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関係機関が連携し、福岡商工会議所内に
「共同相談窓口」を開設。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により経営環境の悪化、売上
減少、雇用維持、子育て従業員の休業などへの対応でお困りの
方は、ぜひ「共同相談窓口」をご利用ください。

■「共同相談窓口」で対応する相談・支援内容など
　（各機関の担当者が常駐）

※各種支援施策について、迅速かつ正確な情報提供や相談、申請手続きなどの支援を行
　います。

■開設期間：３月 23 日（月）～　当面の間
■開設時間：平日　9：00 ～ 12：00
　　　　　　　　  13：00 ～ 17：00
■開設場所：福岡商工会議所内　会議室
　　　　　　（福岡市博多区博多駅前 2-9-28）　　　　
■関係機関：九州経済産業局、福岡労働局、福岡県、　　
　　　　　　 福岡市、日本政策金融公庫、
　　　　　　 福岡県信用保証協会、福岡商工会議所

【お問い合わせ】
地域支援第一グループ（東・博多・南区担当）
ＴＥＬ：092-441-2161
地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区担当）
ＴＥＬ：092-441-2162

事業所の皆様へ

【新型コロナウイルス感染症対策】
事業者向け

「共同相談窓口」のご案内

■上記以外の連携機関の支援内容など

機関名

総合受付
（福岡商工会議所）

福岡商工会議所

福岡労働局

福岡市

福岡県信用保証協会

相談･支援内容等

機関名 支援内容等

〇事業者の支援ニーズを聞き取り、各支援機
関に引き継ぎ

〇雇用調整助成金等、雇用関係施策の説明、
相談

〇セーフティネット保証、危機関連保証の認定
〇福岡市制度融資の説明、相談

九州経済産業局 〇国の支援施策の情報提供、照会対応、活用
アドバイス

福岡県 〇緊急経済対策資金等、県の支援施策の情報
提供、照会対応、活用アドバイス

日本政策金融公庫 〇新型コロナウイルス感染症特別貸付、マル経
融資の受付、審査

〇セーフティネット保証、危機関連保証の説明
〇保証付き融資全般の説明

〇新型コロナウイルスの影響に関する相談、支
援（持続化補助金など）

〇日本公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸
付の説明、申込書交付･作成支援

〇日本公庫 新型コロナウイルス感染症に伴うマ
ル経融資の説明、受付、調査･推薦

なお、マル経融資とは商工会議所の経営指導、
調査･推薦を要する日本政策金融公庫の小規模
事業者向け無担保･無保証人の融資です。
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〈もしもに備える〉
生命共済制度

経営者が、重大疾病にかかった時のそなえを確保。

2020年度 春期　生活習慣病健診のご案内

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
～採用活動にお悩みがある皆様へ～
人材確保相談窓口〈相談無料〉

福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点事業
プロ人材採用のすすめ。

2020年度　開講講座のご案内（5月・6月開講講座）

〈6月検定向け〉日商簿記3級・2級直前最終チェック講座
福岡商工会議所パソコン教室受講生募集

〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI NEWS 会議所の動き

〈報告〉
ラグビーワールドカップ2019TM日本大会
福岡会場の開催報告

表紙裏
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20
14

15

12

10
21

16
30

18
19

 25

32

〈お知らせ〉
『第38回博多うまかもん市』開催延期のお知らせ

　　　　　 前半戦HAWKS特割回数券・
　　　　    ホークス戦特別チケット好評販売中!!

レジ袋有料化2020年7月1日スタート

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

令和2年度開催
福岡商工会議所の検定試験日程

福岡の企業に届けたい商品やサービスは
ありませんか?

〈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〉
　　　　　商店街応援隊「トコロ」が参ります!
　　　　　トコロ商遊記

今月のよかもん

02 株式会社ロジカム
代表取締役　中島 麻衣子氏

カンパニーズチャレンジ

26 株式会社ディーゼロ
代表取締役社長　矢野 修作氏

特集2
28 祝うたァ!!博多どんたくの源流

博多松囃子 国重要無形民俗文化財指定

〈掲載広告〉
●福岡県信用保証協会…裏表紙

〈【同封】福商 折込チラシ〉
●議員選挙・選任のしおり
●福商2020年度版　実務研修講座パンフレット
●掲載情報募集（掲載無料）
　食品業界向け特設ページ開設

〈【同封】福商ビジネス情報便〉
●株式会社サンネットワーク
●ソニー生命保険株式会社
●株式会社日本エコシステム
●福岡職業能力開発促進センター（ポリテクセンター福岡）
●ほけんの窓口グループ株式会社　外商部　福岡法人営業課
●株式会社豊田保険事務所
●株式会社ブレイクスルー
●株式会社あしたのチーム
●飛鳥自動車株式会社
●福岡社会保険労務士法人
●株式会社フォトシンス
●福岡県社会保険労務士会
●ユージーデザイン
●ラシン株式会社
●福岡県行政書士会　
●株式会社セールスアカデミー

会員限定

RENEWAL 

　　　　   ミライロしごと図鑑×福岡天神のFMラジオ FUKUOKA2020RENEWAL 

04
特集1

新型コロナウイルス感染症に関する
事業者向け各種支援施策のご案内 

07 福岡商工会議所の無料経営相談窓口
08 福岡商工会議所　貸会議室ご利用のQ&A

24 福商『eラーニング』をご活用ください。

表紙裏表紙裏【新型コロナウイルス感染症対策】
事業者向け「共同相談窓口」のご案内

貴社の社員教育に、いつでも・どこでも・どんな時でも学べる

26ミライロしごと図鑑×FUKUOKA202002カンパニーズチャレンジ
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福岡天神のFMラジオ

福岡天神のFMラジオ

×

漫画家

福博新景

熱い願い

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

かっせー、かっせー、
かっ飛ばせー！
青いくるみも吹きとばせ
すっぱいかりんも吹き…
や、違ったちがった
風の又三郎じゃないんだ

かっせー、かっせー、
かっ飛ばせー
熱い男たちにお願いだ
子どもたちに元気を！
熱い太陽を！
（子どもたちの歓声の絶えた
小さな公園からの願い）

かっせー、かっせー、
ウイルスなんかぶちのめせー！

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

令和2年度当所事業計画について（お知らせ）
　新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、令和2年3月の議員総会の
開催を中止しました。令和2年度事業計画については、令和2年6月の議員総会
で承認を受けたあと、令和2年7月号の本誌にてご報告させていただきます。 
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3スマートフォン用の『サポロジ』アプリも開発。「トライアルでは配送依
頼から2秒でドライバーの返事がくるなど、すぐに頼みたいという要望にも
応じられる」と中島さん

1ドライバー経験を活かして、物流業界における様々な課題を解決した
いと意気込む中島さん。自ら積極的に営業にも取り組んでいる

2『サポロジ』はスマートフォンでもパソコンでも利用可能なシステム。
簡単操作で配送の手配や案件の受注が完了できる

2

1

3

経歴を持つ中島さんには、『サポロジ』
を使って物流業界の環境を改善したい
という想いがあります。
「個人事業主のドライバーは、1個配
送していくらという環境で生活してい
ます。加えて不在だと配達が完了せず
収入にならないため、とにかく1軒で
も多く回るために朝早くから夜遅くま
で働かなければなりません。一方で宅
配物の増加や人手不足なども影響し、
モチベーションは上がらず配送品質も
落ちていくという悪循環も懸念されま
す。このようにハイスピードで物流を
取り巻く状況が変化していく中、ドラ
イバーが楽しく働ける環境を整備する
ため、荷主とドライバーのマッチング
サービスを思いつきました。もっと効
率的に配送ができるようになれば、ド
ライバーの収入安定化にもつながりま
すし、人手不足も解消できるのでは」
と中島さん。
そうして中島さんが立ち上げたのが
ロジカムです。ロジスティクス（物流）
とウェルカムを掛け合わせた造語で、
物流業界への人材を歓迎するという意
味が込められています。
「物流を支えているのは人。とこと

ん人を大事にする会社をつくりたかっ
た。人を大切にし、人材の有効活用
ができれば、人手不足は根底から解
消できるはず」。

九州から物流を
憧れの職業に変える

ロジカムはマッチングサービスの『サ
ポロジ』だけではなく、自社での軽貨
物運送事業や通販物流の支援などを展
開。“物流を通じて、皆様の幸福と社
会や未来の発展に貢献する”という、
経営理念の実現を目指しています。そ
の先にあるのは、物流に対するイメー
ジを変えるという大きな目標です。
中島さんは「『サポロジ』の成功は
ゴールではありません。物流は商品と
ともに笑顔をお客様に届けられる大好
きな仕事。一般的には“きつい”“つら
い”というイメージが先行しています
が、ドライバーがもっと楽しくやりがい
を持って働くことができれば、業界全
体の印象も変わるはずです。それは物
流の仕事全体の魅力アップにつなが
る。『サポロジ』はそのきっかけのひと
つ。物流は電気や水道、インターネッ

トなどと同じ、なくてはならないインフ
ラです。働く価値、存在自体の価値を
もっと社会にPRしていけば、若い人や
女性など新しい人材も増えていくはず」
と意気込みます。
「『サポロジ』を九州におけるドライ
バー最大のコミュニティにしたいと思っ
ています。物流に関わる様々な人がネ
ガティブになってしまう原因があれば、
そのネットワークを通じて改善できる
サービスを生み出し、社会へと発信で
きる会社にしたい」。

『サポロジ』は荷主と
ドライバーをつなぐ架け橋

EC（電子商取引）を中心とした宅配
需要の増加やドライバーの高齢化など
により、人材不足解消への対策が喫
緊の課題となっている物流業界。厳し
い状況の中、軽貨物に特化した配送
マッチングサービスに取り組んでいる
のが、福岡市博多区博多駅東の株式
会社ロジカムです。
ロジカムが展開しているのは、荷主と

ドライバーをつなぐクラウドサービス※

『サポロジ』です。ウェブやアプリから
荷物と届け先を設定すれば金額が確
定、『サポロジ』登録ドライバーへと案
件が一斉配信されます。その後、ドラ
イバー自身がリアルタイムで案件を選

んで受注し、集荷・配送を行うという
システム。また荷主は事前にドライ
バー情報なども確認可能で、荷物の
位置情報も追えるため、安心して利用
できるといいます。
代表取締役の中島麻衣子さんは「通
販の宅配便などが増え、配送料の値
上げなどにより悲鳴を上げている荷主
も多い。一方、個人で配送を請け負っ
ているドライバーは繁忙期と閑散期の
差が激しいために収入が安定せずに苦
しんでいます。『サポロジ』を使って、
その両者をつなぎ課題解決へと導く架
け橋になりたい」と話します。
加えて『サポロジ』では、細やかな配
送プログラムを準備しています。スポッ
ト便や企業専属便、ルート便など、荷
主のニーズに応じた配送形態があるほ

か、冷蔵・冷凍の荷物、当日配送など
にも対応可能。また特徴的なのが、心
を伝えるオプション『OMAKENIサー
ビス』です。通常の宅配便では難しい
伝言や新商品の案内などをドライバーに
依頼できるサービスで、コスト削減のみ
ならず心を込めた配送が期待できます。
「お客様の想いを受け継いでいくの
が物流という仕事。例えば包装ひとつ
でお客様の満足度も変わるのです」
と、顧客目線のサービスを拡充してい
ます。
※インターネットなどのネットワークを介して、パソコンやス
マートフォンから利用できるサービス。

ドライバー経験が
改善施策を生み出す

運送会社でドライバーとして働いた

株式会社ロジカム　代表取締役　中島 麻衣子氏

【プロフィール】
長崎県出身。スポーツ用品店の店員を経て、友
人から誘われ大手物流会社に就職。ドライ
バーや企業の物流を一手に担う3PL（サード
パーティロジスティクス）の現場・管理を約10
年経験したあと独立。2019年1月に株式会社
ロジカムを創業する。

株式会社ロジカム
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-19

サンライフ第3ビル
TEL 092-686-8634

https://logicome.com/
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物流のマッチングシステムで
業界に新しい風を吹き込む
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経歴を持つ中島さんには、『サポロジ』
を使って物流業界の環境を改善したい
という想いがあります。
「個人事業主のドライバーは、1個配
送していくらという環境で生活してい
ます。加えて不在だと配達が完了せず
収入にならないため、とにかく1軒で
も多く回るために朝早くから夜遅くま
で働かなければなりません。一方で宅
配物の増加や人手不足なども影響し、
モチベーションは上がらず配送品質も
落ちていくという悪循環も懸念されま
す。このようにハイスピードで物流を
取り巻く状況が変化していく中、ドラ
イバーが楽しく働ける環境を整備する
ため、荷主とドライバーのマッチング
サービスを思いつきました。もっと効
率的に配送ができるようになれば、ド
ライバーの収入安定化にもつながりま
すし、人手不足も解消できるのでは」
と中島さん。
そうして中島さんが立ち上げたのが
ロジカムです。ロジスティクス（物流）
とウェルカムを掛け合わせた造語で、
物流業界への人材を歓迎するという意
味が込められています。
「物流を支えているのは人。とこと

ん人を大事にする会社をつくりたかっ
た。人を大切にし、人材の有効活用
ができれば、人手不足は根底から解
消できるはず」。

九州から物流を
憧れの職業に変える

ロジカムはマッチングサービスの『サ
ポロジ』だけではなく、自社での軽貨
物運送事業や通販物流の支援などを展
開。“物流を通じて、皆様の幸福と社
会や未来の発展に貢献する”という、
経営理念の実現を目指しています。そ
の先にあるのは、物流に対するイメー
ジを変えるという大きな目標です。
中島さんは「『サポロジ』の成功は
ゴールではありません。物流は商品と
ともに笑顔をお客様に届けられる大好
きな仕事。一般的には“きつい”“つら
い”というイメージが先行しています
が、ドライバーがもっと楽しくやりがい
を持って働くことができれば、業界全
体の印象も変わるはずです。それは物
流の仕事全体の魅力アップにつなが
る。『サポロジ』はそのきっかけのひと
つ。物流は電気や水道、インターネッ

トなどと同じ、なくてはならないインフ
ラです。働く価値、存在自体の価値を
もっと社会にPRしていけば、若い人や
女性など新しい人材も増えていくはず」
と意気込みます。
「『サポロジ』を九州におけるドライ
バー最大のコミュニティにしたいと思っ
ています。物流に関わる様々な人がネ
ガティブになってしまう原因があれば、
そのネットワークを通じて改善できる
サービスを生み出し、社会へと発信で
きる会社にしたい」。

『サポロジ』は荷主と
ドライバーをつなぐ架け橋

EC（電子商取引）を中心とした宅配
需要の増加やドライバーの高齢化など
により、人材不足解消への対策が喫
緊の課題となっている物流業界。厳し
い状況の中、軽貨物に特化した配送
マッチングサービスに取り組んでいる
のが、福岡市博多区博多駅東の株式
会社ロジカムです。
ロジカムが展開しているのは、荷主と

ドライバーをつなぐクラウドサービス※

『サポロジ』です。ウェブやアプリから
荷物と届け先を設定すれば金額が確
定、『サポロジ』登録ドライバーへと案
件が一斉配信されます。その後、ドラ
イバー自身がリアルタイムで案件を選

んで受注し、集荷・配送を行うという
システム。また荷主は事前にドライ
バー情報なども確認可能で、荷物の
位置情報も追えるため、安心して利用
できるといいます。
代表取締役の中島麻衣子さんは「通
販の宅配便などが増え、配送料の値
上げなどにより悲鳴を上げている荷主
も多い。一方、個人で配送を請け負っ
ているドライバーは繁忙期と閑散期の
差が激しいために収入が安定せずに苦
しんでいます。『サポロジ』を使って、
その両者をつなぎ課題解決へと導く架
け橋になりたい」と話します。
加えて『サポロジ』では、細やかな配
送プログラムを準備しています。スポッ
ト便や企業専属便、ルート便など、荷
主のニーズに応じた配送形態があるほ

か、冷蔵・冷凍の荷物、当日配送など
にも対応可能。また特徴的なのが、心
を伝えるオプション『OMAKENIサー
ビス』です。通常の宅配便では難しい
伝言や新商品の案内などをドライバーに
依頼できるサービスで、コスト削減のみ
ならず心を込めた配送が期待できます。
「お客様の想いを受け継いでいくの
が物流という仕事。例えば包装ひとつ
でお客様の満足度も変わるのです」
と、顧客目線のサービスを拡充してい
ます。
※インターネットなどのネットワークを介して、パソコンやス
マートフォンから利用できるサービス。

ドライバー経験が
改善施策を生み出す

運送会社でドライバーとして働いた

株式会社ロジカム　代表取締役　中島 麻衣子氏

【プロフィール】
長崎県出身。スポーツ用品店の店員を経て、友
人から誘われ大手物流会社に就職。ドライ
バーや企業の物流を一手に担う3PL（サード
パーティロジスティクス）の現場・管理を約10
年経験したあと独立。2019年1月に株式会社
ロジカムを創業する。

株式会社ロジカム
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-19

サンライフ第3ビル
TEL 092-686-8634

https://logicome.com/
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業界に新しい風を吹き込む
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　新型コロナウイルス感染拡大は、我が国のみならず世
界の社会・経済に深刻な影響をもたらしています。
　感染拡大により、インバウンドの減少やサプライチェー
ンの停滞にとどまらず、「イベント中止」や「学校一斉休
校」による市民生活や企業活動の自粛・制限等が実体経
済に打撃を与えています。収束の見通しが見えない中、
世界経済に大きな不安と不透明感をもたらしています。
　足元では、さまざまな活動の自粛により、宿泊やイベ
ント、飲食店における相次ぐ予約キャンセルによる「大幅
な売上減少」 、感染予防のための営業時間、勤務時間の
調整や一斉休校（３月時点）による保護者の休業などによ
る「業務への支障」など、あらゆる業種・業態の中小企

新型コロナウイルス感染症に関する
事業者向け各種支援施策のご案内

業・小規模事業者が影響を受け、地域経済への影響も
深刻化しています。
　当所では、１月３０日に特別相談窓口を開設したほか、
３月２３日には事業者の皆様にワンストップで各種支援施
策の情報提供や相談に対応できるよう、国、県、市、
日本政策金融公庫、 福岡県信用保証協会と連携し「共同
相談窓口」を開設し、支援体制の強化を図っております。
　当所としては、会員事業者の皆様の声を聞き、要望を
受け止め、支援情報の迅速かつ正確な提供、個々の事業
者の悩みや課題に寄り添った支援に努めてまいります。
　本号では、主だった支援策をご紹介いたします。

（1）新型コロナウイルス感染症特別貸付
　業況が悪化した事業者（フリーランスも含む）に対
し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の
3 年間まで 0.9%の金利引き下げ。

＊特別利子補給制度
　上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸
付を受けた中小事業者等のうち、特に影響の大きいフ
リーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した
事業者などに対して、利子補給がおこなわれます。

（2）新型コロナウイルス対策マル経
　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少
した小規模事業者の資金繰りを支援するため、通常
のマル経融資とは別枠で融資をおこない、融資後の3
年間まで 0.9%の金利引き下げ。

経営安定化特別資金（特例枠）
（1）セーフティネット保証4号
（新型コロナウイルス感染症）の場合

　福岡市内の事業者で新型コロナウイルス感染症の影
響により、最近 1か月の売上高が前年同月と比較して
20%以上減少しており、かつ、その後2か月の売上高
が前年同月と比較して20%以上減少が見込まれる方

■本資金のポイント
①保証料が不要（福岡市負担）で1.3% 利子負担のみで借

り入れが可能。通常は保証料を入れると2.1%

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた全ての業種
が対象

③最大 2 年間まで元金の据え置きが可能（毎月返済時は
利息だけの支払いとなる）

④通常の保証限度枠とは別枠で 1 億円の申し込みが可能
（保証人不要）

１．資金繰りに関する支援　
　日本政策金融公庫、福岡市及び福岡県で準備されている新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少等に対する特

別融資をご紹介します。

新型コロナウイルス対策　事業者向け「共同相談窓口」
（表紙裏の情報もご参照ください）

■開設時間　平日　9：00～12：00、13：00～17：00
■開設場所　福岡商工会議所内　会議室
■関係機関　九州経済産業局、福岡労働局、福岡県、福岡市、
日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会、福岡商工会議所

　新型コロナウイルスの感染拡大傾向が続くなかで、国・県・市か
ら日々新しい施策が打ち出されています。 そこで、事業者の皆様にワ
ンストップで各種支援施策（資金繰り・融資、雇用調整助成金、各
種補助金など）について、 迅速かつ正確な情報提供や相談、申請手
続き等の支援を実施するため、関係機関が相互に連携し、共同相
談窓口を開設しております。

日本政策金融公庫

福岡市

■融資限度額（別枠）：中小事業3億円、
国民事業6,000万円

■融資限度額（別枠）：1,000万円

■補給対象上限：中小事業1億円、
国民事業3,000万円

※詳細については、下記ホームページでご確認いただけます。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

福商ホームページ新型コロナウイルスに関する支援情報について

https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/coronavirus/
 ※詳細については、下記ホームページでご確認いただけます。

　https://s.b-mall.ne.jp/sos/search

▶雇用調整助成金
　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業

主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行
い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の
一部を助成するものです。

■対象：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
■助成率：大企業 1/2、中小企業 2/3
■支給限度日数：1年間で100日（3 年間で150日）

※詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2．従業員の雇用維持等に関する支援
　雇用調整助成金をはじめ、小学校等の臨時休業に伴う支援、テレワーク導入助成金をご紹介いたします。

融資限度額 融資期間 融資利率 保証利率

1億円 10 年以内
（うち据置 2 年以内） 1.3% 0.00%

融資限度額 融資期間 融資利率 保証利率

1億円 10 年以内
（うち据置 2 年以内） 1.3% 0.00%

（2）危機関連保証制度
　福岡市内の事業者で新型コロナウイルス感染症の
影響により、最近 1か月の売上高が前年同月と比較し
て15%以上減少しており、かつ、その後2か月の売上
高が前年同月と比較して15%以上減少が見込まれる方

■本資金のポイント（セーフティネット保証4号との違い）
①売上高の比較において、15%以上の減少となる場合に

認定申請が可能（4号は20%以上）
②通常の保証限度枠及びセーフティネット保証4号などの

保証限度枠とは別枠で、1億円の申し込みが可能

（セーフティネット保証・危機関連保証の認定について）
■認定場所：福岡市中小企業サポートセンター（福岡市経営支援課）
　　　　　　福岡市博多区博多駅前 2丁目9 番 28号
　　　　　　福岡商工会議所ビル2F
　　　　　　TEL：092-441-2171
※事業所所在地の市町村で認定を受けることとなります。
※詳細については、下記ホームページでご確認いただけます。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/index.html

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡
大してきた事業者の方についても、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている場合には、認定基
準の運用が緩和されています。
https://www.meti.go.jp/press/
2019/03/20200311007/
20200311007-4.pdf

▶小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
　新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等
が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保
護者である労働者の休暇に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別
途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。

■支給額：休暇中に支払った賃金相当額×10/10
（日額上限 8,330 円）

※詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

福岡県
緊急経済対策資金
　福岡県においても、セーフティネット保証、危機関連保証の
認定を受けた方がご利用いただける特別融資があります。

詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
contents/r1yuushiseidoannnai.html

新型コロナウイルス感染症に関連した緊急販路開拓支援
「BM　SOSモール」

■開設期間　３月11日（水）～５月31日（日）（予定）

■開設期間　４月４日（土）～当面の間
■時間　9：00～17：00
■場所　福岡商工会議所内　会議室

※福岡商工会議所では、４月４日（土）から、土日も「経営相談窓
口」で相談を受付いたします。

　ザ・ビジネスモールでは、新型コロナウイルス関連により経済的
に打撃を受けている中小企業の販路開拓を支援するために 「BM 
SOSモール」を開設しております。

特 集
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界の社会・経済に深刻な影響をもたらしています。
　感染拡大により、インバウンドの減少やサプライチェー
ンの停滞にとどまらず、「イベント中止」や「学校一斉休
校」による市民生活や企業活動の自粛・制限等が実体経
済に打撃を与えています。収束の見通しが見えない中、
世界経済に大きな不安と不透明感をもたらしています。
　足元では、さまざまな活動の自粛により、宿泊やイベ
ント、飲食店における相次ぐ予約キャンセルによる「大幅
な売上減少」 、感染予防のための営業時間、勤務時間の
調整や一斉休校（３月時点）による保護者の休業などによ
る「業務への支障」など、あらゆる業種・業態の中小企
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業・小規模事業者が影響を受け、地域経済への影響も
深刻化しています。
　当所では、１月３０日に特別相談窓口を開設したほか、
３月２３日には事業者の皆様にワンストップで各種支援施
策の情報提供や相談に対応できるよう、国、県、市、
日本政策金融公庫、 福岡県信用保証協会と連携し「共同
相談窓口」を開設し、支援体制の強化を図っております。
　当所としては、会員事業者の皆様の声を聞き、要望を
受け止め、支援情報の迅速かつ正確な提供、個々の事業
者の悩みや課題に寄り添った支援に努めてまいります。
　本号では、主だった支援策をご紹介いたします。

（1）新型コロナウイルス感染症特別貸付
　業況が悪化した事業者（フリーランスも含む）に対
し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の
3 年間まで 0.9%の金利引き下げ。

＊特別利子補給制度
　上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸
付を受けた中小事業者等のうち、特に影響の大きいフ
リーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した
事業者などに対して、利子補給がおこなわれます。

（2）新型コロナウイルス対策マル経
　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少
した小規模事業者の資金繰りを支援するため、通常
のマル経融資とは別枠で融資をおこない、融資後の3
年間まで 0.9%の金利引き下げ。

経営安定化特別資金（特例枠）
（1）セーフティネット保証4号
（新型コロナウイルス感染症）の場合

　福岡市内の事業者で新型コロナウイルス感染症の影
響により、最近 1か月の売上高が前年同月と比較して
20%以上減少しており、かつ、その後2か月の売上高
が前年同月と比較して20%以上減少が見込まれる方

■本資金のポイント
①保証料が不要（福岡市負担）で1.3% 利子負担のみで借

り入れが可能。通常は保証料を入れると2.1%

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた全ての業種
が対象

③最大 2 年間まで元金の据え置きが可能（毎月返済時は
利息だけの支払いとなる）

④通常の保証限度枠とは別枠で 1 億円の申し込みが可能
（保証人不要）

１．資金繰りに関する支援　
　日本政策金融公庫、福岡市及び福岡県で準備されている新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少等に対する特

別融資をご紹介します。

新型コロナウイルス対策　事業者向け「共同相談窓口」
（表紙裏の情報もご参照ください）

■開設時間　平日　9：00～12：00、13：00～17：00
■開設場所　福岡商工会議所内　会議室
■関係機関　九州経済産業局、福岡労働局、福岡県、福岡市、
日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会、福岡商工会議所

　新型コロナウイルスの感染拡大傾向が続くなかで、国・県・市か
ら日々新しい施策が打ち出されています。 そこで、事業者の皆様にワ
ンストップで各種支援施策（資金繰り・融資、雇用調整助成金、各
種補助金など）について、 迅速かつ正確な情報提供や相談、申請手
続き等の支援を実施するため、関係機関が相互に連携し、共同相
談窓口を開設しております。

日本政策金融公庫

福岡市

■融資限度額（別枠）：中小事業3億円、
国民事業6,000万円

■融資限度額（別枠）：1,000万円

■補給対象上限：中小事業1億円、
国民事業3,000万円

※詳細については、下記ホームページでご確認いただけます。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

福商ホームページ新型コロナウイルスに関する支援情報について

https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/coronavirus/
 ※詳細については、下記ホームページでご確認いただけます。

　https://s.b-mall.ne.jp/sos/search

▶雇用調整助成金
　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業

主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行
い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の
一部を助成するものです。

■対象：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
■助成率：大企業 1/2、中小企業 2/3
■支給限度日数：1年間で100日（3 年間で150日）

※詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2．従業員の雇用維持等に関する支援
　雇用調整助成金をはじめ、小学校等の臨時休業に伴う支援、テレワーク導入助成金をご紹介いたします。

融資限度額 融資期間 融資利率 保証利率

1億円 10 年以内
（うち据置 2 年以内） 1.3% 0.00%

融資限度額 融資期間 融資利率 保証利率

1億円 10 年以内
（うち据置 2 年以内） 1.3% 0.00%

（2）危機関連保証制度
　福岡市内の事業者で新型コロナウイルス感染症の
影響により、最近 1か月の売上高が前年同月と比較し
て15%以上減少しており、かつ、その後2か月の売上
高が前年同月と比較して15%以上減少が見込まれる方

■本資金のポイント（セーフティネット保証4号との違い）
①売上高の比較において、15%以上の減少となる場合に

認定申請が可能（4号は20%以上）
②通常の保証限度枠及びセーフティネット保証4号などの

保証限度枠とは別枠で、1億円の申し込みが可能

（セーフティネット保証・危機関連保証の認定について）
■認定場所：福岡市中小企業サポートセンター（福岡市経営支援課）
　　　　　　福岡市博多区博多駅前 2丁目9 番 28号
　　　　　　福岡商工会議所ビル2F
　　　　　　TEL：092-441-2171
※事業所所在地の市町村で認定を受けることとなります。
※詳細については、下記ホームページでご確認いただけます。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/index.html

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡
大してきた事業者の方についても、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている場合には、認定基
準の運用が緩和されています。
https://www.meti.go.jp/press/
2019/03/20200311007/
20200311007-4.pdf

▶小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
　新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等
が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保
護者である労働者の休暇に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別
途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。

■支給額：休暇中に支払った賃金相当額×10/10
（日額上限 8,330 円）

※詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

福岡県
緊急経済対策資金
　福岡県においても、セーフティネット保証、危機関連保証の
認定を受けた方がご利用いただける特別融資があります。

詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
contents/r1yuushiseidoannnai.html

新型コロナウイルス感染症に関連した緊急販路開拓支援
「BM　SOSモール」

■開設期間　３月11日（水）～５月31日（日）（予定）

■開設期間　４月４日（土）～当面の間
■時間　9：00～17：00
■場所　福岡商工会議所内　会議室

※福岡商工会議所では、４月４日（土）から、土日も「経営相談窓
口」で相談を受付いたします。

　ザ・ビジネスモールでは、新型コロナウイルス関連により経済的
に打撃を受けている中小企業の販路開拓を支援するために 「BM 
SOSモール」を開設しております。

特 集
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本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　経営相談部　経営支援グループ　TEL 092-441-1146

3．各種補助金の活用に関する支援

▶IT導入補助金
　事業継続性確保の観点から、IT ツール導入による業務効率
化等を支援する補助金です。

■対象：中小企業・小規模事業者等
■補助額：A 類型 30万円～150万円未満 

※B 類型については、次回以降の公募にて受付実施予定

■補助率：1/2 以内
■申込期限：６月頃（第２次締切）。以降は３か月ごとに申込
　　　　　　締切予定。

※詳細については、下記ホームページでご確認いただ
けます。
https://www.it-hojo.jp/

　国の生産性革命推進事業において、人手不足等の構

造変化や働き方改革、賃上げ、インボイス導入など相次

ぐ制度変更に対応するため、設備投資、IT 導入、販路

開拓など生産性向上に取り組む事業者向けの補助金が準

（注）採択された場合の補助金の支払について

補助事業の実施に必要な経費は、採択を受けた事業者が一旦立替えて支出する必要があります。事業終了後に事業

報告等、必要な手続きを経て補助金が支払われます（精算払）のでご注意ください。

備されています。なお、新型コロナウイルス感染症による

影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者は、補

助金の採択審査上加点されます。

▶ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
　新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備
投資等を支援する補助金です。

■対象：中小企業・小規模事業者等

■補助上限：原則 1,000万円

■補助率：中小企業 1/2、小規模事業者2/3

■申込期限：５月頃（2 次締切）。以降は 3か月ごとに申込

　　　　　　締切予定。

※詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/
reiwamono-0326koubo20200310.html

■対象：小規模事業者等

■補助上限：原則 50万円

■補助率：2/3

■申込期限：6月5日（金）当日消印有効（第２回締切）。

　　　　　   以降は4か月ごとに申込締切予定。

▶小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援する補助
金です。

※詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。
https://r1.jizokukahojokin.info/

■留意事項
　申込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会議
所・商工会で書類確認作業が必要なため、締切日まで余裕
を持った日程（締切 1 週間前までに）で、商工会・商工会議
所にご相談ください。

▶時間外労働等改善助成金（テレワークコース）
　新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを
導入する中小企業事業主に対する助成金。

■対象：労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
■支給額：1/2（1企業当たりの上限額：100万円）

※詳細については、下記ホームページで
ご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/
syokubaisikitelework.html
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〈保存版〉
福岡
商工会議所の 経営相談窓口

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

お問い合わせ

相談場所

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

第2
第4

第4

金木水

開 設 日

火月

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

随時

予約制

予約制

福岡市窓口
441-2171

暴排相談窓口
４４１－１２４５

経営相談部

地域支援
第一グループ
441-2161
（東・博多・南区）

地域支援
第二グループ
441-2162

（中央・城南・早良・西区）

福岡県中小企業
再生支援協議会
４４１－１２２１
福岡県事業承継
支援ネットワーク
４０９－００２２

福岡県事業引継ぎ
支援センター

４４１－６９２２
福岡県

経営改善支援センター
４４１－１２３４

商工会議所

2階

商工会議所

９階
商工会議所

8階
商工会議所

8階
商工会議所

７階
経営相談部

地域支援第一・第二グループ
441-2161
441-2162

商工会議所

２階
商工会議所

6階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月1回（不定期）

◯

◯

◯

◯

◯

　　　　　　　　要相談

第3 第1

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

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

中小企業診断士

税  理  士

中小企業診断士

社会保険労務士※2

キャリアコンサルタント

弁  護  士

中小企業診断士

商品装飾展示技能士

ITインストラクター

SEO・SEMコンサルタント

9：00～16：30※1

9：00～17：00※1

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

13：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：30～17：00

福岡県中小企業
再生支援協議会

福岡県事業承継
支援ネットワーク

親族・
従業員
承継

第３者
承継

福岡県事業引継ぎ
支援センター

福岡県
経営改善支援センター

BCPに対応可能な専門家
社労士・中小企業診断士 など

セーフティネット認定窓口
福岡市窓口 TEL 092-441-2171

ご相談の内容

金融（融資）

経 営

税務・財務

販売戦略・販売促進

人材確保

店舗改装

IT相談

企業再生

暴排相談窓口

まず、相談したい

経営改善計画

SEO対策
Web集客

◎公的融資制度 ◎創業資金
◎その他経営全般（創業、経営革新など）

雇用・労務
◎就業規則、従業員の雇用
◎雇用に関する助成金 など

事業承継
相談

BCP

経営安定
（倒産防止）

（事業存続）

（創業・経営革新、経営全般等）

法　律
事業に関する

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ）

9：30～17：00

予約 場所
予約TEL

お問い合わせ
（市外局番092）

福岡商工会議所　経営相談部
地域支援第一グループ（東・博多・南区）TEL：092-441-2161
地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区）TEL：092-441-2162

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

秘密
厳守

●左のキリトリ線で切ってお使いください。

第1
第3
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昨今の状況から会議の開催を迷っています。他の方は、どのような対応をされていますか？

次のうち、いずれかの対応をされる方がほとんどです。またコロナウイルスを原因とした開催日程の変
更や会場変更については、キャンセル料を無料で対応いたします。

本記事全般に関するお問い合わせ／（平日9時～17時）ビル管理グループ（TEL：092-441-1116　FAX：092-413-0066　fkkanri@fukunet.or.jp

１．出席者数を少なくする
　規模を小さくし、出席者を最低限
に絞って開催する方法です。

【ご希望の際は】
電話でご連絡ください。
もし会場を小さな部屋に変更される場合
でも、会場変更に伴うキャンセル料は不
要です。

２．出席者同士の距離を離す
　会場内の席や机をできる限り離し、
出席者同士の距離が近くなりすぎない
ようにする方法です。３人掛けを２人
掛けや１人掛けに変更する、机と机の
距離を離す、会場を大きな部屋に変更
するなどの対応ができます。

【ご希望の際は】
電話でご連絡ください。会場変更に伴う
キャンセル料は不要です。

３．延期またはキャンセルする
　延期開催、または開催そのものを
取りやめます。

【ご希望の際は】
電話でご連絡ください。
完全なキャンセルの場合は、キャンセル
料の上限を50%に減免。延期開催の場
合は、キャンセル料を無料で承ります。
延期後の開催日は後日で構いません。

コロナウイルスに対し、福岡商工会議所ビルではどのような対策をしていますか？

各フロアへの消毒液の設置、空調の運転方法の変更、マイクの消毒などの対策を行っています。

●消毒液を設置
　１階ロビーをはじめ、各フロアの
エレベーターホールに、消毒液（弱酸
性次亜塩素酸水）を設置しています。
来館の際は、ぜひご利用ください。

●空調の外気運転・室内湿度を高
めに設定

　外気を取り入れ、室内と室外の空
気を循環させる設定で、空調を運転
しています。また室内の湿度を通常
よりも高めに設定しています。

●マイクの消毒
　部屋でご利用いただくマイクについ
ては、使用ごとに消毒（弱酸性次亜塩
素酸水で拭き取り）を行っています。

急に部屋を借りたい。いつまで対応できますか？

最短、当日でも対応できる場合があります。

　急な会議で必要になった際にも、できる限り対応いたします。

　大会議室はレイアウトの変更に時間を要するため、早めにご相談

ください。

（ご予約の前に）
出席者の人数、会場の大まかなレイアウ
トは決まっていますか？
ホームページの「空室状況」で空いている
部屋をご確認ください。

Q

A

Q A

Q

A

Q

A

会議室を予約したいのですが、何か決めておく必要はありますか？

まずは、「開催希望日」「希望時間」「会場名（未定の時は、おおよその出席者人数）」をお知らせください。

ホームページで
空室状況を確認

電話で予約
TEL:092-441-1116

レイアウトや
備品を指示

利用前日まで
お支払

当日の設営は
不要です

Q

A

どのような館内設備があるか、教えてください。

館内に、ご利用に便利な各種施設を設けています。ぜひご利用ください。

その他の諸設備

Q

A

・ご希望日、時間帯、
ご希望の部屋番号を
お知らせください。

・FAXでお送りする申込
書が、指示書を兼ねて
います。ご記入の上お
送りください。

※仮予約期間は、ご予約日から２営業日
までです。それを過ぎると、キャンセ
ル料が発生する場合があります。

NEW

利用の１週間前までにお知らせくだ
さい
・貸出備品（数に制限があります）
・レイアウト（机ならびや座席数）
・サイネージ案内表示

　従来、会場の机や椅子の配置（レイアウト）について、利用者
の方に作成をお願いしていましたが、４月より、「基本レイアウト
パターン」を印刷した指示書を、申込時にお送りします。直接ご
記入いただけますので、ぜひご活用ください。
※複雑なレイアウトや展示会については、引き続き、お客様に作成をお願いいたします。

・各会議室前にサイネージまたは看板
・自動販売機
・多目的トイレ
・AED

・公衆電話
・雨傘シェアリング「アイカサ」
・タイムズカーシェア（４月中旬開設予定）

４月から、会場レイアウトの指示書を申込時にお送りします！

▲正面車寄せ。敷地内に立体駐車場を併設
（ハイルーフ車はご利用できません）

▲地下飲食街４店より出前も対応

▲待ち合わせに最適な１Fロビー ▲１Fには大型サイネージを完備

会議室を既にご予約の皆様・これから開催を検討される方へ

福岡商工会議所　貸会議室ご利用の  　＆　
　福岡商工会議所では、セミナーや講習会、展示会などでご利用頂ける会議室を用意しています。
　ご承知の通り、コロナウイルスの感染が拡大していますが、現時点では、商工会議所の役割である、地元の商工業の発
展のため、また大切な商取引や会議の開催を応援するため、下記の対策を行いながら、会議室の営業を継続しています。
　また、コロナウイルスを原因とするキャンセルや開催日の変更についても、特別措置で対応しております。ご心配な
点がありましたら、福岡商工会議所　ビル管理グループまでお尋ねください。
※下記の情報は、2020年３月30日時点の情報です。最新の状況については、「福岡商工会議所ホームページ『貸会議室』」をご覧ください。

3階301会議室（2人掛　学校式　200名収容） 5階501会議室（二重半円形固定　60名収容）

地下1階B1-a会議室（2人掛　学校式　40名収容） 3階303～306会議室（2人掛　ロの字　16名収容）

※コロナウイルスを原因としない、通常のキャンセルや会場変更については、規約に基づくキャンセル料が発生します。

※係員がマスクを着用して応対することがありますのでご了承ください。 ⊕インターネット接続（3,300円/半日、5,500円/終日）で、ネット会議も利用できます。
※常に映像・音声が途切れることなく通信できることを保障するものではありません。
　詳しくは、お問い合わせください。
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昨今の状況から会議の開催を迷っています。他の方は、どのような対応をされていますか？

次のうち、いずれかの対応をされる方がほとんどです。またコロナウイルスを原因とした開催日程の変
更や会場変更については、キャンセル料を無料で対応いたします。

本記事全般に関するお問い合わせ／（平日9時～17時）ビル管理グループ（TEL：092-441-1116　FAX：092-413-0066　fkkanri@fukunet.or.jp

１．出席者数を少なくする
　規模を小さくし、出席者を最低限
に絞って開催する方法です。

【ご希望の際は】
電話でご連絡ください。
もし会場を小さな部屋に変更される場合
でも、会場変更に伴うキャンセル料は不
要です。

２．出席者同士の距離を離す
　会場内の席や机をできる限り離し、
出席者同士の距離が近くなりすぎない
ようにする方法です。３人掛けを２人
掛けや１人掛けに変更する、机と机の
距離を離す、会場を大きな部屋に変更
するなどの対応ができます。

【ご希望の際は】
電話でご連絡ください。会場変更に伴う
キャンセル料は不要です。

３．延期またはキャンセルする
　延期開催、または開催そのものを
取りやめます。

【ご希望の際は】
電話でご連絡ください。
完全なキャンセルの場合は、キャンセル
料の上限を50%に減免。延期開催の場
合は、キャンセル料を無料で承ります。
延期後の開催日は後日で構いません。

コロナウイルスに対し、福岡商工会議所ビルではどのような対策をしていますか？

各フロアへの消毒液の設置、空調の運転方法の変更、マイクの消毒などの対策を行っています。

●消毒液を設置
　１階ロビーをはじめ、各フロアの
エレベーターホールに、消毒液（弱酸
性次亜塩素酸水）を設置しています。
来館の際は、ぜひご利用ください。

●空調の外気運転・室内湿度を高
めに設定

　外気を取り入れ、室内と室外の空
気を循環させる設定で、空調を運転
しています。また室内の湿度を通常
よりも高めに設定しています。

●マイクの消毒
　部屋でご利用いただくマイクについ
ては、使用ごとに消毒（弱酸性次亜塩
素酸水で拭き取り）を行っています。

急に部屋を借りたい。いつまで対応できますか？

最短、当日でも対応できる場合があります。

　急な会議で必要になった際にも、できる限り対応いたします。

　大会議室はレイアウトの変更に時間を要するため、早めにご相談

ください。

（ご予約の前に）
出席者の人数、会場の大まかなレイアウ
トは決まっていますか？
ホームページの「空室状況」で空いている
部屋をご確認ください。

Q

A

Q A

Q

A

Q

A

会議室を予約したいのですが、何か決めておく必要はありますか？

まずは、「開催希望日」「希望時間」「会場名（未定の時は、おおよその出席者人数）」をお知らせください。

ホームページで
空室状況を確認

電話で予約
TEL:092-441-1116

レイアウトや
備品を指示

利用前日まで
お支払

当日の設営は
不要です

Q

A

どのような館内設備があるか、教えてください。

館内に、ご利用に便利な各種施設を設けています。ぜひご利用ください。

その他の諸設備

Q

A

・ご希望日、時間帯、
ご希望の部屋番号を
お知らせください。

・FAXでお送りする申込
書が、指示書を兼ねて
います。ご記入の上お
送りください。

※仮予約期間は、ご予約日から２営業日
までです。それを過ぎると、キャンセ
ル料が発生する場合があります。

NEW

利用の１週間前までにお知らせくだ
さい
・貸出備品（数に制限があります）
・レイアウト（机ならびや座席数）
・サイネージ案内表示

　従来、会場の机や椅子の配置（レイアウト）について、利用者
の方に作成をお願いしていましたが、４月より、「基本レイアウト
パターン」を印刷した指示書を、申込時にお送りします。直接ご
記入いただけますので、ぜひご活用ください。
※複雑なレイアウトや展示会については、引き続き、お客様に作成をお願いいたします。

・各会議室前にサイネージまたは看板
・自動販売機
・多目的トイレ
・AED

・公衆電話
・雨傘シェアリング「アイカサ」
・タイムズカーシェア（４月中旬開設予定）

４月から、会場レイアウトの指示書を申込時にお送りします！

▲正面車寄せ。敷地内に立体駐車場を併設
（ハイルーフ車はご利用できません）

▲地下飲食街４店より出前も対応

▲待ち合わせに最適な１Fロビー ▲１Fには大型サイネージを完備

会議室を既にご予約の皆様・これから開催を検討される方へ

福岡商工会議所　貸会議室ご利用の  　＆　
　福岡商工会議所では、セミナーや講習会、展示会などでご利用頂ける会議室を用意しています。
　ご承知の通り、コロナウイルスの感染が拡大していますが、現時点では、商工会議所の役割である、地元の商工業の発
展のため、また大切な商取引や会議の開催を応援するため、下記の対策を行いながら、会議室の営業を継続しています。
　また、コロナウイルスを原因とするキャンセルや開催日の変更についても、特別措置で対応しております。ご心配な
点がありましたら、福岡商工会議所　ビル管理グループまでお尋ねください。
※下記の情報は、2020年３月30日時点の情報です。最新の状況については、「福岡商工会議所ホームページ『貸会議室』」をご覧ください。

3階301会議室（2人掛　学校式　200名収容） 5階501会議室（二重半円形固定　60名収容）

地下1階B1-a会議室（2人掛　学校式　40名収容） 3階303～306会議室（2人掛　ロの字　16名収容）

※コロナウイルスを原因としない、通常のキャンセルや会場変更については、規約に基づくキャンセル料が発生します。

※係員がマスクを着用して応対することがありますのでご了承ください。 ⊕インターネット接続（3,300円/半日、5,500円/終日）で、ネット会議も利用できます。
※常に映像・音声が途切れることなく通信できることを保障するものではありません。
　詳しくは、お問い合わせください。
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ラグビーワールドカップ2019TM日本大会
福岡会場の開催報告

１．来場者数
３試合の合計で国内外から約5.3万人が来場

日程 対戦カード 来場者数キック
オフ

9月26日（木） イタリア v カナダ 16,984人16：45

10月2日（水） フランス v アメリカ 17,660人16：45

10月12日（土） アイルランド v サモア

合計　52,611人

（収容人数：18,900人）

17,967人19：45

チーム名 交流内容

イタリア代表 福岡市立席田小学校におけるラグビー体験

草ヶ江ヤングラガーズ（福岡市中央区）との交流

福岡県立修猷館高等学校ラグビー部との交流

アメリカ代表

サモア代表

４．パブリックビューイング
日本代表戦等の14試合で実施し、
約1.2万人が来場

７．地域交流
公認キャンプチームと地元小中高校生が
交流を実施

８．大会ボランティア
約700人が大会ボランティアとして
大会運営をサポート

２．交通輸送
会場周辺の渋滞や大きな混乱もなく、
スムーズに観客を輸送

割合

復路往路

人数 割合人数

タクシー ー1,667

パーク＆バスライド 3.9%1,884

シャトルバス 16.6%13,605

徒歩　等 79.5%35,455

合計

※３試合合計の人数

100%52,611

3.2%

3.6%

25.8%

67.4%

100%

ー

2,072

8,702

41,837

52,611

５．シティドレッシング
博多、天神、会場周辺を中心に街中をラグビー
一色に

天神地区

博多駅地区

会場周辺

その他地区

行政施設

地下鉄福岡空港駅、徒歩ルート（福岡空港～会場）

JR博多駅、地下鉄博多駅、大博通り　等

大型商業施設（16施設）、西鉄福岡駅、
アクロス福岡、新天町　等

川端商店街

県庁、福岡市役所、各区役所　等

６．観戦招待
県内の小中高生約3,000人が試合会場で観戦、
事前学習により出場国の選手と一緒に国歌も斉唱

（　　）内は福岡市内に学校がある児童・生徒数で全体の内数

高等学校

中学校

小学校

学校種別 人数

中等教育学校
（前期課程）

927人（38人）

1,105人（92人）

861人（493人）

20人

45人（45人）

合計

特別支援学校

2,958人（668人）

〈開催日〉計８日間
9月20日（金）、26日（木）～28日（土）、
10月2日（水）、5日（土）、12日（土）、13日（日）
※計画は12日間の開催予定であったが、台風の影響で一部中止

〈実施内容〉
パブリックビューイング、ステージコンテンツ、ラグビー体
験、飲食ブース、スポンサー企業ブース 等

〈来場者数〉
43,384人

〈開催日〉6カ所
イオンモール福岡、fabbit Global Gateway “ACROS 
Fukuoka”、久留米シティプラザ六角堂広場、天神中央公
園　西中洲エリア、舞鶴公園　西広場、福岡市役所　西側
ふれあい広場

〈放映試合〉
日本代表戦や決勝トーナメント等の14試合

〈来場者数〉
約11,700人

〈活動場所〉
試合会場周辺、ファンゾーン、福岡空港、博多・天神両駅等
の交通要所等

〈活動内容〉
観戦客の案内誘導、外国人の語学サポート等

３．ファンゾーン
博多駅前のファンゾーンには約４.３万人が来場、
6,420ℓのビールを消費

ラグビーワールドカップ2019TM 福岡開催推進委員会では、大会開催にあたり、さまざまな取り組みを行いましたので、下記の通り報告いたします。
ご協力いただきましたすべての皆様にお礼申し上げます。

FCCI NEWS 会議所の動き

2.25

反社会的勢力の実態と対策について語る丹羽氏

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

支店長会

支店長会2月例会（支店長交流会）
　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 2 月 25

日、2 月例会として交流会を開催し、72

名が参加した。

　第 1 部では、警察庁中部管区警察局 

特別教授 丹羽幸彦氏を講師に招き、「反

社会的勢力に関わるリスクと企業としての

対応」をテーマに講演会を実施。

　第 2 部では懇親会を開催し、支店長と

いう共通の立場にある参加者同士、情報

交換や交流を活発に行い、親睦を深めた。

2.19

ご自身の生い立ちを話される山口氏

●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2月例会
　当所女性会（会長 = 山口勝子・㈱山口

油屋福太郎　取締役相談役）は 2 月 19

日、女性会会長である、山口勝子氏を講

師に迎え、「女性経営者としての心づも

り」をテーマに 2 月例会を開催し、31 名

が参加した。

　講演会では山口氏より、ご自身の生い

立ちや実体験を交えた経営者としての資

質として必要なことや考え方などについて

ご高話いただいた。講演会終了後には、

理事会報告が行われた。

2.25

講師の隈本氏と参加者との集合写真

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部2月例会
　 福 商ビジネス倶 楽 部 は 2 月 2 5 日 、

JAMBO KUMAMOTO EMPOWERMENT 

O F F I C E の隈本 次信氏を講 師に迎え 、

「眠っていたチャンスを呼び覚ますコミュニ

ケーションの極意」をテーマに講演会を開

催し、46 名が参加した。

　講演会では、「正しく相手の意図を読み

取る」、「正しく自分の思いを伝える」こと

についてご高話いただいた。また、思考

の共有を図る実践的なグループワークも

行われた。参加者からは「映像をイメージ

するということが重要だと分かった」など

の声が聞かれた。

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

【国税庁】新型コロナウイルス感染
症の影響により納税が困難な方へ

　新型コロナウイルス感染症の影響
により、国税を一時に納付すること
ができない場合、税務署に申請する
ことにより、法令の要件を満たすこ
とで、猶予制度が適用される場合が
ありますので、お早めに所轄の税務
署（徴収担当）にご相談ください。

▶詳細はホームページを
　ご覧ください。
https://www.nta.go.jp/
taxes/nozei/
nofu_konnan.htm

▶各地税務署の所在地
https://www.nta.go.jp/
about/organization/
access/map.htm

福岡市トライアル優良商品
認定事業 申請者募集

　市内中小企業の優れた新商品を福岡
市が認定します。認定を受けると、福
岡市が競争入札によらずに認定商品を
購入できる(※)ほか、カタログの作成
や展示会出展支援等により認定商品を
PRします。申請書様式は福岡市ホーム
ページからダウンロードできます。
※認定自体が購入を約束するものではありません。

▶対　　象：
販売または提供を開始してから5年
以内の物品または役務を有する市内
の中小企業
▶募集期間：4月13日（月）～

5月29日（金）

【お問い合わせ】
福岡市経済観光文化局経営支援課
TEL 092-441-2027
https://www.city.fukuoka.
lg.jp/keizai/keieishien/
business/trial.html

福岡会場の開催報告は11ページをご覧くだ
さい。

2.28

　ラグビーワールドカップ 2019TM 福岡開

催推進委員会（会長 = 藤永福岡県商工会

議所連合会会長）は 2月28日、総会を開

催し、19名が参加した。

　藤永会長は「アジア初開催の記録、記

憶に残る素晴らしい大会で大成功のうちに

大会を終了することができた。この成功を

契機としてラグビーをはじめとするスポー

ツの振興が図られ、福岡がより一層盛り上

がっていくことを願っている」と述べた。

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2019TM
福岡開催推進委員会』総会　　
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ラグビーワールドカップ2019TM日本大会
福岡会場の開催報告

１．来場者数
３試合の合計で国内外から約5.3万人が来場

日程 対戦カード 来場者数キック
オフ

9月26日（木） イタリア v カナダ 16,984人16：45

10月2日（水） フランス v アメリカ 17,660人16：45

10月12日（土） アイルランド v サモア

合計　52,611人

（収容人数：18,900人）

17,967人19：45

チーム名 交流内容

イタリア代表 福岡市立席田小学校におけるラグビー体験

草ヶ江ヤングラガーズ（福岡市中央区）との交流

福岡県立修猷館高等学校ラグビー部との交流

アメリカ代表

サモア代表

４．パブリックビューイング
日本代表戦等の14試合で実施し、
約1.2万人が来場

７．地域交流
公認キャンプチームと地元小中高校生が
交流を実施

８．大会ボランティア
約700人が大会ボランティアとして
大会運営をサポート

２．交通輸送
会場周辺の渋滞や大きな混乱もなく、
スムーズに観客を輸送

割合

復路往路

人数 割合人数

タクシー ー1,667

パーク＆バスライド 3.9%1,884

シャトルバス 16.6%13,605

徒歩　等 79.5%35,455

合計

※３試合合計の人数

100%52,611

3.2%

3.6%

25.8%

67.4%

100%

ー

2,072

8,702

41,837

52,611

５．シティドレッシング
博多、天神、会場周辺を中心に街中をラグビー
一色に

天神地区

博多駅地区

会場周辺

その他地区

行政施設

地下鉄福岡空港駅、徒歩ルート（福岡空港～会場）

JR博多駅、地下鉄博多駅、大博通り　等

大型商業施設（16施設）、西鉄福岡駅、
アクロス福岡、新天町　等

川端商店街

県庁、福岡市役所、各区役所　等

６．観戦招待
県内の小中高生約3,000人が試合会場で観戦、
事前学習により出場国の選手と一緒に国歌も斉唱

（　　）内は福岡市内に学校がある児童・生徒数で全体の内数

高等学校

中学校

小学校

学校種別 人数

中等教育学校
（前期課程）

927人（38人）

1,105人（92人）

861人（493人）

20人

45人（45人）

合計

特別支援学校

2,958人（668人）

〈開催日〉計８日間
9月20日（金）、26日（木）～28日（土）、
10月2日（水）、5日（土）、12日（土）、13日（日）
※計画は12日間の開催予定であったが、台風の影響で一部中止

〈実施内容〉
パブリックビューイング、ステージコンテンツ、ラグビー体
験、飲食ブース、スポンサー企業ブース 等

〈来場者数〉
43,384人

〈開催日〉6カ所
イオンモール福岡、fabbit Global Gateway “ACROS 
Fukuoka”、久留米シティプラザ六角堂広場、天神中央公
園　西中洲エリア、舞鶴公園　西広場、福岡市役所　西側
ふれあい広場

〈放映試合〉
日本代表戦や決勝トーナメント等の14試合

〈来場者数〉
約11,700人

〈活動場所〉
試合会場周辺、ファンゾーン、福岡空港、博多・天神両駅等
の交通要所等

〈活動内容〉
観戦客の案内誘導、外国人の語学サポート等

３．ファンゾーン
博多駅前のファンゾーンには約４.３万人が来場、
6,420ℓのビールを消費

ラグビーワールドカップ2019TM 福岡開催推進委員会では、大会開催にあたり、さまざまな取り組みを行いましたので、下記の通り報告いたします。
ご協力いただきましたすべての皆様にお礼申し上げます。
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お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

技術開発・販路開拓・生産革新など新たな事業
展開を目指す企業の皆様へ
　新商品や新サービスの企画・開発、販路開拓、生産性向上など、
貴社の経営課題の解決には、「プロフェッショナル人材」が不可欠
です。
　この事業を活用してプロ人材を採用してみませんか？
　大手企業の人事部門や登録民間人材ビジネス事業者などと連携
し、貴社の「攻めの経営」を促進するプロフェッショナル人材の採
用をサポートします。

事業ご利用の状況

福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点事業

プロ人材採用のすすめ。

※1 「活用登録申請書」はホームページからダウンロードすることができます。
※2 センターへの相談及びセンターからの支援は無料ですが、民間人材ビジネス事業者を通じて
　　プロフェッショナル人材を採用した際には成功報酬等が発生します。
※3 支援の過程で知り得た企業秘密、個人情報については、機密を保持します。 

福岡県プロフェッショナル人材センター TEL092-622-8822
お気軽にお問い合わせください

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 9-15 福岡県中小企業振興センター９階（福岡県中小企業団体中央会 内）
https://www.projinzai-fukuoka.jp/  E-mail：center@projinzai-fukuoka.jp  FAX 092-622-8188

受付時間
9:00～12:00
13:00～17:00

（土・日・祝日・年末年始を除く）

令和2年3月9日集計結果　成約数は平成28年4月からの累計

年代別成約人数 業種別成約企業数

244名 109社

30歳代
82名

製造業
64社情報通信業

7社

運輸業
4社

卸売・
小売業
9社

不動産業
1社

サービス業・その他
15社

建設業
9社

40歳代
59名

50歳代
58名

60歳代
10名

20歳代
35名

人材確保にお困りでは
ありませんか？

“1 時間で採用の仕方が変わる”

「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　○貴社の強みを再発見
○新卒採用や若手の定着　　　○採用計画の立て方

…等々

～採用活動にお悩みがある皆様へ～

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）
※ご相談内容等を下記担当までお伝えの上、
　ご予約をお願いいたします。

株式会社就面
代表取締役　松田 剛次氏

〈略 歴〉
大手飲料メーカーにおける営業を経た後、㈱リクルートにて求人広告営業
に従事。その間、大学向け就活講座および就職相談業務、訓練校（社
会人対象）向け社員研修などの講師経験も経て、2011年8月、㈱就面 
設立。過去1万人以上の就活生・転職希望者・企業社員への指導・支
援や、2,000社以上の人材確保支援に取り組んできた実績がある。

※令和2年7月、令和3年1月の第1金曜日分については、
　曜日に関わらず全て7日に振り替え開設いたします。

[ 専門家プロフィール ]

❶九州最大の商都「福岡」に密着した広報手段

●チラシと比べて、保管される期間が長い　●他の誌面と合わせて、じっくり見てもらえる
●チラシの印刷費用が発生しない分、チラシオリコミより低予算で可能
●（ ）は22,000部発刊する１・４月の料金

※価格は10％の消費税を
含んでいます

※価格は10％の消費税を
含んでいます

●お申し込みはとっても簡単！
掲載希望月の前々月末までにFAXでお申し込み用紙をお送りください。お申し込み用紙は、当所ホームページに掲示しています。

●A3・A2など大判チラシでも対応可能　●自由なデザインで、自社のカラーを出しやすい
●裏面を申込用紙とすれば、閲覧者にとってスムーズな申し込みを実現できる

❷配布対象を「福岡の事業者・経営者」に特化 

❸コストパフォーマンスが高く、お申込も簡単

アジアの玄関口で、人口156万人を抱える全国5番目の都市「福岡」。
福岡商工会議所が行う、地域密着の広報媒体です。

配布先は福岡市内を中心とする商工会議所の会員企業です。
 一般の世帯に配布される新聞折込やポスティングと比べて無駄がありません。

ダイレクトメールの発送や、多額の費用がかかるマス媒体向けの広告と比べて、
低コストで行うことができます。さらにお申し込みはFAX1枚でOK

誌面広告

チラシオリコミ

長期契約割引 年６回＝１割引、年 12 回＝２割引

毎月先着24枠

「商工会議所の会員企業の皆様
に、自社の商品を知って頂きたい」
との声に応える福岡商工会議所
の広告サービスです。

会員企業限定

先着順

1月・4月以外（約16,500 部発行） 全ページ（天地×左右）

原型サイズ

パンフレット（A4以下、30gまで）

チラシ
B5・A4 ￥102,666

￥155,047

￥259,809

￥259,809

￥123,198
￥186,056

￥311,770

￥311,770

B4・A3

B3・A2以上（30gまで）

1月・4月以外 （約16,500 部発行） 1月・4月 （約22,000 部発行）

1/2ページ（天地×左右） 1/3ページ（天地×左右）

￥220,000
 （￥264,000）

297×202mm ― ―

―￥176,000
 （￥211,200）

297×210mm ￥99,000
（￥118,800）

133×188mm

―￥154,000
  （￥184,800）

297×210mm ￥88,000
（￥105,600）

133×188mm

 ￥110,000
   （￥132,000）

272×188mm ￥55,000
（￥66,000）

133×188mm ￥33,000
（￥39,600）

表4（裏表紙）カラー

表2（表紙裏）カラー

表3（裏表紙裏）カラー

記事中　2色

福岡の企業に届けたい商品や
サービスはありませんか？

福岡商工会議所　広報サービスのご案内

福商会員約16,000社にダイレクトに届く!!

お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112

お申し込み

お申し込み

※チラシの印刷はお客様でご手配ください。
※A4より大きなチラシは、A4に折ってご納品ください。折り方・綴じ方に指定があります。

87×188mm
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お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

技術開発・販路開拓・生産革新など新たな事業
展開を目指す企業の皆様へ
　新商品や新サービスの企画・開発、販路開拓、生産性向上など、
貴社の経営課題の解決には、「プロフェッショナル人材」が不可欠
です。
　この事業を活用してプロ人材を採用してみませんか？
　大手企業の人事部門や登録民間人材ビジネス事業者などと連携
し、貴社の「攻めの経営」を促進するプロフェッショナル人材の採
用をサポートします。

事業ご利用の状況

福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点事業

プロ人材採用のすすめ。

※1 「活用登録申請書」はホームページからダウンロードすることができます。
※2 センターへの相談及びセンターからの支援は無料ですが、民間人材ビジネス事業者を通じて
　　プロフェッショナル人材を採用した際には成功報酬等が発生します。
※3 支援の過程で知り得た企業秘密、個人情報については、機密を保持します。 

福岡県プロフェッショナル人材センター TEL092-622-8822
お気軽にお問い合わせください

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 9-15 福岡県中小企業振興センター９階（福岡県中小企業団体中央会 内）
https://www.projinzai-fukuoka.jp/  E-mail：center@projinzai-fukuoka.jp  FAX 092-622-8188

受付時間
9:00～12:00
13:00～17:00

（土・日・祝日・年末年始を除く）

令和2年3月9日集計結果　成約数は平成28年4月からの累計

年代別成約人数 業種別成約企業数

244名 109社

30歳代
82名

製造業
64社情報通信業

7社

運輸業
4社

卸売・
小売業
9社

不動産業
1社

サービス業・その他
15社

建設業
9社

40歳代
59名

50歳代
58名

60歳代
10名

20歳代
35名

人材確保にお困りでは
ありませんか？

“1 時間で採用の仕方が変わる”

「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　○貴社の強みを再発見
○新卒採用や若手の定着　　　○採用計画の立て方

…等々

～採用活動にお悩みがある皆様へ～

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）
※ご相談内容等を下記担当までお伝えの上、
　ご予約をお願いいたします。

株式会社就面
代表取締役　松田 剛次氏

〈略 歴〉
大手飲料メーカーにおける営業を経た後、㈱リクルートにて求人広告営業
に従事。その間、大学向け就活講座および就職相談業務、訓練校（社
会人対象）向け社員研修などの講師経験も経て、2011年8月、㈱就面 
設立。過去1万人以上の就活生・転職希望者・企業社員への指導・支
援や、2,000社以上の人材確保支援に取り組んできた実績がある。

※令和2年7月、令和3年1月の第1金曜日分については、
　曜日に関わらず全て7日に振り替え開設いたします。

[ 専門家プロフィール ]
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DRUM TAO
2020年新作舞台 祭響＝Saikyo=
-------------------------------------------------------

●優待内容＝福岡・北九州：【S 席】6,900 円→
6,210 円、久留米：【S 席】6,500 円→5,850 円
●対象日程＝福岡：2020 年 5月9日（土）13:00
／17:30、5月10日（日）13:00、北九州：2020
年 5月12日（火）19:00、5月13日（水）13:00、
久留米：2020 年 6 月 9 日（火）19:00、10 日

（水）13:00●申込 締 切＝2 0 2 0 年 4 月 3 0 日
（木）●場所＝福岡：福岡市民会館、北九州：
北九州芸術劇場、久留米：久留米シティプラザ
●申込方法＝当所HPにてお申し込み
※各日先着20名
 

カローラ福岡Presents NUMBER SHOT 
2020
-------------------------------------------------------

●優待内容＝特別先行販売【前売】単日券 9,000
円→8,550 円●対象日程＝2020 年 7 月 18 日

（土）～2020年7月19日（日）●申込締切＝2020
年 5月11日（月）●場所＝海の中道海浜公園●申
込方法＝当所 HPよりパスワード［ns2020］を入
力の上、お申し込み

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

イベント

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!!

【博多芸妓出演 50分公演】●日時＝5月16日（土）
13:00～13:50、5月21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）
TEL092-441-1118（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。

第155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＝書店・商工会議所：4 月13日

（月）～5月6日（水・休）、インターネット：4月
13 日（月）～5 月8 日（金）●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

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。

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

6/14
（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。

2020年度 春期 
生活習慣病健診のご案内

会員・特定商工業者限定

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

定員／900名　締切／4月30日（木）※定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。

期 間 6月8日（月）～6月13日（土）

受診料

お申し
込み

場 所 当所4階401～405会議室
基本健診 会員 5,390円（税込） 特定商工業者 8,947円（税込）
※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）もあわせてご利用ください。

当所ホームページよりお申し込みください。

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

※１名様からでもご受診いただけます

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。
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DRUM TAO
2020年新作舞台 祭響＝Saikyo=
-------------------------------------------------------

●優待内容＝福岡・北九州：【S 席】6,900 円→
6,210 円、久留米：【S 席】6,500 円→5,850 円
●対象日程＝福岡：2020 年 5月9日（土）13:00
／17:30、5月10日（日）13:00、北九州：2020
年 5月12日（火）19:00、5月13日（水）13:00、
久留米：2020 年 6 月 9 日（火）19:00、10 日

（水）13:00●申込 締 切＝2 0 2 0 年 4 月 3 0 日
（木）●場所＝福岡：福岡市民会館、北九州：
北九州芸術劇場、久留米：久留米シティプラザ
●申込方法＝当所HPにてお申し込み
※各日先着20名
 

カローラ福岡Presents NUMBER SHOT 
2020
-------------------------------------------------------

●優待内容＝特別先行販売【前売】単日券 9,000
円→8,550 円●対象日程＝2020 年 7 月 18 日

（土）～2020年7月19日（日）●申込締切＝2020
年 5月11日（月）●場所＝海の中道海浜公園●申
込方法＝当所 HPよりパスワード［ns2020］を入
力の上、お申し込み

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

イベント

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!!

【博多芸妓出演 50分公演】●日時＝5月16日（土）
13:00～13:50、5月21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）
TEL092-441-1118（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。

第155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＝書店・商工会議所：4 月13日

（月）～5月6日（水・休）、インターネット：4月
13 日（月）～5 月8 日（金）●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

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。

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

6/14
（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。

2020年度 春期 
生活習慣病健診のご案内

会員・特定商工業者限定

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

定員／900名　締切／4月30日（木）※定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください。

期 間 6月8日（月）～6月13日（土）

受診料

お申し
込み

場 所 当所4階401～405会議室
基本健診 会員 5,390円（税込） 特定商工業者 8,947円（税込）
※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）もあわせてご利用ください。

当所ホームページよりお申し込みください。

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

※１名様からでもご受診いただけます

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。

●お申し込み・お問い合わせ

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

⬅申込方法など
　詳しい内容は
　コチラから！！ビジネス実務に直結する知識やスキルを取得できます。

令和２年度開催

福岡商工会議所の検定試験日程
LICENSE

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。

※「簿記初級・原価計算初級」はネット
試験で実施しています。日商簿記

試験日回級

1～3級

2・3級

6月14日（日）

11月15日（日）

令和３年
2月28日（日）

申込期間 受験料（税込）

書店申込：
4月13日（月）
～5月6日（水・休）
ネット申込：
4月13日（月）
～5月8日（金）　

書店申込：
9月14日（月）
～10月5日（月）
ネット申込：
9月14日（月）
～10月9日（金）

書店申込：
12月25日（金）
～1月12日（火）
ネット申込：
12月25日（金）
～1月15日（金）　

 1級：7,850円
 2級：4,720円
 3級：2,850円 

1級：7,850円
2級：5,770円
3級：4,200円 

対策講座あり

「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。

リテールマーケティング（販売士）

第155回

第156回

第157回

試験日回級

2・3級

1～3級

7月11（土）

令和３年
2月17日（水）

申込期間 受験料（税込）
5月11日（月）
～6月12日（金）

12月7日（月）
～1月15日（金）

第86回

第87回

アドバンスクラス：
7,700円
スタンダードクラス：
5,500円

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。

カラーコーディネーター

試験日回級

アドバンス
クラス

スタンダード
クラス

6月7日（日）

11月29日（日）

申込期間 受験料（税込）

4月7日（火）
～4月24日（金）

9月15日（火）
～10月16日（金）

第48回

第49回

Ⅰ種：11,000円
Ⅱ種：   6,600円
Ⅲ種：   4,400円

Ⅱ種：   6,600円
Ⅲ種：   4,400円

働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを
目指して、職場内での役割に応じて必要なメンタルヘルス
ケアに関する知識や対処方法を習得できます。

メンタルヘルス・マネジメント

試験日回級

Ⅰ～Ⅲ種

Ⅱ・Ⅲ種

2・3級

1～3級

11月1日（日）

令和３年
3月21日（日）

申込期間 受験料（税込）

8月26日（水）
～9月25日（金）

令和３年1月13日（水）
　　　    ～2月12日（金）

第29回

第30回

1級：11,000円
2級：  6,600円
3級：  4,400円

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。

ビジネス実務法務

試験日回級

2・3級

1～3級

6月21日（日）

12月6日（日）

申込期間 受験料（税込）

4月21日（火）
～5月8日（金）

9月23日（水）
～10月23日（金）

第47回

第48回

1級：11,000円
2級：  6,600円
3級：  4,400円

医療・福祉・建築の知識が体系的に幅広く身につき、住
宅の購入やリフォーム、介護の現場において、的確なアド
バイスができるようになります。

福祉住環境コーディネーター

試験日回級

2・3級

1～3級

7月5日（日）

11月22日（日）

申込期間 受験料（税込）

4月30日（木）
～5月22日（金）

9月8日（火）
～10月9日（金）

第44回

第45回

Sub1・2 ： 10,340円
Sub1のみ：  5,500円
Sub2のみ：  8,140円

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。

BATIC（国際会計検定）

試験日回級

＿
7月12日（日）

12月13日（日）

申込期間 受験料（税込）

5月12日（火）
～5月29日（金）

9月29日（火）
～10月30日（金）

第39回

第40回

対策講座あり

5,500円

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。

環境社会（eco検定）

試験日回級

＿
7月12日（日）

12月13日（日）

申込期間 受験料（税込）

5月12日（火）
～5月29日（金）

9月29日（火）
～10月30日（金）

第28回

第29回

6,600円

「人と組織のマネジメント」「業務のマネジメント」「リスクの
マネジメント」の3つの柱を学ぶことで、管理職に求めら
れる総合的なマネジメント知識を体系的に習得できます。

ビジネスマネジャー

試験日回級

＿
6月27日（土）

11月8日（日）

申込期間 受験料（税込）

4月28日（火）
～5月15日（金）

8月25日（火）
～9月25日（金）

第11回

第12回

1級：11,000円
2級：  6,600円
3級：  4,400円  

職種を問わずビジネスに必要な会計知識が身につき仕
事に役立つ力を得ることができます。

ビジネス会計

試験日回級

10月18日（日）

令和３年
3月14日（日）

申込期間 受験料（税込）

8月12日（水）
～9月11日（金）

令和３年1月6日（水）
　　　   ～2月5日（金）

第27回

第28回

対策講座あり

1～6級

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円 
4～6級：1,020円

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。

日商珠算（そろばん）

試験日回級

6月28日（日）

10月25日（日）

令和３年
2月14日（日）

申込期間 受験料（税込）

5月13日（水）～5月15日（金）

9月  9日（水）～9月11日（金）

12月21日（月）～12月23日（水）

第219回

第220回

第221回
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結屋

やまぎわ治療院

勇志国際高等学校  福岡学習センター

イムレー・バイオテック（株）

博多隠れ酒房よしだ

（同）榮福

すみた中小企業診断士事務所

ラシン（株）

コンフォ

薬院ひかり整骨院

FLOW

（株）六根と

田中丸公認会計士事務所

税理士事務所ウェルタックス

le  menage

（株）GNE  福岡支店

（株）アールヤマサキ

（株）一隅

（株）スリーサポート

一般社団法人 確定拠出年金推進協会 福岡支部

H. I. cafe.（tamako  box）

飲食店コンサルティング、油コンサルティング

鍼灸、あんまマッサージ、指圧

広域通信制・単位制高等学校

健康食品の製造、販売及び輸出

飲食店（小料理）

飲食店

経営人事コンサルティング

ホームページ制作

宅建業

整骨院業務

リラクゼーション

足の施術（マッサージ）、健康教室（足もみセルフケア、歩き方）

会計アドバイザリー

税理士業

エアコンクリーニング

LED、空調、非常用発電機、分煙機、補助金コンサルティング

管工事全般

化粧品の開発・企画

印刷業

確定拠出年金の普及活動、また、そのアドバイザーの教育

バッグのデザイン・制作

福岡市東区原田1-42-5-542

福岡市博多区博多駅前2-10-12 ハイラーク博多駅前1011号

福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル7階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル7階

福岡市博多区中洲4-1-19 人形小路

福岡市博多区竹下2-1-56-502

福岡市中央区天神1-9-17 天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区大名1-15-33 福岡セントラルビル3階

福岡市中央区大名2-4-38 チサンマンション天神Ⅲ-717号室

福岡市中央区薬院2-17-28-102

福岡市中央区平尾1-10-4-301

福岡市中央区平尾2-9-3 朝日プラザⅡ-101

福岡市中央区長浜2-2-8-1205

福岡市南区多賀1-2-36-102

福岡市城南区樋井川4-14-5-503

福岡市早良区南庄6-9-3

福岡市西区今宿東1-19-14

筑紫野市石崎1-10-7 塚原ビル1階

宗像市赤間5-1-2

久留米市城南町2-31

三潴郡大木町大角1866-1

人財不足解消やFC展開などお手伝いをします

その時の体調に合わせて施術します。酸素カプセル休憩だけでもお気軽に！

生徒一人ひとりに寄り添う通信制高校です

すべての人へ、永遠の豊かさと健康な生活をお届けするImmrei

博多中洲人形小路で美味しい料理とお酒はいかがですか？

アメリカ（USA）南部、ニューオリンズ発祥の料理をベースとしています

中小企業・医科歯科診療所の経営幹部を代行、育成します

クラウドファンディングを活用し、販売促進・PRをしてみませんか？

オーナー業とオフィス風水のコンサルタント

手技療法×エクササイズで痛みのない動けるカラダを目指します

疲れた身体を癒やしに　プライベートサロンへお越しください

足から健康になる健康支援の会社です。身体の悩みに寄り添います

会計相談や内部統制に関するアドバイス、外部監査対応支援

問題解決のため『次なる一手』のご提案をお約束します

エアコンクリーニング・ハウスクリーニング・美装はお任せを！

照明や空調等の省エネ設備改修の提案及び施工、補助金活用支援

管工事全般、幅広く何でもやっています！！

馬油研究のパイオニア「直江文化研究所」の理念を継承する会社

インターネットでの注文を中心に低価格、短納期を実現してます

加入者1名から制度導入できます「企業型」の確定拠出年金！

バッグのデザイン制作に販売とPop up shop展開できる店

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

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？
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健康増進機器の設計、研究開発、製造、販売

人材サービス

食品の卸

人材紹介業

英会話スクール運営

一般貨物

真陽エレック（株）

（株）ネオキャリア  博多支店

（株）博多トレーディング

リンケージ（株）

（株）リトル・アメリカ

（株）A.K.商会

営業内容／事業所名

ウェブコンサルタント

たい焼き、ミニたい焼き、デニッシュたい焼 製造・販売

ネットリサーチ・市場調査

イベント企画

（株）北九州ウェーブ

山本食品

（株）クロス・マーケティング 西日本営業部

（株）丸昌

営業内容／事業所名

もつ鍋店

ホームページの制作・運営

土木建築工事の企画・設計

電気工事業

卸業

はちみつ製産販売

（有）万十屋

Pallete

未来ステート（株）

（株）ウエストマウンテック

（株）ボーテックス

（株）九州蜂の子本舗

営業内容／事業所名

西
区

八
女
市

中
央
区

080-4434-9223

092-471-1549

092-433-5931

092-260-9774

092-282-4517

092-409-4339

092-717-3432

092-285-6488

092-791-5752

092-724-5388

080-5808-3360

092-707-3931

090-5747-4576

092-519-3265

092-231-0263

092-791-4397

092-407-4696

092-408-1931

0940-32-5662

0942-27-8253

0944-32-1622

FCCI
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やまぎわ治療院

勇志国際高等学校  福岡学習センター

イムレー・バイオテック（株）

博多隠れ酒房よしだ

（同）榮福

すみた中小企業診断士事務所

ラシン（株）

コンフォ

薬院ひかり整骨院

FLOW

（株）六根と

田中丸公認会計士事務所

税理士事務所ウェルタックス

le  menage

（株）GNE  福岡支店

（株）アールヤマサキ

（株）一隅

（株）スリーサポート

一般社団法人 確定拠出年金推進協会 福岡支部

H. I. cafe.（tamako  box）

飲食店コンサルティング、油コンサルティング

鍼灸、あんまマッサージ、指圧

広域通信制・単位制高等学校

健康食品の製造、販売及び輸出

飲食店（小料理）

飲食店

経営人事コンサルティング

ホームページ制作

宅建業

整骨院業務

リラクゼーション

足の施術（マッサージ）、健康教室（足もみセルフケア、歩き方）

会計アドバイザリー

税理士業

エアコンクリーニング

LED、空調、非常用発電機、分煙機、補助金コンサルティング

管工事全般

化粧品の開発・企画

印刷業

確定拠出年金の普及活動、また、そのアドバイザーの教育

バッグのデザイン・制作

福岡市東区原田1-42-5-542

福岡市博多区博多駅前2-10-12 ハイラーク博多駅前1011号

福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル7階

福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル7階

福岡市博多区中洲4-1-19 人形小路

福岡市博多区竹下2-1-56-502

福岡市中央区天神1-9-17 天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区大名1-15-33 福岡セントラルビル3階

福岡市中央区大名2-4-38 チサンマンション天神Ⅲ-717号室

福岡市中央区薬院2-17-28-102

福岡市中央区平尾1-10-4-301

福岡市中央区平尾2-9-3 朝日プラザⅡ-101

福岡市中央区長浜2-2-8-1205

福岡市南区多賀1-2-36-102

福岡市城南区樋井川4-14-5-503

福岡市早良区南庄6-9-3

福岡市西区今宿東1-19-14

筑紫野市石崎1-10-7 塚原ビル1階

宗像市赤間5-1-2

久留米市城南町2-31

三潴郡大木町大角1866-1

人財不足解消やFC展開などお手伝いをします

その時の体調に合わせて施術します。酸素カプセル休憩だけでもお気軽に！

生徒一人ひとりに寄り添う通信制高校です

すべての人へ、永遠の豊かさと健康な生活をお届けするImmrei

博多中洲人形小路で美味しい料理とお酒はいかがですか？

アメリカ（USA）南部、ニューオリンズ発祥の料理をベースとしています

中小企業・医科歯科診療所の経営幹部を代行、育成します

クラウドファンディングを活用し、販売促進・PRをしてみませんか？

オーナー業とオフィス風水のコンサルタント

手技療法×エクササイズで痛みのない動けるカラダを目指します

疲れた身体を癒やしに　プライベートサロンへお越しください

足から健康になる健康支援の会社です。身体の悩みに寄り添います

会計相談や内部統制に関するアドバイス、外部監査対応支援

問題解決のため『次なる一手』のご提案をお約束します

エアコンクリーニング・ハウスクリーニング・美装はお任せを！

照明や空調等の省エネ設備改修の提案及び施工、補助金活用支援

管工事全般、幅広く何でもやっています！！

馬油研究のパイオニア「直江文化研究所」の理念を継承する会社

インターネットでの注文を中心に低価格、短納期を実現してます

加入者1名から制度導入できます「企業型」の確定拠出年金！

バッグのデザイン制作に販売とPop up shop展開できる店

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

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？
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（有）万十屋
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福岡支社/福岡市中央区西中洲12番33号

福岡商工会議所　会員組織・共済グループ　行　（FAX 092-441-2810）

1.加入を検討したい　　2.内容を聞きたい　　3.資料が欲しい

 TEL 092-711-9386

事業所名　　　　　　　　　　                  ご担当　　　　　　　　　　                TEL   　   －　　　　－

ご記入いただいた個人情報は、当所と提携する委託保険会社の担当者が共済制度のご案内をお届けする目的にのみ利用させていただきます。

F-2019-150-S（2020年3月13日）

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845
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労務Q&A

　その場合の費用負担はケースバイケースです。所見
（咳が止まらない、熱があるなど）の有無や労働契約の内
容、業種、命令の主旨、保健衛生の地域動向などを踏
まえて総合的に判断することになります。

④必要ならば就労拒否もできる
　前述の通り、労働契約が想定している「労務の提供」
とは、健康な体調での万全な労務です。換言すれば、
体調に問題がある「不完全な労務の提供」は受領拒否が
可能です。これは使用者による配慮（＝療養への専念）
とも言えます。
　では、いわゆる濃厚接触者の場合はどうでしょうか？
濃厚接触者の段階では、就労上の直接的な健康問題は
ありません。しかし、他の従業員に対する配慮義務か
ら、就労禁止が必要な場面は生じます。
　この場合の賃金の取り扱いですが、いずれも使用者の
責めに帰すべき事由による不就労とは言えないので、無
給にすることが可能だと考えます。逆に、前述のような
所見や事情がないのに就労拒否する場合は、使用者都
合での不就労と判断され、一定額の給与補償（休業手
当）が必要になります。

⑤正当性（～することができる）と権利（～してよい）の
違い

　労務管理の経営上の目的は、正当性を主張することで
はなく、円滑かつ速やかに問題を処理することです。毎
回毎回、正当性から紐解いて対応を判断するのは時間が
かかります。そのためにも就業規則に取り扱いを明記
し、権利としてあらかじめ取得しておくことが肝要です。
　近年、新型インフルエンザやコロナウイルスなど、病
原性不明の感染力が強い感染症がしばしば流行します。
それに対して企業としていかなる措置を講じるか、事前
準備の必要性が増しているように感じます。

　コロナウイルスの全国的な感染拡大が懸
念されますが、従業員への検査命令や就
労拒否は可能でしょうか？

　可能です。ただしスムーズな権利行使の
ためには、就業規則にその旨を明記してお
いたほうがよいでしょう。

①前提の確認
　労働契約は、契約当事者の双方に権利と義務を生じ
させます。
　使用者のもっとも基本的な義務は「賃金の支払」です。
その代わり、契約で合意した範囲内において、労働者に
対して指揮命令できます。
　労働者のもっとも基本的な義務は「労務の提供」です。
その代わり、契約で合意した額の賃金を請求できます。

②私生活での健康管理は労働者の義務
　ところが、私生活で従業員が病気になり「●●のため
1日3時間しか働けません」「出張も負担が大きいので無
理です」となったとします。それは契約締結時に想定し
た「労務の提供」として十分でしょうか？ほとんどの場合
は違うでしょう。労働者が提供すべき労務とは、健康維
持が前提になっているのです。
　一方、使用者は、職場や仕事が原因で従業員の健康
が阻害されないように配慮が求められます（配慮義務）。

③検査命令には正当性がある
　健康維持が労務提供の前提である以上、労働者は、
使用者が必要と判断した場合、今の健康状態とその根
拠の説明が求められます。使用者が配慮義務を全うする
には、配慮の必要性や内容の検討材料として、健康状
態に関する確度の高い情報が必要だからです。

コロナウイルスによる
検査命令や就労拒否について

福岡県社会保険労務士会　山本 慎太郎

Q

A
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労務Q&A

　その場合の費用負担はケースバイケースです。所見
（咳が止まらない、熱があるなど）の有無や労働契約の内
容、業種、命令の主旨、保健衛生の地域動向などを踏
まえて総合的に判断することになります。

④必要ならば就労拒否もできる
　前述の通り、労働契約が想定している「労務の提供」
とは、健康な体調での万全な労務です。換言すれば、
体調に問題がある「不完全な労務の提供」は受領拒否が
可能です。これは使用者による配慮（＝療養への専念）
とも言えます。
　では、いわゆる濃厚接触者の場合はどうでしょうか？
濃厚接触者の段階では、就労上の直接的な健康問題は
ありません。しかし、他の従業員に対する配慮義務か
ら、就労禁止が必要な場面は生じます。
　この場合の賃金の取り扱いですが、いずれも使用者の
責めに帰すべき事由による不就労とは言えないので、無
給にすることが可能だと考えます。逆に、前述のような
所見や事情がないのに就労拒否する場合は、使用者都
合での不就労と判断され、一定額の給与補償（休業手
当）が必要になります。

⑤正当性（～することができる）と権利（～してよい）の
違い
　労務管理の経営上の目的は、正当性を主張することで
はなく、円滑かつ速やかに問題を処理することです。毎
回毎回、正当性から紐解いて対応を判断するのは時間が
かかります。そのためにも就業規則に取り扱いを明記
し、権利としてあらかじめ取得しておくことが肝要です。
　近年、新型インフルエンザやコロナウイルスなど、病
原性不明の感染力が強い感染症がしばしば流行します。
それに対して企業としていかなる措置を講じるか、事前
準備の必要性が増しているように感じます。

　コロナウイルスの全国的な感染拡大が懸
念されますが、従業員への検査命令や就
労拒否は可能でしょうか？

　可能です。ただしスムーズな権利行使の
ためには、就業規則にその旨を明記してお
いたほうがよいでしょう。

①前提の確認
　労働契約は、契約当事者の双方に権利と義務を生じ
させます。
　使用者のもっとも基本的な義務は「賃金の支払」です。
その代わり、契約で合意した範囲内において、労働者に
対して指揮命令できます。
　労働者のもっとも基本的な義務は「労務の提供」です。
その代わり、契約で合意した額の賃金を請求できます。

②私生活での健康管理は労働者の義務
　ところが、私生活で従業員が病気になり「●●のため
1日3時間しか働けません」「出張も負担が大きいので無
理です」となったとします。それは契約締結時に想定し
た「労務の提供」として十分でしょうか？ほとんどの場合
は違うでしょう。労働者が提供すべき労務とは、健康維
持が前提になっているのです。
　一方、使用者は、職場や仕事が原因で従業員の健康
が阻害されないように配慮が求められます（配慮義務）。

③検査命令には正当性がある
　健康維持が労務提供の前提である以上、労働者は、
使用者が必要と判断した場合、今の健康状態とその根
拠の説明が求められます。使用者が配慮義務を全うする
には、配慮の必要性や内容の検討材料として、健康状
態に関する確度の高い情報が必要だからです。

コロナウイルスによる
検査命令や就労拒否について

福岡県社会保険労務士会　山本 慎太郎
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A

法律Q&A

（解消によって相手方に生じる損害の補塡）が考慮さ
れます。
当事者は、将来にわたって、契約関係が維持され
ると期待し、経済活動を行っており、その期待を保
護する必要があるためです。
裁判例の中には、解約の申入れの際、十分な予告
期間を通知しなかった場合、取引先に対し、数か月
分の営業利益にあたる補償金を提供しなければなら
ないと判断したものがあります。

⑶取引先に債務不履行があった場合
取引先に当事者間の信頼関係を破壊するほど重大
な債務不履行があった場合には、それを理由として、
契約を解消することができます。
軽微な債務不履行（取引先が、1度だけ、材料の
納入期限を2日間過ぎてしまった等）だけでは、契約
を解消することはできません。

3．おわりに
継続的契約を解消する際には、契約書の内容やこれ
までの取引経過等を確認する必要があります。
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。

　当社は、製造業を営んでおり、30年以
上の間、ある取引先から、毎月1回、材
料を購入し続けていますが、この取引を解

消したいと考えています。どうすれば良いでしょうか。

1．継続的契約について
　ご質問のような取引は、継続的契約に
あたります。

継続的契約とは、当事者が、相当程度の期間、継続
して同種の取引をしているものをいいます。
継続的契約の解消については、単発的な契約の場合
と異なるルールが適用されることがあります。

2．継続的契約の解消が認められる場合について
⑴契約期間の定めがある場合

その取引に、契約期間の定めがある場合は、期間
の経過により、契約が終了するのが原則です。ただ
し、その取引について、長年にわたり、自動更新が
続けられてきた等の事情がある場合には、たとえ期
間が経過したとしても、契約を解消するやむを得ない
事情がなければ、解消は認められないと考えられて
います。
また、契約書に、中途解約権の規定があれば、期
間の経過前でも、中途解約権を行使して、契約を解
消することができます。

⑵契約期間の定めがない場合
その取引に、契約期間の定めがない場合は、①十
分な予告期間を通知し、②解消の申入れに相当な理由
があれば、契約を解消することができます。②が認め
られるかどうかの判断にあたっては、補償金の提供

A

継続的契約を解消するには？

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　徳永 淳

Q

継続的契約を
解消する際には

・契約書の内容
・これまでの取引経過　等

要確認
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会員の皆様へ   レジ袋の有料化がスタートしますので、会員の皆様にお知らせいたします。

（出展：経済産業省　レジ袋有料化に関するHP）

政府では、プラスチックの過剰な使用の抑制を進める取組の一
環として、プラスチック製買物袋の有料化を通じて消費者のライフ
スタイルの変革を促しています。
令和元年12月27日、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律」（以下、容器包装リサイクル法という）の枠組
みを基本とし、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の
合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の

基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。
本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販

売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラス
チック製買物袋（いわゆるレジ袋）を有料で提供することにより、プ
ラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。事業者
の皆様におかれましては、プラスチック製買物袋の有料化に向けた
準備が必要となります。詳しくは、下記HPをご覧ください。
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お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

『第38回博多うまかもん市』開催延期のお知らせ

岩田屋本店にて3月25日～30日に開催を予定しておりました、
『第38回博多うまかもん市』につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、開催を延期させていただくことに決定いたしました。

開催期間などにつきましては、
以下のホームページにて改めてご案内いたします。

　

博多うまかもん市：https://www.fukunet.or.jp/uumakamon/

延期

※３月25日現在の情報です
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計調査」より九州観
光推進機構にて集計

福岡北九州
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福岡都市高速道路通行台数（※2）

博多駅乗降人員　新幹線
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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。

会員の皆様へ   レジ袋の有料化がスタートしますので、会員の皆様にお知らせいたします。

（出展：経済産業省　レジ袋有料化に関するHP）

政府では、プラスチックの過剰な使用の抑制を進める取組の一
環として、プラスチック製買物袋の有料化を通じて消費者のライフ
スタイルの変革を促しています。
令和元年12月27日、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律」（以下、容器包装リサイクル法という）の枠組
みを基本とし、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の
合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の

基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。
本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販

売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラス
チック製買物袋（いわゆるレジ袋）を有料で提供することにより、プ
ラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。事業者
の皆様におかれましては、プラスチック製買物袋の有料化に向けた
準備が必要となります。詳しくは、下記HPをご覧ください。
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2020 年度 開講講座のご案内 （5 月・6月開講講座）

　「経理」とはいったい何をどうすることなのか？利益はいったいどうやって
計算するのか？仕訳はどうすればいいのか？必要とされる経理の知識を基
礎から学ぶことができます。「経理」がいい加減なために経営破綻した会
社も数多くあります。事業の継続のためにはきちんとした「経理」が求めら
れます。経理の知識や経験のまったくない方、経理を勉強してみようとい
う方、経理に関心のある方等は、経理担当責任者としての経験豊富な講
師がわかりやすく解説いたします。

講師：コンサルタントネットワーク㈱  安藤覺氏
No.4／5月13日（水）

はじめての経理実務基礎講座

■対　象／経理担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

・初級管理者として必要な心構え、役割の捉え方、仕事の仕方を学習
し、自覚を促します。

・マネジメントのテクニックとして、ＰＤＣＡの考え方と取り組み方を解説
し、管理技術を習得します。

・リーダーシップの考え方、取り組み方を学習し、自身のあるべきリー
ダー像を作り上げます。

・現場に必要な育成方法を学び、真に活躍できる人材活性化法を学びます。

講師：株式会社ヒューマンプロデュースジャパン　葉田勉氏

No.13／6月18日（木）

上司を補佐し、部下を育てる
主任・係長育成講座

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１）アイスブレイク（現在の育成への取組の共有）
２）人材育成理論（実務で活用できる人材育成理論を習得）

※グループワーク有
３）コーチング理論とロールプレイング

（部下指導のロールプレイングで実践力を育成）

講師：一般社団法人学生就職支援協会　小石原隆史氏No.16／6月30日（火）

～はじめての部下育成～
新任OJT担当者の為の人材育成力講座

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１．新入社員に求められることはなにか
　・信頼関係を築くために必要なこと
　・ビジネスコミュニケー ションとはなにか

２．「印象」を変える…　 ・表情・服装・挨拶
３．「姿勢」を整える… 　・態度・お辞儀・ビジネスマナー
４．「言葉遣い」を身につける
　   ・仕事の受け方・仕事の頼み方・報連相のし方
５．ケース別ワーク

講師：CareercrescenDo（キャリアクレッシェンド）　中園久美子氏

No.14／6月23日（火）

仕事とプライベートのコミュニケーションはどう違う？
新入社員のための
ビジネスコミュニケーション講座

■対　象／新入社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　心を表す魅せる接遇、最良のサービスやホスピタリティを知る航空業
界客室乗務員のスキルをもとに “おもてなしの心” があふれる魅力ある
職場づくりをめざします。

１．「マツコ会議」ＤＶＤ視聴（約 30 分間）、２．エアラインのマナー
３．自分を見つめ相手を知る

講師：株式会社インターナショナルエアアカデミー　嶋田嘉志子氏

No.11／6月11日（木）

CS 向上・職場活性化講座
～職場にこそ必要な おもてなしの心～
ＣＡの目配り・気配り・心配り

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／13：30～16：30

①営業の仕事とは：販売と営業の違い、これからの時代の営業に期待
される役割・行動を理解する【講義】

②アプローチから訪問準備：顧客へのコンタクトの仕方、訪問準備の
ポイントを理解する【講義・ワーク】

③好印象を与えるポイント：相手に良い印象を与えるポイントと接し方
を学ぶ【講義・ワーク】

④お客さまが話しやすい話し方：情報やニーズを引き出す、傾聴の仕
方を学ぶ【講義・ワーク】

⑤効果的な説明の仕方：商品やサービスの効果的な伝え方を学ぶ
　【講義・ロールプレイ】
⑥顧客に選ばれ信頼される営業として：常に成長し、成果を上げ続け

る営業の行動を学ぶ【講義・個人検討】

講師：株式会社グランディール  神河真司氏

No.7／5月26日（火）

他社と差をつけ、お客様に “選ばれ
る・信頼される” 営業基礎力講座

■対　象／若手社員・営業担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１.オリエンテーション
２.管理職とは何か 
３.管理職の視点で組織を理解する
４.部下との関係性構築を理解する
５.課題解決力を発揮する

講師：株式会社ライズ　髙尾英正氏
No.5／5月19日（火）

No.6／5月21日（木）

自信をもってマネジメント! 
新任管理職スタートアップ講座

■対　象／新任管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

1.そもそもマーケティングって？
2.マーケティングの事例
3.需要からターゲットへ…
4.ペルソナ設定の事例
5.Web上に網を張る＝検索は3種類に分けられる。
6.ユーザーとの接点は2通り
7.Googleマイビジネスとは？

講師：株式会社セブンアイズ　瀧内賢氏
No.8／5月28日（木）

MEO 対策（Googleマイビジネス最適化）入門・実践講座
ネット社会の今、地域に根差していく
ために必要なWeb 戦略とは？

■対　象／若手社員・中堅社員、営業担当者
■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　急速に変化し、コンプライアンスやハラスメント対策なども厳しく求め
られる時代に、総務・庶務部門は会社の要としての役割をしっかり果た
していくことがますます求められます。この講座では、基本的な業務であ
る慶弔や消耗品管理などの他、効率的な業務の進め方や新しく求められ
る業務についても解説します。総務・庶務部門として会社の改革をしイ
キイキ活躍していただけるようになることをめざします。

講師：㈱ヒューマンプロデュースジャパン　阿部紀子氏

No.9／6月2、3日（火・水）2日間コース
講師：社会保険労務士法人ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴ　特定社会保険労務士　北原強氏

これだけは押さえたい! 
総務担当者の基礎実務講座

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

・社会保険実務を長年にわたり行ってきた、社会保険労務士である講
師が実際の書式を使いながら実務に即した講義を行うため、習得し
た知識を即実務に活かすことができ、また社会保険制度を深く理解
することができるようになります。

・直近の法改正まで踏まえた社会保険実務を行うことができるようにな
ります。

社会保険実務基礎講座
実務のプロが教える!すぐに役立つ講座 !

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／23,050円（会員）、 27,450円（特商）、34,750円（一般）
■時　間／各10：00～17：00

No.15／6月25日（木）
講師：株式会社地域のチカラ　北岡敦広氏

　『どうも最近、指示待ち社員が増えた気がする』という悩みを抱えてい
ませんか。これからの活躍を期待される若手社員が、自ら考え動ける人
材へと成長するために必要な要素を身につけるための講座です。参加
者同士の関係性の構築を図り意見交換することで、自ら働きかける「発
信力」や、周りを巻き込む「チーム力」等をワーク形式で強化します。

指示待ちから期待される人材へ
～自ら動く！自ら動かす！自律型社員へ～

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

No.12／6月16日（火）
講師：Coaching Office　クラリオン　大木孝仁氏

目的と特徴
令和の時代は、次のように部下との関係性はナーバスな面が増加する
と思われる。

　しかし業務の円滑推進にはそれらを問題化せずに部下を育成してい
く必要がある。その解決には、上司と部下が相互理解していくことが
求められる。令和型コーチングは、“認め、壁を乗り越えて部下を育成
する”ことであり、多様性への対応が一層求められる。本研修において
は、令和型コーチングに必要な知識とスキルを学び、職場実践を促進
していくことをねらいとする。

上司と部下がお互いの価値観・考え方を認め合う
令和の時代に向けた部下育成法
“令和型コーチング研修”

■対　象／管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

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
※詳細はぜひ、HPをご覧ください。　URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

○会場 :当所会議室　○締 切 :開催日の1週間前

１.企業運営のためのリスク管理、２.契約上のトラブルを避けるには～契約
について、３. 印鑑（署名）に関する法律、４. 契約書の具体的作成方法、
５.文書の管理、６.知的財産権活用法、７.個人情報保護法とリスク管理、
８.紛争処理と債権回収に関する法律知識、９.代金回収の法律、10.企業

講師：明倫国際法律事務所　田中雅敏氏No.10／6月9日（火）

ビジネス法律知識講座
■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

の「倒産」手続、11.ビジネスに潜む労務の落とし穴、12.インターネット上
の炎上、名誉棄損の予防と対応、13.企業の「法律」と「弁護士」の活用法

４）リーダーシップとマネジメント
（育成担当者としてのリーダーシップの取り方を理解する）

５）本日の学びのふり返り（本日の学びの定着と気づきを共有）

■叱咤激励のつもりで厳しく指導するとパワハラと言われかねない。
■部下の多様性（ダイバーシティ；性別、ＬＧＢＴ、ライフスタイル、障

害など）の尊重。
■外国人労働者の採用可能性もあり、相手のことも理解して育成し

ないといけない。
■働き方改革に伴い、多様な働き方を認めながらも職場目標を達成

する必要がある。
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2020 年度 開講講座のご案内 （5 月・6月開講講座）

　「経理」とはいったい何をどうすることなのか？利益はいったいどうやって
計算するのか？仕訳はどうすればいいのか？必要とされる経理の知識を基
礎から学ぶことができます。「経理」がいい加減なために経営破綻した会
社も数多くあります。事業の継続のためにはきちんとした「経理」が求めら
れます。経理の知識や経験のまったくない方、経理を勉強してみようとい
う方、経理に関心のある方等は、経理担当責任者としての経験豊富な講
師がわかりやすく解説いたします。

講師：コンサルタントネットワーク㈱  安藤覺氏
No.4／5月13日（水）

はじめての経理実務基礎講座

■対　象／経理担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

・初級管理者として必要な心構え、役割の捉え方、仕事の仕方を学習
し、自覚を促します。

・マネジメントのテクニックとして、ＰＤＣＡの考え方と取り組み方を解説
し、管理技術を習得します。

・リーダーシップの考え方、取り組み方を学習し、自身のあるべきリー
ダー像を作り上げます。

・現場に必要な育成方法を学び、真に活躍できる人材活性化法を学びます。

講師：株式会社ヒューマンプロデュースジャパン　葉田勉氏

No.13／6月18日（木）

上司を補佐し、部下を育てる
主任・係長育成講座

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１）アイスブレイク（現在の育成への取組の共有）
２）人材育成理論（実務で活用できる人材育成理論を習得）

※グループワーク有
３）コーチング理論とロールプレイング

（部下指導のロールプレイングで実践力を育成）

講師：一般社団法人学生就職支援協会　小石原隆史氏No.16／6月30日（火）

～はじめての部下育成～
新任OJT担当者の為の人材育成力講座

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１．新入社員に求められることはなにか
　・信頼関係を築くために必要なこと
　・ビジネスコミュニケー ションとはなにか

２．「印象」を変える…　 ・表情・服装・挨拶
３．「姿勢」を整える… 　・態度・お辞儀・ビジネスマナー
４．「言葉遣い」を身につける
　   ・仕事の受け方・仕事の頼み方・報連相のし方
５．ケース別ワーク

講師：CareercrescenDo（キャリアクレッシェンド）　中園久美子氏

No.14／6月23日（火）

仕事とプライベートのコミュニケーションはどう違う？
新入社員のための
ビジネスコミュニケーション講座

■対　象／新入社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　心を表す魅せる接遇、最良のサービスやホスピタリティを知る航空業
界客室乗務員のスキルをもとに “おもてなしの心” があふれる魅力ある
職場づくりをめざします。

１．「マツコ会議」ＤＶＤ視聴（約 30 分間）、２．エアラインのマナー
３．自分を見つめ相手を知る

講師：株式会社インターナショナルエアアカデミー　嶋田嘉志子氏

No.11／6月11日（木）

CS 向上・職場活性化講座
～職場にこそ必要な おもてなしの心～
ＣＡの目配り・気配り・心配り

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／13：30～16：30

①営業の仕事とは：販売と営業の違い、これからの時代の営業に期待
される役割・行動を理解する【講義】

②アプローチから訪問準備：顧客へのコンタクトの仕方、訪問準備の
ポイントを理解する【講義・ワーク】

③好印象を与えるポイント：相手に良い印象を与えるポイントと接し方
を学ぶ【講義・ワーク】

④お客さまが話しやすい話し方：情報やニーズを引き出す、傾聴の仕
方を学ぶ【講義・ワーク】

⑤効果的な説明の仕方：商品やサービスの効果的な伝え方を学ぶ
　【講義・ロールプレイ】
⑥顧客に選ばれ信頼される営業として：常に成長し、成果を上げ続け

る営業の行動を学ぶ【講義・個人検討】

講師：株式会社グランディール  神河真司氏

No.7／5月26日（火）

他社と差をつけ、お客様に “選ばれ
る・信頼される” 営業基礎力講座

■対　象／若手社員・営業担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

１.オリエンテーション
２.管理職とは何か 
３.管理職の視点で組織を理解する
４.部下との関係性構築を理解する
５.課題解決力を発揮する

講師：株式会社ライズ　髙尾英正氏
No.5／5月19日（火）

No.6／5月21日（木）

自信をもってマネジメント! 
新任管理職スタートアップ講座

■対　象／新任管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

1.そもそもマーケティングって？
2.マーケティングの事例
3.需要からターゲットへ…
4.ペルソナ設定の事例
5.Web上に網を張る＝検索は3種類に分けられる。
6.ユーザーとの接点は2通り
7.Googleマイビジネスとは？

講師：株式会社セブンアイズ　瀧内賢氏
No.8／5月28日（木）

MEO 対策（Googleマイビジネス最適化）入門・実践講座
ネット社会の今、地域に根差していく
ために必要なWeb 戦略とは？

■対　象／若手社員・中堅社員、営業担当者
■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

　急速に変化し、コンプライアンスやハラスメント対策なども厳しく求め
られる時代に、総務・庶務部門は会社の要としての役割をしっかり果た
していくことがますます求められます。この講座では、基本的な業務であ
る慶弔や消耗品管理などの他、効率的な業務の進め方や新しく求められ
る業務についても解説します。総務・庶務部門として会社の改革をしイ
キイキ活躍していただけるようになることをめざします。

講師：㈱ヒューマンプロデュースジャパン　阿部紀子氏

No.9／6月2、3日（火・水）2日間コース
講師：社会保険労務士法人ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴ　特定社会保険労務士　北原強氏

これだけは押さえたい! 
総務担当者の基礎実務講座

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

・社会保険実務を長年にわたり行ってきた、社会保険労務士である講
師が実際の書式を使いながら実務に即した講義を行うため、習得し
た知識を即実務に活かすことができ、また社会保険制度を深く理解
することができるようになります。

・直近の法改正まで踏まえた社会保険実務を行うことができるようにな
ります。

社会保険実務基礎講座
実務のプロが教える!すぐに役立つ講座 !

■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／23,050円（会員）、 27,450円（特商）、34,750円（一般）
■時　間／各10：00～17：00

No.15／6月25日（木）
講師：株式会社地域のチカラ　北岡敦広氏

　『どうも最近、指示待ち社員が増えた気がする』という悩みを抱えてい
ませんか。これからの活躍を期待される若手社員が、自ら考え動ける人
材へと成長するために必要な要素を身につけるための講座です。参加
者同士の関係性の構築を図り意見交換することで、自ら働きかける「発
信力」や、周りを巻き込む「チーム力」等をワーク形式で強化します。

指示待ちから期待される人材へ
～自ら動く！自ら動かす！自律型社員へ～

■対　象／若手社員・中堅社員　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

No.12／6月16日（火）
講師：Coaching Office　クラリオン　大木孝仁氏

目的と特徴
令和の時代は、次のように部下との関係性はナーバスな面が増加する
と思われる。

　しかし業務の円滑推進にはそれらを問題化せずに部下を育成してい
く必要がある。その解決には、上司と部下が相互理解していくことが
求められる。令和型コーチングは、“認め、壁を乗り越えて部下を育成
する”ことであり、多様性への対応が一層求められる。本研修において
は、令和型コーチングに必要な知識とスキルを学び、職場実践を促進
していくことをねらいとする。

上司と部下がお互いの価値観・考え方を認め合う
令和の時代に向けた部下育成法
“令和型コーチング研修”

■対　象／管理職　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

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
※詳細はぜひ、HPをご覧ください。　URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training/

○会場 :当所会議室　○締 切 :開催日の1週間前

１.企業運営のためのリスク管理、２.契約上のトラブルを避けるには～契約
について、３. 印鑑（署名）に関する法律、４. 契約書の具体的作成方法、
５.文書の管理、６.知的財産権活用法、７.個人情報保護法とリスク管理、
８.紛争処理と債権回収に関する法律知識、９.代金回収の法律、10.企業

講師：明倫国際法律事務所　田中雅敏氏No.10／6月9日（火）

ビジネス法律知識講座
■対　象／総務・人事担当者　■定　員／35名
■受講料／15,720円（会員）、 20,120円（特商）、23,050円（一般）
■時　間／10：00～17：00

の「倒産」手続、11.ビジネスに潜む労務の落とし穴、12.インターネット上
の炎上、名誉棄損の予防と対応、13.企業の「法律」と「弁護士」の活用法

４）リーダーシップとマネジメント
（育成担当者としてのリーダーシップの取り方を理解する）

５）本日の学びのふり返り（本日の学びの定着と気づきを共有）

■叱咤激励のつもりで厳しく指導するとパワハラと言われかねない。
■部下の多様性（ダイバーシティ；性別、ＬＧＢＴ、ライフスタイル、障

害など）の尊重。
■外国人労働者の採用可能性もあり、相手のことも理解して育成し

ないといけない。
■働き方改革に伴い、多様な働き方を認めながらも職場目標を達成

する必要がある。
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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・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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1132

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/

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

福岡商工会議所HP福商「eラーニング」研修
詳しくはウェブサイトをチェック!

各講座内容が動画で確認できます。また、研修を体
験できるデモアカウントを発行しています。ぜひご
活用ください。

■日程：５月17日（日）
５月24日（日）
の 2日間

■時間：10:00～17:00

2級直前最終チェック講座
（3日間コース）

■日程：５月  ９日（土）
５月16日（土）
５月23日（土）
の 3日間

■時間：12:00～17:00

3級直前最終チェック講座
（2日間コース）

日商簿記3級・2級直前最終チェック講座6月検定向け

■会場・講師
　㈱リンクアカデミー 資格スクール
　大栄博多校/同校専任講師
　※会場地図は受講票と一緒にお送りします。

■受講料
　3級：   9,440円
　2級：11,000円
■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。

24 2020  APRIL ︱ 福岡商工会議所 NEWS



TOKORO
SHOW  YOU

12

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

ありがとう。
今月号からパワーアップした

商店街の魅力を
お伝えします。

フォローしてね。

　毎月第2・第4金曜日、15時過ぎ～19時頃までJR吉塚駅のコンコースで行わ
れる “SUNフェス”
　「自分の街の玄関をきれいに」という思いで商店街が始めた清掃活動がきっかけ
で、JR九州さん協力のもと3年ほど前に始まりました。
　青果や惣菜、漬物など特別価格で販売しており、仕事や学校帰りの方で賑わ
います。

見ドコロ

Check

　上園さんへの取材後に訪れたのは、商店街にある「鮮魚いしかわ」です。こ

の地に出店して約40年、堅粕にお店を構えていた頃を含めると創業100年

近い老舗です。いしかわの自慢は、仲買人いらずの店主の目利き力、“競り”

による直接仕入れだからこその価格力、そしてお客様一人ひとりに合った商

品・料理の提案力。ご贔屓のお客様も多くいるのだそう。店主の石川さんは

「吉塚は普段の買い物にホッとするような、人も空間も温かい商店街です。こ

れからも元気で明るく、おいしい情報と魚を提供します!気軽に遊びにおい

で!」と語ってくれました。

吉塚商店連合組合の巻

吉塚商店連合組合

鮮魚いしかわ
☎092-621-7497
福岡市博多区吉塚1-18-4

営9:00～18:00
㉁日曜・祝日

店舗情報

商店街情報

　昔ながらのアーケードや路地に懐かしい雰囲気が残る、
博多区の吉塚商店街を取材してきました。
　吉塚商店街の歴史は、昭和20年代から始まります。戦
後まもなく食料が不足していた時代に魚屋と八百屋3軒ほ
どがこの地にお店を出し、それ以降急速に拡大。多いとき
には約120店が軒を連ねたといいます。
　現在、商店街の店舗は30店ほどで、地元の小学生の

商店街見学や留学生による「シャッターアート」など、地域
と共に明るい商店街づくりに取り組んでいます。
　事務局長の上園さんは「少し前まで吉塚商店街といえば
“古い”“暗い”といったマイナスイメージがよく聞かれました。
商店ごとに業種や歴史も異なりますが、戦後から地域と共
に発展してきた商店街だからこそ、地域と一緒に新たに生
まれ変わりたいと考えています」と話してくれました。

懐かしい雰囲気のアーケード内 留学生によるシャッターアート

吉塚商店街
公式インスタグラム

福岡市内の商店街情報をFacebookで発信しています。ぜひ、ご登録のうえ、最新情報をチェックしてください。 ふくおか
商店街 info

Facebook

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・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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1132

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/

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。
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どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。
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貴社の社員教育に、いつでも・
どこでも・どんな時でも学べる

福商『eラーニング』をご活用ください。

福岡商工会議所HP福商「eラーニング」研修
詳しくはウェブサイトをチェック!

各講座内容が動画で確認できます。また、研修を体
験できるデモアカウントを発行しています。ぜひご
活用ください。

■日程：５月17日（日）
５月24日（日）
の 2日間

■時間：10:00～17:00

2級直前最終チェック講座
（3日間コース）

■日程：５月  ９日（土）
５月16日（土）
５月23日（土）
の 3日間

■時間：12:00～17:00

3級直前最終チェック講座
（2日間コース）

日商簿記3級・2級直前最終チェック講座6月検定向け

■会場・講師
　㈱リンクアカデミー 資格スクール
　大栄博多校/同校専任講師
　※会場地図は受講票と一緒にお送りします。

■受講料
　3級：   9,440円
　2級：11,000円
■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。
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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/

■FMラジオ番組「FUKUOKA2020」とは？
　福岡市中央区のコミュニティFM放送局「コミュニティラジオ天神（FM77.7MHｚ）」
にて、毎週木曜日19:00～ON AIR！ 地域の情報・次世代ビジネス・地方創生などの
最新情報について、大学生を中心とした若手メンバーとゲストで発信するラジオ番組。
ラジオというメディアの新しい可能性を、ソーシャルメディアやスマートフォンファーストで
ビジネスを考えている世代が探っていきます。 

　Web デザイン会社として、「3 つの部署と5つのユニット」
という独特の組織体制を構築し、営業セクションを持たずに
成長を続けてきた株式会社ディーゼロ。今回は、そんな
ディーゼロの代表取締役社長 矢野 修作さんにお話を伺った。

デザイナーが理想とする会社を創業した

ディーゼロ創業の経緯を教えてください。

私が20歳くらいの時には、デザインといえば東京だという
イメージがありました。そこで東京で働こうと考え、独学でデ
ザインを勉強し、とあるデザイン会社に入社しました。デザイ
ナーのことを何も知らずに、憧れで飛び込んだ世界は面白
かったのですが、一方で、その会社はデザイナーファーストで
はないと感じました。
「デザイナーが働きやすい環境を作りたい。そうすればもっと
福岡という地に、面白いデザインという新しい風を吹かせるこ
とができるのではないか」という思いがあり、お客様のためと
いうより、デザイナーのために、デザイナーの理想に近い形で
働ける会社を作ろう、と思って創業したのがディーゼロです。

デザイナーにやさしい会社なのですね。そんなディーゼロの
組織体制は非常に特徴的だと伺いました。

ディーゼロには「3つの部署と5つのユニット」があります。

元々は社内に3つの部署しかありませんでしたが、会社が大き
くなるにつれて「強かったD-ZERO」が失われてしまったと感じ
ることがありました。大きな会社よりも、フットワークの軽い
会社や想いの強い組織、少数精鋭の会社の方が強くかっこい
いと思っていますが、大きな組織としての強みも必ずあるの
で、どうにかして双方を手に入れられないかと考えるようにな
りました。
その時に「ユニット」という考え方を思いつきました。5つの
ユニットは、それぞれビジョンやコンセプトを持った10名程度
の小さなプロダクションです。このユニットが縦軸として存在
し、それぞれのユニット長はいわば小さな会社の社長です。た
だ、それだけだと大きな会社の強みである、情報共有や教育
が疎かになってしまうので、横軸として部署が存在しています。
部署は、売上ではなく能力や評価のマネジメントをしていま
す。業務の進捗管理や売上管理は縦軸であるユニットで行い
ますが、デザイナーとしてどこを目指すのか、何に向いている
のかなどの話は、横軸である部署ごとに行っています。

営業の仕事 = 製品の良さを伝えていくこと

営業部が無い御社は、どのようにお客様を獲得しているので
すか。

そもそも仕事を獲得することが本来の営業の仕事なので
しょうか。私は物を売るのが営業ではなく、「製品の良さなど

を伝えていくこと」が営業の仕事であると思います。我々は
オーダーメイドで商品を提供していて、自社サービスを持って
いるわけではありません。が、技術が高ければ口コミで広が
るし、誰かがホームページを作れる会社を探している時に、
ディーゼロという会社を思い出してもらうことができます。
このブランディングこそが我々にとっての「営業」であると
思っています。会社の良さや商品の良さを知ってもらうための
活動が営業なので、社員全員が営業だとも思っています。営
業コストをかけずに制作ができれば制作コストが下がるので、
お客様に良いサービスが提供できますし、デザイナーに少し
でも多くの給料を還元できます。すると、自然と良いデザイ
ナーが集まり、多くのお客様が良いと思う製品が作れます。
そのような仕組みを作りたいと思い、あえて営業の部署を置
いていません。

そんなディーゼロの強みはどのようなところですか。

一つは、尖った得意分野を持つ社員がたくさんいることで
す。通常の会社は似たようなことができる人が集まっているの
で、相談しても領域外のことには答えられないことも多いです
が、ディーゼロは深みも領域の広さもあるので、とりあえず
ディーゼロに聞いてもらえば何かしらの答えが出ると思いま
す。グラフィックが得意なデザイナーもいれば、UI（ユーザー
インタフェース）を得意とするデザイナーもいますし、Webデ
ザイン会社と言いながらコーディングができないデザイナーも
いますね。
もう一つは、ディーゼロは外部に委託せずに内製している
ので、大型コンテンツや、簡単には作れないものを制作する
のが得意です。ツールを使った簡単なコンテンツは、どこの
会社も大差がないですが、大学や銀行などの大きな企業・組
織のコーポレートサイトなどになると、企業によっては外注に
外注を重ね、コミュニケーションロスが起こって上手くいかな
いケースもあります。その点ディーゼロは、内製のおかげで
安心安全ですね。

Web 制作を外注するコツ：自社の特性を
自社内に蓄積すること

サービスを提供する際に、心がけていることはありますか。

お客様である企業が、我々に“任せっきり”になることが無
いように気をつけています。もちろんWebデザイン会社を信
じることは大事だとは思いますが、Web制作を自分ごとにして

いかなければいけません。自分ごとになっていない企業は、
業者を変えたらそこで成長が止まってしまいます。企業が成長
するにつれて、付き合う制作会社が変わっていくことは十分に
あるので、きちんと自社の特性を自社内に蓄積していかなけ
ればならないと思います。
我々Webデザイン会社は、持ち前のスキルでモノを作りま
すが、制作業務で一番価値が高いのは、一緒に創り上げて
いくプロセスだと思います。
会議の場は、思考の違いやアイデアなど、その企業の本質
的なものが見えてくるので、非常に価値があります。特に中
小企業などの社員が多くない会社こそ、打ち合わせの場に社
長が入ってほしいですね。業者に任せっきりではなく、制作
のプロセスも一緒に価値として見出すことができれば、素晴ら
しい時間になると思います。また、我々が良いと思うもので
も、お客様が気に入らなかったり、自慢できないものは作り
たくありません。双方の思いを組み合わせたところに「かっこ
いい」があると思います。お客様に合わせるわけでもなく自分
を貫くわけでもなく、一緒に作っていくようにしています。

最後に、ディーゼロが 20 年続いた秘訣を教えてください！

そんなに気張らず、何も決めつけなかったことですかね。
「それいいじゃん」、「まあいっか」という温度感が良かったと思
います。実はいまだに人生の目標はありません。景色が変わ
れば道先も変わると思っています。景色を変えることには努
力をしましたが、道先を決めようとはしませんでした。それが
社員にとって居心地良く感じてもらえたのだと思っています。
そして、私は常に周りの人々を大切にしてきました。今の副社
長はサラリーマン時代の上司であり、私のデザイナーの師匠
ですが、彼がいないと会社を続けることはできなかったです
し、私が現場を抜けて経営に力を入れることができたのも、
他の社員がデザインをしてくれるからです。誰かがいるから私
は生きていける。極論を言うと、明日社員全員に辞表を出さ
れると僕は潰れてしまう。周りの支えがあってこその今の自分
だと思います。

「福岡で創業20年を迎えるディーゼロが、
  成長し続けるワケ」

株式会社ディーゼロ

代表取締役社長 矢野修作氏

■今月の取材先　株式会社ディーゼロ　とは？
　「福岡から全国へ、常に最高のクリエイティブを。」をモットーにする福
岡のWeb 専門の制作会社。Web 制作専門のクリエイティブ集団として
リーディングカンパニーを目指す。

取材

次世代を担う学生が成長企業を取材し、
自分が将来活躍するフィールドを探しにいくコーナーです。

学生╳商工会議所　タイアップインタビュー企画

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

福岡天神のFMラジオ

×
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べく全国 19 地域の情報発信支援や、地域の
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ビジネスを考えている世代が探っていきます。 
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という独特の組織体制を構築し、営業セクションを持たずに
成長を続けてきた株式会社ディーゼロ。今回は、そんな
ディーゼロの代表取締役社長 矢野 修作さんにお話を伺った。

デザイナーが理想とする会社を創業した

ディーゼロ創業の経緯を教えてください。

私が20歳くらいの時には、デザインといえば東京だという
イメージがありました。そこで東京で働こうと考え、独学でデ
ザインを勉強し、とあるデザイン会社に入社しました。デザイ
ナーのことを何も知らずに、憧れで飛び込んだ世界は面白
かったのですが、一方で、その会社はデザイナーファーストで
はないと感じました。
「デザイナーが働きやすい環境を作りたい。そうすればもっと
福岡という地に、面白いデザインという新しい風を吹かせるこ
とができるのではないか」という思いがあり、お客様のためと
いうより、デザイナーのために、デザイナーの理想に近い形で
働ける会社を作ろう、と思って創業したのがディーゼロです。

デザイナーにやさしい会社なのですね。そんなディーゼロの
組織体制は非常に特徴的だと伺いました。

ディーゼロには「3つの部署と5つのユニット」があります。

元々は社内に3つの部署しかありませんでしたが、会社が大き
くなるにつれて「強かったD-ZERO」が失われてしまったと感じ
ることがありました。大きな会社よりも、フットワークの軽い
会社や想いの強い組織、少数精鋭の会社の方が強くかっこい
いと思っていますが、大きな組織としての強みも必ずあるの
で、どうにかして双方を手に入れられないかと考えるようにな
りました。
その時に「ユニット」という考え方を思いつきました。5つの
ユニットは、それぞれビジョンやコンセプトを持った10名程度
の小さなプロダクションです。このユニットが縦軸として存在
し、それぞれのユニット長はいわば小さな会社の社長です。た
だ、それだけだと大きな会社の強みである、情報共有や教育
が疎かになってしまうので、横軸として部署が存在しています。
部署は、売上ではなく能力や評価のマネジメントをしていま
す。業務の進捗管理や売上管理は縦軸であるユニットで行い
ますが、デザイナーとしてどこを目指すのか、何に向いている
のかなどの話は、横軸である部署ごとに行っています。

営業の仕事 = 製品の良さを伝えていくこと

営業部が無い御社は、どのようにお客様を獲得しているので
すか。

そもそも仕事を獲得することが本来の営業の仕事なので
しょうか。私は物を売るのが営業ではなく、「製品の良さなど

を伝えていくこと」が営業の仕事であると思います。我々は
オーダーメイドで商品を提供していて、自社サービスを持って
いるわけではありません。が、技術が高ければ口コミで広が
るし、誰かがホームページを作れる会社を探している時に、
ディーゼロという会社を思い出してもらうことができます。
このブランディングこそが我々にとっての「営業」であると
思っています。会社の良さや商品の良さを知ってもらうための
活動が営業なので、社員全員が営業だとも思っています。営
業コストをかけずに制作ができれば制作コストが下がるので、
お客様に良いサービスが提供できますし、デザイナーに少し
でも多くの給料を還元できます。すると、自然と良いデザイ
ナーが集まり、多くのお客様が良いと思う製品が作れます。
そのような仕組みを作りたいと思い、あえて営業の部署を置
いていません。

そんなディーゼロの強みはどのようなところですか。

一つは、尖った得意分野を持つ社員がたくさんいることで
す。通常の会社は似たようなことができる人が集まっているの
で、相談しても領域外のことには答えられないことも多いです
が、ディーゼロは深みも領域の広さもあるので、とりあえず
ディーゼロに聞いてもらえば何かしらの答えが出ると思いま
す。グラフィックが得意なデザイナーもいれば、UI（ユーザー
インタフェース）を得意とするデザイナーもいますし、Webデ
ザイン会社と言いながらコーディングができないデザイナーも
いますね。
もう一つは、ディーゼロは外部に委託せずに内製している
ので、大型コンテンツや、簡単には作れないものを制作する
のが得意です。ツールを使った簡単なコンテンツは、どこの
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織のコーポレートサイトなどになると、企業によっては外注に
外注を重ね、コミュニケーションロスが起こって上手くいかな
いケースもあります。その点ディーゼロは、内製のおかげで
安心安全ですね。

Web 制作を外注するコツ：自社の特性を
自社内に蓄積すること

サービスを提供する際に、心がけていることはありますか。

お客様である企業が、我々に“任せっきり”になることが無
いように気をつけています。もちろんWebデザイン会社を信
じることは大事だとは思いますが、Web制作を自分ごとにして

いかなければいけません。自分ごとになっていない企業は、
業者を変えたらそこで成長が止まってしまいます。企業が成長
するにつれて、付き合う制作会社が変わっていくことは十分に
あるので、きちんと自社の特性を自社内に蓄積していかなけ
ればならないと思います。
我々Webデザイン会社は、持ち前のスキルでモノを作りま
すが、制作業務で一番価値が高いのは、一緒に創り上げて
いくプロセスだと思います。
会議の場は、思考の違いやアイデアなど、その企業の本質
的なものが見えてくるので、非常に価値があります。特に中
小企業などの社員が多くない会社こそ、打ち合わせの場に社
長が入ってほしいですね。業者に任せっきりではなく、制作
のプロセスも一緒に価値として見出すことができれば、素晴ら
しい時間になると思います。また、我々が良いと思うもので
も、お客様が気に入らなかったり、自慢できないものは作り
たくありません。双方の思いを組み合わせたところに「かっこ
いい」があると思います。お客様に合わせるわけでもなく自分
を貫くわけでもなく、一緒に作っていくようにしています。

最後に、ディーゼロが 20 年続いた秘訣を教えてください！

そんなに気張らず、何も決めつけなかったことですかね。
「それいいじゃん」、「まあいっか」という温度感が良かったと思
います。実はいまだに人生の目標はありません。景色が変わ
れば道先も変わると思っています。景色を変えることには努
力をしましたが、道先を決めようとはしませんでした。それが
社員にとって居心地良く感じてもらえたのだと思っています。
そして、私は常に周りの人々を大切にしてきました。今の副社
長はサラリーマン時代の上司であり、私のデザイナーの師匠
ですが、彼がいないと会社を続けることはできなかったです
し、私が現場を抜けて経営に力を入れることができたのも、
他の社員がデザインをしてくれるからです。誰かがいるから私
は生きていける。極論を言うと、明日社員全員に辞表を出さ
れると僕は潰れてしまう。周りの支えがあってこその今の自分
だと思います。

「福岡で創業20年を迎えるディーゼロが、
  成長し続けるワケ」

株式会社ディーゼロ

代表取締役社長 矢野修作氏

■今月の取材先　株式会社ディーゼロ　とは？
　「福岡から全国へ、常に最高のクリエイティブを。」をモットーにする福
岡のWeb 専門の制作会社。Web 制作専門のクリエイティブ集団として
リーディングカンパニーを目指す。

取材

次世代を担う学生が成長企業を取材し、
自分が将来活躍するフィールドを探しにいくコーナーです。

学生╳商工会議所　タイアップインタビュー企画

NPO法人学生ネットワークWAN学生スタッフ

福岡天神のFMラジオ

×
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　福岡を代表する祭り行事であり、博多どんたくのルーツである「博多松囃子」は

2020年3月16日に国重要無形民俗文化財に指定されました。

　そこで、今回あらためて「博多松囃子」と「どんたく」についてご紹介します。

　松囃子とは松の内に行う囃子の意で、福を祝う芸事のひとつです。「博多松囃子」は、新しい年に祝福を

もたらす歳神を迎える民俗行事が博多の町人によって風流な民俗文化となり定着したもので「流（ながれ）」

と呼ばれる博多の自治組織によって現在まで受け継がれています。

　その歴史は古く、博多がかつて平家の対宋貿易の基地であり、1179年（治承３年）に病没した平重盛に対

する謝恩として始まったと言い伝えられており、今年で841年の歴史と伝統を有します。「三福神」（福神、

恵比須、大黒天）と「稚児」で構成する「博多松囃子」は

旧正月に催行していましたが、1949年（昭和24年）から

制定された憲法記念日に合わせて5月3日、4日に催行さ

れるようになりました。

　後にゴールデンウィーク中に開催される「博多どんたく

港まつり」の起源となった「博多松囃子」は2日間で150ヶ

所以上もの商家や企業、官公庁など市内一円をお祝いし

て練り歩きます。

　福神は福神流、夫婦恵比須は恵比須流、大黒天は大黒

流が受け持ちます。福神、恵比須、大黒の三福神を中心

とする行列は、それぞれ先頭より先達、流れの代表、祝言

の詞章を唱える子供たち、傘鉾（めでたい字や絵をかいた

6枚の揮毫を垂らした鉾）、御神馬に乗った三福神、白丁を

着た御付き、各流の人々が続き、町内を祝い練り歩き

ます。

　稚児舞は、烏帽子、直垂、太刀を挿した「囃子方」の少

年たちが、稚児の「言い立て」をはやしながら、天冠をつけ

た「舞姫」を乗せた曳き台を引きます。一団には、肩衣・

裁着袴・白足袋に杉下駄・「兒」の字が書かれた黄色い頭

巾の男たちが随行します。訪問した各所において、「舞姫」

が「囃子方」の太鼓・笛、そして男たちの地謡に合わせて

稚児舞を披露します。

祝うたァ!!

博多どんたくの源流

博多松囃子 国重要無形民俗文化財指定
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　松囃子の通りもん
（行列）を迎える側は
お祝儀の「1束1本」を
用意します。
　半紙1束と白扇1本
のことで、三方に乗せ
て渡す。

一束一本
いっそくいっぽん

　博多どんたくの
衣装、羽織をする
りと裏返せば、こ
れが古くから伝わる
どんたく参加衣装。
博多っ子の粋がの
ぞく。

粋な肩裏
いきなすらせ

　昔、商家の前をどんたく囃子が通りか
かった時、そのオハヤシの見事な音色
に夕食を支度中の商家のオカミさんが浮
かれだし、手に
もっていたシャモ
ジを叩いてオハヤ
シに加わったこと
から始まる。

シャモジの起こり

●どんたくに関するお問い合わせ／福岡市民の祭り振興会　TEL 092-441-1170・TEL 092-441-1118

どんたくミニ知識

「博多松囃子」とは

「三福神」（福神、恵比須、大黒天）と「稚児舞」について

写真左から　福神、夫婦恵比寿、大黒天

はくちょう

えぼし ひたたれ はやしかた

かたぎぬ

たっつけ

しゅうげん

ししょう

稚児舞
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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

㈱ ICO Japan 福岡支店

ベトナム人材を上手に活用して
人手不足のお悩み解消のお手伝いをいたします

人材に関してお困りでしたら
ベトナム人材の活用はいかがでしょうか?

▼

ベトナム人と日本人で
対応いたします!

福岡市中央区天神2-3-10
TEL：090-7474-8774
E-mail：tomizakikazuma@gmail.com
営業内容
イベント、社内行事、研修などの企画提
案や運営のみ等、どのような依頼にも対
応するイベント会社です。

屋外大規模イベントから社内行事、研修まで
規模に関わらず何でもご相談ください

合同会社ニシヘヒガシヘ

合同会社ニシヘヒガシヘ

イベント、社内行事、研修など
何でも企画・運営致します

働き方改革用ソフトウェア！
サービス向上・業務の安定稼働にも

▼

私達は、想いを実現する
少数精鋭集団です

福岡市博多区山王1-11-35
スクラム5ビル503
TEL：092-409-2213
FAX：092-409-2214
https://www.icojapan.co.jp/
E-mail：moriyama.mnr.@icojapan.co.jp
営業内容
ICO Japanは留学生、技能実習生など
のベトナム人材派遣を行う、ベトナム政
府公認の人材育成会社ICOグループの日
本法人です。

㈱ICO Japan福岡支店

運営の経験を活かしたチームによって規
模に関わらず様々なイベントの企画や運
営を行います。また、LEGOを活用した
ユニークな企画決定のファシリテーショ
ンも可能です。

　何か開催したいけど何をしたらいいか
分からない…。やりたい事は決まったけ
ど運営方法が分からない！人手が足らな
くて実施できない！そんな時は私達にお
任せください。個人でのイベント企画・

福岡市中央区大名2-11-13
古河大名ビル7F
TEL：092-720-8725
FAX：092-720-8727
http://www.l-edge.co.jp
E-mail：softrobo@l-edge.co.jp
営業内容
ソフトウェアロボットによる業務自動化

（コンサルティングから開発まで幅広く
承っております）
RPA、ソフトウェア開発、販売、インフラ構
築等

時間にゆとりを、スキルアップに、サービスの向上に、
深夜・休日作業に、手間がかかる作業に

リーディングエッジ㈱

リーディングエッジ㈱

OK！サービス向上や余った時間で生活
にゆとりや業務ノウハウを広げてスキル
アップにも。業務コンサルや試験的な導
入サービス等も行っておりますので気軽
にお問合せください。

　作業をJOBアプリ化し、ソフトロボッ
トへエントリーするだけで、パソコン作
業をソフトロボットが代行します。時間
内はもちろん、夜間、休日も自動で作業
します。担当者は結果を確認するだけで

　私たちはベトナムの人材育成・教育機
関 ICO Group の日本法人です。技能
実習生、通訳、エンジニア、特定技能
など、ベトナム人材についてのご提案を
させていただきます。

「ベトナム人ってどげな人たちか、よ～わ
からんばい…」ご安心ください!
ベトナムと福岡を熟知した日本人担当者
が説明に参ります。

㈱ビルドヒューマニー

～　人と建物を想う会社　～
建物の全てを我々にお任せください

総合ビルメンテナンス・清掃・点検・修繕　
リフォーム　リノベーション・原状回復

福岡市中央区今川1-12-38
TEL：092-734-4000
FAX：092-738-3829
https://build-humany.co.jp/
営業内容
・総合ビルメンテナンス（定期清掃・貯水
槽清掃・消防点検・エレベーター保守）・
マンション　ビル営繕工事・リフォーム
工事・外装工事

㈱ビルドヒューマニー

　一歩先をゆく建物へ。
　ビルの管理は思ったよりも多くの事柄
が必要です。保守点検・修繕・清掃・
報告書の作成まで全てをワンストップで
行えるのが私達ビルドヒューマニーです。

　日々建物の様子を観察し、異変があ
れば詳しく調べ、修理・交換を行いま
す。私たちの役割は建物を長生きさせる
こと。人々の暮らしを守り続けることを
使命としています。

▼

働き方改革は僕にお任せ！

▼

暮らしにワクワク㈱ AliveCast（アライブキャスト）

【飲食店向け】お試しプラン0円から!
お客様のスマートフォンでのセルフ注文&決済サービス

ホールスタッフはもういらない!
キャッシュレス・オン・デリバリー

▼

居酒屋「竹乃屋」で
実証実験を行いました

福岡市中央区高砂1-24-20
ちくぎん福岡ビル9F
TEL：092-525-7555
FAX：092-525-7556
https://exorder.jp/insyoku/
E-mail：info@alivecast.co.jp
営業内容
・ホームぺージ制作（自社サイト/採用サ
イト/ECサイト）・あらゆるものをあらゆ
る場所で「ExOrder（エクスオーダー）」
サービス提供

㈱AliveCast（アライブキャスト）

■ホール業務を50%以上削減!
■導入費用0円から!
　低コストで利用可能
■「注文状況表示機能」付で、お客様
　満足度アップ!

ExOrderは飲食店の人手不足を解決す
る新しいサービスです。まずは無料の体
験プランをお試しください♪飲食店様向
け【無料体験&説明会】開催中!
詳しくは「ExOrder　飲食」で検索

神山事務所　OFFICE KAMIYAMA

見込客獲得への新営業戦略セミナー　5月12日開催
場所：福岡商工会議所B1　少人数制/無料!

新ブライダル営業戦略
わずか1回で72組!見込客獲得の成功事例

東京都中央区築地7-15-11-701
糸島市曽根627-3
TEL：092-322-6788
https://office-kamiyama.com
E-mail：info@office-kamiyama.com
営業内容
広告宣伝・販売促進・営業企画等の立
案施行業務

「新ブライダル営業戦略セミナー（無料）」
日時：5月12日（火）14:00～16:00
詳細：
https://office-kamiyama.com/seminar
問合せ：info@office-kamiyama.com

神山事務所　OFFICE KAMIYAMA

　わずか1回で 72 組の見込客を獲得 !
年間50組の会場が2年間で150組を超
えた手法。WEB だけに頼るのではな
く、地元に根付いたダイレクト交流で一
気に見込客を獲得した成功事例をお伝え

します。登壇は、業界30 年2000 組を
超える婚礼に関与し、200社以上のブラ
イダル企業に携わり、本事例に自ら関
わった当社代表が解説。
詳細は右上QRコード or Eメールまで!

▼

セミナー詳細
https://office-kamiyama.com/seminar
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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

㈱ ICO Japan 福岡支店

ベトナム人材を上手に活用して
人手不足のお悩み解消のお手伝いをいたします

人材に関してお困りでしたら
ベトナム人材の活用はいかがでしょうか?

▼

ベトナム人と日本人で
対応いたします!

福岡市中央区天神2-3-10
TEL：090-7474-8774
E-mail：tomizakikazuma@gmail.com
営業内容
イベント、社内行事、研修などの企画提
案や運営のみ等、どのような依頼にも対
応するイベント会社です。

屋外大規模イベントから社内行事、研修まで
規模に関わらず何でもご相談ください

合同会社ニシヘヒガシヘ

合同会社ニシヘヒガシヘ

イベント、社内行事、研修など
何でも企画・運営致します

働き方改革用ソフトウェア！
サービス向上・業務の安定稼働にも

▼

私達は、想いを実現する
少数精鋭集団です

福岡市博多区山王1-11-35
スクラム5ビル503
TEL：092-409-2213
FAX：092-409-2214
https://www.icojapan.co.jp/
E-mail：moriyama.mnr.@icojapan.co.jp
営業内容
ICO Japanは留学生、技能実習生など
のベトナム人材派遣を行う、ベトナム政
府公認の人材育成会社ICOグループの日
本法人です。

㈱ICO Japan福岡支店

運営の経験を活かしたチームによって規
模に関わらず様々なイベントの企画や運
営を行います。また、LEGOを活用した
ユニークな企画決定のファシリテーショ
ンも可能です。

　何か開催したいけど何をしたらいいか
分からない…。やりたい事は決まったけ
ど運営方法が分からない！人手が足らな
くて実施できない！そんな時は私達にお
任せください。個人でのイベント企画・

福岡市中央区大名2-11-13
古河大名ビル7F
TEL：092-720-8725
FAX：092-720-8727
http://www.l-edge.co.jp
E-mail：softrobo@l-edge.co.jp
営業内容
ソフトウェアロボットによる業務自動化

（コンサルティングから開発まで幅広く
承っております）
RPA、ソフトウェア開発、販売、インフラ構
築等

時間にゆとりを、スキルアップに、サービスの向上に、
深夜・休日作業に、手間がかかる作業に

リーディングエッジ㈱

リーディングエッジ㈱

OK！サービス向上や余った時間で生活
にゆとりや業務ノウハウを広げてスキル
アップにも。業務コンサルや試験的な導
入サービス等も行っておりますので気軽
にお問合せください。

　作業をJOBアプリ化し、ソフトロボッ
トへエントリーするだけで、パソコン作
業をソフトロボットが代行します。時間
内はもちろん、夜間、休日も自動で作業
します。担当者は結果を確認するだけで

　私たちはベトナムの人材育成・教育機
関 ICO Group の日本法人です。技能
実習生、通訳、エンジニア、特定技能
など、ベトナム人材についてのご提案を
させていただきます。

「ベトナム人ってどげな人たちか、よ～わ
からんばい…」ご安心ください!
ベトナムと福岡を熟知した日本人担当者
が説明に参ります。

㈱ビルドヒューマニー

～　人と建物を想う会社　～
建物の全てを我々にお任せください

総合ビルメンテナンス・清掃・点検・修繕　
リフォーム　リノベーション・原状回復

福岡市中央区今川1-12-38
TEL：092-734-4000
FAX：092-738-3829
https://build-humany.co.jp/
営業内容
・総合ビルメンテナンス（定期清掃・貯水
槽清掃・消防点検・エレベーター保守）・
マンション　ビル営繕工事・リフォーム
工事・外装工事

㈱ビルドヒューマニー

　一歩先をゆく建物へ。
　ビルの管理は思ったよりも多くの事柄
が必要です。保守点検・修繕・清掃・
報告書の作成まで全てをワンストップで
行えるのが私達ビルドヒューマニーです。

　日々建物の様子を観察し、異変があ
れば詳しく調べ、修理・交換を行いま
す。私たちの役割は建物を長生きさせる
こと。人々の暮らしを守り続けることを
使命としています。

▼

働き方改革は僕にお任せ！

▼

暮らしにワクワク㈱ AliveCast（アライブキャスト）

【飲食店向け】お試しプラン0円から!
お客様のスマートフォンでのセルフ注文&決済サービス

ホールスタッフはもういらない!
キャッシュレス・オン・デリバリー

▼

居酒屋「竹乃屋」で
実証実験を行いました

福岡市中央区高砂1-24-20
ちくぎん福岡ビル9F
TEL：092-525-7555
FAX：092-525-7556
https://exorder.jp/insyoku/
E-mail：info@alivecast.co.jp
営業内容
・ホームぺージ制作（自社サイト/採用サ
イト/ECサイト）・あらゆるものをあらゆ
る場所で「ExOrder（エクスオーダー）」
サービス提供

㈱AliveCast（アライブキャスト）

■ホール業務を50%以上削減!
■導入費用0円から!
　低コストで利用可能
■「注文状況表示機能」付で、お客様
　満足度アップ!

ExOrderは飲食店の人手不足を解決す
る新しいサービスです。まずは無料の体
験プランをお試しください♪飲食店様向
け【無料体験&説明会】開催中!
詳しくは「ExOrder　飲食」で検索

神山事務所　OFFICE KAMIYAMA

見込客獲得への新営業戦略セミナー　5月12日開催
場所：福岡商工会議所B1　少人数制/無料!

新ブライダル営業戦略
わずか1回で72組!見込客獲得の成功事例

東京都中央区築地7-15-11-701
糸島市曽根627-3
TEL：092-322-6788
https://office-kamiyama.com
E-mail：info@office-kamiyama.com
営業内容
広告宣伝・販売促進・営業企画等の立
案施行業務

「新ブライダル営業戦略セミナー（無料）」
日時：5月12日（火）14:00～16:00
詳細：
https://office-kamiyama.com/seminar
問合せ：info@office-kamiyama.com

神山事務所　OFFICE KAMIYAMA

　わずか1回で 72 組の見込客を獲得 !
年間50組の会場が2年間で150組を超
えた手法。WEB だけに頼るのではな
く、地元に根付いたダイレクト交流で一
気に見込客を獲得した成功事例をお伝え

します。登壇は、業界30 年2000 組を
超える婚礼に関与し、200社以上のブラ
イダル企業に携わり、本事例に自ら関
わった当社代表が解説。
詳細は右上QRコード or Eメールまで!

▼

セミナー詳細
https://office-kamiyama.com/seminar
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ここ数年で健康志向が高まり、運動や健康食品への関
心が高くなっていますね　 そこで今回訪れたのは、納豆創
作料理専門店「納豆家 粘ランド」さんです

気になっていた“納豆チャーハン”と人気 No1の “カリカ
リ納豆コロッケ”を注文。チャーハンに入っている、納豆と
ガーリックパウダーの相性抜群‼ランチメニューということ
を考慮し、香りがほとんどないガーリックパウダーを使用し
ています。気軽に食事を楽しんでもらうための工夫の一つ
なんだとか　 もちろん、コロッケの中にも納豆が入ってお
り、外はサクっと、中はしっとりホクホクで納豆の風味が
口の中に広がります　 実は、納豆って約 5,000 種類もあ
るといわれているんです　 その数多くの種類から、特徴の
違う納豆を料理によって変え、納豆のチカラを最大限に活
かすことができるように調理しています

納豆好きな方はもちろん、日々納豆の食べ方を工夫して
みたいとお考えの方、ぜひ足を運んでみてください★ホーム
ページに納豆のまめ知識や、調理する際の注意点など掲載
されていますので、あわせてご覧ください!

納豆チャーハンランチ
（サラダ・お味噌汁

付）

ホームページ

☎092-524-2710
福岡市中央区白金1-21-13 クレッセント薬院2階
https://www.nattouya.info/
営ランチ　 11：30～15：00（L.O. 14：30）
　ディナー 17：00～23：30（L.O. 23：00）
㉁月曜日（祝日の場合は翌日）

博多フードパーク　納豆家　粘ランド

スイーツにも納豆?!
納豆創作料理店

なんと!
納豆スイーツもあります!

見た目もかわいい、
人気No1カリカリ納豆コロッケ

以前のお店で、裏メニューで提供していた納豆料理がおいしい!と口コミで広がったことなどが
きっかけで、納豆専門店として「納豆家 粘ランド」をオープンすることとなりました。もともと納
豆が大好きで、料理に使用する納豆は「水戸納豆を使う」と決めていて、開業から20 年以上、
直送で取り寄せています。また、全国納豆鑑評会の審査員も務めており、数千種類の納豆を食
べ比べてきました。その経験をもとに、納豆の種類を厳選し、メニュー開発をすすめています。

こだわりは、種類はもちろんのこと、成分を守るために温度に気を付けたり、調理前にごま油
でコーティングを行うなど “料理に納豆を合わせるのではなく、納豆に料理を合わせる”ことで
す。納豆好きな方はもちろん、納豆が苦手な方にも一度はお試しいただきたいと思っております!
ぜひ、ご賞味ください!

YOKAMON

代表　赤木 陽介さん

（水
戸商工会議所公認

水戸
の納豆

アンバサダー第1号）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♪
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見舞金、祝金は期限までに、ご請求
いただきませんとお支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求で1回限りお支払いします。同一事由による入院給付金等ほかの
 給付金を受取られた場合にはお支払いできません。
　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③見舞金・祝金請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※見舞金・祝金請求書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度（生命保険ではありません。）

生命共済制度ご加入の事業所様はいま一度、
請求漏れがないかご確認ください！

※詳細については、所定のパンフレット〈契約内容重要事項記載資料〉および当所ホームページをご参照ください。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

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

入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上通院したとき
（事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求は1回限り）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

・詳細については、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧ください。
・この資料は、2020年3月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

資料請求 福岡商工会議所  会員組織・共済グループ FAX.092-441-2810

ご記入いただく個人情報は、当所と提携する委託保険会社の担当者が共済制度のご案内をお届けする目的にのみ利用させていただきます。

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳しくは URL：https://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/
その他、会員企業向け生命保険、損害保険もご紹介いたします。

商工会 議 所 会員様向け 福 利厚生制度

●業務中、業務外を問わず、交通事故はもちろん
　不慮の事故・病気死亡にいたるまで24時間保障。

●掛金は、男性318円・女性269円から。
　 （15歳～35歳の1口掛金）

●当所独自の通院見舞金、結婚・出産・成人祝金も支給。
　 （生命保険ではありません）

主な特色

さらに…

剰余は配当金として還元！

2018年度実績48.60％！！
12ヵ月×48.60％＝約6ヵ月分 負担が減少!!

生命共済制度生命共済制度

※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金として
お支払いします。

※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。
　記載の税務取扱は、2020年3月現在の制度に基づくものです。今後、

税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ここ数年で健康志向が高まり、運動や健康食品への関
心が高くなっていますね　 そこで今回訪れたのは、納豆創
作料理専門店「納豆家 粘ランド」さんです

気になっていた“納豆チャーハン”と人気 No1の “カリカ
リ納豆コロッケ”を注文。チャーハンに入っている、納豆と
ガーリックパウダーの相性抜群‼ランチメニューということ
を考慮し、香りがほとんどないガーリックパウダーを使用し
ています。気軽に食事を楽しんでもらうための工夫の一つ
なんだとか　 もちろん、コロッケの中にも納豆が入ってお
り、外はサクっと、中はしっとりホクホクで納豆の風味が
口の中に広がります　 実は、納豆って約 5,000 種類もあ
るといわれているんです　 その数多くの種類から、特徴の
違う納豆を料理によって変え、納豆のチカラを最大限に活
かすことができるように調理しています

納豆好きな方はもちろん、日々納豆の食べ方を工夫して
みたいとお考えの方、ぜひ足を運んでみてください★ホーム
ページに納豆のまめ知識や、調理する際の注意点など掲載
されていますので、あわせてご覧ください!

納豆チャーハンランチ
（サラダ・お味噌汁

付）

ホームページ

☎092-524-2710
福岡市中央区白金1-21-13 クレッセント薬院2階
https://www.nattouya.info/
営ランチ　 11：30～15：00（L.O. 14：30）
　ディナー 17：00～23：30（L.O. 23：00）
㉁月曜日（祝日の場合は翌日）

博多フードパーク　納豆家　粘ランド

スイーツにも納豆?!
納豆創作料理店

なんと!
納豆スイーツもあります!

見た目もかわいい、
人気No1カリカリ納豆コロッケ

以前のお店で、裏メニューで提供していた納豆料理がおいしい!と口コミで広がったことなどが
きっかけで、納豆専門店として「納豆家 粘ランド」をオープンすることとなりました。もともと納
豆が大好きで、料理に使用する納豆は「水戸納豆を使う」と決めていて、開業から20 年以上、
直送で取り寄せています。また、全国納豆鑑評会の審査員も務めており、数千種類の納豆を食
べ比べてきました。その経験をもとに、納豆の種類を厳選し、メニュー開発をすすめています。

こだわりは、種類はもちろんのこと、成分を守るために温度に気を付けたり、調理前にごま油
でコーティングを行うなど “料理に納豆を合わせるのではなく、納豆に料理を合わせる”ことで
す。納豆好きな方はもちろん、納豆が苦手な方にも一度はお試しいただきたいと思っております!
ぜひ、ご賞味ください!

YOKAMON

代表　赤木 陽介さん

（水
戸商工会議所公認

水戸
の納豆

アンバサダー第1号）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♪



中小企業のベストパートナー

新型コロナウイルス感染症
に関連する支援について

お知らせ

セーフティネット保証の認定を受けられた場合、
一般保証とは別枠の保証をご利用いただけます。

経営相談窓口の設置について

セーフティネット保証4号 : 
（100％保証）     

全国47都道府県が対象地域に指定されて
います。

セーフティネット保証5号 : 
（80％保証）

指定業種は経済産業省・中小企業庁HP
より、ご確認いただけます。

※審査により、保証をご利用いただけない場合がございます。

受付時間 午前９時～午後５時 平日 土・日・祝日

設置場所

保証統括部
（本所）

福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
☎092-415-2604 開設 開設

（電話のみ）

福岡地区

営業部
（本所）

福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
☎092-415-2601 開設 －

大濠支所 福岡市中央区黒門2番28号
☎092-734-5923 開設 －

※お近くの信用保証協会窓口でもご相談をお受けしております。

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

福岡県信用保証協会

〒
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