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女比、学科情報などがまとめられてお
り、採用担当者が訪問活動に専念で
きる環境づくりにも貢献しています。

高校生の新卒採用が新しい市場に

　セールスアドベンチャーの事業の基
礎は、高校の就職指導員を経験した
渡邉さんのキャリアにあります。求人
の広告営業から指導員という異業種に
挑戦したきっかけについては、自身の
兄の姿にあったと振り返ります。
　「兄は先生の勧めで、高校卒業後、
大手自動車メーカーの工場に就職した
のですが、3年経ったある日、突然退
職しました。私が求人分野に携わったこ
ともあり、受け身で職業選択をした兄
のような人を減らしたいと、高校生の就
職実態に興味を持ったのです。実際に
高校の就職指導員として働く機会を得
て、69名の就職支援を担当しました。
その経験が、高校生と企業双方の立場
に立った採用支援につながっています」。
　従来、高校卒業者の採用に注力し
ている中小企業は少なく、渡邉さんの
採用支援事業は新たな求人市場を創
出しました。中でも高校生目線になる

ことで、社宅や赴任手当の有無など、
遠隔地からのエントリーのハードルを
クリア。入社後の育成プランを伝える
など、“近い将来を見せる”ことで高校
生と企業のマッチングの相違を減らし
ていきます。結果、高卒者の採用数
を約30倍にアップした企業も現れる
など、高い成果を上げ九州内外から注
目を集めています。
　今後の高校卒業者の採用について
渡邉さんは「大学の新卒採用が売り手
市場であるため、内定通りの人材確保
が期待できる高校生の採用は今後需
要が高まる可能性があります。そうし
た中で高校生に合わせた採用活動の
ニーズも増していくはず」と言います。

九州の若い人材を九州で活かす

　まずは九州で高校卒業者の採用支
援モデルを構築し、その後エリアごと
に同じ志を持つ地元企業と協力し全国
へ事業を展開したいと話す渡邉さん。
　「私たちの事業は、クライアントと
一緒に採用広報チームをつくるイメー
ジです。そのため九州では競合との人
材の取り合いを防ぐよう、フルパッ

ケージのサービスに関しては1業種1
社の支援と決めています。私たちの支
援で高校生に1社でも多くの魅力ある
企業の情報が伝わり、結果的に就職
環境の改善につながればと思います。
九州の若い人材を流出させることなく、
九州で育て活かす流れを生み出したい
ですね」。
　また企業の採用ニーズに合わせ、
「外国人の雇用や副業での雇用など、
専門性の高い支援にも挑戦していきた
いと考えています。多くのニーズに応
えていくことで、企業と人材のミスマッ
チがなくなるはずです」と新たな試み
を検討している渡邉さん。セールスア
ドベンチャーのチャレンジは続きます。

動画で企業の魅力を伝え
採用のミスマッチを緩和

2019年3月末の高校卒業者は、全
国で約105 万人。そのうち全体の
17％にあたる18万人ほどが就職を希
望し、社会人としてのキャリアをスター
トさせています。しかし就職後3年以
内の離職率は約40％と、大卒の新規
求職者の離職率約30％を上回る状況
です。この理由について、福岡市中央
区にある株式会社セールスアドベン
チャーの代表取締役、渡邉宏明さん
はこう話します。
「高校生は厳しい環境での職業選択
を強いられています。約1ヵ月半という
超短期間の中、応募できるのは1人1
社のみです。また重視するのは勤務地

や職種、給与、休日などの重要項目だ
けで、その企業の想いや働く人の姿ま
では伝わっていません。そのため企業
と高校生の間にミスマッチが起きても
仕方がない現状なのです。特に普通
科の高校生は、保護者や先生の勧め
によって明確なビジョンが定まらないま
ま就職先を決定し、退職という道を選
んでしまう場合も少なくありません」。
そうした中、セールスアドベン

チャーが展開しているのは企業に対す
る高校新卒者採用支援事業です。高
校1校あたりの求人数が1,000件を超
える中で、数多くの企業の中から自分
達の企業を選んでもらうためには、高
校生本人のみならず保護者や先生にも
PRが必要だと渡邉さんは言います。
「高校生の本分は学業で、就職活動

に多くの時間を費やすことはできませ
ん。そうした現状で企業の魅力を伝え
るためには、コンパクトに情報をまとめ
た動画という手法が最適なんです。事
業内容や待遇のほか、経営者や若手
のインタビューなども盛り込むことで、
短時間でセールスポイントをアピール
できます。また企業の良い部分だけで
はなく、厳しさも伝えることでミスマッ
チを減らし、早期退職というリスクを
回避することにもつながります」。
セールスアドベンチャーの支援はPR

動画の制作だけにとどまらず、高校生
向けの求人票の作成アドバイスをはじ
め採用活動全般の業務改善にも対応。
例えば地図アプリを活用した高校訪問
支援ツールで、担当者の煩雑なリサー
チ活動を省力化。各校の生徒数、男

株式会社セールスアドベンチャー　代表取締役　渡邉 宏明氏

2リサーチが煩雑な高校訪問も、スマートフォンの地図アプリを活用して
サポート。採用担当の手間を省き、採用活動に専念できる環境を整備

4「本気で高校生を採用・育成する気がない企業とは契約しない」と
話す渡邉さん。そのためクライアントへのプレゼンにも自然と熱が入る

1セールスアドベンチャーの採用支援はPRだけではなくコンサル要素も
強く、クライアントやスタッフとの綿密な打ち合わせが重要

3 PR動画は企画立案から撮影、編集まですべてを手がける。外部の専
門スタッフなどと協力し、完成まで約3週間の短い納期を実現

【プロフィール】
福岡県出身。大手情報サービス企業で
求人フリーペーパーの創刊に携わった
後、高校の就職指導員などを経て起業。
転職支援などを行いながら、2018年3
月に株式会社セールスアドベンチャー
を設立、福岡県を中心にさまざまな企業
の高校生採用活動をサポートする。国家
資格キャリアコンサルタント資格保有。

株式会社セールスアドベンチャー
〒810-0041 福岡市中央区大名1-1-29 WeWork大名

TEL 092-260-5413
https://kousotsu-saiyou.com/

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.50

企業と一体となった採用広報で
高校生に新たな職業選択を提供する

COMPANY’S
CHALLENGE

21

3 4

02 2019  JULY ︱ 福岡商工会議所 NEWS



女比、学科情報などがまとめられてお
り、採用担当者が訪問活動に専念で
きる環境づくりにも貢献しています。

高校生の新卒採用が新しい市場に

　セールスアドベンチャーの事業の基
礎は、高校の就職指導員を経験した
渡邉さんのキャリアにあります。求人
の広告営業から指導員という異業種に
挑戦したきっかけについては、自身の
兄の姿にあったと振り返ります。
　「兄は先生の勧めで、高校卒業後、
大手自動車メーカーの工場に就職した
のですが、3年経ったある日、突然退
職しました。私が求人分野に携わったこ
ともあり、受け身で職業選択をした兄
のような人を減らしたいと、高校生の就
職実態に興味を持ったのです。実際に
高校の就職指導員として働く機会を得
て、69名の就職支援を担当しました。
その経験が、高校生と企業双方の立場
に立った採用支援につながっています」。
　従来、高校卒業者の採用に注力し
ている中小企業は少なく、渡邉さんの
採用支援事業は新たな求人市場を創
出しました。中でも高校生目線になる

ことで、社宅や赴任手当の有無など、
遠隔地からのエントリーのハードルを
クリア。入社後の育成プランを伝える
など、“近い将来を見せる”ことで高校
生と企業のマッチングの相違を減らし
ていきます。結果、高卒者の採用数
を約30倍にアップした企業も現れる
など、高い成果を上げ九州内外から注
目を集めています。
　今後の高校卒業者の採用について
渡邉さんは「大学の新卒採用が売り手
市場であるため、内定通りの人材確保
が期待できる高校生の採用は今後需
要が高まる可能性があります。そうし
た中で高校生に合わせた採用活動の
ニーズも増していくはず」と言います。

九州の若い人材を九州で活かす

　まずは九州で高校卒業者の採用支
援モデルを構築し、その後エリアごと
に同じ志を持つ地元企業と協力し全国
へ事業を展開したいと話す渡邉さん。
　「私たちの事業は、クライアントと
一緒に採用広報チームをつくるイメー
ジです。そのため九州では競合との人
材の取り合いを防ぐよう、フルパッ

ケージのサービスに関しては1業種1
社の支援と決めています。私たちの支
援で高校生に1社でも多くの魅力ある
企業の情報が伝わり、結果的に就職
環境の改善につながればと思います。
九州の若い人材を流出させることなく、
九州で育て活かす流れを生み出したい
ですね」。
　また企業の採用ニーズに合わせ、
「外国人の雇用や副業での雇用など、
専門性の高い支援にも挑戦していきた
いと考えています。多くのニーズに応
えていくことで、企業と人材のミスマッ
チがなくなるはずです」と新たな試み
を検討している渡邉さん。セールスア
ドベンチャーのチャレンジは続きます。

動画で企業の魅力を伝え
採用のミスマッチを緩和

2019年3月末の高校卒業者は、全
国で約105 万人。そのうち全体の
17％にあたる18万人ほどが就職を希
望し、社会人としてのキャリアをスター
トさせています。しかし就職後3年以
内の離職率は約40％と、大卒の新規
求職者の離職率約30％を上回る状況
です。この理由について、福岡市中央
区にある株式会社セールスアドベン
チャーの代表取締役、渡邉宏明さん
はこう話します。
「高校生は厳しい環境での職業選択
を強いられています。約1ヵ月半という
超短期間の中、応募できるのは1人1
社のみです。また重視するのは勤務地

や職種、給与、休日などの重要項目だ
けで、その企業の想いや働く人の姿ま
では伝わっていません。そのため企業
と高校生の間にミスマッチが起きても
仕方がない現状なのです。特に普通
科の高校生は、保護者や先生の勧め
によって明確なビジョンが定まらないま
ま就職先を決定し、退職という道を選
んでしまう場合も少なくありません」。
そうした中、セールスアドベン

チャーが展開しているのは企業に対す
る高校新卒者採用支援事業です。高
校1校あたりの求人数が1,000件を超
える中で、数多くの企業の中から自分
達の企業を選んでもらうためには、高
校生本人のみならず保護者や先生にも
PRが必要だと渡邉さんは言います。
「高校生の本分は学業で、就職活動

に多くの時間を費やすことはできませ
ん。そうした現状で企業の魅力を伝え
るためには、コンパクトに情報をまとめ
た動画という手法が最適なんです。事
業内容や待遇のほか、経営者や若手
のインタビューなども盛り込むことで、
短時間でセールスポイントをアピール
できます。また企業の良い部分だけで
はなく、厳しさも伝えることでミスマッ
チを減らし、早期退職というリスクを
回避することにもつながります」。
セールスアドベンチャーの支援はPR

動画の制作だけにとどまらず、高校生
向けの求人票の作成アドバイスをはじ
め採用活動全般の業務改善にも対応。
例えば地図アプリを活用した高校訪問
支援ツールで、担当者の煩雑なリサー
チ活動を省力化。各校の生徒数、男

株式会社セールスアドベンチャー　代表取締役　渡邉 宏明氏

2リサーチが煩雑な高校訪問も、スマートフォンの地図アプリを活用して
サポート。採用担当の手間を省き、採用活動に専念できる環境を整備

4「本気で高校生を採用・育成する気がない企業とは契約しない」と
話す渡邉さん。そのためクライアントへのプレゼンにも自然と熱が入る

1セールスアドベンチャーの採用支援はPRだけではなくコンサル要素も
強く、クライアントやスタッフとの綿密な打ち合わせが重要

3 PR動画は企画立案から撮影、編集まですべてを手がける。外部の専
門スタッフなどと協力し、完成まで約3週間の短い納期を実現

【プロフィール】
福岡県出身。大手情報サービス企業で
求人フリーペーパーの創刊に携わった
後、高校の就職指導員などを経て起業。
転職支援などを行いながら、2018年3
月に株式会社セールスアドベンチャー
を設立、福岡県を中心にさまざまな企業
の高校生採用活動をサポートする。国家
資格キャリアコンサルタント資格保有。

株式会社セールスアドベンチャー
〒810-0041 福岡市中央区大名1-1-29 WeWork大名

TEL 092-260-5413
https://kousotsu-saiyou.com/
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企業と一体となった採用広報で
高校生に新たな職業選択を提供する
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取組項目は、分野別に設定しています。
○処遇改善・正規雇用推進
○長時間労働の是正
○ワーク・ライフ・バランスの確保
○ダイバーシティ（多様な人材）の推進

　当所が実施した最新の「地場企業の経営動向調査」で
は、回答した中小企業の約 6 割が当面の経営上の問題点
として「人材難、求人難、定着化の悪化」と回答している
など、少子高齢化に伴う労働人口の減少等の要因により、
多くの中小企業が人材不足の問題を抱えています。
　そのような中、企業が今後も安定して事業を継続して
いくためには、企業の重要な経営資源である「人財」の
確保・定着がより重要になってまいります。　

地場中小企業の多様な人材確保に向けた
当所の中途採用・新卒採用支援事業

中期方針
「人材確保の包括的支援

～企業の採用活動への
     支援強化～」

　近年、企業では人材が不足する度に、早めの戦力化
が期待できる中途採用で補充しようとするケースが増え、
一方、新卒採用においては従来の手法に加え、早い学
年次からの「インターンシップ」を導入するケースが増えて
います。
　今月の特集では、福岡市と連携して実施する中途採
用・人材定着の取り組み、新卒採用の新しいトレンドや
取り組み方についてご紹介いたします。　

　「働き方改革」に取り組み、働きやすい職場づくりを進
めることは、人材の採用・定着にも非常に有効です。こ
こでは「ふくおか『働き方改革』推進企業認定事業」をご
紹介いたします。

　当事業は、働き方改革に積極的に取り組む市内企業を
応援する制度であり、認定事業からは、「働きやすい職場
のPRになった」「優秀な人材の獲得につながった」等、人
材の採用・定着に役立つ内容の声があがっています。

１．新卒・中途人材（UIJターン就職希望者）とのマッチング（福岡市との連携事業）
　福岡市は、市内企業の人材確保を目的とし、パソコン・

スマートフォンで簡単に採用活動ができる「福岡市公式の

求人マッチングサイト・アプリ」を運用しています。

2023年10月1日～　現在、アプリを利用する求職者は続々増加中ですが、更なる利用促進のため、市内各所で求職者向けのキャンペーン
を実施しています。企業の皆様にはこの機会に是非、マッチングサイトへの求人掲載のお申し込みをおすすめします！

2. 人材定着への取り組み（働き方改革）（福岡市との連携事業）

都心部バス停広告、天神駅ホームドア広告、市内各区役所、
市民センター等へ掲出！

　今回、検索画面のリニューアルを行い、7月には求職者

へアピールする広告キャンペーンを実施していますので、

マッチングを希望される企業様は、是非ご活用ください。

・高い PR 効果
大手求人検索エンジン「スタンバイ※」にリンク
しているので、福岡だけでなく、全国の求職者
へアピールできます。

・簡単に採用活動ができる
スカウト機能やチャットにより、簡単に求職者
へのアプローチ・選考ができます。

・無料で使える
求人掲載やスカウト機能の使用、成功報酬等す
べて無料です。

社会福祉法人百友会
人事担当　百田 寛奈氏

　地域密着型特別養護老人ホームの新規
開設に伴い、介護職のオープニングス
タッフを募集するため、求人を掲載しま
した。掲載後は、近隣の候補者全員にス
カウトメッセージを送るなど、無料で使
えるスカウト機能をどんどん活用しまし

た。そして、求職者から反応があった場合は即日、対応するようにし、
また、採用面接後の結果の連絡についても５日以内に行った結果、
即戦力となる人材を正規職員として採用することができました。

※「スタンバイ」とは、株式会社ビズリーチが運営する求人検索エン
　ジンで、ウェブ上の求人を一括検索できます。

求人掲載のメリット

求人マッチングサイトへの求人掲載を募集します！ ［7月］は アプリ広告キャンペーン実施中！

求職者へ
徹底アピール！

掲載企業
200 社以上

掲載無料アプリ利用者
4000 人以上

▶利用者の声

求人掲載の申し込みなど詳細は…

福岡市　スタンバイ
ふくおか働き方改革

「ふくおか『働き方改革』推進企業」を募集します！

「ふくおか『働き方改革』推進企業」は福岡市の入札等で優遇を受けられます！（令和 2年度より）　

1認定の要件
　 下記のいずれも満たす企業を認定します。

　・福岡市が独自に定めた28の取組項目のうち、

　　16 項目以上の達成

　・福岡市内に本店または主たる事務所があるなど、

　　「対象企業、事業等」の全10要件に該当

2認定企業への特典
　①福岡市の入札等での優遇（工事、委託、物品につい

　　て、優先指名や総合評価方式における加点）

　②市ホームページで認定企業として紹介

　③中小企業融資制度で金利を優遇

3申請受付時期（年2回）

4認定証交付式を開催
　 令和元年 6月に、第5回認定証交付式を開催しました。

※詳細については、
　福岡市ホームページをご覧ください。

認定企業の声

　これまで働きやすい職場づくりを進めてきた
結果、この度、ふくおか「働き方改革」推進企
業認定を受けました。
　今回の認定をきっかけに、企業イメージの向
上にも繋げたいです。
　また、社会貢献優良企業優遇制度の対象と
なったことで、入札等での優遇措置を受けられ
るだけでなく、社会への貢献が認められること
を喜ばしく思います。
　今後も、社員とともに働き方改革に取り組ん
でいきます。

東電株式会社
代表取締役社長　加藤 英司 氏

※1日が休日の場合は翌営業日から、31日が休日の場合は前営業日まで受け付けます。

次回の申請受付は8月1日（木）～8月30日（金）

申請受付期間※

第1期 3月1日～3月31日

8月1日～8月31日

6月

11月第2期

認定・認定証
交付式の開催

※広告イメージ

第4回認定証交付式の様子（平成31年2月）

　「ふくおか『働き方改革』推進企業認定制度」が、福岡市
の競争入札等で優遇を受けられる「社会貢献優良企業優遇
制度」の対象事業として追加されました。

　令和 2 年度より優遇制度への申請を受け付けますので、
優遇の前提条件となる「働き方改革認定制度」については、
今年度中の申請をご検討ください。（8月または 3月）

特 集
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本記事全般に関するお問い合わせ／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　FAX 092-482-1523　E-mail：fkshougyou@fukunet.or.jp

　近年の景気回復傾向と少子高齢化による労働人口減

少により、現在の新卒就職市場は「売り手市場」である

と言われています。

　長期に及んだ景気低迷も終焉し、現在多くの企業が積

極的に採用活動を始めています。しかし、少子高齢化に

より人材の確保は「バブル経済末期」の1991 年や2008

年、2009 年に次ぎ困難を極めています。

　活発に採用活動を再開し始めた企業数は近年増え続け

ているのに対し、少子化により卒業者数は横ばい状態、

　ユニバースクリエイトは福岡を中心に、企業、学校、学生のどの立場にも固執せずフラットな視点と発想で本質を見抜き、
新卒、第２新卒といった無限大の若い才能と優秀な人材確保を求める企業とのベストマッチをプロデュースしています。

▶ 株式会社 ユニバースクリエイト

出典:株式会社マイナビ新卒採用サポネット「2020年卒マイナビ大学生広報活動前の活動調査」

・学校と企業の就職情報交換会
　　企業の採用担当者が、新卒人材の確保と最新動向を把

握するため、学校の就職支援担当者との情報交換、意見

交換を行うための場として開催。（今年度は10月、2月に開催

予定）

・人材確保相談窓口 
　　専門家（キャリアコンサルタント）が人材確保に関する相談

に応じ、アドバイス等を通じて課題解決を図ります（「採用計

画の立て方」「心にささる求人票の書き方」「若手の定着」等）。

※［H30実績]   2回開催

　早期化の要因の一つとして「インターンシップ」が挙げられます。

　従来、インターンシップとは就職活動を始める前の「就

業体験」でしたが、現在では学生目線からも企業目線か

らもインターンシップの認識が従来とは異なっています。

　「就活はインターンシップから始まる」といった意識が定

着している近年では、実施する企業は年々増え、参加す

る学生も上記のグラフの通り増え続けています。

　学生はインターンシップの段階から企業選定を始めてお

り、多くが選考後の必死な惹きつけではなく、インター

3．新卒採用の現状（インターンシップへの取り組み） 執筆:㈱ユニバースクリエイト

または減少傾向にあります。そのため、大卒求人倍率は

「1.83」となっています。しかし、この数字は、あくまでも

大手企業を含む全国平均であり、中小企業のみの場合は

「8.62」となっています（㈱リクルートワークス研究所調

べ）。これは一人の就職希望者に対して約 9 社の求人があ

ることを意味しています。

　就職希望者が就職先を選べるといった優位な立場にあ

ることが「売り手市場」と呼ばれる理由です。

■     新卒採用市場の現状  ー「売り手市場」とはー

■     インターンシップ参加状況

　日本経済団体連合会（経団連）が定める、加盟企業

の採用活動に関するルールによると、説明会や広報活動

は3月以降に、選考活動は6月以降に足並みを揃えてスター

トするとなっています（2021 年春入社の就活から廃止）。

しかし、近年の就職市場ではスタートの3月を迎える前に

内定を持っている学生が増加傾向にあります。

　2020 年卒に関しては、広報活動解禁前の2月の段階

で既に5.8%（昨年より1.3% 増加）、選考活動解禁前の5

月の段階では 51.4%（昨年より8.7% 増加）の学生が内

定を保有していると「就職みらい研究所」の調査によって

明らかになっています。

■     拍車がかかる「超」早期化の就職活動  ー３月は「スタート」ではなく「中間地点」 ー

出典：就職みらい研究所「就職プロセス調査（２０２０年卒）【確報版】『２０１９年６月１日時点 内定状況』」

ンシップに参加したタイミングで「入社したい」と思ってい

るのが現実です。

　現状として多くの企業はインターンシップの段階で母集

団形成、または選考を実施しているため、３月はスタート

ではなく既に中間地点と呼ばれています。

　中間地点からの採用活動が失敗に終わる可能性は否め

ません。スタートから活動でき、早期化への対応策として

もインターンシップは効果的です。今まで実施されたこと

のない企業様は、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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■参加　■不参加

■キャリタス　■リクナビ　■マイナビ 出典:文部科学省文部統計要覧（平成30年版）「11.大学」
当社調べ

■参加　■不参加 ■参加　■不参加

■窓口開設日 原則毎週第1金曜日・第3木曜日
 10:00～16:00
■場 　 　 所  福岡商工会議所 2階
 福岡市博多区博多駅前2－9－28
■利 用 方 法  事前予約制（各日先着5社）

【専門家プロフィール】
株式会社 就面
代表取締役　松田 剛次 氏
≪略歴≫
大手飲料メーカーにおける営業を経た後、㈱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）向け社員研修などの講師経験も経
て、2011年 8月、㈱就面設立。年間 2000 名以上の就活生・
転職希望者・企業社員を指導・支援している。

福岡商工会議所の雇用支援事業

※

※ご相談内容等を下記担当までお伝えのうえ、ご予約をお願いいたします。

（10月）企業：83 社 128 名
　　　 学校： 71 校   81名
  （2月） 企業：73 社 112 名
　　　 学校：45 校  63 名
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本記事全般に関するお問い合わせ／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　FAX 092-482-1523　E-mail：fkshougyou@fukunet.or.jp

　近年の景気回復傾向と少子高齢化による労働人口減

少により、現在の新卒就職市場は「売り手市場」である

と言われています。

　長期に及んだ景気低迷も終焉し、現在多くの企業が積

極的に採用活動を始めています。しかし、少子高齢化に

より人材の確保は「バブル経済末期」の1991 年や2008

年、2009 年に次ぎ困難を極めています。

　活発に採用活動を再開し始めた企業数は近年増え続け

ているのに対し、少子化により卒業者数は横ばい状態、

　ユニバースクリエイトは福岡を中心に、企業、学校、学生のどの立場にも固執せずフラットな視点と発想で本質を見抜き、
新卒、第２新卒といった無限大の若い才能と優秀な人材確保を求める企業とのベストマッチをプロデュースしています。

▶ 株式会社 ユニバースクリエイト

出典:株式会社マイナビ新卒採用サポネット「2020年卒マイナビ大学生広報活動前の活動調査」

・学校と企業の就職情報交換会
　　企業の採用担当者が、新卒人材の確保と最新動向を把

握するため、学校の就職支援担当者との情報交換、意見

交換を行うための場として開催。（今年度は10月、2月に開催

予定）

・人材確保相談窓口 
　　専門家（キャリアコンサルタント）が人材確保に関する相談

に応じ、アドバイス等を通じて課題解決を図ります（「採用計

画の立て方」「心にささる求人票の書き方」「若手の定着」等）。

※［H30実績]   2回開催

　早期化の要因の一つとして「インターンシップ」が挙げられます。

　従来、インターンシップとは就職活動を始める前の「就

業体験」でしたが、現在では学生目線からも企業目線か

らもインターンシップの認識が従来とは異なっています。

　「就活はインターンシップから始まる」といった意識が定

着している近年では、実施する企業は年々増え、参加す

る学生も上記のグラフの通り増え続けています。

　学生はインターンシップの段階から企業選定を始めてお

り、多くが選考後の必死な惹きつけではなく、インター

3．新卒採用の現状（インターンシップへの取り組み） 執筆:㈱ユニバースクリエイト

または減少傾向にあります。そのため、大卒求人倍率は

「1.83」となっています。しかし、この数字は、あくまでも

大手企業を含む全国平均であり、中小企業のみの場合は

「8.62」となっています（㈱リクルートワークス研究所調

べ）。これは一人の就職希望者に対して約 9 社の求人があ

ることを意味しています。

　就職希望者が就職先を選べるといった優位な立場にあ

ることが「売り手市場」と呼ばれる理由です。

■     新卒採用市場の現状  ー「売り手市場」とはー

■     インターンシップ参加状況

　日本経済団体連合会（経団連）が定める、加盟企業

の採用活動に関するルールによると、説明会や広報活動

は3月以降に、選考活動は6月以降に足並みを揃えてスター

トするとなっています（2021 年春入社の就活から廃止）。

しかし、近年の就職市場ではスタートの3月を迎える前に

内定を持っている学生が増加傾向にあります。

　2020 年卒に関しては、広報活動解禁前の2月の段階

で既に5.8%（昨年より1.3% 増加）、選考活動解禁前の5

月の段階では 51.4%（昨年より8.7% 増加）の学生が内

定を保有していると「就職みらい研究所」の調査によって

明らかになっています。

■     拍車がかかる「超」早期化の就職活動  ー３月は「スタート」ではなく「中間地点」 ー

出典：就職みらい研究所「就職プロセス調査（２０２０年卒）【確報版】『２０１９年６月１日時点 内定状況』」

ンシップに参加したタイミングで「入社したい」と思ってい

るのが現実です。

　現状として多くの企業はインターンシップの段階で母集

団形成、または選考を実施しているため、３月はスタート

ではなく既に中間地点と呼ばれています。

　中間地点からの採用活動が失敗に終わる可能性は否め

ません。スタートから活動でき、早期化への対応策として

もインターンシップは効果的です。今まで実施されたこと

のない企業様は、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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■場 　 　 所  福岡商工会議所 2階
 福岡市博多区博多駅前2－9－28
■利 用 方 法  事前予約制（各日先着5社）

【専門家プロフィール】
株式会社 就面
代表取締役　松田 剛次 氏
≪略歴≫
大手飲料メーカーにおける営業を経た後、㈱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）向け社員研修などの講師経験も経
て、2011年 8月、㈱就面設立。年間 2000 名以上の就活生・
転職希望者・企業社員を指導・支援している。

福岡商工会議所の雇用支援事業

※

※ご相談内容等を下記担当までお伝えのうえ、ご予約をお願いいたします。

（10月）企業：83 社 128 名
　　　 学校： 71 校   81名
  （2月） 企業：73 社 112 名
　　　 学校：45 校  63 名
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　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、56件86,921,000円でした。（内訳：死亡・高度障がい保険金13
件80,000,000円、障がい・入院給付金43件6,921,000円）
　ご参考までに、2018年度の保険金の支払実績をお知らせいたします。
貴社での「もしもの際の備え」として、ぜひご検討ください。

■2018年度の保険金・給付金支払実績

対　象

死亡・高度障がい
障がい・入院

年度

2018
年度

請求件数

14件
44件

支払件数

13件
43件

支払金額

80,000千円
6,921千円

平均支払額

6,154千円
161千円

会員組織・共済グループからのお知らせ

2018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：2019年7月3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：48.60％

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22,900円×12か月＝  274,800円
今回配当額   274,800円×48.60％＝    133,553円

2018年度保険金・給付金支払実績報告

2018年度  共済制度獲得優績保険会社・担当者表彰
当所藤永会頭は6月25日の第224 回議員総会で、2018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年間加入実績

純増100名以上を達成した生命保険会社1社、及び生命保険会社営業担当者3名を表彰した。
生命共済制度は、1972年11月の発足以来、当所では会員事業所等の福利厚生の充実を目的に加入を推進している。生命共済

制度は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。受賞者は以下の通り。

写真左から　大同生命保険㈱・村井知子さん、
　　　　　　富国生命保険（相）・黒河内信夫さん、
　　　　　　アクサ生命保険㈱・武富律さん

約６ヶ月分の負担減（2018年度実績）

※1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合には、配当金としてお支払します。
　（収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます）

【生命共済制度  年間獲得実績上位者（総合）】
　第一位：村井 知子氏（大同生命保険㈱  福岡支社）
　第二位：武富 　律氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）
　第三位：中崎 由紀氏（大同生命保険㈱  福岡支社）

【生命共済制度  年間獲得実績上位者（新規）】
　第一位：武富 　律氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）

営業担当者表彰
【生命共済制度】　
　第一位：富国生命保険（相） 福岡支社

生命保険会社表彰

（2016年度：58.68％、2017年度：34.85％）

2019年度 秋期
生活習慣病健診のご案内

会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経営資源である従業員とその家族の健康管理をサポートする
ことで、生産性の向上や業績の改善につなげることを目的に、会員事業所ならびに
特定商工業者の経営者、従業員およびそのご家族を対象に、年に2回生活習慣病健
診を実施しています。
　生活習慣病は、本人に自覚症状がないのが特徴です。定期的に健診を受けること
が病気の早期発見・早期治療につながり、最善の予防法となります。
　当健診は、労働安全衛生法に基づく「定期健康診断」や「雇入時健康診断」の項
目も充足していますので、従業員の方々の法定健診としてもご利用いただけます。
　健康への関心を高め生活習慣を見直すきっかけにもなる健診を、この機会にぜひ
ご活用ください。

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。
※詳細は本号の折込チラシをご確認ください。

定員／900名　締切／8月30日（金）※定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。

期 間 10月7日（月）～10月12日（土）

受診料

場 所 当所3階301会議室
基本健診 会員 5,390円（税込） 特定商工業者 8,947円（税込）

※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）も
　あわせてご利用ください。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
URL：https://www.fukunet.or.jp/service/life/

※１名様からでもご受診いただけます

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845
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お客様相談
フリーダイヤル https://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

中小企業の方が必要とする経常運転資金の一部について、定期償還を伴わない
一括払い方式の短期資金を一定期間継続して支援する保証商品として、

「継続型短期保証WIDE」の取扱いをしております。
この機会にぜひご利用ください。

（通称：ケイタンWIDE）（通称：ケイタンWIDE）

最大
8,000

万円

運転
資金

分割返済なし

１年 １年 １年 １年 １年

①一括返済
②分割返済への変更
　（借換を含む）により
　ご返済いただきます。

５年

ご利用のイメージ（例）

詳しくは
お問い合わせ
ください。

信用保証料率：基準保証料率から０．１％引き ０．１％引き （年０．３５％～１．８０％）
新規申込受付：２０２０年３月３１日 ２０２０年３月３１日 （火）保証協会受付分まで

～ おかげさまで、2，100件、410億円以上の保証利用をいただいております。～～ おかげさまで、2，100件、410億円以上の保証利用をいただいております。～
(２０１９年５月末現在)(２０１９年５月末現在)

『継続型短期保証WIDE』のご案内『継続型短期保証WIDE』のご案内
けい  ぞく  がた  たん   き    ほしょうけい  ぞく  がた  たん   き    ほしょう ワ　イ　ドワ　イ　ド

－
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期間延長

第25回　2・3級
ビジネス会計

-------------------------------------------------------
財務諸表に関する分析力を問うもので、数値を理
解し企業状況を把握することにより、ビジネスに
役立てていくことに重点をおいた検定です。●申込
期間＝6月24日（月）～7月26日（金）●受験料＝
2級 6,480円、3級 4,320円

博多伝統芸能館　公演
-------------------------------------------------------

博多の伝統芸能を身近に感じてみませんか？博多
芸妓をはじめ、博多を代表する伝統芸能団体の唄

や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊びま
で体験していただけます!!

【①博多芸妓出演 50分公演】●日時
＝7月25日（木）16:00～16:50●出
演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000円（お一人様）

【②2 団体出演 90 分公演】●日時＝8月3日（土）
【第 1 部】13:00～14:30【第 2 部】15:00～16:30
●出演団体＝博多芸妓、博多民踊舞踊四季の会
●参加費＝5,000円（お一人様）

【①②共通】●場所＝博多伝統芸能館（福岡市博多
区冷泉町2-20）●定員＝各回20名（先着順）●お
問い合わせ＝博多伝統芸能振興会（地域振興部
内）TEL 092-441-1118（当日080-2705-5462）
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

TAOの夏フェス2019
-------------------------------------------------------

●優待内容＝自由席大人：6,000 円→5,500 円、
子ども：3,000円→2,500円●対象日程＝8月8日

（木）～24日（土）●申込締切＝8月10日（土）●場
所＝くじゅう高原TAOの里●申込方法＝当所HPに
てお申し込み

※雨天決行。最終日が荒天の場合、翌日に順延。
※16日（金）・22日（木）は休演日 ※23日（金）は
貸切公演のため入場できません。※お持ち込みの
敷物・シートの使用はできません。予めご了承くだ
さい。※ペット同伴不可。※飲食物の持ち込み不可。

HIDEAKI TOKUNAGA CONCERT　
TOUR 2019　太陽がいっぱい Plein Soleil
-------------------------------------------------------

●優待内容＝特別先行販売【全席指定】7,800 円
→7,410 円●対象日程＝11月16日（土）～11月
17日（日）●申込締切＝8月14日（水）●場所＝福
岡市民会館●申込方法＝当所HPよりパスワード

［kyodo19］を入力の上、お申し込み
※お一人様4枚まで

劇団四季『ライオンキング』
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】10,800円
→9,720円、【良席プラン】21,600円（各日2 名２
組限定）●対象日程＝9月1日（日）～11月30日

（土）●申込締切＝各対象公演2週間前まで●場所
＝キャナルシティ劇場●申込方法＝当所HPにてお
申し込み
※今後、消費税が改定された場合、チケット料金
も変更いたします。

福岡商工会議所からのご案内
※掲載の価格は全て税込です。

イベント

検定試験

検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

申込方法などについては
当所HPをご覧ください。

試
験
日

9/1
（日）

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

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。

PR

　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、56件86,921,000円でした。（内訳：死亡・高度障がい保険金13
件80,000,000円、障がい・入院給付金43件6,921,000円）
　ご参考までに、2018年度の保険金の支払実績をお知らせいたします。
貴社での「もしもの際の備え」として、ぜひご検討ください。

■2018年度の保険金・給付金支払実績

対　象

死亡・高度障がい
障がい・入院

年度

2018
年度

請求件数

14件
44件

支払件数

13件
43件

支払金額

80,000千円
6,921千円

平均支払額

6,154千円
161千円

会員組織・共済グループからのお知らせ

2018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：2019年7月3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：48.60％

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22,900円×12か月＝  274,800円
今回配当額   274,800円×48.60％＝    133,553円

2018年度保険金・給付金支払実績報告

2018年度  共済制度獲得優績保険会社・担当者表彰
当所藤永会頭は6月25日の第224 回議員総会で、2018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年間加入実績

純増100名以上を達成した生命保険会社1社、及び生命保険会社営業担当者3名を表彰した。
生命共済制度は、1972年11月の発足以来、当所では会員事業所等の福利厚生の充実を目的に加入を推進している。生命共済

制度は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。受賞者は以下の通り。

写真左から　大同生命保険㈱・村井知子さん、
　　　　　　富国生命保険（相）・黒河内信夫さん、
　　　　　　アクサ生命保険㈱・武富律さん

約６ヶ月分の負担減（2018年度実績）

※1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合には、配当金としてお支払します。
　（収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます）

【生命共済制度  年間獲得実績上位者（総合）】
　第一位：村井 知子氏（大同生命保険㈱  福岡支社）
　第二位：武富 　律氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）
　第三位：中崎 由紀氏（大同生命保険㈱  福岡支社）

【生命共済制度  年間獲得実績上位者（新規）】
　第一位：武富 　律氏（アクサ生命保険㈱  福岡営業所）

営業担当者表彰
【生命共済制度】　
　第一位：富国生命保険（相） 福岡支社

生命保険会社表彰

（2016年度：58.68％、2017年度：34.85％）

2019年度 秋期
生活習慣病健診のご案内

会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経営資源である従業員とその家族の健康管理をサポートする
ことで、生産性の向上や業績の改善につなげることを目的に、会員事業所ならびに
特定商工業者の経営者、従業員およびそのご家族を対象に、年に2回生活習慣病健
診を実施しています。
　生活習慣病は、本人に自覚症状がないのが特徴です。定期的に健診を受けること
が病気の早期発見・早期治療につながり、最善の予防法となります。
　当健診は、労働安全衛生法に基づく「定期健康診断」や「雇入時健康診断」の項
目も充足していますので、従業員の方々の法定健診としてもご利用いただけます。
　健康への関心を高め生活習慣を見直すきっかけにもなる健診を、この機会にぜひ
ご活用ください。

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。
※詳細は本号の折込チラシをご確認ください。

定員／900名　締切／8月30日（金）※定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。

期 間 10月7日（月）～10月12日（土）

受診料

場 所 当所3階301会議室
基本健診 会員 5,390円（税込） 特定商工業者 8,947円（税込）

※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）も
　あわせてご利用ください。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
URL：https://www.fukunet.or.jp/service/life/

※１名様からでもご受診いただけます

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845
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6.14～15

　支店長会"ブランチ・コミュニケ"（会長

＝草田 哲也アサヒビール㈱福岡統括支社 

理事福岡統括支社長）は6月14日～15日の

2日間、6月例会「五島列島視察会」を実

施。昨年度を上回る25 名が参加した。キ

リシタン文化が色濃く残る福江島を拠点に

初日は近大マグロ養殖場の特別視察と餌や

りを体験し、2日目はフェリー操舵室見学

付特別クルージングで世界文化遺産の頭ケ

島集落・教会、旧五輪教会等を視察。大

いに見聞を広めた視察会となり、次回の例

会への期待も高まった。

近大マグロ養殖場を見学した参加者たち

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会 6月例会
五島列島視察会

6.25

　当所は6月25日、第 601 回常議員会、

第224 回議員総会を開催した。

　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。

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。

　議員総会では、平成 30 年度の事業報

告・収支決算、監事の選任について審議

し、原案通り承認された。

総会では事業報告等を決議

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

議員総会

第601回常議員会
第224 回議員総会

6.13

　当所が設置する福岡県中小企業再生

支援協議会（会長＝藤永会頭）は 6月13

日、第 22 回全体会議を開催した。

　冒頭、藤永会長が挨拶を行った後、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

より平成 30 年度の事業報告、令和元年

度の事業計画、再生支援協議会実施基

本要領の改正について説明を行い、全て

の議案が原案通り承認された。

昨今の状況を交え挨拶する藤永会長

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

再生支援

福岡県中小企業再生支援協議会
第22 回全体会議

６.７

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

九州商工会議所連合会 第97回通常会員総会

講演をする三村会頭九州・沖縄の78商工会議所から168 名が参加

　九州商工会議所連合会（会長＝藤永会

頭）は 6月7日、指宿市で第 97 回通常会

員総会を開催。昨年度の事業報告・決

算や今年度の事業計画・予算、各地会

議所の意見をとりまとめた要望などについ

て審議し、原案通り承認した。特に、今

年度事業計画では9月開催の熊本地震復

興支援事業「九州・火の国元気まつり」

実施計画について決議。要望では、深刻

化する人手不足の解消に向けた外国人材

の受入環境整備やAI・IoT 等の導入によ

る生産性向上への支援、長崎県佐世保市

への IR 整備区域認定の実現などを国に求

めることを決定した。また総会前日には、

日本商工会議所の三村会頭を招き、懇談

会や会員交流会を開催。活発な意見交

換や交流を行なった。

6.17

　博多伝統芸能振興会（会長＝藤永会

頭）は6月17日、令和元年度総会を開催。

47名が出席した。

　総会では、平成 30 年度事業報告（案）

並びに収支決算（案）、令和元年度事業計

画（案）並びに収支予算（案）、役員改選に

ついて協議し、全て議案通り承認された。

また、「第二十九回 博多をどり」を12月7日

（土）に博多座で、昨年同様の1日3 回の

公演を行うことも併せて決定した。

　総会終了後に開催された懇親会では、

支援団体と会員企業が懇親を深めた。

挨拶をする藤永会長

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

伝統芸能

博多伝統芸能振興会
令和元年度総会

FCCI NEWS 会議所の動き

5.21

　福商ビジネス倶楽部は 5月21日、グラ

ナダスィートにて定時総会を開催し、60

名が参加した。

　定時総会では平成 30 年度の事業報告

ならびに令和元年度の事業計画について

審議し、全て原案通り承認された。総会

後は出席者による交流懇親会を開催。懇

親会からは当所副会頭が出席し、倶楽部

会員を激励した。参加者からは、「積極的

に活動に関わっていき、福商ビジネス倶

楽部を盛り上げていきたい」とのコメント

があった。

参加者一同による集合写真

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部
定時総会

5.21

　九州商工会議所連合会（会長＝藤永会

頭）は5月21日、福岡市内で国土交通省と

の意見交換会を開催。九商連からは藤永

会長はじめ各県連の会長・副会長が、ま

た国交省からは森正文事務次官はじめ九

州地方整備局・伊勢田敏局長や九州運輸

局・下野局長など総勢30名が出席。

　森事務次官からは社会資本整備に対す

る国の考え方などの話を伺った。各県連か

らは、道路インフラの課題や観光振興にも

繋がる空港・港湾整備について発言し、

国交省各担当部局と意見交換を行った。

あいさつをする九商連 藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

九商連と国土交通省との
意見交換会

5.27

　福岡県商工会議所連合会（会長＝藤永

会頭）は 5月27日、福岡市で第 132 回通

常会員総会を開催。昨年度の事業報告・

収支決算、今年度の事業計画・収支予

算などについて審議し、原案通り承認し

た。藤永会長は挨拶で「県内商工会議所

の連携を強化し、中小企業の諸課題解

決に向けた様々な支援を力強く推進して

いきたい」と述べた。総会後の特別講話

では、小川知事が「今後の県政」をテー

マに、豪雨災害からの復旧・復興や地方

創生の推進などについて講演された。

県内19商工会議所から39名が参加

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福商連

福岡県商工会議所連合会
第 132 回通常会員総会

6.5、6.20

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

どんたく5.28

　当所は 5月 28 日、福岡国際会議場で

本年度 2 回目の「会社合同説明会」を開

催。福岡市内を中心に県内外から119 社

が出展し、2020 年 3 月卒業予定の学生

を中心に368 名が来場した。

　本説明会は、地元中小企業の人材確

保と地域における就業促進を図ることを

目的として毎年開催している。　

　出展企業のアンケートでは「全般的に

学生の動きが早くなっている」「今後も厳

しさが増すと思われる」といった声が聞か

れ、早期化・長期化する採用活動に苦慮

している現状がうかがわれた。　

119 社が参加した会場の様子

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

会社合同説明会

〈各コンクール受賞団体・作品一覧〉
令和元年度第58回どんたく隊賞人気コンクール受賞団体一覧

〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉真弓ダンススタジオ
〈福岡市長賞〉じろ長どんたく隊
〈福岡商工会議所会頭賞〉博多民踊協会どんたく隊
〈福岡観光コンベンションビューロー会長賞〉精華女子高等学校吹奏楽部
〈RKB 毎日放送賞〉福岡民踊舞踊 四季の会 
〈西日本新聞社賞〉栄奈美会　他

令和元年度第58 回どんたく写真コンクール受賞作品一覧 
〈福岡市民の祭り振興会会長賞〉  「祝うたァ！！」鬼塚　陽子
〈西日本新聞社賞〉「掉尾を飾って」伊藤　忠　他

6.5

　九州商工会議所女性会連合会は 6月5

日、ホテル日航熊本で総会を開催。九州

各県より54女性会、572 名が出席し、当

所女性会からは18 名が参加した。

　総会では、事業報告・計画案、収支

決 算 ・ 予算 案 、 大 会宣言案 、 次回 総

会・役員会開催地等について協議し、全

て議案通り承認された。

　また、総会後、『皿を割れ！復興その先

へ～くまもんの成功法則』をテーマに元熊

本県東京事務所 所長 成尾雅貴氏が講話

された。

挨拶をされる石井副会長（熊本商工会議所女性会 会長）

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

第51回九州商工会議所
女性会連合会総会 熊本大会

　福岡市民の祭り振興会（会長=藤永憲一・

当所会頭）は、6月5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20日に福岡

アジア美術館（アートカフェ）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。結果は以下の通り。

第58 回コンクール各賞決定

写真コンクール「福岡市民の祭り振興会会長賞」に選ばれた
『祝うたァ！！』（撮影：鬼塚　陽子さん）
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6.14～15

　支店長会"ブランチ・コミュニケ"（会長

＝草田 哲也アサヒビール㈱福岡統括支社 

理事福岡統括支社長）は6月14日～15日の

2日間、6月例会「五島列島視察会」を実

施。昨年度を上回る25 名が参加した。キ

リシタン文化が色濃く残る福江島を拠点に

初日は近大マグロ養殖場の特別視察と餌や

りを体験し、2日目はフェリー操舵室見学

付特別クルージングで世界文化遺産の頭ケ

島集落・教会、旧五輪教会等を視察。大

いに見聞を広めた視察会となり、次回の例

会への期待も高まった。

近大マグロ養殖場を見学した参加者たち

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会 6月例会
五島列島視察会

6.25

　当所は6月25日、第 601 回常議員会、

第224 回議員総会を開催した。

　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。

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。

　議員総会では、平成 30 年度の事業報

告・収支決算、監事の選任について審議

し、原案通り承認された。

総会では事業報告等を決議

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

議員総会

第601回常議員会
第224 回議員総会

6.13

　当所が設置する福岡県中小企業再生

支援協議会（会長＝藤永会頭）は 6月13

日、第 22 回全体会議を開催した。

　冒頭、藤永会長が挨拶を行った後、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

より平成 30 年度の事業報告、令和元年

度の事業計画、再生支援協議会実施基

本要領の改正について説明を行い、全て

の議案が原案通り承認された。

昨今の状況を交え挨拶する藤永会長

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

再生支援

福岡県中小企業再生支援協議会
第22 回全体会議

６.７

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

九州商工会議所連合会 第97回通常会員総会

講演をする三村会頭九州・沖縄の78商工会議所から168 名が参加

　九州商工会議所連合会（会長＝藤永会

頭）は 6月7日、指宿市で第 97 回通常会

員総会を開催。昨年度の事業報告・決

算や今年度の事業計画・予算、各地会

議所の意見をとりまとめた要望などについ

て審議し、原案通り承認した。特に、今

年度事業計画では9月開催の熊本地震復

興支援事業「九州・火の国元気まつり」

実施計画について決議。要望では、深刻

化する人手不足の解消に向けた外国人材

の受入環境整備やAI・IoT 等の導入によ

る生産性向上への支援、長崎県佐世保市

への IR 整備区域認定の実現などを国に求

めることを決定した。また総会前日には、

日本商工会議所の三村会頭を招き、懇談

会や会員交流会を開催。活発な意見交

換や交流を行なった。

6.17

　博多伝統芸能振興会（会長＝藤永会

頭）は6月17日、令和元年度総会を開催。

47名が出席した。

　総会では、平成 30 年度事業報告（案）

並びに収支決算（案）、令和元年度事業計

画（案）並びに収支予算（案）、役員改選に

ついて協議し、全て議案通り承認された。

また、「第二十九回 博多をどり」を12月7日

（土）に博多座で、昨年同様の1日3 回の

公演を行うことも併せて決定した。

　総会終了後に開催された懇親会では、

支援団体と会員企業が懇親を深めた。

挨拶をする藤永会長

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

伝統芸能

博多伝統芸能振興会
令和元年度総会
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申込 提案 支援

専用HPのフォームにて
相談希望日、内容を

記入し、お申し込み。

各機関で課題を共有し、
各事業を活用した

支援内容をご提案。

5支援機関で
継続的なサポート。

お問い合わせ： 092‐710-6199 （受信専用番号）専用HP： ワンストップ海外展開相談窓口 福岡 検 索

※事前予約制

ワンストップ
海外展開相談窓口

まずは自社で現時点で不足している
課題（計画づくり・マーケティング、
商品開発、物流構築、マッチング）を
明確にしていただくことが重要です。

海外展開を希望する企業が、複数の支援機関に足を
運ぶことなく「ワンストップ」で、企業進出・
販路開拓・貿易実務手続まで、海外展開で直面する
あらゆる課題について相談できる窓口です。
※対象：九州に所在する企業

ご相談の
ポイント！

福商『eラーニング』新コースのご案内
働き方改革を促進する文書・情報管理を学ぶ!

「働き方改革時代」の
ビジネス文書・情報管理コース

●働き方改革のためには、文書や情報の適切な管理が欠かせません!
　アニメーションや講義動画で分かりやすく学習でき、新入社員～若手社員への教育に効果的です!

●文書・情報管理の重要性・作成・整理整頓・保存・廃棄について学びます。

コースコード
NSN012

学習期間/学習時間 学習可能期間：30日間　
標準学習時間：60分

人材開発コンサルタント/
情報資産管理指導者
山崎　紅（やまざき　あかし）

1名（ID）につき　3,000円（税別）
福商会員は2,500円（税別）

監修・共同開発

ご利用価格　

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/e_learning

・日時 :10月11日（金）
  　　 10:00～12:00　受講者向け（初心者向け）
  　　 13:30～15:30　管理者向け
・場所 :福岡商工会議所5階第1会議室

第2回eラーニング
説明会&体験会を開催します!

※詳細はホームページをご覧ください。
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学習期間/学習時間 学習可能期間：30日間　
標準学習時間：60分

人材開発コンサルタント/
情報資産管理指導者
山崎　紅（やまざき　あかし）

1名（ID）につき　3,000円（税別）
福商会員は2,500円（税別）

監修・共同開発

ご利用価格　

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/e_learning

・日時 :10月11日（金）
  　　 10:00～12:00　受講者向け（初心者向け）
  　　 13:30～15:30　管理者向け
・場所 :福岡商工会議所5階第1会議室

第2回eラーニング
説明会&体験会を開催します!

※詳細はホームページをご覧ください。
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遊佐 知広
（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会

地域・連携事業担当部長
株式会社J&J事業創造　開発本部　マネージャー
東京都出身。旅行会社入社後、法人営業と新規事業開発に従事。年100
日を超える海外添乗の経験を活かし、事業開発部門で、外国為替や体験メ
ディア等の新規事業を担当。2014年よりジャパンショッピングツーリズム協
会に参画。事業企画、プロモーション、Web・SNS担務を歴任。また、全国
各地での商店街や農業関係者向けのセミナーや事業支援も行っている。

第１回　「日本のインバウンド潜在力」（５月号掲載）
第２回　「インバウンドの変化に対応し、工夫と準備で新たな消費をつかむ」（６月号掲載）
最終回　「インバウンド受け入れに欠かせないキャッシュレスの導入」(7月号掲載)

目次

▶キャッシュレス導入のメリット・デメリット

■欧米豪のお客様にはまずクレジットカード対応を
　新聞やニュースで毎日取り上げられている「キャッシュレ
ス」という言葉は、スマートフォンを使った最新のIT技術
で分かりづらいという方も多いのではないでしょうか。し
かし、インバウンド受け入れ、特にラグビー観戦者の対
応には、まず従来からある「クレジットカード決済」の導
入が必要です。中国など一部を除く国ではまだまだクレ
ジットカード利用が主流です。せっかく観戦者が、「食べ

たい」「買いたい」と思ったときに、持ち合わせの現金が
なく、かつお店でクレジットカードも使えないのでは、売
上の機会損失になります。長期滞在する観戦者に、多額
の現金を常に用意せよというのは無理な話です。あます
ところなく福岡を楽しんでいただくには、できるだけ多くの
事業者にキャッシュレス対応を、まずはクレジットカード決
済の導入をしていただきたいと思います。

■集客はWi-Fiを使った口コミで
　お店ではWi-Fiが使えることも大事です。現在は写真
を撮るために旅行している人もいると言われる時代です。
おいしい、面白いといった感動や思い出を写真に残して
もらい、すぐSNSに投稿してもらいましょう。お客様に口
コミでPRしてもらうためにはWi-Fiが活躍します。また、
中小の事業者に適している簡易型モバイル決済サービス
の多くは、タブレット端末が必要となっています。タブレッ
トの運用にはWi-Fiが必要です。お客様にも事業者にも
店舗内のWi-Fiが必要ということです。

　観戦客は、ラグビーワールドカップのために、遠路はる
ばる福岡にお見えになる方々です。ぜひ一人でも多くの方
に福岡滞在を楽しんでいただきましょう。そして福岡がもっ
と元気になるよう全員でスクラムを組んで頑張りましょう！

■明日からでも出来るインバウンド対策

告知がないと不安！おすすめメニューの多言語。

■飲食店に必要な準備
　キャッシュレス対応が特に望まれるのは飲食店です。な
ぜなら、飲食店は、お店に入る前に支払う総額が計算
しづらいからです。手持ちの現金を気にしながら、食事
をする場面を想像してみてください。せっかくの料理も楽
しめないし、何より客単価が上がりません。

スクラムを組んで
インバウンドにトライ！

最終回 インバウンド受け入れに欠かせないキャッシュレスの導入

▶お客様層や来店者数にあったキャッシュレス導入の考え方

①欧米豪の観戦客向けに導入すべき
　キャッシュレスサービス

②中国本土からの旅行者向けに導入すべき
　キャッシュレス

各サービス事業者ごとに手数料や初期費用、導入に必要な設備が異なる。

販
売
機
会

少ない

多い

▶キャッシュレス導入により効果が見込まれる業態

▶この店には入れない？
　キャッシュレス対応していないお店に入らない理由

利用シーン
飲食店

観光体験・施設

交通（タクシー）

導入により見込まれる効果
客数・客単価の増加

ついで入場・ついで買いの誘発

客単価の増加（長距離）

客単価の向上・入店促進

▶飲食店のキャッシュレスと多言語対応は急務

　外国語対応に不安があるお店は、「おすすめメニュー」
をつくってみましょう。一押しのメニューだけ、料金や内
容を英語で記載し、店先に貼りだします。一種類でも十
分です。できればデザートや食後のコーヒーも含めたセッ
トにしてください。欧米旅行者の「ゆっくり食事をして、食
後のデザートも楽しみたい」というニーズを満たせます。ま
た、客単価を上げることができます。一つのメニューなら
英語の準備もそれほど負担はかからないでしょう。料理の
写真を貼っておくのも良いですね。

メニューみて
高くてびっくり？

・多額の現金を持たず買物が可能
・財布の中身を気にせず買物が可能
・ネットでは不可欠
・紛失・盗難の場合は補償がある
・使った額の管理が容易

・インバウンドの売上向上に寄与
   54%がカード利用、単価は1.6倍に
・出納の手間削減
・従業員が紙幣に手を触れず衛生的
・購買情報の分析が容易
・紛失盗難のトラブル減少

・前払いの場合はチャージが手間
・ブランドが乱立している
・サービス対応店舗がバラバラ

・売上に対する手数料が発生
・従業員教育が手間
・ブランドが乱立し分かりづらい
・資金繰り上、回収期間が発生する

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

消費者 事業者

持ち合わせが
足りずショック！

簡易型/モバイル決済専用サービス
※スマートフォン、タブレットでカード決済が可能

クレジットカード専用機器による
サービス

QRコード決済サービス
※アリペイ、ウィーチャットペイ

銀聯カード決済サービス

接客コミュニケーション
▼ようこそことば
基本的な接客用語を｢ようこそことば｣と命名し、
外国語の覚えやすい表現に翻訳しました。誰でも
簡単に練習できるよう動画教材も公開しています。

▼多言語接客用語・フレーズ
訪日ゲストへの接客現場で利用頻度の高い約
13,000語以上の用語・フレーズ（英中韓）を公
式サイトにて無料公開しました。

店頭表示
▼ピクトグラム
訪日ゲストへもわかりやすい店頭表示を取りまとめ
ました（ガイドライン参照）。

商品情報
▼多言語商品情報アプリ（Mulpi）
商品情報を多言語で表示する無料アプリをリリー
スしております。

ジャパンショッピングツーリズム協会 
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■集客はWi-Fiを使った口コミで
　お店ではWi-Fiが使えることも大事です。現在は写真
を撮るために旅行している人もいると言われる時代です。
おいしい、面白いといった感動や思い出を写真に残して
もらい、すぐSNSに投稿してもらいましょう。お客様に口
コミでPRしてもらうためにはWi-Fiが活躍します。また、
中小の事業者に適している簡易型モバイル決済サービス
の多くは、タブレット端末が必要となっています。タブレッ
トの運用にはWi-Fiが必要です。お客様にも事業者にも
店舗内のWi-Fiが必要ということです。

　観戦客は、ラグビーワールドカップのために、遠路はる
ばる福岡にお見えになる方々です。ぜひ一人でも多くの方
に福岡滞在を楽しんでいただきましょう。そして福岡がもっ
と元気になるよう全員でスクラムを組んで頑張りましょう！

■明日からでも出来るインバウンド対策

告知がないと不安！おすすめメニューの多言語。

■飲食店に必要な準備
　キャッシュレス対応が特に望まれるのは飲食店です。な
ぜなら、飲食店は、お店に入る前に支払う総額が計算
しづらいからです。手持ちの現金を気にしながら、食事
をする場面を想像してみてください。せっかくの料理も楽
しめないし、何より客単価が上がりません。

スクラムを組んで
インバウンドにトライ！

最終回 インバウンド受け入れに欠かせないキャッシュレスの導入

▶お客様層や来店者数にあったキャッシュレス導入の考え方

①欧米豪の観戦客向けに導入すべき
　キャッシュレスサービス

②中国本土からの旅行者向けに導入すべき
　キャッシュレス

各サービス事業者ごとに手数料や初期費用、導入に必要な設備が異なる。

販
売
機
会

少ない

多い

▶キャッシュレス導入により効果が見込まれる業態

▶この店には入れない？
　キャッシュレス対応していないお店に入らない理由

利用シーン
飲食店

観光体験・施設

交通（タクシー）

導入により見込まれる効果
客数・客単価の増加

ついで入場・ついで買いの誘発

客単価の増加（長距離）

客単価の向上・入店促進

▶飲食店のキャッシュレスと多言語対応は急務

　外国語対応に不安があるお店は、「おすすめメニュー」
をつくってみましょう。一押しのメニューだけ、料金や内
容を英語で記載し、店先に貼りだします。一種類でも十
分です。できればデザートや食後のコーヒーも含めたセッ
トにしてください。欧米旅行者の「ゆっくり食事をして、食
後のデザートも楽しみたい」というニーズを満たせます。ま
た、客単価を上げることができます。一つのメニューなら
英語の準備もそれほど負担はかからないでしょう。料理の
写真を貼っておくのも良いですね。

メニューみて
高くてびっくり？

・多額の現金を持たず買物が可能
・財布の中身を気にせず買物が可能
・ネットでは不可欠
・紛失・盗難の場合は補償がある
・使った額の管理が容易

・インバウンドの売上向上に寄与
   54%がカード利用、単価は1.6倍に
・出納の手間削減
・従業員が紙幣に手を触れず衛生的
・購買情報の分析が容易
・紛失盗難のトラブル減少

・前払いの場合はチャージが手間
・ブランドが乱立している
・サービス対応店舗がバラバラ

・売上に対する手数料が発生
・従業員教育が手間
・ブランドが乱立し分かりづらい
・資金繰り上、回収期間が発生する

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

消費者 事業者

持ち合わせが
足りずショック！

簡易型/モバイル決済専用サービス
※スマートフォン、タブレットでカード決済が可能

クレジットカード専用機器による
サービス

QRコード決済サービス
※アリペイ、ウィーチャットペイ

銀聯カード決済サービス

接客コミュニケーション
▼ようこそことば
基本的な接客用語を｢ようこそことば｣と命名し、
外国語の覚えやすい表現に翻訳しました。誰でも
簡単に練習できるよう動画教材も公開しています。

▼多言語接客用語・フレーズ
訪日ゲストへの接客現場で利用頻度の高い約
13,000語以上の用語・フレーズ（英中韓）を公
式サイトにて無料公開しました。

店頭表示
▼ピクトグラム
訪日ゲストへもわかりやすい店頭表示を取りまとめ
ました（ガイドライン参照）。

商品情報
▼多言語商品情報アプリ（Mulpi）
商品情報を多言語で表示する無料アプリをリリー
スしております。

ジャパンショッピングツーリズム協会 
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宮浦庭園

金沢屋　粕屋・久山店

（株）エム業務

（株）ケイング

（株）シースリー・ソフトウェア

SDM（株）

（有）SOWED

社会保険労務士事務所リアン

パーソルプロセス＆テクノロジー（株）

（一財）日本ドリームボード財団

柳川屋 蔵本店

（株）フェイスロック

（同）sikaker

（株）九州大田花き

秀建（株）

（株）グリーンハーツ

リパール

カスミオフィス

（株）アデル

パナソニックライフソリューションズ創研（株）  九州開発グループ

アライバル

work＆cafe  Ta－Te

（株）独歩

ミース・マナークリエーションズ

（株）シーエイティ

伊賀屋嘉助（株）

山法師

小嶋公認会計士事務所

造園業

襖、障子、網戸、畳の張り替え・新調

IT情報サービス

コンピュータソフトウェアの企画、販売、構築、運用、保守

ソフトウェア開発

雑貨、美容帽子の企画・卸販売

設備機器メンテナンス

社会保険労務士(従業員トラブルの対策・対応)

コンピュータに関する総合的コンサルタント業務

研修

飲食店

似顔絵イラストレーション制作、関連HPの運営、イベント運営

webコンサル

花きの卸売業

建設業

造園工事業

真珠クリーニング

不動産売買、賃貸の仲介

広告製作・デザイン業

コンサルテーション

飲食業

ワークスペース、レンタルセミナースペースの提供

ITクラウドコンサルティング

接遇指導、講演

ホームページ作成

自動車整備等専門技術者の養成

定食屋

公認会計士（経営コンサルタント）

福岡市東区青葉1-4-21 206

福岡市東区若宮2-26-5

福岡市博多区博多駅前2-13-8-5階

福岡市博多区博多駅東1-17-25 KDビル6階

福岡市博多区博多駅東2-6-28 ユナイト博多ビル5階

福岡市博多区博多駅東3-1-29 博多第二ムカヰビル2階

福岡市博多区博多駅南3-22-2-705

福岡市博多区比恵町2-33 拳和ビル2階

福岡市博多区住吉2-2-1 井門博多ビルイースト3階

福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツ1階

福岡市博多区奈良屋町1-1

福岡市博多区吉塚6-11-6-103

福岡市博多区東比恵2-22-36 セイトビルディング2階

福岡市博多区立花寺1-6-35

福岡市博多区麦野2-1-2

福岡市博多区西春町1-4-9-307

福岡市中央区天神2-8-41

福岡市中央区渡辺通5-14-12 -3階

福岡市中央区渡辺通5-24-30 東カン第一福岡ビル902

福岡市中央区大名1-1-29

福岡市中央区今泉1-10-20 エーデル天神1階

福岡市中央区警固2-18-13 オークビルⅠ  2階

福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル9階

福岡市中央区大手門1-3-28 パークリュクス大手門mono701

福岡市中央区荒津2-1-7-203

福岡市中央区大濠1-12-17 301

福岡市中央区唐人町1-3-9

福岡市中央区草香江1-8-8-417

庭の施工管理、消毒、草刈、ご相談ください

地域密着、夫婦で訪問安心の店。和室各種張替え、外構工事まで承ります

福岡市内でIT関連の人材の支援を中心に活動しています

私達は、コンピュータで医療を支え、より良い社会づくりに貢献します

信頼関係を第一に、顧客ニーズに対応した高品質のソフトウェア開発を提供します

生活に彩りを添える、おしゃれ雑貨の企画・販売をしています

厨房ダクトを清掃している業者を探しています

労務トラブル対応実績300社のプロが伝える問題社員の対応方法

システム開発、RPAの導入支援、ライセンス販売を行っています

人の話を深く聴き切る聴き上手マイスター研修で営業成績急上昇！

創業半世紀以上の老舗うなぎ処。国産鰻にこだわる本物の味が楽しめます

贈り物や催し物に、クオリティに拘る似顔絵制作。ご相談ください

デザイン、HP作成、WEBコンサルで新たな価値のシカケを創造

全国各地の新鮮なお花の卸売をしています。ぜひご相談ください

外壁・屋根の改修工事を中心に活動する会社です

庭園設計・施工、剪定、消毒をします

日本発の真珠磨きリパールで大切な人へ絆をつなぎます

人と不動産の相性・人と人とのご縁を大切に思う不動産屋です！

ホームページで製品管理が必要なお客様に、簡単システムをご提供

人づくりを通じて、強い企業への変革をお手伝いします

牛100％使用のハンバーグや黒豚、海鮮等を熱々の溶岩焼きで堪能

オーガニックなフードと空間で居心地の良いワークスペースカフェ

ITクラウドツールを活用し、業務改革のサポートをします！

印象教育、マインドアップ教育を行い、笑顔溢れる研修をしています

お客様のニーズに合わせWEBから印刷物まで社内一貫で承ります

後付け衝突防止装置・巻き込み防止等、車の安全センサーなら

自然食材を使った定食とアンティーク雑貨と古民家リフォーム

経営コンサル、M＆A・事業譲渡・総務・財務・会計相談

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

080-3960-2422

092-692-2205

070-5812-9980

092-409-9236

092-433-6638

092-710-6651

092-710-7754

092-210-4535

092-261-8771

090-3190-8359

092-291-7240

070-5699-8596

050-3702-6760

092-513-0001

092-775-8797

092-558-3200

092-406-3333

092-687-6427

092-791-7637

090-7871-8382

092-722-0056

092-707-3132

092-761-1001

090-7442-8662

092-751-2660

080-3318-0711

092-724-4012

092-761-5546

城
南
区

西
区

太
宰
府
市
大
阪
府

東
京
都

春
日
市

yutori

レイヤ英語教室

（株）MANADOKIA

こだわりの米  小野屋

（一社）ふくおかFUN

Cozy  Life

Mi  Casa  Es  Su  Casa  Preschool

（株）アンビエンス

（有）アイワ不動産

（株）アール＆キャリア  大阪支店

リフレッシュコミュニケーションズ

リラクゼーション

出張英会話教室の運営

飲食店経営

米販売

水中の撮影調査･モニタリング

IT活用支援

英語保育園

アロマ関連雑貨の販売

不動産仲介

労働者派遣事業

書籍の執筆

福岡市中央区草香江2-1-11-902

福岡市城南区神松寺2-8-16 -202

福岡市城南区梅林3-1-6

福岡市西区内浜1-14-6

福岡市西区生松台3-19-5

福岡市西区周船寺3-14-17-501

福岡市西区九大新町1-2 アイレーン・サプライ1階

春日市春日原北町2-7-3 ヴィファイブ河波705

太宰府市向佐野1-1-1

大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8階

東京都西東京市保谷町3-14-33

地域の方の健康維持のお手伝いをします。お任せください

元海外営業、外国人講師による個人・法人様向け出張英会話サービス

トルコ熟練シェフが作るケバブの製造販売卸やイベント企画出店

最高評価特Ａ受賞こだわりの減農薬米「玖珠のひとめぼれ」直売店

「福岡の海と人をつなぐ」水中環境保全・啓発を行っています

会社経営のイライラ・モヤモヤを解決するお手伝いをします

西区九大近くで英語保育園と大人向け英会話クラスをしています

メディカルアロマテラピーを学んで、ホームドクターになりましょう！

太宰府市を中心に不動産仲介・管理・企画を行っています

“おもてなし”の心を持ってお手伝いさせていただきます

企業向けに人材コンサルティング・研修などをしています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-751-4022

080-5244-4338

092-836-0144

092-882-5704

092-407-6970

090-2850-2166

090-9407-4596

0120-91-7184

092-924-5700

06-6281-9472

080-6613-6789

糸
島
市

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。

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！登録はお済みですか？
中
央
区

脳神経に関わる医療機器の開発・製造

自動車電装品修理

鮮魚小売業

不動産仲介業

各契約農家で栽培する農産物卸販売

障がい者福祉サービス業

食品、化粧品、日用品の販売、輸出

白蟻駆除工事

飲食店（スープカレー＆カフェ）

旅行業

健康食品・雑貨の仕入れ・販売

唐揚げ弁当の販売

包装資材の開発・製造・輸入・販売

雑貨の卸売

内装業・リフォーム・カーテン・家具の販売

行政書士

飲食店・レストラン

NewroCare  Institute  Japan（株）

デンソーテクニカ

透伸水産（株）

（株）PLANNING  OFFICE  M

（株）マスタープラン

（一社）楓福祉会

（株）BLUE  OCEAN

今村白蟻研究所  福岡東

椥

TMJ（株）

こらぼ本舗（同）

（株）喰道楽博多とよ唐亭  博多駅前4丁目店

メディアインターナショナル（株）

REIKA  JAPAN（株）

（有）インテリア・オフィス・イー

貞木行政書士事務所

DA  FUCHIGAMI  HAKATA

東
区

博
多
区

博
多
区

営業内容／事業所名

経営コンサルティング

飲食店

食品販売

労働社会保険関係の申請書等作成

番組制作・編集

理容業全般

ビジュアルマーチャンダイザー

清掃業

内装業

情報設備工事

管工事業

税理士業

造園業

貨物自動車運送事業

保険業

経営コンサルティング（中小企業診断士）

事業戦略、事業計画策定の支援

ワタナベコンサルティング

（有）オフィスレキオ

（株）Taga  food  company

平谷社会保険労務士事務所

（株）March

YOSHIKAWA  BARBER  RESORT

アイルインターナショナル（株）

（株）ニューアイデアル

（株）玉嶋商会

ヘルフェン

T  last

藤野慶一税理士事務所

（株）relier

九州石井運輸（株）

（株）豊田保険事務所

楽々屋コンサルティング

鈴木経営コンサルティング事務所

城
南
区

営業内容／事業所名

歯科医業

飲食店

医療機器の卸・小売

食品・雑貨の輸出

社会保険・社会福祉・介護事業

税理士

ファッション講師

焼鳥屋

経営コンサルティング

貸金業

ビジネスデザイン

食用バラ入り酵素ドリンク販売

広告代理店

経営一般に関するコンサルティング

飲食店（フランス料理）

店舗設計、デザイン、施工

整体業

小川歯科医院

（同）KEMURI

（株）ジョイアップ

（有）シティ・スーパー・ジャパン  福岡支社

（同）あゆみ

さんすいパートナーズ税理士法人

Aスタイルズ

とりかわ粋風家

中倉ビジネスコンサルティング

（株）アムザ

（株）LOGUE

（株）リセル・ローズ

（株）広告思考

KOGAホールディングス（株）

Galinette

5design

高木整体院

営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

FCCI
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宮浦庭園

金沢屋　粕屋・久山店

（株）エム業務

（株）ケイング

（株）シースリー・ソフトウェア

SDM（株）

（有）SOWED

社会保険労務士事務所リアン

パーソルプロセス＆テクノロジー（株）

（一財）日本ドリームボード財団

柳川屋 蔵本店

（株）フェイスロック

（同）sikaker

（株）九州大田花き

秀建（株）

（株）グリーンハーツ

リパール

カスミオフィス

（株）アデル

パナソニックライフソリューションズ創研（株）  九州開発グループ

アライバル

work＆cafe  Ta－Te

（株）独歩

ミース・マナークリエーションズ

（株）シーエイティ

伊賀屋嘉助（株）

山法師

小嶋公認会計士事務所

造園業

襖、障子、網戸、畳の張り替え・新調

IT情報サービス

コンピュータソフトウェアの企画、販売、構築、運用、保守

ソフトウェア開発

雑貨、美容帽子の企画・卸販売

設備機器メンテナンス

社会保険労務士(従業員トラブルの対策・対応)

コンピュータに関する総合的コンサルタント業務

研修

飲食店

似顔絵イラストレーション制作、関連HPの運営、イベント運営

webコンサル

花きの卸売業

建設業

造園工事業

真珠クリーニング

不動産売買、賃貸の仲介

広告製作・デザイン業

コンサルテーション

飲食業

ワークスペース、レンタルセミナースペースの提供

ITクラウドコンサルティング

接遇指導、講演

ホームページ作成

自動車整備等専門技術者の養成

定食屋

公認会計士（経営コンサルタント）

福岡市東区青葉1-4-21 206

福岡市東区若宮2-26-5

福岡市博多区博多駅前2-13-8-5階

福岡市博多区博多駅東1-17-25 KDビル6階

福岡市博多区博多駅東2-6-28 ユナイト博多ビル5階

福岡市博多区博多駅東3-1-29 博多第二ムカヰビル2階

福岡市博多区博多駅南3-22-2-705

福岡市博多区比恵町2-33 拳和ビル2階

福岡市博多区住吉2-2-1 井門博多ビルイースト3階

福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツ1階

福岡市博多区奈良屋町1-1

福岡市博多区吉塚6-11-6-103

福岡市博多区東比恵2-22-36 セイトビルディング2階

福岡市博多区立花寺1-6-35

福岡市博多区麦野2-1-2

福岡市博多区西春町1-4-9-307

福岡市中央区天神2-8-41

福岡市中央区渡辺通5-14-12 -3階

福岡市中央区渡辺通5-24-30 東カン第一福岡ビル902

福岡市中央区大名1-1-29

福岡市中央区今泉1-10-20 エーデル天神1階

福岡市中央区警固2-18-13 オークビルⅠ  2階

福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル9階

福岡市中央区大手門1-3-28 パークリュクス大手門mono701

福岡市中央区荒津2-1-7-203

福岡市中央区大濠1-12-17 301

福岡市中央区唐人町1-3-9

福岡市中央区草香江1-8-8-417

庭の施工管理、消毒、草刈、ご相談ください

地域密着、夫婦で訪問安心の店。和室各種張替え、外構工事まで承ります

福岡市内でIT関連の人材の支援を中心に活動しています

私達は、コンピュータで医療を支え、より良い社会づくりに貢献します

信頼関係を第一に、顧客ニーズに対応した高品質のソフトウェア開発を提供します

生活に彩りを添える、おしゃれ雑貨の企画・販売をしています

厨房ダクトを清掃している業者を探しています

労務トラブル対応実績300社のプロが伝える問題社員の対応方法

システム開発、RPAの導入支援、ライセンス販売を行っています

人の話を深く聴き切る聴き上手マイスター研修で営業成績急上昇！

創業半世紀以上の老舗うなぎ処。国産鰻にこだわる本物の味が楽しめます

贈り物や催し物に、クオリティに拘る似顔絵制作。ご相談ください

デザイン、HP作成、WEBコンサルで新たな価値のシカケを創造

全国各地の新鮮なお花の卸売をしています。ぜひご相談ください

外壁・屋根の改修工事を中心に活動する会社です

庭園設計・施工、剪定、消毒をします

日本発の真珠磨きリパールで大切な人へ絆をつなぎます

人と不動産の相性・人と人とのご縁を大切に思う不動産屋です！

ホームページで製品管理が必要なお客様に、簡単システムをご提供

人づくりを通じて、強い企業への変革をお手伝いします

牛100％使用のハンバーグや黒豚、海鮮等を熱々の溶岩焼きで堪能

オーガニックなフードと空間で居心地の良いワークスペースカフェ

ITクラウドツールを活用し、業務改革のサポートをします！

印象教育、マインドアップ教育を行い、笑顔溢れる研修をしています

お客様のニーズに合わせWEBから印刷物まで社内一貫で承ります

後付け衝突防止装置・巻き込み防止等、車の安全センサーなら

自然食材を使った定食とアンティーク雑貨と古民家リフォーム

経営コンサル、M＆A・事業譲渡・総務・財務・会計相談

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

080-3960-2422

092-692-2205

070-5812-9980

092-409-9236

092-433-6638

092-710-6651

092-710-7754

092-210-4535

092-261-8771

090-3190-8359

092-291-7240

070-5699-8596

050-3702-6760

092-513-0001

092-775-8797

092-558-3200

092-406-3333

092-687-6427

092-791-7637

090-7871-8382

092-722-0056

092-707-3132

092-761-1001

090-7442-8662

092-751-2660

080-3318-0711

092-724-4012

092-761-5546

城
南
区

西
区

太
宰
府
市
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阪
府

東
京
都

春
日
市

yutori

レイヤ英語教室

（株）MANADOKIA

こだわりの米  小野屋

（一社）ふくおかFUN

Cozy  Life

Mi  Casa  Es  Su  Casa  Preschool

（株）アンビエンス

（有）アイワ不動産

（株）アール＆キャリア  大阪支店

リフレッシュコミュニケーションズ

リラクゼーション

出張英会話教室の運営

飲食店経営

米販売

水中の撮影調査･モニタリング

IT活用支援

英語保育園

アロマ関連雑貨の販売

不動産仲介

労働者派遣事業

書籍の執筆

福岡市中央区草香江2-1-11-902

福岡市城南区神松寺2-8-16 -202

福岡市城南区梅林3-1-6

福岡市西区内浜1-14-6

福岡市西区生松台3-19-5

福岡市西区周船寺3-14-17-501

福岡市西区九大新町1-2 アイレーン・サプライ1階

春日市春日原北町2-7-3 ヴィファイブ河波705

太宰府市向佐野1-1-1

大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8階

東京都西東京市保谷町3-14-33

地域の方の健康維持のお手伝いをします。お任せください

元海外営業、外国人講師による個人・法人様向け出張英会話サービス

トルコ熟練シェフが作るケバブの製造販売卸やイベント企画出店

最高評価特Ａ受賞こだわりの減農薬米「玖珠のひとめぼれ」直売店

「福岡の海と人をつなぐ」水中環境保全・啓発を行っています

会社経営のイライラ・モヤモヤを解決するお手伝いをします

西区九大近くで英語保育園と大人向け英会話クラスをしています

メディカルアロマテラピーを学んで、ホームドクターになりましょう！

太宰府市を中心に不動産仲介・管理・企画を行っています

“おもてなし”の心を持ってお手伝いさせていただきます

企業向けに人材コンサルティング・研修などをしています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-751-4022

080-5244-4338

092-836-0144

092-882-5704

092-407-6970

090-2850-2166

090-9407-4596

0120-91-7184

092-924-5700

06-6281-9472

080-6613-6789

糸
島
市

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。

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！登録はお済みですか？
中
央
区

脳神経に関わる医療機器の開発・製造

自動車電装品修理

鮮魚小売業

不動産仲介業

各契約農家で栽培する農産物卸販売

障がい者福祉サービス業

食品、化粧品、日用品の販売、輸出

白蟻駆除工事

飲食店（スープカレー＆カフェ）

旅行業

健康食品・雑貨の仕入れ・販売

唐揚げ弁当の販売

包装資材の開発・製造・輸入・販売

雑貨の卸売

内装業・リフォーム・カーテン・家具の販売

行政書士

飲食店・レストラン

NewroCare  Institute  Japan（株）

デンソーテクニカ

透伸水産（株）

（株）PLANNING  OFFICE  M

（株）マスタープラン

（一社）楓福祉会

（株）BLUE  OCEAN

今村白蟻研究所  福岡東

椥

TMJ（株）

こらぼ本舗（同）

（株）喰道楽博多とよ唐亭  博多駅前4丁目店

メディアインターナショナル（株）

REIKA  JAPAN（株）

（有）インテリア・オフィス・イー

貞木行政書士事務所

DA  FUCHIGAMI  HAKATA

東
区

博
多
区

博
多
区

営業内容／事業所名

経営コンサルティング

飲食店

食品販売

労働社会保険関係の申請書等作成

番組制作・編集

理容業全般

ビジュアルマーチャンダイザー

清掃業

内装業

情報設備工事

管工事業

税理士業

造園業

貨物自動車運送事業

保険業

経営コンサルティング（中小企業診断士）

事業戦略、事業計画策定の支援

ワタナベコンサルティング

（有）オフィスレキオ

（株）Taga  food  company

平谷社会保険労務士事務所

（株）March

YOSHIKAWA  BARBER  RESORT

アイルインターナショナル（株）

（株）ニューアイデアル

（株）玉嶋商会

ヘルフェン

T  last

藤野慶一税理士事務所

（株）relier

九州石井運輸（株）

（株）豊田保険事務所

楽々屋コンサルティング

鈴木経営コンサルティング事務所

城
南
区

営業内容／事業所名

歯科医業

飲食店

医療機器の卸・小売

食品・雑貨の輸出

社会保険・社会福祉・介護事業

税理士

ファッション講師

焼鳥屋

経営コンサルティング

貸金業

ビジネスデザイン

食用バラ入り酵素ドリンク販売

広告代理店

経営一般に関するコンサルティング

飲食店（フランス料理）

店舗設計、デザイン、施工

整体業

小川歯科医院

（同）KEMURI

（株）ジョイアップ

（有）シティ・スーパー・ジャパン  福岡支社

（同）あゆみ

さんすいパートナーズ税理士法人

Aスタイルズ

とりかわ粋風家

中倉ビジネスコンサルティング

（株）アムザ

（株）LOGUE

（株）リセル・ローズ

（株）広告思考

KOGAホールディングス（株）
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■水難事故の発生状況

　例年、県内の水難事故は、夏期の海や河川でのレ

ジャー中に集中して発生しています。

　平成30年中は、47人の方が水難

し、救助等されましたが、そのうち約

半数の22人の方が亡くなっています。

　
■水難事故防止のポイント

❶気象情報を確認する
　悪天候が予想される場合は、中止や延期を検討

しましょう。

❷健康管理に注意する
　飲酒したときや体調が悪いときは、海や川に入ら

ないようにしましょう。

❸遊泳時の安全を確保する
　危険区域や遊泳禁止区域には、立ち入らないよ

うにしましょう。

❹保護者が付き添う
　子どもに水遊びさせるときは、保護者が付き添

い、目を離さないようにしましょう。

❺ライフジャケットを着用する
　遊泳や釣りなど行うときは、体のサイズに合った

ライフジャケットを正しく着用しましょう。

■山岳遭難の発生状況

　福岡県では、年間30件以上の山岳遭難が発生し、

40人以上もの方が救助等されています。

　中には、亡くなった方もおられます。

　平成30年中は、『道迷い』によっ

て遭難した方が32人と、全体の約

7割を占めています。

　
■山岳遭難防止のポイント

❶無理のない登山計画を立てる
　自分の体力、技術、経験に応じた登山計画を立

てましょう。

❷登山計画書を作成・提出する
　登山計画を家族等に伝えましょう。

　また、山を管轄する警察署、交番、警察本部地

域課等に登山計画書を提出しましょう。

❸装備品・携行品を確認する
　食品・飲料水、携帯電話機、雨具・防寒具、懐

中電灯等を携行しましょう。

❹情報収集する
　最新の気象情報、山の地形や登山ルートの情報

を収集しましょう。

❺道に迷ったら通報して救助を待つ
　道に迷ったら無理に下山せず、警察に通報して救

助を待ちましょう。

お問い合わせ先

福岡県警察 地域部地域課

TEL 092-641-4141
※登山計画書の様式もダウンロードできます。

危機管理
情報室

　夏休みが目前となり、旅行やレジャーの計画
を立てている方も多いのではないでしょうか。
　事前の準備をしっかり行い、楽しい思い出を
作りましょう。

夏期における
水難事故・山岳遭難の防止
～事前の準備で大きな事故を防ぎましょう～

■ 山岳遭難の防止
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
tiiki/tiiki/jyuten/sangakusounan2.html

■ 地域警察から県民の皆様へ
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
tiiki/areapolice.html
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内であること（海外旅行の場合は、滞在期間が4泊5日
であることとされるため、機内泊はカウントされませ
ん。）、②参加する従業員の数が全従業員数の50％以上で
あること（工場や各支店ごとに社員旅行を実施する場合
はその工場や支店ごとの従業員内で50％以上であるこ
と）が必要です。（昭和63年5月25日直法6-9外）
　社会通念上一般的に行われている程度というのが、い
くらなのかということについて、明確な規定はありません
が、一般的には概ね一人当たり10万円程度と言う意見も
あるようです。しかし、実際の裁決事例や裁判例では、
海外への旅行費用18万円が、社会通念上一般的に行わ
れている程度と認められた事例（平成3年7月18日裁決）
や、国内の19万円の旅行費用を社会通念上一般的に行
われている程度を超えるとした事例（平成10年6月30日
裁決）もあります。
　このように、負担額について明確な基準はないため、
一人当たり10万円を超える場合については、慎重に判断
することが重要です。

3．ご質問のケースでは
　全従業員の70％程度の参加が見込まれているので、②
の要件を満たしています。社会通念上相当と認められる
程度であり、機内泊を除いて4泊5日以内である場合に
は、福利厚生費として計上できるものと考えられます。
　その他、社員旅行の経費計上について、不参加の社
員に金銭を支給した場合には、その社員旅行全体につい
て、所得税の課税対象とされてしまう可能性があります
ので注意が必要です。

　このように社員旅行に関しては、明確な基準がなく、
事前に検討・確認することが必要な場合がありますの
で、その場合は早めに税理士にご相談ください。

　当社は設立20周年を迎えるにあたり、
20周年記念として全従業員を対象とした
慰安旅行（海外）を行いたいのですが、そ

の費用は全額福利厚生費にあたるのでしょうか。なお、
現時点で全従業員の70％程度の参加が見込まれてい
ます。
　

1．使用者が負担するレクリエーションの
　　費用
　使用者が役員又は従業員のレクリエー

ションのために社会通念上一般的に行われていると認め
られる会食、旅行、運動会等の行事の費用を負担する
ことにより、これらの行事に参加した役員又は従業員が
受ける経済的利益については、使用者が、その行事に
参加しなかった役員又は従業員（使用者の業務の必要に
基づき参加できなかった者を除く。）に対しその参加に代
えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象としてその
行事の費用を負担する場合を除き、その役員又は従業
員に対する給与として課税せず、福利厚生費等として経
費処理することができます。
　しかし、「社会通念上一般的に行われている。」との判
断の税法上の明確な基準はないので、どこまでの内容が
福利厚生費かの判断について迷う場合があろうかと思い
ます。
　例えば、本問の会社の役員、従業員が、全員家族で
構成されている場合には、旅行の内容等によっては、通
常の家族旅行と同様であると判断されれば、福利厚生費
ではなく、役員賞与、従業員賞与として取り扱う必要が
あります。

2．海外慰安旅行費用の取扱い
　ご質問のような慰安旅行については、次のように考え
られています。旅行の内容が社会通念上一般的に行われ
ている程度のものであり、①旅行の行程が、4泊5日以

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　山本 教貴
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■水難事故の発生状況

　例年、県内の水難事故は、夏期の海や河川でのレ

ジャー中に集中して発生しています。

　平成30年中は、47人の方が水難

し、救助等されましたが、そのうち約

半数の22人の方が亡くなっています。

　
■水難事故防止のポイント

❶気象情報を確認する
　悪天候が予想される場合は、中止や延期を検討

しましょう。

❷健康管理に注意する
　飲酒したときや体調が悪いときは、海や川に入ら

ないようにしましょう。

❸遊泳時の安全を確保する
　危険区域や遊泳禁止区域には、立ち入らないよ

うにしましょう。

❹保護者が付き添う
　子どもに水遊びさせるときは、保護者が付き添

い、目を離さないようにしましょう。

❺ライフジャケットを着用する
　遊泳や釣りなど行うときは、体のサイズに合った

ライフジャケットを正しく着用しましょう。

■山岳遭難の発生状況

　福岡県では、年間30件以上の山岳遭難が発生し、

40人以上もの方が救助等されています。

　中には、亡くなった方もおられます。

　平成30年中は、『道迷い』によっ

て遭難した方が32人と、全体の約

7割を占めています。

　
■山岳遭難防止のポイント

❶無理のない登山計画を立てる
　自分の体力、技術、経験に応じた登山計画を立

てましょう。

❷登山計画書を作成・提出する
　登山計画を家族等に伝えましょう。

　また、山を管轄する警察署、交番、警察本部地

域課等に登山計画書を提出しましょう。

❸装備品・携行品を確認する
　食品・飲料水、携帯電話機、雨具・防寒具、懐

中電灯等を携行しましょう。

❹情報収集する
　最新の気象情報、山の地形や登山ルートの情報

を収集しましょう。

❺道に迷ったら通報して救助を待つ
　道に迷ったら無理に下山せず、警察に通報して救

助を待ちましょう。

お問い合わせ先

福岡県警察 地域部地域課

TEL 092-641-4141
※登山計画書の様式もダウンロードできます。

危機管理
情報室

　夏休みが目前となり、旅行やレジャーの計画
を立てている方も多いのではないでしょうか。
　事前の準備をしっかり行い、楽しい思い出を
作りましょう。

夏期における
水難事故・山岳遭難の防止
～事前の準備で大きな事故を防ぎましょう～

■ 山岳遭難の防止
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
tiiki/tiiki/jyuten/sangakusounan2.html

■ 地域警察から県民の皆様へ
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
tiiki/areapolice.html
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内であること（海外旅行の場合は、滞在期間が4泊5日
であることとされるため、機内泊はカウントされませ
ん。）、②参加する従業員の数が全従業員数の50％以上で
あること（工場や各支店ごとに社員旅行を実施する場合
はその工場や支店ごとの従業員内で50％以上であるこ
と）が必要です。（昭和63年5月25日直法6-9外）
　社会通念上一般的に行われている程度というのが、い
くらなのかということについて、明確な規定はありません
が、一般的には概ね一人当たり10万円程度と言う意見も
あるようです。しかし、実際の裁決事例や裁判例では、
海外への旅行費用18万円が、社会通念上一般的に行わ
れている程度と認められた事例（平成3年7月18日裁決）
や、国内の19万円の旅行費用を社会通念上一般的に行
われている程度を超えるとした事例（平成10年6月30日
裁決）もあります。
　このように、負担額について明確な基準はないため、
一人当たり10万円を超える場合については、慎重に判断
することが重要です。

3．ご質問のケースでは
　全従業員の70％程度の参加が見込まれているので、②
の要件を満たしています。社会通念上相当と認められる
程度であり、機内泊を除いて4泊5日以内である場合に
は、福利厚生費として計上できるものと考えられます。
　その他、社員旅行の経費計上について、不参加の社
員に金銭を支給した場合には、その社員旅行全体につい
て、所得税の課税対象とされてしまう可能性があります
ので注意が必要です。

　このように社員旅行に関しては、明確な基準がなく、
事前に検討・確認することが必要な場合がありますの
で、その場合は早めに税理士にご相談ください。

　当社は設立20周年を迎えるにあたり、
20周年記念として全従業員を対象とした
慰安旅行（海外）を行いたいのですが、そ

の費用は全額福利厚生費にあたるのでしょうか。なお、
現時点で全従業員の70％程度の参加が見込まれてい
ます。
　

1．使用者が負担するレクリエーションの
　　費用
　使用者が役員又は従業員のレクリエー

ションのために社会通念上一般的に行われていると認め
られる会食、旅行、運動会等の行事の費用を負担する
ことにより、これらの行事に参加した役員又は従業員が
受ける経済的利益については、使用者が、その行事に
参加しなかった役員又は従業員（使用者の業務の必要に
基づき参加できなかった者を除く。）に対しその参加に代
えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象としてその
行事の費用を負担する場合を除き、その役員又は従業
員に対する給与として課税せず、福利厚生費等として経
費処理することができます。
　しかし、「社会通念上一般的に行われている。」との判
断の税法上の明確な基準はないので、どこまでの内容が
福利厚生費かの判断について迷う場合があろうかと思い
ます。
　例えば、本問の会社の役員、従業員が、全員家族で
構成されている場合には、旅行の内容等によっては、通
常の家族旅行と同様であると判断されれば、福利厚生費
ではなく、役員賞与、従業員賞与として取り扱う必要が
あります。

2．海外慰安旅行費用の取扱い
　ご質問のような慰安旅行については、次のように考え
られています。旅行の内容が社会通念上一般的に行われ
ている程度のものであり、①旅行の行程が、4泊5日以

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　山本 教貴
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福岡商工会議所の実務研修講座

「問題解決型」決算書分析講座
1.決算書（B/S、P/L）の基礎知識
2.経営体質を強化する「回転率」
3.中小企業が抱える経営課題と数字に表れる症状例
4.納税と融資目的だけで終わらせない決算書・月次決算

の活用法
5.中期経営計画は貸借対照表と損益計算書から作成する

講師：ICBN株式会社　林谷雅典氏
No.24／7月16日（火）13:00～17:00

■対　象／管理職以上
■受講料／10,290円（会員）、 14,610円（特商）、 
　　　　　15,430円（一般）

女性管理職だからできる。部下指導とコミュニケーション強化
～「この人について行こう」と思われる現場のリーダーになるために～
1.指導者としてマネジメントしていますか
2.女性リーダーとしての意識改革
3.活気ある職場づくり
4.魅力的に表現する能力を身につける
5.“る”“褒める”をうまく活用
6.自分が輝くためのキャリア形成
7.疲れる習慣を改める
8.コンプライアンスとは～自分の職場を守れますか～

講師：コンサルタントネットワーク株式会社　本田祐美氏
No.25／7月17日（水）10:00～17:00

■対　象／中堅社員・管理職
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

外国人雇用における手続き実務
～改正入管法と入管対応マニュアル～

1.はじめに～講師の自己紹介と講座オリエンテーション
2.外国人雇用と入管法～講師の経験と実例紹介を交えて
3.外国人雇用の活用法
4.御社における外国人雇用シミュレーション【ワーク】
5.ワークの検討～講師による解説
6.参加者による質疑応答、感想、意見交換、ふり返り
7.まとめ
～講師による、外国人雇用の現場と入管実務のこぼれ話

講師：行政書士・海事代理士事務所オフィスナオ　宮本直嗣氏
No.26／7月23日（火）13:00～17:00

■対　象／総務・人事
■受講料／10,290円（会員）、 14,610円（特商）、 
　　　　　15,430円（一般）

決算書の見方・読み方基本講座
1.会計は簡単！？
2.決算書の構造を知ろう
3.決算書の「つながり（複式）」について
4.取引の事例で決算書を見てみよう
5.決算書を分析してみよう

講師：株式会社大原キャリアスタッフ九州（大原簿記情報専門学校）　篠森英佐氏
No.27／9月3日（火） 10:00～17:00

■対　象／経理（中堅社員・管理職）・営業
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

クレームが起こる原因は何か
～実践クレーム対応術伝授します～

  1.私のクレーム対応経験
  2.クレームはなぜ発生するのか？
  3.クレーム対応はなぜ必要なのか？
  4.クレームが無い会社が良い組織か？
  5.クレームは「宝の山」か「ゴミの山」か？
  6.事例で考えるクレーム対応
  7.クレーム対応時、7つの心構え
  8.理不尽なクレームと判明した場合
  9.雑誌「商業界」のアンケート結果について考察する
10.クレームゼロ運動、クレーム撲滅運動はやらない方がいい
11.クレーム対応は全社で取り組もう

講師：コンサルタントネットワーク株式会社（安藤経営戦略事務所）　安藤覺氏
No.28／9月4日（水）10:00～17:00

■対　象／若手社員～中堅社員（主任・係長クラス）
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

営業担当者パワーアップセミナー
～明日からの活動への期待を一気に高める～

1.研修の目的と雰囲気作り
2.お客様・上司の期待に応えておられますか？セールス担

当の役割に関する考察！
3.厳しい時代に負けないセールス担当になる為には？
4.営業折衝の各プロセスにおけるセールスマナー並びに

活動のポイントとは？
5.提案型（問題解決型）営業の種類・レベル（9段階）
6.お客様のニーズを引き出す傾聴営業の本質と実践

講師：株式会社ヒューマンプロデュース・ジャパン（ビジョナリーソリューションズ）　大軽俊史氏
No.29／9月11日（水）10:00～17:00

■対　象／営業職（若手社員・中堅社員）
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

ムリ・ムダ・ムラを無くす業務効率化基礎講座
～あなたにもできる「モノ改善！・ヒト改善！・コト改善！」～

1.業務効率化のために
【講義・個人ワーク・グループワーク】

2.業務効率化と進め方のポイント
【講義・個人ワーク・グループワーク】

3.総合演習
【講義・グループワーク】

講師：株式会社レゾンデートル　髙原優子氏
No.30／9月12日（木）10:00～17:00

■対　象／若手社員～中堅社員
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

令和元年度資格取得セミナー 第Ⅰ弾

スキルアップにつながる
中小企業診断士を目指そう！
スキルアップにつながる
中小企業診断士を目指そう！「中小企業診断士資格取得セミナー」

主催：福岡商工会議所・TAC福岡校

■日　　　時／令和元年8月20日（火）
19:00～20:30

■場　　　所／福岡商工会議所
■プログラム／1.中小企業診断士の魅力と

その将来性
2.試験概要と学習方法
3.TAC講座のガイダンス

■申込み方法／当所ホームページの申込フォーム
により、必要事項をご入力の上、
送信してください。

■参加者特典／ 「TAC入会金免除券」の進呈
「TAC中小企業診断士講座」を利
用される際に、受講料とは別に必
要な入会金（10,000円・消費税
8％込）が免除になります。

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
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

福岡の統計 2019年5月〈令和1年5月〉
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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）
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福岡労働局
「雇用失業情勢」

JR西日本

福岡市交通局

西日本鉄道

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）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

福岡都市高速道路通行台数（※2）

博多駅乗降人員　新幹線

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※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）＊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。
＊「－」は誌面校了日時点での未発表分です。数値につきましては、
　次号で掲載いたします。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

６月号＜福岡の統計　2019 年４月＞で未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・2,151（10.6）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・195,576（▲14.8）
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福岡商工会議所の実務研修講座

「問題解決型」決算書分析講座
1.決算書（B/S、P/L）の基礎知識
2.経営体質を強化する「回転率」
3.中小企業が抱える経営課題と数字に表れる症状例
4.納税と融資目的だけで終わらせない決算書・月次決算

の活用法
5.中期経営計画は貸借対照表と損益計算書から作成する

講師：ICBN株式会社　林谷雅典氏
No.24／7月16日（火）13:00～17:00

■対　象／管理職以上
■受講料／10,290円（会員）、 14,610円（特商）、 
　　　　　15,430円（一般）

女性管理職だからできる。部下指導とコミュニケーション強化
～「この人について行こう」と思われる現場のリーダーになるために～
1.指導者としてマネジメントしていますか
2.女性リーダーとしての意識改革
3.活気ある職場づくり
4.魅力的に表現する能力を身につける
5.“る”“褒める”をうまく活用
6.自分が輝くためのキャリア形成
7.疲れる習慣を改める
8.コンプライアンスとは～自分の職場を守れますか～

講師：コンサルタントネットワーク株式会社　本田祐美氏
No.25／7月17日（水）10:00～17:00

■対　象／中堅社員・管理職
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

外国人雇用における手続き実務
～改正入管法と入管対応マニュアル～

1.はじめに～講師の自己紹介と講座オリエンテーション
2.外国人雇用と入管法～講師の経験と実例紹介を交えて
3.外国人雇用の活用法
4.御社における外国人雇用シミュレーション【ワーク】
5.ワークの検討～講師による解説
6.参加者による質疑応答、感想、意見交換、ふり返り
7.まとめ
～講師による、外国人雇用の現場と入管実務のこぼれ話

講師：行政書士・海事代理士事務所オフィスナオ　宮本直嗣氏
No.26／7月23日（火）13:00～17:00

■対　象／総務・人事
■受講料／10,290円（会員）、 14,610円（特商）、 
　　　　　15,430円（一般）

決算書の見方・読み方基本講座
1.会計は簡単！？
2.決算書の構造を知ろう
3.決算書の「つながり（複式）」について
4.取引の事例で決算書を見てみよう
5.決算書を分析してみよう

講師：株式会社大原キャリアスタッフ九州（大原簿記情報専門学校）　篠森英佐氏
No.27／9月3日（火） 10:00～17:00

■対　象／経理（中堅社員・管理職）・営業
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

クレームが起こる原因は何か
～実践クレーム対応術伝授します～

  1.私のクレーム対応経験
  2.クレームはなぜ発生するのか？
  3.クレーム対応はなぜ必要なのか？
  4.クレームが無い会社が良い組織か？
  5.クレームは「宝の山」か「ゴミの山」か？
  6.事例で考えるクレーム対応
  7.クレーム対応時、7つの心構え
  8.理不尽なクレームと判明した場合
  9.雑誌「商業界」のアンケート結果について考察する
10.クレームゼロ運動、クレーム撲滅運動はやらない方がいい
11.クレーム対応は全社で取り組もう

講師：コンサルタントネットワーク株式会社（安藤経営戦略事務所）　安藤覺氏
No.28／9月4日（水）10:00～17:00

■対　象／若手社員～中堅社員（主任・係長クラス）
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

営業担当者パワーアップセミナー
～明日からの活動への期待を一気に高める～

1.研修の目的と雰囲気作り
2.お客様・上司の期待に応えておられますか？セールス担

当の役割に関する考察！
3.厳しい時代に負けないセールス担当になる為には？
4.営業折衝の各プロセスにおけるセールスマナー並びに

活動のポイントとは？
5.提案型（問題解決型）営業の種類・レベル（9段階）
6.お客様のニーズを引き出す傾聴営業の本質と実践

講師：株式会社ヒューマンプロデュース・ジャパン（ビジョナリーソリューションズ）　大軽俊史氏
No.29／9月11日（水）10:00～17:00

■対　象／営業職（若手社員・中堅社員）
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

ムリ・ムダ・ムラを無くす業務効率化基礎講座
～あなたにもできる「モノ改善！・ヒト改善！・コト改善！」～

1.業務効率化のために
【講義・個人ワーク・グループワーク】

2.業務効率化と進め方のポイント
【講義・個人ワーク・グループワーク】

3.総合演習
【講義・グループワーク】

講師：株式会社レゾンデートル　髙原優子氏
No.30／9月12日（木）10:00～17:00

■対　象／若手社員～中堅社員
■受講料／15,430円（会員）、 19,750円（特商）、 
　　　　　22,630円（一般）

令和元年度資格取得セミナー 第Ⅰ弾

スキルアップにつながる
中小企業診断士を目指そう！
スキルアップにつながる
中小企業診断士を目指そう！「中小企業診断士資格取得セミナー」

主催：福岡商工会議所・TAC福岡校

■日　　　時／令和元年8月20日（火）
19:00～20:30

■場　　　所／福岡商工会議所
■プログラム／1.中小企業診断士の魅力と

その将来性
2.試験概要と学習方法
3.TAC講座のガイダンス

■申込み方法／当所ホームページの申込フォーム
により、必要事項をご入力の上、
送信してください。

■参加者特典／ 「TAC入会金免除券」の進呈
「TAC中小企業診断士講座」を利
用される際に、受講料とは別に必
要な入会金（10,000円・消費税
8％込）が免除になります。

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
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

福岡の統計 2019年5月〈令和1年5月〉
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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）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

福岡都市高速道路通行台数（※2）

博多駅乗降人員　新幹線

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※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）＊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。
＊「－」は誌面校了日時点での未発表分です。数値につきましては、
　次号で掲載いたします。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

６月号＜福岡の統計　2019 年４月＞で未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・2,151（10.6）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・195,576（▲14.8）
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九州・沖縄の経済動向

九州・沖縄の景気はしっかりとした
足取りで、緩やかに拡大しています。
その要因は、汎用・生産用・業務用
等機械、電子部材、自動車等、好調
な業種が集積し、加えてインバウンド消
費の効果が大きいことが背景にありま
す。九州経済はこのところサービス業
等の非製造業が引っ張っていますが、
足元の九州・沖縄の業況感は、人手不
足やコストアップ、米中の貿易問題の影
響等から、頭打ち気味になっています。
個人消費については、コンビニとド
ラッグストアが引っ張っており、ほか地
域と比べ良い状況にあるほか、設備投
資は2年連続で高い伸びとなっていま
す。生産は九州が全国を上回っていま
す。このように、個人消費、設備投
資、生産が全国より強い状態にありま
すが、1、2月は主力の電子部品と汎用
等機械の生産が急速に落ちており、今
後の動向に目が離せない状態です。九
州経済圏の輸出も2年間で大きく伸び
ていますが、直近12月の輸出額は中国
のマイナス寄与等から、マイナスゾーン
に入っています。

金融政策について

日銀は2％の物価安定を達成するに
は時間がかかることから、当面の間、
極めて低い長短金利の水準を維持する
指針を示し、長短金利操作付き量的・
質的金融緩和の持続性を強化すること
で、2％の物価安定の目標をできる限り
早期に達成することを目指しています。
景気の拡大等に比べると、消費者物
価指数の前年比は弱めの動きとなって
いますが、その背景には、企業の慎重
な賃金・価格設定スタンスなどが明確
に転換するには至っていないこと等があ
ります。物価上昇のためには、需給
ギャップがプラスの状態を維持し、合
わせて潜在成長率を高めることが重要
と考えています。

九州・沖縄経済の特徴点・留意点

インバウンドについては、関西が先行
し、九州がそれに続いていますが、九
州はここ1、2年で延べ宿泊者数が大き
く伸びています。宿泊者数は福岡県が
圧倒的ですが、大分県、佐賀県、長
崎県も増えており、こうした動きは、福
岡県を訪れた外国の方が北部周遊を始
めていることも影響しています。実際、
新幹線や高速バスの移動は増えていま
す。このインバウンド需要の効果を主
力3業種や食料品工業等のモノ作り産
業の拡大に結び付けていくことが重要
と考えています。
次に人手不足への対応です。九州の
労働需給は全国同様に逼迫してきてい
ます。企業は、対応策としてシニア層
の採用など、様々な取り組みを始めて

いるほか、賃上げの動きもみられてお
り、福岡県の中堅・中小企業の賃上げ
率は全国より高くなっています。
また、九州では前向きな設備投資が
出てきているほか、生産における業種
の裾野が拡大しています。

キャッシュレス決済の取り組み

韓国や中国ではキャッシュレス決済
がかなり進んでいる一方、日本は遅れ
ており、九州の利用率は、ほか地域に
比べ低い状況にあります。若い世代は
キャッシュレス化に抵抗感がないため、
社会が変化していくと、急速に一般化
していくかもしれません。
実際に福岡市では普及を促進する実
証実験が行われているほか、福岡市の
kotozna、福岡銀行のYOKA！pay等が
登場しています。キャッシュレス決済の
導入には、インバウンド客の獲得のほ
か、お金の管理の効率化など、中小
零細企業の生産性向上につながる側面
もあります。経済産業省もポイント還
元等により普及を支援しています。
2019年6月8日から9日にかけて福
岡市で開催されるG20財務大臣・中
央銀行総裁会議では、主要議題の一
つに技術革新・グローバル化がもたら
す経済社会の構造変化への対応が挙げ
られており、急速に進むグローバル化
とデジタル化に対して、社会や経済を
どのようにつくっていくのかといった点は
今後の重要な検討課題となります。地
域としても前向きに対応し、経済を盛り
上げていきたいと考えています。

経済情勢判断、経済・物価見通し

日本銀行（以下日銀）は本年1月にお
いて、わが国の景気は緩やかに拡大し
ていると評価し、2020年までは拡大
基調が続くとみていますが、リスク要因
として海外の経済動向、消費税率引き
上げの影響等を挙げています。
2018年度の実質GDPの前年度比
は、夏場の西日本豪雨等の自然災害の
影響がみられたものの、潜在成長率並
み（＋0.9％）の成長軌道を維持し、
2019年度は消費税率引き上げへの政府
対応の充実等により2018年度並み（＋
0.9％）と見込まれています。消費者物
価指数（除く生鮮食品）の前年度比は
2018年度が＋0.8％となっており、日
銀は2％の物価安定を達成すべく努力し
ていますが、到達は2021年度以降にな
るとみています。

世界経済動向

世界経済の成長率については、先行
き数年間は過去約 30 年間の平均
（3.5％）並みは維持できる見通しとなっ
ていますが、米中の貿易問題により足
元は若干下方修正されています。
アメリカのGDPは2％台と非常に景
気が良い状況にあり、過去50年間で
これほど良い局面は数回しかありませ
ん。ただし、米中貿易では米国が中国
からの輸入依存度が高い状況にあり、
輸入する中国製品は関税が25％になる
と価格競争力が大幅に低下し、アメリ
カにとっては相応の影響が出てきます。
中国は緩やかに成長率が落ちており、
IMFでは先行き長期的には5％台半ばま

で落ちるとみています。また、債務過
多の問題を抱えており、対応策として、
債務レバレッジ比率の引き下げ等の構
造改革の調整や大規模減税等の積極
的な財政政策を行っています。

国内経済動向

鉱工業生産は横ばい圏内で推移して
いますが、設備投資はしっかりとした状
態が続いており、全国短観において、
2018年度は過去3年間と比較して高い
水準になっています。その背景には、
建設業、小売業等が人手不足対策とし
てソフトウェア投資に積極的に取り組ん
でいることがあります。公共投資は国
土強靭化を図る中で増加しています。
賃金上昇率は正規労働者が0％台後
半、非正規労働者が2％となっており、
労働需給が如実に反映される非正規労
働者が高めとなっています。世代間の
給与水準はフラット化してきており、中
年世代では可処分所得がほぼ横ばいと
なっています。こうした中、当該層は消
費性向を引き上げて消費を増やしていま
す。またシニア層では年金がマクロ経
済スライドにより減っています。今後は
どのゾーンをターゲットとして、自社製
品をアピールしていくのかという戦略が
重要になりそうです。
消費税率引き上げによる景気への影
響は、1兆円弱の消費増税対策が打ち
出されているため、現時点では景気へ
の影響はそれほど心配しなくても良いと
みています。

【講師プロフィール】

 宮下 俊郎 氏
 日本銀行福岡支店　支店長

《講師略歴》
昭和63年3月　早稲田大学法学部卒業
昭和63年4月　日本銀行入行
平成12年5月　考査局調査役
平成15年6月　人事局調査役
平成16年7月　総務人事局企画役
平成17年8月　業務局企画役
平成22年7月　業務局統括課長
平成24年7月　青森支店長
平成26年6月　大阪支店副支店長
平成29年6月　金融機構局上席考査役
平成30年6月　福岡支店長

2019年3月5日（火）
場所：福岡商工会議所
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九州・沖縄の経済動向

九州・沖縄の景気はしっかりとした
足取りで、緩やかに拡大しています。
その要因は、汎用・生産用・業務用
等機械、電子部材、自動車等、好調
な業種が集積し、加えてインバウンド消
費の効果が大きいことが背景にありま
す。九州経済はこのところサービス業
等の非製造業が引っ張っていますが、
足元の九州・沖縄の業況感は、人手不
足やコストアップ、米中の貿易問題の影
響等から、頭打ち気味になっています。
個人消費については、コンビニとド
ラッグストアが引っ張っており、ほか地
域と比べ良い状況にあるほか、設備投
資は2年連続で高い伸びとなっていま
す。生産は九州が全国を上回っていま
す。このように、個人消費、設備投
資、生産が全国より強い状態にありま
すが、1、2月は主力の電子部品と汎用
等機械の生産が急速に落ちており、今
後の動向に目が離せない状態です。九
州経済圏の輸出も2年間で大きく伸び
ていますが、直近12月の輸出額は中国
のマイナス寄与等から、マイナスゾーン
に入っています。

金融政策について

日銀は2％の物価安定を達成するに
は時間がかかることから、当面の間、
極めて低い長短金利の水準を維持する
指針を示し、長短金利操作付き量的・
質的金融緩和の持続性を強化すること
で、2％の物価安定の目標をできる限り
早期に達成することを目指しています。
景気の拡大等に比べると、消費者物
価指数の前年比は弱めの動きとなって
いますが、その背景には、企業の慎重
な賃金・価格設定スタンスなどが明確
に転換するには至っていないこと等があ
ります。物価上昇のためには、需給
ギャップがプラスの状態を維持し、合
わせて潜在成長率を高めることが重要
と考えています。

九州・沖縄経済の特徴点・留意点

インバウンドについては、関西が先行
し、九州がそれに続いていますが、九
州はここ1、2年で延べ宿泊者数が大き
く伸びています。宿泊者数は福岡県が
圧倒的ですが、大分県、佐賀県、長
崎県も増えており、こうした動きは、福
岡県を訪れた外国の方が北部周遊を始
めていることも影響しています。実際、
新幹線や高速バスの移動は増えていま
す。このインバウンド需要の効果を主
力3業種や食料品工業等のモノ作り産
業の拡大に結び付けていくことが重要
と考えています。
次に人手不足への対応です。九州の
労働需給は全国同様に逼迫してきてい
ます。企業は、対応策としてシニア層
の採用など、様々な取り組みを始めて

いるほか、賃上げの動きもみられてお
り、福岡県の中堅・中小企業の賃上げ
率は全国より高くなっています。
また、九州では前向きな設備投資が
出てきているほか、生産における業種
の裾野が拡大しています。

キャッシュレス決済の取り組み

韓国や中国ではキャッシュレス決済
がかなり進んでいる一方、日本は遅れ
ており、九州の利用率は、ほか地域に
比べ低い状況にあります。若い世代は
キャッシュレス化に抵抗感がないため、
社会が変化していくと、急速に一般化
していくかもしれません。
実際に福岡市では普及を促進する実
証実験が行われているほか、福岡市の
kotozna、福岡銀行のYOKA！pay等が
登場しています。キャッシュレス決済の
導入には、インバウンド客の獲得のほ
か、お金の管理の効率化など、中小
零細企業の生産性向上につながる側面
もあります。経済産業省もポイント還
元等により普及を支援しています。
2019年6月8日から9日にかけて福
岡市で開催されるG20財務大臣・中
央銀行総裁会議では、主要議題の一
つに技術革新・グローバル化がもたら
す経済社会の構造変化への対応が挙げ
られており、急速に進むグローバル化
とデジタル化に対して、社会や経済を
どのようにつくっていくのかといった点は
今後の重要な検討課題となります。地
域としても前向きに対応し、経済を盛り
上げていきたいと考えています。

経済情勢判断、経済・物価見通し

日本銀行（以下日銀）は本年1月にお
いて、わが国の景気は緩やかに拡大し
ていると評価し、2020年までは拡大
基調が続くとみていますが、リスク要因
として海外の経済動向、消費税率引き
上げの影響等を挙げています。
2018年度の実質GDPの前年度比
は、夏場の西日本豪雨等の自然災害の
影響がみられたものの、潜在成長率並
み（＋0.9％）の成長軌道を維持し、
2019年度は消費税率引き上げへの政府
対応の充実等により2018年度並み（＋
0.9％）と見込まれています。消費者物
価指数（除く生鮮食品）の前年度比は
2018年度が＋0.8％となっており、日
銀は2％の物価安定を達成すべく努力し
ていますが、到達は2021年度以降にな
るとみています。

世界経済動向

世界経済の成長率については、先行
き数年間は過去約 30 年間の平均
（3.5％）並みは維持できる見通しとなっ
ていますが、米中の貿易問題により足
元は若干下方修正されています。
アメリカのGDPは2％台と非常に景
気が良い状況にあり、過去50年間で
これほど良い局面は数回しかありませ
ん。ただし、米中貿易では米国が中国
からの輸入依存度が高い状況にあり、
輸入する中国製品は関税が25％になる
と価格競争力が大幅に低下し、アメリ
カにとっては相応の影響が出てきます。
中国は緩やかに成長率が落ちており、
IMFでは先行き長期的には5％台半ばま

で落ちるとみています。また、債務過
多の問題を抱えており、対応策として、
債務レバレッジ比率の引き下げ等の構
造改革の調整や大規模減税等の積極
的な財政政策を行っています。

国内経済動向

鉱工業生産は横ばい圏内で推移して
いますが、設備投資はしっかりとした状
態が続いており、全国短観において、
2018年度は過去3年間と比較して高い
水準になっています。その背景には、
建設業、小売業等が人手不足対策とし
てソフトウェア投資に積極的に取り組ん
でいることがあります。公共投資は国
土強靭化を図る中で増加しています。
賃金上昇率は正規労働者が0％台後
半、非正規労働者が2％となっており、
労働需給が如実に反映される非正規労
働者が高めとなっています。世代間の
給与水準はフラット化してきており、中
年世代では可処分所得がほぼ横ばいと
なっています。こうした中、当該層は消
費性向を引き上げて消費を増やしていま
す。またシニア層では年金がマクロ経
済スライドにより減っています。今後は
どのゾーンをターゲットとして、自社製
品をアピールしていくのかという戦略が
重要になりそうです。
消費税率引き上げによる景気への影
響は、1兆円弱の消費増税対策が打ち
出されているため、現時点では景気へ
の影響はそれほど心配しなくても良いと
みています。

【講師プロフィール】

 宮下 俊郎 氏
 日本銀行福岡支店　支店長

《講師略歴》
昭和63年3月　早稲田大学法学部卒業
昭和63年4月　日本銀行入行
平成12年5月　考査局調査役
平成15年6月　人事局調査役
平成16年7月　総務人事局企画役
平成17年8月　業務局企画役
平成22年7月　業務局統括課長
平成24年7月　青森支店長
平成26年6月　大阪支店副支店長
平成29年6月　金融機構局上席考査役
平成30年6月　福岡支店長
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場所：福岡商工会議所
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第3回

　なお、5月13日、A型・B型あわせて58社
のキャッシュレス決済事業者が正式に登録
（補助金の交付決定）され、公表されました。
（6月7日更新　現在176社）
（https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf）

　なお、5月13日、A型・B型あわせて58社
のキャッシュレス決済事業者が正式に登録
（補助金の交付決定）され、公表されました。
（6月7日更新　現在176社）
（https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf）

　なお、5月13日、A型・B型あわせて58社
のキャッシュレス決済事業者が正式に登録
（補助金の交付決定）され、公表されました。
（6月7日更新　現在176社）
（https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf）

制度開始までのスケジュール（予定）

4月中～下旬
● 中小企業・小規模事業者の登録要領発表、説明会等の開始
● 仮登録決済事業者及び各決済事業者が提供するプランの公表
● 中小企業・小規模事業者の登録要領発表、説明会等の開始
● 仮登録決済事業者及び各決済事業者が提供するプランの公表

各地で中小企業・小規模事業者向け説明会を開催

消費者向け広報の強化（店頭ポスター設置等）

５月中旬 ● 中小企業・小規模事業者の登録開始（決済事業者経由）● 中小企業・小規模事業者の登録開始（決済事業者経由）

補助事業事務局、各決済事業者にてコールセンターを設置
決済事業者によるハンズオン支援開始（端末の設置受付開始）

7月中旬 ● 参加店舗（中小企業・小規模事業者）の公表（第一弾）● 参加店舗（中小企業・小規模事業者）の公表（第一弾）

登録店舗（消費者還元対象店舗）の周知広報を本格化
 （ポスター・ビラ配布、メディアの活用、体験型説明会など）

9月 ● 参加店舗による統一ポスター等の掲示開始● 参加店舗による統一ポスター等の掲示開始

10月 ● 消費者還元開始● 消費者還元開始

③申請時の留意事項
　キャッシュレス決済事業者が、本制度を通じて提供する
「プラン」の概要は、専用ウェブサイトにリストとして掲載さ
れています（※）。具体的には、「クレジットカード」「電子マ
ネー」「QRコード」「特定地域向け（地域通貨、地域限定
サービス等）」「ＥＣ事業向け（オンライン決済サービス）」の
５つに分類されています。
　なお、同一の決済事業者が複数の決済サービスを提供
している場合、中小小売店等は決済サービスごとに申込む
必要があり、それぞれに決済事業者から審査を受けます。
また、本制度に参加する中小小売店等には別途、「要件」
（本制度に関する国や補助金事務局による調査への協力
等）や「義務」（ポスターの店頭掲示義務や、消費者との
キャッシュレス取引がキャンセル・取消しとなった場合に消
費者に対して当該取引のポイントが還元されないようにする
ための決済事業者への報告義務等）が課されることになり
ます。詳細は、参加申請するＢ型決済事業者へ確認をお
願いします。
　中小小売店等は、決済端末を「実質無償」で導入可能
であり、かつ実施期間中の決済手数料は「実質2.166％以
下」であるものの、別途通信費など付随コストの発生や、
補助期間終了後の端末・決済手数料の取扱いが決済事業
者により異なるため確認が必要です。詳細は、「加盟店向
け決済サービスのリスト」の概要をご参照ください。

　※加盟店向け決済サービスのリスト：

　　https://cashless.go.jp/franchise/index.html#list

　第3回となる今回は、本格的に始動しつつある「キャッ
シュレス・消費者還元事業」の補助制度活用にあたり、中
小企業・小規模事業者（以下「中小小売店等」という。）の
本制度への参加申請に向けたステップや確認すべき事項、
今後のスケジュール等について、本制度専用ウェブサイト
（https://cashless.go.jp）の公表資料に基づいて解説します。

〈ポイント還元制度の現状〉
　決済事業者は、大きく2つに分類されます。一つは、
キャッシュレス発行事業者であり、消費者に対してキャッ
シュレス決済手段を提供する事業者（A型決済事業者）の
ことを言います。もう一つは、加盟店支援事業者であり、
中小小売店等に対して必要に応じてキャッシュレス決済手
段を提供する事業者（B型決済事業者）のことを言います。
中小小売店等は、この「B型決済事業者」を通じて本制度
に参加申請し、補助金事務局に登録を行うことになりま
す。店舗等に対する決済端末導入補助や手数料補助も、
この「B型決済事業者」経由で行うことになります。

〈中小小売店等の参加申請〉
①店舗等が本制度の対象か確認を
　本制度は、原則として中小企業基本法の中小企業等に
該当する中小企業・小規模事業者が対象です。ただし、
定義上は中小企業等に該当しても、直近３年の課税所得
が年平均15億円を超えるところや、特定の事業区分、取
引、商品については「対象外」になる場合があります。詳
細は、本制度ウェブサイトで事業内容や取扱
商材の適用性について確認できます。
（https://cashless.go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf）

②参加申請方法の確認を
　本制度は、新たにキャッシュレス決済手段を導入する中
小小売店等だけでなく、既に導入済みの中小小売店等も
参加可能です。新たにキャッシュレス決済手段を導入する
場合は、決済事業者から公表された「プラン」の中から、
自社に合ったサービス内容を提供する決済事業者に直接
連絡のうえ、新規で手続きを行う必要があります。一方、
後者で、現在利用中の決済サービスを継続利用したい場
合には、同サービスを提供している決済事業者が本制度に
登録済みかを確認のうえ、当該決済事業者と改めて手続き
を行っていただく必要があります。後者は、中小小売店等
からアクションを起こさない限り、参加手続きが行われない
ことに注意が必要です。

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用（全10回シリーズ） ／ 一般社団法人キャッシュレス推進協議会
キャッシュレス・

消費者還元事業

特設ウェブサイト▶キャッシュレス決済に関わる政府施策[その３〕

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119　E-mail：shodan＠fukunet.or.jp

各国の百貨店のバイヤーや有名レストランのシェフ、卸売業の仕入れ担当者を  『福岡商工会議所』  に招いて企業マッチングを開催し、
日本国内で商談できる海外展開の機会を設けています。また、九州ブランドの認知度向上・売上拡大を目的に、

現地でのプロモーション、テストマーケティングが行えるよう『九州フェア』を実施いたします。
まずは、商談会に参加して貴社の取引を国内外に拡げてみませんか?

日程や詳細は、随時ホームページでご案内します。

『MARUKAI CORPORATION』 来福!!

●カリフォルニア    2020年2月20日～2月26日【実演販売21日～23日】 予定
●ハワイ　2020年2月25日～3月2日 【実演販売25日～3月1日】 予定
 

●商談後に現地で更なる販路拡大のチャンス!!

カリフォルニア・ハワイ　　　

個別商談会＆九州フェア
2019.  FCCI  魅力ある福岡・九州ブランド世界へ発信!!　

〈個別商談会〉 対象商品　2020 年春の九州フェア向け商品、及び定番商品
九州の食として特色ある「小売向け商品」「価格訴求力のある商品」「業務用商品」等、幅広くご提案ください。

対象商品　タイの小売り向け商品、タイの日本レストラン向け業務用商材
小売筋と業務筋の両面から、タイにおける日本産農林水産物・食品の提供に向けて、幅広いご提案をお待ちします。

タイ

『KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO』 来福 !!

※九州フェアへの渡航は必須条件ではございません。渡航できない場合でも、積極的に商談会にご参加ください。 米国（ハワイ）は日系人も多く、日本食が
浸透している市場です。初めて海外展開に取り組む企業様にとっては魅力的な商談機会であり、現地プロモーションを通じて現地リピート客及びインバウン
ドにも繋がる機会となります。

九州フェア 

バンコクメニュー
提案会（選抜）

9/17（火）～9/19（木）

10/30（水）・10/31（木）

〈個別商談会〉

お問い合わせ／地域振興グループ　TEL 092-441-1118
URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=976

ビジネス交流会
出展者募集
ビジネス交流会
出展者募集

工業部会主催のビジネス交流会を初開催いたします！
工業部会会員の方はもちろん、

ものづくり関連企業の出展者を募集いたします。
展示ブースにパンフレット・ポスター等を設置して、

自社のPRを行いませんか？

■日　時：9月4日（水）13:00～19:30
■場　所：福岡商工会議所　４階会議室
■対　象：工業部会会員企業・ものづくり関連企業
■会　費：無料（懇親会参加者は3,000円）

7月31日（水）までに当所ホームページより
お申し込みください。

福岡商工会議所工業部会主催 カタログ・パンフレット等を展示し、自社のPRが可能
です。ビジネスを拡大していくために欠かせない「情報
交換」「名刺交換」の場としてもご利用いただけます。

▶場　所：当所4階　402会議室
▶時　間：13:00～17:00
※出展ブースの詳細につきましては、お申し込みの方に別途お知らせいたします。

事業内容や商品PRのプレゼンを行っていただきます。
投票にて最優秀賞を決定し、懇親会で表彰も行います。

▶場　所：当所4階　407会議室
▶時　間：13:30～15:30（10分／1社）

▶場　所：レストランまゆ（福岡市博多区博多駅前2-10-19
　　　　　　　　　　　　　福岡ファッションビル8階）
▶時　間：17:30～19:30

❶カタログ展示（定員60社）

❷プレゼンテーションタイム（定員10社）

❸懇親会（定員70名）
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第3回

　なお、5月13日、A型・B型あわせて58社
のキャッシュレス決済事業者が正式に登録
（補助金の交付決定）され、公表されました。
（6月7日更新　現在176社）
（https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf）

　なお、5月13日、A型・B型あわせて58社
のキャッシュレス決済事業者が正式に登録
（補助金の交付決定）され、公表されました。
（6月7日更新　現在176社）
（https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf）

　なお、5月13日、A型・B型あわせて58社
のキャッシュレス決済事業者が正式に登録
（補助金の交付決定）され、公表されました。
（6月7日更新　現在176社）
（https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf）

制度開始までのスケジュール（予定）

4月中～下旬
● 中小企業・小規模事業者の登録要領発表、説明会等の開始
● 仮登録決済事業者及び各決済事業者が提供するプランの公表
● 中小企業・小規模事業者の登録要領発表、説明会等の開始
● 仮登録決済事業者及び各決済事業者が提供するプランの公表

各地で中小企業・小規模事業者向け説明会を開催

消費者向け広報の強化（店頭ポスター設置等）

５月中旬 ● 中小企業・小規模事業者の登録開始（決済事業者経由）● 中小企業・小規模事業者の登録開始（決済事業者経由）

補助事業事務局、各決済事業者にてコールセンターを設置
決済事業者によるハンズオン支援開始（端末の設置受付開始）

7月中旬 ● 参加店舗（中小企業・小規模事業者）の公表（第一弾）● 参加店舗（中小企業・小規模事業者）の公表（第一弾）

登録店舗（消費者還元対象店舗）の周知広報を本格化
 （ポスター・ビラ配布、メディアの活用、体験型説明会など）

9月 ● 参加店舗による統一ポスター等の掲示開始● 参加店舗による統一ポスター等の掲示開始

10月 ● 消費者還元開始● 消費者還元開始

③申請時の留意事項
　キャッシュレス決済事業者が、本制度を通じて提供する
「プラン」の概要は、専用ウェブサイトにリストとして掲載さ
れています（※）。具体的には、「クレジットカード」「電子マ
ネー」「QRコード」「特定地域向け（地域通貨、地域限定
サービス等）」「ＥＣ事業向け（オンライン決済サービス）」の
５つに分類されています。
　なお、同一の決済事業者が複数の決済サービスを提供
している場合、中小小売店等は決済サービスごとに申込む
必要があり、それぞれに決済事業者から審査を受けます。
また、本制度に参加する中小小売店等には別途、「要件」
（本制度に関する国や補助金事務局による調査への協力
等）や「義務」（ポスターの店頭掲示義務や、消費者との
キャッシュレス取引がキャンセル・取消しとなった場合に消
費者に対して当該取引のポイントが還元されないようにする
ための決済事業者への報告義務等）が課されることになり
ます。詳細は、参加申請するＢ型決済事業者へ確認をお
願いします。
　中小小売店等は、決済端末を「実質無償」で導入可能
であり、かつ実施期間中の決済手数料は「実質2.166％以
下」であるものの、別途通信費など付随コストの発生や、
補助期間終了後の端末・決済手数料の取扱いが決済事業
者により異なるため確認が必要です。詳細は、「加盟店向
け決済サービスのリスト」の概要をご参照ください。

　※加盟店向け決済サービスのリスト：

　　https://cashless.go.jp/franchise/index.html#list

　第3回となる今回は、本格的に始動しつつある「キャッ
シュレス・消費者還元事業」の補助制度活用にあたり、中
小企業・小規模事業者（以下「中小小売店等」という。）の
本制度への参加申請に向けたステップや確認すべき事項、
今後のスケジュール等について、本制度専用ウェブサイト
（https://cashless.go.jp）の公表資料に基づいて解説します。

〈ポイント還元制度の現状〉
　決済事業者は、大きく2つに分類されます。一つは、
キャッシュレス発行事業者であり、消費者に対してキャッ
シュレス決済手段を提供する事業者（A型決済事業者）の
ことを言います。もう一つは、加盟店支援事業者であり、
中小小売店等に対して必要に応じてキャッシュレス決済手
段を提供する事業者（B型決済事業者）のことを言います。
中小小売店等は、この「B型決済事業者」を通じて本制度
に参加申請し、補助金事務局に登録を行うことになりま
す。店舗等に対する決済端末導入補助や手数料補助も、
この「B型決済事業者」経由で行うことになります。

〈中小小売店等の参加申請〉
①店舗等が本制度の対象か確認を
　本制度は、原則として中小企業基本法の中小企業等に
該当する中小企業・小規模事業者が対象です。ただし、
定義上は中小企業等に該当しても、直近３年の課税所得
が年平均15億円を超えるところや、特定の事業区分、取
引、商品については「対象外」になる場合があります。詳
細は、本制度ウェブサイトで事業内容や取扱
商材の適用性について確認できます。
（https://cashless.go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf）

②参加申請方法の確認を
　本制度は、新たにキャッシュレス決済手段を導入する中
小小売店等だけでなく、既に導入済みの中小小売店等も
参加可能です。新たにキャッシュレス決済手段を導入する
場合は、決済事業者から公表された「プラン」の中から、
自社に合ったサービス内容を提供する決済事業者に直接
連絡のうえ、新規で手続きを行う必要があります。一方、
後者で、現在利用中の決済サービスを継続利用したい場
合には、同サービスを提供している決済事業者が本制度に
登録済みかを確認のうえ、当該決済事業者と改めて手続き
を行っていただく必要があります。後者は、中小小売店等
からアクションを起こさない限り、参加手続きが行われない
ことに注意が必要です。

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用（全10回シリーズ） ／ 一般社団法人キャッシュレス推進協議会
キャッシュレス・

消費者還元事業

特設ウェブサイト▶キャッシュレス決済に関わる政府施策[その３〕

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119　E-mail：shodan＠fukunet.or.jp

各国の百貨店のバイヤーや有名レストランのシェフ、卸売業の仕入れ担当者を  『福岡商工会議所』  に招いて企業マッチングを開催し、
日本国内で商談できる海外展開の機会を設けています。また、九州ブランドの認知度向上・売上拡大を目的に、

現地でのプロモーション、テストマーケティングが行えるよう『九州フェア』を実施いたします。
まずは、商談会に参加して貴社の取引を国内外に拡げてみませんか?

日程や詳細は、随時ホームページでご案内します。

『MARUKAI CORPORATION』 来福 !!

●カリフォルニア    2020年2月20日～2月26日【実演販売21日～23日】 予定
●ハワイ　2020年2月25日～3月2日 【実演販売25日～3月1日】 予定
 

●商談後に現地で更なる販路拡大のチャンス!!

カリフォルニア・ハワイ　　　

個別商談会＆九州フェア
2019.  FCCI  魅力ある福岡・九州ブランド世界へ発信!!　

〈個別商談会〉 対象商品　2020 年春の九州フェア向け商品、及び定番商品
九州の食として特色ある「小売向け商品」「価格訴求力のある商品」「業務用商品」等、幅広くご提案ください。

対象商品　タイの小売り向け商品、タイの日本レストラン向け業務用商材
小売筋と業務筋の両面から、タイにおける日本産農林水産物・食品の提供に向けて、幅広いご提案をお待ちします。

タイ

『KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO』 来福 !!

※九州フェアへの渡航は必須条件ではございません。渡航できない場合でも、積極的に商談会にご参加ください。 米国（ハワイ）は日系人も多く、日本食が
浸透している市場です。初めて海外展開に取り組む企業様にとっては魅力的な商談機会であり、現地プロモーションを通じて現地リピート客及びインバウン
ドにも繋がる機会となります。

九州フェア 

バンコクメニュー
提案会（選抜）

9/17（火）～9/19（木）

10/30（水）・10/31（木）

〈個別商談会〉

お問い合わせ／地域振興グループ　TEL 092-441-1118
URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=976

ビジネス交流会
出展者募集
ビジネス交流会
出展者募集

工業部会主催のビジネス交流会を初開催いたします！
工業部会会員の方はもちろん、

ものづくり関連企業の出展者を募集いたします。
展示ブースにパンフレット・ポスター等を設置して、

自社のPRを行いませんか？

■日　時：9月4日（水）13:00～19:30
■場　所：福岡商工会議所　４階会議室
■対　象：工業部会会員企業・ものづくり関連企業
■会　費：無料（懇親会参加者は3,000円）

7月31日（水）までに当所ホームページより
お申し込みください。

福岡商工会議所工業部会主催 カタログ・パンフレット等を展示し、自社のPRが可能
です。ビジネスを拡大していくために欠かせない「情報
交換」「名刺交換」の場としてもご利用いただけます。

▶場　所：当所4階　402会議室
▶時　間：13:00～17:00
※出展ブースの詳細につきましては、お申し込みの方に別途お知らせいたします。

事業内容や商品PRのプレゼンを行っていただきます。
投票にて最優秀賞を決定し、懇親会で表彰も行います。

▶場　所：当所4階　407会議室
▶時　間：13:30～15:30（10分／1社）

▶場　所：レストランまゆ（福岡市博多区博多駅前2-10-19
　　　　　　　　　　　　　福岡ファッションビル8階）
▶時　間：17:30～19:30

❶カタログ展示（定員60社）

❷プレゼンテーションタイム（定員10社）

❸懇親会（定員70名）
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■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立16年目を迎える学生主体のNPO。「学生
だから～できない」「地方だから～できない」を変える
べく全国 19 地域の情報発信支援や、地域の
関係人口をつくるコンテンツ企画
運営をしている。私たちの運営す
るサイト「ガクログ」もぜひCHECK!!
してください！
http://www.gakulog.net/

現在はどのようなお仕事をされていますか？

今はプラント部に所属し、明太子を専門に作っている「本
社第一工場」の工場長として全体のマネジメントをしていま
す。プラント部とは、やまやの商品を作る部署のことで、工
場が国内外合わせて6 つあります。各工場で何を作るかは、
工場が置かれている地域の特性やお客様のニーズに合わせて
それぞれ決められています。私の勤める工場では贈答用の明
太子を作っています。

日々明太子づくりに関わっていらっしゃる藤木さんから見た、
やまやの明太子の魅力を教えてください。

やまやの明太子はゆずの効いた味付けで、柑橘系のさっぱ
りした食べ物が好きな私にとっては、最高の味付けです。さ
らに、旨味にこだわっているので辛過ぎず、非常に食べやす
いです。だから、実は私は、幼少期からやまやの明太子の
ファンなのです。仕事柄、他社の明太子を食べる機会も多く
ありますが、やまやの明太子が一番おいしいと自信を持って
言うことができます。

㈱やまやコミュニケーションズの好きなところはどこですか？

私が一番好きだと感じているところは、社名の通り、コ
ミュニケーション能力に長け、目配りや気配りができる社員が
多いことです。 私は入社して今年で5 年目になりますが、人間
関係で困ったことは一度もありません。そのような環境がある
からこそ、業務も全体的に効率化できているのではないかと
思います。 これは他社には負けないやまやの魅力です。

貴社の企業コンセプト「コミュニケーションを軸とした食生
活」について、藤木さんは具体的にそれがどのようなもので
あると考えていますか？

例えば家族と一緒に家でご飯を食べているとき、その食卓
にやまやの明太子が並んでいて、「この明太子おいしいよね」
という会話が生まれる。そういったことが食事におけるコミュ
ニケーションではないかと思います。日々の食事の場における
コミュニケーションを推進するような、素敵な商品を提供する
ことが目標なのだと考えています。

確かにおいしい食べ物があると、会話も弾みますね。
ところで、学生時代のご自身を振り返ってみて、今と変わっ
たところはありますか？

学生時代よりも社会人のほうが楽しいですね。学生の頃
は、何をしても物事をやる意味が見出せず、ただ大学を卒業
するために課題やレポートをこなしているような感じがして全
く面白くなかったです。しかし、社会人になってからやってい
ることは全て何かしらの意味があるので非常に楽しいです。
毎日、はつらつとしています。

社会人の楽しさを一番感じるのはどのようなときですか？

一つ目は、お客様に感謝の言葉をいただける時です。お客
様から直接「明太子おいしかった。ありがとう。」とか「また買
いたい。」といった言葉をいただけると、とても嬉しいですね。
二つ目は、自分が担当している大きな案件が成功した時に喜
びを感じます。具体的には、2000 万円ほどのコストがかか
るロボットを作るプロジェクトがあったのですが、つい最近そ
れが成功したのです。その時は本当に感無量でした。

若手社員が新しいことに挑戦できる環境はモチベーション
アップにつながっていますか？

そうですね。他の会社に就職した友人から、新しいことを
するにしても手続きが多く、なかなか腰が重たいというような
話はよく聞きます。その点、やまやは「とにかくやってみよう。
失敗したことが失敗なのではなく、やらないことが失敗であり
機会損失だ。」と考えているので、面白い会社だと思います。
やまやは役職についているか否かに関係なく、企画を出した
り提案をしたりする場は常に設けられています。だから、私も
アイデアを思いついたらすぐに上司に相談します。会議室のよ
うな改まった場で企画を提案するというよりは、普段のコミュ
ニケーションの一部で企画について話をすることが多いです。

藤木さんが入社 5 年目にして工場長を任されているように、
やまやさんでは多くの若手社員が新しいことに挑戦し活躍さ
れていますが、その秘訣は何でしょうか？

　これは私の考えですが、若手社員でも、上司にどのように

して活躍してもらうかまで考えている点だと思います。
　組織階層というのは、上司の活躍が評価されれば、それを
支えるチームや自分も評価につながります。だからまずは、自
分が評価されようとするのではなく、自分の上司がどのように
したら評価されるかを考えて動くと、評価の見方はかなり変
わってきますし、上司も褒められ、私も褒められるという
win‒winの関係ができるわけです。

最後に、ご自身の10 年後のキャリアやビジョンについて教え
てください。

　10 年後って難しいですね。実はもうすぐ新しい工場ができ
ます。最先端の工場なので当然規模も大きくなるのですが、
次のステップとして、そのような大きい工場を管理していたい
と考えています。今工場長をしているのは100 人規模ですが、
200 人、300 人と大きくなってもその質を維持していくという
ことにチャレンジしたいです。
　そして今後のビジョンについてです。私の使命は、やまや
の素敵な明太子をたくさんの人に知ってもらい、愛してもらう
ことだと考えています。その使命を果たすため、製販一体で
工場全体の管理を行い、明太子をもっと知ってもらうことに
つながる仕事をしていきたいです。将来的には経営職に就き、
今よりもさらに多くの人々にやまやの明太子を食べていただけ
るようになりたいです。

工場長として組織を引っ張り、博多の文化である明太子を多
くの人々に届けたいという熱い想いを持つ藤木さんのお話は
とても刺激的でした。また、新しいことにどんどん挑戦する
姿勢は学生のうちから大切にするべきだと改めて感じました。
藤木さん、貴重なお話をありがとうございました！

「コミュニケーションを武器に、
  失敗を恐れず挑戦し続ける」

株式会社やまやコミュニケーションズ

藤木和泉さん

■今月の取材先　株式会社やまやコミュニケーションズ　とは？
　「コミュニケーションを軸とした食生活を提案する企業へ」をコ
ンセプトに掲げる、1974年創業の博多明太子の老舗。「お客様の
ことを考える」という基本姿勢を大切に「食」という幅広い分野で
活躍できる高い能力を養い、 辛子明太子づくりから「食の総合プ
ロデュース企業」を目指す。

取 材

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

学生╳商工会議所  タイアップインタビュー企画 福岡商工会議所が150周年を迎える「10年後」をキーワードに
学生が成長企業の若手社員を取材し、将来の展望を探ります。
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■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立16年目を迎える学生主体のNPO。「学生
だから～できない」「地方だから～できない」を変える
べく全国 19 地域の情報発信支援や、地域の
関係人口をつくるコンテンツ企画
運営をしている。私たちの運営す
るサイト「ガクログ」もぜひCHECK!!
してください！
http://www.gakulog.net/

現在はどのようなお仕事をされていますか？

今はプラント部に所属し、明太子を専門に作っている「本
社第一工場」の工場長として全体のマネジメントをしていま
す。プラント部とは、やまやの商品を作る部署のことで、工
場が国内外合わせて6 つあります。各工場で何を作るかは、
工場が置かれている地域の特性やお客様のニーズに合わせて
それぞれ決められています。私の勤める工場では贈答用の明
太子を作っています。

日々明太子づくりに関わっていらっしゃる藤木さんから見た、
やまやの明太子の魅力を教えてください。

やまやの明太子はゆずの効いた味付けで、柑橘系のさっぱ
りした食べ物が好きな私にとっては、最高の味付けです。さ
らに、旨味にこだわっているので辛過ぎず、非常に食べやす
いです。だから、実は私は、幼少期からやまやの明太子の
ファンなのです。仕事柄、他社の明太子を食べる機会も多く
ありますが、やまやの明太子が一番おいしいと自信を持って
言うことができます。

㈱やまやコミュニケーションズの好きなところはどこですか？

私が一番好きだと感じているところは、社名の通り、コ
ミュニケーション能力に長け、目配りや気配りができる社員が
多いことです。 私は入社して今年で5 年目になりますが、人間
関係で困ったことは一度もありません。そのような環境がある
からこそ、業務も全体的に効率化できているのではないかと
思います。 これは他社には負けないやまやの魅力です。

貴社の企業コンセプト「コミュニケーションを軸とした食生
活」について、藤木さんは具体的にそれがどのようなもので
あると考えていますか？

例えば家族と一緒に家でご飯を食べているとき、その食卓
にやまやの明太子が並んでいて、「この明太子おいしいよね」
という会話が生まれる。そういったことが食事におけるコミュ
ニケーションではないかと思います。日々の食事の場における
コミュニケーションを推進するような、素敵な商品を提供する
ことが目標なのだと考えています。

確かにおいしい食べ物があると、会話も弾みますね。
ところで、学生時代のご自身を振り返ってみて、今と変わっ
たところはありますか？

学生時代よりも社会人のほうが楽しいですね。学生の頃
は、何をしても物事をやる意味が見出せず、ただ大学を卒業
するために課題やレポートをこなしているような感じがして全
く面白くなかったです。しかし、社会人になってからやってい
ることは全て何かしらの意味があるので非常に楽しいです。
毎日、はつらつとしています。

社会人の楽しさを一番感じるのはどのようなときですか？

一つ目は、お客様に感謝の言葉をいただける時です。お客
様から直接「明太子おいしかった。ありがとう。」とか「また買
いたい。」といった言葉をいただけると、とても嬉しいですね。
二つ目は、自分が担当している大きな案件が成功した時に喜
びを感じます。具体的には、2000 万円ほどのコストがかか
るロボットを作るプロジェクトがあったのですが、つい最近そ
れが成功したのです。その時は本当に感無量でした。

若手社員が新しいことに挑戦できる環境はモチベーション
アップにつながっていますか？

そうですね。他の会社に就職した友人から、新しいことを
するにしても手続きが多く、なかなか腰が重たいというような
話はよく聞きます。その点、やまやは「とにかくやってみよう。
失敗したことが失敗なのではなく、やらないことが失敗であり
機会損失だ。」と考えているので、面白い会社だと思います。
やまやは役職についているか否かに関係なく、企画を出した
り提案をしたりする場は常に設けられています。だから、私も
アイデアを思いついたらすぐに上司に相談します。会議室のよ
うな改まった場で企画を提案するというよりは、普段のコミュ
ニケーションの一部で企画について話をすることが多いです。

藤木さんが入社 5 年目にして工場長を任されているように、
やまやさんでは多くの若手社員が新しいことに挑戦し活躍さ
れていますが、その秘訣は何でしょうか？

　これは私の考えですが、若手社員でも、上司にどのように

して活躍してもらうかまで考えている点だと思います。
　組織階層というのは、上司の活躍が評価されれば、それを
支えるチームや自分も評価につながります。だからまずは、自
分が評価されようとするのではなく、自分の上司がどのように
したら評価されるかを考えて動くと、評価の見方はかなり変
わってきますし、上司も褒められ、私も褒められるという
win‒winの関係ができるわけです。

最後に、ご自身の10 年後のキャリアやビジョンについて教え
てください。

　10 年後って難しいですね。実はもうすぐ新しい工場ができ
ます。最先端の工場なので当然規模も大きくなるのですが、
次のステップとして、そのような大きい工場を管理していたい
と考えています。今工場長をしているのは100 人規模ですが、
200 人、300 人と大きくなってもその質を維持していくという
ことにチャレンジしたいです。
　そして今後のビジョンについてです。私の使命は、やまや
の素敵な明太子をたくさんの人に知ってもらい、愛してもらう
ことだと考えています。その使命を果たすため、製販一体で
工場全体の管理を行い、明太子をもっと知ってもらうことに
つながる仕事をしていきたいです。将来的には経営職に就き、
今よりもさらに多くの人々にやまやの明太子を食べていただけ
るようになりたいです。

工場長として組織を引っ張り、博多の文化である明太子を多
くの人々に届けたいという熱い想いを持つ藤木さんのお話は
とても刺激的でした。また、新しいことにどんどん挑戦する
姿勢は学生のうちから大切にするべきだと改めて感じました。
藤木さん、貴重なお話をありがとうございました！

「コミュニケーションを武器に、
  失敗を恐れず挑戦し続ける」

株式会社やまやコミュニケーションズ

藤木和泉さん

■今月の取材先　株式会社やまやコミュニケーションズ　とは？
　「コミュニケーションを軸とした食生活を提案する企業へ」をコ
ンセプトに掲げる、1974年創業の博多明太子の老舗。「お客様の
ことを考える」という基本姿勢を大切に「食」という幅広い分野で
活躍できる高い能力を養い、 辛子明太子づくりから「食の総合プ
ロデュース企業」を目指す。

取 材

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

学生╳商工会議所  タイアップインタビュー企画 福岡商工会議所が150周年を迎える「10年後」をキーワードに
学生が成長企業の若手社員を取材し、将来の展望を探ります。
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本件に関するお問い合わせ／会員サービス部　検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
詳しくは当初 HP「リカレント教育推進事業」にて！

特 集 2
参加者の声
●リカレント講座について
・自分が気づいていない自分への気づきを得られた
・自分の強みや大切にしている事が理解できた
・様々な視点で物事を見るという考え方を持つ事ができた 等

●“リカレント”ワールドカフェについて
・立場にとらわれない自由な話し合いの中に新たな発見があった
・他業種と交わる事がなく視野が狭くなっていた自分に気づいた
・多くの企業が人材育成に悩んでいる現状について、生の声 

を聞くことができた
・これからの出会いの中で 1人1人の力を合わせて何かを作り

上げるという発想の役に立つと思う 等

人生100年時代に向けた　社会人の新たな学び直しの場

「リカレント教育推進事業」
人生100年時代と言われる昨今、皆様はどのように将来を描かれていますか。
　企業にとっての「人材育成」。個人にとっての「キャリア形成」。さらにいま、地域の人材力向上という点において、若手
層、中堅層、経営層それぞれに人材育成の課題を抱えています。「個人」と「企業・組織・社会」との関わりが、これまで
以上に長くなる人生 100 年時代に適応し、ライフステージの各段階で活躍していける人材をどのように育成していくのか。
そこで今、リカレント教育（社会人の学び直し）が注目されています。
　福岡商工会議所では、このリカレント教育を通じて、ビジネスパーソンが学びを続けていける仕組みを整え、人材力向
上をサポートいたします。

【リカレント教育】とは
　教育機関（義務教育～大学等）を卒業した社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直し」を行える教育システム。これから
の 「人生 100 年時代」を新たなチャレンジ機会とし、キャリアアップやスキル習得など、能力をさらに発揮するため 「学び直
し」が注目されています。

【「レゴ®シリアスプレイ® 」メソッド】とは
　レゴブロックを用いて自身の考えを見える化し 、
他者と共有して考え方の理解や新たな気づきを促す手
法。レゴを「ビジネス戦略策定のツールに使う」という
発想で制作されました。

【ワールドカフェ】とは
　参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対 話を行
い、ときどき他のテーブルメンバーをシャッフルして話し合い
を発展させていき、相互理解と集合知を創出していく組織
開発の手法です。

【SDGs（エスディジーズ）】とは
　2015 年に国連が全会一致で採択した17 項目
と、それらを達成するための具体的な 169 の
ターゲットで構成されている。経団連の「企業
行動憲章」が SDGsを前面に押し出して改定され
るなど、昨今大変注目を集めています。

　リカレント教育とは、教育機関（義務教育～大学等）を卒業した

社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直し」を行える教育システ

ムのことを指します。「働き方改革」や「人づくり革命」において重

要政策のひとつとされ、これからの人生 100 年時代を契機に、

キャリアアップやスキル習得など、能力をさらに発揮するために改

めて「学び直す」ための新たなチャレンジ機会です。当所では、中

期計画上の主要事業としてこの「リカレント教育」の推進を掲げて

おり、人材育成支援に資する「学びの場の提供」や、「企業の人材

育成意識の醸成」を促す取り組みを実施しております。

１．リカレント教育の推進について

【開催実績】
●2018 年　9月～10月（9月12日（水）／10月11日（木））

リカレント教育推進セミナーの開催「現役世代の新しいチャレンジ支援」
●2019 年　3月5日（火）

「人生 100 年時代を豊かに生きよう。自身のキャリアアップにつなぐ社会人の学び直し講座」
第一部：未来をインプット！「人生 100 年時代」を生き抜くための学び直しを知る
第二部：自分の考えを見える化しよう！「レゴ®シリアスプレイ®」メソッドを活用したワークショップ

●2019 年　3月19日（火） ワールドカフェ「語り合って再発見！ 一人ひとりが輝く組織」　

●福商リカレント講座 2019 開催中！（全 3 回 5月～7月）
話題の社会課題を通じて、ビジネスに活きる対話やリーダーシップを高め
あうリカレント！

【第 1回】5月14日（火）
 「2030 年の世界と自分」を疑似体験し、次の一歩を考えよう！
　 「SDGsカードゲーム」を活用し、課題に対し主体的に思考する力を磨く。

2．2018年度の取り組み

3．2019年度の取り組み

学び直し
ピックアップ！

学び直し
ピックアップ！

学び直し
ピックアップ！

【第 2 回】6月18日（火）
「チームで目標を達成するためのコミュニケーションスキルを磨こう！」

　「働き方改革」をテーマに、組織の施策と業績について対話し、
　意思決定する流れを体感する。
　ビジネスカードゲームを通じて、どのような組織を作りたいのか、  
　何を大切に働くのかを学び直す。

リカレント教育推進事業　
社会人の学び直しセミナー　

担当講師

髙尾 英正 氏 
（株式会社ライズ 代表取締役）

福岡商工会議所リカレント講座2019
担当講師

一ノ瀬 大一 氏 
（九州産業大学　SDGsファシリテーター    

　CC認定コーチ）

Q.なぜ、今リカレント教育が求められているのでしょうか
A.人生 100 年時代と言われ働き方が多様化した現在で、働き続

けるだけでなく変化に対応するために、「学ぶことの必要性」が
重視されてきたからと考えています。

Q.リカレントに取り組むにあたって大切なことはなんですか
A.ひとつは、様々な価値観を受け止める「柔軟性」と「傾聴力」を持

つこと。一方で、「自己概念（自分らしさ）」を持つことも大切です。

Q.福商リカレント講座 2019のポイントを教えてください
A.特長は、「対話」を中心とした構成にしている点です。今回の①

SDGs、②働き方改革、③コーチングの計 3 つのプログラムを対
話中心で学び直すことで、多様な参加者の交流を促し、かつ
結果的に組織力を高めることにも繋がると考えています。

【福岡未来創造プラットフォーム】とは
　福岡市都市圏の大学及び福岡市、福岡
商工会議所、一般社団法人福岡中小企業
経営者協会で構成されたプラットフォーム。

　当所は、2019 年に発足した福岡未来創造プラットフォーム

に参画しております。人生 100 年時代を見据えて、子どもか

ら社会人、高齢者に至るまでの地域の多様な人びとが主体

的に学び、成長し、社会の中で活躍できる学習環境の提

供・充実化を目指し、多様な人びとの学びのニーズを探る

「リカレントカフェ」、地域の発展を支える「人材育成プログラ

ム」の開発実施等、地域で一体となって人材力向上に資する

様々な事業を実施して参ります。

4．福岡未来創造プラットフォームとの連携

学び直し
ピックアップ！

福岡未来創造プラットフォーム
運営委員会　事務局

山田　雄三 氏 
（福岡大学　地域ネット推進センター　助教）

Q. 福岡未来創造プラットフォームが取り組むリカレント教育について
教えてください

A.人生 100 年時代において、社会人の学び直しの場として大学はます
ます重要になります。今後は個別の大学ごとではなく、福岡都市
圏の大学・自治体・産業界が一体となって、社会人の学び直しを
支える学習環境の整備・充実化を進めていきます。

Q.どのような取り組みを展開されていきますか
A.「福岡 100 大学」プロジェクトと題して、1. 多様な人びとの学びの

ニーズを探る「リカレントカフェ」の定期開催、2. 地域の発展を支え
る質の高い人材育成プログラムの共同開発、3. 大学の生涯学習プ
ログラムの情報や魅力等の効果的な発信に取り組んでいきます。

●福商リカレント講座　2019（福岡商工会議所・九州産業大学）
【第 3 回】 7月25日（木）13:00 ～17:00　テーマ「成果を上げるリーダー」に必要なコーチング力を高めよう

　 1on1のコーチングセッションから、チームで成果を出すために必要なスキルを学び直す

●福商リカレント講座　2019（福岡商工会議所・九州産業大学）
【第 3 回】 7月25日（木）13:00 ～17:00　テーマ「成果を上げるリーダー」に必要なコーチング力を高めよう

　 1on1のコーチングセッションから、チームで成果を出すために必要なスキルを学び直す

●福岡未来創造プラットフォーム「リカレントカフェ（全6回）」

【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

●福岡未来創造プラットフォーム「リカレントカフェ（全6回）」

【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

5．リカレント教育　今後の取り組み 

【第 3 回】は7月25日（木）に開催予定！申込み受付中！

人材と学びについて語りあい、気づきにつながるワールドカフェ！ふるってご参加ください！
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本件に関するお問い合わせ／会員サービス部　検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
詳しくは当初 HP「リカレント教育推進事業」にて！

特 集 2
参加者の声
●リカレント講座について
・自分が気づいていない自分への気づきを得られた
・自分の強みや大切にしている事が理解できた
・様々な視点で物事を見るという考え方を持つ事ができた 等

●“リカレント”ワールドカフェについて
・立場にとらわれない自由な話し合いの中に新たな発見があった
・他業種と交わる事がなく視野が狭くなっていた自分に気づいた
・多くの企業が人材育成に悩んでいる現状について、生の声 

を聞くことができた
・これからの出会いの中で 1人1人の力を合わせて何かを作り

上げるという発想の役に立つと思う 等

人生100年時代に向けた　社会人の新たな学び直しの場

「リカレント教育推進事業」
人生100年時代と言われる昨今、皆様はどのように将来を描かれていますか。
　企業にとっての「人材育成」。個人にとっての「キャリア形成」。さらにいま、地域の人材力向上という点において、若手
層、中堅層、経営層それぞれに人材育成の課題を抱えています。「個人」と「企業・組織・社会」との関わりが、これまで
以上に長くなる人生 100 年時代に適応し、ライフステージの各段階で活躍していける人材をどのように育成していくのか。
そこで今、リカレント教育（社会人の学び直し）が注目されています。
　福岡商工会議所では、このリカレント教育を通じて、ビジネスパーソンが学びを続けていける仕組みを整え、人材力向
上をサポートいたします。

【リカレント教育】とは
　教育機関（義務教育～大学等）を卒業した社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直し」を行える教育システム。これから
の 「人生 100 年時代」を新たなチャレンジ機会とし、キャリアアップやスキル習得など、能力をさらに発揮するため 「学び直
し」が注目されています。

【「レゴ®シリアスプレイ® 」メソッド】とは
　レゴブロックを用いて自身の考えを見える化し 、
他者と共有して考え方の理解や新たな気づきを促す手
法。レゴを「ビジネス戦略策定のツールに使う」という
発想で制作されました。

【ワールドカフェ】とは
　参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対 話を行
い、ときどき他のテーブルメンバーをシャッフルして話し合い
を発展させていき、相互理解と集合知を創出していく組織
開発の手法です。

【SDGs（エスディジーズ）】とは
　2015 年に国連が全会一致で採択した17 項目
と、それらを達成するための具体的な 169 の
ターゲットで構成されている。経団連の「企業
行動憲章」が SDGsを前面に押し出して改定され
るなど、昨今大変注目を集めています。

　リカレント教育とは、教育機関（義務教育～大学等）を卒業した

社会人が、必要に応じて繰り返し「学び直し」を行える教育システ

ムのことを指します。「働き方改革」や「人づくり革命」において重

要政策のひとつとされ、これからの人生 100 年時代を契機に、

キャリアアップやスキル習得など、能力をさらに発揮するために改

めて「学び直す」ための新たなチャレンジ機会です。当所では、中

期計画上の主要事業としてこの「リカレント教育」の推進を掲げて

おり、人材育成支援に資する「学びの場の提供」や、「企業の人材

育成意識の醸成」を促す取り組みを実施しております。

１．リカレント教育の推進について

【開催実績】
●2018 年　9月～10月（9月12日（水）／10月11日（木））

リカレント教育推進セミナーの開催「現役世代の新しいチャレンジ支援」
●2019 年　3月5日（火）

「人生 100 年時代を豊かに生きよう。自身のキャリアアップにつなぐ社会人の学び直し講座」
第一部：未来をインプット！「人生 100 年時代」を生き抜くための学び直しを知る
第二部：自分の考えを見える化しよう！「レゴ®シリアスプレイ®」メソッドを活用したワークショップ

●2019 年　3月19日（火） ワールドカフェ「語り合って再発見！ 一人ひとりが輝く組織」　

●福商リカレント講座 2019 開催中！（全 3 回 5月～7月）
話題の社会課題を通じて、ビジネスに活きる対話やリーダーシップを高め
あうリカレント！

【第 1回】5月14日（火）
 「2030 年の世界と自分」を疑似体験し、次の一歩を考えよう！
　 「SDGsカードゲーム」を活用し、課題に対し主体的に思考する力を磨く。

2．2018年度の取り組み

3．2019年度の取り組み

学び直し
ピックアップ！

学び直し
ピックアップ！

学び直し
ピックアップ！

【第 2 回】6月18日（火）
「チームで目標を達成するためのコミュニケーションスキルを磨こう！」

　「働き方改革」をテーマに、組織の施策と業績について対話し、
　意思決定する流れを体感する。
　ビジネスカードゲームを通じて、どのような組織を作りたいのか、  
　何を大切に働くのかを学び直す。

リカレント教育推進事業　
社会人の学び直しセミナー　

担当講師

髙尾 英正 氏 
（株式会社ライズ 代表取締役）

福岡商工会議所リカレント講座2019
担当講師

一ノ瀬 大一 氏 
（九州産業大学　SDGsファシリテーター    

　CC認定コーチ）

Q.なぜ、今リカレント教育が求められているのでしょうか
A.人生 100 年時代と言われ働き方が多様化した現在で、働き続

けるだけでなく変化に対応するために、「学ぶことの必要性」が
重視されてきたからと考えています。

Q.リカレントに取り組むにあたって大切なことはなんですか
A.ひとつは、様々な価値観を受け止める「柔軟性」と「傾聴力」を持

つこと。一方で、「自己概念（自分らしさ）」を持つことも大切です。

Q.福商リカレント講座 2019のポイントを教えてください
A.特長は、「対話」を中心とした構成にしている点です。今回の①

SDGs、②働き方改革、③コーチングの計 3 つのプログラムを対
話中心で学び直すことで、多様な参加者の交流を促し、かつ
結果的に組織力を高めることにも繋がると考えています。

【福岡未来創造プラットフォーム】とは
　福岡市都市圏の大学及び福岡市、福岡
商工会議所、一般社団法人福岡中小企業
経営者協会で構成されたプラットフォーム。

　当所は、2019 年に発足した福岡未来創造プラットフォーム

に参画しております。人生 100 年時代を見据えて、子どもか

ら社会人、高齢者に至るまでの地域の多様な人びとが主体

的に学び、成長し、社会の中で活躍できる学習環境の提

供・充実化を目指し、多様な人びとの学びのニーズを探る

「リカレントカフェ」、地域の発展を支える「人材育成プログラ

ム」の開発実施等、地域で一体となって人材力向上に資する

様々な事業を実施して参ります。

4．福岡未来創造プラットフォームとの連携

学び直し
ピックアップ！

福岡未来創造プラットフォーム
運営委員会　事務局

山田　雄三 氏 
（福岡大学　地域ネット推進センター　助教）

Q. 福岡未来創造プラットフォームが取り組むリカレント教育について
教えてください

A.人生 100 年時代において、社会人の学び直しの場として大学はます
ます重要になります。今後は個別の大学ごとではなく、福岡都市
圏の大学・自治体・産業界が一体となって、社会人の学び直しを
支える学習環境の整備・充実化を進めていきます。

Q.どのような取り組みを展開されていきますか
A.「福岡 100 大学」プロジェクトと題して、1. 多様な人びとの学びの

ニーズを探る「リカレントカフェ」の定期開催、2. 地域の発展を支え
る質の高い人材育成プログラムの共同開発、3. 大学の生涯学習プ
ログラムの情報や魅力等の効果的な発信に取り組んでいきます。

●福商リカレント講座　2019（福岡商工会議所・九州産業大学）
【第 3 回】 7月25日（木）13:00 ～17:00　テーマ「成果を上げるリーダー」に必要なコーチング力を高めよう

　 1on1のコーチングセッションから、チームで成果を出すために必要なスキルを学び直す

●福商リカレント講座　2019（福岡商工会議所・九州産業大学）
【第 3 回】 7月25日（木）13:00 ～17:00　テーマ「成果を上げるリーダー」に必要なコーチング力を高めよう

　 1on1のコーチングセッションから、チームで成果を出すために必要なスキルを学び直す

●福岡未来創造プラットフォーム「リカレントカフェ（全6回）」

【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

●福岡未来創造プラットフォーム「リカレントカフェ（全6回）」

【第 2 回】7月29日（月）14:00～17:00（予定）　会場：福岡商工会議所　▶詳細はHPよりご確認ください。

5．リカレント教育　今後の取り組み 

【第 3 回】は7月25日（木）に開催予定！申込み受付中！

人材と学びについて語りあい、気づきにつながるワールドカフェ！ふるってご参加ください！
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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：https://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

福岡市東区箱崎ふ頭5-8-21
TEL：092-641-7611
FAX：092-641-7850
https://www.iecjp.com/
E-mail：j-nanaura@iecjp.com
営業内容
・国際輸送、国内輸送（航空、海上、トラック）
・輸出入通関手続き
・倉庫保管、流通加工
・貨物保険

皆様の大切なお品物を安全にお預かりします
福岡市エリアでの保管・管理は是非当社にご用命ください！

インターナショナルエクスプレス㈱

インターナショナルエクスプレス㈱

▼

新しく建設された
約1400坪の倉庫です

Nプラスコンサルティング㈱

総務省消防庁で火災予防業務に従事してきた代表が
防火防災の総合サポートを行います！（相談無料）

総務省消防庁での業務経験を
活かした防火防災の総合コンサル

▼

弊社ロゴマーク

福岡市東区香椎駅前2-9-24
TEL：092-775-1169
FAX：092-519-5787
keirow-fukuokahigashiku.com
E-mail：
fukuokahigashiku.fc84600@keirow-mail.com
営業内容
医療保険を使って、国家資格である「あ
ん摩マッサージ指圧師」がご自宅や施設
にお伺いして、リハビリ・マッサージをさ
せていただきます

経験豊かなあん摩マッサージ指圧師が福岡市東区を
中心に施術をおこないます

KEiROW福岡東区ステーション

KEiROW福岡東区ステーション

訪問マッサージ　
KEiROW福岡東区ステーション

大切な社員様のお子様を
当園で365日お預かりします！

▼

お体と心のお悩みを
軽くさせていただきます

福岡市中央区赤坂3-12-7
TEL：092-707-1168
FAX：092-707-1168
http://n-plus2019.com/
E-mail：s.nakano.fdma12@kme.biglobe.ne.jp
営業内容
消防防災に係る総合コンサルティング、
消防設備点検、防火対象物点検、防災
管理点検、防火管理・消防訓練代行、
資格取得・防火講話講師

Nプラスコンサルティング㈱

30分おこないます。無料体験をまずは
お試しください。お一人暮らしの方とお
話をしながら、その日の体の痛みを取る
お手伝いをさせていただきます。

　医療保険を使って（※主治医の同意書
が必要）ご自身では病院や治療院に通う
ことが難しい方のご自宅や施設に週1～3
回お伺いし、その日の体調に合わせた安
心・安全なリハビリ・マッサージを1回

　アジアのゲートウェーである、福岡市
東区香椎浜のアイランドシティに「博多
物流センター」をオープンいたします。
熟練スタッフが輸出入貨物の一貫取扱
作業、付帯作業サービス、国内トラック

配送迄を安全・確実・スピーディーに提
供いたします。

福岡市博多区綱場町5-1
TEL：092-409-6340
FAX：092-409-6341
https://chibikkoland-hakata.jp/
E-mail：chibikkoland-jojima@outlook.jp
営業内容
内閣府所管　企業主導型保育所　
0～2歳児　定員18名　月極料金2万円
企業提携無料

オフィス街の保育園に預けることで、勤務時間もアップ！
土日勤務、残業もできるようになります

㈱ジョウジマ　保育所ちびっこランド博多呉服町園

㈱ジョウジマ　
保育所ちびっこランド博多呉服町園

少人数保育で母親のような丁寧な保育を
しますので、お子様も保護者様も安心で
す。なんと看護師さんも常駐です！提携
企業募集しています。今すぐご連絡くだ
さい。

　呉服町駅、中洲川端駅から徒歩2分
の保育園です。7時～21時まで開園して
いるのでゆっくり働けて、急な残業や歓
送迎会まで参加してもお迎えに間に合い
ます！土日が急に仕事になっても大丈夫！

　消防法に係る諸問題を解決いたします！
　消防法に関することは、専門的過ぎてよ
く分からない、また、行政からの指摘が
あったのに行政折衝がうまくいかない…。
　そのようなときは、お気軽にお電話くだ

さい。施設の維持管理から消防法令違反
の改善策の提案等まで、顧客の希望に合
わせてのコンプライアンスチェックを行い、
必要な措置の総合サポートをいたします。

創作天ぷらと炭焼きワイン　はかたあゆむ

平成最後の11月にオープン！
モダンな空間で接待などの会食、宴会にも

清川の築80年隠れ家古民家の
天ぷら居酒屋

福岡市中央区清川3-17-13
TEL：092-406-9448
FAX：092-406-9448
https://hakataayumu.com/
E-mail：hakataayumu0515@gmail.com
営業内容
厳選したワインをはじめとしたお酒と、こ
だわりの食材を使用した和食料理を提供
しています。

創作天ぷらと炭焼きワイン
はかたあゆむ

　ワインに合わせる和食をコンセプトで
今の暑い時期には、白ワインと天ぷらの
組み合わせがオススメ。名物の【金太郎
卵の半熟煮玉子の天ぷら】【厚切り牛タ
ン】【土鍋鯛飯】は仕入れと仕込みにこだ

わった絶品メニュー。ゆっくりとした空
間で、食とお酒と雰囲気を楽しんでみて
はいかがでしょうか?

福岡市博多区博多駅東1-13-17
松岡ビル6F
TEL：080-6769-0214
E-mail：k.nakahara@toc-g.co.jp　
営業内容
公認会計士・税理士、経営コンサルティ
ング（IPO、企業再生、M＆A、事業承
継、計画策定、資金調達等の支援）、社
外役員・顧問業、自己勘定投資

M＆A、IPO、企業再生、事業承継など
変革期にある会社を支援します

中原経営会計（公認会計士、税理士）ToCアドバイザリー㈱

中原経営会計（公認会計士、税理士）
ToCアドバイザリー㈱

Challenge、Change、Create
経営のお手伝い 

▼

トック（徳）
お気軽にご連絡ください

▼

園内は笑顔が
たくさん溢れています

　博多駅筑紫口徒歩3分の所で、今年1
月に開業しました。
　会計・税務業務の他、M&A、資金
調達、経営見える化、内部管理体制構
築、事業計画策定等のプロジェクトで、

会計財務の視点から、一歩踏み込んだ
お手伝いをしています。また、合理的な
経営手法の中にも、経営フィロソフィー
や考え方を大事にしていきたいと思って
います。

注目のアイランドシティに
2019年8月オープン！

▼

ゆったりとした時を
堪能できる個室
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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：https://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

福岡市東区箱崎ふ頭5-8-21
TEL：092-641-7611
FAX：092-641-7850
https://www.iecjp.com/
E-mail：j-nanaura@iecjp.com
営業内容
・国際輸送、国内輸送（航空、海上、トラック）
・輸出入通関手続き
・倉庫保管、流通加工
・貨物保険

皆様の大切なお品物を安全にお預かりします
福岡市エリアでの保管・管理は是非当社にご用命ください！

インターナショナルエクスプレス㈱

インターナショナルエクスプレス㈱

▼

新しく建設された
約1400坪の倉庫です

Nプラスコンサルティング㈱

総務省消防庁で火災予防業務に従事してきた代表が
防火防災の総合サポートを行います！（相談無料）

総務省消防庁での業務経験を
活かした防火防災の総合コンサル

▼

弊社ロゴマーク

福岡市東区香椎駅前2-9-24
TEL：092-775-1169
FAX：092-519-5787
keirow-fukuokahigashiku.com
E-mail：
fukuokahigashiku.fc84600@keirow-mail.com
営業内容
医療保険を使って、国家資格である「あ
ん摩マッサージ指圧師」がご自宅や施設
にお伺いして、リハビリ・マッサージをさ
せていただきます

経験豊かなあん摩マッサージ指圧師が福岡市東区を
中心に施術をおこないます

KEiROW福岡東区ステーション

KEiROW福岡東区ステーション

訪問マッサージ　
KEiROW福岡東区ステーション

大切な社員様のお子様を
当園で365日お預かりします！

▼

お体と心のお悩みを
軽くさせていただきます

福岡市中央区赤坂3-12-7
TEL：092-707-1168
FAX：092-707-1168
http://n-plus2019.com/
E-mail：s.nakano.fdma12@kme.biglobe.ne.jp
営業内容
消防防災に係る総合コンサルティング、
消防設備点検、防火対象物点検、防災
管理点検、防火管理・消防訓練代行、
資格取得・防火講話講師

Nプラスコンサルティング㈱

30分おこないます。無料体験をまずは
お試しください。お一人暮らしの方とお
話をしながら、その日の体の痛みを取る
お手伝いをさせていただきます。

　医療保険を使って（※主治医の同意書
が必要）ご自身では病院や治療院に通う
ことが難しい方のご自宅や施設に週1～3
回お伺いし、その日の体調に合わせた安
心・安全なリハビリ・マッサージを1回

　アジアのゲートウェーである、福岡市
東区香椎浜のアイランドシティに「博多
物流センター」をオープンいたします。
熟練スタッフが輸出入貨物の一貫取扱
作業、付帯作業サービス、国内トラック

配送迄を安全・確実・スピーディーに提
供いたします。

福岡市博多区綱場町5-1
TEL：092-409-6340
FAX：092-409-6341
https://chibikkoland-hakata.jp/
E-mail：chibikkoland-jojima@outlook.jp
営業内容
内閣府所管　企業主導型保育所　
0～2歳児　定員18名　月極料金2万円
企業提携無料

オフィス街の保育園に預けることで、勤務時間もアップ！
土日勤務、残業もできるようになります

㈱ジョウジマ　保育所ちびっこランド博多呉服町園

㈱ジョウジマ　
保育所ちびっこランド博多呉服町園

少人数保育で母親のような丁寧な保育を
しますので、お子様も保護者様も安心で
す。なんと看護師さんも常駐です！提携
企業募集しています。今すぐご連絡くだ
さい。

　呉服町駅、中洲川端駅から徒歩2分
の保育園です。7時～21時まで開園して
いるのでゆっくり働けて、急な残業や歓
送迎会まで参加してもお迎えに間に合い
ます！土日が急に仕事になっても大丈夫！

　消防法に係る諸問題を解決いたします！
　消防法に関することは、専門的過ぎてよ
く分からない、また、行政からの指摘が
あったのに行政折衝がうまくいかない…。
　そのようなときは、お気軽にお電話くだ

さい。施設の維持管理から消防法令違反
の改善策の提案等まで、顧客の希望に合
わせてのコンプライアンスチェックを行い、
必要な措置の総合サポートをいたします。

創作天ぷらと炭焼きワイン　はかたあゆむ

平成最後の11月にオープン！
モダンな空間で接待などの会食、宴会にも

清川の築80年隠れ家古民家の
天ぷら居酒屋

福岡市中央区清川3-17-13
TEL：092-406-9448
FAX：092-406-9448
https://hakataayumu.com/
E-mail：hakataayumu0515@gmail.com
営業内容
厳選したワインをはじめとしたお酒と、こ
だわりの食材を使用した和食料理を提供
しています。

創作天ぷらと炭焼きワイン
はかたあゆむ

　ワインに合わせる和食をコンセプトで
今の暑い時期には、白ワインと天ぷらの
組み合わせがオススメ。名物の【金太郎
卵の半熟煮玉子の天ぷら】【厚切り牛タ
ン】【土鍋鯛飯】は仕入れと仕込みにこだ

わった絶品メニュー。ゆっくりとした空
間で、食とお酒と雰囲気を楽しんでみて
はいかがでしょうか?

福岡市博多区博多駅東1-13-17
松岡ビル6F
TEL：080-6769-0214
E-mail：k.nakahara@toc-g.co.jp　
営業内容
公認会計士・税理士、経営コンサルティ
ング（IPO、企業再生、M＆A、事業承
継、計画策定、資金調達等の支援）、社
外役員・顧問業、自己勘定投資

M＆A、IPO、企業再生、事業承継など
変革期にある会社を支援します

中原経営会計（公認会計士、税理士）ToCアドバイザリー㈱

中原経営会計（公認会計士、税理士）
ToCアドバイザリー㈱

Challenge、Change、Create
経営のお手伝い 

▼

トック（徳）
お気軽にご連絡ください

▼

園内は笑顔が
たくさん溢れています

　博多駅筑紫口徒歩3分の所で、今年1
月に開業しました。
　会計・税務業務の他、M&A、資金
調達、経営見える化、内部管理体制構
築、事業計画策定等のプロジェクトで、

会計財務の視点から、一歩踏み込んだ
お手伝いをしています。また、合理的な
経営手法の中にも、経営フィロソフィー
や考え方を大事にしていきたいと思って
います。

注目のアイランドシティに
2019年8月オープン！

▼

ゆったりとした時を
堪能できる個室
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会議所NEWSの編集部はるかが街で見つけた“よかもん”をご紹介♪

この会議所ニュース編集をはじめてはや1か月…誌面にた
びたび出てくるあのキャラクターが気になっていました　
今回はそのキャラクターの生みの親である、家永さんご夫
婦に誕生秘話をお伺いしました
もともとは、2012年に福岡商工会議所が開催した街歩
きイベントのキャラクターとして「あるっくちゃん」をデザイ
ンし、その相方として「ウォーク」を生み出したそうです！
そして、当所が140周年を迎えるにあたり、めぐりめ
ぐって記念キャラクターとして抜擢されたのが「ウォーク」
です
「このように長く愛されるデザインができて、とてもうれ
しいです」と本当に嬉しそうにお話ししていただき、他にも
いろいろな作品を見せてくださいました　どの作品にも、
お二人の人柄が映しだされているようで、ほっと心が温まる
ような雰囲気を感じました　われらが「ウォーク」が毎月、
何度登場しているか、ぜひ探してみてくださいね★

ミカドヤで、今まで

デザインしたもの（一部）

TEL/FAX：092-986-1887
Mail：info@mikadoya.jp
福岡市城南区長尾
http://mikadoya.jp/

ホームページ

ミカドヤ
MIKADOYA

「ウォーク」の
誕生秘話に迫る！

「あるっくちゃん」と「ウォーク」。
今となっては、並んでいるとこ
ろを見るのは貴重！！

「ウォーク」のモデルである
家永家の愛犬「ねぎ」

お客様と打ち合わせをした後、「楽しかった」と言ってもらえるのがとても嬉しいです！というのも、一般
的にデザイナーって未知な存在ですよね。初めての打ち合わせでは身構えられていることも多々あります。
「デザインやアイディアは、課題を解決するためのいち手段」と思っています。なので、課題（改善したい
点）は、デザインを制作するにあたって、なくてはならないものですし、発想に一番影響する部分でもありま
す。それを聞き出せる打ち合わせでは、雰囲気作りも、かなり気を配っています。
モットーは「頼まれていないこともやる」・「楽しむ」ことです。頼まれたことをするのは当たり前で、あげ
られている条件の中でよりよいご提案ができないか、というのは常に考えています。
今後は、保育関係やデザインの面から経営などに携わりたいな～と思って勉強中です。
どうぞ、お気軽にデザインのことを聞いてください！

YOKAMON

ミカドヤ【MIKADOYA】

   家
永 啓介さん、美和子さんYO

KA_
OWNER

YO
KA_INFO

YO
KA_SHOT

　先日、香椎駅前商店街組合の総会が開催されたので、お邪魔
してきました。JR香椎駅周辺の飲食店・不動産など約40店舗が
集まるこの組合は、毎月1日の駅周辺の清掃活動や “花いっぱい
運動”など、地域の環境整備と賑わいづくりに積極的に取り組ん
でいます。また、香椎地区の複数の商店街と連携して毎年秋に
開催する「香椎ごちそうマルシェ」は地元の名店による自慢の逸
品やステージを楽しめる香椎の新しい風物詩として大変人気。
　商店街会長の宮内さんに商店街の近況と今後の展望、そして
おすすめのお店を伺いました。「今年3月のJR香椎駅前広場のリ
ニューアルやマンション建設など香椎地区の再開発は着々と進
んでおり、香椎全体が生まれ変わろうとしています。その中で、商
店街は地域の一員として組合員同士の連携を強化しつつ、住み
よい安心・安全・賑わいのまちの維持・実現に向け取り組んでい
きたいです。」と商店街の展望について熱く語ってくれました。
　そして、後日会長おすすめの店舗へランチにお邪魔してきまし
た。注文したのは、オーナーの鬼海さん自慢の「活渡りガニのトマ
トソーススパゲッティ2人前！」。実はHPをCheckしたときに気に
なっていた一品。新鮮な渡りガニがまるごと入ったスパゲッティ
は口に含んだ瞬間、カニの風味が一気に広がり、まろやかなトマ
トソースとの相性は抜群！カニの旨みがダイレクトに伝わって絶
品です！イタリアン好きの方はもちろん、甲殻類好きの方も是非
ご賞味ください！

TOKORO
SHOW  YOU

03
商店街応援隊「トコロ」が参ります！

Check

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

香椎駅前商店街組合総会に
お邪魔してきました

osteria d' Italia OLIVE
（オステリア ド イタリア オリーブ）

■香椎ごちそうマルシェ
2019年9月開催予定

香椎駅前商店街

商店街
情報

香椎商工連盟HP

☎092-682-3921
福岡市東区香椎駅前1-8-14
エポックビル1階
営火～土 11:00～23:00（L.O.22:00）
　日曜日11:00～22:00（L.O.21:00）
　ランチ11:00～14:30（L.O.）
　※ランチタイム以降も営業
　　（但し、アラカルトに限る）
㉁毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

店舗
情報

ホームページ

※中・小・特別会議室からの変更については、時間短縮などの変更がない限り、
変更前の部屋のキャンセル料は発生しません。

※301会議室は90日前から、501会議室は30日前から、予約の変更・取消
に関するキャンセル料が発生します。

― 福岡で商機をつかむ！―
福岡商工会議所 ビル管理グループ
TEL:092-441-1116

【予約受付　平日9時～17時】

まずはご希望日の
空室状況について、
WEBでご確認くだ
さい。

貸会議室の直前割引
７月１日～９月３０日ご利用分まで、先着順で受付開始！

501特別会議室が、中会議室（406会議室）と
同じ料金！

301大会議室が、中会議室（407・408会議室）と
同じ料金！

夏季限定
福商会員
限定

■  60名・半円形の固定レイアウト
 （例）13時－17時　￥54,216→￥14,904

▶グレードアップ
　直前割引

63%OFF
■  学校式2名がけ200名・ロの字2名がけ60名
 （例）13時－17時　￥59,616→￥23,868

▶ステップアップ
　直前割引

56%OFF

▶

前日まで予約可能！
既に他の中・小会議室をご予約の方も、利用日の１ヵ月前まで受付！

301・501会議室が
空室の日のみ
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会議所NEWSの編集部はるかが街で見つけた“よかもん”をご紹介♪

この会議所ニュース編集をはじめてはや1か月…誌面にた
びたび出てくるあのキャラクターが気になっていました　
今回はそのキャラクターの生みの親である、家永さんご夫
婦に誕生秘話をお伺いしました
もともとは、2012年に福岡商工会議所が開催した街歩
きイベントのキャラクターとして「あるっくちゃん」をデザイ
ンし、その相方として「ウォーク」を生み出したそうです！
そして、当所が140周年を迎えるにあたり、めぐりめ
ぐって記念キャラクターとして抜擢されたのが「ウォーク」
です
「このように長く愛されるデザインができて、とてもうれ
しいです」と本当に嬉しそうにお話ししていただき、他にも
いろいろな作品を見せてくださいました　どの作品にも、
お二人の人柄が映しだされているようで、ほっと心が温まる
ような雰囲気を感じました　われらが「ウォーク」が毎月、
何度登場しているか、ぜひ探してみてくださいね★

ミカドヤで、今まで

デザインしたもの（一部）

TEL/FAX：092-986-1887
Mail：info@mikadoya.jp
福岡市城南区長尾
http://mikadoya.jp/

ホームページ

ミカドヤ
MIKADOYA

「ウォーク」の
誕生秘話に迫る！

「あるっくちゃん」と「ウォーク」。
今となっては、並んでいるとこ
ろを見るのは貴重！！

「ウォーク」のモデルである
家永家の愛犬「ねぎ」

お客様と打ち合わせをした後、「楽しかった」と言ってもらえるのがとても嬉しいです！というのも、一般
的にデザイナーって未知な存在ですよね。初めての打ち合わせでは身構えられていることも多々あります。
「デザインやアイディアは、課題を解決するためのいち手段」と思っています。なので、課題（改善したい
点）は、デザインを制作するにあたって、なくてはならないものですし、発想に一番影響する部分でもありま
す。それを聞き出せる打ち合わせでは、雰囲気作りも、かなり気を配っています。
モットーは「頼まれていないこともやる」・「楽しむ」ことです。頼まれたことをするのは当たり前で、あげ
られている条件の中でよりよいご提案ができないか、というのは常に考えています。
今後は、保育関係やデザインの面から経営などに携わりたいな～と思って勉強中です。
どうぞ、お気軽にデザインのことを聞いてください！

YOKAMON

ミカドヤ【MIKADOYA】

   家
永 啓介さん、美和子さんYO

KA_
OWNER

YO
KA_INFO

YO
KA_SHOT

　先日、香椎駅前商店街組合の総会が開催されたので、お邪魔
してきました。JR香椎駅周辺の飲食店・不動産など約40店舗が
集まるこの組合は、毎月1日の駅周辺の清掃活動や “花いっぱい
運動”など、地域の環境整備と賑わいづくりに積極的に取り組ん
でいます。また、香椎地区の複数の商店街と連携して毎年秋に
開催する「香椎ごちそうマルシェ」は地元の名店による自慢の逸
品やステージを楽しめる香椎の新しい風物詩として大変人気。
　商店街会長の宮内さんに商店街の近況と今後の展望、そして
おすすめのお店を伺いました。「今年3月のJR香椎駅前広場のリ
ニューアルやマンション建設など香椎地区の再開発は着々と進
んでおり、香椎全体が生まれ変わろうとしています。その中で、商
店街は地域の一員として組合員同士の連携を強化しつつ、住み
よい安心・安全・賑わいのまちの維持・実現に向け取り組んでい
きたいです。」と商店街の展望について熱く語ってくれました。
　そして、後日会長おすすめの店舗へランチにお邪魔してきまし
た。注文したのは、オーナーの鬼海さん自慢の「活渡りガニのトマ
トソーススパゲッティ2人前！」。実はHPをCheckしたときに気に
なっていた一品。新鮮な渡りガニがまるごと入ったスパゲッティ
は口に含んだ瞬間、カニの風味が一気に広がり、まろやかなトマ
トソースとの相性は抜群！カニの旨みがダイレクトに伝わって絶
品です！イタリアン好きの方はもちろん、甲殻類好きの方も是非
ご賞味ください！

TOKORO
SHOW  YOU

03
商店街応援隊「トコロ」が参ります！

Check

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

香椎駅前商店街組合総会に
お邪魔してきました

osteria d' Italia OLIVE
（オステリア ド イタリア オリーブ）

■香椎ごちそうマルシェ
2019年9月開催予定

香椎駅前商店街

商店街
情報

香椎商工連盟HP

☎092-682-3921
福岡市東区香椎駅前1-8-14
エポックビル1階
営火～土 11:00～23:00（L.O.22:00）
　日曜日11:00～22:00（L.O.21:00）
　ランチ11:00～14:30（L.O.）
　※ランチタイム以降も営業
　　（但し、アラカルトに限る）
㉁毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

店舗
情報

ホームページ

※中・小・特別会議室からの変更については、時間短縮などの変更がない限り、
変更前の部屋のキャンセル料は発生しません。

※301会議室は90日前から、501会議室は30日前から、予約の変更・取消
に関するキャンセル料が発生します。

― 福岡で商機をつかむ！―
福岡商工会議所 ビル管理グループ
TEL:092-441-1116

【予約受付　平日9時～17時】

まずはご希望日の
空室状況について、
WEBでご確認くだ
さい。

貸会議室の直前割引
７月１日～９月３０日ご利用分まで、先着順で受付開始！

501特別会議室が、中会議室（406会議室）と
同じ料金！

301大会議室が、中会議室（407・408会議室）と
同じ料金！

夏季限定
福商会員
限定

■  60名・半円形の固定レイアウト
 （例）13時－17時　￥54,216→￥14,904

▶グレードアップ
　直前割引

63%OFF
■  学校式2名がけ200名・ロの字2名がけ60名
 （例）13時－17時　￥59,616→￥23,868

▶ステップアップ
　直前割引

56%OFF

▶

前日まで予約可能！
既に他の中・小会議室をご予約の方も、利用日の１ヵ月前まで受付！

301・501会議室が
空室の日のみ



お申込みにあたっては、別紙パンフレットをご覧いただき、
保障内容等を十分ご理解の上、保障内容・保険金額・掛金等
が契約者のご意向にあっているかを必ずご確認ください。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

〒
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