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会員とともに、市民とともに
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今月のTOPIC
リテールマーケティング（販売士）

検定試験受験企業に聞く
人事理念に基づき、互いに学びあい

成長できる組織へ

輝く　 
販売士



※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

中小企業が海外において、知的財産権に関する損害賠
償請求等の訴訟の提起を受けた場合に、応訴等するた
めの費用を補償します。中小企業が本保険に加入する
場合、保険料の1/2（2年目以降の場合は、保険料の
1/3）が国から補助されます。

保険の概要

ここがおすすめ

◆高額になりがちな海外での係争費用が補償され、海外
知財訴訟への円滑な対応が可能
◆国が保険料の半額（2年目以降の継続の場合は1/3）
を負担（中小企業基本法で定められている中小企業の
要件を満たした場合）

保険商品の詳細については、右記QRコードより、商品パンフレットおよび、
企画書等を必ずご覧ください。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

●制度の保険料見積やご説明、お申込み手続き等は、引受保険会社の代理店にご依頼ください。
●この広告は、海外知財訴訟費用保険制度の概要をご紹介したものです。詳細は、
　引受保険会社の約款に拠りますので、ご契約前に必ずご確認ください。

https://hoken.jcci.or.jp
日本商工会議所 総務部

ＴＥＬ.03‐3283‐7832
制 度 運 営
お問い合わせ先

引受保険会社
（50音順）

海外知財訴訟費用保険制度

本保険の補助は、特許庁の予算により実施しています。

安心も海をわたります。
海外での知的財産権訴訟リスクは、
年々増加傾向にあります。
不安を海外展開の重荷にしないために。
ビジネスといっしょに、
安心もお供します。

商工会議所 会員の皆様へ
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PR 02 オルケスタ税理士法人
代表社員税理士　山下 久幸氏

カンパニーズチャレンジ

〈掲載広告〉
●コダマ健康食品　株式会社…表紙裏
●日本商工会議所…表紙裏
●ヒューマンアカデミー株式会社…P12
●福岡県信用保証協会…P13
●公益財団法人　産業雇用安定センター…P21
●一般財団法人　福岡コンベンションセンター…P33
●福岡県総務部税務課…P33
●福岡県事業引継ぎ支援センター…裏表紙

〈【同封】 福商 折込みチラシ〉
●PET検診
●劇団四季「ノートルダムの鐘」
●福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー

〈【同封】 福商ビジネス情報便〉
●ほけんの窓口グループ株式会社 外商部 福岡法人営業課
●オルケスタ税理士法人
●株式会社KISS 福岡
●建築デザインOFFICE本田敦子
●独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構  福岡支部
　 福岡職業能力開発促進センター
●CIFO株式会社
●プライベートサロンMEGURIKA
●TOMAコンサルタンツグループ株式会社
●一般社団法人 福岡県料飲業生活衛生組合連合会
●ソニー生命保険 株式会社　市丸裕志
●北九州商工会議所
●アプライド株式会社
●株式会社あしたのチーム
●株式会社サンネットワーク
●株式会社エスアンドシー
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〈もしもに備える〉
ビジネス総合保険制度・業務災害補償プラン
健診サービスのご案内

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
実務研修講座のご案内
第7回「福岡検定」のご案内
宅地建物取引士資格取得セミナー

〈お知らせ〉
FASHION MONTH FUKUOKA ASIA 2020 開催
TPP11/日EU・EPAの自己証明手続きセミナー・
ワークショップ

マル経資金
無料記帳指導

「外国人材採用」情報交換・交流会
福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー
人材確保相談窓口
求人マッチングサイトへの求人掲載を募集します!
福博せいもん払いのご案内
福商優待サービス
博多伝統芸能館イベント
福岡商工会議所の検定試験

25
13

10

21

08
26

14
30

18
　19

32
25

 

　　　  　令和2年 新年祝賀会申込受付中
優良従業員表彰

〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI NEWS 会議所の動き

〈役に立つ情報〉
福岡の統計

〈報告〉
2019年度第2四半期の事業進捗状況
地場企業の経営動向調査

（令和元年度　第2四半期）

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

〈専門家に聞く〉
税務Q&A
危機管理情報室

〈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

2019
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会員限定

27 博多をどり
～知ろう! 触れよう! 博多伝統芸能の魅力～

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8 回 いよいよ始まったポイント還元制度
　　　 新規顧客の獲得に向けて制度活用を!
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特集2

特集1

リテールマーケティング（販売士）検定試験受験企業に聞く

輝く★販売士
人事理念に基づき、互いに学びあい成長できる組織へ
エフコープ生活協同組合　人事部人財開発課　課長　森 健さん
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稲富 奈津子さん

02カンパニーズチャレンジ
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04
中期方針「事業承継支援」

辞め時、考えていますか?
～事業承継診断、事業引継ぎ支援の現場から見えてきたもの～

漫画家

福博新景

競妍美妓桧舞台

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

罷り出でましたる柳腰
しゃなりと
たちまちに舞台の桧の香も
さては恥じ入るや
とりどりに舞い踊る芸妓連
艶姿
妍を競い粋を競い
年の瀬の夢宴
師も走るせわしなき日のひとときを
静々と又はでやかに
にわかに現れたる桃源郷
さても心地よきえんたあていんめんと
令和元年のしんがりをつとめて
やんややんや!

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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積極的な情報発信で顧客獲得

オルケスタ税理士法人は、インター
ネットを中心とした情報発信で顧客を
獲得しています。法人化から約1年と
短い期間ながらも、ホームページ（以
下HP）からの問い合わせが多いそう。
「税金の話題を検索し情報収集する
経営者も少なくありません。そこでこ
ういう困りごとがあるだろうと課題を
想定し、その解決方法を解説する記
事を積極的にHP上で更新しています。
困りごとを調べてHPにたどり着く経
営者も多いです」と山下さん。
その根底には、山下さんの“顧客の

声”を大切にする姿勢があります。
「お客さまからの問い合わせがあれ
ば、わからなくても必死に調べて対応
する。そこから経営者の税務に対する
ニーズが見えてくるのです」。
オルケスタ税理士法人のHPでは、

一般的な事務所案内やサービス案内
のほか、相談事例、最新の税務情報
などを紹介。また無料のメールマガジ
ンとして『社長が知っておきたいお金と
ビジネスの話』（毎週水曜）を配信して
います。ビジネスネタはもちろん、旅

行など趣味の話まで、硬軟織り交ぜた
話題が山下さんのユニークな人柄を伝
えファンを増やしています。
「モットーは、人生は楽しく。好きな
ことを楽しくやることで、人間関係も
円滑になり、仕事でも努力できる」。

九州・福岡と世界の橋渡しを

オルケスタ税理士法人の社名は、
オーケストラ（スペイン語ではオルケス
タ）に由来します。
「オーケストラのように、様々な楽器
=税理士が集まり、個性を生かして仕
事をする場所がオルケスタ税理士法人
です。お客さまの課題ごとに最適な
チームを組んで、最善の解決策を導い
ていく。同じ道の専門家と一緒に仕事
をしても新しい発見はありません。違
う視点でアイディアをもたらしてくれる
人をパートナーとして選んでいます」と
山下さん。
ゆえに税理士を多く雇用するのではな

く、様々な道のスペシャリストとパート
ナー契約を結ぶスタイルをとっています。
また、現在は日本における国際税務

の対応がメインですが、今後は通訳の

パートナーも得ながら、海外での税務
対応もサポートできるよう体制を整備。
地元企業と海外企業とのパイプ役を目
指します。その背景には中小企業の経
営難があると言います。
「今後、中小企業の経営はどんどん
厳しいものになっていく。人材不足は
もちろん、原材料費が高騰する一方、
販売価格は上げられない。そうした負
のスパイラルの中、海外進出は売り上
げアップのひとつの選択。中小企業に
おいても、海外展開を視野に入れる必
要があります。そういった経営者の新
たな挑戦をパートナーとしてサポートし
たい」と意気込みます。

国際税務に特化し
競合他社と差別化する

経済のグローバル化が進展し、海
外への進出が顕著な九州経済。2017
年までに海外進出した九州の企業は累
計で1,025 件に達し、そのうち約
78%がアジア各国でビジネスを展開し
ています。また同年の九州の輸出額は
6兆8,410億円に上るなど、国内経済
が伸び悩む中、中小企業においても
海外、特にアジアを視野に入れた事業
展開が重要になっています。
そうした中で、福岡市西区姪浜駅南

のオルケスタ税理士法人は、企業の海
外との取引を税務の面でサポート。
代表社員税理士の山下久幸さんは

「関東や関西などの大都市部では、国

際税務を専門としている税理士事務所
も一般的です。一方、福岡はアジアと
距離的に近く海外とのやりとりが多い
反面、専門家はほぼいない状態でし
た」と話します。
山下さんが国際税務の仕事に興味を

持ったきっかけは、ある貿易会社から
の相談だったそうです。消費税は日本
国内の商品・サービスに課税されるも
の。例えば日本から海外に輸出した場
合、海外の企業から消費税を徴収す
ることができず、余分に税金を納めた
ままになっているケースがあると言い
ます。
「相談を受けた貿易会社の過去の帳
簿を確認すると、消費税の計算間違
いが多く、精査した結果、数百万円
単位の還付を受けることができました。

こうしたミスに気づかないまま、税務
処理をしている企業は少なくありませ
ん。しかし一般的な税理士事務所で
も国際的な取引経験がなければ、消
費税の還付を見過ごしてしまうケース
もあります。ここに特化することが自
分のキャリア、競合税理士との差別化
につながると感じたのです」。
国際税務の仕事は、『海外と商品・

サービスの取引を行っている企業・個
人の消費税計算』にとどまらず、『海外
に法人を持っている場合』や『国際間
で相続を行うケース』など、多岐にわた
ります。今後、国際化がさらに進展す
る中、国際税務の専門家の需要はアッ
プ。そうした社会背景もあり、アジアの
玄関口である福岡において、オルケス
タ税理士法人の活躍が期待されます。

オルケスタ税理士法人　代表社員税理士　山下 久幸氏

3こだわりのスタンディングデスクは山下さんの特注品。座って作業する
よりも効率が良く「足腰のトレーニングにもなりますよ」

1「税理士の仕事は数字を見ること。しっかりと数字を見つめながら、改
善に立ち向かえる経営者の手助けがしたい」と山下さん

2デザイン事務所のようなスタイルのオルケスタ税理士事務所のインテ
リア。社名入りのTシャツなどカジュアルなスタイルで働いている

【プロフィール】
佐賀県出身。税理士事務所で経験を積
み、2010年に税理士試験合格、翌年に
独立開業。2018年に法人化した。FM局
で洋楽ロック番組のDJ（2010～2015
年）として活躍するなど、様々なジャンル
で活躍している。

オルケスタ税理士法人
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南3-1-9-2F

TEL 092-894-1548
https://orquestax.com/
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アジアの“玄関口”福岡で
税務の面から企業の海外進出を支援
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たな挑戦をパートナーとしてサポートし
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国際税務に特化し
競合他社と差別化する

経済のグローバル化が進展し、海
外への進出が顕著な九州経済。2017
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6兆8,410億円に上るなど、国内経済
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単位の還付を受けることができました。

こうしたミスに気づかないまま、税務
処理をしている企業は少なくありませ
ん。しかし一般的な税理士事務所で
も国際的な取引経験がなければ、消
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オルケスタ税理士法人　代表社員税理士　山下 久幸氏

3こだわりのスタンディングデスクは山下さんの特注品。座って作業する
よりも効率が良く「足腰のトレーニングにもなりますよ」

1「税理士の仕事は数字を見ること。しっかりと数字を見つめながら、改
善に立ち向かえる経営者の手助けがしたい」と山下さん

2デザイン事務所のようなスタイルのオルケスタ税理士事務所のインテ
リア。社名入りのTシャツなどカジュアルなスタイルで働いている

【プロフィール】
佐賀県出身。税理士事務所で経験を積
み、2010年に税理士試験合格、翌年に
独立開業。2018年に法人化した。FM局
で洋楽ロック番組のDJ（2010～2015
年）として活躍するなど、様々なジャンル
で活躍している。

オルケスタ税理士法人
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南3-1-9-2F

TEL 092-894-1548
https://orquestax.com/
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アジアの“玄関口”福岡で
税務の面から企業の海外進出を支援
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・息子や娘がいない

・息子や娘が継がない

・他の親族・従業員にも

    適任者がいない

はい

はい

はい

はいいいえ いいえ

いいえ

いいえ

会社の借金が多くても諦めないで！  株式譲渡・事業譲渡はできる場合があります。

①従業員や取引先から心情的な理解を得られ
やすい

②承継のタイミング・期間が柔軟に決められる

①事業内容や業界事情を熟知しており、社内
や取引先の理解を得やすい

②承継のタイミング・スケジュールを柔軟に
決められる

①広範囲から承継先として相応しい会社を選
ぶことが可能

②M&Aの想定シナリオは柔軟性が高い、
　売り手の要求には制約がない

③承継先とのシナジー効果、新規投資等でさ
らなる成長・発展が期待できる

④後継者育成の時間がかからない

①当人に承継の意思、または資質がないこともある

②相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権
の集中が困難

③育成に時間がかかる

①経営者としての資質・能力が課題になる

②会社の株式または事業を買い取る資金力が乏し
いケースが多い

③現在の社長の個人保証の肩代わりができず、
個人保証が抜けないおそれがある

①短期間で希望する譲渡先が見つかるとは限らない、
早めに準備することが重要

②成約・決済後、M&A 仲介機関への手数料支払い
の負担が生じる

　※福岡県事業引継ぎ支援センターの場合、相談
　 無料

メリット デメリット

親族承継
親族に
継いでもらうもの

従業員承継
役員や従業員に
継いでもらうもの

第三者承継
社外の人材や
他企業に
継いでもらうもの

□体力的な問題
□取引先とのコミュニケーション問題

コミュニケーションがとりやすいのは自分の年齢±10歳ま
でと言われています。
取引先のコア社員の年齢層と自分の年齢はどうでしょうか?

□顧客の年齢層
得意先の年齢層は、経営者の年齢にあわせて上がっていく
ことが多いものです。
商品・サービスと年齢層にギャップは生じていませんか?

「まだ先のことだから」と先延ばしにしていませんか?

　現状、中小企業・小規模事業の経営者の半数以上が

60歳を超えており、今後10年間で世代交代時期を迎える

ことが見込まれています。一方、親族内で後継者を確保す

ることは困難になってきており、毎年3万件程度で推移し

ている廃業者数の5 割以上が、業況に問題がないにも関

わらず後継者不在で廃業に至っています。

　また今後、後継者不足からだけでなく、労働力不足か

らも企業の存続に危機が生じることが予想されています。

辞め時、考えていますか?
中期方針

「事業承継支援」

労働市場から退出する者（65歳）と労働市場へ参入する者

（15歳）とのギャップは毎年100万人に上ります。この状況

が進行すると、1社当たりの必要社員数が維持できず、廃

業・倒産が増加すると考えられます。

　こうした中、経営者にとって引き際は、企業にとっても

自分にとっても重要な選択となってきています。築き上げて

きた事業を今後どうするのか、今考えてみませんか?

「第三者承継」って
ご存じですか？
　親族や従業員に後継者がいない場合、第三者に
　譲り渡すという選択肢があります。

いつかは辞めなくては
いけない日が来ます!

どの承継方法が向いているか、
チャートに沿って考えてみましょう!

承継には5年はかかります
→例えば、65 歳で引退する場合、
　60 歳には準備開始 !

親族に後継者がいる
□後継者としての能力・やる気はあるか？
□社内をまとめていけそうか？

親族承継

本人の意思も
大事 !

従業員承継

第三者承継
後継者を社外で探す

□後継者としての能力・やる気はあるか？
□社内をまとめていけそうか？
□資金力はあるか？

従業員に後継者がいる

しかし…

　育ててきた事業、会社は自分の子供のようなもの。いつ
までも手をかけたい気持ちは分かります。
　ですが、子供がいつかは手を離れ、立派に独り立ちする
ように、事業や会社も、今の経営者の手を離れてもこれか
ら先、代々続き繁栄していくようにしたいものです。
　そのために、独り立ちできる準備を進めることが必要な
のです。

辞める=廃業ではありません。
ただし… そこで…

When?

後継者、本当にいませんか?Who?

まず、辞める日を
決めましょう!!

次に、辞める = 引継ぐための方法を考えましょう。

・好きな仕事をしている
・経営者になりたくない
・自分の能力に自信がない～事業承継診断、事業引継ぎ支援の

　　　　　　　　　　現場から見えてきたもの～

廃業し
たら従

業員の

生活は
どうな

る？

引退した後の生活資金が心配

まだま
だ自分

が手を

かけな
ければ

後継者がおらず
代替わりできない

特 集
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地域支援第一グループ
TEL：092‒441‒2161
地域支援第二グループ
TEL：092‒441‒2162

福岡商工会議所
経営相談部 福岡県事業承継支援

ネットワーク事務局
TEL：092‒409‒0022

親族への承継を検討したいと
お考えの方

事業の売却や譲渡、第三者への
引継ぎを検討したいと
お考えの方

相談先のご案内

福岡県事業引継ぎ
支援センター
TEL：092‒441‒6922

有り 55.0%

0% 20%

診断期間：2018年6月～2019年3月、診断件数：3,530件

40% 60% 80%

無回答 0.7%

〈後継者有りの場合〉
後継予定者

後継者の有無

100%

無し 44.3%

〈後継者無しの場合〉
引継ぎを想定できる候補先

無回答
7%

親族内、
役員・

従業員等
13%

想定先無し
76%

事業売却・ 
譲渡先

4%

商工会議所、または商工会
（以下「会議所等」という）に相談

事業承継診断＊を受ける

相談内容・診断結果に応じて、
会議所等が専門の支援機関を案内

福岡県事業承継支援
ネットワーク

福岡県事業引継ぎ
支援センター

経営状況・経営課題等の把握

事業承継に向けた経営改善

事業承継計画策定

事業承継計画実行

会議所等に相談

事業承継診断を受ける

会議所等から福岡県事業引継ぎ支援センターへ案件紹介

センターにて初回面談・登録
決算書・不動産査定書等を確認

譲渡金額の考え方を提言

現地調査・ヒアリング、企業概要書作成

センターから買い手登録者に情報送信

8名のうち、条件の合う2名を選定

基本合意書締結

条件交渉（1対1）
買収監査等を行い、条件を詰めていく

3ヵ月後、無事に譲渡契約書締結
現社長は引退するが、しばらくは

業務の引継ぎで時々店舗に出てもらう

3ヵ月後の引退を決意されており、タイトなスケジュールで
したが、人気店で業績も良かったことから、買い手候補が

すぐに見つかり、何とか期限内に譲渡契約書締結

個別面談・条件交渉
2名と交渉の結果、1名に決定

3ヵ月後の引退を決意されており
タイトなスケジュールだったため

一社（一人）ずつの紹介ではなく希望者を集めて
現地説明会開催→買い希望者8名参加

＊事業承継診断とは?
　現状を確認し、どの承継方法が向いているのか、その

ために今後どのような対策が必要となるのかについて把

握していただくための診断です。会議所等の職員が、診

断シートをもとにヒアリングを行います。

◆診断結果：昨年度、福岡県内で実施した事業承継診断
　　　　　　結果の一部をご紹介します。

　実に半数近くが後継者不在であり、うち8割弱は引継

ぎ先を想定もできていない状況。

◆診断結果：固定客の多い人気店で業績も良く、
　　　　　　「店舗を持続できれば」との判断から、
　　　　　　第三者承継を想定。

■事例紹介

　創業40年の喫茶店

　健康上の事由により3ヵ月後の引退を決意。

息子は別の道を歩んでおり、

後継者不在のため第三者承継ができないか検討。

愛着のある店舗なので、納得のいく結果にしたい。

（できなければ廃業もやむなし。）

ひとつでも当てはまる方は 、会 議 所等に
相談して、事業承継診断を受けてみましょう!

□何から始めていいのかわからない
□日々の経営で手一杯
□誰に相談してよいのかわからない
□適当な後継者（候補）が見つからない

無 料

親族 82%
役員・
従業員

11%

M&A、
外部人材等

3%

無回答
4%

加藤 太一
公認会計士・税理士

西田 理恵子
税理士

中川 雅之
弁護士田淵 耕一郎

事業承継
     コーディネーター

奥山 慎次
中小企業診断士

池下 智
税理士

統括責任者
ネットワーク事務局長

河野 洋平 
公認会計士・税理士 

統括責任者補佐統括責任者補佐 統括責任者補佐 統括責任者補佐 統括責任者補佐ブロックコーディネーター
（福岡地区担当）

ブロックコーディネーター
（北九州地区担当）

廣門 和久 藤田 統

ブロックコーディネーター
（筑豊地区担当）

 鈴木 稔

ブロックコーディネーター
（筑後地区担当）

工藤 芳純

How? 引継ぎまでのステップ

初回面談・登録

センターから買い手登録者や
提携機関に情報送信

買い希望の方を紹介

マッチング・条件交渉

基本合意書締結

条件交渉

譲渡契約書締結

▲事業承継診断
　ヒアリングシート

親族承継・従業員承継が
想定される場合

第三者承継が想定される場合

商工会議所・商工会

※従業員承継の場合は、福岡県
事 業 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー と
事業承継支援ネットワークが、
連携して対応していきます。
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地域支援第一グループ
TEL：092‒441‒2161
地域支援第二グループ
TEL：092‒441‒2162

福岡商工会議所
経営相談部 福岡県事業承継支援

ネットワーク事務局
TEL：092‒409‒0022

親族への承継を検討したいと
お考えの方

事業の売却や譲渡、第三者への
引継ぎを検討したいと
お考えの方

相談先のご案内

福岡県事業引継ぎ
支援センター
TEL：092‒441‒6922

有り 55.0%

0% 20%

診断期間：2018年6月～2019年3月、診断件数：3,530件

40% 60% 80%

無回答 0.7%

〈後継者有りの場合〉
後継予定者

後継者の有無

100%

無し 44.3%

〈後継者無しの場合〉
引継ぎを想定できる候補先

無回答
7%

親族内、
役員・

従業員等
13%

想定先無し
76%

事業売却・ 
譲渡先

4%

商工会議所、または商工会
（以下「会議所等」という）に相談

事業承継診断＊を受ける

相談内容・診断結果に応じて、
会議所等が専門の支援機関を案内

福岡県事業承継支援
ネットワーク

福岡県事業引継ぎ
支援センター

経営状況・経営課題等の把握

事業承継に向けた経営改善

事業承継計画策定

事業承継計画実行

会議所等に相談

事業承継診断を受ける

会議所等から福岡県事業引継ぎ支援センターへ案件紹介

センターにて初回面談・登録
決算書・不動産査定書等を確認

譲渡金額の考え方を提言

現地調査・ヒアリング、企業概要書作成

センターから買い手登録者に情報送信
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　現状を確認し、どの承継方法が向いているのか、その

ために今後どのような対策が必要となるのかについて把

握していただくための診断です。会議所等の職員が、診
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　実に半数近くが後継者不在であり、うち8割弱は引継

ぎ先を想定もできていない状況。
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□誰に相談してよいのかわからない
□適当な後継者（候補）が見つからない

無 料
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西田 理恵子
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     コーディネーター

奥山 慎次
中小企業診断士
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統括責任者
ネットワーク事務局長

河野 洋平 
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ブロックコーディネーター
（筑豊地区担当）

 鈴木 稔

ブロックコーディネーター
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How? 引継ぎまでのステップ

初回面談・登録

センターから買い手登録者や
提携機関に情報送信

買い希望の方を紹介

マッチング・条件交渉

基本合意書締結

条件交渉

譲渡契約書締結

▲事業承継診断
　ヒアリングシート

親族承継・従業員承継が
想定される場合

第三者承継が想定される場合

商工会議所・商工会

※従業員承継の場合は、福岡県
事 業 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー と
事業承継支援ネットワークが、
連携して対応していきます。
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　ラグビーワールドカップ（RWC）の本番を迎えるにあたり、経済波及効果の最大化を目指して、各事業でさまざまな取り組みを展開し
ており、10月も継続していく。大会終了後は、RWCレガシーを今後の大型 MICE 受入れの仕組みに繋げ、行政、経済団体、観光団
体などと連携したインバウンド受入基盤の構築を図る。
　一方で、消費増税・軽減税率導入に向け、直前対策を実施。今後は対応が遅れている事業者をきめ細かく支援していくとともに、
確定申告に向けたサポートを合わせて実施していく。

　当所の中期方針（2018年度～2020年度）に基づき推進している主要事業につきまして、今年度第2四半期における進捗状況を
ご報告いたします。

福岡商工会議所
2019年度第2四半期（7月～9月）の事業進捗状況

報告

総括

Ⅱ 「地域を支え、成長し続ける商工業者の支援」
1．「人材確保の包括的支援」

①会社合同説明会・インターンシップフェアを各 1 回開催。
今後さらに市内外の大学において「モグジョブ（学食での
ワールドカフェ）」「業界・職種研究会」に取り組む。

②新規事業として、「高校の先生と企業採用担当者の交流
会」実施に向けて準備中。

2．「人材育成支援」
①「リカレント講座」を3 回開催。企業の経営者等に向けて、

リカレント教育の重要性を喚起。
3．「創業支援（スタートアップ支援）」

①創業マインド醸成セミナーを12 回、福岡起業塾を1 回開
催。次期開催の「ベンチャー向け起業塾」の準備。

4．「事業承継支援」
①事業承継診断や診断後の個社支援に取り組むも支援件数

が不十分。セミナーの開催等により支援先の掘り起こしに
取り組む。

5．「IT・ICTの活用による生産性向上支援」
①福岡県と連携し、総務省の統一 QR「JPQR」普及事業を展

開。9月末で464件の申込受付。
6．「消費税軽減税率・転嫁対策支援」

① 対策セミナーを毎月１回実施したほか、９月には直前対策
セミナーを３回実施。

②セミナーに参加できない事業者に向け、７月よりオンデマン
ドセミナーの提供を開始。

7．「イノベーション支援」
①イノベーションに取り組む企業を個別支援。業務提携等累

計22 件のマッチングを実施。

Ⅲ 「信頼され、進化し続ける福岡商工会議所の実現」
1．「会員増強・維持活動」

①事業を通じた入会促進を全所的に展開。入会数は前年同
期を大きく上回っているが、目標水準に到達していない。

②各部の取り組み強化により、年度目標達成を目指す。
③退会防止強化策として、当所事業の未利用会員、新入会

員、退会率の高い入会2 年目の会員などをターゲットとした
巡回訪問を継続的に実施。

2．「会員交流事業」
①8月に「夏の会員交流会」を実施したほか、中規模の交流

会を1回、小規模の交流会を2 回開催。今後も、様々な規
模の交流会を企画し、実施していく。

　第２四半期までに終了した事業については、今年度の取り組みを踏まえ、更に高い水準で成果を発揮できるよう次年度に向けた取り
組みを進めてまいります。継続している事業については、今年度の目標達成に向けて、引き続き活動を推進してまいります。今後と
も、当所活動へのご理解・ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申しあげます。

達成率実 績
第２四半期

目 標目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

・平均ブース訪問数
・求職者動員数
・採用担当者情報交換会参加企業数

◎新卒人材の確保支援事業
　・会社合同説明会
　　（同時開催：インターンシップ合同説明会）

・3.8社
・1,200名
・60社

・3.3社
・861名
・―

・3.8社
・1,200名
・―

・   87％
・   72％
・   ―    

・セミナー参加者数
・セミナーアンケート満足度
・業務提携・販路拡大先とのマッチング商談件数

◎イノベーションセミナー及び
　ワークショップ事業

・100名
・７割
・24件

・31名
・9.5割
・22件

・100名
・７割
・8件

・   31%
・136%
・275%

・受講者数
・創業件数（2019受講・１年後）
・創業件数（2018受講）

◎福岡起業塾
・40名
・28/40件
・31/43件

・18名
・―
・18/43件

・20名
・―
・22/43件

・   90%
・   ―    
・    82%

・セミナー開催数
・クラウドサービス導入支援・完了企業数

◎IT・ICT活用による生産性向上・
　経営力向上に向けた支援

・12回
・70社

・22回
・67社

・6回
・45社

・367%
・149%

・事業承継診断
・事業承継計画策定件数◎経営指導員による事業承継支援 ・800件

・15件
・159件
・4件

・380件
・6件

・   42%
・   67%

・セミナー数
・参加者数◎起業マインドの醸成 ・20回

・520名
・17回
・210名

・10回
・200名

・170%
・105%

参加者数◎社会人の学びなおし（リカレント）講座 60名 71名60名 118％

達成率実 績
第２四半期

目 標目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

集客数◎九州・火の国元気まつり
　（熊本復興PRイベント） 10万人 20万人10万人 200％

伝統芸能・博多町家・伝統工芸の
3館連携事業数◎着地型観光メニューの拡大 3件 3館連携事業広報開始

（事業実施：10/3～10/14）3館連携事業開始 0％

委員会主導セミナー参加者数◎MICE開催・誘致促進 100名 98名100名 98％

相談件数◎ワンストップ海外展開相談窓口 100件 53件50件 106％

RWCおもてなしイベント（仮）の実施◎スポーツMICE推進事業 実施完了 実施開始実施開始 100％

・年度末会員数
・新規会員数◎会員増強・維持活動 ・16,225件

・1,170件
・―
・751件

・―
・878件

・   ―    
・   86%

・参加人数
・参加者の名刺交換件数・夏の会員交流会 ・300名

・平均15社
・425名
・平均10社

・300名
・平均15社

・142%
・   67%

達成率実 績
第２四半期

目 標目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

■中期方針（2018年度～2020年度）

【理念】商工業の改善・発達と福岡の発展

【中期方針のビジョン（目指す姿）】
～質的向上によるサービス充実～

会議所の強み 関係支援先

Ⅰ 事業サービス改革
Ⅱ 事業マネジメント改革
Ⅲ 人材マネジメント改革

部　会 委員会

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

信頼され、進化し続ける
福岡商工会議所の実現

夏の会員交流会

Ⅰ 「アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築」
1．「MICE、観光、インバウンド支援」

　ラグビーワールドカップ（RWC）の本番を迎え、地元への
経済効果の波及や大会後の持続的効果・レガシー創出も念
頭に各事業の準備・実施に取り組んだ。
①8/1　飲食店向けに「インバウンド対応ガイド動画」を作成

し公開。
②8月～10/31　当所や賛同企業・団体による「ラグビー応援

ポロシャツ着用プロジェクト」を展開。
③8/26　観光・飲食部会とMICE・観光振興委員会の共催

でインバウンド対策セミナーを実施。
④8/26　「福岡開催 1ヶ月前大会 PRキャンペーン」で大会チ

ラシを街頭で配布。
⑤9/5　行政や地域団体等と連携し「福岡おもてなしプロジェ

クト12 団体共同記者説明会」を実施。
⑥9/5～　日・英・仏語で飲食店を掲載した「FUKUOKA 

KICKOFF MAP」を8万部作成して配布。
⑦9/28～29　熊本市内で「九州・火の国元気まつり」「祭り

アイランド九州 祭り集結」を開催。

⑧10/3～10/14　博多伝統芸能館、「博多町家」ふるさと館、
はかた伝統工芸館の3 館で連携し、スタンプラリーを実施

（期間中、博多伝統芸能館では特別公演を実施）。
⑨10/4　商店街と連携し、「川端夜祭」において日本文化体

験ブースを設置。
⑩10/12～14「Food EXPO Kyushu」でインバウンド向け新メ

ニュー提供、ラグビー体験ブース設置。
2．「海外展開支援」

①当所を含む5 支援機関によるワンストップ海外展開相談窓
口で累計 53 件の相談に対応。相談者の着実なフォロー
アップに取り組む。

代表的な取り組み

ラグビー応援ポロシャツ着用プロジェクトインバウンド対応ガイド動画 ◎会員交流事業の強化

・参加人数
・参加者の名刺交換件数・異業種交流会 ・140名

・平均15社
・114名
・平均12社

・90名
・平均15社

・127%
・   80%
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　ラグビーワールドカップ（RWC）の本番を迎えるにあたり、経済波及効果の最大化を目指して、各事業でさまざまな取り組みを展開し
ており、10月も継続していく。大会終了後は、RWCレガシーを今後の大型 MICE 受入れの仕組みに繋げ、行政、経済団体、観光団
体などと連携したインバウンド受入基盤の構築を図る。
　一方で、消費増税・軽減税率導入に向け、直前対策を実施。今後は対応が遅れている事業者をきめ細かく支援していくとともに、
確定申告に向けたサポートを合わせて実施していく。

　当所の中期方針（2018年度～2020年度）に基づき推進している主要事業につきまして、今年度第2四半期における進捗状況を
ご報告いたします。

福岡商工会議所
2019年度第2四半期（7月～9月）の事業進捗状況

報告

総括

Ⅱ 「地域を支え、成長し続ける商工業者の支援」
1．「人材確保の包括的支援」

①会社合同説明会・インターンシップフェアを各 1 回開催。
今後さらに市内外の大学において「モグジョブ（学食での
ワールドカフェ）」「業界・職種研究会」に取り組む。

②新規事業として、「高校の先生と企業採用担当者の交流
会」実施に向けて準備中。

2．「人材育成支援」
①「リカレント講座」を3 回開催。企業の経営者等に向けて、

リカレント教育の重要性を喚起。
3．「創業支援（スタートアップ支援）」

①創業マインド醸成セミナーを12 回、福岡起業塾を1 回開
催。次期開催の「ベンチャー向け起業塾」の準備。

4．「事業承継支援」
①事業承継診断や診断後の個社支援に取り組むも支援件数

が不十分。セミナーの開催等により支援先の掘り起こしに
取り組む。

5．「IT・ICTの活用による生産性向上支援」
①福岡県と連携し、総務省の統一 QR「JPQR」普及事業を展

開。9月末で464件の申込受付。
6．「消費税軽減税率・転嫁対策支援」

① 対策セミナーを毎月１回実施したほか、９月には直前対策
セミナーを３回実施。

②セミナーに参加できない事業者に向け、７月よりオンデマン
ドセミナーの提供を開始。

7．「イノベーション支援」
①イノベーションに取り組む企業を個別支援。業務提携等累

計22 件のマッチングを実施。

Ⅲ 「信頼され、進化し続ける福岡商工会議所の実現」
1．「会員増強・維持活動」

①事業を通じた入会促進を全所的に展開。入会数は前年同
期を大きく上回っているが、目標水準に到達していない。

②各部の取り組み強化により、年度目標達成を目指す。
③退会防止強化策として、当所事業の未利用会員、新入会

員、退会率の高い入会2 年目の会員などをターゲットとした
巡回訪問を継続的に実施。

2．「会員交流事業」
①8月に「夏の会員交流会」を実施したほか、中規模の交流

会を1回、小規模の交流会を2 回開催。今後も、様々な規
模の交流会を企画し、実施していく。

　第２四半期までに終了した事業については、今年度の取り組みを踏まえ、更に高い水準で成果を発揮できるよう次年度に向けた取り
組みを進めてまいります。継続している事業については、今年度の目標達成に向けて、引き続き活動を推進してまいります。今後と
も、当所活動へのご理解・ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申しあげます。

達成率実 績
第２四半期

目 標目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

・平均ブース訪問数
・求職者動員数
・採用担当者情報交換会参加企業数

◎新卒人材の確保支援事業
　・会社合同説明会
　　（同時開催：インターンシップ合同説明会）

・3.8社
・1,200名
・60社

・3.3社
・861名
・―

・3.8社
・1,200名
・―

・   87％
・   72％
・   ―    

・セミナー参加者数
・セミナーアンケート満足度
・業務提携・販路拡大先とのマッチング商談件数

◎イノベーションセミナー及び
　ワークショップ事業

・100名
・７割
・24件

・31名
・9.5割
・22件

・100名
・７割
・8件

・   31%
・136%
・275%

・受講者数
・創業件数（2019受講・１年後）
・創業件数（2018受講）

◎福岡起業塾
・40名
・28/40件
・31/43件

・18名
・―
・18/43件

・20名
・―
・22/43件

・   90%
・   ―    
・    82%

・セミナー開催数
・クラウドサービス導入支援・完了企業数

◎IT・ICT活用による生産性向上・
　経営力向上に向けた支援

・12回
・70社

・22回
・67社

・6回
・45社

・367%
・149%

・事業承継診断
・事業承継計画策定件数◎経営指導員による事業承継支援 ・800件

・15件
・159件
・4件

・380件
・6件

・   42%
・   67%

・セミナー数
・参加者数◎起業マインドの醸成 ・20回

・520名
・17回
・210名

・10回
・200名

・170%
・105%

参加者数◎社会人の学びなおし（リカレント）講座 60名 71名60名 118％

達成率実 績
第２四半期

目 標目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

集客数◎九州・火の国元気まつり
　（熊本復興PRイベント） 10万人 20万人10万人 200％

伝統芸能・博多町家・伝統工芸の
3館連携事業数◎着地型観光メニューの拡大 3件 3館連携事業広報開始

（事業実施：10/3～10/14）3館連携事業開始 0％

委員会主導セミナー参加者数◎MICE開催・誘致促進 100名 98名100名 98％

相談件数◎ワンストップ海外展開相談窓口 100件 53件50件 106％

RWCおもてなしイベント（仮）の実施◎スポーツMICE推進事業 実施完了 実施開始実施開始 100％

・年度末会員数
・新規会員数◎会員増強・維持活動 ・16,225件

・1,170件
・―
・751件

・―
・878件

・   ―    
・   86%

・参加人数
・参加者の名刺交換件数・夏の会員交流会 ・300名

・平均15社
・425名
・平均10社

・300名
・平均15社

・142%
・   67%

達成率実 績
第２四半期

目 標目標値（年間）事業および施策 達成目標（目標項目）

■中期方針（2018年度～2020年度）

【理念】商工業の改善・発達と福岡の発展

【中期方針のビジョン（目指す姿）】
～質的向上によるサービス充実～

会議所の強み 関係支援先

Ⅰ 事業サービス改革
Ⅱ 事業マネジメント改革
Ⅲ 人材マネジメント改革

部　会 委員会

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

信頼され、進化し続ける
福岡商工会議所の実現

夏の会員交流会

Ⅰ 「アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築」
1．「MICE、観光、インバウンド支援」

　ラグビーワールドカップ（RWC）の本番を迎え、地元への
経済効果の波及や大会後の持続的効果・レガシー創出も念
頭に各事業の準備・実施に取り組んだ。
①8/1　飲食店向けに「インバウンド対応ガイド動画」を作成

し公開。
②8月～10/31　当所や賛同企業・団体による「ラグビー応援

ポロシャツ着用プロジェクト」を展開。
③8/26　観光・飲食部会とMICE・観光振興委員会の共催

でインバウンド対策セミナーを実施。
④8/26　「福岡開催 1ヶ月前大会 PRキャンペーン」で大会チ

ラシを街頭で配布。
⑤9/5　行政や地域団体等と連携し「福岡おもてなしプロジェ

クト12 団体共同記者説明会」を実施。
⑥9/5～　日・英・仏語で飲食店を掲載した「FUKUOKA 

KICKOFF MAP」を8万部作成して配布。
⑦9/28～29　熊本市内で「九州・火の国元気まつり」「祭り

アイランド九州 祭り集結」を開催。

⑧10/3～10/14　博多伝統芸能館、「博多町家」ふるさと館、
はかた伝統工芸館の3 館で連携し、スタンプラリーを実施

（期間中、博多伝統芸能館では特別公演を実施）。
⑨10/4　商店街と連携し、「川端夜祭」において日本文化体

験ブースを設置。
⑩10/12～14「Food EXPO Kyushu」でインバウンド向け新メ

ニュー提供、ラグビー体験ブース設置。
2．「海外展開支援」

①当所を含む5 支援機関によるワンストップ海外展開相談窓
口で累計 53 件の相談に対応。相談者の着実なフォロー
アップに取り組む。

代表的な取り組み

ラグビー応援ポロシャツ着用プロジェクトインバウンド対応ガイド動画 ◎会員交流事業の強化

・参加人数
・参加者の名刺交換件数・異業種交流会 ・140名

・平均15社
・114名
・平均12社

・90名
・平均15社

・127%
・   80%
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9.20

挨拶をする藤永会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
ファンゾーンin 福岡
オープニングセレモニー　

9.21、22、28、29

　当所は 9月21日、22日、28日、29日

の 4日間、福岡起業塾を開催。概ね1 年

以内に起業を目指す起業家等 18 名が参加

した。期間中は、創業に必要な基礎知識

や様々な起業・開業ノウハウをわかりやす

く解説するとともに、事業の具体化に向け

た指導を行った。最終日には参加者による

事業計画のプレゼンテーションを行った。

塾終了後も、当塾講師と当所経営指導員

によって、ビジネスプランのブラッシュアッ

プから事業の実現まで伴走型支援を行って

いく。

熱心に聴講する受講者

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

起業塾

令和元年度
第 1回福岡起業塾

9.19

　卸売商業部会（部会長＝忍田勉・㈱カ

ンサイ 代表取締役会長）は 9 月 19 日、

㈱ダリアの社内講師 古川ユキ氏による『働

く女性のためのオフィスメイク実践セミ

ナー』を開催。入社 5 年目までの女性社員

や総務人事担当者など60名が参加した。

　オフィスで好印象なヘアカラーや、なり

たい印象にあわせたメイクのポイントを伝

授。参加者にメイクを施すデモンストレー

ションも実施。講演会後には交流会を開

催し、参加者同士が交流を深めた。

熱心に講演に耳を傾ける参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

部　会

卸売商業部会主催
講演会・交流会

9.25

　当所は9月25日、今年度２回目となる中

規模人数交流会「リレーションズ」を開催

した。企業の総務・人事・労務・管理部

門の担当者を対象にし、参加者が抱える

各種課題に対応する専門家などを含む、

40名が参加した。

　参加者からは、「悩みの共有や相談がで

き、交流の中で気付きがあった」、「様々な

キャリアを持つ参加者と情報交換ができ、

視野が広がった」といった声が聞かれた。

次回は「外国人材採用」をテーマに開催。

詳しくは、P20をご覧ください。

意見を交わす参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

中規模人数交流会リレーションズ
総務・人事交流会

　 ラ グ ビー ワ ールド カップ 2 0 1 9 ™

（=RWC2019）福岡開催推進委員会（会長

= 藤永憲一・福岡県商工会議所連合会

会長）は RWC2019 開幕戦の 9月20 日、

博多駅前広場でファンゾーンin 福岡オープ

ニングセレモニーを実施した。藤永会長

は挨拶で「4 年に一度ではない、一生に

一度のラグビーワールドカップというイベ

ントを大いに楽しみ、盛り上げ、このファ

ンゾーンで世界中のラグビーファンを〝おも

てなし〟いたしましょう」と述べた。

10.9～14

【国内外食品商談会】国内外から多くのバイヤーが来場

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

販路拡大

Food EXPO Kyushu2019  （BtoB）国内外食品商談会  （BtoC）九州うまいもの大食堂

【九州うまいもの大食堂】多くの客でにぎわう会場

　Food EXPO Kyushu実行委員会（実行委

員長＝当所・川原副会頭）は、10月9～14日

まで「Food EXPO Kyushu2019」を開催した。

【国内外食品商談会】
　10月9～10日の2日間、福岡国際セン

ターにて開催。263 社・団体が出展。会

場では、展示商談会や個別商談会を実

施し、2日間で 4,384 名が来場。9 日は

国内外バイヤーと出展者による最先端の

海外市場トレンドに関する事例発表会を

開催。11日には出展企業の生産場所をバ

イヤーが訪問する訪問商談会を実施した。

　また今回は、当所や九州内の各地商工

会議所や商工会による事前の広報や出展

企業サポートにも力を入れ、過去最大の

商談数となり成約数も昨年以上の実績と

なる見込み。

【九州うまいもの大食堂】
　10月12日～14日の3日間、天神中央公

園にて開催。九州各地から選りすぐりの

69 社・団体が出店。今回はラグビーワー

ルドカップを契機とした国内外への発信

強化の為、欧米豪向けメニューの出店、

外国語対応の支援を実施。3日間で約 10

万7 千人のお客様が来場し、大いに盛り

上がりを見せた。

10.3～14

　博多伝統芸能振興会（会長＝当所・藤

永会頭）は RWC2019※１大会にあわせて、

10月3日から14日に特別公演を開催。全

23公演で344 名が来館した。

　試合観戦のために来福した欧米豪を中

心とした国内外の多くの方に博多の伝統文

化の魅力に触れていただくことができた。

　また、同期間中に博多旧市街エリアの

3 館※2でスタンプラリーも開催した。

※1　RWC2019=ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会

※2　3 館 =「博多町家」ふるさと館、

　　  はかた伝統工芸館、博多伝統芸能館

芸妓の舞を鑑賞するフランス人観光客

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

伝統芸能

博多伝統芸能館
10月特別公演

10.16

　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 10月16日、西日本新聞社編集局経済

部長・デジタル編集チーム部長の曽山茂

志氏を講師に迎え、「福岡の街づくりと増

税後について」をテーマに 10月例会を開

催。38 名が参加した。

　講演会で曽山氏は、福岡市の高いポテ

ンシャルと、世界経済等の不測の事態へ

の備えの必要性などについて話された。

終了後には、理事会報告が行われた。

参加者の質問に答える曽山氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

福岡商工会議所女性会
10月例会

10.15

　福商ビジネス倶楽部は10月15日、エイ

ムアテイン博多駅東にて「レゴ®ブロック

で組織が変わる!」を開催し、41名が参加

した。

　例会では、世界の大手企業が採用した

プログラム「レゴ®シリアスプレイ®」につ

いて説明があり、レゴ®ブロックを使った

活発なコミュニケーションが行われた。

例会後は出席者による交流懇親会を開

催。参加者からは、「思考の整理の仕方が

学べ、他の参加者の思考への理解が深

まった」などの声があった。

「レゴ®シリアスプレイ®」を行う参加者

●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
10月例会

9.28～29

　９月 28～29 日、九州・山口の祭りが

集結した「祭りアイランド九州」と「九州・

火の国元気まつり」が熊本市で開催され

た。九州・山口の美味しい「食」と「土産

品」などを一堂に集めた「元気まつり」は

九州商工会議所連合会・熊本県商工会

議所連合会が主催。両日、熊本の中心

市街は延べ 22万人の人出で賑わい、祭り

と食と観光物産展を楽しんだ。

　RWC2019※で訪れた国内外の観戦客に
も、九州地域の魅力をアピールする良い
機会となった。
※RWC2019=ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会

山笠の台上がりを務められる日商・三村会頭（左）

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

「祭りアイランド九州」・
「九州・火の国元気まつり」

9.30

　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 9 月 30

日、第 24 回定時総会を開催し49 名が参

加した。

　総会では①平成 30 年度事業報告並び

に収支決算②令和元年度事業計画並び

に予算（案）③役員選任について審議し、

原案通り承認された。懇親会では、会員

相互の懇親を深めた。

　また、10月1日には 10月例会「懇親ゴ

ルフ会」を開催し16 名が参加した。プ

レー後の表彰式も大いに盛り上がった。

「懇親ゴルフ会」に参加した支店長会会員

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会第24回定時総会

9.30

　当所は 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

の阿部議長に提出した。藤永会頭は「消

費税増税への対応や人手不足の深刻化な

ど経営者は様々な課題に直面している。

福岡市は “元気な街”を象徴するような都

市開発やMICE 誘致などを力強く推進され

ている。今後も福岡市と一体となり地域

経済の発展に取り組んでいきたい」と述

べた。髙島市長からは「これまで同様、

商工会議所とも一体になって次世代へ向

けた取り組みを推し進めていきたい」と力

強い回答があった。

髙島市長に要望書を提出する藤永会頭

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

提　言

福岡市政に対する提言
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FCCI NEWS 会議所の動き

9.20

挨拶をする藤永会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

RWC

ラグビーワールドカップ2019™
ファンゾーンin 福岡
オープニングセレモニー　

9.21、22、28、29

　当所は 9月21日、22日、28日、29日

の 4日間、福岡起業塾を開催。概ね1 年

以内に起業を目指す起業家等 18 名が参加

した。期間中は、創業に必要な基礎知識

や様々な起業・開業ノウハウをわかりやす

く解説するとともに、事業の具体化に向け

た指導を行った。最終日には参加者による

事業計画のプレゼンテーションを行った。

塾終了後も、当塾講師と当所経営指導員

によって、ビジネスプランのブラッシュアッ

プから事業の実現まで伴走型支援を行って

いく。

熱心に聴講する受講者

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

起業塾

令和元年度
第 1回福岡起業塾

9.19

　卸売商業部会（部会長＝忍田勉・㈱カ

ンサイ 代表取締役会長）は 9 月 19 日、

㈱ダリアの社内講師 古川ユキ氏による『働

く女性のためのオフィスメイク実践セミ

ナー』を開催。入社 5 年目までの女性社員

や総務人事担当者など60名が参加した。

　オフィスで好印象なヘアカラーや、なり

たい印象にあわせたメイクのポイントを伝

授。参加者にメイクを施すデモンストレー

ションも実施。講演会後には交流会を開

催し、参加者同士が交流を深めた。

熱心に講演に耳を傾ける参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

部　会

卸売商業部会主催
講演会・交流会

9.25

　当所は9月25日、今年度２回目となる中

規模人数交流会「リレーションズ」を開催

した。企業の総務・人事・労務・管理部

門の担当者を対象にし、参加者が抱える

各種課題に対応する専門家などを含む、

40名が参加した。

　参加者からは、「悩みの共有や相談がで

き、交流の中で気付きがあった」、「様々な

キャリアを持つ参加者と情報交換ができ、

視野が広がった」といった声が聞かれた。

次回は「外国人材採用」をテーマに開催。

詳しくは、P20をご覧ください。

意見を交わす参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

中規模人数交流会リレーションズ
総務・人事交流会

　 ラ グ ビー ワ ールド カップ 2 0 1 9 ™

（=RWC2019）福岡開催推進委員会（会長

= 藤永憲一・福岡県商工会議所連合会

会長）は RWC2019 開幕戦の 9月20 日、

博多駅前広場でファンゾーンin 福岡オープ

ニングセレモニーを実施した。藤永会長

は挨拶で「4 年に一度ではない、一生に

一度のラグビーワールドカップというイベ

ントを大いに楽しみ、盛り上げ、このファ

ンゾーンで世界中のラグビーファンを〝おも

てなし〟いたしましょう」と述べた。

10.9～14

【国内外食品商談会】国内外から多くのバイヤーが来場

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

販路拡大

Food EXPO Kyushu2019  （BtoB）国内外食品商談会  （BtoC）九州うまいもの大食堂

【九州うまいもの大食堂】多くの客でにぎわう会場

　Food EXPO Kyushu実行委員会（実行委

員長＝当所・川原副会頭）は、10月9～14日

まで「Food EXPO Kyushu2019」を開催した。

【国内外食品商談会】
　10月9～10日の2日間、福岡国際セン

ターにて開催。263 社・団体が出展。会

場では、展示商談会や個別商談会を実

施し、2日間で 4,384 名が来場。9 日は

国内外バイヤーと出展者による最先端の

海外市場トレンドに関する事例発表会を

開催。11日には出展企業の生産場所をバ

イヤーが訪問する訪問商談会を実施した。

　また今回は、当所や九州内の各地商工

会議所や商工会による事前の広報や出展

企業サポートにも力を入れ、過去最大の

商談数となり成約数も昨年以上の実績と

なる見込み。

【九州うまいもの大食堂】
　10月12日～14日の3日間、天神中央公

園にて開催。九州各地から選りすぐりの

69 社・団体が出店。今回はラグビーワー

ルドカップを契機とした国内外への発信

強化の為、欧米豪向けメニューの出店、

外国語対応の支援を実施。3日間で約 10

万7 千人のお客様が来場し、大いに盛り

上がりを見せた。

10.3～14

　博多伝統芸能振興会（会長＝当所・藤

永会頭）は RWC2019※１大会にあわせて、

10月3日から14日に特別公演を開催。全

23公演で344 名が来館した。

　試合観戦のために来福した欧米豪を中

心とした国内外の多くの方に博多の伝統文

化の魅力に触れていただくことができた。

　また、同期間中に博多旧市街エリアの

3 館※2でスタンプラリーも開催した。

※1　RWC2019=ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会

※2　3 館 =「博多町家」ふるさと館、

　　  はかた伝統工芸館、博多伝統芸能館

芸妓の舞を鑑賞するフランス人観光客

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

伝統芸能

博多伝統芸能館
10月特別公演

10.16

　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 10月16日、西日本新聞社編集局経済

部長・デジタル編集チーム部長の曽山茂

志氏を講師に迎え、「福岡の街づくりと増

税後について」をテーマに 10月例会を開

催。38 名が参加した。

　講演会で曽山氏は、福岡市の高いポテ

ンシャルと、世界経済等の不測の事態へ

の備えの必要性などについて話された。

終了後には、理事会報告が行われた。

参加者の質問に答える曽山氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

女性会

福岡商工会議所女性会
10月例会

10.15

　福商ビジネス倶楽部は10月15日、エイ

ムアテイン博多駅東にて「レゴ®ブロック

で組織が変わる!」を開催し、41名が参加

した。

　例会では、世界の大手企業が採用した

プログラム「レゴ®シリアスプレイ®」につ

いて説明があり、レゴ®ブロックを使った

活発なコミュニケーションが行われた。

例会後は出席者による交流懇親会を開

催。参加者からは、「思考の整理の仕方が

学べ、他の参加者の思考への理解が深

まった」などの声があった。

「レゴ®シリアスプレイ®」を行う参加者

●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
10月例会

9.28～29

　９月 28～29 日、九州・山口の祭りが

集結した「祭りアイランド九州」と「九州・

火の国元気まつり」が熊本市で開催され

た。九州・山口の美味しい「食」と「土産

品」などを一堂に集めた「元気まつり」は

九州商工会議所連合会・熊本県商工会

議所連合会が主催。両日、熊本の中心

市街は延べ 22万人の人出で賑わい、祭り

と食と観光物産展を楽しんだ。

　RWC2019※で訪れた国内外の観戦客に
も、九州地域の魅力をアピールする良い
機会となった。
※RWC2019=ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会

山笠の台上がりを務められる日商・三村会頭（左）

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

九商連

「祭りアイランド九州」・
「九州・火の国元気まつり」

9.30

　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 9 月 30

日、第 24 回定時総会を開催し49 名が参

加した。

　総会では①平成 30 年度事業報告並び

に収支決算②令和元年度事業計画並び

に予算（案）③役員選任について審議し、

原案通り承認された。懇親会では、会員

相互の懇親を深めた。

　また、10月1日には 10月例会「懇親ゴ

ルフ会」を開催し16 名が参加した。プ

レー後の表彰式も大いに盛り上がった。

「懇親ゴルフ会」に参加した支店長会会員

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会第24回定時総会

9.30

　当所は 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

の阿部議長に提出した。藤永会頭は「消

費税増税への対応や人手不足の深刻化な

ど経営者は様々な課題に直面している。

福岡市は “元気な街”を象徴するような都

市開発やMICE 誘致などを力強く推進され

ている。今後も福岡市と一体となり地域

経済の発展に取り組んでいきたい」と述

べた。髙島市長からは「これまで同様、

商工会議所とも一体になって次世代へ向

けた取り組みを推し進めていきたい」と力

強い回答があった。

髙島市長に要望書を提出する藤永会頭

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

提　言

福岡市政に対する提言
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劇団四季　『ノートルダムの鐘』
-------------------------------------------------------

●優待内容＝【S 席会員割引プラン】11,000 円→
9,900 円、【良席プラン】S１席 2 枚 1 組 22,000
円●対象日程＝2020年2月17日（月）～5月6日

（水・休）●申込締切＝公演日の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 
※2歳以下入場不可。
※お取消し・変更はお受けできませんので、予め
ご了承ください。
※お座席位置の指定はできません。
※ご希望の日程にそえない場合がございます。ご
了承ください。
※11月24日（日）以前にお申し込みの場合には11
月25日（月）以降のご連絡となります。

DRUM TAO2019 
「ザ・ドラマーズFINAL」

-------------------------------------------------------
●優待内容＝福岡公演：【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
＝11月25日（月）●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

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!!
●日時＝2019年11月21日（木）16:00～16:50、

11月30日（土）13:00～13:50、2020 年 1月23
日（木）16:00～16:50●出演団体＝博多芸妓●参
加費=3,000円（お一人様）●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 27 ページをご覧く
ださい !!

第218回　1～6級
珠算能力

-------------------------------------------------------
そろばんを学習することで計算力や暗算力はもと
より、集中力や持久力・記憶力なども養われ学力
全体の向上が期待できます。●申込期間＝12 月
11 日（水）～12 月 13 日（金）●受験料＝1 級 
2,340 円、2 級 1,730 円、3 級 1,530 円、4～6
級 1,020円
※福岡珠算振興会ホームページでは、そろばん教
室（認定塾）をご紹介しています。
http://www.fukuoka-soroban.com/

第85回　1～3級
リテールマーケティング

（販売士）
-------------------------------------------------------

「販売のプロ」を認定する定番資格です。多商品
の開発や仕入、販売、物流などを効率的かつ効
果的に行う能力が身につきます。●申込期間＝12
月 9 日（月）～1 月 17 日（金）●受験料＝1 級 
7,850円、2級 5,770円、3級 4,200円

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。

©Disney

試
験
日

2/19
（水）

試
験
日

2/9
（日）

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。

PR

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

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

のご案内
福岡商工会議所では会員事業所にお勤めの「永年勤続従業員」や「事業所の発展に寄与された従業員」「災害防止に寄与した
従業員」の方々を対象に、「優良従業員表彰」を実施しています。
本制度は、従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図り、市内商工業の健全な発展を図ることを目的としています。
従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

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

表彰の種類

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

創意工夫、改善などにより重大なる事故または災害を未然に
防止したもの　等

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

・企業の業績向上に著しく貢献したもの
・技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの　等

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

おひとり4,100円（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）
※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に事業所にお届けします。

お申込金

●会員事業所のみなさまのニーズにお応えできるよう「通
年」で受付を行っています。
●表彰状は、当所会頭名、または、当所会頭ならびに貴
社代表の方との連名表彰をお選びいただけます。
●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。
●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選びいた
だけます。

通年お申し込みが可能です！

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

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

のご案内
福岡商工会議所では会員事業所にお勤めの「永年勤続従業員」や「事業所の発展に寄与された従業員」「災害防止に寄与した
従業員」の方々を対象に、「優良従業員表彰」を実施しています。
本制度は、従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図り、市内商工業の健全な発展を図ることを目的としています。
従業員の方々の日頃の頑張りを称え、さらなる発展のためにぜひご活用ください。

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

表彰の種類

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

創意工夫、改善などにより重大なる事故または災害を未然に
防止したもの　等

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

・企業の業績向上に著しく貢献したもの
・技術開発、商品開発等により企業に著しく貢献したもの　等

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

おひとり4,100円（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）
※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に事業所にお届けします。

お申込金

●会員事業所のみなさまのニーズにお応えできるよう「通
年」で受付を行っています。
●表彰状は、当所会頭名、または、当所会頭ならびに貴
社代表の方との連名表彰をお選びいただけます。
●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。
●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選びいた
だけます。

通年お申し込みが可能です！

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
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県

博
多
区

中
央
区

リノス（株）

（同）ARASE

グランツ綜合法律事務所

LIGHTHOUSE  PARTNERS

トリプティー（株）

（株）テクノスマイル

アクティオ（株）  福岡営業所

Royal  Coaching  Academy

（株）清和ビジネス  福岡支店

（株）アドバンス  福岡支部

競技の問屋（同）

イオンディライト（株）  九州支社  福岡支店

felice  フェリーチェ

（有）寿屋家具店

（株）ESPくうねるあそぶ。

YSくまざわクリニック

デジタルモーメント（株）

こころからだあんしんラボ（株）

弁護士  藤村元気

建築デザインOFFICE本田敦子

アクトグレースサポート（株）

倶蘭

OLENOVA

マックサイクルズ

ワールド・スペース（同）

プラスワン（株）

スマイリー

RE. Photo＆Support

美容室（育毛サロン）

全ての媒体の運営及び開発事業

弁護士業務一般

海事代理士、海事補佐人業務

特定保健指導業務委託

人材サービス業

指定管理者制度に基づく公の施設の管理受託

コーチング・セミナー事業

建物内装、什器販売（オカムラ代理店）

コンサルティング業

スポーツ競技力向上のための分析の開発・販売

設備・清掃・警備・建設が主体の建物管理

経営コンサルタント

家具販売

飲食店

保険診療

デジタルマーケティング広告・販促支援

妊娠中・産後のマイナートラブル解消商品の開発、販売

弁護士業

店舗デザイン

健康経営コンサルティング（健康宣言事業支援）

飲食店

飲食店

自転車販売・修理

駐車場機器製造・卸

管工事業

給排水設備工事

写真撮影

福岡市博多区博多駅前2-18-25 ホテル日航福岡B1階

福岡市博多区博多駅前3-27-25 第二岡部ビル8階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル9階

福岡市博多区博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前3階

福岡市博多区博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前8階

福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル

福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル5階

福岡市博多区博多駅南1-3-8

福岡市博多区博多駅南1-8-34 博多駅FRビル9階

福岡市博多区博多駅南2-8-10-1209

福岡市博多区中洲4-1-26 中洲人形町ビル

福岡市博多区奈良屋町2-1 博多蔵本太田ビル3階

福岡市博多区奈良屋町8-2 第2フラワービル702

福岡市博多区寿町3-1-8

福岡市中央区渡辺通4-2-27

福岡市中央区天神1-7-11 イムズ7階

福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神1-13-25 福岡中央ビル5階

福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階  福岡城南法律事務所内

福岡市中央区荒戸1-1-13-202

福岡市中央区六本松4-5-14 六本松シティハウス602

福岡市南区玉川町10-2

福岡市南区大楠3-20-18 高宮西鉄名店街内

福岡市南区高宮3-7-10

福岡市南区南大橋1-2-299

福岡市早良区小田部2-14-5 神代ビル202号

福岡市早良区飯倉4-20-3

福岡市西区姪の浜1-19-32 ウエルス姪浜302号室

髪の毛のお悩み解決します

新聞・雑誌媒体市場において最大のインパクトを与える物が九州上陸

どんなことでもお気軽にご相談ください！

海や船のトラブル、ご相談には元豪華客船クルーが対応します！

時代は予防！高品質でホンモノの保健指導を健康的な経営の一助に

『心こめよい人材とものことづくり』で、人・物・農作物を育成

全国140施設の管理運営実績。喜びと感動運営を提供します

影響力あるリーダーシップ力を身につけるビジネス講座

お客様の経営に貢献するワークプレイスソリューション企業です

九州初上陸！国の助成金を診断士が*無料で*受給診断を行います

スポーツ競技者の幸せな人生を作るためのお手伝いをやります！

FM（ファシリティマネジメント）事業で安心・快適を提供します

クライアントに感謝されるコンサルタントを目指します

国内メーカーを中心にソファー、ダイニングなど取り扱っています

新鮮な鳥刺し・炭火串焼をご提供している鳥料理専門店です

保険診療、ビタミン注射、健診、うつのカウンセリング専門です

中小企業のデジタルマーケティング・広告・販促を支援します

妊娠中・産後の女性・子供向けの商品の開発・販売を行っています

福岡城南法律事務所所属。個人・法人問わずご相談に対応します

女性ターゲットの店舗作りを得意としています

働く人 （々健康経営）・家族・地域の健康づくりをサポートします

洋食を40年培った味でみなさまに満足をお届けします

プレミアム感のあるお酒をコスパ良く飲めるお店

100万円でも1万円でも同じ自転車。真面目にコツコツと

新しく開発したコインパークのロック装置が日本全土で増加中！

設備工事・重量物搬入据付をプラスワンの精神で仕事させていただきます

新築戸建てを主にやります。急なご依頼にも対応可能！

SNSでの集客upにつながる写真撮影で集客のお手伝いします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-292-9097

090-7465-0430

092-260-8359

090-7595-9741

092-483-6380

092-433-5822

092-411-8941

080-3973-1189

092-482-5110

080-3962-4380

092-561-2457

092-271-6831

092-292-8673

092-581-1254

092-753-9408

092-707-1111

092-717-3329

092-791-8624

092-406-1020

092-555-2607

092-714-1683

092-555-8814

092-231-0566

092-521-5900

092-551-0602

092-400-8077

092-231-8768

080-7579-1561

鞍
手
郡

大
野
城
市

（有）RIZE

（株）EXELIM

（特非）学童保育協会

オートバイ販売、修理

環境エネルギー材料・製品の開発および製造販売

研修事業

福岡市西区元浜1-27-3

大野城市南ケ丘5-23-7

鞍手郡小竹町新多1543-2

お友だち、ご家族のバイクに関するご相談に応じます

AIを応用した製品・サービスとモノづくりのコンサルティング

すべての子どもの豊かな生活世界の実現をめざして活動しています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-407-1139

080-7006-9537

09496-6-3030

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？

南
区

早
良
区

西
区

芸術文化の普及振興

服飾雑貨輸入業

建築設計

婦人雑貨卸

経営コンサルティング

焼菓子製造

建設業、石工、タイル塗装

臨床検査情報システムの開発・サポート

中小企業診断士事務所

弁護士（法律事務所）

包装資材全般卸売業

ワイン教室

ソフトウェアの開発

（一社）古典芸術振興会  福岡事務所

（株）コネクト

（株）T’s  PLAN

（株）サンモト  福岡支店

いずみコンサルティング事務所

YUIMA－RU

（株）玄繕

シスメックスCNA（株）

たなか中小企業診断士事務所

かなえ総合法律事務所

（株）Tic

（有）モンターニュ

ITF（同）

東
区

博
多
区

博
多
区

営業内容／事業所名

レストラン、カフェ等飲食店の経営及び食品卸売業

整骨院

お弁当販売業

電気工事

警備業

保険代理業

レストラン事業（フランス料理店）

経営コンサルティング・創業支援

家具の配送・組立

携帯電話機販売（ドコモショップ）

健康診断事業

（株）サンクック

友泉亭整骨院

ほっともっと野芥店

（株）福電工

Thanks警備（株）

グッドパースンリンク（株）

欧風創作料理  Lien

トモデザイン

（株）ハートワークナガサキ

マツハヤ・コーポレーション（株）

一般財団法人日本健康増進財団

営業内容／事業所名

広告代理業

保険代理店

行政書士

人材派遣業

弁護士

税理士業

牛肉レストラン

労働社会保険手続き、就労規則作成

教育サービス

司法書士業

法律事務所

訪問医療マッサージ

情報ネットワーク環境のトータルサポート

（株）シーアンドイー

（有）エー・アイ・エム

行政書士木谷茂事務所

ランスタッド（株）  福岡支店

大明法律事務所

帯谷幸治税理事務所

ビーフ亭

はしもと社労士事務所

キャリアアップスクール

司法書士岩永加寿美事務所

井上智夫法律事務所

訪問はりきゅうKEiROW福岡中央区ステーション

ウチダエスコ（株）  福岡営業所

営業内容／事業所名

中
央
区

中
央
区

東
京
都

西
区

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

FCCI

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

※一般料金は保険点数表から試算しておりますので、目安としてご覧ください。　※詳細は、当所ホームページでご確認ください。

福岡商工会議所　福利厚生サービス事業

健診サービスのご案内
福岡商工会議所では、18の健診機関と提携し、各種健康診断を実施しています。
ぜひみなさまの健康管理にお役立てください。

割安な健診料金で充実の健診内容 従業員のご家族も受診可能 定期健診の項目も充足 年齢を問わず受診可能

会員料金
（税込）

一般料金
（税込）

コース
内容

健

　診

　料

6,400円
7,600円

18,900円
24,200円

35,700円
43,000円

51,400円
60,900円

73,400円
89,100円

105,000円
125,700円

会員割引
―――

定期・雇入時
健診に対応した
コース

法定健診に
胃がん検査や
大腸がん検査等
を追加したコース

ミニ人間ドックに
腹部エコーや
血清反応検査等
を追加したコース

半日人間ドックに頭部MRI検査等を追加したコース

がんの発見を
目的とした検査
※PET検査で発見
　しにくい部位も
　あります。

ぜひ

お役立て

ください

コース  法定健診 ミニ
人間ドック

半日人間ドック
Ⓐ・Ⓑ

半日人間ドック
＋脳ドック

1泊2日人間ドック
＋脳ドック

2泊3日人間ドック
＋脳ドック PET

※消費税率改定にともない
　健診料金が変わりました。
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リノス（株）

（同）ARASE

グランツ綜合法律事務所

LIGHTHOUSE  PARTNERS

トリプティー（株）

（株）テクノスマイル

アクティオ（株）  福岡営業所

Royal  Coaching  Academy

（株）清和ビジネス  福岡支店

（株）アドバンス  福岡支部

競技の問屋（同）

イオンディライト（株）  九州支社  福岡支店

felice  フェリーチェ

（有）寿屋家具店

（株）ESPくうねるあそぶ。

YSくまざわクリニック

デジタルモーメント（株）

こころからだあんしんラボ（株）

弁護士  藤村元気

建築デザインOFFICE本田敦子

アクトグレースサポート（株）

倶蘭

OLENOVA

マックサイクルズ

ワールド・スペース（同）

プラスワン（株）

スマイリー

RE. Photo＆Support

美容室（育毛サロン）

全ての媒体の運営及び開発事業

弁護士業務一般

海事代理士、海事補佐人業務

特定保健指導業務委託

人材サービス業

指定管理者制度に基づく公の施設の管理受託

コーチング・セミナー事業

建物内装、什器販売（オカムラ代理店）

コンサルティング業

スポーツ競技力向上のための分析の開発・販売

設備・清掃・警備・建設が主体の建物管理

経営コンサルタント

家具販売

飲食店

保険診療

デジタルマーケティング広告・販促支援

妊娠中・産後のマイナートラブル解消商品の開発、販売

弁護士業

店舗デザイン

健康経営コンサルティング（健康宣言事業支援）

飲食店

飲食店

自転車販売・修理

駐車場機器製造・卸

管工事業

給排水設備工事

写真撮影

福岡市博多区博多駅前2-18-25 ホテル日航福岡B1階

福岡市博多区博多駅前3-27-25 第二岡部ビル8階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル9階

福岡市博多区博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前3階

福岡市博多区博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前8階

福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル

福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル5階

福岡市博多区博多駅南1-3-8

福岡市博多区博多駅南1-8-34 博多駅FRビル9階

福岡市博多区博多駅南2-8-10-1209

福岡市博多区中洲4-1-26 中洲人形町ビル

福岡市博多区奈良屋町2-1 博多蔵本太田ビル3階

福岡市博多区奈良屋町8-2 第2フラワービル702

福岡市博多区寿町3-1-8

福岡市中央区渡辺通4-2-27

福岡市中央区天神1-7-11 イムズ7階

福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神1-13-25 福岡中央ビル5階

福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階  福岡城南法律事務所内

福岡市中央区荒戸1-1-13-202

福岡市中央区六本松4-5-14 六本松シティハウス602

福岡市南区玉川町10-2

福岡市南区大楠3-20-18 高宮西鉄名店街内

福岡市南区高宮3-7-10

福岡市南区南大橋1-2-299

福岡市早良区小田部2-14-5 神代ビル202号

福岡市早良区飯倉4-20-3

福岡市西区姪の浜1-19-32 ウエルス姪浜302号室

髪の毛のお悩み解決します

新聞・雑誌媒体市場において最大のインパクトを与える物が九州上陸

どんなことでもお気軽にご相談ください！

海や船のトラブル、ご相談には元豪華客船クルーが対応します！

時代は予防！高品質でホンモノの保健指導を健康的な経営の一助に

『心こめよい人材とものことづくり』で、人・物・農作物を育成

全国140施設の管理運営実績。喜びと感動運営を提供します

影響力あるリーダーシップ力を身につけるビジネス講座

お客様の経営に貢献するワークプレイスソリューション企業です

九州初上陸！国の助成金を診断士が*無料で*受給診断を行います

スポーツ競技者の幸せな人生を作るためのお手伝いをやります！

FM（ファシリティマネジメント）事業で安心・快適を提供します

クライアントに感謝されるコンサルタントを目指します

国内メーカーを中心にソファー、ダイニングなど取り扱っています

新鮮な鳥刺し・炭火串焼をご提供している鳥料理専門店です

保険診療、ビタミン注射、健診、うつのカウンセリング専門です

中小企業のデジタルマーケティング・広告・販促を支援します

妊娠中・産後の女性・子供向けの商品の開発・販売を行っています

福岡城南法律事務所所属。個人・法人問わずご相談に対応します

女性ターゲットの店舗作りを得意としています

働く人 （々健康経営）・家族・地域の健康づくりをサポートします

洋食を40年培った味でみなさまに満足をお届けします

プレミアム感のあるお酒をコスパ良く飲めるお店

100万円でも1万円でも同じ自転車。真面目にコツコツと

新しく開発したコインパークのロック装置が日本全土で増加中！

設備工事・重量物搬入据付をプラスワンの精神で仕事させていただきます

新築戸建てを主にやります。急なご依頼にも対応可能！

SNSでの集客upにつながる写真撮影で集客のお手伝いします

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-292-9097

090-7465-0430

092-260-8359

090-7595-9741

092-483-6380

092-433-5822

092-411-8941

080-3973-1189

092-482-5110

080-3962-4380

092-561-2457

092-271-6831

092-292-8673

092-581-1254

092-753-9408

092-707-1111

092-717-3329

092-791-8624

092-406-1020

092-555-2607

092-714-1683

092-555-8814

092-231-0566

092-521-5900

092-551-0602

092-400-8077

092-231-8768

080-7579-1561

鞍
手
郡

大
野
城
市

（有）RIZE

（株）EXELIM

（特非）学童保育協会

オートバイ販売、修理

環境エネルギー材料・製品の開発および製造販売

研修事業

福岡市西区元浜1-27-3

大野城市南ケ丘5-23-7

鞍手郡小竹町新多1543-2

お友だち、ご家族のバイクに関するご相談に応じます

AIを応用した製品・サービスとモノづくりのコンサルティング

すべての子どもの豊かな生活世界の実現をめざして活動しています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-407-1139

080-7006-9537

09496-6-3030

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？

南
区

早
良
区

西
区

芸術文化の普及振興

服飾雑貨輸入業

建築設計

婦人雑貨卸

経営コンサルティング

焼菓子製造

建設業、石工、タイル塗装

臨床検査情報システムの開発・サポート

中小企業診断士事務所

弁護士（法律事務所）

包装資材全般卸売業

ワイン教室

ソフトウェアの開発

（一社）古典芸術振興会  福岡事務所

（株）コネクト

（株）T’s  PLAN

（株）サンモト  福岡支店

いずみコンサルティング事務所

YUIMA－RU

（株）玄繕

シスメックスCNA（株）

たなか中小企業診断士事務所

かなえ総合法律事務所

（株）Tic

（有）モンターニュ

ITF（同）

東
区

博
多
区

博
多
区

営業内容／事業所名

レストラン、カフェ等飲食店の経営及び食品卸売業

整骨院

お弁当販売業

電気工事

警備業

保険代理業

レストラン事業（フランス料理店）

経営コンサルティング・創業支援

家具の配送・組立

携帯電話機販売（ドコモショップ）

健康診断事業

（株）サンクック

友泉亭整骨院

ほっともっと野芥店

（株）福電工

Thanks警備（株）

グッドパースンリンク（株）

欧風創作料理  Lien

トモデザイン

（株）ハートワークナガサキ

マツハヤ・コーポレーション（株）

一般財団法人日本健康増進財団

営業内容／事業所名

広告代理業

保険代理店

行政書士

人材派遣業

弁護士

税理士業

牛肉レストラン

労働社会保険手続き、就労規則作成

教育サービス

司法書士業

法律事務所

訪問医療マッサージ

情報ネットワーク環境のトータルサポート

（株）シーアンドイー

（有）エー・アイ・エム

行政書士木谷茂事務所

ランスタッド（株）  福岡支店

大明法律事務所

帯谷幸治税理事務所

ビーフ亭

はしもと社労士事務所

キャリアアップスクール

司法書士岩永加寿美事務所

井上智夫法律事務所

訪問はりきゅうKEiROW福岡中央区ステーション

ウチダエスコ（株）  福岡営業所

営業内容／事業所名

中
央
区

中
央
区

東
京
都

西
区

お知り合いの方をご紹介ください！
福岡商工会議所では会員増強に取り組んでいます！！

詳しくは...

FCCI

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

※一般料金は保険点数表から試算しておりますので、目安としてご覧ください。　※詳細は、当所ホームページでご確認ください。

福岡商工会議所　福利厚生サービス事業

健診サービスのご案内
福岡商工会議所では、18の健診機関と提携し、各種健康診断を実施しています。
ぜひみなさまの健康管理にお役立てください。

割安な健診料金で充実の健診内容 従業員のご家族も受診可能 定期健診の項目も充足 年齢を問わず受診可能

会員料金
（税込）

一般料金
（税込）

コース
内容

健

　診

　料

6,400円
7,600円

18,900円
24,200円

35,700円
43,000円

51,400円
60,900円

73,400円
89,100円

105,000円
125,700円

会員割引
―――

定期・雇入時
健診に対応した
コース

法定健診に
胃がん検査や
大腸がん検査等
を追加したコース

ミニ人間ドックに
腹部エコーや
血清反応検査等
を追加したコース

半日人間ドックに頭部MRI検査等を追加したコース

がんの発見を
目的とした検査
※PET検査で発見
　しにくい部位も
　あります。

ぜひ

お役立て

ください

コース  法定健診 ミニ
人間ドック

半日人間ドック
Ⓐ・Ⓑ

半日人間ドック
＋脳ドック

1泊2日人間ドック
＋脳ドック

2泊3日人間ドック
＋脳ドック PET

※消費税率改定にともない
　健診料金が変わりました。
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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▶

いよいよ始まったポイント還元制度
新規顧客の獲得に向けて制度活用を！

〈制度の機能強化〉
　今後、本制度に関する消費者への分かりやすい説明
と、中小小売店等への対応の強化・迅速化を進めていき
ます。
1．店舗の登録情報の精緻化
⑴正確な店舗情報の提供

①中小小売店等の情報（5％または 2％の還元率・住
所・電話番号・決済手段・区分（固定店舗／移動
販売／EC）等）が誤って登録されているケースが発生
し、ご迷惑をおかけしています。決済事業者に対し
て 10月中旬を目途に速やかな修正を求めました。引
き続き、修正には順次個別に対応していきます。

②一つの中小小売店等に複数の決済事業者が別々の
加盟店 IDを発行した結果、別々の店舗として認識さ
れてしまい、地図アプリ等で同一店舗の情報が複数
表示されるケースが発生しました。本件については、
当該店舗からポイント還元事務局への申請に基づ
き、11月中旬を目途に情報の集約（名寄せ）・訂正
を行います。

⑵地図アプリの改善・機能強化
①地図上に表示される店舗情報のピン位置と、実際の

当該店舗の所在地とが一致しないというケースが発
生し、現在、修正対応しています。

②地図アプリで店舗検索できるようにしてほしいと多く
の要望が寄せられています。10月中を目途に絞込み
検索機能を導入します。

2．店舗向け対応の強化
⑴加盟店登録手続きの迅速化

　一部の中小小売店等で本制度への登録手続きの遅
延が発生しています。より早く制度参加いただけるよ
う、決済事業者に体制強化を求めています。

⑵加盟店申請手続きに関する周知徹底
　一部の中小小売店等で「既にキャッシュレス決済を導
入済みの場合、加盟店申請手続きは不要である」「複
数の決済事業者と契約している場合、いずれか一社の
決済事業者に加盟店申請するだけで他の決済事業者へ
の登録も完了する」などの誤解が生じています。正しい
情報をお届けできるよう、引き続き商工会議所や業界
団体、自治体の協力を得ながら周知活動に努めます。
　中小小売店等におかれては、実施店舗が判別しや
すいようPRポスターを消費者の目に留まる場所へ掲示
するなど、本制度への参加が「新規顧客を獲得する絶
好の機会」と捉えていただき、積極的な制度活用をお
願いいたします。

〈いよいよ還元開始〉
　10月1日の消費税率引上げにあわせ、大きな注目を集
めてスタートした「キャッシュレス・ポイント還元制度」。
最初の週は、決済サービス提供事業者が本制度を活用し
た様々なキャンペーンを発表しました。消費者に最大 5％
のポイントを還元する本制度に上乗せする形で決済事業
者が独自キャンペーンを実施し、更なるポイント還元等の
メリットを消費者に訴求しています。消費者は税率引上
げ以上のお得感を店舗から享受することで、「現金」から

「キャッシュレスでの支払い」に決済手段が移っていくこと
を期待しています。

〈店舗の参画状況〉
　10月1日時点の加盟店は全国約 50万店、登録申請は
約 73万店（9月25日時点）にのぼりました。公表資料を
みると、人口あたり加盟店数は北陸地方や北海道が多
く、近畿、中国、四国地方がこれに続きます。逆に北
関東や甲信、東北地方は伸び悩み、「西高東低」の傾向
がみられます。制度開始に間に合わなかった登録申請分
は、順次審査・手続きが進められています。今後は原則
10日ごとに加盟店を追加登録していく予定です（下記スケ
ジュール表参照）。

〈リンク〉https://cashless.go.jp/assets/doc/
　　　    kameiten_shinsa_schedule.pdf

注 1）締日までに決済事業者からポイント還元事務局に、
全ての必要な情報登録や書類が不備なく提出され
れば、記載の還元開始日から実施できます。

注 2）決済事業者により申込・審査等のスケジュールが異
なりますので、詳しくは決済事業者へ確認をお願い
します。

第8回
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お申し込み・お問い合わせ／産業振興グループ 貿易関係証明担当　TEL 092-441-1230

お申し込み・お問い合わせ／福岡アジアファッション拠点推進会議（事務局：福岡商工会議所 産業振興グループ）
TEL 092-441-1119

14:00～14:15（15分）
日本のEPAの概要
14:15～15:05（50分）
自己証明制度及びTPP11や日EU・EPAの概要
15:05～15:50（45分）
自己証明書類作成実務のワークショップ
15:50～16:05（15分）
Q&A
16:10～17:00（10分×4～5社程度）
個別企業相談

　本セミナーでは、今後ますます利用拡大が見込まれるTPP11
と日EU・EPAの概要や自己証明手続き方法を分かりやすく紹
介します。ワークショップでは、実際に自己証明手続きに必要
な書類の作成演習も行います。

12/17● 火

■申　込：当所HPよりお申し込みください。

講師  藤森 陽子 氏

4階 401～402会議室
福岡市博多区博多駅前2-9-28

TSストラテジー株式会社
代表取締役社長

TPP11/日EU・EPAの
自己証明手続きセミナー・
ワークショップ

TPP11/日EU・EPAの
自己証明手続きセミナー・
ワークショップ

14:00～17:00
（受付開始13:30～）

2017年まで経済産業省に在籍。直近はEPAの検認、原産地
証明書の取消し対応などに従事。退職後2017年6月にEPA
専門のコンサルティング会社「TSストラテジー（株）」を設立。

福岡商工会議所

福岡県内はもちろん、アジアのお客様も楽しめる
ファッションイベントに生まれ変わった

「FASHION MONTH FUKUOKA ASIA（略称 :F マンス）」。
2020 年もさらにコンテンツのバリエーションを広げ
約 1ヵ月間に渡りファッションの街・福岡を満喫できるものを
提案していきます。

【F マンスとは】…アジアの若者に刺激を与える新しいファッション都市 　
　　　　　　　　   「ファッションの街・福岡」を国内・アジアに発信するイベント。

●10.16　Fマンス「マッチングミーティング」を開催

■開催期間：2020 年 3 月 6 日（金）～3 月 29 日（日）
■実施エリア：福岡市内全域（主に博多・天神エリア）

F マンスをともに盛り上げていただける
方を随時募集しています ! 事務局まで
お問い合わせください!

FASHION MONTH 
FUKUOKA ASIA 2020 開催

　福岡アジアファッション拠点推進会議（会長＝当所・藤永会頭）は 10 月 16 日、
F マンス期間中に、市内で実施するオリジナルコンテンツ（イベント等）創出のため
のマッチングミーティングを行いました。
　会場にはショーの実施やアイテムの企画・制作・販売などを行う“コミュニティ”と、
F マンスに参加しイベントスペースを提供する “商業施設・百貨店” が一堂に会し、
商談や意見交換を行いました。

（コミュニティ35 社 58 名、商業施設・百貨店 18 社 28 名）
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　犯罪被害にあわれた方やご家族の方々は、生命、身

体、財産上の直接的な被害だけでなく、下記のような問

題に直面することがあります。

　福岡県警察では、犯罪被害

にあわれた方の心のケアを行う

相談窓口「心のリリーフ・ライ
ン」を開設しています。

　匿名でも構いません。女性の

臨床心理士が丁寧にお聞きします。

　福岡県内から「＃8103（ハートさ
ん）」にダイヤルすると、福岡県警察

本部の性犯罪被害相談電話につな

がります（24 時間・365日受付）。

　● 平日の昼間（9:00～17:45）は、女性の臨床心理士

又は警察官が対応します。

　● 土日、祝日及び夜間は、警察本部の当直員が対応

します。（男性の警察官が対応する場合もありま

す。）

　11月25日から12月1日までの間は「犯罪被害者週間」です。

　犯罪被害にあわれた方々やご家族が被害等から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、その心情を尊重し、

社会全体で犯罪被害にあわれた方々などを支援することが大切です。

大切な人が犯罪被害にあわれたら
～ 犯罪被害者支援制度のご案内 ～

お問い合わせ先
福岡県警察 被害者支援・相談課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/somu/
sodan/seihanzai/sien.html

危機管理
情報室

犯罪被害が及ぼす影響

【警察による支援活動】
① 刑事手続の説明や捜査状況等の情報提供

② 犯罪被害相談による心のケア

③ 経済的支援

　・医療費・書類作成料など

　・カウンセリング費用

　・緊急一時避難場所の確保にかかる費用

　・ハウスクリーニング費用

④ 犯罪被害給付制度の適用

⑤ 再被害防止のための警戒活動、訪問活動　等

【福岡犯罪被害者支援センターによる支援活動】
① 電話・面接相談活動

② 警察、病院、法廷等への付添い

③ 犯罪被害者等給付金申請補助活動

　同センターは、多くの機関や団

体・企業・個人等による賛助会員

からの会費や寄付によって運営され

ています。

　なお、同センターでは賛助会員を募集しています。

　詳しくはホームページ（http://fukuoka-vs.net/）をご覧

ください。

様々な被害者支援活動

警察の犯罪被害相談窓口

◆ 精神的なショックや身体の不調
◆ 医療費の負担や失職などによる経済的困窮
◆ 噂話等によるストレス・不快感
◆ 捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担　等

福岡犯罪被害者支援センター 電話相談窓口
福　岡 092-735-3156　　北九州 093-582-2796
筑　豊 0948-28-5759　　筑　後 0942-39-4416
※受付時間／月～金  9:00～16:00（祝日・年末年始を除く）

福岡県警察本部
犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
　連絡先  092-632-7830
　※受付時間／月～金  9:00～17:45（祝日・年末年始を除く）

【街頭キャンペーンのお知らせ】
日時：11 月 20 日（水）12:00～13:00

場所：博多駅 博多口駅前広場

　　　（福岡市博多区博多駅中央街 1-1）

主催：福岡県警察、公益社団法人福岡犯罪被害者

　　　支援センター、福岡県、福岡市、北九州市

内容：福岡犯罪被害者支援センターの紹介

　　　福岡県警察音楽隊

　　　「安全・安心コンサート in 博多」

　　　　　　　　　　　お気軽にお越しください！

も、今年に入って、通達改正することを生命保険各社
に通告し、パブコメ等の実施を経た上、6月28日付
で法令解釈通達が発遣され、取扱通達の改正と共
に、個別通達の廃止が行われました（もっとも、前記
通達発遣以前の今年2月ころには、生命保険各社も、
節税保険の販売を自粛していました。）。
　改正の内容は、やや複雑であるものの、要するに、
当該種類の支払保険料につき損金算入を認めないと
するものであることから、節税保険は、節税としての
機能を完全に失うこととなりました。なお、同改正
は、既に契約済みのものについて及ばないことも、明
確にされました。

2．締結前に是非税理士等にご相談を!
　筆者は、ある会社が、保険勧誘の際に、「万一保険料
を払えなくなっても損をすることはない」と誤った説明を
受けたために節税保険を購入したものの、後に高額な保
険料を支払うことができなくなった、として、保険会社
に対して損害賠償を請求した訴訟を担当したことがあり
ます。この紛争自体は、後に和解によって双方にとって
円満な形で解決できたのですが、節税効果に着目して期
末駆け込みで保険契約を締結すること自体、危うい行為
ではありました。
　どのようなリスクに備える必要があるのか、出口戦略を
どうすべきか、そのために幾らの保険料なら支払えるの
か等々を考慮した上で締結するのであれば、保険は、本
当に素晴らしいものです。大半の保険各社は、顧客の長
期利益に立って商品を勧めてくるものと思いますが、中に
は、昨今の報道のような例もあります。
　貴社が多額の収益をあげられたのも、今期、社長や従
業員が一丸となって頑張られた結果です。その利益を、
事業とは無関係なことで失っては元も子もありません。
　保険契約を締結される際には、どうか事前に税理士等
にご相談ください。

　当社は、まもなく決算期を迎えますが、
幸いにして大幅な収益増加が見込めそうで
す。そこで、節税策を検討しているのです

が、いわゆる節税保険が規制されたと聞きました。どう
いうことなのでしょうか。過去に契約して節税できた分ま
で、遡って税金を支払わなければならないのでしょうか。
　

　本年7月8日以後に締結された一部の保
険契約につき、支払保険料の損金算入が
認められなくなります。

　もっとも、同内容の保険契約であっても、過去に締結
したものについてまで、遡って税金を支払わなければな
らないということはありません。

1．改正の内容
⑴ いわゆる節税保険とは?

　3年以上の保険期間を設け、ある会社が自己を契
約者として、その代表者等を被保険者とする保険契
約については、従来、支払保険料の全額（正確には、
半額損金算入タイプなどがありましたが、分かり易さ
の観点から、全額タイプに統一します。）の損金算入
を認めてきました。この保険は、一定期間経過直後
に高い解約返戻率を設定することで、いわば保険会
社にお金を預けるような機能を果たす一方で、当該一
定期間内において支払保険料の全額を損金算入する
ことによって会社の所得を圧縮できたことや、期末に
一年分の保険料を支払う駆け込み型でも全額を損金
算入できたことから、近年、節税商品として大流行し
ました。

⑵ そんな旨い話は…
　ところが、このような節税保険は、偶発的なリスク
に予め備えるという保険本来の趣旨から外れたもので
あったため、昨年ごろから金融庁が問題視しているこ
とが報道されるようになりました。そして、国税庁

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

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

Q

A

いわゆる節税保険に関する
税務取扱いの変更について

18 2019  NOVEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



　犯罪被害にあわれた方やご家族の方々は、生命、身

体、財産上の直接的な被害だけでなく、下記のような問

題に直面することがあります。

　福岡県警察では、犯罪被害

にあわれた方の心のケアを行う

相談窓口「心のリリーフ・ライ
ン」を開設しています。

　匿名でも構いません。女性の

臨床心理士が丁寧にお聞きします。

　福岡県内から「＃8103（ハートさ
ん）」にダイヤルすると、福岡県警察

本部の性犯罪被害相談電話につな

がります（24 時間・365日受付）。

　● 平日の昼間（9:00～17:45）は、女性の臨床心理士

又は警察官が対応します。

　● 土日、祝日及び夜間は、警察本部の当直員が対応

します。（男性の警察官が対応する場合もありま

す。）

　11月25日から12月1日までの間は「犯罪被害者週間」です。

　犯罪被害にあわれた方々やご家族が被害等から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、その心情を尊重し、

社会全体で犯罪被害にあわれた方々などを支援することが大切です。

大切な人が犯罪被害にあわれたら
～ 犯罪被害者支援制度のご案内 ～

お問い合わせ先
福岡県警察 被害者支援・相談課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/somu/
sodan/seihanzai/sien.html

危機管理
情報室

犯罪被害が及ぼす影響

【警察による支援活動】
① 刑事手続の説明や捜査状況等の情報提供

② 犯罪被害相談による心のケア

③ 経済的支援

　・医療費・書類作成料など

　・カウンセリング費用

　・緊急一時避難場所の確保にかかる費用

　・ハウスクリーニング費用

④ 犯罪被害給付制度の適用

⑤ 再被害防止のための警戒活動、訪問活動　等

【福岡犯罪被害者支援センターによる支援活動】
① 電話・面接相談活動

② 警察、病院、法廷等への付添い

③ 犯罪被害者等給付金申請補助活動

　同センターは、多くの機関や団

体・企業・個人等による賛助会員

からの会費や寄付によって運営され

ています。

　なお、同センターでは賛助会員を募集しています。

　詳しくはホームページ（http://fukuoka-vs.net/）をご覧

ください。

様々な被害者支援活動

警察の犯罪被害相談窓口

◆ 精神的なショックや身体の不調
◆ 医療費の負担や失職などによる経済的困窮
◆ 噂話等によるストレス・不快感
◆ 捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担　等

福岡犯罪被害者支援センター 電話相談窓口
福　岡 092-735-3156　　北九州 093-582-2796
筑　豊 0948-28-5759　　筑　後 0942-39-4416
※受付時間／月～金  9:00～16:00（祝日・年末年始を除く）

福岡県警察本部
犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
　連絡先  092-632-7830
　※受付時間／月～金  9:00～17:45（祝日・年末年始を除く）

【街頭キャンペーンのお知らせ】
日時：11 月 20 日（水）12:00～13:00

場所：博多駅 博多口駅前広場

　　　（福岡市博多区博多駅中央街 1-1）

主催：福岡県警察、公益社団法人福岡犯罪被害者

　　　支援センター、福岡県、福岡市、北九州市

内容：福岡犯罪被害者支援センターの紹介

　　　福岡県警察音楽隊

　　　「安全・安心コンサート in 博多」

　　　　　　　　　　　お気軽にお越しください！

も、今年に入って、通達改正することを生命保険各社
に通告し、パブコメ等の実施を経た上、6月28日付
で法令解釈通達が発遣され、取扱通達の改正と共
に、個別通達の廃止が行われました（もっとも、前記
通達発遣以前の今年2月ころには、生命保険各社も、
節税保険の販売を自粛していました。）。
　改正の内容は、やや複雑であるものの、要するに、
当該種類の支払保険料につき損金算入を認めないと
するものであることから、節税保険は、節税としての
機能を完全に失うこととなりました。なお、同改正
は、既に契約済みのものについて及ばないことも、明
確にされました。

2．締結前に是非税理士等にご相談を!
　筆者は、ある会社が、保険勧誘の際に、「万一保険料
を払えなくなっても損をすることはない」と誤った説明を
受けたために節税保険を購入したものの、後に高額な保
険料を支払うことができなくなった、として、保険会社
に対して損害賠償を請求した訴訟を担当したことがあり
ます。この紛争自体は、後に和解によって双方にとって
円満な形で解決できたのですが、節税効果に着目して期
末駆け込みで保険契約を締結すること自体、危うい行為
ではありました。
　どのようなリスクに備える必要があるのか、出口戦略を
どうすべきか、そのために幾らの保険料なら支払えるの
か等々を考慮した上で締結するのであれば、保険は、本
当に素晴らしいものです。大半の保険各社は、顧客の長
期利益に立って商品を勧めてくるものと思いますが、中に
は、昨今の報道のような例もあります。
　貴社が多額の収益をあげられたのも、今期、社長や従
業員が一丸となって頑張られた結果です。その利益を、
事業とは無関係なことで失っては元も子もありません。
　保険契約を締結される際には、どうか事前に税理士等
にご相談ください。

　当社は、まもなく決算期を迎えますが、
幸いにして大幅な収益増加が見込めそうで
す。そこで、節税策を検討しているのです

が、いわゆる節税保険が規制されたと聞きました。どう
いうことなのでしょうか。過去に契約して節税できた分ま
で、遡って税金を支払わなければならないのでしょうか。
　

　本年7月8日以後に締結された一部の保
険契約につき、支払保険料の損金算入が
認められなくなります。

　もっとも、同内容の保険契約であっても、過去に締結
したものについてまで、遡って税金を支払わなければな
らないということはありません。

1．改正の内容
⑴ いわゆる節税保険とは?

　3年以上の保険期間を設け、ある会社が自己を契
約者として、その代表者等を被保険者とする保険契
約については、従来、支払保険料の全額（正確には、
半額損金算入タイプなどがありましたが、分かり易さ
の観点から、全額タイプに統一します。）の損金算入
を認めてきました。この保険は、一定期間経過直後
に高い解約返戻率を設定することで、いわば保険会
社にお金を預けるような機能を果たす一方で、当該一
定期間内において支払保険料の全額を損金算入する
ことによって会社の所得を圧縮できたことや、期末に
一年分の保険料を支払う駆け込み型でも全額を損金
算入できたことから、近年、節税商品として大流行し
ました。

⑵ そんな旨い話は…
　ところが、このような節税保険は、偶発的なリスク
に予め備えるという保険本来の趣旨から外れたもので
あったため、昨年ごろから金融庁が問題視しているこ
とが報道されるようになりました。そして、国税庁

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp）
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日本政策金融公庫による融資／経営指導によるサポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員 20 名（商業・サービス業 5 名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内

返
済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人
という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高試
算表・借入返済表をお持ちになり、商工会議所の窓口へお越しください。

福岡市内で1 年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6か月前から受けていること等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。

（2019年9月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／経営相談部　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　申告や決算の代行・具体的な金額の算出等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

経理事務を自力で
できるようになりたい。

記帳指導員（福岡税務相談所指導員、税理士等）が1年間無料で記帳・税務等の指導をいたします。

お申し込みはこちら➡

申 込
①当所ホームページより申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申し込み後、支援開始まで2週間ほどお時間を頂きます。
③申込書原本は、初回指導日に、記帳指導員へ直接お渡しください。

対象者
・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
・3回以上指導を受けて頂ける方 ※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」

　 「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

①外国人材の採用・活用に興味がある企業の担当者・代表者等…定員30名程度
②外国人材の採用・活用に関して専門ノウハウや外国人材を有する企業の担当者・
代表者等（民間人材紹介会社、技能実習生の監理団体・斡旋企業、学校の就職
支援担当者、外国人材の就労支援団体、行政書士 等）…定員20名程度

　※参加者のバランスを考慮し、定員前であっても申込を締め切る場合があります。
　・営業目的のご参加はご遠慮ください。・立食形式で軽食を提供いたします。
   　 （アルコールを提供いたします。お車でのご来場はお控えください。）

11/26● 火
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

18:30～20:00
レストランまゆ

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　FAX 092-411-1600 

「外国人材採用」
情報交換・交流会

福岡商工会議所中規模人数交流会「リレーションズ」

　中小企業における人材不足の現状は、年々厳しさを増しております。
そのような中、今後企業での採用・活用が広がっていくと予想されてい
る「外国人材の採用」をテーマに、交流会を開催いたします。
　今回の交流会では、外国人採用に興味がある、
又は検討している企業と外国人の採用・活用に関
して専門ノウハウを持つ企業が参加対象となりま
す。外国人の採用・活用に関して、課題の発見・
共有や新たな知見の獲得等、現状を知る良い機会
となりますので、奮ってご参加ください。

■参加費：3,500円（税込／1人当たり）
　　　　　 会議所サービス利用券が利用できます!
　 　　　　※有効期限内の「会議所サービス利用券（3,000円分）」（※有効期限は発効日から1年間）
　 　　　　※サービス利用券は新規会員（2018年11月26日以降に入会された方）が対象となります。

■定　員：50名（定員に達し次第、締め切ります。） ※事前申込が必要です。

■申　込：当所HPよりお申し込みください。

■締　切：11月22日（金）～17:00
　　　　　 なお、11月20日までにお申し込みいただいた方は、
　　　　　 事前公開する名簿（11月21日（木）公開予定）に掲載いたします。

お申し込み・詳細はHPから!
https://www.fukunet.or.jp/ 福岡商工会議所　異業種交流会 検索

福岡の統計 2019年9月〈令和1年9月〉
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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）９月号 〈福岡の統計 2019 年７月〉 で未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・・ 2,483（▲1.2）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・224,140（▲11.5）

10 月号 〈福岡の統計 2019 年８月〉 で未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・・ 2,403（▲5.1）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・285,325（▲3.3）

＊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。

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階
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日本政策金融公庫による融資／経営指導によるサポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員 20 名（商業・サービス業 5 名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内

返
済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人
という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高試
算表・借入返済表をお持ちになり、商工会議所の窓口へお越しください。

福岡市内で1 年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6か月前から受けていること等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。

（2019年9月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／経営相談部　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　申告や決算の代行・具体的な金額の算出等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

経理事務を自力で
できるようになりたい。

記帳指導員（福岡税務相談所指導員、税理士等）が1年間無料で記帳・税務等の指導をいたします。

お申し込みはこちら➡

申 込
①当所ホームページより申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
②お申し込み後、支援開始まで2週間ほどお時間を頂きます。
③申込書原本は、初回指導日に、記帳指導員へ直接お渡しください。

対象者
・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
・3回以上指導を受けて頂ける方 ※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」

　 「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

①外国人材の採用・活用に興味がある企業の担当者・代表者等…定員30名程度
②外国人材の採用・活用に関して専門ノウハウや外国人材を有する企業の担当者・
代表者等（民間人材紹介会社、技能実習生の監理団体・斡旋企業、学校の就職
支援担当者、外国人材の就労支援団体、行政書士 等）…定員20名程度

　※参加者のバランスを考慮し、定員前であっても申込を締め切る場合があります。
　・営業目的のご参加はご遠慮ください。・立食形式で軽食を提供いたします。
   　 （アルコールを提供いたします。お車でのご来場はお控えください。）

11/26● 火
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

18:30～20:00
レストランまゆ

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　FAX 092-411-1600 

「外国人材採用」
情報交換・交流会

福岡商工会議所中規模人数交流会「リレーションズ」

　中小企業における人材不足の現状は、年々厳しさを増しております。
そのような中、今後企業での採用・活用が広がっていくと予想されてい
る「外国人材の採用」をテーマに、交流会を開催いたします。
　今回の交流会では、外国人採用に興味がある、
又は検討している企業と外国人の採用・活用に関
して専門ノウハウを持つ企業が参加対象となりま
す。外国人の採用・活用に関して、課題の発見・
共有や新たな知見の獲得等、現状を知る良い機会
となりますので、奮ってご参加ください。

■参加費：3,500円（税込／1人当たり）
　　　　　 会議所サービス利用券が利用できます!
　 　　　　※有効期限内の「会議所サービス利用券（3,000円分）」（※有効期限は発効日から1年間）
　 　　　　※サービス利用券は新規会員（2018年11月26日以降に入会された方）が対象となります。

■定　員：50名（定員に達し次第、締め切ります。） ※事前申込が必要です。

■申　込：当所HPよりお申し込みください。

■締　切：11月22日（金）～17:00
　　　　　 なお、11月20日までにお申し込みいただいた方は、
　　　　　 事前公開する名簿（11月21日（木）公開予定）に掲載いたします。

お申し込み・詳細はHPから!
https://www.fukunet.or.jp/ 福岡商工会議所　異業種交流会 検索
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820,163 

1,592,657 

102.7 

101.9 

296,327 

14,547 

18,214 

174,686 

801 

40,883 

932 

24,174,593 

15,907,233 

1,299 

16,081 

10 

73 

30 

3,068 

1.8

0.8

1.0

0.3

1.3

12.5

15.9

0.0

▲ 2.1

▲ 6.0

10.4

3.1

2.7

4.2

14.3

▲37.5

▲60.1

130.8

231.3

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会

（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
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保証福岡支店

（福岡県内）
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総務省「消費者
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（平成27年＝100）
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（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）９月号 〈福岡の統計 2019 年７月〉 で未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・・ 2,483（▲1.2）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・224,140（▲11.5）

10 月号 〈福岡の統計 2019 年８月〉 で未掲載項目について（％）
・博多港入港船舶（外航・内航合計）・・・・・ 2,403（▲5.1）
・博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）・・285,325（▲3.3）

＊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。
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・他のセミナーでは得られない知見・気づきを得ることができます
・「地方中小企業が採用できない理由」をこのセミナーで明らかにします
・マクロ動向/雇用統計/採用市場を理解でき、自社の「採用スタイル変革」を目

指すことができます
・採用力・社員定着力のある企業事例から「何に着手すればよいか」を明確にします
・明日からすぐやること、1年かけて取り組むこと、への準備をおこないます

お問い合わせ／福岡県プロフェッショナル人材センター　TEL 092-622-8822　FAX 092-622-8188

令和元年11/22● 13:30～15:30金

■定　員：100名（先着順。定員に達し次第締め切ります。）　
■参加費：無料
■申　込：同封のチラシまたは下記QRコードより
　　　　　 お申し込みください。

講師 市野 喜久 氏

TKPガーデンシティ
博多新幹線口 4－A会議室

福岡市博多区博多駅中央街5-14 
福さ屋本社ビル 4F

主催／福岡県、福岡県プロフェッショナル人材センター、
　　　福岡県中小企業団体中央会、福岡商工会議所

経営者必見!
大手企業に負けない!
中小企業ならではの
採用スタイルへの変革 パーソルホールディングス株式会社　グループ営業本部

地方創生担当責任者

福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー

～応募が入る、社員が定着する企業に変える～

※詳細は同封のチラシをご参照ください。

人材不足解消に向けて！～3つのサービス～

　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。
　アプリの利用者は8,000人を超えており、現在も続々増加中です。マッチングを希望される企業様は、是非ご活用ください。

求人マッチングサイトへの求人掲載を募集します！ 

・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。

※「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
掲載企業 250 社以上

アプリ利用者 8,000 人以上

掲載無料

求人掲載の申し込みなど詳細は…

福岡市　スタンバイ

※広告イメージ

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

人材確保にお困りでは
ありませんか？

「優秀な人材の確保に関する課題」に対して、実務経験豊富な
「キャリアコンサルタント」 が相談を受け、貴社の課題に対する

解決策をご提案いたします。第三者の立場から、親身になって
相談をお受けいたしますので、是非ご利用ください。

○心にささる求人票の書き方　○採用計画の立て方
○新卒採用や若手の定着　　　○貴社の強みを再発見

…等々

～1 時間で採用の
　仕方が変わる！～

人材確保相談窓口

相談無料
秘密厳守

窓口開設日

場　　　所

内　　　容

利 用 方 法

原則　毎月第１金曜日・第３木曜日
10:00-16:00　各日程５社限定・１社１時間

福岡商工会議所　２階

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。
事前予約制（先着５社）
※下記お問い合わせ先に相談内容などをお伝えい
　ただき、ご予約をお願いいたします。

2

1

3
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　下町情緒あふれる街並みを残しつつ、新旧が融合した注目ス
ポット、中央区六本松。ここには約100店舗の商店からなる商
店街組織“六本松商店連合会”が日々、福岡城下の歴史・芸術
文化・食などを通じて地域の魅力発信に取り組んでおり、エリア
全体の賑わいの創出に努めています。
　連合会会長の大島さんにお話を伺いました。「皆さんご存じの
とおり、ここ六本松地区は近年の再開発により日々発展を続け
ています。大型商業施設やマンション建設などにより“人の流れ”
が多様化しており、私たち商店街もその変化を創造する一員だと
考えております。街はまだ未完成です。これからも地域住民や
関係機関と連携し、この街とともに発展してまいります」と語って
くれました。
　そして今回は、六本松で店を構え今年で82年『和菓子処　兎月』
を取材!兎月といえば、創業当時からずっと変わらない甘酒まん
じゅう。ふっくらとした生地に包まれたちょうどいい甘さのあんこ
はたまりません!現在、三代目の白井誠一さんは「和菓子は昔か
ら私たちの生活における伝統行事や季節などで広く親しまれてき
ました。いろんな世代の方々が和菓子を味わいながら日本の文化
や伝統に触れ、知るきっかけとなれば幸せです」と語ってくれまし
た。兎月の和菓子でホッと一息いかがですか。

TOKORO
SHOW  YOU

07
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

人・未来・街、全てが
つながる六本松

和菓子処　兎月

六本松商店連合会

商店街
情報

☎092-751-1541
福岡市中央区六本松2-9-16
六本松ビル
営平　日　9:00～19:00
　日・祝　9:00～18:00
㉁毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

店舗
情報

ホームページ

ホームページ

Check

お申し込み・お問い合わせ／総務・人事グループ  TEL 092-441-1110  FAX 092-474-3200

令和2年 福岡商工会議所

新年祝賀会
　新しい年を迎えるにあたり、福岡経済と会員企業の皆様のますますの繁栄
を願い、新年祝賀会を開催いたします。各界よりご参加くださる多くの方々
と、年の初めのひとときをどうぞお楽しみください。

会　　場／ホテル日航福岡　3階　都久志の間
対　　象／福岡商工会議所の会員企業に限る
参 加 料／6,000円（税込／お一人様）
申込方法／福岡商工会議所ホームページからお申し込みください。
申込締切／令和元年12月20日（金）

令和2年1月7日（火）12：00～13：30

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。

■対　象／中堅社員　■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　FAX 092-414-6206
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

宅地建物取引士
資格取得セミナー

令和元年度資格取得セミナー第Ⅲ弾

｢福岡の食」今年の
テーマ問題は

第7回 「福岡検定」のご案内

■日　　　時／12月18日（水）18:30～20:00
■場　　　所／資格の大原　福岡校
〈セミナー内容〉
・宅建登録講習（宅建従業者対象）説明会
  時間：18:30～18:50
  対象：宅地建物取引業に従事し、講習終了時まで有効な
　　　  宅建従業者証をお持ちの方
・宅建「2020年」受験対策講座説明会
  時間：19:00～20:00
  対象：どなたでも参加できます（年齢・性別・国籍不問）
■講 　　　師／資格の大原　福岡校　専任講師
■受 講 料／無料　
■参加者特典／入学金免除券進呈

主催:福岡商工会議所・資格の大原

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

■試 験 日／令和2年1月19日（日）
■試 験 地／福岡商工会議所
■受 験 料／初級2,600円
　　　　　　 （中学生以下は1,600円）
　　　　　　  中級3,600円
　　　　　　  上級5,700円
　　　　　　　　  ※団体受験料あり（10名以上）

■申込期間／令和元年11月1日（金）　　
　　　　　　　      ～12月6日（金）

■主　　催／「福岡検定」実行委員会　　
　　　          （福岡市、福岡商工会議所、

　　　　　　        （公財）福岡観光コンベンションビューロー）

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

好評につき
第二弾

金 水
令和元年

上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合
美野島商店街
吉塚商店街
大丸福岡天神店
岩田屋本店
福岡三越
新天町商店街
親不孝通り商店会
柳橋連合市場協同組合
唐人町商店街振興組合
六本松商店連合会

老司商店街
大橋商店連合会
西新勝鷹水神通り商店街
西新中央商店街
西新名店街
ハトヤ新道商店街
はとや通り商店街
美食街B-dish
西新中西商店街
野芥商工連盟会
イオンマリナタウン専門店街
下山門商店会

【主催】福岡市商店街百貨店量販店連盟、福岡商工会議所　【後援】福岡市

詳しくは Web で   福岡検定    https://fukuokakentei.com/
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地場企業の経営動向調査 令和元年度 第2四半期（令和元年7月～9月）

業況DIは足元ではわずかに持ち直し
次期は慎重な見方が強まる

※DI値（ディフュージョン・インデックス：景気動向指数）
　「良くなった」とする回答割合から「悪くなった」とする回答割合を引いた数値。

■調査時点　令和元年9月末で実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　524社（回収率26.2％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

REPORT

※詳細は当所ホームページに掲載しております。
　https://www.fukunet.or.jp/reports/

　福岡商工会議所の令和元年度第 2 四半期（令和元年
7月～9月）の「地場企業の経営動向調査」の結果がまと
まった。

〈調査結果の概要〉
　今四半期（令和元年7月～9月）の地場企業の景況状況と
しては、全業種平均で「良くなった」と回答した企業割合は
22.7％（前期比＋2.6％）、「悪くなった」と回答した企業割合

は32.0％（前期比＋0.5％）、「横ばい」であると回答した企
業割合は41.0％（前期比▲2.2％）となった。景況判断指数
DI 値は▲9.3（前期 DI 値▲11.4）となり、前期比で＋2.1
ポイント改善した。

　業種別にみると、建設業（前期▲16.8→今期＋5.6、前
期比＋22.4）、運輸・倉庫業（▲19.5→▲15.0、前期比
＋4.5）、サービス業（▲4.4→▲4.2、前期比＋0.2）で改善
となった。一方、卸売業（前期▲14.2→今期▲24.2、前期
比▲10.0）、製造業（▲5.1→▲14.3、前期比▲9.2）、小売
業（▲19.3→▲22.5、前期比▲3.2）では悪化となった。

　規模別にみると、中小企業（前期▲11.5→今期▲9.8）で
は前期比＋1.7ポイントとわずかに改善し、大企業（▲4.7→
±0.0）は前期比＋4.7ポイント改善となった。

　次四半期（令和元年10～12月）予測については▲11.2と
なっており、今期比▲1.9ポイントで慎重な見方が強まった。

福岡商工会議所　調査 検索

（単位：％）■自社業況の総合判断（前年同期と比較して）
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■自社業況の景況判断推移（業種別）
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R1.
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（今期）

　「博多をどり」とは、東京新橋の「東をどり（あずまをどり）」、京都祇園の「都

をどり（みやこをどり）」と並ぶ日本の伝統的な芸能の一つです。博多伝統芸能

振興会（会長=当所・藤永会頭）が、昭和61年以降途絶えていた「博多をどり」

を平成 3年に復活させ、今回で29回目を迎えることとなりました。

　芸どころ博多の伝統芸能の重要な担い手である博多券番の芸妓衆が総出演

し、たくさんの邦楽・邦舞が披露され、艶やかに舞台を彩ります。

【演目】

一、令和を祝う      上　 大和楽　寿
　　　　　　　　下 　一　奏　花の猩々　

二、清　　    元　  玉屋と蝶々売り
三、民　　   謡 　 徒然草（  一、博多ばやし／二、稗搗節／三、長崎さわぎ／

　　　　　　　　　　 　    四、旧博多節／五、博多小女郎浪枕／六、おてもやん／

　　　　　　　　　　 　    七、ポンポコニャ／八、祝い目出度  ）

※一部、二部、三部は同じ演目として上演いたします。

※演目・出演芸妓については変更がある場合があります、ご了承ください。

博多をどり
～知ろう！触れよう！博多伝統芸能の魅力～

【ローソンチケット】Lコード81879
●ローソン・ミニストップ店内の
　Loppiに直接入力して購入
●電話予約後「ローソン」「ミニストップ」
　店頭で購入
●予約電話番号：0570-084-008

【チケットぴあ】Pコード497-302
●チケットぴあ店頭で直接購入
●電話予約後「チケットぴあ」
　「セブン-イレブン」「ファミリーマート」
　店頭で購入
●予約電話番号：0570-02-9999

博多の伝統芸能
。

これを観れば

あなたも“博多通
”。

●開催概要

第二十九回 博多をどり

時間：第一部  11:00～12:30（開場 10: 30～）

　　　第二部  13:30～15:00（開場 13:00～）

　　　第三部  16:00～17:30（開場 15:30～）

開催日：令和元年12月7日（土）
花柳 輔太朗  監修

〈チケット購入〉
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9月19日に開催された「一本立ちお祝いの会」にて

チケットは、「チ
ケットぴあ」

または「ローソ
ンチケット」で

お買い求めくだ
さい。

✿地方・敬子、立方・麗華は、
　一本立ちして初めての
　「博多をどり」となります!

今年は、博多券番の芸妓さんが
プロデュースしたグッズを発売します!!　
会場でしかご購入いただけない限定グッズも

準備しています。
皆さま、楽しみにしていてください✿

芸妓さんプロデュースグッズ✿

「第二十九回 博多をどり」博多券番の出演芸妓衆

？ ？ ？
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地場企業の経営動向調査 令和元年度 第2四半期（令和元年7月～9月）

業況DIは足元ではわずかに持ち直し
次期は慎重な見方が強まる

※DI値（ディフュージョン・インデックス：景気動向指数）
　「良くなった」とする回答割合から「悪くなった」とする回答割合を引いた数値。

■調査時点　令和元年9月末で実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　524社（回収率26.2％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

REPORT

※詳細は当所ホームページに掲載しております。
　https://www.fukunet.or.jp/reports/

　福岡商工会議所の令和元年度第 2 四半期（令和元年
7月～9月）の「地場企業の経営動向調査」の結果がまと
まった。

〈調査結果の概要〉
　今四半期（令和元年7月～9月）の地場企業の景況状況と
しては、全業種平均で「良くなった」と回答した企業割合は
22.7％（前期比＋2.6％）、「悪くなった」と回答した企業割合

は32.0％（前期比＋0.5％）、「横ばい」であると回答した企
業割合は41.0％（前期比▲2.2％）となった。景況判断指数
DI 値は▲9.3（前期 DI 値▲11.4）となり、前期比で＋2.1
ポイント改善した。

　業種別にみると、建設業（前期▲16.8→今期＋5.6、前
期比＋22.4）、運輸・倉庫業（▲19.5→▲15.0、前期比
＋4.5）、サービス業（▲4.4→▲4.2、前期比＋0.2）で改善
となった。一方、卸売業（前期▲14.2→今期▲24.2、前期
比▲10.0）、製造業（▲5.1→▲14.3、前期比▲9.2）、小売
業（▲19.3→▲22.5、前期比▲3.2）では悪化となった。

　規模別にみると、中小企業（前期▲11.5→今期▲9.8）で
は前期比＋1.7ポイントとわずかに改善し、大企業（▲4.7→
±0.0）は前期比＋4.7ポイント改善となった。

　次四半期（令和元年10～12月）予測については▲11.2と
なっており、今期比▲1.9ポイントで慎重な見方が強まった。

福岡商工会議所　調査 検索

（単位：％）■自社業況の総合判断（前年同期と比較して）
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■自社業況の景況判断推移（業種別）
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全業種

建設業

製造業

卸売業

小売業

運輸・倉庫業

サービス業

次期予測
R1.10～12

R1.
7～9

（今期）

　「博多をどり」とは、東京新橋の「東をどり（あずまをどり）」、京都祇園の「都

をどり（みやこをどり）」と並ぶ日本の伝統的な芸能の一つです。博多伝統芸能

振興会（会長=当所・藤永会頭）が、昭和61年以降途絶えていた「博多をどり」

を平成 3年に復活させ、今回で29回目を迎えることとなりました。

　芸どころ博多の伝統芸能の重要な担い手である博多券番の芸妓衆が総出演

し、たくさんの邦楽・邦舞が披露され、艶やかに舞台を彩ります。

【演目】

一、令和を祝う      上　 大和楽　寿
　　　　　　　　下 　一　奏　花の猩々　

二、清　　    元　  玉屋と蝶々売り
三、民　　   謡 　 徒然草（  一、博多ばやし／二、稗搗節／三、長崎さわぎ／

　　　　　　　　　　 　    四、旧博多節／五、博多小女郎浪枕／六、おてもやん／

　　　　　　　　　　 　    七、ポンポコニャ／八、祝い目出度  ）

※一部、二部、三部は同じ演目として上演いたします。

※演目・出演芸妓については変更がある場合があります、ご了承ください。

博多をどり
～知ろう！触れよう！博多伝統芸能の魅力～

【ローソンチケット】Lコード81879
●ローソン・ミニストップ店内の
　Loppiに直接入力して購入
●電話予約後「ローソン」「ミニストップ」
　店頭で購入
●予約電話番号：0570-084-008

【チケットぴあ】Pコード497-302
●チケットぴあ店頭で直接購入
●電話予約後「チケットぴあ」
　「セブン-イレブン」「ファミリーマート」
　店頭で購入
●予約電話番号：0570-02-9999

博多の伝統芸能
。

これを観れば

あなたも“博多通
”。

●開催概要

第二十九回 博多をどり

時間：第一部  11:00～12:30（開場 10: 30～）

　　　第二部  13:30～15:00（開場 13:00～）

　　　第三部  16:00～17:30（開場 15:30～）

開催日：令和元年12月7日（土）
花柳 輔太朗  監修

〈チケット購入〉
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9月19日に開催された「一本立ちお祝いの会」にて

チケットは、「チ
ケットぴあ」

または「ローソ
ンチケット」で

お買い求めくだ
さい。

✿地方・敬子、立方・麗華は、
　一本立ちして初めての
　「博多をどり」となります!

今年は、博多券番の芸妓さんが
プロデュースしたグッズを発売します!!　
会場でしかご購入いただけない限定グッズも

準備しています。
皆さま、楽しみにしていてください✿

芸妓さんプロデュースグッズ✿

「第二十九回 博多をどり」博多券番の出演芸妓衆

？ ？ ？
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リテールマーケティング（販売士）検定試験受験企業に聞く

人事理念に基づき、
互いに学びあい成長できる組織へ

エフコープ生活協同組合

――現在のお仕事内容を教えてくだ
さい。

　当組合には人事に関しての3つの課

がございまして、そのうちの「人財開

発」を担当しております。そこで、「採

用・育成・定着」を基本とした自己成

長に基づく選抜・階層別研修や入協

後のフォローアップ研修、他にも自主

的に学ぶための自主講座の企画等、そ

れらの企画運営とサポートを担っており

ます。また、働くスタッフがいきいきと

活動できる職場づくりを目指しており、

ダイバーシティの推進、カイゼン活動、

ファミリーデイの開催等、職場環境づ

くりの推進等を行っています。

――人財開発の取り組みについてお聞
かせください。

　当組合には3か年毎に更新される教

育体系があり、そこで様々な教育や研

修を実施しています。

　一般的に、エフコープと聞いてよくイ

メージされる宅配事業をはじめとして多

種多様な事業がありますので、各事業

部と連携しながら、そこで必要となる

教育や研修を企画します。たとえば、

店舗事業で次期マネージャークラスの

育成研修をしたいということであれば、

具体的に話を伺った上で育成研修プロ

グラムを企画し、提案するといった取り

組みも行っております。スタッフがこれ

まで学習したプログラムや取得した資

格はすべてデータベース化しており、そ

れらは人事異動や配置転換の際の判断

材料になります。

――自主講座とはどのような取り組み
ですか。

　これは業務ではなく、自主的な学び

の場としての講座になります。興味が

あればどんどん参加してもらい、自身の

学習に繋げてもらう取り組みです。人

事部で開催するものもあれば、部署ご

とに取り組むものもあります。経理部

主催で経理知識を学ぶ講座を実施した

り、商品検査センターの企画で検査方

法について学ぶ講座を開催したりと

いった形です。

――多岐にわたる人財開発の取り組み
において、リテールマーケティング（販
売士）検定をどのように活用されていま
すか。

　当組合では、スタッフのスキルを磨

き、成長を促す自己啓発に対して支援

制度を整備しております。通信教育や

書籍購入、資格取得等への援助など、

自ら学ぶことへのサポートをしています。

また、他にも組合内での昇格に関わる

昇格要件資格を定めており、販売士の

資格は、その当組合の昇格要件に位置

付けられています。この資格を取得し

なければランクアップできないという必

須資格のため、スタッフの学習意欲も

非常に高く、毎回多くのスタッフが勉

強に励み、受験しています。

――なぜ、販売士の資格を昇格要件
資格に取り入れられたのですか。

　販売士については、計数能力の強化

を意図して2005年に昇格要件資格に

定められました。販売士は流通業界で

唯一の公的資格として、日本商工会議

所や全国商工会連合会が認定する流通

業に関する資格です。本資格以外の昇

格要件はいずれもエフコープの業務で

発揮される能力や技能、勤務成績を測

るもので、この要件に公的資格を取り

入れることによって、昇格に関しての客

観性が高まり、より公正な運用が可能

であると考えています。

――エフコープの求める人財像をお聞
かせください。

　当組合では、経営理念とは別に人事

理念というものが策定されています。

「個を認めあい、個を磨きあい、自律

型人財へ」というものです（2001年策

定）。当組合が実施する社内教育や自

主講座はすべて、この理念に照らし合

わせながら企画・サポートを行います。

雇用形態に関係なく「人はもともとすば

らしい力を持っている」と捉えており、

その中で個々の価値観を尊重し、互い

に認めあい学びあい、高まりあい、そ

の力が大いに発揮されるようにという考

えが根底にあります。それに共感し、

自己研鑽を重ね、絶えずチャレンジで

きる人財と組織であることを目指してい

ます。社内教育の取り組みもその理念

に沿うものであるべく、当組合では

様々な取り組みを実施しております。

具体的には、生協オリジナル講座から

一般の講座まで幅広いジャンルの通信

講座を組合内で提供したり、簿記や

PC検定など現時点で130個ほどの多

種多様な資格を受験料負担の支援対

象にするなど、それらがスタッフ自らの

ステップアップに繋がればと思っており

ます。

――販売士資格がどのように役に立っ
ていますか。

　働く上での基礎知識が習得できるこ

とはもちろんのこと、学習を通じて日常

の業務内容を振り返ることができます。

さらに、これまで経験してきた業務の

意味を遡って理解したり、私たちの役

割・使命を改めて考える機会にもなっ

ていたりと、色々な面で役に立っている

と感じています。また、それらを踏まえ

て今後どうするのか、自己成長のため

に学ぶことの大切さを知る機会にもな

ると考えています。

――販売士資格取得者にどのような活
躍を期待されていますか。

　当組合の持つ人事理念に基づき、

一人ひとりが自己研鑽を重ねてチャレ

ンジしていく風土を大切にしつつ、個

として得た知識を共有しながら成長に

繋がる組織を目指していきたいと考えて

います。

　そうした組織をつくるためにも、学ん

だ知識を土台に、さらに進化して活躍

のフィールドを広げていく学習意欲を持

ち続けてほしいです。雇用形態、役職

にかかわらず、一人ひとりが学び、成

長し、自己実現に向けて活躍する人材

になっていただきたいと思います。

■ 試 験 日：2月19日（水）
■ 申込締切：1月17日（金）
■ 受 験 料：１級7,850円、２級5,660円、
　　　　　　 ３級4,200円

第 85回 リテールマーケティング（販売士）検定は2020年2月19日（水）開催！

　『リテールマーケティング（販売士）検定試験』
は、現場で役立つ販売接客の技術だけでなく、
在庫管理からマーケティング、労務・経営管理
に至る幅広い知識が身につく流通・小売分野で
唯一の公的資格試験です。試験科目は「小売業
の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペ
レーション」「マーケティング」「販売・経営管
理」の計5科目で構成され、小売業の基礎知識
がバランスよく身につきます。人材育成の一環
として取り入れている企業も多く、今回は、販
売士資格を昇格要件として取り入れて社内教育
に活用しているエフコープ生活協同組合の人事
部・人財開発課課長の森健さんと担当の稲富
奈津子さんにお話を伺いました。

申し込みは
2019年

12月9日～！

〈組織情報〉

エフコープ生活協同組合
所 在 地：福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗4826-1
U R L：https://www.fcoop.or.jp
代 表 者：理事長　堤　新吾
設　　立：昭和58年4月1日
組合員数：503,238名（2019年3月末現在）
スタッフ数：フルタイムスタッフ1,251名、
　　　　　定時スタッフ1,633名
　　　　　（2019年3月末現在）

エフコープ生活協同組合
人事部人財開発課

課長 森　健 さん、稲富　奈津子 さん

特 集 2輝く　 
販売士

　リテールマーケティング（販売士）検定試験の合格者には、販売の
プロとして「販売士」という称号を付与しており、「流通・小売業界で
必須の定番資格」として、社会的にも高い信頼と評価を得ています。
受験者は、小売業従事者だけではなく、製造業や卸売業、サービス
業、さらには流通業界への就職を目指している学生にまで広がって
おり、合格者は「販売士」として流通業界の各分野で活躍しています。
　キャリアアップや就職のために、あなたもぜひチャレンジしてみませんか？
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リテールマーケティング（販売士）検定試験受験企業に聞く

人事理念に基づき、
互いに学びあい成長できる組織へ

エフコープ生活協同組合

――現在のお仕事内容を教えてくだ
さい。

　当組合には人事に関しての3つの課

がございまして、そのうちの「人財開

発」を担当しております。そこで、「採

用・育成・定着」を基本とした自己成

長に基づく選抜・階層別研修や入協

後のフォローアップ研修、他にも自主

的に学ぶための自主講座の企画等、そ

れらの企画運営とサポートを担っており

ます。また、働くスタッフがいきいきと

活動できる職場づくりを目指しており、

ダイバーシティの推進、カイゼン活動、

ファミリーデイの開催等、職場環境づ

くりの推進等を行っています。

――人財開発の取り組みについてお聞
かせください。

　当組合には3か年毎に更新される教

育体系があり、そこで様々な教育や研

修を実施しています。

　一般的に、エフコープと聞いてよくイ

メージされる宅配事業をはじめとして多

種多様な事業がありますので、各事業

部と連携しながら、そこで必要となる

教育や研修を企画します。たとえば、

店舗事業で次期マネージャークラスの

育成研修をしたいということであれば、

具体的に話を伺った上で育成研修プロ

グラムを企画し、提案するといった取り

組みも行っております。スタッフがこれ

まで学習したプログラムや取得した資

格はすべてデータベース化しており、そ

れらは人事異動や配置転換の際の判断

材料になります。

――自主講座とはどのような取り組み
ですか。

　これは業務ではなく、自主的な学び

の場としての講座になります。興味が

あればどんどん参加してもらい、自身の

学習に繋げてもらう取り組みです。人

事部で開催するものもあれば、部署ご

とに取り組むものもあります。経理部

主催で経理知識を学ぶ講座を実施した

り、商品検査センターの企画で検査方

法について学ぶ講座を開催したりと

いった形です。

――多岐にわたる人財開発の取り組み
において、リテールマーケティング（販
売士）検定をどのように活用されていま
すか。

　当組合では、スタッフのスキルを磨

き、成長を促す自己啓発に対して支援

制度を整備しております。通信教育や

書籍購入、資格取得等への援助など、

自ら学ぶことへのサポートをしています。

また、他にも組合内での昇格に関わる

昇格要件資格を定めており、販売士の

資格は、その当組合の昇格要件に位置

付けられています。この資格を取得し

なければランクアップできないという必

須資格のため、スタッフの学習意欲も

非常に高く、毎回多くのスタッフが勉

強に励み、受験しています。

――なぜ、販売士の資格を昇格要件
資格に取り入れられたのですか。

　販売士については、計数能力の強化

を意図して2005年に昇格要件資格に

定められました。販売士は流通業界で

唯一の公的資格として、日本商工会議

所や全国商工会連合会が認定する流通

業に関する資格です。本資格以外の昇

格要件はいずれもエフコープの業務で

発揮される能力や技能、勤務成績を測

るもので、この要件に公的資格を取り

入れることによって、昇格に関しての客

観性が高まり、より公正な運用が可能

であると考えています。

――エフコープの求める人財像をお聞
かせください。

　当組合では、経営理念とは別に人事

理念というものが策定されています。

「個を認めあい、個を磨きあい、自律

型人財へ」というものです（2001年策

定）。当組合が実施する社内教育や自

主講座はすべて、この理念に照らし合

わせながら企画・サポートを行います。

雇用形態に関係なく「人はもともとすば

らしい力を持っている」と捉えており、

その中で個々の価値観を尊重し、互い

に認めあい学びあい、高まりあい、そ

の力が大いに発揮されるようにという考

えが根底にあります。それに共感し、

自己研鑽を重ね、絶えずチャレンジで

きる人財と組織であることを目指してい

ます。社内教育の取り組みもその理念

に沿うものであるべく、当組合では

様々な取り組みを実施しております。

具体的には、生協オリジナル講座から

一般の講座まで幅広いジャンルの通信

講座を組合内で提供したり、簿記や

PC検定など現時点で130個ほどの多

種多様な資格を受験料負担の支援対

象にするなど、それらがスタッフ自らの

ステップアップに繋がればと思っており

ます。

――販売士資格がどのように役に立っ
ていますか。

　働く上での基礎知識が習得できるこ

とはもちろんのこと、学習を通じて日常

の業務内容を振り返ることができます。

さらに、これまで経験してきた業務の

意味を遡って理解したり、私たちの役

割・使命を改めて考える機会にもなっ

ていたりと、色々な面で役に立っている

と感じています。また、それらを踏まえ

て今後どうするのか、自己成長のため

に学ぶことの大切さを知る機会にもな

ると考えています。

――販売士資格取得者にどのような活
躍を期待されていますか。

　当組合の持つ人事理念に基づき、

一人ひとりが自己研鑽を重ねてチャレ

ンジしていく風土を大切にしつつ、個

として得た知識を共有しながら成長に

繋がる組織を目指していきたいと考えて

います。

　そうした組織をつくるためにも、学ん

だ知識を土台に、さらに進化して活躍

のフィールドを広げていく学習意欲を持

ち続けてほしいです。雇用形態、役職

にかかわらず、一人ひとりが学び、成

長し、自己実現に向けて活躍する人材

になっていただきたいと思います。

■ 試 験 日：2月19日（水）
■ 申込締切：1月17日（金）
■ 受 験 料：１級7,850円、２級5,660円、
　　　　　　 ３級4,200円

第 85回 リテールマーケティング（販売士）検定は2020年2月19日（水）開催！

　『リテールマーケティング（販売士）検定試験』
は、現場で役立つ販売接客の技術だけでなく、
在庫管理からマーケティング、労務・経営管理
に至る幅広い知識が身につく流通・小売分野で
唯一の公的資格試験です。試験科目は「小売業
の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペ
レーション」「マーケティング」「販売・経営管
理」の計5科目で構成され、小売業の基礎知識
がバランスよく身につきます。人材育成の一環
として取り入れている企業も多く、今回は、販
売士資格を昇格要件として取り入れて社内教育
に活用しているエフコープ生活協同組合の人事
部・人財開発課課長の森健さんと担当の稲富
奈津子さんにお話を伺いました。

申し込みは
2019年

12月9日～！

〈組織情報〉

エフコープ生活協同組合
所 在 地：福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗4826-1
U R L：https://www.fcoop.or.jp
代 表 者：理事長　堤　新吾
設　　立：昭和58年4月1日
組合員数：503,238名（2019年3月末現在）
スタッフ数：フルタイムスタッフ1,251名、
　　　　　定時スタッフ1,633名
　　　　　（2019年3月末現在）

エフコープ生活協同組合
人事部人財開発課

課長 森　健 さん、稲富　奈津子 さん

特 集 2輝く　 
販売士

　リテールマーケティング（販売士）検定試験の合格者には、販売の
プロとして「販売士」という称号を付与しており、「流通・小売業界で
必須の定番資格」として、社会的にも高い信頼と評価を得ています。
受験者は、小売業従事者だけではなく、製造業や卸売業、サービス
業、さらには流通業界への就職を目指している学生にまで広がって
おり、合格者は「販売士」として流通業界の各分野で活躍しています。
　キャリアアップや就職のために、あなたもぜひチャレンジしてみませんか？
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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

波津馬 福岡店

ヘルシーで新鮮な馬肉を使った料理とお酒を
落ち着いた空間でお楽しみください

馬肉を使った創作料理店が
2019年8月にオープン！

▼

看板メニューの
「馬刺し盛り合わせ」

福岡市早良区田村3-23-6
TEL：092-874-8800
FAX：092-874-0120
http://www.nakano-syokai.com/
E-mail：nakano-s@f-fm.com
営業内容
冷凍冷蔵車製造販売 新車、中古車販売 
修理 車検 フォークリフト年次検査、販売

急速冷却!!セパレート方式を採用した大型コンデンサー
2個のコンプレッサーの冷えを体験

㈱ NAKANO 商会 冷凍冷蔵車販売事業

㈱NAKANO商会

新車の軽トラック冷凍車を最短で
納車！急速冷凍！庫内の広さが自慢！

ANAの人材ビジネス会社として
人材活用のお手伝いをいたします

▼

新車から急速冷凍車を作成します
ベース車輛はお問い合わせください

福岡市東区香椎照葉6-3-12 
プライムメゾン照葉クロススタイル1F
TEL：092-719-0884
https://horsemeat-fukuoka.business.site/
営業内容
馬肉料理専門店。馬刺しだけでなく、馬
肉を使った様々な料理をご堪能いただけ
ます。
11:30～14:30、18:00～23:00

（月曜日は終日定休）

波津馬 福岡店

運転席が冷えません。詳しい内容はお
問い合わせください。冷凍車を最短で納
車!急速に庫内の温度が下がるので開け
閉めの多い宅配には強い味方です。車
内も快適、涼しく過ごせます。

　運転席と冷凍コンテナのコンプレッ
サーが別々の2コンプレッサーで、運転
席、冷凍箱がよく冷えます。※一般の冷
凍車はコンプレッサーが一つしか付いて
いない為、同時にエアコンを使用すると

福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル7F
TEL：092-720-9191
FAX：092-720-9188
https://www.abc.jp
E-mail：ml_notice_fuk@abc.jp
営業内容
ANAグループの人材サービス・研修会
社として、ホスピタリティや事務スキルを
兼ね備えたスタッフや各種研修商品を揃
えております。

事務、接遇などの人材派遣を行っています! 
また、ANAで培ったノウハウを凝縮した教育・研修をご提供

ANA ビジネスソリューション㈱　福岡支店

ANAビジネスソリューション㈱
福岡支店

が起きるのか―その要因と対策を考え
る、航空整備士による「ヒューマンエ
ラー対策研修」をご用意。それらが体感
できるミニセミナーを11月27日（水）に
開催いたします。

　人材ビジネスでは航空・旅行に限定せ
ず、様々な業界の企業様に事務や接遇な
どの人材派遣・紹介を行っています。
　またANAの「おもてなしの心」を体現
した「接遇＆マナー研修」、なぜ間違い

　8月にオープンしたばかりの馬刺し・
馬肉専門のお店。本場である熊本から毎
日仕入れた新鮮な馬肉を使って、長年馬
刺し専門店で腕を磨いた店主が、こだわ
りの創作料理をご提供します。ランチの

ほか、夜のコースやお酒も豊富に取り揃
えておりますので、低脂肪で高タンパク
な馬肉料理を心ゆくまでご堪能ください。
皆様のご来店をお待ちいたしております。

博多餃子　チャオズ

11月に3周年を迎えます。餃子以外にも
たくさんメニューを揃えています!!

皮から手作り!!リーズナブルな
餃子居酒屋!!

福岡市中央区平尾2-2-20
平尾ファミリア102
TEL：092-534-5828
営業内容
店休日：月曜日
火曜～土曜日 18:00 ～ 27:00（L.O26:00）
日曜日 18:00 ～ 25:00（L.O24:00）

博多餃子　チャオズ

当店名物の餃子は皮から手作り!
餡にもたっぷり味がついております。
まずはそのままお召し上がりいただける
と嬉しいです。焼き餃子のほかにダシ餃
子もございます。こちらは和風ダシで

あっさり♡〆の麺まで楽しめます。その
他、日替わりメニューなど、いろいろ揃
えている、餃子居酒屋です。

福岡市東区社領1-10-26
Pivole Fukuoka（ピヴォーレ福岡）内
TEL：092-292-6454
FAX：092-292-6476
http://www.pivole.com/
E-mail：info@pivole.com
営業内容
屋内スポーツ施設「ピヴォーレ福岡」は
フットサル・バスケットなど球技が行える
だけでなく、企業運動会など各種レクリ
エーションが行えます。

運動できる格好だけでOK!球技だけでなく
運動会グッズも取り揃えております

ピヴォーレ福岡（Crossroad・Hometown・Sports㈱）

ピヴォーレ福岡
（Crossroad・Hometown・Sports㈱）

スポーツの秋!企業運動会!
部署レクリエーション等が行えます!

▼

企業運動会はみんな大盛り上がり!
お越しの際はバスの乗り入れも可能です!

▼

ANAの「ノウハウ」を活かした
「人材」と「研修」

　フットサル、バスケット、バレーボー
ルだけでなく、上司・部下関係なく楽し
めるバブルサッカーや綱引き・玉入れ・
ムカデ競争等運動会グッズを取り揃えて
おります。完全屋内、男女更衣室シャ

ワールームも完備しています。懇親会と
してスポーツを楽しんだり、その後、飲
み会を行ったり会社の親睦を深めてみま
せんか?見積もりなどまずはお気軽にご
相談ください!

▼

4人前分の焼き餃子

㈱テンポアップ　福岡支社　エージェント　西郷 正智

商売繁盛に必要不可欠な集客スキルの無料コンサルで
事業承継価値を高めましょう

無料売上UPのお手伝いをして
事業承継を成功へと導きます!

▼

店舗不動産、売上UPまで
お手伝いします

福岡市博多区綱場町8-23　
朝日生命福岡昭和通ビル7F
TEL：090-1365-7693
FAX：092-510-0978
http://www.tempoup.jp
E-mail：saigo.masatomo@tempoup.jp
営業内容
事業用不動産流通商社 小さなお店の事
業承継推進 本社:横浜市西区北幸2-9-10 
HSビル8F 代表045-312-6711

㈱テンポアップ　福岡支社
エージェント　西郷 正智

店舗オーナーの悩みの多くは…
・お客さんがどんどん減っている
・目標売上額まで到達していない
・事業承継できない（承継者がいない）
その根本原因は、立地条件や大手企業

が参入などの状況に陥った時の対処術を
持たないことです。大事なことは、正し
い「集客スキル」を身につけることや常に
「お客様の絶対数」を増やすことです。ま
ずは一度、ご相談ください。
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おります。完全屋内、男女更衣室シャ
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してスポーツを楽しんだり、その後、飲
み会を行ったり会社の親睦を深めてみま
せんか?見積もりなどまずはお気軽にご
相談ください!
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お手伝いします
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事業用不動産流通商社 小さなお店の事
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店舗オーナーの悩みの多くは…
・お客さんがどんどん減っている
・目標売上額まで到達していない
・事業承継できない（承継者がいない）
その根本原因は、立地条件や大手企業

が参入などの状況に陥った時の対処術を
持たないことです。大事なことは、正し
い「集客スキル」を身につけることや常に
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ずは一度、ご相談ください。
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各市町村の個人住民税担当課

2020年5月(予定)  約800台収容の立体駐車場が完成！
ホームページにて空室状況毎日更新中！

「会議」「研修会」「セミナー」「懇親会」「展示会」等、規模・用途に応じてフレキシブルに対応します

・小会議室・中会議室・多目的ホール等、全24室！

！

連接バス

連接バス

PR

PR

大いに盛り上がりを見せた、ラグビーワールドカップ、
みなさんはご覧になりましたか? 今回は、当所が「ラグビー
応援ポロシャツ」の作成を依頼した「ArtShirts-Factory」
さんを訪れました　 オリジナルTシャツなどのプリントをは
じめ、マグカップのデザインや製作、キャップの刺繍なども
行っていらっしゃいます

「ArtShirts-Factory」の魅力は何と言っても、お客様の
ニーズにあわせたフルサポートです !フルカラープリント、
刺繍に至るまで自社工房で行っているため、細かなオー
ダーにも対応が可能です。「初めてで、何から手を付けてよ
いのか分からない」というオリジナルウェア作成の初心者さ
んにも、「もっと凝ったTシャツを作成したい」というこだわ
りのある方々にも、オススメです　 私も以前、オリジナル
ウェアを作成したことがありますが、相談に乗ってくれると
ころではなかったので、大変苦労しました　 

ワークショップも開催されており、自分だけのウェアを作
成しその日のうちに持ち帰れます　自分だけのウェア、マ
グカップ、キャップなどに興味がある方は、ぜひご利用さ
れてはいかがですか？

これまでに手がけた・プリントした、

ウェアやマグカップなど（一部）

※イラストデザインは福岡出身、全国で活躍中のイサヤマ ナオヤさん

ホームページ☎092-516-6600
福岡市中央区清川2-1-21
若鶴マンション1F LASSIC 1A
http://artshirts-factory.com/
営10:00～18:00　㉁土日

ArtShirts-Factory

自分だけの
オリジナルウェアを作ろう!

キッズワークショップイベント シルクスクリーンワークショップの様子
（不定期・要予約）2時間程度

以前から好きなアーティストやブランドのTシャツを集めていて、DIY でペイントなどをして服をカスタムするこ
とが好きでした。そのうち自分で Tシャツを作るようになり、ウェアプリントやセールスプロモーションを行って
いる会社に就職しました。その後「もっと自分のチカラで面白いものを作成したい」と思い、独立しました。

オリジナルウェアは作る過程のワクワクや想いも一部となると思っています。なので、デザインなどの段階か
らご相談していただけるようにフルサポートを心がけています。

また、店舗にてシルクスクリーンプリント体験ワークショップ（要予約）を行っています。さらに、各地イベン
トに参加し、そこでもワークショップを開催しています。お子様づれのご家族などに大変喜んでいただいており
ます。実際にプリント体験を行っているところは限られていますので、ぜひHPをチェックしてみてください!

YO K A M O N

ArtShirts-Factory
古川 敏之さん

YO

KA_OWNER

YO
KA_INFO

YOKA_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 10枚以上オーダーで同じデザインのトートバッグをプレゼントいたします！ 【2019年11月30日までの特典です】

ア ー ト シ ャ ツ フ ァ ク ト リ ー
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