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新  中期方針（令和3年度～令和5年度）並びに令和3年度事業計画



見舞金、祝金は期限までに、ご請求
いただきませんとお支払できません !!!

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

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度（生命保険ではありません。）

生命共済制度ご加入の事業所様はいま一度、
請求漏れがないかご確認ください！

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

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

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

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

入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

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

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

・詳細については、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧ください。
・この資料は、2021年3月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

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

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

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

商工会議所会員様向け 福利厚生制度

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

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

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

主な特色

生命共済制度生命共済制度

さらに…

剰余は配当金として還元！

2019年度実績50.13％！！
12ヵ月×50.13％＝約6ヵ月分 負担が減少!!
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金として
お支払いします。
※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。
　記載の税務取扱は、2021年3月現在の制度に基づくものです。今後、
税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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検索福岡商工会議所

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

セミナー
催事情報など

福岡商工会議所 公式SNS  ぜひフォローをお願いします！
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Café SONES
代表　木下 雄貴氏

101010 コロナ対策支援施策情報

カンパニーズチャレンジ

【会議所からのお知らせ】
非特恵（一般）原産地証明書（日本産）の
オンライン発給の開始に関するご案内

会員優待・イベント情報
  令和3年4月1日活動開始!!   福岡県事業引継ぎ支援センターと
福岡県事業承継支援ネットワークが統合されます。

会費のお支払いは口座振替が便利です。

【研修講座・検定情報】
令和3年度　福商実務研修講座  4・5・6月  開講講座
日商簿記2級合格本科生募集
福岡商工会議所の検定試験（4月～10月）
福岡商工会議所パソコン教室受講生募集

【経営に役立つサービス】
Money Forwardクラウド   会員限定割引サービス
無料記帳指導
福岡商工会議所のメールマガジン　購読者募集！

【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

【もしもの時の備え】
生命共済制度
共済制度コールセンター手続きの開始について
売上債権保全制度（取引信用保険）の取り扱いを開始

FCCI NEWS 会議所の動き
パブリックインフォメーション
新規会員のご紹介
会員企業のPR掲示板 “ホットニュース”
トコロ商遊記   最終章   （香椎商工連盟）
今月のよかもん
福岡の統計

福岡商工会議所
イメージキャラクター

よかぞう
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岐にわたります。その中でも力を入れ
ているのが、コーディネートケータリン
グ。単純に食事を届けるのではなく、
パーティーのコンセプトや参加者に応じ
て料理や装飾をつくり込んでいくもの
で、2019年には企業や大学など300
件以上の依頼を手がけました。
「年齢層、人数、男女比などを細か
くヒアリングして、メニューや装飾を提
案するのですが、最大で500名規模の
パーティーに携わらせていただきまし
た。ホテルやレストランで開催していた
催しに対して、移動の手間やコストを
削減するために自社の会議室などのス
ペースを活用する動きもあり、ご依頼
も増えてきました。コロナ禍で厳しい
状態ではありますが、今後もニーズは
高まっていくはず」と木下さん。
現在はコロナ対策を徹底した形の

パーティーにも対応。大皿で提供してい
た料理を小皿に盛って提供したり、トン
グの複数人での使用を避けたり、ある
いはフェイスシールドを準備するなど、
形を模索しながらケータリング事業を展
開しています。加えてホームパーティー
需要の高まりを見越して、ギャザリング
ケータリングという商品も開発しました。

「木箱入りの飾り付けをした料理で、
ホームパーティーがぐっと華やかになり
ます。誕生日や金婚式など、さまざま
なシチュエーションに対応でき、1ヵ月
あたり40～50件ほどご依頼いただくよ
うになりました。今後、どういう風に飲
食業界の状況が変わっていくのかはわ
かりませんが、時代に応じた料理の提
供方法は考え続けていきたいですね」。
木下さんは2020年10月に個人とし

ては初となる展示会「SONESのケータ
リングショー」を開催。福岡や近隣県か
ら想定の倍以上となる300名が参加し
ました。「この業界はまだまだブルー
オーシャン」と自信をのぞかせ、今秋に
もケータリングショーを予定しています。

食を通じて街を豊かに

コロナ禍により、一時売上は90％も
落ち込んだと言う木下さん。パーティー
やイベントの自粛により、依頼のキャン
セルが相次ぐ中、個食オードブルを展
開しました。
「通常のお弁当よりも華やかな個食
オードブルは、2020年末だけで数百
食ご依頼いただくなど好評です。アフ

ターコロナになったとしても、オンライ
ンを活用した会食などの催事は残って
いくと思いますし、そういった場面でも
活用いただけるのではないでしょうか。
今後は遠方などにも同時配送できるよ
うに準備を進めています」。
今はケータリング事業が好調ではあ
るものの、あくまでも中心はカフェ。
現在でも毎月第1火曜日には落語会を
行うなど、カルチャーの発信の場とい
うスタイルは変わりません。
「お客さまと一緒に歳を重ねていくカ
フェにしたいですね。福岡の街が好き
なので、これからも食を通じて面白いこ
とを考え、少しでも街を豊かにしていく
お手伝いができればと思っています」。

表現の場としてカフェをオープン

福岡市中央区薬院の今泉公園西通り
沿いに、福岡のカフェの草分け的存在
であるCafé SONESができたのは
1998年9月のこと。代表の木下雄貴さ
んが25歳のとき、一念発起しオープン
させました。以来、20年以上にわたっ
て、地域住民の憩いの場として親しま
れています。
「当時、喫茶店やチェーンのコーヒー
ショップはちらほらあったものの、皆さ
んがイメージするようなお洒落なカフェ
は福岡にありませんでした。もともと演
劇をやっていたので、単に飲食店をつ
くるのではなく、さまざまなことを表現
できる場所としてカフェをつくりたかっ
た」と木下さんは話します。

開業当初から簡単なランチを提供して
おり、いまでは本格的に食事提供を行
い、国産の素材を使うなどこだわりも。
「カフェの食事はカジュアルで、あくまで
日常生活の延長にあるもの。スタッフみ
んなで丁寧に誠実につくることを心がけ
ています。平日は近所に住んでいる方、
働いている方のご利用が多いので、毎
日食べても飽きない、胃が疲れない、
優しい味わいのメニューを考えるように
しています」と木下さん。2001年には
Café SONESの隣に、和をコンセプト
にしたICONEを出店。定食やお酒が
楽しめるカフェで、旧小石原村の酒蔵と
コラボしてつくったオリジナルの日本酒
を味わうこともできます。
これまでSONESでは、演劇やコン

サート、映画の上映会、トークイベント

など、多くの催しを企画してきました。
2000 年から2010 年まではカフェ
ウィークと題したイベントを企画。最大
時は、北は青森から南は沖縄まで約
70店舗のカフェが参加し、述べ10万
人を動員するなど盛況を博しました。
2011年からは、薬院エリアを中心とし
た不定期の飲み歩きイベント『薬院サ
ルー祭り』を主催しています。

オリジナルの魅せるケータリング

Café SONESが、ほかのカフェと一
線を画すのは、カフェだけに止まらな
い、そのバラエティに富んだ業務内容
です。弁当販売や食にまつわるイベン
ト企画、新しいカフェのプロデュース、
食品メーカーへのメニュー提案など多

Café SONES　代表　木下 雄貴氏

Café SONES

取材日：3月1日

〒810-0022 福岡市中央区薬院1-16-18-102
TEL 092-741-8287
https://sones.cc/

2季節の食材をふんだんに使った春の個食オードブル。ステーキや
煮込みハンバーグが付いたコースも。1名2,160円（税込）から

4提供する料理はすべてスタッフの手づくり。メニューについても、ス
タッフ全員で考案しているという

1オリジナルのスタイリングでパーティーを華やかにするコーディネー
トケータリング。殺風景な会議室も華やかな場に様変わりする

3 4名から依頼できるギャザリングケータリング。ビーフシチューなど
温かい料理も提供可能

【プロフィール】
長崎県諫早市出身。俳優として演劇に打ち
込んだ後、1998年にCafé SONESをオー
プン。2001年には店舗の隣に、和をコンセ
プトとしたICONEを出店した。店舗経営、
ケータリングなど独学で学び、2021年に法
人化を目指す。

個食オードブルやケータリングで
パーティーの場を華やかに彩る

カフェ ソネス
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岐にわたります。その中でも力を入れ
ているのが、コーディネートケータリン
グ。単純に食事を届けるのではなく、
パーティーのコンセプトや参加者に応じ
て料理や装飾をつくり込んでいくもの
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催しに対して、移動の手間やコストを
削減するために自社の会議室などのス
ペースを活用する動きもあり、ご依頼
も増えてきました。コロナ禍で厳しい
状態ではありますが、今後もニーズは
高まっていくはず」と木下さん。
現在はコロナ対策を徹底した形の

パーティーにも対応。大皿で提供してい
た料理を小皿に盛って提供したり、トン
グの複数人での使用を避けたり、ある
いはフェイスシールドを準備するなど、
形を模索しながらケータリング事業を展
開しています。加えてホームパーティー
需要の高まりを見越して、ギャザリング
ケータリングという商品も開発しました。

「木箱入りの飾り付けをした料理で、
ホームパーティーがぐっと華やかになり
ます。誕生日や金婚式など、さまざま
なシチュエーションに対応でき、1ヵ月
あたり40～50件ほどご依頼いただくよ
うになりました。今後、どういう風に飲
食業界の状況が変わっていくのかはわ
かりませんが、時代に応じた料理の提
供方法は考え続けていきたいですね」。
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ては初となる展示会「SONESのケータ
リングショー」を開催。福岡や近隣県か
ら想定の倍以上となる300名が参加し
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オーシャン」と自信をのぞかせ、今秋に
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食を通じて街を豊かに

コロナ禍により、一時売上は90％も
落ち込んだと言う木下さん。パーティー
やイベントの自粛により、依頼のキャン
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ンを活用した会食などの催事は残って
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「当時、喫茶店やチェーンのコーヒー
ショップはちらほらあったものの、皆さ
んがイメージするようなお洒落なカフェ
は福岡にありませんでした。もともと演
劇をやっていたので、単に飲食店をつ
くるのではなく、さまざまなことを表現
できる場所としてカフェをつくりたかっ
た」と木下さんは話します。

開業当初から簡単なランチを提供して
おり、いまでは本格的に食事提供を行
い、国産の素材を使うなどこだわりも。
「カフェの食事はカジュアルで、あくまで
日常生活の延長にあるもの。スタッフみ
んなで丁寧に誠実につくることを心がけ
ています。平日は近所に住んでいる方、
働いている方のご利用が多いので、毎
日食べても飽きない、胃が疲れない、
優しい味わいのメニューを考えるように
しています」と木下さん。2001年には
Café SONESの隣に、和をコンセプト
にしたICONEを出店。定食やお酒が
楽しめるカフェで、旧小石原村の酒蔵と
コラボしてつくったオリジナルの日本酒
を味わうこともできます。
これまでSONESでは、演劇やコン
サート、映画の上映会、トークイベント

など、多くの催しを企画してきました。
2000 年から2010 年まではカフェ
ウィークと題したイベントを企画。最大
時は、北は青森から南は沖縄まで約
70店舗のカフェが参加し、述べ10万
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ルー祭り』を主催しています。

オリジナルの魅せるケータリング

Café SONESが、ほかのカフェと一
線を画すのは、カフェだけに止まらな
い、そのバラエティに富んだ業務内容
です。弁当販売や食にまつわるイベン
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Café SONES　代表　木下 雄貴氏

Café SONES

取材日：3月1日

〒810-0022 福岡市中央区薬院1-16-18-102
TEL 092-741-8287
https://sones.cc/

2季節の食材をふんだんに使った春の個食オードブル。ステーキや
煮込みハンバーグが付いたコースも。1名2,160円（税込）から

4提供する料理はすべてスタッフの手づくり。メニューについても、ス
タッフ全員で考案しているという

1オリジナルのスタイリングでパーティーを華やかにするコーディネー
トケータリング。殺風景な会議室も華やかな場に様変わりする

3 4名から依頼できるギャザリングケータリング。ビーフシチューなど
温かい料理も提供可能
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ケータリングなど独学で学び、2021年に法
人化を目指す。
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福岡商工会議所
新 中期方針（令和3年度～令和5年度）並びに

令和3年度事業計画

前  中期方針（平成30年度～令和2年度）を振り返って

福岡商工会議所では、平成27年度から、福岡の産業振

興、地域活性化、商工業者の成長支援などの諸活動におい

て、複数年を成果を積み上げ、大きな成果を生み出すため

に、3年をスパンとした「中期方針」を策定してきました。

前・中期方針（平成30年度～令和2年度）の期間中は、

元号が「平成」から「令和」に変わり、G20福岡財務大臣・

中央銀行総裁会議やラグビーワールドカップ2019日本大会な

どの世界的ビッグイベント、令和元年10月には、当所が創立

140周年を迎えるなど、福岡を活気づける明るい話題が多く

あり、当所においても大規模イベントに合わせた機運醸成イ

ベントや福岡の強みを生かした各事業の実施を通じて地域経

済の活性化に取り組んできました。

また、地域事業者の皆様への支援についても、生産性向

上や事業承継に加え、消費税率引上げやキャッシュレス決済

への対応など経営者が抱える課題に対して、事業者に寄り

添った伴走型支援に努めてきました。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で、社会経済を取

り巻く環境は大きく変化しました。当所事業においても、ま

ずは「事業者の事業継続支援」を最優先に諸活動に取り組む

こととしました。

「ワンストップ経営相談窓口」の開設や、経営指導を行う職

員の増員による相談体制の強化、打撃を受けた飲食店支援

「GOOD UP FUKUOKA」の開始、その他、交流会や商談会

事業のオンライン化などウィズコロナにおいても地域の事業

者の皆様のお役に立てる方法は何かと模索しながら活動して

きました。

新年度を迎えてもなお、新型コロナウイルスは収束の見通

しがたっておらず、当面の間、ウィズコロナの状況が続くと考

えられます。しかし、一方でアフターコロナを見据えた取り組

みも必要です。

新たな中期方針では、まずはコロナ禍から立ち直るための

ウィズコロナ対応を最優先に、地域事業者の事業継続を後

押しし、当所の理念でもある「商工業の改善・発達と福岡の

発展」の実現に取り組んでまいります。

中期方針（令和3年度～令和5年度）

前  中期方針における成果や課題、社会・経済の環境変化などを踏まえ、新たに3カ年の中期方針を策定いたしました。その体

系をまとめたものが【図1】です。

⑴ 理念と長期ビジョン
福岡商工会議所は、「商工業の改善・発達と福岡の発展」

を理念として掲げ、活動してまいります。

この理念を実現するため、当所が将来のめざす姿として、

平成27年度以降、①事業にチャレンジする商工業者、②アジ

アの交流拠点として活力あふれる福岡、③商工業者や地域か

ら信頼される商工会議所の3つを長期ビジョンとして設定し、

活動してまいりました。

今後も、この理念と長期ビジョンの実現に向け、邁進して

まいります。

⑵ 中期方針策定のスタンス
新型コロナウイルスの収束はいまだ見通しが立っておらず、

ウィズコロナの状況が2～3年程度続くことを意識せざるを得

ません。

しかし、一方でコロナ収束後（アフターコロナ）を見据えた

取り組みも必要です。

このため、福岡商工会議所が将来のめざす姿（長期ビジョ

ン）に向かって取り組む当面の基本指針を「中期方針」として

策定し、当所が一丸となって変化に立ち向かい、地域の商工

業者の皆様を支援するというメッセージを発信するものとして

位置付けています。

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続
〔活動の方向性〕

　 事業者がコロナ禍など社会・経済環境の変化に適
応し、事業継続できるよう支援する。

　 中小企業の価値ある事業や技術が次世代へ継承さ
れるよう後押しする。

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造
〔活動の方向性〕

　 多様なビジネスが集い、つながる場を提供し、新
たなチャレンジやイノベーションを促進する。

　 デジタルの活用により、従来のビジネスを進化さ
せる挑戦を後押しする。

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進
〔活動の方向性〕

　 国内外からひと・モノ・カネ・情報の集積を進め
活発なビジネス交流を後押しする。

　 アジアに近い地理的優位性を活かし、国内外から
集客し、活力を創出する。

Ⅳ. 組織の体制強化
〔活動の方向性〕

　 ひと・モノ・カネ・情報などの運営基盤の強化に
より、サービスの質をさらに高め、変化に的確に
対応する。

商工業の改善・発達
と福岡の発展

当所の理念
3年間の基本指針 取り組み課題

・事業にチャレンジする
商工業者

・アジアの交流拠点とし
て活力あふれる福岡

・商工業者や地域から信
頼される商工会議所

当所の長期ビジョン

〔社会・経済の変化〕
・当面はウィズコロナの経済活
動が続く

・デジタル化の遅れ、企業のリ
スク対応、東京一極集中のリ
スクといった課題が顕在化

・生産性向上、働き方改革、事
業承継など従来からの課題は
さらに深刻化

・インバウンドをはじめとした
需要の喪失

・カーボンニュートラル、脱炭
素など環境問題への対応

・国際金融機能誘致に向けた動
き

➡コロナ禍から立ち直る
ためのウィズコロナ対
応を最優先

現状認識

■図1　中期方針（令和3年度～令和5年度）の体系
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1. 事業の継続

2. 経営力強化

3. 事業承継

4. 人材確保

5. 人材育成

1. デジタル化の促進

2. 新たな価値の創出

3. 新たな販路の拡大

4. SDGs、環境問題への対応

1. 交流人口拡大

2. 地域の活力創出

3. ビジネス交流

4. 海外展開

5. 魅力あるまちづくり

1. 部会・委員会活動の活性化
2. 事務局体制の強化
3. デジタル化の推進
4. 外部との連携強化
5. 会館経年化対策

ラグビーワールドカップ2019ファンゾーンin福岡

九州・火の国元気まつり（2019年度）

Food EXPO Kyushu 2018

ベトナム商工会議所とのMOU締結（2018年度）
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　 アジアに近い地理的優位性を活かし、国内外から
集客し、活力を創出する。

Ⅳ. 組織の体制強化
〔活動の方向性〕

　 ひと・モノ・カネ・情報などの運営基盤の強化に
より、サービスの質をさらに高め、変化に的確に
対応する。

商工業の改善・発達
と福岡の発展

当所の理念
3年間の基本指針 取り組み課題

・事業にチャレンジする
商工業者

・アジアの交流拠点とし
て活力あふれる福岡

・商工業者や地域から信
頼される商工会議所

当所の長期ビジョン

〔社会・経済の変化〕
・当面はウィズコロナの経済活
動が続く

・デジタル化の遅れ、企業のリ
スク対応、東京一極集中のリ
スクといった課題が顕在化

・生産性向上、働き方改革、事
業承継など従来からの課題は
さらに深刻化

・インバウンドをはじめとした
需要の喪失

・カーボンニュートラル、脱炭
素など環境問題への対応

・国際金融機能誘致に向けた動
き

➡コロナ禍から立ち直る
ためのウィズコロナ対
応を最優先

現状認識

■図1　中期方針（令和3年度～令和5年度）の体系
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1. 事業の継続

2. 経営力強化

3. 事業承継

4. 人材確保

5. 人材育成

1. デジタル化の促進

2. 新たな価値の創出

3. 新たな販路の拡大

4. SDGs、環境問題への対応

1. 交流人口拡大

2. 地域の活力創出

3. ビジネス交流

4. 海外展開

5. 魅力あるまちづくり

1. 部会・委員会活動の活性化
2. 事務局体制の強化
3. デジタル化の推進
4. 外部との連携強化
5. 会館経年化対策

ラグビーワールドカップ2019ファンゾーンin福岡

九州・火の国元気まつり（2019年度）

Food EXPO Kyushu 2018

ベトナム商工会議所とのMOU締結（2018年度）

特 集
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⑶ 基本指針と取り組み課題
中期方針では、理念と長期ビジョン、そして現状認識を踏まえ、3年間の諸活動の「基本指針」と、それぞれの指針における

「取り組み課題」を設定しました。設定した取り組み課題について、【図2】通り対応してまいります。

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続
〔活動の方向性〕

　  事業者がコロナ禍など社会・経済環境の変化に適応し、事業継続できるよう支援する。
　  中小企業の価値ある事業や技術が次世代へ継承されるよう後押しする。

〔活動の方向性〕

　  国内外からひと・モノ・カネ・情報の集積を進め、活発なビジネス交流を後押しする。
　  アジアに近い地理的優位性を活かし、国内外から集客し、活力を創出する。

〔活動の方向性〕

　  ひと・モノ・カネ・情報などの運営基盤の強化により、サービスの質をさらに高め、変化に的確に対応する。

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造
〔活動の方向性〕

　  多様なビジネスが集い、つながる場を提供し、新たなチャレンジやイノベーションを促進する。
　  デジタルの活用により、 従来のビジネスを進化させる挑戦を後押しする。

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進

Ⅳ. 組織の体制強化

⑷ 中期方針に基づき設置する委員会の構成
今期の中期方針では、中小企業の経営変革やアフターコロナを見据えた取り組みについて検討を進めるとともに、中小企業が抱

える新たな課題を踏まえ、6つの委員会を設置します。

コロナ禍の長期化により、中小企業・
小規模事業者は大きな打撃を受けてお
り、特に外食産業、観光産業などへの
影響は深刻である。各種コロナ関連支
援施策を活用し、中小企業・小規模事
業者の事業継続、雇用維持の取り組み
に対し全面的な支援を行う。

社会・経済環境の変化に適応し、新商
品・新サービスの開発や業種・業態転
換などに前向きに取り組む中小企業・小
規模事業者に対し、相談窓口を通じた
経営支援や経営革新（事業計画策定な
ど）、補助金活用、事業継続力強化
（BCP策定）などの支援を行う。

経営者の高齢化が進む中、中小企業・
小規模事業者にとって事業承継は喫緊の
課題である。また、コロナ禍で廃業や倒
産の増加が懸念される中、事業承継や
事業譲渡の相談が増加している。優れた
技術やノウハウ、雇用を維持し、価値あ
る事業を次世代につなぎ地域の活力を維
持するため、円滑な事業承継に向けた支
援を行う。

取り組み課題 対応方針

1. 事業の継続

2. 経営力強化

3. 事業承継

コロナ禍により業種別の過不足感や人材
マッチングニーズなど労働市場に変化が
生じている。少子高齢化に起因する構造
的な中小企業の人手不足はなお深刻な問
題である。働き方改革関連法への対応
や変化する採用環境への対応等に関す
る情報提供により中小企業の人材確保
（新卒、中途、多様な人材）を支援する。

変化する経営環境に応じて即戦力となる
人材を育成することは、企業の成長に
とって重要な課題である。研修講座やセ
ミナー、リカレント講座などの提供によ
る従業員のスキルアップ支援、検定試験
を通じた知識・技能習得の推進など、
人材育成を通じた企業の成長を後押しす
る。

取り組み課題 対応方針

4. 人材確保

5. 人材育成

中小企業のデジタル化等による生産性向
上や新たなビジネスモデルの構築への取
り組みが重要となっている。中小企業の
デジタル実装を促進するため、IT活用事
例やツール紹介などの情報提供や補助
金の活用促進などの支援を行う。

取り組み課題 対応方針

1. デジタル化
　の促進

社会のニーズが変化する中で、持続的な
発展を図るためには、新たな価値を創出
する“イノベーション”への取り組みが重
要である。また、現在、福岡市には、国
家戦略特区の施策のもとスタートアップ
企業やベンチャー企業の集積が進んでい
る。中小企業のイノベーション促進に向
けて、スタートアップ企業とのマッチング
機会創出などにより、新たな価値・ビジ
ネスの創出支援を行う。

取り組み課題 対応方針

2. 新たな価値
　の創出

国内外の交流人口の拡大により成長して
きた観光関連産業は、地域経済を支え
る重要な産業である。観光需要の回復
に向けて、当面は域内での“マイクロ
ツーリズム”の推進により、足元の需要
を掘り起こし市内関連産業への支援を行
う。また、観光やビジネスの交流人口の
回復、海外との往来の再開、大型イベン
トの復活を見据え、アフターコロナに向
けた顧客獲得や新しい旅行商品開発の
ための支援を行う。

消費需要の消失に苦しむ地域商店街な
どを対象に、プレミアム付き地域商品券
発行を通じた消費喚起や、イベントなど
での活力創出の支援を行う。

移動の制限や対面での交流が難しい状
況の中でも、「交流」に対するニーズは高
い。リアルとオンラインを併用するなど
多様な形式の交流機会を提供すること
で、人的ネットワークの形成やビジネス
チャンスの拡大の後押しを行う。

取り組み課題 対応方針

1. 交流人口
　拡大

2. 地域の
　活力創出

3. ビジネス
　交流

コロナ下にあっても海外展開に挑戦する
事業者は、海外市場の最新情報や商談
機会の提供を必要としている。国際取引
におけるFTA、EPA、RCEP協定などの
最新動向をセミナー等で情報提供し、海
外市場の開拓支援を行う。

東京一極集中のリスクが認識され、地方
移住や企業の地方移転への関心が高まっ
ている。福岡が世界に選ばれる街とな
り、アジアの交流拠点として更なる成長
を遂げ、魅力ある街へと発展するため
に、インフラ整備をはじめとする都市機
能強化、国際金融機能誘致、MICE振
興、中小企業振興策などについて、提言
要望の取り組みや官民一体となった活動
を行う。

取り組み課題 対応方針

4. 海外展開

5. 魅力ある
　まちづくり

■図2　基本指針ごとの取り組み課題とその対応

●中小企業委員会 ●グリーン成長戦略研究委員会
●観光委員会 ●魅力あるまちづくり委員会
●デジタル化推進委員会 ●議員表彰・定款規約委員会

優れた商品を持ち、新市場開拓を目指す
中小企業に対し、従来の対面型商談
会・展示会に加え、オンライン商談会な
どの新たな販路拡大の機会を提供し、
売り上げの回復や新たな取引先の開拓の
支援を行う。特に「食関連」については、
百貨店・量販店などとの連携を深化させ
販路拡大の支援を強力に後押しする。

取り組み課題 対応方針

3. 新たな販路
　の拡大

国は「グリーン成長戦略」に基づき「経済
と環境の好循環」につなげる産業政策を
掲げている。そのような中、企業において
SDGsやESGなどの観点を取り入れ経営
の持続可能性を高め、新たな価値・ビジ
ネス創造への取り組みも進みつつある。
今後、産学官の様々な分野における関連
施策や取り組み事例などをセミナー等を通
じて情報提供を行い、中堅企業・中小企
業の持続可能な経営や取引機会の拡大を
後押しする。

取り組み課題 対応方針

4. SDGs、
　環境問題へ
　の対応

新型コロナウイルス特別相談窓口
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⑶ 基本指針と取り組み課題
中期方針では、理念と長期ビジョン、そして現状認識を踏まえ、3年間の諸活動の「基本指針」と、それぞれの指針における

「取り組み課題」を設定しました。設定した取り組み課題について、【図2】通り対応してまいります。

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続
〔活動の方向性〕

　  事業者がコロナ禍など社会・経済環境の変化に適応し、事業継続できるよう支援する。
　  中小企業の価値ある事業や技術が次世代へ継承されるよう後押しする。

〔活動の方向性〕

　  国内外からひと・モノ・カネ・情報の集積を進め、活発なビジネス交流を後押しする。
　  アジアに近い地理的優位性を活かし、国内外から集客し、活力を創出する。

〔活動の方向性〕

　  ひと・モノ・カネ・情報などの運営基盤の強化により、サービスの質をさらに高め、変化に的確に対応する。

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造
〔活動の方向性〕

　  多様なビジネスが集い、つながる場を提供し、新たなチャレンジやイノベーションを促進する。
　  デジタルの活用により、 従来のビジネスを進化させる挑戦を後押しする。

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進

Ⅳ. 組織の体制強化

⑷ 中期方針に基づき設置する委員会の構成
今期の中期方針では、中小企業の経営変革やアフターコロナを見据えた取り組みについて検討を進めるとともに、中小企業が抱

える新たな課題を踏まえ、6つの委員会を設置します。

コロナ禍の長期化により、中小企業・
小規模事業者は大きな打撃を受けてお
り、特に外食産業、観光産業などへの
影響は深刻である。各種コロナ関連支
援施策を活用し、中小企業・小規模事
業者の事業継続、雇用維持の取り組み
に対し全面的な支援を行う。

社会・経済環境の変化に適応し、新商
品・新サービスの開発や業種・業態転
換などに前向きに取り組む中小企業・小
規模事業者に対し、相談窓口を通じた
経営支援や経営革新（事業計画策定な
ど）、補助金活用、事業継続力強化
（BCP策定）などの支援を行う。

経営者の高齢化が進む中、中小企業・
小規模事業者にとって事業承継は喫緊の
課題である。また、コロナ禍で廃業や倒
産の増加が懸念される中、事業承継や
事業譲渡の相談が増加している。優れた
技術やノウハウ、雇用を維持し、価値あ
る事業を次世代につなぎ地域の活力を維
持するため、円滑な事業承継に向けた支
援を行う。

取り組み課題 対応方針

1. 事業の継続

2. 経営力強化

3. 事業承継

コロナ禍により業種別の過不足感や人材
マッチングニーズなど労働市場に変化が
生じている。少子高齢化に起因する構造
的な中小企業の人手不足はなお深刻な問
題である。働き方改革関連法への対応
や変化する採用環境への対応等に関す
る情報提供により中小企業の人材確保
（新卒、中途、多様な人材）を支援する。

変化する経営環境に応じて即戦力となる
人材を育成することは、企業の成長に
とって重要な課題である。研修講座やセ
ミナー、リカレント講座などの提供によ
る従業員のスキルアップ支援、検定試験
を通じた知識・技能習得の推進など、
人材育成を通じた企業の成長を後押しす
る。

取り組み課題 対応方針

4. 人材確保

5. 人材育成

中小企業のデジタル化等による生産性向
上や新たなビジネスモデルの構築への取
り組みが重要となっている。中小企業の
デジタル実装を促進するため、IT活用事
例やツール紹介などの情報提供や補助
金の活用促進などの支援を行う。

取り組み課題 対応方針

1. デジタル化
　の促進

社会のニーズが変化する中で、持続的な
発展を図るためには、新たな価値を創出
する“イノベーション”への取り組みが重
要である。また、現在、福岡市には、国
家戦略特区の施策のもとスタートアップ
企業やベンチャー企業の集積が進んでい
る。中小企業のイノベーション促進に向
けて、スタートアップ企業とのマッチング
機会創出などにより、新たな価値・ビジ
ネスの創出支援を行う。

取り組み課題 対応方針

2. 新たな価値
　の創出

国内外の交流人口の拡大により成長して
きた観光関連産業は、地域経済を支え
る重要な産業である。観光需要の回復
に向けて、当面は域内での“マイクロ
ツーリズム”の推進により、足元の需要
を掘り起こし市内関連産業への支援を行
う。また、観光やビジネスの交流人口の
回復、海外との往来の再開、大型イベン
トの復活を見据え、アフターコロナに向
けた顧客獲得や新しい旅行商品開発の
ための支援を行う。

消費需要の消失に苦しむ地域商店街な
どを対象に、プレミアム付き地域商品券
発行を通じた消費喚起や、イベントなど
での活力創出の支援を行う。

移動の制限や対面での交流が難しい状
況の中でも、「交流」に対するニーズは高
い。リアルとオンラインを併用するなど
多様な形式の交流機会を提供すること
で、人的ネットワークの形成やビジネス
チャンスの拡大の後押しを行う。

取り組み課題 対応方針

1. 交流人口
　拡大

2. 地域の
　活力創出

3. ビジネス
　交流

コロナ下にあっても海外展開に挑戦する
事業者は、海外市場の最新情報や商談
機会の提供を必要としている。国際取引
におけるFTA、EPA、RCEP協定などの
最新動向をセミナー等で情報提供し、海
外市場の開拓支援を行う。

東京一極集中のリスクが認識され、地方
移住や企業の地方移転への関心が高まっ
ている。福岡が世界に選ばれる街とな
り、アジアの交流拠点として更なる成長
を遂げ、魅力ある街へと発展するため
に、インフラ整備をはじめとする都市機
能強化、国際金融機能誘致、MICE振
興、中小企業振興策などについて、提言
要望の取り組みや官民一体となった活動
を行う。

取り組み課題 対応方針

4. 海外展開

5. 魅力ある
　まちづくり

■図2　基本指針ごとの取り組み課題とその対応

●中小企業委員会 ●グリーン成長戦略研究委員会
●観光委員会 ●魅力あるまちづくり委員会
●デジタル化推進委員会 ●議員表彰・定款規約委員会

優れた商品を持ち、新市場開拓を目指す
中小企業に対し、従来の対面型商談
会・展示会に加え、オンライン商談会な
どの新たな販路拡大の機会を提供し、
売り上げの回復や新たな取引先の開拓の
支援を行う。特に「食関連」については、
百貨店・量販店などとの連携を深化させ
販路拡大の支援を強力に後押しする。

取り組み課題 対応方針

3. 新たな販路
　の拡大

国は「グリーン成長戦略」に基づき「経済
と環境の好循環」につなげる産業政策を
掲げている。そのような中、企業において
SDGsやESGなどの観点を取り入れ経営
の持続可能性を高め、新たな価値・ビジ
ネス創造への取り組みも進みつつある。
今後、産学官の様々な分野における関連
施策や取り組み事例などをセミナー等を通
じて情報提供を行い、中堅企業・中小企
業の持続可能な経営や取引機会の拡大を
後押しする。

取り組み課題 対応方針

4. SDGs、
　環境問題へ
　の対応

新型コロナウイルス特別相談窓口
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令和3年度事業計画

令和3年度は、中期方針で設定したすべての基本指針において、コロナ禍への対応を優先して事業に取り組んでまいります。主

要な事業展開について、ご紹介いたします。

1.  事業の継続
コロナ禍の長期化で地域経済に深刻な打撃が及んでいる

中、中小企業・小規模事業者が取り組む事業継続、雇用維
持を全面的に支援。
◆新型コロナウイルス感染症に関する経営支援事業
◆福岡外食応援団「GOOD UP FUKUOKA」事業
◆事業継続力強化支援事業
◆福岡県中小企業再生支援協議会
◆福岡県経営改善支援センター　など

2.  経営力強化
経営相談窓口を通じたきめ細やかな経営支援、経営革新や

業態転換に取り組む際の計画策定や補助金活用支援により、
中小企業・小規模事業者の事業の維持・継続を後押し。
◆企業サイクルに合わせた経営支援事業
◆専門相談窓口・専門家派遣事業
◆経営革新計画策定支援事業
◆福商リスクマネジメントセミナー事業
◆経営安定特別相談室事業
◆記帳継続指導事業　など

3.  事業承継
業種別の事例紹介、専門家派遣、福岡県事業承継・引継
ぎ支援センターと連携したマッチング支援などにより、円滑
な事業承継を支援。
◆福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携した事業
承継支援

4.  人材確保
恒常的な人手不足の解消に向け、人材確保を支援するとと
もに、働き方改革関連法への対応策について情報提供、事
例紹介を実施。
◆新卒人材の確保支援事業
◆中途人材の確保支援事業
◆人材確保支援機関連携会議事業
◆労働保険事務組合事業
◆各種保険・共済事業　など

5.  人材育成
実務研修講座の一部で生産性向上に資するカリキュラムを
追加。また、eラーニングメニューの拡充など人材育成による
企業の成長を支援。
◆人材育成支援事業
◆福商リカレント（社会人の学び直し）事業
◆日商簿記検定など各種検定試験事業
◆福商パソコンスクール事業　など

事業にチャレンジする商工業者

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続

引き続き感染防止対策を徹底して事業を実施いたします コロナ禍で影響を受けた飲食店を応援する「GOOD UP FUKUOKA」は、令和3年度も継続します

今後もオンラインを活用した事業に取り組んでまいります 地域の商工業者の事業継続・成長に向けた要望活動に取り組んでまいります

今後も、より一層、会員の皆様の声に耳を傾け、経営者の皆様に寄り添った伴走型支援を実施してまいります。

また、当所ホームページで中期方針および事業計画の詳細を掲載しています。ぜひご覧ください。

▲

https://www.fukunet.or.jp/about/jigyo_plan/
（※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、計画を変更する場合があります。）

1.  デジタル化の促進
セミナー開催・個別相談による情報提供や補助金活用支

援により、中小企業におけるデジタル実装を促進。
◆デジタル化支援事業　など

2.  新たな価値の創出
イノベーションへの取り組み推進セミナー、既存事業とベン

チャー企業とのマッチング機会提供などによる新たな価値の
創出支援により、アフターコロナでの持続的な発展を後押し。
◆クリエイターマッチング事業【新規】
◆イノベーション支援事業
◆ベンチャー支援事業【新規】
◆創業支援事業　など

3.  新たな販路の拡大
百貨店との連携を深化させ、オンラインストア、カタログギ
フト企画などをさらに拡充し食関連商品の販路拡大支援を強
化。
◆食産業振興（BtoB）事業
◆食産業振興（BtoC）事業

4.  SDGs、環境問題への対応
中堅・中小企業を中心にSDGsやグリーン成長戦略、カー
ボンニュートラルへの対応に関するセミナーなどの情報提供を
行い、持続可能な経営への進化、取引機会の拡大を後押し。
◆SDGsなどの調査研究・情報提供【新規】

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造

1.  部会・委員会活動の活性化
2.  事務局体制の強化
3.  デジタル化の推進

4.  外部との連携強化
5.  会館経年化対策

信頼される商工会議所

Ⅳ. 組織の体制強化

1.  交流人口拡大
オンラインを活用した国内・近隣観光の商談の機会及び着
地型観光メニューの拡充に取り組む。また、ウィズコロナ対
策のための施策情報の収集・提供、国や地方自治体への提
言・要望を実施。
◆観光事業者支援事業
◆着地型観光のメニュー拡大事業
◆地域の祭り振興事業
◆伝統芸能振興事業　など

2.  地域の活力創出
プレミアム付地域商品券発行をはじめとした地域の活力創
出に向けた支援を実施。
◆プレミアム付地域商品券発行（支援）事業
◆地域・商店街振興事業の推進（地域・商店街支援事業）
◆福岡市商店街百貨店量販店連盟・福博せいもん払い事
業　など

3.  ビジネス交流
異業種・テーマ別・新入会員など多様な交流機会の提供
により、ビジネスの拡大・交流を後押し。
◆交流会事業
◆支店長会事業
◆福商ビジネス倶楽部事業　など

4.  海外展開
「福岡ワンストップ海外展開推進協議会」を活用し現地情
報の収集や商談機会の提供などを支援。
◆海外展開支援事業　など

5.  魅力あるまちづくり
福岡市の都市インフラ整備や魅力発信等について市政への
提言要望活動を実施。
◆福岡市への要望、意見交換　など

アジアの交流拠点として活力あふれる福岡

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進
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令和3年度事業計画

令和3年度は、中期方針で設定したすべての基本指針において、コロナ禍への対応を優先して事業に取り組んでまいります。主

要な事業展開について、ご紹介いたします。

1.  事業の継続
コロナ禍の長期化で地域経済に深刻な打撃が及んでいる
中、中小企業・小規模事業者が取り組む事業継続、雇用維
持を全面的に支援。
◆新型コロナウイルス感染症に関する経営支援事業
◆福岡外食応援団「GOOD UP FUKUOKA」事業
◆事業継続力強化支援事業
◆福岡県中小企業再生支援協議会
◆福岡県経営改善支援センター　など

2.  経営力強化
経営相談窓口を通じたきめ細やかな経営支援、経営革新や
業態転換に取り組む際の計画策定や補助金活用支援により、
中小企業・小規模事業者の事業の維持・継続を後押し。
◆企業サイクルに合わせた経営支援事業
◆専門相談窓口・専門家派遣事業
◆経営革新計画策定支援事業
◆福商リスクマネジメントセミナー事業
◆経営安定特別相談室事業
◆記帳継続指導事業　など

3.  事業承継
業種別の事例紹介、専門家派遣、福岡県事業承継・引継
ぎ支援センターと連携したマッチング支援などにより、円滑
な事業承継を支援。
◆福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携した事業
承継支援

4.  人材確保
恒常的な人手不足の解消に向け、人材確保を支援するとと
もに、働き方改革関連法への対応策について情報提供、事
例紹介を実施。
◆新卒人材の確保支援事業
◆中途人材の確保支援事業
◆人材確保支援機関連携会議事業
◆労働保険事務組合事業
◆各種保険・共済事業　など

5.  人材育成
実務研修講座の一部で生産性向上に資するカリキュラムを
追加。また、eラーニングメニューの拡充など人材育成による
企業の成長を支援。
◆人材育成支援事業
◆福商リカレント（社会人の学び直し）事業
◆日商簿記検定など各種検定試験事業
◆福商パソコンスクール事業　など

事業にチャレンジする商工業者

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続

引き続き感染防止対策を徹底して事業を実施いたします コロナ禍で影響を受けた飲食店を応援する「GOOD UP FUKUOKA」は、令和3年度も継続します

今後もオンラインを活用した事業に取り組んでまいります 地域の商工業者の事業継続・成長に向けた要望活動に取り組んでまいります

今後も、より一層、会員の皆様の声に耳を傾け、経営者の皆様に寄り添った伴走型支援を実施してまいります。

また、当所ホームページで中期方針および事業計画の詳細を掲載しています。ぜひご覧ください。

▲

https://www.fukunet.or.jp/about/jigyo_plan/
（※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、計画を変更する場合があります。）

1.  デジタル化の促進
セミナー開催・個別相談による情報提供や補助金活用支
援により、中小企業におけるデジタル実装を促進。
◆デジタル化支援事業　など

2.  新たな価値の創出
イノベーションへの取り組み推進セミナー、既存事業とベン
チャー企業とのマッチング機会提供などによる新たな価値の
創出支援により、アフターコロナでの持続的な発展を後押し。
◆クリエイターマッチング事業【新規】
◆イノベーション支援事業
◆ベンチャー支援事業【新規】
◆創業支援事業　など

3.  新たな販路の拡大
百貨店との連携を深化させ、オンラインストア、カタログギ
フト企画などをさらに拡充し食関連商品の販路拡大支援を強
化。
◆食産業振興（BtoB）事業
◆食産業振興（BtoC）事業

4.  SDGs、環境問題への対応
中堅・中小企業を中心にSDGsやグリーン成長戦略、カー
ボンニュートラルへの対応に関するセミナーなどの情報提供を
行い、持続可能な経営への進化、取引機会の拡大を後押し。
◆SDGsなどの調査研究・情報提供【新規】

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造

1.  部会・委員会活動の活性化
2.  事務局体制の強化
3.  デジタル化の推進

4.  外部との連携強化
5.  会館経年化対策

信頼される商工会議所

Ⅳ. 組織の体制強化

1.  交流人口拡大
オンラインを活用した国内・近隣観光の商談の機会及び着

地型観光メニューの拡充に取り組む。また、ウィズコロナ対
策のための施策情報の収集・提供、国や地方自治体への提
言・要望を実施。
◆観光事業者支援事業
◆着地型観光のメニュー拡大事業
◆地域の祭り振興事業
◆伝統芸能振興事業　など

2.  地域の活力創出
プレミアム付地域商品券発行をはじめとした地域の活力創

出に向けた支援を実施。
◆プレミアム付地域商品券発行（支援）事業
◆地域・商店街振興事業の推進（地域・商店街支援事業）
◆福岡市商店街百貨店量販店連盟・福博せいもん払い事
業　など

3.  ビジネス交流
異業種・テーマ別・新入会員など多様な交流機会の提供
により、ビジネスの拡大・交流を後押し。
◆交流会事業
◆支店長会事業
◆福商ビジネス倶楽部事業　など

4.  海外展開
「福岡ワンストップ海外展開推進協議会」を活用し現地情
報の収集や商談機会の提供などを支援。
◆海外展開支援事業　など

5.  魅力あるまちづくり
福岡市の都市インフラ整備や魅力発信等について市政への
提言要望活動を実施。
◆福岡市への要望、意見交換　など

アジアの交流拠点として活力あふれる福岡

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進
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施策名 概要（詳細はご確認ください） お問い合わせ先

【国】
小規模事業者
持続化補助金
〈一般型〉

【県】
福岡県経営革新
実行支援補助金

【県】
福岡県感染拡大
防止協力金

【市】
売上が減少した
事業者への支援金

【市】
文化エンタメ・ハイ
ブリッド開催支援金

【市】
感染症対応シティ
促進支援金

【市】
宿泊事業者への
衛生対策緊急支援金

【市】
支援金等申請
サポート事業

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際の経費の一部を支援（交付決定前の
着手不可）
■対象：小規模事業者
　　　　※常時使用する従業員の数
　　　　　●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く）　5人以下
　　　　　●サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他　20人以下
■締切： ①中小企業診断士によるブラッシュアップ実施期限

　　　第5回締切：令和3年5月21日17:00
　　　第6回締切：令和3年9月17日17:00
　②福岡商工会議所への様式4交付依頼期限
　　　第5回締切：令和3年5月28日
　　　第6回締切：令和3年9月24日 
　③申請書類一式の補助金事務局（東京）への送付締切
　　　第5回締切：令和3年6月4日【締切日当日消印有効】
　　　第6回締切：令和3年10月1日【締切日当日消印有効】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経営環境の変化に的確に対応するため、中小企業
がチャレンジする新たな取り組み（経営革新）に必要な経費の一部を支援
■対象： 福岡県内の中小企業者であること（経営革新計画の申請要件に該当するもの）

※その他売上減少等対象要件あり
■受付開始： 第1回公募：令和3年3月1日

第2回公募（予定）：令和3年6月1日
最終公募（予定）：令和3年9月1日

■締切： ①福岡商工会議所での新規相談締切
第1回公募：令和3年4月16日
第2回公募（予定）：令和3年7月16日
最終公募（予定）：令和3年9月16日

②補助金申込締切
第1回公募：令和3年4月30日
第2回公募（予定）：令和3年7月30日
最終公募（予定）：令和3年9月30日

■対象：福岡県による要請に応じて営業時間短縮を行った要請対象施設を運営する事業者
第2期：令和3年2月8日～2月28日の全ての期間
第3期：令和3年3月1日～3月7日の全ての期間
第4期：令和3年3月8日～3月21日の全ての期間

■締切：いずれも4月21日

■対象：緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等によ
り影響を受け、売上が減少した事業者のうち、国の「緊急事態宣言の影響緩和に
係る一時支援金」や「福岡県感染拡大防止協力金」の支払対象とならない事業者

　　　　※一時支援金等との重複受給不可
■締切：令和3年6月14日

福岡市を拠点に活動する公演主催者が開催する有観客公演と、オンライン配信を併用した
ハイブリッド公演にかかる経費を支援
■締切：令和3年5月31日
■対象公演：支給決定後～令和4年2月28日に開催するもの

福岡市内にある来店型の施設・店舗等による感染症対策強化の工事、物品・サービス導
入経費に対する支援（工事については交付決定前の着手不可）
■締切：令和3年6月30日

宿泊施設が実施した消毒・除菌対応等の経費に対する支援
■締切：令和3年4月30日
■対象期間：令和2年12月28日～令和3年3月31日に対応したもの

国・県・市の事業者向け支援制度（補助金を除く）の申請手続きをサポート、また、行政
書士又は社会保険労務士に申請手続きを依頼した際に生じる報酬の一部を助成
■対象：全ての業種の事業主
■締切：令和4年1月31日

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

【県】
福岡県感染拡大防止
協力金コールセンター
TEL 0120-567-918

【市】
福岡市売上が減少した
事業者への支援事務局
TEL 092-286-7137

【市】
文化エンタメ・ハイブリッド
開催支援金受付センター
TEL 092-712-0840

【市】
感染症対応シティ促進
事業事務センター
TEL 092-707-3046

【市】
福岡市宿泊事業者支援
センター
TEL 092-451-3033, 3027

【市】
申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

コロナ対策支援施策情報
コロナ禍によって影響を受けた事業者の方がご利用いただける支援施策情報です。 （R3.3.24現在）

■中小法人・個人事業者のための 一時支援金 に関するご案内

■対象

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
②令和元年比または令和2年比で、令和3年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少
※福岡県感染拡大防止協力金（1日あたり6万円または4万円）の支給対象事業者は対象外です。

申請に必要な事前確認では、不正受給や誤って受給されることを防ぐために、
①事業者であること、②給付対象の理解等について確認します。

福岡商工会議所は、会員様限定※1で事前確認をいたします。
事前確認は、3月8日より、以下の方法にて行っております。
※1　当所会費の入金状況の確認をさせていただきます。

給付額
中小法人等
個人事業者等
対象期間
対象月
申請受付期間

＝ 令和2年又は令和元年対象期間の合計売上 ー 令和3年の対象月の売上 × 3ヵ月
上限60万円
上限30万円
1月～3月
対象期間から任意に選択した月
令和3年3月8月（月）～5月31日（月）

■申請

申請には、申請IDの取得（仮登録・オンライン）と事前確認が必要です。
※ご自身でオンライン（インターネット）による仮登録や申請ができない方は、サポート会場がありますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

■事前確認方法

当所ホームページ（24時間受付） ➡ 必要事項をウェブにて当所にお送りいただいた後、当所担当者
　　　　　　　　　　　　　　 　  から申請者にご連絡して事前確認完了となります。（来所不要）
※なお、事前確認は、当所の他、事業用のお借入先の金融機関（公庫除く）など、顧問税理士等でも対応可能な場合があります。

■給付額、申請期間

来所不要で
事前確認

0120-211-240  または  03-6629-0479
（8:30～19:00　土日、祝日含む全日対応）

1. 概 要

2. 事前確認について

当所案内
HP

一時支援金
HP

一時支援金 検索

令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動の自粛により、売上が50%以上
減少した中小法人・個人事業者等に対する国の支援金です。

一時支援金申請に関する
お問合せ先

092-441-2161  または  092-441-2162  または  092-441-1146
（9:00～12:00、13:00～17:00　土日、祝日除く平日）

当所での事前確認の
お問合せ先

国の
支援金
です

会員限定
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施策名 概要（詳細はご確認ください） お問い合わせ先

【国】
小規模事業者
持続化補助金
〈一般型〉

【県】
福岡県経営革新
実行支援補助金

【県】
福岡県感染拡大
防止協力金

【市】
売上が減少した
事業者への支援金

【市】
文化エンタメ・ハイ
ブリッド開催支援金

【市】
感染症対応シティ
促進支援金

【市】
宿泊事業者への
衛生対策緊急支援金

【市】
支援金等申請
サポート事業

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際の経費の一部を支援（交付決定前の
着手不可）
■対象：小規模事業者
　　　　※常時使用する従業員の数
　　　　　●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く）　5人以下
　　　　　●サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他　20人以下
■締切： ①中小企業診断士によるブラッシュアップ実施期限

　　　第5回締切：令和3年5月21日17:00
　　　第6回締切：令和3年9月17日17:00
　②福岡商工会議所への様式4交付依頼期限
　　　第5回締切：令和3年5月28日
　　　第6回締切：令和3年9月24日 
　③申請書類一式の補助金事務局（東京）への送付締切
　　　第5回締切：令和3年6月4日【締切日当日消印有効】
　　　第6回締切：令和3年10月1日【締切日当日消印有効】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経営環境の変化に的確に対応するため、中小企業
がチャレンジする新たな取り組み（経営革新）に必要な経費の一部を支援
■対象： 福岡県内の中小企業者であること（経営革新計画の申請要件に該当するもの）

※その他売上減少等対象要件あり
■受付開始： 第1回公募：令和3年3月1日

第2回公募（予定）：令和3年6月1日
最終公募（予定）：令和3年9月1日

■締切： ①福岡商工会議所での新規相談締切
第1回公募：令和3年4月16日
第2回公募（予定）：令和3年7月16日
最終公募（予定）：令和3年9月16日

②補助金申込締切
第1回公募：令和3年4月30日
第2回公募（予定）：令和3年7月30日
最終公募（予定）：令和3年9月30日

■対象：福岡県による要請に応じて営業時間短縮を行った要請対象施設を運営する事業者
第2期：令和3年2月8日～2月28日の全ての期間
第3期：令和3年3月1日～3月7日の全ての期間
第4期：令和3年3月8日～3月21日の全ての期間

■締切：いずれも4月21日

■対象：緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等によ
り影響を受け、売上が減少した事業者のうち、国の「緊急事態宣言の影響緩和に
係る一時支援金」や「福岡県感染拡大防止協力金」の支払対象とならない事業者

　　　　※一時支援金等との重複受給不可
■締切：令和3年6月14日

福岡市を拠点に活動する公演主催者が開催する有観客公演と、オンライン配信を併用した
ハイブリッド公演にかかる経費を支援
■締切：令和3年5月31日
■対象公演：支給決定後～令和4年2月28日に開催するもの

福岡市内にある来店型の施設・店舗等による感染症対策強化の工事、物品・サービス導
入経費に対する支援（工事については交付決定前の着手不可）
■締切：令和3年6月30日

宿泊施設が実施した消毒・除菌対応等の経費に対する支援
■締切：令和3年4月30日
■対象期間：令和2年12月28日～令和3年3月31日に対応したもの

国・県・市の事業者向け支援制度（補助金を除く）の申請手続きをサポート、また、行政
書士又は社会保険労務士に申請手続きを依頼した際に生じる報酬の一部を助成
■対象：全ての業種の事業主
■締切：令和4年1月31日

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

【県】
福岡県感染拡大防止
協力金コールセンター
TEL 0120-567-918

【市】
福岡市売上が減少した
事業者への支援事務局
TEL 092-286-7137

【市】
文化エンタメ・ハイブリッド
開催支援金受付センター
TEL 092-712-0840

【市】
感染症対応シティ促進
事業事務センター
TEL 092-707-3046

【市】
福岡市宿泊事業者支援
センター
TEL 092-451-3033, 3027

【市】
申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

コロナ対策支援施策情報
コロナ禍によって影響を受けた事業者の方がご利用いただける支援施策情報です。 （R3.3.24現在）

■中小法人・個人事業者のための 一時支援金 に関するご案内

■対象

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
②令和元年比または令和2年比で、令和3年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少
※福岡県感染拡大防止協力金（1日あたり6万円または4万円）の支給対象事業者は対象外です。

申請に必要な事前確認では、不正受給や誤って受給されることを防ぐために、
①事業者であること、②給付対象の理解等について確認します。

福岡商工会議所は、会員様限定※1で事前確認をいたします。
事前確認は、3月8日より、以下の方法にて行っております。
※1　当所会費の入金状況の確認をさせていただきます。

給付額
中小法人等
個人事業者等
対象期間
対象月
申請受付期間

＝ 令和2年又は令和元年対象期間の合計売上 ー 令和3年の対象月の売上 × 3ヵ月
上限60万円
上限30万円
1月～3月
対象期間から任意に選択した月
令和3年3月8月（月）～5月31日（月）

■申請

申請には、申請IDの取得（仮登録・オンライン）と事前確認が必要です。
※ご自身でオンライン（インターネット）による仮登録や申請ができない方は、サポート会場がありますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

■事前確認方法

当所ホームページ（24時間受付） ➡ 必要事項をウェブにて当所にお送りいただいた後、当所担当者
　　　　　　　　　　　　　　 　  から申請者にご連絡して事前確認完了となります。（来所不要）
※なお、事前確認は、当所の他、事業用のお借入先の金融機関（公庫除く）など、顧問税理士等でも対応可能な場合があります。

■給付額、申請期間

来所不要で
事前確認

0120-211-240  または  03-6629-0479
（8:30～19:00　土日、祝日含む全日対応）

1. 概 要

2. 事前確認について

当所案内
HP

一時支援金
HP

一時支援金 検索

令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動の自粛により、売上が50%以上
減少した中小法人・個人事業者等に対する国の支援金です。

一時支援金申請に関する
お問合せ先

092-441-2161  または  092-441-2162  または  092-441-1146
（9:00～12:00、13:00～17:00　土日、祝日除く平日）

当所での事前確認の
お問合せ先

国の
支援金
です

会員限定
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●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

3.9小規模企業振興

人材確保・育成について説明する松田氏

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

令和2年度小規模企業振興委
員第2回連絡会議
当所は3月9日、令和2年度小規模企業

振興委員第2回連絡会議を開催し、14名

が参加。「小規模企業振興委員」は、小規

模企業の存続と発展のため、当所と事業

者を繋ぐパイプ役を担い、小規模企業施策

の普及・促進に取り組んでいる。会議では

コロナ関連の施策について情報共有を行

い、各振興委員が所属する業種組合等で

の周知を促した。また、キャリアコンサル

タントの松田剛次氏を講師に招き、コロナ

禍・働き方改革に対応するための人材確

保・育成方法について説明を行なった。

2.18交流会 2.23伝統芸能

自社の状況や営業上の取り組みを紹介しあう参加者たち

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

営業職のための情報交換・交
流会

3.2部　会

オンライン上での参加者に講演する永江副会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

情報・文化・サービス部会主催講演
会「コロナ禍での感動のおもてなし」
当所情報・文化・サービス部会（部会

長＝新井洋子・エントリーサービスプロ

モーション㈱代表取締役社長）は3月2

日、当所永江副会頭（㈱インターナショナ

ル エア アカデミー代表取締役会長）を講

師に部会講演会「コロナ禍での感動のお

もてなし」をオンラインで開催し、部会員

等51名が参加。コロナ禍に即した「おも

てなしの新常識」をテーマに、対面時とオ

ンライン会議でのポイントと実技を交えた

講座となった。当日の動画は当所

YouTubeチャンネルで配信中。

3.3～5部　会

特設サイトは3月31日まで

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

工業部会主催  企業PR特設サイ
ト・オンライン商談会
当所工業部会（部会長＝福田俊仁・昭

和鉄工㈱代表取締役会長）は、当所ホー

ムページ上に、企業PR特設サイトを開

設。現在、工業部会会員企業等15社が

掲載中。また、3月3日～5日、オンライ

ン商談会を開催し、10社が参加。当初

は、ものづくり企業のビジネスチャンス創

出を目的に、リアルで開催する予定であっ

たが、緊急事態宣言の発出を受けて急

遽、オンライン商談会に変更。参加者か

らは「コロナ禍ではあるが他社と接点を持

ててよかった」などの声が聞かれた。

3.5部　会

動画は当所YouTubeチャンネルで配信中

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

エネルギー部会主催講演会
当所エネルギー部会（部会長＝増田成

泰・増田石油㈱   代表取締役社長）は3

月5日、「コロナ禍・気候変動問題とわが

国エネルギー政策の課題」をテーマにセミ

ナー動画を配信。（一財）日本エネルギー

経済研究所 参与 十市勉氏から、コロナ

の感染拡大が世界経済及びエネルギー市

場に与える影響や、政府の「第6次エネ

ルギー基本計画」についてご説明いただい

た。動画は、6月30日まで当所YouTube

チャンネルで配信中。

3.16交流会

自社の状況や広報の取組を紹介しあう参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

ITツールを活用した「ウェブ広
報」情報交換・交流会
当所は3月16日、ウェブ広報に興味の

ある方や、広報担当者などを対象に、IT

ツールを活用した「ウェブ広報」をテーマ

に交流会をリアル（対面式）で開催し、18

社24名が参加。

当日は、ウェブ広報の専門家も参加し、

活発な交流・親睦が行われた。参加者か

らは「新たな広報手段を考えるきっかけと

なった」、「専門家との交流を通じて、課

題解決の糸口を見つけることができた」な

どの声が聞かれた。

3.22ビジクラ

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3月例会
福商ビジネス倶楽部は3月22日、『自分

の「取扱説明書（トリセツ）」、持っていま

すか？』をテーマに、3月例会をオンライ

ンで開催し、24名が参加。例会では、

八木仁平著『世界一やさしい「やりたいこ

と」の見つけ方』を用いて、グループワー

クを行ない、各参加者の「得意なこと」に

ついて理解を深めた。

参加者からは「自分の“得意なこと”を改

めて認識し、今まで気付いていなかった

強みを見つけることができた」などの声が

聞かれた。

3.23常議員会・議員総会

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

3.12セミナー

「事業継続力強化計画」について説明する中谷氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

事業継続力強化計画策定セミ
ナー
当所は3月12日、「事業継続力強化計

画策定セミナー」をオンラインで開催し、

11 名が参加。セミナーでは、中小企業診

断士の中谷豪太氏が「事業継続力強化計

画」の必要性や考え方等について解説する

とともに、ワークを行ないながら策定のア

ドバイスを行なった。

今後、セミナー参加企業をはじめとした

中小企業を対象に、専門家と連携して

「事業継続力強化計画」の策定支援を行

なっていく。

そのお仕事、障がい者施設に
お任せください!!

障がい者施設では、データ入力など
のPC作業や軽作業、清掃作業など様々
な役務・サービスを提供しています。
障がい者施設にお願いしたいお仕事

がありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。▲

障がい者施設のお仕事を動画で紹介
ウェブサイト「まごころ製品ショップ」
（http://magokoro pr.com/products/）

▲

お見積り・ご相談はこちら
まごころ製品デスク
（運営：特定非営利活動法人セルプセンター福岡）

TEL・FAX 092-632-7100

【お問い合わせ】
福岡県福祉労働部
障がい福祉課
TEL 092-643-3264
FAX 092-643-3304

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

博多伝統芸能DAY
博多伝統芸能振興会（会長＝当所藤永

会頭）は2月23日、「博多伝統芸能DAY」

を電気ビルみらいホールで開催し、約

150名が来場。

長引くコロナ禍により、苦境にある博

多の伝統芸能団体への支援の一環とし

て、出演機会の提供を目的に開催し、筑

紫舞、博多民踊協会、筑前博多独楽、

福岡民踊舞踊四季の会、（一社）日本国際

文化協会九州センター、博多券番の6団

体が出演した。来場者からは「一度に博

多の伝統芸能を鑑賞でき、大変貴重な機

会だった」などの声が聞かれた。

2.27～3.13起業塾

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

女性起業塾
当所は2月27日から3月13日にかけて

5回にわたり、1年以内に起業を目指す方

を対象に、女性起業塾をオンラインで開

催し、8名が参加。

専門家が、創業に必要な基礎知識や

様々なノウハウを分かりやすく解説し、事

業の具体化に向けた指導を行なった。ま

た、最終日には参加者によるビジネスプラ

ンのプレゼンテーションを行なった。

塾終了後も、事業計画のブラッシュ

アップから事業の実現まで、受講者の課

題に応じた支援を行なっていく。

女性起業塾8名の参加者博多券番芸妓 総出演による演舞

当所は2月18日、営業職限定の交流会

をリアル（対面式）で開催し、23社26名

が参加。参加者同士の情報交換を通し

て、withコロナ時代における新規開拓な

ど、営業職が抱える課題の解決に繋げる

ことを目的に開催。

参加者からは「他業種の営業職と交流

できる機会は貴重。思わぬ発見もあり、

積極的な情報交換ができた」などの声が

聞かれた。

第619回常議員会、第230回議員総会
当所は3月23日、第619回常議員会、

第230回議員総会を開催。議員総会で

は、令和3～5年度の中期方針、令和3

年度事業計画・収支予算、委員会の設

置、常議員の選任について審議し、原案

通り承認された。（詳細は4ページ参照）

また、追加議案として、3号議員の選

任について審議し、原案通り承認された。

任期は令和5年10月31日まで。常議員会

では理事の選任について審議し、引き続

き中芝督人氏が選任された。その他、表

彰を執り行なったほか、議員職務執行者

の変更の報告を行なった。

◆日商退任役員・議員表彰（10年2か月）

安部 泰宏氏（㈱アキラ水産 代表取締役会長）

◆3号議員の選任

新日本製薬㈱

◆常議員の選任

上田 浩祐氏（㈱アキラ水産 代表取締役社長）

◆議員職務執行者の変更
㈱JTB 九州エリア広域代表兼福岡支店長 篠崎 和敏氏
（旧執行者 同 井上 浩一氏）
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●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

3.9小規模企業振興

人材確保・育成について説明する松田氏

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

令和2年度小規模企業振興委
員第2回連絡会議
当所は3月9日、令和2年度小規模企業

振興委員第2回連絡会議を開催し、14名

が参加。「小規模企業振興委員」は、小規

模企業の存続と発展のため、当所と事業

者を繋ぐパイプ役を担い、小規模企業施策

の普及・促進に取り組んでいる。会議では

コロナ関連の施策について情報共有を行

い、各振興委員が所属する業種組合等で

の周知を促した。また、キャリアコンサル

タントの松田剛次氏を講師に招き、コロナ

禍・働き方改革に対応するための人材確

保・育成方法について説明を行なった。

2.18交流会 2.23伝統芸能

自社の状況や営業上の取り組みを紹介しあう参加者たち

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

営業職のための情報交換・交
流会

3.2部　会

オンライン上での参加者に講演する永江副会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

情報・文化・サービス部会主催講演
会「コロナ禍での感動のおもてなし」
当所情報・文化・サービス部会（部会

長＝新井洋子・エントリーサービスプロ

モーション㈱代表取締役社長）は3月2

日、当所永江副会頭（㈱インターナショナ

ル エア アカデミー代表取締役会長）を講

師に部会講演会「コロナ禍での感動のお

もてなし」をオンラインで開催し、部会員

等51名が参加。コロナ禍に即した「おも

てなしの新常識」をテーマに、対面時とオ

ンライン会議でのポイントと実技を交えた

講座となった。当日の動画は当所

YouTubeチャンネルで配信中。

3.3～5部　会

特設サイトは3月31日まで

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

工業部会主催  企業PR特設サイ
ト・オンライン商談会
当所工業部会（部会長＝福田俊仁・昭

和鉄工㈱代表取締役会長）は、当所ホー

ムページ上に、企業PR特設サイトを開

設。現在、工業部会会員企業等15社が

掲載中。また、3月3日～5日、オンライ

ン商談会を開催し、10社が参加。当初

は、ものづくり企業のビジネスチャンス創

出を目的に、リアルで開催する予定であっ

たが、緊急事態宣言の発出を受けて急

遽、オンライン商談会に変更。参加者か

らは「コロナ禍ではあるが他社と接点を持

ててよかった」などの声が聞かれた。

3.5部　会

動画は当所YouTubeチャンネルで配信中

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

エネルギー部会主催講演会
当所エネルギー部会（部会長＝増田成

泰・増田石油㈱   代表取締役社長）は3

月5日、「コロナ禍・気候変動問題とわが

国エネルギー政策の課題」をテーマにセミ

ナー動画を配信。（一財）日本エネルギー

経済研究所 参与 十市勉氏から、コロナ

の感染拡大が世界経済及びエネルギー市

場に与える影響や、政府の「第6次エネ

ルギー基本計画」についてご説明いただい

た。動画は、6月30日まで当所YouTube

チャンネルで配信中。

3.16交流会

自社の状況や広報の取組を紹介しあう参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

ITツールを活用した「ウェブ広
報」情報交換・交流会
当所は3月16日、ウェブ広報に興味の

ある方や、広報担当者などを対象に、IT

ツールを活用した「ウェブ広報」をテーマ

に交流会をリアル（対面式）で開催し、18

社24名が参加。

当日は、ウェブ広報の専門家も参加し、

活発な交流・親睦が行われた。参加者か

らは「新たな広報手段を考えるきっかけと

なった」、「専門家との交流を通じて、課

題解決の糸口を見つけることができた」な

どの声が聞かれた。

3.22ビジクラ

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3月例会
福商ビジネス倶楽部は3月22日、『自分

の「取扱説明書（トリセツ）」、持っていま

すか？』をテーマに、3月例会をオンライ

ンで開催し、24名が参加。例会では、

八木仁平著『世界一やさしい「やりたいこ

と」の見つけ方』を用いて、グループワー

クを行ない、各参加者の「得意なこと」に

ついて理解を深めた。

参加者からは「自分の“得意なこと”を改

めて認識し、今まで気付いていなかった

強みを見つけることができた」などの声が

聞かれた。

3.23常議員会・議員総会

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

3.12セミナー

「事業継続力強化計画」について説明する中谷氏

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

事業継続力強化計画策定セミ
ナー
当所は3月12日、「事業継続力強化計

画策定セミナー」をオンラインで開催し、

11 名が参加。セミナーでは、中小企業診

断士の中谷豪太氏が「事業継続力強化計

画」の必要性や考え方等について解説する

とともに、ワークを行ないながら策定のア

ドバイスを行なった。

今後、セミナー参加企業をはじめとした

中小企業を対象に、専門家と連携して

「事業継続力強化計画」の策定支援を行

なっていく。

そのお仕事、障がい者施設に
お任せください!!

障がい者施設では、データ入力など
のPC作業や軽作業、清掃作業など様々
な役務・サービスを提供しています。
障がい者施設にお願いしたいお仕事

がありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。▲

障がい者施設のお仕事を動画で紹介
ウェブサイト「まごころ製品ショップ」
（http://magokoro pr.com/products/）

▲

お見積り・ご相談はこちら
まごころ製品デスク
（運営：特定非営利活動法人セルプセンター福岡）

TEL・FAX 092-632-7100

【お問い合わせ】
福岡県福祉労働部
障がい福祉課
TEL 092-643-3264
FAX 092-643-3304

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

博多伝統芸能DAY
博多伝統芸能振興会（会長＝当所藤永

会頭）は2月23日、「博多伝統芸能DAY」

を電気ビルみらいホールで開催し、約

150名が来場。

長引くコロナ禍により、苦境にある博

多の伝統芸能団体への支援の一環とし

て、出演機会の提供を目的に開催し、筑

紫舞、博多民踊協会、筑前博多独楽、

福岡民踊舞踊四季の会、（一社）日本国際

文化協会九州センター、博多券番の6団

体が出演した。来場者からは「一度に博

多の伝統芸能を鑑賞でき、大変貴重な機

会だった」などの声が聞かれた。

2.27～3.13起業塾

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

女性起業塾
当所は2月27日から3月13日にかけて

5回にわたり、1年以内に起業を目指す方

を対象に、女性起業塾をオンラインで開

催し、8名が参加。

専門家が、創業に必要な基礎知識や

様々なノウハウを分かりやすく解説し、事

業の具体化に向けた指導を行なった。ま

た、最終日には参加者によるビジネスプラ

ンのプレゼンテーションを行なった。

塾終了後も、事業計画のブラッシュ

アップから事業の実現まで、受講者の課

題に応じた支援を行なっていく。

女性起業塾8名の参加者博多券番芸妓 総出演による演舞

当所は2月18日、営業職限定の交流会

をリアル（対面式）で開催し、23社26名

が参加。参加者同士の情報交換を通し

て、withコロナ時代における新規開拓な

ど、営業職が抱える課題の解決に繋げる

ことを目的に開催。

参加者からは「他業種の営業職と交流

できる機会は貴重。思わぬ発見もあり、

積極的な情報交換ができた」などの声が

聞かれた。

第619回常議員会、第230回議員総会
当所は3月23日、第619回常議員会、

第230回議員総会を開催。議員総会で

は、令和3～5年度の中期方針、令和3

年度事業計画・収支予算、委員会の設

置、常議員の選任について審議し、原案

通り承認された。（詳細は4ページ参照）

また、追加議案として、3号議員の選

任について審議し、原案通り承認された。

任期は令和5年10月31日まで。常議員会

では理事の選任について審議し、引き続

き中芝督人氏が選任された。その他、表

彰を執り行なったほか、議員職務執行者

の変更の報告を行なった。

◆日商退任役員・議員表彰（10年2か月）

安部 泰宏氏（㈱アキラ水産 代表取締役会長）

◆3号議員の選任

新日本製薬㈱

◆常議員の選任

上田 浩祐氏（㈱アキラ水産 代表取締役社長）

◆議員職務執行者の変更
㈱JTB 九州エリア広域代表兼福岡支店長 篠崎 和敏氏
（旧執行者 同 井上 浩一氏）
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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、公演を開催していま
す！ 博多芸妓の唄や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊
びまでご体験いただけます!!
●日時＝4月24日（土）13:00～13:50、5月13日
（木）16:00～16:50、5月29日（土）13:00～
13:50、6月10日（木）16:00～16:50、6月26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。

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】11,000円
→9,900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＝4月29日（木・祝）～5月16日（日）

●申込締切＝ご希望公演日の10日前まで●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。
※発熱等の体調不良の場合のみ取り消しを承ります
が、手数料としてチケット代金の20％を頂戴します。

JR HAKATA CITY 10th ANNIVERSARY
『アートアクアリウム展2021～博多・金魚の祭～』 
-------------------------------------------------------
【平日・一般】1,200円 → 1,100円、【土日祝・一
般】1,500円 → 1,400円●対象日程＝3月19日
（金）～5月17日（月）●申込締切＝5月17日（月）
●場所＝JR九州ホール（博多駅JR博多シティ9F）
●申込方法＝会場窓口で、会員証をご提示して頂
くと5名様まで割引料金で購入いただけます。

イベント

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。

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。

撮影：阿部章仁

PR

お問い合わせ／産業振興グループ　貿易証明担当　TEL 092-441-1230　E-mail ：shoumei＠fukunet.or.jp

非特恵（一般）原産地証明書（日本産）の
オンライン発給の開始に関するご案内

　この度、非特恵（一般）原産地証明書（日本産）のオンライン発給を開始いたしました。
　今後オンライン発給をご希望される方は当所のHPをご参照いただき、企業登録等お手続きをお願いいたします。
　オンラインでの企業登録後、従来どおり書面での申請を希望する方につきましては、窓口での発給、オンラインで
の発給の併用が可能です。発給方法につきましても、当所のHPをご参照ください。

【注意事項】
・発給手数料のお支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。
・現時点では、非特恵原産地証明書（日本産）が対象となります。外国産原産地証明書、インボイス証明書、サイン証明書等は対応
しておりません。

・企業登録は申請者・代行業者どちらも可能ですが、発給申請は代行業者は利用できません。オンラインでの発給申請は申請者のみ
利用可能です。

・オンライン発給後の訂正は不可です。再発給となり新たな手数料が発生します。

貿易関係証明
発給システム稼働時間

登録方法

8:30 ～17:30
※土日祝日、年末年始を除く

右記QRコードをご確認ください。
もしくは
で検索してください。

検索福岡商工会議所　貿易証明

＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　確定申告や決算の代行・税率計算等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

クラウド会計を活用し、
経理事務を効率化したい。

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

お申し込みはこちら➡

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

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

　 「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146
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PR

お問い合わせ／産業振興グループ　貿易証明担当　TEL 092-441-1230　E-mail ：shoumei＠fukunet.or.jp

非特恵（一般）原産地証明書（日本産）の
オンライン発給の開始に関するご案内

　この度、非特恵（一般）原産地証明書（日本産）のオンライン発給を開始いたしました。
　今後オンライン発給をご希望される方は当所のHPをご参照いただき、企業登録等お手続きをお願いいたします。
　オンラインでの企業登録後、従来どおり書面での申請を希望する方につきましては、窓口での発給、オンラインで
の発給の併用が可能です。発給方法につきましても、当所のHPをご参照ください。

【注意事項】
・発給手数料のお支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。
・現時点では、非特恵原産地証明書（日本産）が対象となります。外国産原産地証明書、インボイス証明書、サイン証明書等は対応
しておりません。

・企業登録は申請者・代行業者どちらも可能ですが、発給申請は代行業者は利用できません。オンラインでの発給申請は申請者のみ
利用可能です。

・オンライン発給後の訂正は不可です。再発給となり新たな手数料が発生します。

貿易関係証明
発給システム稼働時間

登録方法

8:30 ～17:30
※土日祝日、年末年始を除く

右記QRコードをご確認ください。
もしくは
で検索してください。

検索福岡商工会議所　貿易証明

＊記帳等に関するやり方等の指導を行うものです。
　確定申告や決算の代行・税率計算等を行うものではございません。 

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

経理や記帳がよく分から
ないので、教えてほしい。

クラウド会計を活用し、
経理事務を効率化したい。

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

お申し込みはこちら➡

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

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

　 「その他製造業等は20人以下」

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

お問い合わせ／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4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。

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スモールビジネス

④ビジネス

年額10,560円（税込）

年額12,936円（税込）

年間39,336円（税込）

年間65,736円（税込）

詳しくは
こちらから

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!）

※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なっています。詳しくは、お問い合わせください。
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東
区

博
多
区

中
央
区

南
区

飲食店

太陽光発電設備の卸売

中国向けのSNSプロモーション事業

ITソリューション

ラーメン店

飲食店

貿易

めんたい製造販売

ソーシャルビジネスコンサルタント

保険治療

エステティックサロン

コーヒードリンクのテイクアウト

Webサービス・アプリの運営

飲食店

法律事務所

飲食業

飲食店（バー）

オゾン水生成器の製造・販売

整体業

エステティック業

定食・居酒屋

飲食業

飲食店

エステ

経営コンサルティング業務

カウンセラー業務

特産品の開発

美味しい創作スパイスカレー店です。よろしくお願いいたします

より安い太陽光発電設備を提供しています！

中国市場に進出のためのSNSプロモーションをお手伝いします

経営改革実現のためのIT活用お手伝いします

辛さが選べる醤油、トマト辛麺など人気の辛麺を提供しています

じっくり煮込んだ一般向けするカレーです

中国から自社の商品を輸入して、お手ごろな価格で販売します

昔ながらの味を継承し、昔ながらの手造りにこだわった明太子屋です

SDGsの実践をお手伝いします。清掃・草刈・遺品整理いたします

保険治療から保険外治療まで様々な体の痛みや悩みをサポートします

あなたの理想を実現するために私は真剣です。福岡美人工房

大名の路地裏にあるコーヒースタンドです。バリチャイも人気です

気持ちを贈る最新・最強のプラットフォームを運営しています

お客様と一緒に成長するお店です

外国人労務問題、IT、建設業に注力する弁護士、社労士です

インスタ映えのオシャレな店内。美味しい料理とワインと占い

薬院六ツ角ビル3階のワインバーです

オゾンを活用して殺菌・消臭対策の改善をお手伝いします

赤坂駅2番出入口横、リーズナブル価格のリラクゼーションサロン

中央区にあるエステサロンです。メタボ腹を減らす痩身に自信あり

料理も雰囲気も家庭的。お一人でも入りやすい定食・居酒屋です

～あなたと和になる～「心の居酒屋かざぐるま」博多駅筑紫口すぐ

英国アンティークに彩られた隠れ家レストランで昔ながらの洋食を

RosePale～桜～美肌育成ビューティサロン

新しいマッチングと精良なサポートを提供する会社です

不登校にお悩みの方オンライン相談可。初回2時間無料受付。19時迄

九州域内の地域商社です！商品開発等、お気軽にご相談ください

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

070-8544-0902

092-681-6888

092-409-3462

092-231-8030

092-402-1890

092-474-0625

090-9402-1237

092-558-1635

090-9402-6777

092-588-7850

092-724-4402

092-791-9496

03-3568-6286

092-726-6636

092-753-8035

092-725-3766

092-231-9758

090-8523-1842

092-725-2380

092-741-5747

092-985-7201

092-471-8888

092-980-2782

092-863-8255

092-985-8138

080-1724-3388

092-778-3065

東
区

博
多
区

中
央
区

城
南
区

西
区

糟
屋
郡

東
京
都

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

和平カレー

福一（同）

（株）ミラクル・R

（株）スレッド

（株）北﨑商店

カレーのボントン

（株）大正商社

めんたいや若

kanzeon

しし接骨院・ししフィット

福岡美人工房アロマムーン

リトルハニー大名店

Gigi（株）

呑処　岡ひろ

木蓮経営法律事務所

SUGAR  PLUM33

marcassin. 3f

（株）アスクド

手もみ館

シャムロック福岡

お母さんの味  あおぞら

（株）ピース・ユアーズ

レストラン波多

Rose  Pale  ～桜～

（株）ハロスマイル

千早カウンセリングサポートセンター

（株）マキコミ

福岡市東区名島3-27-1

福岡市東区御島崎2-20-31-607  アプローズ香住ヶ丘弐番館

福岡市博多区博多駅前2-19-17  トーカン博多第5ビル610号室

福岡市博多区博多駅前3-7-1-503

福岡市博多区博多駅前3-7-3  皐月マンション1階

福岡市博多区美野島3-17-3

福岡市博多区中洲2-2-2  エクセレンシア博多2階

福岡市博多区寿町3-1-30

福岡市博多区光丘町2-2-11

福岡市博多区元町2-1-1  ガーデンライフ南福岡105

福岡市中央区渡辺通5-24-30  東カン福岡第一ビル1005

福岡市中央区大名1-3-5  ARKCUBE101

福岡市中央区大名2-6-11

福岡市中央区警固1-12-3

福岡市中央区薬院1-7-12  セルクル薬院3階

福岡市中央区薬院1-16-14  BEIDEN薬院101

福岡市中央区薬院2-2-19  I・J・Cビル301

福岡市中央区薬院3-3-8  嘉村ビル6階

福岡市中央区赤坂1-11-13-202

福岡市中央区赤坂3-1-9-803

福岡市中央区舞鶴1-3-16  グラフィックメゾン1階

福岡市南区清水3-24-7

福岡市南区横手2-7-9

福岡市早良区次郎丸6-7-9-103

福岡市西区愛宕南1-1-39-301

糟屋郡新宮町中央駅前2-8-8-804

久留米市東町36-8  ステーションプラザ久留米ビル2階

鳥のから揚げ専門店

イベント企画・運営

飲食店経営

軽運送

飲食業（ラーメン店博多一双）

飲食業

カフェの運営

食肉販売業

宅建業、住宅ローンコンサル

税理士業務

自動ドア開閉装置・施工・修理・保守

建設業（建築、土木工事の設計・施工）

建築金物施工

不動産業

中古車販売

婦人服製造卸、OEM

飲食（魚料理）

マンション管理のコンサルティング

飲食店（お惣菜製造業）

イベントコンパニオン、スタッフキャスティング業務

建築リフォーム業

塗装業

飲食店

回収（不要品）

ダイヤモンド穿孔工事

管工業

中津からあげ専門店  からあげ大吉  はこまつ店

（株）ディーキューブ

鉄板焼Blanco

木子大順（株）

（株）EVORISE

博多  おっしょい

（有）チョコレートショップ

肉の片岡屋

サイプレスエステート（同）

坂井欣典

（株）西日本トラスト販売

大鷲ハウジング（株）

（有）野中建窓

（株）しのざき不動産

ボルスターガレージ

（株）コゼット

魚喜

マンション管理士事務所ふじの

ニュースマイル

IrisTree（株）

（株）ハウスメンテ

瑛塗装

焼肉みどうえん

福岡南区買取センター

（株）ニシボ

（株）徳永設備工業

久
留
米
市

早
良
区

西
区

糟
屋
郡

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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より安い太陽光発電設備を提供しています！

中国市場に進出のためのSNSプロモーションをお手伝いします
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昔ながらの味を継承し、昔ながらの手造りにこだわった明太子屋です

SDGsの実践をお手伝いします。清掃・草刈・遺品整理いたします

保険治療から保険外治療まで様々な体の痛みや悩みをサポートします

あなたの理想を実現するために私は真剣です。福岡美人工房

大名の路地裏にあるコーヒースタンドです。バリチャイも人気です

気持ちを贈る最新・最強のプラットフォームを運営しています

お客様と一緒に成長するお店です

外国人労務問題、IT、建設業に注力する弁護士、社労士です

インスタ映えのオシャレな店内。美味しい料理とワインと占い

薬院六ツ角ビル3階のワインバーです

オゾンを活用して殺菌・消臭対策の改善をお手伝いします

赤坂駅2番出入口横、リーズナブル価格のリラクゼーションサロン

中央区にあるエステサロンです。メタボ腹を減らす痩身に自信あり

料理も雰囲気も家庭的。お一人でも入りやすい定食・居酒屋です

～あなたと和になる～「心の居酒屋かざぐるま」博多駅筑紫口すぐ

英国アンティークに彩られた隠れ家レストランで昔ながらの洋食を

RosePale～桜～美肌育成ビューティサロン
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福岡市南区清水3-24-7

福岡市南区横手2-7-9

福岡市早良区次郎丸6-7-9-103

福岡市西区愛宕南1-1-39-301

糟屋郡新宮町中央駅前2-8-8-804

久留米市東町36-8  ステーションプラザ久留米ビル2階

鳥のから揚げ専門店

イベント企画・運営

飲食店経営

軽運送

飲食業（ラーメン店博多一双）

飲食業

カフェの運営

食肉販売業

宅建業、住宅ローンコンサル

税理士業務

自動ドア開閉装置・施工・修理・保守

建設業（建築、土木工事の設計・施工）

建築金物施工

不動産業

中古車販売

婦人服製造卸、OEM

飲食（魚料理）

マンション管理のコンサルティング

飲食店（お惣菜製造業）

イベントコンパニオン、スタッフキャスティング業務

建築リフォーム業

塗装業

飲食店

回収（不要品）

ダイヤモンド穿孔工事

管工業

中津からあげ専門店  からあげ大吉  はこまつ店

（株）ディーキューブ

鉄板焼Blanco

木子大順（株）

（株）EVORISE

博多  おっしょい

（有）チョコレートショップ

肉の片岡屋

サイプレスエステート（同）

坂井欣典

（株）西日本トラスト販売

大鷲ハウジング（株）

（有）野中建窓

（株）しのざき不動産

ボルスターガレージ

（株）コゼット

魚喜

マンション管理士事務所ふじの

ニュースマイル

IrisTree（株）

（株）ハウスメンテ

瑛塗装

焼肉みどうえん

福岡南区買取センター

（株）ニシボ

（株）徳永設備工業

久
留
米
市

早
良
区

西
区

糟
屋
郡

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？

※会費は全額、損金または必要経費に算入できます。
※福岡市内に事業所を有しない商工業者の方は「特別会員」としてご入会いただけます。
　「特別会員」は当所議員の選挙権・被選挙権はなく、部会への所属ができません。
　しかし、事業・サービスは一般の会員と同様にご利用できます。

加入資格 福岡市内に事業所を有し事業を営んでいる方で
あれば、業種・規模は問いません。

特 典

年会費

ご入会 いただいた方全員に

会議所サービス利用券

3,000円分 進呈

ご紹介いただいた会員事業所に

QUOカード

1,000円分 進呈

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

職員が訪問し、ご説明させていただきます。
まずは、お電話ください。

福岡商工会議所では、域内の事業者の方々の声を広く集め、
地域経済の発展につなげるために日々活動しています。
趣旨にご賛同いただける方のご入会を随時受け付けています。

事業者の皆様を応援します!

お知り合いの方を

共に発展しましょう！！

ご紹介
ください！！

特典
あります

！

9,000円個人事業者の
場合

以
上 15,000円法人・団体の

場合
以
上
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労務Q&A

をさせることは認められていません）
なお、技能実習生名義の口座の通帳などを使用者が
保管することも禁止されています。

4．労働時間について
企業単独型で雇用契約に基づいて講習を実施する場
合、また入国当初の講習終了後（団体管理型、及び企業
単独型で雇用契約に基づかない講習を実施する場合）に
別の講習を義務づける場合は、その講習時間は労働時
間となります。

5．寄宿舎について
技能実習生を受け入れる際は、寝室は1人4.5㎡以上
など、適切な宿泊施設を確保する必要がありますが、技
能実習生が事業主等の用意した宿舎に居住し、共同生
活（便所、炊事場、浴室などが共同で一度に食事をとる
等）を行う場合は、寄宿舎に該当しますので、寄宿舎規
則を作成する必要があります。
なお、マンションなどで各自の部屋が設けられ、各部
屋に便所、炊事場、浴室などが備わっている場合（共同
生活の実態がない場合）は寄宿舎に該当しません。

6．帰国時（第3号技能実習に係る一時帰国を含む）に
ついて
技能実習生が最終賃金の支払日前に帰国する場合、
銀行口座を解約しますので、最終賃金は現金で支給する
など工夫が必要です。また、年末調整や住民税など税
金の取り扱いについても注意が必要です。
更に、6ヶ月以上働いた技能実習生は脱退一時金の対
象にもなりますので、社会保険の喪失手続きはもちろん、
年金手帳の紛失等が無いかご確認ください。

その他、技能実習生の労務管理についての詳細は、
社会保険労務士にご相談ください。

この度、技能実習生を受け入れることに
なりました。何か注意することはあります
か？

技能実習制度は、雇用関係の下で技能
等を習得・習熟する制度ですので、技能
実習生は「労働者」に該当します。従って、
日本人の労働者と同様に労働基準法を始

め労働関係法令が適用されますが、技能実習生ならでは
の留意点もありますので、確認していきましょう。

1．労働条件の明示について
母国語など技能実習生が理解できる言葉での明示が

求められます。厚生労働省のホームページにも多言語の
労働条件通知書モデルがありますので参考にすると良い
でしょう。

2．就業規則について
技能実習生は、外国人技能実習機構に認定された技

能実習計画と異なる作業は出来ませんので、配置転換や
出向などが一律に規定された就業規則は適さない場合が
あります。
また、母国語など技能実習生が理解できる言葉に翻訳

して周知するのが理想的です。

3．賃金について
寮費や食費を控除する際は「賃金控除に関する労使協

定」の締結が必要となり、また控除額は実費を超えては
いけません。なお、実習終了後の帰国旅費や監理団体
から徴収される監理費を技能実習生に負担させてはいけ
ません。
もちろん、最低賃金を下回る賃金額や、割増賃金につ

いて法定の割増率未満とすることは、実習生の合意が
あっても無効となりますし、時間外労働を内職として行
わせることも出来ません。（入管法上、技能実習生に内職

A

Q

外国人技能実習生の
　　　労務管理について

福岡県社会保険労務士会　藤高 昌子

法律Q&A

際には消費税相当額を別途支払う必要があったというよ
うな場合がこれにあたります。
⑶指定不当表示（3号）
5条1号2号だけでは十分に対応できない表示につい
て、内閣総理大臣の指定により、不当表示の類型に追
加することで規制しています。
例えば、ジュースの容器に果実の写真やイラストを表
示する場合には、無果汁の表示を必要とする規制などが
これにあたります。

3．違反すると…
不当表示規制に違反すると、以下の処分を受ける可能
性があります。
⑴措置命令
消費者庁から、違反行為を行った事業者に対し、表示
の差止め、再発防止措置、一般消費者に対する周知措
置などが命じられます。
⑵課徴金
景表法5条1号2号違反の場合に、商品やサービスの
売上額の3％を課徴金として納付を命じる処分です。

4．広告には注意が必要
広告には、景表法以外にも、特定商取引法や消費者
契約法、薬機法、著作権法など様々な法律が絡みます。
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事
業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ 
ル：0570－001－240）を実施しています。お気軽にご
相談ください。

自社の商品をウェブサイトで広告したい
と思っています。気をつけるべきことはあ
るでしょうか？

広告には、景品表示法（以下「景表法」
といいます）などの規制が存在しますので、
違反しないよう注意が必要です。

1．景表法の規制範囲
自社のウェブサイトで商品を紹介することも規制の対象
となりえます。チラシやネット広告に限られないので注意
が必要です。

2．規制される表示
景表法では、3つの類型を不当表示として規制してい
ます（景表法5条各号）。
⑴優良誤認表示（1号）
商品やサービスを実際よりも著しく優れていると示し、
一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れがある表示（このような表示を「優良誤認表示」といい
ます）を規制しています。
例えば、健康食品の事業者が商品について「飲むだけ
で1週間に10キロやせる」と表示したが、そのような効
果は科学的に実証されていなかった場合がこれにあたり
ます。
⑵有利誤認表示（2号）
商品やサービスを実際よりも著しく取引条件が有利で
あるように示し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択
を阻害するおそれがある表示（このような表示を「有利誤
認表示」といいます）を規制しています。
例えば、「価格は消費税込み1万円」と表示しながら実

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　荻野 哲也

Q

ウェブサイトで広告する際の
注意点
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法律Q&A

際には消費税相当額を別途支払う必要があったというよ
うな場合がこれにあたります。
⑶指定不当表示（3号）
5条1号2号だけでは十分に対応できない表示につい
て、内閣総理大臣の指定により、不当表示の類型に追
加することで規制しています。
例えば、ジュースの容器に果実の写真やイラストを表
示する場合には、無果汁の表示を必要とする規制などが
これにあたります。

3．違反すると…
不当表示規制に違反すると、以下の処分を受ける可能
性があります。
⑴措置命令
消費者庁から、違反行為を行った事業者に対し、表示
の差止め、再発防止措置、一般消費者に対する周知措
置などが命じられます。
⑵課徴金
景表法5条1号2号違反の場合に、商品やサービスの
売上額の3％を課徴金として納付を命じる処分です。

4．広告には注意が必要
広告には、景表法以外にも、特定商取引法や消費者
契約法、薬機法、著作権法など様々な法律が絡みます。
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事
業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ 
ル：0570－001－240）を実施しています。お気軽にご
相談ください。

自社の商品をウェブサイトで広告したい
と思っています。気をつけるべきことはあ
るでしょうか？

広告には、景品表示法（以下「景表法」
といいます）などの規制が存在しますので、
違反しないよう注意が必要です。

1．景表法の規制範囲
自社のウェブサイトで商品を紹介することも規制の対象

となりえます。チラシやネット広告に限られないので注意
が必要です。

2．規制される表示
景表法では、3つの類型を不当表示として規制してい

ます（景表法5条各号）。
⑴優良誤認表示（1号）
商品やサービスを実際よりも著しく優れていると示し、

一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れがある表示（このような表示を「優良誤認表示」といい
ます）を規制しています。
例えば、健康食品の事業者が商品について「飲むだけ

で1週間に10キロやせる」と表示したが、そのような効
果は科学的に実証されていなかった場合がこれにあたり
ます。
⑵有利誤認表示（2号）
商品やサービスを実際よりも著しく取引条件が有利で

あるように示し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択
を阻害するおそれがある表示（このような表示を「有利誤
認表示」といいます）を規制しています。
例えば、「価格は消費税込み1万円」と表示しながら実

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　荻野 哲也

Q

ウェブサイトで広告する際の
注意点
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

手口を知り常に対策を
今年は「組織」と「個人」を合わせた20の脅威のう
ち、19の脅威が昨年に引き続きランクインした。このよ
うに大半の脅威は急に出現したものではなく、また新し
い手口でもない。よって手口を知り、常に対策を怠らな
いことが重要と考えられる。
IPAでは、情報セキュリティ対策の基本として、①ソフ
トウエアの更新、②セキュリティソフトの導入、③パスワー
ド管理・認証の強化、④設定の見直し、⑤脅威・手口を
知ることを推奨している。企業規模にかかわらず実行す
ることが可能な基本的な対策だが、10大脅威のさまざ
まな脅威に対して有効であるため、確実に実行していた
だきたい。また、これら基本的な対策に取り組むことを
宣言することで、セキュリティ対策自己宣言制度
「SECURITY  ACTION」のロゴマークを使用することが
できる。ロゴマークをウェブサイトや名刺などに表示する
ことで、情報セキュリティに自ら取り組んでいることをア
ピールすることが可能だ。利用手数料は無料。具体的
な手続きはIPAのホームページを確認してほしい（QRコー
ドを参照）。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

ニューノーマルな働き方狙う攻撃が初登場
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、2020年
に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報
セキュリティに関するトピックについて、情報セキュリティ
分野の研究者など約160人のメンバーから成る「10大脅
威選考会」の審議・投票によりトップ10を選出。「情報
セキュリティ10大脅威2021」として順位を決定し、IPA
のホームページで公表した（後掲のQRコードを参照）。
組織の順位では、「ランサムウェアによる被害」が1位
となった。昨年8月にIPAは、ランサムウェアを用いた新
たな攻撃の手口として「人手によるランサムウェア攻撃」
と「二重の脅迫」について注意喚起を行った。従来はウ
イルスメールをばらまくなどの方法で広く無差別に攻撃が
行われていたが、新たな攻撃者は、明確に標的を企業
に定めている。標的型攻撃と同様の手法で企業のネット
ワークに侵入したり、データを暗号化するだけでなく窃
取して公開すると脅したりして、身代金を支払わざるを
得ないような状況をつくり出す。昨年は国内企業への攻
撃も報道され、大きな話題となった。新たなランサムウェ
ア攻撃は、標的型攻撃と同等の技術が駆使されるため、
例えば、ウイルス対策、不正アクセス対策、脆弱（ぜい
じゃく）性対策など、基本的な対策を、確実かつ多層
的に適用することが重要である。
また、「テレワークなどのニューノーマルな働き方を狙っ
た攻撃」が初登場で3位となった。昨年は新型コロナウ
イルス感染症の世界的なまん延に伴い、感染症対策の
一環として政府機関からテレワークが推奨された。テレ
ワークへの移行に伴い、自宅などからVPN経由で社内
システムにアクセスしたり、Web会議サービスを利用した
りする機会が増えた。また、私物のPCや自宅ネット
ワークの利用、初めて使うソフトウエアの導入など、以前
は緊急用として使っていた仕組みを恒常的に使う必要性
が出てきている。こうした業務環境の急激な変化を狙っ
た攻撃が懸念される。基本的な対策のほか、テレワー
クの規定や運用ルールの整備、セキュリティ教育の実施
などが重要である。

情報セキュリティ
10大脅威2021

情報セキュリ
ティ10大脅威
2021はこちら

「SECURITY 
ACTION」はこ
ちら

お問い合わせ／福岡県事業承継・引継ぎ支援センター　TEL 092-441-6922
福岡商工会議所ビル 8階

【主な業務】 ●事業承継（親族内・第三者）に関する相談　 ●M&Aマッチング支援　 ●事業承継計画策定支援
　　　　　 ●事業承継診断・セミナー実施　 ●経営者保証解除に向けたアドバイス、専門家派遣など

令和3年4月1日 活動開始!!

福岡県事業引継ぎ支援センターと
福岡県事業承継支援ネットワークが統合されます

　令和3年4月1日より、親族承継（社長が子供などの親族を後継者として事業や資産を承継する）支援と、第三者承継（従業
員や第三者に事業を譲渡する）支援を、ワンストップで提供いたします。

事業承継・引継ぎ支援センター

◎事業承継全般に係る助言 等

統合

事業承継ネットワーク
（親族承継）

◎気づきの機会の提供（事業承継診断）
◎専門家派遣による経営改善
◎セミナーの実施
◎経営者保証解除に向けた専門家支援 等
※主に親族内承継を支援

事業引継ぎ支援センター
（第三者承継）

◎M＆A・マッチング支援
◎金融機関・仲介事業者への取次ぎ 等
※第三者承継を支援
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お問い合わせ／福岡県事業承継・引継ぎ支援センター　TEL 092-441-6922
福岡商工会議所ビル 8階

【主な業務】 ●事業承継（親族内・第三者）に関する相談　 ●M&Aマッチング支援　 ●事業承継計画策定支援
　　　　　 ●事業承継診断・セミナー実施　 ●経営者保証解除に向けたアドバイス、専門家派遣など

令和3年4月1日 活動開始!!

福岡県事業引継ぎ支援センターと
福岡県事業承継支援ネットワークが統合されます

　令和3年4月1日より、親族承継（社長が子供などの親族を後継者として事業や資産を承継する）支援と、第三者承継（従業
員や第三者に事業を譲渡する）支援を、ワンストップで提供いたします。

事業承継・引継ぎ支援センター

◎事業承継全般に係る助言 等

統合

事業承継ネットワーク
（親族承継）

◎気づきの機会の提供（事業承継診断）
◎専門家派遣による経営改善
◎セミナーの実施
◎経営者保証解除に向けた専門家支援 等
※主に親族内承継を支援

事業引継ぎ支援センター
（第三者承継）

◎M＆A・マッチング支援
◎金融機関・仲介事業者への取次ぎ 等
※第三者承継を支援

共済制度コールセンター手続きの開始について（ご案内）

1. コールセンター手続きの対象 2. コールセンター手続き手順

3. 受付開始日

　このたび、ご加入事業所さまの利便性向上のため、生命共済制度および特定退職金共済制度、経営者年金共済制度
の一時金請求や変更等のお手続きを、大同生命のコールセンターにて承る取扱いを開始いたします。迅速、簡単にお手
続きできますので、ぜひご利用ください。（大同生命保険㈱以外の保険会社経由でお手続きされている事業所さまもご利用できます。）

太枠内が、新たにコールセンター受付の対象となるお手続きで
す。（記載のないものは手続き対象外です）

令和3年3月24日（水）のお手続きより実施いたしま
す。

※現行通り、生保営業担当者経由での手
続も可能ですが、その場合は、コール
センターでの手続き対象とはなりませ
んのでご注意ください。

生命
共済制度

経営者年金
共済制度

特定退職金
共済制度

一時金請求
年金請求
（※1）

「退職」「役員就任」
による退職一時金
の請求（※1）

手続き

脱退

加入者の改姓

住所・
電話番号の
変更（※2）

※1  詳細は、コールセンターでご案内いたします。申出時点で退職日から6か月経過して
　　 いる手続きは、従来通り生保営業担当者経由での手続となります。
※2  お電話で変更手続きをいたします。手続書類は不要です。

【ご連絡先】大同生命コールセンター 0120-789-501（通話料無料）
受付時間9:00～18:00（土・日・祝・年末年始を除く）

①コールセンターへお申し出

②お手続き書類を郵送

③お手続き書類を返送

加
入
事
業
所

大
同
生
命（
本
社
）

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845
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令和3年度 福商実務研修講座   4・5・6月   のご案内
企業理念の具現化に向け、多角的な視点から自社の課題を解決に導く人材を育成する

【定　員】20名
【受講料】　  ：53,900円　   ：70,070円　   ：80,850円
【講　師】㈱就面　松田剛次氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】16名
【受講料】　  ：23,050円　   ：27,450円
　　　  　   ：34,570円
【講　師】㈱サイズラーニング　黒木怜香氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱インターナショナル エア アカデミー
　　　　東久美子氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】（一社）日本研修協会　木下裕子氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　髙尾英正氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】㈱きづくネットワーク　武田義昭氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】ラーニング・マスターズ㈱
　　　　近藤克明氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱GSSヒューマンソリューションズ
　　　　猿渡大吾郎氏

会場収容人数
の半数以下

受付時に
検温実施

座席間隔を
あける

館内空調に
よる換気徹底

消毒液
設置

●発熱（37.5度以上）や風邪症状がある方の受講はご遠慮ください。
＝会員価格

オン
ライン

対面
オン
ライン

対面 対面研修
の感染症
対策

対面研修会場＝福岡商工会議所会議室
オンライン研修会場＝Zoom使用

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

会 特 一

新入社員6カ月集中パッケージ研修
（集合型研修＋オンライン）（全6回）

□ 人事部門への育成状況フィードバックつき
□ 社外の新入社員と同期のような感覚で高めあえる
□ 「研修での学び」と「職場での実践」の反復が基礎ス
キル（ビジネスマナー等）定着を促す

●業務遂行能力  ●対人関係能力  ●概念化能力

会 特
一

新入社員・若手社員のための実
践！ ビジネスマナー講座（二日間）

□ 企業理念を理解し社会人としての自覚を持たせる
□ ビジネスマナーの習得
□ 主体的に働くための思考や習慣を身につける

●業務遂行能力

会 特
一

自らの「枠」から飛び出しアイディ
ア創出！ ラテラルシンキング研修

□ 脳のクセを理解し考えを広げる
□ ただ考えるだけの無駄な時間を無くす
□ 新たな発想を生み出す術を身につける

●概念化能力

会 特
一

上司を補佐し部下を育成する！ 理
念浸透型フォロワーシップ向上講座

□ 組織へ貢献するためのマインド・スキルの習得
□ 後輩に業務の「目的」を正しく伝える
□ 上司の判断軸を理解し自発的に行動する

●対人関係能力

会 特
一

メール＆ビジネス文書と電話応対
マナー講座

□ 「スマホ世代」の社員の悩みをしっかり解決
□ 正しいビジネス文書を理解
□ 「＋心遣い」でワンランク上を目指す

●業務遂行能力

会 特
一

新任管理職スタートアップ研修

□ 最初に理解しておきたい管理職のいろは
□ 働き方改革で求められるチーム作り
□ チームの人材力を上げ成果を創出できる管理者を目指す

●基礎講座

会 特
一

組織も人材も強くなる！ 改革と成
長を実現する3つの手法習得講座

□ チーム・組織の場力を向上させる
□ 権限移譲と役割分担を理解する
□ 1on1で育成と組織改善を目指す

●概念化能力

会 特
一

即戦力となるビジネスコミュニケー
ションスキル

□ 「聴く力」「伝える力」「考える力」を強化
□ 円滑なコミュニケーションスキルを身につける

●対人関係能力

※掲載講座詳細、その他の講座ラインナップはHPでご確認ください。

管理職向け

若手中堅向け

新入社員向け

対面
オン
ライン

対面

対面 対面

対面対面

対面 オン
ライン

4/27
（火）

6/1
（火）

5/20
（木）

6/8
（火）

5/25
（火）

6/9
（水）

4/27（火）・ 
4/28（水）

4/13（火）～ 
9/14（火）

POINT POINT

POINT POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】川野秀明税理士事務所　川野秀明氏

会 特
一

初めての経理実務基礎講座

□ 簿記の基本が理解できる
□ 即戦力となる経理知識が身につく
□ 経理部門の年間スケジュールが把握できる

●経理基礎力

経理向け

対面

5/13
（木）

POINT

POINT POINT

POINT POINT

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/
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令和3年度 福商実務研修講座   4・5・6月   のご案内
企業理念の具現化に向け、多角的な視点から自社の課題を解決に導く人材を育成する

【定　員】20名
【受講料】　  ：53,900円　   ：70,070円　   ：80,850円
【講　師】㈱就面　松田剛次氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】16名
【受講料】　  ：23,050円　   ：27,450円
　　　  　   ：34,570円
【講　師】㈱サイズラーニング　黒木怜香氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱インターナショナル エア アカデミー
　　　　東久美子氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】（一社）日本研修協会　木下裕子氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　髙尾英正氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】㈱きづくネットワーク　武田義昭氏

【時　間】13:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：10,490円　   ：14,890円
　　　  　   ：15,720円
【講　師】ラーニング・マスターズ㈱
　　　　近藤克明氏

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】㈱GSSヒューマンソリューションズ
　　　　猿渡大吾郎氏

会場収容人数
の半数以下

受付時に
検温実施

座席間隔を
あける

館内空調に
よる換気徹底

消毒液
設置

●発熱（37.5度以上）や風邪症状がある方の受講はご遠慮ください。
＝会員価格

オン
ライン

対面
オン
ライン

対面 対面研修
の感染症
対策

対面研修会場＝福岡商工会議所会議室
オンライン研修会場＝Zoom使用

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

会 特 一

新入社員6カ月集中パッケージ研修
（集合型研修＋オンライン）（全6回）

□ 人事部門への育成状況フィードバックつき
□ 社外の新入社員と同期のような感覚で高めあえる
□ 「研修での学び」と「職場での実践」の反復が基礎ス
キル（ビジネスマナー等）定着を促す

●業務遂行能力  ●対人関係能力  ●概念化能力

会 特
一

新入社員・若手社員のための実
践！ ビジネスマナー講座（二日間）

□ 企業理念を理解し社会人としての自覚を持たせる
□ ビジネスマナーの習得
□ 主体的に働くための思考や習慣を身につける

●業務遂行能力

会 特
一

自らの「枠」から飛び出しアイディ
ア創出！ ラテラルシンキング研修

□ 脳のクセを理解し考えを広げる
□ ただ考えるだけの無駄な時間を無くす
□ 新たな発想を生み出す術を身につける

●概念化能力

会 特
一

上司を補佐し部下を育成する！ 理
念浸透型フォロワーシップ向上講座

□ 組織へ貢献するためのマインド・スキルの習得
□ 後輩に業務の「目的」を正しく伝える
□ 上司の判断軸を理解し自発的に行動する

●対人関係能力

会 特
一

メール＆ビジネス文書と電話応対
マナー講座

□ 「スマホ世代」の社員の悩みをしっかり解決
□ 正しいビジネス文書を理解
□ 「＋心遣い」でワンランク上を目指す

●業務遂行能力

会 特
一

新任管理職スタートアップ研修

□ 最初に理解しておきたい管理職のいろは
□ 働き方改革で求められるチーム作り
□ チームの人材力を上げ成果を創出できる管理者を目指す

●基礎講座

会 特
一

組織も人材も強くなる！ 改革と成
長を実現する3つの手法習得講座

□ チーム・組織の場力を向上させる
□ 権限移譲と役割分担を理解する
□ 1on1で育成と組織改善を目指す

●概念化能力

会 特
一

即戦力となるビジネスコミュニケー
ションスキル

□ 「聴く力」「伝える力」「考える力」を強化
□ 円滑なコミュニケーションスキルを身につける

●対人関係能力

※掲載講座詳細、その他の講座ラインナップはHPでご確認ください。

管理職向け

若手中堅向け

新入社員向け

対面
オン
ライン

対面

対面 対面

対面対面

対面 オン
ライン

4/27
（火）

6/1
（火）

5/20
（木）

6/8
（火）

5/25
（火）

6/9
（水）

4/27（火）・ 
4/28（水）

4/13（火）～ 
9/14（火）

POINT POINT

POINT POINT

【時　間】10:00～17:00　　【定　員】20名
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
　　　  　   ：23,050円
【講　師】川野秀明税理士事務所　川野秀明氏

会 特
一

初めての経理実務基礎講座

□ 簿記の基本が理解できる
□ 即戦力となる経理知識が身につく
□ 経理部門の年間スケジュールが把握できる

●経理基礎力

経理向け

対面

5/13
（木）

POINT

POINT POINT

POINT POINT

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/

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/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1282

日商簿記2級合格本科生 募集日商簿記2級合格本科生 募集日商簿記2級合格本科生 募集日商簿記2級合格本科生 募集
■開講日／4月以降随時受講開始いただけます
■クラス／月木：午前または午後クラス、土曜クラス
■回　数／全38回（詳細はWEB参照）
■受講料／特別割引受講料78,850円（税・教材費込）
■対　象／日商簿記3級レベルの知識をお持ちの方
■特　典／特別割引受講料（通常受講料の5％OFF）
申込方法等詳細はホームページをご覧ください。

1．両試験（ペーパー・ネット）に対応。
2．テキスト・演習問題も最新傾向に合わせて改訂。
3．Web講義が標準装備。だから、
　  いつでも・どこでも学習可能。
4．自習室・福岡校講師への質問など、学習環境も
　  充実。

講座の特長   安心ポイント

福岡商工会議所×資格の学校TAC提携講座

【2021年6月検定合格目標】
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福岡商工会議所の検定試験〈4月～10月〉
ビジネス実務に直結する知識やスキルを取得できます。
令和3年度から一部の検定がネット試験化！ 「日商簿記」や「販売士」などがより受験しやすくなりました！
●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

検定名 級 回 施行日 申込期間 受講料（消費税込）

6月13日（日）

10月17日（日）

6月27日（日）

10月24日（日）

第158回

第29回

第222回

第223回

1～3級

2・3級

1～6級

簿記（統一試験）

ビジネス会計

日商珠算（そろばん）

書店・商工会申込：4月28日（水）～5月2日（日）
ネット申込：4月28日（水）～5月6日（木）

8月30日（月）～9月10日（金）

5月12日（水）～5月14日（金）

9月8日（水）～9月10日（金）

1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

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

2級：7,480円
3級：4,950円

対策講座あり

■PBT方式（従来の紙媒体による一斉試験）

検定名 級 申込方法 受講料（消費税込）

詳しくは福岡商工会議所の
「検定試験」webページを
ご覧ください！

2・3級

1～3級

簿記（ネット試験）

リテールマーケティング（販売士） 

2級：4,720円、3級：2,850円
簿記初級：2,200円、原価計算初級：2,200円

1級：7,850円、2級：5,770円、3級：4,200円

■CBT方式（コンピュータを利用して行う試験）

検定名 級 申込方法 受講料（消費税込）

詳しくは福岡商工会議所の
「検定試験」webページを
ご覧ください！

2・3級

2・3級

アドバンスクラス

スタンダードクラス

―

―

―

福祉住環境コーディネーター
ビジネス実務法務

カラーコーディネーター

BATIC（国際会計検定）
環境社会（eco）検定
ビジネスマネージャー

2級：7,700円、3級：5,500円

2級：7,700円、3級：5,500円

アドバンスクラス：7,700円
スタンダードクラス：5,500円

5,500円

5,500円

7,700円

■IBT方式（インターネット経由で行う試験）

詳しくは
こちら!

※2022年度からの口座振替の申込手続となります。

※2022年度からの口座振替
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※2022年度からの口座振替の申込手続となります。

※2022年度からの口座振替
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●どんたくに関するお問い合わせ／福岡市民の祭り振興会（事務局：福岡商工会議所　地域振興部）　TEL 092-441-1170・092-441-1118

福岡市民の祭り振興会（会長＝藤永会頭）は3月15日、総会を開催し、令和2年の事業報
告・決算、令和3年の実施計画・予算並びに新役員について審議し、全て承認されました。
2年ぶりとなる今年のどんたくは、コロナ禍であることを考慮し、伝統を継承するための「地

域の祭り」と位置づけて、新型コロナウイルスに対する予防策を講じたうえで従来の行事を縮
小して開催し、地域の元気を取り戻したいと考えています。
※なお、全国的な感染状況を考慮し、県外からの参加・見物についてはお控えいただきますようお願いいたします。

従来通りの博多どんたく港まつりの開催を期待されていた皆さまには誠に心苦しい限りですが、何とぞご理解いただき、今後ともご
協力くださいますようお願いいたします。
今後、感染が再拡大し国・自治体からイベントの中止・自粛要請等がなされた場合は、予定している行事の中止を検討いたします。

詳細が決まり次第、ホームページ等でご案内いたします。

2019・2020福岡親善大使の任期満了に伴い、2021・2022福岡親善大使の新規選出に向け準備や検討を進めてまいりました
が、今年の選出は見送ることといたしました。
なお、選出の見送りに伴い、現福岡親善大使の任期を以下の通り延長します。

応募をご検討いただいた皆様におかれましては、見送りに至った経緯等についてご理解賜りますよう何卒お願い申し上げます。

第60回 福岡市民の祭り

博多どんたく港まつり
5月3日（月・祝）～4日（火・祝）  場所：福岡市内各所

2019・2020福岡親善大使の任期延長が決定!!

【変更前】 2年（2019年5月3日～2021年5月2日）　　【変更後】 3年（2019年5月3日～2022年5月2日）
※次期選出につきましては、今後の新型コロナウイルス感染拡大の動向を踏まえてご案内いたします。

博多どんたく港まつりの最新情報は公式ホームページでチェック！
公式ホームページ  https://www.dontaku.fukunet.or.jp/

2019・2020・2021 福岡親善大使からのコメント

最新情報

なお、右記の行事は中止とさせて
いただきます。 

●前夜祭　●式典　●どんたく広場（パレード、観光桟敷、花のマーチングパレード、総踊り）
●にしてつ花自動車　●はかた駅前通りどんたくストリート　●福岡親善大使選出

今年は、新型コロナウイルスに対する予防策をしっかり講じた上で
実施させていただきます。

※3.25 現在の情報です

◆博多松囃子
◆本舞台・演舞台
・お祭り本舞台（福岡市役所ふれあい広場）
・博多駅本舞台（博多駅前広場）
・「博多町家」ふるさと館演舞台（「博多町家」ふるさと館）
・櫛田神社演舞台（櫛田神社）
・大丸パサージュ演舞台（エルガーラ・パサージュ広場）
・キャナルシティ博多演舞台（キャナルシティ博多）
・天神中央公園演舞台（天神中央公園）
・西日本シティ銀行演舞台（西日本シティ銀行本店別館【本店営業部・福岡支店】）〈3日のみ〉
◆どんたく博多デー2021

福岡の元気
を

取り戻そう!!

PICK U
P お願い

製品の売上の一部は、
福岡市民の祭り振興会に
協賛されます。

〈販売場所〉
・福岡市内自動販売機
・土産物店　他

現在、当振興会では、開催に向け準備を進めているとこ
ろではございますが、今年度も感染対策を含めて多額の費
用を要するため、多くの皆様のご協力が必要不可欠でござ
います。
つきましては、厳しい経済情勢の折、誠に恐縮ではござ
いますが、祭りの趣旨をご理解いただき、福
岡市における伝統文化の継承と地域経済の
発展のため、何卒ご協賛賜りますようお願い
申し上げます。 ※詳細はお問い合わせください。

協賛のお願い
（1口：10,000円～）

憧れの福岡親善大使に就任して、約2年。多くの方々に支えていただき感謝の気持ちでいっぱいです。
今回新型コロナの影響で、今年度も引き続き福岡親善大使として活動させていただくことになりました。
喜びと共に改めて身が引き締まる思いです。これからも大好きな福岡の魅力を多くの方々に伝えてまいり
ます！ そして、福岡を盛り上げる一員として精一杯頑張ります！ どうぞよろしくお願いいたします。

まだまだ穏やかな日常を
送ることはできませんが、
博多どんたく港まつりが開
催されますことを心から感
謝いたします。この“博多
どんたく”が皆さまの希望
への一歩となりますよう、
私たち自身、笑顔いっぱ
いで頑張っていきたいと思
います。

待ちに待った“博多どん
たく”が遂に開催されま
す。例年とは違った形では
ありますが、福岡の皆さま
に元気や笑顔を届けられ
ることを大変嬉しく思いま
す。福岡親善大使就任3
年目として、これまで以上
に福岡を盛り上げていきま
す！

平嶋 沙帆さん
（ひらしま さほ）

関 美織さん
（せき みおり）

佐土原 理夏さん
（さどはら りか）

期間中の行事予定

写真は過去のものです

博多どんたく
オリジナルデザインボトル 販売中！

特 集 2
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●どんたくに関するお問い合わせ／福岡市民の祭り振興会（事務局：福岡商工会議所　地域振興部）　TEL 092-441-1170・092-441-1118

福岡市民の祭り振興会（会長＝藤永会頭）は3月15日、総会を開催し、令和2年の事業報
告・決算、令和3年の実施計画・予算並びに新役員について審議し、全て承認されました。
2年ぶりとなる今年のどんたくは、コロナ禍であることを考慮し、伝統を継承するための「地

域の祭り」と位置づけて、新型コロナウイルスに対する予防策を講じたうえで従来の行事を縮
小して開催し、地域の元気を取り戻したいと考えています。
※なお、全国的な感染状況を考慮し、県外からの参加・見物についてはお控えいただきますようお願いいたします。

従来通りの博多どんたく港まつりの開催を期待されていた皆さまには誠に心苦しい限りですが、何とぞご理解いただき、今後ともご
協力くださいますようお願いいたします。
今後、感染が再拡大し国・自治体からイベントの中止・自粛要請等がなされた場合は、予定している行事の中止を検討いたします。

詳細が決まり次第、ホームページ等でご案内いたします。

2019・2020福岡親善大使の任期満了に伴い、2021・2022福岡親善大使の新規選出に向け準備や検討を進めてまいりました
が、今年の選出は見送ることといたしました。
なお、選出の見送りに伴い、現福岡親善大使の任期を以下の通り延長します。

応募をご検討いただいた皆様におかれましては、見送りに至った経緯等についてご理解賜りますよう何卒お願い申し上げます。

第60回 福岡市民の祭り

博多どんたく港まつり
5月3日（月・祝）～4日（火・祝）  場所：福岡市内各所

2019・2020福岡親善大使の任期延長が決定!!

【変更前】 2年（2019年5月3日～2021年5月2日）　　【変更後】 3年（2019年5月3日～2022年5月2日）
※次期選出につきましては、今後の新型コロナウイルス感染拡大の動向を踏まえてご案内いたします。

博多どんたく港まつりの最新情報は公式ホームページでチェック！
公式ホームページ  https://www.dontaku.fukunet.or.jp/

2019・2020・2021 福岡親善大使からのコメント

最新情報

なお、右記の行事は中止とさせて
いただきます。 

●前夜祭　●式典　●どんたく広場（パレード、観光桟敷、花のマーチングパレード、総踊り）
●にしてつ花自動車　●はかた駅前通りどんたくストリート　●福岡親善大使選出

今年は、新型コロナウイルスに対する予防策をしっかり講じた上で
実施させていただきます。

※3.25 現在の情報です

◆博多松囃子
◆本舞台・演舞台
・お祭り本舞台（福岡市役所ふれあい広場）
・博多駅本舞台（博多駅前広場）
・「博多町家」ふるさと館演舞台（「博多町家」ふるさと館）
・櫛田神社演舞台（櫛田神社）
・大丸パサージュ演舞台（エルガーラ・パサージュ広場）
・キャナルシティ博多演舞台（キャナルシティ博多）
・天神中央公園演舞台（天神中央公園）
・西日本シティ銀行演舞台（西日本シティ銀行本店別館【本店営業部・福岡支店】）〈3日のみ〉
◆どんたく博多デー2021

福岡の元気
を

取り戻そう!!

PICK U
P お願い

製品の売上の一部は、
福岡市民の祭り振興会に
協賛されます。

〈販売場所〉
・福岡市内自動販売機
・土産物店　他

現在、当振興会では、開催に向け準備を進めているとこ
ろではございますが、今年度も感染対策を含めて多額の費
用を要するため、多くの皆様のご協力が必要不可欠でござ
います。
つきましては、厳しい経済情勢の折、誠に恐縮ではござ
いますが、祭りの趣旨をご理解いただき、福
岡市における伝統文化の継承と地域経済の
発展のため、何卒ご協賛賜りますようお願い
申し上げます。 ※詳細はお問い合わせください。

協賛のお願い
（1口：10,000円～）

憧れの福岡親善大使に就任して、約2年。多くの方々に支えていただき感謝の気持ちでいっぱいです。
今回新型コロナの影響で、今年度も引き続き福岡親善大使として活動させていただくことになりました。
喜びと共に改めて身が引き締まる思いです。これからも大好きな福岡の魅力を多くの方々に伝えてまいり
ます！ そして、福岡を盛り上げる一員として精一杯頑張ります！ どうぞよろしくお願いいたします。

まだまだ穏やかな日常を
送ることはできませんが、
博多どんたく港まつりが開
催されますことを心から感
謝いたします。この“博多
どんたく”が皆さまの希望
への一歩となりますよう、
私たち自身、笑顔いっぱ
いで頑張っていきたいと思
います。

待ちに待った“博多どん
たく”が遂に開催されま
す。例年とは違った形では
ありますが、福岡の皆さま
に元気や笑顔を届けられ
ることを大変嬉しく思いま
す。福岡親善大使就任3
年目として、これまで以上
に福岡を盛り上げていきま
す！

平嶋 沙帆さん
（ひらしま さほ）

関 美織さん
（せき みおり）

佐土原 理夏さん
（さどはら りか）

期間中の行事予定

写真は過去のものです

博多どんたく
オリジナルデザインボトル 販売中！
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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

会員企業のPR掲示板会員企業のPR掲示板 ホットニュースホットニュース

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

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

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します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料

夏の必需品！炎天下の作業やアウトドアにも快適

平易㈱

実用新案商品！超軽量送風服
OEM商品対応可能

▼

熱中症対策にも最適！

です。その他多くの日用品もお取り扱い
しています。お探しの商品がございまし
たら、お気軽にお問い合わせください。

この夏に向けて新発売の送風服！ 炎
天下でも涼しく快適な環境を作ります。
20年間に渡る大手ホームセンターへの商
品提供の実績から、商品に御社のロゴ
を入れてOEM商品としての製造も可能

平易㈱
福岡市中央区港1-3-7  1001号
TEL：092-692-7111
https://heiyi.jp
E-mail：service@heiyi.jp
営業内容
作業服や日用家電など幅広く製造卸販
売。自社工場製造、直輸入、中間業者
なし。コストを抑え低価格の商品をお届
けします。

ランチタイム中にマスクを抗菌！
ギフトに大好評中の仮置きマスクケースです

㈱九州電化

医療従事者のニーズに応えた
即効型抗菌マスクケース!!

▼

抗菌プレートを内張した
ケースです

ニューノーマル時代において、マスクの
仮置きに関する新しいエチケットとマ
ナーを提案いたします。コロナごみ削減
のためにも、ぜひお求めください。

医療従事者の声から生まれたマスク
ケース。抗菌性と抗ウイルス性が学術的
に検証されている銅（めっき）と銀イオン
をダブルコーティングすることで、15分
で菌が半減（抗菌性試験で確認済み）。

㈱九州電化
福岡市東区社領3丁目4番8号
TEL：092-611-3461
FAX：092-611-3460
https://www.k-denka.co.jp/
営業内容
半導体製造装置、ロボット、医療機器、
建築・装飾金物や電力部品、プリント基
板のめっきを主品目とする他、難めっき
材も扱っています。

プリントサービスを中心に、お客様の「作りたい」や
「困った」に寄り添いサポートいたします

キンコーズ

キンコーズはひとりひとりの
プリントサポーターです

▼

天神南店のコワーキングエリア
と広い作業台

の担当営業が訪問し、原稿のお引取り
や配送も承ります。売掛口座ご登録で
納品書払いが可能となります。福岡商工
会議所会員企業様が店頭ご利用の際は
会員証のご提示で10%割引となります。

私たちの仕事は、お客様のお手伝い
をさせて頂くことです。紙媒体を中心に
動画やWeb等多様な情報加工サービス
を展開し、お客様を24時間体制でサ
ポート致します。法人のお客様には専任

キンコーズ  筑紫口店
福岡市博多区博多駅東2-5-28
博多偕成ビル1F
TEL：092-414-3399
FAX：092-414-3390
https://e-creous.com
営業内容
①コピー・オンデマンドプリントサービス
②製本　③名刺作成　④スキャニング
⑤デザイン作成　⑥Web・動画作成
など

西鉄井尻駅から徒歩10分！ひっそりと佇む昔ながらの一軒家
レストランで、シェフ自慢の料理をお楽しみください！

レストラン波多

昔ながらの雰囲気を味わえる
古民家レストラン！

▼

「昔ながらのナポリタン
ランチセット」
1,300円

ただけます。より多くのお客様に来てい
ただきたいという思いから幅広いメ
ニューをご用意しております。お近くに
お越しの際は、ぜひお立ち寄りくださ
い！

当店は、レトロ感が魅力の「昔ながら
のナポリタン」や、希少部位を使った
「ローストビーフ」などの洋食が楽しめる
お店です。コースディナーをはじめお気
軽にランチやスイーツなどをお楽しみい

レストラン波多
福岡市南区横手2-7-9
TEL：092-980-2782
https://tabelog.com/fukuoka/
A4001/A400202/40055987/
営業内容
洋食、欧風料理

価格高騰中のニトリルグローブ、購入できます！

トレーディネート㈱

Tグローブ（ニトリルグローブ）
販売始めました！

▼

S,M,L の3サイズ
色はブルーのみ

格の高騰が懸念されております。仕入れ
にお困りの企業様、一度お気軽にご連
絡下さいませ。ホームページのお問い合
わせメールフォームもご利用ください。

弊社は、現在ニトリルグローブの輸入
販売をいたしております。
コロナウイルスの影響により、世界的

にニトリルグローブの需要が急速に増え、
原材料の不足、製造の遅れにより、価

トレーディネート㈱
福岡市中央区渡辺通5丁目13-3
セントラルビル201号
TEL：092-408-2536
FAX：092-408-2537
https://www.tradinate.co.jp/
営業内容
・輸出入の輸送サポート・輸出入の手続
きサポート・物流サポート・海外からの
商品仕入れ販売
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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

会員企業のPR掲示板会員企業のPR掲示板 ホットニュースホットニュース

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

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

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します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料

夏の必需品！炎天下の作業やアウトドアにも快適

平易㈱

実用新案商品！超軽量送風服
OEM商品対応可能

▼

熱中症対策にも最適！

です。その他多くの日用品もお取り扱い
しています。お探しの商品がございまし
たら、お気軽にお問い合わせください。

この夏に向けて新発売の送風服！ 炎
天下でも涼しく快適な環境を作ります。
20年間に渡る大手ホームセンターへの商
品提供の実績から、商品に御社のロゴ
を入れてOEM商品としての製造も可能

平易㈱
福岡市中央区港1-3-7  1001号
TEL：092-692-7111
https://heiyi.jp
E-mail：service@heiyi.jp
営業内容
作業服や日用家電など幅広く製造卸販
売。自社工場製造、直輸入、中間業者
なし。コストを抑え低価格の商品をお届
けします。

ランチタイム中にマスクを抗菌！
ギフトに大好評中の仮置きマスクケースです

㈱九州電化

医療従事者のニーズに応えた
即効型抗菌マスクケース!!

▼

抗菌プレートを内張した
ケースです

ニューノーマル時代において、マスクの
仮置きに関する新しいエチケットとマ
ナーを提案いたします。コロナごみ削減
のためにも、ぜひお求めください。

医療従事者の声から生まれたマスク
ケース。抗菌性と抗ウイルス性が学術的
に検証されている銅（めっき）と銀イオン
をダブルコーティングすることで、15分
で菌が半減（抗菌性試験で確認済み）。

㈱九州電化
福岡市東区社領3丁目4番8号
TEL：092-611-3461
FAX：092-611-3460
https://www.k-denka.co.jp/
営業内容
半導体製造装置、ロボット、医療機器、
建築・装飾金物や電力部品、プリント基
板のめっきを主品目とする他、難めっき
材も扱っています。

プリントサービスを中心に、お客様の「作りたい」や
「困った」に寄り添いサポートいたします

キンコーズ

キンコーズはひとりひとりの
プリントサポーターです

▼

天神南店のコワーキングエリア
と広い作業台

の担当営業が訪問し、原稿のお引取り
や配送も承ります。売掛口座ご登録で
納品書払いが可能となります。福岡商工
会議所会員企業様が店頭ご利用の際は
会員証のご提示で10%割引となります。

私たちの仕事は、お客様のお手伝い
をさせて頂くことです。紙媒体を中心に
動画やWeb等多様な情報加工サービス
を展開し、お客様を24時間体制でサ
ポート致します。法人のお客様には専任

キンコーズ  筑紫口店
福岡市博多区博多駅東2-5-28
博多偕成ビル1F
TEL：092-414-3399
FAX：092-414-3390
https://e-creous.com
営業内容
①コピー・オンデマンドプリントサービス
②製本　③名刺作成　④スキャニング
⑤デザイン作成　⑥Web・動画作成
など

西鉄井尻駅から徒歩10分！ひっそりと佇む昔ながらの一軒家
レストランで、シェフ自慢の料理をお楽しみください！

レストラン波多

昔ながらの雰囲気を味わえる
古民家レストラン！

▼

「昔ながらのナポリタン
ランチセット」
1,300円

ただけます。より多くのお客様に来てい
ただきたいという思いから幅広いメ
ニューをご用意しております。お近くに
お越しの際は、ぜひお立ち寄りくださ
い！

当店は、レトロ感が魅力の「昔ながら
のナポリタン」や、希少部位を使った
「ローストビーフ」などの洋食が楽しめる
お店です。コースディナーをはじめお気
軽にランチやスイーツなどをお楽しみい

レストラン波多
福岡市南区横手2-7-9
TEL：092-980-2782
https://tabelog.com/fukuoka/
A4001/A400202/40055987/
営業内容
洋食、欧風料理

価格高騰中のニトリルグローブ、購入できます！

トレーディネート㈱

Tグローブ（ニトリルグローブ）
販売始めました！

▼

S,M,L の3サイズ
色はブルーのみ

格の高騰が懸念されております。仕入れ
にお困りの企業様、一度お気軽にご連
絡下さいませ。ホームページのお問い合
わせメールフォームもご利用ください。

弊社は、現在ニトリルグローブの輸入
販売をいたしております。
コロナウイルスの影響により、世界的

にニトリルグローブの需要が急速に増え、
原材料の不足、製造の遅れにより、価

トレーディネート㈱
福岡市中央区渡辺通5丁目13-3
セントラルビル201号
TEL：092-408-2536
FAX：092-408-2537
https://www.tradinate.co.jp/
営業内容
・輸出入の輸送サポート・輸出入の手続
きサポート・物流サポート・海外からの
商品仕入れ販売
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TOKORO
SHOW  YOU

23

商店街応援隊「トコロ」が参ります！

福岡商工会議所
よかぞうチャンネル

現在、香椎商工連盟では次のステージに向けた新たな
プロジェクトが始動中！
吉本会長が大切にしたいと仰っていたのは“若者の原

動力”。次世代を担う若者が主体性を持ってチャレンジが
できる環境を整えることで、街に新たな風を吹かせたい。
若手商店主らによるワーキングチームが街の活性化に

向けた事業と商店街の新たなカタチを模索しています。

「香椎自然食品センター」と㈱トン・モリスが運営を手掛ける「香椎テイクアウトステーション」を取材してきました。

香椎の未来を考える

香椎自然食品センター
有機栽培のお野菜や無農薬米、添加物を使
わない昔ながらの調味料など1,000以上の身
体にやさしいアイテムを取り揃えます。代表の
仲村さんが大切にしていることは、国内産でも
こだわりのある商品の販売を通して、生産者
の思いや本来の日本の食の魅力・その伝統を
守っていくこと。食品本来のやさしさと日本の
伝統に触れることができる素敵なお店です。
TEL 092-671-3534
東区香椎駅前2-12-54-102
営9:30～18:30　㉁日曜・祝日
http://shizensyokuhin.net/

香椎テイクアウトステーション／
㈱トン・モリス
昨年4月、新型コロナが猛威を振るい始
めた頃、オープン予定だった飲食店を急
遽、方向転換。香椎の飲食店が持ち
寄った弁当類を販売する「香椎テイクア
ウトステーション」をオープン。代表の仲
盛さんは「大変な時こそ、力を合わせる。
それが香椎ですね」と語ってくれました。
TEL 092-662-2440
東区香椎駅前2-19-7
営11:00～20:00　㉁不定休

見ドコ
ロ

ホームページ

福岡市東区、その利便性や買い物環
境の豊かさなどから“東の副都心”とい
われる香椎。今年3月に市の区画整理
事業を終え、新たな賑わいを期待する
雰囲気が広がっています。
現在、香椎には8つの商店街とエリ
アがありますが、今から72年前、それ
ぞれの商店街がより一体となって賑わ
いある香椎を作ろうと誕生したのが香
椎商工連盟。8つの団体が一つの共同
体として活動することで、街を舞台にし
た“はしご酒イベント”や学生と連携した
“アート事業”など、地域全体を巻き込

んだ事業を実施し、街に人の交流と賑
わいを作ってきました。
今回、“区画整理事業完了に伴う今
後の街づくり”について、会長の吉本さ
んにお話を聞きました。
「ここ数年間で街の景観も人の流れも
ガラッと変わりました。今後も引き続
き、ビルやテナントの新規参入を促す
ことで商店街の新たなカタチを形成し、
お客さんも事業者もワクワクするような
街にしていきたいと考えています。これ
からがスタート、新たな一歩を踏み出し
ていきます」と語ってくれました。

香椎商工連盟
商店街情報

街の至るトコロでビルやテナントの参入が進んでい
ます（JR香椎駅付近）

Check

新着

トコロ商遊記動画版も配信中！
商店街の取り組みをはじめ、特色あるお店、そこに携わる人々の想
いなどその魅力をお伝えします。

  新着    吉塚市場　お釈迦様の開眼法要を取材！

取材日：3月11日

今月号をもって「トコロ商遊記」は終了となります。全23回、約2年間の長きにわたり、商店街の魅力を誌面と動画でお届け
できたことは大変嬉しく思います。皆さんもお近くの商店街にぜひ足を運んでみてくださいね。きっと面白い発見がありますよ。
ありがとうございました！ またお会いしましょう！

ご挨拶

街、商店街、そして、
トコロの新たな船出

香椎商工連盟の巻最終章

ホームページ

株式会社門田提灯店
☎092-271-5766
福岡市博多区上川端町11-8
http://kadota-chouchin.com/
営10:00～19:00
㉁不定休

小規模事業者持続化補助金を利用して、より多くのお客様に提灯を届けるた
めにネット販売を強化しようと思い商工会議所の相談窓口を利用しました。今
後も、販路拡大のため商工会議所のサービスを活用していこうと思っています。
初代が明治28年に当店を創業してから「社長みずからが職人であれ」という

教えを受けつぎ、当店では文字・紋入れはすべて手書きで行っています。今
は、プリント技術も進み手書き提灯は少なくなってきていますが、これからも一
筆ひとふで丹精をこめてお客様のもとにお届けしていきたいです。
今後は、現代にも親しまれる提灯の作成や、日本人だけでなく海外の方々に

も看板等で使っていただけるような提灯を作っていきたいと思います。

4代目

門田明寛さん

なにやら提灯に“絵付け体験”ができるお店があると聞
き、今回訪れたのは博多区上川端にある、「門田提灯店」
さんです
門田提灯店は、川端通商店街のアーケード内に店舗を
構えていて、絵付け体験ができる提灯店です。お店の奥
には作業スペースがあって、そこで提灯の骨組みから製作
されていて、文字や紋入れはすべて手書きで行われていま
す　 用途・素材・サイズなど組み合わせるとその数なんと
40種類以上なんだとか
気になる絵付け体験は、お土産用のミニ提灯に自分で
文字や絵を描くことができます　自由にデザインを決めた
ら、えんぴつで下書きをして、筆で色付けしていきます。
絵具が乾燥したら完成です！ 体験は1時間程度で終わり、
完成した提灯はもちろん持って帰ることができます　 ご家
族連れや、観光客の方々に人気なんだとか　 絵付け体験
をしてみたい、提灯文化に触れてみたいという方は、ご予
約の上ぜひ“絵付け体験”されてみてはいかがでしょうか

絵付け体験 （3,300 円～）
 ※お電話でご予約ください

明治から続く
老舗提灯店　

一つひとつ手書きで文字を
入れています

お店にはインテリアとしての
提灯も販売されています♪

5代目

門田光太郎さん

会議所NEWSの編集担当職員が街で見つけた“よかもん”をご紹介♪
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ホームページ

株式会社門田提灯店
☎092-271-5766
福岡市博多区上川端町11-8
http://kadota-chouchin.com/
営10:00～19:00
㉁不定休

小規模事業者持続化補助金を利用して、より多くのお客様に提灯を届けるた
めにネット販売を強化しようと思い商工会議所の相談窓口を利用しました。今
後も、販路拡大のため商工会議所のサービスを活用していこうと思っています。
初代が明治28年に当店を創業してから「社長みずからが職人であれ」という

教えを受けつぎ、当店では文字・紋入れはすべて手書きで行っています。今
は、プリント技術も進み手書き提灯は少なくなってきていますが、これからも一
筆ひとふで丹精をこめてお客様のもとにお届けしていきたいです。
今後は、現代にも親しまれる提灯の作成や、日本人だけでなく海外の方々に

も看板等で使っていただけるような提灯を作っていきたいと思います。

4代目

門田明寛さん

なにやら提灯に“絵付け体験”ができるお店があると聞
き、今回訪れたのは博多区上川端にある、「門田提灯店」
さんです
門田提灯店は、川端通商店街のアーケード内に店舗を
構えていて、絵付け体験ができる提灯店です。お店の奥
には作業スペースがあって、そこで提灯の骨組みから製作
されていて、文字や紋入れはすべて手書きで行われていま
す　 用途・素材・サイズなど組み合わせるとその数なんと
40種類以上なんだとか
気になる絵付け体験は、お土産用のミニ提灯に自分で
文字や絵を描くことができます　自由にデザインを決めた
ら、えんぴつで下書きをして、筆で色付けしていきます。
絵具が乾燥したら完成です！ 体験は1時間程度で終わり、
完成した提灯はもちろん持って帰ることができます　 ご家
族連れや、観光客の方々に人気なんだとか　 絵付け体験
をしてみたい、提灯文化に触れてみたいという方は、ご予
約の上ぜひ“絵付け体験”されてみてはいかがでしょうか

絵付け体験 （3,300 円～）
 ※お電話でご予約ください

明治から続く
老舗提灯店　

一つひとつ手書きで文字を
入れています

お店にはインテリアとしての
提灯も販売されています♪

5代目

門田光太郎さん

会議所NEWSの編集担当職員が街で見つけた“よかもん”をご紹介♪
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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）
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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）

816,324 

1,563,218 

101.9 

101.6 

267,760 

11,157 

11,391 

174,686 

452 

23,092 

812 

27,073,781 

17,520,280 

2,728 

51,581 

10 

57 

14 

2,510 

2021年2月〈令和3年2月〉

▲  0.8

▲  2.1

▲  0.2

▲  0.4

▲  6.8

▲  2.3

▲13.1

0.0

▲  4.4

▲13.0

▲22.1

9.3

7.8

183.6

351.4

▲28.6

▲66.2

▲50.0

▲37.0

1.01 

92,628 

86,216 

197 

4,152,569 

2,572,499 

2,587,872 

562,068 

2,854,118 

407,545 

3,277 

6,689 

5,019 

1,986 

55,550 

1,148 

7,400 

2,414 

898,840 

▲30.3

▲20.3

16.0

23.9

▲25.0

▲47.7

▲42.8

▲38.5

▲33.8

▲72.8

▲99.4

▲  0.6

8.5

▲20.3

▲65.8

▲88.8

▲99.3

▲99.1

▲28.4

＊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、令和2年は、5年に一度の国勢調査実施年にあた
り、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。

＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。

3月号＜福岡の統計2021年1月＞で未掲載項目について（％）
　・百貨店　売上高……………………………  11,617（▲34.1）
　・　〃　　売場面積…………………………174,686（0.0）

売上債権保全制度（取引信用保険）の取り扱いを開始
福商会員事業所を対象に

お申し込み・お問い合わせ先／当所会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845
取扱代理店／伊藤忠オリコ保険サービス㈱　TEL 092-471-3781

このたび福岡商工会議所は、取引先の倒産等による売掛債権の回収不能リ
スクを補償する「売上債権保全制度（取引信用保険）」を導入し会員事業所を
対象に4月から取り扱いを開始しました。
当制度は、コロナ禍において不確定要素が増す中、取引先に対する自社の
審査・管理機能に加えて、保険会社の審査機能を活用した与信チェック機能
として活用することも可能となります。
また、貸倒損失が発生しても、返済の必要のない保険金を早期に受け取る
ことにより、コストの平準化等様々なリスク回避が可能です。
さらに、各地商工会議所の会員企業を取りまとめ、複数の保険会社が連携
して引受枠を担うため、単独にて利用を試みるとハードルが高い中小企業や
取引先の少ない企業にとっても、活用の機会が広がる制度となっております。
ぜひ、この機会に活用を検討ください。

新型コロナウイルスの拡大は、既に多くの事業者様の経営に大きな影響を及ぼし
ており、「新型コロナウイルス関連倒産」が大幅に増加しております。このような環
境下で、当会議所がスタートすることとなった「売上債権保全制度」は、全国商工会
議所で導入済みの大阪、神戸、名古屋、金沢などの会員様には既にご加入いただい
ており、「リスクヘッジできて安心だ」と喜んでいただいている制度です。

①取引先の支払遅延や手形不渡りによるキャッシュフローの悪化、影響が心配だ
②身近で既に倒産・破綻が発生していて、自社の取引先の経営状態が心配だ
③経営セーフティ共済以外の方法で、取引先が倒産した際の補償を用意したい　　等

加入会員企業の取引先が倒産などにより回収不能となった場
合の売上債権を補償します。

「複数引受保険会社の起用（シンジケート化）」並びに「各地会
員企業をグループ化」する仕組みを導入したことにより、会員企
業への補償内容のスケールメリット・制度の長期安定利用につな
げております。

①与信管理の充実強化
会員企業の独自の審査・管理機能に加えて、引受保険会社に

よる二重のチェックをかけることにより、取引先の与信管理体制
の強化・充実を図ることができる

②資金繰りの早期立て直し
貸し倒れによる損失を、保険金で早期に受け取ることで、資

金繰り悪化を防ぎ、リスクが回避できる

③決算への悪影響を抑制
本制度による売上債権の保全により、大きな損失も平準化出

来るため、金融機関、株主、仕入先、販売先などへの信用力を
保持・向上できる

制度加入時にあらかじめ対象となる取引先を登録する必要あり
※ただし選択する際に条件等ありますので詳細については、パンフレットをご
確認いただくか、直接お問い合わせください。

制度内容

制度の特長

対象取引先

加入のメリット

取引先の倒産・入金遅延の場合の売掛債権回収
不能リスクを補償します

中小企業・小規模事業者にも加入しやすい制度
となっています

本制度を
お勧めしたい
事業者例

4/1
スタート

福岡商工会議所メールマガジン
購 読 者 募 集 !

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

見逃せない福商発ビジネス情報をお送りします

登録はこちらから

経営に役立つ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

□ 毎月2回配信
□ もちろん無料!!
□ 誰でも登録可

セミナーや補助金などの情報を探す手間が
省けて、見逃さずに済むので助かる

会報誌は本社に届くので、メルマガで
情報収集してます

社内回覧をしてセミナーや交流会など
の申し込みをしています
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中小企業のベストパートナー

令和3年4月から
新しい信用保証制度がスタートします

お知らせ

伴走支援型特別保証制度

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

福岡県信用保証協会

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小規模事業者の皆さまが
金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、保証料
の一部を補助します。

事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度
　中小企業再生支援協議会や経営改善サポート会議等の支援により作成した
事業再生計画を実行するために必要な資金を支援する「経営改善サポート保
証」の据置期間を5年に延長した上で、保証料の一部を補助します。

※一定の要件を充たす場合、連帯保証人が免除されます。

市町村から以下のいずれかの認定を受け、経営行動に係る計画を策定した中小企業者
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15％以上減少）
③危機関連保証（売上高15％以上減少）
※①、③は、新型コロナウイルス感染症に係るものに限ります。

4,000万円（部分保証の場合は5,000万円）
10年以内（据置期間5年以内）
金融機関所定
0.2％（保証料の一部を国が補助）
令和3年4月1日～令和4年3月31日協会受付分まで
必要に応じて徴求
原則、法人代表者のみ※

融資対象者

融資限度額
融資期間
融資利率

信用保証料（当初）
取扱期間
担　　保
連帯保証人

産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導または助言を受けて作成
した事業再生計画等に従い、事業再生を行う中小企業者
2億8,000万円
15年以内（据置期間5年以内）
金融機関所定
0.2％（保証料の一部を国が補助）
令和3年4月1日～令和4年3月31日協会受付分まで
必要に応じて徴求
原則、法人代表者のみ※

融資対象者

融資限度額
融資期間
融資利率

信用保証料（当初）
取扱期間
担　　保
連帯保証人
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