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福博新景

日々これ大切

「博多町家」ふるさと館館長
はかたまちや

長谷川 法世

新しい年だ
新しい毎日だ
旧年中は何かとお世話になりました
こちらこそ。
本年もどうぞよろしくお願いします
なんて、しょっちゅう会っている人との
改まったあいさつも
新しい年だからこそだ

日々これ大切
時はつぎつぎにやってきては
つぎつぎに去っていく
だから、その時その時をせいいっぱい、ね
たいせつにしよう

雨や風や、波風の立ち騒ぐことがあっても
富士山はやっぱり富士の山
いろんな一日がやってきても
それは自分のたいせつな一日
や、説教くさくなっちまった
新年はやっぱり
めでたいめでたいでいかなくっちゃ
では改めて、おめでとうございます
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〈もしもに備える〉
優良従業員表彰のご案内

ビジネス総合保険制度

生命共済制度

〈お知らせ〉
中規模人数交流会「リレーションズ」　起業家交流会

福商優待サービス

福岡商工会議所の検定試験

博多伝統芸能館イベント

マル経資金

学校と企業との就職情報交換会

福岡商工会議所工業部会主催
ビジネス交流会　出展企業募集！

メガFTA・EPA時代の国際ビジネス展開
～国際取引におけるFTA・EPAの活用～

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～

ご存知ですか？ 代表者・役員等も国の労災保険に加入できる
「特別加入制度」 任せて安心！ 労働保険事務組合

人材確保相談窓口

〈優秀な人材を採用・育成したい〉
2020年度　第30回メンタルヘルス・マネジメント検定試験向け
Ⅱ種（ラインケアコース）対策講座

人事ご担当者様向けWebセミナー
『アフターコロナを見据えた グローバル人材育成』のご案内

福岡商工会議所パソコン教室　受講生募集

簿記検定試験対策

福商eラーニング
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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〉
税務Q&A

危機管理情報室

中小企業のセキュリティー対策
三つの要因で相談急増

〈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 株式会社セールスアカデミー
代表取締役　宮脇 伸二氏

ミライロしごと図鑑×FUKUOKA2020

0202年頭所感
福岡商工会議所　藤永 憲一会頭／日本商工会議所　三村 明夫会頭
経済産業省 九州経済産業局　米田 健三局長／
福岡県　小川 洋知事／福岡市　髙島 宗一郎市長

特集1

2828 日商簿記検定試験2級、3級が
ネット受験できるようになりました！

特集2

2626ミライロしごと図鑑×FUKUOKA20200202年頭所感
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謹んで新春のご挨拶を
申し上げます。

昨年11月、福岡商工会議所 会頭
の職を引き続き務めさせていただくことに
なり、5人の副会頭と11部会の部会
長・副部会長による新体制がスタートい
たしました。
本年も、役員・議員、職員一丸と

なって、「商工業の改善・発達と福岡の
発展」のために、全力で取り組んでまい
りますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

昨年を振り返って

昨年からの新型コロナウイルス感染症
の拡大は、世界を席巻し、国民生活や
企業活動など社会経済に大きな影響を
及ぼしました。4月、緊急事態宣言が発
出され、続いて営業自粛・外出自粛の
要請がなされるなど、これまで経験したこ
とのない事態となりました。東京オリン
ピック・パラリンピックが延期となり、福
岡においては「博多どんたく港まつり」
「博多祇園山笠」「放生会」などのお祭り
や、大相撲九州場所、ホークス日本一
パレードなど様々なイベント・行事がこと
ごとく開催できませんでした。

特に影響の大きい観光面では、ク
ルーズ船をはじめインバウンド客による観
光需要が消失し、県境を越える移動の

自粛や「密」を避ける動きが広がり、福
岡市の事業所数の約９割を占める第３次
産業、中でも宿泊、飲食・サービスなど
観光関連の業種は大きな打撃を受けて
おります。

当所ではコロナ対策支援として、昨年
3月、国、県、市や関係機関とともに、
当所内に様々な支援施策の相談にワン
ストップで対応できる「共同相談窓口」を
設置したことにより、会員をはじめ多くの
事業者から、例年の2倍を超えるご相談
を受けました。また、販路開拓や経営革
新、IT活用に向けた国や県の補助金申
請などの支援も数多く行ってまいりました。
6月には飲食店の「感染防止策と営

業の両立」「イートイン客の呼び戻し」を
支援する「福岡外食応援団GOOD UP 
FUKUOKA」を開始し、国や県の飲食
店支援策が始まるとそれとの相乗効果を
高めることにも努めてきました。
このほかオンラインを活用した商談会・

交流会の実施など、コロナ禍の打撃を
受けた中小企業・小規模事業者が事業
を維持・継続できるよう全力で取り組ん
でいます。

また、昨年は「令和2年7月豪雨」に
より熊本県人吉市や福岡県大牟田市、
久留米市はじめ九州各地で甚大な被害
が生じ、いまだ復旧・復興の途上にあり
ます。

そのような中、九州商工会議所連合
会、福岡県商工会議所連合会として各
地の意見をとりまとめ、国や県に対し、
コロナ禍における中小企業支援施策の
拡充と豪雨被害からの復旧・復興につ
いて要望活動を行い、様々な施策の実
現に努めてまいりました。

2021年（令和3年）の抱負

新型コロナウイルスの収束は、いまだ
見通しが立っておりません。当面は「ウィ
ズコロナ」、すなわち感染拡大防止と社
会経済活動の両立に全力で取り組まね
ばなりません。
一方で、「アフターコロナ」を見据え、

今できることを模索し取り組みを始めるこ
とも必要です。コロナ禍を契機として、
感染症や災害リスクへの対応、デジタル
化の遅れといった課題が顕在化しました。
また、事業承継、生産性向上、人手不
足という従来からの構造的課題にも早期
の対応が迫られております。
このような変化の激しい時こそ、「商工

業の改善・発達と福岡の発展」という福
岡商工会議所の原点に立ち返り、商工
会議所として何をすべきか、何ができる
かを考え、行動していかねばならないと考
えています。

◆事業の維持・継続に向けた伴
走型支援
具体的には、「ウィズコロナ」の考えの

もと、当面の事業の維持・継続に向
け、資金繰りや雇用維持、業態転換を
含めた販路拡大、事業承継などについ
て、きめ細かな「伴走型」支援を行なっ
てまいります。

◆アフターコロナを見据えた成長
を支援
コロナ禍により、中小企業でもテレ

ワークやオンライン会議の導入など、デ
ジタル化の必要性・重要性が増し、国
を挙げてデジタル化が推進されておりま
す。しかし、中小企業にはデジタル化の
ための人材が不足しており、当所では、
IT活用による業務効率化や情報発信の
ノウハウ等のセミナーを開催し、中小企
業のデジタル化、生産性向上の促進に
力を入れてまいります。

◆元気な福岡をいつまでも
福岡市は、「天神ビッグバン」や「博多

コネクティッド」などの都市再開発の推
進・継続の方針を示されております。ま
た、昨年は福岡県・福岡市と当所を含
む経済団体等の官民が一体となり、国
際金融機能誘致に向けた「TEAM　
FUKUOKA」が設立されました。
コロナを契機として、東京一極集中の

是正や、地方分散の動きが表面化する
中、当所としても、福岡市の存在感を
高め、商工業者が活躍できる環境整備
や、福岡そして九州のさらなる活性化に
向け様々な提言・要望活動を行なってま
いります。
また今後、観光やビジネスでの交流

人口の回復、海外との往来の再開、大
型MICEや各種イベントの復活を見据
え、まずは国内の交流人口拡大と福岡
の魅力向上に努め、そして、アフターコ
ロナの新しい時代にアジアの交流拠点と

なるべく、官民一体となった活動に邁進
してまいります。

今年の言葉「越禍」

感染症の拡大による社会経済活動の
停滞という過去に経験のない危機に直
面し、感染症拡大自体の先行きが不透
明な状況の中、経営者の方々は、時に
は気持ちが折れそうになりながらも、家族
や従業員のためにこの困難を乗り越えよ
うと、弛みない努力を続けておられます。
そこで、今年の漢字を「越禍」としまし

た。
「禍を乗り越える」という意味で、様々

な工夫やチャレンジを通じて、「コロナ禍」
を乗り越えて、新しい時代に進もうという
思いを込めております。
今年の干支は「辛丑（かのとうし）」で

す。我慢し耐えて、これから発展する前
触れ、大きな希望が芽吹く、そのような

年になると言われています。
この干支のとおり、禍（わざわい）、困

難を乗り越え、未来への希望、発展に
繋がっていく一年になることを願っており
ます。

福岡商工会議所は、身近な地域密
着の経済団体として、地域の人々や事
業者がコロナ禍を乗り越え大いに飛躍で
きるよう、本年も議員、会員の皆様とと
もに全力で頑張ってまいります。

今年は、東京オリンピック・パラリン
ピックが予定されております。アフターコ
ロナといえる状況が早く訪れ、日本各地
の祭り・イベントが復活し、東京オリン
ピック・パラリンピックの盛り上がりが各
地域の更なる活性化に繋がっていくこと
を期待しています。

最後になりますが、コロナ禍の最前線
で活躍されているエッセンシャルワーカー
の皆様に心から敬意と感謝を表します。
また、本年も私ども福岡商工会議所へ
の変わらぬご支援とご協力をお願いする
とともに、本年が皆様にとって明るい年
になりますよう祈念いたします。

コロナ禍を乗り越えて
元気な福岡をいつまでも

令和3年 年頭所感

福岡商工会議所 会頭  藤永憲一

TEAM FUKUOKA設立総会

GOOD UP FUKUOKA
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進・継続の方針を示されております。ま
た、昨年は福岡県・福岡市と当所を含
む経済団体等の官民が一体となり、国
際金融機能誘致に向けた「TEAM　
FUKUOKA」が設立されました。
コロナを契機として、東京一極集中の

是正や、地方分散の動きが表面化する
中、当所としても、福岡市の存在感を
高め、商工業者が活躍できる環境整備
や、福岡そして九州のさらなる活性化に
向け様々な提言・要望活動を行なってま
いります。
また今後、観光やビジネスでの交流

人口の回復、海外との往来の再開、大
型MICEや各種イベントの復活を見据
え、まずは国内の交流人口拡大と福岡
の魅力向上に努め、そして、アフターコ
ロナの新しい時代にアジアの交流拠点と

なるべく、官民一体となった活動に邁進
してまいります。

今年の言葉「越禍」

感染症の拡大による社会経済活動の
停滞という過去に経験のない危機に直
面し、感染症拡大自体の先行きが不透
明な状況の中、経営者の方々は、時に
は気持ちが折れそうになりながらも、家族
や従業員のためにこの困難を乗り越えよ
うと、弛みない努力を続けておられます。
そこで、今年の漢字を「越禍」としまし

た。
「禍を乗り越える」という意味で、様々

な工夫やチャレンジを通じて、「コロナ禍」
を乗り越えて、新しい時代に進もうという
思いを込めております。
今年の干支は「辛丑（かのとうし）」で

す。我慢し耐えて、これから発展する前
触れ、大きな希望が芽吹く、そのような

年になると言われています。
この干支のとおり、禍（わざわい）、困

難を乗り越え、未来への希望、発展に
繋がっていく一年になることを願っており
ます。

福岡商工会議所は、身近な地域密
着の経済団体として、地域の人々や事
業者がコロナ禍を乗り越え大いに飛躍で
きるよう、本年も議員、会員の皆様とと
もに全力で頑張ってまいります。

今年は、東京オリンピック・パラリン
ピックが予定されております。アフターコ
ロナといえる状況が早く訪れ、日本各地
の祭り・イベントが復活し、東京オリン
ピック・パラリンピックの盛り上がりが各
地域の更なる活性化に繋がっていくこと
を期待しています。

最後になりますが、コロナ禍の最前線
で活躍されているエッセンシャルワーカー
の皆様に心から敬意と感謝を表します。
また、本年も私ども福岡商工会議所へ
の変わらぬご支援とご協力をお願いする
とともに、本年が皆様にとって明るい年
になりますよう祈念いたします。

コロナ禍を乗り越えて
元気な福岡をいつまでも

令和3年 年頭所感

福岡商工会議所 会頭  藤永憲一

TEAM FUKUOKA設立総会

GOOD UP FUKUOKA

特 集
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令和3年の新春を迎え、
謹んでお慶び申し上げます。

昨年7月の豪雨により、亡くなられた方々の御
冥福をお祈りいたしますとともに、被災された全
ての方々に心からお見舞い申し上げます。被災地
に丁寧に寄り添いつつ、一刻も早い復興に向け、
関係機関と連携して全力で取り組んでまいります。

地域を巡る状況は大きな転換期を迎えていま
す。新型コロナウイルス感染症がもたらした「新た
な日常」は、私たちに様々な気づきと機会を与え
ました。例えば、「接触回避、テレワーク導入」は
企業や行政のデジタル化への意識を劇的に高め、
さらに地方の価値を再認識させました。また、「社
会理念・価値観の変容」により、持続可能性へ
の意識はより高まっています。
社会の在り方そのものが抜本的に見直されよう

とする今、変革の時機を逃してはなりません。

九州経済産業局では、ウィズコロナを見据えた
これからの社会を創る新しいチャレンジを積極的
に支援すべく、あらゆる施策を通じて、九州経済

の持続可能な成長の実現に向けて精力的に取り
組んでまいります。

企業におけるデジタル技術の活用による生産性
向上や付加価値向上による競争力強化を図りま
す。業種を越えたオープンイノベーションの取り
組み等により、新しい事業の創造を目指します。
高い付加価値を創出し、地域に経済的な波及

効果をもたらす「地域未来牽引企業」の取組を、
予算・税制・金融面から重点的に支援します。

地域社会や地域経済の未来を描く上で重要な
SDGsの取組を関係機関と協力しつつ進めます。

経営課題に即した人材の確保・活用のために、
若者や女性、シニア人材、外国人留学生等と企
業とのマッチング・定着促進を図ります。
円滑な事業承継の促進に向けては、マッチング

支援等による後継者探しや税制措置など、関係
機関と連携して切れ目のない支援を行います。

近年頻発する自然災害への対応も重要です。
BCP策定支援等を通じた中小企業の事業継続力

の強化に取り組みます。

中国・韓国との「環黄海経済・技術交流会議」
などを通じて、アジア地域等との経済交流を推進
するとともに、九州産本格焼酎を含む農林水産
物・食品の輸出拡大や、地域の特色を活かした
新製品の開発、及び販路開拓など企業の海外展
開を支援します。

九州経済の成長を支えるエネルギーの安定供
給確保に万全を期します。九州が豊富なポテン
シャルを有する洋上風力や太陽光等の再生可能エ
ネルギーの適正な導入を促進し、脱炭素社会の
実現に取り組みます。また、九州で最先端の研
究開発が進む水素利用や、省エネルギーの推進、
環境・エネルギー産業の振興に、関係機関と連
携して引き続き取り組みます。

新型コロナウイルス感染症拡大により、世界経
済、地域経済は大きな打撃を受けました。他方、
直面する困難な課題に真摯に向き合った時にこそ
未来への道は拓けるものです。
もとより九州は、豊かな自然環境に恵まれ、自

動車や半導体などの基幹産業に加え、農林水産
業、食料品、ヘルスケア、バイオ、環境・エネル
ギーなど高いポテンシャルを持つ産業があり、優
れた技術やサービスを有する特色ある企業も数多
く存在するなど、大きな可能性を有する地域で
す。
目の前の課題を克服した時にこの地は更に輝き

を増します。九州から新しい未来を創るため、関
係機関の皆様とともに、職員一丸となって取り組
んでまいります。

本年が皆様方にとって実り多き飛躍の年になる
ことを願いまして、新年の御挨拶といたします。

九州経済産業局長　米田 健三

新年あけまして
　　おめでとうございます。

本県の景気は、依然として厳しい状況
にありますが、持ち直しの動きが見られま
す。新型コロナウイルス感染症対策と4
年連続の災害からの復旧・復興を着実に
進めるとともに、一日も早く地域経済を
立て直してまいります。

第一に、「新たな成長産業の創出」で
す。
宇宙に挑戦する県内企業が増え、国か

ら「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定
されました。優れた技術を持つブロック
チェーン企業の集積も進んでいます。こう
した、福岡発の新しいビジネス創出に、
力を入れていきます。

第二は、「人と企業の新たな受け皿づく
り」です。
頻発し激甚化する自然災害とコロナ禍

による地方への移住・定住の意識の高ま
りや企業の本社、研究開発機能の分散
化の動きを捉え、その受け皿として選ば
れるよう、本県の魅力を高めることが重
要です。
そのため、住み慣れたところで「働く」、

長く元気に「暮らす」、お子さんを安心し
て産み「育てる」ことができる地域社会づ
くりを一層進めていきます。

「働く」では、中小企業の生産性向上
や事業承継などの支援、「グリーンアジア
国際戦略総合特区」を活用した設備投資
と雇用の創出、農林水産物のブランド化
や輸出の促進、スマート農林水産業の推
進、担い手の確保などに取り組んでいき
ます。

「暮らす」では、「ふくおか健康づくり県
民運動」と「スポーツ立県福岡」の相乗効
果で県民の皆さまを元気にする取り組み、
「70歳現役社会づくり」や女性の活躍、
障がいのある方の自立と社会参加を進め
ます。さらに、IoT・AI、ロボットなどの
導入を促進し、デジタル化社会の実現に
取り組みます。
「育てる」では、「出会い応援団体」や

「子育て応援宣言企業」の登録促進によ
り、出会い、結婚、出産、子育て、仕事
の各ライフステージを切れ目なく支援する
とともに、引き続き、児童虐待防止や子
どもの貧困対策などに取り組みます。

国際的な受け皿として、「TEAM　
FUKUOKA」、産学官挙げて国際金融機
能の誘致を目指していきます。
また、アジアを視野に、新型コロナな

ど人獣共通感染症への対応の拠点とな
る、仮称「アジア防疫センター」の早期
整備に取り組みます。

コロナとの闘いは、これからも続きま
す。社会全体で感染防止を図りながら、
一歩一歩着実に社会経済活動のレベルを
上げてまいります。
新年が皆さまにとって、素晴らしい一年

となりますよう心からお祈りいたします。

福岡県、九州を
　　　もっと元気に

令和３年 年頭所感

福岡県知事　小川 洋

明けましておめでとうございます。
2021年の新春を迎え、
謹んでお慶び申しあげます。

さて、昨年1月にわが国で初めての
新型コロナウイルス感染者が報告され
てから、早くも1年が経とうとしていま
す。コロナ禍にあっても、今なお必死
に経営努力を続けておられる皆さまに
深く敬意を表するとともに、われわれ
全国515の商工会議所は、今年も一
丸となって事業者の皆さまと地域経済
の発展のために力を尽くしてまいりま
す。

さて、わが国経済全体は、緊急事
態宣言が発令された昨年4－6月期の
GDPがリーマンショック時を超える戦
後最大の落ち込みを記録した後、7－
9月期には持ち直しの動きへと転じまし
た。しかし、秋以降に再び感染が拡
大する中、その後の回復に向けた足取
りは依然として重いままです。

一方、コロナ禍を通じて、政府・民
間を含めた国全体としてのデジタル化
の遅れ、過度な大都市集中のリスクと
適切な地方分散化の必要性、危機下
における医療提供体制のあり方、中央
と地方の権限分担のあり方など、日本
の多くの課題が浮き彫りとなりました。
また何よりも「強く豊かな国でなけれ
ば国民を守れない」ということに皆が
気付いたのではないでしょうか。激甚
化する自然災害、新たなパンデミック、
地政学上の混乱等は今後も起こり得る
ものであり、わが国がそのような不確
実性の中を生き抜いていくためには、
不確実性を吸収できるバッファとしての
「戦略的ゆとり」が不可欠であります。

昨年の菅政権発足以降、私は政府

に対してこの「戦略的ゆとり」を持つ必
要性、またそのためにも経済成長が欠
かせないものであることを訴えてきまし
た。経済成長は労働投入×資本投入
×全要素生産性で定義されます。これ
までの深刻な人手不足の中で、女性や
高齢者など労働参加が大いに進みまし
た。しかしさらなる労働参加率の向上
には限界があり、将来不安により消費
が伸び悩む中では国内での新たな設備
投資による資本蓄積も多くは望めませ
ん。従って、わが国の経済成長のため
には、残る「生産性の向上」が必須な
のです。

一国の生産性は「一人当たりGDP」
で表されますが、日本は2018年時点
で世界第31位に甘んじています。「一
人当たりGDP」は国民一人当たりの豊
かさだけでなく、効率的に働き得られ
た余暇を人との繋がりに充てることで、
幸福度を向上させる指標にもなること
から、私はこれを日本の新たな国家目
標に据え、その引き上げのために皆で
知恵を絞り、汗をかくべきだと考えま
す。

日本全体の生産性向上のために、
商工会議所は、以下の3点に取り組ん
でまいります。第一は、コロナ禍への
対応支援です。環境変化に対して、
柔軟に素早く対応できることが中小企
業経営者の強みであり、コロナを契機
として新製品やサービス開発、業態転
換、EC等も活用した国内外への販路
開拓などに積極果敢に挑戦する経営
者を、しっかりと後押ししてまいりたい
と思います。

第二は、デジタル化を通じた生産性
向上です。コロナ禍で初めてテレワー
クを体験し、デジタル技術の有用性に

気付いた経営者も多いと思います。ま
た、国や地方公共団体が今後デジタ
ル化を進める中で、民間企業側もそれ
に対応していく必要があります。まず
は身の丈に合った、低コストで利用可
能なIT導入から始め、徐々にステップ
アップするなど、IT導入補助金等の支
援策もフル活用し、中小企業のデジタ
ル化を推進してまいります。

第三は、取引適正化です。大企業
と中小企業が強固に結び付いた日本
経済の強さは、大中小の石が組み合わ
さって風雪に耐える「石垣」に例えられ
てきました。しかし、その石垣も修
復、再構築する時期に来ています。サ
プライチェーン全体のデジタル化によ
り効率性を高め、コストアップや付加
価値をフェアに分け合い取引価格の適
正化を図る「大企業と中小企業の新た
な共存共栄関係」の構築が必要です。
商工会議所は、この趣旨に賛同した企
業による「パートナーシップ構築宣言」
の宣言企業が1,000社を超えるよう、
積極的に後押ししてまいります。

加えて、本年いよいよ開催が見込ま
れる東京オリンピック・パラリンピック
を、復興五輪であると同時に、感染
拡大防止と社会経済活動を両立させる
具体的なプロジェクトとして位置付け、
国民運動を盛り上げていきたいと考え
ております。

最後に、近代日本資本主義の父で
あり、東京商工会議所初代会頭の渋
沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦
中にあっても「逆境のときこそ、力を尽
くす」自らの信念によって、晩年にあっ
てなお、わが国を立て直すべく精力的
に奔走されました。渋沢翁の意志を受
け継ぎ、今年も日本商工会議所は全
国のネットワークを最大限活用し、中
小企業と地域の発展、日本経済の再
生に向けて、先頭に立って頑張ってま
いります。皆さまの多大なるご支援、
ご協力をお願いし、私の年頭あいさつ
とさせていただきます。

日本商工会議所会頭　三村 明夫

～逆境のときこそ、
　　　 力を尽くす～
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令和3年の新春を迎え、
謹んでお慶び申し上げます。

昨年7月の豪雨により、亡くなられた方々の御
冥福をお祈りいたしますとともに、被災された全
ての方々に心からお見舞い申し上げます。被災地
に丁寧に寄り添いつつ、一刻も早い復興に向け、
関係機関と連携して全力で取り組んでまいります。

地域を巡る状況は大きな転換期を迎えていま
す。新型コロナウイルス感染症がもたらした「新た
な日常」は、私たちに様々な気づきと機会を与え
ました。例えば、「接触回避、テレワーク導入」は
企業や行政のデジタル化への意識を劇的に高め、
さらに地方の価値を再認識させました。また、「社
会理念・価値観の変容」により、持続可能性へ
の意識はより高まっています。
社会の在り方そのものが抜本的に見直されよう

とする今、変革の時機を逃してはなりません。

九州経済産業局では、ウィズコロナを見据えた
これからの社会を創る新しいチャレンジを積極的
に支援すべく、あらゆる施策を通じて、九州経済

の持続可能な成長の実現に向けて精力的に取り
組んでまいります。

企業におけるデジタル技術の活用による生産性
向上や付加価値向上による競争力強化を図りま
す。業種を越えたオープンイノベーションの取り
組み等により、新しい事業の創造を目指します。
高い付加価値を創出し、地域に経済的な波及

効果をもたらす「地域未来牽引企業」の取組を、
予算・税制・金融面から重点的に支援します。

地域社会や地域経済の未来を描く上で重要な
SDGsの取組を関係機関と協力しつつ進めます。

経営課題に即した人材の確保・活用のために、
若者や女性、シニア人材、外国人留学生等と企
業とのマッチング・定着促進を図ります。
円滑な事業承継の促進に向けては、マッチング

支援等による後継者探しや税制措置など、関係
機関と連携して切れ目のない支援を行います。

近年頻発する自然災害への対応も重要です。
BCP策定支援等を通じた中小企業の事業継続力

の強化に取り組みます。

中国・韓国との「環黄海経済・技術交流会議」
などを通じて、アジア地域等との経済交流を推進
するとともに、九州産本格焼酎を含む農林水産
物・食品の輸出拡大や、地域の特色を活かした
新製品の開発、及び販路開拓など企業の海外展
開を支援します。

九州経済の成長を支えるエネルギーの安定供
給確保に万全を期します。九州が豊富なポテン
シャルを有する洋上風力や太陽光等の再生可能エ
ネルギーの適正な導入を促進し、脱炭素社会の
実現に取り組みます。また、九州で最先端の研
究開発が進む水素利用や、省エネルギーの推進、
環境・エネルギー産業の振興に、関係機関と連
携して引き続き取り組みます。

新型コロナウイルス感染症拡大により、世界経
済、地域経済は大きな打撃を受けました。他方、
直面する困難な課題に真摯に向き合った時にこそ
未来への道は拓けるものです。
もとより九州は、豊かな自然環境に恵まれ、自

動車や半導体などの基幹産業に加え、農林水産
業、食料品、ヘルスケア、バイオ、環境・エネル
ギーなど高いポテンシャルを持つ産業があり、優
れた技術やサービスを有する特色ある企業も数多
く存在するなど、大きな可能性を有する地域で
す。
目の前の課題を克服した時にこの地は更に輝き

を増します。九州から新しい未来を創るため、関
係機関の皆様とともに、職員一丸となって取り組
んでまいります。

本年が皆様方にとって実り多き飛躍の年になる
ことを願いまして、新年の御挨拶といたします。

九州経済産業局長　米田 健三

新年あけまして
　　おめでとうございます。

本県の景気は、依然として厳しい状況
にありますが、持ち直しの動きが見られま
す。新型コロナウイルス感染症対策と4
年連続の災害からの復旧・復興を着実に
進めるとともに、一日も早く地域経済を
立て直してまいります。
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す。
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第二は、「人と企業の新たな受け皿づく
り」です。
頻発し激甚化する自然災害とコロナ禍
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国際的な受け皿として、「TEAM　
FUKUOKA」、産学官挙げて国際金融機
能の誘致を目指していきます。
また、アジアを視野に、新型コロナな

ど人獣共通感染症への対応の拠点とな
る、仮称「アジア防疫センター」の早期
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コロナとの闘いは、これからも続きま
す。社会全体で感染防止を図りながら、
一歩一歩着実に社会経済活動のレベルを
上げてまいります。
新年が皆さまにとって、素晴らしい一年

となりますよう心からお祈りいたします。

福岡県、九州を
　　　もっと元気に

令和３年 年頭所感

福岡県知事　小川 洋

明けましておめでとうございます。
2021年の新春を迎え、
謹んでお慶び申しあげます。

さて、昨年1月にわが国で初めての
新型コロナウイルス感染者が報告され
てから、早くも1年が経とうとしていま
す。コロナ禍にあっても、今なお必死
に経営努力を続けておられる皆さまに
深く敬意を表するとともに、われわれ
全国515の商工会議所は、今年も一
丸となって事業者の皆さまと地域経済
の発展のために力を尽くしてまいりま
す。

さて、わが国経済全体は、緊急事
態宣言が発令された昨年4－6月期の
GDPがリーマンショック時を超える戦
後最大の落ち込みを記録した後、7－
9月期には持ち直しの動きへと転じまし
た。しかし、秋以降に再び感染が拡
大する中、その後の回復に向けた足取
りは依然として重いままです。

一方、コロナ禍を通じて、政府・民
間を含めた国全体としてのデジタル化
の遅れ、過度な大都市集中のリスクと
適切な地方分散化の必要性、危機下
における医療提供体制のあり方、中央
と地方の権限分担のあり方など、日本
の多くの課題が浮き彫りとなりました。
また何よりも「強く豊かな国でなけれ
ば国民を守れない」ということに皆が
気付いたのではないでしょうか。激甚
化する自然災害、新たなパンデミック、
地政学上の混乱等は今後も起こり得る
ものであり、わが国がそのような不確
実性の中を生き抜いていくためには、
不確実性を吸収できるバッファとしての
「戦略的ゆとり」が不可欠であります。

昨年の菅政権発足以降、私は政府

に対してこの「戦略的ゆとり」を持つ必
要性、またそのためにも経済成長が欠
かせないものであることを訴えてきまし
た。経済成長は労働投入×資本投入
×全要素生産性で定義されます。これ
までの深刻な人手不足の中で、女性や
高齢者など労働参加が大いに進みまし
た。しかしさらなる労働参加率の向上
には限界があり、将来不安により消費
が伸び悩む中では国内での新たな設備
投資による資本蓄積も多くは望めませ
ん。従って、わが国の経済成長のため
には、残る「生産性の向上」が必須な
のです。

一国の生産性は「一人当たりGDP」
で表されますが、日本は2018年時点
で世界第31位に甘んじています。「一
人当たりGDP」は国民一人当たりの豊
かさだけでなく、効率的に働き得られ
た余暇を人との繋がりに充てることで、
幸福度を向上させる指標にもなること
から、私はこれを日本の新たな国家目
標に据え、その引き上げのために皆で
知恵を絞り、汗をかくべきだと考えま
す。

日本全体の生産性向上のために、
商工会議所は、以下の3点に取り組ん
でまいります。第一は、コロナ禍への
対応支援です。環境変化に対して、
柔軟に素早く対応できることが中小企
業経営者の強みであり、コロナを契機
として新製品やサービス開発、業態転
換、EC等も活用した国内外への販路
開拓などに積極果敢に挑戦する経営
者を、しっかりと後押ししてまいりたい
と思います。

第二は、デジタル化を通じた生産性
向上です。コロナ禍で初めてテレワー
クを体験し、デジタル技術の有用性に

気付いた経営者も多いと思います。ま
た、国や地方公共団体が今後デジタ
ル化を進める中で、民間企業側もそれ
に対応していく必要があります。まず
は身の丈に合った、低コストで利用可
能なIT導入から始め、徐々にステップ
アップするなど、IT導入補助金等の支
援策もフル活用し、中小企業のデジタ
ル化を推進してまいります。

第三は、取引適正化です。大企業
と中小企業が強固に結び付いた日本
経済の強さは、大中小の石が組み合わ
さって風雪に耐える「石垣」に例えられ
てきました。しかし、その石垣も修
復、再構築する時期に来ています。サ
プライチェーン全体のデジタル化によ
り効率性を高め、コストアップや付加
価値をフェアに分け合い取引価格の適
正化を図る「大企業と中小企業の新た
な共存共栄関係」の構築が必要です。
商工会議所は、この趣旨に賛同した企
業による「パートナーシップ構築宣言」
の宣言企業が1,000社を超えるよう、
積極的に後押ししてまいります。

加えて、本年いよいよ開催が見込ま
れる東京オリンピック・パラリンピック
を、復興五輪であると同時に、感染
拡大防止と社会経済活動を両立させる
具体的なプロジェクトとして位置付け、
国民運動を盛り上げていきたいと考え
ております。

最後に、近代日本資本主義の父で
あり、東京商工会議所初代会頭の渋
沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦
中にあっても「逆境のときこそ、力を尽
くす」自らの信念によって、晩年にあっ
てなお、わが国を立て直すべく精力的
に奔走されました。渋沢翁の意志を受
け継ぎ、今年も日本商工会議所は全
国のネットワークを最大限活用し、中
小企業と地域の発展、日本経済の再
生に向けて、先頭に立って頑張ってま
いります。皆さまの多大なるご支援、
ご協力をお願いし、私の年頭あいさつ
とさせていただきます。

日本商工会議所会頭　三村 明夫

～逆境のときこそ、
　　　 力を尽くす～
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オール福岡で
「とりもどせ元気！」

福岡市長　髙島 宗一郎

あけましておめでとうございます。

新年の始まりにあたり、謹んでお慶び
を申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの影響によ

り、世界中が大きな影響を受けた一年
でした。医療従事者のみなさまをはじ
め、社会を支えていただいた全ての方へ
改めて感謝を申し上げます。今しばらく
この状況は続きそうですので、全市をあ
げて引き続き感染拡大防止に取り組む
必要があると考えています。
一方で、新しい年の始まりは、「とり

もどせ元気！」をスローガンに、是非明
るく、前向きな気持ちで迎えていただけ
ればと思っています。福岡市でも、ピン
チはチャンスと発想を切り替え、今だか
らこそできることを前向きに進めていき

たいと考えています。
福岡市では、天神ビッグバン、博多コ

ネクティッドなど、都心部ビルの建替え
プロジェクトが進行中です。まちが一気
に生まれ変わるこのタイミングをチャン
スと捉え、世界に先駆けた感染症対応
シティを目指すことにしました。「換気」
「非接触」「身体的距離の確保」「通信環
境の充実」などの取組みを誘導し、高付
加価値なビジネスの誘致につながる国
際競争力を持った、安全安心で魅力的
なまちづくりを進めます。また、昨年、
国際金融機能誘致のため、産学官で
「TEAM FUKUOKA」を立ち上げまし
た。高いハードルですが、「成功の反対
は失敗ではなく、挑戦しないこと」とい
う思いを持ち、オール福岡でチャレンジ
してまいります。

さらに、社会のニーズが変化している
今は、新たなテクノロジーやビジネスを
生み出す大きなチャンスであり、こうし
たときこそ、スタートアップ企業が大き
な役割を果たすと考えています。国家戦
略特区という推進エンジンを活用しなが
ら、日本最大級の創業支援施設
「Fukuoka Growth Next」を中心に、新
しい価値の創造に挑戦する企業を支援
していきます。
今は色々なものごとを変えやすい、い

わば社会が柔らかい時期であり、この
機を逃さず様々なチャレンジを行うこと
が重要です。国家戦略特区で国の規制
緩和も可能な福岡市にこそ、様々なチャ
レンジを行うチャンスがあります。福岡
市が社会課題を解決するロールモデルと
なり、日本を最速で変えていきたいと考
えています。
「人と環境と都市活力の調和がとれた
アジアのリーダー都市」を目指し、福岡
市を次のステージへと飛躍させるチャレ
ンジ「FUKUOKA NEXT」を、オール
福岡で進めるべく、引き続き全力を注い
でまいります。
最後に、みなさまの今年一年のご健

勝とご活躍を心から祈念し、新年のあい
さつとさせていただきます。
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水野　勝彦

明石　征大

西日本営業局  福岡市博多区綱場町１－１
　　　　　　  D-LIFEPLACE呉服町11階  ☎282－8010㈹
福岡総合支社  福岡市博多区冷泉町５－35  ☎291－8631㈹

大同生命保険株式会社

福岡支社

福岡支社　福岡市中央区西中洲12－33
　　　　　福岡大同生命ビル　☎711－9386

明治安田生命保険相互会社
執行役員　福岡本部長　車谷　秀明
福　岡　支　社　長　生井　俊夫
福岡マーケット開発部長　林　　和雄

福　　岡　　本　　部　福岡市博多区冷泉町10－21
　　　　　　　　　　　南日本博多ビル8F  ☎271－5376
福　　岡　　支　　社　福岡市博多区冷泉町10－21
　　　　　　　　　　　南日本博多ビル6F  ☎271－5221
福岡マーケット開発部　福岡市中央区渡辺通３－６－15
　　　　　　　　　　　NMF天神南ビル3F  ☎720－5071

福岡支社

支社長   隈元　正徹

福岡市博多区博多駅前２丁目９－28
福岡商工会議所ビル７Ｆ　☎431－8056

アクサ生命保険株式会社

福岡東支社

支社長　小川　　真

福岡市中央区長浜１－１－35
新KBCビル7F　☎720－2021

ジブラルタ生命保険株式会社

福岡支社

支社長　北村　雄峰

福岡市博多区下川端町３番１号
リバレインオフィス10階　☎262－1131

大樹生命保険株式会社

福岡支店

支店長   篠田　正一

支社長   内藤　達哉

福岡市中央区赤坂１－16－14
三井住友海上福岡赤坂ビル８階　☎722－6048

三井住友海上
火災保険株式会社

住友生命保険相互会社

福岡支社　福岡市博多区博多駅前３－２－８
　　　　　住友生命博多ビル11階　☎409－6120

執行役員兼九州本部長   毛利　聡志
福　岡　支　社　長   野村　洋一
九州総合法人部長   内藤　真人

芦生　利仁

福岡市博多区店屋町８－30　☎291－4151

九州ブロック長
兼 福岡支社長

梅原　佳次福岡総合支社
理事支社長

福岡総合支社
担当支社長 野澤　俊一

日本生命保険相互会社

福岡総合支社　福岡市中央区天神１－４－１
　　　　　　　西日本新聞会館ビル13F　☎713－7930

執　行　役　員
九州営業本部長

福岡総合支社長

福岡支社

富国生命保険相互会社

福祉プランの確立は企業繁栄の第一歩！
福岡商工会議所
の共済制度

会員事業所（生命）共済
特 定 退 職 金 共 済

万一の災害に備えて
従業員の退職金の準備に

福岡商工会議所 会員組織・共済グループ
福岡市博多区博多駅前２丁目９－28　福岡商工会議所ビル6Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎441－2845
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お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

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

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

表彰の種類

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

創意工夫、改善などにより重大なる事故または災害を未然に
防止したもの　等

災害防止功労者表彰災害防止功労者表彰

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

企業の発展貢献者表彰企業の発展貢献者表彰

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

お申込金

●会員事業所のみなさまのニーズにお応えできるよう「通
年」で受付を行っています。

●表彰状は、当所会頭名、または、当所会頭ならびに貴
社代表の方との連名表彰をお選びいただけます。

●表彰状は、貴社のご希望の表彰日にて作成いたします。
●記念品は、「筆記具」「博多織小物」の中からお選びいた
だけます。

通年お申し込みが可能です！

※有効期限内の「会議所サービス利用券（3,000円分）」をまだご利用されていない
　場合、この機会にご利用いただければ参加費に充当できます。
　（お釣りは出ませんので、予めご了承ください）

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。
緊急事態宣言の発出並びにそれに準じる事態となった場合、感染拡大が懸念さ
れる事態となった場合には、本交流会は中止となる場合がありますので、予めご
了承ください。当日体調の悪い方については参加をお断りする場合が
ございます。

1月26日（火）14:00～15:30対面 日時

福岡商工会議所4階407会議室
（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

会場

●内容／「概ね創業5年以内の企業」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！

●申込／当所HPよりお申込ください【1月19日（火）まで】
　 URL：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1243

中規模人数交流会「リレーションズ」

①先輩起業家による体験談及び講師によるワンポイントアドバイス
　（ミニセミナー）
　テーマ： ⑴先輩起業家による体験談
　　　　　⑵起業して良かった？今こそ考える一経営者としての心のあり方
②参加者同士の交流会

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

福岡市は全国的に見ても新規開業率が高く、当所の会員も起業間も
ない方が多数ご入会しており、「福岡起業塾」をはじめ様々な形で起
業のサポートをしております。今回、「起業後の支援」を行うことで経
営課題を解決する一助とし、他の起業家と交流を深めることにより
新たなビジネスチャンスの拡大を目的に、「起業家交流会」を初開催
いたします。この機会にぜひご参加ください。

■情報交換・共有を通じて…
◎専門家・先輩起業家・他の起業家の意見を多数聞くこと
で様々な課題を解決するためのヒントをつかむ。
◎起業家同士の人脈が広がり、ビジネスチャンスの拡大につ
ながる

講師／株式会社SAKU　代表取締役 齊藤 久美氏

略歴／しなやかな発想と未来志向の提案力が持ち味の実践
型コンサルタント。中小企業診断士、食生活アドバイサー、
グルテンフリーアドバイサー、令和2年度「福岡起業塾」講師

初開催
起業家
交流会

～起業における学び、出会いの場～
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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＝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。

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＝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〉1月15日（金）～1月21日（木）、
〈書店〉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＝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＝2月1日（月）～2月12日
（金）●受験料＝Ⅱ種 6,600円、Ⅲ種 4,400円
◎Ⅱ種対策講座あり（2月27日）
※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

 

本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。
博多伝統芸能館　公演のご案内！
-------------------------------------------------------
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＝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画像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。
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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。

福岡商工会議所からのご案内
※掲載の価格は全て税込です。

撮影：下坂敦俊

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。

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。

※新型コロナ感染症への対策として別枠がございます。（最近1カ月の売上高が前年または前々年の同時期と比較して5％以上減少している方）
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。

（2020年4月1日現在）

金利

年1.21％

お問い合わせ／地域支援グループ　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
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◎専門家・先輩起業家・他の起業家の意見を多数聞くこと
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FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

11.17、25、12.9、11、15イノベーション

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

11.26、30ワンストップ

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

12.14ビジクラ

12月例会オンライン参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部12月例会
福商ビジネス倶楽部は12月14日、12

月例会をオンラインで開催し17名が参加。

テーマは「オンライン忘年会～みんなでコ

ロナに打ち勝つ令和3年を迎えよう！～」

で、参加者全員が自己紹介を行った後

に、Zoomのブレイクアウトルームを利用

し、5人ずつのチームに分かれて懇親を深

めた。また、例会の最後には抽選会が行

われた。当選者には後日、ビジネス倶楽

部会員企業からのプレゼントが贈られる。

参加者からは「情報交換ができ、とて

も有意義だった」などの声が聞かれた。

12.18連携協定

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

9.10～11.24人材育成

本講座は九州産業大学と連携して実施した

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

福岡商工会議所リカレント
（社会人の学び直し）講座

11.26交流会

マスク、フェイスシールドを着用の上、交流した

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

令和2年度第1回新入会員交流会
当所は11月26日に、入会5年以内の会

員事業所を対象に、新入会員交流会を開

催し、78社93名が参加。

交流会に先立ち、11月16日～26日に、

当所事業紹介と、㈱タナベ経営  寺井秀

一氏による「コロナをチャンスに変え、売

上拡大に成功した中小企業の事例」を動

画で配信。

当日は感染症拡大防止対策を徹底した

上で、リアル（対面式）で実施し、参加

者同士交流・親睦を深めた。参加者から

は「リアルで交流できて刺激になった」な

どの声が聞かれた。

12.5、6、12、13起業塾

コロナ禍でも創業意欲が高い受講者たち

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

令和2年度第2回福岡起業塾
当所は、12月5日、6日、12日、13日

の4日間にわたり、概ね1年以内に起業を

目指す方を対象に福岡起業塾（全4回）を

開催し、17名が参加。今回は感染症防止

対策を講じた上で、対面式で実施。創業

に必要な基礎知識や様々な起業・開業ノ

ウハウを専門家が分かりやすく解説し、

事業の具体化に向けた指導を行い、最終

日には、参加者による事業計画のプレゼ

ンテーションを行なった。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、事業者の課題に応じた継

続的な支援を行なっていく。

12.13福商連

県内各地域の中小企業や経済の状況について意見交換した

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福岡県商工会議所連合会
自由民主党/公明党との懇談会
福岡県商工会議所連合会（会長＝当

所・藤永会頭）は、12月13日に自由民主

党、公明党とそれぞれ懇談会を開催。自

由民主党からは原田義昭議員など13名の

地元選出の国会議員らが、公明党からは

山口那津男代表のほか国会議員や地方議

員など33名が出席した。

福商連の要望内容に対して、自由民主

党からは「財源確保をしっかり行ない、対

応していく」、公明党からは「地域の実情

を把握し、政策に反映させていきたい」と

の意見があった。

Eメールアドレスの登録をお願
いします！（福岡市内の事業所対象）

福岡市人権・同和問題企業研修推
進会議（福岡市・公共職業安定所・労
働基準監督署）では、福岡市内の事業
所を対象に、毎年、人権研修を実施し
ております。令和3年度からEメール
及び当センターホームページからご案
内させていただく予定ですので、ぜひ
ご登録ください。詳細は、ホームペー
ジをご覧ください。▲

実施研修
・事業主を対象とする研修
・一般社員を対象とする研修
・公正採用選考人権啓発推進員を対
象とする研修

【お問い合わせ】
福岡市人権啓発センター
代表電話
092-717-1237

ご寄附のお願い

福岡市教育振興会では、福岡市の子
どもたちへの支援のため皆様からのご
寄附をお待ちしています。
当財団へのご寄附は、税制上の優遇
措置※を受けることができます。
ご寄附についてのお問い合わせは、

当財団までご遠慮なくご照会ください。

▲

ご寄附の使途
・就学が困難な高等学校等の生徒に
対する奨学金

・海外の高等学校に留学するための
奨学金等

※税制上の優遇措置についての詳細は、最寄りの
税務署にご確認ください。

【お問い合わせ】
公益財団法人福岡市教育振興会
TEL 092-721-1709

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

障害者の法定雇用率が0.1％引
き上げになります（福岡労働局）

障害に関係なく、希望や能力に応じ
て、誰もが職業を通じた社会参加ので
きる「共生社会」実現の理念の下、すべ
ての事業主には、法定雇用率以上の割
合で障害者を雇用する義務があります
（障害者雇用率制度）。この法定雇用率
が、令和3年3月1日から民間企業に
おいては、2.2％から2.3％へ引き上げ
になります。
詳しくは、福岡労働局・最寄りのハ

ローワークへお尋ねください。

【お問い合わせ】
福岡労働局職業安定部職業対策課
TEL 092-434-9807

福商イノベーションセミナー

福岡ワンストップ海外展開推進
協議会セミナー

当所は11月17日から5回にわたって、

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」をオンラインで開催し、延べ110名が

参加。セミナーでは、「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」などをテーマに、6名の講師から説

明があった。参加者からは、「具体的事例

に基づいた説明で大変分かりやすかった」

などの声が聞かれた。

セミナーのアーカイブ動画は、当所

YouTubeチャンネルで配信中。（詳細は16

ページ）

11.25、12.2、11、18IT支援

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

福岡ワンストップ海外展開推進協議会

は11月26日、30日に「～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」をテーマにオンラインでセミナー

を開催し、延べ40名が参加。セミナーで

は現地に駐在する方々からタイ、マレー

シア、ミャンマー、ベトナムの4カ国のコ

ロナの感染状況や実施されている対策、

人やモノの動き、渡航情報、日本企業の

動向等について説明。参加者からは「現

地の最新情報を聞くことができ、非常に

参考になった」などの声が聞かれた。

“集客で”コロナ禍を乗り切るため
の初心者向けSNS活用セミナー
当所は11月25日から3回にわたって、

中小企業を対象とした「“集客で”コロナ禍

を乗り切るための初心者向けSNS活用セ

ミナー」を開催し、延べ45名が参加。

ICTスクールiClub代表・工藤洋輔氏を

講師に迎え、新たな集客に取り組むツー

ルとして「YouTube」や「Instagram」の操

作や活用方法について説明を行なった。

参加者からは、「動画作成におけるシナ

リオ作りの重要性やポイントについて参考

になった」などの声が聞かれた。

ICTスクールiClub代表 工藤洋輔氏動画は当所YouTubeチャンネルで配信中

当所は9月～11月にかけて、人生100

年時代における企業の人材育成や個人の

キャリア形成の支援を目的に、九州産業

大学と連携して、リカレント講座を実施。

9月10日、11月20日には、九州産業大

学  SDGsファシリテーター  一ノ瀬大一氏

を講師に迎え、「SDGsと人生100年時代」

をテーマに実施し、延べ24名が参加。

また、11月10日から3回にわたり、九

州産業大学  教授  井上貢一氏を講師に迎

え、「Webデザイン基礎講座」を実施し、

延べ71名が参加した。

東京海上日動火災保険㈱と「中小
企業振興に関する連携協定」を締結
当所は12月18日、東京海上日動火災

保険㈱と「中小企業振興に関する連携協

定」を締結。

新型コロナウイルス感染症をはじめとし

た世界規模のリスクへの対応や頻発する自

然災害、人手不足や経営者の高齢化など、

中小企業が抱える様々な問題の解決に、

東京海上日動火災保険㈱の有する専門的

支援能力やネットワークを活用し、迅速か

つ効果的な支援を行うことで地域中小企

業の振興を図っていく。

なお、協定内容は、以下の通りである。

⑴企業への事業継続計画（BCP）の普
及及び策定支援に関すること。⑵感染症
対策に資する取組みに関すること。⑶働き
方改革推進・人材確保支援に関するこ

と。⑷企業の販路拡大に関すること。⑸企
業の事業承継支援に関すること。⑹その
他、中小企業振興に資する取組みに関す

ること。
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11.17、25、12.9、11、15イノベーション

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

11.26、30ワンストップ

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

12.14ビジクラ

12月例会オンライン参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部12月例会
福商ビジネス倶楽部は12月14日、12

月例会をオンラインで開催し17名が参加。

テーマは「オンライン忘年会～みんなでコ

ロナに打ち勝つ令和3年を迎えよう！～」

で、参加者全員が自己紹介を行った後

に、Zoomのブレイクアウトルームを利用

し、5人ずつのチームに分かれて懇親を深

めた。また、例会の最後には抽選会が行

われた。当選者には後日、ビジネス倶楽

部会員企業からのプレゼントが贈られる。

参加者からは「情報交換ができ、とて

も有意義だった」などの声が聞かれた。

12.18連携協定

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

9.10～11.24人材育成

本講座は九州産業大学と連携して実施した

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

福岡商工会議所リカレント
（社会人の学び直し）講座

11.26交流会

マスク、フェイスシールドを着用の上、交流した

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

令和2年度第1回新入会員交流会
当所は11月26日に、入会5年以内の会

員事業所を対象に、新入会員交流会を開

催し、78社93名が参加。

交流会に先立ち、11月16日～26日に、

当所事業紹介と、㈱タナベ経営  寺井秀

一氏による「コロナをチャンスに変え、売

上拡大に成功した中小企業の事例」を動

画で配信。

当日は感染症拡大防止対策を徹底した

上で、リアル（対面式）で実施し、参加

者同士交流・親睦を深めた。参加者から

は「リアルで交流できて刺激になった」な

どの声が聞かれた。

12.5、6、12、13起業塾

コロナ禍でも創業意欲が高い受講者たち

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

令和2年度第2回福岡起業塾
当所は、12月5日、6日、12日、13日

の4日間にわたり、概ね1年以内に起業を

目指す方を対象に福岡起業塾（全4回）を

開催し、17名が参加。今回は感染症防止

対策を講じた上で、対面式で実施。創業

に必要な基礎知識や様々な起業・開業ノ

ウハウを専門家が分かりやすく解説し、

事業の具体化に向けた指導を行い、最終

日には、参加者による事業計画のプレゼ

ンテーションを行なった。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、事業者の課題に応じた継

続的な支援を行なっていく。

12.13福商連

県内各地域の中小企業や経済の状況について意見交換した

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

福岡県商工会議所連合会
自由民主党/公明党との懇談会
福岡県商工会議所連合会（会長＝当

所・藤永会頭）は、12月13日に自由民主

党、公明党とそれぞれ懇談会を開催。自

由民主党からは原田義昭議員など13名の

地元選出の国会議員らが、公明党からは

山口那津男代表のほか国会議員や地方議

員など33名が出席した。

福商連の要望内容に対して、自由民主

党からは「財源確保をしっかり行ない、対

応していく」、公明党からは「地域の実情

を把握し、政策に反映させていきたい」と

の意見があった。

Eメールアドレスの登録をお願
いします！（福岡市内の事業所対象）

福岡市人権・同和問題企業研修推
進会議（福岡市・公共職業安定所・労
働基準監督署）では、福岡市内の事業
所を対象に、毎年、人権研修を実施し
ております。令和3年度からEメール
及び当センターホームページからご案
内させていただく予定ですので、ぜひ
ご登録ください。詳細は、ホームペー
ジをご覧ください。▲

実施研修
・事業主を対象とする研修
・一般社員を対象とする研修
・公正採用選考人権啓発推進員を対
象とする研修

【お問い合わせ】
福岡市人権啓発センター
代表電話
092-717-1237

ご寄附のお願い

福岡市教育振興会では、福岡市の子
どもたちへの支援のため皆様からのご
寄附をお待ちしています。
当財団へのご寄附は、税制上の優遇
措置※を受けることができます。
ご寄附についてのお問い合わせは、

当財団までご遠慮なくご照会ください。

▲

ご寄附の使途
・就学が困難な高等学校等の生徒に
対する奨学金

・海外の高等学校に留学するための
奨学金等

※税制上の優遇措置についての詳細は、最寄りの
税務署にご確認ください。

【お問い合わせ】
公益財団法人福岡市教育振興会
TEL 092-721-1709

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

障害者の法定雇用率が0.1％引
き上げになります（福岡労働局）

障害に関係なく、希望や能力に応じ
て、誰もが職業を通じた社会参加ので
きる「共生社会」実現の理念の下、すべ
ての事業主には、法定雇用率以上の割
合で障害者を雇用する義務があります
（障害者雇用率制度）。この法定雇用率
が、令和3年3月1日から民間企業に
おいては、2.2％から2.3％へ引き上げ
になります。
詳しくは、福岡労働局・最寄りのハ

ローワークへお尋ねください。

【お問い合わせ】
福岡労働局職業安定部職業対策課
TEL 092-434-9807

福商イノベーションセミナー

福岡ワンストップ海外展開推進
協議会セミナー

当所は11月17日から5回にわたって、

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」をオンラインで開催し、延べ110名が

参加。セミナーでは、「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」などをテーマに、6名の講師から説

明があった。参加者からは、「具体的事例

に基づいた説明で大変分かりやすかった」

などの声が聞かれた。

セミナーのアーカイブ動画は、当所

YouTubeチャンネルで配信中。（詳細は16

ページ）

11.25、12.2、11、18IT支援

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

福岡ワンストップ海外展開推進協議会

は11月26日、30日に「～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」をテーマにオンラインでセミナー

を開催し、延べ40名が参加。セミナーで

は現地に駐在する方々からタイ、マレー

シア、ミャンマー、ベトナムの4カ国のコ

ロナの感染状況や実施されている対策、

人やモノの動き、渡航情報、日本企業の

動向等について説明。参加者からは「現

地の最新情報を聞くことができ、非常に

参考になった」などの声が聞かれた。

“集客で”コロナ禍を乗り切るため
の初心者向けSNS活用セミナー
当所は11月25日から3回にわたって、

中小企業を対象とした「“集客で”コロナ禍

を乗り切るための初心者向けSNS活用セ

ミナー」を開催し、延べ45名が参加。

ICTスクールiClub代表・工藤洋輔氏を

講師に迎え、新たな集客に取り組むツー

ルとして「YouTube」や「Instagram」の操

作や活用方法について説明を行なった。

参加者からは、「動画作成におけるシナ

リオ作りの重要性やポイントについて参考

になった」などの声が聞かれた。

ICTスクールiClub代表 工藤洋輔氏動画は当所YouTubeチャンネルで配信中

当所は9月～11月にかけて、人生100

年時代における企業の人材育成や個人の

キャリア形成の支援を目的に、九州産業

大学と連携して、リカレント講座を実施。

9月10日、11月20日には、九州産業大

学  SDGsファシリテーター  一ノ瀬大一氏

を講師に迎え、「SDGsと人生100年時代」

をテーマに実施し、延べ24名が参加。

また、11月10日から3回にわたり、九

州産業大学  教授  井上貢一氏を講師に迎

え、「Webデザイン基礎講座」を実施し、

延べ71名が参加した。

東京海上日動火災保険㈱と「中小
企業振興に関する連携協定」を締結
当所は12月18日、東京海上日動火災

保険㈱と「中小企業振興に関する連携協

定」を締結。

新型コロナウイルス感染症をはじめとし

た世界規模のリスクへの対応や頻発する自

然災害、人手不足や経営者の高齢化など、

中小企業が抱える様々な問題の解決に、

東京海上日動火災保険㈱の有する専門的

支援能力やネットワークを活用し、迅速か

つ効果的な支援を行うことで地域中小企

業の振興を図っていく。

なお、協定内容は、以下の通りである。

⑴企業への事業継続計画（BCP）の普
及及び策定支援に関すること。⑵感染症
対策に資する取組みに関すること。⑶働き
方改革推進・人材確保支援に関するこ

と。⑷企業の販路拡大に関すること。⑸企
業の事業承継支援に関すること。⑹その
他、中小企業振興に資する取組みに関す

ること。
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お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

福岡商工会議所にお問い合わせください。

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

事業承継時に保証人を不要とする制度ができました
令和2年4月から、事業承継時に経営者保証を不要とする「事業承継特別保証」を、
令和2年10月から、一般枠ではカバーできない融資に対して、特別枠を設けた「経営
承継借換関連保証」の取扱いを開始しました。

⑴3年以内に事業承継を予定する法人
⑵事業承継日から3年を経過していない法人（※1）
次の①から④の全ての要件を満たすこと
①資産超過であること　　　　　　　 　 　②返済緩和中ではないこと（※2）
③EBITDA有利子負債倍率10倍以内　　　④法人と経営者の分離がなされていること

対象者⑴ ：事業承継前の真水資金、事業
　　　　　承継前の経営者保証付融資の
　　　　　 借換資金（プロパー含む）
対象者⑵ ：事業承継前の経営者保証付
　　　　　 融資の借換資金（プロパー含む）

【一般枠】
2億8,000万円（うち無担保8,000万円）

3年以内に事業承継を予定する法人

【特別枠】
2億8,000万円（うち無担保8,000万円）

事業承継前の経営者保証付融資の
借換資金（プロパー含む）

10年以内
金融機関所定
0.45％～1.90％

⇒経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、0.20％～1.15％に大幅削減
徴求しない

対象者

資格要件

保証限度額

対象資金

保証期間
金利

保証料率

保証人

事業承継特別保証 経営承継借換関連保証

※1：令和 2 年1月1日から令和 7年 3月31日までに事業継承を実施した法人で、承継日から3 年を経過していないもの。
※2：新型コロナウイルス感染症の影響により条件変更を行った事業者は除く。
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学校と企業との就職情報交換会
【日時】2月19日（金）13:00～17:00
【場所】福岡商工会議所3階301会議室

新
卒
者
の
採
用
に
向
け
た
人
脈
構
築

　福岡商工会議所では、新卒採用を検討されている地
元企業の採用担当者の皆様と、大学・短期大学・専門
学校等学校の就職支援部署の皆様にお集まりいただき、
「採用・就職」に関する情報交換会・交流会を開催いた
します。新卒者の採用に向けた新たな人脈構築の場と
してご活用いただければ幸いです。奮ってのご参加を
お待ちしております。

【対　象】新卒採用を検討している中小企業の代表者及
び人事・採用担当者等

【定　員】60社（先着順） ※1社につき2名まで
【参加費】1社当たり3,000円（非会員 6,000円）
　　　　サービス利用券をご活用いただけます！
【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。

昨年開催時の写真

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

対面

ビジネス交流会
出展企業募集!

ビジネス交流会
出展企業募集!

福岡商工会議所工業部会主催

工業部会主催の会員交流会を「オンライン」「リアル」のハイブリッド型で開催いたします！
工業部会会員の方はもちろん、製造業など工業関連の出展企業を募集いたします。

商品・新サービスのPRはもとより、情報交換・人脈拡大の場としてぜひご活用ください。

オン
ライン

同時開催

対面

お問い合わせ／地域振興グループ　 TEL 092-441-1118

■概要／①ホームページ掲載
　　　　②オンライン商談会（定員40社）
　　　　③プレゼンテーション大会（定員10社）
■日時／ 3月3日（水）10:00～17:00
■場所／福岡商工会議所 4階会議室
■会費／無料
■申込締切／1月22日（金） 
　  ※当所ホームページよりお申込みください。

ものづくりに関連する商品（工業部会員以外も可）対象

詳しくはこちらをご覧ください

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

事業承継時に保証人を不要とする制度ができました
令和2年4月から、事業承継時に経営者保証を不要とする「事業承継特別保証」を、
令和2年10月から、一般枠ではカバーできない融資に対して、特別枠を設けた「経営
承継借換関連保証」の取扱いを開始しました。

⑴3年以内に事業承継を予定する法人
⑵事業承継日から3年を経過していない法人（※1）
次の①から④の全ての要件を満たすこと
①資産超過であること　　　　　　　 　 　②返済緩和中ではないこと（※2）
③EBITDA有利子負債倍率10倍以内　　　④法人と経営者の分離がなされていること

対象者⑴ ：事業承継前の真水資金、事業
　　　　　承継前の経営者保証付融資の
　　　　　 借換資金（プロパー含む）
対象者⑵ ：事業承継前の経営者保証付
　　　　　 融資の借換資金（プロパー含む）

【一般枠】
2億8,000万円（うち無担保8,000万円）

3年以内に事業承継を予定する法人

【特別枠】
2億8,000万円（うち無担保8,000万円）

事業承継前の経営者保証付融資の
借換資金（プロパー含む）

10年以内
金融機関所定
0.45％～1.90％

⇒経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、0.20％～1.15％に大幅削減
徴求しない

対象者

資格要件

保証限度額

対象資金

保証期間
金利

保証料率

保証人

事業承継特別保証 経営承継借換関連保証

※1：令和 2 年1月1日から令和 7年 3月31日までに事業継承を実施した法人で、承継日から3 年を経過していないもの。
※2：新型コロナウイルス感染症の影響により条件変更を行った事業者は除く。
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東
区

博
多
区

中
央
区

防水工事業

インターネット通販サイト運営

事業計画策定支援、IPO支援

フードデリバリー

不動産営業

ドローンサービス

造園工事業

社会保険労務士

広告クリエイティブの企画・制作

税理士業務

小売業

味噌ラーメンの提供

弁護士業務（紛争解決及び紛争予防）

HRtech事業

港湾運送業

エステティックサロン

組織コンサルティング

医療機器販売

飲食業

税理士事務所

飲食店

Web広告、広告代理業

モンテッソーリ教育のプライベートスクール

不動産業

美容業

エステティックサロン・スクール

日本結婚相談所IBJ加盟店

飲食店（なかなか家グループ）

建築や上下水道施設の防水は当社にご相談ください

制作無料月々9800円定額ECサイト構築サービスを提供

世界が変わった。経理が変われば会社は変わる！

アジア発フードデリバリーfoodpandaなら食事が便利に

「新宮の家」・「キミヱのゼロから始めるアパート経営」

ドローンによる各種サービスで新しい産業を創造します

法人・個人宅の人工芝工事

人事労務管理でお困りのことがあれば、全集中でサポートします

企業や商品の価値を高めるブランディングと広告をつくります

税務相談・申告書・事業計画書の作成もサポートします

コロナ対策用品は激安卸し販売中。在庫が豊富です

野菜たっぷり味噌ラーメンと味噌だれ餃子が人気のお店です！

敷居が低く高品質なリーガルサービスをご提供します

ハロワの求人票で簡単に採用専用サイトを作成！検索は「シラハ」

輸出入を主とした複合一貫体制の総合物流業者です

女性専用の「シミ専門店」です

エンゲージメント向上を通じて強い組織づくりをお手伝いします

食べる楽しみを一人でも多くの方に。地域での訪問歯科診療サービスを提供

薬院にある旬鮮炉端と創作料理“港町”

経営者のお悩みを迅速かつ丁寧に解決する伴走型の税理士法人です

イタリアワインが楽しめるお店。ワインに合う料理も豊富にご用意

WEB広告や広告代理、HP制作や通販などをお手伝いする総合広告代理店

モンテッソーリ教育の幼児教室・親子教室・小学生クラスおよび講師

ずっと「お家」で過ごしたい。そんな「お家」を探したい

完全予約制のプライベート空間。自分だけの最上のひとときを

健康と美容の相談窓口。オーダーメイド施術を定額制で提供します

婚活中の方にお見合いの場を提供しています

福岡市南区大橋界隈で居酒屋を5店舗展開。ぜひお越しください

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-407-3341

092-600-4382

090-5488-0412

03-6629-3860

092-432-3606

092-263-4612

092-503-0202

092-775-2071

090-9392-3201

092-401-1878

092-231-9004

092-202-1924

092-707-1245

080-9142-1796

090-2505-7830

092-725-3328

092-406-6698

092-711-3001

090-9991-8426

092-401-1236

092-406-4110

092-791-3136

092-713-7797

092-753-9731

092-722-2233

092-562-3206

092-986-4453

092-511-0908

東
区

博
多
区

中
央
区

城
南
区

早
良
区

西
区

那
珂
川
市
小
郡
市

朝
倉
郡
久
留
米
市
佐
賀
県

東
京
都

税理士事務所

照明器具の販売、特殊照明器具の設計・製作・販売

ガス発生装置・流体制御用アセンブリパーツの開発販売

中小企業のよき相談相手を目指します。お気軽にご相談ください

照明器具専門商社として数々の納入実績と施工実績でサポート

オゾンガス発生装置、オゾン水生成装置の製作販売を行なっています

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
中
央
区

南
区

城
南
区

090-8661-4195

092-513-3776

06-6949-1010

早
良
区
大
野
城
市
大
阪
府

福岡大栄（株）

（同）トリップ

藤浦公認会計士事務所

Delivery Hero Japan（株）

（株）キミヱ

（株）トライデント

（株）大橋造園土木

はせがわ社会保険労務士Office

（株）かんべ笑会

山田祥吾税理士事務所

優真（株）

味噌蔵ふくべえ

原綜合法律事務所

（株）HAB＆Co．

後藤運輸（株）

フィレンツェ

（株）アンテ

日本ガイショウ（株）

（株）You cloud（創作屋港町）

みらいと税理士法人

イタリアワインと料理 ROMA ROMA

（株）コンプライアンス

CUNA COMPAGNIA

不動産の窓口（株）

n

pas a pas Marie

サザンマリッジ

（株）なかなか家

くすもと税理士事務所

（株）フジコー  九州支店

ウインテック（株）

福岡市東区土井3-319-1

福岡市博多区博多駅前4-14-20-305

福岡市博多区博多駅東2-5-19  サンライフ第3ビル5階

福岡市博多区博多駅東3-4-10  コマバビル1階

福岡市博多区博多駅東3-13-21  エフビル2階

福岡市博多区住吉3-9-23

福岡市博多区金の隈2-2-29

福岡市中央区渡辺通2-3-19  ロマネスク天神南208

福岡市中央区渡辺通2-4-8  福岡小学館ビル5階

福岡市中央区清川2-4-29  新高砂マンション202

福岡市中央区天神2-3-10-203

福岡市中央区大名1-9-24  マザーハウス1-A

福岡市中央区大名1-10-1  シャンボール大名A棟1407号

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka Growth Next シェアオフィス

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka Growth Next コワーキングスペース

福岡市中央区大名2-10-3  シャンボール大名C棟807

福岡市中央区今泉2-4-31-201

福岡市中央区警固3-13-31-3階

福岡市中央区薬院2-3-6-1階

福岡市中央区薬院2-5-3  KKビル4階

福岡市中央区浄水通2-6  浄水クレッシェンド3階

福岡市中央区港2-7-3  Avantiビル2階

福岡市中央区鳥飼1-2-35-3階

福岡市中央区鳥飼3-6-22  MADOGUCHI BLD 1階

福岡市中央区唐人町1-6-10-1階

福岡市南区大橋1-4-29  センターコート大橋1階

福岡市南区清水1-3-8-816

福岡市南区玉川町10-5

福岡市早良区藤崎2-2-36-404

大野城市御笠川4-10-18

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

飲食サービス業

解体工事業

貿易（化粧品等）

ホームページ制作業

上下水道工事

税理士

BtoBの訪問指導型経営コンサルティング

エステティック業

コンサルティング

モバイルショップ支援事業部／モバイルショップへの店舗支援

蓄電池販売　設置

ウォーターサーバーの販売

飲食業

各種板硝子・鏡販売施工

自動車修理業

飲食店

活魚・鮮魚卸売

官公署への書類の作成とその提出代理

建設塗装

飲食店経営

自動車ボディーコーティング

営業代行業　営業サポート業

飲食店

税理士

樹木管理一式

自然薯の生産・直売・業務用卸、自然薯加工品の販売

経営コンサルタント業、中小企業診断士事務所

青汁販売

造園業（ガーデニング）

かき氷機輸入・国内販売・レンタル事業

異業種交流事業

飲食店

鮨店

POSシステム販売

インターネット・イベント事業

飲食業

自転車販売業

飲食業

生産物卸販売・コンサルタント

飲食業

らーめん店経営

講師・講演・司会

土木一式工事業（とび・土木・コンクリート工事業）

経営コンサルタント

ゴルフ練習場

Webに載せる記事執筆（コラム、ブログ、LPの記事など）

測量用材の製造及び卸売

（有）ひらお

（株）SANKI

（株）奇正

（株）BLUE STYLE

（株）Forward

木村弘志税理士

（株）ディーテス

AXIA  博多駅前店

G. GROWTH（株）

クリアライフ（株）

（株）e－ジェネクト

CLUB ECO WATER（株） 博多サロン

（株）たけなわ

GLASS LIFE

リペアサービスOneFlat（株）

Restaurant Arena

対馬水崎水産

行政書士今村功事務所

Rise

ねこまんま

（株）洸成

（株）Ycreek

割烹いしとく

松川税理士事務所

KAGEYAMA. TREE. SERVICE

（株）九千部

藤間中小企業診断士事務所

青汁屋

ふるさと管理綜合（株）

（株）KC Trading

一般社団法人  企業研究会

ひつじ家。

鮨澤田

ティシーアールインターナショナル（株）

エルディーフォース（株）

あかりや

（株）LiVE SHOP

たき家

エコバイ（株）

Creed

麺家一清

心月

（株）吉富建設

中馬商会

（株）桜美ゴルフ

Peace＆ライティング

（株）カクマル

南
区

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

詳しくは...

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

中
央
区

防水工事業

インターネット通販サイト運営

事業計画策定支援、IPO支援

フードデリバリー

不動産営業

ドローンサービス

造園工事業

社会保険労務士

広告クリエイティブの企画・制作

税理士業務

小売業

味噌ラーメンの提供

弁護士業務（紛争解決及び紛争予防）

HRtech事業

港湾運送業

エステティックサロン

組織コンサルティング

医療機器販売

飲食業

税理士事務所

飲食店

Web広告、広告代理業

モンテッソーリ教育のプライベートスクール

不動産業

美容業

エステティックサロン・スクール

日本結婚相談所IBJ加盟店

飲食店（なかなか家グループ）

建築や上下水道施設の防水は当社にご相談ください

制作無料月々9800円定額ECサイト構築サービスを提供

世界が変わった。経理が変われば会社は変わる！

アジア発フードデリバリーfoodpandaなら食事が便利に

「新宮の家」・「キミヱのゼロから始めるアパート経営」

ドローンによる各種サービスで新しい産業を創造します

法人・個人宅の人工芝工事

人事労務管理でお困りのことがあれば、全集中でサポートします

企業や商品の価値を高めるブランディングと広告をつくります

税務相談・申告書・事業計画書の作成もサポートします

コロナ対策用品は激安卸し販売中。在庫が豊富です

野菜たっぷり味噌ラーメンと味噌だれ餃子が人気のお店です！

敷居が低く高品質なリーガルサービスをご提供します

ハロワの求人票で簡単に採用専用サイトを作成！検索は「シラハ」

輸出入を主とした複合一貫体制の総合物流業者です

女性専用の「シミ専門店」です

エンゲージメント向上を通じて強い組織づくりをお手伝いします

食べる楽しみを一人でも多くの方に。地域での訪問歯科診療サービスを提供

薬院にある旬鮮炉端と創作料理“港町”

経営者のお悩みを迅速かつ丁寧に解決する伴走型の税理士法人です

イタリアワインが楽しめるお店。ワインに合う料理も豊富にご用意

WEB広告や広告代理、HP制作や通販などをお手伝いする総合広告代理店

モンテッソーリ教育の幼児教室・親子教室・小学生クラスおよび講師

ずっと「お家」で過ごしたい。そんな「お家」を探したい

完全予約制のプライベート空間。自分だけの最上のひとときを

健康と美容の相談窓口。オーダーメイド施術を定額制で提供します

婚活中の方にお見合いの場を提供しています

福岡市南区大橋界隈で居酒屋を5店舗展開。ぜひお越しください

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-407-3341

092-600-4382

090-5488-0412

03-6629-3860

092-432-3606

092-263-4612

092-503-0202

092-775-2071

090-9392-3201

092-401-1878

092-231-9004

092-202-1924

092-707-1245

080-9142-1796

090-2505-7830

092-725-3328

092-406-6698

092-711-3001

090-9991-8426

092-401-1236

092-406-4110

092-791-3136

092-713-7797

092-753-9731

092-722-2233

092-562-3206

092-986-4453

092-511-0908

東
区

博
多
区

中
央
区

城
南
区

早
良
区

西
区

那
珂
川
市
小
郡
市

朝
倉
郡
久
留
米
市
佐
賀
県

東
京
都

税理士事務所

照明器具の販売、特殊照明器具の設計・製作・販売

ガス発生装置・流体制御用アセンブリパーツの開発販売

中小企業のよき相談相手を目指します。お気軽にご相談ください

照明器具専門商社として数々の納入実績と施工実績でサポート

オゾンガス発生装置、オゾン水生成装置の製作販売を行なっています

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
中
央
区

南
区

城
南
区

090-8661-4195

092-513-3776

06-6949-1010

早
良
区
大
野
城
市
大
阪
府

福岡大栄（株）

（同）トリップ

藤浦公認会計士事務所

Delivery Hero Japan（株）

（株）キミヱ

（株）トライデント

（株）大橋造園土木

はせがわ社会保険労務士Office

（株）かんべ笑会

山田祥吾税理士事務所

優真（株）

味噌蔵ふくべえ

原綜合法律事務所

（株）HAB＆Co．

後藤運輸（株）

フィレンツェ

（株）アンテ

日本ガイショウ（株）

（株）You cloud（創作屋港町）

みらいと税理士法人

イタリアワインと料理 ROMA ROMA

（株）コンプライアンス

CUNA COMPAGNIA

不動産の窓口（株）

n

pas a pas Marie

サザンマリッジ

（株）なかなか家

くすもと税理士事務所

（株）フジコー  九州支店

ウインテック（株）

福岡市東区土井3-319-1

福岡市博多区博多駅前4-14-20-305

福岡市博多区博多駅東2-5-19  サンライフ第3ビル5階

福岡市博多区博多駅東3-4-10  コマバビル1階

福岡市博多区博多駅東3-13-21  エフビル2階

福岡市博多区住吉3-9-23

福岡市博多区金の隈2-2-29

福岡市中央区渡辺通2-3-19  ロマネスク天神南208

福岡市中央区渡辺通2-4-8  福岡小学館ビル5階

福岡市中央区清川2-4-29  新高砂マンション202

福岡市中央区天神2-3-10-203

福岡市中央区大名1-9-24  マザーハウス1-A

福岡市中央区大名1-10-1  シャンボール大名A棟1407号

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka Growth Next シェアオフィス

福岡市中央区大名2-6-11  Fukuoka Growth Next コワーキングスペース

福岡市中央区大名2-10-3  シャンボール大名C棟807

福岡市中央区今泉2-4-31-201

福岡市中央区警固3-13-31-3階

福岡市中央区薬院2-3-6-1階

福岡市中央区薬院2-5-3  KKビル4階

福岡市中央区浄水通2-6  浄水クレッシェンド3階

福岡市中央区港2-7-3  Avantiビル2階

福岡市中央区鳥飼1-2-35-3階

福岡市中央区鳥飼3-6-22  MADOGUCHI BLD 1階

福岡市中央区唐人町1-6-10-1階

福岡市南区大橋1-4-29  センターコート大橋1階

福岡市南区清水1-3-8-816

福岡市南区玉川町10-5

福岡市早良区藤崎2-2-36-404

大野城市御笠川4-10-18

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

飲食サービス業

解体工事業

貿易（化粧品等）

ホームページ制作業

上下水道工事

税理士

BtoBの訪問指導型経営コンサルティング

エステティック業

コンサルティング

モバイルショップ支援事業部／モバイルショップへの店舗支援

蓄電池販売　設置

ウォーターサーバーの販売

飲食業

各種板硝子・鏡販売施工

自動車修理業

飲食店

活魚・鮮魚卸売

官公署への書類の作成とその提出代理

建設塗装

飲食店経営

自動車ボディーコーティング

営業代行業　営業サポート業

飲食店

税理士

樹木管理一式

自然薯の生産・直売・業務用卸、自然薯加工品の販売

経営コンサルタント業、中小企業診断士事務所

青汁販売

造園業（ガーデニング）

かき氷機輸入・国内販売・レンタル事業

異業種交流事業

飲食店

鮨店

POSシステム販売

インターネット・イベント事業

飲食業

自転車販売業

飲食業

生産物卸販売・コンサルタント

飲食業

らーめん店経営

講師・講演・司会

土木一式工事業（とび・土木・コンクリート工事業）

経営コンサルタント

ゴルフ練習場

Webに載せる記事執筆（コラム、ブログ、LPの記事など）

測量用材の製造及び卸売

（有）ひらお

（株）SANKI

（株）奇正

（株）BLUE STYLE

（株）Forward

木村弘志税理士

（株）ディーテス

AXIA  博多駅前店

G. GROWTH（株）

クリアライフ（株）

（株）e－ジェネクト

CLUB ECO WATER（株） 博多サロン

（株）たけなわ

GLASS LIFE

リペアサービスOneFlat（株）

Restaurant Arena

対馬水崎水産

行政書士今村功事務所

Rise

ねこまんま

（株）洸成

（株）Ycreek

割烹いしとく

松川税理士事務所

KAGEYAMA. TREE. SERVICE

（株）九千部

藤間中小企業診断士事務所

青汁屋

ふるさと管理綜合（株）

（株）KC Trading

一般社団法人  企業研究会

ひつじ家。

鮨澤田

ティシーアールインターナショナル（株）

エルディーフォース（株）

あかりや

（株）LiVE SHOP

たき家

エコバイ（株）

Creed

麺家一清

心月

（株）吉富建設

中馬商会

（株）桜美ゴルフ

Peace＆ライティング

（株）カクマル

南
区

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

詳しくは...

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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お問い合わせ／貿易証明担当　TEL 092-441-1230　E-mail：shoumei＠fukunet.or.jp

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

アーカイブ動画配信のご案内

オンライン
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～

⬆アーカイブ動画は
YouTubeにて
視聴可能です

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
ただきました。

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

■Vol.5
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

大橋運輸株式会社
代表取締役社長  鍋嶋 洋行 氏

■Vol.1
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

■Vol.2
早稲田大学
ビジネススクール
准教授  牧  兼充 氏
➡アーカイブ動画の
　公開は行っており
　ません

写真：川本聖哉

■Vol.3
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

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

■Vol.4
福岡地域戦略推進協議会
（FDC）
事務局長  石丸 修平 氏

日EU・EPAの発効から間もなく2年、TPP11（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）も発効
から2年以上が経過し、これらのEPA（経済連携協定）を活用した事例が増えてきています。また、日英EPAが昨年10
月に署名され（本年1月に発効）、RCEP（東アジア地域包括的経済連携）協定も昨年11月に署名されるなどEPAを巡る
取組は着実に進展しています。こうした中、EPAの活用は、日本企業の競争力向上の大きな鍵を握っております。
本セミナーでは、我が国のEPA政策・交渉の最新状況、EPAによってもたらされるメリット、実際の活用事例等に

ついて、日本政府の交渉担当者、専門家、EPA活用企業から説明させていただきます。ぜひご参加ください。

メガFTA・EPA時代の国際ビジネス展開
～国際取引におけるFTA・EPAの活用～

〈外務省、広島商工会議所、福岡商工会議所共催オンラインセミナー〉

【日　時】 令和3年1月28日（木）13:30 ～16:30
【内　容】 第1部　講演「我が国のFTA・EPA」
　　　　　　　　　　　　　外務省　経済局　経済連携課　企画官　上野裕大氏
  　　　　第2部　講演「FTA・EPAの活用によるサプライチェーンの再構築、強靭化
　　　　　　　　　　 ～国際ビジネス再活性化に向けた戦略とは～」
　　　　　　　　　　　　　株式会社アールFTA研究所代表取締役　麻野良二氏
 　　　　第3部　講演「我が社のEPAの活用事例紹介」
　　　　　　　　　　　　　（広島）マツダ株式会社
　　　　　　　　　　　　　（福岡）福水商事株式会社
■定員／40名
■申込／右記QRコードよりお申込みください。

オン
ライン

※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／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／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

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169　FAX 092-482-1523

ご存知ですか？ 代表者・役員等も国の労災保険に加入できる「特別加入制度」ご存知ですか？ 代表者・役員等も国の労災保険に加入できる「特別加入制度」
任せて安心！ 労働保険事務組合任せて安心！ 労働保険事務組合

•担当者の事務負担軽減に繋がります!
　⇒煩雑で時間が掛かる事務を正確に処理いたします。

•労働保険料を3回に分けて納付できます！
　⇒保険料の額に関わらず分割で納付頂けます。

•事業主も労災保険に加入できます！
　⇒労災保険の「特別加入制度」にご加入頂けます。

本来労災保険は、労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して保険給付を行う制度で、従業員以外の方は原則加入の対象に
はなりません。

特別加入制度では、労働保険事務組合に事務委託をされている事業所について、代表者や役員、代表者の家族従事者も特別に
労災保険に加入することが認められています。労働保険事務組合への事務委託には多くのメリットがありますので、この機会にぜひ
委託をご検討ください！

▶委託のメリット

▶委託の条件 

•労働保険料の概算・確定保険料の申告・納付の事務
•保険の成立・雇用保険事業所設置の事務
•労災保険の特別加入の加入に関する事務
•雇用保険の被保険者に関する届出の事務
•その他、各種申請・変更・報告に関する事務

▶委託できる事務の範囲

  19,250円～（税込）　
▶年間の委託手数料は…

▶お申し込みは…
　まずは下記までお問い合わせください！

※上記に加えて、従業員を原則１名以上雇用されていることが条件です。
　（当所では、一人親方の事業主の委託は扱っておりません。）

※労災＋雇用保険分。年間労災保険料、
　雇用保険被保険者数により変動いたします。

使用労働者数 業種

常時50人以下 金融業・保険業・不動産業・小売業

上記以外の業種

卸売業・サービス業（清掃業、火葬業、
と畜業、自動車修理業、機械修理業を除く）常時100人以下

常時300人以下
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税務Q&A

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

令和2年の9月に妻を亡くしました。ひとり親の要件
は満たしていますが、配偶者控除とひとり親控除の双
方を受けることは可能ですか。

控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則としてそ
の年の12月31日の現況によって判断することになって
いますが、12月31日より前に控除対象配偶者が亡く

なった場合には、その死亡時の現況により判断されます（所得
税法85条）。したがって、亡くなられた時点で控除対象配偶者
としての要件を満たしていれば、配偶者控除が受けられます。
また、ひとり親に該当するかどうかの判定も、同じくその年の
12月31日の現況によりますが、その要件は満たしているので、
両方の規定の適用を受けることができます。

寡婦控除の改正内容を教えてください。

改正後の「寡婦」とは、次の⑴又は⑵に該当する者の
うち、ひとり親に該当しない人をいいます。

⑴夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要
件を満たすもの
イ、扶養親族を有すること。
ロ、合計所得金額が 500 万円以下であること。
ハ、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら
れる者がいないこと。

⑵夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らか
でない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ、合計所得金額が 500 万円以下であること。
ロ、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら
れる者がいないこと。

改正後の「寡婦」の要件は上記のとおりです。改正前の「寡
婦」の要件との主な違いは、扶養親族を有する寡婦についても
「合計所得金額要件」が課されることになったことと、いわゆる
「非事実婚要件」が追加されたことです。したがって、改正前
の寡婦控除の対象ではなかった人が、改正後に「寡婦」に該当
することはありません。

ひとり親控除は、子どもの貧困問題に対処するためにできた
規定です。しかし、男女を問わず同額のひとり親控除が認めら
れるようになったり、寡婦控除にも非事実婚要件が追加された
りしたことは、社会や家族の変化に税法が対応したものとも言
えましょう。
ともあれ、所得控除の要件には複雑なものもありますので、

年末調整や確定申告で迷った場合には専門家に相談されるこ
とをお勧めします。

税制改正により令和2年分から未婚のひとり親にも所
得控除が認められるようになったと聞きました。内容
を教えてください。

これまでは、死別または離婚によってひとり親となっ
た場合にだけ認められた所得控除が、改正によって未
婚である場合にも認められるようになりました。また、

従前の寡夫控除は新設のひとり親控除に吸収され、ひとり親
の控除額は、男女を問わず35万円に統一されました。

1．「ひとり親」とは
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の
明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を
満たすものをいうと規定されています（所得税法第2条第1項
第31号）。今現在、婚姻していなければ、離婚、死別、未婚
を問いません。
イ、その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有する
こと。
ロ、合計所得金額が500万円以下であること。
ハ、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら
れる者として財務省令で定めるものがいないこと。
改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場
合、上記ハの要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなり
ます。

2．「生計を一にする子」とは
上記イの政令で定める子とは、その年分の総所得金額、退
職所得金額及び山林所得金額の合計額である総所得金額等が
48万円以下の子（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とさ
れている者を除く。）のことを言います（所得税法施行令第11
条の2第2項）。従前は「扶養親族である子」と規定されていま
したので、要件が緩和されました。合計所得金額が48万円を
超え扶養の要件を満たしていなくても、純損失の繰越控除な
どを適用したあとの総所得金額等が48万円以下になれば適用
があります。

3．合計所得金額が500万円を超える場合
なお、合計所得金額が500万円を超えても、特別の寡婦の
場合27万円の控除が受けられた令和1年分までの規定はなく
なりましたので、留意が必要です。

ひとり親控除と
　　　寡婦（夫）控除について

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　戸江 千枝
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110番通報の仕組み

①110番は警察本部通信指令室につながります
通報を受理する警察官が必要なことをお尋ねします。
落ち着いて、はっきり答えてください。
②携帯電話の場合、場所をきちんと伝えましょう

事件事故の発生場所、通報時の現在地をお尋ねします
ので、確認して教えてください。
場所が分からないときは、交差点名・バス停名・近く
の店舗など目標になるもの、目標物がない場合は、電柱
番号や信号機番号をお伝えください。
③受理と並行して指令します

通報を受理しながら、別の警察官が警察署、パトカー、
白バイなどに無線で指令を行います。
焦らずに警察官の質問に答えてください。

交番・駐在所は、事件・事故やパトロールなどで不在の
場合があります。緊急の事件・事故で困った際は、迷わず
110番通報をしてください。

110番通報時のポイント
担当の警察官が次のことを質問しますので、落ち着いて
はっきりと答えてください。

①事件ですか、事故ですか？
　ひったくり、けんか、交通事故など
②犯人は？
　犯人の人数、服装、車のナンバーなど
③いつ起きましたか？
　たった今、5分前など
④どこで起きましたか？
　住所、交差点名、目標となる建物など
⑤今どんな状況ですか？
　けが人の有無、被害者の状況など
⑥あなたは誰ですか？
　住所、氏名、電話番号など

その他、暴力団に関する情報や相談、薬物に関する相
談、犯罪被害者の心のケア等、様々な相談窓口があります。
詳細は、福岡県警察ホームページをご覧ください。

110番は、緊急の事件・事故のための『緊急通報専用電話』です。
110番通報の際は、通信指令室の警察官が事件現場等について質問しますので、あわてず、あせらず、落ち着いて答
えてください。

緊急時 あわてず あせらず 110番
～ 110番は緊急電話 相談ごとは＃9110 ～

危機管理
情報室

お問い合わせ先
福岡県警察  通信指令課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/tiiki/tushin/001.html

警察相談専用電話「#9110」
110番は事件・事故等緊急の対応が必要な場合に
おける緊急通報専用電話です。
緊急の対応を要さない相談・要望等は、警察相談
専用電話「#9110」か、最寄りの警察署へ電話してく
ださい。
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110番通報の仕組み

①110番は警察本部通信指令室につながります
通報を受理する警察官が必要なことをお尋ねします。

落ち着いて、はっきり答えてください。
②携帯電話の場合、場所をきちんと伝えましょう

事件事故の発生場所、通報時の現在地をお尋ねします
ので、確認して教えてください。
場所が分からないときは、交差点名・バス停名・近く

の店舗など目標になるもの、目標物がない場合は、電柱
番号や信号機番号をお伝えください。
③受理と並行して指令します

通報を受理しながら、別の警察官が警察署、パトカー、
白バイなどに無線で指令を行います。
焦らずに警察官の質問に答えてください。

交番・駐在所は、事件・事故やパトロールなどで不在の
場合があります。緊急の事件・事故で困った際は、迷わず
110番通報をしてください。

110番通報時のポイント
担当の警察官が次のことを質問しますので、落ち着いて
はっきりと答えてください。

①事件ですか、事故ですか？
　ひったくり、けんか、交通事故など
②犯人は？
　犯人の人数、服装、車のナンバーなど
③いつ起きましたか？
　たった今、5分前など
④どこで起きましたか？
　住所、交差点名、目標となる建物など
⑤今どんな状況ですか？
　けが人の有無、被害者の状況など
⑥あなたは誰ですか？
　住所、氏名、電話番号など

その他、暴力団に関する情報や相談、薬物に関する相
談、犯罪被害者の心のケア等、様々な相談窓口があります。
詳細は、福岡県警察ホームページをご覧ください。

110番は、緊急の事件・事故のための『緊急通報専用電話』です。
110番通報の際は、通信指令室の警察官が事件現場等について質問しますので、あわてず、あせらず、落ち着いて答

えてください。

緊急時 あわてず あせらず 110番
～ 110番は緊急電話 相談ごとは＃9110 ～

危機管理
情報室

お問い合わせ先
福岡県警察  通信指令課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/tiiki/tushin/001.html

警察相談専用電話「#9110」
110番は事件・事故等緊急の対応が必要な場合に
おける緊急通報専用電話です。
緊急の対応を要さない相談・要望等は、警察相談
専用電話「#9110」か、最寄りの警察署へ電話してく
ださい。
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

ワードを使われ、今度は自分自身がFacebookアカウント
を乗っ取られ、同様の動画を装ったメッセージを勝手に
友達に送信される危険性もある。
動画を装った不審なメッセージをタップしない。また、
偽サイトにアクセスしても情報を入力しないことで対処す
ることができる。可能であれば、そのメッセージを送っ
てきた友達に、不審なメッセージが送られてきたことを
教えてあげてほしい。
二つの相談に共通することは、端末やアプリの機能を
悪用して利用者をだます巧妙な手口にある。知らない危
険を避けることは困難である。だが、このような手口が
あることを知り、今後、類似の事例が出現した場合にも
備えてほしい。

安心相談窓口「よくある質問」を参考に
今回解説した相談の詳細な手口や対策については、

「情報セキュリティ安心相談窓口」ウェブサイトで確認を。
同サイトでは、安心相談窓口に多く寄せられるご相談の
一部を「よくある質問」として公開している
ので参考にしてほしい。最新の情報をタイ
ムリーに入手するために公式Twitterアカウ
ントをフォローすることもお薦めする。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

巧妙化するだましのテクニック
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、ウイル
スや不正アクセスなどに関する技術的な相談に対してアド
バイスする窓口「情報セキュリティ安心相談窓口」を開設
している。2020年第3四半期（7～9月）の相談員対応
件数は3245件、前四半期から約83・3％増となった。
相談数増加の要因は三つ、「Emotet関連」「iPhoneに突
然表示される不審なカレンダー通知」「Facebookのメッセ
ンジャーに届く動画」に関する相談が急増したためだ。
「Emotet」に関する注意喚起は、先月（2020年12月）号
にて既報のため、残り二つの相談について解説する。

iPhoneに突然表示される不審なカレンダー通知
「iPhoneのカレンダーから、ウイルス感染しているとい
う通知が出る」「iPhoneのカレンダーに、身に覚えのない
イベントが入っている」といった相談が多数寄せられた。
これは、iCloudやiPhoneのカレンダーの機能を悪用し
て、他人のカレンダーに不審な書き込みを行う手口であ
る。イベント詳細に記載されているURLをタップして、
アクセス先のサイト経由でアプリをインストールしたり、
サイトに個人情報などを入力したりすると、被害が発生
する可能性がある。身に覚えのないイベントの参加依頼
が届いた場合は、不審な参加依頼のスパム報告をする。
また、身に覚えのない共有カレンダーがある場合は、共
有カレンダーを削除することで対処できる。

Facebookのメッセンジャーに届く動画
Facebookのメッセンジャーに、友達から「このビデオ
はいつでしたか？」などと書いてある動画を装ったメッ
セージが届く。動画を再生しようとメッセージをタップし
ても、動画は再生されず、FacebookのIDとパスワード
を入力させる偽サイトに誘導される。偽サイトに自分の
FacebookのIDとパスワードを入力すると、攻撃者にそ
の情報が伝わり、Facebookへ不正ログインされるなどの
被害につながる恐れがある。自身が入力したIDとパス

三つの要因で相談急増

送られてくる「動画を装ったメッセージ」

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
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

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター
（福岡県内）

法務省「出入国管理
統計」より九州観光
推進機構にて集計
観光庁「宿泊旅行統
計調査」より九州観
光推進機構にて集計

福岡北九州
高速道路公社
（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）（※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）

815,038 

1,561,944 

101.9 
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283,508 

10,602 

― 
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846 

32,606 
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26,378,258 

17,212,383 
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24,391 
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21 

1,305 

2020年11月〈令和2年11月〉

▲ 0.9

▲ 2.1

▲ 0.7

▲ 1.0

1.4

7.9

―

―

▲ 9.4

6.1

▲ 0.3

7.7

7.3

45.4

73.0

0.0

145.3

▲16.0

▲30.7

1.00 

93,827 

93,293 

215 

5,574,160 

3,250,981 

3,073,421 

644,911 

3,297,526 

803,218 

1,077 

6,835 

4,331 

― 

― 

1,126 

56,700 

84 

694,170 

▲33.8

▲24.2

15.9

31.1

▲ 5.7

▲36.7

▲32.9

▲30.5

▲21.5

▲48.7

▲99.8

▲ 4.9

▲16.6

―

―

▲90.6

▲97.7

▲100.0

▲39.7

＊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12月1日現在の本市の人口は国勢調査結果となります。ついては、
　これまで発表されていた平成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。令和2年11月号より、住民基本台帳人口をお知らせしています。
＊「－」については、次号に掲載予定。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。
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＊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12月1日現在の本市の人口は国勢調査結果となります。ついては、
　これまで発表されていた平成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。令和2年11月号より、住民基本台帳人口をお知らせしています。
＊「－」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。

私たちは、SDGsを推進し、脱炭素社会を目指して、
温暖化対策に長期的な視点に立って取り組み、
その意識や行動を、私たちの家族、グループ会社・
関連団体のみならず、福岡のまち全体に、
あらゆる機会を通じ拡げていきます。

私たちは、省エネ・高効率型の機器・設備
や再生可能エネルギーの積極的な導入を進
めます。

私たちは、業務用車両のエコドライブに
心がけるとともに、通勤時のマイカー利
用を控えるなど，公共交通機関の利用を
推進します。

私たちは、エコスタイル（クールビズ・ウォームビズ）の
推進による冷暖房の適正な温度設定、休み時間の消灯や
パソコンの電源オフ、2UP3DOWN運動など階段の利用や
エレベーターの効率的な利用に努め、継続的に省エネに
取り組みます。

PR

21福岡商工会議所 NEWS ︱ 2021  JANUARY



お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

無料配信！　公開期間中はいつでも視聴可能！　所要時間約1時間

人事ご担当者様向けWebセミナー
『アフターコロナを見据えた グローバル人材育成』のご案内

福岡商工会議所・IIBC・福岡貿易会の共催による『グローバル人材育成のセミナー』をオンラインで開催します。
本セミナーでは、テレワーク時代でも取り組みやすい教育体系の作り方のヒントを、著名講師や地元企業の事例よ
り紹介いたします。また、TOEIC Programの効果的な活用方法や団体受験制度を紹介し、英語教育の意識向上
にも繋がります。企業の成長にかかせないグローバル人「財」育成の手段としてぜひご活用ください。

リクルート社を経て2011年に英
語研修会社としてグローバルブ
ルーを設立。日本を代表する企業
から外資系企業までオンラインを
活用したプログラムを提供。ユニー
クな取り組みも交えながら費用対
効果を意識したラインナップを拡
充中。スピーキングテスト対策講
座は中級以上の学習者に大好評。
全国の工場に勤務している初級者
の底上げも得意としている。

講師紹介

■公開期間／1月25日（月）10:00～2月8日（月）16:00
■公開方法／YouTubeにて限定公開 ※視聴申し込みフォームをご入力の方のみ、ご視聴いただけます。

視聴申込

オン
ライン

■カリキュラム／第一部　「オンライン時代到来！社員の英語力をアップさせる5つの秘訣
　　　　　　　　　　　　～すぐに実践できる学習法アドバイス付き～」
　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社グローバルブルー　代表取締役　関口 雄一氏
　　　　　　　 第二部　福岡IT企業による英語教育施策事例紹介
　　　　　　　　　　　 「多様性促進を狙い TOEIC® Listening & Reading Test を活用」
　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社アイキューブドシステムズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　執行役員　管理本部長兼人事総務部長　山田 泰裕氏
■申込方法／1月18日（月）15:00 までに右記QRコードよりお申し込みください。
※アンケートにお答えいただいた方には講師監修「社員の英語力を最速でアップさせるための4つのタイプ別セオリー」をプレゼントいたします。

関口 雄一 氏
株式会社グローバルブルー
代表取締役
リクルートマネジメントスクール講師

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

令和2年度　第30回メンタルヘルス・マネジメント検定試験向け

Ⅱ種（ラインケアコース）対策講座
第30回検定試験（3/21施行）に向け、学習の総仕上げとして重要ポイントの再確認と
練習問題による演習を行います。合格を目指す方は是非ご参加ください！
※本講座はZoomを利用したオンライン講座です

■日時／2月27日（土）10:00～17:00　※昼休み12:00～13:00
■講師／株式会社日本マンパワー　マネジメントコンサルタント　黒木 陽子氏
　　　　メンタルヘルス・マネジメント検定試験創設当初から、各地の企業・団体等
　　　　で受験指導を行う
■受講料／10,480円（税込・資料代込）
■定員／20名（定員に達し次第締め切ります）
■内容／・Ⅱ種ラインケアコースの重要ポイント（重要ポイントの総括と対策）
　　　　・直前対策（演習問題による実力養成）
■申込方法／右記QRコードよりお申し込みください。

オン
ライン

※当日は、メンタルヘルス・マネジメント
検定試験公式テキストⅡ種（ラインケア
コース）第4版（2017年6月改訂）を使用
しますので、必ずご準備ください。 テキ
スト詳細は大阪商工会議所メンタルヘ
ルス・マネジメント検定試験HPでご確
認ください。

※重要項目の確認と演習となっております
ので、必ず事前に公式テキストをご一読
ください。

ご準備
ください

3級 簿記初学者向け

WEB（オンライン）講座

■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／1月29日（金）

オン
ライン 対策講座

直前講座  3級（2日間コース）

対面講座

■日程／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）

直前講座  2級（3日間コース）
■日程／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）

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
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。

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

お申し込み

お申し込み
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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/

e
ラーニング 福商eラーニング
仕事でも日常生活でも身近な最新テクノロジーを学べる受け放題型パッケージコース！

AI・RPA・セキュリティ
人材育成 超基礎

【パッケージ構成】

□ 全18コースをしっかり学べるパッケージコース！
□ 基本知識から活用事例まで初めてでも分かりやすく解説！
□ 短時間だからスキマ時間に学習できる！

図解で優しく解説！実例を通して学ぶ！

※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。

AIの仕組みや開発方法を学べる全7コース
①AIは何ができるの？　　 ②AIは学習する　③ディープラーニング
④AIはどうやって作るの？ ⑤AIの製品・サービスには何がある？
⑥AIが苦手なことは？　　 ⑦AIを導入するための第一歩

RPAを導入する道筋がイメージできる全5コース
①どうしてRPAが必要なの？　　　　　 ②RPAはどうやって作るの？
③RPAの製品・サービスには何がある？ ④RPAが苦手なことは？
⑤これからのRPAはどうなる？

サイバー攻撃の傾向と対策セキュリティ全6コース
①最近のセキュリティ動向とは？ ②セキュリティ対策はどんなものがある？
③AIにおけるセキュリティとは？ ④RPAにおけるセキュリティとは？
⑤クラウドにおけるセキュリティとは？　⑥企業におけるセキュリティの第一歩

監修・共同開発：一般社団法人 未来技術推進協会

通常価格（税別）

【学習期間30日間1名】
3,000円
特別価格（税別）

【学習期間30日間1名】
2,500円
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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
　払い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）

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

動画版トコロ商遊記も配信中！！
“吉塚商店街”改め、“吉塚市場”として生まれ変わった物語と、
“リトルアジアマーケット”のプロジェクトの全貌、そこに携わる方の思い
に迫ります！
吉塚の小さなアジアにCOME ON！!

福岡商工会議所
よかぞうチャンネル

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

2021年3月ごろ、ミャンマーから海を渡って高さ2メートル以上
の黄金色に輝くお釈迦様がやってきます。
留学生の心の拠り所をつくり、吉塚を“第2の故郷”として愛し

てもらいたい、そんな地域の方の思いが込められています。

　今回、そんな吉塚市場の中でご紹介するのは、ベトナムサンドイッチや高級食パンなどが人気の「カムオン」さんと、
140年続いた銭湯跡で食事ができるミャンマーとタイ料理の「チョウゼヤ／サワディーカップ」さん。
　どちらも今回新たにオープンした注目のお店です！

福岡市博多区、JR吉塚駅東口から5分ほど歩いた場
所にある吉塚商店街。
戦後間もない頃に始まった70年もの歴史があるレトロ

な吉塚商店街が今回、あるプロジェクトによって名称を
“吉塚市場”に改め生まれ変わりました。その名も吉塚市場
“リトルアジアマーケット”。商店街内に目立ちつつあった
空き店舗に、タイやミャンマー、ベトナムなどのエスニック
料理店を誘致したり、誰もが気軽にくつろげるカフェラウ
ンジをオープンするなど、市場内をアジア色に染めること
で新たに賑わいをつくろうというものです。

組合長の河津さんは「もともと、吉塚エリアには日本語
学校があることから東南アジアからの留学生が多いのが
特徴で、以前から商店街との交流もありました。交流を
続けるうちに、商店街全体を留学生と地域住民がもっと
繋がり、賑わいが生まれる場所にできないかと考え、今
回のプロジェクトを企画しました。同じアジアの国として
お互いの文化に触れ、ここ吉塚に親しみを持ってもらえた
らと思います」と語ってくれました。

吉塚市場に海を越えてお釈迦様がやって来る！

吉塚市場
商店街情報

どこか懐かしい風景も新しい市場の雰囲気にワクワクします

取材日：12月4日

カムオン（ベトナムサンドイッチ）
本場風味のバインミーはじめ、原材料や
素材からこだわったフランスパンや高級
食パンなど、良いものを提供するための
努力を惜しみません！ イートインもテイ
クアウトもどちらも楽しめます！
TEL 092-409-5222
営9:00～18:00
㉁不定休

チョウゼヤ（ミャンマー料理）／
サワディーカップ（タイ料理）
吉塚で140年続いた銭湯を残しつつ飲
食店に大変身！ 日本の銭湯と東南アジ
ア本場の味のコラボはやみつきになるこ
と間違いなし！ めずらしい旧浴室でのお
食事、おすすめです！
TEL 092-624-0101
営ランチ／11:00～15:00
　ディナー／17:00～22:00
㉁月曜日

見ドコ
ロ

Instagram

Check

TOKORO
SHOW  YOU
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商店街応援隊「トコロ」が参ります！ 吉塚に小さな
アジアが誕生！

　 吉塚市場の巻
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お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

動画版トコロ商遊記も配信中！！
“吉塚商店街”改め、“吉塚市場”として生まれ変わった物語と、
“リトルアジアマーケット”のプロジェクトの全貌、そこに携わる方の思い
に迫ります！
吉塚の小さなアジアにCOME ON！!

福岡商工会議所
よかぞうチャンネル

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

2021年3月ごろ、ミャンマーから海を渡って高さ2メートル以上
の黄金色に輝くお釈迦様がやってきます。
留学生の心の拠り所をつくり、吉塚を“第2の故郷”として愛し

てもらいたい、そんな地域の方の思いが込められています。

　今回、そんな吉塚市場の中でご紹介するのは、ベトナムサンドイッチや高級食パンなどが人気の「カムオン」さんと、
140年続いた銭湯跡で食事ができるミャンマーとタイ料理の「チョウゼヤ／サワディーカップ」さん。
　どちらも今回新たにオープンした注目のお店です！

福岡市博多区、JR吉塚駅東口から5分ほど歩いた場
所にある吉塚商店街。
戦後間もない頃に始まった70年もの歴史があるレトロ

な吉塚商店街が今回、あるプロジェクトによって名称を
“吉塚市場”に改め生まれ変わりました。その名も吉塚市場
“リトルアジアマーケット”。商店街内に目立ちつつあった
空き店舗に、タイやミャンマー、ベトナムなどのエスニック
料理店を誘致したり、誰もが気軽にくつろげるカフェラウ
ンジをオープンするなど、市場内をアジア色に染めること
で新たに賑わいをつくろうというものです。

組合長の河津さんは「もともと、吉塚エリアには日本語
学校があることから東南アジアからの留学生が多いのが
特徴で、以前から商店街との交流もありました。交流を
続けるうちに、商店街全体を留学生と地域住民がもっと
繋がり、賑わいが生まれる場所にできないかと考え、今
回のプロジェクトを企画しました。同じアジアの国として
お互いの文化に触れ、ここ吉塚に親しみを持ってもらえた
らと思います」と語ってくれました。

吉塚市場に海を越えてお釈迦様がやって来る！

吉塚市場
商店街情報

どこか懐かしい風景も新しい市場の雰囲気にワクワクします

取材日：12月4日

カムオン（ベトナムサンドイッチ）
本場風味のバインミーはじめ、原材料や
素材からこだわったフランスパンや高級
食パンなど、良いものを提供するための
努力を惜しみません！ イートインもテイ
クアウトもどちらも楽しめます！
TEL 092-409-5222
営9:00～18:00
㉁不定休

チョウゼヤ（ミャンマー料理）／
サワディーカップ（タイ料理）
吉塚で140年続いた銭湯を残しつつ飲
食店に大変身！ 日本の銭湯と東南アジ
ア本場の味のコラボはやみつきになるこ
と間違いなし！ めずらしい旧浴室でのお
食事、おすすめです！
TEL 092-624-0101
営ランチ／11:00～15:00
　ディナー／17:00～22:00
㉁月曜日
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ロ
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Check

TOKORO
SHOW  YOU

21

商店街応援隊「トコロ」が参ります！ 吉塚に小さな
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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。

「活き活きと働く営業人材が溢れている世の中を作る」とい
うミッションのもと、営業研修専門会社として、仲間と共に
楽しみながら徹底的に学べる環境を、より広く提供する株式
会社セールスアカデミー。今回は、そんな株式会社セールス
アカデミー 代表取締役の宮脇 伸二さんにお話を伺いました。

セールスアカデミーの事業内容を教えてください。

企業さん向けに、新入社員のマナー研修や営業研修、エ
ンジニア向けのコミュニケーション研修、定額制で営業研修
受け放題のサービス「熱・考・動クラブ」などを手掛けていま
す。あらかじめ決まった研修を淡 と々行なうのではなく、企
業が抱える課題に合わせてカリキュラムなどを変更するオー
ダーメイドの研修が特徴的です。営業のプロである私や外部
講師が研修を担当しています。

営業研修に特化した会社を設立したのはなぜでしょうか。

三菱UFJ銀行に新卒で入社した後、コンサルティング会社
に転職して働いた経験があったので、起業当初は自分の強み
である財務と営業のコンサルタントとして、お客様の会議に
出席していました。
その中で、お客様から「若い営業マンを育ててくれ」という

相談が増えてきました。そこで、今から7、8年前に会社の事

業を営業研修に特化しようと決め、そのタイミングで社名を
「セールスアカデミー」に変更しました。

どういった企業が営業研修などを依頼してくるのでしょうか。

まず、大きい会社であれば人材育成を行う部署があると思
いますが、中小企業はすべて自社で賄うのは難しいです。な
ので、新卒研修は自社で行なって、教えることが難しい営業
研修のみを弊社にご依頼いただくことも多いです。もちろん、
新卒研修だけのご依頼もいただきます。
トップセールスマンや営業がうまい経営者は“感覚”で営業
されていることが多いのですが、弊社の営業理論に照らすと、
非常に良い営業をされています。それをマニュアルに落とし込
む作業は自分では難しいことなので、弊社のような営業研修
に特化した会社が必要とされています。

営業職に向いている人、向いていない人など特徴はあります
か？

営業に向いていない人はいません。強いて言うと、自分や
自社のことだけしか考えられない“利己的”な人は、向いてい
ないかもしれません。
また、営業には“聞く力”が大切です。聞くことに関しては、
しっかり準備して臨めば問題ないので、誰でも営業をするこ

とができます。営業パーソンにありがちなのは、話し過ぎるこ
とです。“沈黙が怖くて、自分が何か話し続けておかないと不
安だ”と思われる方が多く見られますが、逆にお客様に検討い
ただく時間は、沈黙を保っておいたほうがいいこともありま
す。なので、研修では「沈黙を怖がらないでください」と伝え
ています。

HPにも書かれていますが、「営業は非常にクリエイティブな仕
事」で、「熱」「考」「動」が大切だと気づいたキッカケがあるの
でしょうか？

前職のコンサルティング会社時代の上司が、非常に頭を
使った営業をしていました。そこで、営業は頭を使うクリエイ
ティブな仕事だということに気付きました。同じ商品を扱って
いても受注できる人とできない人がいますし、頭を使えば使う
ほど案件の規模も大きくなっていきます。
まず、営業に限らず何事においても成果を出すためには

「熱」い気持ちが必要だと考えています。しかしながら、熱い
気持ちだけだと、価格競争に負けたり、自分自身が仕事をし
ていく上で面白くなかったりすることがあります。さらに、営
業はお役立ち業なので、お客様にどうすれば喜んでもらえる
かを深く「考」えることが大事です。とは言っても、経験を積
まないと力はつかないので、行「動」も必要です。
これら「熱」「考」「動」の3つの掛け算が大切で、3つとも
高めないと、良い営業パーソンにはなれないと思っています。

営業のイメージを変えるメッセージを積極的に発信されている
と感じました。

営業研修でお伝えしたいのは、営業はとても尊い仕事だと
いうことです。営業のイメージが悪く、やりたくないという方
もいるかも知れませんが、本当に良い営業ができれば押し売
りも必要ありません。
さらに、年齢や学歴、国籍や性別なども全く関係ありませ
ん。まずはここの認識を変えていただけると、営業職としての
動きも変わってきます。研修で営業の仕事について教えると
「イメージが180度変わりました」などの感想をいただくことも
あります。私たちが、そういったポジティブなイメージに変え
ていく発信を行うことで笑顔で活き活きと働く営業パーソンが
増えればいいなと思っています。

業界として、新型コロナウイルスの影響が大きいと思います
が、研修事業や御社の営業に変化はありましたか。

研修に関しては、Web会議ツールを用いて、オンラインで
対応するケースも増えてきました。元々、30テーマほどの研
修動画を持っていたので、「熱・考・動クラブ」の会員さんに
はアフターフォローとして提供したり、新卒研修を実施できな
くなった企業様には、社員さんの自習用に提供したりしていま
す。また、弊社の営業は元々オンラインで対応していたケー
スもあったので、柔軟に対応できています。

営業をオンライン化することによるメリット・デメリットはあ
りますか。

まず、デメリットとして、オンライン営業の場合、お客様
がどこを見ているのか分からない点が挙げられます。他のこと
をしながら聞いている可能性もありますので、集中して聞いて
もらえないという前提で話を進め、相槌や頷きなどは、意識
して普段より多少オーバーにリアクションすることが大切で

す。
メリットとしては、商談数が増え、移動費も節減する点で
す。移動が必要ないので、これまでは1日に3件ぐらいしかで
きなかった商談が7、8件まで増やすことができます。さら
に、今までは難しかった遠方の企業とも商談を行うことがで
きます。弊社も、宮崎県のお客様に対して研修をオンライン
で提案・受注・実施し、一度もお会いしないということもあ
りました。

研修事業とは異なった、転職エージェント「セルスタ」を
2020年4月に新しく立ち上げた背景を教えてください。

様々な企業の営業研修を担当する中で、採用も手伝ってい
ただけないかという相談が増えてきました。企業が中途採用
をする際の問題が、“採用に経費がかかるのに、採用後4～5
カ月で辞めてしまう”ということがわかりました。そこで、企業
と求職者のミスマッチを事前に防ぐことができる転職エージェ
ントを立ち上げました。セルスタの特徴は、求職者のスキル
チェックを行い、必要であれば研修を受けてもらっています。
また、弊社のノウハウで、どの業種の営業に適しているか面
談などを通して話し合いマッチングする企業を選んでいます。
そうすることで、転職後スムーズに企業に定着して活躍しても
らい、活き活きと働いていただけると思っています。

転職前の教育やスキルチェックなどが特徴なのですね。今後
の展望について教えていただけますでしょうか。

新入社員研修の分野で日本一になりたいと考えています。
現在、「新入社員研修といえば◯◯」という企業がないので、
「新入社員研修といえばセールスアカデミー」と言われるように
なれば、多くの新卒社員の方々が活き活きと働ける世の中の
実現に貢献できるのではないかと思います。

理論的にそして第三者として指導する一方で、お客様に熱く
真摯に向きあう宮脇社長に心掴まれました。これも営業にこ
だわっていらしたからこそ。私も胸を張って売れる何かを築い
ていきます。ありがとうございました！

「多くの人が笑顔で活き活きと働く世の中の
  実現に貢献したい。」

取材日：12月5日

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

×

株式会社セールスアカデミー

代表取締役 宮脇 伸二氏

みや　　 わき　　　 しん　　  じ

■今月の取材先　株式会社セールスアカデミー
〈住所〉福岡市中央区天神2丁目3-36　ibb fukuokaビル4階
〈電話〉092-771-7185
〈概要〉熱い気持ちを持って、深く考え、行動を起こす「熱・考・動（ねつ・こ
う・どう）」をビジョンに、企業向けに、新入社員研修、営業研修、コミュニ
ケーション研修、定額制・営業研修受け放題「熱・考・動クラブ」などを手
掛ける。

取材
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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。

「活き活きと働く営業人材が溢れている世の中を作る」とい
うミッションのもと、営業研修専門会社として、仲間と共に
楽しみながら徹底的に学べる環境を、より広く提供する株式
会社セールスアカデミー。今回は、そんな株式会社セールス
アカデミー 代表取締役の宮脇 伸二さんにお話を伺いました。

セールスアカデミーの事業内容を教えてください。

企業さん向けに、新入社員のマナー研修や営業研修、エ
ンジニア向けのコミュニケーション研修、定額制で営業研修
受け放題のサービス「熱・考・動クラブ」などを手掛けていま
す。あらかじめ決まった研修を淡 と々行なうのではなく、企
業が抱える課題に合わせてカリキュラムなどを変更するオー
ダーメイドの研修が特徴的です。営業のプロである私や外部
講師が研修を担当しています。

営業研修に特化した会社を設立したのはなぜでしょうか。

三菱UFJ銀行に新卒で入社した後、コンサルティング会社
に転職して働いた経験があったので、起業当初は自分の強み
である財務と営業のコンサルタントとして、お客様の会議に
出席していました。
その中で、お客様から「若い営業マンを育ててくれ」という
相談が増えてきました。そこで、今から7、8年前に会社の事

業を営業研修に特化しようと決め、そのタイミングで社名を
「セールスアカデミー」に変更しました。

どういった企業が営業研修などを依頼してくるのでしょうか。

まず、大きい会社であれば人材育成を行う部署があると思
いますが、中小企業はすべて自社で賄うのは難しいです。な
ので、新卒研修は自社で行なって、教えることが難しい営業
研修のみを弊社にご依頼いただくことも多いです。もちろん、
新卒研修だけのご依頼もいただきます。
トップセールスマンや営業がうまい経営者は“感覚”で営業
されていることが多いのですが、弊社の営業理論に照らすと、
非常に良い営業をされています。それをマニュアルに落とし込
む作業は自分では難しいことなので、弊社のような営業研修
に特化した会社が必要とされています。

営業職に向いている人、向いていない人など特徴はあります
か？

営業に向いていない人はいません。強いて言うと、自分や
自社のことだけしか考えられない“利己的”な人は、向いてい
ないかもしれません。
また、営業には“聞く力”が大切です。聞くことに関しては、
しっかり準備して臨めば問題ないので、誰でも営業をするこ

とができます。営業パーソンにありがちなのは、話し過ぎるこ
とです。“沈黙が怖くて、自分が何か話し続けておかないと不
安だ”と思われる方が多く見られますが、逆にお客様に検討い
ただく時間は、沈黙を保っておいたほうがいいこともありま
す。なので、研修では「沈黙を怖がらないでください」と伝え
ています。

HPにも書かれていますが、「営業は非常にクリエイティブな仕
事」で、「熱」「考」「動」が大切だと気づいたキッカケがあるの
でしょうか？

前職のコンサルティング会社時代の上司が、非常に頭を
使った営業をしていました。そこで、営業は頭を使うクリエイ
ティブな仕事だということに気付きました。同じ商品を扱って
いても受注できる人とできない人がいますし、頭を使えば使う
ほど案件の規模も大きくなっていきます。
まず、営業に限らず何事においても成果を出すためには

「熱」い気持ちが必要だと考えています。しかしながら、熱い
気持ちだけだと、価格競争に負けたり、自分自身が仕事をし
ていく上で面白くなかったりすることがあります。さらに、営
業はお役立ち業なので、お客様にどうすれば喜んでもらえる
かを深く「考」えることが大事です。とは言っても、経験を積
まないと力はつかないので、行「動」も必要です。
これら「熱」「考」「動」の3つの掛け算が大切で、3つとも

高めないと、良い営業パーソンにはなれないと思っています。

営業のイメージを変えるメッセージを積極的に発信されている
と感じました。

営業研修でお伝えしたいのは、営業はとても尊い仕事だと
いうことです。営業のイメージが悪く、やりたくないという方
もいるかも知れませんが、本当に良い営業ができれば押し売
りも必要ありません。
さらに、年齢や学歴、国籍や性別なども全く関係ありませ

ん。まずはここの認識を変えていただけると、営業職としての
動きも変わってきます。研修で営業の仕事について教えると
「イメージが180度変わりました」などの感想をいただくことも
あります。私たちが、そういったポジティブなイメージに変え
ていく発信を行うことで笑顔で活き活きと働く営業パーソンが
増えればいいなと思っています。

業界として、新型コロナウイルスの影響が大きいと思います
が、研修事業や御社の営業に変化はありましたか。

研修に関しては、Web会議ツールを用いて、オンラインで
対応するケースも増えてきました。元々、30テーマほどの研
修動画を持っていたので、「熱・考・動クラブ」の会員さんに
はアフターフォローとして提供したり、新卒研修を実施できな
くなった企業様には、社員さんの自習用に提供したりしていま
す。また、弊社の営業は元々オンラインで対応していたケー
スもあったので、柔軟に対応できています。

営業をオンライン化することによるメリット・デメリットはあ
りますか。

まず、デメリットとして、オンライン営業の場合、お客様
がどこを見ているのか分からない点が挙げられます。他のこと
をしながら聞いている可能性もありますので、集中して聞いて
もらえないという前提で話を進め、相槌や頷きなどは、意識
して普段より多少オーバーにリアクションすることが大切で

す。
メリットとしては、商談数が増え、移動費も節減する点で
す。移動が必要ないので、これまでは1日に3件ぐらいしかで
きなかった商談が7、8件まで増やすことができます。さら
に、今までは難しかった遠方の企業とも商談を行うことがで
きます。弊社も、宮崎県のお客様に対して研修をオンライン
で提案・受注・実施し、一度もお会いしないということもあ
りました。

研修事業とは異なった、転職エージェント「セルスタ」を
2020年4月に新しく立ち上げた背景を教えてください。

様々な企業の営業研修を担当する中で、採用も手伝ってい
ただけないかという相談が増えてきました。企業が中途採用
をする際の問題が、“採用に経費がかかるのに、採用後4～5
カ月で辞めてしまう”ということがわかりました。そこで、企業
と求職者のミスマッチを事前に防ぐことができる転職エージェ
ントを立ち上げました。セルスタの特徴は、求職者のスキル
チェックを行い、必要であれば研修を受けてもらっています。
また、弊社のノウハウで、どの業種の営業に適しているか面
談などを通して話し合いマッチングする企業を選んでいます。
そうすることで、転職後スムーズに企業に定着して活躍しても
らい、活き活きと働いていただけると思っています。

転職前の教育やスキルチェックなどが特徴なのですね。今後
の展望について教えていただけますでしょうか。

新入社員研修の分野で日本一になりたいと考えています。
現在、「新入社員研修といえば◯◯」という企業がないので、
「新入社員研修といえばセールスアカデミー」と言われるように
なれば、多くの新卒社員の方々が活き活きと働ける世の中の
実現に貢献できるのではないかと思います。

理論的にそして第三者として指導する一方で、お客様に熱く
真摯に向きあう宮脇社長に心掴まれました。これも営業にこ
だわっていらしたからこそ。私も胸を張って売れる何かを築い
ていきます。ありがとうございました！

「多くの人が笑顔で活き活きと働く世の中の
  実現に貢献したい。」

取材日：12月5日

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

×

株式会社セールスアカデミー

代表取締役 宮脇 伸二氏

みや　　 わき　　　 しん　　  じ

■今月の取材先　株式会社セールスアカデミー
〈住所〉福岡市中央区天神2丁目3-36　ibb fukuokaビル4階
〈電話〉092-771-7185
〈概要〉熱い気持ちを持って、深く考え、行動を起こす「熱・考・動（ねつ・こ
う・どう）」をビジョンに、企業向けに、新入社員研修、営業研修、コミュニ
ケーション研修、定額制・営業研修受け放題「熱・考・動クラブ」などを手
掛ける。

取材
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日商簿記検定試験2級、3級が
ネット受験できるようになりました！

日商簿記検定試験のご案内

昨年12月から
2級・3級のネット試験
が始まっています

●当所では、検定合格に向けた対策講座を実施しています。詳細は下記よりご確認ください。
https://www.fukunet.or.jp/license/relevance/test_measures/

●「商工会議所の検定試験」ホームページ内の「予想問題」や「関連書籍」もご参照ください。
https://www.kentei.ne.jp/

ネット試験の申込方法や試験当日についてのお問い合わせ／受験サポートセンター　TEL 03-5209-0553 （9:30～17:30※年末年始を除く）

ネット試験の内容についてのお問い合わせ／日本商工会議所　お問合せフォーム https://www.jcci.or.jp/post-331.html 統一試験についてのお問い合わせ／福岡商工会議所検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

ネット試験方式とは？？

申込から受験までの流れ➡

試験会場 商工会議所が認定した「テストセンター」で受験
※ご自宅や会社等では受験できません。

試験日 各テストセンターが定める日時で随時実施

受験方法 試験問題がパソコン上に表示され、解答をパソコンで入力

試験時間 2級 ： 90分（現行統一試験方式 120分）
3級 ： 60分（現行統一試験方式 120分）

受験料
（税込）

2級 ： 4,720円（統一試験方式と同額）
3級 ： 2,850円（統一試験方式と同額）
※事務手数料550円（10％消費税込）が別途発生します。

参考 ： 福岡市内のテストセンター
博多駅西口テストセンター、ハカタリンクス博多駅東テストセンター、
JNIE福岡天神テストセンター、香椎駅前アポロパソコンスクールテストセンター

ネット受験の申込はインターネット受付のみ申込
方法

簿記2級・3級テストセンターの全国統一申込サイトより、受験希望日時・受験希望会場・受験者
情報等を入力し、クレジットカード、コンビニ払いにより受験料および申込手数料を支払う。

テストセンター係員により本人確認、手荷物預かり、受験機器へ誘導、計算用紙配布。

予約完了時に届く確認メールにて、試験日程・会場、注意事項を確認
※受験票の発送はありません。

予約
確認

申込日時に当該テストセンターに来場試験
当日

パソコンの試験画面にID、パスワードを入力し、試験開始試験
開始

試験終了後、その場で採点され、結果が画面表示される。
印刷された試験結果（スコアレポート）を係員から受けとる。
合格者のみ、スコアレポート内のQR画像からデジタル合格証が取得できる。

試験終了、合否判明試験
終了

【日商簿記2級・3級申込専用ページ】
https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html

※試験概要や申込に関しての詳しいQ&A等もご確認いただけます。
※初めての方は上記URLから「新規登録（初めての方）」を選び、マイページアカウントの取得が必要です。

次の統一試験日のご案内（従来のペーパー試験方式です）

第157回 日商簿記1級～3級統一試験日 ： 2021年2月28日（日）
申込期間 ： 2021年1月15日（金）～1月21日（木）
 2021年1月15日（金）～1月18日（月）

インターネット 申込

書店・商工会 申込

対策講座等のご案内

年間約60万人が受験している簿記検定試験。簿記は、「企業
が応募者に求める資格」「今後取得したい資格」「保有資格の満
足度」等のランキングで常に上位に位置する人気の資格です。
本検定の1級から3級試験はこれまで、年3回の全国統一試験

日にペーパー試験を受験いただく方式のみで実施しておりまし
たが、昨年12月より、2級と3級がネット試験方式でも受験いた
だけるようになりました。

商工会議所が認定した「テストセンター」で、パソコン上に表示された試験問題にパソコンで解答します。
試験終了後、その場で採点され、合格者はデジタル合格証が取得できます。

「商工会議所の検定試験」で検索し、このバナーをクリック
クリック！!

特 集 2
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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

次代を担う学生を応援してください！

国立大学法人 九州大学　総務部 同窓生・基金課

“九州大学基金”から始まる
「未来を切り拓くリーダーの育成」

▼

山川賞
（九大基金による学生支援事業）

賞」、優秀な学生に対する修学支援、新
型コロナウイルス対策学生支援など、さ
まざな支援事業を行っています。

九州大学基金は、教育・研究・診療
をより強化し、世界に貢献できる人材の
育成や研究成果の社会への還元等に取
り組んでいます。本基金では、次代を担
う若者を育てることを目標とする「山川

国立大学法人 九州大学
総務部 同窓生・基金課
福岡市西区元岡744
TEL：092-802-2150
FAX：092-802-2149
https://kikin.kyushu-u.ac.jp/
E-mail：k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp
業務・活動内容
九州大学総務部同窓生・基金課では、
主に同窓生との連携推進、九州大学基
金の募金活動を行っています。

従来“オゾン”は、脱臭や殺菌用途で幅広く使われています。
これからはオフィスやご家庭でも

ウインテック㈱　福岡支店

これからは“With オゾン！”
オゾンガス発生装置の老舗

▼

信楽焼
オゾン発生装置です

表もあり、現在ではオフィスや学校、ご
自宅でもオゾンをご使用いただくことが
増えております。小型の装置からシステ
ムとしてもご提案させていただきます。
お問い合わせください。

昨今のコロナ禍により“オゾン”が大
変注目されています。従来、病院の院内
感染防止や食品工場での脱臭等で使わ
れるオゾンですが、新型コロナウイルス
に対し、低濃度でも効果があるとの発

ウインテック㈱　福岡支店
福岡市博多区博多駅前3-7-35
博多ハイテックビル7F
TEL：092-292-7147
FAX：092-292-7148
http://www.wtc.co.jp
E-mail：kitamura@wtc.co.jp
営業内容
小型オゾンガス発生装置（オフィス用・
工業用・家庭用）オゾン水精製装置　酸
素ガス発生装置　窒素ガス発生装置　
製造販売

毎日直送の朝獲れ鮮魚と自慢の手作り料理を安心して
お楽しみください!!

博多海鮮処まんぷく屋　大名店（㈱クレイン）

《Go To Eatキャンペーン福岡対象店》
市場直送魚介が自慢の海鮮居酒屋

▼

「Go To Eatキャンペーン福岡」
の食事券が使えるお店です！

また、「福岡外食応援団 GOOD UP 
FUKUOKA」キャンペーンにも参加中
で、お客様に少しでも安心安全にお食事
をしていただくため、全席個室で感染対
策にもしっかり取り組んでいます‼

地下鉄「赤坂駅」より徒歩約5分の『ま
んぷく屋』では、毎朝大将が買い付けす
る“朝獲れ鮮魚”と“旬の厳選素材”を主
役に、職人技で季節の逸品に仕上げて
ご提供いたします。

博多海鮮処まんぷく屋　大名店
（㈱クレイン）
福岡市中央区大名1-4-24
TEL：092-406-2929
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40039590/
営業内容
居酒屋、魚介料理・海鮮料理、懐石・
会席料理

経理事務最大80％削減!! あなたのビジネスシーンを
サポートします

㈱ジェーシービー

〈WEB限定キャンペーン〉最大30,000円
のJCBギフトカードプレゼント！

▼

JCBプラチナ法人カード/
JCB CARD Biz ゴールド

スシーンをサポートします。2021年3月
31日までの期間限定で、ご入会＆ご利
用で最大30,000円分のJCBギフトカー
ドプレゼントキャンペーンも実施中です。
ぜひご検討ください。

企業で必ず必要になる「経費」のお支
払いに利用できる法人カード、みなさま
ご存じですか？
法人会員向けサービスのご利用や、

業務効率化・経費削減など様々なビジネ

㈱ジェーシービー
福岡市中央区天神1-6-8
天神ツインビル7F
TEL：092-712-8511
FAX：092-714-5673
https://www.jcb.co.jp/
営業内容
クレジットカード業務、クレジットカード
業務に関する各種受託業務、融資業務、
集金代行業務、前払式支払手段の発行
ならびに販売業およびその代行業

具材の種類は19種類。定番のあんこ系から甘くない
おかず系のたい焼きもあります

つしま愛ランド

笑いと福をよぶ「愛でたい焼き」でハッピーに!!
具材が豊富でユニークな冷凍たい焼きです

▼

対馬産のタコが人気の
「じゃがタコたい」

きが名物となっています。具材の種類は
19種類。大きく分けて「みどり系」「おか
ず系」「クリーム系」「あんこ系」がありま
す。

長崎県対馬のアンテナショップとして
オープンした『つしま愛ランド』。今は、
対馬の食材を生かしたたい焼きを中心
に、博多辛子明太子を入れて焼いたたい
焼きなど、九州の食材を生かしたたい焼

つしま愛ランド
福岡市南区三宅3-1-31
TEL：092-982-4042
FAX：092-982-4042
https://www.tsushimailand.com
E-mail：medetaiyaki882@gmail.com
営業内容
ちょっと変わった冷凍たい焼き「愛でたい
焼き」と「対馬のとんちゃん」と「対馬産の
冷凍塩粒うに」を販売しています。
店休日：月曜日
営業時間：9:30から18:00

モンテッソーリ教育による幼児教室・親子教室・小学生
クラスを開講しています

クーナ　コンパンニア

モンテッソーリ教育の幼児教室
「クーナモンテッソーリ子どもの家」

▼

大濠公園近く！高級スーパー直通で
送迎便利

ソーリ教育は専門の教具を用いた教育。
子どもたちは自ら選んだ活動（お仕事）に
集中して取り組みます。「ひとりででき
た！」という達成感から自立を促され、
自主性や自尊心が育ちます。

アメリカに渡り、国際的なモンテッ
ソーリの教育機関AMI（Association 
Montessori Internationale）で国際
ディプロマを取得した講師が主宰する、
子どもたちのための教室です。モンテッ

クーナ　コンパンニア
福岡市中央区鳥飼1-2-35
クリスタルモール大濠3F
TEL：092-713-7797
https://www.e-cuna.com
E-mail：cuna-callcenter@ninus.ocn.ne.jp
営業内容
①幼児教室・親子教室・小学生クラス
②幼稚園・保育園等法人向け研修・講師
③教具等の販売
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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

次代を担う学生を応援してください！

国立大学法人 九州大学　総務部 同窓生・基金課

“九州大学基金”から始まる
「未来を切り拓くリーダーの育成」

▼

山川賞
（九大基金による学生支援事業）

賞」、優秀な学生に対する修学支援、新
型コロナウイルス対策学生支援など、さ
まざな支援事業を行っています。

九州大学基金は、教育・研究・診療
をより強化し、世界に貢献できる人材の
育成や研究成果の社会への還元等に取
り組んでいます。本基金では、次代を担
う若者を育てることを目標とする「山川

国立大学法人 九州大学
総務部 同窓生・基金課
福岡市西区元岡744
TEL：092-802-2150
FAX：092-802-2149
https://kikin.kyushu-u.ac.jp/
E-mail：k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp
業務・活動内容
九州大学総務部同窓生・基金課では、
主に同窓生との連携推進、九州大学基
金の募金活動を行っています。

従来“オゾン”は、脱臭や殺菌用途で幅広く使われています。
これからはオフィスやご家庭でも

ウインテック㈱　福岡支店

これからは“With オゾン！”
オゾンガス発生装置の老舗

▼

信楽焼
オゾン発生装置です

表もあり、現在ではオフィスや学校、ご
自宅でもオゾンをご使用いただくことが
増えております。小型の装置からシステ
ムとしてもご提案させていただきます。
お問い合わせください。

昨今のコロナ禍により“オゾン”が大
変注目されています。従来、病院の院内
感染防止や食品工場での脱臭等で使わ
れるオゾンですが、新型コロナウイルス
に対し、低濃度でも効果があるとの発

ウインテック㈱　福岡支店
福岡市博多区博多駅前3-7-35
博多ハイテックビル7F
TEL：092-292-7147
FAX：092-292-7148
http://www.wtc.co.jp
E-mail：kitamura@wtc.co.jp
営業内容
小型オゾンガス発生装置（オフィス用・
工業用・家庭用）オゾン水精製装置　酸
素ガス発生装置　窒素ガス発生装置　
製造販売

毎日直送の朝獲れ鮮魚と自慢の手作り料理を安心して
お楽しみください!!

博多海鮮処まんぷく屋　大名店（㈱クレイン）

《Go To Eatキャンペーン福岡対象店》
市場直送魚介が自慢の海鮮居酒屋

▼

「Go To Eatキャンペーン福岡」
の食事券が使えるお店です！

また、「福岡外食応援団 GOOD UP 
FUKUOKA」キャンペーンにも参加中
で、お客様に少しでも安心安全にお食事
をしていただくため、全席個室で感染対
策にもしっかり取り組んでいます‼

地下鉄「赤坂駅」より徒歩約5分の『ま
んぷく屋』では、毎朝大将が買い付けす
る“朝獲れ鮮魚”と“旬の厳選素材”を主
役に、職人技で季節の逸品に仕上げて
ご提供いたします。

博多海鮮処まんぷく屋　大名店
（㈱クレイン）
福岡市中央区大名1-4-24
TEL：092-406-2929
https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40039590/
営業内容
居酒屋、魚介料理・海鮮料理、懐石・
会席料理

経理事務最大80％削減!! あなたのビジネスシーンを
サポートします

㈱ジェーシービー

〈WEB限定キャンペーン〉最大30,000円
のJCBギフトカードプレゼント！

▼

JCBプラチナ法人カード/
JCB CARD Biz ゴールド

スシーンをサポートします。2021年3月
31日までの期間限定で、ご入会＆ご利
用で最大30,000円分のJCBギフトカー
ドプレゼントキャンペーンも実施中です。
ぜひご検討ください。

企業で必ず必要になる「経費」のお支
払いに利用できる法人カード、みなさま
ご存じですか？
法人会員向けサービスのご利用や、

業務効率化・経費削減など様々なビジネ

㈱ジェーシービー
福岡市中央区天神1-6-8
天神ツインビル7F
TEL：092-712-8511
FAX：092-714-5673
https://www.jcb.co.jp/
営業内容
クレジットカード業務、クレジットカード
業務に関する各種受託業務、融資業務、
集金代行業務、前払式支払手段の発行
ならびに販売業およびその代行業

具材の種類は19種類。定番のあんこ系から甘くない
おかず系のたい焼きもあります

つしま愛ランド

笑いと福をよぶ「愛でたい焼き」でハッピーに!!
具材が豊富でユニークな冷凍たい焼きです

▼

対馬産のタコが人気の
「じゃがタコたい」

きが名物となっています。具材の種類は
19種類。大きく分けて「みどり系」「おか
ず系」「クリーム系」「あんこ系」がありま
す。

長崎県対馬のアンテナショップとして
オープンした『つしま愛ランド』。今は、
対馬の食材を生かしたたい焼きを中心
に、博多辛子明太子を入れて焼いたたい
焼きなど、九州の食材を生かしたたい焼

つしま愛ランド
福岡市南区三宅3-1-31
TEL：092-982-4042
FAX：092-982-4042
https://www.tsushimailand.com
E-mail：medetaiyaki882@gmail.com
営業内容
ちょっと変わった冷凍たい焼き「愛でたい
焼き」と「対馬のとんちゃん」と「対馬産の
冷凍塩粒うに」を販売しています。
店休日：月曜日
営業時間：9:30から18:00

モンテッソーリ教育による幼児教室・親子教室・小学生
クラスを開講しています

クーナ　コンパンニア

モンテッソーリ教育の幼児教室
「クーナモンテッソーリ子どもの家」

▼

大濠公園近く！高級スーパー直通で
送迎便利

ソーリ教育は専門の教具を用いた教育。
子どもたちは自ら選んだ活動（お仕事）に
集中して取り組みます。「ひとりででき
た！」という達成感から自立を促され、
自主性や自尊心が育ちます。

アメリカに渡り、国際的なモンテッ
ソーリの教育機関AMI（Association 
Montessori Internationale）で国際
ディプロマを取得した講師が主宰する、
子どもたちのための教室です。モンテッ

クーナ　コンパンニア
福岡市中央区鳥飼1-2-35
クリスタルモール大濠3F
TEL：092-713-7797
https://www.e-cuna.com
E-mail：cuna-callcenter@ninus.ocn.ne.jp
営業内容
①幼児教室・親子教室・小学生クラス
②幼稚園・保育園等法人向け研修・講師
③教具等の販売
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ホームページ

欧風ライスカレーKen’s（博多駅南店）
☎092-472-6767
福岡市博多区博多駅南6-8-1-1F
https://www.kens1.jp/
営11:00～22:00
㉁不定休

商工会議所には、創業後に事業拡大をする際に融資の相談で経営相談窓口を利用したことが
きっかけで入会しました。その後は、博多うまかもん市やFood EXPO Kyushuなどの商工会議所
の食のイベントに参加し販路拡大に取り組んでいます。
今後は、スパイスカレーなどの新しいメニュー開発や、デリバリー専門店などの店舗拡大にも

取り組んでいきたいと考えています。
当店のメニューは、“毎日食べることができるカレー”を目指して、旨み・甘味・塩味などの味

覚のバランスにこだわって作りあげました。冬の時期は、季節限定メニューで人気のカキフライカ
レーもありますので、ぜひご賞味ください！

代表  武
田健治さん

あけましておめでとうございます　 本年も福岡の“よかも
ん”をたくさんお伝えできるように頑張りますので、よろしく
お願いします
博多駅周辺を歩いていると、カレーを販売しているキッチ
ンカーを見つけました！今回訪れたのは、そのキッチンカー
を運営している「欧風ライスカレーKen's」さんです
皆さんは、“欧風カレー”と聞いてどんなカレーをイメージ
しますか？“欧風”とついていますが、実は！日本発祥で、鶏
などの“だし”にスパイスを混ぜて作るものです　 日本のカ
レー店のほとんどがこの欧風カレーなんだとか　 ！
欧風ライスカレーKen'sさんでは、最後のひと口に鶏だし
をかけて締めることをオススメしています　 鶏だしは、ご希
望の方に無料で提供していて、最後のひと口をさっぱりと食
べ終えられると人気です
また、福岡市内を中心に約20箇所で、キッチンカーに
よる移動販売を行っています　   この移動販売は、代表の
武田さんが「ご来店が難しい方にも、温かいカレーをお届け
したい」という思いから始まったそうです　 曜日によって販
売場所が異なるので、“キッチンカーが来る●曜日はカレー
の日！”と決めて足を運ぶお客様もいらっしゃるそうです　 
ホームページでお近くの販売先を、ぜひご覧ください

メニューは約 16種類
!!

キッチンカーで移動販売★
“カレーの日”を作ってみませんか？

キッチンカー＠博多区山王
鍵のポリスマン前店（毎週金曜日）

入口を開放し、感染症対策も
行なっています

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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会社の廃業は、会社法で定められた手順に基づき手続
きを行う必要があります。引継ぎ支援センターでは、
税理士・弁護士などの専門家によるアドバイス、実務
支援に必要な専門家のご紹介を行っております。
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