等、月に一度の
例会を通して活動しています。
　一度ゲストとして、参加することができます。詳
しくはお問い合わせください。

福岡商工会議所会員で
20歳以上45歳以下のビジネスパーソン
※46歳以上の方も、賛助会員として入会できます

10,000円
※参加費等、実費負担をお願いする場合があります

参加資格

年 会 費

詳しくはお問い合わせください　お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

B1-c会議室
が新しくなりました！

福岡商工会議所ビル ご予約受付中！
当所B1-c会議室が新たに生まれ変わりました！
会議・セミナー等、中規模の人数でのご利用におすすめ！
夜間利用も可能です！ 会員料金であればもっとお得になります！

学校式
2人掛
32名

B1-c
（65㎡）

午前
（9～12時）

午後
（13～17時）

終日
（9～17時）

9,828円 12,204円 15,660円

17,690円 21,924円 28,188円

会員
一般

定員
（2人掛の場合）

学校式 ロ型 島型

32名 24名
T字型

（消費税8％含む）■ご利用料金

■定員

ロ型
2人掛
24名

中規模の会議・セミナー
などにオススメです！
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お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119
E-mail：shodan＠fukunet.or.jp

●MEIDI-YA SINGAPOLE【高級スーパーマーケット】
10月開催予定（新春九州フェア向け、定番商品商談）

企業の海外展開
九州・福岡の「食」を世界へ発信!!

各国の百貨店やレストラン等に、
貴社の食品商材を出してみませんか。

当所では、海外バイヤーを福岡に招聘し、
各企業と個別に商談を行う商談会を開催しています。
日程や詳細は、随時ホームページでご案内します。

シンガポール

●MARUKAI CORPORATION
9月5～7日開催予定（九州フェア向け商談）

米国（ハワイ・カリフォルニア）

●KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO
10月25日開催予定（日本レストラン向け商談）

タイ

●株式会社エブリバイト
7月27日開催予定（越境EC）

韓国・中国
海外向け
個別商談会
海外向け
個別商談会

食品・雑貨

詳細は当所ホームページをご覧ください。

Dream Rugby 福岡実
行委員会（副会長＝礒
山会頭）は、この試合
をベースに更なるラグ
ビー普及振興と気運
醸 成 活 動に取り組
み、オールブラック
スの事前キャンプ招
致活動へ昇華させ
ます！

襲来
VS宗像サニックス

ブルース

INレベルファイブスタジアム

主催：九州ラグビーフットボール協会
共催：福岡市／ Dream Rugby 福岡実行委員会（副会長＝礒山会頭）

【福岡市・ニュージーランド オークランド市  姉妹都市締結30周年記念親善試合】

オークランド代表
ニュージーランド

S指定席（ホーム側・アウェイ側） ¥4,000（税込）
A自由席（メイン・バックサイド） ¥2,000（税込）

8.5 18:00
KICK
OFF

S
A
T

「福岡は、ラグビーが盛んな街です。2019年W杯に向けて、いまこそ、一丸となって、
ラグビー王国FUKUOKAへの第1ステップにTRYしましょう！」

いまこそ、ラグビー王国  FUKUOKA へ。

場所／福岡商工会議所 5階第1会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
対象／海外への販路拡大をご検討の中小企業
定員／25名　　主催／福岡商工会議所

参加無料／セミナー・商談会
セミナー／14:00～15:00
商談会／15:10～2017年7月28日（金）

映像やイベントを活用して海外に売り込む！
エンタメ型 越境ECセミナー・商談会

海外向け　台湾・香港・アジア圏　越境EC
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お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119
E-mail：shodan＠fukunet.or.jp

●MEIDI-YA SINGAPOLE【高級スーパーマーケット】
10月開催予定（新春九州フェア向け、定番商品商談）

企業の海外展開
九州・福岡の「食」を世界へ発信!!

各国の百貨店やレストラン等に、
貴社の食品商材を出してみませんか。

当所では、海外バイヤーを福岡に招聘し、
各企業と個別に商談を行う商談会を開催しています。
日程や詳細は、随時ホームページでご案内します。

シンガポール

●MARUKAI CORPORATION
9月5～7日開催予定（九州フェア向け商談）

米国（ハワイ・カリフォルニア）

●KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO
10月25日開催予定（日本レストラン向け商談）

タイ

●株式会社エブリバイト
7月27日開催予定（越境EC）

韓国・中国
海外向け
個別商談会
海外向け
個別商談会

食品・雑貨

詳細は当所ホームページをご覧ください。

Dream Rugby 福岡実
行委員会（副会長＝礒
山会頭）は、この試合
をベースに更なるラグ
ビー普及振興と気運
醸 成 活 動に取り組
み、オールブラック
スの事前キャンプ招
致活動へ昇華させ
ます！

襲来
VS宗像サニックス

ブルース

INレベルファイブスタジアム

主催：九州ラグビーフットボール協会
共催：福岡市／ Dream Rugby 福岡実行委員会（副会長＝礒山会頭）

【福岡市・ニュージーランド オークランド市  姉妹都市締結30周年記念親善試合】

オークランド代表
ニュージーランド

S指定席（ホーム側・アウェイ側） ¥4,000（税込）
A自由席（メイン・バックサイド） ¥2,000（税込）

8.5 18:00
KICK
OFF

S
A
T

「福岡は、ラグビーが盛んな街です。2019年W杯に向けて、いまこそ、一丸となって、
ラグビー王国FUKUOKAへの第1ステップにTRYしましょう！」

いまこそ、ラグビー王国  FUKUOKA へ。

場所／福岡商工会議所 5階第1会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
対象／海外への販路拡大をご検討の中小企業
定員／25名　　主催／福岡商工会議所

参加無料／セミナー・商談会
セミナー／14:00～15:00
商談会／15:10～2017年7月28日（金）

映像やイベントを活用して海外に売り込む！
エンタメ型 越境ECセミナー・商談会

海外向け　台湾・香港・アジア圏　越境EC

優待サービスに関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　　※価格はすべて税込です

会員優待サービス一覧

割
引

福商優待サービス LIST
今月の

close up
会員事 業所の従 業員の方なら、どなたでもお申し込みいただけます。

福商優待サービス
ご利用の方は右記
のQRコードより
アクセス➡

割
引

良
席

九州交響楽団  第361回定期演奏会
指揮／ガエタノ・デスピノーサ
ヴァイオリン／チャン・ユジン
■優待内容／S席良席（10席限定）
■チケット料金／S席1枚5,200円
　　　　　　　　　 2枚9,900円
■開催日／9月22日（金）
　　　　   19:00開演（18:00開場）
■場所／アクロス福岡ンフォニーホール
■申込締切／8月10日（木）
■申込方法／当所HPにてお申し込み

九州交響楽団

＠くじゅう高原
DRUM  TAO  SUMMER  FESTIVAL
■優待内容／大人6,000円→大人5,400円

小学生3,000円→小学生2,700円
※未就学児無料

■対象日程／8月10日（木）～27日（日）
　8:00開場（14:30赤兜LIVE）

※15日（火）、22日（火）休演日
※25日（金）は貸切のため一般のお客様はご入場できません

■場所／TAOの里  大分県竹田市久住町
■申込締切／7月31日（月）
■申込方法／当所HPにてお申し込み

DRUM TAO

割
引

良
席

ミュージカル『リトルマーメイド』
■優待内容／S席10,800円→9,720円、

良席ペアシートプランS 席 2 枚 1組：
21,600円（土・日・祝日のみ各公演 2
組限定）

■公演期間／平成29年10月31日（火）
　　　　　　～平成30年2月28日（木）
■場所／キャナルシティ劇場
■申込方法／当所HPまたは
　　　　　　FAXにてお申し込み
※詳細は折込チラシをご参照ください。

劇団四季
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わ が 街 T O P I C S

福岡市西区

姪浜渡船場より
フェリーで約10分の「能古島」。
ちょっと特別な日帰りの行楽地として

親しまれる人気の島です。
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姪浜商店会連合会　会長　久保 保彦さん

福岡市内7区の最西端に位置する西区は、東は室見川を挟んで早良区
と接し、西は糸島市と隣接。国の重要文化財である元寇防塁、日本三
大愛宕の愛宕神社等歴史ある名所を有し、また季節ごとに満開の花が咲
き誇る能古島、室見川のシロウオ漁、生の松原など、豊かな自然を残し
ている。商業の中心地・姪浜、長垂海岸に近い商業地今宿、大規模住
宅地・野方、急速な発展を遂げる学研都市エリア、九州大学を有する元
岡など、魅力あるエリアが盛りだくさんだ。

長垂海岸からJR九大学研都市駅周辺を中心エリアと
する「今宿商工業協同組合」（今宿商協）。九州大学伊
都キャンパスを中心に周辺の街は急速に発展中で、今
宿地区も人口増加が著しい元気いっぱいのエリアだ。
今宿商協は「住みたくなる町」を合言葉に、地域密着

型の団体として活動。毎月発行「今宿タイムズ」は、地
域のコミュニティ紙としての役割を果たしている。また
昨年は今宿・玄洋校区の防災マップを作成。避難所や
災害危険個所のほか加盟店情報も掲載しており、地域
住民加盟店双方から好評のようだ。
2年後に控える60周年に向け、地域と商工業者が

出会い・つながる組織として、そして加盟各店が成長す
る土台としての活動を一層強化していきたいと意気込ん
でいる。

わがまち聞きある記
発信　チーム商店街

提供：福岡市

商店街の取り組み

駅前マルシェ
「今宿じゃナイト!?」

今宿商工まつり

毎月第3火曜日の18:30から、今
宿駅前で開催されるミニマルシェ。
「今宿駅前を明るく」との住民の要請
を受けスタートした事業。今宿商協
加盟店を中心に、野菜・スイーツ・
焼鳥・角打ち等の店が出店するほか、
楽しいイベントブースも立ち並ぶ。

　毎年1回、長垂海岸に位置する二
宮神社で開催される今宿恒例のイベ
ント。まつりには今宿商協の加盟店
舗がブースを連ね、1,000人を超え
る来場者が訪れる。また九大生の
サークルやチアダンス、こども太鼓
等のイベントパフォーマンスのほか、
豪華景品が当たる「はずれ抽選会」
も会場を盛り上げる。

お い で よ 今 宿

今宿商協は、商店街がなく今宿地区を中心に広い地域に存在する商工業者で構成
されています。「住みたくなる町づくり」を目標に地域とのふれあいを大切にした催
事に取り組んでおり、また近年の著しい人口増加に対応できるようにインターネッ
トを使ったバーチャル商店街やゲームなど新しいツールで更なる発展をめざしていま
す。これからの「新しい歴史を創る。今宿商協」の組合員の活動にご期待ください。

今宿商工業協同組合　理事長　川上 仁志さん

理 事 長 か ら ヒ ト コ ト
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　姪浜商店会連合会は、姪浜地区の商店街の集合体
で、傘下の商店街会員の約110店舗で構成されていま
す。当連合会では、博多どんたくの西区の拠点として
地域を盛り上げるほか、毎年7月に行われるふれあい
姪浜まつりの際には加盟店のみで使用できる地域活性
化券を発行し、地域のお店への集客・販促に力を入れ

ています。
　また2013年には空き店舗を活用した地域活性化交
流スペース「M’sコミュニティ」を設置し、西南学院大
学の学生を中心に様々なワークショップやイベントを行
うなど、地域との連携にも力を入れています。今後も、
地域に貢献する商店街をめざし活動してまいります。

高取夜市
7月22日（土）、29日（土）、
8月5日（土）18:00～21:30

〈高取商店街内〉

7月下旬～8月上旬の土曜日に開催され
る大人気の夜市。商店街の店舗や地域団
体による屋台やゲームコーナーが並び、近
隣の住民を中心に多くの来街者で賑わう。
※上記時間は車両通行止、自転車駐輪スペースなし

第35回 2017年まつり
今宿納涼花火大会
8月3日（木）17:30～21:00

〈長垂海浜公園〉

丸隈山古墳観世音大祭
奉納花火大会 2017
8月17日（木）19:45～

〈湯溜池内〉

あ・きてん福岡

商店街で新規出店を
お考えの方はこちらもチェック！

福岡市内の商店街や地域イベント、催事等
各地の旬でホットな情報をお届けしています。

検索ふくおか商店街 info

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

ふくおか
商店街 info

facebookページ

ぜひフォローを
 お願いします！

商店街イベント情報
【高取商店街振興組合／早良区高取】 【今宿商工業協同組合／西区今宿】 【周船寺商工連合会／西区周船寺】

【今宿商工業協同組合インフォメーション】
●所在地：福岡市西区今宿2-2-29
●会員数：73店舗（平成29年4月1日現在）
●ホームページ「今宿.com」はコチラ！
　→http://www.imajyuku.com/
●主な取り組み：①駅前マルシェ「今宿じゃナイト!?」の開
催（毎月第3火曜日）②地域情報誌「今宿タイムズ」の定
期発行（月1回）③「今宿商工まつり」の開催（年1回）④
納涼花火大会「まつり今宿」の開催（毎年8月）など多数

その他のエリアは
お問い合わせください。

商 店 街 か ら ヒ ト コ ト

元岡商工連合会　会長　熊谷 俊明さん

　元岡商工連合会は、元岡校区内の商工業
者を中心に約110の会員が集まる団体です。
平成8年に発足し、昨年20周年を迎えまし
た。発足当時は会員集めや地元の認知度向
上に大変苦労したと聞いていますが、多くの
方の温かいご支援により、今では九州大学

の学生との交流で運営する「がやがや門」、
恒例となった「元岡豊年まつり」など多数の
イベントができるまでになりました。
　今後も地域の皆さまとの交流を推進し、
地域の発展のために貢献していきたいと思い
ます。

商 店 街 か ら ヒ ト コ ト

第29回 みのしま夏まつり
7月22日（土）14:00～21:00

〈みのしま連合商店街内〉

商店街が丸ごと屋台に大変身。地
元女子高のブラスバンドパレードや
舞台イベント、こども縁日とお祭りメ
ニュー満載。
※雨天時は7月29日に延期

【みのしま連合商店街振興組合／博多区美野島】

第29回 ふれあい姪浜まつり
7月16日（日）16:00～20:30

〈姪浜商店街通り『買い物広場』〉

平成元年スタートの姪浜の恒例イ
ベント。子供からお年寄りまで楽しむ
ことができるゲームや舞台、出店が
並び、夏を満喫できる人気のまつり。

【姪浜商店会連合会／西区姪浜】

今宿商協マップ
今宿商協が独自に作成した店舗＆ハ
ザード情報マップ。一目で地域の情
報が分かると好評の出来だ。

壱岐・野方
商店連合会

姪浜商店会
連合会

下山門商店会 元岡
商工連合会

周船寺
商工連合会

目の前に広がる博多湾と夕日を眺めながら、
今宿商協大売出しや演舞台を楽しむことができ
る。日没後には近くの海上から打ち上げられる
花火大会がスタート。大迫力の尺玉は見どころ。

　5世紀前半に作られたとされる丸隈山
古墳。毎年8月中旬に、伝統ある神事や
奉納の太鼓、獅子舞披露が執り行われ、
終了後には奉納花火大会が実施される。

人口増加に新校区～発展する今宿商工業協同組合～

今宿商協公式キャラクター　
「いまじゅくま」▶

藤崎サマーフェスティバル
7月22日（土）、29日（土）、
8月5日（土）18:00～21:30

〈藤崎商店街内〉

【藤崎商店街組合／早良区藤崎】

隣接する高取商店街と同時開催の
夏の恒例イベント。屋台やゲームがズ
ラリ並ぶほか、路上パフォーマンス、
フリーマーケット等も見ごたえ十分。
※上記時間は車両通行止、自転車駐輪スペースなし

28　JULY ◦ FUKUOKA 会議所ニュース 2017



わ が 街 T O P I C S

福岡市西区

姪浜渡船場より
フェリーで約10分の「能古島」。
ちょっと特別な日帰りの行楽地として

親しまれる人気の島です。
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姪浜商店会連合会　会長　久保 保彦さん

福岡市内7区の最西端に位置する西区は、東は室見川を挟んで早良区
と接し、西は糸島市と隣接。国の重要文化財である元寇防塁、日本三
大愛宕の愛宕神社等歴史ある名所を有し、また季節ごとに満開の花が咲
き誇る能古島、室見川のシロウオ漁、生の松原など、豊かな自然を残し
ている。商業の中心地・姪浜、長垂海岸に近い商業地今宿、大規模住
宅地・野方、急速な発展を遂げる学研都市エリア、九州大学を有する元
岡など、魅力あるエリアが盛りだくさんだ。

長垂海岸からJR九大学研都市駅周辺を中心エリアと
する「今宿商工業協同組合」（今宿商協）。九州大学伊
都キャンパスを中心に周辺の街は急速に発展中で、今
宿地区も人口増加が著しい元気いっぱいのエリアだ。
今宿商協は「住みたくなる町」を合言葉に、地域密着

型の団体として活動。毎月発行「今宿タイムズ」は、地
域のコミュニティ紙としての役割を果たしている。また
昨年は今宿・玄洋校区の防災マップを作成。避難所や
災害危険個所のほか加盟店情報も掲載しており、地域
住民加盟店双方から好評のようだ。
2年後に控える60周年に向け、地域と商工業者が

出会い・つながる組織として、そして加盟各店が成長す
る土台としての活動を一層強化していきたいと意気込ん
でいる。

わがまち聞きある記
発信　チーム商店街

提供：福岡市

商店街の取り組み

駅前マルシェ
「今宿じゃナイト!?」

今宿商工まつり

毎月第3火曜日の18:30から、今
宿駅前で開催されるミニマルシェ。
「今宿駅前を明るく」との住民の要請
を受けスタートした事業。今宿商協
加盟店を中心に、野菜・スイーツ・
焼鳥・角打ち等の店が出店するほか、
楽しいイベントブースも立ち並ぶ。

　毎年1回、長垂海岸に位置する二
宮神社で開催される今宿恒例のイベ
ント。まつりには今宿商協の加盟店
舗がブースを連ね、1,000人を超え
る来場者が訪れる。また九大生の
サークルやチアダンス、こども太鼓
等のイベントパフォーマンスのほか、
豪華景品が当たる「はずれ抽選会」
も会場を盛り上げる。

お い で よ 今 宿

今宿商協は、商店街がなく今宿地区を中心に広い地域に存在する商工業者で構成
されています。「住みたくなる町づくり」を目標に地域とのふれあいを大切にした催
事に取り組んでおり、また近年の著しい人口増加に対応できるようにインターネッ
トを使ったバーチャル商店街やゲームなど新しいツールで更なる発展をめざしていま
す。これからの「新しい歴史を創る。今宿商協」の組合員の活動にご期待ください。

今宿商工業協同組合　理事長　川上 仁志さん

理 事 長 か ら ヒ ト コ ト
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　姪浜商店会連合会は、姪浜地区の商店街の集合体
で、傘下の商店街会員の約110店舗で構成されていま
す。当連合会では、博多どんたくの西区の拠点として
地域を盛り上げるほか、毎年7月に行われるふれあい
姪浜まつりの際には加盟店のみで使用できる地域活性
化券を発行し、地域のお店への集客・販促に力を入れ

ています。
　また2013年には空き店舗を活用した地域活性化交
流スペース「M’sコミュニティ」を設置し、西南学院大
学の学生を中心に様々なワークショップやイベントを行
うなど、地域との連携にも力を入れています。今後も、
地域に貢献する商店街をめざし活動してまいります。

高取夜市
7月22日（土）、29日（土）、
8月5日（土）18:00～21:30

〈高取商店街内〉

7月下旬～8月上旬の土曜日に開催され
る大人気の夜市。商店街の店舗や地域団
体による屋台やゲームコーナーが並び、近
隣の住民を中心に多くの来街者で賑わう。
※上記時間は車両通行止、自転車駐輪スペースなし

第35回 2017年まつり
今宿納涼花火大会
8月3日（木）17:30～21:00

〈長垂海浜公園〉

丸隈山古墳観世音大祭
奉納花火大会 2017
8月17日（木）19:45～

〈湯溜池内〉

あ・きてん福岡

商店街で新規出店を
お考えの方はこちらもチェック！

福岡市内の商店街や地域イベント、催事等
各地の旬でホットな情報をお届けしています。

検索ふくおか商店街 info

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

ふくおか
商店街 info

facebookページ

ぜひフォローを
 お願いします！

商店街イベント情報
【高取商店街振興組合／早良区高取】 【今宿商工業協同組合／西区今宿】 【周船寺商工連合会／西区周船寺】

【今宿商工業協同組合インフォメーション】
●所在地：福岡市西区今宿2-2-29
●会員数：73店舗（平成29年4月1日現在）
●ホームページ「今宿.com」はコチラ！
　→http://www.imajyuku.com/
●主な取り組み：①駅前マルシェ「今宿じゃナイト!?」の開
催（毎月第3火曜日）②地域情報誌「今宿タイムズ」の定
期発行（月1回）③「今宿商工まつり」の開催（年1回）④
納涼花火大会「まつり今宿」の開催（毎年8月）など多数

その他のエリアは
お問い合わせください。

商 店 街 か ら ヒ ト コ ト

元岡商工連合会　会長　熊谷 俊明さん

　元岡商工連合会は、元岡校区内の商工業
者を中心に約110の会員が集まる団体です。
平成8年に発足し、昨年20周年を迎えまし
た。発足当時は会員集めや地元の認知度向
上に大変苦労したと聞いていますが、多くの
方の温かいご支援により、今では九州大学

の学生との交流で運営する「がやがや門」、
恒例となった「元岡豊年まつり」など多数の
イベントができるまでになりました。
　今後も地域の皆さまとの交流を推進し、
地域の発展のために貢献していきたいと思い
ます。

商 店 街 か ら ヒ ト コ ト

第29回 みのしま夏まつり
7月22日（土）14:00～21:00

〈みのしま連合商店街内〉

商店街が丸ごと屋台に大変身。地
元女子高のブラスバンドパレードや
舞台イベント、こども縁日とお祭りメ
ニュー満載。
※雨天時は7月29日に延期

【みのしま連合商店街振興組合／博多区美野島】

第29回 ふれあい姪浜まつり
7月16日（日）16:00～20:30

〈姪浜商店街通り『買い物広場』〉

平成元年スタートの姪浜の恒例イ
ベント。子供からお年寄りまで楽しむ
ことができるゲームや舞台、出店が
並び、夏を満喫できる人気のまつり。

【姪浜商店会連合会／西区姪浜】

今宿商協マップ
今宿商協が独自に作成した店舗＆ハ
ザード情報マップ。一目で地域の情
報が分かると好評の出来だ。

壱岐・野方
商店連合会

姪浜商店会
連合会

下山門商店会 元岡
商工連合会

周船寺
商工連合会

目の前に広がる博多湾と夕日を眺めながら、
今宿商協大売出しや演舞台を楽しむことができ
る。日没後には近くの海上から打ち上げられる
花火大会がスタート。大迫力の尺玉は見どころ。

　5世紀前半に作られたとされる丸隈山
古墳。毎年8月中旬に、伝統ある神事や
奉納の太鼓、獅子舞披露が執り行われ、
終了後には奉納花火大会が実施される。

人口増加に新校区～発展する今宿商工業協同組合～

今宿商協公式キャラクター　
「いまじゅくま」▶

藤崎サマーフェスティバル
7月22日（土）、29日（土）、
8月5日（土）18:00～21:30

〈藤崎商店街内〉

【藤崎商店街組合／早良区藤崎】

隣接する高取商店街と同時開催の
夏の恒例イベント。屋台やゲームがズ
ラリ並ぶほか、路上パフォーマンス、
フリーマーケット等も見ごたえ十分。
※上記時間は車両通行止、自転車駐輪スペースなし
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、是非ご利用ください!!
お申し込み方法等詳細につきましては、当所ホームページをご覧ください。
URL：http://www.fukunet.or.jp/businesschance/hot_news/

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます
掲載
無料

お申し込み・お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

㈱サンワ福岡

㈱サンワ福岡

ジネスプランコンテストで大賞受賞。実
践済みノウハウを駆使し、塗装職人向け
直売支援 FC『塗職』で全国展開目指し
て展開中の実戦経験済みノウハウを公開
した1冊。

【書籍案内】“営業マン不要! 飛込み営
業無し! 見積書も郵送”という業界で異
質なスタイルの『直売の塗装屋 東翔』で
元請け比率99%。

2013 年には鹿児島市主催のニュービ

毎日使うキッチンスポンジだから
高機能性と高耐久性を追求！

旧3K職種を次世代も憧れる〝カッコいい″〝稼げる″
〝家族にも誇れる″『新しい3K』職種へ

㈱TSグループ東翔＆塗職

技術・技能職社長へお勧めの1冊
【稼ぐ技術】

▼

ご購入はAmazonや
書店（取寄可）にて

「泡立ちが良く」「素早い水切れ」その名も…
「キッチンスポンジ極」

福岡市東区多の津1-13-14
TEL：092-611-3300
FAX：092-611-4100
http://www.sanwafukuoka.com
E-mail：info@sanwafukuoka.com
営業内容
スポンジに関する事はお任せ！
クリーナーのメラミンフォームや、その他
スポンジ類等の企画開発・卸販売がメイ
ンです。

キッチンスポンジで長持ちするのは無
いの？と消費者からの声を実現した商品
です。少量の洗剤での泡立ち、使い終
わりの水切れもトップクラス。

サイズの選定に3か月を費やし、使い

勝手にも重視した一品。
カラーは 濃い目のオレンジ ・ イエ

ロー・グリーンの3色展開。
新たな拡販の為、OEMや販売代理店

様を随時募集中です。

相談しやすくフットワークの軽い司法書士事務所を
目指しています

つばめ司法書士事務所（司法書士  仲村一真）

つばめ司法書士事務所

所にお任せください。様々な経験や知識
を持つ司法書士が、全力でサポートさせ
ていただきます。面談による初回相談

（概ね1時間程度）はいつでも無料です。
お気軽にお電話ください。

法人成りしたいがどうやって会社にす
ればよいかわからない。

社長だった親父が亡くなった。会社や
自宅の名義をどう移せばいいの？

このような悩みに直面した際は当事務

貴方の悩みに
全力で向き合います！

福岡市博多区博多駅南1-9-8-5F
（progress office内）
TEL：070-2345-1978
FAX：092-510-1398
https://swallow0515.jimdo.com/
E-mail：swallowhawks1978@gmail.com
営業内容
・成年後見を中心とする財産管理業務
・商業・不動産登記業務
・債務整理などの裁判関係業務

▼

事務所は
音羽公園から徒歩1分です

▼

サンプル品のご用命は
お気軽にどうぞ

福岡市早良区西新4-6-12
レジディア西新１F
TEL：092-834-2610
FAX：092-834-2611
http://kaitoshop.jp/
E-mail：nishijin@kaitoshop.jp
営業内容
自転車の販売、修理、愛車点検、メン
テナンス

多くの自転車ユーザーに喜んでいただくことを
第一に考えたお店づくりをしています

サイクルショップカイト　西新店

サイクルショップカイト　西新店

ので、ぜひご利用ください。
お客様とともに、大切な自転車をいつ

までも安全・快適にお使いいただくこと
をモットーとするあなたの街の「サイクル
ショップ KAITO 西新店」です。

カイトでは、新車の販売はもとより大
切にお使いいただいている自転車に「よ
り長く乗っていただきたい」との思いか
ら、出来る限り修理をご提案していま
す。愛車の定期点検も無料で行います

駐車場に関することは、すべてお任せください

㈱アルゴリズム

「駐車場」という土地の使い方を
ご提案致します

あなたの命を乗せて走る自転車を
トータルでサポートします！

▼

この看板が目印です

▼

経験豊富なスタッフが
お待ちしています！

㈱アルゴリズム
福岡市西区姪浜駅南4-9-23
TEL：092-894-3131
FAX：092-894-3132
http://www.algopark.co.jp/
E-mail：info@algopark.co.jp
営業内容
駐車場運営、コインパーキング機器販売・
管理、駐車場工事全般

コミュニケーション力が高く
即戦力となる人を派遣する会社です

㈱ヒューマン　福岡サービスセンター

す。詳しくはオリジナルホームページ
「ジョブリク」をご覧ください。
本社：熊本県上益城郡益城町
従業員：1,150名　資本金：5,000万円
事業所：福岡・大分・横浜・名古屋他

本社は熊本地震ですっかり有名になっ
た益城にあります。人材派遣、紹介業
で創業 31年を迎え、最近では、ネッ
ト、SNSを駆使してスキルの高い人を企
業に紹介するビジネスを展開していま

働く人不足でお困りの企業を
応援する！ ㈱ヒューマンです

㈱TSグループ東翔＆塗職
鹿児島県鹿児島市西陵5-11-6
TEL：099-283-3115
FAX：099-283-3114
http://www.nishinihon-venture.com/company/ts-tousyou/
E-mail：ts.nurishoku@gmail.com
営業内容
・外装塗装防水工事請負施工
・塗装職人専用直売支援FC事業本部
・建設業向け『職人気質』『稼ぐ技術』講習

㈱ヒューマン
福岡サービスセンター
福岡市中央区大名2-8-1
肥後天神宝ビル8F
TEL：092-751-2990
FAX：092-751-2991
http://www.human-inc.co.jp/
E-mail：keiko_kawashima@human-inc.co.jp
　　　　（担当：川島）
営業内容
人材派遣、職業紹介事業、アウトソー
シング、キャリアサポート、各自治体
受託事業など。

▼

本社：テクノパーク
（熊本空港から車で5分）

に関することは、なんでもアルゴパーク
に、お任せください。幅広いと土地活用
の方法もご提案しております。お気軽に
お問い合わせください。

コインパーキング機器の管理・販売・
運営の会社です。北部九州を中心に（福
岡・熊本・大分・長崎・鹿児島）中国
地区（山口・広島）402 箇所、3,153台
の管理をさせて頂いております。駐車場
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㈱アルゴリズム
福岡市西区姪浜駅南4-9-23
TEL：092-894-3131
FAX：092-894-3132
http://www.algopark.co.jp/
E-mail：info@algopark.co.jp
営業内容
駐車場運営、コインパーキング機器販売・
管理、駐車場工事全般

コミュニケーション力が高く
即戦力となる人を派遣する会社です

㈱ヒューマン　福岡サービスセンター

す。詳しくはオリジナルホームページ
「ジョブリク」をご覧ください。
本社：熊本県上益城郡益城町
従業員：1,150名　資本金：5,000万円
事業所：福岡・大分・横浜・名古屋他

本社は熊本地震ですっかり有名になっ
た益城にあります。人材派遣、紹介業
で創業 31年を迎え、最近では、ネッ
ト、SNSを駆使してスキルの高い人を企
業に紹介するビジネスを展開していま

働く人不足でお困りの企業を
応援する！ ㈱ヒューマンです

㈱TSグループ東翔＆塗職
鹿児島県鹿児島市西陵5-11-6
TEL：099-283-3115
FAX：099-283-3114
http://www.nishinihon-venture.com/company/ts-tousyou/
E-mail：ts.nurishoku@gmail.com
営業内容
・外装塗装防水工事請負施工
・塗装職人専用直売支援FC事業本部
・建設業向け『職人気質』『稼ぐ技術』講習

㈱ヒューマン
福岡サービスセンター
福岡市中央区大名2-8-1
肥後天神宝ビル8F
TEL：092-751-2990
FAX：092-751-2991
http://www.human-inc.co.jp/
E-mail：keiko_kawashima@human-inc.co.jp
　　　　（担当：川島）
営業内容
人材派遣、職業紹介事業、アウトソー
シング、キャリアサポート、各自治体
受託事業など。

▼

本社：テクノパーク
（熊本空港から車で5分）

に関することは、なんでもアルゴパーク
に、お任せください。幅広いと土地活用
の方法もご提案しております。お気軽に
お問い合わせください。

コインパーキング機器の管理・販売・
運営の会社です。北部九州を中心に（福
岡・熊本・大分・長崎・鹿児島）中国
地区（山口・広島）402 箇所、3,153台
の管理をさせて頂いております。駐車場
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当店自慢のかき氷は、昭和21
年から氷を作り続けている九州
製氷㈱の『博多純氷』を使用し
ています。

『博多純氷』とは、長い時間
ゆっくり凍らせた、博多ブラン
ドの『純氷』です。重さ120kg
以上の透明な原氷をカットした
氷を、厳正な温度、衛生管理
のもと、かき氷に最も適した食
感になるように作り上げました。
季節によって様々なフレーバー
をご用意しています！夏場はお
待たせする事もございますの
で、お早めのご来店をおすす
めしております。

今年も夏到来　 今回は「涼」を求め、
製氷会社九州製氷㈱直営　唐人町商
店街内にある、「おいしい氷屋」さん
にお邪魔しました～　 
高まる期待を抑えながら「八女抹茶」
を注文　　 高さ 20cmほどのふわっ
ふわな氷マウンテン　 の上にはまん
べんなく「星野村産抹茶」のソースが
…いざ実食　 口の中ですぐに消えて
なくなる衝撃の新食感に感動しなが
ら食べ進めると、氷の中からあずき
と白玉とバナナが　！ 抹茶とバナナ
の相性の良さ　 に更なる感動を覚
え、あっという間に完食
今年の夏は是非!! この「ふんわり」な
口当たりをぜひご堪能あれ

会議所NEW
S編集部

が街で見つ
けた

“よかもん
”をご紹介。

編集部ユク
タケが行く

！

老舗“こおり屋さん”の
ふわっふわかき氷

昭和21年創業

雨の日も快適に
楽しく過ごそう

YOKAMON 11

八女抹茶 ￥750（税込）

よかねー！！

「抹茶×バナナ」、この組み合わせには、美容効果・高血
圧予防効果があるようです　！！

唐人町商店街で、地域活性化に向け
て取り組んでいます！！

MAP
おいしい氷屋 Ice&coffee
☎092-731-7250
福岡市中央区唐人町1-4-13
営11:00～18:00
㉁月曜・第2、第4火曜 
http://oishiikoori.com/

店長 長勇太さんと

スタッフ

SHOP  INFO期間限定リゾートブルー、リゾートマンゴー
も絶賛販売中！

SHOP  INFO

福岡商工会議所 会員企業の会

社経営者、個人事業主の皆様

より応募いただいた経営者特

有の「あるある」を表現した川

柳の中から、編集担当者選り

すぐりの作品をご紹介します!!

福商経営者
Senryū

川柳
無
を
有
に
　
苦
し
み
あ
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
い
酒

高
尾 

真
理
枝 

さ
ん（
九
州
ふ
る
さ
と
村
）

知
恵
を
ふ
り
絞
っ
て
生
き
て
い
く
の
は
大
変…
…

う
ま
い
酒
を
楽
し
み
に
、
生
き
残
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う

寸評

詳細はこちら！
当所ホームページ内の
特設ページからご応募できます。

テーマ／経営者ならではの「あるある」
対　象／会社経営者・個人事業主の方
　　　　（会員企業に限る）
掲載作品数／毎月1～3作品
掲載内容／①作品

②投稿者の社名・役職名・氏名（ペン
ネーム可・非表示可）・顔写真（イ
ラスト等でも可・非表示可）

③自社PR（100字以内・非表示可）

「川柳」募集！
企業PRもできます！！

経営者ならではの日頃の思いを川柳で表現してみませんか？

み
な
さ
ま
の

 

会
心
の
句
を

 
 

待
っ
て
ま
す
。

韓国産、無農薬、発芽から約
１ヶ月の高麗人参新芽を日本
で初めて生鮮で輸入、生鮮で
卸し販売している九州ふるさと
村です。生鮮健康野菜として
皆さんに食べて頂きたい ? 将
来は福岡の特産品として市場
に、乞うご期待?
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韓国産、無農薬、発芽から約
１ヶ月の高麗人参新芽を日本
で初めて生鮮で輸入、生鮮で
卸し販売している九州ふるさと
村です。生鮮健康野菜として
皆さんに食べて頂きたい ? 将
来は福岡の特産品として市場
に、乞うご期待?

福岡を拠点としている（福岡県内に本社・住
所を有する）法人および個人の方。
2018年春夏コレクションとして発表していただ
きます。FACo当日は人気モデル達が着用しま
す。また、FACoオフィシャルショッピングサイ
ト「MODEL STREET」での販売も可能です。
※PR費として15万円をご負担いただきます。

応募
締切

Ａ.福岡ブランド部門
福岡アジアコレクションでオリジ
ナリティあふれる作品を発表し
てください。
国籍・所在地は問いません。
商品として販売が可能であるこ
とが条件です。
※出展料は無料です。

Ｂ.デザイナー部門

%3 off
NTT通話料金

携帯電話への通話料
国際電話 含む

Powered by TG光

NTT光回線をご利用の方は、お申し込み無料！

エクサイトがNTT東日本・NTT西日本より光アクセスサービス（フ
レッツ光等）の提供を受けて、オリジナルの光アクセスサービス等を
お客様へご提供するモデルです。

機器の変更や特別な工事は必要なく、現在と同様のご利用が可能です。
転用手続きのみでお客様IDも光電話番号もそのまま使えます。

光コラボレーションモデルとは フレッツ光からの変更は、設備そのまま
手続きのみで簡単です

お
客
様

お申込み

サービス卸
NTT東日本
NTT西日本

NTT東日本
NTT西日本

サービスの
ご提供・ご請求 フレッツ光

CAF：0123456・・・・・・・・
ひかり電話番号：03-1234-5678

EXオフィス光
CAF：0123456・・・・・・・・
ひかり電話番号：03-1234-5678

転用

『EXオフィス光電話』は高品質でおトクな通話料金
現在フレッツ光の「ひかり電話（光IP電話）」をご利用になられているお客様も、今後
「ひかり電話」の利用を検討されている方も、『EXオフィス光』と共に提供する『EXオ
フィス光電話』をご利用ください。現在利用中の番号そのままにご利用いただけます。

www.ex-site.co.jp

〒819-0006 
福岡県福岡市西区姪浜駅南4丁目12-12 TEL 0120-506-830

（9:00～18:00土日祝休）
詳しくはお問い合わせください

基本使用料

月額 円～500
通話料

分円～／7.76 3

PR



お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

80名 ※定員に達し次第締め切らせていただきます。

当所ホームページよりお申し込みください。（HPからのお申し込みのみ）

http://www.fukunet.or.jp/
※申込確認後、『参加証』をご郵送いたしますので、当日ご持参のうえご参加ください。

5,000円（一人あたり・税込）
※1社あたり2名様まで参加可能です。
※お支払い方法等はお申し込みいただいた方にメールもしくはFAXにてご案内いたします。

ご利用できます！！

有効期限内の「会議所サービス利用券
（3,000円分）」（※有効期限は発行日
から1年間）は、この交流会にご利用
いただけます。

※アルコールがございますので、お車でのご来場はご遠慮ください。
※交流の活発化のために、お申し込み時にご記入いただいた内容で作成した
　「参加企業リスト」を当日の参加者に限りお配りします。

講師：明倫国際法律事務所 代表弁護士　田中 雅敏 氏

第   部／交流会 18:00～20:00

1

2

第   部／セミナー 17:00～18:00 【講師略歴】
昭和46年生まれ。慶應義塾大学卒業
後、平成11年から弁護士として、福
岡において主に企業法務と知的財産
の分野で幅広く活躍する。一方、人事・
労務・債権回収・知的財産・契約等、
様々な分野に関するセミナーの講師
を務め、年間に約50～60本の講義の
講師を担当している。

　今日、企業の広報活動は、企業イメージの構築やリスクマネジメントなど、非常に重要な役割を担っております。しかしなが
ら、広報の業務は企業間で横の連携が少なく、ノウハウも企業によって様々な状況です。
　そこでこの度、企業の広報担当の皆様を対象に「広報担当者交流会」を開催いたします。
　実務に役立つ内容のセミナーを実施した後、参加者同士が気軽に交流できる場をご用意いたしますので、課題解決や思い
がけない発見に結びつく可能性がございます。
　「普段なかなか情報交換できない他社の皆様と交流したい」「多くの企業と交流し、人脈を広げたい」皆様は、この機会にぜ
ひご参加ください！

9/13平成29年 W
E
D

天神スカイホール
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館16F

17:00
～20:00

内 容

定 員

企業・団体等にお勤めの広報関係業務のご担当の方
※企業・団体で広報業務を担当されていれば代表者・経営者も含みます

対 象

参加費

申 込

人
脈
を
広
げ
た
い

他
社
と
交
流
し
た
い

知らないと怖い、広告・広報の落とし穴
～広告法務とコンプライアンス～
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