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団C－2020－12－S（2020年7月10日）G3933

貴社ご担当者名

貴社名

生命共済制度 1   加入を検討したい　 2   内容を聞きたい　 3   資料が欲しい

福岡商工会議所より会員の皆様へお知らせ

TEL

ご住所　〒

ご希望事項に○印をつけ、切り取らずにFAXにてご返送ください。

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

福岡商工会議所の「生命共済制度」は、低廉な掛金で
安心の保障が得られる、中小企業に適した弔慰金制度
としてお役立ていただけます。

※15歳～35歳（男性）の月額掛金例（2019年4月1日からの新掛金）
※掛金は、年齢、性別、口数により異なります。ご検討・ご契約にあたっては、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。

◎1年毎に収支計算を行い、剰余が生じた場合は配当金としてお支払いいたします。配当金はお支払時期の前年度決算等により決定しますので、将来お支
　払する配当金額は現時点では確定しておりません（収支計算の結果、配当金が0になる年度もありえます）。
◎この資料は、2020年6月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。

死亡保険金200万円の保障が・・・
（不慮の事故による死亡・高度障がいの場合。病気死亡は100万円）

2019年度配当率 50.13％

月々318円

女性

310円

385円

511円

750円

男性

344円

458円

717円

1,344円

契約年齢

36～40歳まで

46～50歳まで

56～60歳まで
66～70歳まで

※更新継続のみ

女性

269円

333円

447円

610円

男性

318円

387円

565円

979円

契約年齢

15～35歳まで

41～45歳まで

51～55歳まで

61～65歳まで

《掛金例》死亡保険金200万円（不慮の事故による死亡・高度障がいの場合。病気死亡は100万円）
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●福岡県信用保証協会…P12
●全国国民年金基金…P33

〈【同封】福商 折込チラシ〉
●GOOD UP FUKUOKA“グルメBOOK”
●劇団四季「コーラスライン」
●通年検診のご案内
●観光マッチング2021～観光de九州～

〈【同封】福商ビジネス情報便〉
●株式会社エムアールエフ
●福岡県中小企業再生支援協議会
●ユニオン株式会社
●株式会社琉球オフィスサービス
●福岡県事業引継ぎ支援センター
●株式会社共立メンテナンス
●福岡市環境局事業系ごみ減量推進課
●名宝商事株式会社
●株式会社シーエス・エコ
●株式会社ベルコム
●ワールドシェア株式会社
●公益財団法人福岡県雇用対策協会
●ラシン株式会社
●株式会社NTTネクシア（総務省受託事業）
●公益財団法人福岡県雇用対策協会
●株式会社トレンディアイム

漫画家

福博新景

アイランド アイのこと

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

「すてき、大っ好き！」
瞳はステージにくぎづけのまま唇にいった
唇もおいしいをごくんと飲みこんでいった
「ほんとにいいわ！なんでもある」
瞳はそれから声にはださずに
自分がどんなに魅せられたかを唇につたえた
唇もたくさんの美味しいを語りつづけた
かるい海のかおりが瞳と唇を
とめどなくおしゃべりにした

あたらしい島のこんどのあたらしいは
目にも口にも楽しいがいっぱいってこと
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〈もしもに備える〉
生命共済制度

〈お知らせ〉
観光商談会　観光マッチング2021

年末年始の貿易関係証明発給業務について

士業リレーションズ・アライアンス交流会

博多伝統芸能館イベント

福商優待サービス

福岡商工会議所の検定試験

ワンストップ海外展開推進協議会主催　オンラインセミナー
～現地から伝える～コロナ禍におけるASEAN諸国の概況について

福商イノベーションセミナー
～今、中小企業が取り組むべき“イノベーション”への挑戦～

～採用活動にお悩みがある皆様へ～
人材確保相談窓口

マル経資金

福岡商工会議所メールマガジン好評配信中

「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内

ご存知ですか？ 福岡商工会議所のIT支援

福岡商工会議所の無料経営相談窓口

福岡商工会議所　立体駐車場

福岡外食応援団  GOOD UP FUKUOKA オリジナル
“グルメBOOK”誕生!!

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
福岡商工会議所パソコン教室受講生募集

令和2年度  開講講座のご案内（2月開講講座）

福商eラーニング

令和2年度WEB版「福岡検定」

簿記検定試験対策講座
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〈福岡商工会議所の活動〉
FCCI NEWS 会議所の動き

〈役に立つ情報〉
パブリックインフォメーション

福岡の統計

〈ビジネスネットワーク〉
新規会員のご紹介

会員企業の商品・サービス紹介
“ホットニュース”

〈専門家に聞く〉
労務Q&A

法律Q&A

中小企業のセキュリティー対策
急増する「Emotet」

〈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

2626 福岡ソフトバンクホークス株式会社
インバウンド推進室室長　淵 郁子氏

ミライロしごと図鑑×FUKUOKA2020

0202福岡商工会議所新体制スタート
特集1

0606 SNSで福岡商工会議所からの情報をキャッチ！！
経営に役に立つ情報を発信しています

特集2

2626ミライロしごと図鑑×FUKUOKA20200202福岡商工会議所新体制スタート
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当所は11月13日、第614回常議員会、第228回臨
時議員総会、第615回常議員会をホテル日航福岡で開催。
役員の任期満了に伴う新役員の選任を行なった。会頭に藤
永憲一氏（㈱九電工  特別顧問）が再任された。副会頭には
川原正孝氏（㈱ふくや  代表取締役会長）が再任され、忍田
勉氏（㈱カンサイ  代表取締役会長）、眞鍋博俊氏（㈱博運
社  代表取締役会長）、谷川浩道氏（㈱西日本シティ銀行  
代表取締役頭取）、永江靜加氏（㈱インターナショナル エ

福岡商工会議所
新体制スタート

ア アカデミー  代表取締役会長）に4名が新たに選任され
た。また、監事には柴戸隆成氏（㈱福岡銀行  取締役会長
兼頭取）、倉富純男氏（西日本鉄道㈱  代表取締役社長執
行役員）、道永幸典氏（西部瓦斯㈱  代表取締役社長）の3
氏、専務理事には境正義氏がそれぞれ再任を決定したほ
か、常議員40人を選任した。（5ページを参照）

第615回常議員会では、荒巻優二氏に参与を再委嘱し、
理事・事務局長に猪野猛氏を選任した。 松本優三氏

安部泰宏氏

柴田暢雄氏退任にあたり、花束を贈呈された4名

榎本重孝氏

（左から）永江副会頭、眞鍋副会頭、川原副会頭、藤永会頭、忍田副会頭、谷川副会頭

副会頭退任
　11月13日の第228回臨時議員総会で、榎本重孝氏
（福岡地所㈱  取締役副会長）、安部泰宏氏（㈱アキラ水
産  取締役会長）、柴田暢雄氏（三友機器㈱  顧問）、松
本優三氏（㈱松本組  代表取締役社長）が退任された。

福岡商工会議所  会頭・副会頭  紹介（任期：令和2年11月14日～令和5年11月13日）

㈱九電工
特別顧問

会頭　藤永憲一
ふじなが けんいち

再任

昭和25年生まれ、福岡県出身。
昭和48年九州電力㈱入社、同社取締役常務
執行役員、㈱九電工代表取締役会長などを
経て令和2年より現任。平成29年より当所
副会頭、平成30年より会頭。京都大学卒。

㈱ふくや
代表取締役会長

副会頭　川原正孝
かわはら まさたか

再任

昭和25年生まれ、福岡県出身。
昭和54年㈱ふくや入社、代表取締役社長な
どを経て平成29 年より現任。平成28 年よ
り当所副会頭。甲南大学卒。

㈱博運社
代表取締役会長

副会頭　眞鍋博俊
まなべ ひろとし

昭和25年生まれ、福岡県出身。
昭和51年㈱博運社入社、代表取締役社長を
経て平成26年より現任。一橋大学卒。

㈱カンサイ
代表取締役会長

副会頭　忍田 勉
おしだ つとむ

昭和23年生まれ、奈良県出身。
昭和49年関西電業㈱（現 ㈱カンサイ）入社、
代表取締役社長を経て、平成29年より現
任。明治学院大学卒。

㈱インターナショナル エア アカデミー
代表取締役会長

副会頭　永江靜加
ながえ しずか

昭和29年生まれ、福岡県出身。
昭和59年㈱インターナショナル スチュワー
デスアカデミー設立（現㈱インターナショナル 
エア アカデミー）、代表取締役を経て、平成
29年より現任。ケインズ英語学院卒。

㈱西日本シティ銀行
代表取締役頭取

副会頭　谷川浩道
たにがわ ひろみち

昭和28年生まれ、福岡県出身。
昭和51年大蔵省入省、㈱西日本シティ銀行
副頭取を経て、平成26年より現任。東京大
学卒。

新任 新任

新任 新任

特 集
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役員名簿（任期：令和2年11月14日～令和5年11月13日）

会　　頭
副 会 頭

同
同
同
同

専務理事
常 議 員

同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

監　　事
同
同

理　　事
理事・事務局長

役 員 名
藤　永　憲　一
川　原　正　孝
忍　田　　　勉
眞　鍋　博　俊
谷　川　浩　道
永　江　靜　加
境　　　正　義
安　部　泰　宏
新　井　洋　子
石　坂　淳　子
稲　員　英一郎
上　田　一　壽
小　野　浩　司
金　井　昌　道
粥　川　昌　洋
河　野　孝　雄
川　端　　　淳
久木元　孝　行
古　賀　佳代子
兒　玉　　　直
後　藤　信　志
小早川　明　德
小　林　敏　郎
坂　野　義　政
坂　本　賢　治
髙　倉　力　矢
髙　橋　　　浩
田　中　隆　臣
田中丸　昌　宏
津　田　鶴太郎
筒　井　勝　美
徳　島　建　征
中　園　政　直
中　村　隆　輔
楢　木　　　隆
野　口　宣　夫
野　田　　　太
樋　口　元　信
久　野　正　人
福　田　俊　仁
正　木　計太郎
増　田　成　泰
松　山　孝　義
三　好　　　修
八　島　英　孝
柳　瀬　真　澄
山　口　　　進
柴　戸　隆　成
倉　富　純　男
道　永　幸　典
中　芝　督　人
猪　野　　　猛

氏　名
株式会社九電工
株式会社ふくや
株式会社カンサイ
株式会社博運社
株式会社西日本シティ銀行
株式会社インターナショナル エア アカデミー

株式会社アキラ水産
エントリーサービスプロモーション株式会社
株式会社ひよ子
稲員興産株式会社
株式会社ウエダ
株式会社ベスト電器
西部ガスエネルギー株式会社
株式会社極東フーズコーポレーション
株式会社福住
株式会社福岡魚市場
株式会社キューコーリース
宗像陸運株式会社
株式会社データ・マックス
日本タングステン株式会社
公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター
株式会社福岡ニット
松田都市開発株式会社
総合メディカル株式会社
福高観光開発株式会社
株式会社GSタカハシ
興和道路株式会社
玉屋リネンサービス株式会社
津田ホールディングス株式会社
英進館ホールディングス株式会社
株式会社トクスイコーポレーション
博多港ふ頭株式会社
中村工業株式会社
空研工業株式会社
株式会社お花の太陽
株式会社ファビルス
株式会社山口油屋福太郎
久野印刷株式会社
昭和鉄工株式会社
株式会社マルショウ
増田石油株式会社
松山建設株式会社
株式会社三好不動産
株式会社志賀設計
嘉穂無線ホールディングス株式会社
株式会社チヨダ
株式会社福岡銀行
西日本鉄道株式会社
西部瓦斯株式会社

特別顧問
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役頭取
代表取締役会長

取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
常務取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
理事長
代表取締役社長
相談役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
常務取締役
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
取締役会長
代表取締役
取締役会長兼頭取
代表取締役社長執行役員
代表取締役社長

議　員　名 役　職　名
藤永会頭 就任のあいさつ

部会長・副部会長名簿（任期：令和2年11月1日～令和5年10月31日）

食料・水産

建　　設

繊維ファッション

工　　業

エネルギー

運輸・港湾・貿易

部 会 名

川　端　　　淳
（株式会社福岡魚市場）

部会長名

徳　島　建　征
（株式会社トクスイコーポレーション）

城　戸　利　一
（福岡大同青果株式会社）

松　山　孝　義
（松山建設株式会社）

楢　木　　　隆
（空研工業株式会社）

田　中　隆　臣
（興和道路株式会社）

津　田　鶴太郎
（津田ホールディングス株式会社）

讃　井　勝　彦
（株式会社サヌイ織物）

金　古　嘉　喜
（福岡繊維卸協同組合）

福　田　俊　仁
（昭和鉄工株式会社）

久　野　正　人
（久野印刷株式会社）

後　藤　信　志
（日本タングステン株式会社）

増　田　成　泰
（増田石油株式会社）

金　井　昌　道
（西部ガスエネルギー株式会社）

中　園　政　直
（博多港ふ頭株式会社）

安　川　哲　史
（一般社団法人福岡市タクシー協会）

古　賀　佳代子
（宗像陸運株式会社）

副部会長名

卸売商業

小売商業

観光・飲食

理　　財

情報・文化・サービス

部 会 名

野　口　宣　夫
（株式会社お花の太陽）

部会長名

山　口　　　進
（株式会社チヨダ）

髙　橋　　　浩
（株式会社GSタカハシ）

小　野　浩　司
（株式会社ベスト電器）

正　木　計太郎
（株式会社マルショウ）

柳　瀬　真　澄
（嘉穂無線ホールディングス株式会社）

粥　川　昌　洋
（株式会社極東フーズコーポレーション）

髙　倉　力　矢
（福高観光開発株式会社）

上　田　一　壽
（株式会社ウエダ）

久木元　孝　行
（株式会社キューコーリース）

稲　員　英一郎
（稲員興産株式会社）

河　野　孝　雄
（株式会社福住）

新　井　洋　子
（エントリーサービスプロモーション株式会社）

田中丸　昌　宏
（玉屋リネンサービス株式会社）

筒　井　勝　美
（英進館ホールディングス株式会社）

副部会長名

第228回臨時議員総会で、会頭に選任されました。微力
ではありますが、2期目となる今後も、皆様の期待に応えら
れるよう努めてまいります。

今年2月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
社会経済を取り巻く環境が一変しました。インバウンドは消
失し、国内外の人の動きもストップし、さらに東京オリン
ピック・パラリンピックが延期され、地元でも「博多どんたく
港まつり」「博多祇園山笠」をはじめ、様々な行事が相次い
で中止となるなど、誰も経験したことがない未曾有の事態と
なりました。

新型コロナウイルス感染症が今後どれほどの影響をもたら
すのか、先行き不透明な状況に変わりありません。当面は
ウィズコロナの取り組みへの支援が急務です。会員の皆様
に寄り添う「伴走型」をモットーに、商工会議所として地域
事業者の皆様に何ができるのか、何をすべきかを必死に考
え、行動していかねばならないと思っております。

改めて商工会議所の原点を想起すると、「商工業の改善発
達と地域経済の発展に寄与する」という重要な使命に、身
が引き締まる思いです。

また当所におきましては、商工会議所の原点に加え、会
員企業約16,000の組織の重み、創立140年の歴史と伝統、

そして「日本一元気な街・福岡」の未来への継承という3つ
の責務を担っています。このことをしっかりと認識し、職責
を果たしてまいりたいと思います。

過去にない厳しい環境下で始まる2期目ですが、これまで
歴代の会頭・副会頭・議員と役員が築いてこられたこの福
岡商工会議所をしっかりと引き継ぎ、5名の副会頭、そして
会員・議員の皆様と力を合わせ、「会員とともに、市民とと
もに」福岡の発展のために全力を尽くしてまいります。
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役員名簿（任期：令和2年11月14日～令和5年11月13日）

会　　頭
副 会 頭

同
同
同
同

専務理事
常 議 員

同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

監　　事
同
同

理　　事
理事・事務局長

役 員 名
藤　永　憲　一
川　原　正　孝
忍　田　　　勉
眞　鍋　博　俊
谷　川　浩　道
永　江　靜　加
境　　　正　義
安　部　泰　宏
新　井　洋　子
石　坂　淳　子
稲　員　英一郎
上　田　一　壽
小　野　浩　司
金　井　昌　道
粥　川　昌　洋
河　野　孝　雄
川　端　　　淳
久木元　孝　行
古　賀　佳代子
兒　玉　　　直
後　藤　信　志
小早川　明　德
小　林　敏　郎
坂　野　義　政
坂　本　賢　治
髙　倉　力　矢
髙　橋　　　浩
田　中　隆　臣
田中丸　昌　宏
津　田　鶴太郎
筒　井　勝　美
徳　島　建　征
中　園　政　直
中　村　隆　輔
楢　木　　　隆
野　口　宣　夫
野　田　　　太
樋　口　元　信
久　野　正　人
福　田　俊　仁
正　木　計太郎
増　田　成　泰
松　山　孝　義
三　好　　　修
八　島　英　孝
柳　瀬　真　澄
山　口　　　進
柴　戸　隆　成
倉　富　純　男
道　永　幸　典
中　芝　督　人
猪　野　　　猛

氏　名
株式会社九電工
株式会社ふくや
株式会社カンサイ
株式会社博運社
株式会社西日本シティ銀行
株式会社インターナショナル エア アカデミー

株式会社アキラ水産
エントリーサービスプロモーション株式会社
株式会社ひよ子
稲員興産株式会社
株式会社ウエダ
株式会社ベスト電器
西部ガスエネルギー株式会社
株式会社極東フーズコーポレーション
株式会社福住
株式会社福岡魚市場
株式会社キューコーリース
宗像陸運株式会社
株式会社データ・マックス
日本タングステン株式会社
公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター
株式会社福岡ニット
松田都市開発株式会社
総合メディカル株式会社
福高観光開発株式会社
株式会社GSタカハシ
興和道路株式会社
玉屋リネンサービス株式会社
津田ホールディングス株式会社
英進館ホールディングス株式会社
株式会社トクスイコーポレーション
博多港ふ頭株式会社
中村工業株式会社
空研工業株式会社
株式会社お花の太陽
株式会社ファビルス
株式会社山口油屋福太郎
久野印刷株式会社
昭和鉄工株式会社
株式会社マルショウ
増田石油株式会社
松山建設株式会社
株式会社三好不動産
株式会社志賀設計
嘉穂無線ホールディングス株式会社
株式会社チヨダ
株式会社福岡銀行
西日本鉄道株式会社
西部瓦斯株式会社

特別顧問
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役頭取
代表取締役会長

取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
常務取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
理事長
代表取締役社長
相談役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
取締役会長
代表取締役社長
代表取締役社長
会長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
常務取締役
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
取締役会長
代表取締役
取締役会長兼頭取
代表取締役社長執行役員
代表取締役社長

議　員　名 役　職　名
藤永会頭 就任のあいさつ

部会長・副部会長名簿（任期：令和2年11月1日～令和5年10月31日）

食料・水産

建　　設

繊維ファッション

工　　業

エネルギー

運輸・港湾・貿易

部 会 名

川　端　　　淳
（株式会社福岡魚市場）

部会長名

徳　島　建　征
（株式会社トクスイコーポレーション）

城　戸　利　一
（福岡大同青果株式会社）

松　山　孝　義
（松山建設株式会社）

楢　木　　　隆
（空研工業株式会社）

田　中　隆　臣
（興和道路株式会社）

津　田　鶴太郎
（津田ホールディングス株式会社）

讃　井　勝　彦
（株式会社サヌイ織物）

金　古　嘉　喜
（福岡繊維卸協同組合）

福　田　俊　仁
（昭和鉄工株式会社）

久　野　正　人
（久野印刷株式会社）

後　藤　信　志
（日本タングステン株式会社）

増　田　成　泰
（増田石油株式会社）

金　井　昌　道
（西部ガスエネルギー株式会社）

中　園　政　直
（博多港ふ頭株式会社）

安　川　哲　史
（一般社団法人福岡市タクシー協会）

古　賀　佳代子
（宗像陸運株式会社）

副部会長名

卸売商業

小売商業

観光・飲食

理　　財

情報・文化・サービス

部 会 名

野　口　宣　夫
（株式会社お花の太陽）

部会長名

山　口　　　進
（株式会社チヨダ）

髙　橋　　　浩
（株式会社GSタカハシ）

小　野　浩　司
（株式会社ベスト電器）

正　木　計太郎
（株式会社マルショウ）

柳　瀬　真　澄
（嘉穂無線ホールディングス株式会社）

粥　川　昌　洋
（株式会社極東フーズコーポレーション）

髙　倉　力　矢
（福高観光開発株式会社）

上　田　一　壽
（株式会社ウエダ）

久木元　孝　行
（株式会社キューコーリース）

稲　員　英一郎
（稲員興産株式会社）

河　野　孝　雄
（株式会社福住）

新　井　洋　子
（エントリーサービスプロモーション株式会社）

田中丸　昌　宏
（玉屋リネンサービス株式会社）

筒　井　勝　美
（英進館ホールディングス株式会社）

副部会長名

第228回臨時議員総会で、会頭に選任されました。微力
ではありますが、2期目となる今後も、皆様の期待に応えら
れるよう努めてまいります。

今年2月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
社会経済を取り巻く環境が一変しました。インバウンドは消
失し、国内外の人の動きもストップし、さらに東京オリン
ピック・パラリンピックが延期され、地元でも「博多どんたく
港まつり」「博多祇園山笠」をはじめ、様々な行事が相次い
で中止となるなど、誰も経験したことがない未曾有の事態と
なりました。

新型コロナウイルス感染症が今後どれほどの影響をもたら
すのか、先行き不透明な状況に変わりありません。当面は
ウィズコロナの取り組みへの支援が急務です。会員の皆様
に寄り添う「伴走型」をモットーに、商工会議所として地域
事業者の皆様に何ができるのか、何をすべきかを必死に考
え、行動していかねばならないと思っております。

改めて商工会議所の原点を想起すると、「商工業の改善発
達と地域経済の発展に寄与する」という重要な使命に、身
が引き締まる思いです。

また当所におきましては、商工会議所の原点に加え、会
員企業約16,000の組織の重み、創立140年の歴史と伝統、

そして「日本一元気な街・福岡」の未来への継承という3つ
の責務を担っています。このことをしっかりと認識し、職責
を果たしてまいりたいと思います。

過去にない厳しい環境下で始まる2期目ですが、これまで
歴代の会頭・副会頭・議員と役員が築いてこられたこの福
岡商工会議所をしっかりと引き継ぎ、5名の副会頭、そして
会員・議員の皆様と力を合わせ、「会員とともに、市民とと
もに」福岡の発展のために全力を尽くしてまいります。
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ホームページ

SNSで福岡商工会議所からの情報をキャッチ!!
経営に役に立つ情報を発信しています

お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112　E-mail：fkkikaku@fukunet.or.jp

特 集 2
チャンネル登録＆
フォロー＆いいね
お願いします！

YouTube
よかぞうチャンネル

文字だけではお伝えしきれない情
報を、動画を通して発信しています。
ここでは、現在公開中の動画につい
てご紹介いたします。

よかぞうチャンネル
“分かりやすく、親しみやすく、役に立つ！”

当所では、経営に役立つ情報や当所の活動について、会報誌やホームぺージ、メールマガジンをはじめ各種SNSで発信しています。
今回は、新しい情報発信の取り組みとして、動画配信をはじめとする当所の公式SNSをご紹介します。

ぜひ登録して、当所からの情報をお受け取りいただき、当所事業や中小企業支援施策のご利用にお役立てください。

動画配信　福岡商工会議所公式チャンネル

公式SNS
ぜひフォローして、情報をキャッチしてください。

「いいね」を押して応援してください！

チャンネル登録

当所の新事業の紹介

当所は、コロナの影響を受け
ている福岡市内の飲食店を対
象 に「 福 岡 外食 応 援 団   
GOOD  UP  FUKUOKA」に
取り組んでいます。「よかぞう
チャンネル」では、事業の概
要、飲食店への参加登録の説
明、登録店ご利用の呼びかけ
などを動画で配信しています。
ぜひご覧ください。

利用ニーズの高い当所
事業・サービスの紹介
当所事業・サービスの中で、
会員入会のきっかけになった
事業やニーズの高い事業に
ついて、当所職員が説明し
ます。少しでも当所事業へ
の理解を深めていただき、
積極的にご活用いただけるよ
う分かりやすくご案内しています。

セミナーの動画配信

「Food EXPO Kyushu」関連
のセミナー動画を配信してい
ます。今年度はコロナの影響
で集客型のセミナーが開催で
きなかったため、オンライン
商談や今後のマーケティング
戦略などをテーマにオンライン
でセミナーを開催しました。
「よかぞうチャンネル」では、セミナーのアー
カイブ配信を行っています。
また、当所職員による“Zoom対談”でのバ
イヤーインタビューも配信中です。今後、第
2弾も公開予定です。

会報誌とのコラボ企画
商店街取材動画
会報誌で掲載している商店
街訪問記「トコロ商遊記」の
動画版の配信を9月からはじ
めました。商店街の取材の
様子を動画におさめ、1ペー
ジの紙面ではご紹介しきれ
ない内容を「よかぞうチャン
ネル」で紹介しています。特に今年はコロ
ナによって商店街恒例のイベントや祭りが
中止になっていますので、少しでも商店街
の「今」をお届けしようと取り組んでいます。
（投稿実績）9月号 元岡（西区）、10月号 御供所（博多区）、11月号 箱崎（東区）

チャンネル登録をして
 情報をキャッチ！

フェイスブックでは当所からの様々なお知らせ（中小企業支援施策、当所主催セミナー・研修、検定試験）や
募集告知、活動報告など総合的に発信しています。
そのほか、インスタグラム、ライン、ツィッターでも媒体の特徴にあわせた情報を随時発信しています。

福岡商工会議所 検索

メールマガジン

最新の情報は、当所ホームページの“新着”で
もチェック！！
また、毎月2回、当所事業の案内をまとめてお
届けする「メールメッセージ」を配信中。
メルマガ登録は右記コードからご覧ください。

動画コンテンツのご紹介

Instagram
＠fukuoka_cci

Facebook
＠fukuoka.cci

LINE
＠049xvemr

Twitter
＠fukuoka_cci

福岡商工会議所
の公式SNS

フォロー&いいね
！

よろしくお願いし
ます♪

いつの
間に . . .

知らな
かった . . .を

解決！！

今後、さらにコンテンツを充実してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして、投稿動画をご視聴ください。
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観光 de 九州

開催日時

申込締切

対象業種

会　場

2021年2月2日（火）・3日（水）

2021年1月4日（月）正午

宿泊施設、アミューズメント施設、運輸業者、土産品業者、飲食店、産業視察、
体験プログラム、街歩きなどの観光資源をお持ちの企業・団体  等

テーマ

（福岡市中央区天神1-16-1）

9:30～18:00
（１商談20分×14コマ）

西鉄イン福岡 2階大ホール

URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/
　　  event/schedule_detail.php?id=1231

お申し込み

観光商談会とは
“観光”をテーマとしたバイヤー着席型のBtoB商談会です。国内の旅行会社や、観光商材を取り
扱う各メディア媒体（Web、雑誌等）のバイヤーに対し、宿泊施設、レジャー施設、観光施設など
様々な観光産業に携わる事業者が、自社の商品・サービス・施設等を売り込むスタイルの商談
会です。今回は新型コロナウイルスの影響により増加が見込まれる“個人旅行”及び“九州周遊
の旅”をテーマに実施します。マイクロツーリズム等の新たな旅のカタチが注目を集める中、アフ
ターコロナに向けて顧客発掘、商品開発にご活用いただける絶好の場となります。

福岡商工会議所
福岡県商工会議所連合会、福岡県商工会連合会
九州運輸局、日本政府観光局、福岡県、福岡市、一般社団法人日本旅行業協会、
一般社団法人九州観光推進機構、九州商工会議所連合会、公益社団法人福岡県観光連盟、
公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー

お問い合わせ先

福岡商工会議所  地域振興部
☎ 092-441-1118
fkkankou@fukunet.or.jp

主 催
共 催
後 援
（予定）

熊本県 大分県

長崎県鹿児島県

HPより参加申込書をダウン
ロードし、必要事項を入力の上、
メールにてお申し込みください。

リアルとオンラインの
ハイブリッド商談会！

新型コロナウイルスの影響により来場
が難しいバイヤーが想定されるため、
今回新たな試みとしてオンラインを活
用し、リアルとオンラインのハイブリッド
による商談会を開催します。

新たなバイヤー層
（メディア媒体）を招聘！

今年度は国内を中心に送客を行う旅
行会社だけでなく、新たなバイヤーとし
て観光商材を取り扱う各メディア媒体
（Web、雑誌等）を招聘し、更にビジネ
スチャンスを拡げます。

自社の商品・サービス・施設等を
一度に売り込める！
関東・地元を中心と
する国内旅行会社や
観光商材を取り扱う
各メディア媒体と、
効率的に商談が可
能です。

予約制の商談会で効率的に
商談を進められる！
事前予約制の商談
会のため、効率的か
つ確実に商談が出来
ます。（1商談20分）

観光商談
会

セラー募集

開催にあたって
参加企業の皆さまの安全や
感染防止に関する対策を十
分に講じております。

NEW NEW

 個人旅行 　九州周遊の旅
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お問い合わせ／産業振興グループ（貿易証明担当）　TEL 092-441-1230　FAX 092-441-1149

年末年始の貿易関係証明発給業務について

12月28日（月） 16時まで
にお持ち込みください。

貿易関係証明 発給業務貿易関係証明 発給業務 第一種特定原産地証明 発給業務

年末年末

1月4日（月） 9時より
発給業務を開始します。※1

年始

12月28日（月） 17時に
業務を終了させていただきます。

年末

1月4日（月） 9時より
業務を開始します。※2

年始

※1　令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）はお休みです。
※2　令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）の間、発給システムは停止いたします。停止期間中、発給システムにはアクセスできません。

予めご了承ください。
　年内に、第一種特定原産地証明書の交付をご希望の場合は、12月23日（水）までに判定依頼を、12月25日（金）までに発給申請をお願
いいたします。なお、システムを通じて上記日時までに判定・発給依頼をいただいても、必要な書類の提出がない場合や、申請内容に不
備があった場合、年内の判定、発給ができません。

　いつも福岡商工会議所の貿易証明をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
　さて、当所の年末年始の貿易関係証明発給業務につきまして、ご案内申しあげます。各種貿易関係証明のご申請
に際しましては、ご留意いただきますようお願い申しあげます。

コロナウイルス感染防止の徹底について
安心・安全な環境で交流会にご参加いただくため、コロナウイル
ス感染症防止にご理解・ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ／会員サービス部　会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
 E-mail：fkkaiin＠fukunet.or.jp

12月18日（金）13:00～14:30

対面

日時

福岡ファッションビル8階Bホール
（福岡市博多区博多駅前2-10-19）

会場

●内容／「士業資格」を持つ会員同士の情報交換・交流会

●定員／30名（定員に達し次第、締め切ります。）※事前申込が必要です

●参加費／会員 2,000円、非会員 5,000円（税込/1人あたり）

　会議所サービス利用券がご利用できます！
●備考／◎参加者名簿を作成し、事前公開（12月16日（水）

予定）・当日配布いたします。
◎コロナウイルス感染症防止対策のため、当日は名刺
交換は実施いたしませんので、予めご了承ください。
※スマートフォンの名刺交換アプリ、写真での記録等については、相手
様の了承が得られた場合に限りご利用いただけますので、名刺はご
持参いただきますようお願い申しあげます。

●申込／当所HPよりお申込ください【12月15日（火）まで】
　　　　URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/

event/schedule_detail.php?id=1232

中小企業経営者の事業承継問題は、スムーズな経営者交代が行われなければ
廃業の道を辿り、技術・雇用の喪失に繋がる可能性がある差し迫った問題です
が、企業側の準備はそれほど進んでいません。本交流会では、 福岡県事業引継
ぎ支援センターと連携し、「事業引継ぎ支援センターの取り組み」の情報を共有
し、自所の顧客がかかえる課題を解決するヒントとするための知見を習得し、
支援のためのアライアンス先を発掘するきっかけを作ります。この機会にご参
加ください。

事業承継において士業に期待されている役割とは

士業リレーションズ・
アライアンス交流会

12月開催　中規模人数交流会「リレーションズ」
リアル交流会（対面式）

士業限定の交流会
弁護士・弁理士・中小企業診断士・税理士・公認会計
士・FP技能士・行政書士・司法書士・社会保険労務士・
不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士　等

情報交換・共有を通じて…
・「事業承継引継ぎ支援センター」の取り
組み状況を知り、顧客がかかえる課題
を解決するためのヒントとする

・多様化・変化するクライアントのニーズ
を捉え、顧客対応力向上を図る

・実務面で協力し合えるパートナーを発掘
し、ビジネスチャンスの拡大につなげる

①福岡県事業引継ぎ支援センターからの情報提供（ミニセミナー）
　テーマ：事業引継ぎ支援センターの取り組みと士業に期待されていること
　講　師：福岡県事業引継ぎ支援センター　統括責任者　奥山慎次 氏
②参加者同士の交流会
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10.26

各ブースで企業担当者と学生が活発に情報交換

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

筑紫女学園大学内
「会社合同説明会」
当所は10月26日、筑紫女学園大学と

共催で対面式による「会社合同説明会」を

同学内で開催。20社、学生42名が参加。

本説明会は、開催日時点で「就職活動

を続けている学生」と「採用活動を継続中

の企業」とのマッチングの機会を創出する

ために実施。

会場では企業担当者からの説明を学生

が熱心に聞き入る姿が見られ、参加企業か

らは、「学生がしっかり話を聞き、積極的

に質問があったので良かった」「多くの学生

と接点を持てて良かった」等の声があった。

10.3、4、18、24、25

オンラインでプレゼンテーションを行う受講者

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

起業塾

令和2年度第1回福岡起業塾
当所は10月3日、4日、18日、24日、

25日の5日間にわたり、福岡起業塾を開

催。今回は初のオンラインで実施。概ね1

年以内に起業を目指す起業家等13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・開業ノウハウを分かり

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、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創業者

の課題に応じ、伴走して支援を行ってい

く。

10.12、22

実際にZoomの操作方法を説明する瀧内氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

IT支援 10.26ビジクラ 11.24ビジクラ

コロナ禍を乗り切るための
『Zoom』活用セミナー
当所は、コロナ禍により対面・接触へ

の制限を余儀なくされている中小企業を

対象に、10月12日、10月22日の2回に

分け、㈱セブンアイズ  代表取締役  瀧内

賢氏を講師に迎え、オンライン会議シス

テム“Zoom”の操作や活用方法に関するセ

ミナーを開催。のべ29名が参加した。

参加者からは、「コロナ禍での“Zoom”活

用等新しい取り組みの必要性や具体的な

利活用方法など参考になった」などの声が

あった。

11.18

オンライン上で他社の事例に耳を傾ける参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

オンライン交流会
「総務・人事交流会」を開催
当所は11月18日、「コロナ禍における人

事評価・モチベーションアップの進め方」

をテーマとした交流会をオンラインで開催

し、7名が参加した。

当日は㈱タナベ経営小林宏輝氏を講師

に招きミニ基調講演を行った。その後、グ

ループごとに「モチベーションアップにつな

がる指導方法」などについて情報共有・意

見交換が行われた。

参加者からは「他社の置かれている現状

を聞くことができた」などの声があった。

各種制度の説明を聞く参加者たち

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部10月例会
福商ビジネス倶楽部は10月26日、10

月例会を開催。「専門家に一番多かった相

談事。この機会に話します。相談のりま

す。」をテーマにオンラインで初めて開催

し、30名が参加した。

例会では、社会保険労務士をはじめ中

小企業診断士、旅行会社、当所の職員

から各種補助金、Go Toトラベルキャン

ペーンなどの制度について説明があった。

また、例会後は参加者による交流会を開

催した。参加者からは「有益な情報を短

時間で得ることができた」などの声があっ

た。

11.2

小川県知事に要望書を提出する藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福商連

福岡県商工会議所連合会　福岡
県・福岡県議会への要望活動
福岡県商工会議所連合会（会長＝当

所・藤永会頭）は11月2日、『福岡県の中

小企業・小規模事業者対策に対する提

言・要望』を小川洋県知事、吉松源昭県

議会議長に提出した。

小川知事は「コロナ対策と令和2年7月

豪雨からの復旧・復興は大きな課題と考

えている。引き続き、商工会議所と力を

あわせ、地域の商工業者に寄り添った支

援をしていく」と応じた。

11.9

熱心に情報交換を行う参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

高等学校と企業との就職情報
交換会
当所は11月9日、福岡県産業教育振

興会と共催で対面式による「高等学校と

企業との就職情報交換会」を開催。41

校、72社が参加。

本事業は、高等学校卒の新卒採用を

検討している地元企業と高等学校との人

脈拡大や情報交換の場を提供することを

目的に、昨年に引き続き実施した。

企業側・学校側ともに参加者からは

「コロナ禍での現状を知ることができ、参

考になった」との声が聞かれた。

11月例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部11月例会
福商ビジネス倶楽部は11月24日、11月

例会を開催。コロナ禍での企業の成功事

例の共有を目的に「コロナは向い風邪か？

追い風か？」をテーマにオンライン・オフ

ラインで同時開催し、25名が参加した。

保険会社、文具店、アウトドアブラン

ド会社、3名の発表者により、コロナ禍

での新しい取り組みや、売上増加の手

法、オンライン営業に転換したメリット・

デメリット等について発表が行われた。参

加者からは「SNSの有効な活用方法など

が勉強になった」等の声があった。

10.29

少人数の班ごとにまとめたアイデア例

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

商店街支援

西新みらいプロジェクト第1回
当所と西新発展協議会は、西新地域な

らではの将来像を描き、実現に向けた計

画を策定する場として『西新みらいプロ

ジェクト』を立ち上げ、10月29日に第1

回会合を開催した（全4回予定）。

当日は、西新内外の事業者や地域住

民、支援機関など多様な立場の32名が

参加し、地域の課題や解決策などについ

て協議。商店街店主による体験型学習を

提供する『商店街大学』などのアイデアが

出された。次回はアイデアのブラッシュ

アップを実施予定。

「65歳超雇用推進助成金」の
ご案内

高齢者が意欲と能力がある限り年齢
に関わりなくいきいきと働ける社会を構
築していくために、3つのコースで事業
主の皆様の活動を支援します。

▲

65歳超継続雇用促進コース▲

高年齢者評価制度等雇用管理改善
コース▲

高年齢者無期雇用転換コース

詳細はホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】
独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
福岡支部  高齢・障害者業務課
TEL 092-718-1310
FAX 092-718-1314

最低賃金改定のお知らせ

福岡県の最低賃金が次のとおり改定
されています。

最低賃金引上げには「業務改善助成
金」をご活用ください。
【お問い合わせ】
福岡労働局労働基準部
賃金室
TEL 092-411-4578
FAX 092-411-4875

祭り伝統文化を応援する寄付メ
ニューの新設！！

今年度リニューアルされた返礼品の
135品の中から、福岡の名産や伝統工
芸品がお選びいただけます！

▲

申込方法

詳細はホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】
経済観光文化局 まつり
振興課
TEL 092-711-4359
FAX 092-711-4354

【申し込み】ポータルサイト（「ふるさとチョ
イス」または「ふるぽ」）から、当寄付メ
ニューを選択してください。
【決済方法】①郵便局 ②銀行 ③クレジット
カード  ④コンビニエンスストア  ⑤
AmazonPay ⑥携帯キャリア決済 ⑦ペイ
ジー（ATM支払い） ⑧ペイパル ⑨ネットバ
ンキング支払い ⑩メルペイ

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

※寄付金は、伝統行事の運営支援や安全対策などに
　充てます

※12月以降のIT支援セミナーは28ページでご紹介しています。

雇う上でも、働く上でも最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

1時間

842円

1時間

976円

927円

941円

944円※

889円※

  地域別最低賃金

福岡県最低賃金

　特定最低賃金

自動車（新車）小売業

輸送用機械器具製造業

百貨店、総合スーパー

効力発生日

令和2年10月1日

効力発生日

令和元年12月10日
※金額改定

されていません

製鉄業、製鋼・製鋼圧延
業、鋼材製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

令和2年
12月10日

10 2020  DECEMBER  ︱ 福岡商工会議所 NEWS



FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

10.26

各ブースで企業担当者と学生が活発に情報交換

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

筑紫女学園大学内
「会社合同説明会」
当所は10月26日、筑紫女学園大学と

共催で対面式による「会社合同説明会」を

同学内で開催。20社、学生42名が参加。

本説明会は、開催日時点で「就職活動

を続けている学生」と「採用活動を継続中

の企業」とのマッチングの機会を創出する

ために実施。

会場では企業担当者からの説明を学生

が熱心に聞き入る姿が見られ、参加企業か

らは、「学生がしっかり話を聞き、積極的

に質問があったので良かった」「多くの学生

と接点を持てて良かった」等の声があった。

10.3、4、18、24、25

オンラインでプレゼンテーションを行う受講者

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

起業塾

令和2年度第1回福岡起業塾
当所は10月3日、4日、18日、24日、

25日の5日間にわたり、福岡起業塾を開

催。今回は初のオンラインで実施。概ね1

年以内に起業を目指す起業家等13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・開業ノウハウを分かり

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、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創業者

の課題に応じ、伴走して支援を行ってい

く。

10.12、22

実際にZoomの操作方法を説明する瀧内氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-2170

IT支援 10.26ビジクラ 11.24ビジクラ

コロナ禍を乗り切るための
『Zoom』活用セミナー
当所は、コロナ禍により対面・接触へ

の制限を余儀なくされている中小企業を

対象に、10月12日、10月22日の2回に

分け、㈱セブンアイズ  代表取締役  瀧内

賢氏を講師に迎え、オンライン会議シス

テム“Zoom”の操作や活用方法に関するセ

ミナーを開催。のべ29名が参加した。

参加者からは、「コロナ禍での“Zoom”活

用等新しい取り組みの必要性や具体的な

利活用方法など参考になった」などの声が

あった。

11.18

オンライン上で他社の事例に耳を傾ける参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

オンライン交流会
「総務・人事交流会」を開催
当所は11月18日、「コロナ禍における人

事評価・モチベーションアップの進め方」

をテーマとした交流会をオンラインで開催

し、7名が参加した。

当日は㈱タナベ経営小林宏輝氏を講師

に招きミニ基調講演を行った。その後、グ

ループごとに「モチベーションアップにつな

がる指導方法」などについて情報共有・意

見交換が行われた。

参加者からは「他社の置かれている現状

を聞くことができた」などの声があった。

各種制度の説明を聞く参加者たち

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部10月例会
福商ビジネス倶楽部は10月26日、10

月例会を開催。「専門家に一番多かった相

談事。この機会に話します。相談のりま

す。」をテーマにオンラインで初めて開催

し、30名が参加した。

例会では、社会保険労務士をはじめ中

小企業診断士、旅行会社、当所の職員

から各種補助金、Go Toトラベルキャン

ペーンなどの制度について説明があった。

また、例会後は参加者による交流会を開

催した。参加者からは「有益な情報を短

時間で得ることができた」などの声があっ

た。

11.2

小川県知事に要望書を提出する藤永会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福商連

福岡県商工会議所連合会　福岡
県・福岡県議会への要望活動
福岡県商工会議所連合会（会長＝当

所・藤永会頭）は11月2日、『福岡県の中

小企業・小規模事業者対策に対する提

言・要望』を小川洋県知事、吉松源昭県

議会議長に提出した。

小川知事は「コロナ対策と令和2年7月

豪雨からの復旧・復興は大きな課題と考

えている。引き続き、商工会議所と力を

あわせ、地域の商工業者に寄り添った支

援をしていく」と応じた。

11.9

熱心に情報交換を行う参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

雇用支援

高等学校と企業との就職情報
交換会
当所は11月9日、福岡県産業教育振

興会と共催で対面式による「高等学校と

企業との就職情報交換会」を開催。41

校、72社が参加。

本事業は、高等学校卒の新卒採用を

検討している地元企業と高等学校との人

脈拡大や情報交換の場を提供することを

目的に、昨年に引き続き実施した。

企業側・学校側ともに参加者からは

「コロナ禍での現状を知ることができ、参

考になった」との声が聞かれた。

11月例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部11月例会
福商ビジネス倶楽部は11月24日、11月

例会を開催。コロナ禍での企業の成功事

例の共有を目的に「コロナは向い風邪か？

追い風か？」をテーマにオンライン・オフ

ラインで同時開催し、25名が参加した。

保険会社、文具店、アウトドアブラン

ド会社、3名の発表者により、コロナ禍

での新しい取り組みや、売上増加の手

法、オンライン営業に転換したメリット・

デメリット等について発表が行われた。参

加者からは「SNSの有効な活用方法など

が勉強になった」等の声があった。

10.29

少人数の班ごとにまとめたアイデア例

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

商店街支援

西新みらいプロジェクト第1回
当所と西新発展協議会は、西新地域な

らではの将来像を描き、実現に向けた計

画を策定する場として『西新みらいプロ

ジェクト』を立ち上げ、10月29日に第1

回会合を開催した（全4回予定）。

当日は、西新内外の事業者や地域住

民、支援機関など多様な立場の32名が

参加し、地域の課題や解決策などについ

て協議。商店街店主による体験型学習を

提供する『商店街大学』などのアイデアが

出された。次回はアイデアのブラッシュ

アップを実施予定。

「65歳超雇用推進助成金」の
ご案内

高齢者が意欲と能力がある限り年齢
に関わりなくいきいきと働ける社会を構
築していくために、3つのコースで事業
主の皆様の活動を支援します。

▲

65歳超継続雇用促進コース▲

高年齢者評価制度等雇用管理改善
コース▲

高年齢者無期雇用転換コース

詳細はホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】
独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
福岡支部  高齢・障害者業務課
TEL 092-718-1310
FAX 092-718-1314

最低賃金改定のお知らせ

福岡県の最低賃金が次のとおり改定
されています。

最低賃金引上げには「業務改善助成
金」をご活用ください。
【お問い合わせ】
福岡労働局労働基準部
賃金室
TEL 092-411-4578
FAX 092-411-4875

祭り伝統文化を応援する寄付メ
ニューの新設！！

今年度リニューアルされた返礼品の
135品の中から、福岡の名産や伝統工
芸品がお選びいただけます！

▲

申込方法

詳細はホームページをご覧ください。

【お問い合わせ】
経済観光文化局 まつり
振興課
TEL 092-711-4359
FAX 092-711-4354

【申し込み】ポータルサイト（「ふるさとチョ
イス」または「ふるぽ」）から、当寄付メ
ニューを選択してください。
【決済方法】①郵便局 ②銀行 ③クレジット
カード  ④コンビニエンスストア  ⑤
AmazonPay ⑥携帯キャリア決済 ⑦ペイ
ジー（ATM支払い） ⑧ペイパル ⑨ネットバ
ンキング支払い ⑩メルペイ

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

※寄付金は、伝統行事の運営支援や安全対策などに
　充てます

※12月以降のIT支援セミナーは28ページでご紹介しています。

雇う上でも、働く上でも最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

1時間

842円

1時間

976円

927円

941円

944円※

889円※

  地域別最低賃金

福岡県最低賃金

　特定最低賃金

自動車（新車）小売業

輸送用機械器具製造業

百貨店、総合スーパー

効力発生日

令和2年10月1日

効力発生日

令和元年12月10日
※金額改定

されていません

製鉄業、製鋼・製鋼圧延
業、鋼材製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

令和2年
12月10日
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博多伝統芸能館　公演再開‼
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、感染予防の取り組みを実
施しながら、公演を再開しておりま
す！博多芸妓の唄や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊
びまで体験していただけます!!
●日時＝令和3年1月14日（木）16:00～16:50、
1月23日（土）13:00～13:50、2月10日（水）
16:00～16:50、2月27日（土）13:00～13:50、3
月11日（木）16:00～16:50、3月27日（土）13:00
～13:50●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15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）
※当館にて実施する感染対策の詳細については、QRコードよりご確認ください。
※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。

劇団四季  ミュージカル『コーラスライン』
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】9,900円
→8,910円、【S席良席ペアシートプラン】各公演2
名1組限定で良席ペアシートを設定しております。
●対象日程＝令和3年1月30日（土）～2月11日
（木・祝）●申込締切＝ご希望公演日の2週間前ま
で●場所＝キャナルシティ劇場●申込方法＝当所
HPまたはFAXにてお申し込み。
※2歳以下入場不可。

劇団四季  ミュージカル『マンマ・ミーア！』
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】11,000円
→9,900円●対象日程＝10月1日(木)～令和3
年1月3日(日)※ウィークデー特別料金設定日は
対象外●申込締切＝ご希望公演日の2週間前まで
●場所＝キャナルシティ劇場●申込方法＝当所HP
またはＦＡＸにてお申し込み。
※2歳以下入場不可。

第221回　1～6級
そろばん（珠算）検定

-------------------------------------------------------
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21日
（月）～12月23日（水）●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87回　1～3級
リテールマーケティング
（販売士）検定

-------------------------------------------------------
「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＝令和3年
1月7日（木）～1月19日（火）●受験料＝1級 
7,850円、2級 5,770円、3級 4,200円

第157回　1～3級
日商簿記検定

-------------------------------------------------------
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＝〈ネット〉令和3年1月15日（金）～1
月21日（木）、〈書店〉令和3年1月15日（金）～1
月18日（月）●受験料＝1級 7,850円、2級 4,720
円、3級 2,850円
◎検定対策講座あり

第28回　1～3級
ビジネス会計検定

-------------------------------------------------------
財務諸表に関する分析力を問うもので、数値を理
解し企業状況を把握することにより、ビジネスに

役立てていくことに重点をおいた検定です。
●申込期間＝令和3年1月25日（月）～2月5日
（金）●受験料＝1級 11,000円、2級 6,600円、3
級 4,400円
※申込期間は決済方法によって異なります。HPを
ご確認ください。

第30回　Ⅱ種・Ⅲ種
メンタルヘルス・マネジ
メント検定

-------------------------------------------------------
現代社会において、心の不調による休職や離職は
増加傾向にあります。自社の役割に応じて、必要
なメンタルヘルスケアに関する知識や対処法を習
得します。●申込期間＝令和3年2月1日（月）～2
月12日（金）●受験料＝Ⅱ種 6,600円、Ⅲ種 4,400
円
◎検定対策講座あり（2021年2月予定）
※申込期間は決済方法によって異なります。HPを
ご確認ください。

初級・中級・上級
令和2年度WEB版
「福岡検定」

-------------------------------------------------------
福岡市の魅力をより広く、より深く知ることで「福
岡通」になっていただき、福岡を訪れる方々に「お
もてなしの心」で接する基礎知識を身につけていた
だくことを目的とした「福岡検定」。平成25年度か
ら続く今年度は、これまで以上に広域的に福岡市
の魅力を発信すると同時に、新型コロナウイルス
感染拡大防止を図るため、WEB試験により開催
します。●申込期間＝12月1日（火）～令和3年2
月9日（火）●受験料＝初級 2,600円（中学生以下
1,600円）、中級 3,600円、上級 5,700円【団体
割引】初級 2,000円、中級 2,800円、上級 4,500
円
◎福岡検定に関するお問い合わせ先
　「福岡検定」実行委員会　TEL 092-711-4353

撮影：下坂敦俊

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。

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。

試
験
日
2/14
（日）

試
験
日
3/21
（日）

試
験
日
2/17
（水）

試
験
日
2/28
（日）

試
験
日
3/14
（日）

試
験
日
2/14
（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。

お客様相談
フリーダイヤル https://www.fukuoka-cgc.or.jp/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

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

中小企業のベストパートナー

新型コロナウイルス感染症対応資金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・
小規模事業者の皆さまに対して3年間実質無利子・無担保、

当初保証料ゼロの資金繰り支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に関する電話経営相談窓口を設置しています。
電話相談窓口：（０９２）４１５－２６０４　（平日午前 9 時～午後 5時）
最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

4,000万円以内

市町村から以下のいずれかの認定を受けた方
①セーフティネット保証4号（売上高20％以上減少）
②セーフティネット保証5号（売上高5％以上減少）
③危機関連保証（売上高15％以上減少）

10年以内（据置期間5年以内）

1.3％（一部対象者を除き、貸付から3年間は実質ゼロ）

事業者負担ゼロ（一部対象者は1/2負担）

融資限度額

融資対象者

融資期間

融資利率

信用保証料（当初）
※令和2年12 月末までに保証協会にて受付する必要があります。 （令和2年11月1日現在）
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博多伝統芸能館　公演再開‼
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、感染予防の取り組みを実
施しながら、公演を再開しておりま
す！博多芸妓の唄や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊
びまで体験していただけます!!
●日時＝令和3年1月14日（木）16:00～16:50、
1月23日（土）13:00～13:50、2月10日（水）
16:00～16:50、2月27日（土）13:00～13:50、3
月11日（木）16:00～16:50、3月27日（土）13:00
～13:50●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15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）
※当館にて実施する感染対策の詳細については、QRコードよりご確認ください。
※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。

劇団四季  ミュージカル『コーラスライン』
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】9,900円
→8,910円、【S席良席ペアシートプラン】各公演2
名1組限定で良席ペアシートを設定しております。
●対象日程＝令和3年1月30日（土）～2月11日
（木・祝）●申込締切＝ご希望公演日の2週間前ま
で●場所＝キャナルシティ劇場●申込方法＝当所
HPまたはFAXにてお申し込み。
※2歳以下入場不可。

劇団四季  ミュージカル『マンマ・ミーア！』
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】11,000円
→9,900円●対象日程＝10月1日(木)～令和3
年1月3日(日)※ウィークデー特別料金設定日は
対象外●申込締切＝ご希望公演日の2週間前まで
●場所＝キャナルシティ劇場●申込方法＝当所HP
またはＦＡＸにてお申し込み。
※2歳以下入場不可。

第221回　1～6級
そろばん（珠算）検定

-------------------------------------------------------
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21日
（月）～12月23日（水）●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87回　1～3級
リテールマーケティング
（販売士）検定

-------------------------------------------------------
「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＝令和3年
1月7日（木）～1月19日（火）●受験料＝1級 
7,850円、2級 5,770円、3級 4,200円

第157回　1～3級
日商簿記検定

-------------------------------------------------------
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＝〈ネット〉令和3年1月15日（金）～1
月21日（木）、〈書店〉令和3年1月15日（金）～1
月18日（月）●受験料＝1級 7,850円、2級 4,720
円、3級 2,850円
◎検定対策講座あり

第28回　1～3級
ビジネス会計検定

-------------------------------------------------------
財務諸表に関する分析力を問うもので、数値を理
解し企業状況を把握することにより、ビジネスに

役立てていくことに重点をおいた検定です。
●申込期間＝令和3年1月25日（月）～2月5日
（金）●受験料＝1級 11,000円、2級 6,600円、3
級 4,400円
※申込期間は決済方法によって異なります。HPを
ご確認ください。

第30回　Ⅱ種・Ⅲ種
メンタルヘルス・マネジ
メント検定

-------------------------------------------------------
現代社会において、心の不調による休職や離職は
増加傾向にあります。自社の役割に応じて、必要
なメンタルヘルスケアに関する知識や対処法を習
得します。●申込期間＝令和3年2月1日（月）～2
月12日（金）●受験料＝Ⅱ種 6,600円、Ⅲ種 4,400
円
◎検定対策講座あり（2021年2月予定）
※申込期間は決済方法によって異なります。HPを
ご確認ください。

初級・中級・上級
令和2年度WEB版
「福岡検定」

-------------------------------------------------------
福岡市の魅力をより広く、より深く知ることで「福
岡通」になっていただき、福岡を訪れる方々に「お
もてなしの心」で接する基礎知識を身につけていた
だくことを目的とした「福岡検定」。平成25年度か
ら続く今年度は、これまで以上に広域的に福岡市
の魅力を発信すると同時に、新型コロナウイルス
感染拡大防止を図るため、WEB試験により開催
します。●申込期間＝12月1日（火）～令和3年2
月9日（火）●受験料＝初級 2,600円（中学生以下
1,600円）、中級 3,600円、上級 5,700円【団体
割引】初級 2,000円、中級 2,800円、上級 4,500
円
◎福岡検定に関するお問い合わせ先
　「福岡検定」実行委員会　TEL 092-711-4353

撮影：下坂敦俊

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。

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。

試
験
日
2/14
（日）

試
験
日
3/21
（日）

試
験
日
2/17
（水）

試
験
日
2/28
（日）

試
験
日
3/14
（日）

試
験
日
2/14
（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。

お客様相談
フリーダイヤル https://www.fukuoka-cgc.or.jp/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

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

中小企業のベストパートナー

新型コロナウイルス感染症対応資金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・
小規模事業者の皆さまに対して3年間実質無利子・無担保、

当初保証料ゼロの資金繰り支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に関する電話経営相談窓口を設置しています。
電話相談窓口：（０９２）４１５－２６０４　（平日午前 9 時～午後 5時）
最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

4,000万円以内

市町村から以下のいずれかの認定を受けた方
①セーフティネット保証4号（売上高20％以上減少）
②セーフティネット保証5号（売上高5％以上減少）
③危機関連保証（売上高15％以上減少）

10年以内（据置期間5年以内）

1.3％（一部対象者を除き、貸付から3年間は実質ゼロ）

事業者負担ゼロ（一部対象者は1/2負担）

融資限度額

融資対象者

融資期間

融資利率

信用保証料（当初）
※令和2年12 月末までに保証協会にて受付する必要があります。 （令和2年11月1日現在）

PR
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お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

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

ワンストップ海外展開推進協議会主催　オンラインセミナー
アーカイブ
視聴のご案内

コロナ禍で日々変動していく海外の現地情報をタイムリーに伝えるべく、
人やモノの動き、渡航情報、日本企業の動向等を
オンラインを通して2日間発信いたしました。
（対象国：タイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー）
海外の現地情報にご興味ある方は是非ご視聴ください。
※視聴期限：12月28日（月）17:00
登壇者 ミャンマー JETRO
 ベトナム JETRO　ハノイ事務所
 マレーシア マレーシア日本人商工会議所
 タイ HS-TECH ENGINEERING Co., Ltd.

海外投資アドバイザー  山岡 寛和 氏
Research Director    庄   浩充 氏

上席調整責任者  北栄 和弥 氏
代表  橋本 真也 氏

⬆視聴はコチラから

～現地から伝える～
コロナ禍におけるASEAN諸国の
　　　　　　　　　  概況について

オンライン
（ZOOM）
参加費無料

福商イノベーションセミナー福商イノベーションセミナー
～今、中小企業が取り組むべき“イノベーション”への挑戦～

⬆終了分の
アーカイブは
Youtubeにて
視聴可能です

⬆申込は
こちらから

近年、企業を取り巻く環境は急速に変化しており、中小企業はあらたな価値を生み出す「イノベーション」の
創出が求められています。
本セミナーでは今後予測不能な時代でのイノベーションの必要性やその取り組みについて6名の講師の方々
をお迎えし説明していただきます。

中小企業がイノベーションを起こす時に
必要なリーダーシップと多様性

2020年12/15（火）
　　　13:30～15:15
Allies Connect
代表  東  由紀 氏

With/Afterコロナ時代の中小企業に
イノベーションが必要な理由

With/Afterコロナ時代の中小企業に
イノベーションが必要な理由

2020年12/11（金）
　　　15:00～16:45

大橋運輸株式会社
代表取締役社長  鍋嶋 洋行 氏

2020年11/17（火）
九州大学
ロバート・ファン／
アントレプレナーシップ・
センター長  高田  仁 氏
➡終了しました。

2020年11/25（水）
早稲田大学
ビジネススクール
准教授  牧  兼充 氏
➡終了しました。

⬆ホームページ

福岡地域戦略推進協議会
（FDC）
事務局長  石丸 修平 氏

写真：川本聖哉

2020年12/9（水）
九州大学大学院
芸術工学研究院
デザインストラテジー部門
教授  平井 康之 氏
➡終了しました。

中小企業がイノベーションを起こす時に
必要なデザインシンキング

➡
ア
ー
カ
イ
ブ
視
聴
可
能

➡
申
込
受
付
中

※令和3年1月の第1金曜日分については、13日に振り替え開設いたします。

◎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

相談無料 秘密厳守

ご予約TEL092-441-2169

“1時間で採用の仕方が変わる”

人材確保に
お困りでは
ありませんか？

【専門家プロフィール】

株式会社就面　代表取締役　松田 剛次氏
《略歴》大手飲料メーカーにおける営業を経た後、（株）リクルートに
て求人広告営業に従事。その間、大学向け就活講座および就職相
談業務、訓練校（社会人対象）向け社員研修などの講師経験も経
て、2011年8月、 （株）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。

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

窓口
開設日

福岡商工会議所 2階場所

●内容／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。

●利用方法／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。

「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。

人材確保
相談窓口

～採用活動にお悩みがある皆様へ～

お問い合わせ／経営相談部　商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

オンラインでのご相談も可
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※令和3年1月の第1金曜日分については、13日に振り替え開設いたします。

◎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

相談無料 秘密厳守

ご予約TEL092-441-2169

“1時間で採用の仕方が変わる”

人材確保に
お困りでは
ありませんか？

【専門家プロフィール】

株式会社就面　代表取締役　松田 剛次氏
《略歴》大手飲料メーカーにおける営業を経た後、（株）リクルートに
て求人広告営業に従事。その間、大学向け就活講座および就職相
談業務、訓練校（社会人対象）向け社員研修などの講師経験も経
て、2011年8月、 （株）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。

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

窓口
開設日

福岡商工会議所 2階場所

●内容／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。

●利用方法／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。

「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。

人材確保
相談窓口

～採用活動にお悩みがある皆様へ～

お問い合わせ／経営相談部　商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

オンラインでのご相談も可

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。

（2020年4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

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。
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東
区

博
多
区

飲食店営業

イベントレンタル業（医療と国際会議）機械貸し出しオペレーション

肉の卸売

不動産の管理及び経営業

エステサロン、卸販売

飲食店

障がい児通所支援

整体業

美容用品、美容器具・機器の販売

飲食業

美容業

天ぷら専門店

健康食品の製造販売

工芸品及び古美術品の販売

建築金物全般、工事

飲食店

専門サービス業

介護事業

生命保険及び損害保険代理店

自動車整備・板金・塗装・販売

留学生の支援業務

飲食業

ぢどり料理専門居酒屋

ゲームセンター

インドの布加工品輸入販売

飲食の提供

飲食店

建築業

旬の鮮魚と炙りの創作居食屋

Zoomを使用し製薬会社様のセミナーをサポートしています

食肉卸専門、お肉のプロが選んだ安全安心美味しいお肉を届けます

老人施設の入居が高額で難しく、入居にお困りの方はご相談ください

美しさを体内外から集中ケア、美ボディーメイクを取り戻すサロン

お洒落で開放的な南国的空間。沖縄料理、エスニック料理等やってます

障がいを持った子どもたちの成長と自立の手助けをします

商工会議所の隣！自律神経の不調でお悩みの方にお勧めの整体です

美容商品や健康商品のことなら何でもご相談ください

お気軽にどうぞ。立飲み居酒屋です！

疲れた頭と体を癒す、癒しのヘッドスパをどうぞご利用ください

博多座、東隣に位置する天ぷら専門店です

桑の葉から抽出した葉緑素。免疫力アップ

高価買取、古美術何でもお声かけください

金物工事事業はお任せください！多肉植物も取り扱っています

卸直営ならではの新鮮なホルモンを提供します

長年の銀行業務と企業の経営経験を活かし中小企業の課題解決を支援

介護、障がい者に伴う建築企画から用具の販売・レンタル

正しい金融知識、根拠に基づいた資産運用を伝え、普及させます

国産、輸入車問わずすべての取扱いをしており並行輸入も行っています

介護業界の人財不足に対して、留学生と施設とを結びつける会社です

魚と日本酒が楽しめる店

創業40年！守り続けるこだわりの伝統の味！！博多中洲ぢどり専門店

福岡のTVゲーム界はおまかせ！各種メディアに出演しました

貴重なインド製、手仕事一点物の布や上質な布製品を紹介します

カラオケの歌えるカジュアルバーとスタイリッシュマスク販売店

ハンバーガーとサンドイッチとクラフトビールの専門店です

外壁改修工事を請負っています。ドローン家屋調査を無料サービス

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

070-7656-3169

092-516-6448

092-410-8762

090-2960-3597

092-681-0772

092-672-7746

092-410-4682

090-6425-4016

092-409-8571

092-431-7004

092-451-6681

092-263-8633

092-433-8700

092-776-6701

080-7711-0877

092-688-7237

092-292-3690

092-558-3414

092-582-5889

092-574-9007

092-534-8262

092-526-1578

092-651-5066

092-409-0193

092-781-5184

092-791-5322

092-406-7939

092-707-8315

東
区

博
多
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

豊
前
市

佐
賀
県

大
阪
府

タイヤ販売・修理（出張作業可）

広告代理店

広告代理店（インバウンド）

ブライダル・イベントの演出・プロデュース

リンパケアスクール経営

飲食店

一級建築士事務所

表具店

社会保険労務士の業務全般

設計

ゴルファーへのクラブフィッティング

ISO等の研修

車にあったタイヤ選び。同じサイズでも価格はイロイロあります

広告のことなら当社にお任せください

企業PR動画やSNS掲載用広告作成をお手伝いします

映像制作・ホームページ制作・イベント制作のことならお任せください

生涯現役を目指す方や健康に興味のある方にリンパ技術指導します

旬の食材をコースで楽しめる一軒家フランス料理店

設計業務全般、設計協力、建築パース、迅速丁寧に対応します

創業六十年の老舗表具店です。まずはHPをご覧ください！

助成金や相続のご相談は私にお任せください

店舗設計・デザイン施工ならお任せください。おしゃれな空間を演出いたします

ゴルフクラブのお悩み解決。個々のスイングにあったクラブを製作・販売

“食品衛生法完全対応”JFSコンサル/監査承ります

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

中
央
区

南
区

092-781-7882

092-516-3540

092-791-9299

092-753-6553

092-531-3957

092-555-5456

092-408-5876

092-821-7767

092-207-5070

092-707-7137

0949-33-1520

03-3360-9001

中
央
区

南
区

城
南
区

西
区

宮
若
市

東
京
都

炭ダイニング  まこと

（同）CONNECT

（株）アンドウフーズ

（株）アイクリスト

Embellir

南国酒家  美々

（株）カラー

博多あんしん整体院

（株）Growth

（株）千成屋ディライト

BEAUTY美里

天冨良  天寿

（株）カイコ

（株）清華

Gメタル（株）

ほるもん酒場  HANA

宮地  道

（株）C＆Hコネクトco.

ニューライフプランニング

if

（株）SEIJO

すず兼

（有）ぢどり屋

カルチャーアーツ

（有）サンサール

Tarkey’s Bar

THE BASKET

（株）髙田工業

（有）九州タイヤRDサービス

（株）Three Back

（株）lib

（株）ピークスマインド

九州リンパケアスクール

Chez HIGUCHI

まつざき建築工房一級建築士事務所

美術表装  萬年堂

加茂社会保険労務士行政書士事務所

LOOPS Architect．（株）

クラブチョイスネット  Yanagi工房

（株）グローバルテクノ

福岡市東区箱崎5-11-10  のむら貝塚ガーデンシティ

福岡市東区郷口町2-22-101

福岡市東区多の津4-3-15

福岡市東区みどりが丘2-23-7

福岡市東区香椎浜4-8-1-1102

福岡市東区香住ケ丘2-6-25

福岡市東区香住ケ丘4-10-18

福岡市博多区博多駅前2-10-12  ハイラーク博多駅前213

福岡市博多区博多駅東3-8-15  サティス駅東ビル4階

福岡市博多区比恵町12-8

福岡市博多区住吉4-8-24  住吉メディカルビル102

福岡市博多区下川端町1-8  フローラルA博多1階

福岡市博多区石城町14-1

福岡市博多区吉塚3-11-29

福岡市博多区月隈3-520-400

福岡市博多区東月隈4-2-11

福岡市博多区竹下5-16-25-803

福岡市博多区那珂6-25-5

福岡市博多区麦野4-6-13-102

福岡市博多区井相田2-3-40

福岡市中央区清川1-7-13  ONE PASEO 2階A号

福岡市中央区清川1-11-17  1階-B

福岡市中央区白金1-15-7-306

福岡市中央区天神3-6-24-306

福岡市中央区天神5-1-15  天神ロイヤルハイツ705

福岡市中央区大名1-3-3  NEO大名Ⅱ3F

福岡市中央区薬院1-12-15

福岡市中央区舞鶴3-7-13

福岡市中央区大手門2-3-1

福岡市中央区港1-4-16-201

福岡市中央区港2-4-23-2

福岡市南区大楠3-21-5 高宮東ビル2階

福岡市南区高宮2-4-1 中川ビル2階

福岡市南区長丘5-25-25

福岡市南区野間1-18-15

福岡市城南区鳥飼4-1-39

福岡市西区室見が丘3-22-8

福岡市西区今宿青木100-8 ハウスユマニテ今泉103

宮若市龍徳360 ベストゴルフチクホ内

東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル4階

ビルメンテナンス

リフォーム工事業

食品スーパー開業コンサルタント

産廃業

景観資材の設計製作及び据付

建設業（美装工）

オイル、健康・美容商材の卸販売

建築金物取付け業

卸売（食品関係）

病院給食受託業務

米穀卸・小売

看板広告

レディーストータルファッション及び雑貨の企画・製造・卸・小売・OEMによる企画提案及び生産

建設業（内装仕上げ工事）

ソフトウェア開発

スナック

防水業全般

リサイクル

貴金属加工・販売

貿易

飲食業

パン菓子製造小売り

建築設計

サーバーメンテナンス

塩の輸入販売

各種許認可申請業務

賃貸借物件運営管理

管工事業

冷凍食品の製造販売

水産加工品製造販売

オリジナルPCの製造・販売

飲食業

デザイン業務

韓国向け食品・雑貨等輸出

定期航空運送事業

行政書士業務

飲食店

飲食店経営

飲食店

結婚相談所

PCレンタルサービス

飲食店経営

居酒屋

弁護士業

珈琲等の飲食

介護保険　地域密着通所介護

軽貨物運送引越及び付帯業務

（株）ecoCYCLEジャイロ

（同）イーライフホーム

掛田陵作

（株）隆商会

功大産業（株）

中田美装

オドラ（株）

（株）HIROKI

福田商事（同）

スリーマウス（株）

（有）古賀商店

ホイストアート（有）

（株）リンクイット

（有）プラネット

もぐ（株）

アロンジ（同）

（株）郷原

（株）ジーフ

オリジナルジュエリー工房大島

聖権金華通商（株）

NORYNO

（有）ケイズコーポレーション

エンジニアリング・ワークショップ

（株）福寿アイリストレード

（株）ゴールドブリッジ

串田正和行政書士事務所

セジュール・ウィルモア  西嶋幾子

（株）日高設備

（株）金子食品  豊前工場

（株）ヨシムラ

（株）Project White  大阪法人営業所

（株）ジェリービーンズ

トミタデザイン

毎日貿易（株）

（株）ソラシドエア 福岡支店

えのもと行政書士事務所

韓国料理ジンジュ

tsugi

赤間茶屋　あ三五

福岡結婚相談所ひまわりブーケ

（株）琉球オフィスサービス  九州営業所

n. Quad

居酒屋  天までとどけ

弁護士  管納啓文

KUROMON COFFEE

（同）イージーオール

GREEN

中
央
区

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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東
区

博
多
区

飲食店営業

イベントレンタル業（医療と国際会議）機械貸し出しオペレーション

肉の卸売

不動産の管理及び経営業

エステサロン、卸販売

飲食店

障がい児通所支援

整体業

美容用品、美容器具・機器の販売

飲食業

美容業

天ぷら専門店

健康食品の製造販売

工芸品及び古美術品の販売

建築金物全般、工事

飲食店

専門サービス業

介護事業

生命保険及び損害保険代理店

自動車整備・板金・塗装・販売

留学生の支援業務

飲食業

ぢどり料理専門居酒屋

ゲームセンター

インドの布加工品輸入販売

飲食の提供

飲食店

建築業

旬の鮮魚と炙りの創作居食屋

Zoomを使用し製薬会社様のセミナーをサポートしています

食肉卸専門、お肉のプロが選んだ安全安心美味しいお肉を届けます

老人施設の入居が高額で難しく、入居にお困りの方はご相談ください

美しさを体内外から集中ケア、美ボディーメイクを取り戻すサロン

お洒落で開放的な南国的空間。沖縄料理、エスニック料理等やってます

障がいを持った子どもたちの成長と自立の手助けをします

商工会議所の隣！自律神経の不調でお悩みの方にお勧めの整体です

美容商品や健康商品のことなら何でもご相談ください

お気軽にどうぞ。立飲み居酒屋です！

疲れた頭と体を癒す、癒しのヘッドスパをどうぞご利用ください

博多座、東隣に位置する天ぷら専門店です

桑の葉から抽出した葉緑素。免疫力アップ

高価買取、古美術何でもお声かけください

金物工事事業はお任せください！多肉植物も取り扱っています

卸直営ならではの新鮮なホルモンを提供します

長年の銀行業務と企業の経営経験を活かし中小企業の課題解決を支援

介護、障がい者に伴う建築企画から用具の販売・レンタル

正しい金融知識、根拠に基づいた資産運用を伝え、普及させます

国産、輸入車問わずすべての取扱いをしており並行輸入も行っています

介護業界の人財不足に対して、留学生と施設とを結びつける会社です

魚と日本酒が楽しめる店

創業40年！守り続けるこだわりの伝統の味！！博多中洲ぢどり専門店

福岡のTVゲーム界はおまかせ！各種メディアに出演しました

貴重なインド製、手仕事一点物の布や上質な布製品を紹介します

カラオケの歌えるカジュアルバーとスタイリッシュマスク販売店

ハンバーガーとサンドイッチとクラフトビールの専門店です

外壁改修工事を請負っています。ドローン家屋調査を無料サービス

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

070-7656-3169

092-516-6448

092-410-8762

090-2960-3597

092-681-0772

092-672-7746

092-410-4682

090-6425-4016

092-409-8571

092-431-7004

092-451-6681

092-263-8633

092-433-8700

092-776-6701

080-7711-0877

092-688-7237

092-292-3690

092-558-3414

092-582-5889

092-574-9007

092-534-8262

092-526-1578

092-651-5066

092-409-0193

092-781-5184

092-791-5322

092-406-7939

092-707-8315

東
区

博
多
区

南
区

城
南
区

早
良
区

西
区

豊
前
市

佐
賀
県

大
阪
府

タイヤ販売・修理（出張作業可）

広告代理店

広告代理店（インバウンド）

ブライダル・イベントの演出・プロデュース

リンパケアスクール経営

飲食店

一級建築士事務所

表具店

社会保険労務士の業務全般

設計

ゴルファーへのクラブフィッティング

ISO等の研修

車にあったタイヤ選び。同じサイズでも価格はイロイロあります

広告のことなら当社にお任せください

企業PR動画やSNS掲載用広告作成をお手伝いします

映像制作・ホームページ制作・イベント制作のことならお任せください

生涯現役を目指す方や健康に興味のある方にリンパ技術指導します

旬の食材をコースで楽しめる一軒家フランス料理店

設計業務全般、設計協力、建築パース、迅速丁寧に対応します

創業六十年の老舗表具店です。まずはHPをご覧ください！

助成金や相続のご相談は私にお任せください

店舗設計・デザイン施工ならお任せください。おしゃれな空間を演出いたします

ゴルフクラブのお悩み解決。個々のスイングにあったクラブを製作・販売

“食品衛生法完全対応”JFSコンサル/監査承ります

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

中
央
区

南
区

092-781-7882

092-516-3540

092-791-9299

092-753-6553

092-531-3957

092-555-5456

092-408-5876

092-821-7767

092-207-5070

092-707-7137

0949-33-1520

03-3360-9001

中
央
区

南
区

城
南
区

西
区

宮
若
市

東
京
都

炭ダイニング  まこと

（同）CONNECT

（株）アンドウフーズ

（株）アイクリスト

Embellir

南国酒家  美々

（株）カラー

博多あんしん整体院

（株）Growth

（株）千成屋ディライト

BEAUTY美里

天冨良  天寿

（株）カイコ

（株）清華

Gメタル（株）

ほるもん酒場  HANA

宮地  道

（株）C＆Hコネクトco.

ニューライフプランニング

if

（株）SEIJO

すず兼

（有）ぢどり屋

カルチャーアーツ

（有）サンサール

Tarkey’s Bar

THE BASKET

（株）髙田工業

（有）九州タイヤRDサービス

（株）Three Back

（株）lib

（株）ピークスマインド

九州リンパケアスクール

Chez HIGUCHI

まつざき建築工房一級建築士事務所

美術表装  萬年堂

加茂社会保険労務士行政書士事務所

LOOPS Architect．（株）

クラブチョイスネット  Yanagi工房

（株）グローバルテクノ

福岡市東区箱崎5-11-10  のむら貝塚ガーデンシティ

福岡市東区郷口町2-22-101

福岡市東区多の津4-3-15

福岡市東区みどりが丘2-23-7

福岡市東区香椎浜4-8-1-1102

福岡市東区香住ケ丘2-6-25

福岡市東区香住ケ丘4-10-18

福岡市博多区博多駅前2-10-12  ハイラーク博多駅前213

福岡市博多区博多駅東3-8-15  サティス駅東ビル4階

福岡市博多区比恵町12-8

福岡市博多区住吉4-8-24  住吉メディカルビル102

福岡市博多区下川端町1-8  フローラルA博多1階

福岡市博多区石城町14-1

福岡市博多区吉塚3-11-29

福岡市博多区月隈3-520-400

福岡市博多区東月隈4-2-11

福岡市博多区竹下5-16-25-803

福岡市博多区那珂6-25-5

福岡市博多区麦野4-6-13-102

福岡市博多区井相田2-3-40

福岡市中央区清川1-7-13  ONE PASEO 2階A号

福岡市中央区清川1-11-17  1階-B

福岡市中央区白金1-15-7-306

福岡市中央区天神3-6-24-306

福岡市中央区天神5-1-15  天神ロイヤルハイツ705

福岡市中央区大名1-3-3  NEO大名Ⅱ3F

福岡市中央区薬院1-12-15

福岡市中央区舞鶴3-7-13

福岡市中央区大手門2-3-1

福岡市中央区港1-4-16-201

福岡市中央区港2-4-23-2

福岡市南区大楠3-21-5 高宮東ビル2階

福岡市南区高宮2-4-1 中川ビル2階

福岡市南区長丘5-25-25

福岡市南区野間1-18-15

福岡市城南区鳥飼4-1-39

福岡市西区室見が丘3-22-8

福岡市西区今宿青木100-8 ハウスユマニテ今泉103

宮若市龍徳360 ベストゴルフチクホ内

東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル4階

ビルメンテナンス

リフォーム工事業

食品スーパー開業コンサルタント

産廃業

景観資材の設計製作及び据付

建設業（美装工）

オイル、健康・美容商材の卸販売

建築金物取付け業

卸売（食品関係）

病院給食受託業務

米穀卸・小売

看板広告

レディーストータルファッション及び雑貨の企画・製造・卸・小売・OEMによる企画提案及び生産

建設業（内装仕上げ工事）

ソフトウェア開発

スナック

防水業全般

リサイクル

貴金属加工・販売

貿易

飲食業

パン菓子製造小売り

建築設計

サーバーメンテナンス

塩の輸入販売

各種許認可申請業務

賃貸借物件運営管理

管工事業

冷凍食品の製造販売

水産加工品製造販売

オリジナルPCの製造・販売

飲食業

デザイン業務

韓国向け食品・雑貨等輸出

定期航空運送事業

行政書士業務

飲食店

飲食店経営

飲食店

結婚相談所

PCレンタルサービス

飲食店経営

居酒屋

弁護士業

珈琲等の飲食

介護保険　地域密着通所介護

軽貨物運送引越及び付帯業務

（株）ecoCYCLEジャイロ

（同）イーライフホーム

掛田陵作

（株）隆商会

功大産業（株）

中田美装

オドラ（株）

（株）HIROKI

福田商事（同）

スリーマウス（株）

（有）古賀商店

ホイストアート（有）

（株）リンクイット

（有）プラネット

もぐ（株）

アロンジ（同）

（株）郷原

（株）ジーフ

オリジナルジュエリー工房大島

聖権金華通商（株）

NORYNO

（有）ケイズコーポレーション

エンジニアリング・ワークショップ

（株）福寿アイリストレード

（株）ゴールドブリッジ

串田正和行政書士事務所

セジュール・ウィルモア  西嶋幾子

（株）日高設備

（株）金子食品  豊前工場

（株）ヨシムラ

（株）Project White  大阪法人営業所

（株）ジェリービーンズ

トミタデザイン

毎日貿易（株）

（株）ソラシドエア 福岡支店

えのもと行政書士事務所

韓国料理ジンジュ

tsugi

赤間茶屋　あ三五

福岡結婚相談所ひまわりブーケ

（株）琉球オフィスサービス  九州営業所

n. Quad

居酒屋  天までとどけ

弁護士  管納啓文

KUROMON COFFEE

（同）イージーオール

GREEN

中
央
区

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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労務Q&A

るために、就業規則第〇条に規定する年次有
給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年
間に5日、2人以上の場合は1年間につき10
日を限度として、子の看護休暇を取得すること
ができる。この場合の1年間とは、4月1日か
ら翌年3月31日までの期間とする。

2　子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連
続又は終業時刻まで連続して取得することが
できる。

②必要に応じ、労使協定を見直しましょう
子の看護・介護休暇を時間単位で取得することに困難
な業務がある場合は、労使で十分に話し合った上で、労
使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対
象からその業務に従事する従業員を除外することができ
ます。

3．両立支援助成金
子の看護・介護休暇を取得した時間は、無給として
扱って問題ありませんが、有給制度を導入し、休暇を取
得した従業員が生じたなど要件を満たした事業主には両
立支援助成金が支給されることがあります。

●育児休業等支援コース（職場復帰後支援）
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な
時期にある労働者のための制度導入などの支援に取り組
み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

●介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の
円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休
業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟
な就労形態の制度、 介護両立支援制度の利用者が生じ
た中小企業事業主に支給します。

就業規則の規程変更や両立支援助成金申請について
は、社会保険労務士にご相談ください。

2021年1月に育児介護休業法施行規則
が改正されるとのことですが、それに伴
い、企業として取り組むべきことはありま
すか？

この度の法改正では、子の看護・介護
休暇が時間単位で取得できるようになりま
す。これに伴い、企業は育児介護休業規
程の変更、監督署への届け出、従業員へ

の周知を行う必要があります。加えて、業務内容によっ
ては労使協定の見直しが必要です。また、子の看護・介
護休暇取得に関する助成金もあるため、こちらも併せて
確認しておきましょう。

1．育児介護休業法の改正ポイント
改正前の子の看護・介護休暇は1日単位・半日単位

の取得のみとされています。また、1日の所定労働時間
が4時間以下の従業員は取得できません。
改正後は1時間単位での取得が可能になり、さらに全

ての従業員が取得できるようになります。
また、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、

就業時間の途中に再び戻るという「中抜け」については
法令上求められていませんが、法を上回る制度として「中
抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮が求められて
います。

2．企業として取り組むべきこと
①規程の変更、監督署への届け出、従業員への周知が
必要です
現行の育児介護休業規程に、時間単位での休暇を追

加する必要があります。

就業規則の規程例（子の看護休暇の場合）
1　小学校就学の始期に達するまでの子を養育す
る従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又
は疾病にかかった当該子の世話をするために、
又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせ

A

Q

子の看護休暇・介護休暇
時間単位での取得について

福岡県社会保険労務士会　吉村 泰美

法律Q&A

④相談者・行為者のプライバシー保護の措置及び、相談
等により解雇等の不利益な取り扱いをされない旨の規
定の設置・周知・啓発
→社内体制の整備や、研修等が有効といえます。

3．対策の必要性について
パワハラ被害者は、心身に重大な被害を受ける場合が
あります。加害者は損害賠償等の責任を、会社も使用
者責任等の責任を問われることがあります。その際、会
社が上記の措置義務を怠っていると、会社の責任が認め
られやすくなる可能性もあります。何より、パワハラが起
きるような環境では、労働者が本来の力を発揮できず、
会社全体の士気が下がるといえるでしょう。
上記の体制整備や担当者のスキル習得等には一定の時
間を要します。体制完備のもと2022年を迎えられるよ
う、早めの対策をしていただきたいと思います。

4．おわりに
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。お気軽にご相
談ください。

パワーハラスメント（以下「パワハラ」と
省略します）に関する法律が改正され、企
業側にパワハラ対策の義務が生じたという

噂を聞きました。私の会社ではどのような対策をすれば
いいのでしょうか。

1．はじめに
「労働施策の総合的な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律」の改正を受け、中小企業の場合、2022年4
月1日から、パワハラの雇用管理上の措置が義務化され
ます（※大企業は2020年4月から施行済み）。

2．改正により会社がとるべき雇用管理上必要な措置
①事業主によるパワハラを行ってはならない旨の方針の
明確化と周知・徹底
→就業規則の改正、従業員向け研修・セミナー開催
といった対応が有効です。

②相談に応じ、適切に対応するために必要な相談窓口
設置等の体制の整備
→中小企業では社内に専門の部署・窓口を設けること
が困難であることも多いため、公正を確保した外部
窓口として弁護士に委託するケースもあります。

③パワハラ発生時の迅速・適切な事実確認・適正な措置
→万が一の事態に備え、事実確認のマニュアルやフ
ロー構築、担当者の教育が考えられます。適正な措
置としては、被害者への補償や加害者への懲戒処
分等の体制の整備をしておくことが重要です。

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　鈴木 可南子

Q

パワハラ対策の義務化について
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

が不正に使用された場合の速やかな停止などの対応を実
施してほしい。

ウイルス対策を
Emotetへの感染予防だけにとどまらず、一般的なウイ
ルス対策として、次のような対応をすることを勧めたい。
●身に覚えのないメールの添付ファイルは開かない。
メール本文中のURLリンクはクリックしない。
●自分が送信したメールへの返信に見えるメールであっ
ても、不自然な点があれば添付ファイルは開かない。
●OSやアプリケーション、セキュリティーソフトを常に最
新の状態にする。
●信頼できないメールに添付されたWord文書やExcel
ファイルを開いた時に、マクロやセキュリティーに関す
る警告が表示された場合、「マクロを有効にする」「コ
ンテンツの有効化」というボタンはクリックしない。
●メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告
ウインドウが表示された際、その警告の意味が分から
ない場合は、操作を中断する。
●身に覚えのないメールや添付ファイルを開いてしまった
場合は、すぐにシステム管理部門などへ連絡する。

Emotetへの感染を狙った攻撃メールの
文面や添付されている不正なファイルの例
や対策、関連情報についてはIPAのウェブ
サイト（QRコード参照）を確認してほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

巧妙な攻撃メールに注意
「Emotet」（エモテット）の攻撃メールが継続して確認
されているとともに、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）への相談が急増している。「Emotet」に関する注
意喚起は、IPAに設置する「情報セキュリティ安心相談
窓口」では、2020年7月から8月までの2カ月でEmotet
に関連した相談は34件に上る。さらに、9月1日から9
月2日の午前中だけで、Emotetへ感染してしまったとい
う相談や、メールアカウントが攻撃者に悪用され（乗っ取
られ）、外部へEmotetの攻撃メールがばらまかれてし
まったという相談が23件と急増した。多数の国内企業・
組織で被害が発生している可能性があり、改めて注意
喚起を行った。
9月1日に確認された攻撃メールでは、「協力会社各
位」という書き出しで始まっており、業務に関係があるも
のかと添付ファイルを開いてしまいかねない本文となって
いた。メールに添付されていたWord文書ファイルは、
これまで同様、悪意のあるマクロが仕掛けられていた。
Word文書ファイルなどが信頼できるものと判断できない
限り、「コンテンツの有効化」ボタンをクリックしないよ
う、引き続き注意してほしい。このほか、「消防検査」
「ご入金額の通知・ご請求書発行のお願い」「次の会議
の議題」「変化」といった件名・添付ファイル名が確認さ
れている。
9月2日には、「パスワード付きのZIPファイルを添付し
たEmotetの攻撃メール」を確認した。この手口では、
添付ファイルが暗号化されていることから、メール配送
経路上でのセキュリティー製品の検知・検疫をすり抜
け、受信者の手元に攻撃メールが届いてしまう確率が高
く、より注意が必要である。ZIPファイルの中には、こ
れまでと同様、悪意のあるマクロが仕掛けられたWord
文書ファイルが含まれている。このWord文書ファイルの
「コンテンツの有効化」ボタンをクリックすると、ウイルス
に感染させられてしまう。
被害の拡大を防ぐため、システム管理部門などにおい
ては、Emotetの攻撃メールに警戒するとともに、改めて
従業員へ不審なメールへの注意喚起、メールアカウント

急増する「Emotet」

パスワード付きZIPファイルからEmotet感染までの流れ

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）
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福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（平成27年＝100）

世帯数

人口

消費者物価指数（福岡市）（※1）

消費者物価指数（全　国）（※1）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※1）

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（※1）

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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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）（※1）

有効求人数（福岡県）（※1）

有効求職者（福岡県）（※1）

完全失業数（全国）（※1）

福岡都市高速道路通行台数（※1）

地下鉄博多駅　乗降人員（※1）

　〃　天神駅　　　〃　（※1）

　〃　天神南駅　　〃　（※1）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※1）

福岡空港乗降客数　国内線（※1）

　　　 〃　　　　　国際線（※1）

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）（※2）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※2）

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）（※2）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※2）

814,479 

1,561,284 

102.4 

101.8 

269,863 

10,740 

14,644 

174,686 

977 

36,759 

997 

26,452,073 

17,199,521 

1,871 

28,812 

4 

30 

25 

1,840 

2020年10月〈令和2年10月〉

―

―

▲  0.4

▲  0.4

▲10.2

32.4

▲  2.0

0.0

▲17.8

▲35.7

▲18.5

8.8

7.5

59.0

122.4

▲66.7

▲45.5

▲13.8

32.5

1.00 

90,279 

90,533 

210 

5,025,745 

2,917,352 

2,831,514 

611,443 

3,210,414 

587,673 

716 

7,439 

4,287 

1,875 

63,156 

1,542 

27,400 

89 

557,150 

▲35.5

▲27.6

13.4

25.0

▲13.0

▲43.3

▲40.2

▲38.0

▲31.0

▲61.4

▲99.8

1.4

▲26.0

▲23.2

▲80.6

▲88.2

▲98.9

▲100.0

▲60.2

＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は前月末、（※2）は前々月末の数字。
＊「世帯数」および「人口」について、本年は、5年に一度の国勢調査実施年にあたり、令和2年11月1日現在の本市の人口は国勢調査の結果となります。ついては、
　これまで公表されていた平成27年国勢調査結果に基づく従来の推計人口は公表されません。11月号より、住民基本台帳人口をお知らせしています。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。
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訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※2）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※2）

814,479 

1,561,284 

102.4 

101.8 

269,863 

10,740 

14,644 

174,686 

977 

36,759 

997 

26,452,073 

17,199,521 

1,871 

28,812 

4 

30 

25 

1,840 

2020年10月〈令和2年10月〉

―

―

▲  0.4

▲  0.4

▲10.2

32.4

▲  2.0

0.0

▲17.8

▲35.7

▲18.5

8.8

7.5

59.0

122.4

▲66.7

▲45.5

▲13.8

32.5

1.00 

90,279 

90,533 

210 

5,025,745 

2,917,352 

2,831,514 

611,443 

3,210,414 

587,673 

716 

7,439 

4,287 

1,875 

63,156 

1,542 

27,400 

89 

557,150 

▲35.5

▲27.6

13.4

25.0

▲13.0

▲43.3

▲40.2

▲38.0

▲31.0

▲61.4

▲99.8

1.4

▲26.0

▲23.2

▲80.6

▲88.2

▲98.9

▲100.0

▲60.2

＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は前月末、（※2）は前々月末の数字。
＊「世帯数」および「人口」について、本年は、5年に一度の国勢調査実施年にあたり、令和2年11月1日現在の本市の人口は国勢調査の結果となります。ついては、
　これまで公表されていた平成27年国勢調査結果に基づく従来の推計人口は公表されません。11月号より、住民基本台帳人口をお知らせしています。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

セミナー・講演会／
交流会／商談会／
研修講座／補助金・助成金
経営支援施策など

福 岡 商 工 会 議所
メ ー ル マ ガ ジン
好 評 発 信 中
見逃せない福商発ビジネス情報をお送りします

毎月２回配信 もちろん無料

登録はこちらから

ビジネス情報が
盛りだくさん！

FCCI

お問い合わせ／企画広報グループ　TEL 092-441-1112　E-mail：fkkikaku＠fukunet.or.jp
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令和2年度 開講講座のご案内（2月開講講座）
当所では、感染症対策を講じた上で講座を実施しております。コロナと共存しながらも、企業の成長にかかせない人「財」育成の手段としてぜひご活用ください。

●講師／株式会社ヒューマンプロデュース・ジャパン　阿部紀子氏　●会場／当所会議室
●締切／定員になり次第　●定員／20名程度　●受講料／会員：15,720円、特商：20,120円、一般：23,050円

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/

【カリキュラム】
1. 2年目に向けダッシュ！ ステップアップしよう【演習】 5. 仕事で活きる！ コミュニケーション能力アップ
2. 若手社員のキャリア形成 6. 効率的な仕事をしよう（タイムマネジメント・PDCA等）
3. 本当に自立・自律をして、ますます活躍しよう【グループディスカッション】 7. さらにステップアップしよう～自分への誓い～【個人ワーク】
4. 目標を実現していく方法

一年間の経験を通して仕事の状態や社会が見えるようになった反面、理想と現実のギャップに悩まされたりマンネリ
化が心配されるのが入社二年目です。本講座ではその不安を払拭すべく新しいスキルの習得と自立心を養い、リフ
レッシュして二年目に進んでいける力を醸成します。

新入社員向け

No.43／令和3年2月25日（木） 10:00～17:00【一日講座】対面
もうすぐ2年目！ 直前講座

講座ラインナップは福岡商工会議所ホームページをご覧ください。
URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/e_learning/

e
ラーニング

福商eラーニング 社員教育や自己啓発に最適なプランが特別価格で学べます。是非ご活用ください。
※福商 eラーニングの講座運営は、一般社団法人日本経営協会が行っております。

福商eラーニング 6つの特徴 福商eラーニング 便利な機能
知識定着度の高い
コンテンツ内容

特徴

本会ならではのノウハウを最大
限活用した講義内容に加え、ア
ニメーションなどを活用。学習
者の知識定着を促進します。

組織に求められる
知識・スキルを網羅

特徴

近年、組織に必要とされている、
知識やスキルを学べるコースラ
インナップが揃っています。（随
時追加配信）

スキマ時間でも学べる
マイクロラーニング

特徴

学習単位を5～10分程度に細分
化したマイクロラーニングデザ
インを採用。通勤などのスキマ
時間で受講可能です。

デバイスさえあれば
どこでも学習可能

特徴

スマートフォンなどのデバイス
と、インターネット環境があれ
ば、いつでも・どこでも受講が
可能です。

画面が見やすい
レスポンシブウェブデザイン

特徴

パソコン、タブレット、スマー
トフォンなど様々なデバイスの
画面で受講しやすいデザインを
採用しています。

安心・安全の
セキュリティ環境

特徴

Microsoft®Azure®を利用し
た、高いセキュリティレベルを
実現しています。

学習者の主な機能

確認テスト 修了証の発行 アンケート提出

マルチデバイスに対応 受講しやすいUI

管理者の主な機能

お知らせ機能 進捗管理 成績管理

便利なユーザー管理機能 受講促進通知

●インターネット環境があれば、いつでも・どこ
でも学習可能
●パソコンやスマートフォン、タブレット等、
様々なデバイスで受講可能
●学習単位を5～10分程度に細分化し、通勤な
どのスキマ時間での学習が可能

●各コースの学習状況が％（パーセント）で進捗
率が表示される
●教育担当者用の管理ユーザーアカウントで受講
者の成績情報、学習進度を細かく確認できる

お問い合わせ／「福岡検定」実行委員会　TEL 092-711-4353

●試験日／令和3年2月14日（日曜日）
●試験時間／初級　受験開始可能時間 10:00～11:00（受験時間 50分間）
　　　　　　中級　受験開始可能時間 13:00～14:00（受験時間 50分間）
　　　　　　上級　受験開始可能時間 13:00～14:00（受験時間 70分間）
　　　　　　※上級は過去の「福岡検定」の中級合格者のみ
●試験会場／自宅や職場などで、お持ちのPC、スマホ、タブレット等により受験
●申込期間／令和2年12月1日（火曜日）～令和3年2月9日（火曜日）
●申込方法／「福岡検定」ホームページより申し込み
●受験料／初級 2,600円（中学生以下 1,600円）、中級 3,600円、上級 5,700円
　　　　　【団体割引】初級 2,000円、中級 2,800円、上級 4,500円

福岡検定公式キャラクター
オッペケケン

令和2年度WEB版「福岡検定」
福岡市の魅力をより広く、より深く知ることで「福岡通」になっていただき、

福岡を訪れる方々に「おもてなしの心」で接する基礎知識を身につけていただくことを目的とした「福岡検定」。
平成25年度から続く今年度は、これまで以上に広域的に福岡市の魅力を発信すると同時に、

新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、WEB試験により開催します。皆様のチャレンジをお待ちしております！

検定試験対策講座

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/license/relevance/test_measures/

簿記検定試験対策

■日程／令和3年1月16日（土）
■時間／10:00～11:00　3級・初学者向け
　　　　11:30～12:30　2級・初学者向け
　　　　13:30～15:30　3級・既習者向け
　　　　16:00～18:00　2級・既習者向け
■申込締切／令和3年1月6日（水）
■参加費／無料

第157回（2月28日施行）検定合格へ向けて、学習の取り
掛かりから直前対策までメニューを取り揃えております。
ご都合に合わせてお選びください。

オン
ライン 学習応援イベント

3級

各講座についての詳細はホームページをご覧ください。

対面

簿記初学者向け

対面講座WEB（オンライン）講座

お申し込みはこちら

■開催時期／12月・1月開講（受講期間／最大3か月間）

■受講料／8,000円（消費税・教材込）

■申込締切／令和3年1月29日（金）

2級 3級学習経験者向け

■開催時期／12月開講（受講期間／12月～2月）

■受講料／34,200円（消費税・教材込）

■申込締切／令和3年1月8日（金）

オン
ライン 対策講座

お申し込みはこちら

無料 対策講座

■日程／令和3年1月23日（土）・1月30日（土）・
　　　　2月6日（土）
■時間／12:00～17:00
■会場／大原簿記情報専門学校福岡校
■受講料／11,000円（消費税・テキスト代込）

お申し込みはこちら

直前講座  2級（3日間コース）

■日程／令和3年1月31日（日）・2月7日（日）
■時間／10:00～17:00
■会場／大原簿記情報専門学校福岡校
■受講料／9,440円（消費税・テキスト代込）

お申し込みはこちら

直前講座  3級（2日間コース）

■開講日／ビデオブースでの受講後、12月17日（木）
　　　　　または12月19日（土）より教室での下記講
　　　　　座に合流
　　　　　①月水木：午前または夜クラス
　　　　　②土曜：午前午後・水曜夜クラス
■会場／TAC福岡校
■回数／全38回
■受講料／78,850円（消費税・教材込）

■対象／日商簿記3級程度の知識をお持ちの方

2級合格本科生講座

対面だから

質問しやすい！

じっくり学びた
い人や

試験直前の仕上
げに

WEB環境があ
れば

どこでも受講可
能！

自分のペースで

学びたい人に
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検定試験対策講座

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/license/relevance/test_measures/

簿記検定試験対策

■日程／令和3年1月16日（土）
■時間／10:00～11:00　3級・初学者向け
　　　　11:30～12:30　2級・初学者向け
　　　　13:30～15:30　3級・既習者向け
　　　　16:00～18:00　2級・既習者向け
■申込締切／令和3年1月6日（水）
■参加費／無料

第157回（2月28日施行）検定合格へ向けて、学習の取り
掛かりから直前対策までメニューを取り揃えております。
ご都合に合わせてお選びください。

オン
ライン 学習応援イベント

3級

各講座についての詳細はホームページをご覧ください。

対面

簿記初学者向け

対面講座WEB（オンライン）講座

お申し込みはこちら

■開催時期／12月・1月開講（受講期間／最大3か月間）

■受講料／8,000円（消費税・教材込）

■申込締切／令和3年1月29日（金）

2級 3級学習経験者向け

■開催時期／12月開講（受講期間／12月～2月）

■受講料／34,200円（消費税・教材込）

■申込締切／令和3年1月8日（金）

オン
ライン 対策講座

お申し込みはこちら

無料 対策講座

■日程／令和3年1月23日（土）・1月30日（土）・
　　　　2月6日（土）
■時間／12:00～17:00
■会場／大原簿記情報専門学校福岡校
■受講料／11,000円（消費税・テキスト代込）

お申し込みはこちら

直前講座  2級（3日間コース）

■日程／令和3年1月31日（日）・2月7日（日）
■時間／10:00～17:00
■会場／大原簿記情報専門学校福岡校
■受講料／9,440円（消費税・テキスト代込）

お申し込みはこちら

直前講座  3級（2日間コース）

■開講日／ビデオブースでの受講後、12月17日（木）
　　　　　または12月19日（土）より教室での下記講
　　　　　座に合流
　　　　　①月水木：午前または夜クラス
　　　　　②土曜：午前午後・水曜夜クラス
■会場／TAC福岡校
■回数／全38回
■受講料／78,850円（消費税・教材込）

■対象／日商簿記3級程度の知識をお持ちの方

2級合格本科生講座

対面だから

質問しやすい！

じっくり学びた
い人や

試験直前の仕上
げに

WEB環境があ
れば

どこでも受講可
能！

自分のペースで

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

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

月会費は全額
損金算入可能

低コスト・
業務負担
なし

140万件以上の
豊富なメニュー

多様なニーズに合った優待サービスが使い放題 利用希望者から直接お申し込みいただけます!

〈ご利用いただけるサービス例〉

福岡商工会議所会員特別料金

【レジャー】
テーマパークや映画館などの
割引クーポン提示やWEBから
の事前購入などで利用できま
す。

【宿泊】
全国約39,500のホテル・旅
館が会員特典で利用可能。
予約サイト利用でのポイント
還元などもあります。

【スポーツ】
各種フィットネスクラブが法
人料金で利用可能。
都度利用、月会費制などで利
用できます。

【飲食】
福岡市内約280店舗で割引利
用可能。居酒屋、ホテルレス
トラン、カフェなどで利用で
きます。

【育児・介護】
《育児》育児補助金制度
月極保育・一時保育サービス
で利用可能。
《介護》介護補助金
介護用品購入・居宅サービス
で利用可能。
※育児・介護共に諸条件あり

人数規模
一般料金

20,000円

100,000円

300,000円

1,000,000円

10,500円

1,050円

950円

850円

入会金

10名以下

11名～100名

101名～1,000名

1,001名～

会員料金

無料

一般料金

利用料金（1名あたり月額）

会員料金

800円
（税抜）

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

※全国12,579社（団体）が加入する福利厚生代行サービス

ほかにも… 自己啓発・無料相談ダイヤルなど、140万件以上の多種多様なサービスを提供

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

福岡商工会議所　会員限定　福利厚生アウトソーシングサービス

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

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

★資料請求シート　資料請求はこちらから！

事業所名

所在地

部署・役職

TEL

ご質問ございましたら
ご記入ください

氏名

FAX

※（株）ベネフィット・ワン担当より貴社担当者様へご連絡いたします。

本案内に記載のサービス内容は2020年10月現在のものです。サービス内容は、変更・追加または終了することがあります。

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

従業員とその家族みんなが会員価格でご利用いただけます。

福商　ベネフィット 検索

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

各店がおすすめ商品をとびきり価格で販売するお得な一日！
当日お買い物いただいた方には、市場で使える金券が当たる抽選会もあ

り、楽しくお買い物いただけます。

今回、そんな柳橋連合市場の中でご紹介いただいたのは、「古賀鮮魚」さんと「八百谷」さん。
鮮魚と青果のプロに“福岡の食”についてお話を伺いました！ 詳細は動画をチェック！

動画版トコロ商遊記も配信中！！
今回、「博多の台所」と称される柳橋連合市場の秘密に迫るため、
特別にお店の舞台裏に密着！
仕入れの最前線や朝ならではの市場の緊張感を動画でお伝えし
ます。

福岡商工会議所
よかぞうチャンネル

福岡市中央区住吉通りに面し、多くの人や車が行き交
うすぐそばに、何世代にもわたり福岡の食文化を支える
プロ集団がいます。「博多の台所」として有名な柳橋連合
市場のはじまりは大正時代初期。複数の鮮魚商が那珂川
にかかる柳橋のたもとで大八車を使って魚を販売したこと
がきっかけで、市場が形成。その後、合併などを経て現
在34店舗が加盟する柳橋連合市場協同組合が誕生し、
今日まで確かな味と豊富な知識・品揃えで地域に愛され
てきました。
「博多の台所」といわれる秘密は、各専門分野で確か
な腕を持つお店が存在すること。鮮魚店を中心に青果や
精肉、和菓子、お茶等といったあらゆる専門店が軒を連

ね、店主と地元の料理人が旬の食材を挟み会話する光景
に、お互いの信頼関係を感じます。
そんな市場だからこそ、地域の方にももっとたくさん来
てほしいと話すのは理事長の江崎さん。
「確かに、柳橋はプロの料理人さんたちにも多くご利用
いただいており、多いところでは売上の7～8割は業務用
が占めることもあります。しかしそれは裏を返せば、柳橋
には料理人が求める食材と情報が揃っているということ。
腕と目利きに自信のある店主が、一人ひとりにご満足い
ただけるような商品と知識を持って皆さんのお越しをお待
ちしております」と語ってくれました。

永年親しまれる伝統的な売り出し！
柳橋連合市場定例売出し（毎月開催）

今すぐACCESS

柳橋連合市場
協同組合

商店街情報

年末、大賑わいを見せる市場 店頭に並ぶ商品に圧倒されます

ホームページ

取材日：11月9日

古賀鮮魚
福岡のみならず関東地方にも多くの取引
先を持つ鮮魚店。魚介類に関する些細
な質問や相談にもとても親身に答えてく
れます。店内に併設された食堂で食べる
鮮魚店ならではの海鮮丼は絶品です！
TEL 092-712-1822
福岡市中央区春吉1丁目5-1
営（店舗）9:00～16:00
　（食堂）昼10:00～16:00
　　　　 夜17:00～23:00
㉁日曜・祝祭日

八百谷
市場を通さない現地からの流通ルートで全
国の旬な野菜を取り揃えるなど、取扱商品
が豊富かつ専門性が高く、お客様の様々な
ニーズに対応しています。もちろん、博多
の郷土料理に欠かせない食材も買えます！
TEL 092-761-4341
福岡市中央区春吉1丁目1-8
営6:00～17:00※
㉁日曜・祝祭日

※新型コロナの影響により当面の間は時短営業中。詳細は店舗にお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更となる可能性がございます。最新の情報についてはホームページ等をご確認ください。

TOKORO
SHOW  YOU
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商店街応援隊「トコロ」が参ります！ 福岡の食を支える、
柳橋連合市場

柳橋連合市場　　
　　協同組合の巻

見ドコ
ロ
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■NPO法人学生ネットワークWAN　とは？
　設立18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/

■「FUKUOKA2020」とは？
毎週木曜日19時から生配信！
「ビジネス」「地方創生」「シェアリングエコノミー」「DX」をキーワードに、専門的かつ未
来志向な話を、大学生パーソナリティが徹底的にわかりやすく噛み砕いて発信する福岡
発メディアです。

「めざせ 世界ー！」の球団スローガンのもと、真のエンター
テインメントサプライヤーとして、プロ野球チーム「福岡ソフ
トバンクホークス」を活用したビジネスを推進し、プロ野球
文化の継承とスポーツの復興への取り組みを行う福岡ソフト
バンクホークス株式会社。今回は、そんな福岡ソフトバンク
ホークス株式会社において、海外への事業展開の窓口を担っ
ている、インバウンド推進室 室長の淵 郁子さんにお話を伺
いました。

新規事業推進本部 インバウンド推進室について教えてくださ
い。

インバウンド推進室は、2018年6月の組織変更に伴い、
新規事業推進本部の配下組織として設置されました。新規事
業推進本部は、新規事業推進室、eスポーツ課、インバウン
ド推進室があり、今年の7月に開業した「BOSS E・ZO 
FUKUOKA（以下E・ZO FUKUOKA）」のコンテンツ作りや、
野球以外のビジネス展開などに取り組んでいます。その中で
も、私が室長を務める「インバウンド推進室」は、海外でソフ
トバンクホークスやE・ZO FUKUOKAというブランドをどのよ
うに広めるかという目標のもと、PayPayドームでの野球観戦、

ドームツアー、E・ZO FUKUOKAなどの集客と、それに伴う
販促・PR、海外でのソフトバンクホークスを通じたビジネスを
手掛けています。

インバウンド推進室が設置されたのには、どのような背景が
あったのでしょうか。

ソフトバンクホークスには元々、「めざせ 世界一！」という
キャッチフレーズがあったので、ブランドとして「世界一の球
団になろうよ」が社内の合言葉になっていました。「世界」とな
ると、海外の方々にどのようにして「ソフトバンクホークス」を
伝えるかが大切なので、海外に重きを置いた部署として「イン
バウンド推進室」が設置されました。

具体的には、どのような事業を展開していらっしゃるのでしょ
うか。

昨年は、訪日外国人専用シート「Hello Seats」の設置や
ドームツアーの企画、海外の子供向けに、福岡でのソフトバ
ンクホークスの試合の観戦や野球教室、地元のリトルリーグ
の子供たちとの交流の場をパッケージとして提供しました。

ドームツアーは海外の方が喜ぶように、他部署と連携して、
PayPayドームの屋根に登るアドベンチャーツアーを実施しまし
た。ツアーで被るヘルメットは、歌舞伎やスイカの柄、漢字
を使用したデザインにするといった工夫を凝らし、多くの外国
人観光客の方に喜んでいただくことができました。また今年の
1月には、移動式の「王貞治ミュージアム」を台湾の2都市で
開催しました。

新型コロナウイルスの影響で国内のインバウンドは見込めな
い現状だと思うのですが、このコロナ禍で新しく始められた
取り組みについて教えてください。

新しい取り組みとしては、大きく二つあります。一つは、デ
ジタルコンテンツのマネタイズです。例えば、海外で野球教
室を開催している指導者向けに、ソフトバンクホークスのロゴ
利用と、OB選手によるオンライン上のレクチャーをコンテン
ツ化しました。もう一つは、YouTubeチャンネルでの「ホーク
ス公式多言語チャンネル」の開始です。ホークスの試合のダ
イジェストを、日本語の他に繁体中文、韓国語、英語のナ
レーションをつけて配信しています。その中でも、今年の1月
に「王貞治ミュージアム」を台湾で開催したように、私たちは
現在、台湾を重要視しています。台湾には野球文化がありま
すし、日本が大好きという人も多く、また福岡に近い点も理
由の一つです。だからこそ台湾だけは、試合のダイジェスト
のナレーションを、台南 Joshさんという台湾人の野球
YouTuberに担当してもらっています。台南Joshさんがナレー
ションを担当する配信を始めて、初日で再生回数8000回を
記録しました。台湾の人には日本のソフトバンクホークスに関
心を持っていただいていることを実感しています。

淵さんご自身や貴社が仕事を行う上で、大切にしていらっ
しゃることはありますか。

私自身が大切にしていることは、誰に対してもフラットな態
度でいることです。例えば、1枚の野球観戦チケットを買って
くれる方から、何億ものお金を出してくれるスポンサーまで、
仕事をする上で様々な人との出会いがありますが、ホークスに
興味がある人であることに変わりはありません。誰に対して
も、どのような企業に対してでも、真剣に話を聞くということ
を常に意識しています。新規事業推進本部に関しては、代理
店任せじゃなく「自分たちの目や耳で体感したことをやってみよ
う」という体制作りを意識しており、週に1度は部署の垣根を
越えた情報共有を行っています。私はインバウンド推進室 室
長と同時に、福岡ソフトバンクホークス株式会社の社員でも
あるので、インバウンド以外の事例や情報も、いろんな部署
に伝えるようにしています。

また、私たちの取り組みは、他部署の協力がないと進まな
いので、社内の関係性は大事にしています。インバウンド推
進室のメンバーは毎日のようにコミュニケーションを取ってい
るので共通のビジョンを持つことができていますが、それを他
の部署に伝えて、協力を得て初めて、企画を形にすることが
できます。当然、他の部署はインバウンドだけをやっているわ

けではないので、具体的なプランを立て、お互いのメリットを
作って提案する流れは、社外への営業と同じだと思います。

最後に、淵さんご自身やインバウンド推進室の今後の展望に
ついて教えてください。

私自身としては、人が楽しい・嬉しい・悔しいと思うような
「感情のあるビジネス」が面白いと思っています。やはり自社
だけが良ければいいという話ではなく、多くのスポンサーが
ホークスを通して何かしらの利益を得ることができる方法を常
に考えています。そのためには、ホークスのブランド価値をど
うやって上げていくかが大切です。企業・団体のブランド=
個人のブランドだと思っているので、私の価値が上がれば、
会社の価値も上がります。会社と共に、私自身も成長し続け
たいと思います。
インバウンド推進室としては、中国や東南アジアのように、
野球が自国の文化にない人達にも野球の楽しさや面白さを伝
えていくこと、そして、海外の企業にホークスのブランドを認
めてもらうことを目標にしています。今後は、E・ZO  
FUKUOKAで展開しているチームラボフォレスト福岡や
HKT48、MLB Café FUKUOKAのように、野球とリンクしてい
ないコンテンツを切り口に、野球に繋げていくということに挑
戦してみたいと考えています。ホークスらしく、私たちらしく、
今後も「福岡ソフトバンクホークス」を世界に伝えていきたい
です。

世界という大きな舞台への繋がりの窓口を担っている淵さん。
大きな舞台への挑戦の中でも小さな繋がりや気づきを大切に
されている方なのだろうとの印象を受けました。
淵さん、貴重なお話をありがとうございました！

「『福岡』ソフトバンクホークスを
  『世界へ』繋げる窓口」

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

×

福岡ソフトバンクホークス株式会社

インバウンド推進室室長 淵 郁子氏

ふち　　　 いく　　   こ

■今月の取材先　福岡ソフトバンクホークス株式会社
〈住所〉福岡市中央区地行浜2-2-2
〈電話〉092-847-1953
〈概要〉日本球界を変える革新的なビジネスを生み出し、共に世界一となるこ
とを目標に、プロ野球球団の保有、野球競技の運営、野球等スポーツ施設
等の経営・管理、各種メディアを利用した映像・音声・データ等のコンテン
ツ配信サービス等を行っている。

取材
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ドームツアー、E・ZO FUKUOKAなどの集客と、それに伴う
販促・PR、海外でのソフトバンクホークスを通じたビジネスを
手掛けています。

インバウンド推進室が設置されたのには、どのような背景が
あったのでしょうか。

ソフトバンクホークスには元々、「めざせ 世界一！」という
キャッチフレーズがあったので、ブランドとして「世界一の球
団になろうよ」が社内の合言葉になっていました。「世界」とな
ると、海外の方々にどのようにして「ソフトバンクホークス」を
伝えるかが大切なので、海外に重きを置いた部署として「イン
バウンド推進室」が設置されました。

具体的には、どのような事業を展開していらっしゃるのでしょ
うか。

昨年は、訪日外国人専用シート「Hello Seats」の設置や
ドームツアーの企画、海外の子供向けに、福岡でのソフトバ
ンクホークスの試合の観戦や野球教室、地元のリトルリーグ
の子供たちとの交流の場をパッケージとして提供しました。

ドームツアーは海外の方が喜ぶように、他部署と連携して、
PayPayドームの屋根に登るアドベンチャーツアーを実施しまし
た。ツアーで被るヘルメットは、歌舞伎やスイカの柄、漢字
を使用したデザインにするといった工夫を凝らし、多くの外国
人観光客の方に喜んでいただくことができました。また今年の
1月には、移動式の「王貞治ミュージアム」を台湾の2都市で
開催しました。

新型コロナウイルスの影響で国内のインバウンドは見込めな
い現状だと思うのですが、このコロナ禍で新しく始められた
取り組みについて教えてください。

新しい取り組みとしては、大きく二つあります。一つは、デ
ジタルコンテンツのマネタイズです。例えば、海外で野球教
室を開催している指導者向けに、ソフトバンクホークスのロゴ
利用と、OB選手によるオンライン上のレクチャーをコンテン
ツ化しました。もう一つは、YouTubeチャンネルでの「ホーク
ス公式多言語チャンネル」の開始です。ホークスの試合のダ
イジェストを、日本語の他に繁体中文、韓国語、英語のナ
レーションをつけて配信しています。その中でも、今年の1月
に「王貞治ミュージアム」を台湾で開催したように、私たちは
現在、台湾を重要視しています。台湾には野球文化がありま
すし、日本が大好きという人も多く、また福岡に近い点も理
由の一つです。だからこそ台湾だけは、試合のダイジェスト
のナレーションを、台南 Joshさんという台湾人の野球
YouTuberに担当してもらっています。台南Joshさんがナレー
ションを担当する配信を始めて、初日で再生回数8000回を
記録しました。台湾の人には日本のソフトバンクホークスに関
心を持っていただいていることを実感しています。

淵さんご自身や貴社が仕事を行う上で、大切にしていらっ
しゃることはありますか。

私自身が大切にしていることは、誰に対してもフラットな態
度でいることです。例えば、1枚の野球観戦チケットを買って
くれる方から、何億ものお金を出してくれるスポンサーまで、
仕事をする上で様々な人との出会いがありますが、ホークスに
興味がある人であることに変わりはありません。誰に対して
も、どのような企業に対してでも、真剣に話を聞くということ
を常に意識しています。新規事業推進本部に関しては、代理
店任せじゃなく「自分たちの目や耳で体感したことをやってみよ
う」という体制作りを意識しており、週に1度は部署の垣根を
越えた情報共有を行っています。私はインバウンド推進室 室
長と同時に、福岡ソフトバンクホークス株式会社の社員でも
あるので、インバウンド以外の事例や情報も、いろんな部署
に伝えるようにしています。

また、私たちの取り組みは、他部署の協力がないと進まな
いので、社内の関係性は大事にしています。インバウンド推
進室のメンバーは毎日のようにコミュニケーションを取ってい
るので共通のビジョンを持つことができていますが、それを他
の部署に伝えて、協力を得て初めて、企画を形にすることが
できます。当然、他の部署はインバウンドだけをやっているわ

けではないので、具体的なプランを立て、お互いのメリットを
作って提案する流れは、社外への営業と同じだと思います。

最後に、淵さんご自身やインバウンド推進室の今後の展望に
ついて教えてください。

私自身としては、人が楽しい・嬉しい・悔しいと思うような
「感情のあるビジネス」が面白いと思っています。やはり自社
だけが良ければいいという話ではなく、多くのスポンサーが
ホークスを通して何かしらの利益を得ることができる方法を常
に考えています。そのためには、ホークスのブランド価値をど
うやって上げていくかが大切です。企業・団体のブランド=
個人のブランドだと思っているので、私の価値が上がれば、
会社の価値も上がります。会社と共に、私自身も成長し続け
たいと思います。
インバウンド推進室としては、中国や東南アジアのように、
野球が自国の文化にない人達にも野球の楽しさや面白さを伝
えていくこと、そして、海外の企業にホークスのブランドを認
めてもらうことを目標にしています。今後は、E・ZO  
FUKUOKAで展開しているチームラボフォレスト福岡や
HKT48、MLB Café FUKUOKAのように、野球とリンクしてい
ないコンテンツを切り口に、野球に繋げていくということに挑
戦してみたいと考えています。ホークスらしく、私たちらしく、
今後も「福岡ソフトバンクホークス」を世界に伝えていきたい
です。

世界という大きな舞台への繋がりの窓口を担っている淵さん。
大きな舞台への挑戦の中でも小さな繋がりや気づきを大切に
されている方なのだろうとの印象を受けました。
淵さん、貴重なお話をありがとうございました！

「『福岡』ソフトバンクホークスを
  『世界へ』繋げる窓口」

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

×

福岡ソフトバンクホークス株式会社

インバウンド推進室室長 淵 郁子氏

ふち　　　 いく　　   こ

■今月の取材先　福岡ソフトバンクホークス株式会社
〈住所〉福岡市中央区地行浜2-2-2
〈電話〉092-847-1953
〈概要〉日本球界を変える革新的なビジネスを生み出し、共に世界一となるこ
とを目標に、プロ野球球団の保有、野球競技の運営、野球等スポーツ施設
等の経営・管理、各種メディアを利用した映像・音声・データ等のコンテン
ツ配信サービス等を行っている。

取材
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お問い合わせ／福岡商工会議所　経営支援グループ　TEL 092-441-1146

会員限定割引サービス

（株）マネーフォワードが提供する5つのクラウド
サービスを、当所会員の方は年額利用料金（12
カ月）で14カ月ご利用いただけます。
これからマネーフォワードクラウド
サービスの利用を検討されている方、
すでに利用されている方のどちらで
も当特典をご利用いただけます。
詳しくは当所HP等をご覧ください。

12月からSNSとSEO対策による売り上げアップ対策セミナーを開催予定です。
“Googleマイビジネス”のSEO対策や、“Facebook”や“Instagram”などの
SNSの活用の見直しや、自社ホームページやブログ等をハブにして、SEO・
SNSなどのコンテンツを連携させた情報発信型集客で、コロナ禍でも利益を出
せる会社やお店にしていきませんか？ 詳しくは当所HP等をご覧ください。

対　象

個人事業主

法　人

対象プラン

①パーソナルミニ

②パーソナル

③パーソナルプラス

④スモールビジネス

⑤ビジネス

12月11日（金）
14:00～16:00 開催形式：オンライン

講師：ICTスクールiClub
　　　代表  工藤 洋輔 氏

12月18日（金）
14:00～16:00

1月15日（金）
14:00～16:00

1月22日（金）
14:00～16:00

開催日時 概　要 開催形式・講師

年額9,600円（税抜）

年額23,760円（税抜）

年額35,760円（税抜）

年間35,760円（税抜）

年間59,760円（税抜）

詳しくは
こちらから

福岡商工会議所のIT支援ご存知ですか？

リピート促進情報発信による集客

自社ホームページ
・ブログ等

SEO SNS

ネットショップ

友だち追加

連携

連携 連携

詳しくは
こちらから

セミナー
の開催

Instagram活用セミナー（前編）
～アカウント作成から通常投稿まで～

Instagram活用セミナー（後編）
～Instagram広告や反応分析について～

Facebook活用セミナー（前編） 
～アカウント作成から通常投稿まで～

Facebook活用セミナー（後編）
～Facebook広告や反応分析について～

ご
紹
介
！

・福岡商工会議所 専門家
・福岡県商工会連合会　経営改善専門相談員
・福岡県中小企業団体中央会　専門家
・佐賀県商工会連合会　専門家
・宮崎県商工会議所連合　専門家  他

当所会員の方は年額利用料金で
14カ月利用できます!
（2カ月分お得!）

来店

※2月、3月もIT支援セミナーを開催する予定です。

※当所では、マネーフォワードクラウドの導入支援を無料で行っています。詳しくは、お問い合わせください。

福岡商工会議所の 経営相談窓口

※セーフティネット認定に関するご相談は、福岡市窓口（092-441-2171）にお問い合わせください。
※オンライン相談をご希望の方は当所HP（https://www.fukunet.or.jp/contact/contact_other/online-consultation/）よりお申込みください。

※1  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。詳しくは下記連絡先までお尋ねください。　　　　　　　　　●ご予約後のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

第1
第3
第5

第2
第3
第4

第4

第3

第2

金木水

開 設 日

火月

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

不要

予約制

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）

経営相談部

経営支援
グループ
441-1146

商工
会議所

2階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月1回（不定期）

◯

第3 第1

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

経営コンサルタント

中小企業診断士

中小企業診断士

中小企業診断士

税  理  士

社会保険労務士※1

キャリアコンサルタント

弁  護  士

商品装飾展示技能士

ITインストラクター

9：00～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

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

9：00～17：00

SEO・SEMコンサルタント
ITコンサルティング

社会保険労務士※1

［福岡働き方改革推進支援センターより派遣］

ご相談の内容

まず、相談したい
（公的融資、補助金、経営全般）

コロナ禍特別相談
（資金繰り・経営戦略再構築）

経 営
（創業・経営革新、経営全般等）

販売戦略・販売促進

経営安定
（倒産防止）

税務・財務

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

働き方改革
◎働き方改革関連法への対応など

人材確保

事業に関する

法　律

店舗改装

IT相談

IT活用・SEO対策
Web集客相談

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ） 予約 場所
オン
ライン
相談

お問い合わせ
（市外局番092）

秘密
厳守無料

第1
第3

第1

第2月曜は
10:00～16:00

第3月曜は
10:00～16:00

受付時間
午前は11:30まで
午後は16:30まで

第1火曜・第3水曜は
9:00～17:00

◯

◯

◯

◯

◯

予約制

予約制

HPより
予約

暴排相談窓口
441-1245

産業振興部
441-1119

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
経営相談部 地域支援
第一グループ 441-2161
第二グループ 441-2162

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
商工会議所

2階
商工会議所

6階

◯

◯

◯

◯

　　要相談

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

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

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

ワンストップ海外展開
相談窓口

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。暴排相談窓口

海外展開

BCP

経営改善計画
早期経営改善計画

事業引継
相談 第3者

承継

親族・従業員
承継

企業再生
（事業存続）

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）

相談場所 経営相談部　経営支援グループ　TEL 092-441-1146予約専用

詳しくは、右上のQR画像から
ホームページをご覧ください。

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ
線
で
切
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。
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福岡商工会議所の 経営相談窓口

※セーフティネット認定に関するご相談は、福岡市窓口（092-441-2171）にお問い合わせください。
※オンライン相談をご希望の方は当所HP（https://www.fukunet.or.jp/contact/contact_other/online-consultation/）よりお申込みください。

※1  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。詳しくは下記連絡先までお尋ねください。　　　　　　　　　●ご予約後のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

第1
第3
第5

第2
第3
第4

第4

第3

第2

金木水

開 設 日

火月

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

不要

予約制

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）

経営相談部

経営支援
グループ
441-1146

商工
会議所

2階

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

毎月1回（不定期）

◯

第3 第1

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

ご相談担当者

商工会議所経営指導員

経営コンサルタント

中小企業診断士

中小企業診断士

中小企業診断士

税  理  士

社会保険労務士※1

キャリアコンサルタント

弁  護  士

商品装飾展示技能士

ITインストラクター

9：00～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

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

9：00～17：00

SEO・SEMコンサルタント
ITコンサルティング

社会保険労務士※1

［福岡働き方改革推進支援センターより派遣］

ご相談の内容

まず、相談したい
（公的融資、補助金、経営全般）

コロナ禍特別相談
（資金繰り・経営戦略再構築）

経 営
（創業・経営革新、経営全般等）

販売戦略・販売促進

経営安定
（倒産防止）

税務・財務

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

働き方改革
◎働き方改革関連法への対応など

人材確保

事業に関する

法　律

店舗改装

IT相談

IT活用・SEO対策
Web集客相談

開設時間
昼休み

12:00～13:00（　　　  ） 予約 場所
オン
ライン
相談

お問い合わせ
（市外局番092）

秘密
厳守無料

第1
第3

第1

第2月曜は
10:00～16:00

第3月曜は
10:00～16:00

受付時間
午前は11:30まで
午後は16:30まで

第1火曜・第3水曜は
9:00～17:00

◯

◯

◯

◯

◯

予約制

予約制

HPより
予約

暴排相談窓口
441-1245

産業振興部
441-1119

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
経営相談部 地域支援
第一グループ 441-2161
第二グループ 441-2162

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
商工会議所

2階
商工会議所

6階

◯

◯

◯

◯

　　要相談

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

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

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

ワンストップ海外展開
相談窓口

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。暴排相談窓口

海外展開

BCP

経営改善計画
早期経営改善計画

事業引継
相談 第3者

承継

親族・従業員
承継

企業再生
（事業存続）

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）

相談場所 経営相談部　経営支援グループ　TEL 092-441-1146予約専用

詳しくは、右上のQR画像から
ホームページをご覧ください。

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ
線
で
切
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

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

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます
掲載
無料

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

福Showひろば福Showひろば ホットニュースホットニュース

継続的な身体とお肌のお手入れの定額制サロン。よもぎ
蒸しレンタル・販売も認定講師がサポート！

黄土よもぎ蒸し＆自然派サロン＆スクール　pas a pas Marie

黄土よもぎ蒸しレンタル・販売／
自然派エステサロン・スクール

▼

西鉄大橋駅東口から
徒歩1分。中が見える
1F店舗です

を提案。定額制で安心して、改善まで
しっかり通えます。通えない方には、よ
もぎ蒸しレンタルを始めました。認定講
師による、資格取得スクール、サロンへ
の講習もしています。

サロン名の“pas a pas”は“一歩一
歩”。お客様と長いお付き合いをと、信
頼関係を大事に、美容と健康のお手伝
いをさせていただきます。有資格者が体
調を聴き、その方に合わせた施術プラン

黄土よもぎ蒸し＆自然派サロン＆スクール
pas a pas Marie
福岡市南区大橋1-4-29
センターコート大橋1F
TEL：092-562-3206
FAX：092-562-3206
http://www.pasapasmarie.jp
E-mail：contact@pasapasmarie.jp
営業内容
よもぎ蒸し・自然派アロマサロン、日本
エステティック協会登録教室ライセンスス
クール、よもぎ蒸しファンジン黄土代理
店

DXを推進する市民開発者向けに「疑問・問題・お悩み」の改善支援サービスになります
弊社の経験豊富な市民開発者がお客様の担当者に寄り添ってお悩みを解決いたします

㈱ソントレーゾ

Power Platform 市民開発者支援
パック　サービスの開始!!

▼

市民開発者支援パックの
価格表です

／APIなどのクラウド対応に各種言語で
のシステム開発と幅広く行っております。

Microsoft 365 / Power Platform 
を主軸とした社内システムや業務アプリ
のデジタル化を「導入／教育／開発／技
術」の各種分野にて支援とコンサルティ
ングが可能です。Azure／AWS／GCP

㈱ソントレーゾ
福岡市中央区天神5-9-13
NBF福岡ビル3F
TEL：092-688-8166
https://sentreseau.com/
E-mail：info@sentreseau.com
営業内容
お客様の社内システムのデジタル変革を
様々な形で幅広く、ご支援させて頂いて
おります。

忘新年会シーズンにぴったりの“食べ飲み放題コース”をご準備してい
ます!! 料理80品以上、飲み物30品以上で是非ご活用ください♪

点心楼台北　平尾本店

健康を重視した薄味仕立ての料理を
中心に、本格中華をご堪能ください!!

▼

本場のシェフがつくる
こだわりの料理

数々のメニューをご賞味ください。
会社のご宴会や、家族・友人との
パーティーに是非ご利用ください！！本場
のスタッフがお待ちしております。

本場のシェフがつくる点心楼のこだわ
りは、あっさりした味わいでハイクラスな
料理をお手頃プライスでご提供いたしま
す。
毎日食べても健康に良く、飽きない

点心楼台北　平尾本店
福岡市中央区平尾2-9-17
TEL：092-534-6631
https://tabelog.com/fukuoka/
A4001/A400104/40005640/
営業内容
本格中華台湾料理のお店

「教えたい人」「習いたい人」「場所を提供したい人」を
つなぐ新しい学びのカタチ

九州電力㈱　おけいこタウン事業

習い事マッチングサービス
「おけいこタウン」を開始しました！

▼

会員さまも先生として
ご活躍中です！

施設を習い事に貸出し、集客に繋げるこ
とも可能です。こうして集まった習い事
を、社員教育などにも利用できます。
様々な可能性を秘めたおけいこタウン、
ぜひご活用下さい！

インターネット上で様々な習い事のマッ
チングを行うサービス「おけいこタウン」
を開始しました！
当サービスでは、誰もが知見を活かし

て先生になるチャンスがあります。また、

九州電力㈱
おけいこタウン事業
福岡市中央区渡辺通2-1-82
インキュベーションラボ内
TEL：092-981-9109
FAX：092-733-1435
https://okeikotown.net/
E-mail：okeikotown2018@gmail.com
営業内容
おけいこタウンサイトの運営、先生の審
査・活動支援、施設確保、PRイベント
企画・運営など。

手ぶらでOK
一人で綺麗に着られる着物が終日レンタル可能！

ピースアイランド合同会社

「博多旧市街」着物deまちあるき
博多の魅力マイクロツーリズム

▼

「博多旧市街」
着物deまちあるき

情緒あふれるまちなみ。誰でも5分ほど
で簡単に着られる着物をレンタルして、
博多の街を散策できます。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
※レンタル着物提供店募集中

博多駅から徒歩圏内「博多旧市街」に
は1平方キロメートル内に45寺社あり密
集度は全国でも群を抜いています。うど
ん・蕎麦発祥の地（承天寺）や、ういろ
う伝来の地（妙楽寺）など伝統的景観と

ピースアイランド合同会社
福岡市早良区百道2-4-41-416号
TEL：092-407-1110
https://www.peaceisland.art
E-mail：peaceisland.info@gmail.com
営業内容
「博多旧市街」着物deまちあるき、ロ
ケーション撮影、伊藤半次「戦地からの
絵手紙」の企画展開催、平和学習、講
演など

コロナ禍、IT化の今の世の中だからこそ、人と人の心の
交わし方を伝授します

心月（しんげつ）／有田麻紀

大切なのは「形」ではなく「真心」！人として一番大切な
コトは何かを考えながら、楽しく仕事にしています！

▼

「楽しく共に学ぶ」を
モットーとしています

形だけのマナー教育ではなく、真心こ
もった授業を行います。
司会、飲食店経営においても、何よ

り「人」を大切にしております。

江戸時代の越後の和尚、良寛様が月
に馳せた思いを基軸に、どのような時代
になっても変わらない人の心を大切にし
ながら教育を行うことをモットーとし、
個人事業主として活動しています。

心月（しんげつ）／有田麻紀
福岡市中央区笹丘1-32-3-712
TEL：080-4170-4650
FAX：092-752-3236
E-mail：shingetsu-ryoukan@dream.jp
営業内容
教育コンサルタント（講義、講演）、司
会、ラジオパーソナリティ、飲食店経営
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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

継続的な身体とお肌のお手入れの定額制サロン。よもぎ
蒸しレンタル・販売も認定講師がサポート！

黄土よもぎ蒸し＆自然派サロン＆スクール　pas a pas Marie

黄土よもぎ蒸しレンタル・販売／
自然派エステサロン・スクール

▼

西鉄大橋駅東口から
徒歩1分。中が見える
1F店舗です

を提案。定額制で安心して、改善まで
しっかり通えます。通えない方には、よ
もぎ蒸しレンタルを始めました。認定講
師による、資格取得スクール、サロンへ
の講習もしています。

サロン名の“pas a pas”は“一歩一
歩”。お客様と長いお付き合いをと、信
頼関係を大事に、美容と健康のお手伝
いをさせていただきます。有資格者が体
調を聴き、その方に合わせた施術プラン

黄土よもぎ蒸し＆自然派サロン＆スクール
pas a pas Marie
福岡市南区大橋1-4-29
センターコート大橋1F
TEL：092-562-3206
FAX：092-562-3206
http://www.pasapasmarie.jp
E-mail：contact@pasapasmarie.jp
営業内容
よもぎ蒸し・自然派アロマサロン、日本
エステティック協会登録教室ライセンスス
クール、よもぎ蒸しファンジン黄土代理
店

DXを推進する市民開発者向けに「疑問・問題・お悩み」の改善支援サービスになります
弊社の経験豊富な市民開発者がお客様の担当者に寄り添ってお悩みを解決いたします

㈱ソントレーゾ

Power Platform 市民開発者支援
パック　サービスの開始!!

▼

市民開発者支援パックの
価格表です

／APIなどのクラウド対応に各種言語で
のシステム開発と幅広く行っております。

Microsoft 365 / Power Platform 
を主軸とした社内システムや業務アプリ
のデジタル化を「導入／教育／開発／技
術」の各種分野にて支援とコンサルティ
ングが可能です。Azure／AWS／GCP

㈱ソントレーゾ
福岡市中央区天神5-9-13
NBF福岡ビル3F
TEL：092-688-8166
https://sentreseau.com/
E-mail：info@sentreseau.com
営業内容
お客様の社内システムのデジタル変革を
様々な形で幅広く、ご支援させて頂いて
おります。

忘新年会シーズンにぴったりの“食べ飲み放題コース”をご準備してい
ます!! 料理80品以上、飲み物30品以上で是非ご活用ください♪

点心楼台北　平尾本店

健康を重視した薄味仕立ての料理を
中心に、本格中華をご堪能ください!!

▼

本場のシェフがつくる
こだわりの料理

数々のメニューをご賞味ください。
会社のご宴会や、家族・友人との
パーティーに是非ご利用ください！！本場
のスタッフがお待ちしております。

本場のシェフがつくる点心楼のこだわ
りは、あっさりした味わいでハイクラスな
料理をお手頃プライスでご提供いたしま
す。
毎日食べても健康に良く、飽きない

点心楼台北　平尾本店
福岡市中央区平尾2-9-17
TEL：092-534-6631
https://tabelog.com/fukuoka/
A4001/A400104/40005640/
営業内容
本格中華台湾料理のお店

「教えたい人」「習いたい人」「場所を提供したい人」を
つなぐ新しい学びのカタチ

九州電力㈱　おけいこタウン事業

習い事マッチングサービス
「おけいこタウン」を開始しました！

▼

会員さまも先生として
ご活躍中です！

施設を習い事に貸出し、集客に繋げるこ
とも可能です。こうして集まった習い事
を、社員教育などにも利用できます。
様々な可能性を秘めたおけいこタウン、
ぜひご活用下さい！

インターネット上で様々な習い事のマッ
チングを行うサービス「おけいこタウン」
を開始しました！
当サービスでは、誰もが知見を活かし

て先生になるチャンスがあります。また、

九州電力㈱
おけいこタウン事業
福岡市中央区渡辺通2-1-82
インキュベーションラボ内
TEL：092-981-9109
FAX：092-733-1435
https://okeikotown.net/
E-mail：okeikotown2018@gmail.com
営業内容
おけいこタウンサイトの運営、先生の審
査・活動支援、施設確保、PRイベント
企画・運営など。

手ぶらでOK
一人で綺麗に着られる着物が終日レンタル可能！

ピースアイランド合同会社

「博多旧市街」着物deまちあるき
博多の魅力マイクロツーリズム

▼

「博多旧市街」
着物deまちあるき

情緒あふれるまちなみ。誰でも5分ほど
で簡単に着られる着物をレンタルして、
博多の街を散策できます。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
※レンタル着物提供店募集中

博多駅から徒歩圏内「博多旧市街」に
は1平方キロメートル内に45寺社あり密
集度は全国でも群を抜いています。うど
ん・蕎麦発祥の地（承天寺）や、ういろ
う伝来の地（妙楽寺）など伝統的景観と

ピースアイランド合同会社
福岡市早良区百道2-4-41-416号
TEL：092-407-1110
https://www.peaceisland.art
E-mail：peaceisland.info@gmail.com
営業内容
「博多旧市街」着物deまちあるき、ロ
ケーション撮影、伊藤半次「戦地からの
絵手紙」の企画展開催、平和学習、講
演など

コロナ禍、IT化の今の世の中だからこそ、人と人の心の
交わし方を伝授します

心月（しんげつ）／有田麻紀

大切なのは「形」ではなく「真心」！人として一番大切な
コトは何かを考えながら、楽しく仕事にしています！

▼

「楽しく共に学ぶ」を
モットーとしています

形だけのマナー教育ではなく、真心こ
もった授業を行います。
司会、飲食店経営においても、何よ
り「人」を大切にしております。

江戸時代の越後の和尚、良寛様が月
に馳せた思いを基軸に、どのような時代
になっても変わらない人の心を大切にし
ながら教育を行うことをモットーとし、
個人事業主として活動しています。

心月（しんげつ）／有田麻紀
福岡市中央区笹丘1-32-3-712
TEL：080-4170-4650
FAX：092-752-3236
E-mail：shingetsu-ryoukan@dream.jp
営業内容
教育コンサルタント（講義、講演）、司
会、ラジオパーソナリティ、飲食店経営
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お鍋がよりおいしく感じる、冬が近づいてきましたね　 
今回訪れたのは、中央区天神にあるもつ鍋専門店「楽天地
（天神本店）」さんです
今年はコロナで3月～5月にかけて大変厳しい状況とな
りました。そんな中、楽天地さんでは今年6月にクラウド
ファンディングを活用して無償で医療従事者延べ5,489人
を招待されたことで話題になりました　 “コロナと最前線で
闘っている方々に、ささやかな休息を贈りたい”、“楽天地
も大変だからこそ、みんなでできることをしたい”という思
いから取り組まれたそうです。
さて、楽天地のもつ鍋！といえば、なんといっても“これ
でもか！”というほど山盛りのニラとキャベツと6種類のモ
ツです　 厳選されたモツと相性バッチリなオリジナルスー
プは旨味がたっぷりで、味わい深いです　 “モツは少し重
たい”と苦手意識のある方でも「いつの間にか食べきってい
た」とお声をいただくそうです　 黒毛和牛の6種類のモツ
を使っていて、味や食感がそれぞれ違って、食べていて飽
きがこないそうです
でも、もつ鍋といえばニンニク…においが気になる、と
いう方は、「天神西通り店」と「もつ鍋二代目店」をご利用く
ださい。無臭にんにくで作ってもらえます

こだわりがギュッとつま
った

もつ鍋（４人前）

ホームページ

㈲楽天地（天神今泉本店）
☎092-738-1767
福岡市中央区天神今泉1-19-18
楽天地ビル2階
https://rakutenti.com/
営17：00～24：00（L.O. 23：30）
㉁年中無休

もつ鍋ひとすじ44年！

天神本店の2階で
賑わう様子

5,489名の方へ無償提供！
（終了しました）

商工会議所に入会するきっかけは、補助金を申請するために相談窓口を利用したことです。そ
の後は、「Food EXPO Kyushu」などに参加して販路拡大に取り組んだり、経営革新計画策定の
サポートを受けたりと、いろいろ活用させてもらっています。今は、「福岡外食応援団GOOD UP 
FUKUOKA」に参加して、感染症対策にもしっかり取り組みお客様に安心してご来店いただけるよ
うに頑張って営業しています。そして、Go To Eatキャンペーンに登録しているので、1番を目指し
ています。
創業して44年間、ずっと変わらない味を保ち続けて、地元の方をはじめ、観光客の方々にも

喜んでいただいています。こだわりがつまった、当店自慢のもつ鍋をぜひご賞味ください！

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♪

代表取締役
水谷 崇さん

年末年始は毎日適用

PR

駐車場事前予約サービス
akippa（アキッパ）※登録無料
から予約が必要です。

お問い合わせ／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　E-mail：fkkanri＠fukunet.or.jp
福岡市博多区博多駅前2丁目9-28　福岡商工会議所ビル（博多警察署・博多区役所となり）

福岡商工会議所 立体駐車場

駐車できる車両／全長5m以下、車幅1.85m（タイヤ幅1.82m以下）、車高1.55m以下、車重1.9t以下、
　　　　　　　　地上最低高13cm以上

60分 200円

営業時間　7時～22時
土日祝・正月も営業中

福岡商工会議所を
利用されない方でも駐車できます

24時間ごと1,600円

月極 27,500円／月
残り
わずか

土日祝限定

事前予約・10台限定

7～22時 定額

1,100円

博多駅 
徒
歩 7分

キャナルシティ
 徒歩 3分博多駅 

徒
歩 7分

キャナルシティ
 徒歩 3分
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105店舗掲載!
2021年3月末まで使えるお得な特典満載“グルメB

OOK”

誕生!!
福岡外食

応援団 G
OOD U

P FUK
UOKA 

 オリジナ
ル

お問い合わせ／福岡商工会議所 地域振興部　TEL 092-441-1118　E-mail：fkkankou＠fukunet.or.jp

グルメB
OOKは

お店選び
にぜひ

ご活用く
ださい!!

会議所ニ
ュース

12月号
に

同封して
います。

食の街・福岡が誇る飲食店。外食には、そこでしか出会え
ない味があります。「たくさん頑張る今だからこそ、皆さ
まへちょっとしたごほうびをお届けしたい」。そんな想い
にあふれた飲食店を集めました。

参加店舗及び利用者からの要望もあり、Go To Eat
キャンペーン（食事券事業）の加盟店には、目印となる
アイコンを表示しました。

GOOD UP FUKUOKA特設サイトに
アイコンを設置

このロゴが
が目印♪

特設サイト

約600店舗を掲載
※2020年11月現在
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