
会員とともに、市民とともに

福岡商工会議所
NEWS
Fukuoka Chamber of Commerce & Industry

特 集

福岡商工会議所
イメージキャラクター
よかぞう

2021年 vol .567
11

「事業継続力強化計画」策定のすすめ



商談マッチ
ング

システム
を活用した販路拡大事業

当所ではwithコロナに対応した新しい販路開拓を実現するために、今年7月からオンライ
ンを活用した通年商談ができる食に特化したプラットフォームの提供を開始しています。

現在、国内外バイヤー約50社、サプライヤー約120社が登録しており、本システム内で商談が行われております。
これまで当所で実施していた個別商談会事業についても、今後は本システム内で募集や参加申込等を行っていく
予定です。この機会にぜひ本システムをご活用ください。（システムの詳細については以下の通り）

＜本システム内で開催予定の商談会について＞ ＜本システムの概要について＞
【バイヤー】全国に所在する事業者
【サプライヤー】九州・山口に所在する事業者
【バイヤー】無料
【サプライヤー】1社1万円（4月～翌年3月までが対象期間）
無料（通年のオンラインマッチングは利用回数無制限）
※同時商談は３商談まで
※個別商談会の参加費有無は主催者が決定

Google｠Chromeを推奨
※他ブラウザの最新版に対応（Internet｠Exploreは除く） 

■商談会一覧
https://www.food-expo-kyushu.jp/events

■本システム紹介WEBサイト
　（新規登録・マニュアル・利用規約等）
https://www.fukunet.or.jp/businesschance/matching-system/

産業振興グループお問い合わせ TEL:092-441-1119

【11月29日、30日】
フードスタッフとの商談会
「ハンガリー・ジョージアの小売店と
飲食店向け」
【12月上旬予定】
TANESEI TRADINGとの商談会
「シンガポールの小売店向け」

【11月16日、17日】
遠東SOGO百貨との商談会
「Kyushu Maker（常設店舗）」

利用対象

対応ブラウザ

登録料

利用料

会議所からのお知らせ 食 品 限 定

10月25日より、当所の代表電話（092-441-1110）は、
自動音声案内を開始いたしました。
その他、各部署への直通電話番号はこれまでどおりです。

福岡商工会議所 公式SNS  ぜひフォローをお願いします！

詳しくは、ホームページをご覧ください。
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中原採種場株式会社
代表取締役社長　田中 清喜氏
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刻 と々変化する社会に
対応できる野菜を開発

「高齢化や農業人口の減少、核家族
化と、私たちを取り巻く環境は日々変化
しています。しかし野菜生産を省力化
できる種子、あるいは少人数の家族で
も消費しやすいコンパクトなものを開発
するなど、品種によって対応していくこ
とができると考えています」と田中さん。
そして社会生活を激変させた新型コ
ロナウイルス感染症。それに伴って外
食産業が縮小し、野菜も家中消費が
増加。外食産業向けに野菜をつくって
いた生産者からの注文は減った一方
で、ベビーリーフなど食卓を彩る野菜
の売上は伸びていったそうです。加え
て植物工場の増加もひとつの転換期と
なっています。
田中さんは「近年になり閉鎖型で人
工的に光を当て水耕栽培を行う植物工
場が増えています。レタス類が多いの
ですが、畑でつくる露地と違ってサイ
ズなどに制限があるため、これまでと
は違った発想で品種を改良していかな
ければなりません。そうした植物工場
向けの品種に関しても、いち早く注目

して開発を進めてきました」と話しま
す。また地方の野菜の品種保護にも
努め、かつお菜や春菊など伝統野菜
を後世に伝えていくことにも尽力してい
ます。

SDGsに取り組みながら
地道に美味しい野菜を研究する

今後の展望については「長年やって
きたことではありますが、SDGsに向
けた取り組みをブラッシュアップしてい
きます。業務の面では海外に依存傾
向だった採種を再び国内へと移し、雇
用の創出や品質の向上へとつなげてい
きたいと思っています。また食育に関
しても10年以上継続しているので、
こちらも続けていきたいですね」。一
方、海外に対しては種苗法改正を好機
として捉え「オリジナルの品種を安心し
て販売できる」と意気込みます。
ひとつの品種を開発するためにかか
る歳月はおよそ20年。しかも百発百中
で市場に提供できる品種ができるわけ
ではなく、100通りの品種を開発して
納得できるものはひとつ程度と困難な
道です。種を収穫するためにも生産計

画を立ててから約2年が必要だという業
務形態からか、田中さんは経営のモッ
トーとして「無理はしないが、決して諦
めないこと」を大切にしているそう。
一日にしては成らない種の開発。だ
からこそ営業に関しても、じっくりと
時間をかけるスタイル。「どんなに良い
ものができたとしても、一気に市場に
売り込もうとは思っていません。生産
者の皆さんに地域や天候にあった種を
選んでもらい、実際に野菜をつくって
もらって、気に入っていただければそ
こで選んでもらう。時間をかけて私た
ちの商品の良さを知ってもらえればと
思います」。

長年の研究のもとに
350種類の種を提供

1950年、園芸相談所として青果市
場の一角でその歴史をスタートさせ
た、福岡市博多区那珂の中原採種場
株式会社。創業したのは代表取締役
社長の田中清喜さんの祖父にあたる中
原清さん。公務員として戦後の食料の
安定供給や種子の生産に従事した経
験を生かして起業。種の販売について
の要望を受けたことをきっかけに、現
在の採種事業が始まったのだといいま
す。1980年には本社を福岡市博多区
那珂に移転したものの、青果市場がア
イランドシティへと移るまでは販売店
を市場内に構えており、早朝から競り
を終えた生産者たちで賑わっていたそ

うです。また1973年には福岡市城南
区南片江に油山研究農場を開設。以
来、種の販売だけではなく野菜の品
種改良などにも携わり、オリジナルの
品種を世に送り出しています。
4代目となる田中さんは「私たちの仕

事をひとことで言うと、美味しい野菜
の研究です。消費者の方たちが口にし
た時に美味しく、笑顔になってもらえ
るような瞬間を想像し、一方で高い収
量性や耐病性など生産者の皆さんの
要望も叶えられる野菜をつくるために、
日夜品種改良を進めています」と話し
ます。
そうして中原採種場オリジナルとし

て販売しているのは約350種類。主
力は主要野菜でもあるダイコンやニン
ジン、小ネギなど。「中でもダイコンに

は昔から力を入れていて、カタログに
載っているものだけで50種類ほど。
なかなか消費者の方がご存じない部分
ではありますが、ダイコンとひとくちに
言っても漬物用や、おでん用、また大
根おろし向け、刺身のツマ向けなど、
調理方法や用途によって種類が違うの
です。加えて育てる地域の気候、土質
などによっても種類は変わってくるた
め、実は非常に専門性が高いのです」
と田中さん。
消費者や生産者の声に耳を傾けな
がらつくられた野菜は日本だけではな
く、韓国や中国、南米、ヨーロッパな
どでも育てられているほか、13カ国の
契約農場で種を生産。中国の青島に
は自社農場を設けるなど、“ナカハラの
たね”は世界中の食を支えています。

中原採種場株式会社　代表取締役社長　田中 清喜氏

中原採種場株式会社

取材日：10月6日

〒812-0893 福岡市博多区那珂5-9-25
TEL.092-591-0310

https://www.nakahara-seed.co.jp

2中原採種場の研究を担う油山研究農場。産学連携、産官連携をは
じめ、ほかの企業とも合同で野菜の研究に取り組んでいる

4ダイコンの種をとる海外の採種場。一面に花が咲き、このあと実る種
を収穫し、乾燥・精選などの工程を経て市場に送られる

1青果市場内にあった創業当時の中原採種場。園芸相談所の名前
通り、当初は生産者からの野菜に関する相談などに答えていたという

3本社1階には店舗を併設。家庭菜園向けから生産者向けまでさまざま
な種類の種を販売している。営業時間は午前8時半から午後5時半まで

【プロフィール】
福岡県生まれ。1996年、家業である中原採
種場株式会社に入社。2016年に4代目の社
長に就任。趣味はゴルフ。山笠のために始め
たジョギングが日課で、福岡マラソンなどに
もエントリーしている。

生産者や消費者の声に耳を傾け
美味しい野菜の種を追求していく

COMPANY’S
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できる種子、あるいは少人数の家族で
も消費しやすいコンパクトなものを開発
するなど、品種によって対応していくこ
とができると考えています」と田中さん。
そして社会生活を激変させた新型コ

ロナウイルス感染症。それに伴って外
食産業が縮小し、野菜も家中消費が
増加。外食産業向けに野菜をつくって
いた生産者からの注文は減った一方
で、ベビーリーフなど食卓を彩る野菜
の売上は伸びていったそうです。加え
て植物工場の増加もひとつの転換期と
なっています。
田中さんは「近年になり閉鎖型で人

工的に光を当て水耕栽培を行う植物工
場が増えています。レタス類が多いの
ですが、畑でつくる露地と違ってサイ
ズなどに制限があるため、これまでと
は違った発想で品種を改良していかな
ければなりません。そうした植物工場
向けの品種に関しても、いち早く注目

して開発を進めてきました」と話しま
す。また地方の野菜の品種保護にも
努め、かつお菜や春菊など伝統野菜
を後世に伝えていくことにも尽力してい
ます。

SDGsに取り組みながら
地道に美味しい野菜を研究する

今後の展望については「長年やって
きたことではありますが、SDGsに向
けた取り組みをブラッシュアップしてい
きます。業務の面では海外に依存傾
向だった採種を再び国内へと移し、雇
用の創出や品質の向上へとつなげてい
きたいと思っています。また食育に関
しても10年以上継続しているので、
こちらも続けていきたいですね」。一
方、海外に対しては種苗法改正を好機
として捉え「オリジナルの品種を安心し
て販売できる」と意気込みます。
ひとつの品種を開発するためにかか

る歳月はおよそ20年。しかも百発百中
で市場に提供できる品種ができるわけ
ではなく、100通りの品種を開発して
納得できるものはひとつ程度と困難な
道です。種を収穫するためにも生産計

画を立ててから約2年が必要だという業
務形態からか、田中さんは経営のモッ
トーとして「無理はしないが、決して諦
めないこと」を大切にしているそう。
一日にしては成らない種の開発。だ
からこそ営業に関しても、じっくりと
時間をかけるスタイル。「どんなに良い
ものができたとしても、一気に市場に
売り込もうとは思っていません。生産
者の皆さんに地域や天候にあった種を
選んでもらい、実際に野菜をつくって
もらって、気に入っていただければそ
こで選んでもらう。時間をかけて私た
ちの商品の良さを知ってもらえればと
思います」。

長年の研究のもとに
350種類の種を提供

1950年、園芸相談所として青果市
場の一角でその歴史をスタートさせ
た、福岡市博多区那珂の中原採種場
株式会社。創業したのは代表取締役
社長の田中清喜さんの祖父にあたる中
原清さん。公務員として戦後の食料の
安定供給や種子の生産に従事した経
験を生かして起業。種の販売について
の要望を受けたことをきっかけに、現
在の採種事業が始まったのだといいま
す。1980年には本社を福岡市博多区
那珂に移転したものの、青果市場がア
イランドシティへと移るまでは販売店
を市場内に構えており、早朝から競り
を終えた生産者たちで賑わっていたそ

うです。また1973年には福岡市城南
区南片江に油山研究農場を開設。以
来、種の販売だけではなく野菜の品
種改良などにも携わり、オリジナルの
品種を世に送り出しています。
4代目となる田中さんは「私たちの仕
事をひとことで言うと、美味しい野菜
の研究です。消費者の方たちが口にし
た時に美味しく、笑顔になってもらえ
るような瞬間を想像し、一方で高い収
量性や耐病性など生産者の皆さんの
要望も叶えられる野菜をつくるために、
日夜品種改良を進めています」と話し
ます。
そうして中原採種場オリジナルとし
て販売しているのは約350種類。主
力は主要野菜でもあるダイコンやニン
ジン、小ネギなど。「中でもダイコンに

は昔から力を入れていて、カタログに
載っているものだけで50種類ほど。
なかなか消費者の方がご存じない部分
ではありますが、ダイコンとひとくちに
言っても漬物用や、おでん用、また大
根おろし向け、刺身のツマ向けなど、
調理方法や用途によって種類が違うの
です。加えて育てる地域の気候、土質
などによっても種類は変わってくるた
め、実は非常に専門性が高いのです」
と田中さん。
消費者や生産者の声に耳を傾けな

がらつくられた野菜は日本だけではな
く、韓国や中国、南米、ヨーロッパな
どでも育てられているほか、13カ国の
契約農場で種を生産。中国の青島に
は自社農場を設けるなど、“ナカハラの
たね”は世界中の食を支えています。

中原採種場株式会社　代表取締役社長　田中 清喜氏

中原採種場株式会社

取材日：10月6日

〒812-0893 福岡市博多区那珂5-9-25
TEL.092-591-0310

https://www.nakahara-seed.co.jp

2中原採種場の研究を担う油山研究農場。産学連携、産官連携をは
じめ、ほかの企業とも合同で野菜の研究に取り組んでいる

4ダイコンの種をとる海外の採種場。一面に花が咲き、このあと実る種
を収穫し、乾燥・精選などの工程を経て市場に送られる

1青果市場内にあった創業当時の中原採種場。園芸相談所の名前
通り、当初は生産者からの野菜に関する相談などに答えていたという

3本社1階には店舗を併設。家庭菜園向けから生産者向けまでさまざま
な種類の種を販売している。営業時間は午前8時半から午後5時半まで

【プロフィール】
福岡県生まれ。1996年、家業である中原採
種場株式会社に入社。2016年に4代目の社
長に就任。趣味はゴルフ。山笠のために始め
たジョギングが日課で、福岡マラソンなどに
もエントリーしている。

生産者や消費者の声に耳を傾け
美味しい野菜の種を追求していく
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ダミー

～自然災害や感染症に事前の備えを～
「事業継続力強化計画」策定のすすめ

　平成23年3月に発生した東日本大震災、平成28年4月に発生した熊本地
震など、我が国にとって地震は避けられない自然災害といえます。国は、国内
のどの地域でどの程度の地震の発生が予測されるかを公表しており、「J-SHIS　
地震ハザードステーション」（http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/）で調べる
ことができます。
　毎年のように発生している大雨等による災害については、各自治体でハザー
ドマップを公表するとともに、国では洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情
報などを地図に重ねて表示することができる「重ねるハザードマップ」
（https://disaportal.gsi.go.jp/）を公開しています。
　災害対応を図る上では、先ずは企業や従業員の自宅の所在地で、どのような
リスクがどの程度想定されるかを把握することが重要です。これを機に、早速
調べてみましょう。

　災害対策を進めるのに有効なものがBCPです。BCPはBusiness 
Continuity Planの頭文字を取った言葉で、日本語では「事業継続計
画」と訳されています。大規模な災害などが発生したらさまざまな問題
や課題が発生します。BCPは、その時になって初めて“どうしよう”と
考えるのではなく、平時において災害への①事前対策、②初動対応、
③復旧対応の３つのステージについて社内で体系的な検討を行い、そ
れを計画書にまとめておき、実際の有事に事業存続（継続）を果たす
ための危機管理手法です。
　中でも、重要なのは①事前対策です。これは大きな災害など緊急
事態が発生した際に被害の程度を最小限に抑え、重要な業務が高い
レベルで継続できるようヒト、モノ、カネ、情報、インフラ等その他
の視点で対策を講じるものです。しかし、中小企業や小規模事業者に
おいては、これまでこのようなBCPの取り組みが進んでいませんでし
た。そこで登場したのが事業継続力強化計画の認定制度です。

　自然災害等の影響は、個々の事業者の経営はもちろん、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあ
ります。こうした状況を踏まえ、中小企業の災害対応力を高めるため、令和元年7月に「中小企業の事業活動の継続に資するた
めの中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」（中小企業強靭化法）が施行されました。
　これに伴い、中小企業・小規模事業者が防災・減災に向けて取り組む計画＝事業継続力強化計画を作成し、国（経済産業
省）がこれを認定する制度が始まりました。なお、この認定を受けると次の支援を受けることができます。
　また、事業継続力強化計画認定制度の流れは次のとおりです。

事前対策の重要性

事業継続力強化計画の認定制度

　近年、大規模な自然災害が九州をはじめ全国各地で頻発し、加えて、新型コロナウイルス感染症など自然災害以外
のリスクも顕在化しています。こうした自然災害や感染症の拡大が企業経営に与える影響はますます高まっており、
事業継続のための対策を平時から進めておくことが不可欠となっています。
　このような中、福岡商工会議所は、福岡市、志賀商工会、早良商工会と共同で、自然災害や感染症等に備える小規
模事業者の取り組みを支援する計画「事業継続力強化支援計画」を策定し、福岡県より認定を受け、本年4月より本
計画に基づき支援を行っています。
　今回の特集では、自然災害等に対する危機管理や事業継続力強化への取り組み、特に中小企業の皆様にも取り組み
やすい「事業継続力強化計画」について、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 中小企業アドバイザーであ
る薗田恭久氏にお話をお聞きするとともに、当所の支援内容についてご紹介いたします。

企業経営から見た災害リスク、感染症リスク

❶感染防止策の徹底に係るリスク
● 感染リスクの再考（更なるリスクの洗い出し）
● 従業員の健康管理の強化（現状取り組みの漏れの抽出）
● 感染の危険性の評価（感染後のリスク想定）

❷社員およびその家族の感染者発生時の対応のリスク
● 熱発者の情報収集の仕組み
● PCR検査等の進め方
● 感染者とその濃厚接触者の特定
● 感染者発生時の社内・社外の情報発信の進め方
● 感染者および濃厚接触者の処置
● 感染者発生後の業務遂行方針および業務体制の編成

❹長期的な事業活動の制限に関するリスク
● 必要な運転資金の予測、早めの資金対策
● 人繰り（複数班の交代勤務・在宅勤務・
　クロストレーニング（多能工化））等

❸関係先との情報交換・情報共有に係るリスク
● お客様・納入先との取引交渉・協議
● 仕入先との取引交渉・協議
● 協力企業との取引交渉・協議
● 金融機関との協議
● 中小企業支援機関との協議

操業度

時間

緊急事態

初動対応 復旧対応 BCP

事　業
継続力
強化計画

事前対策

【認定企業への支援策】
❶防災・減災設備導入時の日本政策金融公庫に
　よる低利融資（設備投資資金）　
❷防災・減災設備導入時の信用保証枠の拡大
❸防災・減災設備への税制優遇（特別償却）
❹各種補助金（もづくり補助金など）の審査時の優遇措置
❺認定ロゴマークの使用

4 計画実行の開始
計画が認定された場合、申請
した経済産業局から認定通
知書が交付されます。認定後
は、計画に記載した項目を実
施します。

3
申請後書面審査が行わ
れ、基準を満たせば認定さ
れます。認定まで約45日か
かります。

認定2
計画策定後、所管する経
済産業局（九州地区は九
州経済産業局経営支援
課）に申請書および必要書
類を提出します。

申請

ＢＣＰ 事業継続力強化計画

対象リスク 事業継続を妨げる
あらゆるリスク

復旧対応まで

自然災害・
感染症に特化

初動対応まで対象場面

事業継続力
強化計画認定
制度の流れ

国
（経済産業大臣）

中小企業者等
（中小企業・小規模事業者）

事業継続力強化計画

認定申請

■商工団体
■サプライチェーンの親事業者
■金融機関

■損害保険会社
■地方自治体　等

本制度を踏まえ、取組が期待される中小企業を
取り巻く関係者

支援
措置

協 力

１ 事業継続力強化計画の策定
中小企業庁ホームページに掲
載されている「事業継続力強化
計画策定の手引き」を参照し、
「事業継続力強化計画」を策定
します。 HPはこちら

　また、感染症においてもリスクの把握が重要で、今後どのような状況が想定され、自社の事業活動にどのような影響を及ぼ
すか、改めて確認することが必要です。以下、感染症におけるリスク把握のための視点を挙げます。

特 集

認定ロゴマーク
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～自然災害や感染症に事前の備えを～
「事業継続力強化計画」策定のすすめ

　平成23年3月に発生した東日本大震災、平成28年4月に発生した熊本地
震など、我が国にとって地震は避けられない自然災害といえます。国は、国内
のどの地域でどの程度の地震の発生が予測されるかを公表しており、「J-SHIS　
地震ハザードステーション」（http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/）で調べる
ことができます。
　毎年のように発生している大雨等による災害については、各自治体でハザー
ドマップを公表するとともに、国では洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情
報などを地図に重ねて表示することができる「重ねるハザードマップ」
（https://disaportal.gsi.go.jp/）を公開しています。
　災害対応を図る上では、先ずは企業や従業員の自宅の所在地で、どのような
リスクがどの程度想定されるかを把握することが重要です。これを機に、早速
調べてみましょう。

　災害対策を進めるのに有効なものがBCPです。BCPはBusiness 
Continuity Planの頭文字を取った言葉で、日本語では「事業継続計
画」と訳されています。大規模な災害などが発生したらさまざまな問題
や課題が発生します。BCPは、その時になって初めて“どうしよう”と
考えるのではなく、平時において災害への①事前対策、②初動対応、
③復旧対応の３つのステージについて社内で体系的な検討を行い、そ
れを計画書にまとめておき、実際の有事に事業存続（継続）を果たす
ための危機管理手法です。
　中でも、重要なのは①事前対策です。これは大きな災害など緊急
事態が発生した際に被害の程度を最小限に抑え、重要な業務が高い
レベルで継続できるようヒト、モノ、カネ、情報、インフラ等その他
の視点で対策を講じるものです。しかし、中小企業や小規模事業者に
おいては、これまでこのようなBCPの取り組みが進んでいませんでし
た。そこで登場したのが事業継続力強化計画の認定制度です。

　自然災害等の影響は、個々の事業者の経営はもちろん、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあ
ります。こうした状況を踏まえ、中小企業の災害対応力を高めるため、令和元年7月に「中小企業の事業活動の継続に資するた
めの中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」（中小企業強靭化法）が施行されました。
　これに伴い、中小企業・小規模事業者が防災・減災に向けて取り組む計画＝事業継続力強化計画を作成し、国（経済産業
省）がこれを認定する制度が始まりました。なお、この認定を受けると次の支援を受けることができます。
　また、事業継続力強化計画認定制度の流れは次のとおりです。

事前対策の重要性

事業継続力強化計画の認定制度

　近年、大規模な自然災害が九州をはじめ全国各地で頻発し、加えて、新型コロナウイルス感染症など自然災害以外
のリスクも顕在化しています。こうした自然災害や感染症の拡大が企業経営に与える影響はますます高まっており、
事業継続のための対策を平時から進めておくことが不可欠となっています。
　このような中、福岡商工会議所は、福岡市、志賀商工会、早良商工会と共同で、自然災害や感染症等に備える小規
模事業者の取り組みを支援する計画「事業継続力強化支援計画」を策定し、福岡県より認定を受け、本年4月より本
計画に基づき支援を行っています。
　今回の特集では、自然災害等に対する危機管理や事業継続力強化への取り組み、特に中小企業の皆様にも取り組み
やすい「事業継続力強化計画」について、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 中小企業アドバイザーであ
る薗田恭久氏にお話をお聞きするとともに、当所の支援内容についてご紹介いたします。

企業経営から見た災害リスク、感染症リスク

❶感染防止策の徹底に係るリスク
● 感染リスクの再考（更なるリスクの洗い出し）
● 従業員の健康管理の強化（現状取り組みの漏れの抽出）
● 感染の危険性の評価（感染後のリスク想定）

❷社員およびその家族の感染者発生時の対応のリスク
● 熱発者の情報収集の仕組み
● PCR検査等の進め方
● 感染者とその濃厚接触者の特定
● 感染者発生時の社内・社外の情報発信の進め方
● 感染者および濃厚接触者の処置
● 感染者発生後の業務遂行方針および業務体制の編成

❹長期的な事業活動の制限に関するリスク
● 必要な運転資金の予測、早めの資金対策
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❸関係先との情報交換・情報共有に係るリスク
● お客様・納入先との取引交渉・協議
● 仕入先との取引交渉・協議
● 協力企業との取引交渉・協議
● 金融機関との協議
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操業度

時間

緊急事態

初動対応 復旧対応 BCP

事　業
継続力
強化計画

事前対策

【認定企業への支援策】
❶防災・減災設備導入時の日本政策金融公庫に
　よる低利融資（設備投資資金）　
❷防災・減災設備導入時の信用保証枠の拡大
❸防災・減災設備への税制優遇（特別償却）
❹各種補助金（もづくり補助金など）の審査時の優遇措置
❺認定ロゴマークの使用

4 計画実行の開始
計画が認定された場合、申請
した経済産業局から認定通
知書が交付されます。認定後
は、計画に記載した項目を実
施します。

3
申請後書面審査が行わ
れ、基準を満たせば認定さ
れます。認定まで約45日か
かります。

認定2
計画策定後、所管する経
済産業局（九州地区は九
州経済産業局経営支援
課）に申請書および必要書
類を提出します。

申請

ＢＣＰ 事業継続力強化計画

対象リスク 事業継続を妨げる
あらゆるリスク

復旧対応まで

自然災害・
感染症に特化

初動対応まで対象場面

事業継続力
強化計画認定
制度の流れ

国
（経済産業大臣）

中小企業者等
（中小企業・小規模事業者）

事業継続力強化計画

認定申請

■商工団体
■サプライチェーンの親事業者
■金融機関

■損害保険会社
■地方自治体　等

本制度を踏まえ、取組が期待される中小企業を
取り巻く関係者

支援
措置

協 力

１ 事業継続力強化計画の策定
中小企業庁ホームページに掲
載されている「事業継続力強化
計画策定の手引き」を参照し、
「事業継続力強化計画」を策定
します。 HPはこちら

　また、感染症においてもリスクの把握が重要で、今後どのような状況が想定され、自社の事業活動にどのような影響を及ぼ
すか、改めて確認することが必要です。以下、感染症におけるリスク把握のための視点を挙げます。

特 集

認定ロゴマーク
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■申請書作成の5ステップ

■BCPと事業継続力強化計画との主な違い
　BCPは前出の図表のとおり、①事前対策、②初動対応、③復旧対応（元の状態に戻す）までの対策を検討しますが、事業継続
力強化計画は①事前対策と②初動対応までの範囲となります。また、BCPは事業継続を阻害するすべてのリスクを対象としま
すが、事業継続力強化計画は自然災害と感染症を対象リスクとしており、防災・減災を目的にしていますので、事業継続力強
化計画のほうが取り組みやすくなっています。
　制度が始まってわずか2年程度ですが、すでに全国では認定件数が３万２千件を超えており、福岡県でも約1,300件認定さ
れています（令和3年９月末時点）。
　事業継続の取り組みの目指すところは、事業活動を元に戻す（復旧対応を組み込む）ことですから、できることならばBCPを
作ることが望ましいですが、まずは取り組みやすい事業継続力強化計画の策定を検討されることをお勧めします。

　本認定制度にはもう一つ「連携事業継続力強化計画」があります。これは2社以上が連携して計画を策定し、認定を受けるも
のです。個々の企業が単独で対策を講じるには限界がありますが、複数の企業が連携することで、資源の融通、代替生産や情
報共有等、単独では対応できない部分を相互に支援することが可能となり、大きな力となります。
　なお、連携型としては、次のような取り組みが考えられます。

　事業継続力強化計画は「事業継続力強化計画策定の手引き」を参考にしながら5つのステップで作成を進めますが、申請様式
は4枚構成で、コンパクトな計画書となります。作成のポイントは以下のとおりです。

事業継続力強化計画の策定手順とポイント

連携事業継続力強化計画について

事業継続力
強化の目的の
検討

Step2
災害時の
リスクの
確認・認識

Step3

初動対応の
検討

Step4

ヒト、モノ、
カネ、情報
への対応

Step5

平時の
推進体制

申請書

　はじめに目的を明確にします。災害発生時における「従業員やその家族」「顧客や取引先」「地域の方々」等への影響を
考え、自社はどう行動していくか、何を目的として事業継続力の強化を図るかを検討します。

Step１ 事業継続力強化の目的の検討 

　次は、実際に事業所や工場などがある地域の災害等のリスクを確認・認識しましょう。
　まずハザードマップをもとに、具体的にどのようなリスクがあるかを確認します。
　そのうえで、事業活動に影響を与える自然災害や感染症を1つ以上想定し、その想定リスクが仮に発生した場合にどの
ような影響を及ぼすかを5つの項目（「ヒト」・「モノ」・「カネ」・「情報」・「その他」）について検討します。

Step2 災害時のリスクの確認・認識 

　次に、自然災害等が発生した直後の対応手順に関して、「人命の安全確保」、「非常時の緊急体制の構築」、「被害状況の
把握・共有」等について検討します。

Step3 初動対応の検討 

　次に、Step２で検討したリスクに対する事前対策をどのような内容で進めるかを検討します。具体的には、「ヒト（人員
体制の整備等）」、「モノ（設備・機器及び装置の導入）」、「カネ（資金調達方法）」、「情報（重要情報の保護等）」の4つの視
点で検討します。

Step4 ヒト・モノ・カネ・情報への対応 

　最後に、事業継続力強化計画の実効性を確保するため、平時から行う取り組み（平時の取り組み推進の体制・教育や
訓練・取り組み内容の見直し）を検討します。

Step5 平時の推進体制 

●同一組合内の企業が連携して
自然災害に備えた連携体制の
構築を図る

●他県の組合間で連携網を整備
し、被災時の応援や代替生産
等を行うためのガイドライン
の作成、組合間の交流を実施
する

　中小企業基盤整備機構及び福岡商工会議所では、事業継続力強化支援事業として中小企業・小規模事業者向けの以下の各種支
援施策を行っています。

支援施策等の紹介

「事業継続力強化計画策定セミナー」を開催します！
今回の特集でご紹介した「事業継続力強化計画」の素案を実際に作成するセミナーを下記のとおり開催いたします。
なお、セミナー終了後もご希望に応じて申請まで支援を行います。この機会にぜひご参加ください。

開催日時 令和３年１２月１７日（金） 13:00～17:00 参加方法「Zoom」 を使ったオンラインセミナー

講　  師 中小企業基盤整備機構 九州本部
中小企業アドバイザー　薗田 恭久 氏

WEB環境が整わない方などは、下記会場で受講いただけます
【会場】福岡商工会議所 4階 406会議室

■なお、右記のサイトで事業継続力強化計画
　（連携含む）の作成企業の事例紹介を行って
　いますので、ぜひご覧ください。

■詳しくは中小企業基盤
　整備機構のHPにて
　ご確認ください。

■全て無料！お気軽にご相談ください

❶組合等を通じた水平連携

●最終製品を作るため部品供給
企業間が連携し、共同仕入れ
や代替生産、部品の標準化な
どに取り組む

●地域の小さなサプライチェー
ン（例えば、農家＋食品加工事
業者＋販売店等）の事業継続
の仕組みを作る

❷サプライチェーンにおける垂直連携

●工業団地等の集積企業間が連
携して自然災害時を見据えた
応援体制の整備を行う

●共同での避難訓練や被災時の
地方自治体との連携体制構築
を進める

❸地域における面的な連携

●グループ会社間で有事の際の
取り組みを具体化する

●建設業や製造業等において、
協力会社・外注先企業・下請け
事業との有事の際の取り組み
を具体化する

❹その他

≪引用資料≫● 国立研究開発法人防災科学技術研究所ホームページ ● 国土交通省国土地理院ホームページ
　　　　　   ● 中小企業庁ホームページ ● 中小企業基盤整備機構ホームページ

Step1

ホームページにて「中小企業強靭
化支援」に係る関連情報の発信・
シンポジウムの開催

1
事業継続力強化計画作成セミ
ナー（無料）の実施

2
事業継続力強化計画（連携型含
む）作成のための専門家派遣（無
料）の実施

3

セミナーやワークショップの開催
1

専門家によるBCPや事業継続力
強化計画の策定支援（専門家派
遣や窓口での相談）

2
専門知識を有する損害保険会社
と連携した支援（事業継続力強化
に資する保険情報の提供など）

3

中小企業基盤整備機構
九州本部
中小企業アドバイザー
薗田 恭久 氏

※連携型についてのお問い合わせ先：中小企業基盤整備機構 九州本部 企業支援課（☎ 092-263-0300）

〈中小企業基盤整備機構〉

092-441-1146福岡商工会議所　経営支援グループ

〈福岡商工会議所〉

お申込みは
福岡

商工会議所
HPから

本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　経営支援グループ　TEL 092-441-1146
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強化計画の策定支援（専門家派
遣や窓口での相談）

2
専門知識を有する損害保険会社
と連携した支援（事業継続力強化
に資する保険情報の提供など）

3

中小企業基盤整備機構
九州本部
中小企業アドバイザー
薗田 恭久 氏

※連携型についてのお問い合わせ先：中小企業基盤整備機構 九州本部 企業支援課（☎ 092-263-0300）

〈中小企業基盤整備機構〉

092-441-1146福岡商工会議所　経営支援グループ

〈福岡商工会議所〉

お申込みは
福岡

商工会議所
HPから

本記事全般に関するお問い合わせ／福岡商工会議所　経営支援グループ　TEL 092-441-1146
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10.7

熱心に情報交換を行う参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

採　用

高等学校と企業との
就職情報交換会
当所は10月7日、福岡県産業教育振

興会（会長＝当所 永江副会頭）と共催で

対面式による「高等学校と企業との就職

情報交換会」を開催した。

本事業は、高等学校卒の新卒採用を

検討している地元企業と高等学校との人

脈拡大や情報交換の場を提供することを

目的に令和元年度より毎年開催しており、

今回は、53社・35校が参加した。

参加した高等学校側からは「ここで面

談した企業に入社した生徒がいるので有

益な会だ」などの声があった。

10.5

ジョン・C・テイラー首席領事と谷川会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

海外交流

在福岡アメリカ領事館表敬訪問
当所谷川会頭は１０月５日、在福岡アメ

リカ領事館の首席領事 ジョン・C・テイ

ラー氏と８月に政治・経済担当領事に着

任したカサリン・ラファネロ氏の表敬訪

問を受けた。

表敬訪問では、“日本とアメリカ両国の

新型コロナウイルスの感染状況および対

応方法”や“今後、国際金融都市を目指

す福岡市の在り方”について意見交換が

行われた。テイラー首席領事は「アジア

に近い福岡市のポテンシャルは高く、こ

れからも成長は続くだろう」と語った。

10.15

オンライン上で自社商品をプレゼンするセラー

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光商談会

オンライン de 観光マッチング
2021〈第１弾 趣味タビ〉
当所は10月15日、「オンライン de 観光

マッチング2021」を実施した。第１弾とな

る今回は、「趣味タビ～レアでコアでマニ

アックな観光資源大集合～」をテーマに、

8社の観光事業者（以下セラー）が参加

し、旅行業者（以下バイヤー）10社に対

して計77商談を実施した。

参加したセラーのほとんどがオンライン

での商談会は今回が初めてであったが、

「一度に多くのバイヤーと商談ができ効率

的だった」、「隙間時間での参加が可能と

なった」などの声があった。

10.18

例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部10月例会
福商ビジネス倶楽部は10月18日、10月

例会『地元福岡の若手経営者による特別

講演』をオンラインと対面のハイブリッド形

式で開催し、47名が参加した。

例会では、「新日本製薬の経営戦略～経

営理念と事業戦略～」をテーマに新日本製

薬株式会社代表取締役社長の後藤孝洋氏

による講演が行われた。参加者からは「自

社の経営ビジョンを考える貴重な機会と

なった」という声があった。講演後は、講

師を含めた参加者による交流会が行われ

た。

10.18

定時総会・懇親会の様子

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

※支店長会では新規会員を募集しています。

支店長会

支店長会第26回定時総会
支店長会"ブランチ・コミュニケ"（会

長＝古川充彦・アサヒビール㈱九州北部

統括支社　理事支社長）は10月18日、

第26回定時総会をホテル日航福岡で開

催し、41名が参加した。

総会では、令和２年度事業報告並びに

収支決算や令和３年度事業計画並びに予

算（案）、役員選任などについて審議し、

原案通り承認された。総会終了後は懇親

会を開催し、新会員および異動により就

任した支店長の紹介をおこない会員相互

の交流懇親を深めた。

10.８

採用担当者と学生が交流

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

採　用

筑紫女学園大学内
「会社合同説明会」
当所は10月8日、筑紫女学園大学と

共催で対面式による「会社合同説明会」

を開催し、18社が参加した。

本説明会は、現在も就職活動を続けて

いる大学４年生と、採用活動を継続中の

企業とのマッチングの機会を創出するた

めに実施し、当日は25名が来場した。

企業担当者からの説明を学生が熱心に

聞き入る姿が見られ、参加企業からは、

「この時期に学生と接点を持つことができ

たのはありがたい」等の声があった。

報告

当所は、10月19日、「福岡市政に対する提言」を福岡市の髙島市長と福岡市議会の伊藤議長に提出いたしました。本提言は、会
員企業の皆様の声などをもとに、中小企業・小規模事業者への経営力強化支援や地域活性化に向けた施策の実行などについて総
合的にとりまとめたものです。今年度は、長期化するコロナ禍で経済的苦境が続く事業者への支援やポストコロナを見据えた経
営力・競争力強化のための支援など全42項目を提言いたしました。

令和３年度　福岡市政に対する提言

商工会議所会員事業者の皆様からの声をもとに、今後も行政等に対する提言や要望を行います。
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、ぜひ当所までお寄せください。

企画広報グループ
E-mail：fkkikaku＠fukunet.or.jp

要望・提言の詳細はこちら
https://www.fukunet.or.jp/teigen/

1．長期化するコロナ禍により経済的苦境が続く商工業
者への支援の継続・強化
●中小企業等に対する円滑かつ安定的な金融支援
●休業要請に協力する店舗への家賃支援や売上減少した
事業者への支援などの継続・拡充 他

2．ポストコロナを見据えた中小企業・小規模事業者
の経営力・競争力の強化
●業種・業態転換や新事業展開など新しいビジネスモデ
ル創出支援

●中小企業・小規模事業者のデジタル化・DX推進 他
3．「スタートアップ・エコシステム拠点都市形成事業」
を最大限に生かした新たな経済の担い手育成

4．人材確保の支援と多様な人材活用の推進
5．地域商業、商店街への支援
6．公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大
7．商工会議所との連携強化

　10月19日、9月常議員会で決議された「福岡市政に対する
提言」を福岡市の髙島宗一郎市長と福岡市議会の伊藤嘉人議長
に提出した。
　谷川会頭は、「福岡市には、金融措置や財政措置など様々な
施策を講じていただいた。コロナ禍で一番苦しんでいるのは商
工業者。今後もプレミアム付商品券『ネクスペイ』の実施をは
じめ、福岡市と商工会議所がうまく呼吸を合わせ一体感を持っ
て、地域経済の発展に努力していくことが重要。」と述べた。
　髙島市長からは、「コロナ禍において、市民の生活は絶対守
るという想いで様々な取り組みを行ってきた。今回いただい
た提言内容も踏まえ、まずは、事業者に対する支援をしっか
りと行い、一日も早く日常を取り戻すことができるよう全力
を尽くしていきたい」と回答があった。

令和３年度「福岡市政に対する提言」（概要・重点項目を中心に抜粋）

令和３年度「福岡市政に対する提言」を髙島市長および伊藤議長に提出

Ⅰ．商工業者への支援施策
1．交流人口の回復に向けた持続可能な観光振興

●「新しい生活様式」に対応した観光客受入環境の整備促進
●国内客の取り込みを重点とした観光振興 他

2．経済の本格回復を見据えたインバウンド・ＭＩＣＥの
誘致

3．食関連産業ならびにクリエイティブ関連産業の振興
4．国際ビジネス促進による経済振興
5．本社機能・政府機関などの誘致

Ⅱ．経済・産業振興施策

1．将来を見据えた都市基盤整備
2．アジアの交流拠点都市を目指した街づくりの推進

●国際金融機能誘致の推進
●持続可能な社会の実現に向けた取り組みの推進

3．安全・安心な街づくりの推進　

Ⅲ．都市機能整備

髙島市長への提言提出

伊藤議長への提言提出髙島市長と意見交換を行う谷川会頭、川原副会頭、眞鍋副会頭

本紙面には重点項目を中心に掲載しております。提言内容の詳細はホームページをご覧ください。

★印・・・重点項目
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10.7

熱心に情報交換を行う参加者

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

採　用

高等学校と企業との
就職情報交換会
当所は10月7日、福岡県産業教育振

興会（会長＝当所 永江副会頭）と共催で

対面式による「高等学校と企業との就職

情報交換会」を開催した。

本事業は、高等学校卒の新卒採用を

検討している地元企業と高等学校との人

脈拡大や情報交換の場を提供することを

目的に令和元年度より毎年開催しており、

今回は、53社・35校が参加した。

参加した高等学校側からは「ここで面

談した企業に入社した生徒がいるので有

益な会だ」などの声があった。

10.5

ジョン・C・テイラー首席領事と谷川会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

海外交流

在福岡アメリカ領事館表敬訪問
当所谷川会頭は１０月５日、在福岡アメ

リカ領事館の首席領事 ジョン・C・テイ

ラー氏と８月に政治・経済担当領事に着

任したカサリン・ラファネロ氏の表敬訪

問を受けた。

表敬訪問では、“日本とアメリカ両国の

新型コロナウイルスの感染状況および対

応方法”や“今後、国際金融都市を目指

す福岡市の在り方”について意見交換が

行われた。テイラー首席領事は「アジア

に近い福岡市のポテンシャルは高く、こ

れからも成長は続くだろう」と語った。

10.15

オンライン上で自社商品をプレゼンするセラー

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光商談会

オンライン de 観光マッチング
2021〈第１弾 趣味タビ〉
当所は10月15日、「オンライン de 観光

マッチング2021」を実施した。第１弾とな

る今回は、「趣味タビ～レアでコアでマニ

アックな観光資源大集合～」をテーマに、

8社の観光事業者（以下セラー）が参加

し、旅行業者（以下バイヤー）10社に対

して計77商談を実施した。

参加したセラーのほとんどがオンライン

での商談会は今回が初めてであったが、

「一度に多くのバイヤーと商談ができ効率

的だった」、「隙間時間での参加が可能と

なった」などの声があった。

10.18

例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

ビジクラ

福商ビジネス倶楽部10月例会
福商ビジネス倶楽部は10月18日、10月

例会『地元福岡の若手経営者による特別

講演』をオンラインと対面のハイブリッド形

式で開催し、47名が参加した。

例会では、「新日本製薬の経営戦略～経

営理念と事業戦略～」をテーマに新日本製

薬株式会社代表取締役社長の後藤孝洋氏

による講演が行われた。参加者からは「自

社の経営ビジョンを考える貴重な機会と

なった」という声があった。講演後は、講

師を含めた参加者による交流会が行われ

た。

10.18

定時総会・懇親会の様子

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

※支店長会では新規会員を募集しています。

支店長会

支店長会第26回定時総会
支店長会"ブランチ・コミュニケ"（会

長＝古川充彦・アサヒビール㈱九州北部

統括支社　理事支社長）は10月18日、

第26回定時総会をホテル日航福岡で開

催し、41名が参加した。

総会では、令和２年度事業報告並びに

収支決算や令和３年度事業計画並びに予

算（案）、役員選任などについて審議し、

原案通り承認された。総会終了後は懇親

会を開催し、新会員および異動により就

任した支店長の紹介をおこない会員相互

の交流懇親を深めた。

10.８

採用担当者と学生が交流

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

採　用

筑紫女学園大学内
「会社合同説明会」
当所は10月8日、筑紫女学園大学と

共催で対面式による「会社合同説明会」

を開催し、18社が参加した。

本説明会は、現在も就職活動を続けて

いる大学４年生と、採用活動を継続中の

企業とのマッチングの機会を創出するた

めに実施し、当日は25名が来場した。

企業担当者からの説明を学生が熱心に

聞き入る姿が見られ、参加企業からは、

「この時期に学生と接点を持つことができ

たのはありがたい」等の声があった。

報告

当所は、10月19日、「福岡市政に対する提言」を福岡市の髙島市長と福岡市議会の伊藤議長に提出いたしました。本提言は、会
員企業の皆様の声などをもとに、中小企業・小規模事業者への経営力強化支援や地域活性化に向けた施策の実行などについて総
合的にとりまとめたものです。今年度は、長期化するコロナ禍で経済的苦境が続く事業者への支援やポストコロナを見据えた経
営力・競争力強化のための支援など全42項目を提言いたしました。

令和３年度　福岡市政に対する提言

商工会議所会員事業者の皆様からの声をもとに、今後も行政等に対する提言や要望を行います。
福岡の商工業の発展に関するご意見・ご提案について、ぜひ当所までお寄せください。

企画広報グループ
E-mail：fkkikaku＠fukunet.or.jp

要望・提言の詳細はこちら
https://www.fukunet.or.jp/teigen/

1．長期化するコロナ禍により経済的苦境が続く商工業
者への支援の継続・強化
●中小企業等に対する円滑かつ安定的な金融支援
●休業要請に協力する店舗への家賃支援や売上減少した
事業者への支援などの継続・拡充 他

2．ポストコロナを見据えた中小企業・小規模事業者
の経営力・競争力の強化
●業種・業態転換や新事業展開など新しいビジネスモデ
ル創出支援

●中小企業・小規模事業者のデジタル化・DX推進 他
3．「スタートアップ・エコシステム拠点都市形成事業」
を最大限に生かした新たな経済の担い手育成

4．人材確保の支援と多様な人材活用の推進
5．地域商業、商店街への支援
6．公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大
7．商工会議所との連携強化

　10月19日、9月常議員会で決議された「福岡市政に対する
提言」を福岡市の髙島宗一郎市長と福岡市議会の伊藤嘉人議長
に提出した。
　谷川会頭は、「福岡市には、金融措置や財政措置など様々な
施策を講じていただいた。コロナ禍で一番苦しんでいるのは商
工業者。今後もプレミアム付商品券『ネクスペイ』の実施をは
じめ、福岡市と商工会議所がうまく呼吸を合わせ一体感を持っ
て、地域経済の発展に努力していくことが重要。」と述べた。
　髙島市長からは、「コロナ禍において、市民の生活は絶対守
るという想いで様々な取り組みを行ってきた。今回いただい
た提言内容も踏まえ、まずは、事業者に対する支援をしっか
りと行い、一日も早く日常を取り戻すことができるよう全力
を尽くしていきたい」と回答があった。

令和３年度「福岡市政に対する提言」（概要・重点項目を中心に抜粋）

令和３年度「福岡市政に対する提言」を髙島市長および伊藤議長に提出

Ⅰ．商工業者への支援施策
1．交流人口の回復に向けた持続可能な観光振興

●「新しい生活様式」に対応した観光客受入環境の整備促進
●国内客の取り込みを重点とした観光振興 他

2．経済の本格回復を見据えたインバウンド・ＭＩＣＥの
誘致

3．食関連産業ならびにクリエイティブ関連産業の振興
4．国際ビジネス促進による経済振興
5．本社機能・政府機関などの誘致

Ⅱ．経済・産業振興施策

1．将来を見据えた都市基盤整備
2．アジアの交流拠点都市を目指した街づくりの推進

●国際金融機能誘致の推進
●持続可能な社会の実現に向けた取り組みの推進

3．安全・安心な街づくりの推進　

Ⅲ．都市機能整備

髙島市長への提言提出

伊藤議長への提言提出髙島市長と意見交換を行う谷川会頭、川原副会頭、眞鍋副会頭

本紙面には重点項目を中心に掲載しております。提言内容の詳細はホームページをご覧ください。

★印・・・重点項目
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― 経営相談は、多くの事業者からの補助金申請に応えるため、窓口に重点を置き対応
― 大型イベントは中止や縮小するも、他の事業はオンラインを併用し対応

▼コロナ禍の影響で、博多どんたくや各種交流会等、多くの人が集まる事業については、中止または延期となった。その他の事業（セ
ミナー、商談会等）については、オンラインを併用しながら実施。新型コロナが感染拡大する中でも、中小企業の支援に大きな影響
が出ないよう努めた。

▼経営相談は、昨年同様、感染症対策や新分野への展開等に対する補助金申請について、当所窓口を中心にきめ細かく対応。

▼経営に大きな打撃を受けている事業者がいち早く安心して通常営業ができるよう、特に影響が大きい飲食店等を中心とした当所会員
事業所を対象に、7月から新型コロナワクチンの共同接種を実施し、723社約6,000人に接種した。

▼九州商工会議所連合会として、国に対し、コロナ禍の影響を受けた事業者への支援施策拡充、アフターコロナを見据えた需要喚起
策等について6月に要望書を提出。また、福岡県・福岡市への要望書提出に向け、議員企業を中心とした会員に意見照会を行い、
要望項目を取りまとめた。

▼当所への新規入会数は、目標を上回るペースで増加。引き続き会員としてのメリットを感じていただけるよう、事業・サービスの磨き
上げや活用促進に取り組む。

当所の中期方針（令和3年度～令和5年度）に基づき推進している主要事業につきまして、今年度上半期における進捗
状況をご報告いたします。

福岡商工会議所
令和３年度上半期（4月～9月）の事業進捗報告

報告

総括

全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む

令和3年度の方針

「新入社員パッケージ」研修（4月～9月）会社合同説明会（4月）

希少性の高い商品・サービスの商談会

Ⅱ 新たな価値・ビジネスの創造
●デジタル化の促進
　デジタル化支援事業は、コロナ禍で相談ニーズが高まったこ
とから、専門家の人数と相談日を増やし、相談体制を強化。
小売業・サービス業の事業者から、ホームページやSNSを活
用した売上向上や集客法など、低コストでチャレンジしやすい
取り組みに関する相談が多くなっていることから、更なる支援
策としてSNS活用セミナーを5回開催した。

●新たな価値の創出
　起業相談はコロナ禍においても引き続き多く、コロナ前と同
様、飲食や美容などのサービス業からの相談が多い。今後は
動画コンテンツの配信を活用し、創業マインドの醸成、更なる
支援先の発掘を促し、創業計画策定支援につなげる。

●新たな販路の拡大
　食産業振興支援（BtoB）事業は、上半期で対面商談会を
3 回、オンライン商談会を 21 回開催した。また、今年度は新
たにオンラインマッチングシステムを導入。システム上で事前
に多くの情報が得られることから、成約率の向上につながって
いる。

プレミアム付き電子商品券「FUKUOKA NEXT Pay」

新入会員交流会（7月）

Ⅲ 多くのひと・事業者の交流促進
●交流人口拡大
　観光事業者支援事業は、新たな取り組みとして、7月に「福
商観光アドバイザー」窓口を設置。運輸業、小売業の小規模
事業者など7件の相談に対応した。

●地域の活力創出
・早良商工会・志賀商工会と連携し、福岡県及び福岡市の補
助金を活用した福岡市全域で使えるプレミアム付き電子商品
券「FUKUOKA NEXT Pay」を総額 60 億円分発行。市内
で登録された約 6,000 店舗での消費促進に向け取り組みを
継続する。

・福岡県及び福岡市の「プレミアム付き地域商品券事業」補
助金を活用して集客力強化に取り組む 46 の商店街等団体
を支援。発行規模は総額 23 億円、利用店舗は各商店街に
所属する約 4,600 店舗となった。商店街等は、イベント開
催が厳しい状況が続いているため、引き続き商品券事業を
中心とした支援を行なう。

●ビジネス交流
　交流会事業は、感染防止対策を講じ、6月に「士業交流会」、
7 月に「新入会員交流会」を開催。対面での交流機会が少な
くなっていることから、人脈形成の貴重な機会として好評だっ
た。緊急事態宣言により延期した交流 WEEK（交流会の連日
開催企画）は、新型コロナの感染状況を見ながら、今後もで
きる限り対面で実施する。

代表的な取り組み

Ⅰ 環境変化に適応した事業の維持・継続
●事業の継続
　コロナ禍で影響を受けた事業者の事業継続・雇用維持を最
優先に、経営相談窓口での対応に重点を置き、9月末までに
14,488件の相談に対応。相談の多くは、販路拡大や感染防
止対策、新分野への展開など新たな取り組みに対する補助金
活用に関するものであり、コロナ禍でも前向きに挑戦する事業
者が目立った。一方、第2四半期以降は融資の相談が増加傾
向にあり、資金繰りに苦慮する事業者については、専門家を
活用しながら支援した。

●人材確保
　企業と学生との接点創出に向け、大学4年生を対象とした
会社合同説明会（4月・5月）や高校生のキャリア教育イベント
を開催した。

●人材育成
　実務研修等の人材育成支援事業は、概ね計画通り実施・
集客できている。コロナ禍で行動が制限される中でも、人材
育成へのニーズは変わらず高く、特に、今年度はオーダーメイ

ド型の「出前講座」の申込が増加傾向にある。また、今年度
の新規事業「新入社員パッケージ」研修（半年間の少人数制カ
リキュラム）は、社員の成長が目に見えると好評であり、次年
度もカリキュラムをブラッシュアップし継続する。

商工業の改善・発達
と福岡の発展

当所の理念

・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

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

中期方針（令和3～5年度）
3年間の基本指針
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全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む令和３年度の
方針

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続 【主な取組内容】

変化に柔軟に対応し、地域に寄り添う伴走型支
援をさらに強化し、地域から信頼される商工会
議所を目指す。

①部会・委員会の活性化
②事務局の体制強化（資質向上、会員基盤の強化、取組成果
の見える化等）

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

1. 事業の継続
新型コロナの影響を受けた事業者への経営支援、外食
応援団「GOOD UP FUKUOKA」 など
2. 経営力強化
経営改善支援、経営革新計画策定支援、専門相談窓口
の運営、専門家派遣の実施、リスクマネジメントセミ
ナー  など
3. 事業承継
業種別の事例紹介セミナー、専門家派遣事業、

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（M&A）など
4. 人材確保
会社合同説明会事業、学校と企業との就職情報交換会、
働き方改革関連法への対応セミナー、各種福利厚生事
業  など
5. 人材育成　
実務研修講座企画・運営、eラーニング講座提供、リカ
レント教育講座実施、各種検定試験実施 など

1. デジタル化の促進
活用事例の紹介・国等の支援策などの啓発、IT 活用入
門塾、デジタルツール導入支援 など
2. 新たな価値の創出
ベンチャー企業とのマッチング支援、クリエイター商
談会、イノベーション推進セミナー など

3. 新たな販路の拡大
博多うまかもん市、百貨店と連携したオンライン販売
機会の提供、個別商談会、Food EXPO Kyushu、既存
商品コラボ・新商品の発掘　など
4. SDGs、環境問題への対応
委員会による調査・研究を通じた対応事例 など
最新情報の講演会 など

1. 交流人口拡大
博多どんたく港まつり、博多をどり、観光商談会、観光
アドバイザー相談事業、着地型観光メニュー拡大 など
2. 地域の活力創出
プレミアム付き地域商品券発行、商店街振興など

3. ビジネス交流
各種会員交流会、支店長会、福商ビジネス倶楽部
4. 海外展開
海外展開ワンストップ相談窓口、セミナー、商談会など
5. 魅力あるまちづくり
市政への提言要望など

◆環境変化に適応した事業の
　維持・継続

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

◆新たな価値・ビジネスの創造

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

◆多くのひと・事業者の交流促進

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

◆組織の体制強化

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造 【主な取組内容】

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進 【主な取組内容】

Ⅳ. 組織の体制強化

■【図】中期方針と令和３年度事業計画の骨子

（左ページ【図】令和３年度の方針より）
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― 経営相談は、多くの事業者からの補助金申請に応えるため、窓口に重点を置き対応
― 大型イベントは中止や縮小するも、他の事業はオンラインを併用し対応

▼コロナ禍の影響で、博多どんたくや各種交流会等、多くの人が集まる事業については、中止または延期となった。その他の事業（セ
ミナー、商談会等）については、オンラインを併用しながら実施。新型コロナが感染拡大する中でも、中小企業の支援に大きな影響
が出ないよう努めた。

▼経営相談は、昨年同様、感染症対策や新分野への展開等に対する補助金申請について、当所窓口を中心にきめ細かく対応。

▼経営に大きな打撃を受けている事業者がいち早く安心して通常営業ができるよう、特に影響が大きい飲食店等を中心とした当所会員
事業所を対象に、7月から新型コロナワクチンの共同接種を実施し、723社約6,000人に接種した。

▼九州商工会議所連合会として、国に対し、コロナ禍の影響を受けた事業者への支援施策拡充、アフターコロナを見据えた需要喚起
策等について6月に要望書を提出。また、福岡県・福岡市への要望書提出に向け、議員企業を中心とした会員に意見照会を行い、
要望項目を取りまとめた。

▼当所への新規入会数は、目標を上回るペースで増加。引き続き会員としてのメリットを感じていただけるよう、事業・サービスの磨き
上げや活用促進に取り組む。

当所の中期方針（令和3年度～令和5年度）に基づき推進している主要事業につきまして、今年度上半期における進捗
状況をご報告いたします。

福岡商工会議所
令和３年度上半期（4月～9月）の事業進捗報告

報告

総括

全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む

令和3年度の方針

「新入社員パッケージ」研修（4月～9月）会社合同説明会（4月）

希少性の高い商品・サービスの商談会

Ⅱ 新たな価値・ビジネスの創造
●デジタル化の促進
　デジタル化支援事業は、コロナ禍で相談ニーズが高まったこ
とから、専門家の人数と相談日を増やし、相談体制を強化。
小売業・サービス業の事業者から、ホームページやSNSを活
用した売上向上や集客法など、低コストでチャレンジしやすい
取り組みに関する相談が多くなっていることから、更なる支援
策としてSNS活用セミナーを5回開催した。

●新たな価値の創出
　起業相談はコロナ禍においても引き続き多く、コロナ前と同
様、飲食や美容などのサービス業からの相談が多い。今後は
動画コンテンツの配信を活用し、創業マインドの醸成、更なる
支援先の発掘を促し、創業計画策定支援につなげる。

●新たな販路の拡大
　食産業振興支援（BtoB）事業は、上半期で対面商談会を
3 回、オンライン商談会を 21 回開催した。また、今年度は新
たにオンラインマッチングシステムを導入。システム上で事前
に多くの情報が得られることから、成約率の向上につながって
いる。

プレミアム付き電子商品券「FUKUOKA NEXT Pay」

新入会員交流会（7月）

Ⅲ 多くのひと・事業者の交流促進
●交流人口拡大
　観光事業者支援事業は、新たな取り組みとして、7月に「福
商観光アドバイザー」窓口を設置。運輸業、小売業の小規模
事業者など7件の相談に対応した。

●地域の活力創出
・早良商工会・志賀商工会と連携し、福岡県及び福岡市の補
助金を活用した福岡市全域で使えるプレミアム付き電子商品
券「FUKUOKA NEXT Pay」を総額 60 億円分発行。市内
で登録された約 6,000 店舗での消費促進に向け取り組みを
継続する。

・福岡県及び福岡市の「プレミアム付き地域商品券事業」補
助金を活用して集客力強化に取り組む 46 の商店街等団体
を支援。発行規模は総額 23 億円、利用店舗は各商店街に
所属する約 4,600 店舗となった。商店街等は、イベント開
催が厳しい状況が続いているため、引き続き商品券事業を
中心とした支援を行なう。

●ビジネス交流
　交流会事業は、感染防止対策を講じ、6月に「士業交流会」、
7 月に「新入会員交流会」を開催。対面での交流機会が少な
くなっていることから、人脈形成の貴重な機会として好評だっ
た。緊急事態宣言により延期した交流 WEEK（交流会の連日
開催企画）は、新型コロナの感染状況を見ながら、今後もで
きる限り対面で実施する。

代表的な取り組み

Ⅰ 環境変化に適応した事業の維持・継続
●事業の継続
　コロナ禍で影響を受けた事業者の事業継続・雇用維持を最
優先に、経営相談窓口での対応に重点を置き、9月末までに
14,488件の相談に対応。相談の多くは、販路拡大や感染防
止対策、新分野への展開など新たな取り組みに対する補助金
活用に関するものであり、コロナ禍でも前向きに挑戦する事業
者が目立った。一方、第2四半期以降は融資の相談が増加傾
向にあり、資金繰りに苦慮する事業者については、専門家を
活用しながら支援した。

●人材確保
　企業と学生との接点創出に向け、大学4年生を対象とした
会社合同説明会（4月・5月）や高校生のキャリア教育イベント
を開催した。

●人材育成
　実務研修等の人材育成支援事業は、概ね計画通り実施・
集客できている。コロナ禍で行動が制限される中でも、人材
育成へのニーズは変わらず高く、特に、今年度はオーダーメイ

ド型の「出前講座」の申込が増加傾向にある。また、今年度
の新規事業「新入社員パッケージ」研修（半年間の少人数制カ
リキュラム）は、社員の成長が目に見えると好評であり、次年
度もカリキュラムをブラッシュアップし継続する。

商工業の改善・発達
と福岡の発展

当所の理念

・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

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

中期方針（令和3～5年度）
3年間の基本指針
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全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む令和３年度の
方針

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続 【主な取組内容】

変化に柔軟に対応し、地域に寄り添う伴走型支
援をさらに強化し、地域から信頼される商工会
議所を目指す。

①部会・委員会の活性化
②事務局の体制強化（資質向上、会員基盤の強化、取組成果
の見える化等）

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

1. 事業の継続
新型コロナの影響を受けた事業者への経営支援、外食
応援団「GOOD UP FUKUOKA」 など
2. 経営力強化
経営改善支援、経営革新計画策定支援、専門相談窓口
の運営、専門家派遣の実施、リスクマネジメントセミ
ナー  など
3. 事業承継
業種別の事例紹介セミナー、専門家派遣事業、

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（M&A）など
4. 人材確保
会社合同説明会事業、学校と企業との就職情報交換会、
働き方改革関連法への対応セミナー、各種福利厚生事
業  など
5. 人材育成　
実務研修講座企画・運営、eラーニング講座提供、リカ
レント教育講座実施、各種検定試験実施 など

1. デジタル化の促進
活用事例の紹介・国等の支援策などの啓発、IT 活用入
門塾、デジタルツール導入支援 など
2. 新たな価値の創出
ベンチャー企業とのマッチング支援、クリエイター商
談会、イノベーション推進セミナー など

3. 新たな販路の拡大
博多うまかもん市、百貨店と連携したオンライン販売
機会の提供、個別商談会、Food EXPO Kyushu、既存
商品コラボ・新商品の発掘　など
4. SDGs、環境問題への対応
委員会による調査・研究を通じた対応事例 など
最新情報の講演会 など

1. 交流人口拡大
博多どんたく港まつり、博多をどり、観光商談会、観光
アドバイザー相談事業、着地型観光メニュー拡大 など
2. 地域の活力創出
プレミアム付き地域商品券発行、商店街振興など

3. ビジネス交流
各種会員交流会、支店長会、福商ビジネス倶楽部
4. 海外展開
海外展開ワンストップ相談窓口、セミナー、商談会など
5. 魅力あるまちづくり
市政への提言要望など

◆環境変化に適応した事業の
　維持・継続

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

◆新たな価値・ビジネスの創造

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

◆多くのひと・事業者の交流促進

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

◆組織の体制強化

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造 【主な取組内容】

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進 【主な取組内容】

Ⅳ. 組織の体制強化

■【図】中期方針と令和３年度事業計画の骨子

（左ページ【図】令和３年度の方針より）
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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

令和3年8月11日からの大雨で被災された県内中小企業者

3,000万円（既存の緊急経済対策資金とは別枠）

災害復旧に要する設備資金・運転資金

10年以内（据置2年以内）

年0.90%
年0.00%（福岡県全額負担）
必要に応じて

原則として法人代表者以外は不要

通常の申込書類に加えて、市町村等が発行する「罹災証明書」または「被災証明書」

令和3年9月2日～令和4年3月31日（保証協会申込受付分まで）

福岡県緊急経済対策資金『緊急特別融資枠』

このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。

被災された中小企業者の方への金融支援として、既存の福岡県緊急経済対策資金と別枠で
ご利用いただける『緊急特別融資枠』が創設されましたので、ご利用ください。

『令和3年8月11日からの大雨による災害』
により被災された中小企業者への支援について

対 象 者
融 資 限 度 額
対 象 資 金
融 資 期 間
金 利
保 証 料 率
担 保
保 証 人
必 要 書 類 等
受 付 期 間

PR

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階

70

PR

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。

 

劇団四季ミュージカル『キャッツ』
----------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】平日夜：
9,900円→9,000円、平日昼・土夜：11,000円→
10,000円、土日祝昼・1月3日（月）：12,100円→
11,000円、【S席良席ペアシートプラン】12～3月土
日祝の昼公演　2名1組限定で良席ペアシートを設
定しております。11月の良席プランは前号までのご

案内で完売しております。●対象日程＝2021年11
月1日（月）～2022年4月16日（土）※12月7日
（火）、2月8日（火）は貸切公演のためご予約いただ
けません。●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。
※発熱等によりご来場が困難な場合、事前に劇団
　四季福岡オフィスまでご連絡ください。
※発熱等の体調不良の場合に限り取消を承ります
　が、手数料としてチケット代金（定価）の20%を
　頂戴します。
※劇場では、常時マスクの着用が必要となります。
　マスクを着用していない場合、入場をお断りする
　場合がございます。

人類絶滅後の生物図鑑
----------------------------------------------------------
●優待内容＝大人（大学生以上）1,200円 → 
1,100円、中高生800円 → 700円、小人600円
→500円●対象日程＝11月20日（土）～2022年
1月23日（日） ※休館日：毎週火曜日（ただし11
月23日（火・祝）・1月4日（火）は開館、11月24
日（水）・12月28日（火）～1月1日（土・祝）は休
館）●申込締切＝2022年1月23日（日）●場所＝
福岡市科学館●申込方法＝会場窓口で、商工会
議所の会員証をご提示ください。5名様まで割引
料金で購入いただけます。

ゴッホ展
響きあう魂 ヘレーネとフィンセント
----------------------------------------------------------
●優待内容＝一般2,000円→1,800円、高大生
1,300円→1,100円、小中生800円→600円●対
象日程＝12月23日(木)～2022年2月13日
(日)●申込締切＝2022年2月13日(日)●場所
＝福岡市美術館●申込方法＝会場の当日券売所に
て商工会議所会員証をご提示ください。
※土日祝日、1月2日・3日は日時予約を推奨して
　います。各入場時間枠には上限があります。
　予約方法等は当所HPをご覧ください。

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの田舎道》 
1890年5月12-15日頃 クレラー=ミュラー美術館
©Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands

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。

お問い合わせ／経理・財務グループ　TEL 092-441-1115

会議所からのお知らせ

【開催日時】11月29日（月）13：30～15：00
【場　　所】オンライン（Zoom）

● 対象…当所会員　● 参加費…無料　● 申込締切…11月19日（金）

幸田 昌則 氏

お申し込み

コロナ禍は、不動産市場をどう変えたか？
～今後のカギを握るのは、金融情勢～

　誰もが予想だにしなかった新型コロナウイルス感染症の世界的
規模での感染拡大は、社会・経済全体に多大な影響を与えることに
なりました。そのコロナ禍、日本では不動産市況がアベノミクス政策に
よるバブルが減速しつつあったタイミングで発生しました。そして、
デジタル社会・格差社会を進行させ、不動産市場には「特需」をも
たらし、大活況となりました。しかし、価格の急上昇や「ウッドショ
ック」などによって、今夏以降は、あらたな局面を迎えています。
　コロナ禍に揺れたこの２年、そして転換期が訪れつつある今、不動
産市況に関する的確な予測と助言で全国に多くの支持者を擁する
不動産市況アナリストの幸田昌則先生を講師にお招きし、コロナ禍で
変化した市場の実態・現状を、データを基に解説いただくとともに、
今後の市場動向の予測と対応策についてご講和していただきます。

講師：ネットワーク88

福岡県出身
九州大学法学部卒
不動産市況アナリスト

※オンラインでのご視聴環境がない方については、
　会場（当所501号室）での視聴も可能（若干名）

① コロナ禍とデジタル技術の進展で、不動産の価値が変化
② 最近のマーケットの状況と、今後の展望、不動産価格の動向
③ アフターコロナ時代、経営上の留意点

内 容

理財部会主催 部会講演会のご案内

会議所からのお知らせ

講師 イオン株式会社 環境社会貢献責任者

『サステナブルな社会の構築に向けて』
小売商業部会主催 部会講演会のご案内

三宅  香 氏
11月25日（木）
13：30～15：00（開場：13:00）
オンラインおよび当所５階501会議室

無 料

※来場定員：50名
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
　オンラインのみになる場合もございます。　

【開催日時】

【場　　所】

【参 加 費】

【お申し込み】本誌同封のチラシまたは当所ホームページより
お申し込みください。

※詳細は本誌同封のチラシにてご確認ください。
お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　
TEL 092-441-2169

福岡ワンストップ海外展開推進協議会 主催

オンライン［Zoom］ 無 料開催方法

11月24日開催日時

参加費

※詳細・申込は
　WEBサイト
　（QR）を
　ご覧下さい。15：00～16：30水

アフリカビジネス
魅力発信セミナー
アフリカビジネス
魅力発信セミナー
アフリカの人口は2050年には現在の約2倍の約25億人（国連

推計）、世界人口全体の約25％を占める見通しとなっており、日系

企業だけでなく世界各国の企業から経済成長と市場拡大を期待

されている地域です。当セミナーでは、アフリカビジネスの最新ト

レンドや日本の進出企業等の事例を交えて、 アフリカビジネスの

実情や魅力について分かりやすく解説いたします。

お問い合わせ／産業振興部　TEL 092-441-1119

会議所からのお知らせ
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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

令和3年8月11日からの大雨で被災された県内中小企業者

3,000万円（既存の緊急経済対策資金とは別枠）

災害復旧に要する設備資金・運転資金

10年以内（据置2年以内）

年0.90%
年0.00%（福岡県全額負担）
必要に応じて

原則として法人代表者以外は不要

通常の申込書類に加えて、市町村等が発行する「罹災証明書」または「被災証明書」

令和3年9月2日～令和4年3月31日（保証協会申込受付分まで）

福岡県緊急経済対策資金『緊急特別融資枠』

このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。

被災された中小企業者の方への金融支援として、既存の福岡県緊急経済対策資金と別枠で
ご利用いただける『緊急特別融資枠』が創設されましたので、ご利用ください。

『令和3年8月11日からの大雨による災害』
により被災された中小企業者への支援について

対 象 者
融 資 限 度 額
対 象 資 金
融 資 期 間
金 利
保 証 料 率
担 保
保 証 人
必 要 書 類 等
受 付 期 間

PR

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階

70

PR

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。

 

劇団四季ミュージカル『キャッツ』
----------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席会員限定割引プラン】平日夜：
9,900円→9,000円、平日昼・土夜：11,000円→
10,000円、土日祝昼・1月3日（月）：12,100円→
11,000円、【S席良席ペアシートプラン】12～3月土
日祝の昼公演　2名1組限定で良席ペアシートを設
定しております。11月の良席プランは前号までのご

案内で完売しております。●対象日程＝2021年11
月1日（月）～2022年4月16日（土）※12月7日
（火）、2月8日（火）は貸切公演のためご予約いただ
けません。●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。
※発熱等によりご来場が困難な場合、事前に劇団
　四季福岡オフィスまでご連絡ください。
※発熱等の体調不良の場合に限り取消を承ります
　が、手数料としてチケット代金（定価）の20%を
　頂戴します。
※劇場では、常時マスクの着用が必要となります。
　マスクを着用していない場合、入場をお断りする
　場合がございます。

人類絶滅後の生物図鑑
----------------------------------------------------------
●優待内容＝大人（大学生以上）1,200円 → 
1,100円、中高生800円 → 700円、小人600円
→500円●対象日程＝11月20日（土）～2022年
1月23日（日） ※休館日：毎週火曜日（ただし11
月23日（火・祝）・1月4日（火）は開館、11月24
日（水）・12月28日（火）～1月1日（土・祝）は休
館）●申込締切＝2022年1月23日（日）●場所＝
福岡市科学館●申込方法＝会場窓口で、商工会
議所の会員証をご提示ください。5名様まで割引
料金で購入いただけます。

ゴッホ展
響きあう魂 ヘレーネとフィンセント
----------------------------------------------------------
●優待内容＝一般2,000円→1,800円、高大生
1,300円→1,100円、小中生800円→600円●対
象日程＝12月23日(木)～2022年2月13日
(日)●申込締切＝2022年2月13日(日)●場所
＝福岡市美術館●申込方法＝会場の当日券売所に
て商工会議所会員証をご提示ください。
※土日祝日、1月2日・3日は日時予約を推奨して
　います。各入場時間枠には上限があります。
　予約方法等は当所HPをご覧ください。

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの田舎道》 
1890年5月12-15日頃 クレラー=ミュラー美術館
©Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands

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。

お問い合わせ／経理・財務グループ　TEL 092-441-1115

会議所からのお知らせ

【開催日時】11月29日（月）13：30～15：00
【場　　所】オンライン（Zoom）

● 対象…当所会員　● 参加費…無料　● 申込締切…11月19日（金）

幸田 昌則 氏

お申し込み

コロナ禍は、不動産市場をどう変えたか？
～今後のカギを握るのは、金融情勢～

　誰もが予想だにしなかった新型コロナウイルス感染症の世界的
規模での感染拡大は、社会・経済全体に多大な影響を与えることに
なりました。そのコロナ禍、日本では不動産市況がアベノミクス政策に
よるバブルが減速しつつあったタイミングで発生しました。そして、
デジタル社会・格差社会を進行させ、不動産市場には「特需」をも
たらし、大活況となりました。しかし、価格の急上昇や「ウッドショ
ック」などによって、今夏以降は、あらたな局面を迎えています。
　コロナ禍に揺れたこの２年、そして転換期が訪れつつある今、不動
産市況に関する的確な予測と助言で全国に多くの支持者を擁する
不動産市況アナリストの幸田昌則先生を講師にお招きし、コロナ禍で
変化した市場の実態・現状を、データを基に解説いただくとともに、
今後の市場動向の予測と対応策についてご講和していただきます。

講師：ネットワーク88

福岡県出身
九州大学法学部卒
不動産市況アナリスト

※オンラインでのご視聴環境がない方については、
　会場（当所501号室）での視聴も可能（若干名）

① コロナ禍とデジタル技術の進展で、不動産の価値が変化
② 最近のマーケットの状況と、今後の展望、不動産価格の動向
③ アフターコロナ時代、経営上の留意点

内 容

理財部会主催 部会講演会のご案内

会議所からのお知らせ

講師 イオン株式会社 環境社会貢献責任者

『サステナブルな社会の構築に向けて』
小売商業部会主催 部会講演会のご案内

三宅  香 氏
11月25日（木）
13：30～15：00（開場：13:00）
オンラインおよび当所５階501会議室

無 料

※来場定員：50名
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
　オンラインのみになる場合もございます。　

【開催日時】

【場　　所】

【参 加 費】

【お申し込み】本誌同封のチラシまたは当所ホームページより
お申し込みください。

※詳細は本誌同封のチラシにてご確認ください。
お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　
TEL 092-441-2169

福岡ワンストップ海外展開推進協議会 主催

オンライン［Zoom］ 無 料開催方法

11月24日開催日時

参加費

※詳細・申込は
　WEBサイト
　（QR）を
　ご覧下さい。15：00～16：30水

アフリカビジネス
魅力発信セミナー
アフリカビジネス
魅力発信セミナー
アフリカの人口は2050年には現在の約2倍の約25億人（国連

推計）、世界人口全体の約25％を占める見通しとなっており、日系

企業だけでなく世界各国の企業から経済成長と市場拡大を期待

されている地域です。当セミナーでは、アフリカビジネスの最新ト

レンドや日本の進出企業等の事例を交えて、 アフリカビジネスの

実情や魅力について分かりやすく解説いたします。

お問い合わせ／産業振興部　TEL 092-441-1119

会議所からのお知らせ
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南
区

中
央
区

博
多
区

早
良
区

東
区

南
区

博
多
区

博
多
区

中
央
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

092-643-4601

092-292-3868

092-624-9067

092-692-1510

092-661-1418

092-419-2475

092-402-2662

092-402-0477

092-303-3765

092-791-8796

080-7051-6226

092-712-8007

092-207-7000

092-327-1115

080-6420-5477

092-515-2207

090-5284-3466

092-841-1102

092-831-6699

050-7112-8160

0942-21-7770

099-267-0359

03-6280-3214

西
区

古
賀
市

熊
本
県

愛
知
県

大
野
城
市

城
南
区

早
良
区

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名

城
南
区

早
良
区

（有）ユニット・エムエスイー

（株）ユニフリー

アビエス製薬（株）

ゆたかセキュリティ（株）

渡辺行政書士事務所

（株）ＺＯＮ

（株）ｔｕａ

しゅうにん（株）

弁護士　熊谷靖夫

おそうじメイト福岡店

（株）ステイ九州

洋食屋Ｔｏｍａｔｏ畑

ひだまりハーブガーデン＆スクール

タビノキセキ 高宮店

Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｇｙｍ　８８

ＡＥＭ（株）

ヒッツダンススタジオ

ちりきら☆ＲＯＯＭ

室住整骨院

インフラレッド（同）

（株）農業都市デザインシステム研究所

（株）横福

一般社団法人　ソコリキ教育研究所

福岡市東区馬出2-2-35 サクラ博多ビル３階

福岡市東区多の津1-4-4-２階

福岡市東区多の津1-14-1

福岡市東区若宮5-12-11-102

福岡市東区千早3-9-23

福岡市博多区博多駅前1-15-20 ＮＭＦ博多駅前ビル２階

福岡市博多区比恵町1-18-205

福岡市博多区住吉2-6-32 リファレンス住吉１階

福岡市博多区冷泉町5-32 オーシャン博多ビル６階 ＮＴＳ弁護士法人福岡事務所内

福岡市中央区高砂2-17-1-205

福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神4-6-20 吉田ビル１階

福岡市中央区大名2-4-38 チサンマンション天神Ⅲ-214

福岡市南区高宮3-21-24

福岡市城南区鳥飼5-5-6 グランドグリシーヌ別府104

福岡市城南区梅林5-30-8

福岡市早良区西新4-7-17-201

福岡市早良区高取2-3-23-112

福岡市早良区有田7-15-24

福岡市早良区次郎丸1-20-7-1

久留米市本山1-15-15

鹿児島県鹿児島市上福元町3938-1

東京都中央区入船2-9-10 五條ビル４Ａ

松重中小企業診断士事務所

通小町

ブリヂストンリテールジャパン（株） 九州支社

（株）ウチダシステムズ 九州支社

ＭＰＴ Ｓｃｏｒｔａ ｏｆｆiｃｅ たかはし

ウェブココル（株）

ダイヤモンド商事

（株）グランディア

ＦＡＴ　ＰＯＣＫＥＴＳ

まえだ

千翠

（株）レクリエ

（株）イー・アセットマネジメント

ＢＲＵＳＨ

じょうの行政書士事務所

オグラデンキ（株）

田中青果店

（同）ＧＲＡＮＤＡ

（株）ドラッグイレブン

九州パッケージ（株）

（株）マンハッタン・カフェ

（株）ナフ・フード・システムズ

エステサロン　ＴＡＮＰＯＰＯ

（同）アイキュア 整骨院・整体院　悠々

チアフル（同）

包丁屋　白

（株）セイオフィスサービス

（有）オーバーフロウ

焼鳥とり貴

土下座餃子（株）

よもぎ蒸し＆ボディケア　珪華

エムズデザインオフィス

（同）ＨＡＮＡＭＩ

ＷＥＢコンテンツ企画・制作・コンサルティング

介護用品　衛生用品　ペット用品の開発・販売

天然資源を用いた商品販売、精油抽出請負

警備業

行政書士

食肉加工品の卸売

営業代行

不動産売買・仲介・賃貸・管理

弁護士

ハウスクリーニング全般

地域活性化コンサルティング全般

飲食店

ハーブを活用するための講座を開催するスクール

クラフト、アート、プロダクト品の企画・制作・販売

パーソナルトレーニングジム

コンサルティング業

ダンススタジオ経営

ペットがいて連れてもこれる喫茶店(ｃａｆｅ)

整骨院業務

ＥＣサイトを中心としたＩＴシステム支援

フルーツ生産　加工　販売　６次産業

農業

教育コンサルタント

久
留
米
市
鹿
児
島
県

東
京
都

エステサロン

整骨院、鍼灸院、整体院の運営

通信販売（健康食品・化粧品など）

包丁等の販売

総合リフォーム業

飲食店経営

飲食店

餃子の販売

よもぎむし　ボディケア（もみほぐし・フットケア・オイルケア）

デザイン業（主に文字デザイン）

自転車販売・修理

経営コンサルタント

振袖レンタル

タイヤ小売業

オフィス家具販売及び内装工事

社会保険労務士業

ＳＥＯコンサルティング

不動産業

不動産販売業　

小売　アパレル販売　

飲食店経営

飲食業

不動産売買

不動産売買業

一般建築塗装

行政書士業

電気工事業

青果卸売り・小売り　花・野菜・くだもの

ＩＣＴマンションシステム・インターネットサービスプロバイダ事業

医薬品、健康食品、化粧品販売

紙器加工製造販売

冷凍食品の製造

食品輸出入

WEBコンテンツ・システムの企画・制作を一貫して行っています

“安心の品質を今までにない価格で”を念頭に置き、商品を提供します

独自技術乳化剤不使用の除菌液等製造販売。OEMも承っています

交通誘導警備、雑踏警備、施設警備は、当社にお任せください

官公庁提出書類作成・提出。相続

業務用のお肉のことならおまかせください。キッチンカー用食材も

ＩＴ導入補助金申請サポートします。ぜひご相談ください

人生１００年時代に不動産投資！売買・管理・融資組立は弊社に！

親しみやすい弁護士を追求しています

おうち時間を快適に。ハウスクリーニングでお手伝いします

電通OBによる地域が生き残る稼ぐ力を提案します。相談無料

天神北でお食事の際はぜひご活用ください

ハーブの成分を健康・疾病予防に活用する分野が専門です

アロマオイルを入れてほのかに香るアロマアクセサリーが人気です

定額制通い放題のパーソナルトレーニングジムニューオープン

事業協同組合設立、外国人雇用のことなら何でもご相談ください

西新にあるアットホームなダンススタジオ

ペット連れ可の喫茶＆雑貨店。ミニスタジオでペットの撮影も可能

体の外から中から健康に。安心安全の日用品、美容品も取り扱い

EC領域で最適な技術実装を行う「販売IT専門家集団」です

販売管理や顧客管理等PCを便利に活用することを行います

にんにくを美味しく！オシャレに！元気をお届けします！

ディズニーのメソッドで組織を活性化させます

東
区

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名

博
多
区

東
区（株）英真トランスポート

中国菜　隨園

（株）依葉工業

日本の味（同）

（株）ＯＰＡ キャナルシティオーパ

ケープランニング

会員制　桜花

髙橋建装

洋食屋Ｋｅｎ

満帆荘

（株）ソレイユ・アドバイザリー 福岡オフィス

（株）愛しとーと

飲食店

旅館

事業用太陽光発電所仲介販売

健康食品・化粧品等の企画・製造・販売

貨物利用運送事業（第一種）

飲食業

建設業

海外輸出（牛肉・魚）

商業ビルの運営、管理

飲食店

飲食業

外壁下地補修工事

セミナーの
ご案内

■日　　時：2021年11月16日（火） 14:00～15:30
■参加方法：①当所会議室（当所『B1-a』会議室／定員30名）
　　　　　  ②オンライン受講（Zoom）
■申込方法：下記URLまたは右記QRコードからアクセスして下さい。
　　　　　 URL：https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-11-23/
■申込締切：11月15日（月） 12:00

福岡市のハザードマップから見る

『事業所向け
 　防災セミナー』

生命共済制度
災害保障特約付団体定期保険／福岡商工会議所独自の見舞金･祝金制度

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

団F－２０２１－０００３－S

1MERIT 1
2MERIT 2
3MERIT 3
4MERIT 4

318円月
々

死亡保険金200万円の保障が…
（事故死亡･高度障がいの場合。病気死亡は100万円）
※15歳～35歳（男性）の月額掛金例　※掛金は、性別、年齢、保障内容などにより異なります。
※ご加入に際しましては「所定のパンフレット（契約内容重要記載資料）」を必ずご覧ください。

死亡・障がい・入院を1年365日24時間保障します
経営者・従業員・パート･アルバイトも含め、
※65歳の方まで加入でき、75歳まで更新継続できます
保険金・給付金の受取りを事業所（事業主）に
することができます
掛金は全額損金または必要経費に算入できます

5MERIT 5 剰余が生じたときは配当金として還元します
さらに…

剰余は配当金として還元！
2020年度実績44.67％！！
12ヵ月×44.67％＝約5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。
※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9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。

会員限定

※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。

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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南
区

中
央
区

博
多
区

早
良
区

東
区

南
区

博
多
区

博
多
区

中
央
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

092-643-4601

092-292-3868

092-624-9067

092-692-1510

092-661-1418

092-419-2475

092-402-2662

092-402-0477

092-303-3765

092-791-8796

080-7051-6226

092-712-8007

092-207-7000

092-327-1115

080-6420-5477

092-515-2207

090-5284-3466

092-841-1102

092-831-6699

050-7112-8160

0942-21-7770

099-267-0359

03-6280-3214

西
区

古
賀
市

熊
本
県

愛
知
県

大
野
城
市

城
南
区

早
良
区

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名

城
南
区

早
良
区

（有）ユニット・エムエスイー

（株）ユニフリー

アビエス製薬（株）

ゆたかセキュリティ（株）

渡辺行政書士事務所

（株）ＺＯＮ

（株）ｔｕａ

しゅうにん（株）

弁護士　熊谷靖夫

おそうじメイト福岡店

（株）ステイ九州

洋食屋Ｔｏｍａｔｏ畑

ひだまりハーブガーデン＆スクール

タビノキセキ 高宮店

Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｇｙｍ　８８

ＡＥＭ（株）

ヒッツダンススタジオ

ちりきら☆ＲＯＯＭ

室住整骨院

インフラレッド（同）

（株）農業都市デザインシステム研究所

（株）横福

一般社団法人　ソコリキ教育研究所

福岡市東区馬出2-2-35 サクラ博多ビル３階

福岡市東区多の津1-4-4-２階

福岡市東区多の津1-14-1

福岡市東区若宮5-12-11-102

福岡市東区千早3-9-23

福岡市博多区博多駅前1-15-20 ＮＭＦ博多駅前ビル２階

福岡市博多区比恵町1-18-205

福岡市博多区住吉2-6-32 リファレンス住吉１階

福岡市博多区冷泉町5-32 オーシャン博多ビル６階 ＮＴＳ弁護士法人福岡事務所内

福岡市中央区高砂2-17-1-205

福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15階

福岡市中央区天神4-6-20 吉田ビル１階

福岡市中央区大名2-4-38 チサンマンション天神Ⅲ-214

福岡市南区高宮3-21-24

福岡市城南区鳥飼5-5-6 グランドグリシーヌ別府104

福岡市城南区梅林5-30-8

福岡市早良区西新4-7-17-201

福岡市早良区高取2-3-23-112

福岡市早良区有田7-15-24

福岡市早良区次郎丸1-20-7-1

久留米市本山1-15-15

鹿児島県鹿児島市上福元町3938-1

東京都中央区入船2-9-10 五條ビル４Ａ

松重中小企業診断士事務所

通小町

ブリヂストンリテールジャパン（株） 九州支社

（株）ウチダシステムズ 九州支社

ＭＰＴ Ｓｃｏｒｔａ ｏｆｆiｃｅ たかはし

ウェブココル（株）

ダイヤモンド商事

（株）グランディア

ＦＡＴ　ＰＯＣＫＥＴＳ

まえだ

千翠

（株）レクリエ

（株）イー・アセットマネジメント

ＢＲＵＳＨ

じょうの行政書士事務所

オグラデンキ（株）

田中青果店

（同）ＧＲＡＮＤＡ

（株）ドラッグイレブン

九州パッケージ（株）

（株）マンハッタン・カフェ

（株）ナフ・フード・システムズ

エステサロン　ＴＡＮＰＯＰＯ

（同）アイキュア 整骨院・整体院　悠々

チアフル（同）

包丁屋　白

（株）セイオフィスサービス

（有）オーバーフロウ

焼鳥とり貴

土下座餃子（株）

よもぎ蒸し＆ボディケア　珪華

エムズデザインオフィス

（同）ＨＡＮＡＭＩ

ＷＥＢコンテンツ企画・制作・コンサルティング

介護用品　衛生用品　ペット用品の開発・販売

天然資源を用いた商品販売、精油抽出請負

警備業

行政書士

食肉加工品の卸売

営業代行

不動産売買・仲介・賃貸・管理

弁護士

ハウスクリーニング全般

地域活性化コンサルティング全般

飲食店

ハーブを活用するための講座を開催するスクール

クラフト、アート、プロダクト品の企画・制作・販売

パーソナルトレーニングジム

コンサルティング業

ダンススタジオ経営

ペットがいて連れてもこれる喫茶店(ｃａｆｅ)

整骨院業務

ＥＣサイトを中心としたＩＴシステム支援

フルーツ生産　加工　販売　６次産業

農業

教育コンサルタント

久
留
米
市
鹿
児
島
県

東
京
都

エステサロン

整骨院、鍼灸院、整体院の運営

通信販売（健康食品・化粧品など）

包丁等の販売

総合リフォーム業

飲食店経営

飲食店

餃子の販売

よもぎむし　ボディケア（もみほぐし・フットケア・オイルケア）

デザイン業（主に文字デザイン）

自転車販売・修理

経営コンサルタント

振袖レンタル

タイヤ小売業

オフィス家具販売及び内装工事

社会保険労務士業

ＳＥＯコンサルティング

不動産業

不動産販売業　

小売　アパレル販売　

飲食店経営

飲食業

不動産売買

不動産売買業

一般建築塗装

行政書士業

電気工事業

青果卸売り・小売り　花・野菜・くだもの

ＩＣＴマンションシステム・インターネットサービスプロバイダ事業

医薬品、健康食品、化粧品販売

紙器加工製造販売

冷凍食品の製造

食品輸出入

WEBコンテンツ・システムの企画・制作を一貫して行っています

“安心の品質を今までにない価格で”を念頭に置き、商品を提供します

独自技術乳化剤不使用の除菌液等製造販売。OEMも承っています

交通誘導警備、雑踏警備、施設警備は、当社にお任せください

官公庁提出書類作成・提出。相続

業務用のお肉のことならおまかせください。キッチンカー用食材も

ＩＴ導入補助金申請サポートします。ぜひご相談ください

人生１００年時代に不動産投資！売買・管理・融資組立は弊社に！

親しみやすい弁護士を追求しています

おうち時間を快適に。ハウスクリーニングでお手伝いします

電通OBによる地域が生き残る稼ぐ力を提案します。相談無料

天神北でお食事の際はぜひご活用ください

ハーブの成分を健康・疾病予防に活用する分野が専門です

アロマオイルを入れてほのかに香るアロマアクセサリーが人気です

定額制通い放題のパーソナルトレーニングジムニューオープン

事業協同組合設立、外国人雇用のことなら何でもご相談ください

西新にあるアットホームなダンススタジオ

ペット連れ可の喫茶＆雑貨店。ミニスタジオでペットの撮影も可能

体の外から中から健康に。安心安全の日用品、美容品も取り扱い

EC領域で最適な技術実装を行う「販売IT専門家集団」です

販売管理や顧客管理等PCを便利に活用することを行います

にんにくを美味しく！オシャレに！元気をお届けします！

ディズニーのメソッドで組織を活性化させます

東
区

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名

博
多
区

東
区（株）英真トランスポート

中国菜　隨園

（株）依葉工業

日本の味（同）

（株）ＯＰＡ キャナルシティオーパ

ケープランニング

会員制　桜花

髙橋建装

洋食屋Ｋｅｎ

満帆荘

（株）ソレイユ・アドバイザリー 福岡オフィス

（株）愛しとーと

飲食店

旅館

事業用太陽光発電所仲介販売

健康食品・化粧品等の企画・製造・販売

貨物利用運送事業（第一種）

飲食業

建設業

海外輸出（牛肉・魚）

商業ビルの運営、管理

飲食店

飲食業

外壁下地補修工事

セミナーの
ご案内

■日　　時：2021年11月16日（火） 14:00～15:30
■参加方法：①当所会議室（当所『B1-a』会議室／定員30名）
　　　　　  ②オンライン受講（Zoom）
■申込方法：下記URLまたは右記QRコードからアクセスして下さい。
　　　　　 URL：https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-11-23/
■申込締切：11月15日（月） 12:00

福岡市のハザードマップから見る

『事業所向け
 　防災セミナー』

生命共済制度
災害保障特約付団体定期保険／福岡商工会議所独自の見舞金･祝金制度

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845

団F－２０２１－０００３－S

1MERIT 1
2MERIT 2
3MERIT 3
4MERIT 4

318円月
々

死亡保険金200万円の保障が…
（事故死亡･高度障がいの場合。病気死亡は100万円）
※15歳～35歳（男性）の月額掛金例　※掛金は、性別、年齢、保障内容などにより異なります。
※ご加入に際しましては「所定のパンフレット（契約内容重要記載資料）」を必ずご覧ください。

死亡・障がい・入院を1年365日24時間保障します
経営者・従業員・パート･アルバイトも含め、
※65歳の方まで加入でき、75歳まで更新継続できます
保険金・給付金の受取りを事業所（事業主）に
することができます
掛金は全額損金または必要経費に算入できます

5MERIT 5 剰余が生じたときは配当金として還元します
さらに…

剰余は配当金として還元！
2020年度実績44.67％！！
12ヵ月×44.67％＝約5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。
※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9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。

会員限定

※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。

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？

15福岡商工会議所 NEWS ︱ 2021  NOVEMBER



地場企業の経営動向調査 令和3年度 第2四半期（令和3年7月～9月）
REPORT

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

今期（令和３年７月～９月）の業況

令和３年７月～９月の自社業況DI（全業種）は▲23.6
と、前期比▲9.6ポイントの悪化となった。新型コロナウ
イルス感染拡大に伴い、初めて緊急事態宣言が発出され
たR2.4-6月期以降、業況の改善に向けた動きが見られて
いたが、5期ぶりに悪化に転じた。
業種別では、全６業種において悪化。特に運輸・倉庫

業、小売業の悪化幅が大きかった。

次期（令和３年10月～12月）の見通し

次期（令和３年10月～12月）の自社業況DIは▲15.6
で、今期比＋8.0ポイントと改善の見込みとなった。ワク
チン接種の進展に伴う、経済活動正常化への期待感がう
かがえる。

◎緊急事態宣言の発出を受けた外出自粛により、乗客が
激減し売上が減少した。（運輸・倉庫業：旅客運送）

◎軟鉄材料価格が高騰しているが、発注元とは前年度に
契約しているため、価格に転嫁できず営業利益を圧迫
している。（建設業：建設付帯工事）
◎食用油や小麦粉等の原材料価格が高騰している。販売
価格に転嫁せざるを得ない状況。（小売業：食料品）

◎燃料油価格が高騰しているが、販売価格への転嫁が難
しい状況。（小売業：その他）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和３年９月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　500社（回答率25.0％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

緊急事態宣言により業況悪化
次期改善に期待感もあるが
厳しい状況

企業の声

※前期（R3.4-6月）は前回調査結果
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善（ ➡）・悪化（

⇨ ）
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善（ ➡）・悪化（

⇨ ）

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲14.0
▲28.6
▲19.8
▲18.4
▲9.5
＋3.3
▲4.4
▲15.3
＋6.5

前期
（R3.4-6）

今期
（R3.7-9）

次期予測
（R3.10-12）

▲23.6⇨

▲39.0⇨

▲23.5⇨

▲18.5⇨

▲43.7⇨

▲40.7⇨

▲7.5⇨

▲25.0⇨

＋9.1 ➡

▲15.6 ➡
▲26.0 ➡
▲19.1 ➡
▲6.4 ➡
▲43.8⇨

▲25.1 ➡
▲2.5 ➡
▲16.3 ➡
0.0⇨

■自社業況の景気判断推移（業種別）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業

40

30

20

10

0

▲10

▲20

▲30

▲40

▲50

▲60

▲70

▲80

（%）

緊急事態宣言②
（R3.1-2）

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

今期（R3.7-9）
緊急事態宣言④
（R3.8-9）

▲4.2 ▲2.2
▲7.2

▲1.9

▲10.1 ▲11.4 ▲9.3

▲16.7

▲38.2

▲64.6
▲60.1

▲40.9 ▲40.6

▲14.0 ▲23.6
▲15.6

R3.
10-12

H30.
1-3

H30.
4-6

H30.
7-9

H30.
10-12

H31.
1-3

H31.
4-6

R1.
7-9

R1.
10-12

R2.
1-3

R2.
4-6

R2.
7-9

R2.
10-12

R3.
1-3

R3.
4-6

R3.
7-9

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

新型コロナの影響が長期化し経済の先行きが見通せない
中、地場企業の賃金動向や雇用への影響について調査した。

２０２１年度の賃上げの実施状況

2021年度に賃金の引上げを「実施した（予定含む）」と
回答した企業は54.6％と、前回調査（2020年9月）から
6.0ポイント増加した。賃上げを実施した企業（273社）を
100とした場合、その約７割が「業績の改善は見られない
中での賃上げ」、いわゆる防衛的な賃上げとなっている。
また、「賃金の引き上げは行わない」と回答した企業は
35.2％と、前回調査（2020年9月）から6.0ポイント減少し
た。賃金の引上げを行わない企業（176社）を100とした場
合、「業績は改善していないが、同水準を維持」と答えた企業
が約８割となった。業績の改善が見られない厳しい状況の中
でも何とか賃金水準を維持している状況がうかがえる。

 
賃金引上げの内容について

賃上げを行った企業のうち、「定期昇給」を実施した企業
が72.5％と最も多かった。2020年9月調査時と比べると、
「一時金を増額した（26.4％）」が大幅に増加した。一方で、
「ベースアップ（31.5％）」を実施した企業の割合は減少し
た。新型コロナの影響で先行きの見通しが立たない中で、
従来通りの賃金水準を引き上げるベースアップを実施するこ
とは難しい状況だが、定期昇給や一時金の増額で、従業員
のモチベーション維持を図っていることがうかがえる。

地場企業の経営動向調査 付帯調査：賃上げの動向について

賃上げ実施企業は
6.0ポイント増加も、
約７割が防衛的な賃上げ

◎利用客の減少により、残業時間が大幅に減少し手取り
額が減少しているため、定期昇給を実施した。（サービス
業：他の個人サービス）

◎新型コロナの影響で受注が減少し、会社に不安を感じ
る社員に対して、モチベーション維持のため、苦しい経
営状況ではあるが、ボーナス支給と昇給を行った。（建設
業：電気・管工事）

◎新型コロナの影響により、消費者の動きが見通せず倒
産の危機にあるため、賃上げどころではない。（小売業：
繊維・身回り品）

REPORT

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

□長期化する新型コロナの影響により厳しい状況が続く
中、賃上げを実施する企業は前年から6.0ポイント増
加。業績の改善が見られない中でも「防衛的な賃上
げ」を実施し、従業員のモチベーション維持を図って
いる。

□賃金の引き上げを行わない企業は前年と比較して6.0
ポイント減少した。引き上げを行わない企業において
も、そのうち約８割の企業が、業績が改善していな
い中でも従業員の賃金水準の維持に努めている。

□当所では、セミナーや当所窓口での専門家相談等を通
して、ビジネスモデルの変革やデジタル実装など、中
小企業の生産性向上に資する取り組みを支援していく。

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

賃上げを見送る理由について

賃上げを見送る理由については、「今後の経営環境・経
済状況が不透明なため」が73.3％と最も多かった。次い
で、「業績の改善が見られないため」が47.2％、「すでに他
社と同水準の賃金のため」が17.6％となった。

65.5%

41.0%
41.2%

31.5%
14.1%

9.2%

16.0%
7.4%
8.8%
11.4%

5.5%
3.7%
1.6%
2.2%
1.1%

68.0%
72.5%

26.4%

定期昇給を
実施した

ベースアップを
実施した

一時金を
増額した

手当の
新設・増額
新卒者の
初任給を
増額した
その他

全業種 前々回・2019年9月調査
（n=368）

前回・2020年9月調査
（n=272）

今回
（n=273）

■賃上げの内容（複数回答）

4.0%

5.7%

3.4%

6.3%

11.9%

17.6%

47.2%

全業種 （n＝176）

■賃上げを見送る理由について（複数回答）

73.3%

4.0%

研修や福利厚生の充実を
優先させるため

新商品開発や販路開拓、
設備等を優先するため

増員による総人件費の
増加を抑えるため

社会保険料増加により
会社負担が増えているため

すでに他社と
同水準の賃金のため

業績の改善が
見られないため

今後の経営環境・
経済状況が不透明なため

その他

非正規社員の賃金を引き上げる
一方で、総人費の増加をおさえるため

■2021年度（2021年4月～2022年3月）の賃上げの実施状況

41.2% 36.8%

11.8%
2.0%

8.2%

8.6%
賃金の引き上げは

行わない 35.2%
（▲6.0）

54.6%
（+6.0）48.6%

現時点では未定 未記入
1.6%

全業種
（n=500）

業績は改善しているものの、
同水準を維持

業績は改善していないが
同水準を維持

引き下げる

内　訳

7.8%

27.2%

0.2%

業績が改善しているため
賃上げを実施

（前向きな賃上げ）
17.0%

業績の改善は見られないが
賃上げを実施

（防衛的な賃上げ）
37.6%
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地場企業の経営動向調査 令和3年度 第2四半期（令和3年7月～9月）
REPORT

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

今期（令和３年７月～９月）の業況

令和３年７月～９月の自社業況DI（全業種）は▲23.6
と、前期比▲9.6ポイントの悪化となった。新型コロナウ
イルス感染拡大に伴い、初めて緊急事態宣言が発出され
たR2.4-6月期以降、業況の改善に向けた動きが見られて
いたが、5期ぶりに悪化に転じた。
業種別では、全６業種において悪化。特に運輸・倉庫
業、小売業の悪化幅が大きかった。

次期（令和３年10月～12月）の見通し

次期（令和３年10月～12月）の自社業況DIは▲15.6
で、今期比＋8.0ポイントと改善の見込みとなった。ワク
チン接種の進展に伴う、経済活動正常化への期待感がう
かがえる。

◎緊急事態宣言の発出を受けた外出自粛により、乗客が
激減し売上が減少した。（運輸・倉庫業：旅客運送）

◎軟鉄材料価格が高騰しているが、発注元とは前年度に
契約しているため、価格に転嫁できず営業利益を圧迫
している。（建設業：建設付帯工事）
◎食用油や小麦粉等の原材料価格が高騰している。販売
価格に転嫁せざるを得ない状況。（小売業：食料品）

◎燃料油価格が高騰しているが、販売価格への転嫁が難
しい状況。（小売業：その他）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和３年９月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　500社（回答率25.0％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

緊急事態宣言により業況悪化
次期改善に期待感もあるが
厳しい状況

企業の声

※前期（R3.4-6月）は前回調査結果
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善（ ➡）・悪化（

⇨ ）
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善（ ➡）・悪化（

⇨ ）

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲14.0
▲28.6
▲19.8
▲18.4
▲9.5
＋3.3
▲4.4
▲15.3
＋6.5

前期
（R3.4-6）

今期
（R3.7-9）

次期予測
（R3.10-12）

▲23.6⇨

▲39.0⇨

▲23.5⇨

▲18.5⇨

▲43.7⇨

▲40.7⇨

▲7.5⇨

▲25.0⇨

＋9.1 ➡

▲15.6 ➡
▲26.0 ➡
▲19.1 ➡
▲6.4 ➡
▲43.8⇨

▲25.1 ➡
▲2.5 ➡
▲16.3 ➡
0.0⇨

■自社業況の景気判断推移（業種別）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業
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0
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（%）

緊急事態宣言②
（R3.1-2）

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

今期（R3.7-9）
緊急事態宣言④
（R3.8-9）

▲4.2 ▲2.2
▲7.2

▲1.9

▲10.1 ▲11.4 ▲9.3

▲16.7

▲38.2

▲64.6
▲60.1

▲40.9 ▲40.6

▲14.0 ▲23.6
▲15.6

R3.
10-12

H30.
1-3

H30.
4-6

H30.
7-9

H30.
10-12

H31.
1-3

H31.
4-6
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7-9

R1.
10-12

R2.
1-3

R2.
4-6

R2.
7-9

R2.
10-12

R3.
1-3

R3.
4-6

R3.
7-9

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

新型コロナの影響が長期化し経済の先行きが見通せない
中、地場企業の賃金動向や雇用への影響について調査した。

２０２１年度の賃上げの実施状況

2021年度に賃金の引上げを「実施した（予定含む）」と
回答した企業は54.6％と、前回調査（2020年9月）から
6.0ポイント増加した。賃上げを実施した企業（273社）を
100とした場合、その約７割が「業績の改善は見られない
中での賃上げ」、いわゆる防衛的な賃上げとなっている。
また、「賃金の引き上げは行わない」と回答した企業は
35.2％と、前回調査（2020年9月）から6.0ポイント減少し
た。賃金の引上げを行わない企業（176社）を100とした場
合、「業績は改善していないが、同水準を維持」と答えた企業
が約８割となった。業績の改善が見られない厳しい状況の中
でも何とか賃金水準を維持している状況がうかがえる。

 
賃金引上げの内容について

賃上げを行った企業のうち、「定期昇給」を実施した企業
が72.5％と最も多かった。2020年9月調査時と比べると、
「一時金を増額した（26.4％）」が大幅に増加した。一方で、
「ベースアップ（31.5％）」を実施した企業の割合は減少し
た。新型コロナの影響で先行きの見通しが立たない中で、
従来通りの賃金水準を引き上げるベースアップを実施するこ
とは難しい状況だが、定期昇給や一時金の増額で、従業員
のモチベーション維持を図っていることがうかがえる。

地場企業の経営動向調査 付帯調査：賃上げの動向について

賃上げ実施企業は
6.0ポイント増加も、
約７割が防衛的な賃上げ

◎利用客の減少により、残業時間が大幅に減少し手取り
額が減少しているため、定期昇給を実施した。（サービス
業：他の個人サービス）

◎新型コロナの影響で受注が減少し、会社に不安を感じ
る社員に対して、モチベーション維持のため、苦しい経
営状況ではあるが、ボーナス支給と昇給を行った。（建設
業：電気・管工事）

◎新型コロナの影響により、消費者の動きが見通せず倒
産の危機にあるため、賃上げどころではない。（小売業：
繊維・身回り品）

REPORT

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

□長期化する新型コロナの影響により厳しい状況が続く
中、賃上げを実施する企業は前年から6.0ポイント増
加。業績の改善が見られない中でも「防衛的な賃上
げ」を実施し、従業員のモチベーション維持を図って
いる。

□賃金の引き上げを行わない企業は前年と比較して6.0
ポイント減少した。引き上げを行わない企業において
も、そのうち約８割の企業が、業績が改善していな
い中でも従業員の賃金水準の維持に努めている。

□当所では、セミナーや当所窓口での専門家相談等を通
して、ビジネスモデルの変革やデジタル実装など、中
小企業の生産性向上に資する取り組みを支援していく。

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

賃上げを見送る理由について

賃上げを見送る理由については、「今後の経営環境・経
済状況が不透明なため」が73.3％と最も多かった。次い
で、「業績の改善が見られないため」が47.2％、「すでに他
社と同水準の賃金のため」が17.6％となった。

65.5%

41.0%
41.2%

31.5%
14.1%

9.2%

16.0%
7.4%
8.8%
11.4%

5.5%
3.7%
1.6%
2.2%
1.1%

68.0%
72.5%

26.4%

定期昇給を
実施した

ベースアップを
実施した

一時金を
増額した

手当の
新設・増額
新卒者の
初任給を
増額した
その他

全業種 前々回・2019年9月調査
（n=368）

前回・2020年9月調査
（n=272）

今回
（n=273）

■賃上げの内容（複数回答）

4.0%

5.7%

3.4%

6.3%

11.9%

17.6%

47.2%

全業種 （n＝176）

■賃上げを見送る理由について（複数回答）

73.3%

4.0%

研修や福利厚生の充実を
優先させるため

新商品開発や販路開拓、
設備等を優先するため

増員による総人件費の
増加を抑えるため

社会保険料増加により
会社負担が増えているため

すでに他社と
同水準の賃金のため

業績の改善が
見られないため

今後の経営環境・
経済状況が不透明なため

その他

非正規社員の賃金を引き上げる
一方で、総人費の増加をおさえるため

■2021年度（2021年4月～2022年3月）の賃上げの実施状況

41.2% 36.8%

11.8%
2.0%

8.2%

8.6%
賃金の引き上げは

行わない 35.2%
（▲6.0）

54.6%
（+6.0）48.6%

現時点では未定 未記入
1.6%

全業種
（n=500）

業績は改善しているものの、
同水準を維持

業績は改善していないが
同水準を維持

引き下げる

内　訳

7.8%

27.2%

0.2%

業績が改善しているため
賃上げを実施

（前向きな賃上げ）
17.0%

業績の改善は見られないが
賃上げを実施

（防衛的な賃上げ）
37.6%
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税務Q&A

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

② 登録番号の通知・公表はe‐Tax（電子申請）が便利
登録申請後の税務署からの登録番号の通知も、
データで受け取ることができる仕組みが採用されて
います。（税務署からの通知が大量にデータで行われ
るのは今回が初めてと思われます。）
通知をデータで受け取るための条件は次のとおりで
す。

・登録申請の段階から紙ではなくe‐Tax（電子申請）で行
　　うこと。
・登録申請書作成の際に登録通知についてデータで受
　　け取ることを選択すること。
→　e‐Taxソフトの直接入力の場合は登録申請書の
下部に「本申請に係る通知書等について、電子情報
処理組織（e‐Tax）による通知を希望します□」と表
示されます。また、Web版やスマートフォン版の場
合は「税務署による審査を経て、登録がされた場合
は、登録番号などの通知及び公表が行われます。税
務署から交付される適格請求書等発行事業者の登
録通知書をe‐Taxで受け取ることを希望しますか。」
と表示されますので、これらの箇所にチェックを入れ
るか、「希望する」を選択していただくことになります。

2．売上先や仕入先との取引を円滑に進めるための事前準備作業
⑴売手の立場としての事前準備
① 自身が行う取引において、①何を適格請求書とするか
（請求書、納品書、レシートなど）、②適格請求書の
交付方法（電子インボイスの提供など）を検討しなけ
ればなりません。

② 適格請求書保存方式に対応できるよう必要に応じて、
レジや経理・受注システムなどのシステム改修等をす
べき場合があります。

③ 継続的に取引を行う取引先である買手に対して次の
連絡等を行う必要が生じます。

・適格請求書発行事業者の登録依頼や登録番号
・交付する適格請求書等の様式
・適格請求書等の交付方法
④ 適格請求書等保存方式に係る社員研修が必要となる
場合も考えられます。

⑵買手の立場としての事前準備
買手の立場としても、上記⑴の②③④の事項は同様に

事前準備が必要になるものと考えられます。

令和５年10月１日から、消費税の仕入税
額控除の方式としてインボイス制度が導入さ
れることとなり、インボイス発行のための登

録手続や、事前の準備作業が必要になると聞きました。
具体的にどのような準備が必要になるのかお聞きします。

　インボイス制度（正確には「適格請求書等
保存方式」といいます。）に対応するための準
備作業は、行政（所轄税務署）に対する適格

請求書発行事業者の登録の手続と、売上先や仕入先との
取引を円滑に進めるための事前準備作業があります。以
下、順番にご説明いたします。

1．適格請求書発行事業者の登録
適格請求書等保存方式は、買手が仕入れに係る消費税

について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則とし
て、適格請求書の保存を必要とするものです。この適格請
求書を交付するためには、適格請求書発行事業者として税
務署長の登録を受ける必要があり、適格請求書発行事業
者以外は適格請求書を交付できないルールとなっています。
⑴適格請求書発行事業者の義務
① 適格請求書発行事業者は、課税事業者として申告

　　  納税義務が生じます。
② 取引の相手方（課税事業者に限る）から求められた
　 ときは、適格請求書を交付しなければなりません。

⑵登録手続
① 登録申請
    「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
登録申請書は令和３年10月１日から提出できます
が、制度開始初日（令和５年10月１日）から適格請
求書を交付可能となるためには、原則として、令和
５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があ
ります。（同日までに提出が困難な場合には、令和５
年９月30日まで。）
提出の方法は次のとおりです。

A

Q

インボイス制度の導入と手続に
ついて（2回シリーズ  その2）

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　末吉 幹久

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を
税務署にて受け取るか、国税庁ホームペー
ジから印刷するなどの方法で調達し、必要
事項を記入して所轄税務署に提出します。

郵送にて提出する場合には所轄税務署では
なく「インボイス登録センター」に郵送する
ことになりますので、管轄のセンターの所
在地を国税庁HPなどからご確認ください。

持参して提出

郵送による提出

提出方法 備考

e‐Taxソフト（国税庁HPから直接入力す
る方法、Web版やスマートフォン版などがあ
ります。）を利用して行うことができます。

インターネット
環境を利用した
電子申請
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税務Q&A

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

② 登録番号の通知・公表はe‐Tax（電子申請）が便利
登録申請後の税務署からの登録番号の通知も、
データで受け取ることができる仕組みが採用されて
います。（税務署からの通知が大量にデータで行われ
るのは今回が初めてと思われます。）
通知をデータで受け取るための条件は次のとおりで
す。

・登録申請の段階から紙ではなくe‐Tax（電子申請）で行
　　うこと。
・登録申請書作成の際に登録通知についてデータで受
　　け取ることを選択すること。
→　e‐Taxソフトの直接入力の場合は登録申請書の
下部に「本申請に係る通知書等について、電子情報
処理組織（e‐Tax）による通知を希望します□」と表
示されます。また、Web版やスマートフォン版の場
合は「税務署による審査を経て、登録がされた場合
は、登録番号などの通知及び公表が行われます。税
務署から交付される適格請求書等発行事業者の登
録通知書をe‐Taxで受け取ることを希望しますか。」
と表示されますので、これらの箇所にチェックを入れ
るか、「希望する」を選択していただくことになります。

2．売上先や仕入先との取引を円滑に進めるための事前準備作業
⑴売手の立場としての事前準備
① 自身が行う取引において、①何を適格請求書とするか
（請求書、納品書、レシートなど）、②適格請求書の
交付方法（電子インボイスの提供など）を検討しなけ
ればなりません。

② 適格請求書保存方式に対応できるよう必要に応じて、
レジや経理・受注システムなどのシステム改修等をす
べき場合があります。

③ 継続的に取引を行う取引先である買手に対して次の
連絡等を行う必要が生じます。

・適格請求書発行事業者の登録依頼や登録番号
・交付する適格請求書等の様式
・適格請求書等の交付方法
④ 適格請求書等保存方式に係る社員研修が必要となる
場合も考えられます。

⑵買手の立場としての事前準備
買手の立場としても、上記⑴の②③④の事項は同様に

事前準備が必要になるものと考えられます。

令和５年10月１日から、消費税の仕入税
額控除の方式としてインボイス制度が導入さ
れることとなり、インボイス発行のための登

録手続や、事前の準備作業が必要になると聞きました。
具体的にどのような準備が必要になるのかお聞きします。

　インボイス制度（正確には「適格請求書等
保存方式」といいます。）に対応するための準
備作業は、行政（所轄税務署）に対する適格

請求書発行事業者の登録の手続と、売上先や仕入先との
取引を円滑に進めるための事前準備作業があります。以
下、順番にご説明いたします。

1．適格請求書発行事業者の登録
適格請求書等保存方式は、買手が仕入れに係る消費税

について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則とし
て、適格請求書の保存を必要とするものです。この適格請
求書を交付するためには、適格請求書発行事業者として税
務署長の登録を受ける必要があり、適格請求書発行事業
者以外は適格請求書を交付できないルールとなっています。
⑴適格請求書発行事業者の義務
① 適格請求書発行事業者は、課税事業者として申告

　　  納税義務が生じます。
② 取引の相手方（課税事業者に限る）から求められた
　 ときは、適格請求書を交付しなければなりません。

⑵登録手続
① 登録申請
    「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
登録申請書は令和３年10月１日から提出できます
が、制度開始初日（令和５年10月１日）から適格請
求書を交付可能となるためには、原則として、令和
５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があ
ります。（同日までに提出が困難な場合には、令和５
年９月30日まで。）
提出の方法は次のとおりです。

A

Q

インボイス制度の導入と手続に
ついて（2回シリーズ  その2）

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　末吉 幹久

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を
税務署にて受け取るか、国税庁ホームペー
ジから印刷するなどの方法で調達し、必要
事項を記入して所轄税務署に提出します。

郵送にて提出する場合には所轄税務署では
なく「インボイス登録センター」に郵送する
ことになりますので、管轄のセンターの所
在地を国税庁HPなどからご確認ください。

持参して提出

郵送による提出

提出方法 備考

e‐Taxソフト（国税庁HPから直接入力す
る方法、Web版やスマートフォン版などがあ
ります。）を利用して行うことができます。

インターネット
環境を利用した
電子申請

　福岡県警察本部内に性犯罪被
害専用の相談電話「＃8103（ハー
トさん）」を開設しています。
　福岡県内から「＃8103」にダイ
ヤルするとつながります（24時間・365日受付）。
●平日の昼間（9:00～17:45）は、女性の警察官又は臨床心
　理士が対応します。
●土日、祝日及び夜間は、警察本部の当直員（男性の警察官
　の場合もあります。）が対応します。

大切な人が犯罪被害にあわれたら
～犯罪被害者支援制度のご案内～

危機管理
情報室

１１月２５日から１２月１日までの間は「犯罪被害者週間」です。
犯罪被害にあわれた方々やご家族が被害等から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、その心情を尊重し、

社会全体で犯罪被害にあわれた方々などを支援することが大切です。

　犯罪被害にあわれた方やご家族の方々は、生命、身体、財
産上の直接的な被害だけでなく、下記のような問題に直面す
ることがあります。

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

　福岡県警察では、犯罪被害にあ
われた方の心のケアを行う相談窓
口「心のリリーフ・ライン」を開設
しています。
　匿名でも構いません。女性の臨
床心理士が丁寧にお聞きします。

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

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

【福岡犯罪被害者支援センター 電話相談窓口】
福岡　092-409-1356　北九州　093-582-2796
筑豊　0948-28-5759　筑後　　0942-39-4416
※受付時間：月～金　9:00～16:00（祝日・年末年始を除く）

様々な被害者支援活動

犯罪被害が及ぼす影響 警察の犯罪被害相談窓口

～社会全体で途切れのない支援を～

1 3

2
【警察による支援活動】
①刑事手続の説明や捜査状況等の情報提供
②臨床心理士による心のケア
③経済的支援
・医療費・書類作成料など
・カウンセリング費用
・緊急一時避難場所の確保にかかる費用
・ハウスクリーニング費用
④犯罪被害給付制度の適用
⑤再被害防止のための警戒活動、訪問活動など

【福岡犯罪被害者支援センターによる支援活動】
①電話・面接相談活動
②警察、病院、法廷等への付添い
③犯罪被害者等給付金申請補助活動　など
　同センターは、賛助会員からの会費や寄付によって運営し
ています。
　同センターでは、賛助会員を募集しているほか、飲料水の
購入費用の一部が同センターへの寄付となる「支援型自動販
売機」を設置してくださる方を募集しています。
　詳しくはホームページ（http://fukuoka-vs.net/）をご覧く
ださい。

自治体
地域社会警察

司法関係
犯罪被害に
あわれた方々 学校 職場

民間被害者
支援団体

自助
グループ
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

NASに脆弱（ぜいじゃく）性が存在しており、NASを攻
撃するランサムウェアに感染したと思われる状況であっ
た。ベンダーから提供された駆除ツールとファイル復元
ツールにより復旧を試みたが、一部のファイルは復元で
きなかった。最新のファームウェアに更新し、不要な機
能を無効化して再発防止を図った。
　同事例では、NASをインターネットから直接アクセス
できるように設定していた。外部からのアクセスを可能に
することは、攻撃者にとってもアクセスが容易になること
を意味するため、より一層のセキュリティー対策が必要
になる。また、NASに限らず、VPN装置やブロードバ
ンドルータといったネットワーク機器についても同様のこ
とがいえる。これらの機器へのセキュリティー対策の重
要性を認識し、随時脆弱性情報を入手できる体制とし
て、速やかな適用が可能なように手順やリソースなどを
確立しておくことが重要である。

一般的な対策で被害防止は可能
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、経済
産業省の告示に基づき、被害の状況把握や対策検討を
目的とし、コンピュータウイルス・不正アクセスに関する
届け出を受け付けている。2021年上半期（1～6月）に届
け出のあった被害について全体を通して見ると、これま
でと同様に、一般的によく知られたセキュリティー対策を
実施していれば、被害を防ぐことができたと思われるも
のが多かった。
　今回は届け出の中から特徴的な被害事例を二つ紹介
する。
■事例①返信を装うメールによりウイルスに感染し
た被害
　不審なメールを受信した従業員が利用している仮想デ
スクトップ環境がウイルスに感染した。調査したところ、
メールに添付されていたZIPファイルには、マクロ付きの
Excelのファイルが含まれていた。また、そのマクロによ
り外部からウイルスをダウンロードする動作が確認できた
ことから、感染が判明した。仮想デスクトップ環境をリ
セットすることで回復を図り、また再発防止策として従
業員への教育を実施することとした。
　同事例では、正規の返信メールを装うことで受信者
（攻撃対象）の警戒心を薄れさせて、添付ファイルを開
かせようとする手口が使われており、今後も同様な手口
による攻撃が行われることが懸念される。システム管理
者が実施できる対策として、メールサーバやパソコンで
のウイルス対策の徹底と、利用者に対する「不審なメー
ル、ファイルは開かない」「Office文書のマクロは安易に
有効にしない」といった啓発が必要である。
　これらを多層の防御策として実施しつつ、可能であれ
ば、マクロ機能の無効化を標準の設定とすることや、
ウェブゲートウェイのセキュリティー装置により、不審な外
部サイトへの通信を遮断することも有効であると考える。
■事例②NASの脆弱性を悪用されたランサムウェア感
染
　NAS上の30万個以上のファイルが暗号化され、脅迫
文が書かれたファイルが残されていた。調査したところ、

ウイルス対策の徹底を

早期発見へ事例の詳細公表
　各事例の詳細や、その他の被害事例については、IPA
のホームページに報告書が掲載されているので確認してほ
しい。同様被害の早期発見や未然防止といったセキュリ
ティー上の取り組みの促進につながることを期待する。 

正規の返信メールを装う攻撃メールと添付ファイルの例

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

被害の届け出や事例は
こちらを参照
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

NASに脆弱（ぜいじゃく）性が存在しており、NASを攻
撃するランサムウェアに感染したと思われる状況であっ
た。ベンダーから提供された駆除ツールとファイル復元
ツールにより復旧を試みたが、一部のファイルは復元で
きなかった。最新のファームウェアに更新し、不要な機
能を無効化して再発防止を図った。
　同事例では、NASをインターネットから直接アクセス
できるように設定していた。外部からのアクセスを可能に
することは、攻撃者にとってもアクセスが容易になること
を意味するため、より一層のセキュリティー対策が必要
になる。また、NASに限らず、VPN装置やブロードバ
ンドルータといったネットワーク機器についても同様のこ
とがいえる。これらの機器へのセキュリティー対策の重
要性を認識し、随時脆弱性情報を入手できる体制とし
て、速やかな適用が可能なように手順やリソースなどを
確立しておくことが重要である。

一般的な対策で被害防止は可能
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、経済
産業省の告示に基づき、被害の状況把握や対策検討を
目的とし、コンピュータウイルス・不正アクセスに関する
届け出を受け付けている。2021年上半期（1～6月）に届
け出のあった被害について全体を通して見ると、これま
でと同様に、一般的によく知られたセキュリティー対策を
実施していれば、被害を防ぐことができたと思われるも
のが多かった。
　今回は届け出の中から特徴的な被害事例を二つ紹介
する。
■事例①返信を装うメールによりウイルスに感染し
た被害

　不審なメールを受信した従業員が利用している仮想デ
スクトップ環境がウイルスに感染した。調査したところ、
メールに添付されていたZIPファイルには、マクロ付きの
Excelのファイルが含まれていた。また、そのマクロによ
り外部からウイルスをダウンロードする動作が確認できた
ことから、感染が判明した。仮想デスクトップ環境をリ
セットすることで回復を図り、また再発防止策として従
業員への教育を実施することとした。
　同事例では、正規の返信メールを装うことで受信者
（攻撃対象）の警戒心を薄れさせて、添付ファイルを開
かせようとする手口が使われており、今後も同様な手口
による攻撃が行われることが懸念される。システム管理
者が実施できる対策として、メールサーバやパソコンで
のウイルス対策の徹底と、利用者に対する「不審なメー
ル、ファイルは開かない」「Office文書のマクロは安易に
有効にしない」といった啓発が必要である。
　これらを多層の防御策として実施しつつ、可能であれ
ば、マクロ機能の無効化を標準の設定とすることや、
ウェブゲートウェイのセキュリティー装置により、不審な外
部サイトへの通信を遮断することも有効であると考える。
■事例②NASの脆弱性を悪用されたランサムウェア感
染

　NAS上の30万個以上のファイルが暗号化され、脅迫
文が書かれたファイルが残されていた。調査したところ、

ウイルス対策の徹底を

早期発見へ事例の詳細公表
　各事例の詳細や、その他の被害事例については、IPA
のホームページに報告書が掲載されているので確認してほ
しい。同様被害の早期発見や未然防止といったセキュリ
ティー上の取り組みの促進につながることを期待する。 

正規の返信メールを装う攻撃メールと添付ファイルの例

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

被害の届け出や事例は
こちらを参照

デジタル活用による儲かる経営づくり 第1回

働き手が2,000万人減る
準備はできているか?

・　・

つづく株式会社社長。長野県上田市を拠点に、企業のクラウ
ド化・業務自動化を支援。

　「生産性向上」や「デジタルによる効率化」が報道
されない日はない。しかし、どこか他人事の人も多い
のではないだろうか。地方で行政や企業を支援し続け
て５年。私の目にはそう映る。

　企業の現場ではFAXがまだまだ現役。社員同士の
連絡はいまだに口頭、電話中心。工場や事務所には
紙、紙、紙。今はそれでいいかもしれない。しかし、
これからはそうはいかない。 2025年時点で6,277万人
と推定される労働人口は、2050年には4,864万人まで
減少すると言われている。この人口減少の問題は確実
に訪れる未来だ。今まで３人で回していた経理が高齢
化し、１人、２人と辞める。ハローワークで求人を出し
ても、半年以上応募が来ない。そんな時代は目の前に
迫っている。

　そこで我々が取るべき手段はひとつだ。「人が増えな
いなら、仕事の方を減らす」。経理が３人から１人に
なったのであれば、労力を３分の１にするしかない。

　長野県富士見町。八ヶ岳の山麓に豆腐屋「両国屋豆
腐店」は佇む。冷涼な水を使った豆腐は長らく
地元で愛されてきた。そんな両国屋の代表から
「助けてほしい」と声をかけられたのは2017年のこと
だった。 実際に事務所を訪問して驚いた。壁一面に手
書きの付箋や FA X がびっしりと貼り付けられて
いた。注文管理、製造計画、出荷、納品、請求、会
計処理。これらすべてを代表一人が行う。朝早くから
仕込みをし、疲れた体で事務作業をする。夜遅くまで
続くこともあった。経理事務を行っていた母親は高齢
化し、「そろそろ事務は引退したい」ともこぼしていた。

　デジタル化以前は「豆腐のことを２割しか考えられな
かった」という。「帰ったら事務作業しなくちゃ、
在庫は足りるかどうか、仕入れは大丈夫か」、つまりは
豆腐以外のことが８割、頭の中を埋め尽くしていた。
代表は「常に黒いモヤが頭の上にある感じ」と表現し、
苦しんでいた。

　支援の結果、最終的には事務作業を年間600時間
削減することに成功した。受注から製造、納品まで

「kintone」というクラウドサービスで管理。会計処理は
クラウド会計「freee」を利用し、ネットで完結、自動化
したことで銀行へ記帳に行くこともなくなり、経理の母
親も引退できた。

　同店は受注管理、会計、給与計算、販売管理など
を軒並みクラウド化した。ポイントは、複数のクラウド
サービスを組み合わせて使っている点だ。

　近年、クラウド型の様々な業務システムが登場し、
会計や勤怠管理、販売管理など、経営者は自分の会
社に適したサービスを選択し、組み合わせることで効
率化を実現できるようになった。システムは「１からつく
る」時代から、「欲しい物を選ぶ」時代へとシフトしたの
である。

　さて、省力化した両国屋豆腐店の現在はどうなった
か？かつて事務作業に消えていた時間は、営業や商品
開発など「攻め」の時間に変化した。人口減少が確実
にくるこれからの時代。デジタル化というのは「時間
づくり」「創造的な活動づくり」そのものである。

　「今不要だから」ということでデジタル化を見て見ぬ
振りをするのはやめよう。「10年、20年後、必ず必要
になる」と知ったあなたは、今日から動き出せるはずだ。

井領 明広（いりょう・あきひろ）
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商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

ビジネス実務に直結する知識やスキルを習得できます。
検定試験の申込・検定対策講座の詳細については、当所ホームページをご確認
いただくか、検定・企業研修グループまでお問い合わせください。
●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

福祉住環境
コーディネーター

検定名 級 回 申込期間 試験期間 受験料（税込）

2級
3級 47回

■IBT方式

日商珠算(そろばん)

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

1～6級 第224回 2月13日（日）12月22日（水）～12月24日（金）

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

■会場集合型の統一試験

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

11月1日（月）
～12月6日（月）

11月15日（月）
～12月13日（月）

2級：7,700円
3級：5,500円

BATIC
（国際会計検定） 級設定なし 42回 11月1日（月）

～12月6日（月）
11月15日（月）
～12月13日（月） 5,500円

環境社会検定試験
（eco検定） 級設定なし 31回

11月1日（月）
～12月6日（月）

11月15日（月）
～12月13日（月） 5,500円

東商検定IBTは団体申込に対応しています。

福商実務研修講座（2021年度入社新入社員・2022年度入社予定新入社員向け）
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します。
●お申し込み・お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189 詳しくは

こちら!

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

＝会員価格

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
【定員】20名

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

●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。

2021年度入社 新入社員向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　

   ：23,050円

【講　師】

もうすぐ2年目！
直前講座　

□ 2年目社員となる心構えの再確認
□ 仕事の能率・就労意欲の向上

●業務遂行能力

2/22
（火）

POINT

会 特

   

一

JNSグループ ㈱ソルネット経営
ゼネラルマネージャー
藤井庸子氏

対面

2022年度入社 新入社員向け

1年目に必要なスキルを網羅したプログラム＋貴社への育成状況フィードバックつき研修。
社外に同期ができ、モチベーション持続にもつながります。

■ 新入社員育成6か月集中パッケージ研修（全6回）

検定対策講座（日商簿記）
日商簿記検定試験合格へ向けて、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います。
ネット試験、統一試験ともに対応しておりますので、ご都合に合わせてお選びください。
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

WEB講座オン
ライン

コース 開講月 標準受講期間 受講料
（税・教材費込）

１級標準

１級速修

２級標準

２級速修

３級標準

３級速修

12月・3月

12月

11月

毎月

11月

毎月

1年

半年

４～5か月

3か月

４か月

2か月

111,000円

92,000円

34,200円

27,000円

8,000円

6,000円

対面講座対面

■ ３級土曜日講座

■ ＴＡＣ提携講座

●日　　程／
●時　　間／
●会　　場／
●受 講 料／
●申込締切／

12月11日（土）～2022年2月19日（土）の間の６日間
12：00～17：00
㈱日税サービス西日本 セミナー室
29,260円（税・テキスト代込）
12月1日（水）

「簿記とは」の基礎的な内容から試験対策まで、
最短でしっかり学べるカリキュラムになっています。

1級から3級まで、目標別に様々なコースが用意されています。
11月以降の開講日やコースの詳細はホームページをご覧く
ださい。
●会　　場／
●受 講 料／

ＴＡＣ福岡校
会議所優待で通常受講料より５％割引

ライブ配信・オンデマンド配信等を組み合わせ、ご都合の
いい時間帯に、繰り返し学習が可能なWEB講座です。
コースにより申込期間が異なりますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

令和3年度 WEB版 「福岡検定」
福岡市の魅力をより広く・深く知る！これであなたも「福岡通」

●試 験 日 2022年1月30日（日）

●申込期間 11月1日（月）～2022年1月24日（月）

●実施方法
※インターネット環境がない方への、サポート会場有（定員制・詳細は「福岡検定」チラシにてご確認ください）

●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
※団体受験（10名以上）の場合は受験料が異なります。（詳細HPにてご確認ください）

「福岡おもてなし団体」
（団体受験合格企業）
インタビュー！

力を合わせて見事認定！
受験の申込・詳細はこちら
https://fukuokakentei.com/

●お問い合わせ／「福岡検定」実行委員会（福岡市経済観光文化局 観光産業課）　TEL 092-711-4353

自宅や職場などで、インターネットに接続されたPC（タブレット・スマホ含む）からのオンライン受験

❶ 4月5日（火）10:00～17:00
　 社会人の心構えとビジネスマナー編

対面

❹ 7月12日（火）13:00～17:00
　  中間レビュー！振り返り・行動目標のブラッシュアップ

対面

対面

❷ 5月10日（火）13:00～17:00
　  対人関係能力習得編

オン
ライン

オン
ライン

❸ 6月7日（火）13:00～17:00
　 業務遂行力習得編

人事部門へ育成状況フィードバックメール送信（1回目）

人事部門へ育成状況フィードバックメール送信（2回目）

❺ 8月9日（火）13:00～17:00
　  概念化能力習得編

オン
ライン

❻ 9月6日（火）10:00～17:00
　  学びの集大成！スキル発揮のための
　   アクションプラン策定

日　　程

受　講　料
　      80,850円　    53,900円        70,070円

講　　師
㈱就面　代表取締役　松田剛次氏

現在、2022年度講座準備中
です。最新情報ご希望の方
は、福岡商工会議所人材育
成メルマガへご登録ください。

今年度受講企業担当者の声
● 会社ではゆっくり指導できないことを学べた
● 受講者の強化すべきスキルを客観視できた

会 特 一

研修講座・検定情報

詳しくは
こちら!
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商工会議所の検定試験
詳しくは
こちら!

ビジネス実務に直結する知識やスキルを習得できます。
検定試験の申込・検定対策講座の詳細については、当所ホームページをご確認
いただくか、検定・企業研修グループまでお問い合わせください。
●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

福祉住環境
コーディネーター

検定名 級 回 申込期間 試験期間 受験料（税込）

2級
3級 47回

■IBT方式

日商珠算(そろばん)

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

1～6級 第224回 2月13日（日）12月22日（水）～12月24日（金）

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

■会場集合型の統一試験

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

11月1日（月）
～12月6日（月）

11月15日（月）
～12月13日（月）

2級：7,700円
3級：5,500円

BATIC
（国際会計検定） 級設定なし 42回 11月1日（月）

～12月6日（月）
11月15日（月）
～12月13日（月） 5,500円

環境社会検定試験
（eco検定） 級設定なし 31回

11月1日（月）
～12月6日（月）

11月15日（月）
～12月13日（月） 5,500円

東商検定IBTは団体申込に対応しています。

福商実務研修講座（2021年度入社新入社員・2022年度入社予定新入社員向け）
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します。
●お申し込み・お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189 詳しくは

こちら!

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

＝会員価格

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
【定員】20名

会 ＝特商価格特 ＝一般価格一

●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。

2021年度入社 新入社員向け

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　

   ：23,050円

【講　師】

もうすぐ2年目！
直前講座　

□ 2年目社員となる心構えの再確認
□ 仕事の能率・就労意欲の向上

●業務遂行能力

2/22
（火）

POINT

会 特

   

一

JNSグループ ㈱ソルネット経営
ゼネラルマネージャー
藤井庸子氏

対面

2022年度入社 新入社員向け

1年目に必要なスキルを網羅したプログラム＋貴社への育成状況フィードバックつき研修。
社外に同期ができ、モチベーション持続にもつながります。

■ 新入社員育成6か月集中パッケージ研修（全6回）

検定対策講座（日商簿記）
日商簿記検定試験合格へ向けて、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います。
ネット試験、統一試験ともに対応しておりますので、ご都合に合わせてお選びください。
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

WEB講座オン
ライン

コース 開講月 標準受講期間 受講料
（税・教材費込）

１級標準

１級速修

２級標準

２級速修

３級標準

３級速修

12月・3月

12月

11月

毎月

11月

毎月

1年

半年

４～5か月

3か月

４か月

2か月

111,000円

92,000円

34,200円

27,000円

8,000円

6,000円

対面講座対面

■ ３級土曜日講座

■ ＴＡＣ提携講座

●日　　程／
●時　　間／
●会　　場／
●受 講 料／
●申込締切／

12月11日（土）～2022年2月19日（土）の間の６日間
12：00～17：00
㈱日税サービス西日本 セミナー室
29,260円（税・テキスト代込）
12月1日（水）

「簿記とは」の基礎的な内容から試験対策まで、
最短でしっかり学べるカリキュラムになっています。

1級から3級まで、目標別に様々なコースが用意されています。
11月以降の開講日やコースの詳細はホームページをご覧く
ださい。
●会　　場／
●受 講 料／

ＴＡＣ福岡校
会議所優待で通常受講料より５％割引

ライブ配信・オンデマンド配信等を組み合わせ、ご都合の
いい時間帯に、繰り返し学習が可能なWEB講座です。
コースにより申込期間が異なりますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

令和3年度 WEB版 「福岡検定」
福岡市の魅力をより広く・深く知る！これであなたも「福岡通」

●試 験 日 2022年1月30日（日）

●申込期間 11月1日（月）～2022年1月24日（月）

●実施方法
※インターネット環境がない方への、サポート会場有（定員制・詳細は「福岡検定」チラシにてご確認ください）

●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
※団体受験（10名以上）の場合は受験料が異なります。（詳細HPにてご確認ください）

「福岡おもてなし団体」
（団体受験合格企業）
インタビュー！

力を合わせて見事認定！
受験の申込・詳細はこちら
https://fukuokakentei.com/

●お問い合わせ／「福岡検定」実行委員会（福岡市経済観光文化局 観光産業課）　TEL 092-711-4353

自宅や職場などで、インターネットに接続されたPC（タブレット・スマホ含む）からのオンライン受験

❶ 4月5日（火）10:00～17:00
　 社会人の心構えとビジネスマナー編

対面

❹ 7月12日（火）13:00～17:00
　  中間レビュー！振り返り・行動目標のブラッシュアップ

対面

対面

❷ 5月10日（火）13:00～17:00
　  対人関係能力習得編

オン
ライン

オン
ライン

❸ 6月7日（火）13:00～17:00
　 業務遂行力習得編

人事部門へ育成状況フィードバックメール送信（1回目）

人事部門へ育成状況フィードバックメール送信（2回目）

❺ 8月9日（火）13:00～17:00
　  概念化能力習得編

オン
ライン

❻ 9月6日（火）10:00～17:00
　  学びの集大成！スキル発揮のための
　   アクションプラン策定

日　　程

受　講　料
　      80,850円　    53,900円        70,070円

講　　師
㈱就面　代表取締役　松田剛次氏

現在、2022年度講座準備中
です。最新情報ご希望の方
は、福岡商工会議所人材育
成メルマガへご登録ください。

今年度受講企業担当者の声
● 会社ではゆっくり指導できないことを学べた
● 受講者の強化すべきスキルを客観視できた

会 特 一

研修講座・検定情報

詳しくは
こちら!
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◎新卒/中途採用が上手くいかない
◎求人票の書き方が分からない 相談内容／現状の課題

少子高齢化社会に伴い、社員の高齢化が進んでいる。
技術伝承のためベテランが元気なうちに若手を採用
し育てたいが、採用が上手く行かず困っている。

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

福岡商工会議所 2階

人材採用・育成の専門家が

1時間でご相談に応じます。

等のお悩みに

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。

窓口に関すること、その他事例はこちらの
QRコードからご確認ください。

事例のご紹介

窓口開設日

利用方法

場所

● 応募者数が増え、3名が面接に。
そのうち、2名が内定。
→実際に内定を出した2名の
方には60代の社員から、技
術を受け継いでもらうことと
なった。

● 会社に興味を持ってくれる方が
増え、工場の見学者も増えた。

面談後/効果課題解決のためのアドバイス
他社との違いをアピールできるよ
うな内容に求人票やHPを添削。

人材確保支援に取り組む、他の
行政機関を紹介し多方面の事業
を利用するように促進。

人材定着のためのイベント提案
を行い、その取り組みを『強み』と
して求人広告にもアピール

point
1

point
2

point
3

人材確保相談窓口

オンラインでの
ご相談も可能

業種：
製造業

ケース①

会議所からのお知らせ

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

主な受賞理由 代表のコメント

●道路照明の点検に特化した高所点検ロボットとポール型ドローンを開発。ロボットが点検技術者の目
の役割を果たすカメラと打音検査の役割を果たす振動センサーを搭載し、ロボットが取得したデータ
は、ＡＩが画像と振動データの解析を行い、独自システムを活用し、未経験者でも報告書の作成まで可
能なシステムとなっている。

●本システムはテクノロジーにより土木業界の人材不足の課題解決とともに、シングルマザーや障がい
者施設、過疎地域などへの雇用創出にもつながっている。

●製品・サービスの新規性・革新性が高い。ＡＩや振動センサーの開発のために専門機関とのネットワー
クも構築し、地域経済の活性化につながっていることを評価。

この度は女性起業家大賞、奨励賞という輝かしい
賞を頂戴し、誠に光栄に存じます。ひとえにお力添
えいただいた関係者の皆様のおかげでございます。
弊社の今後の目標としては、全国各地に事業所を
展開し、ロボットを普及する為だけでなく、現地採
用で雇用を創出し、地方創生に繋げていくことです。
また、日本での展開をモデルにし、海外では途上
国へ同モデルを展開する事で社会課題の解決に貢
献できるよう、社員一丸となって努めて参ります。

創 業 年 2018年事 業 概 要 専門技術サービス業
（インフラ構造物の点検・調査・診断業務/
  土木関連機器の開発、AI・ハードウエア委託開発/CSR事業）

この度、当所が推薦したオングリットホールディングス株式会社（当所会員）が「奨励賞」を受賞しま
した。『女性起業家大賞』は、平成14年全国商工会議所女性会連合会が、女性の視点で、革新的・
創造的な企業の創業や経営を行い、事業を成功させている女性起業家を顕彰し、督励・支援するた
め創設したものです。同社は、創業5年未満が対象となるスタートアップ部門での受賞となりました。

オングリットホールディングス株式会社（代表取締役 森川春菜 氏）（代表取締役 森川春菜 氏）

【奨励賞受賞】【奨励賞受賞】

会議所からのお知らせ

「第20回女性起業家大賞」「第20回女性起業家大賞」主催：全国商工会議所女性会連合会主催：全国商工会議所女性会連合会

第20回女性起業家
大賞HPはこちら

森川氏（左）と当所 境専務理事（右）

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

会議所からのお知らせ

3 金

12
13:30 -15:00

［開催形式］オンライン（Zoom）
［参加費］無料新型コロナウイルス感染症の影響等により、採用活動へのオンラインの

導入が増加しています。
withコロナ時代の採用を成功させるために、インターンシップ・会社
説明会・採用面接等の各段階において、学生の思考や行動の変化を正しく
理解し、「何を利用して」「何に取り組む」べきなのか？
本セミナーでは、中小企業の新卒採用及び人材育成のコンサルティングや
研修を数多く手がける講師から、採用フェーズに合わせたオンラインの活
用法等をご説明いたします。

講　師 小石原 隆史 氏
株式会社 GSSヒューマンソリューションズ 代表取締役
一般社団法人 学生就職支援協会 代表理事

オンライン
採用力向上セミナー

新卒採用で失敗しないオンラインの活用方法とは？

お申し込み

補助金 お問い合わせ先 補助金 お問い合わせ先

相談窓口
TEL 0120-211-240
IP電話
専用回線：03-6629-0479

【国】
月次支援金

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

【国】
小規模事業者
持続化補助金

福岡県中小企業者等月次支援金
コールセンター
TEL 0120-876-866

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

福岡県感染拡大防止協力金
コールセンター
TEL 0120-567-918

【県】
福岡県
感染拡大防止
協力金

感染防止認証制度コールセンター　
＜申請に関すること＞
TEL 0120-236-630
＜その他ご質問＞
TEL 0570-015-255　

【県】
飲食店を対象とした
「感染防止認証制度」
について

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】
売上が減少した
事業者への支援

福岡市家賃支援事務局
TEL 092-687-5193

【市】
休業要請への協力
店舗等への家賃支援

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

【市】
事業者向け
支援金等
申請サポート事業

感染症対応シティ促進事業
事務センター
TEL 092-707-3046

【市】
感染症対応シティ
促進事業
＜第２期＞

経済観光文化局 
総務・中小企業部 
地域産業支援課
TEL 092-441-3303

【市】
地域を支える
商店街支援事業

低感染リスク
型ビジネス枠
はこちら

一般型
はこちら

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。（R3.10.22現在）
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◎新卒/中途採用が上手くいかない
◎求人票の書き方が分からない 相談内容／現状の課題
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1

point
2

point
3
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ご相談も可能
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は、ＡＩが画像と振動データの解析を行い、独自システムを活用し、未経験者でも報告書の作成まで可
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大賞HPはこちら

森川氏（左）と当所 境専務理事（右）

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

会議所からのお知らせ

3 金

12
13:30 -15:00

［開催形式］オンライン（Zoom）
［参加費］無料新型コロナウイルス感染症の影響等により、採用活動へのオンラインの

導入が増加しています。
withコロナ時代の採用を成功させるために、インターンシップ・会社
説明会・採用面接等の各段階において、学生の思考や行動の変化を正しく
理解し、「何を利用して」「何に取り組む」べきなのか？
本セミナーでは、中小企業の新卒採用及び人材育成のコンサルティングや
研修を数多く手がける講師から、採用フェーズに合わせたオンラインの活
用法等をご説明いたします。

講　師 小石原 隆史 氏
株式会社 GSSヒューマンソリューションズ 代表取締役
一般社団法人 学生就職支援協会 代表理事

オンライン
採用力向上セミナー

新卒採用で失敗しないオンラインの活用方法とは？

お申し込み

補助金 お問い合わせ先 補助金 お問い合わせ先

相談窓口
TEL 0120-211-240
IP電話
専用回線：03-6629-0479

【国】
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【国】
小規模事業者
持続化補助金
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TEL 0120-876-866

【県】
福岡県
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コールセンター
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【県】
福岡県
感染拡大防止
協力金

感染防止認証制度コールセンター　
＜申請に関すること＞
TEL 0120-236-630
＜その他ご質問＞
TEL 0570-015-255　

【県】
飲食店を対象とした
「感染防止認証制度」
について

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】
売上が減少した
事業者への支援

福岡市家賃支援事務局
TEL 092-687-5193

【市】
休業要請への協力
店舗等への家賃支援

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

【市】
事業者向け
支援金等
申請サポート事業

感染症対応シティ促進事業
事務センター
TEL 092-707-3046

【市】
感染症対応シティ
促進事業
＜第２期＞

経済観光文化局 
総務・中小企業部 
地域産業支援課
TEL 092-441-3303

【市】
地域を支える
商店街支援事業

低感染リスク
型ビジネス枠
はこちら

一般型
はこちら

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。（R3.10.22現在）
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伝統芸能を伝承する団体の支援を行う 博多伝統芸能振興会へ入会しませんか？　　　 30,000円

詳しくは事務局までご連絡ください。

入会
案内 年会費

日本舞踊、三味線の芸事に興味があり、博多券番の芸妓になりたい方を募集しております。
少しでも興味・関心がある方は、お気軽にお問い合わせください。
※一本立ちするまでの支援制度もございます。

伝統芸能振興の取り組み
～博多の伝統芸能を守る～

はかた伝統芸能四季の舞 ～霜月～

お問い合わせ／博多伝統芸能振興会事務局（地域振興グループ）
TEL 092-441-1118　E-mail:fkkdentou@fukunet.or.jp

特 集 2

博多伝統芸能振興会（会長＝谷川会頭）では、毎年12月に
「博多をどり」を開催してまいりましたが、新型コロナウイルス感
染症の拡大の影響により、今年度も延期いたしました。
また、当振興会が支援する伝統芸能団体も、多くのイベント

等が中止・延期となり、伝統芸能を披露する機会が減少してお
ります。
そこで、当振興会では、四季折々の唄や舞等を広く市民の皆

様に楽しんでいただきたく、今年度から「はかた伝統芸能四季
の舞」を開催することといたしました。
第２回となる今回は、博多の伝統芸能４団体が出演する豪華

な舞台となっております。
ぜひお誘いあわせの上、ご来場くださいますようお願い申し

上げます。

イベント情報

はかた伝統芸能四季の舞 ～如月～

博多券番　芸妓さん募集

今後の公演スケジュール

博多伝統芸能館の公演について

450年以上の歴史を持つ曲芸であり、天皇や将軍に愛された
天覧芸です。
二十代に渡り受け継がれてきた筑前博多独楽は、伝統芸能とし
て福岡県無形文化財の第１号に指定されています。

郷土芸能・福岡市無形民俗文化財「博多仁和加」の振興と伝
承を図り、市民文化の向上に寄与することを目的として博多ど
んたくや、博多盆仁和加大会など、様々な舞台で活躍されて
います。

日本の四季折々の祭り、地域の歴史と伝統を守り、舞踊を通じ
て人と人の和とふれあいを大切するため昭和40年に設立され、
福岡県内で活動されています。社会福祉団体への寄付や、ボラ
ンティア活動にも取り組まれています。

出演団体の紹介

博多に芸妓が登場したのは江戸時代の中頃以降といわれて
います。大阪の芸妓が長崎の茶屋などに招かれて客を楽し
ませていましたが、長崎での滞在は100日以下と定められ
ていたため、一時博多などで稼ぎ、再び長崎へ戻りました。
その中から博多に定住する者がでて、それが博多芸妓の
ルーツになったといわれています。
明治、大正時代には、おおらかできっぷがいいとの評判で世に
知られ、2,000名を超えた博多券番の芸妓も、時代の移り変わ
りとともに減少し、現在は14名でその伝統を守っています。

博多券番

博多仁和加振興会

福岡民踊舞踊四季の会

筑前博多独楽

当振興会では、以下の団体も支援してい
ます。（順不同）

●筑紫舞

●博多松囃子振興会

●（一社）日本国際文化協会九州センター

●博多民踊協会

●福岡民踊会

●栄奈美会

開催日時 11月27日（土）
13:30～15:30（開場 12:45）

会　　場 FFGホール
（福岡市中央区天神2-13-1　福岡銀行本店地下）

参 加 費 全席自由　4,000円（税込）
定　　員 340名（収容定員の50％以下）
申込方法 当振興会ホームページ

（https://hakata-geinou.jp/）
よりお申込みください。

　「商人の町」博多では芸事が嗜みとされ、盛んであったことから、「芸どころ博多」といわれました。しかし、時代の
移り変わりとともに、芸の担い手の数は減ってきています。
　そこで、平成３年に福岡の財界と福岡商工会議所は、博多伝統芸能の振興を図り、さらには地域経済や地域観光
の発展に寄与するため「博多伝統芸能振興会」を設立しました。
　以降、当振興会では、福博の伝統芸能文化を守るため、博多券番をはじめ、筑前博多独楽や筑紫舞など博多の伝
統芸能を伝承する団体への支援に取り組んでいます。

博多伝統芸能館（博多区冷泉町2-20）では、月に
２回程度、定期公演を開催しております。
次回公演は11月20日（土）13:00～13:50です。
（3,000円／人）

博多伝統芸能館の
公演情報は、
Instagramでも
発信しております。

※新型コロナウイルス感染拡大状況
次第では、当日ワクチン接種記録
や陰性証明等の提示を求める場
合がございます。

開催日時 2月5日（土） 13:30～15:30会　　場 みらいホール
博多券番、筑紫舞、(一社)日本国際文化協会九州センター、博多民踊協会出演予定

冬の演舞等をぜひご覧ください！
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伝統芸能を伝承する団体の支援を行う 博多伝統芸能振興会へ入会しませんか？　　　 30,000円

詳しくは事務局までご連絡ください。

入会
案内 年会費

日本舞踊、三味線の芸事に興味があり、博多券番の芸妓になりたい方を募集しております。
少しでも興味・関心がある方は、お気軽にお問い合わせください。
※一本立ちするまでの支援制度もございます。

伝統芸能振興の取り組み
～博多の伝統芸能を守る～

はかた伝統芸能四季の舞 ～霜月～

お問い合わせ／博多伝統芸能振興会事務局（地域振興グループ）
TEL 092-441-1118　E-mail:fkkdentou@fukunet.or.jp

特 集 2

博多伝統芸能振興会（会長＝谷川会頭）では、毎年12月に
「博多をどり」を開催してまいりましたが、新型コロナウイルス感
染症の拡大の影響により、今年度も延期いたしました。
また、当振興会が支援する伝統芸能団体も、多くのイベント

等が中止・延期となり、伝統芸能を披露する機会が減少してお
ります。
そこで、当振興会では、四季折々の唄や舞等を広く市民の皆

様に楽しんでいただきたく、今年度から「はかた伝統芸能四季
の舞」を開催することといたしました。
第２回となる今回は、博多の伝統芸能４団体が出演する豪華

な舞台となっております。
ぜひお誘いあわせの上、ご来場くださいますようお願い申し

上げます。

イベント情報

はかた伝統芸能四季の舞 ～如月～

博多券番　芸妓さん募集

今後の公演スケジュール

博多伝統芸能館の公演について

450年以上の歴史を持つ曲芸であり、天皇や将軍に愛された
天覧芸です。
二十代に渡り受け継がれてきた筑前博多独楽は、伝統芸能とし
て福岡県無形文化財の第１号に指定されています。

郷土芸能・福岡市無形民俗文化財「博多仁和加」の振興と伝
承を図り、市民文化の向上に寄与することを目的として博多ど
んたくや、博多盆仁和加大会など、様々な舞台で活躍されて
います。

日本の四季折々の祭り、地域の歴史と伝統を守り、舞踊を通じ
て人と人の和とふれあいを大切するため昭和40年に設立され、
福岡県内で活動されています。社会福祉団体への寄付や、ボラ
ンティア活動にも取り組まれています。

出演団体の紹介

博多に芸妓が登場したのは江戸時代の中頃以降といわれて
います。大阪の芸妓が長崎の茶屋などに招かれて客を楽し
ませていましたが、長崎での滞在は100日以下と定められ
ていたため、一時博多などで稼ぎ、再び長崎へ戻りました。
その中から博多に定住する者がでて、それが博多芸妓の
ルーツになったといわれています。
明治、大正時代には、おおらかできっぷがいいとの評判で世に
知られ、2,000名を超えた博多券番の芸妓も、時代の移り変わ
りとともに減少し、現在は14名でその伝統を守っています。

博多券番

博多仁和加振興会

福岡民踊舞踊四季の会

筑前博多独楽

当振興会では、以下の団体も支援してい
ます。（順不同）

●筑紫舞

●博多松囃子振興会

●（一社）日本国際文化協会九州センター

●博多民踊協会

●福岡民踊会

●栄奈美会

開催日時 11月27日（土）
13:30～15:30（開場 12:45）

会　　場 FFGホール
（福岡市中央区天神2-13-1　福岡銀行本店地下）

参 加 費 全席自由　4,000円（税込）
定　　員 340名（収容定員の50％以下）
申込方法 当振興会ホームページ

（https://hakata-geinou.jp/）
よりお申込みください。

　「商人の町」博多では芸事が嗜みとされ、盛んであったことから、「芸どころ博多」といわれました。しかし、時代の
移り変わりとともに、芸の担い手の数は減ってきています。
　そこで、平成３年に福岡の財界と福岡商工会議所は、博多伝統芸能の振興を図り、さらには地域経済や地域観光
の発展に寄与するため「博多伝統芸能振興会」を設立しました。
　以降、当振興会では、福博の伝統芸能文化を守るため、博多券番をはじめ、筑前博多独楽や筑紫舞など博多の伝
統芸能を伝承する団体への支援に取り組んでいます。

博多伝統芸能館（博多区冷泉町2-20）では、月に
２回程度、定期公演を開催しております。
次回公演は11月20日（土）13:00～13:50です。
（3,000円／人）

博多伝統芸能館の
公演情報は、
Instagramでも
発信しております。

※新型コロナウイルス感染拡大状況
次第では、当日ワクチン接種記録
や陰性証明等の提示を求める場
合がございます。

開催日時 2月5日（土） 13:30～15:30会　　場 みらいホール
博多券番、筑紫舞、(一社)日本国際文化協会九州センター、博多民踊協会出演予定

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

掲載企業
大募集!!

掲載無料

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

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます

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

掲載
無料会員企業の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

企業様・お店向け高品質のPR動画を低予算で制作可能。
知名度UP、集客・販売拡大、求人等にご活用ください！

㈱エイユウコクサイ

お客様の期待を超える動画制作を、
手頃な価格で

▼

お客様の満足は、
我々最高の喜びです。

影、ドローン撮影、そして日・中・米等
の多言語対応も可能です。低価格でも
高品質な動画制作なら、ぜひ弊社にお
任せください。

PR動画は５G時代に最も必要なビジ
ネスツールです。企業宣伝、商品・サー
ビスの紹介、求人等を動画一本で実現
でき、より効果的にインパクトを与える
ことができます。2D撮影、360度撮

㈱エイユウコクサイ
福岡市東区奈多団地19-504
TEL：092-719-0811
FAX：092-719-0812
https://eiyustudio.com/
E-mail：info@eiyustudio.com
営業内容
企業様・お店に向け、PR、商品・サー
ビスの紹介、リクルート等の動画制作を
低価格で提供いたします。

お好きなピザにプラス100円するだけで
チキンとポテトがついてくる！

ピザクック（㈱イワタダイナース）

今年もやります！毎年大好評の
プラス100円セット！

▼
ピザに＋100円で
チキンとポテトがついてくる！

フレンチフライポテトLサイズがついてな
んと1200円もお得なんです。みんなで
食べるほどお得なプラス100円セット、
ご注文はピザクックHPでどうぞ。

毎年大好評ピザクックのプラス100円
セット！お好きなピザにプラス100円する
だけで、チキンとポテトがついてくる。
例えばLサイズのピザなら、ピザ価格＋
100円でプレミアムフライドチキン3本と

ピザクック（㈱イワタダイナース）
福岡市博多区諸岡3-25-20（本社所在地）
TEL：092-581-0230（本社番号）
FAX：092-581-0430（本社番号）
https://www.pizzacooc.com/
営業内容
ピザ・お好み焼きの製造、宅配、テイク
アウト「福岡生まれのピザクックは、地産
地消と手作りの美味しさにこだわり33店
舗展開中！」

痛くない丁寧なケアができると話題！専門の知識と
高度な技術をもつプロがいる！様々なお悩みに対応！

ドクターネイル爪革命福岡けやき通り店（合同会社 光明）

足と足爪のトラブルなら
お任せください！

▼

独自開発フットケアマシンで
奇跡のフットケアを実現

の専門家が痛みのないケアを行います。
足のトラブルのお悩み対処法・予防につ
いてアドバイスも行います。全国グルー
プケア症例数年間６万件以上の実績！

魚の目、巻き爪、肥厚爪、タコ、か
かとの角質など足のトラブルでお悩みを
抱えたトータルフットケアを実施しており
ます。ドクターネイル爪革命では、独自
開発したフットケア専門マシンを用い足

ドクターネイル爪革命福岡けやき
通り店（合同会社 光明）
福岡市中央区赤坂3-13-20
ファンファンビル２F
TEL：092-738-5033
FAX：092-738-5038
https://www.dr-nail-fukuoka.com
E-mail：dr.nail.fukuoka@gmail.com
営業内容
足と足爪ケア専門店・巻き爪、魚の目、
肥厚爪、タコ、角質ケア、フットリフレな
ど足のトータルフットケアができます。
お子様からシニア層まで（出張可・相談）

九州の皆様に支えられて10年。感謝の意を込めて、
来る11/12（金）にオンラインイベントを開催！

㈱パイプドビッツ　福岡支店

パイプドビッツ福岡支店は、
2021年で開設10周年を迎えます！

▼

イベント後も特設サイトを
要チェック！

カッションを予定しています。その他、
視聴者プレゼント企画もご用意しており
ますので、ぜひご参加ください！参加登
録は特設WEBサイトから。特設サイト
にはお役立ち情報も！？

感謝祭は、昨今の新型コロナウイルス
の感染状況を鑑み、Web会議システム
「Zoom」を利用したオンラインで実施。
スタジオにゲストをお迎えし、福岡とIT
をテーマにした講演や、パネルディス

㈱パイプドビッツ　福岡支店
福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル10F
TEL：092-725-8105
FAX：092-725-8107
https://fukuoka-10anv.pi-pe.co.jp/
E-mail：fukuoka@pi-pe.co.jp
営業内容
自社開発ローコード開発プラットフォーム
「SPIRAL®」で、九州のお客様のDXを
支援します！

一年の幸運と繁栄を招く縁起の立春朝搾り！
＆毎年11月第3木曜解禁！ボジョレー・ヌーヴォー

酒の ㈱石田商店

2/4縁起の立春朝搾り！
11月解禁！ボジョレー・ヌーヴォー

▼

ロマン漂う日本酒の逸品
『100年の葡萄の樹』

ボジョレー・ヌーヴォーとはフランスの
ボジョレー地域でガメイ種を使用しその
年の葡萄から作られるワインの新酒で
す。フレッシュでジューシーな味わいが
最大の魅力です。

立春朝搾りとはもろみを一晩中すり続
け立春の朝に搾りあがりその新酒をお客
様にはその日の晩酌でお飲みいただけま
す。当店では『萬代 立春朝搾り』を20
年来お届けしております。

酒の ㈱石田商店
福岡市博多区祇園町4-74
TEL：092-291-2292
FAX：092-291-2067
E-mail：kayoko.i19460619@icloud.com
営業内容
当店オススメ逸品。坂本龍馬が船中にて
考えた策に由来するロマン漂う逸品『純
米酒　船中八策』
720㎖￥1,529、1800㎖￥3,080

サンフランシスコで開催の世界三大種類大会
SFWSC2021で最高評価ダブルゴールドを受賞

レイナ㈱

花、香る、飲む香水 
本格芋焼酎「MORRIS（モーリス）」

▼

スタイリッシュな
ボトルで
贈答にピッタリ！

香る、飲む香水「MORRIS（モーリ
ス）」』を誕生させました。お召し上がり
方はロックはもちろん、トニックウォータ
で割るモーリスウォーターもお勧めです。

ファッションデザイナーが次なるアイテ
ムとして香水をプロデュースする中、ラグ
ジュアリーブランド「CHIE IMAI」のリー
ドデザイナー今井千恵は甘やかな香りと
味わい、フラワリーな余韻に充ちた『花、

レイナ㈱
福岡市中央区渡辺通1-1-1
サンセルコビル3階
TEL：092-781-7015
FAX：092-761-4248
https://chieimai.com/ja/
https://reinaltd.com/ja/
E-mail：info@chieimai.com
営業内容
モーリスは公式サイトとホテルニューオー
タニ サンローゼ博多1階CHIE IMAI（チ
エ イマイ）の直営店でもお買い求め頂け
ます。

28 2021  NOVEMBER  ︱ 福岡商工会議所 NEWS



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

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

掲載
無料会員企業の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

企業様・お店向け高品質のPR動画を低予算で制作可能。
知名度UP、集客・販売拡大、求人等にご活用ください！

㈱エイユウコクサイ

お客様の期待を超える動画制作を、
手頃な価格で

▼

お客様の満足は、
我々最高の喜びです。

影、ドローン撮影、そして日・中・米等
の多言語対応も可能です。低価格でも
高品質な動画制作なら、ぜひ弊社にお
任せください。

PR動画は５G時代に最も必要なビジ
ネスツールです。企業宣伝、商品・サー
ビスの紹介、求人等を動画一本で実現
でき、より効果的にインパクトを与える
ことができます。2D撮影、360度撮

㈱エイユウコクサイ
福岡市東区奈多団地19-504
TEL：092-719-0811
FAX：092-719-0812
https://eiyustudio.com/
E-mail：info@eiyustudio.com
営業内容
企業様・お店に向け、PR、商品・サー
ビスの紹介、リクルート等の動画制作を
低価格で提供いたします。

お好きなピザにプラス100円するだけで
チキンとポテトがついてくる！

ピザクック（㈱イワタダイナース）

今年もやります！毎年大好評の
プラス100円セット！

▼

ピザに＋100円で
チキンとポテトがついてくる！

フレンチフライポテトLサイズがついてな
んと1200円もお得なんです。みんなで
食べるほどお得なプラス100円セット、
ご注文はピザクックHPでどうぞ。

毎年大好評ピザクックのプラス100円
セット！お好きなピザにプラス100円する
だけで、チキンとポテトがついてくる。
例えばLサイズのピザなら、ピザ価格＋
100円でプレミアムフライドチキン3本と

ピザクック（㈱イワタダイナース）
福岡市博多区諸岡3-25-20（本社所在地）
TEL：092-581-0230（本社番号）
FAX：092-581-0430（本社番号）
https://www.pizzacooc.com/
営業内容
ピザ・お好み焼きの製造、宅配、テイク
アウト「福岡生まれのピザクックは、地産
地消と手作りの美味しさにこだわり33店
舗展開中！」

痛くない丁寧なケアができると話題！専門の知識と
高度な技術をもつプロがいる！様々なお悩みに対応！

ドクターネイル爪革命福岡けやき通り店（合同会社 光明）

足と足爪のトラブルなら
お任せください！

▼

独自開発フットケアマシンで
奇跡のフットケアを実現

の専門家が痛みのないケアを行います。
足のトラブルのお悩み対処法・予防につ
いてアドバイスも行います。全国グルー
プケア症例数年間６万件以上の実績！

魚の目、巻き爪、肥厚爪、タコ、か
かとの角質など足のトラブルでお悩みを
抱えたトータルフットケアを実施しており
ます。ドクターネイル爪革命では、独自
開発したフットケア専門マシンを用い足

ドクターネイル爪革命福岡けやき
通り店（合同会社 光明）
福岡市中央区赤坂3-13-20
ファンファンビル２F
TEL：092-738-5033
FAX：092-738-5038
https://www.dr-nail-fukuoka.com
E-mail：dr.nail.fukuoka@gmail.com
営業内容
足と足爪ケア専門店・巻き爪、魚の目、
肥厚爪、タコ、角質ケア、フットリフレな
ど足のトータルフットケアができます。
お子様からシニア層まで（出張可・相談）

九州の皆様に支えられて10年。感謝の意を込めて、
来る11/12（金）にオンラインイベントを開催！

㈱パイプドビッツ　福岡支店

パイプドビッツ福岡支店は、
2021年で開設10周年を迎えます！

▼

イベント後も特設サイトを
要チェック！

カッションを予定しています。その他、
視聴者プレゼント企画もご用意しており
ますので、ぜひご参加ください！参加登
録は特設WEBサイトから。特設サイト
にはお役立ち情報も！？

感謝祭は、昨今の新型コロナウイルス
の感染状況を鑑み、Web会議システム
「Zoom」を利用したオンラインで実施。
スタジオにゲストをお迎えし、福岡とIT
をテーマにした講演や、パネルディス

㈱パイプドビッツ　福岡支店
福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル10F
TEL：092-725-8105
FAX：092-725-8107
https://fukuoka-10anv.pi-pe.co.jp/
E-mail：fukuoka@pi-pe.co.jp
営業内容
自社開発ローコード開発プラットフォーム
「SPIRAL®」で、九州のお客様のDXを
支援します！

一年の幸運と繁栄を招く縁起の立春朝搾り！
＆毎年11月第3木曜解禁！ボジョレー・ヌーヴォー

酒の ㈱石田商店

2/4縁起の立春朝搾り！
11月解禁！ボジョレー・ヌーヴォー

▼

ロマン漂う日本酒の逸品
『100年の葡萄の樹』

ボジョレー・ヌーヴォーとはフランスの
ボジョレー地域でガメイ種を使用しその
年の葡萄から作られるワインの新酒で
す。フレッシュでジューシーな味わいが
最大の魅力です。

立春朝搾りとはもろみを一晩中すり続
け立春の朝に搾りあがりその新酒をお客
様にはその日の晩酌でお飲みいただけま
す。当店では『萬代 立春朝搾り』を20
年来お届けしております。

酒の ㈱石田商店
福岡市博多区祇園町4-74
TEL：092-291-2292
FAX：092-291-2067
E-mail：kayoko.i19460619@icloud.com
営業内容
当店オススメ逸品。坂本龍馬が船中にて
考えた策に由来するロマン漂う逸品『純
米酒　船中八策』
720㎖￥1,529、1800㎖￥3,080

サンフランシスコで開催の世界三大種類大会
SFWSC2021で最高評価ダブルゴールドを受賞

レイナ㈱

花、香る、飲む香水 
本格芋焼酎「MORRIS（モーリス）」

▼

スタイリッシュな
ボトルで
贈答にピッタリ！

香る、飲む香水「MORRIS（モーリ
ス）」』を誕生させました。お召し上がり
方はロックはもちろん、トニックウォータ
で割るモーリスウォーターもお勧めです。

ファッションデザイナーが次なるアイテ
ムとして香水をプロデュースする中、ラグ
ジュアリーブランド「CHIE IMAI」のリー
ドデザイナー今井千恵は甘やかな香りと
味わい、フラワリーな余韻に充ちた『花、

レイナ㈱
福岡市中央区渡辺通1-1-1
サンセルコビル3階
TEL：092-781-7015
FAX：092-761-4248
https://chieimai.com/ja/
https://reinaltd.com/ja/
E-mail：info@chieimai.com
営業内容
モーリスは公式サイトとホテルニューオー
タニ サンローゼ博多1階CHIE IMAI（チ
エ イマイ）の直営店でもお買い求め頂け
ます。
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今回は 福商実務研修講座 の活用事例をご紹介します

ご利用いただいた企業様の声

（株）WELMA
福岡市中央区渡辺通2-3-3
オフィスニューガイアSASA薬院3階
TEL 092-791-2212
HP：http://www.welma.co.jp/

●『福商実務研修講座』を利用されたきっかけはなんですか？
　福岡事業所では、５年前より「人材育成の強化」を図っています。製品知識や業界知
識を学ぶ「社内講座」に加え、コミュニケーション能力等、スキル向上のために「外部講
座」の受講を模索する中で、福商実務研修講座を知り利用することとなりました。

●実際に『福商実務研修講座』を利用していかがでしたか？
　受講した社員からは、「知識集積だけでなく、日常業務では接することができない
業種の方 と々意見を出し合い、多種多様な考え方を学ぶことができた」などの声が聞
かれ、集合研修ならではの、熱量を帯びた空気感の中でスキルアップができています。
特に外部の方とやり取りが少ない社員にとっては良い刺激になっているようです。今
後は管理職教育にも力を入れていこうと考えていますので、引き続き利用したいです。

リックス（株）
福岡事業所
糟屋郡須恵町植木1321-7
TEL 092-935-1394
HP：https://www.rix.co.jp

本件にお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

会議所活用法

当所では、企業経営の改善や人材育成
の支援のために、『福商実務研修講座』を
開催しています。
新入社員から管理職・経営者向けの階

層別講座や、職種別・能力別研修まで、幅
広く実施し、講座受講者満足度97％以
上（2021年4～9月）と高い評価をいた
だいています。

●『福商実務研修講座』を利用されたきっかけはなんですか？
　入会後、会議所から研修の案内がありました。福商実務研修講座の内容を見て
みたところ、これまで当社が取り組んでこなかった分野の講座が多数ありました。
そこで、社内で協議して利用することになりました。

●実際に『福商実務研修講座』を利用していかがでしたか？
　講座内容は、もちろん満足しています。また、受講者は同じ商圏で仕事をされて
いる方がほとんどで、講師の方も福岡という商圏を前提に話をされるので、より自
分事として受け取ることができる点が良かったです。さらに、研修会場の交通の便
が良く、一日講座は昼食付きで、割安な受講料なので、継続利用しています。

当所研修講座では、スキルアップに加え、多様な業界・業種の受講者が集い交流することで生まれ
る多角的な視点を大切にしています。
受講者からは、「自分を見つめることができ、今後の目標を考えるきっかけとなった」、「他社の方と

の意見交換を通して、仕事への向き合い方が変わった」などの声もあり、講座後のモチベーション向
上にもつながっています。
当所では、参加型研修プログラムを通して、従業員皆様のスキルアップを図り、個人の成長を促し

ます。この機会にぜひ『福商実務研修講座』をご利用ください。

※感染症対策を十分に講じ、安心・安全な受講環境づくりに努め、皆様のお越しをお待ちしています。
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㈱和久伊
☎092-263-0578
福岡市博多区御供所町5-4
https://wakuihakata.gorp.jp/
営月～金曜/ランチ11：00～13：15
　夕食17：30～22：00（L.O.21：00）
㉁土曜・日曜・祝日

※新型コロナウイルス感染症の影響で、変更になる場合がございます。

もともと中華料理の老舗「福新楼」に勤めていましたが、力士だった父が創業したお店を17年
前に継ぐことになりました。その際、山笠で自分が所属する“東流”の地域で営業したいと思い、
御供所にお店をかまえました。コロナ禍で飲食店も大変ですが、お客様に安心してご来店いただ
けるように、感染症対策の取り組みを発信するため、商工会議所のGOOD UP FUKUOKAに参
加しています。当店のこだわりは、毎日来ていただけるようなアットホームな空間での精一杯のお
もてなしと、安くておいしいご飯をお腹いっぱい食べていただくことです。なので、お客様のご希
望に寄り添うために、メニューにはなくても、“博多料理を中心にしてほしい”などのご要望にも、
可能な限りお応えしています。ご予約の際にお電話でご相談ください。
ぜひ、当店で楽しい時間をお過ごしください。まずは、お電話お待ちしています！

スタッフ　
藤本 瑞稀さん

店主

和久井健吉さん

すっかり肌寒くなり、お鍋が恋しい季節になりましたね。
今年は、11月恒例の“大相撲九州場所”が２年ぶりに開催さ
れますが…お相撲さんといえば！“ちゃんこ鍋”！
ということで、今回は博多区御供所町にある「和久伊」さ

んをお訪ねし、店主の健吉さんとスタッフの藤本さんにお話
しをうかがいました
ここでは、ランチで気軽に“ちゃんこ鍋”を楽しめるとのこ

とで、さっそく“ちゃんこうどん定食”を注文。ランチで“ちゃ
んこ鍋”をいただけるのは、珍しいですよね　 実はちゃんこ
鍋は、創業者の彰さん（健吉さんのお父様）が力士”飛雲山”
だったことから、創業当時から作られているメニューで、これ
まで、多くのお客様に親しまれているそうです 　 約10種類
の野菜と鶏のダシが効いた本格的な味わいが魅力で、うま味
がぎゅっとつまった優しいおダシに、お箸が止らずペロリと完
食　 身体の芯からポカポカ温まる、これからの寒い季節に
ピッタリな一品です　 その他のランチメニューも、安い・は
やい・おいしいと評判で、近くのオフィス街からサラリーマン
が連日列をなすほど人気です
また藤本さんのイチオシは、夜のメニューにある、こちら

も珍しい「しらたき明太子」。ヘルシーでお酒にもあうと男女
問わず大人気とのこと　 
皆様もぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか

ちゃんこうどん定食
（750円／税込）

（定食はランチ営業
のみ）

アットホームなちゃんこ居酒屋

堀ごたつ式のお座敷
（最大26名）

スタッフイチオシ
しらたき明太子
（500円／税込）

ホームページ

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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プレミアム付地域商品券 発行情報※一部

20�PREMIUM
市内商店街等で使える、20％のプレミアムが付いた地域商品券が
発行されます。この機会にぜひ、お近くの商店街でお買い求めください。

12月中旬までに予約・販売予定の団体(販売日)

商業・雇用支援グループ  TEL 092-441-2169お問い合わせ

販売の詳細や販売状況は、各発行団体にお問い合わせください。
※このほか一部団体では電子商品券も販売しています！

新天町商店街商業協同組合（11/15～16）

イオンスタイル笹丘同友店会（11/19）

藤崎商店街組合
（予約11/5～11/12  販売11/17～11/19）

イオンマリナタウン同友店会（12/10）　

E n j o y

s h o p p
i n g !

福岡商工会議所公式チャンネル

よかぞうチャンネル
分かりやすく、親しみやすく、役に立つ！

YouTube

　海外展開支援の一環として、「地域的な包括的経済連携(RCEP)協
定活用セミナー」の動画を配信しています。本動画では、講師に経済
連携協定（EPA）に関する一般的な知識から、RCEP協定を含むEPA
の活用方法など説明していただいています。今後のビジネスにぜひお
役立てください。

　海外展開支援の一環として、福岡県弁護士会と連携し「国際取引・海外展開ミニ講
座」の動画を作成・配信しています。今後も「外国企業との紛争解決」、「海外ビジネス
のブランディングと商標」、「海外取引での電子契約」などをテーマにした計25本の動
画を配信予定です。海外企業との取引を検討している、または、取り引きしたい事業者
の方はぜひご覧ください！

　中小企業のイノベーション支援事業の一環として、複雑化するビジ
ネスの世界において今後のビジネス展開のヒントとなる考え方など、
テーマに沿って３人の講師に説明していただき、動画を作成し、公開し
ています。今後のビジネスにぜひお役立てください。

　貿易を促進するために関税撤廃・削減などを取り決めている経済連携協定（EPA）のうちの1つです。
　これまでのEPAとは異なり、RCEP協定には新たに中国・韓国・ニュージーランドが加盟します。加盟国15か国となる
RCEP協定の活用で、日本から輸出する産品の関税率を下げ、価格競争力が向上する可能性があります。

動画サイトは
コチラ !　海外展開を希望する事業者が複数機関に足を運ぶことなく「ワ

ンストップ」で現地情報の収集や貿易手続きなど、海外展開で直
面する幅広い課題について相談できます。ご相談は随時受け付け
ておりますので、お気軽に当窓口までご相談ください。

ビジネスモデルのアイデア展開からビジネス化まで、事業フェーズ
に応じた個別支援を専門家を交えて実施します。「新規事業アイデ
アはあるが、どう進めていいのかわからない」、「ビジネスモデルの
精度を上げたい」などお悩みの方は、ぜひご相談ください。

■ 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミナー　
どの国への輸出が対象なのか？

RCEP協定と他協定は
何が違うのか？

輸出産品が関税減免対象に
なるかの確認方法

HSコードとは？

以下、一部プログラム内容

新規事業の考え方・作り方
共創・オープンイノベーション

組織イノベーション
DX（デジタル変革） デザイン思考

■ 国際取引・海外展開ミニ講座　

■ イノベーション支援

個別相談のご案内

RCEP協定とは？

ワンストップ海外展開相談窓口

㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役

講師 富田 安則 氏 講師 村上 和彰 氏 講師 一色 知行 氏
CHIKOH Design Lab㈱
代表取締役

国際ビジネスで役立つ仲裁とは　

海外ビジネススキーム

越境Eコマースの基本

“インコタームス”って何？

海外企業との裁判どこで行われる？

国際取引と国内取引、どこが違う？

個別相談申込は
こちら

イノベーション
支援動画は
こちら

RCEP動画は
こちら

相談申込は
こちら

～中小企業が取り組むべき“イノベーション（新規事業）”への挑戦～

事業構想大学院大学 客員教授
㈱DXパートナーズシニアパートナー
& 代表取締役
国立大学法人九州大学 名誉教授
京都大学博士（工学）

注目コンテンツ
のご紹介♪

ネクスペイと
Go To Eatを使って
更にお得に飲食を !!

Instagram Twitter特設サイト

@goodupfukuoka ＠GoodUpFukuoka

"Go To Eatキャンペーン福岡お
食事券"と"特設サイト"では、福
岡市プレミアム付電子商品券
FUKUOKA NEXT Pay（ネクス
ペイ）に参加している店舗が一目
で分かるよう、右記のアイコンを
追加しています！
ネクスペイ、Go 
To Eatお食事券
をもって、飲食店
へ出かけよう♪

NEW

各店舗ページ右上のこのアイコンが目印♪

■ 事例で学ぶクラウドサービスの活用方法
～業務効率化を成功させている中小企業の共通点とは～

11月17日（水） 14：00～15：30　

■ 初心者向け SNS 活用セミナー
～コストをかけずに商品プロモーション店舗集客する方法～

■ 中小企業がデジタル変革により業績向上させる方法

～オンライン商談システム /MA/SFA/CRMの適切な導入方法～
【第３回】失敗しないデジタル営業システムの選び方

デジタル化支援
セミナーのご案内
デジタル化支援
セミナーのご案内

今後のセミナーはこちら！

今後のセミナーはこちら！

福岡商工会議所 デジタル支援 検 索詳しくは

開催日時

11月19日（金） 14：00～15：30　開催日時

11月24日（水） 14：00～15：00開催日時

会議所からのお知らせ 会議所からのお知らせ

12月22日（水）　2022年 1月26日（水）
※いずれも同様の内容になります。

日時

当所会議室（Zoomでの視聴も可）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンラインのみになる場合もございます。

開催
場所

無料 30名（会場）定員

ホームページからお申し込みください。申込

参加費

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター専門家講師

事業承継セミナー事業承継セミナー
将来に向けて、今考える将来に向けて、今考える

お申し込み・お問い合わせ／経営支援グループ　
TEL 092-441-1146

「事業承継」に興味のある経営者の方に

【セミナー】14:00～15:30／【個別相談会】15:30～16:30

伴走型小規模事業者支援推進事業

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）

2021年9月〈令和3年9月〉

＊「－」については、次号に掲載予定。
＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月１日現在、（※2）は前々月末の数字。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。
10月号＜福岡の統計2021年８月＞で未掲載項目について（％）
・九州 入国外国人数・・・261（2272.7）
・福岡県 延べ宿泊者数・・483,980（26.1）

＜9月の主な出来事＞
・9/5
・9/9
・9/28
・9/29

東京2020パラリンピック　閉会
緊急事態宣言延長（福岡県含む19都道府県）9/30全国一斉解除
博多駅筑紫口-地下鉄　エスカレータ設置
自由民主党 総裁選挙 岸田新総裁 誕生
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プレミアム付地域商品券 発行情報※一部

20�PREMIUM
市内商店街等で使える、20％のプレミアムが付いた地域商品券が
発行されます。この機会にぜひ、お近くの商店街でお買い求めください。

12月中旬までに予約・販売予定の団体(販売日)

商業・雇用支援グループ  TEL 092-441-2169お問い合わせ

販売の詳細や販売状況は、各発行団体にお問い合わせください。
※このほか一部団体では電子商品券も販売しています！

新天町商店街商業協同組合（11/15～16）

イオンスタイル笹丘同友店会（11/19）

藤崎商店街組合
（予約11/5～11/12  販売11/17～11/19）

イオンマリナタウン同友店会（12/10）　

E n j o y

s h o p p
i n g !

福岡商工会議所公式チャンネル

よかぞうチャンネル
分かりやすく、親しみやすく、役に立つ！

YouTube

　海外展開支援の一環として、「地域的な包括的経済連携(RCEP)協
定活用セミナー」の動画を配信しています。本動画では、講師に経済
連携協定（EPA）に関する一般的な知識から、RCEP協定を含むEPA
の活用方法など説明していただいています。今後のビジネスにぜひお
役立てください。

　海外展開支援の一環として、福岡県弁護士会と連携し「国際取引・海外展開ミニ講
座」の動画を作成・配信しています。今後も「外国企業との紛争解決」、「海外ビジネス
のブランディングと商標」、「海外取引での電子契約」などをテーマにした計25本の動
画を配信予定です。海外企業との取引を検討している、または、取り引きしたい事業者
の方はぜひご覧ください！

　中小企業のイノベーション支援事業の一環として、複雑化するビジ
ネスの世界において今後のビジネス展開のヒントとなる考え方など、
テーマに沿って３人の講師に説明していただき、動画を作成し、公開し
ています。今後のビジネスにぜひお役立てください。

　貿易を促進するために関税撤廃・削減などを取り決めている経済連携協定（EPA）のうちの1つです。
　これまでのEPAとは異なり、RCEP協定には新たに中国・韓国・ニュージーランドが加盟します。加盟国15か国となる
RCEP協定の活用で、日本から輸出する産品の関税率を下げ、価格競争力が向上する可能性があります。

動画サイトは
コチラ !　海外展開を希望する事業者が複数機関に足を運ぶことなく「ワ

ンストップ」で現地情報の収集や貿易手続きなど、海外展開で直
面する幅広い課題について相談できます。ご相談は随時受け付け
ておりますので、お気軽に当窓口までご相談ください。

ビジネスモデルのアイデア展開からビジネス化まで、事業フェーズ
に応じた個別支援を専門家を交えて実施します。「新規事業アイデ
アはあるが、どう進めていいのかわからない」、「ビジネスモデルの
精度を上げたい」などお悩みの方は、ぜひご相談ください。

■ 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミナー　
どの国への輸出が対象なのか？

RCEP協定と他協定は
何が違うのか？

輸出産品が関税減免対象に
なるかの確認方法

HSコードとは？

以下、一部プログラム内容

新規事業の考え方・作り方
共創・オープンイノベーション

組織イノベーション
DX（デジタル変革） デザイン思考

■ 国際取引・海外展開ミニ講座　

■ イノベーション支援

個別相談のご案内

RCEP協定とは？

ワンストップ海外展開相談窓口

㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役

講師 富田 安則 氏 講師 村上 和彰 氏 講師 一色 知行 氏
CHIKOH Design Lab㈱
代表取締役

国際ビジネスで役立つ仲裁とは　

海外ビジネススキーム

越境Eコマースの基本

“インコタームス”って何？

海外企業との裁判どこで行われる？

国際取引と国内取引、どこが違う？

個別相談申込は
こちら

イノベーション
支援動画は
こちら

RCEP動画は
こちら

相談申込は
こちら

～中小企業が取り組むべき“イノベーション（新規事業）”への挑戦～

事業構想大学院大学 客員教授
㈱DXパートナーズシニアパートナー
& 代表取締役
国立大学法人九州大学 名誉教授
京都大学博士（工学）

注目コンテンツ
のご紹介♪

ネクスペイと
Go To Eatを使って
更にお得に飲食を !!

Instagram Twitter特設サイト

@goodupfukuoka ＠GoodUpFukuoka

"Go To Eatキャンペーン福岡お
食事券"と"特設サイト"では、福
岡市プレミアム付電子商品券
FUKUOKA NEXT Pay（ネクス
ペイ）に参加している店舗が一目
で分かるよう、右記のアイコンを
追加しています！
ネクスペイ、Go 
To Eatお食事券
をもって、飲食店
へ出かけよう♪

NEW

各店舗ページ右上のこのアイコンが目印♪

■ 事例で学ぶクラウドサービスの活用方法
～業務効率化を成功させている中小企業の共通点とは～

11月17日（水） 14：00～15：30　

■ 初心者向け SNS 活用セミナー
～コストをかけずに商品プロモーション店舗集客する方法～

■ 中小企業がデジタル変革により業績向上させる方法

～オンライン商談システム /MA/SFA/CRMの適切な導入方法～
【第３回】失敗しないデジタル営業システムの選び方

デジタル化支援
セミナーのご案内
デジタル化支援
セミナーのご案内

今後のセミナーはこちら！

今後のセミナーはこちら！

福岡商工会議所 デジタル支援 検 索詳しくは

開催日時

11月19日（金） 14：00～15：30　開催日時

11月24日（水） 14：00～15：00開催日時

会議所からのお知らせ 会議所からのお知らせ

12月22日（水）　2022年 1月26日（水）
※いずれも同様の内容になります。

日時

当所会議室（Zoomでの視聴も可）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンラインのみになる場合もございます。

開催
場所

無料 30名（会場）定員

ホームページからお申し込みください。申込

参加費

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター専門家講師

事業承継セミナー事業承継セミナー
将来に向けて、今考える将来に向けて、今考える

お申し込み・お問い合わせ／経営支援グループ　
TEL 092-441-1146

「事業承継」に興味のある経営者の方に

【セミナー】14:00～15:30／【個別相談会】15:30～16:30

伴走型小規模事業者支援推進事業

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）

2021年9月〈令和3年9月〉

＊「－」については、次号に掲載予定。
＊各数字は当月末現在。ただし、（※1）は翌月１日現在、（※2）は前々月末の数字。
＊「訪日外客数」と「九州 入国外国人数」の算出方法は異なる。
10月号＜福岡の統計2021年８月＞で未掲載項目について（％）
・九州 入国外国人数・・・261（2272.7）
・福岡県 延べ宿泊者数・・483,980（26.1）

＜9月の主な出来事＞
・9/5
・9/9
・9/28
・9/29

東京2020パラリンピック　閉会
緊急事態宣言延長（福岡県含む19都道府県）9/30全国一斉解除
博多駅筑紫口-地下鉄　エスカレータ設置
自由民主党 総裁選挙 岸田新総裁 誕生
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対象業種

招聘バイヤー

会　場

2022年2月9日　·10日

キーワード “新しい旅行スタイル” 
（福岡市中央区天神1-16-1）

“個人旅行”、“ラグジュアリーツーリズム”、“体験旅行”など幅広いテーマのもと開催いたします。

9:30-17:00（１商談20分×12コマ）※「バイヤー・セラー交流会」も実施予定です。

西鉄イン福岡 2階大ホール
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国内外旅行会社１５～２０社招聘予定

Withコロナ時代の観光需要をいち早く獲得して、新たなビジネス展開のチャンスを掴む絶好の場となります。
是非この機会にご参加ください。詳細につきましては、当所ホームページでご確認ください！！

セ
ラ
ー
募
集
！

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

de
観 光

九 州

参加セラー募集

R

水 木

福岡商工会議所主 催 ［ お問い合わせ先 ］地域振興グループ　☎ 092-441-1118　　fkkankou@fukunet.or.jp
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