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令和４年度事業計画



生活習慣病健診のご案内
令和4年度 春季
会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経営資源である従業員とその家族の健康管理をサポートする
ことで、生産性の向上や業績の改善につなげることを目的に、会員事業所ならびに
特定商工業者の経営者、従業員およびそのご家族を対象に、生活習慣病健診を実施
しています。（本健診は「法定健診」や「雇入時健康診断」の項目を充足しています。）
　この機会に、ぜひ当健診をご活用ください。
※詳細はホームページをご参照ください

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
URL https://www.fukunet.or.jp/service/life/

※１名様からご受診いただけます

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。

受診者はマスク着用、健診スタッ
フはマスクとフェイスシールド着
用を原則とします。

期 間

場所

受診料 基本健診

当所3階 301会議室
6月6日（月）～6月11日（土）

会員 5,720円（税込） 特定商工業者 9,152円（税込）
※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）
　もあわせてご利用ください。

定員／900名
申込期間／4月1日（金）～4月22日（金）
※上記期間外はお申し込みいただけません。

【新型コロナウイルス感染防止対策について】安心・安全な受診環境を確保するため、本健診では下記の通り衛生管理を徹底します。

【新型コロナウイルス感染拡大に伴う実施方法の変更または中止について】
新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、受診者の皆様の感染拡大防止・安全確保の観点から、本健診の実施方法を変更または、中止させていただく場合
がありますので、予めご了承ください。
また、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、「ワクチン接種歴または陰性判定証明」および「本人確認ができるもの」を受付等で確認させていただく場合がご
ざいます。あらかじめご了承ください。

1.  飛沫感染防止対策
接触感染防止のため、消毒・換
気を徹底します。

2.  接触感染防止対策
3密防止のため、受診者・健診
スタッフの距離確保、受付の人
数制限徹底、健診時間短縮等に
努めます。

3.  ３密防止対策
受付時に検温し、受診者・スタッフ相
互の安全確保に努めます。（体調不良の
方、37.5℃以上の方はご受診いただけ
ませんのであらかじめご了承ください）

4.  検温の実施

安心・安全
衛生管理を徹底
して実施

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119　MAIL fkfashion@fukunet.or.jp

ルクア大阪POPUPブース出展者募集
　With/Afterコロナにおいて福岡県内の企業が新たに開発した商品が、消費者にどのように受け止
められるかテストマーケティングを実施するため、ルクア1100（イーレ）5階の「E SALON」POPUP
ブースへの出展企業を募集いたします。
　出展期間は㈱SRLの販売員が常駐し、商品販売、精算等、運営業務全般を行います。また、「
E SALON」の専用アプリに商品を掲載し、自社のECサイトに誘引することが可能です。
　出展後は以下のデータを得ることができるため、今後の商品開発・販売に活用いただけます。
・専用アプリ利用者の性別、年齢等のデータ　・お客様への商品に対するアンケート結果
　この機会にぜひご応募ください。

以下❶～12いずれかの期間の10:30～20:30
2022年
❶  5月26日（木）～   6月15日(水) ❷  6月16日(木)～  6月30日(木)
❸  7月  1  日(金)～  7月15日(金) ❹  7月16日(土)～  7月31日(日)
❺  8月  1  日(月)～  8月15日(月) ❻  8月16日(火)～  8月31日(水)
❼  9月  1  日(木)～  9月15日(木) ❽  9月16日(金)～  9月30日(金)
❾10月  1  日(土)～10月15日(土) 1010月16日(日)～ 10月31日(月)
1111月  1  日(火)～11月15日(火) 1211月16日(水)～11月30日(水)
※出展期間はご希望に添えない場合がございます。何卒ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、上記営業時間を変更する可能性がございます。

福岡県に所在する事業者であること

ルクア1100（イーレ）5階E SALON内【1ブース：40cm×60cm】（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）

2022年4月28日（木）

12社　※申し込み多数の場合は、当所にて出展企業を選定いたします。

With/Afterコロナにおいて新たに開発した商品
・ファッション関連の商品（例：服、アクセサリー、バッグ、財布、コスメ等）
・雑貨（文房具、おもちゃなど）
・デザイン、芸術作品（例：イラスト、書道作品等）
・伝統工芸品（例：食器類、人形等）

当所会員：無料　　非会員：5,000円（税込）
※入会をご希望の場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
※販売商品の送料等はご負担いただきます。その他必要なものは各自でご準備ください。

会 期

会 場

対 象

出展品目

募集社数

売上金額に対する手数料：30％手数料

申込締切

参加費

～E SALONとは～
㈱SRLが運営する、POPUPブース、プライ
ベートフィッティングサロンを兼ね備えたス
ペース。2022年5月26日にオープン予定。
POPUPブースでは、ファッション雑貨、コス
メ、電子機器、工芸品などの展示・販売が行
われ、プライベートフィッティングスペースで
はルクア大阪館内の複数ブランドの試着が可
能である。

■ルクア大阪について
西館「ルクア1100(イーレ)」と東館「ルクア」
から成る、JR大阪駅直結の商業施設。年間利
用者数は約9,200万人。
「E SALON」が位置する西館「ルクア1100」5
階の年間売上金額は、約12億円である。(ル
クア大阪カード会員のみの売上金額)

詳細・お申込みは
コチラ

会議所からのお知らせ

会議所からのお知らせ



生活習慣病健診のご案内
令和4年度 春季
会員・特定商工業者限定

　当所では、事業所の経営資源である従業員とその家族の健康管理をサポートする
ことで、生産性の向上や業績の改善につなげることを目的に、会員事業所ならびに
特定商工業者の経営者、従業員およびそのご家族を対象に、生活習慣病健診を実施
しています。（本健診は「法定健診」や「雇入時健康診断」の項目を充足しています。）
　この機会に、ぜひ当健診をご活用ください。
※詳細はホームページをご参照ください

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
URL https://www.fukunet.or.jp/service/life/

※１名様からご受診いただけます

◎当健診は当所が（一財）医療情報健康財団に検査を委託しています。

受診者はマスク着用、健診スタッ
フはマスクとフェイスシールド着
用を原則とします。

期 間

場所

受診料 基本健診

当所3階 301会議室
6月6日（月）～6月11日（土）

会員 5,720円（税込） 特定商工業者 9,152円（税込）
※オプション検査（腹部超音波検査、胃がん検査、大腸がん検査、肝炎検査等）
　もあわせてご利用ください。

定員／900名
申込期間／4月1日（金）～4月22日（金）
※上記期間外はお申し込みいただけません。

【新型コロナウイルス感染防止対策について】安心・安全な受診環境を確保するため、本健診では下記の通り衛生管理を徹底します。

【新型コロナウイルス感染拡大に伴う実施方法の変更または中止について】
新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、受診者の皆様の感染拡大防止・安全確保の観点から、本健診の実施方法を変更または、中止させていただく場合
がありますので、予めご了承ください。
また、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、「ワクチン接種歴または陰性判定証明」および「本人確認ができるもの」を受付等で確認させていただく場合がご
ざいます。あらかじめご了承ください。

1.  飛沫感染防止対策
接触感染防止のため、消毒・換
気を徹底します。

2.  接触感染防止対策
3密防止のため、受診者・健診
スタッフの距離確保、受付の人
数制限徹底、健診時間短縮等に
努めます。

3.  ３密防止対策
受付時に検温し、受診者・スタッフ相
互の安全確保に努めます。（体調不良の
方、37.5℃以上の方はご受診いただけ
ませんのであらかじめご了承ください）

4.  検温の実施

安心・安全
衛生管理を徹底
して実施

お問い合わせ／産業振興グループ　TEL 092-441-1119　MAIL fkfashion@fukunet.or.jp

ルクア大阪POPUPブース出展者募集
　With/Afterコロナにおいて福岡県内の企業が新たに開発した商品が、消費者にどのように受け止
められるかテストマーケティングを実施するため、ルクア1100（イーレ）5階の「E SALON」POPUP
ブースへの出展企業を募集いたします。
　出展期間は㈱SRLの販売員が常駐し、商品販売、精算等、運営業務全般を行います。また、「
E SALON」の専用アプリに商品を掲載し、自社のECサイトに誘引することが可能です。
　出展後は以下のデータを得ることができるため、今後の商品開発・販売に活用いただけます。
・専用アプリ利用者の性別、年齢等のデータ　・お客様への商品に対するアンケート結果
　この機会にぜひご応募ください。

以下❶～12いずれかの期間の10:30～20:30
2022年
❶  5月26日（木）～   6月15日(水) ❷  6月16日(木)～  6月30日(木)
❸  7月  1  日(金)～  7月15日(金) ❹  7月16日(土)～  7月31日(日)
❺  8月  1  日(月)～  8月15日(月) ❻  8月16日(火)～  8月31日(水)
❼  9月  1  日(木)～  9月15日(木) ❽  9月16日(金)～  9月30日(金)
❾10月  1  日(土)～10月15日(土) 1010月16日(日)～ 10月31日(月)
1111月  1  日(火)～11月15日(火) 1211月16日(水)～11月30日(水)
※出展期間はご希望に添えない場合がございます。何卒ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、上記営業時間を変更する可能性がございます。

福岡県に所在する事業者であること

ルクア1100（イーレ）5階E SALON内【1ブース：40cm×60cm】（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）

2022年4月28日（木）

12社　※申し込み多数の場合は、当所にて出展企業を選定いたします。

With/Afterコロナにおいて新たに開発した商品
・ファッション関連の商品（例：服、アクセサリー、バッグ、財布、コスメ等）
・雑貨（文房具、おもちゃなど）
・デザイン、芸術作品（例：イラスト、書道作品等）
・伝統工芸品（例：食器類、人形等）

当所会員：無料　　非会員：5,000円（税込）
※入会をご希望の場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
※販売商品の送料等はご負担いただきます。その他必要なものは各自でご準備ください。

会 期

会 場

対 象

出展品目

募集社数

売上金額に対する手数料：30％手数料

申込締切

参加費

～E SALONとは～
㈱SRLが運営する、POPUPブース、プライ
ベートフィッティングサロンを兼ね備えたス
ペース。2022年5月26日にオープン予定。
POPUPブースでは、ファッション雑貨、コス
メ、電子機器、工芸品などの展示・販売が行
われ、プライベートフィッティングスペースで
はルクア大阪館内の複数ブランドの試着が可
能である。

■ルクア大阪について
西館「ルクア1100(イーレ)」と東館「ルクア」
から成る、JR大阪駅直結の商業施設。年間利
用者数は約9,200万人。
「E SALON」が位置する西館「ルクア1100」5
階の年間売上金額は、約12億円である。(ル
クア大阪カード会員のみの売上金額)

詳細・お申込みは
コチラ

会議所からのお知らせ

会議所からのお知らせ

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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カンパニーズチャレンジ

第61回 福岡市民の祭り
博多どんたく港まつり

020202 九洲日東㈱
代表取締役社長　榎 博史氏

カンパニーズチャレンジ
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福岡商工会議所の無料経営相談窓口
コロナ対策支援施策情報
FCCI NEWS 会議所の動き
博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報
パブリックインフォメーション

無料記帳指導のご案内
マル経資金のご案内

新規会員のご紹介
メールマガジン購読者募集！

会費のお支払いは口座振替が便利です。
新規会員をご紹介ください

特定退職金共済制度のご案内
生命共済制度のご案内

優良従業員表彰のご案内
労務Q&A
法律Q&A
セキュリティー対策
検定試験のご案内
話題の検定試験をピックアップ！
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会員企業のPR掲示板“ホットニュース”
福商デジタル化支援
セミナーアーカイブを公開中！

今月のよかもん
「㈱コミュニティメディアパートナーズ福岡」

福岡の統計
福岡商工会議所施設内でご利用いただけるサービス
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博多どんたく港まつり
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新たな取り組みにも前向きにチャレン
ジする九洲日東。そのひとつが雇用問
題です。建設業界は職人の高齢化に
伴い、技能者が年々減少。きつくて大
変な仕事というイメージが先行してしま
い、これまで中途採用が中心となって
いたところ、九洲日東では他業種から
の未経験者の採用にも力を入れていま
す。その証拠に、現在経営に携わる
取締役の吉田竜之助さん、榎さんの息
子である真一さんは実際に異業種から
建設業界へと転身してきた人材です。
「建設業界は皆さんがイメージしてい
るような激しい肉体労働の仕事ではな
く、道具や重機などを使って工事を行
う技術職」と話すのは、家電の販売な
どに携わってきた吉田さん。また真一さ
んは行政で広報・まちづくりに携わり、
ベンチャー企業や大学機関での勤務を
経験。「職業にイメージはつきものです
が、飛び込んでみないとわからないもの
もたくさんあります。業界のイメージ
アップに貢献できるような働きがいのあ
る職場・モデルケースを作っていきたい
ですね」と語ります。また九洲日東では
他業界で人事の仕事を担っていた女性
社員を採用。働きやすい環境づくりや人

材育成の仕組みづくりを進めています。

時代の変化に強い
会社づくりを目指して

九洲日東は技術の担い手不足以外
に、SDGsへの取り組みや産学官連携
による技術開発など、時代の変化に適
応できる企業づくりを見据えた動きを考
えています。例えば事業領域拡大を見
越した小型杭打機の導入について、吉
田さんは「これまで当社は大型の杭打機
しかなかったので、小型杭打機を使う
現場には本格的に参入したくてもできま
せんでした。今後はビルとビルの間のよ
うな狭い現場での基礎工事も増えるの
で、期待が高まります。また燃料の削
減などから環境配慮にもつながるので
はないでしょうか」と話します。
もうひとつ特徴的な取り組みとして、
社員全員で会社の将来を話し合う「対
話の場（安全大会）」の開催が挙げられ
ます。現場の安全に関する情報の共
有だけではなく、現場・会社の未来
を話す機会として設けられたもので、
外部からファシリテーターを招き、社
員の意見交換を活性化。さらに社内報

を発行し、この取り組みを内外にPR。
この取り組みは、「土木広報大賞
2021」の“特別賞”を受賞し、業界内
で大きな反響を呼びました。「もともと
広報を担当していたので、対話・話し
合いを大切にして、社内報を有効に使
えば部署間や現場間の垣根を越えた
社内外コミュニケーションが高まるの
ではないかと考えていました」と真一さ
ん。こうして異業種からの新しい風が、
時代の変化に強い会社づくりへとつな
がってきています。
「今後もこのような取り組みを継続し
て、社員全員で会社を創造していく社
風を根付かせたいと考えています」と
榎さん。九洲日東が挑む次世代の建
設事業の構想はまだまだ続きます。

騒音や振動などの逆風で
独自工法に注目

建築・土木の基礎工事を行い、福
岡市中央区長浜に事業所がある九洲
日東㈱。1976年の創業以来、基礎工
事における技術開発に積極的に取り組
み、より静かで正確な施工ができるセ
メントミルクケーシング工法など、さま
ざまな工法を生み出してきました。こ
れまでに数多くの特許を取得し、文部
科学大臣賞や中小企業長官奨励賞を
受賞してきたとおり、確固とした高い
技術には定評があります。その証拠に
福岡県内をはじめ、九州一円において
大型建築物や公共施設、マンションな
ど大規模な現場の基礎工事を請け
負っています。

代表取締役社長の榎博史さんは「創
業者で父の榎敏男は大阪でこの業界
の仕事に携わっていましたが、65歳を
超えたときに、故郷である福岡に戻る
と同時に九洲日東を設立しました。私
も父について福岡に来たのですが、初
日から現場に出ていたことを覚えてい
ます。また当時の基礎工事の主流は
ハンマー打撃工法による杭打ちだった
ため、無振動の工法を売りにしていた
私たちは非常に苦労しました」と振り
返ります。
それから数年後に転機が訪れまし

た。1978年ごろにはハンマー打撃工
法による騒音や振動が問題としてク
ローズアップ。営業を推し進めていた
無振動の工法による施工が注目を集
め、公共の工事から民間工事までさま

ざまな現場でのニーズが高まり、業績
も上昇気流に乗りました。現在では独
自の技術と部材をメーカーの工法と組
み合わせ、さらに精度の高い基礎工
事の施工に取り組んでいます。
「基礎工事が中途半端だと、建物自
体にひびが入ってしまったり、傾いたり
して大きな事故につながります。万が
一が起きてはならない仕事です。そう
した緊張感の中、社員全員が工夫を
凝らして施工をやり遂げ、信用を積み
上げてきたのが九洲日東の歴史です」
と榎さん。

存続と発展をかけて
業界を取り巻く課題に挑む

企業としての存続と発展に向けて、

九洲日東㈱　代表取締役社長　榎 博史氏

九洲日東㈱

取材日：3月10日

〒810-0072 福岡市中央区長浜1丁目３番４号
綾杉ビル北天神７階
TEL 092-711-1055

https://www.kyusyunitto.com/

2社員全員が集まった「対話の場（安全大会）」。仕事・技術に対する姿勢やコ
ミュニケーション、人材育成などさまざまなアイディアや意見が飛び交った

4会社を支えるバックオフィスのメンバーも充実している九洲日東。生き生き働
く女性メンバーのチームワークは会社の強みと話す榎さん

1基礎工事の現場はダイナミックだ。オーガスクリューで掘削する穴は、数メート
ルから50メートルを超えるという

3業界一筋の叩き上げと異業種からの人材が融合しているからこそ、九洲日東
はチャレンジを続けられるのだという。写真は経営陣の4人。

【プロフィール】
大阪府生まれ。建設関連企業等で経験を積
んだ後、父の敏男さんが故郷の福岡で創業
した九洲日東㈱に入社。1993年には先代
の跡を継ぎ、代表取締役社長に就任した。

独自工法で事業開拓した草創期を越え
建設業界における課題解決に挑戦
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新たな取り組みにも前向きにチャレン
ジする九洲日東。そのひとつが雇用問
題です。建設業界は職人の高齢化に
伴い、技能者が年々減少。きつくて大
変な仕事というイメージが先行してしま
い、これまで中途採用が中心となって
いたところ、九洲日東では他業種から
の未経験者の採用にも力を入れていま
す。その証拠に、現在経営に携わる
取締役の吉田竜之助さん、榎さんの息
子である真一さんは実際に異業種から
建設業界へと転身してきた人材です。
「建設業界は皆さんがイメージしてい
るような激しい肉体労働の仕事ではな
く、道具や重機などを使って工事を行
う技術職」と話すのは、家電の販売な
どに携わってきた吉田さん。また真一さ
んは行政で広報・まちづくりに携わり、
ベンチャー企業や大学機関での勤務を
経験。「職業にイメージはつきものです
が、飛び込んでみないとわからないもの
もたくさんあります。業界のイメージ
アップに貢献できるような働きがいのあ
る職場・モデルケースを作っていきたい
ですね」と語ります。また九洲日東では
他業界で人事の仕事を担っていた女性
社員を採用。働きやすい環境づくりや人

材育成の仕組みづくりを進めています。

時代の変化に強い
会社づくりを目指して

九洲日東は技術の担い手不足以外
に、SDGsへの取り組みや産学官連携
による技術開発など、時代の変化に適
応できる企業づくりを見据えた動きを考
えています。例えば事業領域拡大を見
越した小型杭打機の導入について、吉
田さんは「これまで当社は大型の杭打機
しかなかったので、小型杭打機を使う
現場には本格的に参入したくてもできま
せんでした。今後はビルとビルの間のよ
うな狭い現場での基礎工事も増えるの
で、期待が高まります。また燃料の削
減などから環境配慮にもつながるので
はないでしょうか」と話します。
もうひとつ特徴的な取り組みとして、

社員全員で会社の将来を話し合う「対
話の場（安全大会）」の開催が挙げられ
ます。現場の安全に関する情報の共
有だけではなく、現場・会社の未来
を話す機会として設けられたもので、
外部からファシリテーターを招き、社
員の意見交換を活性化。さらに社内報

を発行し、この取り組みを内外にPR。
この取り組みは、「土木広報大賞
2021」の“特別賞”を受賞し、業界内
で大きな反響を呼びました。「もともと
広報を担当していたので、対話・話し
合いを大切にして、社内報を有効に使
えば部署間や現場間の垣根を越えた
社内外コミュニケーションが高まるの
ではないかと考えていました」と真一さ
ん。こうして異業種からの新しい風が、
時代の変化に強い会社づくりへとつな
がってきています。
「今後もこのような取り組みを継続し
て、社員全員で会社を創造していく社
風を根付かせたいと考えています」と
榎さん。九洲日東が挑む次世代の建
設事業の構想はまだまだ続きます。

騒音や振動などの逆風で
独自工法に注目

建築・土木の基礎工事を行い、福
岡市中央区長浜に事業所がある九洲
日東㈱。1976年の創業以来、基礎工
事における技術開発に積極的に取り組
み、より静かで正確な施工ができるセ
メントミルクケーシング工法など、さま
ざまな工法を生み出してきました。こ
れまでに数多くの特許を取得し、文部
科学大臣賞や中小企業長官奨励賞を
受賞してきたとおり、確固とした高い
技術には定評があります。その証拠に
福岡県内をはじめ、九州一円において
大型建築物や公共施設、マンションな
ど大規模な現場の基礎工事を請け
負っています。

代表取締役社長の榎博史さんは「創
業者で父の榎敏男は大阪でこの業界
の仕事に携わっていましたが、65歳を
超えたときに、故郷である福岡に戻る
と同時に九洲日東を設立しました。私
も父について福岡に来たのですが、初
日から現場に出ていたことを覚えてい
ます。また当時の基礎工事の主流は
ハンマー打撃工法による杭打ちだった
ため、無振動の工法を売りにしていた
私たちは非常に苦労しました」と振り
返ります。
それから数年後に転機が訪れまし
た。1978年ごろにはハンマー打撃工
法による騒音や振動が問題としてク
ローズアップ。営業を推し進めていた
無振動の工法による施工が注目を集
め、公共の工事から民間工事までさま

ざまな現場でのニーズが高まり、業績
も上昇気流に乗りました。現在では独
自の技術と部材をメーカーの工法と組
み合わせ、さらに精度の高い基礎工
事の施工に取り組んでいます。
「基礎工事が中途半端だと、建物自
体にひびが入ってしまったり、傾いたり
して大きな事故につながります。万が
一が起きてはならない仕事です。そう
した緊張感の中、社員全員が工夫を
凝らして施工をやり遂げ、信用を積み
上げてきたのが九洲日東の歴史です」
と榎さん。

存続と発展をかけて
業界を取り巻く課題に挑む

企業としての存続と発展に向けて、

九洲日東㈱　代表取締役社長　榎 博史氏

九洲日東㈱

取材日：3月10日

〒810-0072 福岡市中央区長浜1丁目３番４号
綾杉ビル北天神７階
TEL 092-711-1055

https://www.kyusyunitto.com/

2社員全員が集まった「対話の場（安全大会）」。仕事・技術に対する姿勢やコ
ミュニケーション、人材育成などさまざまなアイディアや意見が飛び交った

4会社を支えるバックオフィスのメンバーも充実している九洲日東。生き生き働
く女性メンバーのチームワークは会社の強みと話す榎さん

1基礎工事の現場はダイナミックだ。オーガスクリューで掘削する穴は、数メート
ルから50メートルを超えるという

3業界一筋の叩き上げと異業種からの人材が融合しているからこそ、九洲日東
はチャレンジを続けられるのだという。写真は経営陣の4人。

【プロフィール】
大阪府生まれ。建設関連企業等で経験を積
んだ後、父の敏男さんが故郷の福岡で創業
した九洲日東㈱に入社。1993年には先代
の跡を継ぎ、代表取締役社長に就任した。

独自工法で事業開拓した草創期を越え
建設業界における課題解決に挑戦
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令和４年度事業計画

令和４年度のポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

商工業の改善・発達
と福岡の発展

当所の理念
3年間の基本指針

・事業にチャレンジする
商工業者

・アジアの交流拠点とし
て活力あふれる福岡

・商工業者や地域から信
頼される商工会議所

当所の長期ビジョン

■図1　中期方針（令和3年度～令和5年度）の体系

事
業
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
商
工
業
者

ウィズコロナのもと、地域経済の回復に向け機動的に活動する
～中小企業の生産性向上支援、地域の活力創出で、中小企業と地域の元気を取り戻す～

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続、成長への後押し
〔活動の方向性〕

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

1．経営力強化
　経営革新や業態転換に取り組む際の計画策定や、補助金
を活用して生産性や付加価値向上に挑戦する中小企業・小
規模事業者を伴走型のきめ細かな経営支援により後押し。
　またインボイスなど法改正への対応については、デジタル
ツールの導入もあわせて支援。取引価格の適正化等を通じ
た付加価値向上や体質強化を促進。
【主な活動】
 ・インボイス制度への対応支援[強化]
 ・企業サイクルに合わせた経営支援
 ・経営革新計画策定支援
 ・事業継続計画（BCP）策定支援
 ・中小企業の取引に関する実態調査
「パートナーシップ構築宣言」の普及・周知[新規]　など

2．デジタル化の促進
　セミナー開催や個別相談による情報提供、補助金活用支
援、会員向けデジタルツール優待サービスの展開等により、
中小企業のデジタル実装を促進。
【主な活動】
 ・FUKUSHO　DIGITAL EXPO開催
（事例紹介、国・行政等の施策普及）[新規]
 ・専門家を活用したデジタルツール導入支援[強化]
 ・会員向けデジタルツール優待サービス提供[強化]　など

３．事業承継
　経営相談窓口や巡回等を通じて支援者を掘り起こすとともに、
福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携して計画策定や専
門家派遣、事後フォローを行い、円滑な事業承継を支援。
【主な活動】
・事業承継セミナー開催
・専門家派遣、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと
連携したマッチング支援　など

４．事業の継続
　コロナ禍の長期化で深刻な影響を受けている中小企業・小規
模事業者の事業継続、雇用維持に向けた取り組みをサポート。
【主な活動】
・新型コロナに関する経営支援
（資金繰り・補助金相談対応）
・福岡外食応援団
「GOOD UP FUKUOKA」　など

５．人材確保
　恒常的な人手不足の解消に向け、人材確保を支援するとと
もに、働き方改革関連法への対応策等について情報を提供。
【主な活動】
・オンライン会社合同説明会
・学校と企業との就職情報交換会
・採用力向上・人材育成定着セミナー
・高校生等を対象としたキャリア教育受け入れ支援　など

 

６．人材育成
　実務研修講座で、生産性向上やデジタル人材の育成に資
するカリキュラムを強化。また、社会課題を題材としたリカ
レント講座を強化し、企業に必要とされる人材を育成。
【主な活動】
・生産性向上やデジタル活用に資する実務研修講座の
企画・運営[強化] 

・ＤＸやＳＤＧｓをテーマとしたリカレント教育講座実施[強化]
・簿記検定をはじめとする各種検定試験の実施　など▲FUKUSHO DIGITAL EXPOの展示会ブース

▲高校生向けキャリア教育受け入れ支援事業「locus」
▲FUKUSHO　DIGITAL EXPOでのセミナー

①デジタル化の推進
中小企業のデジタル化対応への支援を強化し、中小企業
の生産性向上を後押しします。

②地域活性の取組み
コロナ禍で特に人流の抑制の影響を受けた観光関連産業
への支援や地域の賑わい創出を図ります。

　このほか、昨年来からの資源価格の高騰や円安基調に加
え、ロシアのウクライナ侵攻による世界経済の混乱が、企
業収益の圧迫や消費マインドの悪化などをもたらすことも懸
念されています。コロナ禍から再起を図ろうとする中小企業
の支援について、全力で取り組んでまいります。

　3月24日の議員総会において、令和4年度の事業計画が承認されました。
　令和４年度は、活動方針を「ウィズコロナのもと、地域経済の回復に向け機動的に活動する」とし、感染防止と経済活動を両
立させ、ウィズコロナでの経済活動を前提に、「中小企業の生産性向上支援、地域の活力創出で、中小企業と地域の元気を取り
戻す」ための事業に取り組んでまいります。
　令和4年度も、会員企業や地域の期待に応えるべく、会員の皆様の声に耳を傾け、経営者に寄り添った伴走支援や地域経済
の活性化に資する事業に取り組み、当所の理念である「商工業の改善・発達と福岡の発展」の実現に向け邁進してまいります。

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続・成長への後押し

〔活動の方向性〕
国内外からひと・モノ・カネ・情報の集積を進め活発なビジネス交流を後押しする。
アジアに近い地理的優位性を活かし、国内外から集客し、活力を創出する。
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Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進

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

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造
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〔活動の方向性〕
ひと・モノ・カネ・情報などの運営基盤の強化により、サービスの質をさらに高め、
変化に的確に対応する。

Ⅳ. 組織の体制強化

特 集
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令和４年度事業計画

令和４年度のポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

商工業の改善・発達
と福岡の発展

当所の理念
3年間の基本指針

・事業にチャレンジする
商工業者

・アジアの交流拠点とし
て活力あふれる福岡

・商工業者や地域から信
頼される商工会議所

当所の長期ビジョン

■図1　中期方針（令和3年度～令和5年度）の体系

事
業
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
商
工
業
者

ウィズコロナのもと、地域経済の回復に向け機動的に活動する
～中小企業の生産性向上支援、地域の活力創出で、中小企業と地域の元気を取り戻す～

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続、成長への後押し
〔活動の方向性〕

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

1．経営力強化
　経営革新や業態転換に取り組む際の計画策定や、補助金
を活用して生産性や付加価値向上に挑戦する中小企業・小
規模事業者を伴走型のきめ細かな経営支援により後押し。
　またインボイスなど法改正への対応については、デジタル
ツールの導入もあわせて支援。取引価格の適正化等を通じ
た付加価値向上や体質強化を促進。
【主な活動】
 ・インボイス制度への対応支援[強化]
 ・企業サイクルに合わせた経営支援
 ・経営革新計画策定支援
 ・事業継続計画（BCP）策定支援
 ・中小企業の取引に関する実態調査
「パートナーシップ構築宣言」の普及・周知[新規]　など

2．デジタル化の促進
　セミナー開催や個別相談による情報提供、補助金活用支
援、会員向けデジタルツール優待サービスの展開等により、
中小企業のデジタル実装を促進。
【主な活動】
 ・FUKUSHO　DIGITAL EXPO開催
（事例紹介、国・行政等の施策普及）[新規]
 ・専門家を活用したデジタルツール導入支援[強化]
 ・会員向けデジタルツール優待サービス提供[強化]　など

３．事業承継
　経営相談窓口や巡回等を通じて支援者を掘り起こすとともに、
福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携して計画策定や専
門家派遣、事後フォローを行い、円滑な事業承継を支援。
【主な活動】
・事業承継セミナー開催
・専門家派遣、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと
連携したマッチング支援　など

４．事業の継続
　コロナ禍の長期化で深刻な影響を受けている中小企業・小規
模事業者の事業継続、雇用維持に向けた取り組みをサポート。
【主な活動】
・新型コロナに関する経営支援
（資金繰り・補助金相談対応）
・福岡外食応援団
「GOOD UP FUKUOKA」　など

５．人材確保
　恒常的な人手不足の解消に向け、人材確保を支援するとと
もに、働き方改革関連法への対応策等について情報を提供。
【主な活動】
・オンライン会社合同説明会
・学校と企業との就職情報交換会
・採用力向上・人材育成定着セミナー
・高校生等を対象としたキャリア教育受け入れ支援　など

 

６．人材育成
　実務研修講座で、生産性向上やデジタル人材の育成に資
するカリキュラムを強化。また、社会課題を題材としたリカ
レント講座を強化し、企業に必要とされる人材を育成。
【主な活動】
・生産性向上やデジタル活用に資する実務研修講座の
企画・運営[強化] 

・ＤＸやＳＤＧｓをテーマとしたリカレント教育講座実施[強化]
・簿記検定をはじめとする各種検定試験の実施　など▲FUKUSHO DIGITAL EXPOの展示会ブース

▲高校生向けキャリア教育受け入れ支援事業「locus」
▲FUKUSHO　DIGITAL EXPOでのセミナー

①デジタル化の推進
中小企業のデジタル化対応への支援を強化し、中小企業
の生産性向上を後押しします。

②地域活性の取組み
コロナ禍で特に人流の抑制の影響を受けた観光関連産業
への支援や地域の賑わい創出を図ります。

　このほか、昨年来からの資源価格の高騰や円安基調に加
え、ロシアのウクライナ侵攻による世界経済の混乱が、企
業収益の圧迫や消費マインドの悪化などをもたらすことも懸
念されています。コロナ禍から再起を図ろうとする中小企業
の支援について、全力で取り組んでまいります。

　3月24日の議員総会において、令和4年度の事業計画が承認されました。
　令和４年度は、活動方針を「ウィズコロナのもと、地域経済の回復に向け機動的に活動する」とし、感染防止と経済活動を両
立させ、ウィズコロナでの経済活動を前提に、「中小企業の生産性向上支援、地域の活力創出で、中小企業と地域の元気を取り
戻す」ための事業に取り組んでまいります。
　令和4年度も、会員企業や地域の期待に応えるべく、会員の皆様の声に耳を傾け、経営者に寄り添った伴走支援や地域経済
の活性化に資する事業に取り組み、当所の理念である「商工業の改善・発達と福岡の発展」の実現に向け邁進してまいります。

Ⅰ. 環境変化に適応した事業の維持・継続・成長への後押し

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

ア
ジ
ア
の
交
流
拠
点

と
し
て
活
力

あ
ふ
れ
る
福
岡

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進

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

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造
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〔活動の方向性〕
ひと・モノ・カネ・情報などの運営基盤の強化により、サービスの質をさらに高め、
変化に的確に対応する。

Ⅳ. 組織の体制強化

特 集
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①部会・委員会活動の活性化
②事務局の体制強化（資質向上、会員基盤の強化、税務相談所との統合による事業者支援体制の強化[強化]等）
③デジタル化の推進
④外部との連携強化　など
今後も会員の皆様の声に耳を傾け、経営者の皆様に寄り添った伴走型の支援を実施してまいります。
※当所ホームページに事業計画の詳細を掲載しています。

３．ビジネス交流
　多様な交流機会の提供により、ビジネスの拡大・交流を
後押し。
【主な活動】
・部会交流会
・各種会員交流会
・支店長会
・福商ビジネス倶楽部　など

４．海外展開
　「福岡ワンストップ海外展開推進協議会」を活用し現地情
報の収集や商談機会の提供などを支援。
【主な活動】
・海外展開ワンストップ相談窓口
・情報提供セミナー、商談会　など

５．魅力あるまちづくり
　福岡市の都市インフラ整備や魅力発信等について市政へ
の提言・要望活動を実施。
【主な活動】
・市政への提言要望　など

Ⅳ. 組織の体制強化
〔活動の方向性〕

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

１．新たな販路の拡大
　商談会の開催や催事への出店支援、テストマーケティン
グの機会提供を通じ、新たな販路拡大支援を強化。
【主な活動】
・博多うまかもん市
・百貨店と連携したオンライン販売・
ギフトカタログ企画商品開発支援

・個別商談会
・福商クラウドファンディング事業
・Food EXPO Kyushu　など

２．新たな価値の創出
　イノベーションセミナーの動画配信、既
存企業とベンチャー企業とのマッチング機
会提供などによる新たな価値の創出支援に
より、持続的な発展を後押し。
【主な活動】
・ベンチャー企業とのマッチング支援
・イノベーション推進動画配信　など

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造
〔活動の方向性〕

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

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進
〔活動の方向性〕

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

３．SDGs、環境問題などへの対応
　SDGsやグリーン成長戦略、カーボンニュートラルへの対
応に関するセミナーなど情報提供を行い、持続可能な経営
への進化、取引機会の拡大を後押し。
【主な活動】
・SDGs取り組み企業発掘[新規]
・関連施策など最新情報の提供　など

１．交流人口拡大
　オンラインを活用した国内・近隣観光に関する商談会を
拡充。また、ウィズ・アフターコロナを見据え、観光商品・
サービスの改善や新開発に挑戦する観光関連事業者を支援。
　【主な活動】
・観光アドバイザー相談会[新規] 
・観光商談会[強化] 
・バイヤー向けオンライン観光ツアー
・博多どんたく港まつり
・伝統芸能振興　など

２．地域の活力創出
　プレミアム付き地域商品券発行をはじめとした地域の活力
創出に向けた支援を実施。
【主な活動】
・プレミアム付き地域商品券発行
・商店街振興事業　など

▲博多どんたく港まつり

▲福商クラウドファンディング
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▲観光商談会

▲イノベーション推進動画

▲福岡市政への提言要望

▲会員交流会

▲博多うまかもん市

　令和４年４月１日、福岡商工会議所と福岡税務相談所は組織統合いたしました。
　中小企業・小規模事業者へ総合的な経営支援を行う「福岡商工会議所」と、個人事業者を対象に継続的な記帳指導や税務相談
事業を行う「福岡税務相談所」との統合により、経営支援力の一層の強化と会員サービス事業の拡充を図ります。
　なお、旧福岡税務相談所の事務所所在地・連絡先に変更はありません。
※ご注意：当面の間、旧福岡税務相談所の支所では、福岡商工会議所の経営相談業務や事業・サービス等の提供、申込受付等は承ることができかねますので、何
卒ご了承くださいますようお願いいたします。
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①部会・委員会活動の活性化
②事務局の体制強化（資質向上、会員基盤の強化、税務相談所との統合による事業者支援体制の強化[強化]等）
③デジタル化の推進
④外部との連携強化　など
今後も会員の皆様の声に耳を傾け、経営者の皆様に寄り添った伴走型の支援を実施してまいります。
※当所ホームページに事業計画の詳細を掲載しています。

３．ビジネス交流
　多様な交流機会の提供により、ビジネスの拡大・交流を
後押し。
【主な活動】
・部会交流会
・各種会員交流会
・支店長会
・福商ビジネス倶楽部　など

４．海外展開
　「福岡ワンストップ海外展開推進協議会」を活用し現地情
報の収集や商談機会の提供などを支援。
【主な活動】
・海外展開ワンストップ相談窓口
・情報提供セミナー、商談会　など

５．魅力あるまちづくり
　福岡市の都市インフラ整備や魅力発信等について市政へ
の提言・要望活動を実施。
【主な活動】
・市政への提言要望　など

Ⅳ. 組織の体制強化
〔活動の方向性〕

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

１．新たな販路の拡大
　商談会の開催や催事への出店支援、テストマーケティン
グの機会提供を通じ、新たな販路拡大支援を強化。
【主な活動】
・博多うまかもん市
・百貨店と連携したオンライン販売・
ギフトカタログ企画商品開発支援

・個別商談会
・福商クラウドファンディング事業
・Food EXPO Kyushu　など

２．新たな価値の創出
　イノベーションセミナーの動画配信、既
存企業とベンチャー企業とのマッチング機
会提供などによる新たな価値の創出支援に
より、持続的な発展を後押し。
【主な活動】
・ベンチャー企業とのマッチング支援
・イノベーション推進動画配信　など

Ⅱ. 新たな価値・ビジネスの創造
〔活動の方向性〕

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

Ⅲ. 多くのひと・事業者の交流促進
〔活動の方向性〕

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

３．SDGs、環境問題などへの対応
　SDGsやグリーン成長戦略、カーボンニュートラルへの対
応に関するセミナーなど情報提供を行い、持続可能な経営
への進化、取引機会の拡大を後押し。
【主な活動】
・SDGs取り組み企業発掘[新規]
・関連施策など最新情報の提供　など

１．交流人口拡大
　オンラインを活用した国内・近隣観光に関する商談会を
拡充。また、ウィズ・アフターコロナを見据え、観光商品・
サービスの改善や新開発に挑戦する観光関連事業者を支援。
　【主な活動】
・観光アドバイザー相談会[新規] 
・観光商談会[強化] 
・バイヤー向けオンライン観光ツアー
・博多どんたく港まつり
・伝統芸能振興　など

２．地域の活力創出
　プレミアム付き地域商品券発行をはじめとした地域の活力
創出に向けた支援を実施。
【主な活動】
・プレミアム付き地域商品券発行
・商店街振興事業　など

▲博多どんたく港まつり

▲福商クラウドファンディング
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福岡商工会議所

▲観光商談会

▲イノベーション推進動画

▲福岡市政への提言要望

▲会員交流会

▲博多うまかもん市

　令和４年４月１日、福岡商工会議所と福岡税務相談所は組織統合いたしました。
　中小企業・小規模事業者へ総合的な経営支援を行う「福岡商工会議所」と、個人事業者を対象に継続的な記帳指導や税務相談
事業を行う「福岡税務相談所」との統合により、経営支援力の一層の強化と会員サービス事業の拡充を図ります。
　なお、旧福岡税務相談所の事務所所在地・連絡先に変更はありません。
※ご注意：当面の間、旧福岡税務相談所の支所では、福岡商工会議所の経営相談業務や事業・サービス等の提供、申込受付等は承ることができかねますので、何
卒ご了承くださいますようお願いいたします。
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同協議会
092-441-1221

同協議会
092-441-1234

同センター
092-441-6922
同相談窓口担当
092-441-1119

スタートアップカフェ
080-3940-9455
同相談窓口担当
092-441-1245

＊１…従業員雇用・労務管理などの問題に対応する窓口です（従業員個人の相談は対象外となりますのでご注意ください）
＊2…福岡県中小企業再生支援協議会と福岡県経営改善支援センターが統合し、４月１日より名称変更。
※開設日は変更になる場合がございます。
※オンライン相談をご希望の方は右記QRコードからお申込みください。　　

ご相談の内容 ご相談担当者 開設日 場所 予約電話番号
お問い合わせ

開設時間
（休憩12：00～13：00）月 火 水 木 金

（R4.3.25現在）

福岡商工会議所の 秘密
厳守

事前
予約制

オンライン
相談可能

相談窓口のご利用の
前にチェック！

原則として、福岡市内で事業を行っている方、創業を予定されている方であれば、法人・個人事業主を問わず
ご利用いただけます。
相談に関する資料などございましたら、可能な限りご用意ください。

まずは、相談したい

公的融資、補助金、
経営全般 当所経営指導員 9：00～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

17：00～20：00

中小企業診断士

経営コンサルタント

中小企業診断士

経営コンサルタント

中小企業診断士等

税　理　士

社会保険労務士

キャリアコンサルタント

弁　護　士

ITインストラクター

経営戦略、
マネジメント・事業承継

資金繰り、収益改善

経営(創業、経営革新等)

販路開拓・拡大

経営安定（倒産防止）

税務・財務

人材採用・定着

法律（事業に関する相談）

IT活用

Web・SNS集客、
SEO対策

収益力改善、事業再生

経営改善計画、
早期経営改善計画

海外展開

リスクマネジメント

暴排相談窓口

事業承継
（M&A、親族承継、従業員承継など）

雇用・労務＊１

経営力強化 特別相談

課題別 専門相談

当所専門機関による相談

SEO・SEMコンサルタント
ITコンサルティング

福岡県中小企業＊2
活性化協議会

暴力団など、反社会的勢力とのトラブルについて、
初期対応の方法などのご相談に応じます。

福岡県事業承継・
引継ぎ支援センター

ワンストップ海外展開
相談窓口

リスクマネジメント
専門家

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

当所

２階

当所
９階
当所
７階
当所
８階
当所
６階

当所
６階

経営相談部
地域支援第一グループ
092-441-2161
(東・博多・南区)

地域支援第二グループ
092-441-2162
(中央・城南・早良・西区)

第2月曜は
10：00～16：00（ ）

第４木曜は
9：00～17：00（ ）

第３月曜は
10：00～16：00（ ）

スタート
アップ
カフェ

第２・４

第１・３

第４

第４

第３

第３

第２

毎月1回（不定期）

無料経営相談窓口

第３

オンライン
相談申込▶

相談窓口
ホームページ▶

【国】
事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援。 
■対象：①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象になり得

ます。 
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の
減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること。
②上記①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月
の売上が、 基準期間の同月と比べて50%以上又は30%
以上50%未満減少していること。 

＜対象月＞令和3年11月～令和4年3月のいずれかの月
＜基準月＞平成30年11月～令和3年3月の間の任意の月 
　　　　  ※「福岡県感染拡大防止協力金」の受給者も給付申請がで

きます。
■締切：令和4年5月31日（火）

事業復活支援金事務局
申請者専用相談窓口
TEL 0120-789-140
（8:30～19:00）
※土日、祝日含む全日対応

＜旧福岡税務相談所会員の方＞
福岡商工会議所 税務相談所
TEL 092-431-0891

＜それ以外の方＞
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】
感染防止
認証制度

国は、まん延防止等重点措置や県独自の時短要請の際に、認証マー
クを酒類の提供等の条件とすることとしています。 また、福岡県感染
防止認証制度の認証店に対し、継続して感染防止対策に取り組んで
いただくための支援金の申請を、【令和3年10月22日（金）】から開
始しています。認証店には、郵送される認証書に申請案内を同封し
ています。

認証制度コールセンター
TEL 0120-236-630 
（受付時間:平日10:00～17:00）

【県】
経営革新
推進補助金

新商品開発や新サービスの提供など、コロナ後を見据えた新しいビ
ジネスに取り組む「経営革新計画」を新たに作成し、承認を受けた事
業者に対して、「新事業活動」に必要な経費を補助。
■補助率：1／2以内 
■補助額：上限50万円 

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】
新需要獲得
のための
技術・製品開発
支援補助金

ウィズコロナで生じた需要やポストコロナで成長が見込まれる分野
（デジタル、グリーン分野等）への早期参入を目指し、新製品・新技
術の開発に取り組む中小企業者に対し、経費の一部を支援。 
■補助率：1／2以内 
■補助額：500万円以内 
■締切：【2次募集】令和4年2月18日（金）～5月12日（木）17時

福岡県 商工部
中小企業技術振興課 
TEL 092-643-3433

【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６月30日（木）

申請サポートセンター
TEL 092-600-4928

補助金名 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。（R4.3.25現在）
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国は、まん延防止等重点措置や県独自の時短要請の際に、認証マー
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のための
技術・製品開発
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ウィズコロナで生じた需要やポストコロナで成長が見込まれる分野
（デジタル、グリーン分野等）への早期参入を目指し、新製品・新技
術の開発に取り組む中小企業者に対し、経費の一部を支援。 
■補助率：1／2以内 
■補助額：500万円以内 
■締切：【2次募集】令和4年2月18日（金）～5月12日（木）17時

福岡県 商工部
中小企業技術振興課 
TEL 092-643-3433

【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
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■対象：全ての業種の事業主 
■締切：令和４年６月30日（木）

申請サポートセンター
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補助金名 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。（R4.3.25現在）
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3/15ビジクラ

箱崎縞について説明する尾畑氏

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部3月例会

３/１１セミナー

法改正に伴うデジタル化対応について説明を聞く参加者

●デジタル化推進グループ　TEL 092-441-1121

ドコモショップを活用した商店街
のデジタル化支援セミナー
当所は3月11日、昨年12月に覚書を締

結した㈱NTTドコモ九州支社との連携事

業としてドコモショップを活用したデジタル

化支援セミナーを開催。今回は、六本松

商店連合会に所属する店舗・事業者を対

象とした勉強会をドコモショップ六本松店

で開催し、12名が参加した。

勉強会では、改正電帳法やインボイス制

度への対応を見据えた業務改善、デジタル

化等について説明。参加者からは、「インボ

イスについて不安があったがセミナーで解消

することができた」などという声があった。

3/8～11商談会

自社商品をPRする出展企業

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

FOODEX JAPAN 2022
当所は3月8日～11日の4日間、幕張

メッセで開催された「FOODEX JAPAN 

2022第47回国際食品・飲料展」に会議

所ブースとして出展し、県内企業11社の

海外販路拡大を支援した。

FOODEX JAPANは、2022年で47回目

を迎えるアジア最大級の食品・飲料総合

展示会で、出展者・来場者双方のビジネ

ス拡大に絶好の場となっている。

今回は海外バイヤーが来日できないた

め、国内商社を通じた商談が中心に販路

拡大につながる商談が行われた。

3/1部　会

最近の北部情勢について説明を聞く受講者

●経理・財務グループ　TEL 092-441-1115

理財部会 講演会
当所理財部会（部会長＝久木元孝行・

㈱キューコーリース 代表取締役社長）は

３月１日、財務省 福岡財務支局 支局長 

谷口眞司氏を講師に招き、「最近の経済

情勢等について」をテーマにオンライン

で講演会を開催し、45名が参加した。

谷口氏からは、最近の北部九州の経

済情勢や、コロナを乗り越え力強い経

済回復を後押しするための金融行政の取

り組みなどについて分かりやすく説明され

た。参加者からは、「国の財政収支など

についてよく理解できた」などの声が聞か

れた。

3/1部　会

カーボンニュートラル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

福商・エネルギー問題セミナー
当所エネルギー部会（部会長＝増田石

油 ㈱代表取締役社長 増田成泰）は3月1

日、国際大学副学長・大学院国際経営

学研究科教授 橘川武郎氏を講師に招き、

「カーボンニュートラルへの日本の道」を

テーマにハイブリッド形式で講演会を開催

し、38名が参加した。

参加者からは「自社におけるカーボン

ニュートラルへの今後の取り組みの参考に

なった」などの声があった。
※講演のアーカイブ動画を当所Youtubeチャンネルにて配
信中！ぜひご覧ください！

２/13、2/27、３/６、３/13起業塾

意見交換をおこなう受講生たち

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

令和３年度女性起業塾
当所は2月13日、27日、3月6日、13

日の4日間にわたり、1年以内に起業を目

指している方、起業間もない方等を対象

に、女性起業塾をオンラインで開催し、

24名が参加した。期間中は、創業に必要

な基礎知識や様々な起業・開業のノウハ

ウを専門家がわかりやすく解説し、事業

の具体化に向けた指導を行った。最終日

には参加者による事業計画のプレゼン

テーションを行った。塾終了後も、ビジネ

スプランのブラッシュアップから事業の実

現まで事業者の課題に応じ、継続的に支

援をおこなっていく。

３/３部　会

自社のDXの取り組みについて説明する講師

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

小売商業部会 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3

月3日、㈱トライアルホールディングス・

代表取締役社長の亀田晃一氏を講師に迎

え、「縦のDXから横のDXへ トライアルグ

ループが見据える小売の未来像」をテーマ

に講演会を開催し、34名が来場、130名

がオンラインで視聴した。

受講者からは「他社、他業種との連携

で新しい価値を生み出す企業姿勢が印象

的だった」、「店舗機能がメディア化してい

くという内容が参考になった」などの声が

あった。

3/4海外交流

ヴー・ビン総領事と谷川会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

在福岡ベトナム社会主義共和国
総領事訪問
九州商工会議所連合会 谷川浩道会長

（福商会頭）は3月4日、在福岡ベトナム

社会主義共和国総領事館の総領事ヴー・

ビン氏の訪問を受けた。

ヴー総領事は「ベトナムと九州の貿易総

額は年々増加しており、九州は重要な地

域と認識している。経済交流イベントなど

の開催を通じて、両国関係の更なる発展

に尽力していきたい」と語った。

また、谷川会長は「九州経済界もベトナ

ムに非常に期待している。今後も、経済

的な結びつきを深めていきたい」と応えた。

3/2部　会

コロナ感染の実際とこれからについて説明する藻谷氏

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

運輸・港湾・貿易部会×観光・
飲食部会 合同部会講演会
当所運輸・港湾・貿易部会（部会長＝

中園政直・博多港ふ頭㈱ 代表取締役社

長）と観光・飲食部会（部会長＝粥川昌

洋・㈱極東フーズコーポレーション 代表

取締役社長）は3月2日、㈱日本総合研

究所 主席研究員 藻谷浩介氏を講師に招

き、ハイブリッド形式にて「ポストコロナ

時代に挑む！～ヒトの流れが創る地域の活

力～」をテーマに合同講演会を開催。延

べ152名が参加した。

参加者からは、「物事を分析する視点が

参考になった」などの声があった。

３/１７部　会

講演される副島課長

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

卸売商業部会 講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣

夫・㈱お花の太陽 代表取締役社長）は３

月17日、「SDGsの目標達成に必要なもの

とは 企業の持続可能な未来と健康経営」

をテーマに部会講演会をハイブリットで開

催し、43名が参加した。

当日は、既に健康経営に取り組んでい

る㈱グリーンクロス 久保孝二社長からの

事例紹介とアクサ生命保険㈱ 副島るみ子

課長による講演の二部構成で開催され

た。参加者からは、「健康経営の必要性

が深まり、更に身近に感じた」などの声

が聞かれた。

3/22委員会

熱心に講演に耳を傾ける参加者

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光委員会 講演会
当所観光委員会（委員長＝髙栁健二・

㈱ホテルオークラ福岡 代表取締役社長 

総支配人）は３月22日、北九州市企画調

整局 SDGｓ推進室 室長 上田ゆかり氏を

講師に迎え、『SDGｓ未来都市・北九州

市の取組みについて』をテーマに講演会

を開催し、24名が来場、22名がオンラ

インで視聴した。

SDGｓのトップランナーとして全国の都

市をリードする北九州市の先進的な事例

をはじめ、講師の実体験に基づく今後の

取り組みや熱い思いを語っていただいた。

常議員会、議員総会

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

第630回常議員会・
第233回議員総会
当所は３月24日、第630回常議員会、

第233回議員総会を開催。

第630回常議員会では、役員・議員

表彰規則による表彰、諸規程の改正等に

ついて審議し、原案通り承認された。ま

た、２号議員の選任結果、経営発達支援

計画の認定等について報告を行った。

第233回議員総会では、常議員の選

任、令和４年度事業計画、令和４年度収

支予算について審議し、原案通り承認さ

れた。また、議事に先立ち、福商永年勤

続議員表彰が執り行われた。

◇常議員の選任

　讃井 勝彦氏
　（㈱サヌイ織物　代表取締役社長）

◇２号議員の選任

　桜十字グループ
　（職務執行者：常務取締役　梶 正登 氏）

◆福商永年勤続議員表彰（25年）

　藤井 春奈子氏
　（㈱嵯峨野　代表取締役社長）

3/24

当所福商ビジネス倶楽部は３月18日、

2月例会『あなたは「福岡の伝統工芸」を

知っていますか？“博多の伝統工芸”博多

織を知りつくし、“幻の織物”箱崎縞を復活

させた男』をハイブリッド形式で開催し、

18名が参加した。 

例会では、香蘭女子短期大学准教授の

尾畑圭祐氏により、太平洋戦争中に製造

の途絶えた箱崎縞について講義が行われ

た。参加者からは「箱崎縞を復活させる

に至った経緯を知ることができ、大変勉

強になった」などの声があった。
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3/15ビジクラ

箱崎縞について説明する尾畑氏

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

福商ビジネス倶楽部3月例会

３/１１セミナー

法改正に伴うデジタル化対応について説明を聞く参加者

●デジタル化推進グループ　TEL 092-441-1121

ドコモショップを活用した商店街
のデジタル化支援セミナー
当所は3月11日、昨年12月に覚書を締

結した㈱NTTドコモ九州支社との連携事

業としてドコモショップを活用したデジタル

化支援セミナーを開催。今回は、六本松

商店連合会に所属する店舗・事業者を対

象とした勉強会をドコモショップ六本松店

で開催し、12名が参加した。

勉強会では、改正電帳法やインボイス制

度への対応を見据えた業務改善、デジタル

化等について説明。参加者からは、「インボ

イスについて不安があったがセミナーで解消

することができた」などという声があった。

3/8～11商談会

自社商品をPRする出展企業

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

FOODEX JAPAN 2022
当所は3月8日～11日の4日間、幕張

メッセで開催された「FOODEX JAPAN 

2022第47回国際食品・飲料展」に会議

所ブースとして出展し、県内企業11社の

海外販路拡大を支援した。

FOODEX JAPANは、2022年で47回目

を迎えるアジア最大級の食品・飲料総合

展示会で、出展者・来場者双方のビジネ

ス拡大に絶好の場となっている。

今回は海外バイヤーが来日できないた

め、国内商社を通じた商談が中心に販路

拡大につながる商談が行われた。

3/1部　会

最近の北部情勢について説明を聞く受講者

●経理・財務グループ　TEL 092-441-1115

理財部会 講演会
当所理財部会（部会長＝久木元孝行・

㈱キューコーリース 代表取締役社長）は

３月１日、財務省 福岡財務支局 支局長 

谷口眞司氏を講師に招き、「最近の経済

情勢等について」をテーマにオンライン

で講演会を開催し、45名が参加した。

谷口氏からは、最近の北部九州の経

済情勢や、コロナを乗り越え力強い経

済回復を後押しするための金融行政の取

り組みなどについて分かりやすく説明され

た。参加者からは、「国の財政収支など

についてよく理解できた」などの声が聞か

れた。

3/1部　会

カーボンニュートラル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

福商・エネルギー問題セミナー
当所エネルギー部会（部会長＝増田石

油 ㈱代表取締役社長 増田成泰）は3月1

日、国際大学副学長・大学院国際経営

学研究科教授 橘川武郎氏を講師に招き、

「カーボンニュートラルへの日本の道」を

テーマにハイブリッド形式で講演会を開催

し、38名が参加した。

参加者からは「自社におけるカーボン

ニュートラルへの今後の取り組みの参考に

なった」などの声があった。
※講演のアーカイブ動画を当所Youtubeチャンネルにて配
信中！ぜひご覧ください！

２/13、2/27、３/６、３/13起業塾

意見交換をおこなう受講生たち

●経営支援グループ　TEL 092-441-1146

令和３年度女性起業塾
当所は2月13日、27日、3月6日、13

日の4日間にわたり、1年以内に起業を目

指している方、起業間もない方等を対象

に、女性起業塾をオンラインで開催し、

24名が参加した。期間中は、創業に必要

な基礎知識や様々な起業・開業のノウハ

ウを専門家がわかりやすく解説し、事業

の具体化に向けた指導を行った。最終日

には参加者による事業計画のプレゼン

テーションを行った。塾終了後も、ビジネ

スプランのブラッシュアップから事業の実

現まで事業者の課題に応じ、継続的に支

援をおこなっていく。

３/３部　会

自社のDXの取り組みについて説明する講師

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

小売商業部会 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3

月3日、㈱トライアルホールディングス・

代表取締役社長の亀田晃一氏を講師に迎

え、「縦のDXから横のDXへ トライアルグ

ループが見据える小売の未来像」をテーマ

に講演会を開催し、34名が来場、130名

がオンラインで視聴した。

受講者からは「他社、他業種との連携

で新しい価値を生み出す企業姿勢が印象

的だった」、「店舗機能がメディア化してい

くという内容が参考になった」などの声が

あった。

3/4海外交流

ヴー・ビン総領事と谷川会長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

在福岡ベトナム社会主義共和国
総領事訪問
九州商工会議所連合会 谷川浩道会長

（福商会頭）は3月4日、在福岡ベトナム

社会主義共和国総領事館の総領事ヴー・

ビン氏の訪問を受けた。

ヴー総領事は「ベトナムと九州の貿易総

額は年々増加しており、九州は重要な地

域と認識している。経済交流イベントなど

の開催を通じて、両国関係の更なる発展

に尽力していきたい」と語った。

また、谷川会長は「九州経済界もベトナ

ムに非常に期待している。今後も、経済

的な結びつきを深めていきたい」と応えた。

3/2部　会

コロナ感染の実際とこれからについて説明する藻谷氏

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

運輸・港湾・貿易部会×観光・
飲食部会 合同部会講演会
当所運輸・港湾・貿易部会（部会長＝

中園政直・博多港ふ頭㈱ 代表取締役社

長）と観光・飲食部会（部会長＝粥川昌

洋・㈱極東フーズコーポレーション 代表

取締役社長）は3月2日、㈱日本総合研

究所 主席研究員 藻谷浩介氏を講師に招

き、ハイブリッド形式にて「ポストコロナ

時代に挑む！～ヒトの流れが創る地域の活

力～」をテーマに合同講演会を開催。延

べ152名が参加した。

参加者からは、「物事を分析する視点が

参考になった」などの声があった。

３/１７部　会

講演される副島課長

●商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

卸売商業部会 講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣

夫・㈱お花の太陽 代表取締役社長）は３

月17日、「SDGsの目標達成に必要なもの

とは 企業の持続可能な未来と健康経営」

をテーマに部会講演会をハイブリットで開

催し、43名が参加した。

当日は、既に健康経営に取り組んでい

る㈱グリーンクロス 久保孝二社長からの

事例紹介とアクサ生命保険㈱ 副島るみ子

課長による講演の二部構成で開催され

た。参加者からは、「健康経営の必要性

が深まり、更に身近に感じた」などの声

が聞かれた。

3/22委員会

熱心に講演に耳を傾ける参加者

●地域振興グループ　TEL 092-441-1118

観光委員会 講演会
当所観光委員会（委員長＝髙栁健二・
㈱ホテルオークラ福岡 代表取締役社長 

総支配人）は３月22日、北九州市企画調

整局 SDGｓ推進室 室長 上田ゆかり氏を

講師に迎え、『SDGｓ未来都市・北九州

市の取組みについて』をテーマに講演会

を開催し、24名が来場、22名がオンラ

インで視聴した。

SDGｓのトップランナーとして全国の都

市をリードする北九州市の先進的な事例

をはじめ、講師の実体験に基づく今後の

取り組みや熱い思いを語っていただいた。

常議員会、議員総会

●総務・人事グループ　TEL 092-441-1110

第630回常議員会・
第233回議員総会
当所は３月24日、第630回常議員会、

第233回議員総会を開催。

第630回常議員会では、役員・議員

表彰規則による表彰、諸規程の改正等に

ついて審議し、原案通り承認された。ま

た、２号議員の選任結果、経営発達支援

計画の認定等について報告を行った。

第233回議員総会では、常議員の選

任、令和４年度事業計画、令和４年度収

支予算について審議し、原案通り承認さ

れた。また、議事に先立ち、福商永年勤

続議員表彰が執り行われた。

◇常議員の選任

　讃井 勝彦氏
　（㈱サヌイ織物　代表取締役社長）

◇２号議員の選任

　桜十字グループ
　（職務執行者：常務取締役　梶 正登 氏）

◆福商永年勤続議員表彰（25年）

　藤井 春奈子氏
　（㈱嵯峨野　代表取締役社長）

3/24

当所福商ビジネス倶楽部は３月18日、

2月例会『あなたは「福岡の伝統工芸」を

知っていますか？“博多の伝統工芸”博多

織を知りつくし、“幻の織物”箱崎縞を復活

させた男』をハイブリッド形式で開催し、

18名が参加した。 

例会では、香蘭女子短期大学准教授の

尾畑圭祐氏により、太平洋戦争中に製造

の途絶えた箱崎縞について講義が行われ

た。参加者からは「箱崎縞を復活させる

に至った経緯を知ることができ、大変勉

強になった」などの声があった。
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日本政策金融公庫による融資／経営指導による
サポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員20名（商業・サービス業5名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内返

済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人

という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高

試算表・借入返済表をご準備いただき、商工会議所にお問い合わせください。

（令和4年3月1日現在）

金利

年1.22％

お問い合わせ／地域支援グループ　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置…別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9％引き下げ。加え
て、措置期間を運転資金で3年以内、設備投資で4年以内に延長
福岡市内で1年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6カ月前から受けているこ
と等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。

新型コロナ対策
特例措置があります

会議所からのお知らせ

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

記帳指導員等（当所税務相談所職員、税理士）が無料で記帳・税務等の指導をいたします。

お申し込みはこちら➡

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

対象者 ・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」「その他製造業等は20人以下」

指導方法 ＊記帳・税務等に関するやり方の指導を行うものです。決算や確定申告の代行、具体的な申告税額の算出等を行うものではございません。
＊引き続き、記帳指導をご希望の場合は、有料の記帳指導サービスもございます。

原則1年間、3回程度の指導（1回あたり1時間程度）となります。

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

経理や記帳が
よく分からないので、
教えてほしい。

クラウド会計を
活用し、経理事務を
効率化したい。

会議所からのお知らせ博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報
※掲載の価格は全て税込です。

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

会員事業所の従業員の方なら
どなたでもお申し込みいただけます。

ブルーマングループワールドツアー
IN JAPAN 2022 福岡公演
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席大人】9,800円→9,310円、
【S席こども】7,800円→7,410円●対象日程＝令
和4年5月27日（金）～5月29日（日）●申込締
切＝令和4年4月14日（木）●場所＝福岡サンパ
レス●申込方法＝当所HPより「fuk0527」を入力
の上、お申し込み

 

博多伝統芸能館 公演のご案内!
---------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみ
ませんか？新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、感染予防の取り組みを実施しなが
ら、公演を再開しています！博多芸妓の唄や舞
を楽しみ、簡単なお座敷遊びまで体験していた
だけます!!
●日時＝4月7日（木）16:00～16:50、4月23
日（土）13:00～13:50、5月12日（木）16:00～
16:50、5月28日（土）13:00～13:50、6月9
日（木）16:00～16:50、6月25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＝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 ）T E L  0 9 2 - 4 4 1 - 1 1 1 8（ 当 日
080-2705-5462）
※当館にて実施する感染対策の詳細については、QR画像よりご確認ください。
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

イベント

パブリックインフォメーション

独占禁止法相談ネットワーク
のご利用のご案内

～独占禁止法相談ネットワークでは
皆様からのご相談を受け付けており
ます～
○このようなことでお困りではあり
ませんか？

◆どんな情報交換をすると問題
なの？

◆注文どおりなのに、取引先から
返品された！下請法に違反じゃ
ないの？

　当所では、このような独占禁止
法及び下請法に照らして問題にな
るのではないかといった相談を受け
付けております。内容、御希望に
より公正取引委員会の窓口へ迅速
に取り次ぎます。公正取引委員会
では、ご相談に応じ、適切な対処
をいたします。

【お問い合わせ先】
福岡商工会議所もしくは、公正取
引委員会事務総局九州事務所　
TEL 092-431-5882
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日本政策金融公庫による融資／経営指導による
サポート体制

担保不要 運転  OK資
金 設備  OK資

金保証人不要低 金 利

マル経資金
小規模事業者※の経営改善のための資金 ※従業員20名（商業・サービス業5名）以下

2000万円
融
資
限
度
額 最長10年以内返

済
期
間

設備資金

（運転資金の場合は最長7年以内）

本制度は、経営を改善しようとしている小規模事業者などに低利・無担保・無保証人

という有利な条件で貸付を行う国の制度です。お申し込みは、決算書（2期分）・残高

試算表・借入返済表をご準備いただき、商工会議所にお問い合わせください。

（令和4年3月1日現在）

金利

年1.22％

お問い合わせ／地域支援グループ　東・博多・南区の事業所の方　TEL 092-441-2161
　　　　　　　　　　　　　　　　 中央・城南・早良・西区の事業所の方　TEL 092-441-2162

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置…別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9％引き下げ。加え
て、措置期間を運転資金で3年以内、設備投資で4年以内に延長
福岡市内で1年以上事業を営んでいること、所得税・法人税等納付税額を完納していること、商工会議所の経営指導を6カ月前から受けているこ
と等お申し込みには要件があります。
詳細はお問い合わせください。 ※ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。

新型コロナ対策
特例措置があります

会議所からのお知らせ

福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

記帳指導員等（当所税務相談所職員、税理士）が無料で記帳・税務等の指導をいたします。

お申し込みはこちら➡

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

対象者 ・福岡市内で事業を行っている小規模事業者（個人・法人）※
※ 従業員数が「商業･サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）は5人以下」「その他製造業等は20人以下」

指導方法 ＊記帳・税務等に関するやり方の指導を行うものです。決算や確定申告の代行、具体的な申告税額の算出等を行うものではございません。
＊引き続き、記帳指導をご希望の場合は、有料の記帳指導サービスもございます。

原則1年間、3回程度の指導（1回あたり1時間程度）となります。

検索福商　記帳継続指導

お問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

経理や記帳が
よく分からないので、
教えてほしい。

クラウド会計を
活用し、経理事務を
効率化したい。

会議所からのお知らせ博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報
※掲載の価格は全て税込です。

福商優待サービス

会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

会員事業所の従業員の方なら
どなたでもお申し込みいただけます。

ブルーマングループワールドツアー
IN JAPAN 2022 福岡公演
-------------------------------------------------------
●優待内容＝【S席大人】9,800円→9,310円、
【S席こども】7,800円→7,410円●対象日程＝令
和4年5月27日（金）～5月29日（日）●申込締
切＝令和4年4月14日（木）●場所＝福岡サンパ
レス●申込方法＝当所HPより「fuk0527」を入力
の上、お申し込み

 

博多伝統芸能館 公演のご案内!
---------------------------------------
博多の伝統芸能を身近に感じてみ
ませんか？新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、感染予防の取り組みを実施しなが
ら、公演を再開しています！博多芸妓の唄や舞
を楽しみ、簡単なお座敷遊びまで体験していた
だけます!!
●日時＝4月7日（木）16:00～16:50、4月23
日（土）13:00～13:50、5月12日（木）16:00～
16:50、5月28日（土）13:00～13:50、6月9
日（木）16:00～16:50、6月25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＝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 ）T E L  0 9 2 - 4 4 1 - 1 1 1 8（ 当 日
080-2705-5462）
※当館にて実施する感染対策の詳細については、QR画像よりご確認ください。
※お申し込み状況により開催中止となる場合があります。
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

イベント

パブリックインフォメーション

独占禁止法相談ネットワーク
のご利用のご案内

～独占禁止法相談ネットワークでは
皆様からのご相談を受け付けており
ます～
○このようなことでお困りではあり
ませんか？

◆どんな情報交換をすると問題
なの？

◆注文どおりなのに、取引先から
返品された！下請法に違反じゃ
ないの？

　当所では、このような独占禁止
法及び下請法に照らして問題にな
るのではないかといった相談を受け
付けております。内容、御希望に
より公正取引委員会の窓口へ迅速
に取り次ぎます。公正取引委員会
では、ご相談に応じ、適切な対処
をいたします。

【お問い合わせ先】
福岡商工会議所もしくは、公正取
引委員会事務総局九州事務所　
TEL 092-431-5882
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南
区

鍼・灸マッサージ

人材育成

公営競技（競輪場・オートレース場）での業務

飲食店

給排水設備（清掃）

広告・出版などの制作

水産業

あなたの健康作りのお手伝い！まずはお電話を！

新入社員から管理者まで、オリジナル研修カリキュラムがあります

公営競技の運営開催業務の受託およびサテライト中洲の運営業務

生演奏が聴ける飲食店をプロデュースしています

貯水槽清掃および水廻り全般

雑誌や冊子、パンフレット、WEBなどの一貫制作をおこなっています

創業６２年の水産養殖業から時代の変化に対応する企業です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名 営業内容／事業所名

090-9586-7467

090-3077-8473

092-271-5112

092-291-0074

092-524-6111

090-2720-4448

096-322-3112

東
区

博
多
区

中
央
区

西
区

熊
本
県

明治健康堂鍼灸院

ラシックスジャパン（株）

（株）ＪＰＦ 九州事業所

ＡＧＡＩＮ（同）

九州ビル保全（株）

（株）ニッポン工房

（株）ふく成

福岡市東区高美台2-21-4

福岡市博多区博多駅前1-21-20 -1404

福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツビル3階

福岡市博多区中洲5-2-2 松居壱番館3階

福岡市中央区小笹1-10-5-11第2ヒロカネビル

福岡市西区今宿駅前1-17-32-201

熊本県熊本市西区田崎町380-9

不動産の鑑定

小売業（無店舗）

占い

飲食業

フードケータリング

スナック、バーなどの経営

デザイン業

アスリートのマネージメント

音楽・ＣＭ制作

不動産事業

居酒屋

左官業

建設業

水処理業

パンの製造販売

パンの製造販売

不動産仲介業

飲食店

出雲不動産鑑定士事務所（有）

オンラインショップ・デイズ

ひぃふぅみぃ

估々

ｋｕｒｉｙａｊｕｋｕ　結

（同）Ｍ．Ｔグループ

Ｌｏｉｓｅａｕ　Ｂｌｅｕ

（株）Ｅｎｔｉｅｓ

西田　恭平

（株）ハローグッバイ

焼き鳥春ちゃん

大口左官工業

（株）若郷工務店

アクアライフ（株）

パン屋ヒノヒカリ

（同）Ｙａｋｉｃｈｉ

繁ホームプラス

やきとり居酒屋　太陽

山本パン

ソナ（株）

みらい社会保険労務士事務所

まりも家

ちっごおかし工房 ピミル・オルペミ（株）

渡辺重機（株）

（株）ヰセキレンタル

（株）ウィルオブ・ワーク

パン製造、販売

建設業

社会保険労務士業

海鮮居酒屋

アイスクリーム・ケーキ等の製造・販売

建設機械・産業機械販売、メンテナンス

建設機械、産業機械リース・レンタル

人材派遣

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

□ 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

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

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。

新入会員の皆様！登録はお済みですか？
福岡商工会議所では、地域を代表する総合経済団体として
地域の会員企業を対象に様々なサービスを提供しております。

会員の皆様のお知り合いで、当所の会員になっていない事業所がありましたら、
ぜひご紹介ください。当所より職員が訪問し、ご説明いたします。

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

あなたの
お知り合いの方を

加入資格

ご紹介ください!!

福岡地区で事業を営んでいる方であれば、業種・規模は問いません。

共に発展しましょう!!

特典

特典
あります！

ご紹介いただいた会員事業所に

●個人事業者の場合

QUOカード1,000円分
9,000円

3,000円分進 呈
ご紹介でご入会いただいた事業所に
会議所サービス利用券

進 呈

年会費 以
上

●法人・団体の場合15,000円以上
お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　　

詳しくは URL：https://www.fukunet.or.jp/membership/introduction/

会議所からのお知らせ

お送りいたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

お電話にて
お問い合わせください。

会議所からのお知らせ
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鍼・灸マッサージ

人材育成

公営競技（競輪場・オートレース場）での業務

飲食店

給排水設備（清掃）

広告・出版などの制作

水産業

あなたの健康作りのお手伝い！まずはお電話を！

新入社員から管理者まで、オリジナル研修カリキュラムがあります

公営競技の運営開催業務の受託およびサテライト中洲の運営業務

生演奏が聴ける飲食店をプロデュースしています

貯水槽清掃および水廻り全般

雑誌や冊子、パンフレット、WEBなどの一貫制作をおこなっています

創業６２年の水産養殖業から時代の変化に対応する企業です

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名 営業内容／事業所名

090-9586-7467

090-3077-8473

092-271-5112

092-291-0074

092-524-6111

090-2720-4448

096-322-3112

東
区

博
多
区

中
央
区

西
区

熊
本
県

明治健康堂鍼灸院

ラシックスジャパン（株）

（株）ＪＰＦ 九州事業所

ＡＧＡＩＮ（同）

九州ビル保全（株）

（株）ニッポン工房

（株）ふく成

福岡市東区高美台2-21-4

福岡市博多区博多駅前1-21-20 -1404

福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツビル3階

福岡市博多区中洲5-2-2 松居壱番館3階

福岡市中央区小笹1-10-5-11第2ヒロカネビル

福岡市西区今宿駅前1-17-32-201

熊本県熊本市西区田崎町380-9

不動産の鑑定

小売業（無店舗）

占い

飲食業

フードケータリング

スナック、バーなどの経営

デザイン業

アスリートのマネージメント

音楽・ＣＭ制作

不動産事業

居酒屋

左官業

建設業

水処理業

パンの製造販売

パンの製造販売

不動産仲介業

飲食店

出雲不動産鑑定士事務所（有）

オンラインショップ・デイズ

ひぃふぅみぃ

估々

ｋｕｒｉｙａｊｕｋｕ　結

（同）Ｍ．Ｔグループ

Ｌｏｉｓｅａｕ　Ｂｌｅｕ

（株）Ｅｎｔｉｅｓ

西田　恭平

（株）ハローグッバイ

焼き鳥春ちゃん

大口左官工業

（株）若郷工務店

アクアライフ（株）

パン屋ヒノヒカリ

（同）Ｙａｋｉｃｈｉ

繁ホームプラス

やきとり居酒屋　太陽

山本パン

ソナ（株）

みらい社会保険労務士事務所

まりも家

ちっごおかし工房 ピミル・オルペミ（株）

渡辺重機（株）

（株）ヰセキレンタル

（株）ウィルオブ・ワーク

パン製造、販売

建設業

社会保険労務士業

海鮮居酒屋

アイスクリーム・ケーキ等の製造・販売

建設機械・産業機械販売、メンテナンス

建設機械、産業機械リース・レンタル

人材派遣

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

□ 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

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

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。

新入会員の皆様！登録はお済みですか？
福岡商工会議所では、地域を代表する総合経済団体として
地域の会員企業を対象に様々なサービスを提供しております。

会員の皆様のお知り合いで、当所の会員になっていない事業所がありましたら、
ぜひご紹介ください。当所より職員が訪問し、ご説明いたします。

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

あなたの
お知り合いの方を

加入資格

ご紹介ください!!

福岡地区で事業を営んでいる方であれば、業種・規模は問いません。

共に発展しましょう!!

特典

特典
あります！

ご紹介いただいた会員事業所に

●個人事業者の場合

QUOカード1,000円分
9,000円

3,000円分進 呈
ご紹介でご入会いただいた事業所に
会議所サービス利用券

進 呈

年会費 以
上

●法人・団体の場合15,000円以上
お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114　　

詳しくは URL：https://www.fukunet.or.jp/membership/introduction/

会議所からのお知らせ

お送りいたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

お電話にて
お問い合わせください。

会議所からのお知らせ
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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　共済制度会議所からのお知らせ

< 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、次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。

①当所会頭名
②当所会頭と貴社代表者の連名
※30年以上の方は、日商会頭も加わります

創立記念日や年度初め等、
貴社の表彰日にあわせて表彰日を

ご指定いただけます

博多織小物と筆記具をご用意しています

優良従業員表彰の
ご案内

お申込みは通年で受付けています！
会議所からのお知らせ
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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　共済制度会議所からのお知らせ

< 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、次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。

①当所会頭名
②当所会頭と貴社代表者の連名
※30年以上の方は、日商会頭も加わります

創立記念日や年度初め等、
貴社の表彰日にあわせて表彰日を

ご指定いただけます

博多織小物と筆記具をご用意しています

優良従業員表彰の
ご案内

お申込みは通年で受付けています！
会議所からのお知らせ
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労務Q&A
◎代替休暇日数（時間数）の計算方法

例）所定労働時間１日８時間（半日は午前3時間、午後5時間）
通常の時間外労働の割増率25％、
月60時間超の時間外労働の割増率50％
月60時間を超える時間外労働を20時間行った場合…
月60時間超の時間外労働　80－60＝20時間
換算率　50－25＝25％
代替休暇の時間数　20時間×25％＝5時間
実際に午後の半日（5時間）の休暇を取得した場合に

は、時間外労働20時間分に係る引上げ分である25％の
割増賃金の支払いが不要となります。

３．代替休暇は、年次有給休暇とは異なるものです。
また、時季変更権はありません。
年次有給休暇を付与する出勤率の計算について、労働
者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は、正当
な手続により労働義務を免除された日であることから、
年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないもの
として取り扱います。
半日の代替休暇を取得した場合の取扱いは、
①残りの半日は出勤した場合・・・その日は出勤したこ
とになります
②残りの半日は年次有給休暇を取得した場合・・・そ
の日は出勤したものとみなします
③残りの半日は欠勤した場合・・・その日は欠勤したこ
とになります

４．代替休暇の制度を設ける場合には、就業規則にも
その内容を規定する必要があります。

代替休暇制度は、代替休暇の時間数の計算や端数処
理の仕方、年次有給休暇との組み合わせ方など、とても
複雑なため制度を導入する場合は事前の準備が欠かせま
せん。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。

2023年4月から中小企業も時間外労
働における割増賃金率が引き上げられ、こ
れと併せて割増賃金の支払いに代えて代替

休暇を与えることが認められると聞きました。どのよう
なものでしょうか。

労働者に１ヶ月60時間を超える法定時
間外労働を行わせた場合、使用者はその
超える部分については本来50％以上の割

増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければなりませ
ん。しかしこの部分についての割増賃金を支払う代わり
に有給の休暇（代替休暇）を付与することができるように
なります。

厚生労働省「改正労働基準法」より

≪制度のポイント≫
１．割増賃金の支払に代えて代替休暇を付与するには、
労使で協定を結ぶ必要があります。
◎労使協定で定めるべき事項
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

※この労使協定は、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づける
ものではありません。個々の労働者が実際に代替休暇を取得するかどう
かは、労働者の意思によります。
※労使協定は労働基準監督署へ届け出る必要はありません。

２．代替休暇を取得した場合、取得した休暇の時間数
を換算率で除して得た時間については、引上げ分の
割増賃金の支払が不要となります。

A

Q

代替休暇制度とは
福岡県社会保険労務士会　石川 徳子

代替休暇
の時間数 ー= ×60 換算率

=換算率

代替休暇を
取得しなかった場合に
支払うこととされている

割増賃金率

代替休暇を
取得した場合に

支払うこととされている
割増賃金率

ー

1ケ月の法定時間外
の労働時間数

代替休暇のイメージ図
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法律Q&A

む）に違反した会社を公表しているものです。
　公表の基準については、通達に定められています
が、労働基準関係法令違反の疑いで「送検」した事
件は公表する運用がなされています。
⑶　次に、公共事業の指名停止についてですが、これ
は、国や地方公共団体が行う公共事業の競争入札
において、期間を定めて指名しない措置をいいます。
　　国や各地方公共団体は、各 「々指名停止等措置要
領」を定めており、労働基準関係法令（労働安全衛
生法を含む）違反で指名停止の措置を受けるのか、
国や地方公共団体毎に確認する必要があります。
　　私の印象になりますが、労働基準関連法令（労働
安全衛生法含む）違反で「起訴（略式起訴含む）」さ
れた事件を指名停止にしているように感じます。

４．おわりに
労働災害が発生した場合、会社には様々な責任が生じ
ますので、素早い対応が大事です。福岡県弁護士会中
小企業法律支援センターでは、事業者向けに初回無料の
法律相談（ひまわりほっとダイヤル：０５７０－００１－２４
０）を実施していますので、お気軽にご相談ください。

会社で就業時間中に労働者が転落して
死亡する労働災害が発生しました。会社に
はどのような責任が生じるのでしょうか？

会社には、①民事上の責任、②刑事上の
責任、③行政上の責任（措置）が発生するこ
とになります。以下ではこれらの責任につ

いて簡単にご説明いたします。

1．民事上の責任
民事上の責任とは、一般的に「損害賠償責任」と言わ

れるものです。会社には、労働者に対する安全配慮義
務がありますので、この安全配慮義務に違反している場
合、労働者の遺族（相続人）に対して労働者の被った損
害を賠償する責任が会社に生じます。

２．刑事上の責任
また、労働安全衛生法は、会社を含む事業者に対し

て、労働者の安全と健康を確保する措置を取るように定
めています。会社がこの労働安全衛生法の規定に違反し
ていた場合、責任者に懲役または罰金の刑が科せられる
ほか、会社にも罰金刑が科せられます（労働安全衛生法
１２２条）。
なお、罰金を支払ったからといって損害賠償における

損害額が減額されるわけではないので注意してください。

３．行政上の責任（措置）
⑴　行政上の責任（措置）としては、代表的なものに
会社名の公表と公共事業の指名停止があります。

⑵　まず、会社名の公表とは、厚生労働省がホーム
ページ上に労働基準関係法令（労働安全衛生法を含

A

福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　藤村 英明

Q

労働災害が発生した時の
企業の責任
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

また、昨年８位だった「インターネット上のサービスへ
の不正ログイン」に替わって、「修正プログラムの公開前を
狙う攻撃（ゼロデイ攻撃）」が初登場で７位となった。
ゼロデイ攻撃は、修正プログラムが提供される前の脆
弱性を悪用した攻撃のこと。21年12月にはＪａｖａプロ
グラム用のログ出力ライブラリである「Ａｐａｃｈｅ Ｌｏ
ｇ（アパッチ ログ）４ｊ」の脆弱性対策情報が、すでに
攻撃が観測されているとの情報と同時に公開された。
「Ａｐａｃｈｅ Ｌｏｇ４ｊ」は、ウェブサーバ ーなどで行
われた操作を記録する機能を持つプログラムの部品のよ
うなもので、世界中のプログラムで広く使われているた
め、大きな話題となった。
ゼロデイ攻撃の場合、修正プログラムが提供された時
点ですでに攻撃が行われているため、脆弱性対策に加
え、外部からの侵入を検知・防御する機器を導入するな
どの備えが重要である。

手口を知り、対策を怠らないことが重要
今年は「組織」と「個人」を合わせた20の脅威のうち、
19の脅威が昨年に引き続きランクインした。このように、
大半の脅威は急に出現したものではなく、また新しい手
口でもない。よって手口を知り、常に対策を怠らないこと
が重要と考えられる。
ＩＰＡでは、情報セキュリティー対策の基本として、①ソ
フトウエアの更新、②セキュリティーソフトの導入、③パス
ワード管理 ・認証の強化、④設定の見直し、⑤脅威・手
口を知ること―を推奨している。
企業規模にかかわらず実行することが可能な基本的な
対策だが、10大脅威をはじめ、さまざまな脅威に対して
有効な対策であるため、確実に実行していただきたい。
また、「情報セキュリティ10大脅威２０２２」にランクイ
ンした各脅威の手口、傾向や対策など詳しい解説につい
ては、２月下旬にＩＰＡのウェブサイトで公開する予定と
なっている。対策の検討や社内教育の参考にしてほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

組織の１位は「ランサムウェアによる被害」
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）は、２０２
１年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる
情報セキュリティーに関するトピックについて、情報セ
キュリティ ー分野の研究者など約１５０人のメンバーから
なる「10大脅威選考会」の審議・投票によりトップ10を
選出し、「情報セキュリティ10大脅威２０２２」として順位
を決定し、ＩＰＡのホームページで公表した。
ランキングは「個人」と「組織」に分け、「組織」におけ
る脅威の１位は、昨年に引き続き「ランサムウェアによる
被害」となった。21年も国内の企業や病院などのランサム
ウェア被害が報道され、大きな話題となった。
近年のランサムウェア攻撃は、標的型攻撃と同様の手
法で企業や組織のネットワークに侵入したり、データを
暗号化するだけでなく窃取して公開すると脅したりして、
身代金を支払わざるを得ないような状況をつくり出す。
標的型攻撃と同等の技術が駆使されるため、この攻撃へ
の対策は、例えば、ウイルス対策、不正アクセス対策、
脆弱（ぜいじゃく）性対策など、基本的な対策を、確実
かつ多層的に適用することが重要である。加えて、どの
組織でも被害に遭う可能性があることを念頭において、
バックアップの取得や復旧計画を策定するなど、事前の
準備が重要となる。

「情報セキュリティ10大脅威」を発表

情報セキュリティ10大脅威２０２２はこちら

■情報セキュリティ10大脅威２０２２組織向けの脅威順位
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

また、昨年８位だった「インターネット上のサービスへ
の不正ログイン」に替わって、「修正プログラムの公開前を
狙う攻撃（ゼロデイ攻撃）」が初登場で７位となった。
ゼロデイ攻撃は、修正プログラムが提供される前の脆
弱性を悪用した攻撃のこと。21年12月にはＪａｖａプロ
グラム用のログ出力ライブラリである「Ａｐａｃｈｅ Ｌｏ
ｇ（アパッチ ログ）４ｊ」の脆弱性対策情報が、すでに
攻撃が観測されているとの情報と同時に公開された。
「Ａｐａｃｈｅ Ｌｏｇ４ｊ」は、ウェブサーバ ーなどで行
われた操作を記録する機能を持つプログラムの部品のよ
うなもので、世界中のプログラムで広く使われているた
め、大きな話題となった。
ゼロデイ攻撃の場合、修正プログラムが提供された時
点ですでに攻撃が行われているため、脆弱性対策に加
え、外部からの侵入を検知・防御する機器を導入するな
どの備えが重要である。

手口を知り、対策を怠らないことが重要
今年は「組織」と「個人」を合わせた20の脅威のうち、
19の脅威が昨年に引き続きランクインした。このように、
大半の脅威は急に出現したものではなく、また新しい手
口でもない。よって手口を知り、常に対策を怠らないこと
が重要と考えられる。
ＩＰＡでは、情報セキュリティー対策の基本として、①ソ
フトウエアの更新、②セキュリティーソフトの導入、③パス
ワード管理 ・認証の強化、④設定の見直し、⑤脅威・手
口を知ること―を推奨している。
企業規模にかかわらず実行することが可能な基本的な
対策だが、10大脅威をはじめ、さまざまな脅威に対して
有効な対策であるため、確実に実行していただきたい。
また、「情報セキュリティ10大脅威２０２２」にランクイ
ンした各脅威の手口、傾向や対策など詳しい解説につい
ては、２月下旬にＩＰＡのウェブサイトで公開する予定と
なっている。対策の検討や社内教育の参考にしてほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

組織の１位は「ランサムウェアによる被害」
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）は、２０２

１年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる
情報セキュリティーに関するトピックについて、情報セ
キュリティ ー分野の研究者など約１５０人のメンバーから
なる「10大脅威選考会」の審議・投票によりトップ10を
選出し、「情報セキュリティ10大脅威２０２２」として順位
を決定し、ＩＰＡのホームページで公表した。
ランキングは「個人」と「組織」に分け、「組織」におけ

る脅威の１位は、昨年に引き続き「ランサムウェアによる
被害」となった。21年も国内の企業や病院などのランサム
ウェア被害が報道され、大きな話題となった。
近年のランサムウェア攻撃は、標的型攻撃と同様の手

法で企業や組織のネットワークに侵入したり、データを
暗号化するだけでなく窃取して公開すると脅したりして、
身代金を支払わざるを得ないような状況をつくり出す。
標的型攻撃と同等の技術が駆使されるため、この攻撃へ
の対策は、例えば、ウイルス対策、不正アクセス対策、
脆弱（ぜいじゃく）性対策など、基本的な対策を、確実
かつ多層的に適用することが重要である。加えて、どの
組織でも被害に遭う可能性があることを念頭において、
バックアップの取得や復旧計画を策定するなど、事前の
準備が重要となる。

「情報セキュリティ10大脅威」を発表

情報セキュリティ10大脅威２０２２はこちら

■情報セキュリティ10大脅威２０２２組織向けの脅威順位

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

社員を育てる、自分を高める。
新しくなった東商検定おすすめ３選！

話題の検定試験をピックアップ！

カラーコーディネーター検定試験…カラーコーディネーション能力を仕事に活かす
仕事に役立つ実践的な色彩の知識を学ぶことができます。

ビジネス実務法務検定試験…コンプライアンス強化に直結する実践的な法律知識
業務のリスクを察知し、法的にチェックし、問題点を解決に導く法律の知識は、
法務部門に限らず全てのビジネスパーソンにとって必要不可欠な能力です。

ビジネスマネジャー検定試験…管理職に必須のマネジメントの基礎
業種や職種を問わず管理職が身につけておくべき知識が得られ、目標の達成や課
題解決までのスピードアップに必ず役立ちます。

●受験料（税込）
・カラーコーディネーター（アドバンスクラス：7,700円、スタンダードクラス：5,500円）
・ビジネス実務法務（２級：7,700円、３級：5,500円）・ビジネスマネジャー（7,700円）

ポイント１ 試験方式がIBT 方式とCBT 方式から選べる！

ポイント3 合否がすぐわかる！ポイント２ 試験日時が選べる！　

●実施スケジュールはこちら！ ４月下旬に団体登録期間がスタート！

受験日をえらべる商工会議所のネット試験（CBT）をご活用ください！

日商簿記（ネット試験）

検定名 級 申込方法 試験会場 受験料（税込）

2・3級
申込専用ページから
お申込みください。

2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

リテールマーケティング
（販売士） 1～3級

申込専用ページから
お申込みください。

1級  ：  7,850円
2級  ：  5,770円
3級  ：  4,200円

全国各地の
テストセンターで
ご受験いただけます。

【ネット試験方式（CBT試験）の申込方法や当日についてのお問合せ】
受験サポートセンター　TEL 03-5209-0553 (09:30～17:30※年末年始を除く)

令和４年度上半期（４月～９月）に申込がはじまるPBT（統一試験）はこちら！

日商簿記（統一試験）

カラーコーディネーター
ビジネス実務法務（2・3級）
ビジネスマネジャー

検定名 級 回 申込期間 受験料（税込）

1～3級 第161回
書店・商工会窓口: 4月27日（水）～5月１日（日）
インターネット : 4月27日（水）～5月6日（金）

施行日

6月12日（日）

検定試験名 団体登録期間 申込期間 試験期間

1級  ：  7,850円
2級  ：  4,720円
3級  ：  2,850円

日商珠算（そろばん） 1～6級 第225回 5月11日（水）～5月13日（金） 6月26日（日）

1級  ：  2,340円
2級  ：  1,730円
3級  ：  1,530円

4～6級  ：  1,020円

ビジネス会計 2・3級 第31回 ８月26日（金）～９月８日（木） 10月16日（日）
2級  ：  7,480円
3級  ：  4,950円

4/25（月）～5/13（金） 5/25（水）～6/3（金） 7/1（金）～7/19（火）

商工会議所の
検定試験情報はこちら！

※CBT方式は、利用料2,200円（税込）が別途発生します。

研修講座・検定情報
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上司は・・・
「マネジメント力」を鍛える！

上司は・・・
「マネジメント力」を鍛える！

部下は・・・
「業務遂行力」を鍛える！

部下は・・・
「業務遂行力」を鍛える！

会 特 一

福商実務研修講座（5・6月開講講座）
企業の永続的発展に向け、自ら問題提起・課題解決する意識を持ち、「今」行動できる人材を育成します。
令和4年度 年間スケジュールを本誌に同封しております。ぜひ貴社人材育成にご活用ください。

研修で上司部下間・チーム内のベクトルを合わせ、生産性向上を目指す！

※個人のスキルアップを目的とした単発受講も可能です。

若手中堅社員向け

中堅社員パワーアップ講座

上司を補佐し部下を育成する
組織の要

対面 対面

対面

後輩を育てて伸ばす！
「ほめ学」のすすめ

先輩社員のための魅力学とは

対面

＝会員価格

【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 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

対面研修
の感染症
対策

【お知らせ】令和４年5月開催講座より、昼食（お弁当）の提供サービスは終了といたします。受講される方は、昼食をご持参い
ただくか、研修会場外にてお済ませください。（研修会場は開放いたしますが、黙食のご協力をお願いいたします。）

●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。

職種別（経理・総務）

企業会計の構造から仕訳の仕方、帳簿の内容
まで経理に必要な基礎知識をわかりやすく解
説します。加えて、これからの時代に求めら
れる経理担当者マインドも醸成します。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  15,720円
       20,120円
      23,050円
【講　師】コンサルタントネットワーク㈱
 安藤 覺 氏

会

特
一

「提案型」経理部門の土台をつくる！

初めての経理実務基礎講座
対面

5/12
（木）

人事労務関係、改正個人情報保護法を中心に、
2022年法改正のポイントと対応について解
説します。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  15,720円
       20,120円
      23,050円
【講　師】ベリーベスト法律事務所
 弁護士　松井 剛 氏／
 弁護士　長谷川 裕史 氏

会

特
一

企業経営に関する法改正を
まるごと解説！

2022年法改正チェック講座
対面

5/17
（火）

法改正をふまえた最新知識を習得し、ポイントをおさえながら社会保険算定・労働保
険年度更新の正しい手続きの流れを学びます。

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  10,490円　　14,890円　　15,720円
【講　師】リバイバル労務サポート　社会保険労務士　代表　小林 誠 氏

半日でおさえる！法改正対応
社会保険算定基礎届及び労働保険の年度更新実務講座

対面

5/24
（火）

「管理職」になって間もない方を対象に、組織
の構造から自身の果たすべき役割を認識して
もらい、管理職としての基礎力を養成します。

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

会

特
一

チームを率いて組織をプラスに動かす！

新任管理職
スタートアップ研修

管理職向け

対面

5/19
（木）

DX、デジタル化について理解を深め、実際に自分自
身の業務の見える化に挑戦します。ITアドバイザー
による改善アドバイスを交えながら、身近な例をも
とに生産性向上のヒントを持ち帰ります。

【時　間】10:00～17:00　
【受講料】　  15,720円
       20,120円
      23,050円
【講　師】㈱ソルネット経営
 藤井 庸子 氏
≪ITアドバイザー≫
 ㈱ソルネット経営
 江藤 隆 氏　

会
特
一

改善点を見つけ、新たな時間・成果・
生産性・DXの土台を創る！

※IT アドバイザーによる
　アドバイス付き業務の見える化講座対面

6/20
（月）

チームの力で成果を出す！ 
上司のＰＤＣＡマネジメント

6/2
（木）

部下をうまく巻き込みながらPDCAを回す術を学びます。
部下の自発的な行動を促しつつ、外部環境の変化に対し
ても、自部門の取り組みをしなやかに軌道修正するマネ
ジメント力を身につけます。

【時　間】10:00～17:00　
【受講料】　  15,720円　   20,120円　   23,050円

経験を糧にしながら成果を出す！
社員のためのＰＤＣＡ入門講座

6/3
（金）

成果創出のため継続的にPDCAを回す方法を学びます。
目標達成に向け自律的に業務遂行する力を養成し、「業績
向上」と「組織活性化」２つの成果両立を目指します。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  15,720円　   20,120円　   23,050円会 特 一

5/25
（水）

次期管理職としてのスキル強化のため、自分自
身の役割を認識し、リーダーシップのあり方や、
効果的な部下後輩指導方法を学びます。

【時　間】10:00～17:00　
【受講料】　  15,720円
                 20,120円
                 23,050円
【講　師】㈱ビジネスリファイン
 城下 博美 氏

会
特

一

6/6
（月）

後輩を「育てて伸ばす」先輩としての在り方を学びます。
演習を通して、自分自身が置かれている立場・やるべき
こと・成長目標を自覚し、自らがお手本となる行動やコ
ミュニケーション法を身につけます。

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  10,490円
                 14,890円
                 15,720円
【講　師】㈱インターナショナル エア アカデミー
 取締役・学院長　嶋田 嘉志子 氏

会

特
一

PDCAで成果を生み出し、生産性向上・働き方改革を実現する！

GOALGOAL

㈱エム・イー・エル

取締役 佐藤 康二 氏
講 師

組織の生産性を上げるためには、各々のスキルアップに加え、
上司部下間・チームにおいて共通認識を持ち、
目標に向かってベクトルを合わせることが重要です。
本講座では「PDCA」サイクルを利用し、
上司・部下がそれぞれの立場で「今」どう動くべきかを考え、
生産性向上を目指します。
一人では成果を上げにくい問題を、
チームで一緒に解決しましょう !

会 特 一

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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上司は・・・
「マネジメント力」を鍛える！

上司は・・・
「マネジメント力」を鍛える！

部下は・・・
「業務遂行力」を鍛える！

部下は・・・
「業務遂行力」を鍛える！

会 特 一

福商実務研修講座（5・6月開講講座）
企業の永続的発展に向け、自ら問題提起・課題解決する意識を持ち、「今」行動できる人材を育成します。
令和4年度 年間スケジュールを本誌に同封しております。ぜひ貴社人材育成にご活用ください。

研修で上司部下間・チーム内のベクトルを合わせ、生産性向上を目指す！

※個人のスキルアップを目的とした単発受講も可能です。

若手中堅社員向け

中堅社員パワーアップ講座

上司を補佐し部下を育成する
組織の要

対面 対面

対面

後輩を育てて伸ばす！
「ほめ学」のすすめ

先輩社員のための魅力学とは

対面

＝会員価格

【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 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

対面研修
の感染症
対策

【お知らせ】令和４年5月開催講座より、昼食（お弁当）の提供サービスは終了といたします。受講される方は、昼食をご持参い
ただくか、研修会場外にてお済ませください。（研修会場は開放いたしますが、黙食のご協力をお願いいたします。）

●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。

職種別（経理・総務）

企業会計の構造から仕訳の仕方、帳簿の内容
まで経理に必要な基礎知識をわかりやすく解
説します。加えて、これからの時代に求めら
れる経理担当者マインドも醸成します。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  15,720円
       20,120円
      23,050円
【講　師】コンサルタントネットワーク㈱
 安藤 覺 氏

会

特
一

「提案型」経理部門の土台をつくる！

初めての経理実務基礎講座
対面

5/12
（木）

人事労務関係、改正個人情報保護法を中心に、
2022年法改正のポイントと対応について解
説します。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  15,720円
       20,120円
      23,050円
【講　師】ベリーベスト法律事務所
 弁護士　松井 剛 氏／
 弁護士　長谷川 裕史 氏

会

特
一

企業経営に関する法改正を
まるごと解説！

2022年法改正チェック講座
対面

5/17
（火）

法改正をふまえた最新知識を習得し、ポイントをおさえながら社会保険算定・労働保
険年度更新の正しい手続きの流れを学びます。

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  10,490円　　14,890円　　15,720円
【講　師】リバイバル労務サポート　社会保険労務士　代表　小林 誠 氏

半日でおさえる！法改正対応
社会保険算定基礎届及び労働保険の年度更新実務講座

対面

5/24
（火）

「管理職」になって間もない方を対象に、組織
の構造から自身の果たすべき役割を認識して
もらい、管理職としての基礎力を養成します。

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

会

特
一

チームを率いて組織をプラスに動かす！

新任管理職
スタートアップ研修

管理職向け

対面

5/19
（木）

DX、デジタル化について理解を深め、実際に自分自
身の業務の見える化に挑戦します。ITアドバイザー
による改善アドバイスを交えながら、身近な例をも
とに生産性向上のヒントを持ち帰ります。

【時　間】10:00～17:00　
【受講料】　  15,720円
       20,120円
      23,050円
【講　師】㈱ソルネット経営
 藤井 庸子 氏
≪ITアドバイザー≫
 ㈱ソルネット経営
 江藤 隆 氏　

会
特
一

改善点を見つけ、新たな時間・成果・
生産性・DXの土台を創る！

※IT アドバイザーによる
　アドバイス付き業務の見える化講座対面

6/20
（月）

チームの力で成果を出す！ 
上司のＰＤＣＡマネジメント

6/2
（木）

部下をうまく巻き込みながらPDCAを回す術を学びます。
部下の自発的な行動を促しつつ、外部環境の変化に対し
ても、自部門の取り組みをしなやかに軌道修正するマネ
ジメント力を身につけます。

【時　間】10:00～17:00　
【受講料】　  15,720円　   20,120円　   23,050円

経験を糧にしながら成果を出す！
社員のためのＰＤＣＡ入門講座

6/3
（金）

成果創出のため継続的にPDCAを回す方法を学びます。
目標達成に向け自律的に業務遂行する力を養成し、「業績
向上」と「組織活性化」２つの成果両立を目指します。

【時　間】10:00～17:00
【受講料】　  15,720円　   20,120円　   23,050円会 特 一

5/25
（水）

次期管理職としてのスキル強化のため、自分自
身の役割を認識し、リーダーシップのあり方や、
効果的な部下後輩指導方法を学びます。

【時　間】10:00～17:00　
【受講料】　  15,720円
                 20,120円
                 23,050円
【講　師】㈱ビジネスリファイン
 城下 博美 氏

会
特

一

6/6
（月）

後輩を「育てて伸ばす」先輩としての在り方を学びます。
演習を通して、自分自身が置かれている立場・やるべき
こと・成長目標を自覚し、自らがお手本となる行動やコ
ミュニケーション法を身につけます。

【時　間】13:00～17:00
【受講料】　  10,490円
                 14,890円
                 15,720円
【講　師】㈱インターナショナル エア アカデミー
 取締役・学院長　嶋田 嘉志子 氏

会

特
一

PDCAで成果を生み出し、生産性向上・働き方改革を実現する！

GOALGOAL

㈱エム・イー・エル

取締役 佐藤 康二 氏
講 師

組織の生産性を上げるためには、各々のスキルアップに加え、
上司部下間・チームにおいて共通認識を持ち、
目標に向かってベクトルを合わせることが重要です。
本講座では「PDCA」サイクルを利用し、
上司・部下がそれぞれの立場で「今」どう動くべきかを考え、
生産性向上を目指します。
一人では成果を上げにくい問題を、
チームで一緒に解決しましょう !

会 特 一

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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　海外展開支援の一環として、福岡県弁護士会と連携し「国際取
引・海外展開ミニ講座」の動画を作成・配信しています。
　「国際取引に適用される法律」、「海外ビジネスのブランディング
と商標」、「越境Eコマースの基本」など、国際ビジネスの進め方に関
する計21本の動画を掲載しています。
　海外企業との取引を検討している方、海外での販路拡大を目指し
ている方はぜひご覧ください。

　中小企業のイノベーション支援事業の一環として、
３人の講師に複雑化するビジネスの世界において今
後のビジネス展開のヒントとなる考え方などについ
て説明していただいた動画を公開しています。貴社の
今後のビジネスにぜひお役立てください。

　海外展開を希望する事業者が複数機関に足を運ぶこ
となく「ワンストップ」で現地情報の収集や貿易手続き
など、海外展開で直面する幅広い課題について相談で
きます。ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽
に当窓口までご相談ください。

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

■ 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミナー

どの国への輸出が対象なのか？

RCEP協定と他協定は
何が違うのか？

輸出産品が関税減免対象に
なるかの確認方法

HSコードとは？

以下、一部プログラム内容

新規事業の考え方・作り方
共創・オープンイノベーション

組織イノベーション
DX（デジタル変革） デザイン思考

■ 国際取引・海外展開ミニ講座　

㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役

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

国際ビジネスで
役立つ仲裁とは

海外ビジネススキーム

越境Eコマースの基本

“インコタームズ”って何？

海外企業との裁判
どこで行われる？

国際取引と国内取引、
どこが違う？

動画サイトは
コチラ!

RCEP
動画は
こちら

■ イノベーション支援
～中小企業が取り組むべき“イノベーション（新規事業）”への挑戦～

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

ワンストップ海外展開相談窓口
相談
申込は
こちら

個別相談のご案内
個別相談
申込は
こちら

イノベーション
支援動画は
こちら

注目コンテンツ
のご紹介♪

　海外展開支援の一環として、「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミ
ナー」の動画を配信しています。
　本動画では、経済連携協定(EPA)の一般的な知識、RCEP協定を含むEPAの活
用方法など原産地証明書に関する事項を中心に説明しています。
　今後のビジネスにぜひお役立てください。

貿易を促進するために輸出入にかかる関税撤廃・削減などを取り決めている経済連携協定
(EPA)のうちの1つであり、2022年1月1日に発効されました。

RCEP協定とは？

【規模】
世界のGDP/貿易総額/人口の約3割、日本の貿易総額の約5割

【加盟国15か国】
ASEAN10か国 （ブルネイ/カンボジア/インドネシア/ラオス/マレーシア/ミャンマー/
フィリピン/シンガポール/タイ/ベトナム）、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
※日本にとって中国・韓国とは初のEPAです。

【メリット】
●　日本から輸出する産品の関税の減免(工業製品を中心に全体の関税撤廃率は91％)
●　サービス分野(金融・通信・物流等)での外国企業による出資制限が緩和
●　加盟国間での原材料・部品の調達、製造・販売・消費の促進

YouTube
福岡商工会議所公式チャンネル

よかぞうチャンネル
分かりやすく、親しみやすく、役に立つ！

【申込み・問合せ先】詳しい内容をご説明いたしますので、受講を希望される会場にお問い合わせください。

福岡市博多区博多駅前2-9-28 会議所ビル9階 福岡市西区姪の浜4-14-25 華香ビル3階

０９２-４１８-１２５５ ０９２-８３４-４２１１

一括申込み割引
通常受講料 割引受講料
26,000円
32,000円

22,000円
28,000円

パソコン入門＋ワード基礎＋エクセル基礎
（※同月期受講に限ります）

会  員
一　般

博多教室 姪浜教室

福岡商工会議所パソコンスクール【Windows10、Office2019対応】
新入社員研修に最適な基礎講座（短期コース）のご案内
短期間にパソコンの基礎的なスキルを身につけていただける講座を
パッケージでご用意しております。どうぞ社員研修にお役立てください。

4時間 会員
一般

6,000円
8,000円パ ソ コ ン 入 門

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ワ ー ド 基 礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円エ ク セ ル 基 礎

講 座 名 所要
時間

対象講座

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円ワ ー ド 基 礎 Ⅱ

受 講 料

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円エ ク セ ル 基 礎 Ⅱ

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円パワーポイント基礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ア ク セ ス 基 礎

講 座 名 所要
時間

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円インターネット入門

受 講 料

詳しくは
こちら!

講座内容に
ついてはこちら

検定対策講座（日商簿記）

●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

WEB講座

コース 標準受講期間 申込期間受講料
（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

1年

半年

４～５か月

3か月

４か月

2か月

～5月中旬

～４月中旬

4月15日（金）

毎月

５月13日（金）

毎月

111,000円

92,000円

36,000円

29,000円

9,000円

8,000円

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

■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
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。
4月以降の開講日やコースの詳細はホームページをご
覧ください。

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

年間60万人以上が受験している有力資格である日商簿記。次の統一試験は6月ですので、今から学
習を進めるのがおすすめです。また、2級・3級はネット試験でも受験でき、受験機会が拡がってい
ます。
対策講座は、ネット試験、統一試験ともに対応しておりますので、ご都合に合わせてご活用ください。

10社限定

研修講座・検定情報
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　海外展開支援の一環として、福岡県弁護士会と連携し「国際取
引・海外展開ミニ講座」の動画を作成・配信しています。
　「国際取引に適用される法律」、「海外ビジネスのブランディング
と商標」、「越境Eコマースの基本」など、国際ビジネスの進め方に関
する計21本の動画を掲載しています。
　海外企業との取引を検討している方、海外での販路拡大を目指し
ている方はぜひご覧ください。

　中小企業のイノベーション支援事業の一環として、
３人の講師に複雑化するビジネスの世界において今
後のビジネス展開のヒントとなる考え方などについ
て説明していただいた動画を公開しています。貴社の
今後のビジネスにぜひお役立てください。

　海外展開を希望する事業者が複数機関に足を運ぶこ
となく「ワンストップ」で現地情報の収集や貿易手続き
など、海外展開で直面する幅広い課題について相談で
きます。ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽
に当窓口までご相談ください。

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

■ 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミナー

どの国への輸出が対象なのか？

RCEP協定と他協定は
何が違うのか？

輸出産品が関税減免対象に
なるかの確認方法

HSコードとは？

以下、一部プログラム内容

新規事業の考え方・作り方
共創・オープンイノベーション

組織イノベーション
DX（デジタル変革） デザイン思考

■ 国際取引・海外展開ミニ講座　

㈱ローカルベンチャールーム
代表取締役

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

国際ビジネスで
役立つ仲裁とは

海外ビジネススキーム

越境Eコマースの基本

“インコタームズ”って何？

海外企業との裁判
どこで行われる？

国際取引と国内取引、
どこが違う？

動画サイトは
コチラ!

RCEP
動画は
こちら

■ イノベーション支援
～中小企業が取り組むべき“イノベーション（新規事業）”への挑戦～

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

ワンストップ海外展開相談窓口
相談
申込は
こちら

個別相談のご案内
個別相談
申込は
こちら

イノベーション
支援動画は
こちら

注目コンテンツ
のご紹介♪

　海外展開支援の一環として、「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定活用セミ
ナー」の動画を配信しています。
　本動画では、経済連携協定(EPA)の一般的な知識、RCEP協定を含むEPAの活
用方法など原産地証明書に関する事項を中心に説明しています。
　今後のビジネスにぜひお役立てください。

貿易を促進するために輸出入にかかる関税撤廃・削減などを取り決めている経済連携協定
(EPA)のうちの1つであり、2022年1月1日に発効されました。

RCEP協定とは？

【規模】
世界のGDP/貿易総額/人口の約3割、日本の貿易総額の約5割

【加盟国15か国】
ASEAN10か国 （ブルネイ/カンボジア/インドネシア/ラオス/マレーシア/ミャンマー/
フィリピン/シンガポール/タイ/ベトナム）、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
※日本にとって中国・韓国とは初のEPAです。

【メリット】
●　日本から輸出する産品の関税の減免(工業製品を中心に全体の関税撤廃率は91％)
●　サービス分野(金融・通信・物流等)での外国企業による出資制限が緩和
●　加盟国間での原材料・部品の調達、製造・販売・消費の促進

YouTube
福岡商工会議所公式チャンネル

よかぞうチャンネル
分かりやすく、親しみやすく、役に立つ！
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第61回 福岡市民の祭り

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

2019・2020・2021福岡親善大使からのメッセージ

お願い

現在、当振興会では、開催に向け準備を進めてい
るところではございますが、今年も感染対策を含めて
多額の費用を要するため、多くの皆さまのご協力が必
要不可欠でございます。
つきましては、厳しい経済情勢の折、誠に恐縮では

ございますが、祭りの主旨をご理解いただき、１日も
早い地域経済の回復ならびに、福博の伝統文化の継
承・保存のため、何卒ご協賛賜りますようお願い申し
上げます。
また、どんたくHPでのバナー広告も募集しています。

※詳細につきましては、お問い合わせください。

ご協賛のお願い（１口：10,000円～） どんたくに関する最新情報はコチラからチェックいただけます▼

福岡親善大使の情報は、
Facebook及びインスタグラムで

発信しています♡

「どんたく前夜祭」をもちまして、福岡親善大使としての任期
を終えることになります。この3年間、多くの方々からの温か
いお言葉に支えられ、感謝の気持ちでいっぱいです。残りの
活動も、3人で精一杯頑張ります！

3年間、たくさんのご声援をいただきありがとうございまし
た。今年は2名の2022・2023年福岡親善大使が選出され、
より一層福岡を盛り上げてくれることと思います。これから
も福岡親善大使をどうぞよろしくお願いいたします！

待ち望んでいたどんたく
が無事開催される事に、
とても嬉しく思います。
今回は、“ライブ配信”と
いう新しい試みを通し
て、福岡から全国へ元気
を発信していきます！！ 
みなさんも一緒に博多
を盛り上げましょう！

平嶋 沙帆さん
（ひらしま さほ）

関 美織さん
（せき みおり）

佐土原 理夏さん
（さどはら りか）

@fukuoka_ambassador
https://www.instagram.com/fukuok
a_ambassador/

https://www.facebook.com/fukuoka
shinzentaisi

https://www.dontaku.fukunet.or.jp/

リニューアル
しました！

Face
book

https://m.youtube.com/channel/UCznpU47
4BNCzZSg5MTdW5kA

@HAKATA_DONTAKU
https://mobile.twitter.com/hakata_dontaku

@hakata_dontaku
https://www.instagram.com/hakata_dontaku/

　福岡市民の祭り振興会（会長＝谷川会頭）は３月15日、総会を開催し、博多どんたくにおける
昨年の事業報告・決算、今年の実施計画・予算について審議し、全て承認されました。
　３年ぶりとなる今年のどんたくは、「伝統を継承～どんたくの源流『博多松囃子』がゆく！～」
をサブタイトルに掲げ、感染対策を徹底した上で、規模を縮小し開催します。このサブタイトル
は、博多松囃子をルーツとして受け継がれてきた博多どんたく港まつりの伝統を、これからも繋
いでいくという気持ちを表現しています。加えて、令和２年３月に博多松囃子が国の重要無形民
俗文化財へ指定されてから、どんたくを例年通りに開催できていなかったことも踏まえ、博多の
伝統行事として今後益々発展してほしいとの願いのも込められています。
　今回は、コロナ禍の新たな試みとして、どんたくの様子を公式Youtubeでライブ配信するほか、スマホで演舞台の場所を確

認したり、現在地からの経路を検索できる「モバイルどんたく（モバどん）」を
スタートしました。コロナ禍であることを考慮し、これまでよりもコンパクト
などんたくとなりますが、開催を通して、地域の元気を取り戻したいと考え
ています。
　総会終了後の記者発表で谷川会長は、「盛大なお祭りではなくなるかも
しれないが、安全安心に十分配慮し、市民、そして地域が元気を取り戻す原
動力にしたい。今回のどんたく開催を通して、“ウィズコロナ”の祭りの方法
を全国に示していきたい」と想いを述べました。

第61回博多
どんたく港ま

つり

サブタイトル
決定!!

５月３日（13時～17時）・４日（15時～18時）の両日、明治通
り（呉服町→天神間）で実施されるパレードでは、どんたく隊が思
い思いの格好でパフォーマンスを披露しながら練り歩きます。また、
市内約20ヶ所に設置される演舞台でも、どんたく隊がお祝いの演
舞等を披露します。
※例年より開催時間短縮、参加団体は約半数

どんたく広場パレード・演舞台

●どんたく博多デー2022　●にしてつ花自動車　●巡視船一般公開　●「QUEEN BEETLE」で楽しむどんたくspecialクルーズ　ほか
●博多松囃子　●どんたく写真コンクール・どんたく隊賞人気コンクール

今年の前夜祭は、５月２日（月）にお祭り本舞台（福岡市役所西
側ふれあい広場）で開催します。松囃子入場セレモニーや稚児舞の
奉上、どんたく隊の演舞、「2022・2023福岡親善大使」の発表な
どを予定しており、一足早くどんたく気分を味わうことができます。
※前夜祭へのご入場は右記にて無料配布される入場整理券が必要です。（先着配布）

　今年の博多どんたく港まつりは、５月3日・４日の２日間、
開催時間の短縮や出場団体の削減など、規模をコンパクトに
したうえで、以下の感染対策を講じ開催いたします。
　パレード（どんたく広場）については、沿道での観覧をお控
えいただき、オンライン配信にてお楽しみくださいますようお
願い申し上げます。演舞台など各行事をご観覧される場合は、
主催者の示す感染症対策にご協力をお願いいたします。

　何よりも参加者や市民の皆様の安全安心に配慮した開催を
目指し、準備・運営を行ってまいりますので、皆様のご理解と
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　なお、今後、感染が急拡大し、国・自治体からのイベント
の中止・自粛要請等がなされた場合は、予定している行事の
中止を検討いたします。予めご了承ください。

前夜祭（要入場整理券）

感染対策について

〈  期間中の行事予定  〉

配布時間 4月22日（金） 10時～
配布場所 福岡商工会議所、RKB毎日放送

西日本新聞社（パサージュ広場）

配布枚数 3,000枚

Insta
gram

※３月25日時点の情報です

マスク
着用

身体的
距離の
確保

手洗い
の徹底

こまめな
手指消毒

参加者・
スタッフの検温、
体調管理

こまめな
換気

入場整理券配布について

YouTube公式ＨＰ

InstagramTwitter

特 集 2

どんたくに関するお問い合わせ／福岡市民の祭り振興会（事務局：福岡商工会議所 地域振興部）　TEL 092-441-1118　 Mail dontaku@fukunet.or.jp
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第61回 福岡市民の祭り

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

2019・2020・2021福岡親善大使からのメッセージ

お願い

現在、当振興会では、開催に向け準備を進めてい
るところではございますが、今年も感染対策を含めて
多額の費用を要するため、多くの皆さまのご協力が必
要不可欠でございます。
つきましては、厳しい経済情勢の折、誠に恐縮では

ございますが、祭りの主旨をご理解いただき、１日も
早い地域経済の回復ならびに、福博の伝統文化の継
承・保存のため、何卒ご協賛賜りますようお願い申し
上げます。
また、どんたくHPでのバナー広告も募集しています。

※詳細につきましては、お問い合わせください。

ご協賛のお願い（１口：10,000円～） どんたくに関する最新情報はコチラからチェックいただけます▼

福岡親善大使の情報は、
Facebook及びインスタグラムで

発信しています♡

「どんたく前夜祭」をもちまして、福岡親善大使としての任期
を終えることになります。この3年間、多くの方々からの温か
いお言葉に支えられ、感謝の気持ちでいっぱいです。残りの
活動も、3人で精一杯頑張ります！

3年間、たくさんのご声援をいただきありがとうございまし
た。今年は2名の2022・2023年福岡親善大使が選出され、
より一層福岡を盛り上げてくれることと思います。これから
も福岡親善大使をどうぞよろしくお願いいたします！

待ち望んでいたどんたく
が無事開催される事に、
とても嬉しく思います。
今回は、“ライブ配信”と
いう新しい試みを通し
て、福岡から全国へ元気
を発信していきます！！ 
みなさんも一緒に博多
を盛り上げましょう！

平嶋 沙帆さん
（ひらしま さほ）

関 美織さん
（せき みおり）

佐土原 理夏さん
（さどはら りか）

@fukuoka_ambassador
https://www.instagram.com/fukuok
a_ambassador/

https://www.facebook.com/fukuoka
shinzentaisi

https://www.dontaku.fukunet.or.jp/

リニューアル
しました！

Face
book

https://m.youtube.com/channel/UCznpU47
4BNCzZSg5MTdW5kA

@HAKATA_DONTAKU
https://mobile.twitter.com/hakata_dontaku

@hakata_dontaku
https://www.instagram.com/hakata_dontaku/

　福岡市民の祭り振興会（会長＝谷川会頭）は３月15日、総会を開催し、博多どんたくにおける
昨年の事業報告・決算、今年の実施計画・予算について審議し、全て承認されました。
　３年ぶりとなる今年のどんたくは、「伝統を継承～どんたくの源流『博多松囃子』がゆく！～」
をサブタイトルに掲げ、感染対策を徹底した上で、規模を縮小し開催します。このサブタイトル
は、博多松囃子をルーツとして受け継がれてきた博多どんたく港まつりの伝統を、これからも繋
いでいくという気持ちを表現しています。加えて、令和２年３月に博多松囃子が国の重要無形民
俗文化財へ指定されてから、どんたくを例年通りに開催できていなかったことも踏まえ、博多の
伝統行事として今後益々発展してほしいとの願いのも込められています。
　今回は、コロナ禍の新たな試みとして、どんたくの様子を公式Youtubeでライブ配信するほか、スマホで演舞台の場所を確

認したり、現在地からの経路を検索できる「モバイルどんたく（モバどん）」を
スタートしました。コロナ禍であることを考慮し、これまでよりもコンパクト
などんたくとなりますが、開催を通して、地域の元気を取り戻したいと考え
ています。
　総会終了後の記者発表で谷川会長は、「盛大なお祭りではなくなるかも
しれないが、安全安心に十分配慮し、市民、そして地域が元気を取り戻す原
動力にしたい。今回のどんたく開催を通して、“ウィズコロナ”の祭りの方法
を全国に示していきたい」と想いを述べました。

第61回博多
どんたく港ま

つり

サブタイトル
決定!!

５月３日（13時～17時）・４日（15時～18時）の両日、明治通
り（呉服町→天神間）で実施されるパレードでは、どんたく隊が思
い思いの格好でパフォーマンスを披露しながら練り歩きます。また、
市内約20ヶ所に設置される演舞台でも、どんたく隊がお祝いの演
舞等を披露します。
※例年より開催時間短縮、参加団体は約半数

どんたく広場パレード・演舞台

●どんたく博多デー2022　●にしてつ花自動車　●巡視船一般公開　●「QUEEN BEETLE」で楽しむどんたくspecialクルーズ　ほか
●博多松囃子　●どんたく写真コンクール・どんたく隊賞人気コンクール

今年の前夜祭は、５月２日（月）にお祭り本舞台（福岡市役所西
側ふれあい広場）で開催します。松囃子入場セレモニーや稚児舞の
奉上、どんたく隊の演舞、「2022・2023福岡親善大使」の発表な
どを予定しており、一足早くどんたく気分を味わうことができます。
※前夜祭へのご入場は右記にて無料配布される入場整理券が必要です。（先着配布）

　今年の博多どんたく港まつりは、５月3日・４日の２日間、
開催時間の短縮や出場団体の削減など、規模をコンパクトに
したうえで、以下の感染対策を講じ開催いたします。
　パレード（どんたく広場）については、沿道での観覧をお控
えいただき、オンライン配信にてお楽しみくださいますようお
願い申し上げます。演舞台など各行事をご観覧される場合は、
主催者の示す感染症対策にご協力をお願いいたします。

　何よりも参加者や市民の皆様の安全安心に配慮した開催を
目指し、準備・運営を行ってまいりますので、皆様のご理解と
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　なお、今後、感染が急拡大し、国・自治体からのイベント
の中止・自粛要請等がなされた場合は、予定している行事の
中止を検討いたします。予めご了承ください。

前夜祭（要入場整理券）

感染対策について

〈  期間中の行事予定  〉

配布時間 4月22日（金） 10時～
配布場所 福岡商工会議所、RKB毎日放送

西日本新聞社（パサージュ広場）

配布枚数 3,000枚

Insta
gram

※３月25日時点の情報です

マスク
着用

身体的
距離の
確保

手洗い
の徹底

こまめな
手指消毒

参加者・
スタッフの検温、
体調管理

こまめな
換気

入場整理券配布について

YouTube公式ＨＰ

InstagramTwitter

特 集 2

どんたくに関するお問い合わせ／福岡市民の祭り振興会（事務局：福岡商工会議所 地域振興部）　TEL 092-441-1118　 Mail dontaku@fukunet.or.jp
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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

地下鉄「薬院大通り駅」そば、
ご近所の皆さんや仕事帰りの方にもお通い頂いています

大谷楽器 薬院センター

子供から大人まで、
初心者にも対応した音楽教室です

▼

大人の方は楽器初心者が多めです

実施中コース/ ピアノ・二胡・バイオ
リン・ギター・ウクレレ・サックス・フ
ルート・オーボエ・トランペット・ドラ
ム・カホン・エレクトーン・ヤマハ音楽
教室

薬院2丁目に音楽教室を開設していま
す。豊富なコース、優しい先生で皆様の
「はじめたい」気持ちを応援いたします。
楽器がない方はレンタル付きのレッスンも
ありますので、お気軽にご相談ください。

大谷楽器 薬院センター
福岡市中央区薬院2-2-7
イーストビル1F
TEL：092-731-2433
https://fukuoka.otanigakki.co.jp/-
school/yakuin/
E-mail：yakuin@otanigakki.com
定休日：月曜日/祝日
営業内容
音楽レッスンの他、楽器・楽譜・音楽小
物販売も行っております。
春日市の店舗では音楽教室に加えピアノ
展示場もございます。

月10万円以上、求人費を払い、採用に納得できていない方へ
採用のプロが無料で、迅速にご相談承ります

㈱ALU

リファラル採用促進に
強い会社です

▼

代表の河村謙信です。

その問題を放置、又は丸投げしていませ
んか？私はそこから、社員を2年で100
名まで増やし、売上を3.7倍にしました。
会社を成長させる為に、ぜひご相談くだ
さい。

私は2年前、求人に3ヶ月で200万円
払った上で、採用で失敗しました。その
時「質の高い人材を最低限のコストで採
用したい」と思いました。これは地方企
業なら一度は考える事でしょう。しかし、

㈱ALU
https://aluiteku.co.jp
営業内容
私たちは「求人広告費を50%削減したの
に採用目標は達成し続ける」そんな組織
に貴社を変化させる会社です。

福岡販売士協会は今年で設立21年を迎える販売士の団体です
福岡を中心に活動を行っております

福岡販売士協会

繋がろう福岡販売士協会
新入会員募集中!!

▼

2021ふくや明太子工場見学会

世代に向けて、当協会で共に活動する
新規会員を募集致します。併せて、参
加希望の企業・団体等の賛助会員も募
集致します。活動はホームページをご覧
下さい。お待ちしております。

流通業界唯一の公的資格である販売
士制度の普及と振興を目指し、人材面か
ら地域流通業界に寄与するべく、各種
の研修会・視察会・交流会を開催し販
売士の資質向上を推進しております。次

福岡販売士協会
福岡市城南区東油山5-2-4-304
TEL：090-4395-8879
FAX：092-707-6695
http://www.farmmc.jp/
E-mail：okano-31@ozzio.jp
営業内容
・流通施設見学会、九州販売士交流会、
夏季研修会、新春懇談会、年次総会、
納涼ビアパ－ティ等

頭を悩ますコンプライアンス対応と社員教育
月々300円／人～でお悩みから解放されませんか！

㈱パンタグラフ

教育系オンライン動画サービス
“STANDBY(スタンバイ)”

▼

WEBサイトTOPページ

しています。
動画は1本15分以内の短時間動画な

ので、「時間がない」ことで教育を諦めて
いた方々必見です。社員教育でお悩みの
方、ぜひ一度ご相談ください！

中小企業様向けに開発した教育動画
見放題サービスです。経営者が頭を悩
ませるコンプライアンス関連の動画をは
じめ、各種ビジネススキルや金融リテラ
シーなどの生活力向上系動画を多数用意

㈱パンタグラフ
福岡市南区野間1-6-17 大和ビル301
TEL：092-980-1469
FAX：092-980-1471
https://standby2021.com/
E-mail：info@standby2021.com
営業内容
動画サービス「スタンバイ」の他、教育に
関わるコンサルティングや研修を実施。別
途レンタル着物事業「La Kimono」を展開

化粧品「博多まほうのクリーム」は効能効果が得られる
医薬部外品★YouTubeでもご紹介中★

（有）ワイズコーポレーション

現役美容家43年
【♯美容ユーチューバー】はかたの武田先生

▼

ワイビューティー
インターナショナル

繋がり、お友達、ご兄弟、ご夫婦、親
子へとご紹介の輪が広がることは、安心
と信頼の証です。
詳しくはHPやYouTubeでご確認い

ただけますのでぜひご覧ください。

ワイビューティー・インターナショナル
では、美容歴４３年の中でお客様のお悩
みに寄り添い様々な美容の問題を解決し
て参りました。素肌はかけがえのない人
生の財産です。実績と口コミで３世代に

(有)ワイズコーポレーション
福岡市中央区天神5丁目7-2  9階
TEL：092-716-5645
FAX：092-845-9966
https://ys-salon-fukuoka.com/
E-mail：ys434819@rice.ocn.ne.jp
営業内容
「総合トータルエステ」、「女性、メンズエ
ステ」、「化粧品製造販売」、「美容講師コ
ンサルティング」など幅広い美容サービス
の提供

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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化粧品「博多まほうのクリーム」は効能効果が得られる
医薬部外品★YouTubeでもご紹介中★

（有）ワイズコーポレーション

現役美容家43年
【♯美容ユーチューバー】はかたの武田先生

▼

ワイビューティー
インターナショナル

繋がり、お友達、ご兄弟、ご夫婦、親
子へとご紹介の輪が広がることは、安心
と信頼の証です。
詳しくはHPやYouTubeでご確認い
ただけますのでぜひご覧ください。

ワイビューティー・インターナショナル
では、美容歴４３年の中でお客様のお悩
みに寄り添い様々な美容の問題を解決し
て参りました。素肌はかけがえのない人
生の財産です。実績と口コミで３世代に

(有)ワイズコーポレーション
福岡市中央区天神5丁目7-2  9階
TEL：092-716-5645
FAX：092-845-9966
https://ys-salon-fukuoka.com/
E-mail：ys434819@rice.ocn.ne.jp
営業内容
「総合トータルエステ」、「女性、メンズエ
ステ」、「化粧品製造販売」、「美容講師コ
ンサルティング」など幅広い美容サービス
の提供

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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当所は、デジタル実装における課題に直面する中小企業の皆様にさまざまな支援の環境を
整えるため、令和3年12月22日にNTTドコモと「『中小企業デジタル化・DX推進』の連携と
協働に関する覚書」を締結しました。今年の1月20日、21日に、その連携の第1弾として開催
した「FUKUSHO DIGITAL EXPO2022」の様子を、よかぞうチャンネル（YouTube）で公開
しています。ぜひご覧ください。

福商デジタル化支援
～第１弾イベント「FUKUSHO DIGITAL EXPO2022」～

中小企業のデジタル実装を加速

セミナーアーカイブを公開中！

■ 動画の一部をご紹介

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

■講師
　柳瀬 隆志 氏
　嘉穂無線ホールディングス㈱ 代表取締役社長
　㈱グッデイ 代表取締役社長
　㈱カホエンタープライズ 代表取締役社長
■ポイント
　柳瀬氏は、自らが先頭に立ち、クラウドを活用しビッグデータの分析や
社内情報を共有する体制を構築、さらには社内でのIT人材育成を推進
されるなど、ITを活用した社内改革に取り組まれています。この、グッデイ
での取り組みに至った経緯や効果などについて、実際に使用されている
システムなどを操作しながら説明していただきました。

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

■登壇者
　福岡商工会議所デジタル化推進委員会
　　委員長 岩﨑 和人 氏 ㈱QTnet 代表取締役社長執行役員（左）
　　副委員長 中村 紘右 氏 学校法人中村学園 副理事長・事業理事（右）
■モデレーター
　兒玉 大 氏 ㈱NTTドコモ九州支社法人営業部長
■ポイント
　コロナ禍における働き方改革やデジタル化推進に関する各社での取
り組み、推進していく上での悩み、またそれを乗り越えるための想い、取
り組みなどについて、ざっくばらんに語っていただきました。
　また、福岡の中小企業がDX、デジタル化にどう向き合っているのか、
直近のアンケート結果などもご紹介しています。

ご視聴は
こちら

ご視聴は
こちら

上記の他に実施されたセミナーのアーカイブ動画も公開しています！ぜひご覧ください！
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㈱コミュニティメディアパートナーズ福岡
☎092-406-6710
福岡市中央区大名1-12-5　アペゼビル2階
http://radio.comiten.jp/

弊社は、FM放送局を核にした情報発信をしながら、人と人、人と街、街と街をつなぎ、地域
の活性化につながるイベント企画、運営、プロデュース等を行っています。
福岡市が2014年に「グローバル創業・雇用創出特区」に指定され、大名小学校跡地に

「Fukuoka Growth Next」が設立されると、天神大名エリアが創業支援の拠点として注目される
ようになりました。そんな中、弊社も「天神大名を盛り上げるお手伝いがしたい」と考えていたと
き、福岡商工会議所で創業支援を行なっていると知りました。そこで、ラジオを通して創業に関
する情報発信をしませんかと、お声掛けをしたところ「福招ラジオ！」の番組ができました。
今後も、業種・業態の垣根を超え、学び、集まり、繋がりのできるこの“場所”をより多くの

方々に知っていただけるようにラジオを通して発信していきたいと思います。イベントの企画等も
行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

４月1日の部署異動で、今回が最後の取材となりました。
これまで３年間にわたり、多くの企業様に取材のご協力いただきました。本当にありがとうございました！

「よかもん」はまだまだ続くので、これからもよろしくお願いします★

代表
取締役

　金山 利治さん

今回訪れたのは、大名にあるコミュニティラジオ天神
「COMI×TEN（コミてん）」さんです　 実は、当所では毎週木
曜にコミてんさんで、「福招ラジオ！」という番組を放送してい
るんです
ビルの２階に続く階段を上がり中に入ると、大きなラジオ
放送ブースとカフェ&スペースが目に入ります。コミてんでは、
ラジオ放送局のほかにカフェでのワークショップ開催やイベン
ト企画運営などもされており、大切なコミュニケーションの場
となっているそうです
コミてんラジオは、福岡市中央区と隣接する区の一部をカ
バーエリアとするFMラジオ局で、2013年１月に開局されまし
た。それ以降、スポンサーである地場企業や地域の方 と々一
緒に街の情報、生活密着情報をメインとする番組を放送され
ています　  当所の番組では、コミてんのパーソナリティの方
と当所の職員が、当所の取り組みや事業について分かりやす
くお伝えしています　 YouTubeでも同時放送されているの
で、カバーエリアに関わらず視聴できます♪過去の配信も
アーカイブ動画を公開されていますので、ぜひご覧ください
さまざまな番組が毎日放送されていますので、ぜひ「コミて
ん」をチェックしてみてください★

FM77.7MHｚで

8：00～ 23：00

リアルタイム情報を発
信！

ラジオをとおして地域創生

ワークショップも
開催されています♪

“地域”創生のプロデュース企画
「長崎県松浦市」

検索

会報誌
編集担当

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♪

３年間、
ありがとうございました!!
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以下の点が改正のポイントです。事業主のみなさまは、就業規則等の整備をお願いいたします。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設（令和4年10月1日施行）
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
の措置の義務付け（令和4年4月1日施行）

3 育児休業の分割取得（令和4年10月1日施行）
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け（令和5年4月1日施行）
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和（令和4年4月1日施行）

令和4年4月1日より各種法律が改正されています。
育
児・介
護
休
業
法

女
性
活
躍
推
進
法

一般事業主行動計画の策定・届出義務、情報公表の義務の対象が常時雇
用する労働者101人以上の企業に拡大されます。常時雇用
する労働者101人以上の企業のみなさまは、一般事業主行
動計画を策定し、福岡労働局雇用環境・均等部に届け出て
いただき、外部に公表するよう、お願いいたします。

労
働
施
策
総
合
推
進
法

職場におけるパワーハラスメント防止のた
めに、雇用管理上必要な措置
を講じることが中小事業主に
も義務となります。事業主の
みなさまは、就業規則等の整
備をお願いいたします。

詳細

詳細詳細

月極駐車場

1階ロビーデジタルサイネージ

～ビル来訪者（年間37万人）への宣伝に効果的～

会員割引料金
ロビーサイネージ
地場企業の会社役員や事業主向け広告に適しています。

広告掲載企業募集

契約者募集
月額27,500円（税込）

5,500円（税込）
（税込）38,500円定価

備品代

11,000円/月

法人・個人でも契約可

入出庫
可能時間 7：00～22：00（土・日・祝日も可）

福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
（アクセス抜群の人気エリア博多駅7分・キャナルシティ3分）

▶自治体や行政の方も利用できます。
▶一般企業・特商は、倍額。事前支払。
▶1か月＝毎月最初の営業日～最終営業日
　　　

【広告物仕様】
・  場　所：
　
・  サイズ：
・  形　式：
　　

・  申　込：

当ビル１階ロビー・自販機裏
※5分に1回程度表示
縦型42インチモニター
jpeg形式静止画のみ
ホームページにパワーポイントの　　
フォーム有 
ホームページから申し込み
1か月単位の申し込み可※エレベーター内広告（ 1か月11,000円/月～）は2023年4月以降掲載募集中です

立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります
全長5m、車幅1.85m、車高1.55m、車重1.9t以下 ▲福岡商工会議所　立体駐車場

月極契約をご検討の方はビル管理グループまでお問い合わせください

期間限定割引
9.30利用分まで

4/1～利用スタート
501会議室限定　

ハイブリッド
会議応援  備品割引キャンペーン

所 在 地

備　　考

限定10台空きあり！

会議所からのお知らせ

安心して大切なお車を
お預けください

スタッフ常駐
（夜間施錠）

おトクな料金設定

敷金・礼金なし

3月1日～
新設！

来館者の
滞在時間が長く
広告効果抜群！

パワーポイントで
手軽に作成！
画像データ
入稿も可

ハイブリッド会議開催の際に必要な備品をお得にご利用いただけます（501会議室限定）。
音声入出力は会場内音響設備からパソコンにUSBで簡単に接続できます（無料）。
※パソコン（WEB会議対応）と外付けカメラはお客様でご準備ください。

・ ワイヤレスマイク×6本
・ プロジェクター×1台
・ スクリーン（天吊）×1台
・ インターネット有線×１回線

▼会場代(午前のみ)：会員料金44,220円（税込）
▼会場代(午後のみ)：会員料金55,220円（税込）福岡の経済界御用達のラグジュアリーな会議室です。

ハイブリッド
会議備品割引

備  品
セット
内  容

P
福岡商工会議所施設内でご利用いただけるサービス

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

1枠

※会場料金は別途必要です

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（2020年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

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（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター
（福岡県内）

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

福岡北九州
高速道路公社
（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

福岡都市高速道路通行台数（※2）

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

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）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

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）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

841,565 

1,619,196 

99.8 

100.3 

287,801 

9,395 

11,798 

174,686 

449 

30,446 

1,014 

27,547,267 

18,113,877 

624 

7,802 

11 

51 

17 

1,662 

令和4年（2022年）2月

3.1

3.6

0.0

0.5

7.5

▲15.8

3.6

0.0

▲0.7

31.8

24.9

1.7

3.4

▲77.1

▲84.9

10.0

▲10.5

21.4

▲33.8

1.11 

107,492 

92,266 

185 

5,074,124 

3,219,580 

2,985,191 

612,449 

3,144,871 

881,116 

2,497 

7,425 

6,785 

2,037 

63,209 

1,357 

16,700 

441 

1,229,390 

9.9

16.0

7.0

▲6.1

22.2

25.2

15.4

9.0

10.2

116.2

▲23.8

11.0

35.2

2.6

13.8

18.2

127.1

▲81.7

36.8

＊「－」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）は前月末、（※３）
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。

＜２月の主な出来事＞
・2/4～20 北京冬季オリンピック 開催
・2/24 ロシア連邦、ウクライナに軍事侵攻
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以下の点が改正のポイントです。事業主のみなさまは、就業規則等の整備をお願いいたします。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設（令和4年10月1日施行）
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
の措置の義務付け（令和4年4月1日施行）

3 育児休業の分割取得（令和4年10月1日施行）
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け（令和5年4月1日施行）
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和（令和4年4月1日施行）

令和4年4月1日より各種法律が改正されています。
育
児・介
護
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業
法

女
性
活
躍
推
進
法

一般事業主行動計画の策定・届出義務、情報公表の義務の対象が常時雇
用する労働者101人以上の企業に拡大されます。常時雇用
する労働者101人以上の企業のみなさまは、一般事業主行
動計画を策定し、福岡労働局雇用環境・均等部に届け出て
いただき、外部に公表するよう、お願いいたします。

労
働
施
策
総
合
推
進
法

職場におけるパワーハラスメント防止のた
めに、雇用管理上必要な措置
を講じることが中小事業主に
も義務となります。事業主の
みなさまは、就業規則等の整
備をお願いいたします。

詳細

詳細詳細

月極駐車場

1階ロビーデジタルサイネージ

～ビル来訪者（年間37万人）への宣伝に効果的～

会員割引料金
ロビーサイネージ
地場企業の会社役員や事業主向け広告に適しています。

広告掲載企業募集

契約者募集
月額27,500円（税込）

5,500円（税込）
（税込）38,500円定価

備品代

11,000円/月

法人・個人でも契約可

入出庫
可能時間 7：00～22：00（土・日・祝日も可）

福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号
（アクセス抜群の人気エリア博多駅7分・キャナルシティ3分）

▶自治体や行政の方も利用できます。
▶一般企業・特商は、倍額。事前支払。
▶1か月＝毎月最初の営業日～最終営業日
　　　

【広告物仕様】
・  場　所：
　
・  サイズ：
・  形　式：
　　

・  申　込：

当ビル１階ロビー・自販機裏
※5分に1回程度表示
縦型42インチモニター
jpeg形式静止画のみ
ホームページにパワーポイントの　　
フォーム有 
ホームページから申し込み
1か月単位の申し込み可※エレベーター内広告（ 1か月11,000円/月～）は2023年4月以降掲載募集中です

立体駐車場のため、以下の車輌が対象となります
全長5m、車幅1.85m、車高1.55m、車重1.9t以下 ▲福岡商工会議所　立体駐車場

月極契約をご検討の方はビル管理グループまでお問い合わせください

期間限定割引
9.30利用分まで

4/1～利用スタート
501会議室限定　

ハイブリッド
会議応援  備品割引キャンペーン

所 在 地

備　　考

限定10台空きあり！

会議所からのお知らせ

安心して大切なお車を
お預けください

スタッフ常駐
（夜間施錠）

おトクな料金設定

敷金・礼金なし

3月1日～
新設！

来館者の
滞在時間が長く
広告効果抜群！

パワーポイントで
手軽に作成！
画像データ
入稿も可

ハイブリッド会議開催の際に必要な備品をお得にご利用いただけます（501会議室限定）。
音声入出力は会場内音響設備からパソコンにUSBで簡単に接続できます（無料）。
※パソコン（WEB会議対応）と外付けカメラはお客様でご準備ください。

・ ワイヤレスマイク×6本
・ プロジェクター×1台
・ スクリーン（天吊）×1台
・ インターネット有線×１回線

▼会場代(午前のみ)：会員料金44,220円（税込）
▼会場代(午後のみ)：会員料金55,220円（税込）福岡の経済界御用達のラグジュアリーな会議室です。

ハイブリッド
会議備品割引

備  品
セット
内  容

P
福岡商工会議所施設内でご利用いただけるサービス

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

1枠

※会場料金は別途必要です

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（2020年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

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（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター
（福岡県内）

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

福岡北九州
高速道路公社
（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

福岡都市高速道路通行台数（※2）

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

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）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

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）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

841,565 

1,619,196 

99.8 

100.3 

287,801 

9,395 

11,798 

174,686 

449 

30,446 

1,014 

27,547,267 

18,113,877 

624 

7,802 

11 

51 

17 

1,662 

令和4年（2022年）2月

3.1

3.6

0.0

0.5

7.5

▲15.8

3.6

0.0

▲0.7

31.8

24.9

1.7

3.4

▲77.1

▲84.9

10.0

▲10.5

21.4

▲33.8

1.11 

107,492 

92,266 

185 

5,074,124 

3,219,580 

2,985,191 

612,449 

3,144,871 

881,116 

2,497 

7,425 

6,785 

2,037 

63,209 

1,357 

16,700 

441 

1,229,390 

9.9

16.0

7.0

▲6.1

22.2

25.2

15.4

9.0

10.2

116.2

▲23.8

11.0

35.2

2.6

13.8

18.2

127.1

▲81.7

36.8

＊「－」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）は前月末、（※３）
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。

＜２月の主な出来事＞
・2/4～20 北京冬季オリンピック 開催
・2/24 ロシア連邦、ウクライナに軍事侵攻



中小企業のベストパートナー

令和４年４月から、新しい
福岡県中小企業振興資金融資制度が

スタートします
福岡県緊急経済対策資金（伴走支援型）

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

福岡県信用保証協会

※一定の要件を充たす場合、連帯保証人が免除されます。

市町村から以下のいずれかの認定を受け、経営行動に係る計画を策定した中小企業者
①セーフティネット保証4号（売上高20％以上減少）
②セーフティネット保証5号（次のいずれかに該当するもの）
  （ア）売上高15%以上減少
   （イ）売上高15%未満減少のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月
 の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高と
 比較して15％以上減少していること
　※①は、新型コロナウイルス感染症に係るものに限ります。

6,000万円（既存と合わせて1億円以内）

10年以内（据置期間2年以内）

1.3% 

0.0％（保証料の一部を県および国が補助）

令和4年4月1日～令和5年3月31日協会受付分まで

必要に応じて徴求

原則、法人代表者のみ※

融資対象者

融資限度額

融資期間

融資利率

信用保証料（当初）

取扱期間

担　　保

連帯保証人

　「緊急経済対策資金」に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・
小規模事業者の皆さまが金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改
善に取り組む「伴走支援型特別保証制度」を活用した融資制度が、令和４年
４月からスタートします。
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