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人材確保と定着に向けて企業が行うべき方策とは？
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海外展開のすゝ め
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2019年度 第1回 新入会員交流会
福岡商工会議所公式ホームページ
リニューアルのお知らせ
食べ飲み歩き事業

小売商業部会主催講演会・交流会
九州うまいもの大食堂

「おもてなし」コンクール基調講演
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福岡商工会議所の検定試験
　　　　　「ベネフィット・ステーション
　　　　　〈ゴールドコース〉」のご案内
第二十九回博多をどり

〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI NEWS 会議所の動き

〈役に立つ情報〉
パブリックインフォメーション
福岡の統計

〈ビジネスネットワーク〉
新規会員のご紹介
会員企業の商品・サービス紹介
“ホットニュース”

〈専門家に聞く〉
労務Q&A
法律Q&A

〈ホッとひと息〉
今月のよかもん
商店街応援隊「トコロ」が参ります！
トコロ商遊記
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福岡商工会議所創立140年

16
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）

第 7回 ポイント還元制度　消費者としても活用を!

28 令和元年度　福岡市政に対する提言（概要）

1010

≪会議所ニュース８月号の掲載内容に関するお詫び≫
会議所ニュース８月号「カンパニーズチャレンジ」（02・03Ｐ）、及び同封しています 「福商ビジネス情報便」のチラシ

（株式会社JOK様分）に柔道整復師法第２４条に違反する内容が掲載されていました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、更なるコンプライアンスの推進・徹底に努めてまいります。
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漫画家

福博新景

営 と々

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

あれから幾時代が過ぎていった
わたしたちは
幾時代の果ての最先端に
位置している
幾時代の中で
もっとも苦労した時代はいつか
いやそれよりも
幾時代のどの日を覗いても
人々は営 と々日々の暮らしを
つづけてきたのだった
雨の日も風の日も営 と々
始まりの日の人々の顔を観よ
わたしたちは始まりの日の
人々のその決意を
記憶し続けているだろうか

検索福岡商工会議所

福岡商工会議所WEB
https://www.fukunet.or.jp/ イベント

セミナー
催事情報など

福岡商工会議所NEWS CONTENTS

福岡商工会議所 Facebook
是非フォローをお願いいたします！
https://www.facebook.com/fukuoka.cci
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り添った商品開発ができました」と上
杉さんは振り返ります。ユーザーの意
見に応える姿勢が続 と々ファンを呼び
込む好循環を生み、商品に対するより
多くの“アドバイス”を集約。そしてま
た要望に応えていく。その徹底した
ユーザー本位のスタンスにこそ、上杉
さんの『大手に負けない』という気概
が表れています。

農業の現場で障がい者の
雇用を支援する

グリーン・グリーンでは、水耕栽培
の初期費用を抑えた水耕栽培用DIY
システム組立ベースキット『アマテラ
ス』を新たにリリースしました。全長約
14m、1台あたりの収量はリーフレタス
で1ヵ月500～1,500株。1ヵ月あたり
20万円以上の売り上げも期待できる
と言います。この『アマテラス』によっ
て、新規就農支援に加え、障がい者
の雇用創出にも寄与できると上杉さん
は意気込みます。
「『アマテラス』は資機材の採寸や切
断、溶接などが不要になった、組み立
て式の水耕栽培キットです。プロの施

工が必要ないのでイニシャルコストを軽
減。農作物を手軽に育てられることも
あって、コストやノウハウで新規就農
を諦めていた人でも夢を叶えられる商
品です。さらに作業面が地面より高く
立ったまま作業ができるので、楽な姿
勢が保てます。また土を使わず衣服が
汚れません。そのため車イスでも作業
が可能で、障がい者の方の軽作業に
向いています。『アマテラス』によって、
就労先で困っている障がい者と、人手
が足りない農業、両方の課題解決が可
能だと思っています。農作物が育って
いく過程には“癒し”の効果も期待され
るので、楽しみながら農業に取り組む
ことができるのではないでしょうか」。
実際に関東や関西などの障がい者

施設で『アマテラス』が採用されるな
ど、福祉業界でもグリーン・グリーン
の水耕栽培が注目を集めています。

水耕栽培で新たな
コミュニティを創出

「大小に関わらず、多くの人が野菜
を育てている姿を見たい。食の安心安
全に対する意識が高まる中、最も新鮮

で、最も信頼できる“自分”が作った
野菜を食べられる水耕栽培は、無限
の可能性を秘めています。例えば公民
館代わり、コンビニ代わりに水耕栽培
の施設があってもいい。皆で育てて、
皆でシェアする。そういうコミュニティ
の場としての農業も広がってほしい。
SNSだけではなく、リアルな場でも農
業を通じてコミュニケーションがとれ
るはず」と上杉さん。
これまでに、中国や韓国をはじめ、

東南アジアなど海外からも問い合わせ
が届いているというグリーン・グリーン。
「日本、そして海外のたくさんの人が
農業に関わることができるよう、これ
からも資機材・ノウハウを開発してい
きたい」。

すべての人を農業の担い手に

平成22年には約260万人いた農業
就業人口は右肩下がりで減り続け、平
成30年には約175万人まで減少。加
えて就農者の平均年齢は66歳と高齢
化も進み、農業の担い手不足が深刻
化しています。他方で、土地をはじめ
とした様々な資機材にかかる高いコス
ト、農作物を育成するためのノウハウ
などが就農への高いハードルとなり、
新規就農を希望する人のチャレンジを
阻んでいます。そこで、一般家庭から
事業者まで、すべての人が農作物の作
り手となれる社会を実現するため、管
理が容易な水耕栽培を推進しているの
が、福岡市中央区舞鶴の有限会社グ
リーン・グリーンです。

水耕栽培とは土を使わず、主に水を
利用して作物を栽培する方法です。一
般的な土耕栽培に比べ水やりや除草な
どの手間がなく手軽に取り組めること
が最大の特徴。また室内での栽培が
可能であるため、天候等に左右される
ことなく、安定した農作物の収穫量が
期待できると言われています。グリー
ン・グリーンの代表取締役、上杉仁さ
んは「水耕栽培であれば農業に必要な
土壌管理などのノウハウや、日々の管
理などにおける肉体的な労働は必要あ
りません。そのため子どもからお年寄
りまで、簡単に農業に親しむことがで
きます。今後、農業の担い手がさらに
減っていく中、一人ひとりが生産者に
なれば、食料自給率を高めることも可
能」と自信をのぞかせます。

グリーン・グリーンが提供している
のは家庭菜園レベルの水耕栽培キット
から、事業用の大規模な資機材まで
多岐にわたります。また水耕栽培専用
の肥料も自社で開発。新規就農に対
するコンサルティング事業も展開する
など、水耕栽培の“担い手”を全国で
増やしています。
「独立当時、欧米では水耕栽培も盛
んでしたが、日本では主流でなく資機
材も肥料も発展途上。そのため商品
開発においては、ユーザーの意見を取
り入れながら改良を重ねてきました。
例えば『水耕栽培の野菜がおいしくな
い』『化学肥料の臭いがする』『コスト
が高い』など、多くの意見に耳を傾
け、きめ細かく対応しています。その
分、大手メーカーよりもユーザーに寄

有限会社グリーン・グリーン　代表取締役　上杉 仁氏

2グリーン・グリーンが自社開発した家庭用の肥料。『だるそうな時のサ
プリ』などユーザーが使いたくなる商品開発を展開

4手軽に始められるのが水耕栽培の最大のメリット。土を扱わないため
衣服なども汚れず、ビルの屋上などで取り組む企業もある

1『アマテラス』をはじめ水耕栽培は無農薬栽培も可能。安心安全な食
の提供という面からも、上杉さんは水耕栽培を勧めている

3 大手メーカーともコラボして、手軽に始められる水耕栽培キット
『greenteria』を販売。ホームセンターなどで取り扱われている

【プロフィール】
福岡県出身。不動産業などを経て独立。
農業の担い手不足などに注目し、水耕
栽培用の肥料をはじめ、事業・家庭用の
水耕栽培資材などを開発。社名のグリー
ン・グリーンには「全国に緑を増やした
い」という願いが込められている。

有限会社グリーン・グリーン
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1-4-1

ハイザックビル803
TEL 092-737-7713

https://green2.jp/
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ユーザー本位のスタンスにこそ、上杉
さんの『大手に負けない』という気概
が表れています。
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福岡商工会議所創立140年

世界の商工会議所

世界において、商工会議所の歴史は遠く中世期にさかのぼ
ります。欧州の商工業がまだ近代資本主義の洗礼をうける以
前、フランス、ドイツ、イギリスの諸都市には商工業者の間で結
成された「ギルド」組織が普及していました。このような中世期
経済社会を母体として、フランスのマルセイユに誕生したの
が、今日における商工会議所の最初の形態とされています。
1599年、日本では関ヶ原の戦いの前年のことです。

その後、17世紀後半から18世紀にかけ、フランスで発達した
商工会議所はナポレオ
ン 一 世 の 欧 州 制 覇 に
従ってライン河畔の諸国
に波及し、ドイツ、オラン
ダ 、ブルガリア 、スペイ
ン、イタリアほか欧州諸
国 に 、フランスに 範を
とった 商 工 会 議 所 が
続 と々設立されました。

福岡商工会議所は令和元年10月13日に創立140 年を迎えます。
この140 年を機に商工会議所の誕生からこれまでの軌跡を振り返ります。

そして、これまでの先人の功績を礎に、未来へ向けて、福岡商工会議所はこれからも
地域のため・市民のため、たゆまぬ努力を続け、より良い地域社会を実現していきます。

Ⅱ. 胎動　明治～昭和（初期）

現在のマルセイユ -プロバンス商工会議所
（世界初の商工会議所）

東京商法会議所（設立当時）

那珂川河口と博多港・明治 30 年頃

福岡商法会議所設立時に事務所を置いた
第十七国立銀行本店

日本における商工会議所の成り立ち

日本で最初に商工会議所が設立されたのは、1878年（明治
11年）3月、東京でのことです。また同年、大阪、兵庫にも設立さ
れました。

時の明治政府は、欧米諸国に立ち遅れた国力を増強するた
めに「富国強兵」「殖産興業」「文明開化」といった国策を掲げ、
特に外国貿易振興のための商工業者の機関を必要としていま
した。幕末に欧米列強と締結した「貿易に関する不平等条約」
の改正に向けて交渉に当たっていた内務卿・伊藤博文らは、

「条約改正は国民の世論である」と訴えました。しかし、英国公
使パークスは「条約改正は国民の世論と言うが、国会も商工会
議所もない日本が、ど
のようにして世論を聞
くのか」と強く反論さ
れたそうです。これら
をきっかけとして、伊藤
博文や大隈重信らが、

「日本資本主義の父」
とも言われる実業界の
渋沢栄一に相談をもち

かけ、これに応じる形で、渋沢が商工会議所の設立を提唱しま
した。もともと、渋沢は、「日本が国際的に認められるためには、
実業界がまず、しっかりしなければならず、なおかつ、国際化を
果たしていかなければならない。でなければ、日本は欧米列強
の属国になってしまう」と強い危機感を持っていたそうです。

帝国議会が始まったのが1890年（明治23年）ですので、商工
会議所は、帝国議会の12年も前に設立されたことになります。

このように、商工会議所は、日本で最初の国際的に通用する
意見集約機関と言えます。設立以来、商工会議所は一貫して、
商工業者を中心とする意見集約・提言活動を行い、日本の近
代化に大きく貢献してきました。

福岡商工会議所の設立1879年（明治12年）
東京での設立から遅れること1年半。福博を代表するそうそ

うたる面々32名の連署をもって商法会議所設立願が福岡県庁
へ提出されました。発起人の職業をみると、商業 16名、醸造 4
名、工業 3名、金融 3名、新聞 2名、その他・不明 4名となってお
り、古くから商人の町であったことがうかがい知れます。

これにより、「福岡商法会議所」が明治12年10月13日に設立
され、初代会頭には中村五平・第十七銀行頭取が就きました。
既に東京・大阪・兵庫・堺・長崎には設立されていたので、全国
で6番目の設立となります。この日を起源に名称や形態が変わ
りながらも福岡商法会議所は地域経済界の先導者の役割を
担って門出の一歩を踏み出すことになりました。

博多港開港を建議 1896 年（明治29 年）

日清戦争の勝利によっ
て対外発展の機運が高
まる明治29年4月、福岡
市で開催された第5回商
業会議所連合会で、博多
商業会議 所の提案した

「開港場増設ノ意見ヲ其
筋ニ開申請願スルノ件」
が可決されました。さらに、博多港を指定港にする請願の署名
運動が繰り広げられるなど市民運動の後押しもあり、当所は
政府に建議しました。そうした働き掛けの結果、明治29年10月
に、博多港が特別輸出入港に指定されました。

日清戦争の真っただ中という時期から、博多商業会議所の
有志は、対外貿易に向けて協議を進めるなど布石を打ち始め、
福岡が時運の先頭に立って提唱した開港場増設の意見は実を
結びました。

博多駅移転要求の口火を切る
46 年後の昭和 38 年に実現 1918 年（大正7 年）

明治中期に九州で最初の鉄道が開業し、経済の発展に伴い
鉄道輸送量は急速に伸びていきました。大正7年には、現在の
祇園町付近にあった博多駅について“線路が市の南北発展を
阻害している”、“新たな線の乗り入れのための拡張の余地がな
い”、“乗降客・貨物の増大によって駅舎が狭隘化している”との
理由から将来発展のうえで不適当との意見をまとめ、博多駅の
位置を比恵付近まで移転させるよう九州鉄道管理局に申し入
れました。

この申し入れによって博多駅移転要求の口火は切られまし
た。駅移転が実現するのは46年後の昭和38年12月のことです
が、それまでの間、本会議所が先鋒となって取り組みました。ま
た、その間には、線路が日常の商業活動を不便にしていることか

郵便局庁舎を新築し逓信省に貸し付け、
博多部への郵便局設置を実現 1923 年（大正12 年）

大正の2ケタの時代になると福岡市の発展も目覚ましく、郵
便業務も激増しました。当時、福岡部の天神町に福岡郵便局

（一等局）がありましたが、商工業の中心地である博多部には
集配業務を取り扱う郵便局がなく、商工業者にとっては不便
で取引上でも多くの支障があったことから、博多商業会議所は
大正10年7月、博多部に二等郵便局を設置するよう政府に建
議しました。

政府は建議の趣旨は受け入れたものの経費の関係から設置
は叶えられそうになかったため、検討の結果、当所が郵便局の
庁舎を新築し、それを逓
信省に貸し付けるという
方法に思い至りました。
これも資金調達が思うに
まかせず、地元企業に協
力を仰ぎ、大正12年11月
に博多郵便 局が設置さ
れました。

関門トンネルを通過する最初の営業列車

関門海底鉄道の布設を提言1896年（明治29年）

商業会議所の全国組織である商業会議所連合会の第5回
総会に博多商業会議所は開港場増設のほかにも、「関門海峡
ニ海底鉄道ヲ布設スル儀ニ付政府ニ建議シ並ニ貴衆両院ニ
請願スル件」を提出しました。

議案のスケールがあまりに大きかったため、理解を得るに至
らず、同議案は取り下げられましたが、関門海底トンネルは、こ
の時から46年後の昭和17年に下り列車が、昭和19年に上り
列車が走って全面開通し
ました。当時は日の目を
見るに至りませんでした
が、時代の進運によって

「関門海底鉄道」は先見
性あふれる構想であった
ことが証明されました。

東京商法会議所
初代会頭　渋沢栄一

大阪商法会議所
初代会頭　五代友厚

初代会頭　中村五平
「二十年後ノ大福岡構想図」

「二十年後ノ大福岡構想図」に
市民が釘付け1943 年（昭和 18 年）

戦時中の昭和18年3月に「新生大南方展」が会議所で開催さ
れ、3万人を超える観覧客を集めて賑わいました。その中で観覧
客を釘付けにしたのが、「二十年後ノ大福岡構想図」です。

昭和38年には福岡市の都市機能がこのように変貌している
という夢をはらんだ未来図が描かれたもので、例えば、博多駅
が後方へ移転し、新幹線に相当する新線がほぼ現在の地点を
走り、市区を8区に整備して香椎や姪浜にも区役所を設置する
など、当時としては思い切ったプランだったと高く評価されてい
ます。70cm×135cmのパネルは、今も商工会議所に飾られて
います。

明治 42 年祇園町に誕生した2 代目博多駅

本会議所の斡旋で開庁した博多郵便局

【はじめに】

ら、地下道や跨線橋の設
置を市に要望したり、鉄
道を高架線にするよう国
に建議もしました。高架
鉄道は昭和初期において
は斬新で思い切った提案
であったとされています。
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に建議もしました。高架
鉄道は昭和初期において
は斬新で思い切った提案
であったとされています。

Ⅰ. 草創　世界～日本～福岡
福岡商工会議所の軌跡
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高度成長と街づくりに貢献

経済成長に伴い、都市問題が経済界
でも重要課題としてクローズアップされ
てきました。

昭和30年代になると西鉄大牟田線・
福岡駅の乗降客は増え、周辺の交通渋
滞も起き、将来の交通に万全を期しがた
くなってきたことから、福岡駅から薬院
新川までの高架化が行われました。これ
により天神交差点一帯は整い、福岡市の
商工業充実への足固めとなりましたが、
当所はこの基本構想が決まるに先だつ
昭和35年に、高架区間は福岡駅～平尾
駅間とするよう要望書を提出。将来の交通事情をよく見通し、
関係者の勇断を求めた有意義な提言とされ、最終的に同区間

新国際空港を提言

福岡空港の施設 対応
能力の現状を踏まえ、長
期的な視野に立って新国
際空港建設の必要性を
調査・研究する目的で、平
成元年8月に新国際空港
問題特別委員会を設置し
て検討を重ね、同年12月
には「新国際空港建設の
促進についての要望」を県・市に提出しました。行政・経済界で

中小企業へきめ細かな施策を展開

日本経済の成長・発展に伴い大企業と中小企業の格差はさ
らに顕著となり、中小企業問題は複雑化し困難の度合いを深
めてきました。当所は従来から中小企業対策に力を注いできま
したが、年ごとに経営や技術に関する相談や指導、事業資金の
借入れの斡旋などの実績が増加し、当所の事業活動の中でも
大きなウェイトを占めるようになりました。

昭和48年6月には、よりきめ細かで親しみやすい経営相談
を推進する体制を整えるため、その前年に発足した5区にそれ
ぞれ支所を、香椎地区に出張所を開設。さらに、同年10月に国
の制度として創設された小規模経営改善資金融資制度（マル
ケイ融資）を活用して小規模事業者の指導や相談にあたり、利
用は次第に増えていきました。

このほか、労務対策の一環
として昭和47年11月には、特定
退職金共済制度と会員事業所
共済制度を創設。いずれも会
員企業の支持を集め、今日も
多くの加入者にご利用いただ
いています。

Ⅲ. 発展　昭和（中期～）

Ⅳ. 成熟　平成

Ⅴ. そして未来へ・・・　令和

建設当時の福岡商工会議所ビル（昭和 45 年） 昭和 57 年 第 1 回博多うまかもん市を開催

平成 20 年 福岡アジアコレクションを開催 平成 26 年 Food EXPO Kyushuを開催

支所開設の広告　昭和 48 年 10月15日
西日本新聞

平成 3 年 博多伝統芸能振興会設立
博多をどりを開催

平成 12 年 新人芸妓の育成を開始

経営指導員を派遣、被災事業者の
営業再開に向けた支援を行う

博多どんたくで義援金を募る

伝統芸能の保存・育成
博多伝統芸能振興会の設立

博多の花柳界は大正から昭和初期にかけて約2,000人の芸
妓をかかえ、全国有数の規模を誇った時期もありましたが、時
代の移り変わりとともに減少していきました。経済界を中心に
地元伝統芸能の保存・育成の声が高まったことを受け、平成3
年に博多伝統芸能振興会を設立。昭和61年以降途絶えていた

「博多をどり」を復活させました。平成11年からは会場を博多座
に移し、博多の伝統芸能の担い手
である博多券番の芸妓衆が総出
演する邦楽邦舞のイベントとして、
また年末の風物詩として定着して
います。さらに、平成12年からは数
次にわたり、伝統芸能の伝承者た
る新人芸妓の募集・育成を行って
います。

平成29年11月には、櫛田
神社前に「博多伝統芸能館」
を開設。地元はもとより外国
人観光客も多く迎え入れ、博
多の伝統文化に“触れる”“体
験できる”観光拠点となって
います。

各地商工会議所と連携し、災害からの復興を支援

平成28年4月に発生した「熊本地震」は、生産活動の停滞、
交通・物流網の寸断、旅行・宿泊キャンセルなどのほか、中小
企業においても直接・間接問わず震災被害をもたらし、九州経
済に甚大な影響を与えました。未曽有の大災害から一日も早い
復旧・復興を図るため、福岡商工会議所会頭が会長を務める
九州商工会議所連合会は他の経済団体とともに国へ総合的
な支援を要望し、小規模事業者持続化補助金や九州ふっこう
割などの施策に繋げました。

また、震災1か月後から約2か月の間、全国52商工会議所か
ら67人の経営指導員を現地へ応援派遣して約4,000件の経
営相談にあたり、多くの被災した事業者に寄り添い事業再開
や資金繰りなどのサポートを行いました。このほか、全国から
寄せられた約4億円もの義
援金を活用し、被災商工会
議所の復旧、九州・熊本の観
光復興事業を行うなど、商工
会議所の全国ネットワークを
活かした支援活動を展開し
ました。

福岡アジアコレクション、Food EXPO Kyushu
地域の強みを活かした経済・産業の振興

平成20年から、ファッション分野における福岡の優れたポテ
ンシャルを活かし、アジアのファッション産業の拠点として発信
力を高めるために「福岡アジアコレクション」を開催。さらに、平
成25年からは商業施設と一緒になって「ファッションウィーク福
岡」（現：ファッションマンス福岡）を開催し、「ファッションの街・
ショッピングの街『福岡』」を国内外にアピールし、街全体を盛り
上げ、地域経済への波及効果を高めるべく取り組んでいます。

昭和22年5月24～25日に
「祝福岡市復興祭・みなと祭」

を開催し、戦後の焼け野原
から復活

博多どんたく復興 1947 年（昭和 22 年）

博多・奈良屋小学校区は、昭和20年6月19日の大空襲によっ
て、一面焼け野原となりました。無い無いづくしの中、仮設の住
まいが建ち始め、旧商店主が商店街建設に立ちあがり、昭和
21年5月25日には、「第一次博多復興祭」と銘打った祭りが開催
されました。「博多どんたく」のお囃子を瓦礫の町に響かせなが
ら練り歩いたことが復興への大きな勇気を与えたとされており
ます。

この翌年、社会世相も不安定な中で、博多の街おこしとして
新天町が創業し、福岡地区にも明るい話題が生まれてきた頃、
福岡市と福岡商工会議所の音頭取りで「博多どんたく」の復
活が8年振りに正式に立ちあがり、昭和22年5月24～25日、「祝
福岡市復興祭・みなと祭」と銘打って行われました。この復興
祭が、今日200万人以上の人々が祝い合う福岡市民の祭りの
戦後の起爆点となったものです。

昭和 21 年 新生・社団法人
福岡商工会議所の創立総会

この廃墟の中から福岡市民は
立ちあがった

高架化される前の
西鉄福岡駅周辺

取り壊される前の
因幡町商店街

平成 5 年 県・市と
福岡空港将来構想検討委員会設立

平成 28 年 九州商工会議所連合会で
安倍首相へ要望

の高架化が平成7年に完了しています。
また、昭和40年代には、地域開発や防災上の観点から早急

な再開発が必要であったことから、昭和43年、商店街が行う
再開発事業の奨励促進のため、固定資産税の大幅軽減を市
に要望し実現しました。天神地区の商店街の再開発には関係
者の調整にも努めました。

も「福岡空港将来構想検討委員会」設置をはじめ議論が重ね
られ、平成17年からはパブリック・インボルブメント（PI）の手法
を用いて今後の福岡空港のあり方を検討。当所も検討の各段
階において、続けて意見を陳述しました。

福岡空港の過密化対策としては、平成27年に、現滑走路
の西側に2,500mの滑走路を増設する方針が決定。令和6
年度の運用開始に向けて工事が進められています。

福岡・九州の強みである食は、生産から加工、販売・サービ
ス、さらにその魅力を発信することで観光面での集客強化に
繋がるなど幅広い業種の活性化に寄与することから、平成26
年より「Food EXPO Kyushu」を開催しています。

ファッションや食などの地域ならではの特性や強みを最大
限に活かした経済・産業の振興を図り、さらに街の活力を高め
るべく取り組んでいます。

「創立140周年特設サイト」のご紹介
福岡商工会議所のホームページ内に特設サイトを開設いたします。
創立140周年にあたり、皆さまからのメッセージを募集しております。
ぜひ、ご覧いただくとともに、ご投稿もお願いいたします。

本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　総務・人事グループ　TEL 092-441-1110　E-mail：fksomu@fukunet.or.jp

これからも福岡商工会議所は、新たな時代を担う地域経済と商工業の発展に邁進
“アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築”
“地域を支え、成長し続ける商工業者の支援”

サイトイメージ
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経済成長に伴い、都市問題が経済界
でも重要課題としてクローズアップされ
てきました。

昭和30年代になると西鉄大牟田線・
福岡駅の乗降客は増え、周辺の交通渋
滞も起き、将来の交通に万全を期しがた
くなってきたことから、福岡駅から薬院
新川までの高架化が行われました。これ
により天神交差点一帯は整い、福岡市の
商工業充実への足固めとなりましたが、
当所はこの基本構想が決まるに先だつ
昭和35年に、高架区間は福岡駅～平尾
駅間とするよう要望書を提出。将来の交通事情をよく見通し、
関係者の勇断を求めた有意義な提言とされ、最終的に同区間

新国際空港を提言

福岡空港の施設 対応
能力の現状を踏まえ、長
期的な視野に立って新国
際空港建設の必要性を
調査・研究する目的で、平
成元年8月に新国際空港
問題特別委員会を設置し
て検討を重ね、同年12月
には「新国際空港建設の
促進についての要望」を県・市に提出しました。行政・経済界で

中小企業へきめ細かな施策を展開

日本経済の成長・発展に伴い大企業と中小企業の格差はさ
らに顕著となり、中小企業問題は複雑化し困難の度合いを深
めてきました。当所は従来から中小企業対策に力を注いできま
したが、年ごとに経営や技術に関する相談や指導、事業資金の
借入れの斡旋などの実績が増加し、当所の事業活動の中でも
大きなウェイトを占めるようになりました。

昭和48年6月には、よりきめ細かで親しみやすい経営相談
を推進する体制を整えるため、その前年に発足した5区にそれ
ぞれ支所を、香椎地区に出張所を開設。さらに、同年10月に国
の制度として創設された小規模経営改善資金融資制度（マル
ケイ融資）を活用して小規模事業者の指導や相談にあたり、利
用は次第に増えていきました。

このほか、労務対策の一環
として昭和47年11月には、特定
退職金共済制度と会員事業所
共済制度を創設。いずれも会
員企業の支持を集め、今日も
多くの加入者にご利用いただ
いています。

Ⅲ. 発展　昭和（中期～）

Ⅳ. 成熟　平成

Ⅴ. そして未来へ・・・　令和

建設当時の福岡商工会議所ビル（昭和 45 年） 昭和 57 年 第 1 回博多うまかもん市を開催

平成 20 年 福岡アジアコレクションを開催 平成 26 年 Food EXPO Kyushuを開催

支所開設の広告　昭和 48 年 10月15日
西日本新聞

平成 3 年 博多伝統芸能振興会設立
博多をどりを開催

平成 12 年 新人芸妓の育成を開始

経営指導員を派遣、被災事業者の
営業再開に向けた支援を行う

博多どんたくで義援金を募る

伝統芸能の保存・育成
博多伝統芸能振興会の設立

博多の花柳界は大正から昭和初期にかけて約2,000人の芸
妓をかかえ、全国有数の規模を誇った時期もありましたが、時
代の移り変わりとともに減少していきました。経済界を中心に
地元伝統芸能の保存・育成の声が高まったことを受け、平成3
年に博多伝統芸能振興会を設立。昭和61年以降途絶えていた

「博多をどり」を復活させました。平成11年からは会場を博多座
に移し、博多の伝統芸能の担い手
である博多券番の芸妓衆が総出
演する邦楽邦舞のイベントとして、
また年末の風物詩として定着して
います。さらに、平成12年からは数
次にわたり、伝統芸能の伝承者た
る新人芸妓の募集・育成を行って
います。

平成29年11月には、櫛田
神社前に「博多伝統芸能館」
を開設。地元はもとより外国
人観光客も多く迎え入れ、博
多の伝統文化に“触れる”“体
験できる”観光拠点となって
います。

各地商工会議所と連携し、災害からの復興を支援

平成28年4月に発生した「熊本地震」は、生産活動の停滞、
交通・物流網の寸断、旅行・宿泊キャンセルなどのほか、中小
企業においても直接・間接問わず震災被害をもたらし、九州経
済に甚大な影響を与えました。未曽有の大災害から一日も早い
復旧・復興を図るため、福岡商工会議所会頭が会長を務める
九州商工会議所連合会は他の経済団体とともに国へ総合的
な支援を要望し、小規模事業者持続化補助金や九州ふっこう
割などの施策に繋げました。

また、震災1か月後から約2か月の間、全国52商工会議所か
ら67人の経営指導員を現地へ応援派遣して約4,000件の経
営相談にあたり、多くの被災した事業者に寄り添い事業再開
や資金繰りなどのサポートを行いました。このほか、全国から
寄せられた約4億円もの義
援金を活用し、被災商工会
議所の復旧、九州・熊本の観
光復興事業を行うなど、商工
会議所の全国ネットワークを
活かした支援活動を展開し
ました。

福岡アジアコレクション、Food EXPO Kyushu
地域の強みを活かした経済・産業の振興

平成20年から、ファッション分野における福岡の優れたポテ
ンシャルを活かし、アジアのファッション産業の拠点として発信
力を高めるために「福岡アジアコレクション」を開催。さらに、平
成25年からは商業施設と一緒になって「ファッションウィーク福
岡」（現：ファッションマンス福岡）を開催し、「ファッションの街・
ショッピングの街『福岡』」を国内外にアピールし、街全体を盛り
上げ、地域経済への波及効果を高めるべく取り組んでいます。

昭和22年5月24～25日に
「祝福岡市復興祭・みなと祭」

を開催し、戦後の焼け野原
から復活

博多どんたく復興 1947 年（昭和 22 年）

博多・奈良屋小学校区は、昭和20年6月19日の大空襲によっ
て、一面焼け野原となりました。無い無いづくしの中、仮設の住
まいが建ち始め、旧商店主が商店街建設に立ちあがり、昭和
21年5月25日には、「第一次博多復興祭」と銘打った祭りが開催
されました。「博多どんたく」のお囃子を瓦礫の町に響かせなが
ら練り歩いたことが復興への大きな勇気を与えたとされており
ます。

この翌年、社会世相も不安定な中で、博多の街おこしとして
新天町が創業し、福岡地区にも明るい話題が生まれてきた頃、
福岡市と福岡商工会議所の音頭取りで「博多どんたく」の復
活が8年振りに正式に立ちあがり、昭和22年5月24～25日、「祝
福岡市復興祭・みなと祭」と銘打って行われました。この復興
祭が、今日200万人以上の人々が祝い合う福岡市民の祭りの
戦後の起爆点となったものです。

昭和 21 年 新生・社団法人
福岡商工会議所の創立総会

この廃墟の中から福岡市民は
立ちあがった

高架化される前の
西鉄福岡駅周辺

取り壊される前の
因幡町商店街

平成 5 年 県・市と
福岡空港将来構想検討委員会設立

平成 28 年 九州商工会議所連合会で
安倍首相へ要望

の高架化が平成7年に完了しています。
また、昭和40年代には、地域開発や防災上の観点から早急

な再開発が必要であったことから、昭和43年、商店街が行う
再開発事業の奨励促進のため、固定資産税の大幅軽減を市
に要望し実現しました。天神地区の商店街の再開発には関係
者の調整にも努めました。

も「福岡空港将来構想検討委員会」設置をはじめ議論が重ね
られ、平成17年からはパブリック・インボルブメント（PI）の手法
を用いて今後の福岡空港のあり方を検討。当所も検討の各段
階において、続けて意見を陳述しました。

福岡空港の過密化対策としては、平成27年に、現滑走路
の西側に2,500mの滑走路を増設する方針が決定。令和6
年度の運用開始に向けて工事が進められています。

福岡・九州の強みである食は、生産から加工、販売・サービ
ス、さらにその魅力を発信することで観光面での集客強化に
繋がるなど幅広い業種の活性化に寄与することから、平成26
年より「Food EXPO Kyushu」を開催しています。

ファッションや食などの地域ならではの特性や強みを最大
限に活かした経済・産業の振興を図り、さらに街の活力を高め
るべく取り組んでいます。

「創立140周年特設サイト」のご紹介
福岡商工会議所のホームページ内に特設サイトを開設いたします。
創立140周年にあたり、皆さまからのメッセージを募集しております。
ぜひ、ご覧いただくとともに、ご投稿もお願いいたします。

本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　総務・人事グループ　TEL 092-441-1110　E-mail：fksomu@fukunet.or.jp

これからも福岡商工会議所は、新たな時代を担う地域経済と商工業の発展に邁進
“アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築”
“地域を支え、成長し続ける商工業者の支援”

サイトイメージ
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9.4

　当所工業部会（部会長 = 井上賢司・㈱

大洋サンソ取締役会長）は、モノづくり企

業のビジネスチャンス創出を目的に初の試

みとなるビジネス交流会を開催。

　工業部会会員を中心とするモノづくり関

連企業等52社が出展、162名が参加した。

当日は出展ブースのほか、プレゼンタイム

も実施し、12社が登壇した。

　終了後の交流懇親会では投票で決定

したプレゼン企業の表彰も行い 3 社が受

賞した。

　当所観光・飲食部会（部会長 = 粥川昌

洋・㈱極東フーズコーポレーション代表取

締役社長）とMICE・観光振興委員会（委

員長 = 水嶋修三・㈱ホテルオークラ福岡

代表取締役会長）は8月26日、「インバウン

ド（欧米豪）対策セミナー」を開催し、98

名が参加した。

　ジャパンショッピングツーリズム協会の

吉川廣司氏を招き、RWCにて来福が予想

される欧米豪の観光客に焦点をあて、1ヵ

月前でも間に合う取り組みなどを紹介した。

活発に交流を行う参加者

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

部　会

工業部会主催
ビジネス交流会開催

8.26

講演に熱心に耳を傾ける参加者

●地域振興グループ　TEL 092-441-1149

部　会

観光・飲食部会 MICE・観光振
興委員会共催セミナー

9.6

　福岡商工会議所女性会（会長 = 山口勝

子・㈱山口油屋福太郎　取締役相談役）

は、9月6日に鹿児島市で開催された「第

51回全国商工会議所女性会連合会 鹿児島

全国大会」に参加。当所女性会から19名、

全国各地から330女性会2,574 名が参加し

た。

　全国大会では、全商女連50年間の振り

返りや、第 19 回目となる女性起業家大賞

の授賞式等が行われた。

　また記念講演会では、作家　林 真理子氏

が、『私の仕事から』と題し、講演を行った。

全国大会会場にて

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

第51回全国商工会議所
女性会連合会 鹿児島全国大会

9.6

　福岡県商工会議所連合会（会長 = 藤永

会頭）は、飯塚市で第133回通常会員総会

を開催。県内19商工会議所の会頭、副会

頭、専務理事ら43 名が出席した。藤永会

長は挨拶で「いろいろ課題も多い中で、中

小企業が会員の大部分を占める商工会議

所として、地に足をつけてしっかりと対応し

ていきたい」と述べた。総会では、中小企

業・小規模事業者の活動基盤の強化、

経済活動に必要なインフラ整備などを盛

り込んだ要望案を審議し、原案通り承認

された。

総会冒頭で挨拶をする藤永会長

●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133回通常会員総会

9.18

　九州商工会議所連合会（会長＝藤永会

頭）は 9月18日、経済産業省、財務省、

国土交通省、観光庁を訪問し、6月の総

会で決議した「経済政策に係わる要望」を

大臣や政務官等に手渡しした。また「『令

和元年 8月の前線に伴う大雨』災害からの

復旧に関する緊急要望」についても上記省

庁に加え、内閣府に提出し、一日も早い

復旧に対する支援を求めた。

　財務省では麻生太郎副総理兼財務大臣

に面会し九州経済やインフラの整備等につ

いて意見交換を行った。

　当所運輸・港湾・貿易部会（部会長 =

眞鍋博俊・福岡県運輸事業協同組合連合

会 理事）は9月12日、部会視察会を開催。

34 名が参加。

　世界文化遺産に登録された『三池港』を

視察。その後、米蔵として使われていた建

物をリノベーションしたカフェ『ROOTH 

2-3-3』に移動し、3月に運行を開始した

“地域を味わう旅列車『THE RAIL KITCHEN 

CHIKUGO』”の企画担当者より導入目的な

どについて説明を受けたあと、参加者全員

で、実際に乗車した。

麻生副総理兼財務大臣と藤永会長ら

●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
要望活動

運輸・港湾・貿易部会
部会視察会

9.12

旅列車の前で記念撮影をする一行

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

部　会

FCCI NEWS 会議所の動き
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10月に発行予定の団体（令和元年9月13日時点）

■香椎商工連盟
　『とくとく香椎商品券』
　10月15日（火）・10月16日（水）【4,000冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■ソラリアプラザ商店会
　『ソラリアプラザプレミアムお買物券』
　10月11日（金）～10月13日（日）【2,500冊】
　「10,000円で12,000円相当、（1,000円券×10枚・500枚×4枚）」

■博多駅ビル商店会／朝日地下センター商店会
　『生活応援「よかふく商品券」』
　10月10日（木）・10月11日（金）【2,500冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■高取商店街振興組合
　『高取商店街プレミアム付商品券』
　10月26日（土）・10月27日（日）【300冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■西新中西商店街組合
　『西新中西商店街プレミアム付商品券』
　10月11日（金）・10月12日（土）【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■イオンマリナタウン同友店会
　『イオンマリナタウン専門店専用プレミアムお買物券』
　10月25日（金）～10月27日（日）【2,000冊】
　「5,000円で6,000円相当、（500円券×12枚）」

■新天町商店街商業協同組合
　『新天町プレミアム商品券』
　10月11日（金）・10月12日（土）【2,000冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■上川端商店街振興組合/川端中央商店街振興組合
　『博多川端プレミアム商品券』
　10月1日（火）～【5,000冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■小笹商店会
　『小笹プレミアム商品券』
　10月5日（土）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■花みずき通り商店会
　『花みずき通り商店会プレミアム付地域振興券』
　10月1日（火）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/area/premium/

10月発行 プレミアム 付 地 域 商 品 券10月発行 プレミアム 付 地 域 商 品 券
　市内商店街等の団体で10%～20%のプレミアムが付いた地域商品券が発行されます。随時ホームページ等でお知らせしてまいります
ので、お近くの商店街等にてお買い求めください。

販売の詳細や販売状況については、
各発行商店街等団体にお問い合わせください。

10月1日スタートの経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」への
同時申込が可能です
※ただし、クレジットカードや電子マネーは同時申込の対象外ですので別途お申し込みが必要です
※Origami Payは、本事業において9月以降の新規受付は終了しました
※d払いは12月以降、LINE Payは2月以降JPQRに統一されます

お申し込み・お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/jpqr/

加盟店募集中
「JPQR」は、国内の決済サービスが個別に発行していた QR コードの規格を統一して 1つに

まとめる国の取り組みです。期間中のお申し込みで、決済手数料の優遇をうけることができます。

申込期限が迫っています

※手数料の優遇期間は2019年8月1日～2020年6月30日まで

国内8つの

決済用QR
が1つに!

10月 31日（木）必着

数量限定!このチャンスを見逃すな! 販売継続中!お買い求めはお早めに!

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!!

【①2団体出演 90分公演】●日時＝11月9日（土）
13:00～14:30●出演団体＝博多芸妓、福岡民踊
舞踊四季の会●参加費=5,000円（お一人様）

【②博多芸妓出演 50 分公演】●日時＝10月26日
（土）13:00～13:50、11 月21日（木）16:00～
16:50、11月30日（土）13:00～13:50●出演団
体＝博多芸妓●参加費＝3,000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。
今年も、12 月 7 日（土）に博多座にて「博多を
どり」を開催します。詳細は 8 ページをご覧くだ
さい !!

DRUM TAO2019 
「ザ・ドラマーズFINAL」

-------------------------------------------------------
●優待内容＝福岡・北九州公演：【S席】6,700円→
6,000円、久留米公演：【S席】6,500円→5,850円
●対象日程＝①12月3日（火）19:00、4日（水）
13:00、②12月8日（日）16:30、③12月13日（金）

19:00、14日（土）13:00/18:00●申込締切＝10
月31日（木）●場所＝①北九州芸術劇場、②久留
米シティプラザ、③福岡市民会館●申込方法＝当所
HPにてお申し込み 
※各日先着20名

GLAY ARENA TOUR 2019-2020  
DEMOCRACY 25TH HOTEL GLAY 
THE SUITE ROOM
-------------------------------------------------------

●優待内容＝特別先行販売【S 席】8,800 円→
8,360 円●対象日程＝12 月 14 日（土）～15 日

（日）●申込締切＝10月27日（日）●場所＝マリン
メッセ福岡●申込方法＝当所 HPよりパスワード

［glay2019］を入力の上、お申し込み

第153回　1～3級
日商簿記

-------------------------------------------------------
簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理し
て、経営成績と財務状態を明らかにする技能で
す。●申込期間＝9 月 20 日（金）～ 10 月 14 日

（月・祝）●受験料＝1 級 7,850 円、2 級 4,720
円、3級 2,850円●検定対策講座あり

第47回　1～3級
カラーコーディネーター

-------------------------------------------------------
実践的・理論的な色彩の知識が身につき、説得
力をもった色彩計画やイメージ戦略が可能になり
ます。●申込期間＝9 月17日（火）～ 10 月18日

（金）●受験料＝1 級 9,620円、2 級 7,480円、3
級 5,340円

第46回　1～3級
ビジネス実務法務

-------------------------------------------------------
コンプライアンス管理、リスク回避の取り組みに
最適。法務部門に限らず、営業・販売・総務・
人事、あらゆる職種の方が受験しています。●申
込期間＝9月24日（火）～ 10月25日（金）●受験
料＝1級 11,000円、2級 6,600円、3級 4,400円

第27回
環境社会（eco検定）

-------------------------------------------------------
率先して環境問題に取り組む「人づくり」と環境と
経済を両立させた「持続可能な社会づくり」を目指

します。●申込期間＝10 月1日（火）～11 月1日
（金）●受験料＝5,500円

第38回
BATIC（国際会計検定）

-------------------------------------------------------
IFRS（国際財務報告基準）というグローバルな会
計ルール導入に向けた人材の確保・育成に活用
できます。●申込期間＝10月1日（火）～11月1日

（金）●受験料＝10,340 円（Subject1 のみ…
5,500円、Subject2のみ…8,140円）

試
験
日

11/17
（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。

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

12/1
（日）

試
験
日

12/8
（日）

試
験
日

12/15
（日）

試
験
日

12/15
（日）

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

「メルチャリ」ポートを
設置しませんか?

　メルチャリは、スマートフォン
を使いさっと乗ってパッと移動でき
るシェアサイクルサービスです。福
岡市中心部で200箇所以上のポート
を展開し、「メルチャリ」を活用した

「福岡スマートシェアサイクル実証
実験」を実施しています。ポート
オーナーを募集中です。駐輪ポート
設置をぜひご検討ください。

▶対　象 : エ リ ア ⇒博多駅・天神
駅・ウォーターフロン
ト地区から2㎞圏内

　面　積 ⇒自転車 3 台程
度 以 上（ 1 台 あ た り 幅
60㎝、長さ150㎝）

※事前登録後に設置可否を検討いたします

▶設置物 : 簡易なメルチャリ駐輪
マット等（工事等は不要）

【お問い合わせ】
福岡市総務企画局企画調整部　

TEL：092-711-4866
http://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/
kikaku/smartcycle/index.html

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。
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10月に発行予定の団体（令和元年9月13日時点）

■香椎商工連盟
　『とくとく香椎商品券』
　10月15日（火）・10月16日（水）【4,000冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■ソラリアプラザ商店会
　『ソラリアプラザプレミアムお買物券』
　10月11日（金）～10月13日（日）【2,500冊】
　「10,000円で12,000円相当、（1,000円券×10枚・500枚×4枚）」

■博多駅ビル商店会／朝日地下センター商店会
　『生活応援「よかふく商品券」』
　10月10日（木）・10月11日（金）【2,500冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■高取商店街振興組合
　『高取商店街プレミアム付商品券』
　10月26日（土）・10月27日（日）【300冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■西新中西商店街組合
　『西新中西商店街プレミアム付商品券』
　10月11日（金）・10月12日（土）【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■イオンマリナタウン同友店会
　『イオンマリナタウン専門店専用プレミアムお買物券』
　10月25日（金）～10月27日（日）【2,000冊】
　「5,000円で6,000円相当、（500円券×12枚）」

■新天町商店街商業協同組合
　『新天町プレミアム商品券』
　10月11日（金）・10月12日（土）【2,000冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■上川端商店街振興組合/川端中央商店街振興組合
　『博多川端プレミアム商品券』
　10月1日（火）～【5,000冊】
　「10,000円で12,000円相当、（500円券×24枚）」

■小笹商店会
　『小笹プレミアム商品券』
　10月5日（土）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

■花みずき通り商店会
　『花みずき通り商店会プレミアム付地域振興券』
　10月1日（火）～【500冊】
　「10,000円で11,000円相当、（500円券×22枚）」

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/area/premium/

10月発行 プレミアム 付 地 域 商 品 券10月発行 プレミアム 付 地 域 商 品 券
　市内商店街等の団体で10%～20%のプレミアムが付いた地域商品券が発行されます。随時ホームページ等でお知らせしてまいります
ので、お近くの商店街等にてお買い求めください。

販売の詳細や販売状況については、
各発行商店街等団体にお問い合わせください。

10月1日スタートの経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」への
同時申込が可能です
※ただし、クレジットカードや電子マネーは同時申込の対象外ですので別途お申し込みが必要です
※Origami Payは、本事業において9月以降の新規受付は終了しました
※d払いは12月以降、LINE Payは2月以降JPQRに統一されます

お申し込み・お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/jpqr/

加盟店募集中
「JPQR」は、国内の決済サービスが個別に発行していた QR コードの規格を統一して 1つに

まとめる国の取り組みです。期間中のお申し込みで、決済手数料の優遇をうけることができます。

申込期限が迫っています

※手数料の優遇期間は2019年8月1日～2020年6月30日まで

国内8つの

決済用QR
が1つに!

10月 31日（木）必着

数量限定!このチャンスを見逃すな! 販売継続中!お買い求めはお早めに!
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お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　FAX 092-411-1600

2019年度 第1回

新入会員
交流会

交
流

　2016～2019年度新入会員の皆様を対象に「新入会員交流
会」を開催いたします。
　商工会議所の各種事業をご紹介するとともに、参加者同士が
気軽に交流できる場をご用意いたします。「ビジネスに商工会議
所の事業を活用したい」「多くの企業と交流し、取引先やビジネ
スの仲間を探したい」皆様は、この機会にぜひご参加ください！

・当日は会頭・副会頭・部会長が交流会へ参加予定です。
・会場内に参加企業の商品・パンフレットの展示スペース（無料）を設置します。
・その他、オプション企画をご準備しております。

11/15●金

■定　員： 100名（先着順）
■参加費： 一人あたり3,000円（税込）

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

■申　込：HPでのお申し込みのみ
　当所HPよりお申し込みください。
　https://www.fukunet.or.jp/

※申込確認後、『参加証』をメールにて送付いたしますので、
　当日ご持参のうえご参加ください。

福岡商工会議所
10:30～13:00

第一部／商工会議所事業ガイダンス（10:30～11:40）

第二部／会員交流会（12:00～13:00）

2016～2019年度  新入会員
（2016年4月1日以降にご入会いただいた方）

対象

参加費として
ご利用できます！
※有効期限内のもの
に限ります。

4階会議室

先着順／有料

料金：1,000円

料金：2,000円

オプション企画
１．当日参加者に配布する「参加企業リスト」に広告を掲載
　　できます。（A4：1ページ、書式自由）

２．「参加企業ブース」を別途設置できます。
　　（机1台分、電源使用可）
※詳細は当所HPよりご確認ください。

https://www.fukuoka-cgc.or.jp/

福岡県信用保証協会 検索
福岡地区担当部署
■営 業 部：☎092-415-2601
■大濠支所：☎092-734-59230120-112-249

【お問い合わせ先】

お客様相談フリーダイヤル

中小企業の
ベストパートナー
中小企業の

ベストパートナー
県内中小企業の4割以上が
信用保証を利用しています!!

信 用 保 証 協 会 と は

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

公的な
保証人
公的な
保証人

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に

「公的な保証人」となり、皆さまの
資金調達をサポートします。

経営支援の
取り組み
経営支援の
取り組み

中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。

ニーズに応じた
資金調達が可能
ニーズに応じた
資金調達が可能
創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、
多様な資金ニーズに
お応えします。

PR

お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112
URL：https://www.fukunet.or.jp

食べ飲み歩き
事業

第3回なんかせんばはしご酒大会
11月12日（火）～11月27日（水） 
詳細:https://www.facebook.com/nankasenba/

昨年、大橋駅～雑餉隈駅までを週替わりで「“南下”しながらはしご
酒を楽しんでほしい」という店主たちの願いから始まった「なんかせん
ばはしご酒大会」。3 回目の開催となる今回も、店舗数をさらに増や
し皆さまをお待ちしています!

第18回よござっしょはしご酒大会
11月12日（火）～11月14日（木）

ざっしょ自慢のお店が大集合!楽しいお店、新しい仲間に出逢える3日
間!!この機会に是非お越しください!! 

詳細:https://www.facebook.com/yogozassho/

第20回大橋酒遊
11月21日（木）

大橋の名店大集合!事務局推薦店2軒+お好きなお店2軒の4軒を
巡って4品食べて4杯飲めるお得な1日!!各店自慢の一品をぜひお楽
しみください！

詳細:https://www.facebook.com/ohashishuyu2012/

第4回とことこウォークin井尻
11月26日（火）～11月27日（水）

井尻の魅力再発見につながる2日間!井尻駅周辺のお店をとことこ食べ
歩き、とことこ吞み歩き、とことこお買い物しながら散策してみてください!

詳細:https://www.facebook.com/ijirisyotengai/

リニューアルホームページ公開予定日：令和元年10月１日（火）

福 岡 商 工 会 議 所 公 式 ホームページ

リニューアルのお 知らせ  
福 岡 商 工 会 議 所 公 式 ホームページ

リニューアルのお 知らせ  
福 岡 商 工 会 議 所 公 式 ホームページ

リニューアルのお 知らせ  
当所は、創立 140周年を迎えるにあたり、

会員企業や地域の皆様とのつながりを深めるため、
より的確に情報をお届けすることができるよう、

ホームページをリニューアルいたします。
今後とも当所活動へご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

▶ 欲しい情報に容易にアクセスできるよう情報を整理

▶  スマートフォンからも閲覧しやすいよう対応

▶  140 周年記念特設ページも設置

皆さまからのメッセージを募集しています。
「事業利用の感想」・「期待したいサービス」
「当所への期待」・「応援メッセージ」などなど
お気軽にご投稿ください。

※公開予定日が変更になる場合は、ホームページ上でお知らせいたします。
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お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112
URL：https://www.fukunet.or.jp

食べ飲み歩き
事業
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昨年、大橋駅～雑餉隈駅までを週替わりで「“南下”しながらはしご
酒を楽しんでほしい」という店主たちの願いから始まった「なんかせん
ばはしご酒大会」。3 回目の開催となる今回も、店舗数をさらに増や
し皆さまをお待ちしています!

第18回よござっしょはしご酒大会
11月12日（火）～11月14日（木）

ざっしょ自慢のお店が大集合!楽しいお店、新しい仲間に出逢える3日
間!!この機会に是非お越しください!! 

詳細:https://www.facebook.com/yogozassho/

第20回大橋酒遊
11月21日（木）

大橋の名店大集合!事務局推薦店2軒+お好きなお店2軒の4軒を
巡って4品食べて4杯飲めるお得な1日!!各店自慢の一品をぜひお楽
しみください！

詳細:https://www.facebook.com/ohashishuyu2012/

第4回とことこウォークin井尻
11月26日（火）～11月27日（水）

井尻の魅力再発見につながる2日間!井尻駅周辺のお店をとことこ食べ
歩き、とことこ吞み歩き、とことこお買い物しながら散策してみてください!

詳細:https://www.facebook.com/ijirisyotengai/

リニューアルホームページ公開予定日：令和元年10月１日（火）

福 岡 商 工 会 議 所 公 式 ホームページ

リニューアルのお 知らせ  
福 岡 商 工 会 議 所 公 式 ホームページ

リニューアルのお 知らせ  
福 岡 商 工 会 議 所 公 式 ホームページ

リニューアルのお 知らせ  
当所は、創立 140周年を迎えるにあたり、

会員企業や地域の皆様とのつながりを深めるため、
より的確に情報をお届けすることができるよう、

ホームページをリニューアルいたします。
今後とも当所活動へご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

▶ 欲しい情報に容易にアクセスできるよう情報を整理

▶  スマートフォンからも閲覧しやすいよう対応

▶  140 周年記念特設ページも設置

皆さまからのメッセージを募集しています。
「事業利用の感想」・「期待したいサービス」
「当所への期待」・「応援メッセージ」などなど
お気軽にご投稿ください。

※公開予定日が変更になる場合は、ホームページ上でお知らせいたします。
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城
南
区

東
区

博
多
区

中
央
区

（株）リッチライフ

（株）エミアス  香椎支店

刺繍工房ファースト

（株）ストライク  福岡オフィス

（株）はるFP事務所

ファイルネットソリューション（株）

アイリス行政書士事務所

（株）ネットショップ支援室  福岡支社

スマーテックス（株）

（株）たけびし  九州支店

ミズノ（株） 九州支社

そのまま

LSOインターナショナル（株）

酒膳亭松ノ木

KUROKI

福岡クラブ

ヒューマンアカデミー（株）  社会人事業部  西日本営業部  福岡校

（学）先端教育機構 事業構想大学院

（株）アエナリア

和風BAR  おかみ

安田法律事務所

コロガル石

B－step

（株）Pulama  Corporation

Shining  Rainbow

釜かつ

パーソナルトレーニング・整体  Ardi

ポーラザビューティ大濠公園店

不動産管理

不動産の売買、仲介、管理、建売分譲

体操服・作業服・その他のネーム刺繍等

Ｍ＆Ａの仲介

金融商品仲介業

官公庁成果品(電子納品･印刷･製本)作成支援

行政書士業務

システム開発

事業承継コンサルティング

半導体・デバイス・FA機器等の販売

スポーツ用品の製造販売・卸売

Webデザイン・Webコンテンツの制作

家事サービス業

飲食業

飲食店

開運コンサルタント

社会人教育事業

大学院教育

イタリアンレストラン

飲食店（食事処・バー）

弁護士

飲食店

パーソナルトレーナー

モデル・タレント・キャンペーン事務所

パーソナルカラーコンサルタント

飲食店

骨格診断で貴方に合ったトレーニング・整体

化粧品販売

福岡市東区原田2-14-7

福岡市東区香椎駅前2-19-14

福岡市東区和白5-20-17

福岡市博多区博多駅前1-3-3 明治安田生命ビル6階

福岡市博多区博多駅前2-10-12-411

福岡市博多区博多駅前4-25-13 堺ビル202

福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2-401号

福岡市博多区祇園町1-28 いちご博多ビル5階

福岡市博多区対馬小路13-35-1104号

福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル4階

福岡市博多区東平尾3-1-32

福岡市博多区竹下4-2-13-504

福岡市博多区東雲町3-3-1 第5入江ビル7階

福岡市中央区西中洲11-7

福岡市中央区春吉3-16-23 天神ブライトン

福岡市中央区清川3-12-1-317

福岡市中央区天神1-10-13 天神ММTビル8階

福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル7階

福岡市中央区大名1-9-11-601

福岡市中央区大名2-1-51 マウンテンファイブ5階-B

福岡市中央区赤坂1-13-10 有楽赤坂ビル4階

福岡市中央区平尾1-9-8 栄田ビル1階

福岡市中央区平尾1-6-22-407

福岡市中央区舞鶴1-8-39 オフィスニューガイア CLAIR天神Ⅱ8階

福岡市中央区港3-11-35 ロマネスク西公園第7  201号室

福岡市中央区鳥飼1-5-27

福岡市中央区荒戸2-2-11 サークコート大濠公園駅406

福岡市中央区黒門6-4-1階

不動産管理業を軸に購入から売却までワンストップで対応します

住まいの賃貸・売買や新築などをしています

体操服・作業服のネーム刺繍。学ラン・特攻服刺繍専門店

後継者不在でお困りの企業をM＆Aで解決します

資産運用・年金・住宅・相続・保険に精通したプロ集団です

官公庁成果品（電子納品・印刷・製本）お任せください

相続相談、在留資格申請等、承ります

企業間の卸取引EC化は、FAXのAI読取機能搭載の弊社にお任せ

事業承継当事者がサポートする、事業承継専門コンサルタント

装置・盤・システム・基板実装等も請負います。ご相談ください

より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献します

WEBでの販促活動を0からサポートします

民泊の清掃代行を年間6000件以上の実績。清掃代行のパイオニア

1階はカウンター席、2階は15名様の貸切が可。カレーランチあり

お魚、お肉、天ぷら等いろいろそろえています

早く成功する方法、教えています

社会人教育、有料人材紹介等幅広く福岡の発展に寄与します

事業構想修士（MPD）が取得できる新発想のビジネススクールです

ナポリイスキア島の名店ガエターノが認めたピッツェリア

毎日食べられるごはん屋。お酒やカラオケも楽しめるお店です！

一部上場企業から中小企業まで幅広く法律のご相談に応じてます

いけすのお魚、活造りで！

腰痛、脚痩せ、お腹痩せ、でお悩みの方は一度ご相談ください

企業様のイメージアップは私達におまかせください

あなたの人生を輝かせます！目標達成へと導くスペシャリスト

一人一釜ずつ炊きあげた銀シャリが自慢です

骨格診断・遺伝子検査で「身体の使い方・栄養」を徹底健康支援！

たった3分でわかる、本来の肌診断を無料で受けることができます

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-231-8283

092-719-0246

092-981-1150

092-287-9966

092-408-7187

092-432-2480

092-231-8449

092-260-9141

092-710-7258

092-473-7580

092-611-1231

080-4289-5659

092-558-2879

092-717-7527

092-707-1718

070-5816-2853

092-721-9661

092-737-8411

092-519-3146

092-406-3904

092-721-5135

092-521-4828

090-8710-7261

096-297-2333

090-6773-5658

092-738-2856

080-3991-4206

092-761-8388

城
南
区

西
区

筑
紫
野
市
宮
若
市

佐
賀
県

大
阪
府

糟
屋
郡

（株）サエグサ薬品九州

（同）MICHISIRUBE  FUKU

Earnest

e’clat  plus

Feel  Songood

フラワーショップ花ゆう

御厨  神の

（株）H. C. S

オフィス大江戸

一般財団法人福岡県浄化漕協会

（有）Amajin

ナチュラルベース（株）

實商業グループ（株）

（有）エデンのタマゴ

（特非）事業承継支援の会

医薬品小売業

障害者就労支援事業

パーソナルトレーニング

エステティックサロン

映像制作、音楽制作

生花販売

飲食店

介護事業

マジシャン派遣業務

浄化槽の製造、施工、保守点検及び清掃に関する講習会、研修に関すること

人事コンサルティング

健康食品販売、加工品（お茶）

とり坊主  若宮店（飲食店）

地鶏のたまごの生産販売

製品、技術、機械等の保存事業

福岡市中央区笹丘2-24-39

福岡市南区清水1-20-16

福岡市早良区西新5-14-40 松島ビル2階

福岡市早良区西新5-14-40 松島ビル2階

福岡市早良区次郎丸5-13-47

福岡市城南区鳥飼5-2-43

福岡市城南区鳥飼5-20-18 エステートモア鳥飼ノーバ1階

福岡市城南区梅林4-21-19

福岡市西区愛宕南2-12-8-301

糟屋郡篠栗町大字乙犬966-7

糟屋郡宇美町宇美5-9-18 エクレール宇美703号

筑紫野市塔原東1-15-22-203

宮若市本城564-9

佐賀県唐津市鎮西町加倉1196-1

大阪府豊中市小曽根3-9-14

一番身近な常備薬として置き薬をお届けします

視覚障害者に資格取得・就労支援、仕事の提供を行っています

アメリカのアスリートが取り入れている「発達運動」を基礎に指導

エステで脂肪破壊＋ジムで引き締める、本気の方のダイエット店

商品・サービスの魅力をわかりやすく伝える映像を制作します！

多品種のお花を揃えてお待ちしています

名物は「桜スモーク鯖棒寿司」日本料理を気軽に楽しめる居酒屋

医療・介護を中心に、地域をサポートする会社です

マジックを通じて驚き・感動・笑いをお届けしています

浄化槽を通じて生活環境の保全および公衆衛生の向上に努めます

日本初のAIを活用した人事・採用・育成・評価のお手伝い

人の為になる健康茶・化粧品等を販売しています

鶏料理、お弁当ならとり坊主！安くて美味い、とり坊主！

西島アトリエの童画の箱入りでおいしい卵を全国へ発送しています

安心して相談できる体制で、社外の第三者への事業承継をサポート

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-711-0616

092-541-5022

080-6269-7089

092-407-7117

050-3700-9102

092-821-0076

092-285-0870

092-707-5909

090-9494-3148

092-947-1800

092-932-9518

092-710-3381

0949-33-3393

0955-82-5577

06-4867-3825

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

南
区

早
良
区

建築・リフォーム業

美容室経営

システム開発

医療機器、医療材料、医療消耗品の販売、及びアフターサービス

空調事業

ソフトウェアの開発

業務請負業

警備業

情報通信サービス

酒類卸小売、生鮮品（青果、肉、魚）小売

外国人技能実習、特定技能事業

新聞販売

飲食業

飲食業

飲食店

（株）住まいるサポート

（株）田菱

（同）ASLAN

アイティーアイ（株）  営業本部

（株）志成

（株）ニュージャパンナレッジ  福岡支店

サマンサジャパン（株）  福岡支社

わかば総合警備（株）

NSN（同）

（株）ヒラノ

GTS（協）  福岡出張所

（有）奥元

ブルーム（株）

（株）ニューエバー

ルフレ（株）

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

法律事務所

司法書士

アパレルメーカー

自社生産の鶏卵および米粉を使った加工品の販売

WEBライター（ファッション・音楽など）

プロパンガス小売業

住宅リフォーム業

子供服、婦人服販売

ビルメンテナンス

女性デザイナーが作るホームページ制作

建築工事の請負及び施工

整体業

国際貿易、IT、ソフトウェアなど

仕出し

弁護士河辺真史

吉野浩通司法書士事務所

（株）たいせつプロダクト

（株）出雲ファーム 福岡営業所

BEST  FICTION

（株）ふるかわガス

（同）セレンディピティ

ソーイングショップottey

オールマリンインターナショナル（株）

LUCIA  WEB  DESIGN

オウンワークス（株）

（株）高千

（株）クースプレディン

（有）たかはし

営業内容／事業所名

飲食店

飲食業

美容専売品の卸売

総合建設業請負

飲食店

公認会計士、税理士

飲食店

飲食店

公認会計士、税理士業務

日本人、外国人向け語学（英語・日本語）レッスン

旅行業

ホームページ制作・管理業

美容商材の開発・企画・卸

飲食品の移動販売

生花小売り

（株）ダイヤ

（株）春ゆめ

（株）F・I・Tソリューション

アイサワ工業（株）  九州支店

スイートバジル  BKカフェ

和唐公認会計士事務所

Isola

クアトロオット

山本公認会計士・税理士事務所

nico  kids  international

（株）アルファー

（株）リベルト

（株）deartech

（株）Oceans5

タントフィオーレ

営業内容／事業所名
中
央
区

中
央
区

中
央
区

北
九
州
市
大
分
県

FCCI
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城
南
区

東
区

博
多
区

中
央
区

（株）リッチライフ

（株）エミアス  香椎支店

刺繍工房ファースト

（株）ストライク  福岡オフィス

（株）はるFP事務所

ファイルネットソリューション（株）

アイリス行政書士事務所

（株）ネットショップ支援室  福岡支社

スマーテックス（株）

（株）たけびし  九州支店

ミズノ（株） 九州支社

そのまま

LSOインターナショナル（株）

酒膳亭松ノ木

KUROKI

福岡クラブ

ヒューマンアカデミー（株）  社会人事業部  西日本営業部  福岡校

（学）先端教育機構 事業構想大学院

（株）アエナリア

和風BAR  おかみ

安田法律事務所

コロガル石

B－step

（株）Pulama  Corporation

Shining  Rainbow

釜かつ

パーソナルトレーニング・整体  Ardi

ポーラザビューティ大濠公園店

不動産管理

不動産の売買、仲介、管理、建売分譲

体操服・作業服・その他のネーム刺繍等

Ｍ＆Ａの仲介

金融商品仲介業

官公庁成果品(電子納品･印刷･製本)作成支援

行政書士業務

システム開発

事業承継コンサルティング

半導体・デバイス・FA機器等の販売

スポーツ用品の製造販売・卸売

Webデザイン・Webコンテンツの制作

家事サービス業

飲食業

飲食店

開運コンサルタント

社会人教育事業

大学院教育

イタリアンレストラン

飲食店（食事処・バー）

弁護士

飲食店

パーソナルトレーナー

モデル・タレント・キャンペーン事務所

パーソナルカラーコンサルタント

飲食店

骨格診断で貴方に合ったトレーニング・整体

化粧品販売

福岡市東区原田2-14-7

福岡市東区香椎駅前2-19-14

福岡市東区和白5-20-17

福岡市博多区博多駅前1-3-3 明治安田生命ビル6階

福岡市博多区博多駅前2-10-12-411

福岡市博多区博多駅前4-25-13 堺ビル202

福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2-401号

福岡市博多区祇園町1-28 いちご博多ビル5階

福岡市博多区対馬小路13-35-1104号

福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル4階

福岡市博多区東平尾3-1-32

福岡市博多区竹下4-2-13-504

福岡市博多区東雲町3-3-1 第5入江ビル7階

福岡市中央区西中洲11-7

福岡市中央区春吉3-16-23 天神ブライトン

福岡市中央区清川3-12-1-317

福岡市中央区天神1-10-13 天神ММTビル8階

福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル7階

福岡市中央区大名1-9-11-601

福岡市中央区大名2-1-51 マウンテンファイブ5階-B

福岡市中央区赤坂1-13-10 有楽赤坂ビル4階

福岡市中央区平尾1-9-8 栄田ビル1階

福岡市中央区平尾1-6-22-407

福岡市中央区舞鶴1-8-39 オフィスニューガイア CLAIR天神Ⅱ8階

福岡市中央区港3-11-35 ロマネスク西公園第7  201号室

福岡市中央区鳥飼1-5-27

福岡市中央区荒戸2-2-11 サークコート大濠公園駅406

福岡市中央区黒門6-4-1階

不動産管理業を軸に購入から売却までワンストップで対応します

住まいの賃貸・売買や新築などをしています

体操服・作業服のネーム刺繍。学ラン・特攻服刺繍専門店

後継者不在でお困りの企業をM＆Aで解決します

資産運用・年金・住宅・相続・保険に精通したプロ集団です

官公庁成果品（電子納品・印刷・製本）お任せください

相続相談、在留資格申請等、承ります

企業間の卸取引EC化は、FAXのAI読取機能搭載の弊社にお任せ

事業承継当事者がサポートする、事業承継専門コンサルタント

装置・盤・システム・基板実装等も請負います。ご相談ください

より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献します

WEBでの販促活動を0からサポートします

民泊の清掃代行を年間6000件以上の実績。清掃代行のパイオニア

1階はカウンター席、2階は15名様の貸切が可。カレーランチあり

お魚、お肉、天ぷら等いろいろそろえています

早く成功する方法、教えています

社会人教育、有料人材紹介等幅広く福岡の発展に寄与します

事業構想修士（MPD）が取得できる新発想のビジネススクールです

ナポリイスキア島の名店ガエターノが認めたピッツェリア

毎日食べられるごはん屋。お酒やカラオケも楽しめるお店です！

一部上場企業から中小企業まで幅広く法律のご相談に応じてます

いけすのお魚、活造りで！

腰痛、脚痩せ、お腹痩せ、でお悩みの方は一度ご相談ください

企業様のイメージアップは私達におまかせください

あなたの人生を輝かせます！目標達成へと導くスペシャリスト

一人一釜ずつ炊きあげた銀シャリが自慢です

骨格診断・遺伝子検査で「身体の使い方・栄養」を徹底健康支援！

たった3分でわかる、本来の肌診断を無料で受けることができます

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-231-8283

092-719-0246

092-981-1150

092-287-9966

092-408-7187

092-432-2480

092-231-8449

092-260-9141

092-710-7258

092-473-7580

092-611-1231

080-4289-5659

092-558-2879

092-717-7527

092-707-1718

070-5816-2853

092-721-9661

092-737-8411

092-519-3146

092-406-3904

092-721-5135

092-521-4828

090-8710-7261

096-297-2333

090-6773-5658

092-738-2856

080-3991-4206

092-761-8388

城
南
区

西
区

筑
紫
野
市
宮
若
市

佐
賀
県

大
阪
府

糟
屋
郡

（株）サエグサ薬品九州

（同）MICHISIRUBE  FUKU

Earnest

e’clat  plus

Feel  Songood

フラワーショップ花ゆう

御厨  神の

（株）H. C. S

オフィス大江戸

一般財団法人福岡県浄化漕協会

（有）Amajin

ナチュラルベース（株）

實商業グループ（株）

（有）エデンのタマゴ

（特非）事業承継支援の会

医薬品小売業

障害者就労支援事業

パーソナルトレーニング

エステティックサロン

映像制作、音楽制作

生花販売

飲食店

介護事業

マジシャン派遣業務

浄化槽の製造、施工、保守点検及び清掃に関する講習会、研修に関すること

人事コンサルティング

健康食品販売、加工品（お茶）

とり坊主  若宮店（飲食店）

地鶏のたまごの生産販売

製品、技術、機械等の保存事業

福岡市中央区笹丘2-24-39

福岡市南区清水1-20-16

福岡市早良区西新5-14-40 松島ビル2階

福岡市早良区西新5-14-40 松島ビル2階

福岡市早良区次郎丸5-13-47

福岡市城南区鳥飼5-2-43

福岡市城南区鳥飼5-20-18 エステートモア鳥飼ノーバ1階

福岡市城南区梅林4-21-19

福岡市西区愛宕南2-12-8-301

糟屋郡篠栗町大字乙犬966-7

糟屋郡宇美町宇美5-9-18 エクレール宇美703号

筑紫野市塔原東1-15-22-203

宮若市本城564-9

佐賀県唐津市鎮西町加倉1196-1

大阪府豊中市小曽根3-9-14

一番身近な常備薬として置き薬をお届けします

視覚障害者に資格取得・就労支援、仕事の提供を行っています

アメリカのアスリートが取り入れている「発達運動」を基礎に指導

エステで脂肪破壊＋ジムで引き締める、本気の方のダイエット店

商品・サービスの魅力をわかりやすく伝える映像を制作します！

多品種のお花を揃えてお待ちしています

名物は「桜スモーク鯖棒寿司」日本料理を気軽に楽しめる居酒屋

医療・介護を中心に、地域をサポートする会社です

マジックを通じて驚き・感動・笑いをお届けしています

浄化槽を通じて生活環境の保全および公衆衛生の向上に努めます

日本初のAIを活用した人事・採用・育成・評価のお手伝い

人の為になる健康茶・化粧品等を販売しています

鶏料理、お弁当ならとり坊主！安くて美味い、とり坊主！

西島アトリエの童画の箱入りでおいしい卵を全国へ発送しています

安心して相談できる体制で、社外の第三者への事業承継をサポート

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-711-0616

092-541-5022

080-6269-7089

092-407-7117

050-3700-9102

092-821-0076

092-285-0870

092-707-5909

090-9494-3148

092-947-1800

092-932-9518

092-710-3381

0949-33-3393

0955-82-5577

06-4867-3825

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

南
区

早
良
区

建築・リフォーム業

美容室経営

システム開発

医療機器、医療材料、医療消耗品の販売、及びアフターサービス

空調事業

ソフトウェアの開発

業務請負業

警備業

情報通信サービス

酒類卸小売、生鮮品（青果、肉、魚）小売

外国人技能実習、特定技能事業

新聞販売

飲食業

飲食業

飲食店

（株）住まいるサポート

（株）田菱

（同）ASLAN

アイティーアイ（株）  営業本部

（株）志成

（株）ニュージャパンナレッジ  福岡支店

サマンサジャパン（株）  福岡支社

わかば総合警備（株）

NSN（同）

（株）ヒラノ

GTS（協）  福岡出張所

（有）奥元

ブルーム（株）

（株）ニューエバー

ルフレ（株）

東
区

博
多
区

営業内容／事業所名

法律事務所

司法書士

アパレルメーカー

自社生産の鶏卵および米粉を使った加工品の販売

WEBライター（ファッション・音楽など）

プロパンガス小売業

住宅リフォーム業

子供服、婦人服販売

ビルメンテナンス

女性デザイナーが作るホームページ制作

建築工事の請負及び施工

整体業

国際貿易、IT、ソフトウェアなど

仕出し

弁護士河辺真史

吉野浩通司法書士事務所

（株）たいせつプロダクト

（株）出雲ファーム 福岡営業所

BEST  FICTION

（株）ふるかわガス

（同）セレンディピティ

ソーイングショップottey

オールマリンインターナショナル（株）

LUCIA  WEB  DESIGN

オウンワークス（株）

（株）高千

（株）クースプレディン

（有）たかはし

営業内容／事業所名

飲食店

飲食業

美容専売品の卸売

総合建設業請負

飲食店

公認会計士、税理士

飲食店

飲食店

公認会計士、税理士業務

日本人、外国人向け語学（英語・日本語）レッスン

旅行業

ホームページ制作・管理業

美容商材の開発・企画・卸

飲食品の移動販売

生花小売り

（株）ダイヤ

（株）春ゆめ

（株）F・I・Tソリューション

アイサワ工業（株）  九州支店

スイートバジル  BKカフェ

和唐公認会計士事務所

Isola

クアトロオット

山本公認会計士・税理士事務所

nico  kids  international

（株）アルファー

（株）リベルト

（株）deartech

（株）Oceans5

タントフィオーレ

営業内容／事業所名
中
央
区

中
央
区

中
央
区

北
九
州
市
大
分
県

FCCI
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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▶ポイント還元制度　消費者としても活用を!

〈使いすぎが不安…〉
　消費者の「使いすぎそう」「浪費しそう」という不安に対し

ては、利用状況を「見える化」することで対応できます。

現金払いと違ってキャッシュレス決済は利用履歴がデータ

で残るという特徴を持っており、支払管理が可能です。複

数のキャッシュレス決済手段を利用している場合には支出

管理も煩雑になりがちです。その使いすぎ防止策として、

市販の「家計簿アプリ」や決済事業者が提供する「アプ

リ・Webサービス」等を活用し、利用履歴や引落日の把

握を習慣化することをお勧めします。

　また、デビットカードでは、その引落口座を、普段の預

貯金や売上入金口座と分けて用意しておくのが、使いすぎ

防止に有効な手立てです。電子マネー等の前払いであれ

ば、予めチャージした範囲内でしか利用できないので、

チャージする金額や間隔を管理することで、無駄遣いへの

不安を解消しつつ、ポイント獲得や利便性を享受しやすく

なります。

〈不正利用への不安も〉
　昨今のキャッシュレス決済に関する不正事案の発生で、

サービスの安全性や継続性に不安を抱いている人も多いと

思います。「不正利用対策」や「補償の考え方」について、

関連業界全体で整理しているところですが、ここでは安全

にキャッシュレス決済を活用するための個人で可能な基本

対策を紹介します。

　まず、決済手段ごとに、「いつ、どこで、いくら支払った

のか」を確認することが重要です。身に覚えのない取引が

記載されていた場合は、直ちに決済事業者へ連絡してくだ

さい。常日頃からカード番号やID・パスワードを「他人が見

える状態で残さない」「人に教えない」「スマートフォンにロッ

クをかける」「スマートフォンやパソコン等にセキュリティ対

策を行って常に最新状態にする」「パスワードは同じものを

使い回さない」等を意識的に実行することが重要です。も

ちろん、不正利用や盗難、紛失等は、キャッシュレス決済

に限らず起こりうる事態です。出かけるときに戸締まりする

のと同じように、キャッシュレス決済でも自身で取るべきセ

キュリティ対策の確認・実行が、より安全な活用につな

がっていきます。

〈いよいよ制度開始へ〉
　10月1日より、「キャッシュレス・消費者還元事業」（ポイ

ント還元制度）が開始されました。8月30日時点で本制度

に参加するキャッシュレス決済事業者は887社に増え、中

小企業・小規模事業者（中小小売店等）からの加盟店登

録申請は9月2日時点で53万件を突破しました。

　加盟店登録を完了した中小小売店等がポイント還元制度

の実施店舗であることを表示するための「広報キット」（図

参照）の配送も8月末から順次進められています。消費者

向けに、対象店舗の一覧表だけでなく、地図上のアプリ

で確認できる仕組みも提供します。今後さらに決済事業者

も消費者向けにPRしていくと思いますので、全国各地で

「キャッシュレス決済を使ってみよう」という機運が醸成され

ていくことが期待されます。

　実は中小小売店等は、キャッシュレス決済を提供する事

業者である（BtoC）と同時に、企業間取引（BtoB）や経営

者・従業員のプライベート空間では消費者という立場にも

なります。消費者として実際にキャッシュレス決済を体験い

ただくことで、顧客目線でサービスを理解いただけるので

はないかと考えます。

　そこで、今回は、消費者としてキャッシュレス決済を利

用する際の留意点を紹介します。

　なお、本制度への加盟店登録は2020年4月まで随時

受付しています。未登録の中小小売店等はできるだけ早め

に手続きをお願いいたします。

〈図〉

店頭ポスター（左）やステッカー（右）で、還元率や対象の決済手段を確認
※ポスターに掲載されるキャッシュレス決済手段（ロゴ等）は店舗によって異なります

第7回

ほかにも……
・育児支援の補助金制度　・介護補助金サービス　・自己啓発 etc　140万件以上の多種多様なサービスを提供

　電話一本で簡単にサービスのお申し込みが可能です。また、専用
ページやスマートフォンからも各種サービスメニューをいつでもお
申し込みいただけます。利用者が直接申し込めるので、貴社の担当
者に事務負担がかかりません。

　多様なニーズやライフスタイルにあわせた幅広いサービスを地域
格差なくご利用いただけます。
　国内外宿泊やオフタイムを楽しむレジャー・グルメ・ショッピン
グなどに加え、企業ニーズの高い育児や介護支援などにも対応して
います。

社員満足度
向上

低コスト・
業務負担

なし

人材定着率
向上

オールインワンの福利厚生サービス 利用希望者から直接お申し込みいただけます!

〈ご利用いただけるサービス例〉

福岡商工会議所会員特別料金

【宿泊】
全国約50,000の
ホテル・旅館が
会員特典で利用可能

〈一例〉
直営施設ベネフィット・
ステーション湯布高原
1泊2食 7,920円～

【スポーツ】
フィットネスクラブ　
法人料金で利用可能

（NAS、ルネサンス、
 コナミスポーツ、
 セントラルスポーツ
　　　　　　　 など）

【レジャー】
テーマパーク割引
映画チケット 500円OFF

（TOHOシネマズ/
  イオンシネマズ/
  T・ジョイ/ユナイテッド・
  シネマ など）

〈一例〉
1,800円→1,300円

【グルメ】
福岡市内の居酒屋、
ホテルレストラン、
カフェ など
約300店舗で割引
利用可能

〈一例〉
あきんどスシロー 　
お会計 5%OFF

加入人数が少なくても安心な料金設定

人数規模
一般料金

20,000円

100,000円

300,000円

1,000,000円

10,500円

1,050円

950円

850円

入会金

10名以下

11名～100名

101名～1,000名

1,001名～

会員料金

無料

一般料金

利用料金（1名あたり月額）

会員料金

800円
（税抜）

※福岡商工会議所と（株）ベネフィット・ワンとの提携で実現した会員限定のサービスです

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
資料請求、詳細につきましては当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所　会員限定　福利厚生アウトソーシングサービス

「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内

福商　ベネフィット 検索

▲ ＦＡＸ：092-411-1600 福岡商工会議所
会員組織・共済グループ　行

★資料請求シート　資料請求はこちらから！

事業所名

所在地

部署・役職

TEL

ご質問ございましたらご記入ください。

氏名

FAX

※（株）ベネフィット・ワン担当より貴社担当者様へご連絡いたします。

本案内に記載のサービス内容は2019年9月現在のものです。サービス内容は、変更・追加または終了することがあります

ご記入頂いた情報は、本件のご連絡のため、（株）ベネフィット・ワンに提供する他、当所からのご案内などに利用する場合があります。

従業員とその家族みんなが会員価格でご利用いただけます。
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ほかにも……
・育児支援の補助金制度　・介護補助金サービス　・自己啓発 etc　140万件以上の多種多様なサービスを提供

　電話一本で簡単にサービスのお申し込みが可能です。また、専用
ページやスマートフォンからも各種サービスメニューをいつでもお
申し込みいただけます。利用者が直接申し込めるので、貴社の担当
者に事務負担がかかりません。

　多様なニーズやライフスタイルにあわせた幅広いサービスを地域
格差なくご利用いただけます。
　国内外宿泊やオフタイムを楽しむレジャー・グルメ・ショッピン
グなどに加え、企業ニーズの高い育児や介護支援などにも対応して
います。

社員満足度
向上

低コスト・
業務負担

なし

人材定着率
向上

オールインワンの福利厚生サービス 利用希望者から直接お申し込みいただけます!

〈ご利用いただけるサービス例〉

福岡商工会議所会員特別料金

【宿泊】
全国約50,000の
ホテル・旅館が
会員特典で利用可能

〈一例〉
直営施設ベネフィット・
ステーション湯布高原
1泊2食 7,920円～

【スポーツ】
フィットネスクラブ　
法人料金で利用可能

（NAS、ルネサンス、
 コナミスポーツ、
 セントラルスポーツ
　　　　　　　 など）

【レジャー】
テーマパーク割引
映画チケット 500円OFF

（TOHOシネマズ/
  イオンシネマズ/
  T・ジョイ/ユナイテッド・
  シネマ など）

〈一例〉
1,800円→1,300円

【グルメ】
福岡市内の居酒屋、
ホテルレストラン、
カフェ など
約300店舗で割引
利用可能

〈一例〉
あきんどスシロー 　
お会計 5%OFF

加入人数が少なくても安心な料金設定

人数規模
一般料金

20,000円

100,000円

300,000円

1,000,000円

10,500円

1,050円

950円

850円

入会金

10名以下

11名～100名

101名～1,000名

1,001名～

会員料金

無料

一般料金

利用料金（1名あたり月額）

会員料金

800円
（税抜）

※福岡商工会議所と（株）ベネフィット・ワンとの提携で実現した会員限定のサービスです

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
資料請求、詳細につきましては当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所　会員限定　福利厚生アウトソーシングサービス

「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内

福商　ベネフィット 検索

▲ ＦＡＸ：092-411-1600 福岡商工会議所
会員組織・共済グループ　行

★資料請求シート　資料請求はこちらから！

事業所名

所在地

部署・役職

TEL

ご質問ございましたらご記入ください。

氏名

FAX

※（株）ベネフィット・ワン担当より貴社担当者様へご連絡いたします。

本案内に記載のサービス内容は2019年9月現在のものです。サービス内容は、変更・追加または終了することがあります

ご記入頂いた情報は、本件のご連絡のため、（株）ベネフィット・ワンに提供する他、当所からのご案内などに利用する場合があります。

従業員とその家族みんなが会員価格でご利用いただけます。
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法律Q&A

①人員削減を行う経営上の必要性があること
②十分な解雇回避努力がされたこと
③被解雇者選定の合理性があること
④被解雇者や労働組合との間で、十分に協議が行われ
たこと

3．違法な内定取り消しの効果
上記の要件を満たさないにもかかわらず採用内定が取

り消された場合には、その取り消しは無効です。
内定者には、労働契約の始期から従業員としての地位

が認められますので、会社は賃金の支払義務を負うこと
になります。
また、採用内定の取り消しによって内定者に損害が生

じた場合には、賃金の支払義務とは別に、会社が損害
賠償義務を負う可能性もありますので、採用内定取り消
しを行うかは慎重に判断する必要があるでしょう。

4．おわりに
以上、業績悪化による採用内定取り消しについて、注

意すべきポイントを紹介いたしました。
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事

業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ
ル：0570-001-240）を実施しています。お気軽にご利
用ください。

　会社の業績が悪化したため、採用内定
を取り消したいのですが、どのような場合
に取り消すことが出来るのでしょうか。

1．採用内定の法的性質
　企業による募集は、労働契約申し込み
の誘因であり、これに対する応募または

採用試験の受験は労働者による契約の申込みにあたり
ます。
そして、採用内定通知の発信が、使用者による契約

の承諾となり、これによって労働契約が成立すること
になります。ただし、この契約は入社日という始期付
きであり、かつ、解約留保権付きであると解釈されて
います。
解約留保権付きであるということは、問題なく採用内

定を取り消せるのではないかとも思われますが、そうで
はありません。

2．採用内定を取り消すための要件
採用内定の取り消しが認められる場合とは、採用内定

当時には知ることができず、また知ることが期待できな
いような事実であって、これを理由として採用内定を取
り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的
に合理的と認められ、社会通念上相当として是認するこ
とができる場合に限られています。

更に、業績が悪化したことを理由とする採用内定の取
り消しには、整理解雇に準じた検討が必要となります。
一般に、整理解雇を行う場合には、以下の4つの要件
を満たす必要があると考えられています。

A

採用内定の取り消しについて

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　阿部 尚平

Q

業績悪
化!?

業績悪
化!?

労務Q&A

3．パワハラ防止指針について
　パワハラの定義における「職場」とはどこまでを含むの
か、「優越的な関係」とは具体的にどのような関係を指す
のか、また、会社が講じなければならない措置の具体的
な内容の詳細等については、今後発表される『パワハラ
防止指針』において示される予定となっておりますので、
会社担当者は注目しておく必要があります。

　今回の法改正では、パワハラ行為自体に罰則を与える
規定は設けられませんでしたが、罰則がないから法律を
守らなくてもよいというわけではありません。また、パワ
ハラ防止措置を講じない悪質な会社については会社名が
公表される見通しであり、会社のイメージ悪化につなが
ります。パワハラを防止するための社内体制の整備や就
業規則の整備等については、ぜひ社会保険労務士にご
相談ください。

　「パワハラ」が社会問題となっており、当
社でも対策を検討しています。『職場での
パワハラを防止するための法律ができた』

という話を聞きました。パワハラ対策を進めていくため
にも、法律の内容を教えてください。

　労働施策総合推進法が改正され、パワ
ハラの定義が初めて法律で定められまし
た。また、パワハラを防止するための措置

を講ずることが会社の義務となります。

1．パワハラの定義とは
　法改正により、職場におけるパワーハラスメント（パワ
ハラ）とは、以下の3つをすべて満たすものと定められま
した。
①職場での優越的な関係を背景とした言動であり、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
③雇用する労働者の就業環境を害すること

2．会社に求められるパワハラ防止措置
　パワハラに対して、以下の措置を取ることが会社に義
務付けられました。
①労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要
な体制の整備

②その他の雇用管理上必要な措置
　上記措置の具体的な内容については、以下のようなも
のが考えられます。
・被害者相談窓口の設置、運営
・パワハラ防止の社内方針の明確化、就業規則（懲戒規

定）の整備
・パワハラが発生した場合の社内調査体制の整備
・相談者のプライバシー保護対策
・パワハラ被害を受けた労働者への配慮と再発防止対策
・パワハラに関する研修の実施　など

パワハラを防止するための
法律について教えてください

福岡県社会保険労務士会　和田 直樹

Q

A

会社に求められるパワハラ防止措置義務は、
早ければ…
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法律Q&A

①人員削減を行う経営上の必要性があること
②十分な解雇回避努力がされたこと
③被解雇者選定の合理性があること
④被解雇者や労働組合との間で、十分に協議が行われ
たこと

3．違法な内定取り消しの効果
上記の要件を満たさないにもかかわらず採用内定が取

り消された場合には、その取り消しは無効です。
内定者には、労働契約の始期から従業員としての地位

が認められますので、会社は賃金の支払義務を負うこと
になります。
また、採用内定の取り消しによって内定者に損害が生

じた場合には、賃金の支払義務とは別に、会社が損害
賠償義務を負う可能性もありますので、採用内定取り消
しを行うかは慎重に判断する必要があるでしょう。

4．おわりに
以上、業績悪化による採用内定取り消しについて、注

意すべきポイントを紹介いたしました。
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事

業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ
ル：0570-001-240）を実施しています。お気軽にご利
用ください。

　会社の業績が悪化したため、採用内定
を取り消したいのですが、どのような場合
に取り消すことが出来るのでしょうか。

1．採用内定の法的性質
　企業による募集は、労働契約申し込み
の誘因であり、これに対する応募または

採用試験の受験は労働者による契約の申込みにあたり
ます。
そして、採用内定通知の発信が、使用者による契約

の承諾となり、これによって労働契約が成立すること
になります。ただし、この契約は入社日という始期付
きであり、かつ、解約留保権付きであると解釈されて
います。
解約留保権付きであるということは、問題なく採用内

定を取り消せるのではないかとも思われますが、そうで
はありません。

2．採用内定を取り消すための要件
採用内定の取り消しが認められる場合とは、採用内定

当時には知ることができず、また知ることが期待できな
いような事実であって、これを理由として採用内定を取
り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的
に合理的と認められ、社会通念上相当として是認するこ
とができる場合に限られています。

更に、業績が悪化したことを理由とする採用内定の取
り消しには、整理解雇に準じた検討が必要となります。
一般に、整理解雇を行う場合には、以下の4つの要件
を満たす必要があると考えられています。

A

採用内定の取り消しについて

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　阿部 尚平

Q

業績悪
化!?

業績悪
化!?

労務Q&A

3．パワハラ防止指針について
　パワハラの定義における「職場」とはどこまでを含むの
か、「優越的な関係」とは具体的にどのような関係を指す
のか、また、会社が講じなければならない措置の具体的
な内容の詳細等については、今後発表される『パワハラ
防止指針』において示される予定となっておりますので、
会社担当者は注目しておく必要があります。

　今回の法改正では、パワハラ行為自体に罰則を与える
規定は設けられませんでしたが、罰則がないから法律を
守らなくてもよいというわけではありません。また、パワ
ハラ防止措置を講じない悪質な会社については会社名が
公表される見通しであり、会社のイメージ悪化につなが
ります。パワハラを防止するための社内体制の整備や就
業規則の整備等については、ぜひ社会保険労務士にご
相談ください。

　「パワハラ」が社会問題となっており、当
社でも対策を検討しています。『職場での
パワハラを防止するための法律ができた』

という話を聞きました。パワハラ対策を進めていくため
にも、法律の内容を教えてください。

　労働施策総合推進法が改正され、パワ
ハラの定義が初めて法律で定められまし
た。また、パワハラを防止するための措置

を講ずることが会社の義務となります。

1．パワハラの定義とは
　法改正により、職場におけるパワーハラスメント（パワ
ハラ）とは、以下の3つをすべて満たすものと定められま
した。
①職場での優越的な関係を背景とした言動であり、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
③雇用する労働者の就業環境を害すること

2．会社に求められるパワハラ防止措置
　パワハラに対して、以下の措置を取ることが会社に義
務付けられました。
①労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要
な体制の整備

②その他の雇用管理上必要な措置
　上記措置の具体的な内容については、以下のようなも
のが考えられます。
・被害者相談窓口の設置、運営
・パワハラ防止の社内方針の明確化、就業規則（懲戒規

定）の整備
・パワハラが発生した場合の社内調査体制の整備
・相談者のプライバシー保護対策
・パワハラ被害を受けた労働者への配慮と再発防止対策
・パワハラに関する研修の実施　など

パワハラを防止するための
法律について教えてください

福岡県社会保険労務士会　和田 直樹
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人材確保と定着に向けて
企業が行うべき方策とは?

～従業員が働きやすい職場環境づくりをめざして～

少子高齢化が進み、働く世代の人口の減少による将来や老後へ
の不安が高まる中、終身雇用制度の崩壊により従業員の働き方
は多様化し、企業に人材が定着せず離職率が増加するなど、慢
性的な人手不足が深刻になっています。そして、長時間労働是
正のための「働き方改革」の実現のため、企業内での業務の改
善や効率化も重要な問題です。企業にとっては、優秀な人材の
確保とその定着のための方策として、社内の福利厚生制度を充
実させるなど、従業員が「やる気」「働きがい」を持って能力
を存分に発揮し豊かな生活が送れるよう環境づくりを行うこと
がとても重要となります。本セミナーでは、人材の確保と定着
に向けて企業が行うべき方策とは何か ? について説明をいたし
ますので、ぜひこの機会にご参加ください。

主催 : 福岡商工会議所　共催 : りそな銀行

■参 加 費：無料
■内　　容： 人材確保と定着に向けて企業が行うべき方策とは? 
　　　　　　講師:社会保険労務士法人かぜよみ
　　　　　　　　 代表社労士 肥海 聡芝（ひかい さとし）氏
■対　　象：福岡県下中小企業の総務・人事担当者等
■定　　員：50名（先着順）※定員超過により参加いただけない場合は、別途ご連絡します。

■申込方法：当所ホームページ（下記ＱＲコード）をご参照ください。

11/12● 火

福岡商工会議所 4階408号会議室
（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

14:00～16:00
（受付 13:30～）

特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント。大手建
材メーカー勤務を経て、現職へ。給与制度構築・社内規
程作成や人事労務問題解決のコンサルティングをメイン
に活動中。クライアント約3,000件を有する税理士法人
アップパートナーズグループの人事労務
部門を担当。

プロフィール

社会保険労務士法人かぜよみ 
代表社労士
肥海 聡芝（ひかい さとし）氏

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1029

■日　　時：11月22日（金）
■講 演 会：16:00～17:30（開場 :15:30）
■交 流 会：17:40～19:00
■場　　所：天神スカイホール「メインホール」
　　　　　    （福岡市中央区天神 1-4-1　西日本新聞会館 16 階）
■講　　師：遠藤 結蔵氏
　　　　　　株式会社ゲオホールディングス    代表取締役社長 　

■定　　員：講演会 =150 名
　　　　　　交流会 =40 名（※申込先着順）
■参 加 費：講演会 = 無料
　　　　　    交流会 =4,000 円（お一人様）
■申　　込：当所 HP または FAX
■申込締切：11 月 14 日（木）
　※詳細は折込チラシをご覧ください。

　アプリやオンライン上での個人間売買の台頭により著しい成長を遂げるリユース市場。中でもゲオホールディングスは、
ゲオやセカンドストリートなど実店舗を通じリユース市場の活性化を牽引してきました。
　今回は、拡大を続けるリユース業界における独自の成長戦略、これからの展望について、遠藤社長にお話しいただきます。 

「ゲオホールディングスのビジネスモデル～直営出店を続ける理由～」
小売商業部会主催講演会・交流会

お申し込み・お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1037

遠藤 結蔵氏

福岡の統計 2019年8月〈令和1年8月〉
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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。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

９月号 〈福岡の統計 2019 年７月〉 の未掲載項目について
・博多港入港船舶（外航・内航合計）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）
上記項目につきまして、集計中につき未発表のため、11 月号に掲載予定です。
何卒ご了承ください。
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人材確保と定着に向けて
企業が行うべき方策とは?
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少子高齢化が進み、働く世代の人口の減少による将来や老後へ
の不安が高まる中、終身雇用制度の崩壊により従業員の働き方
は多様化し、企業に人材が定着せず離職率が増加するなど、慢
性的な人手不足が深刻になっています。そして、長時間労働是
正のための「働き方改革」の実現のため、企業内での業務の改
善や効率化も重要な問題です。企業にとっては、優秀な人材の
確保とその定着のための方策として、社内の福利厚生制度を充
実させるなど、従業員が「やる気」「働きがい」を持って能力
を存分に発揮し豊かな生活が送れるよう環境づくりを行うこと
がとても重要となります。本セミナーでは、人材の確保と定着
に向けて企業が行うべき方策とは何か ? について説明をいたし
ますので、ぜひこの機会にご参加ください。

主催 : 福岡商工会議所　共催 : りそな銀行

■参 加 費：無料
■内　　容： 人材確保と定着に向けて企業が行うべき方策とは? 
　　　　　　講師:社会保険労務士法人かぜよみ
　　　　　　　　 代表社労士 肥海 聡芝（ひかい さとし）氏
■対　　象：福岡県下中小企業の総務・人事担当者等
■定　　員：50名（先着順）※定員超過により参加いただけない場合は、別途ご連絡します。

■申込方法：当所ホームページ（下記ＱＲコード）をご参照ください。

11/12● 火

福岡商工会議所 4階408号会議室
（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

14:00～16:00
（受付 13:30～）

特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント。大手建
材メーカー勤務を経て、現職へ。給与制度構築・社内規
程作成や人事労務問題解決のコンサルティングをメイン
に活動中。クライアント約3,000件を有する税理士法人
アップパートナーズグループの人事労務
部門を担当。

プロフィール

社会保険労務士法人かぜよみ 
代表社労士
肥海 聡芝（ひかい さとし）氏

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1029

■日　　時：11月22日（金）
■講 演 会：16:00～17:30（開場 :15:30）
■交 流 会：17:40～19:00
■場　　所：天神スカイホール「メインホール」
　　　　　    （福岡市中央区天神 1-4-1　西日本新聞会館 16 階）
■講　　師：遠藤 結蔵氏
　　　　　　株式会社ゲオホールディングス    代表取締役社長 　

■定　　員：講演会 =150 名
　　　　　　交流会 =40 名（※申込先着順）
■参 加 費：講演会 = 無料
　　　　　    交流会 =4,000 円（お一人様）
■申　　込：当所 HP または FAX
■申込締切：11 月 14 日（木）
　※詳細は折込チラシをご覧ください。

　アプリやオンライン上での個人間売買の台頭により著しい成長を遂げるリユース市場。中でもゲオホールディングスは、
ゲオやセカンドストリートなど実店舗を通じリユース市場の活性化を牽引してきました。
　今回は、拡大を続けるリユース業界における独自の成長戦略、これからの展望について、遠藤社長にお話しいただきます。 

「ゲオホールディングスのビジネスモデル～直営出店を続ける理由～」
小売商業部会主催講演会・交流会

お申し込み・お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1037

遠藤 結蔵氏

福岡の統計 2019年8月〈令和1年8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）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額
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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。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

９月号 〈福岡の統計 2019 年７月〉 の未掲載項目について
・博多港入港船舶（外航・内航合計）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）
上記項目につきまして、集計中につき未発表のため、11 月号に掲載予定です。
何卒ご了承ください。
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この他、年間を通して様々な研修講座を開催しております。詳しくは下記HPをぜひご覧ください。

風通しの良い職場づくりとビジネス・コミュニケーション   
1.ビジネスコミュニケーションの目的
2.言葉に頼りすぎないコミュニケーション
3.相手が安心する話の聞き方

4.相手に伝わる話の仕方
5.タイプ別コミュニケーション
6.気遣いの「報・連・相」とは

■対　象／中堅社員（主任・係長クラス）

講師：コンサルタントネットワーク株式会社　三上ナナエ氏No.38 ／10月16日（水）10:00～17:00

上司を補佐し、部下を育てる主任・係長養成講座
1.主任・係長は何をしなければならないのか
2.主任・係長は管理職候補だ!次期リーダーを目指せ
3.チームの要になって変革するマネジメントを推進する
4.上司を補佐する為のリーダーシップを発揮する

5.若手のロールモデルとなり部下を育成する
6.あなたが変われば職場も変わる
7.取り組むべき実行計画書の作成

■対　象／中堅社員

若手社員パワーアップ講座
「仕事ができる人になる報・連・相 徹底トレーニング」

1.今なぜ『報・連・相』が重要なのか
2.仕事が「できる」「できない」は『報・連・相』で決まる
3.上司から信頼される『報告』の仕方を極める
4.仕事をスピーディに進める『連絡』の仕方を極める

5.ワンランク上の仕事をする『相談』の仕方を極める
6.上司の“こうして欲しい”に応えよう
7.『報・連・相』を徹底するためにあなたはどう変わる
◇明日からすぐに実行する『報・連・相』　3つの行動

■対　象／若手社員

講師：ビジョナリーソリューションズ　葉田 勉氏No.42 ／11月22日（金）10:00～17:00

講師：株式会社ソフィアパートナーズ 　増谷淳子氏No.41 ／11月13日（水）10:00～17:00好評につき
第二弾

好評につき
第二弾

■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、 23,050円（一般）

福岡商工会議所の実務研修講座

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/

しました。意外と機能を使いきれていない
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検定対策講座のご案内

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/

福商『eラーニング』新コースのご案内

思考力と表現力を養い全ての仕事に活かす!

「ロジカル・シンキング」～MECEとロジックツリー～

[メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テキストⅡ種
第4 版2017年6月改訂]使用テキスト

■開催日時／①10月26日（土） 10:00～17:00　
　　　　　　②10月27日（日） 10:00～17:00　
　　　　　　※①・②いずれか1日をお選びください。講座内容は同一です。

■場　　所／福岡商工会議所会議室

■講　　師／（株）日本マンパワー　黒木陽子氏

■受 講 料／10,480円　（当日配布資料含む）

■定　　員／各40名（※定員になり次第締め切ります。）

メンタルヘルス・マネジメント検定試験（Ⅱ種）に向け、学習
の総仕上げとして重要ポイントの再確認と練習問題による演
習を行い、合格を目指す対策講座です。

チラシを折り込んでいます!是非ご覧ください!!

※重要項目の整理と演習になりますので、必ず事前に書店等で使用テキストをお求
　めいただきご一読の上当日お持ちください。
※重要項目の整理と演習になりますので、必ず事前に書店等で使用テキストをお求
　めいただきご一読の上当日お持ちください。

「社員の英語力向上セミナー」「社員の英語力向上セミナー」

2019年度
「メンタルヘルス・
マネジメント対策講座」

2019年度
「メンタルヘルス・
マネジメント対策講座」

■開催日時／3級：10月27日（日）・11月3日（日・祝）

　　　　　　　　 の2日間　10:00～17:00

　　　　　　2級：10月19日（土）・

　　　　　　　　10月26日（土）・11月2日（土）

　　　　　　　　 の3日間　12:00～17:00

■会場：講師／㈱リンクアカデミー 資格スクール大栄
　　　　　　３級：天神校　同校専任講師
　　　　　　２級：博多校　同校専任講師

■受 講 料／3級：9,440円　2級：11,000円

日商簿記3級・2級
直前最終チェック講座

合格までの“あと一歩”を応援します !
独学の方にオススメ!

お申し込み方法／当所ホームページにて詳細をご覧ください。
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/topics/list_kentei/

きっかけと環境を
整備しませんか?

コースコードNSN０１３

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

1名（ID）につき
福商会員2,500円（税別）
※一般3,000円（税別）

ご利用価格

　本コースでは、ビジネスパーソンに必須となる「ロジカル・シンキ

ング」が学べます。

　基礎となるMECE（ミーシー）とロジックツリーを学ぶことで、的

確な情報整理スキルや問題解決スキル、論理的な説明スキルが身

につきます。
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お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

海外展開のすゝ め
～福岡商工会議所を活用して～

海外展開の経験がない方にも
「海外展開」のあれこれを
隔月で分かりやすくお届け！

第八章　海外市場　ベトナムの魅力と食品市場

まとめ

バックナンバーはこちら
からご覧いただけます！

海外展開のすゝめ

　これから海外マーケット情報を順次発信していきます。
今回は、会員企業からのニーズ高いベトナムのマーケット
情報を発信します。

（1）数年以内に1億人を突破する成長市場ベトナム

（2）ベトナム人の習慣や嗜好とビジネスチャンス

　ベトナムのバイヤー（製菓／卸売）によると、ベトナ
ムは、全人口の平均年齢が30歳で、豊富な消費力を
持っており、次世代であるミレニアル世代も控えている
大変魅力的な市場です。ベトナム人は親日でメイドイ
ンジャパンの信頼性は高いと言われる一方で、中国や
ASEAN諸国の商品力も上がっており、クオリティーが
求められるという側面もあります。
　ベトナムと日本では共通する生活習慣や食習慣があ
ります。例えば、ベトナムのテトといわれる旧正月に
は、贈りものを贈りあう習慣があり、菓子類、飲料等
が人気です。また、ベトナム近海の南シナ海や太平洋
ではまぐろやかつおなどの漁業が盛んであることから、
水産物の消費額が日本よりも高く、一般家庭で多く消

費されています。ベトナム向けに販売する際には、切
り身や干物のように食べやすい形で提供するなど、売
り込み方には工夫が必要です。（出所：JETRO農林水産

物・食品 国別マーケティング基礎情報）

　また、ベトナム人は甘いものや、塩辛いものもよく
食べる食習慣から、塩分糖分の取り過ぎが問題とな
り、健康への意識が高まっています。健康意識の高ま
りと同時に、健康食品のニーズも高まっています。さ
らに、健康意識の高まりに相まって、現地輸入者に
よっては、GAP、HACCP等の国際基準を満たしてい
る商品を求められることもあります。注意しなければ
ならないのは、ベトナム保健省が管轄する機能性食
品、微量栄養素補助食品、補助食品等に対しては、
輸出国で発行された自由販売証明書の提出が要求され
ることや、輸入規制品目がありますので事前調査が必
要です。

（3）ベトナムでの販路

　ベトナムでの販路は主に、輸入品専門店、ローカル
スーパーマーケット、モール、飲食店となります。これ
までの“海外展開のすゝめ”で紹介した「誰に」「何を」

「どのように」を考えて、バイヤーへ提案しましょう。
　当所事業に参加したことのある現地バイヤーは、以
下のとおりです。

・ベトナム＝豊富な消費力を持つ魅力的な市場
・菓子類、水産物、健康食品のニーズ ◎
  ただし、売り方や規制に注意が必要。

海外展開のご相談は
こちらまで▼

◆バイヤー
AEON CITIMART（食品小売）、AEON VIETNAM（食品
小売）、KIMONO（飲食）、La Maison（飲食）、NHAN 
SUSHI（飲食）、G.E.T Viet Nam（食品卸売）、Nhat Anh 
Trading Pt.Enterprise（食品製造）、SIM BA TRADING

（食品卸売）、タカヒロフードコーポレーション（食品卸売）等
12社

海外展開の相談をご希望の方は、
ワンストップ海外展開相談窓口までご相談ください。

国 ・ 地 域 名

面 積

人 口

首 都
言 語

宗 教

政 体

ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam

32万9,241平方キロメートル
※日本（37万7,972平方キロ）の0.9倍

9,467万人（2018年）
※日本（１億2,644万人）の約75％

ハノイ
ベトナム語

仏教（約80％）、そのほかにカトリック、
カオダイ教、ホアハオ教など

社会主義共和国

（出所：JETRO農林水産物・食品 国別マーケティング基礎情報）

一般的事項

※小売額 ホットドリンクはコーヒー、茶など

生 鮮 食 品
加 工 食 品
アルコール飲料
ソフトドリンク
ホットドリンク

28,152.8百万ドル
11,885.0百万ドル
9,847.3百万ドル
4,981.2百万ドル
878.5百万ドル

市場規模

実質GDP成長率

名目 GDP 総額

一 人 あ た り
名 目 G D P

ベトナムの輸出額
ベトナムの輸入額

7.1%（2018年）

244.95十億ドル（2018年）
※日本（4971.93十億ドル）の約５％

2,590ドル（2018年）
※日本（39,305ドル）の約6.6%

2,437億ドル（2018年）
2,369億ドル（2018年）

経済概況

（出所：外務省「国・地域」）

（出所：外務省「国・地域」）

■申込方法： 同封のチラシまたは下記QRコードをご参照ください。
https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/
schedule_detail.php?id=1044

福岡商工会議所  501会議室
10/30● 水 14:00～16:00

≪主催≫　福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会
≪対象≫　小規模事業者等（経営者、教育・接客担当者等）
≪定員≫　60 名

伴走型小規模事業者支援推進事業伴走型小規模事業者支援推進事業

「魅力ある職場づくりはあなたから」

プロフィール／
◆全日空キャビンアテンダントとしてフライト後、1984 年、エアライン専
　門校 インターナショナル エア アカデミーを設立し36年。
◆福岡発の女性起業家として、「話を聴きたい女性起業家No.1」に選ばれて
　いる。
◆国際的なイベントのVIP対応を始め、一流のサービスが求められる接遇
　現場の教育研修に携わる。また、海外日系企業ローカルスタッフに日本
　のおもてなしを指導。
◆世界中を飛び回り、年間講演回数300回、年間総動員数5万人が感動
　の渦に巻き込まれている。

株式会社インターナショナル エア アカデミー
代表取締役会長
一般社団法人航空人材育成協会　理事長

（福岡商工会議所　情報・文化・サービス部会　部会長）

福商
「おもてなし」
コンクール
基調講演

福商
「おもてなし」
コンクール
基調講演
～従来のサービスを超える

「自社ならではの接客」を極めましょう～
講師：永江 靜加氏

な が え   し ず か

お問い合わせ／産業振興グループ（竹村・高島）　TEL 092-441-1119　FAX 092-441-1149
E-mail：fkfashion＠fukunet.or.jp

基調
講演

24 2019  OCTOBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

海外展開のすゝ め
～福岡商工会議所を活用して～

海外展開の経験がない方にも
「海外展開」のあれこれを
隔月で分かりやすくお届け！

第八章　海外市場　ベトナムの魅力と食品市場

まとめ

バックナンバーはこちら
からご覧いただけます！

海外展開のすゝめ

　これから海外マーケット情報を順次発信していきます。
今回は、会員企業からのニーズ高いベトナムのマーケット
情報を発信します。

（1）数年以内に1億人を突破する成長市場ベトナム

（2）ベトナム人の習慣や嗜好とビジネスチャンス

　ベトナムのバイヤー（製菓／卸売）によると、ベトナ
ムは、全人口の平均年齢が30歳で、豊富な消費力を
持っており、次世代であるミレニアル世代も控えている
大変魅力的な市場です。ベトナム人は親日でメイドイ
ンジャパンの信頼性は高いと言われる一方で、中国や
ASEAN諸国の商品力も上がっており、クオリティーが
求められるという側面もあります。
　ベトナムと日本では共通する生活習慣や食習慣があ
ります。例えば、ベトナムのテトといわれる旧正月に
は、贈りものを贈りあう習慣があり、菓子類、飲料等
が人気です。また、ベトナム近海の南シナ海や太平洋
ではまぐろやかつおなどの漁業が盛んであることから、
水産物の消費額が日本よりも高く、一般家庭で多く消

費されています。ベトナム向けに販売する際には、切
り身や干物のように食べやすい形で提供するなど、売
り込み方には工夫が必要です。（出所：JETRO農林水産

物・食品 国別マーケティング基礎情報）

　また、ベトナム人は甘いものや、塩辛いものもよく
食べる食習慣から、塩分糖分の取り過ぎが問題とな
り、健康への意識が高まっています。健康意識の高ま
りと同時に、健康食品のニーズも高まっています。さ
らに、健康意識の高まりに相まって、現地輸入者に
よっては、GAP、HACCP等の国際基準を満たしてい
る商品を求められることもあります。注意しなければ
ならないのは、ベトナム保健省が管轄する機能性食
品、微量栄養素補助食品、補助食品等に対しては、
輸出国で発行された自由販売証明書の提出が要求され
ることや、輸入規制品目がありますので事前調査が必
要です。

（3）ベトナムでの販路

　ベトナムでの販路は主に、輸入品専門店、ローカル
スーパーマーケット、モール、飲食店となります。これ
までの“海外展開のすゝめ”で紹介した「誰に」「何を」

「どのように」を考えて、バイヤーへ提案しましょう。
　当所事業に参加したことのある現地バイヤーは、以
下のとおりです。

・ベトナム＝豊富な消費力を持つ魅力的な市場
・菓子類、水産物、健康食品のニーズ ◎
  ただし、売り方や規制に注意が必要。

海外展開のご相談は
こちらまで▼

◆バイヤー
AEON CITIMART（食品小売）、AEON VIETNAM（食品
小売）、KIMONO（飲食）、La Maison（飲食）、NHAN 
SUSHI（飲食）、G.E.T Viet Nam（食品卸売）、Nhat Anh 
Trading Pt.Enterprise（食品製造）、SIM BA TRADING

（食品卸売）、タカヒロフードコーポレーション（食品卸売）等
12社

海外展開の相談をご希望の方は、
ワンストップ海外展開相談窓口までご相談ください。

国 ・ 地 域 名

面 積

人 口

首 都
言 語

宗 教

政 体

ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam

32万9,241平方キロメートル
※日本（37万7,972平方キロ）の0.9倍

9,467万人（2018年）
※日本（１億2,644万人）の約75％

ハノイ
ベトナム語

仏教（約80％）、そのほかにカトリック、
カオダイ教、ホアハオ教など

社会主義共和国

（出所：JETRO農林水産物・食品 国別マーケティング基礎情報）

一般的事項

※小売額 ホットドリンクはコーヒー、茶など

生 鮮 食 品
加 工 食 品
アルコール飲料
ソフトドリンク
ホットドリンク

28,152.8百万ドル
11,885.0百万ドル
9,847.3百万ドル
4,981.2百万ドル
878.5百万ドル

市場規模

実質GDP成長率

名目 GDP 総額

一 人 あ た り
名 目 G D P

ベトナムの輸出額
ベトナムの輸入額

7.1%（2018年）

244.95十億ドル（2018年）
※日本（4971.93十億ドル）の約５％

2,590ドル（2018年）
※日本（39,305ドル）の約6.6%

2,437億ドル（2018年）
2,369億ドル（2018年）

経済概況

（出所：外務省「国・地域」）

（出所：外務省「国・地域」）

■申込方法： 同封のチラシまたは下記QRコードをご参照ください。
https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/
schedule_detail.php?id=1044

福岡商工会議所  501会議室
10/30● 水 14:00～16:00

≪主催≫　福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会
≪対象≫　小規模事業者等（経営者、教育・接客担当者等）
≪定員≫　60 名

伴走型小規模事業者支援推進事業伴走型小規模事業者支援推進事業

「魅力ある職場づくりはあなたから」

プロフィール／
◆全日空キャビンアテンダントとしてフライト後、1984 年、エアライン専
　門校 インターナショナル エア アカデミーを設立し36年。
◆福岡発の女性起業家として、「話を聴きたい女性起業家No.1」に選ばれて
　いる。
◆国際的なイベントのVIP対応を始め、一流のサービスが求められる接遇
　現場の教育研修に携わる。また、海外日系企業ローカルスタッフに日本
　のおもてなしを指導。
◆世界中を飛び回り、年間講演回数300回、年間総動員数5万人が感動
　の渦に巻き込まれている。

株式会社インターナショナル エア アカデミー
代表取締役会長
一般社団法人航空人材育成協会　理事長

（福岡商工会議所　情報・文化・サービス部会　部会長）

福商
「おもてなし」
コンクール
基調講演

福商
「おもてなし」
コンクール
基調講演
～従来のサービスを超える

「自社ならではの接客」を極めましょう～
講師：永江 靜加氏

な が え   し ず か

お問い合わせ／産業振興グループ（竹村・高島）　TEL 092-441-1119　FAX 092-441-1149
E-mail：fkfashion＠fukunet.or.jp

基調
講演

25福岡商工会議所 NEWS ︱ 2019  OCTOBER



■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立17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/

　株式会社裕生堂は、1981 年に有限会社 裕生堂として設
立され、翌年から福岡各地で薬局を開局し、調剤薬局事業
を展開。その後、2003 年にはグループホーム 陽だまり倶楽
部南ヶ丘を開設し、老人介護事業をスタート。2009 年に
は、グループホーム 陽だまり倶楽部東大利と介護付有料老
人ホーム 木もれ日の館を新たに開設して同事業を拡大しまし
た。調剤薬局と介護を通して、地域の人々が心身ともに裕に
生きられるように支援していらっしゃいます。
　そんな裕生堂薬局 寺塚店で調剤薬局事務の主任を務め
る、日馬 夏実さんに、10 年後をテーマにお話を伺いました。

現在、日馬さんは調剤薬局事務をされているそうですね。
お仕事の内容とその魅力について教えてください。

基本業務としては、患者様が薬局へ持参する処方箋の受
付や入力、レセプト請求を行っています。これらに加え、寺
塚店は在宅業務をメインとした薬局ですので、個人宅や施設
のサポートをしています。また主任としての業務は、新入社
員や中途採用社員の教育係として研修などを行うことです。

調剤薬局事務の魅力は、事務の仕事をしつつ接客も行うこ

「超高齢化社会における医療・介護面の問題に、
  調剤薬局事務としてのソリューションを提供する。」

とだと思います。普通の事務職であればお客様とコミュニケー
ションを取る機会が少ないと思うのですが、調剤薬局事務は
患者様とお話をする機会が多いように感じているからです。他
の職業ではなかなかできないことを両立していると思います。

裕生堂さんは在宅業務を行われているとのことですが、具体的
にどのようなサービスなのでしょうか?

サービス付き高齢者住宅に入居している患者様の処方箋を
取り扱うことが多いです。サービス付き高齢者住宅の 1 階に
あるクリニックの医師が往診に行ったり、患者様がご自身で
受診されたりして処方された処方箋をいただいて私が入力し
ます。ただ、ご自身でお薬が管理できなかったり、お薬を飲
み間違えたりする患者様には、薬剤師が調剤した後に 1 回に
飲むべき数種類のお薬を一包化して、それをボックスに配薬
した上で施設に届けるところまでが薬局の流れです。同様の
サービスを個人宅でも行っており、私たち調剤薬局事務は薬
剤師がお薬を届けるためのサポートを行っています。

調剤薬局事務は様々な業務を行っているのですね。多様なお
仕事を通して感じる、医療や介護面での課題はありますか?

超高齢化社会という時代に突入しつつある今、医療費が大
きな問題であると思います。高齢者が増えれば、当然医療費が
増加します。そのような状況において、先発医薬品と成分が同
じで、かつ安く提供することができるジェネリック医薬品の普及
が大事だと思います。薬を服用する回数や量を抑えるのはなか
なか難しいので、医薬品そのものの価格を下げることによって
医療費を抑えていければいいのではないかと思います。国とし
てもコストのかからないジェネリック医薬品をさらに導入してい
かないと、今後社会が成り立たなくなるのではないか、と考え
ています。その一方で、飲み慣れている先発医薬品が良いとい
う方や、ジェネリック医薬品に変えることに抵抗を感じる方もい
らっしゃいます。アレルギーやお薬が体に合わないといった問題
も生じ得るので、全員が必ずしもジェネリックに変えなければな
らないということはありませんが、医療費を抑えるために、私た
ちは薬局にお越しになる患者様に直接お話しして、ジェネリッ
ク医薬品のことをきちんと伝えていく必要があると思います。

超高齢化社会において、調剤薬局事務の立ち位置は今後 10
年でどのように変化すると思いますか?

現在のところ、薬剤師の数が少なくその人数を確保できてい
ない状況にあるため、調剤薬局事務の人数を増やしていかな
ければならないという傾向があります。最近では調剤事務の業
務として、薬を集めるピッキングなどが認められ、できることが
増えてきているため、薬剤師の人材不足解消に寄与していくこ
とができるのではないかと思います。薬剤師は薬に関する仕事
が主であり、調剤薬局事務としては、入力や保険請求の仕方
などに関する専門的な知識をきちんと身につけ、理解していな
ければならないと思っています。

また超高齢化社会に突入しつつある日本は、介護に目が向
けられると思います。これからますます高齢者が増えていきます
し、施設に入居されている方だけでなく個人宅でも認知症や寝
たきりの方は増えていく可能性が高いので、在宅業務をメイン
とした薬局としてフォローしていきたいと考えています。

10 年後、裕生堂薬局寺塚店としての目標はありますか?

2 年に1 度行われる調剤報酬改定に向けてしっかりと対応し
ていきたいです。特にこの改定に伴い、ジェネリック医薬品の
使用率に対する加算点数の基準となるパーセンテージは今後さ
らに高くなっていくと思います。そのため、私たち寺塚店もジェ
ネリック医薬品の使用率を上げる取り組みを積極的に行ってい
かなければなりません。現在、寺塚店の普及率は比較的高い
水準にありますが、この数字を維持するだけではなく伸ばして
いきたいです。

また、今後の医療業界では介護も重要な問題の一つになっ
てくると思います。他の薬局の取り組みなどを参考にしつつ、
私たちの取り組みを見直すことでよりよいサービスを提供してい
きたいです。

最後に、個人としての10 年後の目標を教えてください。

裕生堂は子育て支援に力を入れているので、その制度を活
用し、結婚して子供を産んで、10 年後も調剤薬局事務として
活躍したいと思います。特にキャリア面では、主任に就任して
から約 5 年になりますが、力不足と感じることが多々あるので、
もっと板についていけるようになりたいです。まだまだ学ぶべき
こともたくさんありますし、経験も浅いので、しっかり勉強して
力をつけていきたいです。

現在は、キャリアアップそして自らの知識を増やすために、
12月の登録販売者の資格試験に向けて勉強しています。自ら
の仕事に繋がりますし、患者様と窓口でお話しする際に、OTC
医薬品（Over The Counterの略語。薬局やドラッグストアなど
で自分で選んで買うことができる「要指導医薬品」と「一般用医
薬品」を指す。） について質問された場合、しっかりと答えられ
るようになりたいです。

調剤薬局事務としての日々の仕事を通して医療・介護につい
て問題意識を持ったうえで、その問題解決に向け、自らがで
きることに全力で取り組まれている姿がとても印象的でした。
日馬さん、貴重なお話をありがとうございました!

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

株式会社裕生堂

日馬夏実さん
■今月の取材先　株式会社裕生堂　とは？
　多様化する患者様のニーズに的確に答えられる人材の育成、
調剤過誤の防止を柱とする危機管理、それを支えうる経営と
管理手法の導入を目指し、福岡で保険調剤事業・老人介護事
業を展開している。

取 材

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17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/

　株式会社裕生堂は、1981 年に有限会社 裕生堂として設
立され、翌年から福岡各地で薬局を開局し、調剤薬局事業
を展開。その後、2003 年にはグループホーム 陽だまり倶楽
部南ヶ丘を開設し、老人介護事業をスタート。2009 年に
は、グループホーム 陽だまり倶楽部東大利と介護付有料老
人ホーム 木もれ日の館を新たに開設して同事業を拡大しまし
た。調剤薬局と介護を通して、地域の人々が心身ともに裕に
生きられるように支援していらっしゃいます。
　そんな裕生堂薬局 寺塚店で調剤薬局事務の主任を務め
る、日馬 夏実さんに、10 年後をテーマにお話を伺いました。

現在、日馬さんは調剤薬局事務をされているそうですね。
お仕事の内容とその魅力について教えてください。

基本業務としては、患者様が薬局へ持参する処方箋の受
付や入力、レセプト請求を行っています。これらに加え、寺
塚店は在宅業務をメインとした薬局ですので、個人宅や施設
のサポートをしています。また主任としての業務は、新入社
員や中途採用社員の教育係として研修などを行うことです。

調剤薬局事務の魅力は、事務の仕事をしつつ接客も行うこ

「超高齢化社会における医療・介護面の問題に、
  調剤薬局事務としてのソリューションを提供する。」

とだと思います。普通の事務職であればお客様とコミュニケー
ションを取る機会が少ないと思うのですが、調剤薬局事務は
患者様とお話をする機会が多いように感じているからです。他
の職業ではなかなかできないことを両立していると思います。

裕生堂さんは在宅業務を行われているとのことですが、具体的
にどのようなサービスなのでしょうか?

サービス付き高齢者住宅に入居している患者様の処方箋を
取り扱うことが多いです。サービス付き高齢者住宅の 1 階に
あるクリニックの医師が往診に行ったり、患者様がご自身で
受診されたりして処方された処方箋をいただいて私が入力し
ます。ただ、ご自身でお薬が管理できなかったり、お薬を飲
み間違えたりする患者様には、薬剤師が調剤した後に 1 回に
飲むべき数種類のお薬を一包化して、それをボックスに配薬
した上で施設に届けるところまでが薬局の流れです。同様の
サービスを個人宅でも行っており、私たち調剤薬局事務は薬
剤師がお薬を届けるためのサポートを行っています。

調剤薬局事務は様々な業務を行っているのですね。多様なお
仕事を通して感じる、医療や介護面での課題はありますか?

超高齢化社会という時代に突入しつつある今、医療費が大
きな問題であると思います。高齢者が増えれば、当然医療費が
増加します。そのような状況において、先発医薬品と成分が同
じで、かつ安く提供することができるジェネリック医薬品の普及
が大事だと思います。薬を服用する回数や量を抑えるのはなか
なか難しいので、医薬品そのものの価格を下げることによって
医療費を抑えていければいいのではないかと思います。国とし
てもコストのかからないジェネリック医薬品をさらに導入してい
かないと、今後社会が成り立たなくなるのではないか、と考え
ています。その一方で、飲み慣れている先発医薬品が良いとい
う方や、ジェネリック医薬品に変えることに抵抗を感じる方もい
らっしゃいます。アレルギーやお薬が体に合わないといった問題
も生じ得るので、全員が必ずしもジェネリックに変えなければな
らないということはありませんが、医療費を抑えるために、私た
ちは薬局にお越しになる患者様に直接お話しして、ジェネリッ
ク医薬品のことをきちんと伝えていく必要があると思います。

超高齢化社会において、調剤薬局事務の立ち位置は今後 10
年でどのように変化すると思いますか?

現在のところ、薬剤師の数が少なくその人数を確保できてい
ない状況にあるため、調剤薬局事務の人数を増やしていかな
ければならないという傾向があります。最近では調剤事務の業
務として、薬を集めるピッキングなどが認められ、できることが
増えてきているため、薬剤師の人材不足解消に寄与していくこ
とができるのではないかと思います。薬剤師は薬に関する仕事
が主であり、調剤薬局事務としては、入力や保険請求の仕方
などに関する専門的な知識をきちんと身につけ、理解していな
ければならないと思っています。

また超高齢化社会に突入しつつある日本は、介護に目が向
けられると思います。これからますます高齢者が増えていきます
し、施設に入居されている方だけでなく個人宅でも認知症や寝
たきりの方は増えていく可能性が高いので、在宅業務をメイン
とした薬局としてフォローしていきたいと考えています。

10 年後、裕生堂薬局寺塚店としての目標はありますか?

2 年に1 度行われる調剤報酬改定に向けてしっかりと対応し
ていきたいです。特にこの改定に伴い、ジェネリック医薬品の
使用率に対する加算点数の基準となるパーセンテージは今後さ
らに高くなっていくと思います。そのため、私たち寺塚店もジェ
ネリック医薬品の使用率を上げる取り組みを積極的に行ってい
かなければなりません。現在、寺塚店の普及率は比較的高い
水準にありますが、この数字を維持するだけではなく伸ばして
いきたいです。

また、今後の医療業界では介護も重要な問題の一つになっ
てくると思います。他の薬局の取り組みなどを参考にしつつ、
私たちの取り組みを見直すことでよりよいサービスを提供してい
きたいです。

最後に、個人としての10 年後の目標を教えてください。

裕生堂は子育て支援に力を入れているので、その制度を活
用し、結婚して子供を産んで、10 年後も調剤薬局事務として
活躍したいと思います。特にキャリア面では、主任に就任して
から約 5 年になりますが、力不足と感じることが多々あるので、
もっと板についていけるようになりたいです。まだまだ学ぶべき
こともたくさんありますし、経験も浅いので、しっかり勉強して
力をつけていきたいです。

現在は、キャリアアップそして自らの知識を増やすために、
12月の登録販売者の資格試験に向けて勉強しています。自ら
の仕事に繋がりますし、患者様と窓口でお話しする際に、OTC
医薬品（Over The Counterの略語。薬局やドラッグストアなど
で自分で選んで買うことができる「要指導医薬品」と「一般用医
薬品」を指す。） について質問された場合、しっかりと答えられ
るようになりたいです。

調剤薬局事務としての日々の仕事を通して医療・介護につい
て問題意識を持ったうえで、その問題解決に向け、自らがで
きることに全力で取り組まれている姿がとても印象的でした。
日馬さん、貴重なお話をありがとうございました!

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

株式会社裕生堂

日馬夏実さん
■今月の取材先　株式会社裕生堂　とは？
　多様化する患者様のニーズに的確に答えられる人材の育成、
調剤過誤の防止を柱とする危機管理、それを支えうる経営と
管理手法の導入を目指し、福岡で保険調剤事業・老人介護事
業を展開している。

取 材

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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商工会議所会員事業者の皆様からの声を基に、今後も提言や要望を行政等に行います。　　
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、ぜひ当所までお寄せください。

企画広報グループ
E-mail：fkkikaku＠fukunet.or.jp

要望・提言に関するホームページはこちら
https://www.fukunet.or.jp/teigen/

　福岡商工会議所は、9月30日、「福岡市政に対する提言」を福岡市の髙島市長と福岡市議会の阿部議長に提出いたしました。本提言は、福岡市
がアジアのリーダー都市を目指すために、地域活性化に向けた施策の実行や中小企業・小規模事業者への経営力強化支援などについて総合的に
とりまとめたものです。

令和元年度　福岡市政に対する提言（概要） 令和元年9月30日

　●欧米豪からの誘客促進、欧米豪との直行便就航の推進。
　⑸地域資源を活用した着地型観光の充実

　①伝統芸能の積極的活用
　　●「博多伝統芸能館」事業の積極的活用と運営支援。

　　　●「博多芸妓」「博多独楽」「筑紫舞」「博多仁和加」など伝統芸能
　　　　の観光資源としてのさらなる活用。

　②冷泉地区の観光拠点機能整備、御供所地区との回遊性向上
　　●博多エリアの観光振興促進のため、官民連携による観光

　　支援のプラットホームの構築。
　　●冷泉地区の観光拠点としての整備および冷泉・御供所両

　　地区の回遊性向上のための環境整備。
　③セントラルパーク構想の早期実現、福岡城跡・鴻臚館跡の整備
　④ナイトタイムエコノミーの推進　
　　●夜のエンターテインメントとして商店街等が実施するナイ

　　トマーケットや食べ飲み歩きの観光資源としての活用。
　　●文化施設の開館時間延長、鉄道・バスの深夜運行等の交通

　　インフラの整備。
　⑤地域資源を活用した滞在型観光事業の推進
　　●福岡観光コンベンションビューローをプラットフォーム

　　（DMO）とした体験型観光の仕組みづくりの推進。
　　●サイクリング、トレッキング等体験、交流、滞在型観光の

　　推進（福岡～糸島）。
　⑹ 観光客受け入れ促進のための環境整備
　　①観光事業者の受入環境整備、人材の確保・育成
　　　●キャッシュレス決済の普及促進および導入支援。
　　　●飲食施設・商業施設のメニューや案内サインの多言語化対応、
　　　　翻訳アプリの活用支援。
　　　●宿泊業、サービス業、飲食業など観光産業に従事する人材の
　　　　確保・育成の推進。
　　②観光客の利便性向上
　　　●市内の回遊性を高めるため、公共交通機関の分かりやすい案
　　　　内表示や観光マップへの記載、SNS等を活用した情報発信
　　　　の推進。
　　　●行政施設・公共空間・駅・大型商業施設等での無料Wi-Fi環
　　　　境の拠点拡大と機能向上。
　　　●観光ポータルサイト「よかナビ」のさらなる認知向上。
　　　●ARアプリ等の先進的なICTの活用による観光情報の発信。
　　　●観光客BCPの構築。
　⑺景観の保全・活用による観光地としての魅力向上
　　●市民・企業・行政の共創のまちづくりにより「フラワーシティ
　　　福岡」を目指す「一人一花運動」の継続的な推進。
　　●観光地区周辺の屋外広告の適正化、無電柱化の推進。
　　●福岡の歴史、地域性を活かした都市景観デザインの推進。
　⑻宿泊税を有効に活用した観光振興
　　●受入環境整備促進、観光人材の確保・育成などを支援する補
　　　助金の創設。

4.　本社機能・政府機関などの誘致
　●本社機能や外資系企業の誘致とインセンティブ（法人税の軽減、
　　補助金など）の創設。
　●地域の強みを活かし、地域の成長を牽引する企業の誘致・育成。
　●インターナショナルスクールの拡充、外国人向け医療環境の充
　　実、就労ビザ緩和など受け皿体制の整備。

〔提言概要〕

 Ⅰ．経済・産業振興施策
１．食関連産業の振興やファッション等のクリエイティブ関連産業
　　の集積を通じた産業振興
　⑴食関連産業の振興
　●「Food EXPO Kyushu」への連携と支援の継続・拡充、福岡の

　食の国内外へのプロモーション展開。
　●大都市圏での「博多うまかもん市」開催に対する広報協力。

　⑵クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興
　●「ファッションマンス福岡アジア」、「福岡アジアコレクション」

　への支援の継続・拡充、国内外プロモーションの展開。
　●クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興。
　●IoT・ICT等を活用したビジネス創出のため地元事業者とTech系

　企業とのマッチングの推進。
　●エンジニアフレンドリーシティ福岡を通じた人材と地元企業

　とのマッチングの推進。

２．国際ビジネス促進による経済振興
　⑴海外ビジネスを展開する地場企業支援および外国企業とのビジ
　　ネス連携促進
　●姉妹都市など福岡市の国際関係を活かし、中小企業へのビジ

　ネスチャンスの創出。
　●「福岡ワンストップ海外展開推進協議会」の運営に対する協力。

　⑵ グローバル人材の育成・定着にかかる支援

3．「インバウンド」と「国内観光」の両輪による観光振興
　⑴福岡市を拠点とした九州広域観光連携の推進

　●福岡市を拠点とした広域観光の国内外へのプロモーションの
　展開。

　⑵ MICEの推進
　①MICE誘致の推進
　　●MPF（Meeting Place Fukuoka）による戦略的な誘致活動及

　びワンストップサービスによる MICE 主催団体等への開催
　支援。

　　② MICE受入環境の整備
　　●ウォーターフロント地区のMICE拠点の早期整備と周辺施設

　との連携推進。
　　●ユニークベニューの活用促進のための公的施設・文化財の

　開放。
　　●大型MICEに対応できるVIP等をターゲットとしたハイグレード

　ホテルの積極的な誘致。
　⑶ビッグイベントを活用した福岡のPR推進と経済効果の発現

　①2021年世界水泳選手権開催に向けた取り組みの推進
　　●官民一体となり開催に向けた機運醸成の推進。
　　●インバウンド観戦客に向けた福岡の観光情報発信等のPRの

　　推進。
　②2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した福岡・

　九州のPR推進
　③ビッグイベント等の経済効果の持続化と新たなビッグイベン

　トの誘致
　　●RWC 開催実績を活かした情報発信や受入機関の協力体制   

　　の継続による経済効果の持続・拡大。
　⑷多様なインバウンド訪日客の誘客
　●クルーズ船誘致プロモーションの継続。クルーズ船客のリ

　ピーター化に繋がる広報の強化。
　●アジア各国、とりわけアセアン諸国への観光客拡大に向けた誘

　致活動の推進。

　⑵ベンチャー企業、イノベーションの創出・新規事業に挑戦する
　　中小企業への支援
　●自治体や関係機関、特にFukuoka Growth Nextと商工会議所

　との連携による一体的な支援の推進。
　●アイデア・技術シーズのマッチング強化やVC、地場企業をは

　じめ既存事業者からの投資促進。
　●起業を目指す学生や社会人への実践的な「起業家育成プログラ

　ム」の実施への支援。
　●知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）取得に対

　する支援促進。
　●外国人創業者の受け入れ促進、スタートアップビザの活用促進。

　⑶企業の持続的発展のための生産性向上への支援
　●業務の効率化、生産性向上、経営革新（イノベーション）に資

　するIT・ICTやIoTの活用支援。
　●キャッシュレス決済導入の一層の推進や、商店街など地域個

　別でのセミナー開催。
　⑷円滑な事業承継に向けた支援
　●福岡県事業承継支援ネットワークや福岡県事業引継ぎ支援セ

　ンターとの連携強化による支援促進。
　●「後継者人材バンク」の周知および活用促進。

3．人材確保への支援と多様な人材活用の推進
　⑴人材確保のための採用支援
　⑵外国人人材の雇用に関する積極的啓発と採用支援
　●「特定技能」外国人材等の活用に関するセミナー・勉強会の開

　催等による事業者への啓発や情報提供の推進。
　⑶女性・シニア・障がい者等の多様な人材活用や、働き方改革の
　　推進
　●多様な人材活用に向けた経営者の意識啓発の推進や働き方改

　革等の取り組みを行う中小企業へのインセンティブ付与など
　の施策拡充。

　⑷地元企業を「知る」機会の創出支援
　⑸多様な人材活用に向けた、リカレント教育等の人材育成の推進

4．地域商業、商店街への支援
●商店街対策・空き店舗対策等補助金申請手続及び申請書類の更

なる簡素化。
●活性化支援金制度のさらなる活用に向けた見直し、指導相談の

充実。

5．公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大

 Ⅱ．都市機能整備
１．将来を見据えた都市基盤整備
　⑴福岡空港の機能強化のための整備促進と利便性の向上
　●滑走路増設および平行誘導路二重化の早期整備に向けた予算

　確保・工事短縮など国への働きかけ。
　●出入国の迅速化に向けた入国審査官の更なる増員と、顔認証

　による自動化ゲートの拡充など、CIQ 機関の機能拡充に向け
　た国への働きかけ。

　●空港へのアクセス強化を図るための福岡空港への自動車専用
　道路の早期整備。

　●国内線と国際線のアクセス手段の整備。
　⑵ 地下鉄七隈線延伸の早期整備
　●万全な安全対策を講じた上で、地下鉄七隈線の早期実現に向け

　予算確保・工期短縮。
　●中間駅と近接地域とのアクセス利便性の確保。

　⑶アイランドシティの整備促進
　①コンテナターミナルの早期整備
　②自動車専用道路アイランドシティ線の早期整備

　⑷都心部の開発推進と回遊性向上および交通渋滞の緩和
　●天神ビッグバン・博多コネクティッドの推進とウォーターフ

　ロント地区の再開発推進。
　●博多駅・天神地区とウォーターフロント地区とのアクセスの向上。
　●都心部の渋滞緩和のため、公共交通の利用促進、周辺部駐車場

　の利用促進などによる都心部への車両乗り入れ抑制、パークア
　ンドライドの推進。

　⑸ 大規模開発と商店街等が共生する街づくり
　●九州大学箱崎キャンパス跡地、青果市場跡地及び旧大名小学

　校跡地など大規模開発に係る選定事業者と周辺の商店街・商
　工業者等との情報交換や共同・連携への支援。

　●周辺商店街等との回遊性の高い共存共栄可能な街づくりの推進。

2．安全・安心な街づくりの推進
　⑴飲酒運転撲滅の一層の強化
　⑵安全で快適な街づくり
　●街灯・街頭防犯カメラの増設。
　●自動車・自転車のモラルマナーの向上、自転車レーンの増設。
　●路上禁煙地区におけるルールの周知徹底、タバコのポイ捨て

　防止の啓発推進。
　⑶防災意識の啓発活動推進および災害時の連携体制の構築
　●企業の防災意識向上のための啓発活動の推進。
　●帰宅困難者受け入れやビル間共助を促進する仕組みの整備。
　●災害時を想定した福岡市と商工会議所の連携体制の構築。

 Ⅲ．商工業者への支援施策
１．中小企業・小規模事業者支援策の拡充、連携強化
●中小企業・小規模事業者支援策の一体的推進かつ安定的な予算

の確保。各種施策の相乗効果を発揮すべく商工会議所との連携
強化。

●「改正小規模支援法」を含む「中小企業強靭化法」（本年5月成立、
7月施行）に基づく、経営発達支援計画や事業継続力強化支援計
画（新設）策定に向けた協力・連携の強化。

2．企業のライフサイクルに対応したきめ細かい支援策の拡充
●補助金制度（創業、持続的発展、事業承継、防災・減災のための

設備投資等）の創設・拡充。
　⑴創業支援の強化
　●スタートアップカフェと商工会議所との連携による創業希望

　者の掘り起しおよび支援。
　●商工会議所との連携による起業塾の継続実施。

重点

重点

重点

重点

重点
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特 集 2

商工会議所会員事業者の皆様からの声を基に、今後も提言や要望を行政等に行います。　　
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、ぜひ当所までお寄せください。

企画広報グループ
E-mail：fkkikaku＠fukunet.or.jp

要望・提言に関するホームページはこちら
https://www.fukunet.or.jp/teigen/

　福岡商工会議所は、9月30日、「福岡市政に対する提言」を福岡市の髙島市長と福岡市議会の阿部議長に提出いたしました。本提言は、福岡市
がアジアのリーダー都市を目指すために、地域活性化に向けた施策の実行や中小企業・小規模事業者への経営力強化支援などについて総合的に
とりまとめたものです。

令和元年度　福岡市政に対する提言（概要） 令和元年9月30日

　●欧米豪からの誘客促進、欧米豪との直行便就航の推進。
　⑸地域資源を活用した着地型観光の充実

　①伝統芸能の積極的活用
　　●「博多伝統芸能館」事業の積極的活用と運営支援。

　　　●「博多芸妓」「博多独楽」「筑紫舞」「博多仁和加」など伝統芸能
　　　　の観光資源としてのさらなる活用。

　②冷泉地区の観光拠点機能整備、御供所地区との回遊性向上
　　●博多エリアの観光振興促進のため、官民連携による観光

　　支援のプラットホームの構築。
　　●冷泉地区の観光拠点としての整備および冷泉・御供所両

　　地区の回遊性向上のための環境整備。
　③セントラルパーク構想の早期実現、福岡城跡・鴻臚館跡の整備
　④ナイトタイムエコノミーの推進　
　　●夜のエンターテインメントとして商店街等が実施するナイ

　　トマーケットや食べ飲み歩きの観光資源としての活用。
　　●文化施設の開館時間延長、鉄道・バスの深夜運行等の交通

　　インフラの整備。
　⑤地域資源を活用した滞在型観光事業の推進
　　●福岡観光コンベンションビューローをプラットフォーム

　　（DMO）とした体験型観光の仕組みづくりの推進。
　　●サイクリング、トレッキング等体験、交流、滞在型観光の

　　推進（福岡～糸島）。
　⑹ 観光客受け入れ促進のための環境整備
　　①観光事業者の受入環境整備、人材の確保・育成
　　　●キャッシュレス決済の普及促進および導入支援。
　　　●飲食施設・商業施設のメニューや案内サインの多言語化対応、
　　　　翻訳アプリの活用支援。
　　　●宿泊業、サービス業、飲食業など観光産業に従事する人材の
　　　　確保・育成の推進。
　　②観光客の利便性向上
　　　●市内の回遊性を高めるため、公共交通機関の分かりやすい案
　　　　内表示や観光マップへの記載、SNS等を活用した情報発信
　　　　の推進。
　　　●行政施設・公共空間・駅・大型商業施設等での無料Wi-Fi環
　　　　境の拠点拡大と機能向上。
　　　●観光ポータルサイト「よかナビ」のさらなる認知向上。
　　　●ARアプリ等の先進的なICTの活用による観光情報の発信。
　　　●観光客BCPの構築。
　⑺景観の保全・活用による観光地としての魅力向上
　　●市民・企業・行政の共創のまちづくりにより「フラワーシティ
　　　福岡」を目指す「一人一花運動」の継続的な推進。
　　●観光地区周辺の屋外広告の適正化、無電柱化の推進。
　　●福岡の歴史、地域性を活かした都市景観デザインの推進。
　⑻宿泊税を有効に活用した観光振興
　　●受入環境整備促進、観光人材の確保・育成などを支援する補
　　　助金の創設。

4.　本社機能・政府機関などの誘致
　●本社機能や外資系企業の誘致とインセンティブ（法人税の軽減、
　　補助金など）の創設。
　●地域の強みを活かし、地域の成長を牽引する企業の誘致・育成。
　●インターナショナルスクールの拡充、外国人向け医療環境の充
　　実、就労ビザ緩和など受け皿体制の整備。

〔提言概要〕

 Ⅰ．経済・産業振興施策
１．食関連産業の振興やファッション等のクリエイティブ関連産業
　　の集積を通じた産業振興
　⑴食関連産業の振興
　●「Food EXPO Kyushu」への連携と支援の継続・拡充、福岡の

　食の国内外へのプロモーション展開。
　●大都市圏での「博多うまかもん市」開催に対する広報協力。

　⑵クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興
　●「ファッションマンス福岡アジア」、「福岡アジアコレクション」

　への支援の継続・拡充、国内外プロモーションの展開。
　●クリエイティブ（コンテンツ）関連産業の振興。
　●IoT・ICT等を活用したビジネス創出のため地元事業者とTech系

　企業とのマッチングの推進。
　●エンジニアフレンドリーシティ福岡を通じた人材と地元企業

　とのマッチングの推進。

２．国際ビジネス促進による経済振興
　⑴海外ビジネスを展開する地場企業支援および外国企業とのビジ
　　ネス連携促進
　●姉妹都市など福岡市の国際関係を活かし、中小企業へのビジ

　ネスチャンスの創出。
　●「福岡ワンストップ海外展開推進協議会」の運営に対する協力。

　⑵ グローバル人材の育成・定着にかかる支援

3．「インバウンド」と「国内観光」の両輪による観光振興
　⑴福岡市を拠点とした九州広域観光連携の推進

　●福岡市を拠点とした広域観光の国内外へのプロモーションの
　展開。

　⑵ MICEの推進
　①MICE誘致の推進
　　●MPF（Meeting Place Fukuoka）による戦略的な誘致活動及

　びワンストップサービスによる MICE 主催団体等への開催
　支援。

　　② MICE受入環境の整備
　　●ウォーターフロント地区のMICE拠点の早期整備と周辺施設

　との連携推進。
　　●ユニークベニューの活用促進のための公的施設・文化財の

　開放。
　　●大型MICEに対応できるVIP等をターゲットとしたハイグレード

　ホテルの積極的な誘致。
　⑶ビッグイベントを活用した福岡のPR推進と経済効果の発現

　①2021年世界水泳選手権開催に向けた取り組みの推進
　　●官民一体となり開催に向けた機運醸成の推進。
　　●インバウンド観戦客に向けた福岡の観光情報発信等のPRの

　　推進。
　②2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した福岡・

　九州のPR推進
　③ビッグイベント等の経済効果の持続化と新たなビッグイベン

　トの誘致
　　●RWC 開催実績を活かした情報発信や受入機関の協力体制   

　　の継続による経済効果の持続・拡大。
　⑷多様なインバウンド訪日客の誘客
　●クルーズ船誘致プロモーションの継続。クルーズ船客のリ

　ピーター化に繋がる広報の強化。
　●アジア各国、とりわけアセアン諸国への観光客拡大に向けた誘

　致活動の推進。

　⑵ベンチャー企業、イノベーションの創出・新規事業に挑戦する
　　中小企業への支援
　●自治体や関係機関、特にFukuoka Growth Nextと商工会議所

　との連携による一体的な支援の推進。
　●アイデア・技術シーズのマッチング強化やVC、地場企業をは

　じめ既存事業者からの投資促進。
　●起業を目指す学生や社会人への実践的な「起業家育成プログラ

　ム」の実施への支援。
　●知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）取得に対

　する支援促進。
　●外国人創業者の受け入れ促進、スタートアップビザの活用促進。

　⑶企業の持続的発展のための生産性向上への支援
　●業務の効率化、生産性向上、経営革新（イノベーション）に資

　するIT・ICTやIoTの活用支援。
　●キャッシュレス決済導入の一層の推進や、商店街など地域個

　別でのセミナー開催。
　⑷円滑な事業承継に向けた支援
　●福岡県事業承継支援ネットワークや福岡県事業引継ぎ支援セ

　ンターとの連携強化による支援促進。
　●「後継者人材バンク」の周知および活用促進。

3．人材確保への支援と多様な人材活用の推進
　⑴人材確保のための採用支援
　⑵外国人人材の雇用に関する積極的啓発と採用支援
　●「特定技能」外国人材等の活用に関するセミナー・勉強会の開

　催等による事業者への啓発や情報提供の推進。
　⑶女性・シニア・障がい者等の多様な人材活用や、働き方改革の
　　推進
　●多様な人材活用に向けた経営者の意識啓発の推進や働き方改

　革等の取り組みを行う中小企業へのインセンティブ付与など
　の施策拡充。

　⑷地元企業を「知る」機会の創出支援
　⑸多様な人材活用に向けた、リカレント教育等の人材育成の推進

4．地域商業、商店街への支援
●商店街対策・空き店舗対策等補助金申請手続及び申請書類の更

なる簡素化。
●活性化支援金制度のさらなる活用に向けた見直し、指導相談の

充実。

5．公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大

 Ⅱ．都市機能整備
１．将来を見据えた都市基盤整備
　⑴福岡空港の機能強化のための整備促進と利便性の向上
　●滑走路増設および平行誘導路二重化の早期整備に向けた予算

　確保・工事短縮など国への働きかけ。
　●出入国の迅速化に向けた入国審査官の更なる増員と、顔認証

　による自動化ゲートの拡充など、CIQ 機関の機能拡充に向け
　た国への働きかけ。
　●空港へのアクセス強化を図るための福岡空港への自動車専用

　道路の早期整備。
　●国内線と国際線のアクセス手段の整備。

　⑵ 地下鉄七隈線延伸の早期整備
　●万全な安全対策を講じた上で、地下鉄七隈線の早期実現に向け

　予算確保・工期短縮。
　●中間駅と近接地域とのアクセス利便性の確保。

　⑶アイランドシティの整備促進
　①コンテナターミナルの早期整備
　②自動車専用道路アイランドシティ線の早期整備

　⑷都心部の開発推進と回遊性向上および交通渋滞の緩和
　●天神ビッグバン・博多コネクティッドの推進とウォーターフ

　ロント地区の再開発推進。
　●博多駅・天神地区とウォーターフロント地区とのアクセスの向上。
　●都心部の渋滞緩和のため、公共交通の利用促進、周辺部駐車場

　の利用促進などによる都心部への車両乗り入れ抑制、パークア
　ンドライドの推進。

　⑸ 大規模開発と商店街等が共生する街づくり
　●九州大学箱崎キャンパス跡地、青果市場跡地及び旧大名小学

　校跡地など大規模開発に係る選定事業者と周辺の商店街・商
　工業者等との情報交換や共同・連携への支援。

　●周辺商店街等との回遊性の高い共存共栄可能な街づくりの推進。

2．安全・安心な街づくりの推進
　⑴飲酒運転撲滅の一層の強化
　⑵安全で快適な街づくり
　●街灯・街頭防犯カメラの増設。
　●自動車・自転車のモラルマナーの向上、自転車レーンの増設。
　●路上禁煙地区におけるルールの周知徹底、タバコのポイ捨て

　防止の啓発推進。
　⑶防災意識の啓発活動推進および災害時の連携体制の構築
　●企業の防災意識向上のための啓発活動の推進。
　●帰宅困難者受け入れやビル間共助を促進する仕組みの整備。
　●災害時を想定した福岡市と商工会議所の連携体制の構築。

 Ⅲ．商工業者への支援施策
１．中小企業・小規模事業者支援策の拡充、連携強化
●中小企業・小規模事業者支援策の一体的推進かつ安定的な予算

の確保。各種施策の相乗効果を発揮すべく商工会議所との連携
強化。
●「改正小規模支援法」を含む「中小企業強靭化法」（本年5月成立、

7月施行）に基づく、経営発達支援計画や事業継続力強化支援計
画（新設）策定に向けた協力・連携の強化。

2．企業のライフサイクルに対応したきめ細かい支援策の拡充
●補助金制度（創業、持続的発展、事業承継、防災・減災のための

設備投資等）の創設・拡充。
　⑴創業支援の強化
　●スタートアップカフェと商工会議所との連携による創業希望

　者の掘り起しおよび支援。
　●商工会議所との連携による起業塾の継続実施。

重点

重点

重点

重点

重点
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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

福岡市中央区荒戸1-1-13-202
TEL：092-555-2607
http://www.calmcolor.jp
E-mail：arch@calmcolor.jp　
営業内容
インテリアコーディネートの請負
モデルルーム作成、
ホテル、旅館のエントランスリフォーム
インテリアのご提案

エントランスはホテルの顔、オーナー様のイメージを
トータルで形にしていきます

建築デザイン OFFICE 本田敦子

建築デザイン OFFICE本田敦子

ホテル 旅館のリニューアル、リフォーム工事や
インテリア家具をトータルでご提案

桜坂にある隠れ家的な焼鳥屋
中庭を見ながらのやきとりはいかがですか?

▼

イメージを形に!
トータルでご提案

私たち女性集団でリフォーム工事、イン
テリア、ライティング、観葉植物など
トータルにご提案。オーナー様のイメー
ジを形にしていきます。

　個人住宅コーディネート、飲食店、物
販店、美容室、エステサロンなどいろい
ろな店舗デザインをしてきました。
　リフォームは工事会社に、でもインテ
リア家具は?とお悩みではありませんか?

福岡市中央区桜坂1-15-11
TEL：092-986-0899
FAX：092-986-0899

（ＨＰ制作中）
E-mail：sa_ku_ra_za_ka@icloud.com
営業内容
女性オーナーが焼く焼鳥がメインの居酒
屋です。芋焼酎好きな方にお勧めの1升
3,000円のキープボトルがあります。
営業時間:18:00～23:00
定 休 日:月曜日

はなみずき通りから小道に入った場所で営業中
駐車場完備

やきとり桜坂

やきとり桜坂

　店内は禁煙ですが、季節の植物とお
子様にも人気のメダカのいる中庭に喫煙
スペースを設けております。

（筑紫女学園から徒歩2分）

　11月で一周年を迎える居酒屋です。
　きれいな店内で岩塩使用の独自調合
した塩焼き、しょうゆベースとみそベー
スの2 種類あるたれ焼きの焼き鳥をどう
ぞご賞味ください。

串屋　長右衛門

渡辺通で鶏を味わうなら!

おいしい鶏料理とお酒で
ゆったりとした大人の時間を

福岡市中央区渡辺通4-2-27
立石ビル103
TEL：092-753-9408
FAX：092-753-9408
https://www.kushiya-choemon.com/
営業内容
おまかせ炭火串焼き8 本 1,800円の長
右衛門コースなど、厳選された食材を
リーズナブルな価格でご提供。皆様のお
越しをお待ちしております。

串屋　長右衛門

　渡辺通、BiVi福岡の裏、花絵巻とい
う寿司屋の脇の小道。行燈の明かりを頼
りに奥へ進み暖簾をくぐると、扉の奥に
は大人の隠れ家。カウンターでは大事な
人との話が弾み、テーブルでは素敵な友

人と楽しいひと時。奥の個室は誰も知ら
ないゆったりした時間をご提供。福岡で
は珍しい岩手県の清流鶏やさつま種鶏の
鳥刺しなど鮮度に自信あり。

福岡市南区大楠3-20-18
高宮西鉄名店街内
TEL：092-231-0566
FAX：092-231-0566
https://www.facebook.com/olenova.takamiya/
E-mail：olenova.takamiya@gmail.com
営業内容
プレミアム感のあるお酒をコスパ良く、野
菜多めのおつまみと一緒に楽しめる 高架
下の小さなバル（酒場+カフェ）です。

カフェメニューやテイクアウトできるスイーツなども
ご用意しております

OLENOVA

OLENOVA

滞在時間制飲み放題でプレミアム感の
あるお酒を楽しめます! 延長も大歓迎♪

▼

野菜の水分だけで煮込んだ
特製キーマカレー

▼

お子様連れのお客様には
ベンチ席もあります

　自然派ワイン、焼酎、日本酒などのプ
レミアム感のあるお酒をコスパ良く楽し
めるお店です。飲み会の前のゼロ次会
や、食事会の帰りに立ち寄っていただけ
たら幸いです。グループでご来店でも、

一人ずつコース設定をすることも可能で
す。滞在時間制なので、飲まなきゃ損‼
延長も大歓迎‼小腹満たしメニューを準
備して、ご来店お待ちしております♪

▼

カウンターが特等席

立石蒲鉾店

大正15年創業の老舗蒲鉾店　
厳選した素材で作る職人の味をご賞味ください

博多伝統の技を受け継いだ
職人の手作り蒲鉾店

福岡市博多区千代2-17-12
TEL：092-651-0185
FAX：092-651-0185
https://www.hakata-kamaboko.com/
営業内容
博多蒲鉾の製造・販売
博多区千代の直営店でお年寄りからお子
様まで楽しめる手作り蒲鉾を販売してい
ます。

立石蒲鉾店

　福岡市博多区千代にある創業93 年を
誇る老舗蒲鉾店です。良質な“いとより
鯛”のすり身のみを使用し、博多揚げは
これに合う素材を厳選。伝統の製法で
素材を活かした美味しさを追求してい

ます。全国蒲鉾品評会にて3 年連続受
賞した「蒟蒻ちぎり」、水産庁長官賞を
受賞した「博多特板」など、贈り物やご
家庭用として、立石蒲鉾店自慢の一品は
いかがでしょうか。

▼

季節に応じた商品を
取りそろえております

オフィス大江戸

江戸時代から続く日本独自のマジックショー
四百年の時空を越えた江戸のエンターテイメント

驚き・感動・笑いをお届けします　
大江戸ジュリの日本手品ショー

福岡市西区愛宕南2-12-8-301
TEL：090-9494-3148
https://oedo123.wixsite.com/juri
E-mail：oedo123@dream.ocn.ne.jp
営業内容
マジックショー、マジック教室の企画提案
マジシャン派遣、全国どこでも出張いた
します。

オフィス大江戸

〈マジシャン 大江戸ジュリ プロフィール〉
小学生の時、近所のお祭りで見たマジッ
クに魅了され趣味としてマジックを始め
2010年にプロマジシャンへ転向。2017
年にアメリカへ渡りハリウッドにあるマジ

シャンの聖地、マジックキャッスルで一
流のマジックに触れ実力を備える。各種
イベント、パーティーなどで大江戸ジュリ
の江戸情緒豊かで粋なステージ芸をご堪
能ください。

▼

出演依頼受付中!
お気軽にご相談ください
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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

福岡市中央区荒戸1-1-13-202
TEL：092-555-2607
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営業内容
インテリアコーディネートの請負
モデルルーム作成、
ホテル、旅館のエントランスリフォーム
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建築デザイン OFFICE 本田敦子

建築デザイン OFFICE本田敦子
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▼

イメージを形に!
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営業内容
女性オーナーが焼く焼鳥がメインの居酒
屋です。芋焼酎好きな方にお勧めの1升
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小学生の時、近所のお祭りで見たマジッ
クに魅了され趣味としてマジックを始め
2010年にプロマジシャンへ転向。2017
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国内大手金融機関が実施する「本当に住みやすい街大賞」で
今年、福岡県第1位を受賞した早良区の藤崎。55店舗が軒を連
ね、紅葉八幡宮や猿田彦神社、高取焼として有名な「味楽窯」
など歴史・文化とともに歩んできた藤崎通り商店街は、今年で
創立55周年。30年以上前から夏の風物詩として親しまれてい
る「高取・藤崎土曜夜市」をはじめ、歴史・文化を活かした事
業や音楽イベントなど、常に地域とともに発展してきました。
そんな商店街の理事長で、『ふとんのタカオ』代表の高尾さん
は、「私が歴代の理事長から受け継いできた思いの中に『赤ちゃ
んから高齢の方まで安心して住める街にする』という言葉があり
ます。我々商店街はその思いのもと、地域への貢献を第一に今
日まで活動してきました。この思いをいつの時代になっても絶
やすことなく、これからも地域とともに発展し続けます。」と
語ってくれました。
そして今回は『ふとんのタカオ』に大潜入！今年で創業67年
を迎え、寝具の販売からリフォーム、打ち直しなど寝具に関す
るあらゆる悩みを解決するプロフェッショナルです。今年新たに
オープンした“HANARE”では高性能の機材を使用した寝具メ
ンテナンスや、東京西川が全国の限られた店舗に展開する“眠
りの相談所”として、睡眠環境を可視化するサービスを導入、
一人ひとりにフィットした睡眠環境・商品を提案しています。
住みやすさNo.1、納得です…

TOKORO
SHOW  YOU

06
商店街応援隊「トコロ」が参ります！

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

アクサ生命保険株式会社
福岡支社　福岡営業所　
〒���-����　福岡市博多区博多駅前�-�-��
　　　　　　  福岡商工会議所ビル�F　 
TEL ���-���-���� 

Check

ふとんのタカオ

藤崎通り商店街

商店街
情報

☎092-841-0111
福岡市早良区高取1-29-7
営平　日　  9：00～19：00
　日・祝　10：00～18：00
㉁毎月第1月曜日

店舗
情報

ホームページ

ホームページ

福岡で本当に住みやすい街、
第1位「藤崎」!!

今回はその秘密に迫ります。

PR

今回訪れたのは、地元の方に大人気 ! 西区にある「パン
工房 Nohmi」。噂では売り切れが続出すると聞いていたの
で、人気のパンが残っているか心配しながら、いざ入店 !
お昼過ぎの到着だったので種類や数は少なくなっていたも
のの、運良く人気パンが数個残っていました　人気 No1
だという黒あんパンも気になる…しかし!「女性に限ると人
気 No2 の白あんパンのほうが人気ですよ」と教えていただ
き、今回は白あんパンをいただくことにしました　生地が
モッチモチで、中に入っているこしあんとの相性がばっち
り　全体的に甘さは控えめなのですが、噛んでいくうちに
生地と相まって、上品な甘味が増します。あんこが苦手な
方にもオススメしたい一品です。（以前、私もあんこがほん
の少し苦手だったので…　  ）

パン工房 Nohmi では、30～50 種類のパンを扱い、季
節限定の商品もあります。商品の中には、卵不使用のも
の、アレルギーに考慮したものがあるため、食に関心のあ
る方々から大変喜ばれているそうです。西区方面にお越し
の際は、ぜひ足をのばしてみてはいかがでしょうか

（右）人気 No1 黒あんパン￥190（税抜）

（左）人気 No2 白あんパン￥180（税抜）

☎092-210-4600
福岡市西区石丸3-12-1
http://nohmipan.ciao.jp/
営7:00～18:30
   （※売り切れ次第終了）
㉁火曜日　（P）4台

ホームページ

パン工房Nohmi

管理栄養士・
フードスペシャリストと共に材料から、

製法までこだわりぬいたパン

今の時期は、季節限定ハロウィン
ラスク（中央）があります

毎日30～50 種類が
並んでいます

小さい頃からパンが好きで様々なパンを作ってみたいと思い、現場で経験を重ねてきました。
そのとき、多くのお客様の声を聞く機会があり「こういうパンがあれば、もっと多くの人におい
しいパンを届けられるのではないか」と考えていました。管理栄養士でありフードスペシャリス
トの妻と一緒に、栄養・アレルギーなどに考慮し「安心安全で、それに合う厳選した素材、製
法で作る」ということにこだわりを持っています。この、こだわりぬいたパンを、ぜひ多くの
方々に召しあがっていただきたいです!

YOKAMON

パン工房Nohmi
能美 誠さん

YO

KA_
OWNER

YO
KA_INFO

YO
KA_SHOT

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♪

本誌限定特典 「会議所ニュース見たよ！」でラスク1袋をプレゼントいたします！ 【2019年10月31日までの特典です】
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語ってくれました。
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を迎え、寝具の販売からリフォーム、打ち直しなど寝具に関す
るあらゆる悩みを解決するプロフェッショナルです。今年新たに
オープンした“HANARE”では高性能の機材を使用した寝具メ
ンテナンスや、東京西川が全国の限られた店舗に展開する“眠
りの相談所”として、睡眠環境を可視化するサービスを導入、
一人ひとりにフィットした睡眠環境・商品を提案しています。
住みやすさNo.1、納得です…

TOKORO
SHOW  YOU

06
商店街応援隊「トコロ」が参ります！

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

アクサ生命保険株式会社
福岡支社　福岡営業所　
〒���-����　福岡市博多区博多駅前�-�-��
　　　　　　  福岡商工会議所ビル�F　 
TEL ���-���-���� 

Check

ふとんのタカオ

藤崎通り商店街

商店街
情報

☎092-841-0111
福岡市早良区高取1-29-7
営平　日　  9：00～19：00
　日・祝　10：00～18：00
㉁毎月第1月曜日

店舗
情報

ホームページ

ホームページ

福岡で本当に住みやすい街、
第1位「藤崎」!!

今回はその秘密に迫ります。

PR

今回訪れたのは、地元の方に大人気 ! 西区にある「パン
工房 Nohmi」。噂では売り切れが続出すると聞いていたの
で、人気のパンが残っているか心配しながら、いざ入店 !
お昼過ぎの到着だったので種類や数は少なくなっていたも
のの、運良く人気パンが数個残っていました　人気 No1
だという黒あんパンも気になる…しかし!「女性に限ると人
気 No2 の白あんパンのほうが人気ですよ」と教えていただ
き、今回は白あんパンをいただくことにしました　生地が
モッチモチで、中に入っているこしあんとの相性がばっち
り　全体的に甘さは控えめなのですが、噛んでいくうちに
生地と相まって、上品な甘味が増します。あんこが苦手な
方にもオススメしたい一品です。（以前、私もあんこがほん
の少し苦手だったので…　  ）

パン工房 Nohmi では、30～50 種類のパンを扱い、季
節限定の商品もあります。商品の中には、卵不使用のも
の、アレルギーに考慮したものがあるため、食に関心のあ
る方々から大変喜ばれているそうです。西区方面にお越し
の際は、ぜひ足をのばしてみてはいかがでしょうか

（右）人気 No1 黒あんパン￥190（税抜）

（左）人気 No2 白あんパン￥180（税抜）

☎092-210-4600
福岡市西区石丸3-12-1
http://nohmipan.ciao.jp/
営7:00～18:30
   （※売り切れ次第終了）
㉁火曜日　（P）4台

ホームページ

パン工房Nohmi

管理栄養士・
フードスペシャリストと共に材料から、

製法までこだわりぬいたパン

今の時期は、季節限定ハロウィン
ラスク（中央）があります

毎日30～50 種類が
並んでいます

小さい頃からパンが好きで様々なパンを作ってみたいと思い、現場で経験を重ねてきました。
そのとき、多くのお客様の声を聞く機会があり「こういうパンがあれば、もっと多くの人におい
しいパンを届けられるのではないか」と考えていました。管理栄養士でありフードスペシャリス
トの妻と一緒に、栄養・アレルギーなどに考慮し「安心安全で、それに合う厳選した素材、製
法で作る」ということにこだわりを持っています。この、こだわりぬいたパンを、ぜひ多くの
方々に召しあがっていただきたいです!

YOKAMON

パン工房Nohmi
能美 誠さん

YO

KA_
OWNER

YO
KA_INFO

YO
KA_SHOT

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♪

本誌限定特典 「会議所ニュース見たよ！」でラスク1袋をプレゼントいたします！ 【2019年10月31日までの特典です】
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