
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

2022年 vol .569
1

年頭所感



西鉄薬院駅ビル
（NTTドコモ九州支社）

会場

10:00~17:00時間

コロナ禍でデジタル化の波が一気に押し寄せ、働き方改革、生産性向上、さらには電帳法の改正やイ
ンボイス制度の改正への対応などに迫られる中、一体何から取り組めばよいか分からない。福岡商工会
議所は、デジタル化推進を切り口に、小規模事業者・中小企業者等へのDXへ向けた、はじめの一歩を
“おせっかいする”展示会イベントを開催します。イベント当日は、DXにまつわる講習会や展示ブー
ス、個別相談会を設けて、これから企業のデジタル化を目指す事業者の皆さまをお待ちしております
ので、この機会に是非ご来場ください！

主催 : 福岡商工会議所  協力 : （株）NTTドコモ九州支社・（株）ドコモCS九州  後援 : 福岡市

― FUKUSHO DIGITAL EXPOとは ―

講習会（講演・パネルディスカッション）
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演フリーランスや小規模事業者の方も要注意！
制度改正でどう変わる？？

電帳法改正やインボイス制度…
大手会計ソフト3社が徹底解説！
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出展企業による
デジタルソリューションを
テーマにプレゼンテーション

講習会を開催!

1月21日（金）

1月20日（木） ※事前にWebからお申込みが必要です。
　詳しくはHPをご覧ください。 オンライン

同時配信！

福岡地場企業のトップが語る
経営戦略に活かす
データ活用のススメ

はじめてのDX  ～５Gの活用～

福岡から発信！
アフターコロナを見据えた
中小企業のDX推進

デジタル活用で仕事を変える
グループウェアの大手2社を徹底比較！
ITツール選定のコツはこれだ！

～ D Xへ のはじめの 一 歩～
1月20日 木 金1月21日・2022年 入場無料

会議所からのお知らせ

IT導入等に関する
相談ブースも開設！
（無料）

　働き方改革、業務効率化、インボイス制度や改正電帳法等へ対応するIT導入への全般的
な相談を承ります！（事前予約制）
　イベント詳細やお申し込み方法については、折込チラシまたは当所HPをご覧ください！

お問い合わせ／デジタル化推進グループ　TEL 092-441-1121　E-mail：system＠fukunet.or.jp

詳しくは、同封している
チラシをご覧ください！
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〜

検索福岡商工会議所

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

セミナー
催事情報など

福岡商工会議所 公式SNS  ぜひフォローをお願いします！
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日本商工会議所 三村 明夫 会頭
経済産業省 九州経済産業局 後藤 雄三 局長
福岡県 服部 誠太郎 知事
福岡市 髙島 宗一郎 市長
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262626 輝く販売士 資格取得のすゝめ
ネット試験方式がスタート！
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131313 コロナ対策支援施策情報

【会議所からのお知らせ】
貸会議室のご案内
優良従業員表彰のご案内
会員優待・イベント情報
はかた伝統芸能四季の舞～如月～ご案内
事業承継セミナー
起業家交流会
観光商談会事前対策セミナー配信中!
情報・文化・サービス部会講演会のご案内

【人材採用・育成】
福商実務研修講座
商工会議所の検定試験
検定対策講座（日商簿記）
パソコン教室＜受講生募集＞
福商リカレントプログラム 
学校と企業との就職情報交換会

【専門家に聞く】
税務Q&A
危機管理情報室
中小企業のセキュリティ対策
デジタル活用による儲かる
経営づくり 第3回（全4回）

【経営に役に立つサービス】
福岡商工会議所のメールマガジン 購読者募集!

【もしもの時の備え】
任せて安心!労働保険事務組合
生命共済制度

FCCI NEWS 会議所の動き
新規会員のご紹介
会員企業のPR掲示板“ホットニュース”
会議所活用法「福岡起業塾」
今月のよかもん「esports Challenger's Park」
福岡の統計
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年頭所感
「自己変革、そしてコロナ禍からの再起を」

～

表れと受け止めています。

令和4年（2022年）の抱負

国内では、感染者数の落ち着きとと
もに、日常生活や経済活動の本格的な
回復に向けた動きが加速しています。
依然として予断を許さない状況ですが、
福岡商工会議所では、この動きが再び
止まらないよう、感染拡大防止と経済
活動の両立を図りながら、積極的に活
動してまいります。
一方、世界に目を向けると、変異株

は、国や県・市による支援施策につい
て、制度の説明や申請書の作成などき
め細かい支援に努めてまいりました。
また、コロナ禍で冷え込んだ消費を喚
起するために、福岡市内全域で使用
できる総額 60 億円の電子商品券
「FUKUOKA NEXT Pay（通称・ネクス
ペイ）」の発行事業にも取り組みました。
さらに、昨年７～８月には、福岡地

域におけるワクチン接種を加速させる
ため、医療機関や福岡市その他の関係
機関と連携し「ワクチン共同接種事業」
を実施しました。その結果、会員企業
723社約6,000人のワクチン接種が実
現しました。
このほか、各種会議やセミナー、商

談会などについても、オンラインを活
用するなど積極的に事業を実施してま
いりました。

おかげさまで、当所の新規会員入会
数は増加しており、この結果は、当所
に対する会員の皆様からの強い期待の

昨年6月から、福岡商工会議所・会
頭を務めております。
本年も、役員・議員、職員一丸と

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

令和3年（2021年）を振り返って

昨年も新型コロナウイルスに翻弄さ
れた一年でした。度重なる感染拡大の
波によって、社会・経済活動が繰り返
し制限され、また自粛の連鎖により、
日本全体に閉塞感と不安感が広がりま
した。

当所は、この一年間、「コロナ禍への
対応」を最優先に活動してまいりました。
一昨年に続き、経営相談の窓口で

また、今年の干支は「壬寅」です。この
年は、「厳しい冬を越えて芽吹き始め、新
たな成長の礎となる」と言われています。

本年が、長く苦しかったコロナ禍を
乗り越え、寅のごとく勇敢に「捲土重
来」を期して、新たな希望や成長に向
かって突き進んでいく一年になることを
願っております。

福岡市は、「天神ビッグバン」や「博
多コネクティッド」といった大規模な都
市開発によって、街が大きく変貌を遂
げようとしています。また、今年は
FINA世界水泳選手権2022福岡大会
の開催や、福岡市営地下鉄七隈線の延
伸開業も予定されており、「元気な街・
福岡」のさらなる躍動が期待されます。

福岡商工会議所は、地域総合経済団
体として、皆様の期待に応えられるよ
う、総力を挙げて、福岡の活力創出に
向け、邁進してまいります。

最後になりますが、本年も私ども福
岡商工会議所へ変わらぬご支援とご協
力を賜りますようお願いするとともに、
本年が皆様にとって明るい未来を展望
できる年になりますよう、心より祈念
いたします。

の感染拡大や原油・原材料価格の高
騰、米中摩擦など不安定要素が山積し
ています。日本においては、円安が原
油・原材料費の高騰をさらに押し上げ
ており、コロナ禍からの回復の足かせ
となりかねない状況です。
現在のように変化が激しい時代を企

業が生き抜くには、生産性や競争力の
向上のために、たゆまぬ「自己変革」が
求められます。この「自己変革」の流れ
が、わが国の企業数の99.7％を占め
る中小企業・小規模事業者に浸透すれ
ば、日本経済の成長の大きな力となる
ことは間違いありません。
こうした認識を踏まえ、当所では

「自己変革」にチャレンジする事業者を
後押しするため、次の２点に注力してま
いります。

◆ポストコロナを見据えた
中小企業の挑戦を後押し
コロナ禍の２年間、多くの事業者が

事業維持・雇用維持のための緊急対応
に追われてきました。しかし、経済活
動が徐々に再開してきたことで、当面
はウィズコロナの下であっても、事業
者の関心は、ポストコロナを見据えた
「将来」に向いてきています。
コロナ禍で顕在化したデジタル化の

遅れや、感染症や自然災害への備えな
どの様々な課題、さらに近年関心が高
まっている環境問題は、見方を変えれ
ば新たな成長へのシーズです。実際、
業態転換や新分野への進出といった事
業の再構築を試みる企業や、デジタル
化・ＤＸなど変革への挑戦を始める企
業も出ています。世界に目を向けると、
「カーボンニュートラル」「ＳＤＧｓ」など
を企業変革の新たな旗印として掲げて
いる企業も数多く見られます。

謹んで新春のご挨拶を
 申し上げます。

社会経済の環境変化をチャンスと捉
えて、中小企業・小規模事業者が様々
な課題に対応し、新たな成長に向けて
活動ができるように、当所では、引き
続き、事業者に寄り添う「伴走型」の
支援を積極的に行ってまいります。

◆デジタル化・ＤＸ※の推進
※デジタルトランスフォーメーションの略

コロナ禍で官民ともに「デジタル化」
が大きく遅れていることが明らかになり
ました。企業において、限られた経営
資源で最大限の成果を出す「生産性向
上」は待ったなしの課題です。その手
段として、デジタル化が大変有効であ
ることが分かっています。
大切なのは、経営者自身がデジタル

化の意義をしっかりと認識し、企業経
営の中で実践し、変革につなげていく
ことです。当所では、中小企業・小規
模事業者のデジタル化・ＤＸ推進に向
け、一層力を入れてまいります。

「捲土重来」　
－コロナ禍からの再起を－

このコロナ禍によって、弱点を突か
れ、私たちの社会経済は大きな打撃を
受けました。しかし、この危機から学
んだことを肝に銘じながら、攻めの姿
勢で今年こそは再起を果たしたい。
そうした思いから、今年の言葉には

「捲土重来」を選びました。
この言葉は、「一度敗れた者が、再

び勢いを盛り返して巻き返す」という意
味の故事成語です。「捲土」には、土煙
が巻き上がるほどの激しい勢い、そし
て「重来」には、一度去った者が再び
やってくるという意味があるそうです。

けんどちょうらい

みずのえとら
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年頭所感
「自己変革、そしてコロナ禍からの再起を」

～

表れと受け止めています。

令和4年（2022年）の抱負

国内では、感染者数の落ち着きとと
もに、日常生活や経済活動の本格的な
回復に向けた動きが加速しています。
依然として予断を許さない状況ですが、
福岡商工会議所では、この動きが再び
止まらないよう、感染拡大防止と経済
活動の両立を図りながら、積極的に活
動してまいります。
一方、世界に目を向けると、変異株

は、国や県・市による支援施策につい
て、制度の説明や申請書の作成などき
め細かい支援に努めてまいりました。
また、コロナ禍で冷え込んだ消費を喚
起するために、福岡市内全域で使用
できる総額 60 億円の電子商品券
「FUKUOKA NEXT Pay（通称・ネクス
ペイ）」の発行事業にも取り組みました。
さらに、昨年７～８月には、福岡地

域におけるワクチン接種を加速させる
ため、医療機関や福岡市その他の関係
機関と連携し「ワクチン共同接種事業」
を実施しました。その結果、会員企業
723社約6,000人のワクチン接種が実
現しました。
このほか、各種会議やセミナー、商

談会などについても、オンラインを活
用するなど積極的に事業を実施してま
いりました。

おかげさまで、当所の新規会員入会
数は増加しており、この結果は、当所
に対する会員の皆様からの強い期待の

昨年6月から、福岡商工会議所・会
頭を務めております。
本年も、役員・議員、職員一丸と

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

令和3年（2021年）を振り返って

昨年も新型コロナウイルスに翻弄さ
れた一年でした。度重なる感染拡大の
波によって、社会・経済活動が繰り返
し制限され、また自粛の連鎖により、
日本全体に閉塞感と不安感が広がりま
した。

当所は、この一年間、「コロナ禍への
対応」を最優先に活動してまいりました。
一昨年に続き、経営相談の窓口で

また、今年の干支は「壬寅」です。この
年は、「厳しい冬を越えて芽吹き始め、新
たな成長の礎となる」と言われています。

本年が、長く苦しかったコロナ禍を
乗り越え、寅のごとく勇敢に「捲土重
来」を期して、新たな希望や成長に向
かって突き進んでいく一年になることを
願っております。

福岡市は、「天神ビッグバン」や「博
多コネクティッド」といった大規模な都
市開発によって、街が大きく変貌を遂
げようとしています。また、今年は
FINA世界水泳選手権2022福岡大会
の開催や、福岡市営地下鉄七隈線の延
伸開業も予定されており、「元気な街・
福岡」のさらなる躍動が期待されます。

福岡商工会議所は、地域総合経済団
体として、皆様の期待に応えられるよ
う、総力を挙げて、福岡の活力創出に
向け、邁進してまいります。

最後になりますが、本年も私ども福
岡商工会議所へ変わらぬご支援とご協
力を賜りますようお願いするとともに、
本年が皆様にとって明るい未来を展望
できる年になりますよう、心より祈念
いたします。

の感染拡大や原油・原材料価格の高
騰、米中摩擦など不安定要素が山積し
ています。日本においては、円安が原
油・原材料費の高騰をさらに押し上げ
ており、コロナ禍からの回復の足かせ
となりかねない状況です。
現在のように変化が激しい時代を企

業が生き抜くには、生産性や競争力の
向上のために、たゆまぬ「自己変革」が
求められます。この「自己変革」の流れ
が、わが国の企業数の99.7％を占め
る中小企業・小規模事業者に浸透すれ
ば、日本経済の成長の大きな力となる
ことは間違いありません。
こうした認識を踏まえ、当所では

「自己変革」にチャレンジする事業者を
後押しするため、次の２点に注力してま
いります。

◆ポストコロナを見据えた
中小企業の挑戦を後押し
コロナ禍の２年間、多くの事業者が

事業維持・雇用維持のための緊急対応
に追われてきました。しかし、経済活
動が徐々に再開してきたことで、当面
はウィズコロナの下であっても、事業
者の関心は、ポストコロナを見据えた
「将来」に向いてきています。
コロナ禍で顕在化したデジタル化の

遅れや、感染症や自然災害への備えな
どの様々な課題、さらに近年関心が高
まっている環境問題は、見方を変えれ
ば新たな成長へのシーズです。実際、
業態転換や新分野への進出といった事
業の再構築を試みる企業や、デジタル
化・ＤＸなど変革への挑戦を始める企
業も出ています。世界に目を向けると、
「カーボンニュートラル」「ＳＤＧｓ」など
を企業変革の新たな旗印として掲げて
いる企業も数多く見られます。

謹んで新春のご挨拶を
 申し上げます。

社会経済の環境変化をチャンスと捉
えて、中小企業・小規模事業者が様々
な課題に対応し、新たな成長に向けて
活動ができるように、当所では、引き
続き、事業者に寄り添う「伴走型」の
支援を積極的に行ってまいります。

◆デジタル化・ＤＸ※の推進
※デジタルトランスフォーメーションの略

コロナ禍で官民ともに「デジタル化」
が大きく遅れていることが明らかになり
ました。企業において、限られた経営
資源で最大限の成果を出す「生産性向
上」は待ったなしの課題です。その手
段として、デジタル化が大変有効であ
ることが分かっています。
大切なのは、経営者自身がデジタル

化の意義をしっかりと認識し、企業経
営の中で実践し、変革につなげていく
ことです。当所では、中小企業・小規
模事業者のデジタル化・ＤＸ推進に向
け、一層力を入れてまいります。

「捲土重来」　
－コロナ禍からの再起を－

このコロナ禍によって、弱点を突か
れ、私たちの社会経済は大きな打撃を
受けました。しかし、この危機から学
んだことを肝に銘じながら、攻めの姿
勢で今年こそは再起を果たしたい。
そうした思いから、今年の言葉には

「捲土重来」を選びました。
この言葉は、「一度敗れた者が、再

び勢いを盛り返して巻き返す」という意
味の故事成語です。「捲土」には、土煙
が巻き上がるほどの激しい勢い、そし
て「重来」には、一度去った者が再び
やってくるという意味があるそうです。

けんどちょうらい

みずのえとら
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　昨年８月の大雨により、亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたしますと
ともに、被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。被災地に
丁寧に寄り添いつつ、一刻も早い復興に向け、関係機関と連携して全力で取
り組んでまいります。

　近年、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルといった
社会変革の波が訪れる一方、新型コロナの感染拡大は、人々の暮らしや働き
方、価値観に大きな変化をもたらしています。世の中は複雑性を増し、今後
の先が見通せない時代に入りつつあります。
　九州でも産業やエネルギー供給の構造変革が見込まれる中、これらに対応
するためには、過去の延長線で考えるだけではなく、新しいイノベーションを
興していくことが非常に重要です。

　九州経済産業局では、ウィズコロナを見据え、次の時代を創る新しいチャレ
ンジを積極的に支援すべく、あらゆる施策を通じて、九州経済の持続可能な
成長の実現に向けて取り組んでまいります。

　デジタル技術の活用による生産性や付加価値の向上、ウィズコロナに対応
した事業の再構築を支援します。
　また、経済安全保障の観点からサプライチェーンの強靱化を図り、供給体
制に支障が生じた半導体分野では「シリコンアイランド九州の復活」に向けて、
人材育成や設備投資を支援します。

　中小企業の経営課題に即した必要な人材像を明確化し、多様な人材の活躍
を推進するとともに、円滑な事業承継と新たな価値創造を図るため、マッチ
ング支援等による後継者探しや税制措置などに加え、未来の九州を担う次世
代経営層（アトツギ）による事業の「再創造」など、新たな挑戦に寄り添った
支援を行います。

　近年頻発する自然災害に対応するため、自治体や関係機関とも幅広く連携
しつつ、ＢＣＰ策定支援等を通じた中小企業の事業継続力の強化に取り組み
ます。

　アジア地域等との経済交流を引き続き推進するとともに、九州産本格焼酎
を含む「食」の輸出拡大や、地域の特色を活かした新製品の開発や販路開拓、
外国人留学生の採用支援など、企業の海外展開を支援します。

　地域の社会・経済の未来を描く上で重要なSDGsの取組を関係機関と協力
して進めます。

　エネルギーの安定供給確保に万全を期すとともに、「2050年カーボンニュー
トラルの実現」に向けて、九州が豊富なポテンシャルを有する洋上風力や太陽
光等の再生可能エネルギーの適正な導入を促進します。九州で最先端の研究
開発が進む水素利用や、省エネルギーの推進、環境・エネルギー産業の振興
にも引き続き取り組みます。
　また、中小企業が「脱炭素」に円滑に対応できるよう、普及啓発や各プレー
ヤーの糾合、社会実装を推進します。

　九州は、豊かな自然環境に恵まれ、自動車や半導体などの基幹産業に
加え、農林水産業、食料品、ヘルスケア、バイオ、環境・エネルギーなど
高いポテンシャルを持つ産業があり、優れた技術やサービスを有する企業も
数多く存在します。新型コロナを乗り越えたその先の輝かしい未来のあり方を
世界に発信できる、そうした地域です。
　九州が輝くことで、日本を照らし、アジアを照らし、世界を照らす。そう
したことができるように九州から具体的な成功モデルを数多く生み出し、九州
が持続的に発展していけるように、関係機関の皆様とともに、職員一丸と
なって取り組んでまいります。

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

令和４年の新春を迎え、
謹んでお慶び申し上げます。

令和４年 年頭所感
九州経済産業局長　後藤 雄三

　昨年４月に知事に就任して以来、私は、新型コロナウイルス感染症対策や５
年連続となった大雨災害の被災地の復旧・復興に全身全霊で取り組みました。
　新型コロナ対策については、外出自粛や飲食店の時短営業などの厳しい措置
に対する県民の皆さまのご理解とご協力に心より感謝を申し上げます。

　目まぐるしく変化する社会情勢の中、「世界から選ばれる福岡県」を実現すべ
く、今年は成長・発展の歩みを力強く進めていきます。
　まずは、コロナ危機の克服です。感染拡大に備え、保健・医療提供体制を強化
するとともに、３回目のワクチン接種を着実に進めます。ワクチン・検査パッ
ケージや感染防止認証制度を活用し、社会経済活動との両立を図り、疲弊した
地域経済を立て直していきます。

　今年の干支「寅年」は、春が来て草木が伸び始めることを表わします。世界を
視野に、未来を見据えて、福岡県を発展させていくため、新しい成長を生み出す
年にします。
　このため、次の４つに重点を置いて取り組みます。

　第一に、「次代を担う『人財』の育成」です。
　本県の発展を担うのは「人」です。子どもたちが、県内どこでも充実した教育が

受けられる環境を整えていきます。産業・経済、スポーツ、文化・芸術などさまざ
まな分野において活躍し、担い手となる人財の育成に力を入れます。中小企業
や農林水産業のＤＸを進めるとともに、その担い手となる人財の育成に取り組
みます。
　第二に、「世界から選ばれる福岡県の実現」です。
　本県の優位性を生かし、デジタル社会を支えるインフラである大規模データ
センター誘致や先端半導体拠点の構築に向け、戦略的な企業誘致を進めます。
産学官による「ＴＥＡＭ　ＦＵＫＵＯＫＡ」で連携し、国際金融機能の誘致を目
指します。

　第三に、「成長産業の創出」です。
　本県は、バイオ関連企業の集積などが評価され、昨年、国から「地域バイオコ
ミュニティ」第１号として、西日本で唯一、認定されました。未来を見据え、バイ
オ、ロボット、宇宙ビジネス、ブロックチェーンといった新たな成長産業を創出し
ていきます。また、響灘沖の洋上風力発電の促進区域への早期指定の実現や、
ＣＯ２フリー水素の製造・拠点化に取り組み、関連産業の集積や中小企業の参
入を促進するとともに、脱炭素社会の実現を目指します。

　第四に、「ワンヘルスの推進」です。
　「福岡県ワンヘルス推進行動計画」を策定し、ワンヘルス実践の中核拠点「ワ
ンヘルスセンター」の整備を進めます。また、今年１１月に本県で開催される「ア
ジア獣医師会連合（ＦＡＶＡ）大会」を機に、本県のワンヘルス推進の取り組みを
アジア、そして世界に向けて発信します。

　同時に、地方創生の基本である住み慣れたところで「働く」、長く元気に「暮ら
す」、お子さんを安心して産み「育てる」ことができる地域社会づくりを進めます。

　これらを進め、本県を九州のリーダー県としてふさわしい県に飛躍・発展させ、
県民の皆さまが安心してたくさんの笑顔で暮らせる福岡県にしてまいります。
　新年が皆さまにとって、素晴らしい一年となるよう心からお祈りいたします。

新年あけましておめでとうございます。

令和４年 年頭所感
福岡県知事　服部 誠太郎

　昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が低位で推移
し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速する中で新年
を迎えられたことを皆さまと共に喜びたいと思います。

　海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは予断を
許さないものの、商工会議所は、本年を感染防止と社会経済
活動をより高い次元で両立させる年と位置付け、地域経済な
らびにそれを支える事業者の皆さまの発展のため、引き続き
全力を尽くしてまいります。

　さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく回復基
調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や規模により回復
度合いが異なる「Ｋ字型回復」の状況が続いています。国民全
体を覆う閉塞感を真に打開するためにも、昨年政府が決定し
た「新たな経済対策」の着実な実行はもとより、国民が日本の
将来について明るい希望を抱けるような、新たな成長と発展へ
の道筋を明確に示す必要があります。

　第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主義」を掲
げ、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会の開拓」に
向けて議論を重ねてきました。私はコロナ禍を通じて、「強く豊
かな国でなければ有事の際に国民を守ることができない」と
改めて認識しましたが、日本を危機に対するレジリエンスを備
えた強い豊かな国にするためには、コロナ禍で明らかになった
社会課題の解決と経済成長を車の両輪として同時に実現する
ことが必要です。

　少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題を抱え
るわが国が、社会課題を解決すると同時に経済成長を図るた
めには、一国の豊かさを示す総合的な指標である「１人当たり
ＧＤＰ」の引き上げを国全体の目標として掲げ、あらゆる分野
での生産性向上と潜在成長率の底上げを図る必要がありま
す。特に、雇用の約７割を占める中小企業の生産性を引き上げ
ることは、ひいてはわが国全体の生産性の向上につながる重
要な課題です。他にも、経済・医療安全保障、成長を支える基
盤である人材育成や科学技術研究への投資、デジタル化の推
進、「Ｓ＋３Ｅ」の原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー
政策と技術革新等が不可欠です。通商面では、TPPやRCEP
の成果を踏まえ、同じ考えを持つ国 と々の連携を深めつつ、引

き続き日本が自由貿易体制推進において主導的な役割を果た
すべきです。
　こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所は本年、特
に以下３点について重点的な取り組みを実行してまいります。

　第一は「デジタル活用による中小企業の体質強化」です。こ
れまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本の中小企業は、
様々な変化に柔軟かつ迅速に対応できる潜在的な変革力を有
しています。中小企業経営へのデジタル活用は、生き残りをか
けた自己変革の有力な手段であり、コロナ禍で加速したデジタ
ル化の流れを、業務効率化に留まらず、越境ＥＣ等を通じた販
路拡大、さらには業態転換などのビジネス変革にまで広げる
経営力向上の柱として強力に支援してまいります。

　第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価値の向
上」です。商工会議所による伴走型の経営相談体制の強化に
より、事業承継や事業の再生・再構築を後押しし、経営の効率
化や付加価値創出力の向上を強力に支援してまいります。ま
た、大企業と中小企業で構成されるサプライチェーン全体で、
創出した付加価値やコストをフェアに分かち合う取引適正化
も不可欠です。登録企業が４千社を超えた「パートナーシップ
構築宣言」は、官民連携でこれを実現するための有力なプラッ
トフォームであり、今後は宣言の実効性をより高め、中小企業
の付加価値向上、ひいては日本全体の成長力の底上げに寄与
してまいります。

　第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京一極集中
と言われますが、実際には一次産業の成長産業化、インフラ整
備を通じた製造業の集積、インバウンド需要の取り込みなど
を進めてきた地方圏の方が、東京圏よりも高い経済成長率を
実現しております。コロナ禍を契機としたさらなる地方分散化
の動きもみられる中、政府の「デジタル田園都市国家構想」も
踏まえ、こうしたモメンタムを地方創生の加速化につなげてい
くことは、レジリエントな日本の国土形成のためにも不可欠で
す。商工会議所は、地域総合経済団体として地域の多様な主
体との連携を深め、地域ぐるみの地方創生をさらに後押しして
まいります。

　最後に、日本商工会議所は今年で創立１００周年を迎えま
す。「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、次の１００年
に向けて、中小企業の活力強化と地域活性化による日本経済
の持続的な成長の実現を目指し、５１５商工会議所と連合会、
青年部、女性会、海外の商工会議所とのネットワーク力を最大
限活用し、新しい時代を皆さまと切り拓いてまいりたいと思い
ます。引き続きのご支援、ご協力をお願いして、私の年頭のあい
さつとさせていただきます。

明けましておめでとうございます。
2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

地域とともに、
未来を創る

日本商工会議所会頭　三村 明夫
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　昨年８月の大雨により、亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたしますと
ともに、被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。被災地に
丁寧に寄り添いつつ、一刻も早い復興に向け、関係機関と連携して全力で取
り組んでまいります。

　近年、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルといった
社会変革の波が訪れる一方、新型コロナの感染拡大は、人々の暮らしや働き
方、価値観に大きな変化をもたらしています。世の中は複雑性を増し、今後
の先が見通せない時代に入りつつあります。
　九州でも産業やエネルギー供給の構造変革が見込まれる中、これらに対応
するためには、過去の延長線で考えるだけではなく、新しいイノベーションを
興していくことが非常に重要です。

　九州経済産業局では、ウィズコロナを見据え、次の時代を創る新しいチャレ
ンジを積極的に支援すべく、あらゆる施策を通じて、九州経済の持続可能な
成長の実現に向けて取り組んでまいります。

　デジタル技術の活用による生産性や付加価値の向上、ウィズコロナに対応
した事業の再構築を支援します。
　また、経済安全保障の観点からサプライチェーンの強靱化を図り、供給体
制に支障が生じた半導体分野では「シリコンアイランド九州の復活」に向けて、
人材育成や設備投資を支援します。

　中小企業の経営課題に即した必要な人材像を明確化し、多様な人材の活躍
を推進するとともに、円滑な事業承継と新たな価値創造を図るため、マッチ
ング支援等による後継者探しや税制措置などに加え、未来の九州を担う次世
代経営層（アトツギ）による事業の「再創造」など、新たな挑戦に寄り添った
支援を行います。

　近年頻発する自然災害に対応するため、自治体や関係機関とも幅広く連携
しつつ、ＢＣＰ策定支援等を通じた中小企業の事業継続力の強化に取り組み
ます。

　アジア地域等との経済交流を引き続き推進するとともに、九州産本格焼酎
を含む「食」の輸出拡大や、地域の特色を活かした新製品の開発や販路開拓、
外国人留学生の採用支援など、企業の海外展開を支援します。

　地域の社会・経済の未来を描く上で重要なSDGsの取組を関係機関と協力
して進めます。

　エネルギーの安定供給確保に万全を期すとともに、「2050年カーボンニュー
トラルの実現」に向けて、九州が豊富なポテンシャルを有する洋上風力や太陽
光等の再生可能エネルギーの適正な導入を促進します。九州で最先端の研究
開発が進む水素利用や、省エネルギーの推進、環境・エネルギー産業の振興
にも引き続き取り組みます。
　また、中小企業が「脱炭素」に円滑に対応できるよう、普及啓発や各プレー
ヤーの糾合、社会実装を推進します。

　九州は、豊かな自然環境に恵まれ、自動車や半導体などの基幹産業に
加え、農林水産業、食料品、ヘルスケア、バイオ、環境・エネルギーなど
高いポテンシャルを持つ産業があり、優れた技術やサービスを有する企業も
数多く存在します。新型コロナを乗り越えたその先の輝かしい未来のあり方を
世界に発信できる、そうした地域です。
　九州が輝くことで、日本を照らし、アジアを照らし、世界を照らす。そう
したことができるように九州から具体的な成功モデルを数多く生み出し、九州
が持続的に発展していけるように、関係機関の皆様とともに、職員一丸と
なって取り組んでまいります。

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

令和４年の新春を迎え、
謹んでお慶び申し上げます。

令和４年 年頭所感
九州経済産業局長　後藤 雄三

　昨年４月に知事に就任して以来、私は、新型コロナウイルス感染症対策や５
年連続となった大雨災害の被災地の復旧・復興に全身全霊で取り組みました。
　新型コロナ対策については、外出自粛や飲食店の時短営業などの厳しい措置
に対する県民の皆さまのご理解とご協力に心より感謝を申し上げます。

　目まぐるしく変化する社会情勢の中、「世界から選ばれる福岡県」を実現すべ
く、今年は成長・発展の歩みを力強く進めていきます。
　まずは、コロナ危機の克服です。感染拡大に備え、保健・医療提供体制を強化
するとともに、３回目のワクチン接種を着実に進めます。ワクチン・検査パッ
ケージや感染防止認証制度を活用し、社会経済活動との両立を図り、疲弊した
地域経済を立て直していきます。

　今年の干支「寅年」は、春が来て草木が伸び始めることを表わします。世界を
視野に、未来を見据えて、福岡県を発展させていくため、新しい成長を生み出す
年にします。
　このため、次の４つに重点を置いて取り組みます。

　第一に、「次代を担う『人財』の育成」です。
　本県の発展を担うのは「人」です。子どもたちが、県内どこでも充実した教育が

受けられる環境を整えていきます。産業・経済、スポーツ、文化・芸術などさまざ
まな分野において活躍し、担い手となる人財の育成に力を入れます。中小企業
や農林水産業のＤＸを進めるとともに、その担い手となる人財の育成に取り組
みます。
　第二に、「世界から選ばれる福岡県の実現」です。
　本県の優位性を生かし、デジタル社会を支えるインフラである大規模データ
センター誘致や先端半導体拠点の構築に向け、戦略的な企業誘致を進めます。
産学官による「ＴＥＡＭ　ＦＵＫＵＯＫＡ」で連携し、国際金融機能の誘致を目
指します。

　第三に、「成長産業の創出」です。
　本県は、バイオ関連企業の集積などが評価され、昨年、国から「地域バイオコ
ミュニティ」第１号として、西日本で唯一、認定されました。未来を見据え、バイ
オ、ロボット、宇宙ビジネス、ブロックチェーンといった新たな成長産業を創出し
ていきます。また、響灘沖の洋上風力発電の促進区域への早期指定の実現や、
ＣＯ２フリー水素の製造・拠点化に取り組み、関連産業の集積や中小企業の参
入を促進するとともに、脱炭素社会の実現を目指します。

　第四に、「ワンヘルスの推進」です。
　「福岡県ワンヘルス推進行動計画」を策定し、ワンヘルス実践の中核拠点「ワ
ンヘルスセンター」の整備を進めます。また、今年１１月に本県で開催される「ア
ジア獣医師会連合（ＦＡＶＡ）大会」を機に、本県のワンヘルス推進の取り組みを
アジア、そして世界に向けて発信します。

　同時に、地方創生の基本である住み慣れたところで「働く」、長く元気に「暮ら
す」、お子さんを安心して産み「育てる」ことができる地域社会づくりを進めます。

　これらを進め、本県を九州のリーダー県としてふさわしい県に飛躍・発展させ、
県民の皆さまが安心してたくさんの笑顔で暮らせる福岡県にしてまいります。
　新年が皆さまにとって、素晴らしい一年となるよう心からお祈りいたします。

新年あけましておめでとうございます。

令和４年 年頭所感
福岡県知事　服部 誠太郎

　昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が低位で推移
し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速する中で新年
を迎えられたことを皆さまと共に喜びたいと思います。

　海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは予断を
許さないものの、商工会議所は、本年を感染防止と社会経済
活動をより高い次元で両立させる年と位置付け、地域経済な
らびにそれを支える事業者の皆さまの発展のため、引き続き
全力を尽くしてまいります。

　さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく回復基
調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や規模により回復
度合いが異なる「Ｋ字型回復」の状況が続いています。国民全
体を覆う閉塞感を真に打開するためにも、昨年政府が決定し
た「新たな経済対策」の着実な実行はもとより、国民が日本の
将来について明るい希望を抱けるような、新たな成長と発展へ
の道筋を明確に示す必要があります。

　第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主義」を掲
げ、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会の開拓」に
向けて議論を重ねてきました。私はコロナ禍を通じて、「強く豊
かな国でなければ有事の際に国民を守ることができない」と
改めて認識しましたが、日本を危機に対するレジリエンスを備
えた強い豊かな国にするためには、コロナ禍で明らかになった
社会課題の解決と経済成長を車の両輪として同時に実現する
ことが必要です。

　少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題を抱え
るわが国が、社会課題を解決すると同時に経済成長を図るた
めには、一国の豊かさを示す総合的な指標である「１人当たり
ＧＤＰ」の引き上げを国全体の目標として掲げ、あらゆる分野
での生産性向上と潜在成長率の底上げを図る必要がありま
す。特に、雇用の約７割を占める中小企業の生産性を引き上げ
ることは、ひいてはわが国全体の生産性の向上につながる重
要な課題です。他にも、経済・医療安全保障、成長を支える基
盤である人材育成や科学技術研究への投資、デジタル化の推
進、「Ｓ＋３Ｅ」の原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー
政策と技術革新等が不可欠です。通商面では、TPPやRCEP
の成果を踏まえ、同じ考えを持つ国 と々の連携を深めつつ、引

き続き日本が自由貿易体制推進において主導的な役割を果た
すべきです。
　こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所は本年、特
に以下３点について重点的な取り組みを実行してまいります。

　第一は「デジタル活用による中小企業の体質強化」です。こ
れまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本の中小企業は、
様々な変化に柔軟かつ迅速に対応できる潜在的な変革力を有
しています。中小企業経営へのデジタル活用は、生き残りをか
けた自己変革の有力な手段であり、コロナ禍で加速したデジタ
ル化の流れを、業務効率化に留まらず、越境ＥＣ等を通じた販
路拡大、さらには業態転換などのビジネス変革にまで広げる
経営力向上の柱として強力に支援してまいります。

　第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価値の向
上」です。商工会議所による伴走型の経営相談体制の強化に
より、事業承継や事業の再生・再構築を後押しし、経営の効率
化や付加価値創出力の向上を強力に支援してまいります。ま
た、大企業と中小企業で構成されるサプライチェーン全体で、
創出した付加価値やコストをフェアに分かち合う取引適正化
も不可欠です。登録企業が４千社を超えた「パートナーシップ
構築宣言」は、官民連携でこれを実現するための有力なプラッ
トフォームであり、今後は宣言の実効性をより高め、中小企業
の付加価値向上、ひいては日本全体の成長力の底上げに寄与
してまいります。

　第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京一極集中
と言われますが、実際には一次産業の成長産業化、インフラ整
備を通じた製造業の集積、インバウンド需要の取り込みなど
を進めてきた地方圏の方が、東京圏よりも高い経済成長率を
実現しております。コロナ禍を契機としたさらなる地方分散化
の動きもみられる中、政府の「デジタル田園都市国家構想」も
踏まえ、こうしたモメンタムを地方創生の加速化につなげてい
くことは、レジリエントな日本の国土形成のためにも不可欠で
す。商工会議所は、地域総合経済団体として地域の多様な主
体との連携を深め、地域ぐるみの地方創生をさらに後押しして
まいります。

　最後に、日本商工会議所は今年で創立１００周年を迎えま
す。「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、次の１００年
に向けて、中小企業の活力強化と地域活性化による日本経済
の持続的な成長の実現を目指し、５１５商工会議所と連合会、
青年部、女性会、海外の商工会議所とのネットワーク力を最大
限活用し、新しい時代を皆さまと切り拓いてまいりたいと思い
ます。引き続きのご支援、ご協力をお願いして、私の年頭のあい
さつとさせていただきます。

明けましておめでとうございます。
2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

地域とともに、
未来を創る

日本商工会議所会頭　三村 明夫
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　2021年は、新型コロナウイルスの影響が続く一年となりまし
たが、一方で、福岡市はコロナ対策の切り札となるワクチン接種
を、大都市の中でもトップクラスのスピードで進めることができ
ました。福岡商工会議所をはじめ事業者のみなさんには、職域
接種や感染拡大防止にご協力いただき感謝を申し上げます。

　今後もコロナの状況には注視が必要ですが、市民や事業者
のみなさんがポジティブなマインドを持てる、そんな2022年
になるよう、福岡市も新たなチャレンジを行っていきます。

　まずは、世界水泳選手権がいよいよ福岡で開催されます。日
本や世界が未来に踏み出すきっかけとなるよう、全力で大会を
成功へと導きます。また、2023年に開催されるG7サミットの
誘致にも名乗りを上げました。これから２年間で日本も大きく
変化しなければなりません。その変化の象徴となるのが、福岡
市だと自負しています。高いハードルですが、福岡県、地元経済
界と共に全力で挑戦します。

　街づくりに関しては、エリアごとに個性がある福岡市の特徴
をいかし、コントラストのあるまちづくりを進めます。都心部で
は、天神ビッグバン、博多コネクティッドにより、今後、ビルの建
替えが目に見える形で一気に進みます。新たな雇用やビジネ
スが生まれることで、福岡市は優秀な人材や若者が自己実現
でき、夢を叶えることのできる街になっていきます。

　また、博多部の歴史・伝統・文化を際立たせる「博多旧市街
プロジェクト」や身近な自然の魅力を高める「Fukuoka 
East&West Coastプロジェクト」など、数々のプロジェクトが
進行中です。さらに、アーティストやクリエイターの活動を支援
し、市民が街なかで文化や芸術に触れる機会も創出していき
ます。

　世界ではウェルビーイング、ダイバーシティ、脱炭素といった
要素が意思決定の重要な判断基準となり、あらゆる分野で、人
や組織の行動変容が起こっています。福岡市はこれまでも「人
と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」の
実現に向けて取り組んできましたが、今後も世界から尊敬さ
れ、選ばれる都市であり続けるため、「人」、「環境」、「都市活
力」、それぞれの要素をさらに高い次元で調和させていきたい
と考えています。

　最後に、みなさまの今年一年のご健勝とご活躍を心から祈
念し、新年のあいさつとさせていただきます。

あけましておめでとうございます。
新年の始まりにあたり、謹んでお慶びを申し上げます。 

世界から尊敬され、
選ばれる都市へ！

福岡市長　髙島 宗一郎

謹
賀
新
年

福岡支店

福岡支店長   菅井　直人

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

三井住友海上
火災保険株式会社

陶山　正人

三好　浩之

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

執　行　役　員
九州営業本部長

福岡総合支社
支配人支社長

加藤　徹

福岡市博多区店屋町８－30　☎291－4151

九州ブロック長
兼 福岡支社長

福岡支社

富国生命保険相互会社

大同生命保険株式会社

福岡支社

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

支社長   内藤　達哉

福岡東支社

支社長　小川　　真

福岡市中央区長浜１－１－35
新KBCビル7F　☎720－2021

ジブラルタ生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

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

三沢　信司
生井　俊夫
林　　和雄

執行役員　福岡本部長

理 事 　 福 岡 支 社 長

福岡マーケット開発部長

梅原　佳次理事 福岡総合支社長

九州総合法人部長 福本　浩三

日本生命保険相互会社

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

九州総合法人部　福岡市中央区天神１－４－１
　　　　　　　　西日本新聞会館ビル12F　☎713－6431福岡支社

支社長   隈元　正徹

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

アクサ生命保険株式会社

福岡支社

支社長　藤本　淳

福岡市博多区下川端町３番１号
リバレインオフィス10階　☎262－1131

大樹生命保険株式会社

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

住友生命保険相互会社

浅野　晋良

小山　英樹常 務 執 行 役 員
九 州 本 部 長

福 岡 支 社 長

内藤　真人九州総合法人部長

福祉プランの確立は企業繁栄の第一歩！
福岡商工会議所
の共済制度

会員事業所（生命）共済
特 定 退 職 金 共 済

万一の災害に備えて
従業員の退職金の準備に

福岡商工会議所 会員組織・共済グループ
福岡市博多区博多駅前２丁目９－28　福岡商工会議所ビル6Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎441－2845
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•担当者の事務負担軽減に繋がります!
　⇒煩雑で時間が掛かる事務を正確に処理いたします。
•労働保険料を3回に分けて納付できます！
　⇒保険料の額に関わらず分割で納付頂けます。
•事業主も労災保険に加入できます！
　⇒労災保険の「特別加入制度」にご加入頂けます。

▶委託のメリット

▶委託の条件 

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

▶委託できる事務の範囲

  19,250円～（税込）　

▶年間の委託手数料は…

▶お申し込みは…まずは下記までお問い合わせください！

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

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

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

本来労災保険は、労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して保険給付を行う制度で、従業員以外の方は原則加入の対象にはなりません。
特別加入制度では、労働保険事務組合に事務委託をされている事業所について、代表者や役員、代表者の家族従事者も特別に労災保険に加入

することが認められています。労働保険事務組合への事務委託には多くのメリットがありますので、この機会にぜひ委託をご検討ください！

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

使用労働者数 業種
常時50人以下 金融業・保険業・不動産業・小売業

上記以外の業種

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

常時300人以下

のご案内

< 優良従業員表彰とは >
会員事業所の発展に貢献された従業員の方々に感謝の気持ちを伝えるために、 1963 年に開始したサービスです。
従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図り、市内商工業の健全な発展を図ることを目的として、従業員の方々の日ごろ
の頑張りをたたえ、さらなる発展を目指すものです。

表彰の種類

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

※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月
中旬に事業所にお届けします。

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

お申込金

おひとり 4,100円
（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）

福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの推
薦を受けた方
ただし、つぎの方は対象となりませんのでご注意ください
①経営者やその家族
②取締役以上の役員
　（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

表彰の対象

※イメージ

災害防止功労者表彰企業の発展貢献者表彰

オプションで、表彰の副賞や祝賀会開催に利用できるホテルのお食事券も販売しています。詳しくは、当所ホームページをご覧
ください。

ネットからお申込みいただいた後は、記念品等の到着をお待ちいただくだけ !※1

表彰状や記念品はすべて会議所で手配します。※2
※1お申込み内容に不備がある場合はこの限りではありません　※2 大切な表彰状のお名前の確認のみお願いしています

表彰者は
2パターンから

選べます

表彰状の
表彰日を

指定できます

記念品は
2種類から選べます

「日ごろの頑張り」や「長年の功績」に感謝の気持ちを表しませんか?

詳しくは、ホームページをご覧ください。

このほかに、以下の表彰もあります。

全貸会議室でインターネット接続環境を用意しています。WEB会議・セミナー等を行う際はぜひご利用ください。
※305・306会議室は無料Wi-Fi 利用可。その他貸会議室は有線（有料）でインターネット接続が可能です。

貸会議室のご案内福岡商工会議所
～博多駅から徒歩10分でアクセス抜群・退出時の原状回復不要～

会員様は約45%割引お得です！

会員様は約45%割引お得です！

WEBセミナ
ーにWEBセミナ
ーに

中会議室
（学校式28名）

401.402.403.404.405

15,950円（税込）
※平日9時～17時利用
※福商会員以外は
　一般料金 28,710円（税込）

少人数打合
せ・

リモート会
議に少人数打合
せ・

リモート会
議に 小会議室

（ロの字16名）
303.304.305.306

12,210円（税込）
※平日9時～17時利用
※福商会員以外は一般料金
　21,890円（税込）

お問合せ先／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　E-mail : fkkanri＠fukunet.or.jp

77,770円（税込）
※一般料金 税込139,920円

大会議室 301会議室
学校式200名（２名掛け）

平日9時から17時
会員割引料金

70,730円（税込）
※一般料金 税込127,270円

特別会議室 501特別会議室
二重半円型50～60名

平日9時から17時　
会員料金

福岡商工会議所 会員企業 割引料金
視認性抜群!! 正面枠を指定できます

正面・1枠 16,500円/月
横・1枠 11,000円/月

●　一般企業・特商は、倍額
●　月単位で掲載いたします
　（1か月単位で契約可）

●来館者数 年間 37万人　●館内メインエレベーター2基

詳細は
こちらを
ご確認
ください▶

● 福岡商工会議所ビル（福岡市博多区博多駅前2-9-28） ●

エレベーター内広告募集 月極駐車場 空きあり！
27,500円（税込）

ご検討の際はビル管理グループまでお問い合わせください

■ 敷金・礼金なし
■ スタッフ常駐でセキュリティ
　 万全（夜間施錠）

駐車料金
車 両 全長5m、車幅1.85m（タイ

ヤ幅1.82m）、車高1.55m、
車重1.9t以下　車下13cm
以上※立駐のため大きさの制
限があります

所在地 福岡市博多区博多駅前2丁
目9番28号（博多警察署・博
多区役所隣）

入出庫
時間

7：00～22：00
（土日祝も可）

●  ホームページで空室状況を確認

●  電話で予約 TEL:092-441-1116
●  レイアウトや備品を指示

●  当日の設営は不要

ご利用の流れ

●  利用前日までのお支払

正面枠
16,500円

横枠
 11,000円

月
額

空
室
状
況
は

こ
ち
ら
か
ら

会議所からのお知らせ
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•担当者の事務負担軽減に繋がります!
　⇒煩雑で時間が掛かる事務を正確に処理いたします。
•労働保険料を3回に分けて納付できます！
　⇒保険料の額に関わらず分割で納付頂けます。
•事業主も労災保険に加入できます！
　⇒労災保険の「特別加入制度」にご加入頂けます。

▶委託のメリット

▶委託の条件 

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

▶委託できる事務の範囲

  19,250円～（税込）　

▶年間の委託手数料は…

▶お申し込みは…まずは下記までお問い合わせください！

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

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

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

本来労災保険は、労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して保険給付を行う制度で、従業員以外の方は原則加入の対象にはなりません。
特別加入制度では、労働保険事務組合に事務委託をされている事業所について、代表者や役員、代表者の家族従事者も特別に労災保険に加入

することが認められています。労働保険事務組合への事務委託には多くのメリットがありますので、この機会にぜひ委託をご検討ください！

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

使用労働者数 業種
常時50人以下 金融業・保険業・不動産業・小売業

上記以外の業種

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

常時300人以下

のご案内

< 優良従業員表彰とは >
会員事業所の発展に貢献された従業員の方々に感謝の気持ちを伝えるために、 1963 年に開始したサービスです。
従業員の勤労意欲の高揚と定着性の向上を図り、市内商工業の健全な発展を図ることを目的として、従業員の方々の日ごろ
の頑張りをたたえ、さらなる発展を目指すものです。

表彰の種類

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

※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月
中旬に事業所にお届けします。

永年勤続表彰（5年ごとに表彰）

お申し込み・お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

詳細は、当所ホームページをご覧ください ➡

お申込金

おひとり 4,100円
（表彰状、表彰状丸筒、記念品代：税込）

福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの推
薦を受けた方
ただし、つぎの方は対象となりませんのでご注意ください
①経営者やその家族
②取締役以上の役員
　（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

表彰の対象

※イメージ

災害防止功労者表彰企業の発展貢献者表彰

オプションで、表彰の副賞や祝賀会開催に利用できるホテルのお食事券も販売しています。詳しくは、当所ホームページをご覧
ください。

ネットからお申込みいただいた後は、記念品等の到着をお待ちいただくだけ !※1

表彰状や記念品はすべて会議所で手配します。※2
※1お申込み内容に不備がある場合はこの限りではありません　※2 大切な表彰状のお名前の確認のみお願いしています

表彰者は
2パターンから

選べます

表彰状の
表彰日を

指定できます

記念品は
2種類から選べます

「日ごろの頑張り」や「長年の功績」に感謝の気持ちを表しませんか?

詳しくは、ホームページをご覧ください。

このほかに、以下の表彰もあります。

全貸会議室でインターネット接続環境を用意しています。WEB会議・セミナー等を行う際はぜひご利用ください。
※305・306会議室は無料Wi-Fi 利用可。その他貸会議室は有線（有料）でインターネット接続が可能です。

貸会議室のご案内福岡商工会議所
～博多駅から徒歩10分でアクセス抜群・退出時の原状回復不要～

会員様は約45%割引お得です！

会員様は約45%割引お得です！

WEBセミナ
ーにWEBセミナ
ーに

中会議室
（学校式28名）

401.402.403.404.405

15,950円（税込）
※平日9時～17時利用
※福商会員以外は
　一般料金 28,710円（税込）

少人数打合
せ・

リモート会
議に少人数打合
せ・

リモート会
議に 小会議室

（ロの字16名）
303.304.305.306

12,210円（税込）
※平日9時～17時利用
※福商会員以外は一般料金
　21,890円（税込）

お問合せ先／ビル管理グループ　TEL 092-441-1116　E-mail : fkkanri＠fukunet.or.jp

77,770円（税込）
※一般料金 税込139,920円

大会議室 301会議室
学校式200名（２名掛け）

平日9時から17時
会員割引料金

70,730円（税込）
※一般料金 税込127,270円

特別会議室 501特別会議室
二重半円型50～60名

平日9時から17時　
会員料金

福岡商工会議所 会員企業 割引料金
視認性抜群!! 正面枠を指定できます

正面・1枠 16,500円/月
横・1枠 11,000円/月

●　一般企業・特商は、倍額
●　月単位で掲載いたします
　（1か月単位で契約可）

●来館者数 年間 37万人　●館内メインエレベーター2基

詳細は
こちらを
ご確認
ください▶

● 福岡商工会議所ビル（福岡市博多区博多駅前2-9-28） ●

エレベーター内広告募集 月極駐車場 空きあり！
27,500円（税込）

ご検討の際はビル管理グループまでお問い合わせください

■ 敷金・礼金なし
■ スタッフ常駐でセキュリティ
　 万全（夜間施錠）

駐車料金
車 両 全長5m、車幅1.85m（タイ

ヤ幅1.82m）、車高1.55m、
車重1.9t以下　車下13cm
以上※立駐のため大きさの制
限があります

所在地 福岡市博多区博多駅前2丁
目9番28号（博多警察署・博
多区役所隣）

入出庫
時間

7：00～22：00
（土日祝も可）

●  ホームページで空室状況を確認

●  電話で予約 TEL:092-441-1116
●  レイアウトや備品を指示

●  当日の設営は不要

ご利用の流れ

●  利用前日までのお支払

正面枠
16,500円

横枠
 11,000円

月
額

空
室
状
況
は

こ
ち
ら
か
ら

会議所からのお知らせ
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12.3講演会

食品衛生法改正について説明を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

食料・水産部会 講演会

11.25部　会

「esports Challenger's Park」の説明者を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

情報・文化・サービス部会
スポーツ施設見学会

11.24交流会

自社の取組や課題に関して情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

「人事担当者」情報交換・交流会

11.22観　光

参加者に向けて説明するガイド 山口氏

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

FAMトリップ2022

12.3部　会

SDGsを取り入れた経営理念などの説明を受ける参加者

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

工業部会視察会

11.27伝統芸能

演目を披露する博多券番

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

はかた伝統芸能四季の舞
～霜月～

11.25部　会

講演される三宅氏

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

小売商業部会 部会講演会
当所小売商業部会（部会長=柴田祐司・イ

オン九州㈱ 代表取締役社長）は11月25日、

イオン㈱ 環境社会貢献責任者の三宅香氏を

講師に迎え、「サステナブルな社会の構築に向

けて」をテーマに、当所会議室およびオンラ

インにて講演会を開催し、20名が受講した。

三宅氏は講演で、『小売業は暮らしを支え

るインフラ産業であると自負しており、イオン

グループでは、脱炭素社会におけるインフラ

のあるべき姿に向けた活動（省エネや創エネ

等）と、防災拠点として機能するための活動

（畜エネの地域ネットワークづくり等）を両輪

として推進している』と語った。

博多伝統芸能振興会（会長=当所谷川

会頭）は 11月27日、「はかた伝統芸能四

季の舞～霜月～」をFFGホールで開催し、

約280名が来場した。

伝統芸能団体の支援拡大と市民に対す

る認知度向上を目的に、今年度より「は

かた伝統芸能四季の舞」を開催。２回目

となる今回は、福岡民踊舞踊四季の会、

筑前博多独楽、博多仁和加振興会、博

多券番の4団体が出演した。来場者から

は、「博多の伝統芸能4団体を一度に鑑

賞できてよかった」などの声が聞かれた。

当所工業部会（部会長=福田俊仁・昭

和鉄工㈱相談役）は12月3日、部会視察

会を開催し、14名が参加した。

 当日は、昨今話題となっているSDGsに

ついて車から車への資源循環に積極的に

取り組まれている「西日本オートリサイク

ル㈱（北九州市）」と、精度の高い研磨加

工や切削加工等の技術力を持つ「㈱ピー

エムティー（糟屋郡須恵町）」の2社を訪問

した。視察先では、経営理念や地域経済

の発展等について説明を受け、工場の視

察を行った。

当所は11月22日、FAMトリップ2022

を開催し、旅行業者やメディア等12社が

参加した。FAMトリップとは、モニターツ

アーのことで、メディアやSNS等のコンテ

ンツにおいて発信してもらい、観光地等

への誘致促進に寄与することを目的として

いる。今年度は、より効率的に福岡県内

の観光地をPRするため初の“オンラインツ

アー”の形式で実施、県内の観光スポット

やコンテンツを紹介した。参加者からは

「事前に体験商品が手元に届いており、短

時間で要点を絞った説明を聞くことができ

た」などの声が聞かれた。

当所は11月24日、人材「採用」「育成」

「定着」への新たな知見獲得・人脈形成を

目的に、人事担当者並びに人事の専門家

を対象とした『「人事担当者」情報交換・

交流会』を対面式で開催し、19名が参加

した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防

止対策を徹底した上で、参加者同士が交

流・親睦を深めた。参加者からは「専門

家から具体的なアドバイスを受け、今後の

人材採用・育成計画の改善などに繋げた

い」などの声が聞かれた。

当所情報・文化・サービス部会（部会

長=エントリーサービスプロモーション㈱

代表取締役社長 新井洋子）は11月25日、

eスポーツ施設見学会を開催し、9名が参

加した。

㈱QTnetのグループ会社である㈱戦国

代表取締役 西田圭氏より、8月22日に

オープンしたeスポーツ総合施設「esports 

Challenger's Park」の概要や、世界のeス

ポーツ市場の動向等について説明を聞い

た。施設内の見学後は、併設のカフェで

議員相互の懇親を深めた。

当所食料・水産部会（部会長=川端

淳・㈱福岡魚市場 代表取締役社長）は

12月3日、公益財団法人北九州生活科学

センター 福岡事務所 理事・所長の田中

衛氏を講師に迎え、「食品衛生法改正と

HACCPに沿った衛生管理について」を

テーマに講演会をハイブリッド式にて開催

し、55名が参加した。

講演会では、食品衛生法の改正による

安全管理の手法の変更などについて解説

があった。
※アーカイブ動画は当所Youtubeチャンネルにて
配信中!ぜひご覧ください!

12.6～7日　商

閉会のあいさつをする谷川会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

全国商工会議所観光振興大会
2021inおきなわ那覇
当所谷川会頭、観光・飲食部会の議

員ら10名は12月6日～7日、「全国商工会

議所観光振興大会2021inおきなわ那覇」

に参加した。同大会は「経済再生～観光

産業の変革と創造～」をテーマにオンライ

ンで開催され、全国から約700名が参加

した。

両日ともに、地域資源の活用法など、

地方ならではの魅力発信、新たな需要の

掘り起こしの手法について事例発表等が行

われた。谷川会頭は、日商の観光委員会

委員長として閉会のあいさつを述べられた。

12.12福商連

公明党山口代表の発言を聴く会頭・副会頭

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

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

谷川会頭）は12月12日、自由民主党、公明

党とそれぞれ懇談会を開催した。自由民主党

からは武田良太議員等10名の地元選出国会

議員等が、公明党からは山口那津男代表のほ

か国会議員や地方議員等36名が出席した。

自由民主党の武田議員は会議所側からの

国政や県政への要望に対し、「地域の実情に

配慮し、施策を打っていきたい」、公明党の

山口代表は「本日の議論を活かし、党一丸と

なって経済再生を進めていきたい」と述べら

れた。

11.30、12.22

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会、臨時総会

11/30第626回常議員会、12/22第627回常議員会、第232回臨時議員総会

第232回臨時議員総会

◆福商・日商退任議員表彰
柳瀬 真澄氏（嘉穂無線ホールディングス㈱ 

取締役会長）（21年9か月）

倉富 純男氏（西日本鉄道㈱ 代表取締役会

長）（7年5か月）

◆福商退任議員表彰
城戸 利一氏（福岡大同青果㈱ 代表取締役

副社長）（9年）

◆福商永年勤続議員表彰
永江 靜加氏（㈱インターナショナル エア ア

カデミー 代表取締役会長）（25年）

安川 哲史氏（（一社）福岡市タクシー協会 会

長）（15年）
※退任表彰は退任時の役職

挙、福商・日商退任議員表彰・日商永年勤

続議員表彰等が執り行われた。

◇副会頭の選任
津田 鶴太郎氏（津田ホールディングス㈱ 代

表取締役社長）

◇委員会委員の委嘱（魅力あるまちづくり委員会）
篠崎 和敏氏（㈱JTB 福岡支店長）

◇副部会長の選任（食料・水産部会）
丸小野 光正氏（福岡大同青果㈱ 代表取締

役社長）

◆名誉議員章贈呈、福商・日商退任議員
表彰、福商連感謝状贈呈

藤永 憲一（㈱九電工 特別顧問）

当所は11月30日、第626回常議員会を

開催。会員入会（10月度）について審議し、

原案通り承認された。

12月22日、第627回常議員会、第232

回臨時議員総会を開催。第627回常議員会

では、役員・議員礼遇規則による名誉議員

の推挙、役員・議員表彰規則による表彰、

委員会委員の委嘱などについて審議し、原

案通り承認された。第232回臨時議員総会

では、副会頭の選任、令和3年度補正予

算、令和4年度事業計画作成にあたっての

基本方針について審議し、原案通り承認さ

れた。また、議事に先立ち、名誉議員の推

★新副会頭 紹介

津田　鶴太郎
津田ホールディングス㈱ 
代表取締役

昭和37年４月28日生まれ

平成元年津田産業㈱入社、
平成29年より現任

つだ つるたろう
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12.3講演会

食品衛生法改正について説明を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

食料・水産部会 講演会

11.25部　会

「esports Challenger's Park」の説明者を受ける参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

情報・文化・サービス部会
スポーツ施設見学会

11.24交流会

自社の取組や課題に関して情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

「人事担当者」情報交換・交流会

11.22観　光

参加者に向けて説明するガイド 山口氏

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

FAMトリップ2022

12.3部　会

SDGsを取り入れた経営理念などの説明を受ける参加者

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

工業部会視察会

11.27伝統芸能

演目を披露する博多券番

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

はかた伝統芸能四季の舞
～霜月～

11.25部　会

講演される三宅氏

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

小売商業部会 部会講演会
当所小売商業部会（部会長=柴田祐司・イ

オン九州㈱ 代表取締役社長）は11月25日、

イオン㈱ 環境社会貢献責任者の三宅香氏を

講師に迎え、「サステナブルな社会の構築に向

けて」をテーマに、当所会議室およびオンラ

インにて講演会を開催し、20名が受講した。

三宅氏は講演で、『小売業は暮らしを支え

るインフラ産業であると自負しており、イオン

グループでは、脱炭素社会におけるインフラ

のあるべき姿に向けた活動（省エネや創エネ

等）と、防災拠点として機能するための活動

（畜エネの地域ネットワークづくり等）を両輪

として推進している』と語った。

博多伝統芸能振興会（会長=当所谷川

会頭）は 11月27日、「はかた伝統芸能四

季の舞～霜月～」をFFGホールで開催し、

約280名が来場した。

伝統芸能団体の支援拡大と市民に対す

る認知度向上を目的に、今年度より「は

かた伝統芸能四季の舞」を開催。２回目

となる今回は、福岡民踊舞踊四季の会、

筑前博多独楽、博多仁和加振興会、博

多券番の4団体が出演した。来場者から

は、「博多の伝統芸能4団体を一度に鑑

賞できてよかった」などの声が聞かれた。

当所工業部会（部会長=福田俊仁・昭

和鉄工㈱相談役）は12月3日、部会視察

会を開催し、14名が参加した。

 当日は、昨今話題となっているSDGsに

ついて車から車への資源循環に積極的に

取り組まれている「西日本オートリサイク

ル㈱（北九州市）」と、精度の高い研磨加

工や切削加工等の技術力を持つ「㈱ピー

エムティー（糟屋郡須恵町）」の2社を訪問

した。視察先では、経営理念や地域経済

の発展等について説明を受け、工場の視

察を行った。

当所は11月22日、FAMトリップ2022

を開催し、旅行業者やメディア等12社が

参加した。FAMトリップとは、モニターツ

アーのことで、メディアやSNS等のコンテ

ンツにおいて発信してもらい、観光地等

への誘致促進に寄与することを目的として

いる。今年度は、より効率的に福岡県内

の観光地をPRするため初の“オンラインツ

アー”の形式で実施、県内の観光スポット

やコンテンツを紹介した。参加者からは

「事前に体験商品が手元に届いており、短

時間で要点を絞った説明を聞くことができ

た」などの声が聞かれた。

当所は11月24日、人材「採用」「育成」

「定着」への新たな知見獲得・人脈形成を

目的に、人事担当者並びに人事の専門家

を対象とした『「人事担当者」情報交換・

交流会』を対面式で開催し、19名が参加

した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防

止対策を徹底した上で、参加者同士が交

流・親睦を深めた。参加者からは「専門

家から具体的なアドバイスを受け、今後の

人材採用・育成計画の改善などに繋げた

い」などの声が聞かれた。

当所情報・文化・サービス部会（部会

長=エントリーサービスプロモーション㈱

代表取締役社長 新井洋子）は11月25日、

eスポーツ施設見学会を開催し、9名が参

加した。

㈱QTnetのグループ会社である㈱戦国

代表取締役 西田圭氏より、8月22日に

オープンしたeスポーツ総合施設「esports 

Challenger's Park」の概要や、世界のeス

ポーツ市場の動向等について説明を聞い

た。施設内の見学後は、併設のカフェで

議員相互の懇親を深めた。

当所食料・水産部会（部会長=川端

淳・㈱福岡魚市場 代表取締役社長）は

12月3日、公益財団法人北九州生活科学

センター 福岡事務所 理事・所長の田中

衛氏を講師に迎え、「食品衛生法改正と

HACCPに沿った衛生管理について」を

テーマに講演会をハイブリッド式にて開催

し、55名が参加した。

講演会では、食品衛生法の改正による

安全管理の手法の変更などについて解説

があった。
※アーカイブ動画は当所Youtubeチャンネルにて
配信中!ぜひご覧ください!

12.6～7日　商

閉会のあいさつをする谷川会頭

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

全国商工会議所観光振興大会
2021inおきなわ那覇
当所谷川会頭、観光・飲食部会の議

員ら10名は12月6日～7日、「全国商工会

議所観光振興大会2021inおきなわ那覇」

に参加した。同大会は「経済再生～観光

産業の変革と創造～」をテーマにオンライ

ンで開催され、全国から約700名が参加

した。

両日ともに、地域資源の活用法など、

地方ならではの魅力発信、新たな需要の

掘り起こしの手法について事例発表等が行

われた。谷川会頭は、日商の観光委員会

委員長として閉会のあいさつを述べられた。

12.12福商連

公明党山口代表の発言を聴く会頭・副会頭

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

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

谷川会頭）は12月12日、自由民主党、公明

党とそれぞれ懇談会を開催した。自由民主党

からは武田良太議員等10名の地元選出国会

議員等が、公明党からは山口那津男代表のほ

か国会議員や地方議員等36名が出席した。

自由民主党の武田議員は会議所側からの

国政や県政への要望に対し、「地域の実情に

配慮し、施策を打っていきたい」、公明党の

山口代表は「本日の議論を活かし、党一丸と

なって経済再生を進めていきたい」と述べら

れた。

11.30、12.22

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

常議員会、臨時総会

11/30第626回常議員会、12/22第627回常議員会、第232回臨時議員総会

第232回臨時議員総会

◆福商・日商退任議員表彰
柳瀬 真澄氏（嘉穂無線ホールディングス㈱ 

取締役会長）（21年9か月）

倉富 純男氏（西日本鉄道㈱ 代表取締役会

長）（7年5か月）

◆福商退任議員表彰
城戸 利一氏（福岡大同青果㈱ 代表取締役

副社長）（9年）

◆福商永年勤続議員表彰
永江 靜加氏（㈱インターナショナル エア ア

カデミー 代表取締役会長）（25年）

安川 哲史氏（（一社）福岡市タクシー協会 会

長）（15年）
※退任表彰は退任時の役職

挙、福商・日商退任議員表彰・日商永年勤

続議員表彰等が執り行われた。

◇副会頭の選任
津田 鶴太郎氏（津田ホールディングス㈱ 代

表取締役社長）

◇委員会委員の委嘱（魅力あるまちづくり委員会）
篠崎 和敏氏（㈱JTB 福岡支店長）

◇副部会長の選任（食料・水産部会）
丸小野 光正氏（福岡大同青果㈱ 代表取締

役社長）

◆名誉議員章贈呈、福商・日商退任議員
表彰、福商連感謝状贈呈

藤永 憲一（㈱九電工 特別顧問）

当所は11月30日、第626回常議員会を

開催。会員入会（10月度）について審議し、

原案通り承認された。

12月22日、第627回常議員会、第232

回臨時議員総会を開催。第627回常議員会

では、役員・議員礼遇規則による名誉議員

の推挙、役員・議員表彰規則による表彰、

委員会委員の委嘱などについて審議し、原

案通り承認された。第232回臨時議員総会

では、副会頭の選任、令和3年度補正予

算、令和4年度事業計画作成にあたっての

基本方針について審議し、原案通り承認さ

れた。また、議事に先立ち、名誉議員の推

★新副会頭 紹介

津田　鶴太郎
津田ホールディングス㈱ 
代表取締役

昭和37年４月28日生まれ

平成元年津田産業㈱入社、
平成29年より現任

つだ つるたろう
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12.16

自社の商品・サービスを紹介しあう参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

令和3年度会員交流会

「福岡県環境保全施設等
整備資金融資制度」のご案内

【福岡県】求人ノウハウ 
オンラインセミナー開催！

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

福岡県では、県内の中小企業者の
方が環境保全に資する施設等の整
備に必要な資金を融資することによ
り、公害防止及び地球環境の保全
を促進しているところです。申請は
随時受け付けています。詳しくは下
記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
contents/kankyou-yushi.html

【お問い合わせ】
福岡県環境部循環型
社会推進課
TEL 092-643-3372

福岡県では、10月～1月まで移
住・就業マッチングサイト オンライ
ンセミナーを開催致します。
採用側、求職者側のサポートをさ

れているコンサルタントを講師にお
迎えして、求職者が知りたい情報を
発信するためのコツ、マッチングサ
イトご利用について、オンライン上
での採用活動の進め方などをお伝え
致します。

お申込み、詳細はこちら（参加無料）
https://www.ahc-net.co.jp/lp/fi-
jumatching2021/

【お問い合わせ】
アソウ・ヒューマニー
センター 事業開発部
（受託事業者）
TEL 092-733-8293

12.13ビジクラ

例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部12月例会
当所福商ビジネス倶楽部は、12月13日

に12月例会『~新年の抱負を語り合いま

しょう!~オンライン忘年会』を開催し、15

名が参加した。

例会では、オリジナルの自己紹介シー

トをZoomの背景に設定し、ブレイクアウ

トルームを利用して交流が行われた。ま

た、例会の最後にはプレゼント大会が行

われた。例会の参加者からは「他の参加

者から新年の抱負を聞き、良い刺激を受

けた。来年も例会に参加し、自己研鑽に

努めたい」という声があった。

当所は12月16日、当所会員企業を対

象に、「他社との出会い」「情報交換」「自

社PR」を目的に、『令和3年度会員交流

会』を開催し、71名が参加した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防

止対策を徹底した上で、対面式で参加者

同士が交流・親睦を深めた。

参加者からは、「普段出会えないような

異業種の方と交流ができ、いい刺激をも

らった」、「自社商品をPRすることができ、

ビジネスチャンスに繋がった」という声が

あった。

12.14海外交流

スックターウォン総領事と谷川会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

在福岡タイ王国総領事館
表敬訪問
当所谷川会頭は12月14日、新たに在

福岡タイ王国総領事館の総領事に着任し

たソールット・スックターウォン氏の表敬

訪問を受けた。

 谷川会頭より「今後、タイと九州との

経済的な交流をさらに深めていくには、

中小企業が安心して進出できる環境を整

えることが重要である」とコメントがあっ

た。また、スックターウォン総領事からは

「総領事として、九州の政財界の方 と々交

流できることを楽しみにしている」とコメン

トがあった。

12.13九商連

パネルディスカッションには、沿線経済界を代表して武雄
商工会議所・溝上会頭と大村商工会議所・時副会頭が登壇した

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

シンポジウム
「新幹線を活かす地域づくり」
九州商工会議所連合会（会長=当所・谷

川会頭）は12月13日、九州経済連合会と共

催で、2022年秋に予定される西九州新幹

線開業の機運醸成のため、シンポジウムを

開催。北部九州の事業者を中心に約150名

が参加した。

基調講演では、九州経済調査協会 岡野

氏とインフラ研究所 小林氏から、開業効果

を地域振興に活かす手法について、先進事

例を交えて説明があった。続くパネル討議

には、佐賀県・長崎県の商工会議所役員も

参加し、沿線各地の取り組みを熱く語った。

【国】
小規模事業者
持続化補助金
＜一般型＞

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際の経費の一部を支援
（交付決定前の着手不可）
■対象： 小規模事業者

※常時使用する従業員の数
●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く） 5人以下
●サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 20人以下

■締切： 【第7回】令和４年2月4日（金）締切日当日消印有効

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
＜低感染リスク型
ビジネス枠＞

小規模事業者の方が、経営計画等を作成し感染拡大防止のための対人接触機
会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサー
ビス、生産プロセス等を導入する際の経費の一部を支援
■対象： 小規模事業者

※常時使用する従業員の数
●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く） 5人以下
●サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 20人以下

■締切： 【第5回】令和4年1月12日（水）17:00

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

県では、新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に
伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大き
く減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給
付します。 
■対象： ①県内（政令市を除く）に本社・本店のある中小法人・個人事業者等

②県内（北九州市を除く）に本社・本店のある
酒類販売事業者（中小事業者等）
※給付要件あり

■締切： 【10月分】令和4年1月18日（火）

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】
飲食店を対象とした
「感染防止認証制度」
について

福岡県では、県が定める感染防止対策の認証基準を全て満たした飲食店を認証
し、「感染防止認証マーク」を交付します。認証された飲食店には、感染防止対
策継続のための支援金を１店舗あたり【５万円】支給します。
■詳細：ホームページをご覧ください。

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 

【市】
売上が減少した
事業者への支援

■対象：飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、売上が減少し
ており、国の月次支援金や県の協力金等の対象とならない事業者

■締切： 【10月分】令和４年1月21日（金）

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】
地域を支える
商店街支援事業

市民が安全に商店街を利用できるよう、商店街が取り組む感染症対策にかかる
費用の5分の4、【50万円】を上限に支援。
■締切： 予算の範囲内で随時募集

（令和4年3月31日までに事業終了すること）

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】
事業者向け
支援金等
申請サポート事業

国・県・市の事業者向け支援制度の申請手続きを、行政書士または社会保険
労務士に依頼した際に生じる、行政書士または社会保険労務士に支払う報酬の
一部を支援。
■対象：全ての業種の事業主
■締切：令和４年１月３１日（月）

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

補助金 内　容 お問い合わせ先

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。（R3.12.15現在）
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12.16

自社の商品・サービスを紹介しあう参加者

●会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

交流会

令和3年度会員交流会

「福岡県環境保全施設等
整備資金融資制度」のご案内

【福岡県】求人ノウハウ 
オンラインセミナー開催！

PUBLIC Information
パブリックインフォメーション

福岡県では、県内の中小企業者の
方が環境保全に資する施設等の整
備に必要な資金を融資することによ
り、公害防止及び地球環境の保全
を促進しているところです。申請は
随時受け付けています。詳しくは下
記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
contents/kankyou-yushi.html

【お問い合わせ】
福岡県環境部循環型
社会推進課
TEL 092-643-3372

福岡県では、10月～1月まで移
住・就業マッチングサイト オンライ
ンセミナーを開催致します。
採用側、求職者側のサポートをさ

れているコンサルタントを講師にお
迎えして、求職者が知りたい情報を
発信するためのコツ、マッチングサ
イトご利用について、オンライン上
での採用活動の進め方などをお伝え
致します。

お申込み、詳細はこちら（参加無料）
https://www.ahc-net.co.jp/lp/fi-
jumatching2021/

【お問い合わせ】
アソウ・ヒューマニー
センター 事業開発部
（受託事業者）
TEL 092-733-8293

12.13ビジクラ

例会参加者

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部12月例会
当所福商ビジネス倶楽部は、12月13日

に12月例会『~新年の抱負を語り合いま

しょう!~オンライン忘年会』を開催し、15

名が参加した。

例会では、オリジナルの自己紹介シー

トをZoomの背景に設定し、ブレイクアウ

トルームを利用して交流が行われた。ま

た、例会の最後にはプレゼント大会が行

われた。例会の参加者からは「他の参加

者から新年の抱負を聞き、良い刺激を受

けた。来年も例会に参加し、自己研鑽に

努めたい」という声があった。

当所は12月16日、当所会員企業を対

象に、「他社との出会い」「情報交換」「自

社PR」を目的に、『令和3年度会員交流

会』を開催し、71名が参加した。

当日は、新型コロナウイルス感染症防

止対策を徹底した上で、対面式で参加者

同士が交流・親睦を深めた。

参加者からは、「普段出会えないような

異業種の方と交流ができ、いい刺激をも

らった」、「自社商品をPRすることができ、

ビジネスチャンスに繋がった」という声が

あった。

12.14海外交流

スックターウォン総領事と谷川会頭

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

在福岡タイ王国総領事館
表敬訪問
当所谷川会頭は12月14日、新たに在

福岡タイ王国総領事館の総領事に着任し

たソールット・スックターウォン氏の表敬

訪問を受けた。

 谷川会頭より「今後、タイと九州との

経済的な交流をさらに深めていくには、

中小企業が安心して進出できる環境を整

えることが重要である」とコメントがあっ

た。また、スックターウォン総領事からは

「総領事として、九州の政財界の方 と々交

流できることを楽しみにしている」とコメン

トがあった。

12.13九商連

パネルディスカッションには、沿線経済界を代表して武雄
商工会議所・溝上会頭と大村商工会議所・時副会頭が登壇した

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

シンポジウム
「新幹線を活かす地域づくり」
九州商工会議所連合会（会長=当所・谷

川会頭）は12月13日、九州経済連合会と共

催で、2022年秋に予定される西九州新幹

線開業の機運醸成のため、シンポジウムを

開催。北部九州の事業者を中心に約150名

が参加した。

基調講演では、九州経済調査協会 岡野

氏とインフラ研究所 小林氏から、開業効果

を地域振興に活かす手法について、先進事

例を交えて説明があった。続くパネル討議

には、佐賀県・長崎県の商工会議所役員も

参加し、沿線各地の取り組みを熱く語った。

【国】
小規模事業者
持続化補助金
＜一般型＞

小規模事業者の方が、販路開拓等の取り組みを行う際の経費の一部を支援
（交付決定前の着手不可）
■対象： 小規模事業者

※常時使用する従業員の数
●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く） 5人以下
●サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 20人以下

■締切： 【第7回】令和４年2月4日（金）締切日当日消印有効

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
＜低感染リスク型
ビジネス枠＞

小規模事業者の方が、経営計画等を作成し感染拡大防止のための対人接触機
会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサー
ビス、生産プロセス等を導入する際の経費の一部を支援
■対象： 小規模事業者

※常時使用する従業員の数
●商業・サービス業（宿泊・娯楽業除く） 5人以下
●サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 20人以下

■締切： 【第5回】令和4年1月12日（水）17:00

福岡商工会議所
地域支援第一グループ
TEL 092-441-2161

地域支援第二グループ
TEL 092-441-2162

【県】
福岡県
中小企業者等
月次支援金

県では、新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に
伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大き
く減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給
付します。 
■対象： ①県内（政令市を除く）に本社・本店のある中小法人・個人事業者等

②県内（北九州市を除く）に本社・本店のある
酒類販売事業者（中小事業者等）
※給付要件あり

■締切： 【10月分】令和4年1月18日（火）

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】
飲食店を対象とした
「感染防止認証制度」
について

福岡県では、県が定める感染防止対策の認証基準を全て満たした飲食店を認証
し、「感染防止認証マーク」を交付します。認証された飲食店には、感染防止対
策継続のための支援金を１店舗あたり【５万円】支給します。
■詳細：ホームページをご覧ください。

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 

【市】
売上が減少した
事業者への支援

■対象：飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、売上が減少し
ており、国の月次支援金や県の協力金等の対象とならない事業者

■締切： 【10月分】令和４年1月21日（金）

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】
地域を支える
商店街支援事業

市民が安全に商店街を利用できるよう、商店街が取り組む感染症対策にかかる
費用の5分の4、【50万円】を上限に支援。
■締切： 予算の範囲内で随時募集

（令和4年3月31日までに事業終了すること）

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】
事業者向け
支援金等
申請サポート事業

国・県・市の事業者向け支援制度の申請手続きを、行政書士または社会保険
労務士に依頼した際に生じる、行政書士または社会保険労務士に支払う報酬の
一部を支援。
■対象：全ての業種の事業主
■締切：令和４年１月３１日（月）

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

補助金 内　容 お問い合わせ先

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。（R3.12.15現在）
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新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました
取扱
期間

延長

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者の皆さまの資金繰り支援のため実施してい
ます『セーフティネット保証4号』の指定期間が令和4年3月1日まで延長されました。

中小企業のベストパートナー

0120-112-249
お客様相談フリーダイヤル

【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

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

●新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口を設置しています。
電話相談窓口:（092）415-2604（午前9時~午後5時）

●最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

融資対象者

指定地域等

当協会基準保証料率

取扱期間

市町村からセーフティネット保証4号の認定を受けた方（売上高20%以上減少）

47都道府県

0.80%

令和4年3月1日までに認定申請を行い、認定書の有効期間内に保証協会へ保証申込が必要

福岡県信用保証協会 検索

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。

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

博多伝統芸能館　公演のご案内！
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみ
ませんか？新型コロナウィルス感染
予防の取り組みを実施しながら、
公演を開催しています！博多芸妓の
唄や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊びも体験してい
ただけます!!
●日時＝1月12日（水）16:00～16:50、1月29
日（土）13:00～13:50、2月10日（木）16:00～
16:50、2月26日（土）13:00～13:50、3月10
日（木）16:00～16:50、3月26日（土）13:00～
13:50●出演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000
円（お一人様）●場所＝博多伝統芸能館（福岡市
博多区冷泉町2-20）●定員＝各回15名（先着
順）●お問い合わせ＝博多伝統芸能振興会（地域
振興部内）TE L  0 9 2 - 4 4 1 - 1 1 1 8（当日

イベント

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。

080-2705-5462）
※当館にて実施する感染対策の詳細については、QR画像よりご確認ください。
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

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、土日昼:12,100円→11,000円、
【S席良席ペアシートプラン】1～3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。●対象日程＝～令和４年３月31日（木）※
2/8(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。

ゴッホ展
-------------------------------------------------------
●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＝令和3年12月23日(木)～令和4年2月
13日(日)●申込締切＝令和4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
おります。各入場時間枠には上限があります。

はかた伝統芸能四季の舞～如月～のご案内
博多伝統芸能振興会（会長＝谷川浩道・福岡商工会議所会頭）は、「芸どころ博
多」の伝統芸能の保存・育成のための様々な支援事業を実施しています。
当振興会は、伝統芸能団体の支援と市民の皆様への認知度向上を目的に、今年
度より「はかた伝統芸能四季の舞」を開催しております。
ぜひお誘い合わせの上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

● 日　　時：令和4年2月5日（土）　13:30~15:30 （開場 12:45）
● 場　　所：電気ビルみらいホール

（福岡市中央区渡辺通2丁目1-82  電気ビル共創館4階）
● 出演団体：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
● 定　　員：230名（会場定員の50%以下）
● 料　　金：自由席 4,000円、指定席 5,000円

※今回より、指定席を設けています。
ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

● 申込方法：ホームページよりお申込みください
https://hakata-geinou.jp/event/3482/

お問い合わせ／博多伝統芸能振興会（地域振興部内）TEL:092-441-1118

はかた伝統芸能四季の舞～如月～のご案内

省エネ・高効率型の機器・設備の積極的な導入や再生可
能エネルギーの活用を進めます。

通勤時のマイカー利用を控えるなど、公共交通機関の利
用を推進するとともに、業務用車両への電動車の導入や、
運転時のエコドライブを心がけます。

デジタル化の推進、エコスタイルによる冷暖房の適正な温
度設定、2UP3DOWN運動などエレベーターの効率的な利
用、休み時間の消灯など省エネ・省資源に取り組みます。

温暖化対策の意識や行動を、私たちの家族、グループ会
社・関連団体のみならず、福岡のまち全体に、あらゆる
機会を通じ拡げていきます。

私たちは、SDGsを推進し、脱炭素社会の実現を目指して、

■ 参加団体（50音順）

㈱岩田屋三越、㈱NTTドコモ 九州支社、国立大学法人 九州大学、
九州電力㈱、九州旅客鉄道㈱、㈱九電工、西部ガスホールディングス㈱、
学校法人 西南学院、独立行政法人 都市再生機構 九州支社、
㈱西日本シティ銀行、㈱西日本新聞社、西日本鉄道㈱、㈱福岡銀行、
福岡商工会議所、学校法人 福岡大学、福岡地所㈱

■ 座長
浅野直人
（福岡大学名誉教授）

■ 関係行政機関
経済産業省 九州経済産業局
環境省 九州地方環境事務所
福岡県、福岡市
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国はもう第2・第3のコロナ融資を行う予定はなく、日銀も2023年度には債務不履行（デフォルト）の発生が上昇することを予見しています。銀行もリスクを負う余裕はな
く、追加融資を期待することが難しい状況です。本書はこのような状況下でもコロナ終息後V字回復を図るための資金繰りと銀行対策をまとめています。興味のある方
は下のQRコードもしくはお電話、Mailよりご請求ください。

❶財務省、中小企業を切り捨てへ !?
❸貸し渋り・貸しはがしはなぜ起こる !?
❺コロナ融資は時限爆弾 !? 
❼コロナ融資の出口戦略について
❾金融機関が泣いて喜ぶ資料とは !?

❷前金融庁長官の見解は !?
❹今後しばらく、プロパー融資は期待できない !?
❻コロナ前から抱える中小企業の根本的な資金繰りの問題とは !?
❽中小企業で利用されない、最強のツールとは !?
10これ以上返済負担を増やしたくないならコレを取り組め !?

目次 無料
進呈中 !

経営計画策・資金繰り表策定支援を実施し、経営者がお金の心配なく、本業に専念できる環境を提供する国認定の
専門家。ハードルの高い資本制劣後ローンの案件にも取り組み、複数の案件で融資審査を通した実績を持つ。得意
分野は財務・事業承継対策・売上アップ支援。

【著者】株式会社豊田保険事務所　代表取締役　豊田雄平

右下のQRコードを読み込んでいただくかお電話またはMail にてお申込みください。

お問い
合わせ先

経済産業省公認・認定支援機関（国認定の経営コンサルティング会社）　株式会社豊田保険事務所 福岡県久留米市本山 2-15-11
TEL:0942-21-1112　FAX:0942-22-1052　Mail:ytoyota@ia2.itkeeper.ne.jp　公式サイト　　　　　　　　 で検索 !

お申込み方法

豊田雄平 検索

社長 !去年借りたコロナ融資、本当に返済できますか?
返済迫る!コロナ融資の『出口戦略』(電子書籍 )無料進呈中 !

PR
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新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証4号の指定期間が

延長されました
取扱
期間

延長

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者・小規模事業者の皆さまの資金繰り支援のため実施してい
ます『セーフティネット保証4号』の指定期間が令和4年3月1日まで延長されました。

中小企業のベストパートナー

0120-112-249
お客様相談フリーダイヤル

【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

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

●新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口を設置しています。
電話相談窓口:（092）415-2604（午前9時~午後5時）

●最新の情報・詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

融資対象者

指定地域等

当協会基準保証料率

取扱期間

市町村からセーフティネット保証4号の認定を受けた方（売上高20%以上減少）

47都道府県

0.80%

令和4年3月1日までに認定申請を行い、認定書の有効期間内に保証協会へ保証申込が必要

福岡県信用保証協会 検索

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。

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

博多伝統芸能館　公演のご案内！
-------------------------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみ
ませんか？新型コロナウィルス感染
予防の取り組みを実施しながら、
公演を開催しています！博多芸妓の
唄や舞を楽しみ、簡単なお座敷遊びも体験してい
ただけます!!
●日時＝1月12日（水）16:00～16:50、1月29
日（土）13:00～13:50、2月10日（木）16:00～
16:50、2月26日（土）13:00～13:50、3月10
日（木）16:00～16:50、3月26日（土）13:00～
13:50●出演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000
円（お一人様）●場所＝博多伝統芸能館（福岡市
博多区冷泉町2-20）●定員＝各回15名（先着
順）●お問い合わせ＝博多伝統芸能振興会（地域
振興部内）TE L  0 9 2 - 4 4 1 - 1 1 1 8（当日

イベント

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。

080-2705-5462）
※当館にて実施する感染対策の詳細については、QR画像よりご確認ください。
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

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、土日昼:12,100円→11,000円、
【S席良席ペアシートプラン】1～3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。●対象日程＝～令和４年３月31日（木）※
2/8(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。

ゴッホ展
-------------------------------------------------------
●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＝令和3年12月23日(木)～令和4年2月
13日(日)●申込締切＝令和4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
おります。各入場時間枠には上限があります。

はかた伝統芸能四季の舞～如月～のご案内
博多伝統芸能振興会（会長＝谷川浩道・福岡商工会議所会頭）は、「芸どころ博
多」の伝統芸能の保存・育成のための様々な支援事業を実施しています。
当振興会は、伝統芸能団体の支援と市民の皆様への認知度向上を目的に、今年
度より「はかた伝統芸能四季の舞」を開催しております。
ぜひお誘い合わせの上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

● 日　　時：令和4年2月5日（土）　13:30~15:30 （開場 12:45）
● 場　　所：電気ビルみらいホール

（福岡市中央区渡辺通2丁目1-82  電気ビル共創館4階）
● 出演団体：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
● 定　　員：230名（会場定員の50%以下）
● 料　　金：自由席 4,000円、指定席 5,000円

※今回より、指定席を設けています。
ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

● 申込方法：ホームページよりお申込みください
https://hakata-geinou.jp/event/3482/

お問い合わせ／博多伝統芸能振興会（地域振興部内）TEL:092-441-1118

はかた伝統芸能四季の舞～如月～のご案内

省エネ・高効率型の機器・設備の積極的な導入や再生可
能エネルギーの活用を進めます。

通勤時のマイカー利用を控えるなど、公共交通機関の利
用を推進するとともに、業務用車両への電動車の導入や、
運転時のエコドライブを心がけます。

デジタル化の推進、エコスタイルによる冷暖房の適正な温
度設定、2UP3DOWN運動などエレベーターの効率的な利
用、休み時間の消灯など省エネ・省資源に取り組みます。

温暖化対策の意識や行動を、私たちの家族、グループ会
社・関連団体のみならず、福岡のまち全体に、あらゆる
機会を通じ拡げていきます。

私たちは、SDGsを推進し、脱炭素社会の実現を目指して、

■ 参加団体（50音順）

㈱岩田屋三越、㈱NTTドコモ 九州支社、国立大学法人 九州大学、
九州電力㈱、九州旅客鉄道㈱、㈱九電工、西部ガスホールディングス㈱、
学校法人 西南学院、独立行政法人 都市再生機構 九州支社、
㈱西日本シティ銀行、㈱西日本新聞社、西日本鉄道㈱、㈱福岡銀行、
福岡商工会議所、学校法人 福岡大学、福岡地所㈱

■ 座長
浅野直人
（福岡大学名誉教授）

■ 関係行政機関
経済産業省 九州経済産業局
環境省 九州地方環境事務所
福岡県、福岡市
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国はもう第2・第3のコロナ融資を行う予定はなく、日銀も2023年度には債務不履行（デフォルト）の発生が上昇することを予見しています。銀行もリスクを負う余裕はな
く、追加融資を期待することが難しい状況です。本書はこのような状況下でもコロナ終息後V字回復を図るための資金繰りと銀行対策をまとめています。興味のある方
は下のQRコードもしくはお電話、Mailよりご請求ください。

❶財務省、中小企業を切り捨てへ !?
❸貸し渋り・貸しはがしはなぜ起こる !?
❺コロナ融資は時限爆弾 !? 
❼コロナ融資の出口戦略について
❾金融機関が泣いて喜ぶ資料とは !?

❷前金融庁長官の見解は !?
❹今後しばらく、プロパー融資は期待できない !?
❻コロナ前から抱える中小企業の根本的な資金繰りの問題とは !?
❽中小企業で利用されない、最強のツールとは !?
10これ以上返済負担を増やしたくないならコレを取り組め !?

目次 無料
進呈中 !

経営計画策・資金繰り表策定支援を実施し、経営者がお金の心配なく、本業に専念できる環境を提供する国認定の
専門家。ハードルの高い資本制劣後ローンの案件にも取り組み、複数の案件で融資審査を通した実績を持つ。得意
分野は財務・事業承継対策・売上アップ支援。

【著者】株式会社豊田保険事務所　代表取締役　豊田雄平

右下のQRコードを読み込んでいただくかお電話またはMail にてお申込みください。

お問い
合わせ先

経済産業省公認・認定支援機関（国認定の経営コンサルティング会社）　株式会社豊田保険事務所 福岡県久留米市本山 2-15-11
TEL:0942-21-1112　FAX:0942-22-1052　Mail:ytoyota@ia2.itkeeper.ne.jp　公式サイト　　　　　　　　 で検索 !

お申込み方法

豊田雄平 検索

社長 !去年借りたコロナ融資、本当に返済できますか?
返済迫る!コロナ融資の『出口戦略』(電子書籍 )無料進呈中 !

PR
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東
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建設業（港湾）

土木・舗装

法律事務所

機械設計・コンサルティング

イベントの企画・運営

税理士業務

飲食業

税理士業

飲食店

飲食店事業

スマレジ事業

がん陽子線治療の広報

コールセンターの業務委託

相続・事業承継、Ｍ＆Ａに関わるコンサルティング

社会保険労務士業

労働・社会保険関係手続き全般、給与計算

ホームページ制作

ITコンサルタント

運送業

帽子、アパレル、雑貨の卸

ピアノ教室

飲食業

子育て支援・相談・教室

モノづくり企業の海外支援

動画製作、動画製作講師、動画製作教室運営

飲食店向け総合支援事業

港湾土木における型枠工事を主とした上部工を得意とする会社です

安心・安全・高品質をモットーに土木工事業を営んでいます

身近な法律事務所として、地域のみなさまの発展に貢献します

オリジナル機械の設計・コンサルティングをします

オタクイベントの事なら相談してください

セカンドオピニオンにも対応、お気軽にご相談ください

博多ならではの古式胚芽麺を開発・展開するうどん店です

お客様と同じ目線で課題を解決！！親身なサポートを心掛けています

雑誌ＴＶ等でＰＲしたい企業様へのお手伝いをさせていただきます

ゴルフ関連と飲食店事業を行います。よろしくお願いします

０円から始められる、圧倒的な高機能クラウドPOSレジをご提供

リゾートでからだと心にやさしい切らずに治すがん治療を指宿で！

お客様に寄り添いながら、顧客満足度アップに協力します

地場企業および事業者のみなさまのリスク対策を提案します

月曜朝から元気が出る組織づくりをサポートしています 

採用と定着支援の実績あり。派遣や外国人雇用もお任せください 

ＷｏｒｄＰｒｅｓｓを使用した中小企業向けホームページ制作

情報セキュリティの専門家が最適なＩＴの状態を支援します

運送、事務所移転、引越し等ご相談ください

帽子・アパレル雑貨のＯＥＭのお手伝いをします

様々な曲が奏でられるよう丁寧にレッスンします

福岡で一番韓国らしいと思う韓国料理店です

乳幼児期の関わり方はその子の一生の宝です。共に育てましょう

福岡と欧州をつなぐ仕事をしています。よろしければご連絡ください

動画製作、動画製作講習、空撮、YouTubeチャンネル運営

飲食店PR、安全衛生対策、コスト削減、業務効率化等のコンサル

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

092-603-8280

092-504-8588

092-477-5577

092-477-5532

090-1956-7455

092-475-7511

092-271-0102

092-282-1260

080-3907-7373

080-7509-8080

06-7777-2211

080-8044-2481

092-518-3627

092-713-7470

092-406-3029

092-791-7766

090-5287-5304

080-4945-7139

092-574-6667

092-517-1408

092-600-1583

092-822-3465

092-846-6886

080-4693-3883

080-8123-6273

03-6823-1711

東
区

博
多
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

（株）福実

（有）相良建設工業

べリーベスト法律事務所 福岡オフィス

ロングヒルインダストリー（株）

（株）伊邪那美

松島裕実税理士事務所

（有）ファンキーカンパニー

堀田啓太税理士事務所

Pure Group

(株)A.F.コンサベーション

（株）スマレジ

一般社団法人メディポリス医学研究所 福岡事務所

（株）よつばベース

（株）アンツコンサルティング

かもめ社労士事務所

リバイバル労務サポート

HATTORI WORKS

ライトハウス コンサルタント

(株)三州プランニング

美忠商事（株）

MIDORI PIANO LESSON

S&D(株)

育児支援 マ・メール

魚住 マリアンヌ

動画のチカラ

(株)USEN FB Innovation

福岡市東区美和台3-3-8

福岡市博多区浦田1-19-10-2

福岡市博多区博多駅前1-14-16 博多センタービル8階

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅前3-11-8 ブランシェ博多住吉302

福岡市博多区博多駅前4-16-6 オフィスニューガイア博多駅前No.50-603 

福岡市博多区美野島3-5-19 コアマンション美野島602

福岡市博多区下川端町10-4-303

福岡市博多区下川端町3-1 レジデンスリバレイン1205

福岡市中央区西中洲1-14 プロスペリタ西中洲7階

福岡市中央区天神2-11-1 福岡PARCO新館5階

福岡市中央区天神4-4-30 天神西江ビル2階

福岡市中央区天神5-5-19 -8階B号

福岡市中央区今泉2-1-32-101

福岡市中央区舞鶴3-2-5 アイビル310

福岡市中央区大手門3-7-17-301

福岡市中央区大手門3-10-10-201

福岡市南区塩原4-5-26-101

福岡市南区高木2-14-24

福岡市早良区藤崎1-16-2 ハイム藤崎405

福岡市早良区西新2-15-13 ゼフィーロ西新202

福岡市早良区西新4-7-17-2階

福岡市早良区曙2-11-8

福岡市早良区祖原5-10-705

福津市中央2-20-10-502

東京都品川区上大崎3-1-1

鋼製建具施工販売

飲食業

日本の美術工芸品・茶道具等の輸出

ＩＴシステムコンサルティング

薬局

エステサロン

建設業

不動産売買仲介業

税務・会計サービス

税務業務

居酒屋

塩事業／環境事業／海苔加工事業（製造・販売）

靴店

新規カード営業

アニメグッズの輸出

不動産の売買

理容室

飲食店

飲食店

行政書士業務

飲食店

飲食店

飲食店

公認会計士業務・税理士業務

消防用設備点検・保守業務

飲食業

TSUTAYA  FC加盟によるCD・DVD・コミックのレンタル業

建築工事（外壁等の改修工事）の施工及び監理

警備業

テレビＣＭのロケーションコーディネート

ソフトウェアの開発

船舶造修事業

海鮮丼テークアウト店

飲食店

出版・広告・デザイン

美容室

オーダーメイドの保険設計

衣服・小物の販売

飲食店

そば・和食

税理士事務所

自動車整備・中古車販売・板金塗装

建築積算

飲食店向けＩＴサービス提供

パーソナルジム

販売促進企画・立案・グラフィックデザイン・ディレクション・編集・ライティング

動画視聴サービス（教育動画）

飲食店（しゃぶしゃぶ料理店）

飲食店

サンホーフ（株）

焼肉 永昌苑 福岡店

（株）アース貿易

（株）コヒーレンス

（株）龍生堂

B’calm

グッドライトホーム（株）

にっこり不動産（株）

税理士法人まもる

税理士法人ストラテジー 福岡事務所

小料理 博多べい

（株）日本海水 福岡営業所

靴の病院

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル インコーポレイテッド

神月（株）

（株）セイコー住建

理容銀美

炉端かわ端&鰻の大長

trattoria Ciao

古瀬行政書士事務所

焼鳥しず

博多たこやき 翔

天ぷら酒場 こま

川名公認会計士事務所

（株）Yellowメンテナンス

（株）坂口MARCHA

ニューコ・ワン（株） TSUTAYA AVクラブ 次郎丸店

（株）ケイセン

Active（株）

カメレオン

（株）メガテック

（株）マルセイ

F&Kプランニング（株）

もつ鍋 大富

一般社団法人 ひとりとひとり

LOTUS

松尾 俊一

moe

カパンナ ドルソ

そばのみ やなせ

矢野裕己税理士事務所

(有)薬院モーター鈑金塗装

（株）ヤマダ積算オフィス

田中 陽一

(株)OHF

ex.(エクス.)

（株）パンタグラフ

博多しゃぶしゃぶ あり田

おさかなとおやさい一灯

早
良
区

福
津
市

東
京
都

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？

福岡商工会議所メールマガジン
購 読 者 募 集 !

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

見逃せない福商発ビジネス情報をお送りします

登録はこちらから

経営に役立つ情報が盛りだくさん！

FCCI

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

□ 毎月2回配信
□ もちろん無料!!
□ 誰でも登録可

セミナーや補助金などの情報を探す手間が
省けて、見逃さずに済むので助かる

会報誌は本社に届くので、メルマガで
情報収集してます

社内回覧をしてセミナーや交流会など
の申し込みをしています
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大
野
城
市
大
牟
田
市
長
崎
県

西
区

早
良
区

城
南
区

城
南
区

南
区

中
央
区

東
区

博
多
区

建設業（港湾）

土木・舗装

法律事務所

機械設計・コンサルティング

イベントの企画・運営

税理士業務

飲食業

税理士業

飲食店

飲食店事業

スマレジ事業

がん陽子線治療の広報

コールセンターの業務委託

相続・事業承継、Ｍ＆Ａに関わるコンサルティング

社会保険労務士業

労働・社会保険関係手続き全般、給与計算

ホームページ制作

ITコンサルタント

運送業

帽子、アパレル、雑貨の卸

ピアノ教室

飲食業

子育て支援・相談・教室

モノづくり企業の海外支援

動画製作、動画製作講師、動画製作教室運営

飲食店向け総合支援事業

港湾土木における型枠工事を主とした上部工を得意とする会社です

安心・安全・高品質をモットーに土木工事業を営んでいます

身近な法律事務所として、地域のみなさまの発展に貢献します

オリジナル機械の設計・コンサルティングをします

オタクイベントの事なら相談してください

セカンドオピニオンにも対応、お気軽にご相談ください

博多ならではの古式胚芽麺を開発・展開するうどん店です

お客様と同じ目線で課題を解決！！親身なサポートを心掛けています

雑誌ＴＶ等でＰＲしたい企業様へのお手伝いをさせていただきます

ゴルフ関連と飲食店事業を行います。よろしくお願いします

０円から始められる、圧倒的な高機能クラウドPOSレジをご提供

リゾートでからだと心にやさしい切らずに治すがん治療を指宿で！

お客様に寄り添いながら、顧客満足度アップに協力します

地場企業および事業者のみなさまのリスク対策を提案します

月曜朝から元気が出る組織づくりをサポートしています 

採用と定着支援の実績あり。派遣や外国人雇用もお任せください 

ＷｏｒｄＰｒｅｓｓを使用した中小企業向けホームページ制作

情報セキュリティの専門家が最適なＩＴの状態を支援します

運送、事務所移転、引越し等ご相談ください

帽子・アパレル雑貨のＯＥＭのお手伝いをします

様々な曲が奏でられるよう丁寧にレッスンします

福岡で一番韓国らしいと思う韓国料理店です

乳幼児期の関わり方はその子の一生の宝です。共に育てましょう

福岡と欧州をつなぐ仕事をしています。よろしければご連絡ください

動画製作、動画製作講習、空撮、YouTubeチャンネル運営

飲食店PR、安全衛生対策、コスト削減、業務効率化等のコンサル

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

中
央
区

南
区

092-603-8280

092-504-8588

092-477-5577

092-477-5532

090-1956-7455

092-475-7511

092-271-0102

092-282-1260

080-3907-7373

080-7509-8080

06-7777-2211

080-8044-2481

092-518-3627

092-713-7470

092-406-3029

092-791-7766

090-5287-5304

080-4945-7139

092-574-6667

092-517-1408

092-600-1583

092-822-3465

092-846-6886

080-4693-3883

080-8123-6273

03-6823-1711

東
区

博
多
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

（株）福実

（有）相良建設工業

べリーベスト法律事務所 福岡オフィス

ロングヒルインダストリー（株）

（株）伊邪那美

松島裕実税理士事務所

（有）ファンキーカンパニー

堀田啓太税理士事務所

Pure Group

(株)A.F.コンサベーション

（株）スマレジ

一般社団法人メディポリス医学研究所 福岡事務所

（株）よつばベース

（株）アンツコンサルティング

かもめ社労士事務所

リバイバル労務サポート

HATTORI WORKS

ライトハウス コンサルタント

(株)三州プランニング

美忠商事（株）

MIDORI PIANO LESSON

S&D(株)

育児支援 マ・メール

魚住 マリアンヌ

動画のチカラ

(株)USEN FB Innovation

福岡市東区美和台3-3-8

福岡市博多区浦田1-19-10-2

福岡市博多区博多駅前1-14-16 博多センタービル8階

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅前3-11-8 ブランシェ博多住吉302

福岡市博多区博多駅前4-16-6 オフィスニューガイア博多駅前No.50-603 

福岡市博多区美野島3-5-19 コアマンション美野島602

福岡市博多区下川端町10-4-303

福岡市博多区下川端町3-1 レジデンスリバレイン1205

福岡市中央区西中洲1-14 プロスペリタ西中洲7階

福岡市中央区天神2-11-1 福岡PARCO新館5階

福岡市中央区天神4-4-30 天神西江ビル2階

福岡市中央区天神5-5-19 -8階B号

福岡市中央区今泉2-1-32-101

福岡市中央区舞鶴3-2-5 アイビル310

福岡市中央区大手門3-7-17-301

福岡市中央区大手門3-10-10-201

福岡市南区塩原4-5-26-101

福岡市南区高木2-14-24

福岡市早良区藤崎1-16-2 ハイム藤崎405

福岡市早良区西新2-15-13 ゼフィーロ西新202

福岡市早良区西新4-7-17-2階

福岡市早良区曙2-11-8

福岡市早良区祖原5-10-705

福津市中央2-20-10-502

東京都品川区上大崎3-1-1

鋼製建具施工販売

飲食業

日本の美術工芸品・茶道具等の輸出

ＩＴシステムコンサルティング

薬局

エステサロン

建設業

不動産売買仲介業

税務・会計サービス

税務業務

居酒屋

塩事業／環境事業／海苔加工事業（製造・販売）

靴店

新規カード営業

アニメグッズの輸出

不動産の売買

理容室

飲食店

飲食店

行政書士業務

飲食店

飲食店

飲食店

公認会計士業務・税理士業務

消防用設備点検・保守業務

飲食業

TSUTAYA  FC加盟によるCD・DVD・コミックのレンタル業

建築工事（外壁等の改修工事）の施工及び監理

警備業

テレビＣＭのロケーションコーディネート

ソフトウェアの開発

船舶造修事業

海鮮丼テークアウト店

飲食店

出版・広告・デザイン

美容室

オーダーメイドの保険設計

衣服・小物の販売

飲食店

そば・和食

税理士事務所

自動車整備・中古車販売・板金塗装

建築積算

飲食店向けＩＴサービス提供

パーソナルジム

販売促進企画・立案・グラフィックデザイン・ディレクション・編集・ライティング

動画視聴サービス（教育動画）

飲食店（しゃぶしゃぶ料理店）

飲食店

サンホーフ（株）

焼肉 永昌苑 福岡店

（株）アース貿易

（株）コヒーレンス

（株）龍生堂

B’calm

グッドライトホーム（株）

にっこり不動産（株）

税理士法人まもる

税理士法人ストラテジー 福岡事務所

小料理 博多べい

（株）日本海水 福岡営業所

靴の病院

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル インコーポレイテッド

神月（株）

（株）セイコー住建

理容銀美

炉端かわ端&鰻の大長

trattoria Ciao

古瀬行政書士事務所

焼鳥しず

博多たこやき 翔

天ぷら酒場 こま

川名公認会計士事務所

（株）Yellowメンテナンス

（株）坂口MARCHA

ニューコ・ワン（株） TSUTAYA AVクラブ 次郎丸店

（株）ケイセン

Active（株）

カメレオン

（株）メガテック

（株）マルセイ

F&Kプランニング（株）

もつ鍋 大富

一般社団法人 ひとりとひとり

LOTUS

松尾 俊一

moe

カパンナ ドルソ

そばのみ やなせ

矢野裕己税理士事務所

(有)薬院モーター鈑金塗装

（株）ヤマダ積算オフィス

田中 陽一

(株)OHF

ex.(エクス.)

（株）パンタグラフ

博多しゃぶしゃぶ あり田

おさかなとおやさい一灯

早
良
区

福
津
市

東
京
都

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？

福岡商工会議所メールマガジン
購 読 者 募 集 !

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

見逃せない福商発ビジネス情報をお送りします

登録はこちらから

経営に役立つ情報が盛りだくさん！

FCCI

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

□ 毎月2回配信
□ もちろん無料!!
□ 誰でも登録可

セミナーや補助金などの情報を探す手間が
省けて、見逃さずに済むので助かる

会報誌は本社に届くので、メルマガで
情報収集してます

社内回覧をしてセミナーや交流会など
の申し込みをしています
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税務Q&A

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

（2）日付・金額・取引先で検索できるようにすること
専用システムを導入しない場合でも、❶索引簿を作成する方法

や、❷規則的なファイル名を設定する方法でも対応が可能となっ
ています。

❶については、例えば表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
があります。PDF等の電子データに連番を振り、それに対応する
下記のイメージのような索引簿を作成し、表計算ソフト等の機能を
使って検索する方法です。

❷規則的なファイル名を付す方法は、データのファイル名に規
則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集
約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるようにする方
法です。

ⅰ）ファイル名自体に「日付」「取引先」「金額」をつける方法、例）
　  20220110_A社_110000.pdf
ⅱ）「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納した上で
    保存する方法
例）領収書2022年（フォルダ名）￥A社（フォルダ名）
　  ￥1月分（フォルダ名）￥20220110-A社-110000（ファイル名）.pdf

2022年1月以降の取引から適用される予定でしたが、2021年
12月10日に令和4年度（2022年度）与党税制改正大綱が公表さ
れ、上述の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度につ
いて、宥恕措置が整備されることになりました。具体的には、税務
署長が保存要件に従って保存することができなかったことについ
てやむを得ない事情があると認め、かつ保存義務者が質問検査権
に基づく当該電磁的記録の出力書面を提示又は提出の求めに応
じることができるようにしている場合には、2年間の経過措置が設
けられます。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について要件を満たさ
ず保存している場合や、その電磁的記録の保存に代えて書面出力
を行っていた場合には、保存すべき電磁的記録の保存がなかった
ものとして、青色申告の承認の取消の対象となり得るとされていま
すし、あくまで宥恕措置ですので、経過措置期間の経過を待たず
に対応することが必要です。

現時点（2021年12月10日時点）で詳細について明確でない部
分もありますが、ご準備をお願いします。最新の情報についての質
問や疑問点等あれば、まずは税理士等にご相談ください。

　メール等で受け取った請求書、領収書等の保存
方法が2022年1月から変更になり、電子データ
で保存しなければならなくなる、と聞きました。具
体的にどうすればよいか、教えてください。

電子帳簿保存法が改正され、2022年１月以降
に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電
子データを送付・受領した場合には、その電子
データを一定の要件を満たした形で保存すること

が必要となります。所得税、法人税に関して帳簿の保存義務のあ
るすべての方について、電子取引の証憑は印刷して保存すること
が認められなくなり、電子データで保存しなければならないこと
になります。

対象となる「電子取引」については、ＥＤＩ取引、インターネット
等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引（添付
ファイルによる場合を含みます。）、インターネット上にサイトを設
け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。

電子データとは別に書面を原本として受領している場合には、
内容が同一であれば、その原本である書面を保存しておけばよく、
電子データを保存する義務はありません。また、電子取引の取引
情報に係る電磁的記録について、一度、出力して書面にしたもの
を、スキャナ保存することは認められませんのでご注意ください。

保存方法については、（1）改ざん防止のための措置をとること、
（2）日付・金額・取引先で検索できるようにすること、（3）ディスプ
レイ・プリンタ等を備え付けることが必要です。

（1）改ざん防止のための措置について 
以下の❶～❹のうち、いずれかの対応が必要です。
❶相手側がタイムスタンプを付与している
❷タイムスタンプを付与する
❸訂正削除の記録が残るシステムで保存
❹事務処理規程を作成し運用
❹については、国税庁のホームページに「改ざん防止のための

事務処理規程」のサンプルが掲載されており、こちらを参考に規
程を作成し、運用することで、現実的には対応することもできるか
と思います。

A

Q

電子データの保存方法の
変更について

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　山本 教貴

分　類 証憑の例
特定の取引について受発注を行うシステムから送信及び受
信したデータ
インターネットバンキングによる取引情報（入金・振込等）
ホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ
ホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリー
ンショット

受領した請求書や領収書等のデータ（PDFファイル等）
送付した自社発行の請求書や領収書等の控え

ＥＤＩ取引

インターネット

電子メール

（イメージ）
連　番 日　付 金　額 取引先 備　考
1
2
3

20220110
20220210
20220228

110000
220000
220000

株式会社A社
株式会社B社
株式会社B社

請求書
注文書
領収書

 福岡県暴力団排除条例の改正について危機管理
情報室

令和３年１２月１日、一部を改正する福岡県暴力団排除条例が施行されました。
「学校」「図書館」などの施設の敷地から２００メートルの区域における暴力団事務所の開設及び運営を禁止していました
が、今回の改正では、対象とする施設に「子ども子育て支援事業等の保育を行う場所」や「公園」などを加え、さらに住
宅街や商業地域を禁止地域とするなど、暴力団事務所の開設及び運営を禁止する区域を大きく拡大しました。
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

けに情報セキュリティー規定作成のこつを解説した映像
教材を公開した。YouTube「IPAチャンネル」で全31作
品を無料公開している。
■講習会用の教材
セキュリティプレゼンター(IPAの情報セキュリティー対
策資料などを活用し、中小企業に対して情報セキュリ
ティーの普及啓発を行う人材)向けの活動支援サイトで
は、講習会用のプレゼンテーション教材を提供してい
る。支援サイトに「コンテンツ利用のみ」で登録すること
で、社内講習会担当者もプレゼンテーション教材を入手
することができる。サイト利用料は無料。なお、支援サ
イトでは地域で活動するセキュリティプレゼンターを検索
することができ、社内講習会を依頼することもできる。
■書籍『情報セキュリティ読本』
情報セキュリティーの基本を分かりやすく説明した教
則本。技術的な事柄の細部にはあまりこだわらず、気軽
に読んでいくうちに情報セキュリティーの全体像が把握
できるように工夫してある。定価660円(税込み)、書店
で購入可能。
なお、情報セキュリティー教育を計画・実施する際の
ポイントは本連載Ⅴol・27で解説した。同内容はWeb
サイト「日商Assist Biz」に掲載しているので合わせて活
用してほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

事故を防ぐには組織的管理が必要
金銭や個人情報などを狙ったサイバー攻撃は、技術
的に巧妙化するだけでなく、人間の心理を巧みに突いて
くるなど、より高度化・多様化している。事業者は、情
報セキュリティー事故を未然に防ぐために日々最新の情
報を入手し、技術的な対策や社内における人的・組織
的管理を講じる必要がある。そして、それら情報セキュ
リティー対策を社内に浸透させるためには、従業員一人
一人の情報セキュリティー意識の向上が必要となる。そ
れに有効なのが「教育」である。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、事業
者の情報セキュリティー教育の実施を支援するために、
さまざまな教育コンテンツを提供している。情報セキュ
リティー教育を行っていなかった事業者はもとより、教
育コンテンツの見直し・強化を考えている事業者はぜひ
活用してほしい。

教育コンテンツをＩＰＡが提供
■セミナー「情報セキュリティ講習能力養成セミナー」
中小企業の教育担当者や情報セキュリティー担当者を
対象に、効果的な講習会の組み立て方や、講習用コン
テンツの入手方法と解説のポイントなどを説明する。今
年度は2021年11月～22年3月の期間、オンライン形式
で開催する。受講料は無料。IPAのWebサイトで受講
申し込みを受け付けている。
■eラーニング
「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」
身近にある職場の1こまを取り入れた親しみやすい学
習テーマで、情報セキュリティーに関するさまざまな事
例を疑似体験しながら適切な対処法を学ぶことができる
学習ツール。また、インターネットにつながらない環境
でも学習できるようにPDF版も提供している。利用料
はいずれも無料。
■映像教材「映像で知る情報セキュリティ」
情報セキュリティー上のさまざまな脅威と対策をドラマ
などを通じて学べる映像コンテンツ。今年3月、テレ
ワーカー向けセキュリティー教育の映像教材と管理者向

対策意識向上へ従業員教育を

オンラインで実施する講習能力養成セミナー

各教材へのリンクは
こちらを参照

教育の計画・実施の
ポイント(日商AB)
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デジタル活用による儲かる経営づくり 第3回

デジタル活用による儲かる経営づくり
2022年、ペーパーレス経理に今度こそチャレンジ 

・・・・ ・

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。

　「経理のペーパーレス化」と言われて久しい。大企業は
基幹システムとして競い合うように導入を進めたが、小
規模事業者には遠い話だ。しかし国も腰をあげ、ス
モールビジネスの経理の電子化をグンと進めてきている。 

　ペーパーレスのメリットは大きく2つある。1つ目に、
肉体的・精神的な余裕が増える。決算前に、ダン
ボールの中からたった1枚の領収書を探すこともなくな
る。請求書を印刷して封筒に詰め郵送、ミスがあれ
ば再送…というばからしい対応も減る。クラウドで保管
していれば、事務所に出向かず自宅でコーヒーを飲み
ながら作業ができる。売上アップやコスト削減の前に、
まずは余裕づくりから始めよう。

　2つ目は、経営に関わる重要な情報が得られること
だ。例えば売上日報をイメージしてほしい。紙やエク
セルで日々の売上を従業員に報告させているとする。
その情報はあくまで「毎日の売上記録」に過ぎない。
しかしこれらをデジタル情報として扱えば、昨年対比・
商品別・時間帯別と、様々な角度で分析をすることが
できる。「ただの記録」が「売上を伸ばす情報」に進化
するのだ。

　しかし、こう言う人もいる。「いくら電子化といって
も、領収書や請求書は法律があるから捨てられな
い」。かつては、そうだったかもしれない。しかし
2022年、この「電子化」に大きくメスが入ることをご存
知だろうか。 

　「電子帳簿保存法」という法律がある。本議論で関
係があるのは「請求書・領収書」が破棄OKになる、と
いう点だ。以前からある法律だが、2022年1月から大
きく要件が緩和されることになる。この機会に「今度こ
そ我が社もペーパーレスにしたい!」と意気込む方々に向
けて、取り組むべき方法を3ステップでお伝えしたい。

　1段階目は「そもそもアナログを減らせ」だ。例えば
消耗品もクレジットカードで購入する、請求書はPDF
のメール添付や請求書作成ソフトから直接送信する、
など。前提となる紙を半分、また半分と減らすのだ。
「紙が多いから、スキャンしてAIに処理させたい」とい

う声もよく聞くがこれは間違い。正解は「まずは人間
の努力で減らせるだけ減らしてから」となる。

　2段階目は「クラウドサービスの活用」。クラウド会計
の中には領収書・請求書をスキャン管理できるものが
ある。当社は「freee会計」を活用しており、証憑はス
キャンして袋にポイッといれるだけ。仕訳とレシートが
紐付いてオンラインで管理されていて、税理士にもリア
ルタイムに共有される。税理士から「レシート見せて」
と言われることもないし、原本はここ5年、一度も開か
ずに済んでいる。

　3段階目が「電子帳簿保存へのチャレンジ」だ。経理
の電子化の極地で、前述のようなクラウドサービスを
活用しつつ電子帳簿保存の要件を満たせば、原本破
棄の世界がやってくる。タイムスタンプや操作ログ(原
本証明の機能)が実装されていれば、ついに日本の経
営者は、紙ゼロ経理にたどり着く。

  電子化に対して「費用対効果が乏しい」「メリットがわ
からない」などの理由で検討すらしない人も多い。しか
し、そういった人でもスマホを手放せないし、ネット通
販を多用しているかもしれない。身の回りのサービス
が便利にIT化されている中で、自社の経営や従業員
のワークスタイルだけ昔のままでいいと思っていると、
時代についていけず人材獲得もどんどん難しくなってい
くだろう。

　まずは小さな一歩。領収書一つから、ぜひチャレン
ジしてほしい。 

井領 明広（いりょう・あきひろ）
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新たな年に
学習をスタート

！

福商実務研修講座
企業理念の具現化に向け、多角的な視点から自社の課題を解決に導く人材を育成する　
福商実務研修講座（1・2月追加講座）
●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。

広報・営業・経営者向け

動画で企業の魅力を120％伝える！
動画作成&
編集実践講座

2/17
（木）

POINT

若手中堅向け

会 特 一

□ 流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力を発揮できる人材を目指す
□ 企画立案や在庫管理、マーケティング、店舗の管理まで幅広く実践的な知識を習得する
□ 回ごとにテーマが設定された全５回構成！受講したい講座だけの申込も可能！

POINT

【開催日】①1/18（火）、②1/20（木）、③1/24（月）、④2/1（火）、⑤2/8（火）
【時　間】①～④14:00～17:00、⑤のみ15:00～18:00
【受講料】　  ：37,340円　   ：48,540円　   ：56,010円（※テキスト代を含んでおります。）
※個別の講座のみお申込みの場合の受講料は各回（会）10,600円（特）13,780円（一）15,900円（テキスト代含む）となります。

【講　師】ビジネス・ナビゲーター　主任コンサルタント 河野 健一 氏
本講座は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の受験を想定して学習する研修講座です。全5回受講して一
定の要件を満たした受講者は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の１科目免除を受けることができます。

特 一

主体性を発揮し、チームの生産性を向上させる
ワンランク上を目指す
コミュニケーション力向上講座　

□ 目的を理解し、仮説を立てながら身近なところから生産性向上を図る
□ ムダがないワンランク上のコミュニケーションで関係性構築を図る

【時　間】10:00～17:00　【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　四元 絵美 氏

会

POINT

2/21
（月）

□ 訴求力が上がる動画撮影・編集スキルを身につける
□ 動画を活用して新たな顧客層にアプローチできる

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
 　   ：23,050円
【講　師】動画のチカラ 代表 動画クリエイター 

Nori Ito 氏

1/18（火）～ 
2/  8（火）

会
一

特

対面 対面

対面

販売士養成講座（全５回）

2021年度入社 新入社員向け研
修、2022年度入社 新入社員向け
研修も、現在申込受付中！詳しくは
会報誌に同封のチラシまたはホー
ムページにてご確認ください。

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

日商簿記（統一試験）

ビジネス会計検定

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～3級

第160回

第30回

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

書店・商工会申込：
令和4年1月12日(水)～1月16日(日)
ネット申込：
令和4年1月12日(水)～1月18日(火)

令和4年1月24日(月)～2月4日(金)

メンタルヘルス・
マネジメント検定 Ⅱ・Ⅲ種 第32回 令和4年1月31日(月)～2月11日(金)

令和4年2月27日(日)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月20日(日)

2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

1級  ：11,550円
2級  ：  7,480円
3級  ：  4,950円
Ⅱ種  ：  7,480円
Ⅲ種  ：  5,280円

WEB版「福岡検定」 令和4年１月30日（日）
初級  ：  2,600円
　　　  （中学生以下1,600円）
中級  ：  3,600円
上級  ：  5,700円

初級
中級
上級 

令和3年11月1日（月）～
　　　　　　　令和4年1月24日（月）

ー

詳しくは
こちら!

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 申込期間標準受講期間 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

～2月中旬

～４月中旬

1月１４日（金）

毎月

1月２８日（金）

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

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。

■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料より5%割引

TAC提携講座対面

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。

3級（2日間コース）
■日　程／令和4年1月30日（日）・2月6日（日）
■時　間／10:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／9,440円（税・テキスト代込）
■申込締切／1月20日（木）

2級（3日間コース）
■日　程／令和4年1月22日（土）・1月29日（土）・
　　　　　2月5日（土）
■時　間／12:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／11,000円（税・テキスト代込）
■申込締切／1月12日（水）

直前講座対面

主に２月の統一試験に向けて、演習や模擬試験等を組み込
み、合格までのあと一歩を後押しする講座です。

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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新たな年に
学習をスタート

！

福商実務研修講座
企業理念の具現化に向け、多角的な視点から自社の課題を解決に導く人材を育成する　
福商実務研修講座（1・2月追加講座）
●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。

広報・営業・経営者向け

動画で企業の魅力を120％伝える！
動画作成&
編集実践講座

2/17
（木）

POINT

若手中堅向け

会 特 一

□ 流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力を発揮できる人材を目指す
□ 企画立案や在庫管理、マーケティング、店舗の管理まで幅広く実践的な知識を習得する
□ 回ごとにテーマが設定された全５回構成！受講したい講座だけの申込も可能！

POINT

【開催日】①1/18（火）、②1/20（木）、③1/24（月）、④2/1（火）、⑤2/8（火）
【時　間】①～④14:00～17:00、⑤のみ15:00～18:00
【受講料】　  ：37,340円　   ：48,540円　   ：56,010円（※テキスト代を含んでおります。）
※個別の講座のみお申込みの場合の受講料は各回（会）10,600円（特）13,780円（一）15,900円（テキスト代含む）となります。

【講　師】ビジネス・ナビゲーター　主任コンサルタント 河野 健一 氏
本講座は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の受験を想定して学習する研修講座です。全5回受講して一
定の要件を満たした受講者は、リテールマーケティング（販売士）検定試験３級の１科目免除を受けることができます。

特 一

主体性を発揮し、チームの生産性を向上させる
ワンランク上を目指す
コミュニケーション力向上講座　

□ 目的を理解し、仮説を立てながら身近なところから生産性向上を図る
□ ムダがないワンランク上のコミュニケーションで関係性構築を図る

【時　間】10:00～17:00　【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円　   ：23,050円
【講　師】㈱ライズ　四元 絵美 氏

会

POINT

2/21
（月）

□ 訴求力が上がる動画撮影・編集スキルを身につける
□ 動画を活用して新たな顧客層にアプローチできる

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  ：15,720円　   ：20,120円
 　   ：23,050円
【講　師】動画のチカラ 代表 動画クリエイター 

Nori Ito 氏

1/18（火）～ 
2/  8（火）

会
一

特

対面 対面

対面

販売士養成講座（全５回）

2021年度入社 新入社員向け研
修、2022年度入社 新入社員向け
研修も、現在申込受付中！詳しくは
会報誌に同封のチラシまたはホー
ムページにてご確認ください。

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

日商簿記（統一試験）

ビジネス会計検定

検定名 級 回 申込期間 施行日 受験料（税込）

2・3級

1～3級

第160回

第30回

もうすぐ開催される検定試験はこちら！

書店・商工会申込：
令和4年1月12日(水)～1月16日(日)
ネット申込：
令和4年1月12日(水)～1月18日(火)

令和4年1月24日(月)～2月4日(金)

メンタルヘルス・
マネジメント検定 Ⅱ・Ⅲ種 第32回 令和4年1月31日(月)～2月11日(金)

令和4年2月27日(日)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月20日(日)

2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

1級  ：11,550円
2級  ：  7,480円
3級  ：  4,950円
Ⅱ種  ：  7,480円
Ⅲ種  ：  5,280円

WEB版「福岡検定」 令和4年１月30日（日）
初級  ：  2,600円
　　　  （中学生以下1,600円）
中級  ：  3,600円
上級  ：  5,700円

初級
中級
上級 

令和3年11月1日（月）～
　　　　　　　令和4年1月24日（月）

ー

詳しくは
こちら!

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 申込期間標準受講期間 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

～2月中旬

～４月中旬

1月１４日（金）

毎月

1月２８日（金）

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

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。

■会　場／TAC福岡校
■受講料／会議所優待で通常受講料より5%割引

TAC提携講座対面

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。

3級（2日間コース）
■日　程／令和4年1月30日（日）・2月6日（日）
■時　間／10:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／9,440円（税・テキスト代込）
■申込締切／1月20日（木）

2級（3日間コース）
■日　程／令和4年1月22日（土）・1月29日（土）・
　　　　　2月5日（土）
■時　間／12:00～17:00
■会　場／資格スクール大栄博多校
■受講料／11,000円（税・テキスト代込）
■申込締切／1月12日（水）

直前講座対面

主に２月の統一試験に向けて、演習や模擬試験等を組み込
み、合格までのあと一歩を後押しする講座です。

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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　人生100年時代と言われる今、皆様はご自身のこれからのキャリアや身につけたいスキルなど、どのように将来を描かれていま
すか。本講座は、昨今の多様な働き方や今後企業が求める能力について学び、自己理解・他者理解から一体感を生むコミュニ
ケーション能力を高めます。企業の人材育成にも活用いただけます。ぜひご参加ください。

プログラム内容1
■対象／テーマに関心のある企業経営者、従業員、個人等■日時／令和４年 2月21日（月）13：00～17：00

キャリアアップ相談2
キャリアアップや就職活動について悩み
をお持ちの方には、キャリアコンサルタント
等の資格を持つ相談員が一緒になって、
就職活動に関するお悩みを解決します。

人生１００年時代に、自身の生き方を戦略的に導く「金の糸」
「リカレント（学び直し）キャリアアップ」の福商リカレントプログラム

■会　場／福岡商工会議所
■受講料／5,500円（税込）
※詳細はQRコードから
　ご確認ください。

❶ リカレントセミナー
　 「Withコロナ時代に活躍できる働き方」
13：00～14：00

□ 人生100年時代における多様なライフステージ
□ 企業が求めている能力やスキル
● 講師 ●
株式会社ライズ　代表取締役 髙尾 英正 氏

❷ 人生すごろく『金の糸』プログラム
14：00～17：00

□ 対話から自己理解・他者理解を深め、自他の価値観や
　 強みを知る。
□ 自分に自信が持てるようになり、仕事に前向きに取り組める
　 ようになる。
□ 生産性UPにつながるコミュニケーション能力を高める。

■日　時／令和４年 2月18日（金） 13：00～17：00
■場　所／福岡商工会議所3階301会議室

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

【対　象】新卒採用を検討している中小企業の代表者及び人事・採用担当者等
【定　員】60社（先着順） ※1社につき2名まで　（学校約30校参加予定）
【参加費】1社当たり3,000円（非会員 10,000円）
　　　　サービス利用券をご活用いただけます！
【申　込】当所ホームページよりお申し込みください。
【締　切】令和４年 ２月４日（金）

前回開催時の写真

学校と企業との就職情報交換会対面

新
卒
者
の
採
用
に
向
け
た
人
脈
構
築

令和4年   1月26日（水）日 時

当所会議室（Zoomでの視聴も可）開催
場所

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

無料参加費

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター専門家講 師

【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

事業承継セミナー将来に向けて、
今考える

「事業承継」に興味のある
経営者の方に

※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。

　事業の引継ぎには、時間が必要です。「時期が来たらなんとかなる！」
と思っていても、いざとなったら分からないことや、やらなければならな
いことが山積みで、悔いの残る結果となる場合があります。また、融資の
連帯保証人を理由に、引継ぎを躊躇されている経営者もいます。
　本セミナーでは、どのような引継ぎの方法があるのか、実際に事業承
継に着手する際に、スムーズかつ経済的に進められるようにするために、
何を考え、準備しておけばよいのかをご説明いたします。
　ぜひ、この機会に計画的な事業承継をご検討いただけますと幸いです。
皆様のご参加、お待ちしております。

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　 TEL 092-441-2189

お問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

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

会議所からのお知らせ

会議所からのお知らせ

起業 家 交 流会起業 家 交 流会起業 家 交 流会起業 家 交 流会

福岡商工会議所406～407号会議室会場
(福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目9-28)

内容 ❶「ミニセミナー」及び「先輩起業家紹介」
　　　 ●　テーマ…コロナを乗り越えるための起業家の心得とモチベーション
　　　 ●　講　師…株式会社SAKU 代表取締役 齊藤 久美 氏

❷参加者の自己紹介
　（15秒プレゼン/事前にご準備ください）
❸参加者同士の交流会

●会員：3,000円／人
●非会員：6,000円／人

参加費
定員 30名

（定員になり次第、締め切ります）

締切 令和４年 1月17日（月）

1月24日（月）14:00～15:30日時
令和４年

お申し込みはこちら

　創業間もない起業家の皆様を対象とした交流会を開催します。
　「コロナ禍での起業家の心得」についてのミニセミナーや「先輩起業家」「他の起業家」との交流を通じて、経営
課題の解決やビジネスチャンス拡大のきっかけづくりをしてみませんか？皆様のご参加、お待ちしております。

お問い合わせ先／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

会議所サービス利用券が
ご利用可能です！

会議所サービス利用券が
ご利用可能です！

観光商談会事前対策セミナー配信中！
　当所は令和4年2月に開催する「観光de九州 観光マッチング
2022」の事前対策として、対策セミナー動画を当所Youtube「よかぞ
うチャンネル」に公開しています。
　本セミナー動画では、福商観光アドバイザーである(株)グローカル
プロジェクト 代表取締役の河﨑靖伸氏に、旅行会社の特性や機能、商
談のポイントなどについて解説いただいています。
　また、視聴者の皆様には、商談資料の作成に役立つ資料をプレゼン
トいたします。ぜひご覧ください!

旅行会社の
特性や機能
旅行会社の
特性や機能

商談
資料作成の
ポイント

商談
資料作成の
ポイント

商談の
ポイント
商談の
ポイント

当所では、「観光」に特化した専門家による『福商観光アド
バイザー 相談窓口』を設置しています。詳細は当所ホーム
ページをご覧ください！

詳しくは
こちら！

会議所からのお知らせ

お問い合わせ先／地域振興グループ　TEL 092-441-1118

福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会 主催 部会講演会のご案内

　情報・文化・サービス部会 （部会長＝新井洋子・エントリーサービスプロモーション
（株）代表取締役社長）は、部会講演会を開催いたします。
　近年、社会的な注目を集める凶悪犯罪の発生、振り込め詐欺等の被害拡大、機密情
報や個人情報の漏えいなど私たちの安全を脅かす事件は後を絶ちません。このような
事件の多発により、企業や個人からの安心・安全を求めるニーズは高まっています。
　本講演会では、空港保安検査、機械警備、施設警備などで知られる（株）にしけいの大
坪社長を講師にお招きし、AI、ロボットなど最新技術を駆使した今後の業務などについて
ご講演いただきます。この機会にぜひご参加ください。

講 師（株）にしけい 代表取締役社長

＜講師プロフィール＞
昭和28年12月6日生（68歳）
熊本大学法文学部卒
昭和51年　4月　九州電力（株）入社
平成19年　7月　電源立地対策部長
平成21年　6月　執行役員佐賀支店長
平成24年　6月　北九州エル・エヌ・ジー（株）
　　　　　　　　代表取締役社長
平成30年 10月　（株）にしけい顧問
令和元年　 6月　代表取締役社長

大坪 潔晴 氏
おお　つぼ　　きよ　　はる

にしけいの企業戦略にしけいの企業戦略 ＡＩ技術とロボットを活用した新たな警備ＡＩ技術とロボットを活用した新たな警備 参加費無料

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催方法を変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

令和4年

１月20日（木）
14：00～16：00

日  時 
福岡商工会議所
５階 501会議室場  所 

❶ 来場（定員50名・先着順）
❷ オンライン視聴
　   （LIVE配信・Zoom）

参加
形態 

申し込みは

1/12まで
申し込みは

1/12まで

お問い合わせ先／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

会議所からのお知らせ
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会議所からのお知らせ

起業 家 交 流会起業 家 交 流会起業 家 交 流会起業 家 交 流会

福岡商工会議所406～407号会議室会場
(福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目9-28)

内容 ❶「ミニセミナー」及び「先輩起業家紹介」
　　　 ●　テーマ…コロナを乗り越えるための起業家の心得とモチベーション
　　　 ●　講　師…株式会社SAKU 代表取締役 齊藤 久美 氏

❷参加者の自己紹介
　（15秒プレゼン/事前にご準備ください）
❸参加者同士の交流会

●会員：3,000円／人
●非会員：6,000円／人

参加費
定員 30名

（定員になり次第、締め切ります）

締切 令和４年 1月17日（月）

1月24日（月）14:00～15:30日時
令和４年

お申し込みはこちら

　創業間もない起業家の皆様を対象とした交流会を開催します。
　「コロナ禍での起業家の心得」についてのミニセミナーや「先輩起業家」「他の起業家」との交流を通じて、経営
課題の解決やビジネスチャンス拡大のきっかけづくりをしてみませんか？皆様のご参加、お待ちしております。

お問い合わせ先／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

会議所サービス利用券が
ご利用可能です！

会議所サービス利用券が
ご利用可能です！

観光商談会事前対策セミナー配信中！
　当所は令和4年2月に開催する「観光de九州 観光マッチング
2022」の事前対策として、対策セミナー動画を当所Youtube「よかぞ
うチャンネル」に公開しています。
　本セミナー動画では、福商観光アドバイザーである(株)グローカル
プロジェクト 代表取締役の河﨑靖伸氏に、旅行会社の特性や機能、商
談のポイントなどについて解説いただいています。
　また、視聴者の皆様には、商談資料の作成に役立つ資料をプレゼン
トいたします。ぜひご覧ください!

旅行会社の
特性や機能
旅行会社の
特性や機能

商談
資料作成の
ポイント

商談
資料作成の
ポイント

商談の
ポイント
商談の
ポイント

当所では、「観光」に特化した専門家による『福商観光アド
バイザー 相談窓口』を設置しています。詳細は当所ホーム
ページをご覧ください！

詳しくは
こちら！

会議所からのお知らせ

お問い合わせ先／地域振興グループ　TEL 092-441-1118

福岡商工会議所 情報・文化・サービス部会 主催 部会講演会のご案内

　情報・文化・サービス部会 （部会長＝新井洋子・エントリーサービスプロモーション
（株）代表取締役社長）は、部会講演会を開催いたします。
　近年、社会的な注目を集める凶悪犯罪の発生、振り込め詐欺等の被害拡大、機密情
報や個人情報の漏えいなど私たちの安全を脅かす事件は後を絶ちません。このような
事件の多発により、企業や個人からの安心・安全を求めるニーズは高まっています。
　本講演会では、空港保安検査、機械警備、施設警備などで知られる（株）にしけいの大
坪社長を講師にお招きし、AI、ロボットなど最新技術を駆使した今後の業務などについて
ご講演いただきます。この機会にぜひご参加ください。

講 師（株）にしけい 代表取締役社長

＜講師プロフィール＞
昭和28年12月6日生（68歳）
熊本大学法文学部卒
昭和51年　4月　九州電力（株）入社
平成19年　7月　電源立地対策部長
平成21年　6月　執行役員佐賀支店長
平成24年　6月　北九州エル・エヌ・ジー（株）
　　　　　　　　代表取締役社長
平成30年 10月　（株）にしけい顧問
令和元年　 6月　代表取締役社長

大坪 潔晴 氏
おお　つぼ　　きよ　　はる

にしけいの企業戦略にしけいの企業戦略 ＡＩ技術とロボットを活用した新たな警備ＡＩ技術とロボットを活用した新たな警備 参加費無料

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催方法を変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

令和4年

１月20日（木）
14：00～16：00

日  時 
福岡商工会議所
５階 501会議室場  所 

❶ 来場（定員50名・先着順）
❷ オンライン視聴
　   （LIVE配信・Zoom）

参加
形態 

申し込みは

1/12まで
申し込みは

1/12まで

お問い合わせ先／産業振興グループ　TEL 092-441-1119

会議所からのお知らせ
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リテールマーケティング（販売士）検定試験の合格者に与えられる、小売り・流通業界で唯一の公的資格です。日本
商工会議所と全国商工会連合会が経済産業省・中小企業庁の後援を得て実施しており、「流通・小売業界で必須の定
番資格」として、社会的にも高い信頼と評価を得ています。

業種を問わず、経営戦略やマーケティングに関わる理論やノウハウが幅広く身に着くことです。実際に私
が支援した学生ベンチャーでは、販売士のノウハウを活用し、マーケティング事業などを展開しています。
計数管理などの学びもあり、簿記や中小企業診断士などの資格と親和性が高い点もメリットと言えます。
「ビジネス資格の入口」として採用されている企業・大学も多いです。

申込専用ページから、希望のテストセンター、日時を受験者ご自身でご予約ください。
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❶ 販売士

福岡商工会議所では、「販売のプロ」である販売士を育てる販売士養成講座を開催します。販売士養成講習会（３
級）のカリキュラムに基づいた全５回のプログラムです。ぜひ人材育成にご活用ください。

講師：(株)ビジネス・ナビゲーター 主任コンサルタント 河野健一氏
流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力が発揮できる人材を目指し
ます。ご自身がスキルアップしたい分野の単発受講も可能です。

❺ 販売士養成講座を活用しよう！

❹ 輝く販売士！

❸ 申込の流れ

商工会議所が認定した「テストセンター」で、パソコン上に表示された試験問題にパソコンで解答します。試験終了
後、その場で採点され、試験結果が即時に判定されます（※）。
（※）「科目合格（１級）」「科目免除（２級・３級）」の各制度を利用された受験者については、各種証書の確認作業が必要となるため、試験日の約14日後に結果が確定します。

試験結果はマイページでご確認いただけます。なお、合格者にのみ、試験日から約40日後に、日本商工会議所より販売士認定証（カード）をご自宅宛てに郵送します。

※同ページ内の「受験予約＞受験までの
流れ」をご覧ください。
※初めての方は、マイページアカウント
IDの新規作成が必要です。

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

❷ ネット試験方式とは？

試験会場 商工会議所が認定した「テストセンター」

試験日時 各テストセンターが定める日時で随時実施

申込方法 お申込みはインターネット受付のみ

リテールマーケティング（販売士）検定試験
申込専用ページ

試験時間 １級：90分　　２級：70分　３級：60分

受験料（税込） １級：7,850円　　２級：5,770円　３級：4,200円

マーケティングでビジネスをリードする「販売のプロ」！
このような方に役立ちます

Q 販売士ならではの魅力やメリットとはなんでしょうか。

A

経営学を幅広く学ぶ販売士は「総花的」とも言われることもあります。しかし、現在のコロナ禍のように、
業界ごとの既存ノウハウでは乗り越えられないような環境変化が訪れた際、頼りになるのは業界を問わず活
用できる体系的な理論です。環境不確実性が高まり、業界を超えたイノベーションが求められる昨今、販
売士を取得した人材が求められるのは必然と言えるでしょう。

Q これからの人材育成に販売士がなぜ必要なのでしょうか。

A

☆販売士の魅力「ビジネス資格の入口」

販売士養成講座（全5回）

デパート、専門店、スーパーなど、大規模小売店の販売員
及び売場責任者や店長クラスの方

一般小売店の経営者及び従業員

コスト管理を求められる管理者

製造業、サービス業、卸売業などの販売業務担当者

これから流通・小売業界で活躍したい人

接客に関する基礎知識が身につく

取扱商品に関する専門知識が身につく

売場や店舗を管理する能力が身につく

経済の動き全体からみた店舗経営が身につく

❶
❷
❸
❹
❺

1/18(火)
1/20(木)
1/24(月)
2/ 1 (火)
2/ 8 (火)

『流通における小売業の基本を知ろう(小売業の類型)』
『商品とは何か。仕入から販売まで(マーチャンタイジング)』
『オペレーションの原則とパターン(ストアオペレーション)』
『小売業のマーケティングの基本と実践(マーケティング)』
『販売員の役割と店舗管理(販売・経営管理)』

14:00～17:00
14:00～17:00
14:00～17:00
14:00～17:00
15:00～18:00

各回個別申込も可能の独立型のプログラム!
すべて修了したらリテールマーケティング（販売士）3級の受験科目1科目免除を受けられる!

小売業の
類型

販売・経営
管理

予備
試験
実施

・現場で活躍するための
 基本を習得!
・流通小売で働く上での
 知識を体系的に理解!

マーチャン
ダイジング

ストア
オペレーション マーケティング

各回個別申込も
可能の独立型の

プログラム!

すべて修了したら
リテールマーケ

ティング（販売士
）3級の受験科目

1科目免除を受
けられる!

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 修了!
研修のGOAL

このような効果が期待できます

当所ではビジネス・スキルアップに役立つ様々な検定試験を実施してい
ます。なかでも、小売・流通に関する唯一の公的資格としてご好評いただ
いているリテールマーケティング（販売士）検定試験は、人材採用や人材育
成の観点から多くの企業で活用されています。
また、本試験は、令和３年７月からネット試験化し、学習の進捗に合わ
せて受験ができるようになりました。よりいっそう受験しやすくなった商工
会議所の検定試験が、皆様の人材育成をお手伝いします。

お申し込みは
こちら

日商検定推進アドバイザー
日本経済大学
准教授　高見 啓一 氏
日本商工会議所「日商検定推進
アドバイザー」として、検定試験の
普及啓発活動を行う。自らも、販
売士を取得した大学生らによるベ
ンチャー企業の設立支援や、商業
高校（商業科）のビジネスプラン
支援などを全国で行っている。

輝く販売士　資格取得のすゝめ
ネット試験方式がスタート！
リテールマーケティング（販売士）検定試験のご案内

特 集 2

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
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リテールマーケティング（販売士）検定試験の合格者に与えられる、小売り・流通業界で唯一の公的資格です。日本
商工会議所と全国商工会連合会が経済産業省・中小企業庁の後援を得て実施しており、「流通・小売業界で必須の定
番資格」として、社会的にも高い信頼と評価を得ています。

業種を問わず、経営戦略やマーケティングに関わる理論やノウハウが幅広く身に着くことです。実際に私
が支援した学生ベンチャーでは、販売士のノウハウを活用し、マーケティング事業などを展開しています。
計数管理などの学びもあり、簿記や中小企業診断士などの資格と親和性が高い点もメリットと言えます。
「ビジネス資格の入口」として採用されている企業・大学も多いです。

申込専用ページから、希望のテストセンター、日時を受験者ご自身でご予約ください。

□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■

❶ 販売士

福岡商工会議所では、「販売のプロ」である販売士を育てる販売士養成講座を開催します。販売士養成講習会（３
級）のカリキュラムに基づいた全５回のプログラムです。ぜひ人材育成にご活用ください。

講師：(株)ビジネス・ナビゲーター 主任コンサルタント 河野健一氏
流通・小売業で必要な基礎知識や技能を理解し、現場で能力が発揮できる人材を目指し
ます。ご自身がスキルアップしたい分野の単発受講も可能です。

❺ 販売士養成講座を活用しよう！

❹ 輝く販売士！

❸ 申込の流れ

商工会議所が認定した「テストセンター」で、パソコン上に表示された試験問題にパソコンで解答します。試験終了
後、その場で採点され、試験結果が即時に判定されます（※）。
（※）「科目合格（１級）」「科目免除（２級・３級）」の各制度を利用された受験者については、各種証書の確認作業が必要となるため、試験日の約14日後に結果が確定します。

試験結果はマイページでご確認いただけます。なお、合格者にのみ、試験日から約40日後に、日本商工会議所より販売士認定証（カード）をご自宅宛てに郵送します。

※同ページ内の「受験予約＞受験までの
流れ」をご覧ください。
※初めての方は、マイページアカウント
IDの新規作成が必要です。

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

❷ ネット試験方式とは？

試験会場 商工会議所が認定した「テストセンター」

試験日時 各テストセンターが定める日時で随時実施

申込方法 お申込みはインターネット受付のみ

リテールマーケティング（販売士）検定試験
申込専用ページ

試験時間 １級：90分　　２級：70分　３級：60分

受験料（税込） １級：7,850円　　２級：5,770円　３級：4,200円

マーケティングでビジネスをリードする「販売のプロ」！
このような方に役立ちます

Q 販売士ならではの魅力やメリットとはなんでしょうか。

A

経営学を幅広く学ぶ販売士は「総花的」とも言われることもあります。しかし、現在のコロナ禍のように、
業界ごとの既存ノウハウでは乗り越えられないような環境変化が訪れた際、頼りになるのは業界を問わず活
用できる体系的な理論です。環境不確実性が高まり、業界を超えたイノベーションが求められる昨今、販
売士を取得した人材が求められるのは必然と言えるでしょう。

Q これからの人材育成に販売士がなぜ必要なのでしょうか。

A

☆販売士の魅力「ビジネス資格の入口」

販売士養成講座（全5回）

デパート、専門店、スーパーなど、大規模小売店の販売員
及び売場責任者や店長クラスの方

一般小売店の経営者及び従業員

コスト管理を求められる管理者

製造業、サービス業、卸売業などの販売業務担当者

これから流通・小売業界で活躍したい人

接客に関する基礎知識が身につく

取扱商品に関する専門知識が身につく

売場や店舗を管理する能力が身につく

経済の動き全体からみた店舗経営が身につく

❶
❷
❸
❹
❺

1/18(火)
1/20(木)
1/24(月)
2/ 1 (火)
2/ 8 (火)

『流通における小売業の基本を知ろう(小売業の類型)』
『商品とは何か。仕入から販売まで(マーチャンタイジング)』
『オペレーションの原則とパターン(ストアオペレーション)』
『小売業のマーケティングの基本と実践(マーケティング)』
『販売員の役割と店舗管理(販売・経営管理)』

14:00～17:00
14:00～17:00
14:00～17:00
14:00～17:00
15:00～18:00

各回個別申込も可能の独立型のプログラム!
すべて修了したらリテールマーケティング（販売士）3級の受験科目1科目免除を受けられる!

小売業の
類型

販売・経営
管理

予備
試験
実施

・現場で活躍するための
 基本を習得!
・流通小売で働く上での
 知識を体系的に理解!

マーチャン
ダイジング

ストア
オペレーション マーケティング

各回個別申込も
可能の独立型の

プログラム!

すべて修了したら
リテールマーケ

ティング（販売士
）3級の受験科目

1科目免除を受
けられる!

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 修了!
研修のGOAL

このような効果が期待できます

当所ではビジネス・スキルアップに役立つ様々な検定試験を実施してい
ます。なかでも、小売・流通に関する唯一の公的資格としてご好評いただ
いているリテールマーケティング（販売士）検定試験は、人材採用や人材育
成の観点から多くの企業で活用されています。
また、本試験は、令和３年７月からネット試験化し、学習の進捗に合わ

せて受験ができるようになりました。よりいっそう受験しやすくなった商工
会議所の検定試験が、皆様の人材育成をお手伝いします。

お申し込みは
こちら

日商検定推進アドバイザー
日本経済大学
准教授　高見 啓一 氏
日本商工会議所「日商検定推進
アドバイザー」として、検定試験の
普及啓発活動を行う。自らも、販
売士を取得した大学生らによるベ
ンチャー企業の設立支援や、商業
高校（商業科）のビジネスプラン
支援などを全国で行っている。

輝く販売士　資格取得のすゝめ
ネット試験方式がスタート！
リテールマーケティング（販売士）検定試験のご案内

特 集 2

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189
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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、ぜひご利用ください!!
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

「興味がある」から始まり「大好き!」に育てることを
得意とします♪ピアノ始めてみませんか?!

MIDORI PIANO LESSON

自然体のピアノレッスン
【MIDORI PIANO LESSON】

▼

ワクワクする
レッスンをぜひ\(^o^)/

大好きな曲を自由に奏でられたら…そう
思ったことはないですか?ソニーミュー
ジック・アーティスツに所属、プロとし
て活動してきた経験を生かし丁寧にレッ
スン致します。

早良区西新 2 丁目のピアノ教 室
【MIDORI PIANO LESSON】みどり
ピアノレッスンです。昨年10月にピアノ
専用教室としてオープン!待合室も完備
し、前後重ならないよう対応可能です。

MIDORI PIANO LESSON
福岡市早良区西新2-15-13
ゼフィーロ西新
TEL：092-600-1583
https://midoripianolesson.com
E-mail：info@midoripianolesson.com
営業内容
ピアノ個人レッスン♪東京音楽大学ピアノ
科卒業の講師指導。月~土まで、全コー
ス年間42回。
3歳から大人の方まで対応しています。

IT基礎技術力・協調性を強化するヒューマンスキルを
重点に、時代に打ち勝つ新しい人材を育成する!

株式会社 福岡ソフトウェアセンター

「新時代に対応できる人材を育成」
2022年度ITエンジニア育成 新入社員研修 募集

▼

2022年度IT技術者育成
新入社員研修

者でも理解が深まる教育カリキュラムに
より、システム開発プロジェクトにおけ
る全工程の全てを実技体験しながら習得
できる研修プログラムです。

IT人材育成事業で培いました経験と
実績を基に、時代にマッチしたIT人材
育成を目的として、品質を上げる基礎技
術習得と人間力を向上させる研修をご用
意いたしました。プログラミング未経験

株式会社 福岡ソフトウェアセンター
福岡市博多区博多駅前2-11-16
第二大西ビル5F 506
TEL：092-292-9710
FAX：092-292-9715
https://www.fsc-go.co.jp/
E-mail：info@fsc-go.co.jp
営業内容
新入社員研修・ヒューマンスキル研修・
ITスペシャリスト研修・ITテクニカル研
修・パソコン研修・ビジネスマナー研
修・企業研修 他

野間大池通り沿い、洋服のAOKIと長住テニスの
間にある健康にまでこだわるめがね専門店です

めがね屋四季

おしゃれはもちろん
健康までこだわるめがね屋です

▼

レンズ込み税込み
19,800円～

れぞれの生活に合ったレンズ提案、さら
に掛け心地にこだわる立体フィッティング
を提供いたします。
またお店に来られない方には訪問サー

ビスを行っております。

めがね屋四季はクリアな視界と魅力を
引き出すファッション性だけでなく、不
調を予防して健やかに暮らすことにこだ
わるめがね専門店です。
カラー診断を駆使しためがね選びやそ

めがね屋四季
福岡市南区西長住1-8-36
グリーンコート西長住１F
TEL：092-408-2227
FAX：092-408-2227
https://glasses4.com
E-mail：info@glasses4.com
営業内容
視力検査・カラー診断含むめがね選び・
こだわりの立体フィッティング・訪問サー
ビス
さらに目の疲れを癒すアイケアセラピー

一押しのスイーツは豆花です!やさしい味でほっこり
警固店限定で、抹茶味も販売しています

初心茶室

10月に2号店をオープン!小籠包などの
軽食からスイーツまで取り揃えています

▼

クーポンやキャンペーンの
お得な情報、新商品や
新サービスの最新情報などを
発信しています
インスタ：＠shoshintea

ます。これからの季節は、温かい豆花が
おすすめです。『豆花』は、豆乳好きの台
湾人が愛してやまない、ヘルシーな台湾の
伝統的スイーツ。新商品の発売も予定し
ていますので、ぜひ一度ご来店ください。

昨年10月に2号店を、オープンしまし
た。台湾ドリンク、小籠包やおこわなどの
軽食、スイーツを取り揃えています。台湾
のドリンクと言えば、冷たいものを連想す
るかと思いますが、温かい飲み物もござ

初心茶室
福岡市中央区警固2-16-6
TEL：080-7796-4142
http://shoshintea.com/
E-mail：shoshintea@gmail.com
営業内容
【平日】11:00～20:30
【土日祝日】11:00～20:30
定休日 隔週木曜日:祝日の木曜日は通常営業

決済手数料率の見直し診断実施中！
お気軽にお問い合わせください

㈱USEN FB Innovation（福岡オフィス）

ついに実現！翌日入金サービス
～土日・祝日も翌日払い対象～

▼

クレジット決済端末「Upay」

時代に合った新たな価値を生み出すこと
に貢献してまいります。
難しい通信設定や動作テストも担当が

責任をもって対応します。
※振込口座は「住信SBIネット銀行」のみ対応となります。

飲食店の皆様が、従来と違った新しい
捉え方で、WithコロナからAfterコロナ
時代を乗り越える未来を創造し、AI・
IoTを活用したサービス・仕組みを取り入
れ、同時にDX推進のサポートをしながら

㈱USEN FB Innovation
（福岡オフィス）
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティビジネスセンタービル2F
TEL：03-6823-1711
FAX：03-6823-1711
https://usen-fbi.co.jp/
E-mail：kyushu-solution@usen-fbi.jp
営業内容
当社は、全ての飲食店の皆様から「必要
とされる次へ。」を担い、様々な総合支援
サービスにより、飲食業界に貢献するこ
とを企業理念としております。

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます

貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料
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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。
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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、ぜひご利用ください!!
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。
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「興味がある」から始まり「大好き!」に育てることを
得意とします♪ピアノ始めてみませんか?!

MIDORI PIANO LESSON

自然体のピアノレッスン
【MIDORI PIANO LESSON】

▼
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レッスンをぜひ\(^o^)/

大好きな曲を自由に奏でられたら…そう
思ったことはないですか?ソニーミュー
ジック・アーティスツに所属、プロとし
て活動してきた経験を生かし丁寧にレッ
スン致します。

早良区西新 2 丁目のピアノ教 室
【MIDORI PIANO LESSON】みどり
ピアノレッスンです。昨年10月にピアノ
専用教室としてオープン!待合室も完備
し、前後重ならないよう対応可能です。

MIDORI PIANO LESSON
福岡市早良区西新2-15-13
ゼフィーロ西新
TEL：092-600-1583
https://midoripianolesson.com
E-mail：info@midoripianolesson.com
営業内容
ピアノ個人レッスン♪東京音楽大学ピアノ
科卒業の講師指導。月~土まで、全コー
ス年間42回。
3歳から大人の方まで対応しています。

IT基礎技術力・協調性を強化するヒューマンスキルを
重点に、時代に打ち勝つ新しい人材を育成する!

株式会社 福岡ソフトウェアセンター

「新時代に対応できる人材を育成」
2022年度ITエンジニア育成 新入社員研修 募集

▼

2022年度IT技術者育成
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者でも理解が深まる教育カリキュラムに
より、システム開発プロジェクトにおけ
る全工程の全てを実技体験しながら習得
できる研修プログラムです。

IT人材育成事業で培いました経験と
実績を基に、時代にマッチしたIT人材
育成を目的として、品質を上げる基礎技
術習得と人間力を向上させる研修をご用
意いたしました。プログラミング未経験
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めがね屋四季
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を提供いたします。
またお店に来られない方には訪問サー

ビスを行っております。

めがね屋四季はクリアな視界と魅力を
引き出すファッション性だけでなく、不
調を予防して健やかに暮らすことにこだ
わるめがね専門店です。
カラー診断を駆使しためがね選びやそ

めがね屋四季
福岡市南区西長住1-8-36
グリーンコート西長住１F
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https://glasses4.com
E-mail：info@glasses4.com
営業内容
視力検査・カラー診断含むめがね選び・
こだわりの立体フィッティング・訪問サー
ビス
さらに目の疲れを癒すアイケアセラピー

一押しのスイーツは豆花です!やさしい味でほっこり
警固店限定で、抹茶味も販売しています

初心茶室

10月に2号店をオープン!小籠包などの
軽食からスイーツまで取り揃えています

▼

クーポンやキャンペーンの
お得な情報、新商品や
新サービスの最新情報などを
発信しています
インスタ：＠shoshintea

ます。これからの季節は、温かい豆花が
おすすめです。『豆花』は、豆乳好きの台
湾人が愛してやまない、ヘルシーな台湾の
伝統的スイーツ。新商品の発売も予定し
ていますので、ぜひ一度ご来店ください。

昨年10月に2号店を、オープンしまし
た。台湾ドリンク、小籠包やおこわなどの
軽食、スイーツを取り揃えています。台湾
のドリンクと言えば、冷たいものを連想す
るかと思いますが、温かい飲み物もござ

初心茶室
福岡市中央区警固2-16-6
TEL：080-7796-4142
http://shoshintea.com/
E-mail：shoshintea@gmail.com
営業内容
【平日】11:00～20:30
【土日祝日】11:00～20:30
定休日 隔週木曜日:祝日の木曜日は通常営業

決済手数料率の見直し診断実施中！
お気軽にお問い合わせください

㈱USEN FB Innovation（福岡オフィス）

ついに実現！翌日入金サービス
～土日・祝日も翌日払い対象～

▼

クレジット決済端末「Upay」

時代に合った新たな価値を生み出すこと
に貢献してまいります。
難しい通信設定や動作テストも担当が

責任をもって対応します。
※振込口座は「住信SBIネット銀行」のみ対応となります。

飲食店の皆様が、従来と違った新しい
捉え方で、WithコロナからAfterコロナ
時代を乗り越える未来を創造し、AI・
IoTを活用したサービス・仕組みを取り入
れ、同時にDX推進のサポートをしながら

㈱USEN FB Innovation
（福岡オフィス）
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティビジネスセンタービル2F
TEL：03-6823-1711
FAX：03-6823-1711
https://usen-fbi.co.jp/
E-mail：kyushu-solution@usen-fbi.jp
営業内容
当社は、全ての飲食店の皆様から「必要
とされる次へ。」を担い、様々な総合支援
サービスにより、飲食業界に貢献するこ
とを企業理念としております。

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます

貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載します。

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料
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本件に関するお問い合わせ/経営支援グループ TEL 092-441-1146

今回は 福岡起業塾 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

●『福岡起業塾』に参加されたきっかけはなんですか?
　出産、育児と6年のブランクがありましたが、自宅でサロンを開業したいと思っていま
した。そこで、昨今の集客やマーケティングの変化を学ぶため、越してきたばかりの福
岡でのつながりを作るため、『福岡・起業セミナー』で検索していたところ、『福岡起業
塾』のホームページを見つけ、すぐに応募し、受講いたしました。

●実際に『福岡起業塾』に参加していかがでしたか?
　良かったの一言ですね。
　まず、広告媒体がチラシの時代からすっかりSNSに変わっていたことが衝撃でした。ま
た、ITでマーケティングは目から鱗でした。おかげで、地域の特性から、客層のターゲッ
トやサロンの方向性などがある程度決まりました。その後、コロナ禍で苦しくなりました
が、補助金やセーフティネット保証を受けたりと起業塾で学んだことをフル活用して、漢方
薬相談・販売ができるエステサロンという新たなビジネスプランを構築しているところです。

MAYS BEAUTE 
メイスボーテ
福岡市南区若久団地7-4
080-1356-8779
http://mays-beaute.amebaownd.com

●『福岡起業塾』に参加されたきっかけはなんですか?
　創業のきっかけは、25年勤務していた会社が事実上の倒産をすると伝えられたことで
す。当初は年金受給での生活を考えていました。しかし、25年培ったノウハウやクライ
アントの皆様、そして開発中の商品が頭から離れませんでした。ある方からの『悔いのな
い人生を送りたいのなら、創業すべきでは？』という言葉に背中を押され、家族を説得し
創業を決意。創業相談を繰り返すなかで『福岡起業塾』のことを知り、申し込みました。

●実際に『福岡起業塾』に参加していかがでしたか?
　『福岡起業塾』で得た一番の財産は、多くの仲間に出会えたことです。家族や親友も
大切ですが、年齢、性別、業種関係なく同じ時間を共有した仲間は私にとって厳しくも
あり、優しくもあり、時には泣き言を聞いてもらえる『素晴らしい宝物』です。また、講
師の先生とは塾終了後も、アドバイスやフィードバックをいただき、背中も押していただ
きました。お陰様で昨年３月に、クラウドファンディングにて、目標金額も大幅にクリア
できました。

株式会社アンジェリカ・ソノリテ
福岡市南区多賀2-4-10-512
090-9077-5024
https://www.angelica-sonorite.com

福岡起業塾では、最終日に受講生に必ず創業予定内容についてプレゼンを行っていただいています。
他者に向け発表し、講師や他の受講生からの率直な意見を聞くことで、創業の計画をより具体的にイ
メージできたり、考えの整理や気づきのきっかけにもなり、好評をいただいております。
また、当所の創業相談は、起業塾以外に窓口でも随時承っております。事前予約制ですので、まず

は当所までお電話ください。

会議所活用法

　当所では、創業予定の方や創業間もない
方を対象に、年に3回「福岡起業塾」を開催
しています。中小企業診断士をはじめ税理
士、社会保険労務士などの経営のプロが、
創業知識の習得、ビジネスプランまでサポー
トしています。受講者満足度は90%以上
と、高い評価をいただいています。
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本件に関するお問い合わせ/経営支援グループ TEL 092-441-1146

今回は 福岡起業塾 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

●『福岡起業塾』に参加されたきっかけはなんですか?
　出産、育児と6年のブランクがありましたが、自宅でサロンを開業したいと思っていま
した。そこで、昨今の集客やマーケティングの変化を学ぶため、越してきたばかりの福
岡でのつながりを作るため、『福岡・起業セミナー』で検索していたところ、『福岡起業
塾』のホームページを見つけ、すぐに応募し、受講いたしました。

●実際に『福岡起業塾』に参加していかがでしたか?
　良かったの一言ですね。
　まず、広告媒体がチラシの時代からすっかりSNSに変わっていたことが衝撃でした。ま
た、ITでマーケティングは目から鱗でした。おかげで、地域の特性から、客層のターゲッ
トやサロンの方向性などがある程度決まりました。その後、コロナ禍で苦しくなりました
が、補助金やセーフティネット保証を受けたりと起業塾で学んだことをフル活用して、漢方
薬相談・販売ができるエステサロンという新たなビジネスプランを構築しているところです。

MAYS BEAUTE 
メイスボーテ
福岡市南区若久団地7-4
080-1356-8779
http://mays-beaute.amebaownd.com

●『福岡起業塾』に参加されたきっかけはなんですか?
　創業のきっかけは、25年勤務していた会社が事実上の倒産をすると伝えられたことで
す。当初は年金受給での生活を考えていました。しかし、25年培ったノウハウやクライ
アントの皆様、そして開発中の商品が頭から離れませんでした。ある方からの『悔いのな
い人生を送りたいのなら、創業すべきでは？』という言葉に背中を押され、家族を説得し
創業を決意。創業相談を繰り返すなかで『福岡起業塾』のことを知り、申し込みました。

●実際に『福岡起業塾』に参加していかがでしたか?
　『福岡起業塾』で得た一番の財産は、多くの仲間に出会えたことです。家族や親友も
大切ですが、年齢、性別、業種関係なく同じ時間を共有した仲間は私にとって厳しくも
あり、優しくもあり、時には泣き言を聞いてもらえる『素晴らしい宝物』です。また、講
師の先生とは塾終了後も、アドバイスやフィードバックをいただき、背中も押していただ
きました。お陰様で昨年３月に、クラウドファンディングにて、目標金額も大幅にクリア
できました。

株式会社アンジェリカ・ソノリテ
福岡市南区多賀2-4-10-512
090-9077-5024
https://www.angelica-sonorite.com

福岡起業塾では、最終日に受講生に必ず創業予定内容についてプレゼンを行っていただいています。
他者に向け発表し、講師や他の受講生からの率直な意見を聞くことで、創業の計画をより具体的にイ
メージできたり、考えの整理や気づきのきっかけにもなり、好評をいただいております。
また、当所の創業相談は、起業塾以外に窓口でも随時承っております。事前予約制ですので、まず

は当所までお電話ください。

会議所活用法

　当所では、創業予定の方や創業間もない
方を対象に、年に3回「福岡起業塾」を開催
しています。中小企業診断士をはじめ税理
士、社会保険労務士などの経営のプロが、
創業知識の習得、ビジネスプランまでサポー
トしています。受講者満足度は90%以上
と、高い評価をいただいています。

esports Challenger's Park
☎092-985-2201
福岡市中央区渡辺通り4-9-25 天神ロフトビル8階
https://challepa.jp/
営11:00～22:00（最終入店/L.O.21:00）
㉁不定休（年末年始は12/30～1/2休業）
※営業時間は状況により変更になる場合があります。

eスポーツは、弊社が行っている電気通信事業と親和性が高く、市場の急成長が予測されてい
ることから、以前から注目していました。また、これまで電気通信事業のサービスは、“ショウ
ルーム”のように体験していただくことができませんでしたが、まずは弊社の回線などを実際に体
験していただきたいという思いから、eスポーツを通して体験できる場「チャレパ」ができました。

この「チャレパ」という名前には、チャレンジする人を応援したい、気軽に立ち寄ってほしいと
いう思いが込められています。最近では、ご家族でご来店いただくことも多く、「親子で共通の話
題ができて、以前よりもコミュニケーションが増えて嬉しい」とお喜びいただいております。eス
ポーツをリアルで一緒に楽しむ場「チャレパ」に、ご友人や同僚、ご家族で、ぜひお気軽にお越
しください。

皆さんは、「eスポーツ」をご存じですか?eスポーツとは、
「エレクトロニック・スポーツ」の略で、コンピュータゲームや
ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として楽しむもので
す　  また、スタジアムなどでリアルに行われているスポーツ
をテレビで観戦するように、eスポーツもオンラインやパブ
リックビューイングで観戦することができます　  そんな、“e
スポーツ”を気軽に体験できる施設がある、と聞いて訪れた
のは、天神ロフトビル 8階にある「esports Challenger's 
Park（通称:チャレパ）」さんです
チャレパは、昨年の8月22日にオープンした、西日本最大

級のeスポーツ総合施設です。家族や友人と一緒に、気軽に
参加できる“体験会”をはじめ、eスポーツのプロで活躍してい
る選手から操作などを直接教えてもらえる“教室”も開催されて
います　 また、同じフロアにはカフェも併設されています
その他にも、家庭ではなかなか味わえない、超高速回線・

高スペックマシンで好きなゲームをプレイしたり、動画配信
ブースを利用できます。最近では、企業が各支店との懇親を
深めるためにオンライン懇親会を行うなどの利用も増えている
そうです
eスポーツをやってみたいけど、機器をそろえることが難し

い方、友人と一緒に体験してみたい方など、ぜひお気軽に
チャレパに行ってみてはいかがでしょうか?

eスポーツ体験会は

週末開催 !（500円 / 人
）

※入場料は無料

仲間と一緒に体験できる
eスポーツ総合施設

プレイルームで好きな
PCゲームを楽しめます♪
※カフェのみの利用も可能です

最大５vs５対戦ができる
円形スタジアム

パブリックビューイングもあります

検索

経営戦略本部
株式会社QTnet

YOKAプロ部長
稲葉 太郎さん

経営戦略本部
株式会社QTnet

YOKAプロ

eスポ
ーツ事業グループ
坂井 麻耶さん

会議所NEWSの編集担当職員が街で見つけた“よかもん”をご紹介♪
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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！

動画は
コチラから！

福岡商工会議所公式Youtubeチャンネル

海外展開の際に役立つ、海外・国
内取引の違いなどが学べます。

企業や個人を取り巻く環境が変化
する時代でのイノベーションの必
要性について学べます。

拡大率163%

中国、韓国などの15か国が加盟する
RCEP協定の活用方法が学べます。

拡大率138%

国際取引・海外展開ミニ講座 福商イノベーション支援事業福商イノベーション支援事業

RCEP協定活用セミナー RCEP協定活用セミナー

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 ※収支決算の結果、配当金が
　０となる年度もありえます。

生命共済制度 会員限定● 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

2020年度実績44.67％！！
12ヵ月×44.67％＝約5ヵ月分 負担が減少!!

さらに… 剰余は配当金として還元！

※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。

団F－２０２１－０００３－S

詳しくは
こちらから！

＜お問い合わせ・資料請求＞
会員組織・共済グループ
TEL 092-441-2845
FAX 092-441-2810

●資料請求

●この頁をコピーして下記事項をご記入のうえFAX送信いただいても結構です

貴社名 ご担当者 TEL

特定退職金共済制度 生命共済制度

（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。 ）

人材不足の時代において従業員の勤労意欲の向上・定着化に適した制度!!!
無理のない掛金設定

全額損金・必要経費 退職所得控除の対象

1口について10,000円が
退職金に加算されます

経営審査事項の
加点評価対象

中小企業退職金
共済制度との重複加入も

認められます

月額掛金
1口1,000円～30口30,000円まで

1,000円単位で設定

掛金は 退職一時金は

遺族一時金受取の場合 公共工事入札（建設業関係）に係る

退職一時金の目安

5年後 582,100円
月額10口10,000円の場合

10年後 1,182,000円
15年後 1,800,200円
※特定退職金共済制度規約に基づく金額で
すが、経済変動や委託保険会社・委託割
合の変更等により将来変更されることがあ
ります。

大同生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
（旧AIGエジソン生命保険株式会社）
委託保険会社および委託割合は変更することがあります。

（80.3％）
（12.5％）
（3.2％）
（3.1％）
（0.8％）
（0.1％）
（順不同）

委託保険会社および委託割合（2021年2月現在）◎加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
◎掛金は全額事業主負担となります。
◎ご加入にあたっては、所定のパンフレットを必ずご覧下さい。
※この資料は、2021年2月現在の制度内容に基づき記載しており、将来、変更となる場合があります。

特定退職金共済制度ホームページURL
https://www.fukunet.or.jp/moshimo/tokutaikyo/

メリット

福岡商工会議所　共済制度

GOOD UP FUKUOKAの特設サイトには、プレミアム付き電子
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アイコンを設置しています！！
ネクスペイを使って更にお得に飲食しましょう！利用期間が１月
29日（土）までとなっていますので、 ご利用はお早めに♪

特設サイト Twitter

＠GoodUpFukuoka

NEW
Instagram

@goodupfukuoka

各店舗ページ右上のこのアイコンが目印♪

ネクスペイ使ってさらに
お得に飲食をしよう♪

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）
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福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（平成27年＝100）

世帯数

人口

消費者物価指数（福岡市）（※1）

消費者物価指数（全　国）（※1）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※1）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※1）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

対前年同月比％（▲減）
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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）

＜11月の主な出来事＞
・11/10　第２次岸田内閣発足
・11/14　大相撲九州場所、有観客で２年ぶりの開催
・11/19　「コロナ克服・新時代開拓のための
　　　　　 経済対策」を閣議決定
・11/23　円相場１ドル＝115円台に下落
　　　　　 （2017年３月以来の円安水準）

・11/24　原油価格の高騰を受け、政府は国家
　　　　　 備蓄石油の放出を決定
・11/29　新型コロナウイルス変異株「オミクロン株」の
　　　　　 感染拡大により外国人入国禁止を発表
・11/30　立憲民主党代表選で、泉健太氏が選出
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＊「-」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。
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福岡中央郵便局から徒歩５分！

新たな生活へ「がんについて学ぼう」及び
健康で元気に 100 歳を目指すセミナーです。

陽子線治療について
わかりやすく動画でご説明します。

陽子線治療
無料動画セミナー
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