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商工会議所は中小企業の「かかりつけ医」
～経営相談窓口活用のヒント～
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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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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。

※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％！！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！

業種や規模等に関係なく、対象社数が少なかったり、取
引金額が少額でもご利用可能です 

取引先が民事再生手続き開始の申立を
行い、売上債権の回収が不能となった。

取引先が法的整理手続きの通知があり、
決済予定の手形が不渡りとなった。

利用開始後は加入時の条件を維持、年間利用期間中にお
ける与信額削減実績はありません 

205万円

513万円

資金繰りの安定化を図ります ! 

今すぐチェック！  ひとつでも該当したら

今すぐ相談！ 
債権保全専門担当が貴社に合わせて対応します！

＜すでに債権保全商品をご利用中の方には＞ ＜債権保全商品を初めて検討される方には＞

保全先の与信額が不足している　　　　　　　　

延滞でも早期に保全できると助かる　　　　　

複数利用しているのを効率よくまとめたい

与信枠がとれない先があり困っている

どこにでも与信枠がつく仕組みがほしい

現在の保全コストを削減したい

制度へご加入後、通常取引の中でお取引先が倒産・支払遅延で債権が
未回収となりましたら、あらかじめ設定した金額を上限に補償されます。

1 加入しやすい

2 継続しやすい

貸倒損失を最小化・平準化でき、対外信用力の向上も期
待できます

3 計画的に損失をカバー

売上債権
保全制度

会員企業様 お取引先

補　償

制度加入

通常取引

倒産・支払遅延

過去の事故例

服飾卸
Case1.

食料卸
Case2.

認定損害額

認定損害額

※お取引先に保全の存在を知られることはありません。

決済サイトが長く回収まで不安がある　　　　　

既存先の取引を積極的に拡大したい　　　　　  
　
外部情報がとれない先でも取引したい

保証金を取りたいがとれない

新規取引先を安心して開拓したい
　
何もわからないので一から相談したい

売上債権保全制度売上債権保全制度
会員
限定

（記載の税務取扱は、2022年2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。 ）

死亡・障がい・入院を1年365日
24時間保障します1MERIT 1
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2MERIT 2
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3MERIT 3
掛金は全額損金または必要経費に
算入できます4MERIT 4
剰余が生じたときは配当金として還元します5MERIT 5

12ヵ月×44.67％＝約5ヵ月分
負担が減少!!

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

●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

●資料請求

貴社名 ご担当者 TEL

生命共済制度 売上債権保全制度

売上債権保全制度専用のWebページからですと、皆様のご都合のよいタイミングでお問い合わせいただくことができます。
詳細資料のダウンロードもできますので是非アクセスください。
※お問い合わせの内容によっては代理店の伊藤忠オリコ保険サービス株式会社から直接ご連絡させていただきます。
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死亡・障がい・入院を1年365日
24時間保障します1MERIT 1
経営者・従業員・パート･アルバイトも含め、
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※お問い合わせの内容によっては代理店の伊藤忠オリコ保険サービス株式会社から直接ご連絡させていただきます。
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多様性を理解して
企業とマッチング

西部ガスグループに加入した後に
は、福岡市博多区千代のパピヨンビル
に印刷などのビジネス周りの業務を請
け負うコピーセンター絆結をオープン。
企業が使用するノベルティ制作も行な
い、障がいがある人たちがデザインや
写真撮影、受発注とさまざまな仕事に
携わっています。ワークオフィス絆結
で就労訓練を終えた障がい者のスタッ
フも多数働いています。
「一般的には障がいがあるから営業
はできない、大事な仕事は任せられな
いという固定観念があることも事実で
す。ですが当社では得意を仕事とつな
げ、苦手なことはサポートし合い、結
果として生産性をアップしています。
障がい者の雇用は、それぞれの個性
や強みを理解して、支え合いながら仕
事に取り組むことが重要」と船越さん。
西部ガス絆結では、障がいをひとつ
の苦手さと捉え、苦手を補い合うよう
にペアで業務を進めています。「障が
いの有無に関わらず、得意なことは自
信を持って取り組めますし、何より楽

しく仕事ができると思いませんか」と
笑顔を見せます。

仕事の次は住まいづくり
ニーズが事業を生み出す

現在、就労支援に次いで展開してい
るのが、特別支援学校や高校を卒業
した人を対象としたカレッジコース。
これも船越さんの“当事者”ニーズに応
える形で生まれた取組です。
「障がいのある子どもたちは特別支
援学校を卒業してしまうと、それ以降
の受け皿がなく社会に放り出されてし
まいます。18歳という年齢で、企業
で働くか、作業所で訓練を受けるかを
選ばざるを得ず、成長が緩やかな彼ら
にとっては早すぎる判断だと思うんで
す。そこで、あと4年ほどかけて電車
の乗り方などの社会生活に必要なスキ
ルや料理といった家事を身につけ、そ
れから働くための意識やスキルを養っ
ていく。そうした社会に出るための準
備期間が必要です」。
今後は、仕事だけではなく住まいの
問題にも事業を拡大したいという船越
さん。「訓練をして働くというところま

では形ができましたが、次は暮らす場
所が必要。仕事と生活は両輪ですか
ら。グループホームで支援をしてもら
いながら一人暮らしを経験していくと
いう方法がありますが、グループホー
ム自体、社会に圧倒的に足りていませ
ん。ですから社員寮のようなイメージ
で、当社の社員や訓練を受けている
人、絆結を卒業して他の企業で働いて
いる人たちが暮らす場所を提供したい」
と意気込みます。西部ガス絆結が目指
す多様性を認め合う社会づくりへの挑
戦は、これからも続いていきます。

次男の誕生が人生の転機に
障がい者就労支援の道へ

企業から請け負った仕事を通じて、
障がい者の就労支援を行う福岡県春
日市春日公園の西部ガス絆結（ばんゆ
う）㈱。ダイバーシティが求められる
現在、障がいがあっても当たり前に働
ける社会づくりを目指しています。そ
の起業の背景には、代表取締役社長
である船越哲朗さんの“当事者”として
のニーズがありました。
船越さんの3人目の子どもに、知的

障がいと発達障がいがあることが判
明。将来を考え、障がい者の雇用な
どを調べた際に愕然としたそうです。
「大人になって福祉作業所で働いても、
当時で月額8,000円という給料。これ

では私たち親が死んだあと、ほかの兄
弟たちに頼らざるを得ません。それを
解消するためには、障がいがあっても
普通に企業で働くことができる社会を
つくらなければならないと感じまし
た」。それから、船越さんは45歳の
時に勤務していた西部ガスを退職し、
1年間専門学校に通って社会福祉士の
資格を取得。全国の作業所や障がい
者雇用に注力する企業などを訪問しな
がら事業構想を練って立ち上げたの
が、就労支援サービス事業を中心とし
た合同会社絆結です。同年、春日市
に就労訓練を行うワークオフィス絆結
を開設。2017年にはその取組が認め
られ、M&Aで西部ガスの子会社とな
り、西部ガス絆結㈱と社名変更。現
在では西部ガスグループ全体の障がい

者雇用を担っています。
その躍進を支えた力は、船越さんの
想いだけではなく、事業の特徴にもあ
りました。「ずっと福祉に携わってきた
わけではなく、企業に勤めてきたから
こそ企業が求める人材やスキルが理解
できるという点は、従来の就労支援事
業者と大きく違うポイントです。また仮
想の業務で訓練を行うのではなく、本
物の仕事で訓練することはひとつのこ
だわり。納期もあればクオリティも求め
られる。そうでなければ実際に企業で
働けるようになるための訓練にはなりま
せんから」と船越さん。2021年7月ま
でに42名が29社に就職するなど着実
に成果を上げています。

西部ガス絆結㈱　代表取締役社長　船越 哲朗氏

西部ガス絆結㈱
コピーセンター絆結

取材日：3月31日

〒812-0044 福岡市博多区千代1-17-1
パピヨン24ビル B1F
TEL 092-645-0351

https://www.copycenter-banyu.jp/

2企業から依頼されるのは仕事に欠かせない封筒や名刺、各種ノ
ベルティ制作など。西部ガス絆結はデザインから携わっている

4西部ガス絆結は「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞で実行
委員会特別賞を受賞するなど、外部からも高い評価を受けている

1ワークオフィス絆結では高卒者を対象としたカレッジコースから、就労
移行支援のみに取り組むビジネスコースまで、3段階のコースを設定

3パピヨンビルにあるコピーセンター絆結ではワークオフィス絆結の卒
業生たちが働く。「障がいがあってもポテンシャルは高い」と船越さん

【プロフィール】
福岡県出身。自身の子どもに障がい
があるとわかったことを機に、西部
ガスを45歳で退職。社会福祉士の
資格を取得し、2014年に合同会社
絆結を設立。2017年には西部ガス
の特例子会社となる。

得意を生かして苦手をサポート
障がい者が当たり前に働ける社会づくりを
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多様性を理解して
企業とマッチング
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商工会議所は中小企業の「かかりつけ医」
～経営相談窓口活用のヒント～

　商工会議所は、「地域に密着した“顔の見える”支援」、「経営に関する幅広い相談への対応」、「中小企業支援のノウ
ハウを持つ」ことを強みとする、地域の中小企業・小規模事業者の「かかりつけ医」です。
　現状に不安がある、今の経営を見直したいといったお悩みや、補助金申請のサポートをはじめ、中小企業が抱える
様々な経営課題に関するご相談に対応しています。経営者の皆様にとって身近な、一番の味方としてお話をうかがい、
一緒に解決策を見つけてまいります。
　今回の特集では、まずは気軽にご相談の第一歩を踏み出していただけるよう、経営相談窓口活用のヒントをご案内
します。

次のような相談を無料で承ります。

　当所経営相談窓口は、コロナ禍を乗り越えるため
に事業を見直したい、新規事業を立ち上げたい、こ

れから創業したいなど様々な課題と抱えた事業者にご利用
いただいています。特に、30～40代の利用が多く、半数
以上を占めています。

A2

どんな相談ができるの？Q2

どんな人が相談にきているの？
A1

Q1

課題は解決できる？

　また、ご利用された方の60％以上が「課題を解決でき
る」と回答しており、満足度も約90％（満足・やや満足を
回答した割合）と、事業者の皆様のご期待に応えることがで
きるよう丁寧な対応に努めています。

20代以下 7%

30代
25%

40代
33%

50代
21%

70代以上 4%

未回答 1%

60代 9%

できる
61%

ある程度
できる
36%

できる ある程度できる あまりできない できない

利用者の年代

満足度は？ 

満足
89.1%

やや満足
5.2%

満足 やや満足 やや悪い 悪い 未回答

利用者
の声

利用者
の声

※調査概要：当所経営相談窓口利用者に対してアンケートを実施（期間 R3.4.1～R4.3.15、回答数 3,564件）

・違う視点から意見を聞けて勉強
になった。
・自分の考えをしっかりと聞いて
いただき必要なアドバイスをも
らうことができた。
・相談する中で不明点・問題点
が明確になり、自分の考えを整
理できた。

利用者
の声

その他、小規模事業者持続化補助金の様式発行、事業復活支援金の事前確認の依頼につ
いては、当所HPから申請を受け付けています。

● MEO、SEO対策
● SNSの活用　等
Webを使った集客方法について、
経験豊富な専門家が対応します。

Web集客

● 売上アップに向けたマネジメント、
経営戦略、事業の見直し

● 事業承継の検討　等
中小企業診断士、事業承継専門
家が対応します。

事業承継・経営戦略・
マネジメント

相談窓口一覧

国、県、市の融資制度について
資金使途や融資金額に応じて適
切なものをご紹介します。
また、申込書の記載方法や必要
書類についてもご案内します。

資金調達

● 小規模事業者持続化補助金
● 事業再構築補助金　等
目的にあわせた補助金のご紹介や、採択に向け事業計画の内容
や申請書の書き方についてアドバイスを行います。（申請書の代
筆はいたしません）

補助金活用、申請書のブラッシュアップ

● 据え置き後の返済計画
● 経費節減方法のアドバイス　等
銀行OB及び事業再生の専門家
が対応します。

資金繰り・収益力改善

● 契約書のリーガルチェック
● 事業でのトラブル　等
弁護士が秘密厳守で対応します。

法律相談

● 新商品開発・PR戦略
● 新規事業戦略策定
● 海外販路開拓　等
経営コンサルタントが対応し
ます。

販路開拓

● 雇用契約書確認
● 求人票の記載内容の
ブラッシュアップ

● 人材定着のアドバイス　等
社会保険労務士または採用コン
サルタントが対応します。

労務・人材確保定着相談

● 当所ホームページ作成ツール
● ITツール利用方法紹介　等
IT初心者向けに小規模事業者支
援の経験が豊富な ITインストラ
クターが対応します。

HP作成・IT利活用

● 確定申告書作成方法
● 仕訳の確認
● 税金計算方法　等
税理士が対応します。
（無料の記帳指導もあります。
７ページ参照）

税務相談

特 集
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サルタントが対応します。

労務・人材確保定着相談

● 当所ホームページ作成ツール
● ITツール利用方法紹介　等
IT初心者向けに小規模事業者支
援の経験が豊富な ITインストラ
クターが対応します。

HP作成・IT利活用

● 確定申告書作成方法
● 仕訳の確認
● 税金計算方法　等
税理士が対応します。
（無料の記帳指導もあります。
７ページ参照）

税務相談

特 集
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福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

当所税務相談所職員、当所が指定する税理士等が無料で記帳・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。
④確定申告期直前のご相談は対応しかねますので、早めのお申し込みをおすすめします。

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・税務等に関する基礎的事項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回までの指導（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

申込期間 令和４年４月１日～11月30日

ご相談内容に応じ、当所の経営指導員または専門
家が対応します。

①福岡商工会議所　経営指導員
国や県、市の各種支援施策のご案内、融資の相談や申
込、補助金申請の相談などに対応します。必要に応じて、
専門家への橋渡しへも行います。
（※士業等の顧問先の紹介は除く）

②専門家
専門的な相談には、中小企業診断士、税理士、弁護士、
経営コンサルタント、銀行OBなどが対応します。

相談方法は主に３通りあります。
（１時間単位の事前予約制）

①経営相談窓口での相談（電話による事前予約制）
福岡商工会議所ビル２階の経営
相談窓口にお越しください。ご
持参いただいたご相談に関する
資料を確認しながら、自社の経
営状況について職員との相互理
解を深めます。

②オンライン相談（当所HPからの事前申込制）
経営相談窓口への来所が難し
い、または対面による説明が不
要な場合は、オンライン相談も
承ります。

③電話相談
お電話では、ご不明点に対する
簡単なご説明や相談前の事前ヒ
アリングを行っています。

①事業計画書や決算書、
補助金申請書など相談に関する
資料をご準備ください。

②その他、必要なものがある場合は、
予約の際にご案内します
※オンライン相談の場合は、ご自身のPCやタブレット端末などが必要です

原則として、平日の９時～17時です。
（12時～13時は昼休み）

※一部、開設時間が異なる窓口があります。
詳細は、当所HPをご参照ください。

https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/
sodan_calendar/

ご相談は、秘密厳守で承ります。
安心してご利用ください。

福岡商工会議所ビル２階です。
（住所：福岡市博多区博多駅前2-9-28）

事業承継、事業再生などの専門的なご相談について

　事業承継や事業再生など高度な専門知識が必要なご相談
の場合、産業競争力強化法に基づき、国の委託のもと当所
に設置している２つの公的機関をご紹介します。公平中立の
立場ですので、安心してご利用ください。

● 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
　第三者承継、親族承継、従業員承継をワンストップで対応。
売り手と買い手のマッチングや後継者探し、承継に向けた計画
書作成を事業承継の第一線で活躍する専門家が対応します。
（お問い合わせ）TEL 092-441-6922

● 福岡県中小企業活性化協議会
　今年度から、中小企業再生支援協議会と経営改善支援セ
ンターが統合し、新しい組織になりました。資金繰りに悩
みを持つ事業者の「駆け込み寺」として事業再生、収益力改
善、経営者の再チャレンジ支援等に経験豊富な専門家が対
応します。
（お問い合わせ）TEL 092-441-1221

返済の調整

誰が相談に対応するの？

福岡商工会議所　経営相談部
地域支援第１・第２グループ
TEL：092-441-2161、092-441-2162

オンライン相談申込先
https://www.fukunet.or.jp/contact/
contact_other/online-consultation/

予約および相談先

Q3

A3

相談に必要なものはあるの？Q5

A5

A4

銀行等

再チャレンジ
支援

相談 相談

中小企業活性化協議会

A7

A8

A6

いつ開設しているの？Q6

相談した秘密は守られるの？Q7

窓口はどこにあるの？Q8

どんな相談方法があるの？Q4

中小企業活性化
協議会

改善計画
再生計画
策定支援

事業者 事業者

事業継続は
難しい…

でも借入金が…
事業を
続けたい！

※セーフティネット認定に関するご相談は福岡市窓口（092-441-2171）にお
問い合わせください。

（福岡商工会議所2階フロア図）
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福岡商工会議所の

無料記帳指導
を受けてみませんか？

当所税務相談所職員、当所が指定する税理士等が無料で記帳・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。
④確定申告期直前のご相談は対応しかねますので、早めのお申し込みをおすすめします。

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・税務等に関する基礎的事項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回までの指導（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

申込期間 令和４年４月１日～11月30日

ご相談内容に応じ、当所の経営指導員または専門
家が対応します。

①福岡商工会議所　経営指導員
国や県、市の各種支援施策のご案内、融資の相談や申
込、補助金申請の相談などに対応します。必要に応じて、
専門家への橋渡しへも行います。
（※士業等の顧問先の紹介は除く）

②専門家
専門的な相談には、中小企業診断士、税理士、弁護士、
経営コンサルタント、銀行OBなどが対応します。

相談方法は主に３通りあります。
（１時間単位の事前予約制）

①経営相談窓口での相談（電話による事前予約制）
福岡商工会議所ビル２階の経営
相談窓口にお越しください。ご
持参いただいたご相談に関する
資料を確認しながら、自社の経
営状況について職員との相互理
解を深めます。

②オンライン相談（当所HPからの事前申込制）
経営相談窓口への来所が難し
い、または対面による説明が不
要な場合は、オンライン相談も
承ります。

③電話相談
お電話では、ご不明点に対する
簡単なご説明や相談前の事前ヒ
アリングを行っています。

①事業計画書や決算書、
補助金申請書など相談に関する
資料をご準備ください。

②その他、必要なものがある場合は、
予約の際にご案内します
※オンライン相談の場合は、ご自身のPCやタブレット端末などが必要です

原則として、平日の９時～17時です。
（12時～13時は昼休み）

※一部、開設時間が異なる窓口があります。
詳細は、当所HPをご参照ください。

https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/
sodan_calendar/

ご相談は、秘密厳守で承ります。
安心してご利用ください。

福岡商工会議所ビル２階です。
（住所：福岡市博多区博多駅前2-9-28）

事業承継、事業再生などの専門的なご相談について

　事業承継や事業再生など高度な専門知識が必要なご相談
の場合、産業競争力強化法に基づき、国の委託のもと当所
に設置している２つの公的機関をご紹介します。公平中立の
立場ですので、安心してご利用ください。

● 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
　第三者承継、親族承継、従業員承継をワンストップで対応。
売り手と買い手のマッチングや後継者探し、承継に向けた計画
書作成を事業承継の第一線で活躍する専門家が対応します。
（お問い合わせ）TEL 092-441-6922

● 福岡県中小企業活性化協議会
　今年度から、中小企業再生支援協議会と経営改善支援セ
ンターが統合し、新しい組織になりました。資金繰りに悩
みを持つ事業者の「駆け込み寺」として事業再生、収益力改
善、経営者の再チャレンジ支援等に経験豊富な専門家が対
応します。
（お問い合わせ）TEL 092-441-1221

返済の調整

誰が相談に対応するの？

福岡商工会議所　経営相談部
地域支援第１・第２グループ
TEL：092-441-2161、092-441-2162

オンライン相談申込先
https://www.fukunet.or.jp/contact/
contact_other/online-consultation/

予約および相談先

Q3

A3

相談に必要なものはあるの？Q5

A5

A4

銀行等

再チャレンジ
支援

相談 相談

中小企業活性化協議会

A7

A8

A6

いつ開設しているの？Q6

相談した秘密は守られるの？Q7

窓口はどこにあるの？Q8

どんな相談方法があるの？Q4

中小企業活性化
協議会

改善計画
再生計画
策定支援

事業者 事業者

事業継続は
難しい…

でも借入金が…
事業を
続けたい！

※セーフティネット認定に関するご相談は福岡市窓口（092-441-2171）にお
問い合わせください。

（福岡商工会議所2階フロア図）
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インボイス制度、電子帳簿保存法改正に対応しないと大変って言われているけど、対応しないとどう
なるの？」「どう進めていけばよいのかわからない…」と疑問を持たれている方も多いと思います。
そこで、当所では制度の概要、対応するために使えるサービス紹介や以下に記載しているIT導入
補助金に関するセミナーを開催します。この機会にぜひご参加ください。

～インボイス制度、電子帳簿保存法改正への対応時に活用できる事業・補助金の紹介～

企業間取引のデジタル化のご準備を

6月2日(木)開催
14:00～15:30

日　時

当所会議室会　場

会場 30名
オンライン参加 50名

定　員
㈱ワクフリ
代表取締役

髙島 卓也 氏

佐藤修一
公認会計士事務所
公認会計士 税理士

佐藤 修一 氏

講　師

参加費

無料

申請・導入の３ステップ

IT 導入補助金 デジタル化基盤導入枠とは？

～制度内容から注意点までまるわかり～
インボイス制度＆電子帳簿保存法改正セミナー

詳細は
コチラ

セミナーに関するお問い合わせ／経営支援グループ　TEL 092-441-1146

補助金 補助金

各種支援施策情報
事業の立て直し、成長を目指す方がご利用いただける支援施策情報です。（R4.4.19現在）

【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。

事業復活支援金事務局
TEL 0120-789-140

【国】
IT導入
補助金
2022

自社の課題やニーズに合ったITツールを導入
する経費の一部を支援。

サービス等生産性向上
IT導入支援事業 コールセンター
TEL 0570-666-424

【国】
小規模
事業者
持続補助金
＜一般型＞

販路開拓等の取り組みを行う際の経費の一部
を支援。

福岡商工会議所
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

内容・お問い合せ先

【県】
感染防止
認証制度

感染防止対策に必要な基準を遵守する飲食
店・宿泊施設の認証制度。認証店に対する
支援金の受付も継続中。

認証制度コールセンター
TEL 0120-236-630

【市】
事業者向け
支援金等
申請サポート
事業

事業者向け各種支援制度の申請手続きを、
行政書士・社会保険労務士に依頼した際に
係る報酬の 一部を支援。

事業者向け支援金等申請
サポートセンター
TEL 092-600-4928

【県】
経営革新
推進補助金

新商品・新サービスの開発・提供など、新し
いビジネスに関する「経営革新計画」の承認を
受けた事業者に対して、必要な事業費を補助。

福岡商工会議所
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

内容・お問い合せ先

お客様相談
フリーダイヤル https://www.fukuoka-cgc.or.jp/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】中小企業のベストパートナー

※一定の要件を充たす場合、連帯保証人が免除されます。

福岡地区担当部署
■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所    ：☎092-734-5923

「福岡県中小企業振興資金融資制度」のご案内
福岡県緊急経済対策資金（伴走支援型）

新しい

　「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した。

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

6,000万円融 資 限 度 額

融 資 対 象 者

10年以内（据置期間２年以内）融 資 期 間
1.3%融 資 利 率
0.0%（保証料の一部を県および国が補助）信用保証料（当初）
令和4年4月1日～令和5年3月31日協会受付分まで取 扱 期 間
必要に応じて徴求担 保
原則、法人代表者のみ※連 帯 保 証 人

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。

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。
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補助金 補助金

各種支援施策情報
事業の立て直し、成長を目指す方がご利用いただける支援施策情報です。（R4.4.19現在）

【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。

事業復活支援金事務局
TEL 0120-789-140

【国】
IT導入
補助金
2022

自社の課題やニーズに合ったITツールを導入
する経費の一部を支援。

サービス等生産性向上
IT導入支援事業 コールセンター
TEL 0570-666-424

【国】
小規模
事業者
持続補助金
＜一般型＞

販路開拓等の取り組みを行う際の経費の一部
を支援。

福岡商工会議所
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

内容・お問い合せ先

【県】
感染防止
認証制度

感染防止対策に必要な基準を遵守する飲食
店・宿泊施設の認証制度。認証店に対する
支援金の受付も継続中。

認証制度コールセンター
TEL 0120-236-630

【市】
事業者向け
支援金等
申請サポート
事業

事業者向け各種支援制度の申請手続きを、
行政書士・社会保険労務士に依頼した際に
係る報酬の 一部を支援。

事業者向け支援金等申請
サポートセンター
TEL 092-600-4928

【県】
経営革新
推進補助金

新商品・新サービスの開発・提供など、新し
いビジネスに関する「経営革新計画」の承認を
受けた事業者に対して、必要な事業費を補助。

福岡商工会議所
地域支援第一・第二グループ 
TEL 092-441-2161・2162

内容・お問い合せ先

お客様相談
フリーダイヤル https://www.fukuoka-cgc.or.jp/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

【お問い合わせ先】中小企業のベストパートナー

※一定の要件を充たす場合、連帯保証人が免除されます。

福岡地区担当部署
■本所営業部：☎092-415-2601
■大濠支所    ：☎092-734-5923

「福岡県中小企業振興資金融資制度」のご案内
福岡県緊急経済対策資金（伴走支援型）

新しい

　「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した。

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

6,000万円融 資 限 度 額

融 資 対 象 者

10年以内（据置期間２年以内）融 資 期 間
1.3%融 資 利 率
0.0%（保証料の一部を県および国が補助）信用保証料（当初）
令和4年4月1日～令和5年3月31日協会受付分まで取 扱 期 間
必要に応じて徴求担 保
原則、法人代表者のみ※連 帯 保 証 人

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。

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。
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　電話一本で簡単にサービスのお申し込みが可能です。また、専用
ページやスマートフォンからも各種サービスメニューをいつでもお
申し込みいただけます。利用者が直接申し込めるので、貴社の担当
者に事務負担がかかりません。

　多様なニーズやライフスタイルにあわせた幅広いサービスを地域
格差なくご利用いただけます。
　国内外宿泊やオフタイムを楽しむレジャー・グルメ・ショッピン
グなどに加え、企業ニーズの高い育児や介護支援などにも対応して
います。

月会費は全額
損金算入可能

低コスト・
業務負担
なし

140万件以上の
豊富なメニュー

多様なニーズに合った優待サービスが使い放題 利用希望者から直接お申し込みいただけます!

〈ご利用いただけるサービス例〉

福岡商工会議所会員特別料金

【レジャー】
テーマパークや映画館などの
割引クーポン提示やWEBから
の事前購入などで利用できま
す。

【宿泊】
全国約39,500のホテル・旅
館が会員特典で利用可能。
予約サイト利用でのポイント
還元などもあります。

【スポーツ】
各種フィットネスクラブが法
人料金で利用可能。
都度利用、月会費制などで利
用できます。

【飲食】
福岡市内約280店舗で割引利
用可能。居酒屋、ホテルレス
トラン、カフェなどで利用で
きます。

【育児・介護】
《育児》育児補助金制度
月極保育・一時保育サービス
で利用可能。
《介護》介護補助金
介護用品購入・居宅サービス
で利用可能。
※育児・介護共に諸条件あり

人数規模
一般料金

20,000円

100,000円

300,000円

1,000,000円

10,500円

1,050円

950円

850円

入会金

10名以下

11名～100名

101名～1,000名

1,001名～

会員料金

無料

一般料金

利用料金（1名あたり月額）

会員料金

880円
（税込）

※福岡商工会議所と（株）ベネフィット・ワンとの提携で実現した会員限定のサービスです

※全国12,579社（団体）が加入する福利厚生代行サービス

ほかにも… 自己啓発・無料相談ダイヤルなど、140万件以上の多種多様なサービスを提供

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
詳細につきましては当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所　会員限定　福利厚生アウトソーシングサービス

「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内

▲ ＦＡＸ：092-411-1600 福岡商工会議所
会員組織・共済グループ　行

★資料請求シート　資料請求はこちらから！

事業所名

所在地

部署・役職

TEL

ご質問ございましたら
ご記入ください

氏名

FAX

※（株）ベネフィット・ワン担当より貴社担当者様へご連絡いたします。

本案内に記載のサービス内容は2022年4月現在のものです。サービス内容は、変更・追加または終了することがあります。

ご記入いただいた情報は、本件のご連絡のため、（株）ベネフィット・ワンに提供する他、当所からのご案内などに利用する場合があります。

従業員とその家族みんなが会員価格でご利用いただけます。

福商　ベネフィット 検索
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リ
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FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

3.23~28

賑わう会場の様子

販路拡大

第39回博多うまかもん市を
開催
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)なら

びに博多うまかもん市実行委員会(実行

委員長=中岡生公・㈱鈴懸 代表取締役)

は3月23日から28日、岩田屋本館と福

岡三越にて「第39回博多うまかもん市」

を開催した。

福岡の食の魅力発信や事業者の販路

拡大を目的に65社が出店した。初の試

みとして出店者の商品をデリバリーする企

画を実施。利用者からは「家にいながら

催事の商品が楽しめる」と好評であった。

1.5~3.30

オンラインストアTOPページ

●産業振興グループ　TEL 092-441-1119

販路拡大

三越伊勢丹オンラインストア
「博多うまかもん市特集」
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）な

らびに博多うまかもん市実行委員会（実

行委員長=中岡生公・㈱鈴懸 代表取締

役）は1月5日から3月30日、三越伊勢

丹オンラインストア内にて「博多うまかも

ん市特集」を開催した。

全国のユーザーに向けて、福岡の食と

してPRすることを目的に、38社の96商

品を販売した。

参加企業からは「関東地域の新規顧客を

獲得することができた」などの声が聞かれた。

3.17

日商から当所に送られた表彰状

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

表　彰

日商が当所の新型コロナ共同接種の
取り組みを表彰
当所は、新型コロナ感染拡大防止のた

めに実施した「新型コロナワクチン共同接
種」について日本商工会議所の三村明夫
会頭から表彰を受けた。
当所では、昨年７月から８月にかけ、当

所会員事業所の経営者や従業員約6,000
人を対象に共同接種（1・2回目）を、また
今年３月から４月には追加接種（3回目）
を実施した。ワクチン接種事業の責任者
を務めた猪野理事・事務局長は「１日も
早く接種できて嬉しいとの声も寄せられ
た。初の試みだったが、会員の皆様のお
役に立てて良かった」と語った。

4.6～8

新入社員基礎講座の受講者

●検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

人材育成

福商実務研修講座
『【福岡市共催】新入社員基礎講座』
当所は4月6日から8日の3日間、福岡

市との共催で『新入社員基礎講座』を開催

し、55社157名が参加。各社の新入社員

が、ビジネスパーソンとしてプロ意識を持

つことや、顧客満足度を高めるビジネス

マナーについて学んだ。当日は感染症対

策を徹底してリアル（対面式）で開催。

受講者からは「マナーや細かいルールも

相手を思いやる気持ちの表れであることが

わかった」「行動する理由をきちんと理解す

ることが重要だと知った」「学んだことを早

速現場で実践したい」などの声が聞かれた。

４.14

会議冒頭に挨拶する金子委員長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

委員会

魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長

＝金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱代表取

締役社長）は４月14日、カジワラブラン

ディング㈱・梶原道生氏を講師に迎え、

「福岡企業のブランディングとデザイン実

例」をテーマに講演会を開催した。

梶原氏は、ブランディングにおいては、

新たな価値を生み出すのではなく今ある強

みを磨き上げ、他者との差別化を図るこ

とが重要だと説明。その上で、講演会後

の意見交換では、福岡が発信すべき都市

の魅力、ポテンシャルについて、参加者

から様々な意見が寄せられた。

4.5

ペッカ・オルパナ大使（左奥）と猪野理事・事務局長（右奥）

●産振興業グループ　TEL 092-441-1119

表敬訪問

駐日フィンランド大使館
表敬訪問
当所は4月5日、駐日フィンランド大使

館のペッカ・オルパナ大使より表敬訪問を

受け、猪野理事・事務局長が面談した。

大使は、「フィンランドはICT、smart 

city、startupといった様々な分野で先進

的な企業が多い。今後は、直行便で結ば

れる福岡との経済交流を強化していきた

い。」と語った。猪野理事・事務局長は

「デジタル化は、取り組み強化が必要な

重要課題だ。ぜひ協力してほしい。」と述

べた。
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　電話一本で簡単にサービスのお申し込みが可能です。また、専用
ページやスマートフォンからも各種サービスメニューをいつでもお
申し込みいただけます。利用者が直接申し込めるので、貴社の担当
者に事務負担がかかりません。

　多様なニーズやライフスタイルにあわせた幅広いサービスを地域
格差なくご利用いただけます。
　国内外宿泊やオフタイムを楽しむレジャー・グルメ・ショッピン
グなどに加え、企業ニーズの高い育児や介護支援などにも対応して
います。

月会費は全額
損金算入可能

低コスト・
業務負担
なし

140万件以上の
豊富なメニュー

多様なニーズに合った優待サービスが使い放題 利用希望者から直接お申し込みいただけます!

〈ご利用いただけるサービス例〉

福岡商工会議所会員特別料金

【レジャー】
テーマパークや映画館などの
割引クーポン提示やWEBから
の事前購入などで利用できま
す。

【宿泊】
全国約39,500のホテル・旅
館が会員特典で利用可能。
予約サイト利用でのポイント
還元などもあります。

【スポーツ】
各種フィットネスクラブが法
人料金で利用可能。
都度利用、月会費制などで利
用できます。

【飲食】
福岡市内約280店舗で割引利
用可能。居酒屋、ホテルレス
トラン、カフェなどで利用で
きます。

【育児・介護】
《育児》育児補助金制度
月極保育・一時保育サービス
で利用可能。
《介護》介護補助金
介護用品購入・居宅サービス
で利用可能。
※育児・介護共に諸条件あり

人数規模
一般料金

20,000円

100,000円

300,000円

1,000,000円

10,500円

1,050円

950円

850円

入会金

10名以下

11名～100名

101名～1,000名

1,001名～

会員料金

無料

一般料金

利用料金（1名あたり月額）

会員料金

880円
（税込）

※福岡商工会議所と（株）ベネフィット・ワンとの提携で実現した会員限定のサービスです

※全国12,579社（団体）が加入する福利厚生代行サービス

ほかにも… 自己啓発・無料相談ダイヤルなど、140万件以上の多種多様なサービスを提供

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114
詳細につきましては当所ホームページをご覧ください。

福岡商工会議所　会員限定　福利厚生アウトソーシングサービス

「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内「ベネフィット・ステーション〈ゴールドコース〉」のご案内

▲ ＦＡＸ：092-411-1600 福岡商工会議所
会員組織・共済グループ　行

★資料請求シート　資料請求はこちらから！

事業所名

所在地

部署・役職

TEL

ご質問ございましたら
ご記入ください

氏名

FAX

※（株）ベネフィット・ワン担当より貴社担当者様へご連絡いたします。

本案内に記載のサービス内容は2022年4月現在のものです。サービス内容は、変更・追加または終了することがあります。

ご記入いただいた情報は、本件のご連絡のため、（株）ベネフィット・ワンに提供する他、当所からのご案内などに利用する場合があります。

従業員とその家族みんなが会員価格でご利用いただけます。
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第39回博多うまかもん市を
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当所食料・水産部会 (部会長=川端
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は3月23日から28日、岩田屋本館と福

岡三越にて「第39回博多うまかもん市」
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福岡の食の魅力発信や事業者の販路

拡大を目的に65社が出店した。初の試

みとして出店者の商品をデリバリーする企

画を実施。利用者からは「家にいながら

催事の商品が楽しめる」と好評であった。

1.5~3.30

オンラインストアTOPページ
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販路拡大

三越伊勢丹オンラインストア
「博多うまかもん市特集」
当所食料・水産部会（部会長=川端
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日商から当所に送られた表彰状
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表　彰
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取り組みを表彰
当所は、新型コロナ感染拡大防止のた

めに実施した「新型コロナワクチン共同接
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人を対象に共同接種（1・2回目）を、また
今年３月から４月には追加接種（3回目）
を実施した。ワクチン接種事業の責任者
を務めた猪野理事・事務局長は「１日も
早く接種できて嬉しいとの声も寄せられ
た。初の試みだったが、会員の皆様のお
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当所は4月6日から8日の3日間、福岡
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し、55社157名が参加。各社の新入社員

が、ビジネスパーソンとしてプロ意識を持
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策を徹底してリアル（対面式）で開催。

受講者からは「マナーや細かいルールも

相手を思いやる気持ちの表れであることが

わかった」「行動する理由をきちんと理解す

ることが重要だと知った」「学んだことを早

速現場で実践したい」などの声が聞かれた。

４.14

会議冒頭に挨拶する金子委員長

●企画広報グループ　TEL 092-441-1112

委員会

魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長

＝金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱代表取

締役社長）は４月14日、カジワラブラン

ディング㈱・梶原道生氏を講師に迎え、

「福岡企業のブランディングとデザイン実

例」をテーマに講演会を開催した。

梶原氏は、ブランディングにおいては、

新たな価値を生み出すのではなく今ある強

みを磨き上げ、他者との差別化を図るこ

とが重要だと説明。その上で、講演会後

の意見交換では、福岡が発信すべき都市

の魅力、ポテンシャルについて、参加者

から様々な意見が寄せられた。

4.5

ペッカ・オルパナ大使（左奥）と猪野理事・事務局長（右奥）

●産振興業グループ　TEL 092-441-1119

表敬訪問

駐日フィンランド大使館
表敬訪問
当所は4月5日、駐日フィンランド大使

館のペッカ・オルパナ大使より表敬訪問を

受け、猪野理事・事務局長が面談した。

大使は、「フィンランドはICT、smart 

city、startupといった様々な分野で先進

的な企業が多い。今後は、直行便で結ば

れる福岡との経済交流を強化していきた

い。」と語った。猪野理事・事務局長は

「デジタル化は、取り組み強化が必要な

重要課題だ。ぜひ協力してほしい。」と述

べた。
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中学生の学習指導

食品販売業

美容業

鍼灸

ダンススタジオ

健康食品・美粧品・雑貨販売

福岡空港前送迎付駐車場

美容業

パフォーマンスショー

健康食品の販売

健康食品の販売

飲食業

建築設計業

飲食店

理容業

畳襖製造販売

学生服の小売販売

西日本新聞媒体の編集、制作、営業、販売支援事業とその他事業

飲食店

エステティックサロン(フェイシャル、女性専用サロン)

半導体コンサルティング

建設業、アパレル、美容

頭髪の刈込、顔剃など

ホームページの制作及びウェブコンサル業

飲食

開設41年、地域に根ざした価値ある教育をモットーに頑張り中！

純粋氷販売、かき氷

プライベートサロンになりますので、くつろぎにいらしてください

美容鍼、交通事故、日々のセルフケアまで幅広くお任せください

本格的に学べるダンススタジオ、3才～大人まで見学体験受付中！

玄米発酵食品と石油不使用の化粧品を販売しています

日本唯一の手洗い洗車が無料サービスです。是非どうぞ

キレイも癒しも効率も！全部叶える！大人のための隠れ家サロン

バルーンパフォーマンス日本一のお笑い芸人が皆様を笑顔にします

皆さんの健康を願って、健康をお届けします

病気になる前に健康であること。誰もが願っています

地域密着の店で単身者独身者ご用達の店です

理想の住まい、デザインにこだわった建築づくりお手伝いします

☆めちゃくちゃ美味しい料理屋です！！特に明太子は絶品☆

ゆっくりとしたファミリーサロン

1枚1枚丁寧に「心」と「確かな技術」を込めてご提供致します

福岡市公立中学校の制服販売店です

新聞のリソースを繋ぎ合わせた新サービスを提供する総合生活産業

長浜ラーメン めんめん 昔ながらのとんこつラーメンです

プチプラで本格エステをご提供しています

半導体の前・後工程のコンサルティング・半導体中古装置

建設内装メイン、美容機器販売、服、ジュエリーのアパレルなど

丁寧なカウンセリングでライフスタイルにあったヘアスタイルを

集客・売り上げが上がるホームページ制作を得意とし、企業のお手伝い

天ぷらに力を入れている居酒屋

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-607-0839

092-641-4197

092-231-2745

092-201-0388

080-3373-3703

092-672-0525

092-629-3210

092-710-7009

090-5082-7759

090-6010-9087

090-9962-1718

092-471-9357

092-409-9543

092-271-9271

092-611-5902

092-643-0228

092-591-3735

092-575-6000

092-581-4676

080-1072-3513

080-6420-5333

080-4279-1653

092-451-4155

050-3558-5864

092-752-6779

和白進学舘

上杉商店

hair salon verite

あったか鍼灸整骨院

studio GRAIN

チャプレット

空の駅パーキング

Nailsalon Blanchat.

にこいち・スマイルプランニング

（有）フェニックス

（有）HEC

海千館

松本健志＿建築設計事務所

はかた遊膳

カットクラブBeetle

堀川畳襖店

（有）クマガエ

（株）西日本新聞プロダクツ

フードラボジャパン（同）

Private Salon chou chou

ESD－JAPAN

MGC

ヘアーサロンこが

（株）Soelu

美酒美食 かゆう

福岡市東区和白3-25-7

福岡市東区箱崎2-36-7

福岡市東区原田2-26-17 ル・クラージュ箱崎1階

福岡市東区唐原2-13-7

福岡市東区香椎駅前2-9-11 竜口ビル3階

福岡市東区千早5-4-25 -1階

福岡市博多区空港前1-3-36

福岡市博多区博多駅前3-18-8 ブルク博多駅前405

福岡市博多区博多駅前3-15-10 アクタス博多Vタワー518

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区比恵町1-18 トーカンビル1階

福岡市博多区山王1-13-35 -602

福岡市博多区上川端町12-183

福岡市博多区吉塚5-2-1

福岡市博多区千代3-6-2 -101

福岡市博多区銀天町1-6-21

福岡市博多区井相田2-1-60

福岡市博多区三筑2-1-11

福岡市博多区諸岡1-24-10 クイーンビラGOTO-202

福岡市博多区竹下4-15-8 -502

福岡市博多区半道橋1-97-26

福岡市博多区東那珂3-6-31

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区西中洲5-3

中
央
区

南
区

飲食店営業

旅行サービス業、航空券販売

小料理

自家焙煎珈琲販売

飲食店運営

芸能プロダクション

コーヒー豆販売

バー

家庭料理を提供する小料理屋

柔道整復業

飲食店・菓子製造販売

美容室

飲食業

飲食店

洋菓子の製造販売

訪問看護サービス

水耕栽培による野菜生産・販売

イスの張替

つまみ細工や手芸用生地の染色販売

理容業

宅地建物取引業

不動産業

心と身体の調和をとり戻す場所

飲食店

楽器輸入販売、楽器修理、楽器・中国語教室

福岡市中央区春吉で飲食店（ダイニングバー）をしています

海外旅行観光、インバウンド、国際航空券販売。中華食料品販売

ジビエ料理、猪肉の牡丹鍋、毎年ご好評のふぐ鍋やふぐコースもある

直火式焙煎の香ばしい香りと深いコクをご自宅でお楽しみください

さつまいもをメインとしてカフェです（KOGUMA CAFE）

モデル・役者・司会・ナレーター・パフォーマーなどご相談ください

世界中から選んだ珈琲豆をお好みの味にその場で焙煎します

福岡でサガン鳥栖を応援する唯一のバーです！

家庭料理とこだわりの日本酒や焼酎を提供しています

あなたの町のトレーナーです。酸素カプセルもあります

店主ブレリー自慢の濃厚なチーズケーキ。イートインとテイクアウト

白と緑を基調とした店内は気分もリフレッシュさせてくれます

奄美の食材を使った郷土料理と黒糖焼酎220種以上が揃うお店

朝5時まで営業しています。2次会でも3次会でもどうぞ

丁寧な仕込み優しい味わいの焼菓子専門店です

精神科領域を専門とした訪問看護を提供しています

「採れたて、無農薬、無菌。」世界一新鮮な野菜の次世代型青果店

椅子の張り替えをしています。飲食・病院等現場で対応します

つまみ細工や手芸用の生地を染色し、販売しています

地域に貢献しお手伝いします

売却物件や管理物件のご相談。店舗閉店などご相談ください

不動産業を営みつつ、大学の研究道具の販売も手掛けています

心と身体の調和をとり戻す場所です。トラウマセラピーも提供します

お客様に寄り添い福岡で40年。皆様の笑顔のため、頑張ります

中国楽器二胡の専門店。二胡や中国語レッスンも行っています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

080-5265-6814

092-741-7418

092-713-0187

092-534-6575

090-5294-7853

092-707-0911

090-9565-8152

092-406-4751

070-8420-9720

092-751-1177

092-732-8322

092-725-8200

070-7640-0591

092-716-3918

092-733-0021

092-600-1245

092-286-6278

092-732-5442

092-558-7730

092-575-5333

092-565-2193

092-600-0391

080-3982-1527

092-561-5222

090-1340-7867

エアーザバー air the bar

建宇商事（有）

鶴鷹

石本珈琲

メカインターナショナルジャパン（株）

（株）あかりのプロダクション

I’m

BAR．HAMA

博多okatteふじコ

浦整骨院

ブレリーズチーズケーキ

Mille Hair Design Atelier

奄美のゆらい処 語久庵－ごくい－

居酒屋 くじら

楢崎洋菓子工房

（株）KODAW

GG．SUPPLY（株）

GREENS

和心 菊

CUT倶楽部 WOOD STOCK

（株）緒方不動産

（株）ハーベスト

カウンセリングルーム ヒーリング・イン・コネクション

（有）スタンダードフーズ

red Bridge

福岡市中央区春吉3-13-28

福岡市中央区春吉1-1-13

福岡市中央区渡辺通2-3-27 -1階

福岡市中央区白金1-4-14

福岡市中央区白金1-9-7 3-1階

福岡市中央区白金1-3-4 -2階

福岡市中央区平尾2-13-19

福岡市中央区今泉1-13-27 サンスペース今泉3階-301

福岡市中央区薬院1-11-13 正山ビル2階

福岡市中央区警固2-2-21

福岡市中央区警固1-12-5 1階

福岡市中央区大名2-2-48 2階-A

福岡市中央区大名1-8-42 -1階

福岡市中央区六本松2-5-14 高田ビル1階

福岡市中央区西公園4-35 ビブレ西公園101

福岡市中央区長浜2-5-22 Fビル3階

福岡市中央区舞鶴1-4-1

福岡市中央区大手門2-8-7 ライオンズマンション大手門802

福岡市南区井尻3-23-24 -203

福岡市南区井尻5-24-15 野上ビル1階

福岡市南区屋形原2-19-3

福岡市南区長住5-11-24 アンピール長住703

福岡市南区塩原4-3-7 -401

福岡市南区大橋1-18-1

福岡市南区向野2-6-23 モンゴル城内

初心者でもアートの講師になれるサポートを行っています

大学・高校の部活動に使用するディンギー用品を取り扱っています

雨とい・雨漏り・屋根・外壁のことならお任せください

LEDディスプレイのことなら是非、ご相談ください

6名の組織を1年半で100名まで拡大させました。ご相談ください

西新台湾式足つぼ癒翠

店内で自家焙煎した珈琲豆をオーナー自らサイフォンで提供します

美味しい果物、新鮮野菜

パワハラ防止法対策は万全ですか？パワハラ相談窓口を代行します

各経験豊かなスタッフがマンツーマンでレッスンいたします

090-8666-0225

092-881-9722

090-8839-6245

080-5212-1811

090-5473-7358

092-822-2270

092-821-1070

092-843-5345

092-400-2236

092-327-3877

福岡市南区野間4-3-27

福岡市西区小戸3-26-28

福岡市西区野方4-15-37

福岡市西区今宿3-3-20 パララックス伊都206

福岡市城南区田島3-22-1

福岡市早良区西新1-10-13 前田ビル201

福岡市早良区高取2-17-38 エトワール藤崎1階奥

福岡市早良区高取1-3-17 -1階

福岡市早良区飯倉2-28-4

糸島市志摩小金丸1253-2

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

詳しくは...

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？
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食品販売業

美容業

鍼灸

ダンススタジオ

健康食品・美粧品・雑貨販売

福岡空港前送迎付駐車場

美容業

パフォーマンスショー

健康食品の販売

健康食品の販売

飲食業

建築設計業

飲食店

理容業

畳襖製造販売

学生服の小売販売

西日本新聞媒体の編集、制作、営業、販売支援事業とその他事業

飲食店

エステティックサロン(フェイシャル、女性専用サロン)

半導体コンサルティング

建設業、アパレル、美容

頭髪の刈込、顔剃など

ホームページの制作及びウェブコンサル業

飲食

開設41年、地域に根ざした価値ある教育をモットーに頑張り中！

純粋氷販売、かき氷

プライベートサロンになりますので、くつろぎにいらしてください

美容鍼、交通事故、日々のセルフケアまで幅広くお任せください

本格的に学べるダンススタジオ、3才～大人まで見学体験受付中！

玄米発酵食品と石油不使用の化粧品を販売しています

日本唯一の手洗い洗車が無料サービスです。是非どうぞ

キレイも癒しも効率も！全部叶える！大人のための隠れ家サロン

バルーンパフォーマンス日本一のお笑い芸人が皆様を笑顔にします

皆さんの健康を願って、健康をお届けします

病気になる前に健康であること。誰もが願っています

地域密着の店で単身者独身者ご用達の店です

理想の住まい、デザインにこだわった建築づくりお手伝いします

☆めちゃくちゃ美味しい料理屋です！！特に明太子は絶品☆

ゆっくりとしたファミリーサロン

1枚1枚丁寧に「心」と「確かな技術」を込めてご提供致します

福岡市公立中学校の制服販売店です

新聞のリソースを繋ぎ合わせた新サービスを提供する総合生活産業

長浜ラーメン めんめん 昔ながらのとんこつラーメンです

プチプラで本格エステをご提供しています

半導体の前・後工程のコンサルティング・半導体中古装置

建設内装メイン、美容機器販売、服、ジュエリーのアパレルなど

丁寧なカウンセリングでライフスタイルにあったヘアスタイルを

集客・売り上げが上がるホームページ制作を得意とし、企業のお手伝い

天ぷらに力を入れている居酒屋

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

092-607-0839

092-641-4197

092-231-2745

092-201-0388

080-3373-3703

092-672-0525

092-629-3210

092-710-7009

090-5082-7759

090-6010-9087

090-9962-1718

092-471-9357

092-409-9543

092-271-9271

092-611-5902

092-643-0228

092-591-3735

092-575-6000

092-581-4676

080-1072-3513

080-6420-5333

080-4279-1653

092-451-4155

050-3558-5864

092-752-6779

和白進学舘

上杉商店

hair salon verite

あったか鍼灸整骨院

studio GRAIN

チャプレット

空の駅パーキング

Nailsalon Blanchat.

にこいち・スマイルプランニング

（有）フェニックス

（有）HEC

海千館

松本健志＿建築設計事務所

はかた遊膳

カットクラブBeetle

堀川畳襖店

（有）クマガエ

（株）西日本新聞プロダクツ

フードラボジャパン（同）

Private Salon chou chou

ESD－JAPAN

MGC

ヘアーサロンこが

（株）Soelu

美酒美食 かゆう

福岡市東区和白3-25-7

福岡市東区箱崎2-36-7

福岡市東区原田2-26-17 ル・クラージュ箱崎1階

福岡市東区唐原2-13-7

福岡市東区香椎駅前2-9-11 竜口ビル3階

福岡市東区千早5-4-25 -1階

福岡市博多区空港前1-3-36

福岡市博多区博多駅前3-18-8 ブルク博多駅前405

福岡市博多区博多駅前3-15-10 アクタス博多Vタワー518

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区比恵町1-18 トーカンビル1階

福岡市博多区山王1-13-35 -602

福岡市博多区上川端町12-183

福岡市博多区吉塚5-2-1

福岡市博多区千代3-6-2 -101

福岡市博多区銀天町1-6-21

福岡市博多区井相田2-1-60

福岡市博多区三筑2-1-11

福岡市博多区諸岡1-24-10 クイーンビラGOTO-202

福岡市博多区竹下4-15-8 -502

福岡市博多区半道橋1-97-26

福岡市博多区東那珂3-6-31

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区西中洲5-3

中
央
区

南
区

飲食店営業

旅行サービス業、航空券販売

小料理

自家焙煎珈琲販売

飲食店運営

芸能プロダクション

コーヒー豆販売

バー

家庭料理を提供する小料理屋

柔道整復業

飲食店・菓子製造販売

美容室

飲食業

飲食店

洋菓子の製造販売

訪問看護サービス

水耕栽培による野菜生産・販売

イスの張替

つまみ細工や手芸用生地の染色販売

理容業

宅地建物取引業

不動産業

心と身体の調和をとり戻す場所

飲食店

楽器輸入販売、楽器修理、楽器・中国語教室

福岡市中央区春吉で飲食店（ダイニングバー）をしています

海外旅行観光、インバウンド、国際航空券販売。中華食料品販売

ジビエ料理、猪肉の牡丹鍋、毎年ご好評のふぐ鍋やふぐコースもある

直火式焙煎の香ばしい香りと深いコクをご自宅でお楽しみください

さつまいもをメインとしてカフェです（KOGUMA CAFE）

モデル・役者・司会・ナレーター・パフォーマーなどご相談ください

世界中から選んだ珈琲豆をお好みの味にその場で焙煎します

福岡でサガン鳥栖を応援する唯一のバーです！

家庭料理とこだわりの日本酒や焼酎を提供しています

あなたの町のトレーナーです。酸素カプセルもあります

店主ブレリー自慢の濃厚なチーズケーキ。イートインとテイクアウト

白と緑を基調とした店内は気分もリフレッシュさせてくれます

奄美の食材を使った郷土料理と黒糖焼酎220種以上が揃うお店

朝5時まで営業しています。2次会でも3次会でもどうぞ

丁寧な仕込み優しい味わいの焼菓子専門店です

精神科領域を専門とした訪問看護を提供しています

「採れたて、無農薬、無菌。」世界一新鮮な野菜の次世代型青果店

椅子の張り替えをしています。飲食・病院等現場で対応します

つまみ細工や手芸用の生地を染色し、販売しています

地域に貢献しお手伝いします

売却物件や管理物件のご相談。店舗閉店などご相談ください

不動産業を営みつつ、大学の研究道具の販売も手掛けています

心と身体の調和をとり戻す場所です。トラウマセラピーも提供します

お客様に寄り添い福岡で40年。皆様の笑顔のため、頑張ります

中国楽器二胡の専門店。二胡や中国語レッスンも行っています

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

080-5265-6814

092-741-7418

092-713-0187

092-534-6575

090-5294-7853

092-707-0911

090-9565-8152

092-406-4751

070-8420-9720

092-751-1177

092-732-8322

092-725-8200

070-7640-0591

092-716-3918

092-733-0021

092-600-1245

092-286-6278

092-732-5442

092-558-7730

092-575-5333

092-565-2193

092-600-0391

080-3982-1527

092-561-5222

090-1340-7867

エアーザバー air the bar

建宇商事（有）

鶴鷹

石本珈琲

メカインターナショナルジャパン（株）

（株）あかりのプロダクション

I’m

BAR．HAMA

博多okatteふじコ

浦整骨院

ブレリーズチーズケーキ

Mille Hair Design Atelier

奄美のゆらい処 語久庵－ごくい－

居酒屋 くじら

楢崎洋菓子工房

（株）KODAW

GG．SUPPLY（株）

GREENS

和心 菊

CUT倶楽部 WOOD STOCK

（株）緒方不動産

（株）ハーベスト

カウンセリングルーム ヒーリング・イン・コネクション

（有）スタンダードフーズ

red Bridge

福岡市中央区春吉3-13-28

福岡市中央区春吉1-1-13

福岡市中央区渡辺通2-3-27 -1階

福岡市中央区白金1-4-14

福岡市中央区白金1-9-7 3-1階

福岡市中央区白金1-3-4 -2階

福岡市中央区平尾2-13-19

福岡市中央区今泉1-13-27 サンスペース今泉3階-301

福岡市中央区薬院1-11-13 正山ビル2階

福岡市中央区警固2-2-21

福岡市中央区警固1-12-5 1階

福岡市中央区大名2-2-48 2階-A

福岡市中央区大名1-8-42 -1階

福岡市中央区六本松2-5-14 高田ビル1階

福岡市中央区西公園4-35 ビブレ西公園101

福岡市中央区長浜2-5-22 Fビル3階

福岡市中央区舞鶴1-4-1

福岡市中央区大手門2-8-7 ライオンズマンション大手門802

福岡市南区井尻3-23-24 -203

福岡市南区井尻5-24-15 野上ビル1階

福岡市南区屋形原2-19-3

福岡市南区長住5-11-24 アンピール長住703

福岡市南区塩原4-3-7 -401

福岡市南区大橋1-18-1

福岡市南区向野2-6-23 モンゴル城内

初心者でもアートの講師になれるサポートを行っています

大学・高校の部活動に使用するディンギー用品を取り扱っています

雨とい・雨漏り・屋根・外壁のことならお任せください

LEDディスプレイのことなら是非、ご相談ください

6名の組織を1年半で100名まで拡大させました。ご相談ください

西新台湾式足つぼ癒翠

店内で自家焙煎した珈琲豆をオーナー自らサイフォンで提供します

美味しい果物、新鮮野菜

パワハラ防止法対策は万全ですか？パワハラ相談窓口を代行します

各経験豊かなスタッフがマンツーマンでレッスンいたします

090-8666-0225

092-881-9722

090-8839-6245

080-5212-1811

090-5473-7358

092-822-2270

092-821-1070

092-843-5345

092-400-2236

092-327-3877

福岡市南区野間4-3-27

福岡市西区小戸3-26-28

福岡市西区野方4-15-37

福岡市西区今宿3-3-20 パララックス伊都206

福岡市城南区田島3-22-1

福岡市早良区西新1-10-13 前田ビル201

福岡市早良区高取2-17-38 エトワール藤崎1階奥

福岡市早良区高取1-3-17 -1階

福岡市早良区飯倉2-28-4

糸島市志摩小金丸1253-2

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

詳しくは...

規会員のご紹介（順不同・敬称省略）

NEW MEMBER

ご入会、誠にありがとうございます。

福岡商工会議所
メールマガジン好評発信中

新入会員の皆様！登録はお済みですか？
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中
央
区

南
区

中
央
区

東
区

博
多
区

開設41年、地域に根ざした価値ある教育をモットーに頑張り中！

純粋氷販売、かき氷

プライベートサロンになりますので、くつろぎにいらしてください

美容鍼、交通事故、日々のセルフケアまで幅広くお任せください

本格的に学べるダンススタジオ、3才～大人まで見学体験受付中！

玄米発酵食品と石油不使用の化粧品を販売しています

日本唯一の手洗い洗車が無料サービスです。是非どうぞ

キレイも癒しも効率も！全部叶える！大人のための隠れ家サロン

バルーンパフォーマンス日本一のお笑い芸人が皆様を笑顔にします

皆さんの健康を願って、健康をお届けします

病気になる前に健康であること。誰もが願っています

地域密着の店で単身者独身者ご用達の店です

理想の住まい、デザインにこだわった建築づくりお手伝いします

☆めちゃくちゃ美味しい料理屋です！！特に明太子は絶品☆

ゆっくりとしたファミリーサロン

1枚1枚丁寧に「心」と「確かな技術」を込めてご提供致します

福岡市公立中学校の制服販売店です

新聞のリソースを繋ぎ合わせた新サービスを提供する総合生活産業

長浜ラーメン めんめん 昔ながらのとんこつラーメンです

プチプラで本格エステをご提供しています

半導体の前・後工程のコンサルティング・半導体中古装置

建設内装メイン、美容機器販売、服、ジュエリーのアパレルなど

丁寧なカウンセリングでライフスタイルにあったヘアスタイルを

集客・売り上げが上がるホームページ制作を得意とし、企業のお手伝い

天ぷらに力を入れている居酒屋

092-607-0839

092-641-4197

092-231-2745

092-201-0388

080-3373-3703

092-672-0525

092-629-3210

092-710-7009

090-5082-7759

090-6010-9087

090-9962-1718

092-471-9357

092-409-9543

092-271-9271

092-611-5902

092-643-0228

092-591-3735

092-575-6000

092-581-4676

080-1072-3513

080-6420-5333

080-4279-1653

092-451-4155

050-3558-5864

092-752-6779

福岡市東区和白3-25-7

福岡市東区箱崎2-36-7

福岡市東区原田2-26-17 ル・クラージュ箱崎1階

福岡市東区唐原2-13-7

福岡市東区香椎駅前2-9-11 竜口ビル3階

福岡市東区千早5-4-25 -1階

福岡市博多区空港前1-3-36

福岡市博多区博多駅前3-18-8 ブルク博多駅前405

福岡市博多区博多駅前3-15-10 アクタス博多Vタワー518

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区比恵町1-18 トーカンビル1階

福岡市博多区山王1-13-35 -602

福岡市博多区上川端町12-183

福岡市博多区吉塚5-2-1

福岡市博多区千代3-6-2 -101

福岡市博多区銀天町1-6-21

福岡市博多区井相田2-1-60

福岡市博多区三筑2-1-11

福岡市博多区諸岡1-24-10 クイーンビラGOTO-202

福岡市博多区竹下4-15-8 -502

福岡市博多区半道橋1-97-26

福岡市博多区東那珂3-6-31

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区西中洲5-3

福岡市中央区春吉で飲食店（ダイニングバー）をしています

海外旅行観光、インバウンド、国際航空券販売。中華食料品販売

ジビエ料理、猪肉の牡丹鍋、毎年ご好評のふぐ鍋やふぐコースもある

直火式焙煎の香ばしい香りと深いコクをご自宅でお楽しみください

さつまいもをメインとしてカフェです（KOGUMA CAFE）

モデル・役者・司会・ナレーター・パフォーマーなどご相談ください

世界中から選んだ珈琲豆をお好みの味にその場で焙煎します

福岡でサガン鳥栖を応援する唯一のバーです！

家庭料理とこだわりの日本酒や焼酎を提供しています

あなたの町のトレーナーです。酸素カプセルもあります

店主ブレリー自慢の濃厚なチーズケーキ。イートインとテイクアウト

白と緑を基調とした店内は気分もリフレッシュさせてくれます

奄美の食材を使った郷土料理と黒糖焼酎220種以上が揃うお店

朝5時まで営業しています。2次会でも3次会でもどうぞ

丁寧な仕込み優しい味わいの焼菓子専門店です

精神科領域を専門とした訪問看護を提供しています

「採れたて、無農薬、無菌。」世界一新鮮な野菜の次世代型青果店

椅子の張り替えをしています。飲食・病院等現場で対応します

つまみ細工や手芸用の生地を染色し、販売しています

地域に貢献しお手伝いします

売却物件や管理物件のご相談。店舗閉店などご相談ください

不動産業を営みつつ、大学の研究道具の販売も手掛けています

心と身体の調和をとり戻す場所です。トラウマセラピーも提供します

お客様に寄り添い福岡で40年。皆様の笑顔のため、頑張ります

中国楽器二胡の専門店。二胡や中国語レッスンも行っています

南
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

080-5265-6814

092-741-7418

092-713-0187

092-534-6575

090-5294-7853

092-707-0911

090-9565-8152

092-406-4751

070-8420-9720

092-751-1177

092-732-8322

092-725-8200

070-7640-0591

092-716-3918

092-733-0021

092-600-1245

092-286-6278

092-732-5442

092-558-7730

092-575-5333

092-565-2193

092-600-0391

080-3982-1527

092-561-5222

090-1340-7867

福岡市中央区春吉3-13-28

福岡市中央区春吉1-1-13

福岡市中央区渡辺通2-3-27 -1階

福岡市中央区白金1-4-14

福岡市中央区白金1-9-7 3-1階

福岡市中央区白金1-3-4 -2階

福岡市中央区平尾2-13-19

福岡市中央区今泉1-13-27 サンスペース今泉3階-301

福岡市中央区薬院1-11-13 正山ビル2階

福岡市中央区警固2-2-21

福岡市中央区警固1-12-5 1階

福岡市中央区大名2-2-48 2階-A

福岡市中央区大名1-8-42 -1階

福岡市中央区六本松2-5-14 高田ビル1階

福岡市中央区西公園4-35 ビブレ西公園101

福岡市中央区長浜2-5-22 Fビル3階

福岡市中央区舞鶴1-4-1

福岡市中央区大手門2-8-7 ライオンズマンション大手門802

福岡市南区井尻3-23-24 -203

福岡市南区井尻5-24-15 野上ビル1階

福岡市南区屋形原2-19-3

福岡市南区長住5-11-24 アンピール長住703

福岡市南区塩原4-3-7 -401

福岡市南区大橋1-18-1

福岡市南区向野2-6-23 モンゴル城内

糸かけアートの協会と講師育成

小型船用品販売・修理・加工

建築板金業

LEDディスプレイの販売、レンタル

採用コンサルティング

リラクゼーション業

喫茶店営業

青果販売業

ハラスメント内部通報窓口代行

乗馬クラブ

初心者でもアートの講師になれるサポートを行っています

大学・高校の部活動に使用するディンギー用品を取り扱っています

雨とい・雨漏り・屋根・外壁のことならお任せください

LEDディスプレイのことなら是非、ご相談ください

6名の組織を1年半で100名まで拡大させました。ご相談ください

西新台湾式足つぼ癒翠

店内で自家焙煎した珈琲豆をオーナー自らサイフォンで提供します

美味しい果物、新鮮野菜

パワハラ防止法対策は万全ですか？パワハラ相談窓口を代行します

各経験豊かなスタッフがマンツーマンでレッスンいたします

090-8666-0225

092-881-9722

090-8839-6245

080-5212-1811

090-5473-7358

092-822-2270

092-821-1070

092-843-5345

092-400-2236

092-327-3877

晴生どらいぶ

セイリングプランナーTOK

NB工業

（同）ライラック

（株）ALU

癒翠

ヤギコーヒー

やおやのおの

（同）労務の相談窓口

上野乗馬苑

福岡市南区野間4-3-27

福岡市西区小戸3-26-28

福岡市西区野方4-15-37

福岡市西区今宿3-3-20 パララックス伊都206

福岡市城南区田島3-22-1

福岡市早良区西新1-10-13 前田ビル201

福岡市早良区高取2-17-38 エトワール藤崎1階奥

福岡市早良区高取1-3-17 -1階

福岡市早良区飯倉2-28-4

糸島市志摩小金丸1253-2

城
南
区

早
良
区

地
区
外

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名

南
区

西
区

城
南
区

理容業

保育所

魚介類加工販売

美容業

美容業

印刷業

牛乳販売

居酒屋

焼き鳥

居酒屋

コンサルタント業

青果卸業

理容業

居酒屋

アパート経営

美容業

整骨院

畳製造販売

パン製造小売

理容業

建築業

たばこ、印紙等の販売

陶器販売、卸業

建物塗装

子犬の販売

逆浸透膜浄水器販売、メンテナンス、設置

美容室

食堂

靴販売

理容

システムキッチン・家具取付

貴金属加工・販売

電気工事

ボーリング さく井

天ぷら定食

屋台

カーディテーリング業

クリーニング

理容業

学生寮

既設設備業

ネイルサロン

飲食業

美容業

理容業

看板作成業

美容業

管工事業

建築金物の製作・取付

建設業

ハウスクリーニング

お菓子の製造販売

電気工事業

和食料理店

化粧品販売（小売業）

不動産貸付

個人タクシー事業

建築

美容業

畳販売、フスマ・網戸・障子張替

オルゴール販売

菓子の製造・販売

内装業

電気工事

行政書士

駐車場経営

理容業

飲食業

ボクシングジム

消防設備工事

化粧品販売

軽運送

鉄板焼

理容業

カフェ経営

バレエ教室

家具、什器製作

輸入材木販売（卸売）

配管工事

美容室

理容

駐車場

美容業

製菓製造販売

カフェ

印刷業

増毛エクステ施術・販売

フランス料理

自動車整備業

内装業

居酒屋

美容室

美容業

ヘアーサロンヤング

田﨑保育所

（株）やまくじら

Ugi

LOG hair design

新交社

みどり牛乳 川崎販売店

くれいん

大手門屯所

お食事処 若宮

アンド・ユウ

（有）アツキ

カットサロン にしやま

居酒屋かずちゃん

川島コーポ

サロンドミエ

なかむらSAI整骨院

大楠畳店

天然パン工房 ブランジュ・オガタ

ヘアーアトリエ カジワラ

江川工務店

副島商店

うつわ屋みのり

松本塗装

ペットショップ相川

R．O純水工房

サロンド クープ

天ぷらころっけのいわせ

シューズショップミヤイ

緑ヶ丘理容

インテリアツルタ

ジュエリーアトリエ常岡

トモロ電機

（株）八尋ボーリング工業

天ぷら定食 ながお

永ちゃん

ラクーン

池田クリーニング

ヘアーザロンユリヤ

堤荘

サンレア

Logatta（株）

ばんばん亭

サロンド プチ

カットサロンマスダ

祥企画工芸社

アトリエ110

（株）博山ファシリティ

（株）Metal Farm

藤本工務店

お掃除当番

御菓子司 山月堂

伊藤電機総業

南ヶ丘の台所 厨家

くれえる化粧品

清川 康代

幸成タクシー

WOOD WORK STYLE

カットハウス グランパパ

染川畳店

オルゴールミュージアム門司港

ら・ぱーとりあ

トムズインテリアサービス

橋本電工

行政書士井上正雄事務所

土器敏洋

ヘアーサロンモリナガ

博多らーめん坫

博多協栄ボクシングジム

康星防災

CPサロン and K

軽運送 勢多屋

笑門

グリコヘアー

CAFE MAKI

バレエ パドゥメ

藤木工所

スズモク

ST設備

ビューティ ヒカリ

カットサロン末次

末次正忠

ヘアメイク パドゥーク

Heure du GOUTER

セブンローストコーヒー

マツモト印刷

増毛エクステ専門 Arcanice

ビストロローズガーデン

山崎自動車

Seize装建

味処せつこ

山下美容室

clap trap

中
央
区

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

美容業

畳工事一式

不動産仲介

旅行サービス手配業

建築板金業（屋根、外壁、樋、鈑金）

日用品・雑貨卸

美容

スナック経営

スナック

飲食業

パーソナルトレーニング

化粧品販売

飲食店（ラーメン屋）

飲食業

理容業

美容室

飲食店経営

まんじゅう製造と販売

畳製造

生花小売業

理容業

時計・貴金属・眼鏡販売

理容

美容業

美容院

エステ

飲食店経営

理容業

中華料理一般

美容業

輸入玩具、輸入雑貨等の販売

ドッグトリミングサロン

喫茶

飲食業

美容業

時計修理小売

イタリア料理

和食

飲食店

飲食業

ミシン刺繍

食堂

広告デザイン

ネイルサロン

CD販売

運送業

マーケティング支援

石はい工事

飲食業

食肉販売業

印刷業

内装仕上げ、揚重工

DXによる経営改革コンサルティング

パーソナルトレーニングジムの運営

ヘアーショップアルファ

国﨑畳襖店

みのり不動産

BNet福岡

（株）占部建築板金

今村商店

リラ美容室

かたおか

ふじい

小料理 はな

パーソナルトレーニング cheerful．

ゼノア 熊ケ谷

博多鶏塩らぁめん みやびや

焼酎・旬彩料理 CHIKO

理容白川

美容室 ぷらす

松田年生商店

石田商店

国崎畳店

塚本生花店

ヘアーサロン日野

ソエジマ時計店

フクチ理容

add palm

ジャムヘアーズ

たおやか

（株）味素楽

ヘアーサロン スロープ

小笹飯店

サロンド・マツモト

USAトイショップ トイコネクト

Dog Salon N．o．b

珈琲美美

ほっこりおでん花由

小野美容室

福村時計店

ファンタジスタ

たかはし

旭軒 川端店

味処 井戸端

船島ネーム刺繍店

しまうま食堂

アド・アイランド

Belle Nail

TROOP RECORDS

竹内軽運送

澤田 おさむ

司建設興業

ginten cafe

肉のなかしま

ナウ企画

竜洪総建

グロースフリー（同）

（株）メイクインボディー

西
区

城
南
区

地
区
外

早
良
区
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中
央
区

南
区

中
央
区

東
区

博
多
区

開設41年、地域に根ざした価値ある教育をモットーに頑張り中！

純粋氷販売、かき氷

プライベートサロンになりますので、くつろぎにいらしてください

美容鍼、交通事故、日々のセルフケアまで幅広くお任せください

本格的に学べるダンススタジオ、3才～大人まで見学体験受付中！

玄米発酵食品と石油不使用の化粧品を販売しています

日本唯一の手洗い洗車が無料サービスです。是非どうぞ

キレイも癒しも効率も！全部叶える！大人のための隠れ家サロン

バルーンパフォーマンス日本一のお笑い芸人が皆様を笑顔にします

皆さんの健康を願って、健康をお届けします

病気になる前に健康であること。誰もが願っています

地域密着の店で単身者独身者ご用達の店です

理想の住まい、デザインにこだわった建築づくりお手伝いします

☆めちゃくちゃ美味しい料理屋です！！特に明太子は絶品☆

ゆっくりとしたファミリーサロン

1枚1枚丁寧に「心」と「確かな技術」を込めてご提供致します

福岡市公立中学校の制服販売店です

新聞のリソースを繋ぎ合わせた新サービスを提供する総合生活産業

長浜ラーメン めんめん 昔ながらのとんこつラーメンです

プチプラで本格エステをご提供しています

半導体の前・後工程のコンサルティング・半導体中古装置

建設内装メイン、美容機器販売、服、ジュエリーのアパレルなど

丁寧なカウンセリングでライフスタイルにあったヘアスタイルを

集客・売り上げが上がるホームページ制作を得意とし、企業のお手伝い

天ぷらに力を入れている居酒屋

092-607-0839

092-641-4197

092-231-2745

092-201-0388

080-3373-3703

092-672-0525

092-629-3210

092-710-7009

090-5082-7759

090-6010-9087

090-9962-1718

092-471-9357

092-409-9543

092-271-9271

092-611-5902

092-643-0228

092-591-3735

092-575-6000

092-581-4676

080-1072-3513

080-6420-5333

080-4279-1653

092-451-4155

050-3558-5864

092-752-6779

福岡市東区和白3-25-7

福岡市東区箱崎2-36-7

福岡市東区原田2-26-17 ル・クラージュ箱崎1階

福岡市東区唐原2-13-7

福岡市東区香椎駅前2-9-11 竜口ビル3階

福岡市東区千早5-4-25 -1階

福岡市博多区空港前1-3-36

福岡市博多区博多駅前3-18-8 ブルク博多駅前405

福岡市博多区博多駅前3-15-10 アクタス博多Vタワー518

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区博多駅中央街6-11 -512

福岡市博多区比恵町1-18 トーカンビル1階

福岡市博多区山王1-13-35 -602

福岡市博多区上川端町12-183

福岡市博多区吉塚5-2-1

福岡市博多区千代3-6-2 -101

福岡市博多区銀天町1-6-21

福岡市博多区井相田2-1-60

福岡市博多区三筑2-1-11

福岡市博多区諸岡1-24-10 クイーンビラGOTO-202

福岡市博多区竹下4-15-8 -502

福岡市博多区半道橋1-97-26

福岡市博多区東那珂3-6-31

福岡市中央区天神2-3-10 天神パインクレスト719

福岡市中央区西中洲5-3

福岡市中央区春吉で飲食店（ダイニングバー）をしています

海外旅行観光、インバウンド、国際航空券販売。中華食料品販売

ジビエ料理、猪肉の牡丹鍋、毎年ご好評のふぐ鍋やふぐコースもある

直火式焙煎の香ばしい香りと深いコクをご自宅でお楽しみください

さつまいもをメインとしてカフェです（KOGUMA CAFE）

モデル・役者・司会・ナレーター・パフォーマーなどご相談ください

世界中から選んだ珈琲豆をお好みの味にその場で焙煎します

福岡でサガン鳥栖を応援する唯一のバーです！

家庭料理とこだわりの日本酒や焼酎を提供しています

あなたの町のトレーナーです。酸素カプセルもあります

店主ブレリー自慢の濃厚なチーズケーキ。イートインとテイクアウト

白と緑を基調とした店内は気分もリフレッシュさせてくれます

奄美の食材を使った郷土料理と黒糖焼酎220種以上が揃うお店

朝5時まで営業しています。2次会でも3次会でもどうぞ

丁寧な仕込み優しい味わいの焼菓子専門店です

精神科領域を専門とした訪問看護を提供しています

「採れたて、無農薬、無菌。」世界一新鮮な野菜の次世代型青果店

椅子の張り替えをしています。飲食・病院等現場で対応します

つまみ細工や手芸用の生地を染色し、販売しています

地域に貢献しお手伝いします

売却物件や管理物件のご相談。店舗閉店などご相談ください

不動産業を営みつつ、大学の研究道具の販売も手掛けています

心と身体の調和をとり戻す場所です。トラウマセラピーも提供します

お客様に寄り添い福岡で40年。皆様の笑顔のため、頑張ります

中国楽器二胡の専門店。二胡や中国語レッスンも行っています

南
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

080-5265-6814

092-741-7418

092-713-0187

092-534-6575

090-5294-7853

092-707-0911

090-9565-8152

092-406-4751

070-8420-9720

092-751-1177

092-732-8322

092-725-8200

070-7640-0591

092-716-3918

092-733-0021

092-600-1245

092-286-6278

092-732-5442

092-558-7730

092-575-5333

092-565-2193

092-600-0391

080-3982-1527

092-561-5222

090-1340-7867

福岡市中央区春吉3-13-28

福岡市中央区春吉1-1-13

福岡市中央区渡辺通2-3-27 -1階

福岡市中央区白金1-4-14

福岡市中央区白金1-9-7 3-1階

福岡市中央区白金1-3-4 -2階

福岡市中央区平尾2-13-19

福岡市中央区今泉1-13-27 サンスペース今泉3階-301

福岡市中央区薬院1-11-13 正山ビル2階

福岡市中央区警固2-2-21

福岡市中央区警固1-12-5 1階

福岡市中央区大名2-2-48 2階-A

福岡市中央区大名1-8-42 -1階

福岡市中央区六本松2-5-14 高田ビル1階

福岡市中央区西公園4-35 ビブレ西公園101

福岡市中央区長浜2-5-22 Fビル3階

福岡市中央区舞鶴1-4-1

福岡市中央区大手門2-8-7 ライオンズマンション大手門802

福岡市南区井尻3-23-24 -203

福岡市南区井尻5-24-15 野上ビル1階

福岡市南区屋形原2-19-3

福岡市南区長住5-11-24 アンピール長住703

福岡市南区塩原4-3-7 -401

福岡市南区大橋1-18-1

福岡市南区向野2-6-23 モンゴル城内

糸かけアートの協会と講師育成

小型船用品販売・修理・加工

建築板金業

LEDディスプレイの販売、レンタル

採用コンサルティング

リラクゼーション業

喫茶店営業

青果販売業

ハラスメント内部通報窓口代行

乗馬クラブ

初心者でもアートの講師になれるサポートを行っています

大学・高校の部活動に使用するディンギー用品を取り扱っています

雨とい・雨漏り・屋根・外壁のことならお任せください

LEDディスプレイのことなら是非、ご相談ください

6名の組織を1年半で100名まで拡大させました。ご相談ください

西新台湾式足つぼ癒翠

店内で自家焙煎した珈琲豆をオーナー自らサイフォンで提供します

美味しい果物、新鮮野菜

パワハラ防止法対策は万全ですか？パワハラ相談窓口を代行します

各経験豊かなスタッフがマンツーマンでレッスンいたします

090-8666-0225

092-881-9722

090-8839-6245

080-5212-1811

090-5473-7358

092-822-2270

092-821-1070

092-843-5345

092-400-2236

092-327-3877

晴生どらいぶ

セイリングプランナーTOK

NB工業

（同）ライラック

（株）ALU

癒翠

ヤギコーヒー

やおやのおの

（同）労務の相談窓口

上野乗馬苑

福岡市南区野間4-3-27

福岡市西区小戸3-26-28

福岡市西区野方4-15-37

福岡市西区今宿3-3-20 パララックス伊都206

福岡市城南区田島3-22-1

福岡市早良区西新1-10-13 前田ビル201

福岡市早良区高取2-17-38 エトワール藤崎1階奥

福岡市早良区高取1-3-17 -1階

福岡市早良区飯倉2-28-4

糸島市志摩小金丸1253-2

城
南
区

早
良
区

地
区
外

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名

南
区

西
区

城
南
区

理容業

保育所

魚介類加工販売

美容業

美容業

印刷業

牛乳販売

居酒屋

焼き鳥

居酒屋

コンサルタント業

青果卸業

理容業

居酒屋

アパート経営

美容業

整骨院

畳製造販売

パン製造小売

理容業

建築業

たばこ、印紙等の販売

陶器販売、卸業

建物塗装

子犬の販売

逆浸透膜浄水器販売、メンテナンス、設置

美容室

食堂

靴販売

理容

システムキッチン・家具取付

貴金属加工・販売

電気工事

ボーリング さく井

天ぷら定食

屋台

カーディテーリング業

クリーニング

理容業

学生寮

既設設備業

ネイルサロン

飲食業

美容業

理容業

看板作成業

美容業

管工事業

建築金物の製作・取付

建設業

ハウスクリーニング

お菓子の製造販売

電気工事業

和食料理店

化粧品販売（小売業）

不動産貸付

個人タクシー事業

建築

美容業

畳販売、フスマ・網戸・障子張替

オルゴール販売

菓子の製造・販売

内装業

電気工事

行政書士

駐車場経営

理容業

飲食業

ボクシングジム

消防設備工事

化粧品販売

軽運送

鉄板焼

理容業

カフェ経営

バレエ教室

家具、什器製作

輸入材木販売（卸売）

配管工事

美容室

理容

駐車場

美容業

製菓製造販売

カフェ

印刷業

増毛エクステ施術・販売

フランス料理

自動車整備業

内装業

居酒屋

美容室

美容業

ヘアーサロンヤング

田﨑保育所

（株）やまくじら

Ugi

LOG hair design

新交社

みどり牛乳 川崎販売店

くれいん

大手門屯所

お食事処 若宮

アンド・ユウ

（有）アツキ

カットサロン にしやま

居酒屋かずちゃん

川島コーポ

サロンドミエ

なかむらSAI整骨院

大楠畳店

天然パン工房 ブランジュ・オガタ

ヘアーアトリエ カジワラ

江川工務店

副島商店

うつわ屋みのり

松本塗装

ペットショップ相川

R．O純水工房

サロンド クープ

天ぷらころっけのいわせ

シューズショップミヤイ

緑ヶ丘理容

インテリアツルタ

ジュエリーアトリエ常岡

トモロ電機

（株）八尋ボーリング工業

天ぷら定食 ながお

永ちゃん

ラクーン

池田クリーニング

ヘアーザロンユリヤ

堤荘

サンレア

Logatta（株）

ばんばん亭

サロンド プチ

カットサロンマスダ

祥企画工芸社

アトリエ110

（株）博山ファシリティ

（株）Metal Farm

藤本工務店

お掃除当番

御菓子司 山月堂

伊藤電機総業

南ヶ丘の台所 厨家

くれえる化粧品

清川 康代

幸成タクシー

WOOD WORK STYLE

カットハウス グランパパ

染川畳店

オルゴールミュージアム門司港

ら・ぱーとりあ

トムズインテリアサービス

橋本電工

行政書士井上正雄事務所

土器敏洋

ヘアーサロンモリナガ

博多らーめん坫

博多協栄ボクシングジム

康星防災

CPサロン and K

軽運送 勢多屋

笑門

グリコヘアー

CAFE MAKI

バレエ パドゥメ

藤木工所

スズモク

ST設備

ビューティ ヒカリ

カットサロン末次

末次正忠

ヘアメイク パドゥーク

Heure du GOUTER

セブンローストコーヒー

マツモト印刷

増毛エクステ専門 Arcanice

ビストロローズガーデン

山崎自動車

Seize装建

味処せつこ

山下美容室

clap trap

中
央
区

営業内容／事業所名 営業内容／事業所名営業内容／事業所名
博
多
区

美容業

畳工事一式

不動産仲介

旅行サービス手配業

建築板金業（屋根、外壁、樋、鈑金）

日用品・雑貨卸

美容

スナック経営

スナック

飲食業

パーソナルトレーニング

化粧品販売

飲食店（ラーメン屋）

飲食業

理容業

美容室

飲食店経営

まんじゅう製造と販売

畳製造

生花小売業

理容業

時計・貴金属・眼鏡販売

理容

美容業

美容院

エステ

飲食店経営

理容業

中華料理一般

美容業

輸入玩具、輸入雑貨等の販売

ドッグトリミングサロン

喫茶

飲食業

美容業

時計修理小売

イタリア料理

和食

飲食店

飲食業

ミシン刺繍

食堂

広告デザイン

ネイルサロン

CD販売

運送業

マーケティング支援

石はい工事

飲食業

食肉販売業

印刷業

内装仕上げ、揚重工

DXによる経営改革コンサルティング

パーソナルトレーニングジムの運営

ヘアーショップアルファ

国﨑畳襖店

みのり不動産

BNet福岡

（株）占部建築板金

今村商店

リラ美容室

かたおか

ふじい

小料理 はな

パーソナルトレーニング cheerful．

ゼノア 熊ケ谷

博多鶏塩らぁめん みやびや

焼酎・旬彩料理 CHIKO

理容白川

美容室 ぷらす

松田年生商店

石田商店

国崎畳店

塚本生花店

ヘアーサロン日野

ソエジマ時計店

フクチ理容

add palm

ジャムヘアーズ

たおやか

（株）味素楽

ヘアーサロン スロープ

小笹飯店

サロンド・マツモト

USAトイショップ トイコネクト

Dog Salon N．o．b

珈琲美美

ほっこりおでん花由

小野美容室

福村時計店

ファンタジスタ

たかはし

旭軒 川端店

味処 井戸端

船島ネーム刺繍店

しまうま食堂

アド・アイランド

Belle Nail

TROOP RECORDS

竹内軽運送

澤田 おさむ

司建設興業

ginten cafe

肉のなかしま

ナウ企画

竜洪総建

グロースフリー（同）

（株）メイクインボディー

西
区

城
南
区

地
区
外

早
良
区

15福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  MAY



地場企業の経営動向調査 令和3年度 第4四半期（令和4年1～3月）
REPORT

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

今期（令和４年１～３月）の業況

令和４年１～３月の自社業況DI（全業種）は▲19.3と、
前期比－17.2ポイントの大幅悪化となった。原材料価格の
上昇や新型コロナウイルス禍での需要回復の遅れが響い
たようだ。 
業種別では、全６業種中、製造業のみわずかに改善。

その他の業種では悪化となった。特に、卸売業、小売業、
サービス業の大幅な悪化が目立った。

次期（令和４年４～６月）の見通し

次期（令和４年４月～６月）の自社業況DIは▲8.0で、
今期比＋11.3ポイントと大幅改善の見込みとなった。し
かし、足元では新規感染者数が高止まりで推移してお
り、第７波の到来を懸念するなど、景況感の回復に不
透明感が漂っていることから、引き続き、注視していく
必要がある。

◎オミクロン型の拡大で人流の減少等、営業活動に制約
を受け、交通要所や飲食業向けに回復に至っていない。
（卸売業：食料品）

◎コロナ禍でお客様の店頭への来店頻度が減っており、
売上が減少している。（小売業：繊維・身回り品）

◎世界的な半導体不足により商品の入荷が大幅に遅れて
おり、売上高を抑えられている。（建設業：建設付帯工事）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和４年３月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　453社（回答率22.7％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

景況感は活動制約とコスト増で再び悪化、
先行きに不透明感拭えず。

企業の声

※前期（Ｒ3.10-12月）は前回調査結果。
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲2.1
▲19.8
▲19.6
＋23.5
▲15.8
▲13.8
＋7.8
▲5.3
＋56.5

前期
（R3.10-12）

今期
（R4.1-3）

次期予測
（R4.4-6）

▲19.3⇨

▲26.3⇨

▲18.8 ➡
▲14.4⇨

▲41.9⇨

▲15.7⇨

▲11.0⇨

▲21.1⇨

＋20.0⇨

▲8.0 ➡
▲27.4⇨

▲1.5 ➡
▲7.2 ➡
▲14.0 ➡
▲6.3 ➡
＋3.7 ➡
▲9.7 ➡
＋30.0 ➡

■自社業況の景気判断推移（業種別）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業
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R3.
1-3

R3.
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R3.
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R3.
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緊急事態宣言②
（R3.1-2）

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

緊急事態宣言④
（R3.8-9）

▲7.2
▲1.9

▲10.1 ▲11.4 ▲9.3

▲16.7

▲38.2

▲64.6
▲60.1

▲40.9 ▲40.6

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

今期
（R4.1-3）

▲2.1

▲14.0

▲23.6
▲19.3

▲8.0

付帯調査 資金繰り状況・業績向上のために力を入れたい取組みについて

製造業・小売業、資金繰り状況に陰り
業績向上のため、「優秀な人材の確保」や
「ITツール導入による業務効率化」への
関心高く

◎コロナ融資を受けていたが、店舗等の固定費を維持す
ることに必死だ。（小売業：食料品）

◎新型コロナの影響により元々高かった原油価格が、ウク
ライナ情勢でさらに高騰している。燃料費が昨年比で
１億円上昇している。（運輸・倉庫業：貨物運送・倉庫業）

◎最低賃金の上昇や社会保険料負担の増加など、人件費
が増加している。（サービス業：他の事業所サービス）

◎新たなサービスに取り組むためにシステムを開発する必
要があるが、開発費を捻出できない。（サービス業：情報処理）

REPORT

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

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

資金繰りDIの推移について

令和４年１～３月の資金繰りDI（全業種）は▲13.0（前期
比－1.9ポイント）と、ほぼ横ばい。しかし、１年前（▲
9.7）と比べると－3.3ポイント悪化しており、業種間での差
が目立つ結果となった。
飲食業など（サービス業）には売上減少に係る支援金があ

るが、製造業や小売業への支援制度が少ないことも、業種間
での資金繰り状況に差が生じている要因の一つと考えられる。
原材料価格の上昇を販売価格に転嫁できるかどうかが、
今後の資金繰り状況にも影響すると見られる。

 
資金繰りを圧迫している要因

今回調査（令和4年1～3月）において、資金繰りが苦し
いと回答した企業に、資金繰りを圧迫している要因につい
て尋ねたところ、「売上・需要の減少」と回答した企業が
67.3％と最も多く、「仕入価格の上昇」が39.6％、「借入金
の返済」が34.7％と続いた。

 業績向上に向けて、短期的（1年以内）／
中長期的（３～５年後）に力を入れたい取組み

業績向上に向けて力を入れたい取組みについては、短期
的・中長期的ともに「優秀な人材の確保（42 .6％・
46.6％）」が最も多く、「新規取引先の発掘（41.5％・
34.2％）」が続いた。
また、短期的に力を入れたい取り組みを見ると、上記２
項目に続き、「既存商品・サービス自体の改善・見直し
（39.1％）」「ホームページ・SNSなどを活用したPR活動
（28.0％）」と続いた。
「ITツール導入による業務効率化」については、短期的・
中長期的に見ても21.3％・23.4％で、事業者からは導入
費用を心配する声が聞かれた。

□国や行政の給付金・助成金や金融機関からの融資
等により、企業の資金繰りに一定の効果は見られ
たものの、活動制約の継続に伴う需要回復の遅れ
や、原材料価格の高騰に伴うコスト増加により、
５社に１社（約20％）は資金繰りが「苦しい」と回
答するなど、依然として厳しい状況が続いている。

□資金繰りが苦しい企業の多くが、経費削減などの
自助努力により資金繰り改善に取り組もうとしてい
る。また、売上減少や雇用維持に対する支援策へ
のニーズは依然として高く、業績回復の見通しが不
透明な状況の中、中小企業の経営体力の回復には
時間を要することが伺える。

□業績向上に向けては、中長期的には優秀な人材確
保への取り組みを重視しており、人手不足への対応
は重要な課題である。また、新商品・サービスの
開発やITツールの導入による業務効率化を図るこ
とも重要である。

□当所としては、国や行政に対して各種支援策の継続
を求めるとともに、苦しい状況の中でも将来を見据
えた前向きな取り組みに対して、事業者の個々の
課題に応じた伴走型支援を展開していく。また、
人材確保・人材育成支援や、SNS等を活用した情
報発信、業務効率化に資するデジタル活用支援に
も積極的に取り組んでいく。さらに、中小企業が、
仕入価格高騰の影響を販売価格にしっかりと転嫁
できるよう、「パートナーシップ構築宣言」の普及な
どを通して、円滑な価格転嫁に向けた環境整備を
促進していく。

■１. 資金繰りDIの推移について（折れ線グラフ）
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緊急事態宣言②
（R3.1-2）

緊急事態宣言④
（R3.8-9）

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業

▲3.0
▲5.9

▲14.9

▲27.6

▲20.2

▲11.1 ▲9.7 ▲8.6
▲12.4 ▲11.1 ▲13.0

▲10.6

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

■２-２. 資金繰りを圧迫している要因（項目別）（複数回答）

全体
（n=101）

今期の資金繰りが「苦しい」と回答した企業のうち

67.3売上・需要の減少

39.6仕入価格の上昇

34.7借入金の返済

25.7人件費の上昇

18.8その他コストの上昇

17.8燃料費・電気料金の上昇

8.9新規借入の困難性

7.9在庫の増加・不良化

3.0売掛金の回収遅れ・不良化

3.0その他

（単位：％）

■３. 業績向上に向けて、短期的（1年以内）/
        中長期的（3～5年後）に力を入れたい取組み（複数回答）

全体
（n=453）

中・長期的（3～5年後） 短期的（1年以内目途）

46.6
42.6優秀な人材の確保

34.2
41.5新規取引先の発掘

31.6
31.1新たな商品・サービスの開発

23.4
21.2ITツール導入による業務効率化
20.3

39.1既存商品・サービス自体の改善・見直し
13.7

28.0ホームページ・SNSなどを活用したPR活動
11.7
14.8

商品・サービスの新たな販売・導入
（ECサイト、テイクアウト等）

7.1
4.0海外販路の拡大
4.2
6.8特にない

0.9
1.3その他
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地場企業の経営動向調査 令和3年度 第4四半期（令和4年1～3月）
REPORT

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

今期（令和４年１～３月）の業況

令和４年１～３月の自社業況DI（全業種）は▲19.3と、
前期比－17.2ポイントの大幅悪化となった。原材料価格の
上昇や新型コロナウイルス禍での需要回復の遅れが響い
たようだ。 
業種別では、全６業種中、製造業のみわずかに改善。
その他の業種では悪化となった。特に、卸売業、小売業、
サービス業の大幅な悪化が目立った。

次期（令和４年４～６月）の見通し

次期（令和４年４月～６月）の自社業況DIは▲8.0で、
今期比＋11.3ポイントと大幅改善の見込みとなった。し
かし、足元では新規感染者数が高止まりで推移してお
り、第７波の到来を懸念するなど、景況感の回復に不
透明感が漂っていることから、引き続き、注視していく
必要がある。

◎オミクロン型の拡大で人流の減少等、営業活動に制約
を受け、交通要所や飲食業向けに回復に至っていない。
（卸売業：食料品）

◎コロナ禍でお客様の店頭への来店頻度が減っており、
売上が減少している。（小売業：繊維・身回り品）

◎世界的な半導体不足により商品の入荷が大幅に遅れて
おり、売上高を抑えられている。（建設業：建設付帯工事）

福岡商工会議所　調査 検索

■調査時点　令和４年３月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　453社（回答率22.7％）
■内　　容　前年同期と比較した景況感、経営動向等について

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

景況感は活動制約とコスト増で再び悪化、
先行きに不透明感拭えず。

企業の声

※前期（Ｒ3.10-12月）は前回調査結果。
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲2.1
▲19.8
▲19.6
＋23.5
▲15.8
▲13.8
＋7.8
▲5.3
＋56.5

前期
（R3.10-12）

今期
（R4.1-3）

次期予測
（R4.4-6）

▲19.3⇨

▲26.3⇨

▲18.8 ➡
▲14.4⇨

▲41.9⇨

▲15.7⇨

▲11.0⇨

▲21.1⇨

＋20.0⇨

▲8.0 ➡
▲27.4⇨

▲1.5 ➡
▲7.2 ➡
▲14.0 ➡
▲6.3 ➡
＋3.7 ➡
▲9.7 ➡
＋30.0 ➡

■自社業況の景気判断推移（業種別）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業
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緊急事態宣言②
（R3.1-2）

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

緊急事態宣言④
（R3.8-9）

▲7.2
▲1.9

▲10.1 ▲11.4 ▲9.3

▲16.7

▲38.2

▲64.6
▲60.1

▲40.9 ▲40.6

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

今期
（R4.1-3）

▲2.1

▲14.0

▲23.6
▲19.3

▲8.0

付帯調査 資金繰り状況・業績向上のために力を入れたい取組みについて

製造業・小売業、資金繰り状況に陰り
業績向上のため、「優秀な人材の確保」や
「ITツール導入による業務効率化」への
関心高く

◎コロナ融資を受けていたが、店舗等の固定費を維持す
ることに必死だ。（小売業：食料品）
◎新型コロナの影響により元々高かった原油価格が、ウク
ライナ情勢でさらに高騰している。燃料費が昨年比で
１億円上昇している。（運輸・倉庫業：貨物運送・倉庫業）
◎最低賃金の上昇や社会保険料負担の増加など、人件費
が増加している。（サービス業：他の事業所サービス）
◎新たなサービスに取り組むためにシステムを開発する必
要があるが、開発費を捻出できない。（サービス業：情報処理）

REPORT

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

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

資金繰りDIの推移について

令和４年１～３月の資金繰りDI（全業種）は▲13.0（前期
比－1.9ポイント）と、ほぼ横ばい。しかし、１年前（▲
9.7）と比べると－3.3ポイント悪化しており、業種間での差
が目立つ結果となった。
飲食業など（サービス業）には売上減少に係る支援金があ

るが、製造業や小売業への支援制度が少ないことも、業種間
での資金繰り状況に差が生じている要因の一つと考えられる。
原材料価格の上昇を販売価格に転嫁できるかどうかが、

今後の資金繰り状況にも影響すると見られる。

 
資金繰りを圧迫している要因

今回調査（令和4年1～3月）において、資金繰りが苦し
いと回答した企業に、資金繰りを圧迫している要因につい
て尋ねたところ、「売上・需要の減少」と回答した企業が
67.3％と最も多く、「仕入価格の上昇」が39.6％、「借入金
の返済」が34.7％と続いた。

 業績向上に向けて、短期的（1年以内）／
中長期的（３～５年後）に力を入れたい取組み

業績向上に向けて力を入れたい取組みについては、短期
的・中長期的ともに「優秀な人材の確保（42 .6％・
46.6％）」が最も多く、「新規取引先の発掘（41.5％・
34.2％）」が続いた。
また、短期的に力を入れたい取り組みを見ると、上記２
項目に続き、「既存商品・サービス自体の改善・見直し
（39.1％）」「ホームページ・SNSなどを活用したPR活動
（28.0％）」と続いた。
「ITツール導入による業務効率化」については、短期的・
中長期的に見ても21.3％・23.4％で、事業者からは導入
費用を心配する声が聞かれた。

□国や行政の給付金・助成金や金融機関からの融資
等により、企業の資金繰りに一定の効果は見られ
たものの、活動制約の継続に伴う需要回復の遅れ
や、原材料価格の高騰に伴うコスト増加により、
５社に１社（約20％）は資金繰りが「苦しい」と回
答するなど、依然として厳しい状況が続いている。
□資金繰りが苦しい企業の多くが、経費削減などの
自助努力により資金繰り改善に取り組もうとしてい
る。また、売上減少や雇用維持に対する支援策へ
のニーズは依然として高く、業績回復の見通しが不
透明な状況の中、中小企業の経営体力の回復には
時間を要することが伺える。
□業績向上に向けては、中長期的には優秀な人材確
保への取り組みを重視しており、人手不足への対応
は重要な課題である。また、新商品・サービスの
開発やITツールの導入による業務効率化を図るこ
とも重要である。
□当所としては、国や行政に対して各種支援策の継続
を求めるとともに、苦しい状況の中でも将来を見据
えた前向きな取り組みに対して、事業者の個々の
課題に応じた伴走型支援を展開していく。また、
人材確保・人材育成支援や、SNS等を活用した情
報発信、業務効率化に資するデジタル活用支援に
も積極的に取り組んでいく。さらに、中小企業が、
仕入価格高騰の影響を販売価格にしっかりと転嫁
できるよう、「パートナーシップ構築宣言」の普及な
どを通して、円滑な価格転嫁に向けた環境整備を
促進していく。

■１. 資金繰りDIの推移について（折れ線グラフ）
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（R3.1-2）

緊急事態宣言④
（R3.8-9）

緊急事態宣言①
（R2.4-5）

全業種建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・倉庫業 サービス業

▲3.0
▲5.9

▲14.9

▲27.6

▲20.2

▲11.1 ▲9.7 ▲8.6
▲12.4 ▲11.1 ▲13.0

▲10.6

緊急事態宣言③
（R3.4-6）

■２-２. 資金繰りを圧迫している要因（項目別）（複数回答）

全体
（n=101）

今期の資金繰りが「苦しい」と回答した企業のうち

67.3売上・需要の減少

39.6仕入価格の上昇

34.7借入金の返済

25.7人件費の上昇

18.8その他コストの上昇

17.8燃料費・電気料金の上昇

8.9新規借入の困難性

7.9在庫の増加・不良化

3.0売掛金の回収遅れ・不良化

3.0その他

（単位：％）

■３. 業績向上に向けて、短期的（1年以内）/
        中長期的（3～5年後）に力を入れたい取組み（複数回答）

全体
（n=453）

中・長期的（3～5年後） 短期的（1年以内目途）

46.6
42.6優秀な人材の確保

34.2
41.5新規取引先の発掘

31.6
31.1新たな商品・サービスの開発

23.4
21.2ITツール導入による業務効率化
20.3

39.1既存商品・サービス自体の改善・見直し
13.7

28.0ホームページ・SNSなどを活用したPR活動
11.7
14.8

商品・サービスの新たな販売・導入
（ECサイト、テイクアウト等）

7.1
4.0海外販路の拡大
4.2
6.8特にない

0.9
1.3その他
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日仏経済サスティナブルフェア ～福岡市・ボルドー市姉妹都市締結40周年記念ビジネス交流会～

中小企業のための 売上拡大につながるIT活用塾

日　時

講　師

お問い合わせ

令和４年6月22日（水）、7月27日（水）、8月24日（水） 他
いずれもセミナー14時～15時半、個別相談会15時半～ 
※内容は各回同じ

内　容 ①親族承継の準備・留意点　②承継計画作成ミニワーク
③施策及びセンターの紹介

その他 ・士業等、支援者のみの参加はご遠慮ください
・具体的な税額計算や諸手続きは行えません

経営支援グループ
092-441-1146

開催形式 対面・オンラインの
ハイブリッド形式

日　時 令和４年5月24日（火） 14：30～17：30

会　場 電気ビル共創館３FカンファレンスルームA
（福岡市中央区渡辺通2-1-82）

参加費 無料

主　催

セミナーに参加すると・・・
●親族承継において、具体的に何をすればよい
のかわかる
●自社における課題解決のために受けられる支
援がわかる
●事業承継計画の策定に繋がり、安心して「今」
の経営に専念できる

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター サブマネージャー
（中小企業診断士） 廣門 和久 氏

出展企業（10社程度）
●ヴェオリア・ジャパン㈱
　（水）
●コウドウ アドバイザリー㈱
　（コンサルティング）
●㈱正興電機製作所
　（電力システム）
●㈱にしけい
　（警備）
●西福製茶㈱
　（日本茶）
●日本エア・リキード(同)
　（ガス）

●プラスチックオムニウム㈱
（自動車部品）
●㈱UPay
（脱プラスチック製品）
●レイモンジャパン㈱
（自動車部品）
　等を予定福岡市・ボルドー市姉妹都市締結40周年記念経済交流事業実行委員会

（在日フランス商工会議所、福岡商工会議所、福岡市、
(公財)福岡観光コンベンションビューロー）

お問い合わせ （公財）福岡観光コンベンションビューロー（担当：中垣、田上）
TEL 092-733-0101　MAIL mice@welcome-fukuoka.or.jp

※掲載の価格は全て税込です。

まで体験していただけます!!
●日時＝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）
※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。

●優待内容＝・8月26日
（金）【S席】7,500 円→
6,500円・8月27日（土）
～28日（日）【S席】7,500
円→7,000円●対象日程＝
令和4年8月26日（金）～
8月28日（日）●申込締切
＝令和4年6月30日（木）
●場所＝マリンメッセ福岡A館●申込方法＝当所
HPより「DOI2022」を入力のうえ、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

 

博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？感染対策を実施しながら、
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

博多伝統芸能館
公演のご案内！

博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報

ディズニー・オン・アイス
JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY

©Disney, ©Disney/Pixar

優待サービスは、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。

詳細は
コチラ

商工会議所からのお知らせ商工会議所からのお知らせ
事業承継セミナー ～ご家族やご親戚に事業を継いでほしいと考えている方へ～

　親族承継に向けた準備をされたい方はもちろん、親族の方を後継者に考えている
が本人に伝えていない、借入金が気になって事業承継に躊躇している、など様々な課
題をお持ちの経営者の皆様にもぜひご参加いただきたいセミナーです。セミナー後に
は個別相談会を実施します。

　本セミナーでは売上拡大につながるWeb、SNS活用方法を全３回にわたりご説明いたします。
　WebサイトやSNSなどでお悩みの方は、ぜひご参加ください。

　福岡市とボルドー市（フランス）が姉妹都市締結40周年を迎えるにあたり、日仏経済サスティナブルフェアを開催いたします。
　本イベントでは、フランス、福岡の企業がサスティナブルな取り組み事例をご紹介いたします。また、各企業との商談も可能で
す。この機会にぜひご来場ください。

受講料無料

下記にてご案内の講演会・
セミナー等の詳細は、
当所ホームページをご覧ください。

スケジュール メール配信
Eメール配信
「福岡商工会議所メールメッセージ」
登録・受信は無料です。

メールでも会員様にお送りして
います。1社で複数の登録も可能
です。経営者の方はもちろん、従
業員の方もぜひご利用ください。

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２ 試験日時が選べる！ ポイント３ 合否がすぐわかる！
東商検定IBT・CBT 第1シーズンの申込期間がはじまります!

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

福祉住環境コーディネーター（2級・3級）
BATIC（国際会計検定）
環境社会（eco検定）

検定試験名 団体登録期間 団体専用個人申込期間 申込期間 試験期間 受験料（税込）

4/25（月）～
5/13（金）

5/25（水）～
6/3（金）

7/1（金）～
7/19（火）

5/23（月）～
6/3（金）

5/17（火）～
5/23（月）

6/7（火）～
6/13（月）

6/15（水）～
6/24（金）

7/22（金）～
8/8（月）

アドバンス：7,700円、スタンダード：5,500円

２級：7,700円、３級：5,500円

7,700円

２級：7,700円、３級：5,500円

5,500円

5,500円

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

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)

東商検定の
情報はこちら！

※CBT方式では、受験料の他に利用料2,200円(税込)が別途発生します。

詳細は
コチラ

Googleビジネスプロフィールを活用して売上拡大につなげる
～地域に根ざすためのIT活用術とは～
5月30日(月)14：00～16：00（会場：当所307会議室）

第１回

ホームページやブログを最適化して売上拡大につなげる
～網を張り定位置を確保するためのIT活用術とは～
6月13日(月)14：00～16：00（会場：当所307会議室）

第２回

SNSを活用して売上拡大につながる
～事業にふさわしいSNS活用術とは～
6月27日(月)14：00～16：00（会場：当所406会議室）

第３回

参加費

定　員

無料お問い合わせ 経営支援グループ　TEL 092-441-1146

講　師

（SEOコンサルタント/
  Web集客プランナー）

㈱セブンアイズ
　代表取締役
瀧内 賢 氏

各回会場 30名
50名オンライン

(Zoom)
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日仏経済サスティナブルフェア ～福岡市・ボルドー市姉妹都市締結40周年記念ビジネス交流会～

中小企業のための 売上拡大につながるIT活用塾

日　時

講　師

お問い合わせ

令和４年6月22日（水）、7月27日（水）、8月24日（水） 他
いずれもセミナー14時～15時半、個別相談会15時半～ 
※内容は各回同じ

内　容 ①親族承継の準備・留意点　②承継計画作成ミニワーク
③施策及びセンターの紹介

その他 ・士業等、支援者のみの参加はご遠慮ください
・具体的な税額計算や諸手続きは行えません

経営支援グループ
092-441-1146

開催形式 対面・オンラインの
ハイブリッド形式

日　時 令和４年5月24日（火） 14：30～17：30

会　場 電気ビル共創館３FカンファレンスルームA
（福岡市中央区渡辺通2-1-82）

参加費 無料

主　催

セミナーに参加すると・・・
●親族承継において、具体的に何をすればよい
のかわかる
●自社における課題解決のために受けられる支
援がわかる
●事業承継計画の策定に繋がり、安心して「今」
の経営に専念できる

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター サブマネージャー
（中小企業診断士） 廣門 和久 氏

出展企業（10社程度）
●ヴェオリア・ジャパン㈱
　（水）
●コウドウ アドバイザリー㈱
　（コンサルティング）
●㈱正興電機製作所
　（電力システム）
●㈱にしけい
　（警備）
●西福製茶㈱
　（日本茶）
●日本エア・リキード(同)
　（ガス）

●プラスチックオムニウム㈱
（自動車部品）
●㈱UPay
（脱プラスチック製品）
●レイモンジャパン㈱
（自動車部品）
　等を予定福岡市・ボルドー市姉妹都市締結40周年記念経済交流事業実行委員会

（在日フランス商工会議所、福岡商工会議所、福岡市、
(公財)福岡観光コンベンションビューロー）

お問い合わせ （公財）福岡観光コンベンションビューロー（担当：中垣、田上）
TEL 092-733-0101　MAIL mice@welcome-fukuoka.or.jp

※掲載の価格は全て税込です。

まで体験していただけます!!
●日時＝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）
※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。

●優待内容＝・8月26日
（金）【S席】7,500 円→
6,500円・8月27日（土）
～28日（日）【S席】7,500
円→7,000円●対象日程＝
令和4年8月26日（金）～
8月28日（日）●申込締切
＝令和4年6月30日（木）
●場所＝マリンメッセ福岡A館●申込方法＝当所
HPより「DOI2022」を入力のうえ、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

 

博多の伝統芸能を身近に感じてみま
せんか？感染対策を実施しながら、
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

博多伝統芸能館
公演のご案内！

博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報

ディズニー・オン・アイス
JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY

©Disney, ©Disney/Pixar

優待サービスは、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。

詳細は
コチラ

商工会議所からのお知らせ商工会議所からのお知らせ
事業承継セミナー ～ご家族やご親戚に事業を継いでほしいと考えている方へ～

　親族承継に向けた準備をされたい方はもちろん、親族の方を後継者に考えている
が本人に伝えていない、借入金が気になって事業承継に躊躇している、など様々な課
題をお持ちの経営者の皆様にもぜひご参加いただきたいセミナーです。セミナー後に
は個別相談会を実施します。

　本セミナーでは売上拡大につながるWeb、SNS活用方法を全３回にわたりご説明いたします。
　WebサイトやSNSなどでお悩みの方は、ぜひご参加ください。

　福岡市とボルドー市（フランス）が姉妹都市締結40周年を迎えるにあたり、日仏経済サスティナブルフェアを開催いたします。
　本イベントでは、フランス、福岡の企業がサスティナブルな取り組み事例をご紹介いたします。また、各企業との商談も可能で
す。この機会にぜひご来場ください。

受講料無料

下記にてご案内の講演会・
セミナー等の詳細は、
当所ホームページをご覧ください。

スケジュール メール配信
Eメール配信
「福岡商工会議所メールメッセージ」
登録・受信は無料です。

メールでも会員様にお送りして
います。1社で複数の登録も可能
です。経営者の方はもちろん、従
業員の方もぜひご利用ください。

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２ 試験日時が選べる！ ポイント３ 合否がすぐわかる！
東商検定IBT・CBT 第1シーズンの申込期間がはじまります!

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

福祉住環境コーディネーター（2級・3級）
BATIC（国際会計検定）
環境社会（eco検定）

検定試験名 団体登録期間 団体専用個人申込期間 申込期間 試験期間 受験料（税込）

4/25（月）～
5/13（金）

5/25（水）～
6/3（金）

7/1（金）～
7/19（火）

5/23（月）～
6/3（金）

5/17（火）～
5/23（月）

6/7（火）～
6/13（月）

6/15（水）～
6/24（金）

7/22（金）～
8/8（月）

アドバンス：7,700円、スタンダード：5,500円

２級：7,700円、３級：5,500円

7,700円

２級：7,700円、３級：5,500円

5,500円

5,500円

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

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)

東商検定の
情報はこちら！

※CBT方式では、受験料の他に利用料2,200円(税込)が別途発生します。

詳細は
コチラ

Googleビジネスプロフィールを活用して売上拡大につなげる
～地域に根ざすためのIT活用術とは～
5月30日(月)14：00～16：00（会場：当所307会議室）

第１回

ホームページやブログを最適化して売上拡大につなげる
～網を張り定位置を確保するためのIT活用術とは～
6月13日(月)14：00～16：00（会場：当所307会議室）

第２回

SNSを活用して売上拡大につながる
～事業にふさわしいSNS活用術とは～
6月27日(月)14：00～16：00（会場：当所406会議室）

第３回

参加費

定　員

無料お問い合わせ 経営支援グループ　TEL 092-441-1146

講　師

（SEOコンサルタント/
  Web集客プランナー）

㈱セブンアイズ
　代表取締役
瀧内 賢 氏

各回会場 30名
50名オンライン

(Zoom)
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【お知らせ】2022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させていただきます。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。）

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報

令和4年度福商実務研修講座
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
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

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

３級土曜日講座

「簿記とは」の基礎的な内容から試験対策まで、時間を
かけてじっくり学べるカリキュラムになっています。
実りの秋に向けて今から準備を始めませんか。開催
日、内容等の詳細はホームページをご覧ください。

■会　場：TAC福岡校（中央区天神1-15-6）

■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。
5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検定の対策講座です。
統一試験、ネット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。

■2022年5・6月講座スケジュール

ベリーベスト法律事務所
弁護士10：00～17：00

10：00～17：00

13：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

13：00～17：00

10：00～17：00

松井 剛 氏／長谷川 裕史 氏
「2022年法改正チェック講座」
企業経営に関する法改正をまるごと解説！
総務・管理部門向け

（火）
17

5

㈱ライズ 代表取締役髙尾 英正 氏
「新任管理職スタートアップ研修」
チームを率いて組織をプラスに動かす！管理職のいろはを学ぶ
管理職向け

（木）
19
5

リバイバル労務サポート
社会保険労務士 代表小林 誠 氏

「社会保険算定基礎届及び
  労働保険の年度更新実務講座」

半日でおさえる！法改正対応
総務・管理部門向け

（火）
24
5

㈱ビジネスリファイン城下 博美 氏
「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リーダーシップ力を学ぶ
中堅社員向け

（水）
25
5

㈱エム・イー・エル 取締役佐藤 康二 氏
「上司のPDCAマネジメント」
部下を巻き込みチームで成果を出す
管理職向け

（木）
2

6

㈱エム・イー・エル 取締役佐藤 康二 氏
「社員のためのPDCA入門講座」
経験を糧にしながら成果を出す、継続の秘訣とは

（金）
3

6

㈱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

「後輩を育てて伸ばす！『ほめ学』のすすめ」
先輩としての立場を見直し後輩育成力を強化する
若手中堅向け

（月）
6

6

藤井 庸子 氏 ㈱ソルネット経営 専務取締役

「新たな時間・成果・生産性を創る！
  業務の見える化講座」※ITアドバイザーによる　アドバイス付き

≪ITアドバイザー≫

江藤 隆 氏 ㈱ソルネット経営 取締役IT担当部長

DXを「自分事」化する第一歩
管理職向け

（月）
20
6

会 特 一

会 特 一
10:00～17:00【一日講座】　 15,720円     20,120円 　 23,050円
13:00～17:00【半日講座】　 10,490円　  14,890円　  15,720円

【会場】福岡商工会議所会議室　【定員】20名（定員に達し次第締切）

若手中堅向け

中小企業経営者、社内のSDGs推進の担当者、
SDGsと企業経営について成果を出したいとお考
えの方等

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

講座内容

6月23日(木) 13:00～17:00日　時

対　象

福岡商工会議所
406会議室

会　場

（1）基礎講座（SDGsと企業経営について 等）
（2）ワークショップ （3）ディスカッション

内　容 ※詳細はQRコードからご確認ください。申込方法

【会　員】5,500円（税込）
【非会員】7,500円（税込）

受講料 20名（定員に達し次第締め切ります）定　員

講　師 一般社団法人SDGs支援機構
九州支部長
筆頭相談役㈱代表取締役

中村 洋介 氏

詳しくは
こちら!

■日 　 程：6月11日(土)～11月12日(土)
 の間の9日間

■時 　 間：12：00～17：00

■会 　 場：㈱日税サービス西日本 セミナー室
　　　　　  （博多区博多駅南1-13-21）

■受 講 料：38,600円（税・テキスト代込）

■申込締切：5月31日(火)

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級速修

3級標準

3級速修

1年

半年

3か月

４か月

2か月

5月中旬～

5月中旬～

毎月

5月13日(金)

毎月

111,000円

92,000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。

＝会員価格会 ＝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

●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。

　2016年から2030年までの15年間で達成を目指すSDGs（持続可能な開発目標）は、2030年まで残すところあと8年となり、いつま
でも学んでばかりでは2030年のゴールには間に合いません。企業規模は問わず、取り組むことが出来るSDGs経営は必ず存在します。
　本講座では、企業のSDGsの取り組みに対する多くの支援実績を持つ講師が、「SDGsとは何か」、「なぜ企業にSDGsの視点が必要な
のか」など企業の経営改善、SDGs経営を実践するためのノウハウなどを提供いたします。SDGsの勉強会、カードゲームで終わりで
はない、実践的な講座です。 この機会にぜひご参加ください。

社内のSDGs人材を育てるリカレント講座
「企業のためのSDGsトレードオン経営」

法改正対応 階層別基礎力 PDCA 育成力強化 業務見える化

上司と部下のベクトルを合わせる セット受講おすすめ講座！

5月・6月講座のキーワード

詳細は
コチラ
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【お知らせ】2022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させていただきます。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。）

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報

令和4年度福商実務研修講座
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
●お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

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

３級土曜日講座

「簿記とは」の基礎的な内容から試験対策まで、時間を
かけてじっくり学べるカリキュラムになっています。
実りの秋に向けて今から準備を始めませんか。開催
日、内容等の詳細はホームページをご覧ください。

■会　場：TAC福岡校（中央区天神1-15-6）

■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。
5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検定の対策講座です。
統一試験、ネット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。

■2022年5・6月講座スケジュール

ベリーベスト法律事務所
弁護士10：00～17：00

10：00～17：00

13：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

13：00～17：00

10：00～17：00

松井 剛 氏／長谷川 裕史 氏
「2022年法改正チェック講座」
企業経営に関する法改正をまるごと解説！
総務・管理部門向け

（火）
17

5

㈱ライズ 代表取締役髙尾 英正 氏
「新任管理職スタートアップ研修」
チームを率いて組織をプラスに動かす！管理職のいろはを学ぶ
管理職向け

（木）
19
5

リバイバル労務サポート
社会保険労務士 代表小林 誠 氏

「社会保険算定基礎届及び
  労働保険の年度更新実務講座」

半日でおさえる！法改正対応
総務・管理部門向け

（火）
24
5

㈱ビジネスリファイン城下 博美 氏
「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リーダーシップ力を学ぶ
中堅社員向け

（水）
25
5

㈱エム・イー・エル 取締役佐藤 康二 氏
「上司のPDCAマネジメント」
部下を巻き込みチームで成果を出す
管理職向け

（木）
2

6

㈱エム・イー・エル 取締役佐藤 康二 氏
「社員のためのPDCA入門講座」
経験を糧にしながら成果を出す、継続の秘訣とは

（金）
3

6

㈱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

「後輩を育てて伸ばす！『ほめ学』のすすめ」
先輩としての立場を見直し後輩育成力を強化する
若手中堅向け

（月）
6

6

藤井 庸子 氏 ㈱ソルネット経営 専務取締役

「新たな時間・成果・生産性を創る！
  業務の見える化講座」※ITアドバイザーによる　アドバイス付き

≪ITアドバイザー≫

江藤 隆 氏 ㈱ソルネット経営 取締役IT担当部長

DXを「自分事」化する第一歩
管理職向け

（月）
20
6

会 特 一

会 特 一
10:00～17:00【一日講座】　 15,720円     20,120円 　 23,050円
13:00～17:00【半日講座】　 10,490円　  14,890円　  15,720円

【会場】福岡商工会議所会議室　【定員】20名（定員に達し次第締切）

若手中堅向け

中小企業経営者、社内のSDGs推進の担当者、
SDGsと企業経営について成果を出したいとお考
えの方等

お問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

講座内容

6月23日(木) 13:00～17:00日　時

対　象

福岡商工会議所
406会議室

会　場

（1）基礎講座（SDGsと企業経営について 等）
（2）ワークショップ （3）ディスカッション

内　容 ※詳細はQRコードからご確認ください。申込方法

【会　員】5,500円（税込）
【非会員】7,500円（税込）

受講料 20名（定員に達し次第締め切ります）定　員

講　師 一般社団法人SDGs支援機構
九州支部長
筆頭相談役㈱代表取締役

中村 洋介 氏

詳しくは
こちら!

■日 　 程：6月11日(土)～11月12日(土)
 の間の9日間

■時 　 間：12：00～17：00

■会 　 場：㈱日税サービス西日本 セミナー室
　　　　　  （博多区博多駅南1-13-21）

■受 講 料：38,600円（税・テキスト代込）

■申込締切：5月31日(火)

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級速修

3級標準

3級速修

1年

半年

3か月

４か月

2か月

5月中旬～

5月中旬～

毎月

5月13日(金)

毎月

111,000円

92,000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。

＝会員価格会 ＝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

●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。

　2016年から2030年までの15年間で達成を目指すSDGs（持続可能な開発目標）は、2030年まで残すところあと8年となり、いつま
でも学んでばかりでは2030年のゴールには間に合いません。企業規模は問わず、取り組むことが出来るSDGs経営は必ず存在します。
　本講座では、企業のSDGsの取り組みに対する多くの支援実績を持つ講師が、「SDGsとは何か」、「なぜ企業にSDGsの視点が必要な
のか」など企業の経営改善、SDGs経営を実践するためのノウハウなどを提供いたします。SDGsの勉強会、カードゲームで終わりで
はない、実践的な講座です。 この機会にぜひご参加ください。

社内のSDGs人材を育てるリカレント講座
「企業のためのSDGsトレードオン経営」

法改正対応 階層別基礎力 PDCA 育成力強化 業務見える化

上司と部下のベクトルを合わせる セット受講おすすめ講座！

5月・6月講座のキーワード

詳細は
コチラ
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税務Q&A

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

したがって、貴社が支払った金員が残業代、つまり給
与であれば源泉徴収義務を負います。
そして、仮に、貴社が未払い残業代を纏めて払ってい
たとすれば、残業代を受け取る元従業員にとっては、本
来その残業代が支払われるべきであった日が属する年分
の給与所得になりますし、支払う貴社もこれと整合する
ような取扱いをしなければなりませんでした。

３．ご質問と異なって、ハラスメントを理由とする損害
賠償のみ支払っていた場合、損害金は給与等ではありま
せんので、貴社が源泉徴収義務を負うことはありません
し、元従業員が受領する金員は所得税法上非課税です。
名目を慰謝料にしただけで源泉徴収されないというの
であれば、手取り額が増える分、元従業員は得をします。

４．しかし、課税関係は名目ではなく実質で判断され
ます。
貴社が、税務署から元従業員とのやり取りに関する資
料を調べられて実質的に給与であったと判断された場合、
未徴収の源泉所得税を納めさせられます。
源泉所得税は支払者である貴社が納めるべき税金です
から、貴社が税務署に対して、元従業員から取ってくれ
と主張しても、税務署からは、それは貴社と元従業員と
の民事関係であって貴社とウチ（国）との課税関係とは無
関係なので国に納めた分は元従業員から取り返してくだ
さい、と言われるだけなのです。
そして、税務署から指摘される頃には、貴社は元従業
員の居場所すら分からず、取り返すことができないのが
通常です。貴社は、いわばダブルパンチを喰らったこと
になるのです。

５．合意書に慰謝料とさえ書いておけば非課税になると
勘違いしている者もいますが、このような要求に唯々諾々
と応じた場合、損をさせられるのは貴社なのです。不必
要な支払いをさせられないよう、税金のことは、お早め
に税理士等の専門家にご相談ください。

以前、当社は元従業員から、ハラスメン
トを理由とする損害賠償請求と共に未払い
残業代請求をされました。

何度かやり取りをした後、紛争を蒸し返されないよう
合意書を作成した上で、未払い残業代のみ支払いました。
合意書作成にあたって、元従業員から支払名目を残業

代ではなく慰謝料にして欲しいと懇願され、当社は実質
的に賃金であったにもかかわらず支払名目を慰謝料とし
て支払いました。
その後、調査に来た税務署職員から、同支払いにつ

いて源泉徴収していないことを指摘されました。このよ
うな場合でも源泉所得税を納めなければいけませんか。

支払いの実質が賃金であれば、納めな
ければいけません。
1．本年４月１日から色 な々制度が変わります。

昔は当たり前だったことが許されなくなり世の中生きに
くくなったと嘆かれるかもしれません。
税制・労働法制とも、中小零細企業にまでそんな厳し

いこと言わなくても・・・と思うこともままありますが、
経営者が適応すべき経営環境の変化の中には、従業員
の働き方についての個々の従業員自身や社会の認識の変
化も含まれます。そうであれば、経営者も変わった制度
に合わせて意識を変えるしかなく、きっと貴社も今では
そうされていることと思います。
さて、本年４月１日から変わった制度の中には、従前、

大企業のみ負っていたハラスメント相談窓口の設置、周
知義務を、中小企業も負うようになったことがあります。
制度の詳細は、福岡商工会議所NEWS2020年12月

号の法務Q＆Aをご覧いただきたいのですが、実務的に
は、ハラスメントを理由とする損害賠償請求と未払い残
業代請求はほぼワンセットですので、今回のご質問は、
よくある相談なのです。

２．源泉徴収義務は、給与等を支払う者が支払いの際
に負うものです。

A

Q

労働紛争で支払った金銭の税務処理
～社長はつらいよ～

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

安全運転管理者の業務拡充について危機管理
情報室

道路交通法施行規則の一部が改正され、令和４年４月１日から、安全運転管理者の業務に「運転前後の運転者の酒気
帯びの有無の確認」などが義務付けられました。
また、１０月１日からは、「アルコール検知器を用いての酒気帯びの有無の確認」などが義務化されます。

安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
● 乗車定員11人以上の自動車の場合………1台以上
● その他の自動車の場合………５台以上
※大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ１台を0.5台として計算 ※安全運転管理者の業務拡充や安全運転管理者の選任については、

　県警ホームページをご覧ください。

福岡県警察 安全運転管理者制度 検 索

22 2022  MAY  ︱ 福岡商工会議所 NEWS



税務Q&A

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

したがって、貴社が支払った金員が残業代、つまり給
与であれば源泉徴収義務を負います。
そして、仮に、貴社が未払い残業代を纏めて払ってい
たとすれば、残業代を受け取る元従業員にとっては、本
来その残業代が支払われるべきであった日が属する年分
の給与所得になりますし、支払う貴社もこれと整合する
ような取扱いをしなければなりませんでした。

３．ご質問と異なって、ハラスメントを理由とする損害
賠償のみ支払っていた場合、損害金は給与等ではありま
せんので、貴社が源泉徴収義務を負うことはありません
し、元従業員が受領する金員は所得税法上非課税です。
名目を慰謝料にしただけで源泉徴収されないというの
であれば、手取り額が増える分、元従業員は得をします。

４．しかし、課税関係は名目ではなく実質で判断され
ます。
貴社が、税務署から元従業員とのやり取りに関する資
料を調べられて実質的に給与であったと判断された場合、
未徴収の源泉所得税を納めさせられます。
源泉所得税は支払者である貴社が納めるべき税金です
から、貴社が税務署に対して、元従業員から取ってくれ
と主張しても、税務署からは、それは貴社と元従業員と
の民事関係であって貴社とウチ（国）との課税関係とは無
関係なので国に納めた分は元従業員から取り返してくだ
さい、と言われるだけなのです。
そして、税務署から指摘される頃には、貴社は元従業
員の居場所すら分からず、取り返すことができないのが
通常です。貴社は、いわばダブルパンチを喰らったこと
になるのです。

５．合意書に慰謝料とさえ書いておけば非課税になると
勘違いしている者もいますが、このような要求に唯々諾々
と応じた場合、損をさせられるのは貴社なのです。不必
要な支払いをさせられないよう、税金のことは、お早め
に税理士等の専門家にご相談ください。

以前、当社は元従業員から、ハラスメン
トを理由とする損害賠償請求と共に未払い
残業代請求をされました。

何度かやり取りをした後、紛争を蒸し返されないよう
合意書を作成した上で、未払い残業代のみ支払いました。
合意書作成にあたって、元従業員から支払名目を残業
代ではなく慰謝料にして欲しいと懇願され、当社は実質
的に賃金であったにもかかわらず支払名目を慰謝料とし
て支払いました。
その後、調査に来た税務署職員から、同支払いにつ
いて源泉徴収していないことを指摘されました。このよ
うな場合でも源泉所得税を納めなければいけませんか。

支払いの実質が賃金であれば、納めな
ければいけません。
1．本年４月１日から色 な々制度が変わります。

昔は当たり前だったことが許されなくなり世の中生きに
くくなったと嘆かれるかもしれません。
税制・労働法制とも、中小零細企業にまでそんな厳し
いこと言わなくても・・・と思うこともままありますが、
経営者が適応すべき経営環境の変化の中には、従業員
の働き方についての個々の従業員自身や社会の認識の変
化も含まれます。そうであれば、経営者も変わった制度
に合わせて意識を変えるしかなく、きっと貴社も今では
そうされていることと思います。
さて、本年４月１日から変わった制度の中には、従前、
大企業のみ負っていたハラスメント相談窓口の設置、周
知義務を、中小企業も負うようになったことがあります。
制度の詳細は、福岡商工会議所NEWS2020年12月
号の法務Q＆Aをご覧いただきたいのですが、実務的に
は、ハラスメントを理由とする損害賠償請求と未払い残
業代請求はほぼワンセットですので、今回のご質問は、
よくある相談なのです。

２．源泉徴収義務は、給与等を支払う者が支払いの際
に負うものです。

A

Q

労働紛争で支払った金銭の税務処理
～社長はつらいよ～

九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

安全運転管理者の業務拡充について危機管理
情報室

道路交通法施行規則の一部が改正され、令和４年４月１日から、安全運転管理者の業務に「運転前後の運転者の酒気
帯びの有無の確認」などが義務付けられました。
また、１０月１日からは、「アルコール検知器を用いての酒気帯びの有無の確認」などが義務化されます。

安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
● 乗車定員11人以上の自動車の場合………1台以上
● その他の自動車の場合………５台以上
※大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ１台を0.5台として計算 ※安全運転管理者の業務拡充や安全運転管理者の選任については、

　県警ホームページをご覧ください。

福岡県警察 安全運転管理者制度 検 索
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セキュリティー対策
中 小 企 業 の

■侵入型ランサムウェア攻撃の流れのイメージ

キュリティ診断の実施を検討している。
■事例②ＥＣサイトへのＳＱＬインジェクション攻撃
届け出者が運営するＥＣサイトが、ＳＱＬインジェクショ
ン攻撃（データベースを不正に操作する攻撃）を受け、数
十万件の顧客情報が漏えいする被害に遭った。データ
ベースサーバの負荷が増大していることに担当者が気付
き、調査を行ったところ、ＳＱＬインジ ェクションの脆弱
性があり、そこに対して、特定の発信元から通常は生じ
ない大量（毎秒６回程）のアクセスがあったことが判明し
た。損失は総額で２億円以上になる見込みである。
対策として、ソースコードを見直しＳＱＬインジェクショ
ンの脆弱性になり得る箇所について、エスケープ処理やプ
レースホルダ使用などで実装を修正した。また、第三者
機関による脆弱性診断を行い、指摘事項への対策を実施
した。今後は、ソースコードの複数人でのレビューや定期
的な脆弱性診断を行う予定である。
各事例の詳細や、その他の被害事例については、ＩＰＡ
のホームページに報告書が掲載されているので確認してほ
しい（ＱＲコード参照）。
同様被害の早期発見や未然防止といったセキュリティ上
の取り組みの促進につながることを期待する。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

コンピュータウイルス、
不正アクセスに関する特徴的な被害事例　　
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では、経済
産業省の告示に基づき、コンピュータウイルスなどによる
被害の状況把握や対策検討を目的として、コンピュータウ
イルス ・不正アクセスに関する届け出を受け付けている。
２０２１年下半期（７～12月）に届け出のあった被害につい
て全体を通して見ると、これまでと同様に、一般的によく
知られたセキュリティ対策を実施していれば、被害を防ぐ
ことができたと思われるものが多かった。今回は届け出の
中から特徴的な被害事例を二つ紹介する。
■事例①ＶＰＮ装置の脆弱性を突いた侵入型ランサム
ウェア攻撃
届け出者（企業）の社内ネットワーク上の20台以上の
サーバにおいて、ファイルが暗号化され、サーバ機能が
停止する被害に遭った。調査の結果、攻撃者がＶＰＮ
（仮想専用ネットワーク）装置の脆弱（ぜいじゃく）性を悪
用して窃取した認証情報により、社内へ不正アクセスし
て、Ｚｅｐｐｅｌｉｎ（ツェッペリン）と呼ばれるランサムウェ
アに感染させたと推測される状況であった。
なお、一部のサーバにおいては、ＶＰＮ装置のものと同
一のＩＤやパスワードを使用していたことが判明し、これ
が感染拡大の要因になったと考えている。
本件への対応として、外部の専門業者
に復旧作業を依頼し、バックアップデータ
からの復元を行った。復旧には10日以上
を要し、その間の業務停止による売り上
げの減少や顧客への補填（ほてん）などの
金銭的な被害も発生した。再発防止に向
けた対策として、各システムのパスワード
変更、推測されやすい管理者ＩＤの使用
禁止、バックアップの強化、セキュリティ
ソフトの設定見直しを行っている。
今後、オフラインバックアップの取得、
ファームウェア（コンピュータシステムを制
御するソフトウエア）を定期更新する運用
上の仕組みの構築、外部機関によるセ

21年度下半期の被害状況を公開

届け出方法や
事例はこちら
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■侵入型ランサムウェア攻撃の流れのイメージ

キュリティ診断の実施を検討している。
■事例②ＥＣサイトへのＳＱＬインジェクション攻撃
届け出者が運営するＥＣサイトが、ＳＱＬインジェクショ
ン攻撃（データベースを不正に操作する攻撃）を受け、数
十万件の顧客情報が漏えいする被害に遭った。データ
ベースサーバの負荷が増大していることに担当者が気付
き、調査を行ったところ、ＳＱＬインジ ェクションの脆弱
性があり、そこに対して、特定の発信元から通常は生じ
ない大量（毎秒６回程）のアクセスがあったことが判明し
た。損失は総額で２億円以上になる見込みである。
対策として、ソースコードを見直しＳＱＬインジェクショ
ンの脆弱性になり得る箇所について、エスケープ処理やプ
レースホルダ使用などで実装を修正した。また、第三者
機関による脆弱性診断を行い、指摘事項への対策を実施
した。今後は、ソースコードの複数人でのレビューや定期
的な脆弱性診断を行う予定である。
各事例の詳細や、その他の被害事例については、ＩＰＡ
のホームページに報告書が掲載されているので確認してほ
しい（ＱＲコード参照）。
同様被害の早期発見や未然防止といったセキュリティ上
の取り組みの促進につながることを期待する。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

コンピュータウイルス、
不正アクセスに関する特徴的な被害事例　　
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では、経済

産業省の告示に基づき、コンピュータウイルスなどによる
被害の状況把握や対策検討を目的として、コンピュータウ
イルス ・不正アクセスに関する届け出を受け付けている。
２０２１年下半期（７～12月）に届け出のあった被害につい
て全体を通して見ると、これまでと同様に、一般的によく
知られたセキュリティ対策を実施していれば、被害を防ぐ
ことができたと思われるものが多かった。今回は届け出の
中から特徴的な被害事例を二つ紹介する。
■事例①ＶＰＮ装置の脆弱性を突いた侵入型ランサム
ウェア攻撃
届け出者（企業）の社内ネットワーク上の20台以上の

サーバにおいて、ファイルが暗号化され、サーバ機能が
停止する被害に遭った。調査の結果、攻撃者がＶＰＮ
（仮想専用ネットワーク）装置の脆弱（ぜいじゃく）性を悪
用して窃取した認証情報により、社内へ不正アクセスし
て、Ｚｅｐｐｅｌｉｎ（ツェッペリン）と呼ばれるランサムウェ
アに感染させたと推測される状況であった。
なお、一部のサーバにおいては、ＶＰＮ装置のものと同

一のＩＤやパスワードを使用していたことが判明し、これ
が感染拡大の要因になったと考えている。
本件への対応として、外部の専門業者

に復旧作業を依頼し、バックアップデータ
からの復元を行った。復旧には10日以上
を要し、その間の業務停止による売り上
げの減少や顧客への補填（ほてん）などの
金銭的な被害も発生した。再発防止に向
けた対策として、各システムのパスワード
変更、推測されやすい管理者ＩＤの使用
禁止、バックアップの強化、セキュリティ
ソフトの設定見直しを行っている。
今後、オフラインバックアップの取得、

ファームウェア（コンピュータシステムを制
御するソフトウエア）を定期更新する運用
上の仕組みの構築、外部機関によるセ

21年度下半期の被害状況を公開

届け出方法や
事例はこちら

　㈱Regnioは、AI／IoT／Webの技術を用いた生産ラインの自動化
や、様々なデータに基づいた需要予測データから、最適な生産計画を
立案するなど、中小企業（主に製造業）を対象に、DXをサポートしてい
るスタートアップです。Regnioという社名は、Re-ignition（再点火）と
いう言葉と I／O（Input／Output）という技術用語を掛け合わせたも
ので、「技術とクリエイティブの力であらゆるリアルな現場を変革してい
き、産業を再点火していく」という意味を込めました。
　日本の産業構造の大部分を占める中小企業では、大企業に比べ、DX
に対するノウハウや人材が不足している場合が多く、DXの推進が遅れ
る大きな要因となっています。
　そこで弊社では、「外からのDX（事業変革プログラム）」と「内からの
DX（人材育成プログラム）」の両輪で、ノウハウや人材不足に悩む中小企
業のDXをサポートしています。
　外からのDXでは、これまでは請負開発を中心に取り組んできました
が、現在、新規プロダクト「Regnio Factory」の開発に着手しています。
　このプロダクトは、食品製造業を悩ませる在庫ロスと機会ロスを解決
します。過去の生産データやSNS、天気予報など、多視点のデータを用
いて機械学習することで、根拠に基づいた需要予測を立てます。この予
測にIoTカメラで捉えたリアルタイムの在庫状況を合わせて把握するこ
とで、最適な生産計画を自動で作成します。ゆくゆくはこのプロダクト
を通じて、中小製造業が、データに基づく意思決定をできる世界を目指
します。
　在庫ロスや機会ロスにお悩みの中堅・中小食品メーカー様は、ぜひ一
度弊社にご相談ください！

㈱Regnioが考えるDX

Regnio Factoryの画面

根拠に基づいた需要予測と最適な生産計画（イメージ）

経営支援グループ　TEL：092-441-1146お問い合わせ

［設立］
2020年11月24日
［所在地］
福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next310

㈱Regnio
リグニオ

当所では「Fukuoka Growth Next」(以下、FGN)と連携し、地場中小企業とスタート
アップとのマッチング支援に取り組んでいます。
本コーナーでは、FGNに入居しているスタートアップの活動や取組みをご紹介し、
地場中小企業のイノベーションや新たな価値創出を目指します。（隔月掲載）

中堅・中小製造業の在庫管理、
生産計画の課題を
「デジタル」×「デザイン」でサポート！
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字国債の発行が再度始まった。税収が落ちている事も相

まって、発行額は次第に大きく膨らみ、リーマンショックや

東日本大震災に見舞われ、非常に厳しい時期を迎えた。

最近では、アベノミクスや消費税率10％引き上げの効果も

あり、歳入はある程度持ち直してきたが、歳出面では社会

保障費が大幅に伸び、結果、歳出が税収を大きく上回る状

況が30年程続き、毎年30～40兆円もの国債を発行し借金

を積み重ねている状況にある。更に令和2年度はコロナウイ

ルスの対応で、財政支出を臨時特例的に大きく増加する必

要があり、109兆円もの国債を発行せざるを得なかったた

め、国債が大幅に膨らんだ。毎年借金を重ねたことで国債

発行残高は1026兆円と巨額の数字に達し、名目GDPは令

和4年度の見通しで565兆円なので、国債発行残高は名目

GDPの1.8倍、税収で16年分に相当する。

中でも社会保障費用増大の背景には、少子高齢化の急速

な進展があり、今後も、この問題は過去に例を見ない水準

で進んでいくことが想定されている。加えて、今後も高齢化

がさらに進展していくため、社会保障のピークはまだ来てい

ない状況。日本の人口ピラミッドの構成には2つのコブがあ

り、団塊の世代と第2次ベビーブーム世代に当たるが、

2025年には団塊の世代全員が後期高齢者に移行し、2040

年には第2次ベビーブーム世代全員が65歳以上になる。一

方で、20歳～64歳までの人口は、急速に減少していく見込

みになっている。そうした結果、社会保障給付は2018年時

点で121兆円。2025年には140兆円、2040年には190兆

円に増えていく見通し。

社会保障制度を設計した昭和30年代と、現在の人口構

成は大きく変化している。そもそも社会保障制度は将来にわ

たって機能する安心感を与える制度でなければならないが、

「現状のままだと持続可能なのか」という不安が生じる極めて

深刻な状態にある。少子高齢化と社会保障にかかる費用の

相当部分を将来世代へのツケにしている状況を改善するた

め、社会保障と税の一体改革を進めている。なお消費税率

引き上げによる増収分は、すべて社会保障の安定化に充て

ることになっており、社会保障の充実と財政の健全化を同時

に達成することを目指している。今まで消費税は高齢者中心

に使われてきたが、今後は子育て世代のためにも充当し「す

べての世代が安心感と納得感を得られる全世代型の社会保

障制度」への転換も目指している。まだまだ道のりは遠いが、

この方向での同時達成に向かって進んでいる。

借金を積み重ねた結果、政府は1000兆円を超える債務

を抱えている状況で、予算財源の多くを税収で賄えず公債に

依存しているが、その結果、様々な問題が浮上している。1

つ目は社会保障関係費の増大に見合った税収を確保出来な

いまま、給付と負担のバランスが取れていない状況が続いて

いること。そのため将来的に社会保障制度を持続すること

が難しい可能性が出ている。2つ目は世代間別の分配面の

不公平。現在発行されている国債は60年間にわたって徐々

に償還されていく訳なので、返済負担の多くは将来世代、ま

たは未だ生まれていない世代が負うことになる。社会保障費

の大半は特例公債の発行で賄われているが、将来世代は現

在選挙権を有していないため、自分達の選挙権を通じて関

与が出来ていない。こうした事柄について税負担を求められ

る、つまり世代間の不公平がある。3つ目は財政の硬直化に

より、政策の自由度が減少してしまう問題。財政の余裕がな

いということになると、当然ながら社会保障以外の分野への

支出は抑制されるようになる。コロナ禍で経済停滞が長期化

し、大規模自然災害に見舞われた場合、機動的な財政上の

対応の余地が狭められてしまう恐れがある。そして4つ目は、

国債や通貨の信任低下のリスク。平成14年度以降の財政健

全化の目標は、国と地方を合わせたプライマリーバランスの

黒字化となり、債務残高の対GDP比の安定的な引き下げを

目指している。現在の低金利が続いている状況は財政再建

の絶好の機会なので、コロナ収束後を見据え財政再建の取

組を本格化する必要があるだろう。

社会保障費以外の政策経費はこの30年間でほとんど伸

びておらず、改革・効率化の余地は限られているように感じ

るが、より効果的な財政サービスに改善できないか、絶えず

検証を行っており、財務省・財務局では予算執行調査を実

施しているところ。地域での身近な気づき・疑問、これを

端緒として予算の必要性・効率性等を調査していく取り組み

で、例えば、公共施設の利用者が少ないのではないか、市

役所や国の出先機関で同じようなことを行っているのではな

いかなど、身近な情報がきっかけとなり調査がスタートする。

身近なところで、国費が投入されている可能性がある事業に

ついて、情報を収集しているので、何か気づいた点があれば

是非ご教示いただきたい。

地理的優位性を生かし好機を掴む

最後に「金融庁の行政方針」について、地域金融関連の

部分を中心にお話ししたい。これは3本柱で構成されてお

り、コロナによる深刻な影響を受けている事業者に対して金

融機関による資金繰り支援や経営改善支援等が行われるよ

うに対応状況を確認していくこと、また、活力ある経済社会

構造への転換を促していく観点から、サステナブルファイナ

ンスの推進、利用者目線に立った金融サービスに関する施

策、マネロン等の対策強化を進めていくこと、そして、国内

外の経済社会に貢献していくため金融行政組織としての力を

高めていくことが必要としている。

北部九州地域もコロナの影響で厳しい状況が続いており、

第6波の只中にあって、いつ収束するのか、本格的な収束の

見通しは立たないが、見通しが立ちにくい状況だからこそ、

工夫が生まれると思っている。歴史的にも北部九州地域は

大陸の玄関口で、新しいものを吸収して成長してきた地域で

あり、国際情勢にも非常に敏感な場所でもあるので、チャ

ンスをものにするセンスが非常に高い地域。人々の生活様式

や価値観が変化している現在、ある意味、好機でもあるの

ではないかと思っている。

（講演録の内容はR4.3.1時点のものです。）

地域経済もコロナの動向に要注意

本講演では「北部九州の経済情勢」、「令和4年度予

算」、「金融庁の行政方針」について、ポイントを紹介

する。まず「北部九州の経済情勢」として財務局が四

半期毎に発表している各種資料を見ていきたい。①法

人企業統計や法人企業景気予測調査を踏まえて企業

のヒアリングを実施し、当局としての景気の方向性・

判断を示す管内経済情勢報告、②管内企業の景況感、

売上高、経常利益、設備投資の見通しや従業員数の

過不足感等を調査した法人企業景気予測調査、③管内

で保有する法人の損益状況や資産・負債・純資産の

動向等を調査した法人企業統計調査の3つを実施して

いる。

2021年10月の総括判断では、「新型コロナウイルス

感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、持ち

直しに向けたテンポが緩やかになっている」としていた

が、今年1月には「新型コロナウイルス感染症の影響

が引き続きみられるものの、持ち直しつつある」として

上方修正。この時どういう状況だったかというと、昨

年9月から感染者数が減少し始め、9月末に緊急事態

宣言が解除、その後、人流が回復して百貨店や宿泊、

飲食サービスの客足が戻り「個人消費が緩やかに持ち

直してきた」という判断になっている。また、生産も

持ち直し、雇用も影響を受けた宿泊・飲食サービス

等で求人数の増加がみられるなど緩やかに持ち直して

いる。ただし、今年1月中旬以降からオミクロン株の

影響で感染者数が急増し、その結果、商業施設の人

流も再び落ち込んでいるという情報もあるため、感染

の動向と経済への影響は注視していかなければならな

いだろう。

コロナ収束後を見据え財政健全化へ

次に「令和4年度予算」ついてであるが、直近の令

和4年度予算案は、現在、衆議院では可決し、参議

院については審議中の段階だ。令和4年度一般会計

の歳出・歳入規模は107.6兆円、歳出面は政策経費

となる一般歳出が67兆円（シェア63％）、地方交付

税・交付金が16兆円（シェア15％）、国債費が24兆

円（シェア23％）となっている。一般歳入では、税収

等が65兆円（シェア61％）、公債金が37兆円（シェア

34％）。100兆円超の予算案だが、一般歳出は6割程

度にとどまり、租税収入65兆円は過去最大の見込み

で歳入に占める割合は6割程度を占めるものの、多く

を借金に頼っている状況となっている。

令和4年度予算のポイントは、令和3年度補正予算

と一体となりコロナ感染防止策を進めるため、予備費

を5兆円 計上しているほか、新しい資本主義を実現す

るための施策を措置していること。新しい資本主義と

は、“成長戦略”と“分配戦略”から構成されている。成

長戦略は科学技術立国の観点から過去最高の科学技

術振興費を確保したり、デジタル化の支援等を進める

もので、分配戦略としては看護・介護・保育・幼児

教育等で働く人たちの給与を3％引き上げることを盛り

込んでいる。

令和4年度予算では36.9兆円の国債を発行する予

定。国債には、道路や橋、インフラを整備するための

建設国債と特例国債（赤字国債）がある。昭和30年

代には借金はなかったものの、昭和40年代に入り建

設国債だけを発行。当時は高度経済成長によって経済

が拡大し、税収が増えてきた状況だったので、ある程

度、税収で賄うことが出来た。しかし、昭和48年に

第一次石油危機が発生し、昭和50年代に高度経済成

長が終焉した辺りから、赤字国債を出し始めるに至っ

た。平成2年には、一旦、赤字国債の発行は0になっ

たが、これはバブル経済によって企業収益・税収が伸

びていた状況や歳出抑制の努力効果が相まった結果だ

と分析できる。しかし、バブルが崩壊した1990年代

初めが大きな転換点となり、歳入面では景気の低迷

が続いたことで税収が伸び悩み、一方で歳出は経済を

下支えするため累次の経済対策を講じ、0になった赤

日時：令和4年3月1日（火）
13：30~15：00

講師：財務省  福岡財務支局長
谷口  眞司 氏
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春季講演会

講演録

【講師略歴】
1990年に東京大学経済学部を卒業し、旧大蔵省
（現財務省）に入省。大臣官房地方課長や北海道
財務局長を務めたほか、2012年には長崎大学経
済学部に出向して教授として3年間近く教鞭を
執った経験もある。東京都出身。

講師プロフィール
財務省  福岡財務支局長
谷口  眞司  氏
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字国債の発行が再度始まった。税収が落ちている事も相

まって、発行額は次第に大きく膨らみ、リーマンショックや

東日本大震災に見舞われ、非常に厳しい時期を迎えた。

最近では、アベノミクスや消費税率10％引き上げの効果も

あり、歳入はある程度持ち直してきたが、歳出面では社会

保障費が大幅に伸び、結果、歳出が税収を大きく上回る状

況が30年程続き、毎年30～40兆円もの国債を発行し借金

を積み重ねている状況にある。更に令和2年度はコロナウイ

ルスの対応で、財政支出を臨時特例的に大きく増加する必

要があり、109兆円もの国債を発行せざるを得なかったた

め、国債が大幅に膨らんだ。毎年借金を重ねたことで国債

発行残高は1026兆円と巨額の数字に達し、名目GDPは令

和4年度の見通しで565兆円なので、国債発行残高は名目

GDPの1.8倍、税収で16年分に相当する。

中でも社会保障費用増大の背景には、少子高齢化の急速

な進展があり、今後も、この問題は過去に例を見ない水準

で進んでいくことが想定されている。加えて、今後も高齢化

がさらに進展していくため、社会保障のピークはまだ来てい

ない状況。日本の人口ピラミッドの構成には2つのコブがあ

り、団塊の世代と第2次ベビーブーム世代に当たるが、

2025年には団塊の世代全員が後期高齢者に移行し、2040

年には第2次ベビーブーム世代全員が65歳以上になる。一

方で、20歳～64歳までの人口は、急速に減少していく見込

みになっている。そうした結果、社会保障給付は2018年時

点で121兆円。2025年には140兆円、2040年には190兆

円に増えていく見通し。

社会保障制度を設計した昭和30年代と、現在の人口構

成は大きく変化している。そもそも社会保障制度は将来にわ

たって機能する安心感を与える制度でなければならないが、

「現状のままだと持続可能なのか」という不安が生じる極めて

深刻な状態にある。少子高齢化と社会保障にかかる費用の

相当部分を将来世代へのツケにしている状況を改善するた

め、社会保障と税の一体改革を進めている。なお消費税率

引き上げによる増収分は、すべて社会保障の安定化に充て

ることになっており、社会保障の充実と財政の健全化を同時

に達成することを目指している。今まで消費税は高齢者中心

に使われてきたが、今後は子育て世代のためにも充当し「す

べての世代が安心感と納得感を得られる全世代型の社会保

障制度」への転換も目指している。まだまだ道のりは遠いが、

この方向での同時達成に向かって進んでいる。

借金を積み重ねた結果、政府は1000兆円を超える債務

を抱えている状況で、予算財源の多くを税収で賄えず公債に

依存しているが、その結果、様々な問題が浮上している。1

つ目は社会保障関係費の増大に見合った税収を確保出来な

いまま、給付と負担のバランスが取れていない状況が続いて

いること。そのため将来的に社会保障制度を持続すること

が難しい可能性が出ている。2つ目は世代間別の分配面の

不公平。現在発行されている国債は60年間にわたって徐々

に償還されていく訳なので、返済負担の多くは将来世代、ま

たは未だ生まれていない世代が負うことになる。社会保障費

の大半は特例公債の発行で賄われているが、将来世代は現

在選挙権を有していないため、自分達の選挙権を通じて関

与が出来ていない。こうした事柄について税負担を求められ

る、つまり世代間の不公平がある。3つ目は財政の硬直化に

より、政策の自由度が減少してしまう問題。財政の余裕がな

いということになると、当然ながら社会保障以外の分野への

支出は抑制されるようになる。コロナ禍で経済停滞が長期化

し、大規模自然災害に見舞われた場合、機動的な財政上の

対応の余地が狭められてしまう恐れがある。そして4つ目は、

国債や通貨の信任低下のリスク。平成14年度以降の財政健

全化の目標は、国と地方を合わせたプライマリーバランスの

黒字化となり、債務残高の対GDP比の安定的な引き下げを

目指している。現在の低金利が続いている状況は財政再建

の絶好の機会なので、コロナ収束後を見据え財政再建の取

組を本格化する必要があるだろう。

社会保障費以外の政策経費はこの30年間でほとんど伸

びておらず、改革・効率化の余地は限られているように感じ

るが、より効果的な財政サービスに改善できないか、絶えず

検証を行っており、財務省・財務局では予算執行調査を実

施しているところ。地域での身近な気づき・疑問、これを

端緒として予算の必要性・効率性等を調査していく取り組み

で、例えば、公共施設の利用者が少ないのではないか、市

役所や国の出先機関で同じようなことを行っているのではな

いかなど、身近な情報がきっかけとなり調査がスタートする。

身近なところで、国費が投入されている可能性がある事業に

ついて、情報を収集しているので、何か気づいた点があれば

是非ご教示いただきたい。

地理的優位性を生かし好機を掴む

最後に「金融庁の行政方針」について、地域金融関連の

部分を中心にお話ししたい。これは3本柱で構成されてお

り、コロナによる深刻な影響を受けている事業者に対して金

融機関による資金繰り支援や経営改善支援等が行われるよ

うに対応状況を確認していくこと、また、活力ある経済社会

構造への転換を促していく観点から、サステナブルファイナ

ンスの推進、利用者目線に立った金融サービスに関する施

策、マネロン等の対策強化を進めていくこと、そして、国内

外の経済社会に貢献していくため金融行政組織としての力を

高めていくことが必要としている。

北部九州地域もコロナの影響で厳しい状況が続いており、

第6波の只中にあって、いつ収束するのか、本格的な収束の

見通しは立たないが、見通しが立ちにくい状況だからこそ、

工夫が生まれると思っている。歴史的にも北部九州地域は

大陸の玄関口で、新しいものを吸収して成長してきた地域で

あり、国際情勢にも非常に敏感な場所でもあるので、チャ

ンスをものにするセンスが非常に高い地域。人々の生活様式

や価値観が変化している現在、ある意味、好機でもあるの

ではないかと思っている。

（講演録の内容はR4.3.1時点のものです。）

地域経済もコロナの動向に要注意

本講演では「北部九州の経済情勢」、「令和4年度予

算」、「金融庁の行政方針」について、ポイントを紹介

する。まず「北部九州の経済情勢」として財務局が四
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人企業統計や法人企業景気予測調査を踏まえて企業

のヒアリングを実施し、当局としての景気の方向性・

判断を示す管内経済情勢報告、②管内企業の景況感、

売上高、経常利益、設備投資の見通しや従業員数の

過不足感等を調査した法人企業景気予測調査、③管内

で保有する法人の損益状況や資産・負債・純資産の

動向等を調査した法人企業統計調査の3つを実施して

いる。

2021年10月の総括判断では、「新型コロナウイルス

感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、持ち

直しに向けたテンポが緩やかになっている」としていた

が、今年1月には「新型コロナウイルス感染症の影響

が引き続きみられるものの、持ち直しつつある」として

上方修正。この時どういう状況だったかというと、昨

年9月から感染者数が減少し始め、9月末に緊急事態

宣言が解除、その後、人流が回復して百貨店や宿泊、

飲食サービスの客足が戻り「個人消費が緩やかに持ち

直してきた」という判断になっている。また、生産も

持ち直し、雇用も影響を受けた宿泊・飲食サービス

等で求人数の増加がみられるなど緩やかに持ち直して

いる。ただし、今年1月中旬以降からオミクロン株の

影響で感染者数が急増し、その結果、商業施設の人

流も再び落ち込んでいるという情報もあるため、感染

の動向と経済への影響は注視していかなければならな

いだろう。

コロナ収束後を見据え財政健全化へ

次に「令和4年度予算」ついてであるが、直近の令

和4年度予算案は、現在、衆議院では可決し、参議

院については審議中の段階だ。令和4年度一般会計

の歳出・歳入規模は107.6兆円、歳出面は政策経費

となる一般歳出が67兆円（シェア63％）、地方交付

税・交付金が16兆円（シェア15％）、国債費が24兆

円（シェア23％）となっている。一般歳入では、税収

等が65兆円（シェア61％）、公債金が37兆円（シェア

34％）。100兆円超の予算案だが、一般歳出は6割程

度にとどまり、租税収入65兆円は過去最大の見込み

で歳入に占める割合は6割程度を占めるものの、多く

を借金に頼っている状況となっている。

令和4年度予算のポイントは、令和3年度補正予算

と一体となりコロナ感染防止策を進めるため、予備費

を5兆円 計上しているほか、新しい資本主義を実現す

るための施策を措置していること。新しい資本主義と

は、“成長戦略”と“分配戦略”から構成されている。成

長戦略は科学技術立国の観点から過去最高の科学技

術振興費を確保したり、デジタル化の支援等を進める

もので、分配戦略としては看護・介護・保育・幼児

教育等で働く人たちの給与を3％引き上げることを盛り

込んでいる。

令和4年度予算では36.9兆円の国債を発行する予

定。国債には、道路や橋、インフラを整備するための

建設国債と特例国債（赤字国債）がある。昭和30年

代には借金はなかったものの、昭和40年代に入り建

設国債だけを発行。当時は高度経済成長によって経済

が拡大し、税収が増えてきた状況だったので、ある程

度、税収で賄うことが出来た。しかし、昭和48年に

第一次石油危機が発生し、昭和50年代に高度経済成

長が終焉した辺りから、赤字国債を出し始めるに至っ

た。平成2年には、一旦、赤字国債の発行は0になっ

たが、これはバブル経済によって企業収益・税収が伸

びていた状況や歳出抑制の努力効果が相まった結果だ

と分析できる。しかし、バブルが崩壊した1990年代

初めが大きな転換点となり、歳入面では景気の低迷

が続いたことで税収が伸び悩み、一方で歳出は経済を

下支えするため累次の経済対策を講じ、0になった赤

日時：令和4年3月1日（火）
13：30~15：00

講師：財務省  福岡財務支局長
谷口  眞司 氏
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1990年に東京大学経済学部を卒業し、旧大蔵省
（現財務省）に入省。大臣官房地方課長や北海道
財務局長を務めたほか、2012年には長崎大学経
済学部に出向して教授として3年間近く教鞭を
執った経験もある。東京都出身。

講師プロフィール
財務省  福岡財務支局長
谷口  眞司  氏
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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

ブース回遊型のイベントやバーチャルオフィスに
コミュニケーションに強いEventIn

㈱ブイキューブ

多機能ブース型のイベントプラット
フォーム　EventIn

▼

フロアを自由にレイアウト。
回遊性UP

催でき、カンファレンス・採用フェア・
学術大会・バーチャル展示会・交流会
など多様なイベント形式に活用いただけ
ます。

EventInは、ブースごとにプレゼン・
トーク・展示の各種モードを切り替え
可能。
プレゼンテーションや講演、ポスター

セッション、個別商談を同時並行で開

㈱ブイキューブ
福岡市博多区博多駅東1-12-17
TEL：070-4173-1310
https://jp.vcube.com/
E-mail：yukari-otsuka@vcube.co.jp
営業内容
ビジュアルコミュニケーションツールの企
画・開発・販売・運用・保守。
企業などへのビジュアルコミュニケーショ
ンサービス

成功者のまねをしない、失敗者の行動を熟知する

オフィス コネクト

「事業承継」
二代目社長相談室

▼

事業承継コンサルタント
邑松 圭

世代交代を円滑に行うには？
二代目社長が注意すべき経営とは？
二代目社長が陥りやすい落とし穴とは？
倒産・破産の怖さとは？

事業を継いで18年間会社経営をしま
した。二代目社長として悩み、苦しみ、
会社を清算し、人生のどん底から、再起
するまでの、全てを経験したからこそ出
来る本音のアドバイスがあります。

オフィス コネクト
福岡市博多区金の隈1丁目
28-19-107
TEL：080-4559-1535
E-mail：connect.k111@gmail.com
営業内容
・事業承継に係る問題解決
・スタッフさん研修
・原則月1回の個別相談

おふたりの結婚の誓いを永遠に残す、
そのお手伝いをするジュエリーブランドです

青い鳥 キャナルシティ博多店（㈲マキハラ）

青い鳥オリジナルブライダル
ジュエリー「My Message」

▼

手書きの文字と
写真とイラストが
刻印された指輪

で唯一オンリーワン。「幸せ」が目に見
え、指に着けて愛を肌で感じられる結
婚指輪です。

おふたりの想いを指輪に描く
手書きの文字や写真をそのまま指輪

の内側に当社の特許技術で刻印ができ
ます。
おふたりの想いを描いた指輪は世界

青い鳥 キャナルシティ博多店
（㈲マキハラ）
福岡市博多区住吉1-2-22
キャナルシティ博多OPA B1F
TEL：092-262-1222
FAX：092-262-1222
https://aoitori.store（ショッピングサイト）
http://aoitori-m.co.jp（店舗ホームページ）
E-mail：info@aoitori-m.co.jp
営業内容
ブライダルジュエリー、ペアアクセサリー、
アクセサリー販売、加工・リフォーム

輝きが失われたパールはございませんか？
リパールすると透明感のある輝きやテリがよみがえります

真珠メンテナンス専門ブランド リパール

日本発、世界初の真珠メンテナンス
専門ブランド「リパール」

▼

プロの目で丁寧に診断。
糸替えも行います。

リパールすることで「テリ」がよみがえり
真珠本来の輝きを保つことができます。
さぁ、ご一緒に。リパールしましょう！

真珠メンテナンス専門店日本第一号とし
て福岡に誕生したリパール。真珠の鑑別
機関である真珠科学研究所、正式認定店
です。冠婚葬祭によく使われるパールで
すが日頃はタンスの奥にしまわれたまま。

真珠メンテナンス専門ブランド 
リパール
福岡市西区姪の浜5-4-20 パールビル5F
TEL：092-406-3333
FAX：092-406-3334
https://www.repearl.co.jp/
E-mail：info@repearl.co.jp
営業内容
リパール独自の真珠再生技術でくすんだ
真珠の輝きをよみがえらせます。パール
についてお困りごと、ささいなことでもお
気軽にご相談くださいませ。

事前相談受付中。費用を含めたご葬儀に対する
不安やお悩みなど何でもお気軽にご相談ください

サンレー多々良紫雲閣

家族葬・ご葬儀・法事法要は
紫雲閣にお任せください

▼

2021年オープン！
キレイなホールです。

安心です。館内見学・事前相談・生前
見積りなど随時承りますので、お気軽に
お問い合わせください。

紫雲閣はグループ年間11,000件以上
のご葬儀をお手伝いしています。豊富な
経験をもとに、より一層の努力を積み重
ね、地域の皆様のお役に立てる施設を
目指しています。ご葬儀は事前の準備が

サンレー多々良紫雲閣
福岡市東区多々良1-17-7
TEL：092-673-3030
FAX：092-673-3039
https://www.sunray-shiunkaku.jp/
sougi/lp/fukuoka-area
営業内容
家族葬・ご葬儀・法事法要 承ります。

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

店舗ホームページ ショッピングサイト
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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

ブース回遊型のイベントやバーチャルオフィスに
コミュニケーションに強いEventIn

㈱ブイキューブ

多機能ブース型のイベントプラット
フォーム　EventIn

▼

フロアを自由にレイアウト。
回遊性UP

催でき、カンファレンス・採用フェア・
学術大会・バーチャル展示会・交流会
など多様なイベント形式に活用いただけ
ます。

EventInは、ブースごとにプレゼン・
トーク・展示の各種モードを切り替え
可能。
プレゼンテーションや講演、ポスター

セッション、個別商談を同時並行で開

㈱ブイキューブ
福岡市博多区博多駅東1-12-17
TEL：070-4173-1310
https://jp.vcube.com/
E-mail：yukari-otsuka@vcube.co.jp
営業内容
ビジュアルコミュニケーションツールの企
画・開発・販売・運用・保守。
企業などへのビジュアルコミュニケーショ
ンサービス

成功者のまねをしない、失敗者の行動を熟知する

オフィス コネクト

「事業承継」
二代目社長相談室

▼

事業承継コンサルタント
邑松 圭

世代交代を円滑に行うには？
二代目社長が注意すべき経営とは？
二代目社長が陥りやすい落とし穴とは？
倒産・破産の怖さとは？

事業を継いで18年間会社経営をしま
した。二代目社長として悩み、苦しみ、
会社を清算し、人生のどん底から、再起
するまでの、全てを経験したからこそ出
来る本音のアドバイスがあります。

オフィス コネクト
福岡市博多区金の隈1丁目
28-19-107
TEL：080-4559-1535
E-mail：connect.k111@gmail.com
営業内容
・事業承継に係る問題解決
・スタッフさん研修
・原則月1回の個別相談

おふたりの結婚の誓いを永遠に残す、
そのお手伝いをするジュエリーブランドです

青い鳥 キャナルシティ博多店（㈲マキハラ）

青い鳥オリジナルブライダル
ジュエリー「My Message」

▼

手書きの文字と
写真とイラストが
刻印された指輪

で唯一オンリーワン。「幸せ」が目に見
え、指に着けて愛を肌で感じられる結
婚指輪です。

おふたりの想いを指輪に描く
手書きの文字や写真をそのまま指輪

の内側に当社の特許技術で刻印ができ
ます。
おふたりの想いを描いた指輪は世界

青い鳥 キャナルシティ博多店
（㈲マキハラ）
福岡市博多区住吉1-2-22
キャナルシティ博多OPA B1F
TEL：092-262-1222
FAX：092-262-1222
https://aoitori.store（ショッピングサイト）
http://aoitori-m.co.jp（店舗ホームページ）
E-mail：info@aoitori-m.co.jp
営業内容
ブライダルジュエリー、ペアアクセサリー、
アクセサリー販売、加工・リフォーム

輝きが失われたパールはございませんか？
リパールすると透明感のある輝きやテリがよみがえります

真珠メンテナンス専門ブランド リパール

日本発、世界初の真珠メンテナンス
専門ブランド「リパール」

▼

プロの目で丁寧に診断。
糸替えも行います。

リパールすることで「テリ」がよみがえり
真珠本来の輝きを保つことができます。
さぁ、ご一緒に。リパールしましょう！

真珠メンテナンス専門店日本第一号とし
て福岡に誕生したリパール。真珠の鑑別
機関である真珠科学研究所、正式認定店
です。冠婚葬祭によく使われるパールで
すが日頃はタンスの奥にしまわれたまま。

真珠メンテナンス専門ブランド 
リパール
福岡市西区姪の浜5-4-20 パールビル5F
TEL：092-406-3333
FAX：092-406-3334
https://www.repearl.co.jp/
E-mail：info@repearl.co.jp
営業内容
リパール独自の真珠再生技術でくすんだ
真珠の輝きをよみがえらせます。パール
についてお困りごと、ささいなことでもお
気軽にご相談くださいませ。

事前相談受付中。費用を含めたご葬儀に対する
不安やお悩みなど何でもお気軽にご相談ください

サンレー多々良紫雲閣

家族葬・ご葬儀・法事法要は
紫雲閣にお任せください

▼

2021年オープン！
キレイなホールです。

安心です。館内見学・事前相談・生前
見積りなど随時承りますので、お気軽に
お問い合わせください。

紫雲閣はグループ年間11,000件以上
のご葬儀をお手伝いしています。豊富な
経験をもとに、より一層の努力を積み重
ね、地域の皆様のお役に立てる施設を
目指しています。ご葬儀は事前の準備が

サンレー多々良紫雲閣
福岡市東区多々良1-17-7
TEL：092-673-3030
FAX：092-673-3039
https://www.sunray-shiunkaku.jp/
sougi/lp/fukuoka-area
営業内容
家族葬・ご葬儀・法事法要 承ります。

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

店舗ホームページ ショッピングサイト
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本件に関するお問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

福岡商工会議所が、労働保険料の申告や雇用保険の手続き等の労働保険事務を事業主に代わっ
て処理いたしますので、ハローワーク、労働基準監督署などへ行く手間が省けます。
さらに、労災保険に加入することができない事業主や役員、家族従事者なども労災保険に特別加

入制度を利用し、加入することができます。
実際に社員に労災が起こってどうしていいのかわからないとき、担当職員が適切なアドバイスをし

ます。（労災発生時の手続きは事務組合では対応できません。）
可能な限り即日対応いたしますので、ぜひご利用ください。

●『労働保険事務組合』を利用されたきっかけはなんですか？
　当店は、平成28年4月に現在の店舗を開業しました。お店を営業するうえで、
従業員を雇ったら国の労災保険や雇用保険に入らなければいけないことは知って
いました。しかし、実際に具体的な手続きをどのようにしたらよいのかわからず、
近くにある福岡商工会議所に問い合わせたところ、労働保険の手続き代行をし
てもらえると聞いて利用することにしました。

●実際に『労働保険事務組合』を利用していかがでしたか？
　大変満足しています。従業員の労働保険の手続きの代行もですが、普通の手
続きでは代表者は労災には入れないのですが、事務組合を通すことで代表者も
労災に加入できることを知り、自分も加入できた点もよかったです。
　さらに、毎年の更新について、面倒な従業員の賃金を集計しなければならな
いところ、事務組合で代行してもらえるので大変助かっています。今後も利用し
たいと考えています。

今回は 労働保険事務組合 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

博多寿司処　尾之上
福岡市博多区博多駅前２丁目
１２-９ １階
TEL 092-414-3385

会議所活用法

労働保険は労災保険と雇用保険を総称したもので、労働者を1人でも雇ってい
る事業主は、必ず労働保険の手続きをしなければなりません。
労働保険には、保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手

続き（労働者の採用、退職時の届出等）などの様々な手続きがあり、これらの事
務処理を事業主の皆さんに代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体が「労
働保険事務組合」です。

●『労働保険事務組合』を利用されたきっかけはなんですか？
　雇用保険や労働保険などの事務手続きを自社で行っていましたが、その都度、
ハローワークなどに足を運ばなければならず、事務負担が多く困っていました。
そこで、ハローワークに相談したところ、紹介していただいたリストに福岡商工
会議所の労働保険事務組合があり、以前から商工会議所に入会していたので、
さっそく尋ねてみました。

●実際に『労働保険事務組合』を利用していかがでしたか？
　商工会議所に直接足を運ぶことなくFAXなどで手続きが済み、分からないこ
となども電話で丁寧に指導していただけるので、とてもよかったです。
　福岡商工会議所には、事務組合以外にも生活習慣病健診など様々な面でお世
話になっています。今後も事務手続きをスムーズに進めていくうえで、利用を継
続していきたいと思っています。

㈱リノプロテック
福岡市博多駅南5丁目18-20
TEL 092-473-8621
HP：https://renoprotec.com
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「Villa防人」
☎092-881-2494、092-881-4474（宿泊予約専用）
福岡市西区能古島（のこのしまアイランドパーク内）
㉁なし

先代が「心の休日」というコンセプトで、忙しい日々を過ごす人々に「ゆっくりとくつろいでほし
い」との思いから、四季折々の花が咲く自然あふれる公園を造ったのが「のこのしまアイランド
パーク」のはじまりです。今でもその思いを受け継ぎながら、新しいことにチャレンジしています！
もっと多くの方に島でゆっくり過ごしていただきたいと思い、もともとあった宿泊施設をリニューア
ルしたのが「Villa防人」です。

商工会議所には昭和59年から入会しています。最近は、観光商談会に参加したり、貸会議室
を借りたりと様々なシーンで活用しています。

自然の中でゆったりと過ごしながら、家族や友人とのコミュニケーションをお楽しみいただけれ
ばと思います！ぜひお越しください！

久保田観光㈱
代表取締役社長

   久保田 晋平さん

新年度が始まり、忙しい日々を過ごされている方も多い
のではないでしょうか…ということで、今回は癒しを求め
て「のこのしまアイランドパーク」に行ってきました！
姪浜渡船場からのんびり船にゆられること約10分、能

古島の渡船場からバスに乗り、山を登っていくと『のこのし
まアイランドパーク』に到着です。パークの奥に進んで行く
と、この日は海をバックに一面の菜の花畑が！あまりの美
しさにぼんやりと眺めていると奥に建物が… そう、この建
物こそが今月の「よかもん」！パーク内の宿泊施設「Villa
防人」です
さっそく建物の中に入ってみると、大きな窓の外に博多

湾を望む絶景が広がっています！外のテラスは緑の木々に
囲まれており、自然をたっぷりと感じることができます。
さらに、部屋にはジャグジー付の露天風呂があり、夜には
満天の星空を眺めながら入浴…なんていうのもロマンチッ
クですね　 市内中心部からこんなに近い場所で自然あふ
れる体験ができるなんで素敵ですね。
皆さんも都会の喧騒を離れ、“ゆったりとやさしい”島の

時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?!

のこのしまアイランドパ
ーク

宿泊施設「Villa 防人
」

（￥12,800 ～ /１泊
１名・税込）

都会を離れ、
ゆったりとやさしい島の時間

パークでは季節によって、
異なる種類の花が咲き誇ります。

夕食はバーベキューが楽しめます。

検索

会議所NEWSの編集担当職員が街で見つけた“よかもん”をご紹介♪
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■プログラム内容（一例）

動画は
コチラから

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？

HSコードとは？

輸出産品が関税減免対象になるかの確認方法

　当所では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」の動画を配信中です。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性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！

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定活用セミナー 動画配信のご案内　

RCEP協定とは？

貿易や投資を促進するために主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。
【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・物流など）での外国企業による出資制限が緩和
・加盟国での原材料・部品の調達、製造・販売・消費の促進
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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）
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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）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）
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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。

＜3月の主な出来事＞
・3/3～13 北京冬季パラリンピック 開催
・3/6 福岡県への「まん延防止等重点措置」解除
・3/15 「博多どんたく港まつり」3年ぶりの開催決定
・3/16 日本政府、ロシアへの「最恵国待遇」停止
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※この資料は､2022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。
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大同生命保険株式会社  　　　　  （80.3％）
アクサ生命保険株式会社 　　　　（12.5％）
住友生命保険相互会社 　　　　　　（3.2％）
日本生命保険相互会社 　　　　　　(3.1％）
第一生命保険株式会社 　　　　　　（0.8％）
ジブラルタ生命保険株式会社 　　　（0.1％）
（旧 AIG エジソン生命保険株式会社）　(順不同 )

委託保険会社および委託割合（2022年 2月現在）

10

退職金のポータビリティ（持ち運び）が可能です
当制度に加入する事業所間や、当所が通算契約を締結している他の特
定退職金共済制度または中小企業退職金共済制度に加入する事業所と
の間で従業員が異動する場合、通算を申し出れば、通算元契約の退職
金を引き継ぐことができます。

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。

資料請求 福岡商工会議所　会員組織・共済グループ　行　（FAX 092-441-2810）
ご希望事項に◯印をつけ、切り取らずにFAXにてご返送ください。

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

特定退職金共済制度　　１. 加入を検討したい　　２. 内容を聞きたい　　３. 資料が欲しい

◆担当者（社名・所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　  　　　　　　　　　）

貴社名： 担当者 TEL

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

福岡商工会議所

特定退職金共済制度
従 業 員の 退 職 金 準 備 のために

〈 新 企 業 年 金 保 険 〉

■プログラム内容（一例）

動画は
コチラから

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？

HSコードとは？

輸出産品が関税減免対象になるかの確認方法

　当所では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」の動画を配信中です。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性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！

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定活用セミナー 動画配信のご案内　

RCEP協定とは？

貿易や投資を促進するために主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。
【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・物流など）での外国企業による出資制限が緩和
・加盟国での原材料・部品の調達、製造・販売・消費の促進
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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。

＜3月の主な出来事＞
・3/3～13 北京冬季パラリンピック 開催
・3/6 福岡県への「まん延防止等重点措置」解除
・3/15 「博多どんたく港まつり」3年ぶりの開催決定
・3/16 日本政府、ロシアへの「最恵国待遇」停止



［主催］ Food EXPO Kyushu 実行委員会（福岡県、福岡市、福岡県商工会連合会、ジェトロ福岡、福岡地域戦略推進協議会、福岡商工会議所）
［お問い合わせ］Food EXPO Kyushu 2022 運営事務局（合同会社オフィスビーワン） Email：fek-support@officebeone.com　TEL：090-9722-3868

1）ミニブースにはご出展できません。
2）出展ブース数に対して出展企業数が超過している場合は、「商談マッチングシステム登録料1万円×超過企業分」が別途必要となります。

※食品関連事業者は商談マッチングシステム登録対象外となります。

ブースタイプ ブースサイズ 出展料（税込）

サプライヤー（通常） W2500×D2500 13万円／ブース

サプライヤー（ミニ） W2000×D1000 8万円／ブース

食品関連事業者 W2500×D2500 13万円／ブース

2018年 2019年
バイヤー数 21ヶ国149社（海外86社、国内63社） 18ヶ国129社（海外81社、国内48社）

来場者数 4,351人 4,384人

商談数 887商談 756商談

世界的にも優れた高付加価値の九州・山口
産農林水産物、加工食品を国内外に発信し、
地場食品関連企業の更なる売上向上、販路
拡大及び地域経済の振興を図ることを目的と
して、対面式の展示商談会を実施いたします。 

開催のご案内

募集のご案内

●ブース出展

●個別商談会

●過去の開催実績（3年ぶりの開催となります）

参加対象：以下２点をいずれも満たしていること

サプライヤー
ブース出展者

商談会参加費：無料
商談マッチングシステム料：出展料に含む

個別商談会のみ
参加希望者

商談会参加費：1商談あたり5,000円
商談マッチングシステム料：登録料1万円

国内外の招聘バイヤーと事前予約制で、個別の商談を実施するものです（1商談25分）。
個別商談会の参加には、商談マッチングシステムへのご登録が必要になります。

❶食に関連するソリューションをお持ちの企業・団体
　（例）デザイン、パッケージ、商品開発、OEM製造、Eコマースなど

❷食産業向けの機械・技術をもつ企業・団体
　（例）外食用機械、食品加工用機械、運搬機械など

❸海外展開を支援する公的機関・団体
　（例）在日大使館、行政、各種支援機関など

❹その他　食品メーカーの課題解決や販路拡大につながるもの

❶九州・山口県内の事業者
 　（中小企業・小規模事業者）であること。
❷九州・山口県産の生鮮品および九州・山口県産の
　原材料を使用した完成品、もしくは同地域内で
　加工された完成品をもっていること。

サプライヤー 食品関連事業者

展示
商談会

出展者募
集

お申込は
コチラから！

出展申込みは、Food EXPO Kyushu2022ホームページ
（以下URL・右記QRコード）にて受け付けております。

http://foodexpokyushu.com/

会 場 福岡国際センター
〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-2

団体出展の場合の
注意事項

〒
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