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20%PREMIUM
このチャンスを見逃すな! 数量限定!! 予約･販売日順

販売継続中! 完売次第販売終了!!

市内商店街等で使える、20％のプレミアムが付いた地域商品券が発行されます。この機会にぜひ、お近くの商店街でお買い求めください。
11月・12月発行　プレミアム付地域商品券発行情報 ※一部

販売日：11月18日（金）
販売価格：5,000円【1,000冊発行】
使用期間：令和４年11月18日（金）～令和5年１月31日（火）

イオンスタイル笹丘同友店会
『イオンスタイル笹丘専門店
プレミアムお買物券』

冊子型

販売日：11月26日（土）～11月27日（日）
販売価格：10,000円【500冊発行】
使用期間：令和４年11月26日（土）～令和５年１月31日（火）

藤崎商店街組合
『藤崎通り商店街　冬のプレミアム商品券』

販売日：12月9日（金）～12月11日（日）
販売価格：5,000円【2,000冊発行】
使用期間：令和４年12月9日（金）～令和5年1月31日（火）

イオンマリナタウン同友店会
『イオンマリナタウン専門店専用
プレミアムお買物券』

冊子型冊子型

使用期限：令和５年１月13日（金）
箱崎商店連合会

使用期限：令和４年12月31日（土）
協同組合親不孝通り商店会 冊子型

使用期限：令和５年１月15日（日）
新天町商店街商業協同組合 キャッシュレス

使用期限：令和５年１月31日（火）
大橋商店連合会 冊子型

使用期限：令和５年１月15日（日）

上川端商店街振興組合・
川端中央商店街振興組合

使用期限：令和５年１月31日（火）
中洲町商店会

使用期限：令和５年１月31日（火）
高宮商店街振興組合 キャッシュレス

使用期限：令和５年１月31日（火）
下山門商店会

キャッシュレス

商業・雇用支援グループ　TEL：092‐441-2169お問い合わせ

冊子型

キャッシュレス

冊子型

キャッシュレス

冊子型

使用期限：令和５年１月31日（火）
福岡空港ビル販売促進協議会 冊子型

（令和４年10月20日時点）
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【報告】令和4年度 福岡市政に対する提言
FCCI NEWS　会議所の動き
【報告】福岡商工会議所　令和4年度上半期の事業報告（概要）
地場企業の経営動向調査（令和4年度第2四半期）
付帯調査（賃上げの動向について）

新規会員のご紹介
【商工会議所からのお知らせ】
事業承継セミナー&個別相談会
小売商業部会 講演会　
セミナー「日本を取り巻く安全保障環境」
補助金活用セミナー
第40回食品まつり「博多うまかもん市」出店者募集
福商クラウドファンディング 挑戦企業募集
SDGs fukuoka 掲載企業募集中
博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報
パソコンスクール
【研修講座・検定情報】
商工会議所の検定試験
検定対策講座（日商簿記）
福商実務研修講座
東京商工会議所主催 オンライン講座
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税務Q＆A
危機管理情報室
中小企業のセキュリティ対策
スタートアップ誌上Pitch
「Alva㈱」

会員企業のPR掲示板“ホットニュース”
優良従業員表彰のご案内
今月のよかもん
「トリタチトキ」

福岡の統計
パブリックインフォメーション

262626 ＼個人事業主の皆様へ／
記帳・税務のご相談は商工会議所へ
－経営支援メニューがさらにパワーアップしました－
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11月・12月発行　プレミアム付地域商品券発行情報 ※一部
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販売価格：5,000円【1,000冊発行】
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もあると思いますが、私たちは、野菜の
カットから盛り付けまで手間暇かけて手作
りしています」と佐野さんは胸を張ります。
障がいを持つ方の中には、様々な作業

を平均的にこなすのは苦手な一方で、一つ
の作業に集中し、潜在能力を発揮する方
が多くいます。その一人が、レストランで
ピザ焼きを担当するクルー。「ピザ単体で
あれば、クルーも職人として活躍できるの
では？それなら本格的にやりたい」というこ
とで、佐野さんは福岡市内にあるピザの有
名店「ピッツェリア ダ・ガエターノ」に直接
電話。たまたま真のナポリピッツァを普及
させる団体の九州・沖縄地区エリアリー
ダーを務める同店のオーナーも、佐野さん
からの要望に快諾。リタの農園のスタッフ
が真のナポリピッツァが焼けるようになる
まで指導したり、また本格ピザ窯の施工
業者を紹介してくれたりしました。おかげ
でクルーたちはめきめきと腕を上げ、本格
的なピザ職人へ。「リタの農園」は、本格ナ
ポリピッツァが楽しめる店でもあるのです。
このようにクルーの可能性を信じて、得

意を伸ばすことに注力するリタファーム。
しかし佐野さんは「障がい者が働いている
店ではなく、お客様にとっては純粋に時間
と空間を楽しめるお店にしたいんです」と、

美味しい店にするためにも一人ひとりの可
能性を伸ばすことが大切だと力説します。

今までの活躍が認められ
新しい事業にもチャレンジ

「リタの農園」では現在、ビュッフェレス
トランの他に、パウンドケーキなどのお菓
子やカレー、ピッツァなどのオンライン販
売にも力を注いでいます。またクルーが作
るピッツァは、その味が認められ、JRのク
イーンビートルにも納品されています。「就
労継続支援A型事業所は、福祉としての
訓練施設でもある一方で、利益も出してい
く必要もあります。私たちの強みを活かし
て、機会があれば様々な所へ営業し、ク
ルーが活躍する場を増やしていきたいです
ね」と佐野さん。旅行制限の緩和によっ
て、クイーンビートルが韓国と往来するよ
うになれば、海外のお客様にも「リタの農
園」のピッツァを楽しんでもらえるようにな
るかもしれません。
またリタファームでは、ベイサイドプレ

イス博多の清掃事業も請け負っています。
「開所当時から、クルーたちがベイサイドエ
リアの花壇の世話や掃除を一生懸命して
いたんですね。その姿をベイサイドプレイ

ス博多の方がご覧になっていて、リタさん
なら安心して仕事を任せられると施設全体
の清掃業務をさせて頂くことになったんで
す」とクルーの頑張りが事業拡大に繋がっ
たそうです。
清掃事業も、クルーたちの真面目かつ

丁寧な作業が認められて、ベイサイドプレ
イス博多内にある他の飲食店の洗い場や、
福岡市内のホテルの共用部および客室の
清掃といった新たな仕事も請け負うように
なりました。
「障がい者にもっと働いてもらえる場所
を提供していきたい。障がいをもっていて
も“地域でいちばん働きがいを実感でき
る”会社を目指したいですね」と佐野さん
は、今後の抱負を語ります。

元同僚に誘われ福祉の道へ
自らの決意で事業を継承

壱岐や対馬、志賀島などへの定期船が
発着するベイサイドプレイス博多。そのA
館1階にある「リタの農園」は、福岡市近
郊で採れた食材を中心に安心安全な食材
を使った料理を堪能できる自然派ビュッ
フェレストランです。フェリーの乗船客や
見送り客だけでなく、市内でも有名な商
業施設ということもあり、一般のお客様も
気軽に楽しめるレストランですが、ここが
障がい者就労継続支援A型事業所※であ
ることはほとんど知られていません。
レストランを経営するリタファーム㈱

代表取締役の佐野智幸さんは、航空会
社時代の同僚に誘われて福祉の道へ入り
ました。「元同僚が経営している会社で、

本業とは別に社会貢献できる事業を新た
に立ち上げたいので手伝って欲しいと声
をかけられました」と当時を振り返る佐
野さん。新事業の責任者として仕事を任
された際に、参考にしたのが宮城県仙台
市にある障がい者就労継続支援A型事
業所が運営するビュッフェレストラン「六
丁目農園」。この事業は素晴らしい、こ
の事業を福岡でも何としても成功させた
いと、2013年にリタファーム㈱を設立。
翌2014年3月に「リタの農園」をオープ
ンしました。
開業後の営業は順調でしたが、そこに

襲ってきたのがコロナ禍。親会社は本業
に経営資源を集中させることになり、リ
タファームは存亡の危機に…。佐野さん
は「それまで頑張ってきてくれた障がい
者やスタッフを見捨てておけない」と親

会社からリタファームの経営権を完全に
取得。2020年10月、自らが代表取締
役に就任し、新たなリタファームがスター
トしました。
※一般企業での就労が困難な障がい者と雇用契約を結んだ上
で、一定の支援をしながら就労機会や生産活動の機会等の福
祉サービスを提供する事業所。

有名ピザ店での修行も
個性を尊重した環境づくり

リタファームでは、障がいをもつ従業員
をクルーと呼んでいます。現在、クルーが
30名、職業訓練指導員や生活支援員など
の健常者15名が活躍しています。
「クルーは一生懸命働いてくれます。そ
の姿をレストランのお客様も見てくださって
いて、とても評判がいいんです。一般的な
レストランであれば効率性を優先するお店

リタファーム株式会社　代表取締役　佐野 智幸氏

リタファーム株式会社

取材日：10月7日

〒812-0021 福岡市博多区築港本町13-6
ベイサイドプレイス博多A館1階

TEL：092-282-0288
https://litafarm.jp/

2一般的な窯より温度の高い400～500℃の炎で焼けるピザ窯。本格
派のナポリピッツァは通販や旅客船内でも楽しめる

4パウンドケーキやカレー、スープなどを販売するオンラインストアも人気
上昇中。人気商品を詰め合わせたギフトセットも準備されている

1福岡市近郊で採れた食材を基本に、業者と綿密に打ち合わせして仕
入れた安心安全の食材で作られた料理がズラリ

3クルーは清掃作業にも一生懸命向き合う。丁寧な仕事ぶりがクライ
アントからも好評

【プロフィール】
福岡県出身。日本航空を退職後、自営
業や数社の経営に参画。その中で障が
い者の就労支援事業である「リタの農
園」の立ち上げに従事。2020年、経営
権を完全に取得し、リタファーム株式
会社代表取締役に就任。

利他の心で障がい者の可能性を引き出し、
新たな事業にも挑戦
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りしています」と佐野さんは胸を張ります。
障がいを持つ方の中には、様々な作業

を平均的にこなすのは苦手な一方で、一つ
の作業に集中し、潜在能力を発揮する方
が多くいます。その一人が、レストランで
ピザ焼きを担当するクルー。「ピザ単体で
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ダーを務める同店のオーナーも、佐野さん
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このようにクルーの可能性を信じて、得
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しかし佐野さんは「障がい者が働いている
店ではなく、お客様にとっては純粋に時間
と空間を楽しめるお店にしたいんです」と、

美味しい店にするためにも一人ひとりの可
能性を伸ばすことが大切だと力説します。

今までの活躍が認められ
新しい事業にもチャレンジ

「リタの農園」では現在、ビュッフェレス
トランの他に、パウンドケーキなどのお菓
子やカレー、ピッツァなどのオンライン販
売にも力を注いでいます。またクルーが作
るピッツァは、その味が認められ、JRのク
イーンビートルにも納品されています。「就
労継続支援A型事業所は、福祉としての
訓練施設でもある一方で、利益も出してい
く必要もあります。私たちの強みを活かし
て、機会があれば様々な所へ営業し、ク
ルーが活躍する場を増やしていきたいです
ね」と佐野さん。旅行制限の緩和によっ
て、クイーンビートルが韓国と往来するよ
うになれば、海外のお客様にも「リタの農
園」のピッツァを楽しんでもらえるようにな
るかもしれません。
またリタファームでは、ベイサイドプレ

イス博多の清掃事業も請け負っています。
「開所当時から、クルーたちがベイサイドエ
リアの花壇の世話や掃除を一生懸命して
いたんですね。その姿をベイサイドプレイ

ス博多の方がご覧になっていて、リタさん
なら安心して仕事を任せられると施設全体
の清掃業務をさせて頂くことになったんで
す」とクルーの頑張りが事業拡大に繋がっ
たそうです。
清掃事業も、クルーたちの真面目かつ

丁寧な作業が認められて、ベイサイドプレ
イス博多内にある他の飲食店の洗い場や、
福岡市内のホテルの共用部および客室の
清掃といった新たな仕事も請け負うように
なりました。
「障がい者にもっと働いてもらえる場所
を提供していきたい。障がいをもっていて
も“地域でいちばん働きがいを実感でき
る”会社を目指したいですね」と佐野さん
は、今後の抱負を語ります。

元同僚に誘われ福祉の道へ
自らの決意で事業を継承

壱岐や対馬、志賀島などへの定期船が
発着するベイサイドプレイス博多。そのA
館1階にある「リタの農園」は、福岡市近
郊で採れた食材を中心に安心安全な食材
を使った料理を堪能できる自然派ビュッ
フェレストランです。フェリーの乗船客や
見送り客だけでなく、市内でも有名な商
業施設ということもあり、一般のお客様も
気軽に楽しめるレストランですが、ここが
障がい者就労継続支援A型事業所※であ
ることはほとんど知られていません。
レストランを経営するリタファーム㈱

代表取締役の佐野智幸さんは、航空会
社時代の同僚に誘われて福祉の道へ入り
ました。「元同僚が経営している会社で、

本業とは別に社会貢献できる事業を新た
に立ち上げたいので手伝って欲しいと声
をかけられました」と当時を振り返る佐
野さん。新事業の責任者として仕事を任
された際に、参考にしたのが宮城県仙台
市にある障がい者就労継続支援A型事
業所が運営するビュッフェレストラン「六
丁目農園」。この事業は素晴らしい、こ
の事業を福岡でも何としても成功させた
いと、2013年にリタファーム㈱を設立。
翌2014年3月に「リタの農園」をオープ
ンしました。
開業後の営業は順調でしたが、そこに

襲ってきたのがコロナ禍。親会社は本業
に経営資源を集中させることになり、リ
タファームは存亡の危機に…。佐野さん
は「それまで頑張ってきてくれた障がい
者やスタッフを見捨てておけない」と親

会社からリタファームの経営権を完全に
取得。2020年10月、自らが代表取締
役に就任し、新たなリタファームがスター
トしました。
※一般企業での就労が困難な障がい者と雇用契約を結んだ上
で、一定の支援をしながら就労機会や生産活動の機会等の福
祉サービスを提供する事業所。

有名ピザ店での修行も
個性を尊重した環境づくり

リタファームでは、障がいをもつ従業員
をクルーと呼んでいます。現在、クルーが
30名、職業訓練指導員や生活支援員など
の健常者15名が活躍しています。
「クルーは一生懸命働いてくれます。そ
の姿をレストランのお客様も見てくださって
いて、とても評判がいいんです。一般的な
レストランであれば効率性を優先するお店

リタファーム株式会社　代表取締役　佐野 智幸氏

リタファーム株式会社

取材日：10月7日

〒812-0021 福岡市博多区築港本町13-6
ベイサイドプレイス博多A館1階

TEL：092-282-0288
https://litafarm.jp/

2一般的な窯より温度の高い400～500℃の炎で焼けるピザ窯。本格
派のナポリピッツァは通販や旅客船内でも楽しめる

4パウンドケーキやカレー、スープなどを販売するオンラインストアも人気
上昇中。人気商品を詰め合わせたギフトセットも準備されている

1福岡市近郊で採れた食材を基本に、業者と綿密に打ち合わせして仕
入れた安心安全の食材で作られた料理がズラリ

3クルーは清掃作業にも一生懸命向き合う。丁寧な仕事ぶりがクライ
アントからも好評

【プロフィール】
福岡県出身。日本航空を退職後、自営
業や数社の経営に参画。その中で障が
い者の就労支援事業である「リタの農
園」の立ち上げに従事。2020年、経営
権を完全に取得し、リタファーム株式
会社代表取締役に就任。

利他の心で障がい者の可能性を引き出し、
新たな事業にも挑戦
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FUKUSHO DIGITAL EXPO 2022 second
～中小企業のデジタル化を後押し～

コロナ下における中小企業のデジタル化の実態（参照：中小企業庁「中小企業白書2022」）

■コロナ下でデジタル化の
　優先順位は高まる
中小企業庁「中小企業白書2022」による

と、事業方針におけるデジタル化への優先
順位が高い・やや高いと回答した企業は、
コロナ前時点（図1：①感染症流行前）で
40.3%だったのに対し、2021年時点（図
1：③現在）では62.5%と年々高まっていま
す。また、コロナ収束後を想定した今後
（図1：④今後）においても、66.0%の企業
がデジタル化の優先順位が高い・やや高い
としています。そのため、コロナ下を契機
に加速したデジタル化の波は、今後も継続
していくと考えられます。

■デジタル化への対応で
　「業務効率化」など効果を実感
　コロナ下でも「労働生産性」や
　「売上高」の減少幅は小さく
実際に、2021年までにリモート商談や

電子受発注に対応した企業は、全体の5割
前後に及んでいます（図2）。また、その効
果として、コスト削減や生産性向上などの
業務効率化が挙げられています（図3）。
さらに、コロナ下でデジタル化の取り組

みが進展した企業は、進展しなかった企業
と比べて「労働生産性」と「売上高」ともに
減少幅が小さく、感染症拡大における影響
が低い傾向にあることも分かりました。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図2：企業間取引におけるデジタル化の状況

2019年以前から対応
2020年に対応
2021年に対応
対応を検討中
当面対応の予定はなし

資料：㈱東京商工リサーチ
「令和3年度取引条件改善
状況調査」
（注）受注側事業者向けア
ンケートを集計したもの。

資料：㈱東京商工リサーチ「令和3年度取引条件改善状況調査」
（注）1.受注側事業者向けアンケートを集計したもの。2.リモート商談/電子受発注について、「2019年以前から対応」、「2020年に対応」、「2021
年に対応」と回答した者に対する質問。

36.5%12.5%11.4%30.6%9.0%

リモート商談の対応状況

5.8% 34.8%16.6%39.3% 3.4%

電子受発注の対応状況 （n=22,844）

（n=22,757）

図1：時点別に見た事業方針におけるデジタル化の優先順位
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（n=4,821） 21.9%33.7%31.2%9.1%

①感染症流行前（2019年時点）

（n=4,817） 14.4%25.8%40.4%15.9%

②感染症流行下（2020年時点）

（n=4,819） 10.3%18.8%40.9%25.1%

④今後（感染症の収束後を想定）

（n=4,820） 11.9%22.4%41.6%20.9%

③現在（2021年時点）

事業方針上の
優先順位は高い
事業方針上の
優先順位はやや高い
事業方針上の
優先順位はやや低い
特に必要性を感じていない
分からない

資料：㈱東京商工リサーチ「中
小企業のデジタル化と情報資
産の活用に関するアンケート」

図3：企業間取引におけるデジタル化に対応したことによる効果

41.8%
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20.6%
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16.2%
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電子受発注対応の効果

18.3%

76.5%

34.2%

16.8%

54.6%

6.0%

5.6%

1.0%

3.3%

リモート商談対応の効果

中小企業における IT化・デジタル化は、労働人口減少に伴う人手不足対策として、また、コロナ禍の感染防止対策として「非
対面・非接触ビジネス」が求められたことで、昨今、重要な経営課題になりました。さらに、令和5年10月から開始の「イン
ボイス制度（適格請求書等保存方式）」をはじめ、令和 6年1月から完全義務化の「改正電子帳簿保存法」など、制度改正が
目前に迫る中、デジタル実装の重要性が再認識されています。
しかしながら、中小企業・小規模事業者とって、デジタル技術を導入・活用するには、デジタル人材の採用や社内ノウハウの構

築、導入コストの確保など、様々な側面で高いハードルがあることも実情です。
そこで、今回の特集では、社内のデジタル化に際して不安や疑問を抱く中小企業の方々を対象に開催する展示会「FUKUSHO 

DIGITAL EXPO 2022 second」の詳細に加え、デジタル化を後押しするために当所が会員優待サービスとして提供している “デ
ジタルツール” についてご紹介します。デジタル化に関してお困りの方は、ぜひご活用ください。 デジタル実装にあたり、コストや導入後の運用は大きな壁の一つです。当所では、導

入前後の不安を理由にデジタル化に踏み出せない会員事業者を対象に、充実したサポー
トで最初の一歩を後押しする「デジタルツール会員優待サービス」をご提供しています。
「何から始めればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせください。

優待サービス拡大中！
ツールの一覧はこちら

福岡商工会議所のデジタル化への取り組み

当所は、デジタル化に際して様々な課題に直面する中小企業を取り残す
ことなく支援し、デジタル化やDXを推進するため、令和3年12月22日
にNTTドコモ九州支社と「中小企業のデジタル化・DX推進に向けた連携
と協働に関する覚書」を締結。「FUKUSHO DIGITAL EXPO」をはじめと
して、商店街事業者を対象としたデジタル化に関する勉強会を連携して実
施するなど、サポート体制の強化を通じて、中小企業の生産性向上や働
き方改革、新たなビジネスモデル構築へのチャレンジを支援しています。

（1）「中小企業のデジタル実装の
推進に関すること

（2）「中小企業DX推進における、
5Gなど先進技術の活用に関
すること」

（3）「福岡商工会議所のデジタル
化推進に関すること」

協業内容

（ ）NTTドコモと覚書を締結するの
は全国の商工会議所でも初めて
のケース

クラウド会計ソフト市場で55.2％と法人シェアNo.1を占め、大企業から中小企
業まで、ニーズに応じた機能・サービスを提供します。

経理・会計

提供企業：㈱イデックスビジネスサービス

導入アドバイザリー全プラン50％OFF

● 優待サービスご利用の流れ

NTTドコモ九州支社との覚書締結

デジタル化促進のための会員優待サービスの提供

優待
サービス

バックオフィスに関する様々なデータを連携し、業務を自動化できます。会計から
人事労務まで、クラウドでDXを推進します。

経理・会計

提供企業：㈱マネーフォワード

年額プランから最大2ヶ月分割引
※プラン内容により、異なります。
※アクサ生命契約会員の方はさらに割引あり。

優待
サービス

QTnetのサイバーセキュリティ研修です。ご要望に応じて 研修内容をカスタマイ
ズします。

サイバーセキュリティ

提供企業：㈱QTnet

会員さま限定の特別価格でご提供
例）240,000円（実施：1回60分 10人 ビデオなし）
※通常は300,000円にてご提供

メンバーの個性・性格・行動傾向をAIで導き出すことで社員の「個性」を深く理解
し、強い組織をつくることにつながります。

人事・労務

提供企業：㈱ロジック・ブレイン

TOITOI組織稼働率分析レポート、
ビッグファイブレポート10名様分、
無料出力アドバイス（10万円相当）

優待
サービス

優待
サービス

業務に合わせたシステムをかんたんに作成できるクラウドサービスのkintoneを
使って、業務効率化をサポートします。

営業・顧客管理

提供企業：㈱エムアイエフ

トライアル期間に加えて、
1年目の導入期間1カ月分無料

Google社が提供するコラボレーションツールです。メール、ドキュメント編集を
はじめとして、リモート会議やアンケート等の機能も備えています。

グループウェア

提供企業：㈱G-gen

Google Cloudおよび
Google Workspaceの月額料金5%OFF

優待
サービス

優待
サービス

［お問い合わせ］
経営支援グループ
TEL：092-441-1146

「自社の経営課題に合うツールが分
からない」とお悩みの方は、まず、ご
相談ください！

お問い合わせ

利用を希望する優待ツール
を選んで会員情報を入力！

カウンセリング

優待ツールを提供する企業
が貴社に合った運用方法な
どをご提案！

導入申し込み

導入からその後の運用ま
で、随時サポートします！

お問い合わせは
こちら

まずは商工会議所に
ご相談ください

特 集

DXへの第
1歩
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FUKUSHO DIGITAL EXPO 2022 second
～中小企業のデジタル化を後押し～

コロナ下における中小企業のデジタル化の実態（参照：中小企業庁「中小企業白書2022」）

■コロナ下でデジタル化の
　優先順位は高まる
中小企業庁「中小企業白書2022」による
と、事業方針におけるデジタル化への優先
順位が高い・やや高いと回答した企業は、
コロナ前時点（図1：①感染症流行前）で
40.3%だったのに対し、2021年時点（図
1：③現在）では62.5%と年々高まっていま
す。また、コロナ収束後を想定した今後
（図1：④今後）においても、66.0%の企業
がデジタル化の優先順位が高い・やや高い
としています。そのため、コロナ下を契機
に加速したデジタル化の波は、今後も継続
していくと考えられます。

■デジタル化への対応で
　「業務効率化」など効果を実感
　コロナ下でも「労働生産性」や
　「売上高」の減少幅は小さく
実際に、2021年までにリモート商談や
電子受発注に対応した企業は、全体の5割
前後に及んでいます（図2）。また、その効
果として、コスト削減や生産性向上などの
業務効率化が挙げられています（図3）。
さらに、コロナ下でデジタル化の取り組
みが進展した企業は、進展しなかった企業
と比べて「労働生産性」と「売上高」ともに
減少幅が小さく、感染症拡大における影響
が低い傾向にあることも分かりました。
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図2：企業間取引におけるデジタル化の状況

2019年以前から対応
2020年に対応
2021年に対応
対応を検討中
当面対応の予定はなし

資料：㈱東京商工リサーチ
「令和3年度取引条件改善
状況調査」
（注）受注側事業者向けア
ンケートを集計したもの。

資料：㈱東京商工リサーチ「令和3年度取引条件改善状況調査」
（注）1.受注側事業者向けアンケートを集計したもの。2.リモート商談/電子受発注について、「2019年以前から対応」、「2020年に対応」、「2021
年に対応」と回答した者に対する質問。

36.5%12.5%11.4%30.6%9.0%

リモート商談の対応状況

5.8% 34.8%16.6%39.3% 3.4%

電子受発注の対応状況 （n=22,844）

（n=22,757）

図1：時点別に見た事業方針におけるデジタル化の優先順位
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（n=4,821） 21.9%33.7%31.2%9.1%

①感染症流行前（2019年時点）

（n=4,817） 14.4%25.8%40.4%15.9%

②感染症流行下（2020年時点）

（n=4,819） 10.3%18.8%40.9%25.1%

④今後（感染症の収束後を想定）

（n=4,820） 11.9%22.4%41.6%20.9%

③現在（2021年時点）

事業方針上の
優先順位は高い
事業方針上の
優先順位はやや高い
事業方針上の
優先順位はやや低い
特に必要性を感じていない
分からない

資料：㈱東京商工リサーチ「中
小企業のデジタル化と情報資
産の活用に関するアンケート」

図3：企業間取引におけるデジタル化に対応したことによる効果
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リモート商談対応の効果

中小企業における IT化・デジタル化は、労働人口減少に伴う人手不足対策として、また、コロナ禍の感染防止対策として「非
対面・非接触ビジネス」が求められたことで、昨今、重要な経営課題になりました。さらに、令和5年10月から開始の「イン
ボイス制度（適格請求書等保存方式）」をはじめ、令和 6年1月から完全義務化の「改正電子帳簿保存法」など、制度改正が
目前に迫る中、デジタル実装の重要性が再認識されています。
しかしながら、中小企業・小規模事業者とって、デジタル技術を導入・活用するには、デジタル人材の採用や社内ノウハウの構
築、導入コストの確保など、様々な側面で高いハードルがあることも実情です。
そこで、今回の特集では、社内のデジタル化に際して不安や疑問を抱く中小企業の方々を対象に開催する展示会「FUKUSHO 
DIGITAL EXPO 2022 second」の詳細に加え、デジタル化を後押しするために当所が会員優待サービスとして提供している “デ
ジタルツール” についてご紹介します。デジタル化に関してお困りの方は、ぜひご活用ください。 デジタル実装にあたり、コストや導入後の運用は大きな壁の一つです。当所では、導

入前後の不安を理由にデジタル化に踏み出せない会員事業者を対象に、充実したサポー
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優待サービス拡大中！
ツールの一覧はこちら

福岡商工会議所のデジタル化への取り組み

当所は、デジタル化に際して様々な課題に直面する中小企業を取り残す
ことなく支援し、デジタル化やDXを推進するため、令和3年12月22日
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と協働に関する覚書」を締結。「FUKUSHO DIGITAL EXPO」をはじめと
して、商店街事業者を対象としたデジタル化に関する勉強会を連携して実
施するなど、サポート体制の強化を通じて、中小企業の生産性向上や働
き方改革、新たなビジネスモデル構築へのチャレンジを支援しています。

（1）「中小企業のデジタル実装の
推進に関すること

（2）「中小企業DX推進における、
5Gなど先進技術の活用に関
すること」

（3）「福岡商工会議所のデジタル
化推進に関すること」

協業内容

（ ）NTTドコモと覚書を締結するの
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のケース
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メンバーの個性・性格・行動傾向をAIで導き出すことで社員の「個性」を深く理解
し、強い組織をつくることにつながります。
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TOITOI組織稼働率分析レポート、
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無料出力アドバイス（10万円相当）

優待
サービス

優待
サービス
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［お問い合わせ］
経営支援グループ
TEL：092-441-1146

「自社の経営課題に合うツールが分
からない」とお悩みの方は、まず、ご
相談ください！

お問い合わせ

利用を希望する優待ツール
を選んで会員情報を入力！

カウンセリング

優待ツールを提供する企業
が貴社に合った運用方法な
どをご提案！

導入申し込み

導入からその後の運用ま
で、随時サポートします！

お問い合わせは
こちら

まずは商工会議所に
ご相談ください

特 集

DXへの第
1歩
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DXの最初の一歩を“おせっかい”！FUKUSHO DIGITAL EXPO 今年も開催

インボイス・電帳法など会計・経理関連、勤怠・人事労務などHR関連等のバックオフィス、営業支援ツール・ECサイトなど
販路拡大、サイバーセキュリティなど、様々な分野のデジタルツールを紹介する総勢40ブース（予定）がイベントホールに集結！

企業展示

開催概要

会 期 令和4年12 月15日（木）、16日（金）
会 場 アクロス福岡 地下2階「イベントホール」

（福岡市中央区天神1-1-1）
主 催 福岡商工会議所
協 力 株式会社NTTドコモ 九州支社

NTTコミュニケーションズ株式会社 九州支社
株式会社ドコモビジネスソリューションズ 九州支社

後 援 デジタル庁、九州経済連合会

内 容 ①企業展示（40社程度）
②講習会（講習会・パネルディスカッション等）
③最新の5G・ロボット・XR・メタバースコンテンツ
　などの体験エリア

入場料 無料（事前のお申し込みが必要です ）

（前回開催の様子）

▲個別ブースではベンダー各社が自社のサービスを紹介 ▲デジタル化相談窓口の様子▲セミナーの様子 本記事に関するお問い合わせ / 総合企画部 デジタル化推進グループ　TEL：092-441-1121

デジタル化を通じて業務効率化や生産性向上にチャレンジする中小企業を支援すべく、DXの最初の一歩をおせっかいする 
“FUKUSHO DIGITAL EXPO 2022 second”を12月に開催します。
4～5ページでご紹介した優待サービスはもちろん、その他にも様々なデジタルツールやサービスが「アクロス福岡 イベント

ホール」に集まります。さらに、DXやデジタル化に関する講習会も多数開催予定です。インボイス制度や改正電子帳簿保存法
など足元の課題への対応から、5GやXR、メタバースなど、先端技術を体験するブースもご提供します。「少し先の未来の働き
方」もイメージしつつ、わが社のデジタル化について考えることができる絶好の機会です。皆様のご来場をお待ちしています。

先進企業のDX事例やインボイス制度、改正電子帳簿保存法対応に関する講習会を全15講座開催予定です。各講習会の詳
細は、当所ホームページにて随時公開しています。

講習会

最新の５G・ロボット・XR・メタバースコンテンツなどの先端技術を
体験できるエリアを設置します。

体験ブース

デジタル化による働き方改革や業務効率化、話題のインボイス制度や
改正電子帳簿保存法に対応したＩＴ導入など、個別のご相談を承ります。

 デジタル化相談窓口

概 要

登壇者

●デジタルインボイスとは？国が進める取り組みとは？
●デジタルインボイス対応を契機としたバックオフィス業務全般のアップ
デート、働き方改革の推進 

デジタル庁 国民向けサービスグループ 企画調整官 加藤 博之氏
リコージャパン株式会社 マーケティング本部 九州マーケティングセンター 

九州ソリューション推進室 室長 角田 美穂 氏

『インボイス対応セミナー』
キーワード バックオフィス インボイス・電帳法

概 要

登壇者

XR/メタバースは、今後、様々な領域での活用が期待されています。我々の働き方やビジネスにどの
ような変化をもたらすのか、またドコモがどのような取り組みを行っているのかについてご紹介します。

株式会社NTT QONOQマーケティング部門　担当部長　清水 一郎 氏

『XR/メタバースが作り出す未来とNTTドコモの挑戦』
キーワード 先端技術 メタバース

登壇者 株式会社ニューズピックス 代表取締役 Co-CEO 稲垣 裕介氏
株式会社システムフォレスト 代表取締役 富山 孝治氏

『「デジタル」の活用が創る、企業の未来』
キーワード マネジメント DX

登壇者 株式会社大賀薬局 代表取締役 大賀 崇浩氏
（福岡商工会議所デジタル化推進委員会　副委員長）

『オーガマン誕生から読み解く多角化経営戦略』
～創業120年、福岡の老舗企業による経営改革～

キーワード マネジメント DX

登壇者 風月フーズ株式会社 代表取締役社長 福山 剛一郎氏
株式会社ライクブルー　代表取締役　池田 治彦氏

『「1軒の喫茶店」から始まった、創業70年の飲食企業の挑戦』
～クラウド活用からの組織改革～

キーワード 事例紹介 働き方改革

令和4年

12/15
（木）

令和4年

12/16
（金）

掲載している内容は、令和4年10月21日時点の
ものです。企業展示や講習会の最新情報は、当
所ホームページで随時公開します！ぜひ、ご確認
ください。

FUKUSHO DIGITAL EXPO
2022 second

（一部抜粋）

※掲載している内容は、令和4年10月21日時点のものです。企業展示や講習会の最新情報は、当所ホームページで随時公開します。ぜひ、ご確認ください！
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報告

当所は、10月11日、「福岡市政に対する提言」を福岡市の髙島宗一郎市長と福岡市議会の伊藤嘉人議長に提出しました。本提言は、
会員企業の皆様の声などをもとに、中小企業・小規模事業者への経営力強化支援や地域活性化に向けた施策の実行などについて総合
的にとりまとめたものです。今年度は、長期化するコロナ禍や物価高騰に伴うコスト負担増に対応するための経済対策や福岡市の魅
力をさらに高める方策としてのための支援など全54項目を提言しています。

令和４年度　福岡市政に対する提言

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

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

谷川会頭は、「福岡市には、さまざまな支援をタイムリーに展開いただいた。
また、経済活性化策としてプレミアム付商品券・ネクスペイ事業を継続し、今
議会では30億円増額の計60億円となる予算措置を講じていただいた。今後
も、福岡市と商工会議所が一体となり、福岡経済の本格回復、さらなる発展を
見据えて邁進したい。」と述べた。
髙島市長からは、「会員企業の声をまとめられたものとして、しっかりと受け
止めたい。新型コロナの影響は緩和されつつあるが、世界的な原油・物価高騰
の影響が広がっている。引き続き、商工会議所と一緒になって市内中小企業の
事業継続や雇用を支える施策を実施していく。」と回答があった。

▲伊藤議長への提言提出

▲髙島市長への提言提出

1.長期化するコロナ禍や物価高騰に伴うコスト負担増に
対応するための経済対策の実施

（1）サプライチェーン全体での付加価値向上や取引適正化
に向けた取組の推進
①「パートナーシップ構築宣言」の周知促進ならびに宣
言企業へのインセンティブ付与（補助金や物品調達、
公共工事の入札における優遇など）

②公共調達において、労務費、原材料費、エネルギー
コスト等の取引価格を反映した適正な契約価格とな
るよう、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実
施も含めた環境整備

（2）事業者の売上拡大により地域経済の回復を後押しする
消費喚起策の実施
● 全市版プレミアム付き地域商品券（ネクスペイ）、商
店街プレミアム付き商品券発行事業に対する支援

2. 地域の歴史・文化を活かしたまちづくり
● 市内に多く点在する歴史的文化財の認知度向上と後世
代への継承

● 市民が文化財に親しみ楽しむことができる施策の展開
● 福岡城跡・鴻臚館跡などの史跡の整備促進

令和４年度「福岡市政に対する提言」（概要・重点項目と中心に抜粋）

重点項目

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

1. 経済的苦境が続く中小・小規模事業者への金融対策の継続・強化
2.中小企業等のデジタル化・DX加速に向けた支援
3.環境変化に対応し、経営力・競争力強化に取り組む中小企業等への
支援強化
4.新たな経済の担い手育成
5.人材確保の支援と多様な人材活用の推進  
6.地域商業、商店街への支援
7.公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大  
8.商工会議所との連携強化

Ⅰ．商工業者への支援施策

1.地域資源を活かした観光の振興
2.アフターコロナを見据えた交流人口拡大の促進
3.福岡市の強みである「食」ならびに「クリエイティブ」関連産業の振興
4.国際ビジネス促進による経済振興  
5.本社機能や外資系企業、政府機関などの誘致

Ⅱ．経済・産業振興施策

１.将来を見据えた都市基盤整備　
２.世界から選ばれる街づくりの推進
３.安全・安心な街づくりの推進

Ⅲ．都市機能整備

▲髙島市長と意見交換する谷川会頭、川原副会頭、忍田副会頭、眞鍋副会頭、永江副会頭、津田副会頭

「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（物価高騰特別枠）

新しい

　「緊急経済対策資金」に、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で経営の安定に支障が生じている中小・
小規模事業者の皆さま向けの「物価高騰特別枠」を令和４年１０月から取扱開始しました。

融 資 対 象 者

運転資金　※既存借入の借換はできません。資 金 使 途
3,000万円（既存の緊急経済対策資金と合算で1億円以内）融 資 限 度 額
10年以内（据置期間２年以内）融 資 期 間
1.3%融 資 利 率
0.0%（福岡県全額負担）信 用 保 証 料
令和４年１０月１日～令和５年３月３１日協会受付分まで取 扱 期 間

以下のいずれかに該当し、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で経営の安定に支障が生じている中
小企業者
①直近３か月の平均利益率（売上高総利益率または営業利益率）が過去３か年のいずれかの年の同期比15％
以上減少していることについて、商工会議所または商工会の認定を受けたもの
②セーフティネット５号の市町村の認定を受けたもの
※②は、原油等の仕入価格の上昇等を起因するものに限ります。

中小企業のベストパートナー

お客様相談フリーダイヤル

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署
■本所営業部:☎092-415-2601
■大濠支所   :☎092-734-5923

https://www.fukuoka-cgc.or.jp/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索
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報告

当所は、10月11日、「福岡市政に対する提言」を福岡市の髙島宗一郎市長と福岡市議会の伊藤嘉人議長に提出しました。本提言は、
会員企業の皆様の声などをもとに、中小企業・小規模事業者への経営力強化支援や地域活性化に向けた施策の実行などについて総合
的にとりまとめたものです。今年度は、長期化するコロナ禍や物価高騰に伴うコスト負担増に対応するための経済対策や福岡市の魅
力をさらに高める方策としてのための支援など全54項目を提言しています。

令和４年度　福岡市政に対する提言

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

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

谷川会頭は、「福岡市には、さまざまな支援をタイムリーに展開いただいた。
また、経済活性化策としてプレミアム付商品券・ネクスペイ事業を継続し、今
議会では30億円増額の計60億円となる予算措置を講じていただいた。今後
も、福岡市と商工会議所が一体となり、福岡経済の本格回復、さらなる発展を
見据えて邁進したい。」と述べた。
髙島市長からは、「会員企業の声をまとめられたものとして、しっかりと受け
止めたい。新型コロナの影響は緩和されつつあるが、世界的な原油・物価高騰
の影響が広がっている。引き続き、商工会議所と一緒になって市内中小企業の
事業継続や雇用を支える施策を実施していく。」と回答があった。

▲伊藤議長への提言提出

▲髙島市長への提言提出

1.長期化するコロナ禍や物価高騰に伴うコスト負担増に
対応するための経済対策の実施

（1）サプライチェーン全体での付加価値向上や取引適正化
に向けた取組の推進
①「パートナーシップ構築宣言」の周知促進ならびに宣
言企業へのインセンティブ付与（補助金や物品調達、
公共工事の入札における優遇など）

②公共調達において、労務費、原材料費、エネルギー
コスト等の取引価格を反映した適正な契約価格とな
るよう、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実
施も含めた環境整備

（2）事業者の売上拡大により地域経済の回復を後押しする
消費喚起策の実施
● 全市版プレミアム付き地域商品券（ネクスペイ）、商
店街プレミアム付き商品券発行事業に対する支援

2. 地域の歴史・文化を活かしたまちづくり
● 市内に多く点在する歴史的文化財の認知度向上と後世
代への継承

● 市民が文化財に親しみ楽しむことができる施策の展開
● 福岡城跡・鴻臚館跡などの史跡の整備促進

令和４年度「福岡市政に対する提言」（概要・重点項目と中心に抜粋）

重点項目

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

1. 経済的苦境が続く中小・小規模事業者への金融対策の継続・強化
2.中小企業等のデジタル化・DX加速に向けた支援
3.環境変化に対応し、経営力・競争力強化に取り組む中小企業等への
支援強化
4.新たな経済の担い手育成
5.人材確保の支援と多様な人材活用の推進  
6.地域商業、商店街への支援
7.公共事業をはじめ地場企業の受注機会の拡大  
8.商工会議所との連携強化

Ⅰ．商工業者への支援施策

1.地域資源を活かした観光の振興
2.アフターコロナを見据えた交流人口拡大の促進
3.福岡市の強みである「食」ならびに「クリエイティブ」関連産業の振興
4.国際ビジネス促進による経済振興  
5.本社機能や外資系企業、政府機関などの誘致

Ⅱ．経済・産業振興施策

１.将来を見据えた都市基盤整備　
２.世界から選ばれる街づくりの推進
３.安全・安心な街づくりの推進

Ⅲ．都市機能整備

▲髙島市長と意見交換する谷川会頭、川原副会頭、忍田副会頭、眞鍋副会頭、永江副会頭、津田副会頭

「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（物価高騰特別枠）

新しい

　「緊急経済対策資金」に、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で経営の安定に支障が生じている中小・
小規模事業者の皆さま向けの「物価高騰特別枠」を令和４年１０月から取扱開始しました。

融 資 対 象 者

運転資金　※既存借入の借換はできません。資 金 使 途
3,000万円（既存の緊急経済対策資金と合算で1億円以内）融 資 限 度 額
10年以内（据置期間２年以内）融 資 期 間
1.3%融 資 利 率
0.0%（福岡県全額負担）信 用 保 証 料
令和４年１０月１日～令和５年３月３１日協会受付分まで取 扱 期 間

以下のいずれかに該当し、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で経営の安定に支障が生じている中
小企業者
①直近３か月の平均利益率（売上高総利益率または営業利益率）が過去３か年のいずれかの年の同期比15％
以上減少していることについて、商工会議所または商工会の認定を受けたもの
②セーフティネット５号の市町村の認定を受けたもの
※②は、原油等の仕入価格の上昇等を起因するものに限ります。

中小企業のベストパートナー

お客様相談フリーダイヤル

【お問い合わせ先】
福岡地区担当部署
■本所営業部:☎092-415-2601
■大濠支所   :☎092-734-5923

https://www.fukuoka-cgc.or.jp/0120-112-249 福岡県信用保証協会 検索

09福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  NOVEMBER



FCCI NEWS 会議所の動きFCCI NEWS 会議所の動き

10/6交流会

参加者投票で決定した最優秀企業表彰：
㈱ライフスタイルマネジメント

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

工業部会モノづくりビジネス交流会
当所工業部会（部会長＝福田俊仁・昭

和鉄工㈱相談役）は10月6日、九州・

山口産業人クラブ、福岡市機械金属工

業会と共催で、モノづくりビジネス交流

会を開催。マリンメッセ福岡で行われた

モノづくりフェア会場内に工業部会員を中

心とする25社が出展、約300名が来場

した。

会場では、ブース展示に加え、14社が

自社の技術や製品のプレゼンテーション

を行うなど、参加者同士の活発な交流が

行われた。

１０/４～6販路拡大

活発な商談が行われた展示会会場

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

Food EXPO Kyushu 2022
Food EXPO Kyushu実行委員会（当所、

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）

は10月4日・5日、福岡国際センターにて

「Food EXPO Kyushu2022」を3年ぶりに対

面で開催した。会場では、206社・団体が

出展し、事前予約制の個別商談会や各種

セミナーを実施。2日間で3,429名が来場し

た。出展企業からは「新規取引につながり

そうな商談ができた」などの声が聞かれた。

また、6日は、生産現場訪問会を実

施。出展企業3社の工場をバイヤー3名が

訪問した。

9/29交流会

名刺交換や情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL：092-441-1114

令和4年度会員交流会
当所は9月29日、会員同士の人脈形成

やビジネスパートナーの発見、ビジネス

チャンスの拡大を目的とした「令和4年度

会員交流会」を開催。多様な業種の会員

企業から107名が参加し、交流を深めた。

100名を超える参加者が対面で集う「会員

交流会」は、コロナ禍において初めてで、

約3年ぶりとなった。

参加者からは「普段出会うことができな

い異業種の方と交流ができ、貴重な時間

であった」、「新たなネットワークづくりの

きっかけとなり、自社の課題解決に繋がる

企業と知り合えた」といった声が聞かれた。

10/８女性会

福島全国大会に出席した女性会のメンバー

●経営支援グループ　TEL：092-441-2170

第54回全国商工会議所女性会連合会
福島全国大会
当所女性会（会長=安東友子・㈱アント

レ 代表取締役社長）は10月8日、福島県

郡山市で3年ぶりにリアル開催された「第

54回全国商工会議所女性会連合会福島全

国大会」に出席。当所からは13名、全国か

らは292女性会の1,472名が参加した。

当日は、「震災から10年、助け合う女性

パワーに感謝!」をテーマに女性起業家大賞

の表彰や東京農業大学名誉教授 小泉武夫

氏による記念講演（演題：「発酵食品は女

性を美しくする」）が行われ、会員の活発な

交流が図られた。

9/16、20伝　統

中村学園で演舞を披露する博多券番の芸妓

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

博多伝統芸能振興会
中村学園女子中学・高等学校訪問公演

博多伝統芸能振興会（会長＝当所 谷川

会頭）は9月16日・20日、地域の若者を

対象に博多の伝統芸能について理解を深

めてもらうことを目的に、中村学園女子中

学・高等学校を訪問した。

 公演では、当振興会が支援する博多券

番の芸妓が全校生徒約1,200名の前で“舞”

を披露したあと、生徒からの質問に答えた。

生徒からは「初めて博多に芸妓がいるこ

とを知った。貴重な体験ができてよかっ

た」、「これから日本の文化に触れていきた

い」などの声が聞かれた。

9/13、10/14商談会

オンライン商談を行う参加者

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

インバウンド観光商談会
当所は9月13日・10月14日、令和4

年度の「観光事業者支援事業」の一環とし

て、インバウンドをテーマとしたB to B形

式の個別商談会を開催。旅行会社等の

海外バイヤー6社に対し、九州各地から

商談を希望する19社が参加した。2日間

の開催で、計44商談が行われた。

本事業は、インバウンド需要が回復基

調にあることから、観光関連事業者の新

たな取り組みを支援する目的で実施。

当日は、ホテルなどの観光に関連する

様々な事業者が、自社の商品やサービス

についてバイヤーに売り込んだ。

常議員会

●総務・人事グループ　TEL：092-441-1110

第634回・635回常議員会
当所は9月28日、第634回常議員会を

開催。令和4年度補正予算、福岡市政に

対する提言、選挙管理委員会委員長、副

委員長および委員の委嘱などについて審

議し、原案通り承認された。また、議員

職務執行者の役職変更、取引適性化に関

する実態調査などについて報告を行った。

また、10月25日、第635回常議員会

を開催。会員入会について審議し、原案

通り承認された。

◇選挙管理委員会委員長、副委員長およ

び委員の委嘱について

委員長 田中 治雄氏
（㈲左衛門 相談役）

副委員長 鷹野 恭利氏
（㈱鷹野材木店 取締役会長）

委員 岩田 忠征氏
（福電資材㈱ 取締役会長）

委員 原田 昌行氏
（原田織物㈱ 代表取締役社長）

委員 久保田 晋平氏
（久保田観光㈱ 代表取締役社長）

◇委員会委員の委嘱（議員表彰・定款規約委員会）
杉山 良太氏
（㈱ホテルオークラ福岡 代表取締役社長）

9/27ゴルフコンペ

参加者の集合写真

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

情報・文化・サービス部会
ゴルフコンペ
当所情報・文化・サービス部会（部会

長＝新井洋子・エントリーサービスプロ

モーション㈱代表取締役社長）は9月27

日、福岡雷山ゴルフ倶楽部にてゴルフコ

ンペを開催し、27名が参加した。

当日は、新井部会長、兒玉常任委員長

（＝㈱データ・マックス代表取締役社長）

から挨拶が行われたのち、7組27名がプ

レーを楽しんだ。同日夜には、表彰式・

懇親会を西鉄グランドホテルにて開催し、

議員・常任委員・部会員間の懇親を一層

深めた。

9/21ビジクラ

参加者の集合写真

●産業振興ループ　TEL：092-441-1119

福商ビジネス倶楽部9月例会
福商ビジネス倶楽部は9月21日、9月例

会「ビジネスと経営に必要な『当事者視

点』」を開催し、37名が参加した。

当日は、福商ビジネス倶楽部の創設メン

バーである西部ガス絆結㈱の代表取締役社

長 船越哲朗氏から、倒産の危機を経て事

業の再構築に取り組み、5年連続の経常黒

字を達成するまでの経営戦略や、その経験

から学んだことについてご講演いただいた。

参加者からは「事業立ち上げからの経

験に基づく貴重な話を伺うことができ、

とても勉強になった。」という感想が寄せ

られた。

9/28・10/25

北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル２階
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経営に役立つ情報が盛りだくさん！
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10/6交流会

参加者投票で決定した最優秀企業表彰：
㈱ライフスタイルマネジメント

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

工業部会モノづくりビジネス交流会
当所工業部会（部会長＝福田俊仁・昭

和鉄工㈱相談役）は10月6日、九州・

山口産業人クラブ、福岡市機械金属工

業会と共催で、モノづくりビジネス交流

会を開催。マリンメッセ福岡で行われた

モノづくりフェア会場内に工業部会員を中

心とする25社が出展、約300名が来場

した。

会場では、ブース展示に加え、14社が

自社の技術や製品のプレゼンテーション

を行うなど、参加者同士の活発な交流が

行われた。

１０/４～6販路拡大

活発な商談が行われた展示会会場

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

Food EXPO Kyushu 2022
Food EXPO Kyushu実行委員会（当所、

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）

は10月4日・5日、福岡国際センターにて

「Food EXPO Kyushu2022」を3年ぶりに対

面で開催した。会場では、206社・団体が

出展し、事前予約制の個別商談会や各種

セミナーを実施。2日間で3,429名が来場し

た。出展企業からは「新規取引につながり

そうな商談ができた」などの声が聞かれた。

また、6日は、生産現場訪問会を実

施。出展企業3社の工場をバイヤー3名が

訪問した。

9/29交流会

名刺交換や情報交換を行う参加者

●会員組織・共済グループ　TEL：092-441-1114

令和4年度会員交流会
当所は9月29日、会員同士の人脈形成

やビジネスパートナーの発見、ビジネス

チャンスの拡大を目的とした「令和4年度

会員交流会」を開催。多様な業種の会員

企業から107名が参加し、交流を深めた。

100名を超える参加者が対面で集う「会員

交流会」は、コロナ禍において初めてで、

約3年ぶりとなった。

参加者からは「普段出会うことができな

い異業種の方と交流ができ、貴重な時間

であった」、「新たなネットワークづくりの

きっかけとなり、自社の課題解決に繋がる

企業と知り合えた」といった声が聞かれた。

10/８女性会

福島全国大会に出席した女性会のメンバー

●経営支援グループ　TEL：092-441-2170

第54回全国商工会議所女性会連合会
福島全国大会
当所女性会（会長=安東友子・㈱アント

レ 代表取締役社長）は10月8日、福島県

郡山市で3年ぶりにリアル開催された「第

54回全国商工会議所女性会連合会福島全

国大会」に出席。当所からは13名、全国か

らは292女性会の1,472名が参加した。

当日は、「震災から10年、助け合う女性

パワーに感謝!」をテーマに女性起業家大賞

の表彰や東京農業大学名誉教授 小泉武夫

氏による記念講演（演題：「発酵食品は女

性を美しくする」）が行われ、会員の活発な

交流が図られた。

9/16、20伝　統

中村学園で演舞を披露する博多券番の芸妓

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

博多伝統芸能振興会
中村学園女子中学・高等学校訪問公演

博多伝統芸能振興会（会長＝当所 谷川

会頭）は9月16日・20日、地域の若者を

対象に博多の伝統芸能について理解を深

めてもらうことを目的に、中村学園女子中

学・高等学校を訪問した。

 公演では、当振興会が支援する博多券

番の芸妓が全校生徒約1,200名の前で“舞”

を披露したあと、生徒からの質問に答えた。

生徒からは「初めて博多に芸妓がいるこ

とを知った。貴重な体験ができてよかっ

た」、「これから日本の文化に触れていきた

い」などの声が聞かれた。

9/13、10/14商談会

オンライン商談を行う参加者

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

インバウンド観光商談会
当所は9月13日・10月14日、令和4

年度の「観光事業者支援事業」の一環とし

て、インバウンドをテーマとしたB to B形

式の個別商談会を開催。旅行会社等の

海外バイヤー6社に対し、九州各地から

商談を希望する19社が参加した。2日間

の開催で、計44商談が行われた。

本事業は、インバウンド需要が回復基

調にあることから、観光関連事業者の新

たな取り組みを支援する目的で実施。

当日は、ホテルなどの観光に関連する

様々な事業者が、自社の商品やサービス

についてバイヤーに売り込んだ。

常議員会

●総務・人事グループ　TEL：092-441-1110

第634回・635回常議員会
当所は9月28日、第634回常議員会を

開催。令和4年度補正予算、福岡市政に

対する提言、選挙管理委員会委員長、副

委員長および委員の委嘱などについて審

議し、原案通り承認された。また、議員

職務執行者の役職変更、取引適性化に関

する実態調査などについて報告を行った。

また、10月25日、第635回常議員会

を開催。会員入会について審議し、原案

通り承認された。

◇選挙管理委員会委員長、副委員長およ

び委員の委嘱について

委員長 田中 治雄氏
（㈲左衛門 相談役）

副委員長 鷹野 恭利氏
（㈱鷹野材木店 取締役会長）

委員 岩田 忠征氏
（福電資材㈱ 取締役会長）

委員 原田 昌行氏
（原田織物㈱ 代表取締役社長）

委員 久保田 晋平氏
（久保田観光㈱ 代表取締役社長）

◇委員会委員の委嘱（議員表彰・定款規約委員会）
杉山 良太氏
（㈱ホテルオークラ福岡 代表取締役社長）

9/27ゴルフコンペ

参加者の集合写真

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

情報・文化・サービス部会
ゴルフコンペ
当所情報・文化・サービス部会（部会

長＝新井洋子・エントリーサービスプロ

モーション㈱代表取締役社長）は9月27

日、福岡雷山ゴルフ倶楽部にてゴルフコ

ンペを開催し、27名が参加した。

当日は、新井部会長、兒玉常任委員長

（＝㈱データ・マックス代表取締役社長）

から挨拶が行われたのち、7組27名がプ

レーを楽しんだ。同日夜には、表彰式・

懇親会を西鉄グランドホテルにて開催し、

議員・常任委員・部会員間の懇親を一層

深めた。

9/21ビジクラ

参加者の集合写真

●産業振興ループ　TEL：092-441-1119

福商ビジネス倶楽部9月例会
福商ビジネス倶楽部は9月21日、9月例

会「ビジネスと経営に必要な『当事者視

点』」を開催し、37名が参加した。

当日は、福商ビジネス倶楽部の創設メン

バーである西部ガス絆結㈱の代表取締役社

長 船越哲朗氏から、倒産の危機を経て事

業の再構築に取り組み、5年連続の経常黒

字を達成するまでの経営戦略や、その経験

から学んだことについてご講演いただいた。

参加者からは「事業立ち上げからの経

験に基づく貴重な話を伺うことができ、

とても勉強になった。」という感想が寄せ

られた。

9/28・10/25
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上半期は、「博多どんたく」の開催をはじめ、販路拡大商談会（食、観光）や会員交流会、部会講演会、研修・セミナーなどの事
業を多数開催。過去２年間、コロナ禍で中止・延期やオンラインで対応した事業のほとんどがリアル開催に戻り、会員の参加・利用
も順調に推移。リアル開催へのニーズの高さがうかがえる。
経営相談・記帳指導サービス・商談会・交流会・貸会議室などの事業を通じて、当所活用のメリットを感じていただき入会につな
がっている。

当所の中期方針（令和3年度～令和5年度）に基づき推進している主要事業について、今年度上半期（4月～9月）にお
ける概要をご報告します。

福岡商工会議所令和4年度上半期（4月～9月）の事業報告（概要）

報告

総括

（１）会員入会
新規入会は上半期2,894件（※うち、福岡税務相談所との組織統合（令和4年４月１日）に伴う新規入会1,549件）で、９月末時
点での総会員数は19,454件。

（２）経営相談
● 経営相談は、コロナ禍からの脱却を目指し、販路拡大や生産性向上の取組みを後押しする「小規模事業者持続化補助金」「事業再
構築補助金」等の申請支援を中心に対応。

● 原油・原材料価格上昇による影響を受け、利益率低下等に苦慮する事業者に対し、国・県・市の支援施策や専門家を活用した課
題解決を支援。

● 事業所への巡回を通じ、インボイス制度の周知・説明を実施。472件の登録申請を支援。

【経営支援における重点事項の主な実績】
●事業計画策定支援
小規模事業者持続化補助金の申請支援：349件
事業再構築補助金の申請支援：94件（第6回の採択実績は全国の商工会議所で2番目の多さ）
経営革新計画承認申請支援：64件
●デジタル化支援
デジタルツールの会員優待サービスを8社と提携。また、デジタル化セミナーを8回開催し、延べ446人参加。デジタル化関連の
補助金活用支援を通じて、11件のツール導入につながった。
●インボイス制度
当所の会員等約13,000社に対し、制度を解説する小冊子の配布およびアンケートを実施。デジタル化支援とあわせた施策普及を
行った。
●事業承継支援
経営者を対象とした「事業承継診断」を189件実施。当所が運営する福岡県事業承継・引継ぎ支援センターでの相談件数は392
件、成約数は64件と増加中。

（３）上半期の主な事業実績
◆３年ぶりの「博多どんたく」を開催
２日間で80万人の人出。イベントマップやパレードの様子をライブ配信する機能などを備えたアプリ「モバどん」の運用を開始。開
催後、実施報告書を作成し全国の関連団体に配布。
◆販路拡大支援：当所が運営する商談マッチングシステムが定着し、登録企業は450社に増加。 
年間を通じてリアル、オンラインでの商談機会が増加。上半期で国内外バイヤーとの商談会を計11回開催、商談数は200件超。
◆新たに、クリエイターマッチングを開催（7/29）
県内で活動するクリエイターと地元企業（商業施設、メーカー、学校等）との商談の機会を創出。出展クリエイター16人、来場者
58社83名、商談数337件で、成約数50件見込み。
◆SDGsに取り組む会員企業の紹介サイトを新設
SDGsに対する意識・取り組みに関するアンケートを実施。あわせてSDGsに取り組んでいる事業者を紹介するサイトを新設し25社掲載。
◆人材育成支援、社内研修事業34講座実施。新規利用事業所が136社増。
事業者のニーズに合わせた出前講座や、マザーズハローワークと連携した女性の再就職応援セミナーなど、新たな講座を企画し、
受講者の開拓を行った。

代表的な取り組み

下半期も会員企業の皆様のお役に立てるように、職員一丸となり邁進してまいります。
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上半期は、「博多どんたく」の開催をはじめ、販路拡大商談会（食、観光）や会員交流会、部会講演会、研修・セミナーなどの事
業を多数開催。過去２年間、コロナ禍で中止・延期やオンラインで対応した事業のほとんどがリアル開催に戻り、会員の参加・利用
も順調に推移。リアル開催へのニーズの高さがうかがえる。
経営相談・記帳指導サービス・商談会・交流会・貸会議室などの事業を通じて、当所活用のメリットを感じていただき入会につな
がっている。

当所の中期方針（令和3年度～令和5年度）に基づき推進している主要事業について、今年度上半期（4月～9月）にお
ける概要をご報告します。

福岡商工会議所令和4年度上半期（4月～9月）の事業報告（概要）

報告

総括

（１）会員入会
新規入会は上半期2,894件（※うち、福岡税務相談所との組織統合（令和4年４月１日）に伴う新規入会1,549件）で、９月末時
点での総会員数は19,454件。

（２）経営相談
● 経営相談は、コロナ禍からの脱却を目指し、販路拡大や生産性向上の取組みを後押しする「小規模事業者持続化補助金」「事業再
構築補助金」等の申請支援を中心に対応。

● 原油・原材料価格上昇による影響を受け、利益率低下等に苦慮する事業者に対し、国・県・市の支援施策や専門家を活用した課
題解決を支援。

● 事業所への巡回を通じ、インボイス制度の周知・説明を実施。472件の登録申請を支援。

【経営支援における重点事項の主な実績】
●事業計画策定支援
小規模事業者持続化補助金の申請支援：349件
事業再構築補助金の申請支援：94件（第6回の採択実績は全国の商工会議所で2番目の多さ）
経営革新計画承認申請支援：64件
●デジタル化支援
デジタルツールの会員優待サービスを8社と提携。また、デジタル化セミナーを8回開催し、延べ446人参加。デジタル化関連の
補助金活用支援を通じて、11件のツール導入につながった。
●インボイス制度
当所の会員等約13,000社に対し、制度を解説する小冊子の配布およびアンケートを実施。デジタル化支援とあわせた施策普及を
行った。
●事業承継支援
経営者を対象とした「事業承継診断」を189件実施。当所が運営する福岡県事業承継・引継ぎ支援センターでの相談件数は392
件、成約数は64件と増加中。

（３）上半期の主な事業実績
◆３年ぶりの「博多どんたく」を開催
２日間で80万人の人出。イベントマップやパレードの様子をライブ配信する機能などを備えたアプリ「モバどん」の運用を開始。開
催後、実施報告書を作成し全国の関連団体に配布。
◆販路拡大支援：当所が運営する商談マッチングシステムが定着し、登録企業は450社に増加。 
年間を通じてリアル、オンラインでの商談機会が増加。上半期で国内外バイヤーとの商談会を計11回開催、商談数は200件超。
◆新たに、クリエイターマッチングを開催（7/29）
県内で活動するクリエイターと地元企業（商業施設、メーカー、学校等）との商談の機会を創出。出展クリエイター16人、来場者
58社83名、商談数337件で、成約数50件見込み。
◆SDGsに取り組む会員企業の紹介サイトを新設
SDGsに対する意識・取り組みに関するアンケートを実施。あわせてSDGsに取り組んでいる事業者を紹介するサイトを新設し25社掲載。
◆人材育成支援、社内研修事業34講座実施。新規利用事業所が136社増。
事業者のニーズに合わせた出前講座や、マザーズハローワークと連携した女性の再就職応援セミナーなど、新たな講座を企画し、
受講者の開拓を行った。

代表的な取り組み

下半期も会員企業の皆様のお役に立てるように、職員一丸となり邁進してまいります。
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地場企業の経営動向調査 令和４年度 第２四半期（令和４年７～９月）
REPORT

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

今期（令和4年7～9月）の業況

令和4年7月～9月の自社業況DI（全業種）は▲2.2で、
前期比+2.1ポイントと2期連続で改善も小幅にとどまる。
業種別に見ると、小売業、サービス業等は大きく改善。
一方で、原材料価格高騰の影響が大きい建設業、製造業
は悪化となり、業種によって判断が分かれた。

次期（令和4年10～12月）の見通し

次期（令和4年10月～12月）の自社業況DIは▲4.3
で、今期比－2.1ポイント悪化見込みとなった。次期は
運輸・倉庫業が大幅改善の見込み。感染状況が落ち着
き、経済活動が活発化してきていることや、全国旅行支
援の実施などが要因とみられる。

◎博多祗園山笠などのイベント開催により人流の回復は
あったが、7月中旬からコロナ感染者数が増加したこと
を受けて、売上高は伸び悩んだ。（卸売業：食料品）

◎電気代、ガス代や原材料費が増加した。今後は人件費
の増加が影響してくると予想される。（製造業：金属製品）

◎材料費の高騰、材料確保のタイムラグ等で売上がなか
なか上がらない状況が続いており、利幅が薄くなってい
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９月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　489社（回答率24.4％）
■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。

２期連続で改善するも、
原材料価格高騰などにより、
業種によって判断が分かれる。

企業の声

※前期（Ｒ4.4-6月）は前回調査結果。
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲4.3
▲18.9
▲8.1
＋4.4
▲16.3
▲10.4
＋6.8
▲5.4
＋16.6

前期
（R4.4-6）

今期
（R4.7-9）

次期予測
（R4.10-12）

▲2.2 ➡
▲23.6⇨

▲21.2⇨

＋10.8 ➡
＋2.2 ➡
▲5.2 ➡
＋12.6 ➡
▲4.2 ➡
＋47.4⇨

▲4.3⇨

▲17.6 ➡
▲15.2 ➡
▲10.7⇨

±0.0⇨

＋10.2 ➡
＋9.1⇨

▲5.9⇨

＋36.8⇨

■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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（R3.4-6）

緊急事態宣言④
（R3.8-9） 今期

（R4.7-9）

▲10.1

▲11.4
▲9.3

▲16.7

▲38.2

▲64.6 ▲60.1

▲40.9 ▲40.6

▲14.0

▲23.6
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▲19.3

▲4.3
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付帯調査 2022年度 賃上げ（正社員）の動向について

2022年度賃上げ（正社員）の動向に
ついて、賃上げ実施企業は昨年同月比
で10.1ポイント増加も、賃上げ実施
企業の約６割が防衛的な賃上げ

◎人手不足で、現在雇用している社員に辞められると困る
ため、経営は厳しい状況でも定期昇給とベースアップを
実施した。（建設業：建設付帯工事）
◎新型コロナの長期化によるバスの運行減少に伴い、運行
手当が減っており、社員のモチベーションが落ちている
ため、定期昇給を実施した。（運輸・倉庫業：旅客運送）
◎時給900円に満たないパートが多くいるため、最低賃
金の引き上げに対応すると、正社員の賃金アップまでは
なかなか難しい。（サービス業：ホテル・旅館・飲食）

REPORT

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

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

２０２２年度の賃上げの実施状況

 2022年度に「賃金の引上げを実施した（予定含む）」企
業は65.6％で、前回調査比（2021年9月）10.1pt増加。
賃上げを実施した企業のうち、約6割が「賃金の改善は見
られない中での賃上げ」、いわゆる防衛的な賃上げ。
 一方で、「賃金の引き上げは行わない」企業は25.2％

で、前回調査比（2021年9月）10.6pt減少。賃金の引き
上げを行わない企業のうち、「業績は改善していないが、同
水準を維持」が7割超となった。

 
賃上げを行う理由について

 賃上げを行った企業に、その理由を尋ねたところ、「人
材確保・定着やモチベーション向上のため」が89.4％で最
も多い。次いで、「物価が上昇しているため」が31.2％と、
前回調査比+26.7ptの大幅増となった。コロナ禍や原材
料価格高騰で経営が厳しい状況でも、従業員のモチベー
ション維持を図っていることがうかがえる。

賃上げを見送る理由について

賃上げを見送る理由については、「今後の経営環境・経済
状況が不透明なため」が71.3％と最も多かった。次いで、
「原材料・仕入価格などのコストが上昇しているため」が
47.0％、「業績の改善が見られないため」が44.3％となった。

■2022年度の賃上げの実施状況

◆賃金の引き上げを行った企業は前年と比較して10.1
ポイント増加した。引き上げを行わない企業におい
ても、そのうち約７割の企業が、業績が改善してい
ない中でも従業員の賃金水準の維持に努めている。
◆企業は新型コロナや物価高騰の影響により経営が
苦しい中でも、賃金の引き上げや水準の維持に努
めている。

■賃上げを見送る理由

■業績は改善したものの、
　同水準を維持
■業績は改善していないが、
　同水準を維持
■賃金は引き下げる

今後の経営環境・経済状況が不透明なため

業績の改善がみられない・業績悪化のため

社会保険料の増加により会社負担が増えているため

すでに他社と同水準の賃金になっているため

増員による総人件費の増加を抑えるため

新商品開発や販路開拓、設備投資等を優先するため

研修や福利厚生の充実を優先させるため

その他

■前々回調査・2020年9月調査(n=259)　■前回調査・2021年9月調査(n=168)　■今回(n=115)
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非正規社員の賃金を引き上げる一方で、
総人件費の増加を抑えるため

■賃上げを行う理由

※円グラフの外側が今回調査（n=480）、
　内側が2021年9月調査（n=492）
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内 訳

■前向きな賃上げ
■防衛的な賃上げ

全業種
(n=121)
建設業
(n=15)
製造業
(n=20)
卸売業
(n=19)
小売業
(n=19)

運輸・倉庫業
(n=12)

サービス業
(n=36)

24.0%

20.0%

10.0%

10.5%

21.1%

33.3%

38.9%
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66.7%
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全業種
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卸売業
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35.6%

30.8%
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29.2%

40.2%
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〈賃金の引き上げは行わない企業を100とした場合の同水準を維持・引き下げるの割合〉

25.2％
（▲10.6）

65.6％
（＋10.1）55.5％

業績の改善は見られないが
賃上げを実施

（防衛的な賃上げ）42.3％

業績が改善しているため
賃上げを実施

（前向きな賃上げ）23.3％

賃上げを実施した企業を
100とした場合の前向きな賃上げ・
防衛的な賃上げの割合

現時点では未定
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17.3%

38.2%
35.8%

定期昇給を実施した

ベースアップを実施した

一時金を増額した

手当の新設・増額

新卒者の初任給を増額した

その他

■前々回調査・2020年9月調査(n=270)　■前回調査・2021年9月調査(n=272)　■今回(n=294)
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原材料・仕入価格などのコストが上昇しているため
※今回調査から新たに選択肢に追加
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地場企業の経営動向調査 令和４年度 第２四半期（令和４年７～９月）
REPORT

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

今期（令和4年7～9月）の業況

令和4年7月～9月の自社業況DI（全業種）は▲2.2で、
前期比+2.1ポイントと2期連続で改善も小幅にとどまる。
業種別に見ると、小売業、サービス業等は大きく改善。
一方で、原材料価格高騰の影響が大きい建設業、製造業
は悪化となり、業種によって判断が分かれた。

次期（令和4年10～12月）の見通し

次期（令和4年10月～12月）の自社業況DIは▲4.3
で、今期比－2.1ポイント悪化見込みとなった。次期は
運輸・倉庫業が大幅改善の見込み。感染状況が落ち着
き、経済活動が活発化してきていることや、全国旅行支
援の実施などが要因とみられる。

◎博多祗園山笠などのイベント開催により人流の回復は
あったが、7月中旬からコロナ感染者数が増加したこと
を受けて、売上高は伸び悩んだ。（卸売業：食料品）

◎電気代、ガス代や原材料費が増加した。今後は人件費
の増加が影響してくると予想される。（製造業：金属製品）

◎材料費の高騰、材料確保のタイムラグ等で売上がなか
なか上がらない状況が続いており、利幅が薄くなってい
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９月末に実施
■対象企業　福岡市内（一部近郊を含む）地場企業2,000社
■回答企業　489社（回答率24.4％）
■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。

２期連続で改善するも、
原材料価格高騰などにより、
業種によって判断が分かれる。

企業の声

※前期（Ｒ4.4-6月）は前回調査結果。
※今期DI値の記号は、前期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。
※次期予測DI値の記号は、今期と比較した改善( ➡)・悪化(

⇨ )。

■自社業況DI（業種別・企業規模別）

全業種
建設業
製造業
卸売業
小売業

運輸・倉庫業
サービス業
中小企業
大企業

▲4.3
▲18.9
▲8.1
＋4.4
▲16.3
▲10.4
＋6.8
▲5.4
＋16.6

前期
（R4.4-6）
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次期予測
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＋47.4⇨

▲4.3⇨

▲17.6 ➡
▲15.2 ➡
▲10.7⇨

±0.0⇨

＋10.2 ➡
＋9.1⇨

▲5.9⇨

＋36.8⇨

■自社業況の景気判断推移（業種別）
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付帯調査 2022年度 賃上げ（正社員）の動向について

2022年度賃上げ（正社員）の動向に
ついて、賃上げ実施企業は昨年同月比
で10.1ポイント増加も、賃上げ実施
企業の約６割が防衛的な賃上げ

◎人手不足で、現在雇用している社員に辞められると困る
ため、経営は厳しい状況でも定期昇給とベースアップを
実施した。（建設業：建設付帯工事）
◎新型コロナの長期化によるバスの運行減少に伴い、運行
手当が減っており、社員のモチベーションが落ちている
ため、定期昇給を実施した。（運輸・倉庫業：旅客運送）
◎時給900円に満たないパートが多くいるため、最低賃
金の引き上げに対応すると、正社員の賃金アップまでは
なかなか難しい。（サービス業：ホテル・旅館・飲食）

REPORT

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

福岡商工会議所　調査 検索

企業の声

まとめ

２０２２年度の賃上げの実施状況

 2022年度に「賃金の引上げを実施した（予定含む）」企
業は65.6％で、前回調査比（2021年9月）10.1pt増加。
賃上げを実施した企業のうち、約6割が「賃金の改善は見
られない中での賃上げ」、いわゆる防衛的な賃上げ。
 一方で、「賃金の引き上げは行わない」企業は25.2％

で、前回調査比（2021年9月）10.6pt減少。賃金の引き
上げを行わない企業のうち、「業績は改善していないが、同
水準を維持」が7割超となった。

 
賃上げを行う理由について

 賃上げを行った企業に、その理由を尋ねたところ、「人
材確保・定着やモチベーション向上のため」が89.4％で最
も多い。次いで、「物価が上昇しているため」が31.2％と、
前回調査比+26.7ptの大幅増となった。コロナ禍や原材
料価格高騰で経営が厳しい状況でも、従業員のモチベー
ション維持を図っていることがうかがえる。

賃上げを見送る理由について

賃上げを見送る理由については、「今後の経営環境・経済
状況が不透明なため」が71.3％と最も多かった。次いで、
「原材料・仕入価格などのコストが上昇しているため」が
47.0％、「業績の改善が見られないため」が44.3％となった。

■2022年度の賃上げの実施状況

◆賃金の引き上げを行った企業は前年と比較して10.1
ポイント増加した。引き上げを行わない企業におい
ても、そのうち約７割の企業が、業績が改善してい
ない中でも従業員の賃金水準の維持に努めている。
◆企業は新型コロナや物価高騰の影響により経営が
苦しい中でも、賃金の引き上げや水準の維持に努
めている。

■賃上げを見送る理由

■業績は改善したものの、
　同水準を維持
■業績は改善していないが、
　同水準を維持
■賃金は引き下げる

今後の経営環境・経済状況が不透明なため

業績の改善がみられない・業績悪化のため

社会保険料の増加により会社負担が増えているため

すでに他社と同水準の賃金になっているため

増員による総人件費の増加を抑えるため

新商品開発や販路開拓、設備投資等を優先するため

研修や福利厚生の充実を優先させるため

その他

■前々回調査・2020年9月調査(n=259)　■前回調査・2021年9月調査(n=168)　■今回(n=115)

80.3%
76.8%

71.3%

51.4%

13.9%
12.5%
16.5%
13.9%

2.3%

7.3%
6.5%
7.0%

2.7%
3.6%
5.2%

1.5%
4.2%
1.7%
2.7%
4.2%
0.9

6.0%
8.7%

18.5%
13.9%

49.4%
44.3%

47.0%

非正規社員の賃金を引き上げる一方で、
総人件費の増加を抑えるため

■賃上げを行う理由

※円グラフの外側が今回調査（n=480）、
　内側が2021年9月調査（n=492）

6.0％

19.0％

0.2％

業績は改善しているものの、
同水準を維持

業績は改善していないが、
同水準を維持

引き下げる

内 訳

■前向きな賃上げ
■防衛的な賃上げ

全業種
(n=121)
建設業
(n=15)
製造業
(n=20)
卸売業
(n=19)
小売業
(n=19)

運輸・倉庫業
(n=12)

サービス業
(n=36)

24.0%

20.0%

10.0%

10.5%

21.1%

33.3%

38.9%

75.2%

80.0%

90.0%

84.2%

78.9%

66.7%

61.1%

0.8%

5.3%

全業種
(n=315)
建設業
(n=78)
製造業
(n=36)
卸売業
(n=66)
小売業
(n=19)

運輸・倉庫業
(n=24)

サービス業
(n=92)

35.6%

30.8%

25.0%

47.0%

21.1%

29.2%

40.2%

64.4%

69.2%

75.0%

53.0%

78.9%

70.8%

59.8%

〈賃金の引き上げは行わない企業を100とした場合の同水準を維持・引き下げるの割合〉

25.2％
（▲10.6）

65.6％
（＋10.1）55.5％

業績の改善は見られないが
賃上げを実施

（防衛的な賃上げ）42.3％

業績が改善しているため
賃上げを実施

（前向きな賃上げ）23.3％

賃上げを実施した企業を
100とした場合の前向きな賃上げ・
防衛的な賃上げの割合

現時点では未定
9.2%

賃金の引き上げは
行わない

17.3%

38.2%
35.8%

定期昇給を実施した

ベースアップを実施した

一時金を増額した

手当の新設・増額

新卒者の初任給を増額した

その他

■前々回調査・2020年9月調査(n=270)　■前回調査・2021年9月調査(n=272)　■今回(n=294)

68.5%
72.8%

66.7%

9.3%

7.4%

26.5%

8.8%
12.9%

5.6%
3.7%
6.5%

2.2%
1.1%
1.0%

25.9%

41.5%
31.6%

46.3%

8.7%

原材料・仕入価格などのコストが上昇しているため
※今回調査から新たに選択肢に追加
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電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

日本滞在のアジア系のお客様に愛されています 輸入食材取扱店

社長が指示しなくてもビジョンに向かう自走式組織®を作ります

電子カルテを主に、各種医療情報システムの開発を行っています

元国税の若手税理士です 調査対策やクラウド会計導入をサポート

個人、転勤、事務所移転まですべての引越のサポートを行います

ヒトに関する課題、問題解決します

がんのリスク早期発見サービス、線虫「N－NOSE」の会社です

家庭や企業内のネットワークやPCやサーバの最適化をサポート

九大医学部卒が授業から自習までトータルサポートする大学受験塾

中小企業の採用活動を簡単にするツール「採用係長」で支援します

不動産に関する事は、ぜひリアンデザイン

京鴨のカモ重と日本酒がメインの飲食店です

平尾の高台にあるCafe＆BAR

周年記念や忘新年会、会議や展示会など様々な用途でご活用ください

中小企業のお手伝いをいたします。特に経営・資金繰りに特化！

よもぎ蒸しの概念を覆す新しいよもぎ蒸しのサロンをしています

クライミングで楽しみながら強くなりましょう！

新規事業の企画・推進を支援します

広告デザイン・ノベルティコップやTシャツ等の製作が得意です

LED照明に伴う電気工事と家庭用エアコンクリーニングしてます

外壁タイル等の剥落防止やひび割れ補修の専門メーカーです

壱岐島の観光、企業研修、ワーケーション等はご相談ください

飲食店経営とそれを活かした冷凍食品、生ドレッシングを製造

「わずか100個～！！」でも 化粧品・健康食品 OEM製造

092-292-8939

090-3799-8586

092-292-0552

080-8692-2069

092-419-2618

092-419-2642

080-7059-3594

090-4480-8282

092-600-0101

06-7777-2997

092-534-1445

092-531-6777

092-406-7975

092-724-4122

092-713-5666

090-2518-4008

092-834-5934

090-7296-6933

050-7118-1108

090-4763-7337

092-513-0224

0920-42-0759

0985-54-1118

086-244-2263

福岡市東区箱崎2-34-20

福岡市東区箱崎1-32-25－803

福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル5階

福岡市博多区博多駅前2-19-17 トーカン博多第5ビル715

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前2階

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル1階

福岡市博多区石城町1-3 ラファセアリービオ博多1105号

福岡市博多区千代1-21-21 イーストパーク21－203

福岡市中央区天神4-6-28 天神ファーストビル7階

福岡市中央区高砂2-12-13－102

福岡市中央区平尾3-14-28 グリーンヒルズ平尾別棟1階B

福岡市中央区平尾3-14-29

福岡市中央区大名1-1-12

福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門ビル8階

福岡市南区老司3-26-49

福岡市西区横浜1-47-15

福岡市西区今宿駅前1-15-18 マリブ今宿シーサイドテラスSALT内

福岡市城南区東油山1-9-36

福岡市早良区内野1-11-23

福岡県大野城市乙金東2-21-1

長崎県壱岐市勝本町東触2668-3

宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田1253-1

岡山県岡山市北区今2-9-12 セントラルビル

新築戸建及びリフォーム事業

経営等に関する助言・支援

飲食店

キヤノン製ならびに他社製システム機器販売

飲食店

各種計測器っとの開発・販売

トヨタホーム九州（株）

よしだ中小企業診断士事務所

（有）はじめの一歩

キヤノンシステムアンドサポート（株） 福岡営業所

居酒屋 まつばら

（株）HaKaL

営業内容／事業所名
行政書士

脱毛、毛穴エクストラクションスクール

栄養カウンセリングに関するシステム開発

健康器具販売

デザイン業務、講師活動、洋裁教室運営

不動産売買、賃貸仲介業

加納行政書士事務所

脱毛と毛穴ケア専門 La Coquette

eatas（株）

ウェルネス・ファミリー（株）

yocchi

（株）舞鶴不動産

営業内容／事業所名
建設資材楊重

建築内装工事

日本語教育機関

警備業

開運美文字に関する講師業

社会保険労務士業

（株）九州総搬

（有）シーズ・アイ

九州日語学院（有）

（株）トレスター

開運美文字塾

社会保険労務士 KANAOFFICE

営業内容／事業所名
介護事業、デイサービス運営

感染性医療廃棄物処理

東南アジア諸国の輸入品販売

金子 敏彦

ライズリサイクルセンター

BB輸入品販売

営業内容／事業所名

ベトナム食品スーパー

経営コンサルティング、社員教育研修全般

医療情報システムの開発

税務顧問

引越し市場のプラットフォーム、見積～手配まで

コンサルティング（人事・労務）

線虫がん検査の研究・開発・販売

システムエンジニア業務

大学受験塾

採用サイト作成ツール「採用係長」の開発

不動産の賃貸・売買・管理業務

飲食店

飲食店

ハウスウェディング事業、ドレス事業、レストラン事業

中小企業店舗のコンサルティング

美容サロン（若よもぎ蒸し、パーソナルカラー診断）、草の卸販売

ボルダリングジム

ITシステムの企画・設計・構築・管理及びコンサルティング業務

広告デザイン・コップやTシャツ等グッズ政策

電気工事

外壁タイル剥落防止工法

行きイルカパーク＆リゾートの運営（動物飼育、カフェ、マリンアクティビティ）

飲食業

化粧品、健康食品のOEM製造業

（同）山河商事 HSC STATION 箱崎店

（株）トゥルーチームコンサルティング

（株）Cobblestone Technology

三上剛史税理士事務所

フォジェスト

（株）ライフビジョンコンサルタンツ

(株 )HIROTSUバイオサイエンス福岡営業所

Little Shanti

（同）CENTRIVER

（株）ネットオン

lien design（株）

kagi

NIL

（株）ディアーズ・ブレイン カノビアーノ福岡

KAKEHASHI（株）

コケットサロン

クライミングジムマイウェイ

（株）ユリオプス

アテライト

エスイーアイ

Jfp（株）

IKI PARK MANAGEMENT（株）

（株）マスコ

（株）セントラル・コーポレーション

西
区

城
南
区
早
良
区
大
野
城
市

岡
山
県

宮
崎
県

長
崎
県

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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電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

日本滞在のアジア系のお客様に愛されています 輸入食材取扱店

社長が指示しなくてもビジョンに向かう自走式組織®を作ります

電子カルテを主に、各種医療情報システムの開発を行っています

元国税の若手税理士です 調査対策やクラウド会計導入をサポート

個人、転勤、事務所移転まですべての引越のサポートを行います

ヒトに関する課題、問題解決します

がんのリスク早期発見サービス、線虫「N－NOSE」の会社です

家庭や企業内のネットワークやPCやサーバの最適化をサポート

九大医学部卒が授業から自習までトータルサポートする大学受験塾

中小企業の採用活動を簡単にするツール「採用係長」で支援します

不動産に関する事は、ぜひリアンデザイン

京鴨のカモ重と日本酒がメインの飲食店です

平尾の高台にあるCafe＆BAR

周年記念や忘新年会、会議や展示会など様々な用途でご活用ください

中小企業のお手伝いをいたします。特に経営・資金繰りに特化！

よもぎ蒸しの概念を覆す新しいよもぎ蒸しのサロンをしています

クライミングで楽しみながら強くなりましょう！

新規事業の企画・推進を支援します

広告デザイン・ノベルティコップやTシャツ等の製作が得意です

LED照明に伴う電気工事と家庭用エアコンクリーニングしてます

外壁タイル等の剥落防止やひび割れ補修の専門メーカーです

壱岐島の観光、企業研修、ワーケーション等はご相談ください

飲食店経営とそれを活かした冷凍食品、生ドレッシングを製造

「わずか100個～！！」でも 化粧品・健康食品 OEM製造

092-292-8939

090-3799-8586

092-292-0552

080-8692-2069

092-419-2618

092-419-2642

080-7059-3594

090-4480-8282

092-600-0101

06-7777-2997

092-534-1445

092-531-6777

092-406-7975

092-724-4122

092-713-5666

090-2518-4008

092-834-5934

090-7296-6933

050-7118-1108

090-4763-7337

092-513-0224

0920-42-0759

0985-54-1118

086-244-2263

福岡市東区箱崎2-34-20

福岡市東区箱崎1-32-25－803

福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル5階

福岡市博多区博多駅前2-19-17 トーカン博多第5ビル715

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前2階

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル1階

福岡市博多区石城町1-3 ラファセアリービオ博多1105号

福岡市博多区千代1-21-21 イーストパーク21－203

福岡市中央区天神4-6-28 天神ファーストビル7階

福岡市中央区高砂2-12-13－102

福岡市中央区平尾3-14-28 グリーンヒルズ平尾別棟1階B

福岡市中央区平尾3-14-29

福岡市中央区大名1-1-12

福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門ビル8階

福岡市南区老司3-26-49

福岡市西区横浜1-47-15

福岡市西区今宿駅前1-15-18 マリブ今宿シーサイドテラスSALT内

福岡市城南区東油山1-9-36

福岡市早良区内野1-11-23

福岡県大野城市乙金東2-21-1

長崎県壱岐市勝本町東触2668-3

宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田1253-1

岡山県岡山市北区今2-9-12 セントラルビル

新築戸建及びリフォーム事業

経営等に関する助言・支援

飲食店

キヤノン製ならびに他社製システム機器販売

飲食店

各種計測器っとの開発・販売

トヨタホーム九州（株）

よしだ中小企業診断士事務所

（有）はじめの一歩

キヤノンシステムアンドサポート（株） 福岡営業所

居酒屋 まつばら

（株）HaKaL

営業内容／事業所名
行政書士

脱毛、毛穴エクストラクションスクール

栄養カウンセリングに関するシステム開発

健康器具販売

デザイン業務、講師活動、洋裁教室運営

不動産売買、賃貸仲介業

加納行政書士事務所

脱毛と毛穴ケア専門 La Coquette

eatas（株）

ウェルネス・ファミリー（株）

yocchi

（株）舞鶴不動産

営業内容／事業所名
建設資材楊重

建築内装工事

日本語教育機関

警備業

開運美文字に関する講師業

社会保険労務士業

（株）九州総搬

（有）シーズ・アイ

九州日語学院（有）

（株）トレスター

開運美文字塾

社会保険労務士 KANAOFFICE

営業内容／事業所名
介護事業、デイサービス運営

感染性医療廃棄物処理

東南アジア諸国の輸入品販売

金子 敏彦

ライズリサイクルセンター

BB輸入品販売

営業内容／事業所名

ベトナム食品スーパー

経営コンサルティング、社員教育研修全般

医療情報システムの開発

税務顧問

引越し市場のプラットフォーム、見積～手配まで

コンサルティング（人事・労務）

線虫がん検査の研究・開発・販売

システムエンジニア業務

大学受験塾

採用サイト作成ツール「採用係長」の開発

不動産の賃貸・売買・管理業務

飲食店

飲食店

ハウスウェディング事業、ドレス事業、レストラン事業

中小企業店舗のコンサルティング

美容サロン（若よもぎ蒸し、パーソナルカラー診断）、草の卸販売

ボルダリングジム

ITシステムの企画・設計・構築・管理及びコンサルティング業務

広告デザイン・コップやTシャツ等グッズ政策

電気工事

外壁タイル剥落防止工法

行きイルカパーク＆リゾートの運営（動物飼育、カフェ、マリンアクティビティ）

飲食業

化粧品、健康食品のOEM製造業

（同）山河商事 HSC STATION 箱崎店

（株）トゥルーチームコンサルティング

（株）Cobblestone Technology

三上剛史税理士事務所

フォジェスト

（株）ライフビジョンコンサルタンツ

(株 )HIROTSUバイオサイエンス福岡営業所

Little Shanti

（同）CENTRIVER

（株）ネットオン

lien design（株）

kagi

NIL

（株）ディアーズ・ブレイン カノビアーノ福岡

KAKEHASHI（株）

コケットサロン

クライミングジムマイウェイ

（株）ユリオプス

アテライト

エスイーアイ

Jfp（株）

IKI PARK MANAGEMENT（株）

（株）マスコ

（株）セントラル・コーポレーション

西
区

城
南
区
早
良
区
大
野
城
市

岡
山
県

宮
崎
県

長
崎
県

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？

事業承継セミナー＆個別相談会

日　時 令和4年11月16日（水）、令和5年1月25日（水）
セミナー/14：00～15：30　個別相談会/15：30～
※内容は各回同じ

講　師 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
サブマネージャー　廣門 和久 氏

申し込み方法 当所ホームページからお申し込みください。

お問い合わせ 経営支援グループ　TEL：092-441-1146
場　所 福岡商工会議所　会議室

開催形式 対面とオンラインのハイブリッド形式

内　容

事業承継は、着手後に様々な問題、課題が顕在化することから、早めの対策が推奨されています。当所では、承継計画の策
定、経営者保証解除の支援も行っています。ぜひ、ご活用ください。

・事業承継の現状
・パターン別進路をもとにした承継の種類 
  （親族承継、従業員承継、後継者不在）
・事業承継を進めやすくする制度

申込・詳細は
こちら

セミナー「日本を取り巻く安全保障環境～現状と日本の対応について～」
　近年、ロシアのウクライナ侵攻など、日本を取り巻く安全保障環境は激動の時代を迎えています。本セミナーでは、（公財）日本
国際問題研究所 所長 市川とみ子氏を講師にお招きし、最近の国際情勢についてお話いただきます。ぜひ、ご参加ください。

申込・詳細は
こちら

小売商業部会 講演会「料理をつくる人を増やす～日本発のテクノロジー企業の挑戦～」

日　時 令和4年11月28日（月）
15:30～17:00（開場：15:00）

開催形式 対面とオンラインのハイブリッド形式

場　所 福岡商工会議所 5階 501会議室

講　師 クックパッド㈱ 代表執行役 岩田 林平 氏

定　員 会場：50名　オンライン：定員なし

申し込み締切 11月18日（金）

申し込み

お問い合わせ 商業・雇用支援グループ
TEL：092-441-2169

　小売商業部会（部会長＝柴田祐司・イオン九州㈱ 代表取締役社長）は、クックパッド㈱ 代表執行役 岩田林平氏を講師に
招き、部会講演会を開催します。クックパッド㈱は、小売業との連携、生鮮食品EC『クックパッドマート』の首都圏を中心とした
展開、レシピサービスの海外展開などに積極的に取り組み、活躍の場を拡大しています。今回、こうした新たな取り組みや今後
の展望についてお話しいただきますので、ぜひご参加ください。

申込・詳細は
こちら

本誌同封のチラシまたは当
所ホームページからお申し
込みください。

参加無料

参加無料

日　時 令和4年12月2日（金） 14：00～15：30

開催形式 対面とオンライン（Zoom）のハイブリッド形式

場　所 福岡商工会議所 5階 501会議室

講　師 （公財）日本国際問題研究所 所長
市川 とみ子 氏

対　象 国際情勢に興味がある方

定　員 会場：50名　オンライン：定員なし

主　催 福岡アジアビジネス支援委員会

共　催 (公財)日本国際問題研究所 

申し込み締切 11月29日（火） 17：00

お問い合わせ 産業振興グループ　TEL：092-441-1119

参加無料

・事業承継に必要な準備
・事例紹介

商工会議所からのお知らせ商工会議所からのお知らせ
講演会やセミナー等の詳細は、
当所ホームページでご覧いただけます。
お申し込みまで可能です。

イベント・セミナー情報 メルマガ配信
本誌でご案内のイベントやセミナー情報は、
「福岡商工会議所メールマガジン」にて、
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。

メール受信登録はこちら！
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各種制度及び補助金概要セミナー
日　時 令和4年12月20日（火）

9：30～12：30
開催方式 オンライン

受講効果 各種補助金全般がわかる

講　師 ㈱グローカル経営研究所
代表取締役 木村 壮太郎 氏
（中小企業診断士）

小規模事業者持続化補助金セミナー
日　時 令和5年1月12日（木）

＜創業枠＞9：30～12：30
＜通常枠＞13：30～16：30

開催方式 オンライン

受講効果 小規模事業者持続化補助金の
概要と申請ポイントがわかる

講　師 林中小企業診断士事務所
代表 林 幸一郎 氏

補助金活用セミナー
新型コロナウイルス感染症の拡大や各種制度改正に伴い、経営課題を抱えている事業所を対象に以下のセミナーを実施します。
ぜひ、ご活用ください。各セミナーの詳細や申込方法については、当所ホームページをご確認ください。

福商クラウドファンディング 挑戦企業募集

対　象

クラウドファンディングを活用して新商品・新サービスの開発に取り組む事業者を対象に、プロジェクト掲載ページのブ
ラッシュアップ等を支援しています。募集は通年で行っています。ぜひ、ご活用ください。

以下の3点を満たす方が対象です。
①当所の会員企業の案件であること
②当所開催の商談会参加や補助金の作成支援
等の実績がある事業者の案件であること
③販売中や提供前の新商品・新サービス案件で
あること

手数料率 支援総額（集まった金額）×クラウドファンディング事業者
への手数料率（マクアケ20％・CAMPFIRE17％）

第40回食品まつり「博多うまかもん市」出店者募集 申込・詳細は
こちら

対　象 以下の3点を満たす方が対象です。
①福岡商工会議所の会員企業
②本社もしくは販売店舗が福岡県内に所在している事業者
③本催事ならではの特典をご準備いただける事業者
（新商品発表、限定商品、特別価格での商品提供等）

募集社数 40社程度

主　催 博多うまかもん市実行委員会
（福岡商工会議所 食料・水産部会）

申し込み締切 令和4年11月30日（水）

お問い合わせ 博多うまかもん市実行委員会事務局
（福岡商工会議所 産業振興部内）
TEL：092-441-1119

福岡の食のPRやブランド育成を目的に「博多うまかもん市」を開催します。当イベントは、今回で40回目の開催となる名物
催事です。皆様のご出店お待ちしています。

参加費 出店費用：1社40,000円（税込）
【博多うまかもん市実行委員会から請求】

会場使用料：売上金の16％（実演あり）または
18％（実演なし）
【岩田屋三越手数料】

お問い合わせ 産業振興グループ  TEL：092-441-1119

申込・詳細は
こちら

当所で取り組んだ第一
弾のプロジェクトです。
目標金額の117％の調
達に成功しました。

支援事例

参加無料

※掲載の価格は全て税込です。

博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報

博多の伝統芸能を身近に感じてみませんか？新型コ
ロナウイルス感染予防の取り組みを実施しながら、
公演を再開しています！博多芸妓の唄や舞を楽し
み、簡単なお座敷遊びまで体験していただけます。
●日時＝11月26日（土）13：00～13：50●出
演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000円●場所＝
博多伝統芸能館（福岡市博多区冷泉町2-20）●
定員＝20名（先着順）●お問い合わせ＝博多伝統
芸能振興会（地域振興部内）
TEL：092-441-1118（当日：080-2705-5462）
※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。

博多伝統芸能館
公演のご案内！

はかた伝統芸能  四季の舞
～霜月～

●優待内容＝入場券（大人）1,500円 → 1,400
円、入場券（中人）1,000円 → 900円、入場券
（小人）500円 → 400円●対象日程＝令和4年11
月12日（土）～12月11日（日）●申込締切＝令和
4年12月11日（日）●場所＝JR九州ホール（博多
駅JR博多シティ9F）

『DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展
～銀幕の回顧録（メモワール）～』

今回は、西九州新幹線の開業を記念して、スペシャ
ルゲストに「長崎検番」の芸妓が登場する大変貴重
な公演です。ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。
●日時＝11月27日（日）13：30～15：30●出演
団体＝博多芸妓、＜ゲスト＞長崎検番、福岡民踊
舞踊四季の会、筑紫舞（順不同）●参加費＝【指定
席】5,000円、【自由席】4,000円●場所＝エルガー
ラホール（福岡市中央区天神１丁目４－２）●定員
＝420名●お問い合わせ＝博多伝統芸能振興会
（地域振興部内）
TEL：092-441-1118（当日：080-2705-5462）
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

福商優待サービスの詳細はこちら
お問い合わせ /会員組織・共済グループ
TEL：092-441-1114

「はかた伝統芸能
四季の舞～如月～」
で演舞を披露する芸
妓（R4.2/3）

第40回食品まつり「博多うまかもん市」

［日時］
令和5年 3月21日（火）～26日（日）
［場所］
岩田屋本館7階　大催事場
（福岡市中央区天神2丁目5番35号）

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

　2015年9月の国連サミットにおいて採択された“持続可能でよりよい
社会の実現を目指す”という世界共通の目標を達成するためには、行政
や大企業の取り組みだけでなく、企業の99.7%を占める中小・小規模
企業の取り組みが重要です。
　当ウェブサイトでは、様々な企業の取り組みを発信し、参考にしていた
だくことで、企業価値の向上、また取り組みを後押しします。

掲載無料 申込・詳細は
こちらSDGs fukuoka 掲載企業募集中 ～自社の取り組みを発信しませんか？～

申込・詳細は
こちら

申込・詳細は
こちら

日　時 令和4年12月８日（木）
13：30～16：30

開催方式 オンライン

受講効果 事業再構築補助金の概要と
申請ポイントがわかる

講　師 まつしろ中小企業診断士事務所
代表 松代 和也 氏

事業再構築セミナー

申込・詳細は
こちら

新たな事業機会の創出
企業イメージの向上　
職場環境の整備などによる多様な人材の確保　　
ステークホルダーとの信頼性を高める　　　　など

中小・小規模企業がSDGsに取り組む効果

■ 掲載条件：①福岡県内に事業所を有する事業者
②SDGsに取り組んでいる事業者

■ サイトURL：https://fukuoka-sdgs.jp/

掲載について

商工会議所からのお知らせ 商工会議所からのお知らせ
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各種制度及び補助金概要セミナー
日　時 令和4年12月20日（火）

9：30～12：30
開催方式 オンライン

受講効果 各種補助金全般がわかる

講　師 ㈱グローカル経営研究所
代表取締役 木村 壮太郎 氏
（中小企業診断士）

小規模事業者持続化補助金セミナー
日　時 令和5年1月12日（木）

＜創業枠＞9：30～12：30
＜通常枠＞13：30～16：30

開催方式 オンライン

受講効果 小規模事業者持続化補助金の
概要と申請ポイントがわかる

講　師 林中小企業診断士事務所
代表 林 幸一郎 氏

補助金活用セミナー
新型コロナウイルス感染症の拡大や各種制度改正に伴い、経営課題を抱えている事業所を対象に以下のセミナーを実施します。
ぜひ、ご活用ください。各セミナーの詳細や申込方法については、当所ホームページをご確認ください。

福商クラウドファンディング 挑戦企業募集

対　象

クラウドファンディングを活用して新商品・新サービスの開発に取り組む事業者を対象に、プロジェクト掲載ページのブ
ラッシュアップ等を支援しています。募集は通年で行っています。ぜひ、ご活用ください。

以下の3点を満たす方が対象です。
①当所の会員企業の案件であること
②当所開催の商談会参加や補助金の作成支援
等の実績がある事業者の案件であること
③販売中や提供前の新商品・新サービス案件で
あること

手数料率 支援総額（集まった金額）×クラウドファンディング事業者
への手数料率（マクアケ20％・CAMPFIRE17％）

第40回食品まつり「博多うまかもん市」出店者募集 申込・詳細は
こちら

対　象 以下の3点を満たす方が対象です。
①福岡商工会議所の会員企業
②本社もしくは販売店舗が福岡県内に所在している事業者
③本催事ならではの特典をご準備いただける事業者
（新商品発表、限定商品、特別価格での商品提供等）

募集社数 40社程度

主　催 博多うまかもん市実行委員会
（福岡商工会議所 食料・水産部会）

申し込み締切 令和4年11月30日（水）

お問い合わせ 博多うまかもん市実行委員会事務局
（福岡商工会議所 産業振興部内）
TEL：092-441-1119

福岡の食のPRやブランド育成を目的に「博多うまかもん市」を開催します。当イベントは、今回で40回目の開催となる名物
催事です。皆様のご出店お待ちしています。

参加費 出店費用：1社40,000円（税込）
【博多うまかもん市実行委員会から請求】

会場使用料：売上金の16％（実演あり）または
18％（実演なし）
【岩田屋三越手数料】

お問い合わせ 産業振興グループ  TEL：092-441-1119

申込・詳細は
こちら

当所で取り組んだ第一
弾のプロジェクトです。
目標金額の117％の調
達に成功しました。

支援事例

参加無料

※掲載の価格は全て税込です。

博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報

博多の伝統芸能を身近に感じてみませんか？新型コ
ロナウイルス感染予防の取り組みを実施しながら、
公演を再開しています！博多芸妓の唄や舞を楽し
み、簡単なお座敷遊びまで体験していただけます。
●日時＝11月26日（土）13：00～13：50●出
演団体＝博多芸妓●参加費＝3,000円●場所＝
博多伝統芸能館（福岡市博多区冷泉町2-20）●
定員＝20名（先着順）●お問い合わせ＝博多伝統
芸能振興会（地域振興部内）
TEL：092-441-1118（当日：080-2705-5462）
※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。

博多伝統芸能館
公演のご案内！

はかた伝統芸能  四季の舞
～霜月～

●優待内容＝入場券（大人）1,500円 → 1,400
円、入場券（中人）1,000円 → 900円、入場券
（小人）500円 → 400円●対象日程＝令和4年11
月12日（土）～12月11日（日）●申込締切＝令和
4年12月11日（日）●場所＝JR九州ホール（博多
駅JR博多シティ9F）

『DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展
～銀幕の回顧録（メモワール）～』

今回は、西九州新幹線の開業を記念して、スペシャ
ルゲストに「長崎検番」の芸妓が登場する大変貴重
な公演です。ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。
●日時＝11月27日（日）13：30～15：30●出演
団体＝博多芸妓、＜ゲスト＞長崎検番、福岡民踊
舞踊四季の会、筑紫舞（順不同）●参加費＝【指定
席】5,000円、【自由席】4,000円●場所＝エルガー
ラホール（福岡市中央区天神１丁目４－２）●定員
＝420名●お問い合わせ＝博多伝統芸能振興会
（地域振興部内）
TEL：092-441-1118（当日：080-2705-5462）
※定員に余裕がある場合は、当日お申し込みも可能です。

福商優待サービスの詳細はこちら
お問い合わせ /会員組織・共済グループ
TEL：092-441-1114

「はかた伝統芸能
四季の舞～如月～」
で演舞を披露する芸
妓（R4.2/3）

第40回食品まつり「博多うまかもん市」

［日時］
令和5年 3月21日（火）～26日（日）
［場所］
岩田屋本館7階　大催事場
（福岡市中央区天神2丁目5番35号）

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

　2015年9月の国連サミットにおいて採択された“持続可能でよりよい
社会の実現を目指す”という世界共通の目標を達成するためには、行政
や大企業の取り組みだけでなく、企業の99.7%を占める中小・小規模
企業の取り組みが重要です。
　当ウェブサイトでは、様々な企業の取り組みを発信し、参考にしていた
だくことで、企業価値の向上、また取り組みを後押しします。

掲載無料 申込・詳細は
こちらSDGs fukuoka 掲載企業募集中 ～自社の取り組みを発信しませんか？～

申込・詳細は
こちら

申込・詳細は
こちら

日　時 令和4年12月８日（木）
13：30～16：30

開催方式 オンライン

受講効果 事業再構築補助金の概要と
申請ポイントがわかる

講　師 まつしろ中小企業診断士事務所
代表 松代 和也 氏

事業再構築セミナー

申込・詳細は
こちら

新たな事業機会の創出
企業イメージの向上　
職場環境の整備などによる多様な人材の確保　　
ステークホルダーとの信頼性を高める　　　　など

中小・小規模企業がSDGsに取り組む効果

■ 掲載条件：①福岡県内に事業所を有する事業者
②SDGsに取り組んでいる事業者

■ サイトURL：https://fukuoka-sdgs.jp/

掲載について

商工会議所からのお知らせ 商工会議所からのお知らせ
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令和5年1月29日（日）試験日

令和4年11月1日（火）～
令和5年1月23日（月）

申込期間

初級 10：00～11：00（50分間）
中級 13：00～14：00（50分間）
上級 13：00～14：00（70分間）

受験開始
可能時間

令和４年度WEB版福岡検定

商工会議所の検定試験
ビジネス実務に直結する知識やスキルを習得できます。

Pick
up

福岡が誇る魅力の数々をより広く、より深く知っていただくことで、「福岡にはこんな良いと
ころがあるばい！！」「福岡って実は○○って知っとった？？」と思わず福岡の自慢をしてし
まう、そんな「福岡通」になっていただくために実施する検定試験です。

福岡の魅力を発見・再認識しませんか？ 申込・詳細は
こちら

福岡検定

各種
検定情報は
こちら

実施方法 インターネットに接続された
PC（タブレット・スマホ含む）
からのオンライン受験

「福岡検定」ホームページより申し込み
https://fukuokakentei.com/

申込方法

受験料 初級 2,600円（中学生以下1,600円）、
中級 3,600円、上級 5,700円
※団体（10名以上）での受験の場合、初級2,000円、
中級2,800円、上級4,500円

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

2022・2023福岡親善大使
山口 愛華さん　神元 七海さん

福岡の魅力を
私たちと一緒に
もっと知りましょう！

私たちと一緒に
挑戦して
みませんか？

過去問に挑戦！答え　Ｑ1.②　Ｑ2.①　Ｑ3.①

Q1

①味噌　②茶

③醤油　④酒

栄西が宋から持ち帰り全国に
広まったとされる食品は何か。

Q2

①いい加減 　②わずらわしい

③ほがらか　 ④几帳面

博多弁の「おおまん」の
意味はどれか。

Q3

①布袋　　②福神

③恵比須　④大黒天

博多どんたくの源流である博多松囃子に
登場する三福神でないものはどれか。

過去問に
挑戦！

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

21ページの記事でご案内している11
月28日の実務研修講座では、知識を
活用し、業務の質を向上させていくた
めの考え方をご紹介します。
企業内で資格取得を支援する立場の
方も、これから簿記を学んでみたいと
お考えの方も、ぜひご参加ください。

仕事をする上で簿記の知識が
どのように活かせるか？

10：00～12：00

「数字を通して自身の業務や
  利益アップを考える」（月）

28
11

注目!

検定対策講座（日商簿記）
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
対応していますので、ご都合に合わせてご活用ください。

ＷＥＢ講座
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 標準
受講期間 申込期間受講料

（税・教材費込）

1級標準

1級速修

2級標準

2級速修

3級標準

3級速修

1年

半年

４～５か月

3か月

４か月

2か月

～令和5年1月13日（金）

毎月

～令和5年1月27日（金）

毎月

申込受付中
111,000円

92,000円

36,000円

29,000円

9,000円

8,000円

申込・詳細は
こちら

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。
■会場：ＴＡＣ福岡校
■受講料：会議所優待で

通常受講料より
５％割引

簿記検定
日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

随
時
受
付
中
！

●日商検定（受験日を選べるネット試験 CBT）

日商簿記
（ネット試験）

リテールマーケティング
（販売士）

2・3級 申込専用ページから
お申し込みください。

1～3級 申込専用ページから
お申し込みください。

全国各地のテストセンター
でご受験いただけます。

2級：4,720円
3級：2,850円

簿記初級：2,200円
原価計算初級：2,200円

1級：7,850円
2級：5,770円
3級：4,200円

検定名 級 申込方法 試験会場 受験料（税込）

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。

■11月講座スケジュール

申込・詳細は
こちら

会場収容人数
の半数以下

受付時に
検温実施

座席間隔を
あける

館内空調に
よる換気徹底

消毒液
設置

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。

10：00～17：00

RISK Lab 代表金田 知博 氏

「管理者に必要な目から
ウロコの組織変革研修」

激変時代に対応できる組織変革の本質とは？
管理職

（木）
17

11

福岡商工会議所会議室場　所

受講料

20名定　員

会員 特商 一般15,720円 20,120円 23,050円

組織変革 魅せる動画編集 財務分析入門

11月講座のキーワード

※11/28講座のみ　2,000円

【東京商工会議所主催】　オンライン講座
臨場感のあるライブ配信講座でスキルアップをしませんか。（Zoom使用）
※会員料金適用のためには、「①福岡商工会議所会員であること　②福岡商工会議所ホームページからの申込」が必要です。

13：00～16：30

「経営幹部・管理職のための情報整理術」
経営幹部・幹部候補・管理職

（火）
22

11

申込・詳細は
こちら

会員 一般　 14,300円        28,600円 10：00～16：30

「契約実務講座〔基礎編〕」
経営幹部、管理職、実務担当者

（金）
25

11

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30

「働き方改革時代にマッチした
就業規則策定講座」

経営者・経営幹部・人事・総務担当者
（火）
22

11

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30「マーケティング発想力・思考力養成講座」

新商品/新サービス企画・開発担当者、
マーケティング担当者、企業内SDGs担当者（木）

24
11

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30「海外の与信管理と債権回収講座」

海外取引における与信管理・債権回収の
実務の基本やポイントを学びたい方（火）

29
11

会員 一般　 19,800円        39,600円

福商出前講座
会員
限定

申込・詳細は
こちら

企業のニーズに合わせ、社内研修の講師を派遣
します。「こんな課題を解決したい」というご相
談から承ります。

・接遇マナー研修
・管理職育成研修
・営業力強化研修

過去開催
テーマ

10：00～17：00

動画のチカラ 代表伊藤 ノリ 氏
「動画編集実践講座」
魅せる編集レベルアップ！
広報担当者・動画編集に興味のある方

（火）
22

11

10：00～17：00

㈱アソウ・ヒューマニ―センター井上 歩 氏
「もうすぐ2年目フォローアップ研修」
新入社員を卒業
2022年度入社　新入社員

（水）
22
2

10：00～12：00

星槎道都大学経営学部
准教授髙見 啓一 氏
（一社）実学実践探求舎
代表理事 岩崎 美友紀 氏

「数字を通して自身の業務や
利益アップを考える」

仕事に活きる財務分析
若手中堅

（月）
28

11

■令和5年2月開催講座

10：00～16：30

「育てることで自分が育つサイクルを作る
部下の育成・指導法講座」

チームリーダー、管理職
（金）
25

11

会員 一般　 19,800円        39,600円

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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令和5年1月29日（日）試験日

令和4年11月1日（火）～
令和5年1月23日（月）

申込期間

初級 10：00～11：00（50分間）
中級 13：00～14：00（50分間）
上級 13：00～14：00（70分間）

受験開始
可能時間

令和４年度WEB版福岡検定

商工会議所の検定試験
ビジネス実務に直結する知識やスキルを習得できます。

Pick
up

福岡が誇る魅力の数々をより広く、より深く知っていただくことで、「福岡にはこんな良いと
ころがあるばい！！」「福岡って実は○○って知っとった？？」と思わず福岡の自慢をしてし
まう、そんな「福岡通」になっていただくために実施する検定試験です。

福岡の魅力を発見・再認識しませんか？ 申込・詳細は
こちら

福岡検定

各種
検定情報は
こちら

実施方法 インターネットに接続された
PC（タブレット・スマホ含む）
からのオンライン受験

「福岡検定」ホームページより申し込み
https://fukuokakentei.com/

申込方法

受験料 初級 2,600円（中学生以下1,600円）、
中級 3,600円、上級 5,700円
※団体（10名以上）での受験の場合、初級2,000円、
中級2,800円、上級4,500円

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

2022・2023福岡親善大使
山口 愛華さん　神元 七海さん

福岡の魅力を
私たちと一緒に
もっと知りましょう！

私たちと一緒に
挑戦して
みませんか？

過去問に挑戦！答え　Ｑ1.②　Ｑ2.①　Ｑ3.①

Q1

①味噌　②茶

③醤油　④酒

栄西が宋から持ち帰り全国に
広まったとされる食品は何か。

Q2

①いい加減 　②わずらわしい

③ほがらか　 ④几帳面

博多弁の「おおまん」の
意味はどれか。

Q3

①布袋　　②福神

③恵比須　④大黒天

博多どんたくの源流である博多松囃子に
登場する三福神でないものはどれか。

過去問に
挑戦！

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

21ページの記事でご案内している11
月28日の実務研修講座では、知識を
活用し、業務の質を向上させていくた
めの考え方をご紹介します。
企業内で資格取得を支援する立場の
方も、これから簿記を学んでみたいと
お考えの方も、ぜひご参加ください。

仕事をする上で簿記の知識が
どのように活かせるか？

10：00～12：00

「数字を通して自身の業務や
  利益アップを考える」（月）

28
11

注目!

検定対策講座（日商簿記）
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
対応していますので、ご都合に合わせてご活用ください。

ＷＥＢ講座
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 標準
受講期間 申込期間受講料

（税・教材費込）

1級標準

1級速修

2級標準

2級速修

3級標準

3級速修

1年

半年

４～５か月

3か月

４か月

2か月

～令和5年1月13日（金）

毎月

～令和5年1月27日（金）

毎月

申込受付中
111,000円

92,000円

36,000円

29,000円

9,000円

8,000円

申込・詳細は
こちら

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。
■会場：ＴＡＣ福岡校
■受講料：会議所優待で

通常受講料より
５％割引

簿記検定
日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

随
時
受
付
中
！

●日商検定（受験日を選べるネット試験 CBT）

日商簿記
（ネット試験）

リテールマーケティング
（販売士）

2・3級 申込専用ページから
お申し込みください。

1～3級 申込専用ページから
お申し込みください。

全国各地のテストセンター
でご受験いただけます。

2級：4,720円
3級：2,850円

簿記初級：2,200円
原価計算初級：2,200円

1級：7,850円
2級：5,770円
3級：4,200円

検定名 級 申込方法 試験会場 受験料（税込）

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。

■11月講座スケジュール

申込・詳細は
こちら

会場収容人数
の半数以下

受付時に
検温実施

座席間隔を
あける

館内空調に
よる換気徹底

消毒液
設置

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。

10：00～17：00

RISK Lab 代表金田 知博 氏

「管理者に必要な目から
ウロコの組織変革研修」

激変時代に対応できる組織変革の本質とは？
管理職

（木）
17

11

福岡商工会議所会議室場　所

受講料

20名定　員

会員 特商 一般15,720円 20,120円 23,050円

組織変革 魅せる動画編集 財務分析入門

11月講座のキーワード

※11/28講座のみ　2,000円

【東京商工会議所主催】　オンライン講座
臨場感のあるライブ配信講座でスキルアップをしませんか。（Zoom使用）
※会員料金適用のためには、「①福岡商工会議所会員であること　②福岡商工会議所ホームページからの申込」が必要です。

13：00～16：30

「経営幹部・管理職のための情報整理術」
経営幹部・幹部候補・管理職

（火）
22

11

申込・詳細は
こちら

会員 一般　 14,300円        28,600円 10：00～16：30

「契約実務講座〔基礎編〕」
経営幹部、管理職、実務担当者

（金）
25

11

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30

「働き方改革時代にマッチした
就業規則策定講座」

経営者・経営幹部・人事・総務担当者
（火）
22

11

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30「マーケティング発想力・思考力養成講座」

新商品/新サービス企画・開発担当者、
マーケティング担当者、企業内SDGs担当者（木）

24
11

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30「海外の与信管理と債権回収講座」

海外取引における与信管理・債権回収の
実務の基本やポイントを学びたい方（火）

29
11

会員 一般　 19,800円        39,600円

福商出前講座
会員
限定

申込・詳細は
こちら

企業のニーズに合わせ、社内研修の講師を派遣
します。「こんな課題を解決したい」というご相
談から承ります。

・接遇マナー研修
・管理職育成研修
・営業力強化研修

過去開催
テーマ

10：00～17：00

動画のチカラ 代表伊藤 ノリ 氏
「動画編集実践講座」
魅せる編集レベルアップ！
広報担当者・動画編集に興味のある方

（火）
22

11

10：00～17：00

㈱アソウ・ヒューマニ―センター井上 歩 氏
「もうすぐ2年目フォローアップ研修」
新入社員を卒業
2022年度入社　新入社員

（水）
22
2

10：00～12：00

星槎道都大学経営学部
准教授髙見 啓一 氏
（一社）実学実践探求舎
代表理事 岩崎 美友紀 氏

「数字を通して自身の業務や
利益アップを考える」

仕事に活きる財務分析
若手中堅

（月）
28

11

■令和5年2月開催講座

10：00～16：30

「育てることで自分が育つサイクルを作る
部下の育成・指導法講座」

チームリーダー、管理職
（金）
25

11

会員 一般　 19,800円        39,600円

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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税務Q&A

また、贈与者である父母又は祖父母などが亡くなった場合には、
相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産
の価額を加算して相続税額を計算します。そして、その際、すでに
収めた相続時精算課税にかかる贈与税額相当額は相続税額から控
除されます。
払い過ぎていたときは還付になります。
このように相続時精算課税は贈与税・相続税を通じて課税が行
われる制度です。

相続時精算課税の適用対象者について教えてくさい。

　贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の
父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1

日において18歳（※）以上の者のうち、贈与者の直系卑属（子や孫）
である推定相続人又は孫とされています。
※18歳とあるのは令和4年3月31日以前の贈与については20歳となります。

相続時精算課税の贈与税の計算方法について教えてくだ
さい。

　この制度の適用を受ける贈与財産についてはそれ以外
の者からの贈与財産とは区別して一年間に受けた財産の価

額の合計額をもとに贈与税を計算します。
贈与税額は複数年にわたって利用できる特別控除額（限度額：
2500万円、ただし前年以前において既にこの特別控除を適用して
いる場合には残額）を控除したあとの金額に一律20パーセントの税
率を適用して計算をします。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が相続時精算課税にか
かる贈与者以外の者から贈与を受けた場合には、その受贈財産に
ついては暦年課税が適用されます。
ただし、相続時精算課税にかかる贈与税の計算をする場合には、
暦年課税の適用はありませんから、その年の贈与財産の価額が
110万円以下であっても贈与税の申告は必要です。

最後に

相続時精算課税の適用は上手く利用すると非常に有利な反面、
一度適用したら暦年課税に戻れないなどのデメリットもあり判断に迷
うところです。また、贈与税には「夫婦間で居住用不動産を贈与し
た場合の配偶者控除」や「直系尊属から住宅用資金の贈与を受けた
場合の非課税」など重要な特例制度もあります。
是非、事前に余裕をもって税理士に相談されることをお勧めします。

今年もあと二か月。いよいよ押し詰まってきました。そこで暦年単
位で課税される贈与税について少しおさらいをしてみましょう

そもそも贈与税とはどんな税ですか。

　贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、
その取得した財産に対して課される税です。生前に贈与す

ることで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で相
続税を補完する役割を果たしています。したがって、法人は贈与税
の対象になりません。
なお、個人が法人から贈与により財産を取得したときは贈与税で
はなく所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場
合や債務の免除により利益を受けた場合には、贈与を受けたものと
みなされて贈与税がかかります。
課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。

贈与税の申告はいつするのですか。

　贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に
申告と納税を行います。

暦年課税について教えてください。

　その年の1月1日から12月31日の間に贈与を受けた財
産の合計額（1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合

又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合にはそれらの贈
与を受けた財産の合計額）が基礎控除額（110万円）を超える場合
には、その贈与をうけた財産の合計額から基礎控除額を差し引いた
残額をもとに贈与税を計算する方法です。
したがって、一年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を
超えない場合には贈与税は課されません。この場合、申告する必
要もありません。

相続時精算課税について教えてください。

　この制度を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から
12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計額から特別

控除額を控除した残額に対して贈与税を課す方法です。
この特別控除額は相続時精算課税選択届出書その他一定の書類
を添付した贈与税の期限内申告書を提出する場合に適用されます。
なお、この制度を選択するとその制度にかかる贈与者から贈与を
受ける財産については、その選択をした年分以降、すべてこの制度
が適用され、暦年課税に変更することはできません。

A
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A
Q

A

Q
A
Q

A
Q

A
Q

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

贈与税の申告準備をお忘れなく
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　日高 強

大切な人が犯罪被害にあわれたら
～ 犯罪被害者支援制度のご案内 ～

危機管理
情報室

11月25日から12月1日までの間は「犯罪被害者週間」です。
犯罪被害にあわれた方々やご家族が被害等から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、その心情を尊重し、
社会全体で犯罪被害にあわれた方々などを支援することが大切です。

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

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

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

様々な被害者支援活動

犯罪被害が及ぼす影響1

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

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

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

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

警察の犯罪被害相談窓口3

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

～社会全体で途切れのない支援を～

自治体
地域社会警察

司法関係
犯罪被害に
あわれた方々 学校 職場

民間被害者
支援団体

自助
グループ

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

sodan/seihanzai/sien.html
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税務Q&A

また、贈与者である父母又は祖父母などが亡くなった場合には、
相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産
の価額を加算して相続税額を計算します。そして、その際、すでに
収めた相続時精算課税にかかる贈与税額相当額は相続税額から控
除されます。
払い過ぎていたときは還付になります。
このように相続時精算課税は贈与税・相続税を通じて課税が行
われる制度です。

相続時精算課税の適用対象者について教えてくさい。

　贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の
父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1

日において18歳（※）以上の者のうち、贈与者の直系卑属（子や孫）
である推定相続人又は孫とされています。
※18歳とあるのは令和4年3月31日以前の贈与については20歳となります。

相続時精算課税の贈与税の計算方法について教えてくだ
さい。

　この制度の適用を受ける贈与財産についてはそれ以外
の者からの贈与財産とは区別して一年間に受けた財産の価

額の合計額をもとに贈与税を計算します。
贈与税額は複数年にわたって利用できる特別控除額（限度額：
2500万円、ただし前年以前において既にこの特別控除を適用して
いる場合には残額）を控除したあとの金額に一律20パーセントの税
率を適用して計算をします。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が相続時精算課税にか
かる贈与者以外の者から贈与を受けた場合には、その受贈財産に
ついては暦年課税が適用されます。
ただし、相続時精算課税にかかる贈与税の計算をする場合には、
暦年課税の適用はありませんから、その年の贈与財産の価額が
110万円以下であっても贈与税の申告は必要です。

最後に

相続時精算課税の適用は上手く利用すると非常に有利な反面、
一度適用したら暦年課税に戻れないなどのデメリットもあり判断に迷
うところです。また、贈与税には「夫婦間で居住用不動産を贈与し
た場合の配偶者控除」や「直系尊属から住宅用資金の贈与を受けた
場合の非課税」など重要な特例制度もあります。
是非、事前に余裕をもって税理士に相談されることをお勧めします。

今年もあと二か月。いよいよ押し詰まってきました。そこで暦年単
位で課税される贈与税について少しおさらいをしてみましょう

そもそも贈与税とはどんな税ですか。

　贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、
その取得した財産に対して課される税です。生前に贈与す

ることで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で相
続税を補完する役割を果たしています。したがって、法人は贈与税
の対象になりません。
なお、個人が法人から贈与により財産を取得したときは贈与税で
はなく所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場
合や債務の免除により利益を受けた場合には、贈与を受けたものと
みなされて贈与税がかかります。
課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。

贈与税の申告はいつするのですか。

　贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に
申告と納税を行います。

暦年課税について教えてください。

　その年の1月1日から12月31日の間に贈与を受けた財
産の合計額（1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合

又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合にはそれらの贈
与を受けた財産の合計額）が基礎控除額（110万円）を超える場合
には、その贈与をうけた財産の合計額から基礎控除額を差し引いた
残額をもとに贈与税を計算する方法です。
したがって、一年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を
超えない場合には贈与税は課されません。この場合、申告する必
要もありません。

相続時精算課税について教えてください。

　この制度を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から
12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計額から特別

控除額を控除した残額に対して贈与税を課す方法です。
この特別控除額は相続時精算課税選択届出書その他一定の書類
を添付した贈与税の期限内申告書を提出する場合に適用されます。
なお、この制度を選択するとその制度にかかる贈与者から贈与を
受ける財産については、その選択をした年分以降、すべてこの制度
が適用され、暦年課税に変更することはできません。
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（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp）

贈与税の申告準備をお忘れなく
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　日高 強

大切な人が犯罪被害にあわれたら
～ 犯罪被害者支援制度のご案内 ～

危機管理
情報室

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

社会全体で犯罪被害にあわれた方々などを支援することが大切です。

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

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

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

様々な被害者支援活動

犯罪被害が及ぼす影響1

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

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

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

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

警察の犯罪被害相談窓口3

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

～社会全体で途切れのない支援を～

自治体
地域社会警察

司法関係
犯罪被害に
あわれた方々 学校 職場

民間被害者
支援団体

自助
グループ

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

sodan/seihanzai/sien.html
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セキュリティ対策
中 小 企 業 の

いることが判明した。その後の調査により約130台のパ
ソコンやサーバでBitLocker機能による暗号化が行われ
ており、多数のシステムが停止を余儀なくされていたこ
とが確認された。原因は不正アクセスによるものであ
り、VPN（インターネット上の、特定の人だけが利用で
きる仮想専用線）装置の脆弱（ぜいじゃく）性を悪用し
て認証情報を窃取した攻撃者が侵入し、さらにドメイン
コントローラ（コンピュータのアクセス権限等の管理／認
証を行うコンピュータ）の脆弱性を悪用して、その管理
下の複数の端末へ被害を広めていたことが判明した。
対応として、被害を受けたパソコンとサーバは初期化
し、バックアップデータを用いて復旧を行い、各端末の
ウイルススキャンや修正プログラムの適用を行った。再
発防止策として、ドメインコントローラやネットワーク機
器への脆弱性対策運用の確立、SSL―VPN（SSL暗号
通信でつなぐVPN）サービスの全てのアカウントのパス
ワード変更などを行った。

各事例の詳細や、その他の被害事例については、IPA
のホームページに報告書が掲載されているので確認して
ほしい。同様被害の早期発見や未然防止といったセキュ
リティ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）

特徴的な事例を紹介
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（右下※印参照）。2022年上半期（1～6月）に届け
出のあった被害について全体を通して見ると、これまで
と同様に、一般的によく知られたセキュリティ対策を実
施していれば、被害を防げたと思われるものが多かっ
た。今回は届け出の中から特徴的な被害事例を二つ紹
介する。
【事例①】PDFファイルを悪用したサイバー攻撃
届け出企業で、社内から外部の不正なウェブサイトへ
の通信が発生したことを検知し遮断した。外部からダウ
ンロードしたPDFファイルに不正サイトへのリンクが含ま
れており、社内のパソコンで当該PDFファイルを開いた
ことで不正サイトへの通信が発生したとみられる。通信
の検知後に、当該のパソコンに対し、セキュリティソフト
によるスキャンを実施したところ16件の疑わしいファイル
が検知された。なお、パソコンは検知後に初期化した
ため、不正なPDFファイルとの関係は不明である。ま
た、セキュリティソフトで社内の機器に対してウイルスス
キャンを行ったところ、ファイルサーバから6個の疑わし
いファイルが発見されたため削除した。これらのファイル
は数年前から存在していた。
再発防止策として、全てのパソコン・サーバに新たな
セキュリティソフトの導入と、不正な通信を検知し遮断
するファイアウォールの精度を向上させるための設定を
行った。
【事例②】複数の脆弱性とBitLockerを悪用した侵入

型ランサムウエア攻撃
届け出企業のシステム管理者に、従業員から使用す
るパソコンでBitLocker（データを暗号化して閲覧できな
くする機能）が設定していないのに稼働しているとの連
絡があった。さらに社内システムへの接続不可に関する
問い合わせの連絡があり、調査したところ、基幹システ
ムのサーバにおいてもBitLockerによる暗号化がされて

22年度上半期の被害状況を公開

侵入型ランサムウエア攻撃の流れのイメージ

※コンピュータウイルス・
不正アクセスに関する
届け出はこちら
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セキュリティ対策
中 小 企 業 の

いることが判明した。その後の調査により約130台のパ
ソコンやサーバでBitLocker機能による暗号化が行われ
ており、多数のシステムが停止を余儀なくされていたこ
とが確認された。原因は不正アクセスによるものであ
り、VPN（インターネット上の、特定の人だけが利用で
きる仮想専用線）装置の脆弱（ぜいじゃく）性を悪用し
て認証情報を窃取した攻撃者が侵入し、さらにドメイン
コントローラ（コンピュータのアクセス権限等の管理／認
証を行うコンピュータ）の脆弱性を悪用して、その管理
下の複数の端末へ被害を広めていたことが判明した。
対応として、被害を受けたパソコンとサーバは初期化
し、バックアップデータを用いて復旧を行い、各端末の
ウイルススキャンや修正プログラムの適用を行った。再
発防止策として、ドメインコントローラやネットワーク機
器への脆弱性対策運用の確立、SSL―VPN（SSL暗号
通信でつなぐVPN）サービスの全てのアカウントのパス
ワード変更などを行った。

各事例の詳細や、その他の被害事例については、IPA
のホームページに報告書が掲載されているので確認して
ほしい。同様被害の早期発見や未然防止といったセキュ
リティ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）

特徴的な事例を紹介
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（右下※印参照）。2022年上半期（1～6月）に届け
出のあった被害について全体を通して見ると、これまで
と同様に、一般的によく知られたセキュリティ対策を実
施していれば、被害を防げたと思われるものが多かっ
た。今回は届け出の中から特徴的な被害事例を二つ紹
介する。
【事例①】PDFファイルを悪用したサイバー攻撃
届け出企業で、社内から外部の不正なウェブサイトへ

の通信が発生したことを検知し遮断した。外部からダウ
ンロードしたPDFファイルに不正サイトへのリンクが含ま
れており、社内のパソコンで当該PDFファイルを開いた
ことで不正サイトへの通信が発生したとみられる。通信
の検知後に、当該のパソコンに対し、セキュリティソフト
によるスキャンを実施したところ16件の疑わしいファイル
が検知された。なお、パソコンは検知後に初期化した
ため、不正なPDFファイルとの関係は不明である。ま
た、セキュリティソフトで社内の機器に対してウイルスス
キャンを行ったところ、ファイルサーバから6個の疑わし
いファイルが発見されたため削除した。これらのファイル
は数年前から存在していた。
再発防止策として、全てのパソコン・サーバに新たな

セキュリティソフトの導入と、不正な通信を検知し遮断
するファイアウォールの精度を向上させるための設定を
行った。
【事例②】複数の脆弱性とBitLockerを悪用した侵入

型ランサムウエア攻撃
届け出企業のシステム管理者に、従業員から使用す

るパソコンでBitLocker（データを暗号化して閲覧できな
くする機能）が設定していないのに稼働しているとの連
絡があった。さらに社内システムへの接続不可に関する
問い合わせの連絡があり、調査したところ、基幹システ
ムのサーバにおいてもBitLockerによる暗号化がされて

22年度上半期の被害状況を公開

侵入型ランサムウエア攻撃の流れのイメージ

※コンピュータウイルス・
不正アクセスに関する
届け出はこちら

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）

［設立］
2021年3月
［住所］
福岡市中央区大名2-6-11 FukuokaGrowthNext
［URL］
https://www.alvainc.jp/

Alva株式会社
代表取締役CEO　丸山 祐輝

今後の展望

経営支援グループ　TEL：092-441-1146お問い合わせ

　前職の総合商社勤務時に担当した一般消費者向けビジネス（マーケティングや
セールス）におもしろさを感じ、自身でも事業を立ち上げたいと思ったことがきっか
けです。事業内容を検討していた際に、地元福岡のホテルでフランス料理レストラン
の副料理長を務めていた宮本（現RICO NICO料理長）と出会い、飲食業界が休業や
時短営業など、コロナ禍で大きな影響を受けている現状を知りました。また、自宅で
過ごす時間が増え、家での食事を充実させたり、健康について見直したりする人が多
くなっていたこともあり、「栄養バランスに優れ、味にもこだわった料理を家庭に届け
られないか」と考えました。これが、シェフが手作りした料理を急速冷凍してお届け
する“RICO NICO”のはじまりです。“RICO NICO”とは“RICO”＝「おいしい」という
意味のスペイン語と“NICO”は「ニコニコ」と笑顔になる、「おいしくてニコニコにな
る」という想いを込めて名付けました。

起業のきっかけ

　“RICO NICO”は、美味しさにこだわったフローズンフレンチ（フランス料理の冷凍
食品）をご家庭にお届けするサービスです。一流シェフが手作りした一品一品を最新
の急速冷凍技術で冷凍し、温めるだけで手軽にホテルクオリティの料理をお楽しみ
いただけます。
　またレシピの開発は、「美容」「健康」「栄養」「食事」に特化した専門知識を有する
“美容栄養学専門士”とシェフが共同で行っています。合成甘味料・保存料・着色料・
香料は一切使わず美容と健康を意識した料理をお届けしています。

　現在は自社オンラインショップや楽天市場でのオンライン販売のみですが、今後
は、より多くの方に“RICO NICO”の商品を手に取っていただけるように、商工会議
所の商談会に参加し、販売先を増やす取り組みを進めています。
　今年11月からは、岩田屋三越オンラインストアで「2022年お歳暮」として、ここで
しか買えないオリジナルギフトセットを出品しています。
　多くの方が美味しい料理を通して幸せな時間を過ごせるよう、今後もより良い商
品とサービスをお届けしていきます。

美味しさにこだわったフローズンフレンチをご家庭にお届け！

一流フレンチシェフが作るご褒美フローズンデリ
自分へのご褒美に、大切な方へのプレゼントに

RICO NICO オンラインショップ

一品一品を一流シェフが調理

こんな方にオススメ！
● ご家族・ご友人の誕生日や結婚記念
日などのプレゼント

● 頑張った自分へのご褒美 等、幅広い
シーンでご利用いただいています！

岩田屋三越
オンラインストア

25福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  NOVEMBER



□ 個別指導で、一人ひとりに応じたきめ細かなサポートを行います
□ 年末調整や所得税・消費税の確定申告まで一貫した指導で安心です
□ 確定申告書は、専任税理士の確認後、当所からe-Taxで税務署に送
りますので、書類提出の手間が省けます

□ 税務相談以外にも、融資や補助金等の経営に関するご相談について
会議所全体でサポートします

記帳・税務のご相談は商工会議所へ
－経営支援メニューがさらにパワーアップしました！－

特 集 2

　正しく記帳をすることは、自社の経営を把握する上でとても大切です。福岡商工会議所 税務相談所では、福岡市内の
個人事業主の方を対象に、帳簿の付け方から決算申告書類の作成まで、継続的な個別指導を行っています。また、各種
会計ソフトを使った記帳に関するご相談やインボイス制度に関するご相談も承っています。
　帳簿の付け方を学びたい方や税務関係でお困りの方は、当所 税務相談所をぜひご利用ください。

指導員が窓口又は自宅・事業所に訪問
し、帳簿の付け方を個別指導します。会
計ソフトから、クラウド会計、Excel等
様々な帳簿のご相談にも応じています。

福岡市及び近郊の個人事業主
（当所会員限定）

対　象

月額3,300円（税込）～
※所得等により設定

費　用

毎年４月～12月まで
※１～３月は加入できません

申込期間

記帳指導

記帳指導を受けて
いる事業者で従業員
給与等の源泉所得税
納付をする必要があ
る事業所については、
事務手続きの指導も
行っています。

源泉所得税
納付手続

決算書作成から所得税・消費税の確定申告
書の作成まで指導をします。作成した確定申
告書は、専任税理士の確認後に、当所から
e-Taxで税務署に送付することができます。

有料記帳指導を受けている
個人事業主

対　象

所得税の決算申告：  4,400円（税込）～
消費税の決算申告：16,500円（税込）～
※前年所得または課税売上により設定

費　用

確定申告指導

会計ソフト
（弥生会計等）の
利用をお勧めします

帳簿の作成については、会計ソフトを利用することで様々なメリットがあります
▶ 入力した仕訳から自動で複数の帳簿を作成することができます
▶ 会計業務にかかる手間と時間を減らすことができます
▶ 入力した仕訳から自動で集計するため、帳簿作成に関する計算間違いのリスクを減らすことができます
※会計ソフト以外を利用した記帳指導も行っています

このような方におすすめ！！

記帳指導までのフロー

ご利用のメリット

福岡商工会議所税務相談所では、以下のサポートを有料で行っています。サポート内容
gee　MOTORCYCLES
東区東浜1-14-53
TEL：092-633-2933
H P：https://gee-mc.net/

●『税務相談所』を利用されたきっかけは何ですか？
　創業当時、福岡にはなかったオールドハーレーに特化した販売店を起業するため、カーディ
ラー及びバイクショップで10年間勤務し、技術習得後開業しました。
　しかし、記帳及び税務申告の方法が分からなかったので、税務署の窓口を訪ねて税務相談所
の存在を知り入会に至りました。

●実際に『記帳指導』を受けていかがでしたか？
　独立開業し21年が経ちますが、開業当初から税務相談所にはお世話になっています。開業当
初は母の力を借り、手書きの帳簿から始めましたが、税務相談所の担当の方の助言もあり、経
理担当者が母から弟に代わった時に会計ソフトの導入を決心しました。弟は、経理の知識がな
かったのですが、担当者の指導を受けるたびに詳しくなり、青色申告特別控除の65万円控除も
受けるまでに成長しました。これからも税務相談所と積極的にコミュミケーションをはかり、節
税アドバイス等もらいながら、法人化を目指したいと思います。

Nail｠salon｠Blanchat
博多区博多駅前3-18-8
ブルク博多駅前405号
TEL：092-710-7009
H P：https://www.blanchat-

salon.com/

●『税務相談所』を利用されたきっかけは何ですか？
　ネイルサロンをスタートしたばかりの時は、まずは売り上げを上げることに一生懸命で、経理
に時間を割く余裕がなく、独学で年１回の確定申告を切り抜けていました。しかし、自分自身で
作成した決算内容には不安があったため、同業者の紹介で税務相談所を知り、すぐに入会し記
帳指導を受けることにしました。

●実際に『記帳指導』を受けていかがでしたか？
　担当制ということもあり安心して相談でき、分かりやすく説明いただいているので、少しずつ
経理に対する意欲が湧き、数字にも興味をもてるようになりました。最近は会計ソフトを利用し
て自動化を目指し、入力時間の短縮を図っています。私の妹も事業を営んでいるおり、現在は
姉妹で税務相談所のお世話になっています。

Point

まずは相談窓口や電話でご相談
ください。

①ご相談

記帳状況等のヒアリングを行い
ます。

②ヒアリング

今後の指導の進め方等について
確認を行います。

③指導方針の共有

記帳指導にあたって必要な「記帳指導
申込」の手続きを行います。非会員の
方は、あわせて「福岡商工会議所会
員」への入会手続きが必要です。
※会員入会、記帳指導には料金が発生します。

④ご入会・お申し込み

手続き完了後、記帳レベルに応
じた記帳指導を開始します。

⑤記帳指導開始

記帳指導は担当制による個別指導を
行っているため、お客様の状況に応じ
た指導を第一に心掛けています。記帳
で分からない事があれば、安心してご
相談ください。お客様の希望により、
事業所等への訪問指導も行っています。

南部支所からのメッセージ

税務相談所南部支所
（南区、中央区、一部博多区担当）
南区大橋1-23-21
TEL：092-562-4117

昨今の会計ソフトは、簿記の知識が
なくても口座との連動・自動取込みを
行うことで記帳時間を大幅に減少させ、
その時間を別のことに活用できる等導
入メリットは多くあります。ご興味があ
る方は、お気軽にご相談ください。

西部支所からのメッセージ

税務相談所西部支所
（早良区、城南区、西区、一部中央区担当）
早良区西新1-10-27 西新プライムビル４階
TEL：092-831-4151

個人事業主の方を対象に帳簿のつけ
方から年末調整・所得税・消費税申告
書の作成まで記帳に関する継続的な指
導を行っています。個人で事業をはじ
め記帳・税務について、不安のある方
はぜひ一度ご相談ください。

東部支所からのメッセージ

税務相談所東部支所
（博多区、東区、一部中央区担当）
博多区博多駅前2-9-28 会議所ビル９階
TEL：092-431-0901

個人事業主
の皆様へ

● 経理事務を自力でしたい
● 青色申告特別控除を受けたいが
帳簿のつけ方が不安

● 会計ソフトを導入したが、仕訳で
つまづいてしまった

● クラウド会計で効率化したい

税務相談所の活用事例をご紹介します
ご利用いただいた企業様の声

福岡市内３か所にある税務相談所各支所にて、ご相談を承っています。
最寄りの支所までお気軽にお問い合わせください。
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□ 個別指導で、一人ひとりに応じたきめ細かなサポートを行います
□ 年末調整や所得税・消費税の確定申告まで一貫した指導で安心です
□ 確定申告書は、専任税理士の確認後、当所からe-Taxで税務署に送
りますので、書類提出の手間が省けます

□ 税務相談以外にも、融資や補助金等の経営に関するご相談について
会議所全体でサポートします

記帳・税務のご相談は商工会議所へ
－経営支援メニューがさらにパワーアップしました！－

特 集 2

　正しく記帳をすることは、自社の経営を把握する上でとても大切です。福岡商工会議所 税務相談所では、福岡市内の
個人事業主の方を対象に、帳簿の付け方から決算申告書類の作成まで、継続的な個別指導を行っています。また、各種
会計ソフトを使った記帳に関するご相談やインボイス制度に関するご相談も承っています。
　帳簿の付け方を学びたい方や税務関係でお困りの方は、当所 税務相談所をぜひご利用ください。

指導員が窓口又は自宅・事業所に訪問
し、帳簿の付け方を個別指導します。会
計ソフトから、クラウド会計、Excel等
様々な帳簿のご相談にも応じています。

福岡市及び近郊の個人事業主
（当所会員限定）

対　象

月額3,300円（税込）～
※所得等により設定

費　用

毎年４月～12月まで
※１～３月は加入できません

申込期間

記帳指導

記帳指導を受けて
いる事業者で従業員
給与等の源泉所得税
納付をする必要があ
る事業所については、
事務手続きの指導も
行っています。

源泉所得税
納付手続

決算書作成から所得税・消費税の確定申告
書の作成まで指導をします。作成した確定申
告書は、専任税理士の確認後に、当所から
e-Taxで税務署に送付することができます。

有料記帳指導を受けている
個人事業主

対　象

所得税の決算申告：  4,400円（税込）～
消費税の決算申告：16,500円（税込）～
※前年所得または課税売上により設定

費　用

確定申告指導

会計ソフト
（弥生会計等）の
利用をお勧めします

帳簿の作成については、会計ソフトを利用することで様々なメリットがあります
▶ 入力した仕訳から自動で複数の帳簿を作成することができます
▶ 会計業務にかかる手間と時間を減らすことができます
▶ 入力した仕訳から自動で集計するため、帳簿作成に関する計算間違いのリスクを減らすことができます
※会計ソフト以外を利用した記帳指導も行っています

このような方におすすめ！！

記帳指導までのフロー

ご利用のメリット

福岡商工会議所税務相談所では、以下のサポートを有料で行っています。サポート内容
gee　MOTORCYCLES
東区東浜1-14-53
TEL：092-633-2933
H P：https://gee-mc.net/

●『税務相談所』を利用されたきっかけは何ですか？
　創業当時、福岡にはなかったオールドハーレーに特化した販売店を起業するため、カーディ
ラー及びバイクショップで10年間勤務し、技術習得後開業しました。
　しかし、記帳及び税務申告の方法が分からなかったので、税務署の窓口を訪ねて税務相談所
の存在を知り入会に至りました。

●実際に『記帳指導』を受けていかがでしたか？
　独立開業し21年が経ちますが、開業当初から税務相談所にはお世話になっています。開業当
初は母の力を借り、手書きの帳簿から始めましたが、税務相談所の担当の方の助言もあり、経
理担当者が母から弟に代わった時に会計ソフトの導入を決心しました。弟は、経理の知識がな
かったのですが、担当者の指導を受けるたびに詳しくなり、青色申告特別控除の65万円控除も
受けるまでに成長しました。これからも税務相談所と積極的にコミュミケーションをはかり、節
税アドバイス等もらいながら、法人化を目指したいと思います。

Nail｠salon｠Blanchat
博多区博多駅前3-18-8
ブルク博多駅前405号
TEL：092-710-7009
H P：https://www.blanchat-

salon.com/

●『税務相談所』を利用されたきっかけは何ですか？
　ネイルサロンをスタートしたばかりの時は、まずは売り上げを上げることに一生懸命で、経理
に時間を割く余裕がなく、独学で年１回の確定申告を切り抜けていました。しかし、自分自身で
作成した決算内容には不安があったため、同業者の紹介で税務相談所を知り、すぐに入会し記
帳指導を受けることにしました。

●実際に『記帳指導』を受けていかがでしたか？
　担当制ということもあり安心して相談でき、分かりやすく説明いただいているので、少しずつ
経理に対する意欲が湧き、数字にも興味をもてるようになりました。最近は会計ソフトを利用し
て自動化を目指し、入力時間の短縮を図っています。私の妹も事業を営んでいるおり、現在は
姉妹で税務相談所のお世話になっています。

Point

まずは相談窓口や電話でご相談
ください。

①ご相談

記帳状況等のヒアリングを行い
ます。

②ヒアリング

今後の指導の進め方等について
確認を行います。

③指導方針の共有

記帳指導にあたって必要な「記帳指導
申込」の手続きを行います。非会員の
方は、あわせて「福岡商工会議所会
員」への入会手続きが必要です。
※会員入会、記帳指導には料金が発生します。

④ご入会・お申し込み

手続き完了後、記帳レベルに応
じた記帳指導を開始します。

⑤記帳指導開始

記帳指導は担当制による個別指導を
行っているため、お客様の状況に応じ
た指導を第一に心掛けています。記帳
で分からない事があれば、安心してご
相談ください。お客様の希望により、
事業所等への訪問指導も行っています。

南部支所からのメッセージ

税務相談所南部支所
（南区、中央区、一部博多区担当）
南区大橋1-23-21
TEL：092-562-4117

昨今の会計ソフトは、簿記の知識が
なくても口座との連動・自動取込みを
行うことで記帳時間を大幅に減少させ、
その時間を別のことに活用できる等導
入メリットは多くあります。ご興味があ
る方は、お気軽にご相談ください。

西部支所からのメッセージ

税務相談所西部支所
（早良区、城南区、西区、一部中央区担当）
早良区西新1-10-27 西新プライムビル４階
TEL：092-831-4151

個人事業主の方を対象に帳簿のつけ
方から年末調整・所得税・消費税申告
書の作成まで記帳に関する継続的な指
導を行っています。個人で事業をはじ
め記帳・税務について、不安のある方
はぜひ一度ご相談ください。

東部支所からのメッセージ

税務相談所東部支所
（博多区、東区、一部中央区担当）
博多区博多駅前2-9-28 会議所ビル９階
TEL：092-431-0901

個人事業主
の皆様へ

● 経理事務を自力でしたい
● 青色申告特別控除を受けたいが
帳簿のつけ方が不安

● 会計ソフトを導入したが、仕訳で
つまづいてしまった

● クラウド会計で効率化したい

税務相談所の活用事例をご紹介します
ご利用いただいた企業様の声

福岡市内３か所にある税務相談所各支所にて、ご相談を承っています。
最寄りの支所までお気軽にお問い合わせください。
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掲載企業を募集しています！～貴社の情報発信・PRをお手伝いするコーナーです。
イチ押し商品、ユニークなサービスなどを無料で掲載いたします。
当ニュースの誌面を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください。

掲載企業
大募集!!

掲載無料

貴社の広報手段として、有料広告の“おためし”として、
まだご利用いただいていない会員のみなさま、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

人生100年時代を迎えた今、私たちに必要なのは
「働き方改革」ではなく「働きがい改革」です

㈱パスタ　persons station

朝礼にセットするだけで
人材が育つセミナー開催（参加無料）

▼

社名には、「自分の個性を存分に活かして
活躍できる場所への出発地点となりたい」
との思いを込めました。

セミナー開催日：令和4年11月30日（水曜日）
時間：15：00～16：00
場所：福岡商工会議所　貸会議室304号
参加無料・要予約
右記メールアドレスにお申し込み下さい。

自分の仕事、たとえそれがどんな些細
な仕事であってもその中に働きがいを見
出し、社員一人ひとりが生きがいに気づ
くお手伝いをしています。詳細はセミ
ナーにてご説明致します。

㈱パスタ　persons station
福岡市中央区白金1-15-7
TEL：092-401-0571
E-mail：persons_station@ymail.ne.jp
営業内容
人財採用コンサル、人間力向上研修（人
格を磨き社格を高めます）土日祝日対応
可能・遠隔地同時開催可能・全社員参
加型です。

『一日の疲れを上手に取りましょう（真冬編）』をテーマに、
寒い夜を上手に過ごす方法を紹介します

西川㈱　西川ショウルーム福岡

健康・睡眠セミナー
『健やかな眠り・良い生活』のご案内

▼

人気のオーダー枕や
羽毛ふとんをラインナップ

の体感や最新装置の測定も行えます。
期日：12月3日(土)13：00～
会場：西川ショウルーム福岡
入場無料・事前申込み制
申込み方法：店頭、電話、メールにて受付

睡眠関連や生活のなかの血流改善、
就寝前後のオーラルケアなど、それぞれ
の専門家がこの季節の生活に役立つ情
報発信やアドバイスを行います。
また終了後、ご希望の方に人気の寝具

西川㈱　西川ショウルーム福岡
福岡市中央区天神1-14-4
天神平和ビル1階
TEL：092-771-1105
営業時間：11：00～19：00
（11月2日・9日・15日・30日は休館）
E-mail：showroom-fukuoka@nishi

kawa1566.com
営業内容
「よく眠り、よく生きる。」をテーマに、眠
りを追求してきた西川がお届けする体験
型ショウルームです。

2022.11.24（Thu） 19:00 START 全席指定¥6,800
お問合せ：㈱サウスポイントTel : 092-402-2271

㈱筑前博多独楽

筑紫珠楽 音楽エンタメ作品
最新作『撃鼓の歌』

▼

和太鼓の新境地へ
公演詳細はWEBにて

全国からジャンルレスなアーティスト達を
集め、和太鼓にピアノやタップなど様々
な洋楽器とともに喜びのサウンドを奏で
ます。

腹鼓を打ち地面を足で踏み鳴らし、平
和を喜び楽しんでいる様を「撃壌の歌」
と言います。しかし世界の現状を見ると
多くの涙が溢れています。今回の作品は
まさにそんな現状を太鼓で“打破”すべく

㈱筑前博多独楽
福岡市南区屋形原4-35-5
TEL：092-409-4882
https://www.hakata-koma.jp/
E-mail：hakatakoma_inc@ybb.ne.jp
営業内容
福岡県無形文化財の筑前博多独楽と博
多金獅子太鼓を有し、そこで培われたス
キルを企業イベントや催しに活かしお届
けする会社です。

税理士資格を生かしてお客さまが抱えるさまざまな
問題解決の支援をすることが「私たちの仕事」です

税理士法人ヤマト

税理士資格を“いいチーム”で生かし、
お客さまの問題解決を支援

▼

私たちが直接担当させて
いただきます！

ンと“いいチーム”を作り、チームでお客
さまが抱える様々な問題解決の支援をし
ます。税理士夫婦だけの小さな組織で
すので、「担当は私」となり、私たちが直
接お客さまを担当します。

税理士の仕事を通して入手する資料か
ら「経営」「事業承継」「相続」に関する重
要なポイントを読み取ることができます。
税金のプロであり、かつ、財務や経理
に詳しい税理士資格を生かして、ブレー

税理士法人ヤマト
福岡市中央区渡辺通2-6-12-705号室
TEL：092-985-0325
FAX：092-985-0440
https://yamato-tax.jp/
E-mail：info@yamato-tax.jp
営業内容
私たち（異色の税理士夫婦）が「直接」お
客さまを担当して、税金や相続などの問
題解決をご支援します。

安心！エアコンクリーニング士、
ハウスクリーニング士資格取得者

オリジンスロープ

エアコンクリーニング、年末の
大掃除に夫婦でお伺いいたします

▼

私たちがお伺いします！

も安心してご利用いただけます。
ホットニュースを見てご連絡いただい

た方は、割引き価格でお掃除させていた
だきます。ぜひ今年の大掃除はオリジン
スロープにお任せください！

オリジンスロープのハウスクリーニング
は人と地球に優しい、天然植物洗剤を
中心に使用しています。
夫婦でお伺いいたしますので、一人暮

らしの方や小さなお子様がいるご家庭で

オリジンスロープ
福岡市南区若久1-25-22-605
TEL：092-553-4929
FAX：092-553-4929
https://www.origin-slope.com/
E-mail：info@origin-slope.com
営業内容
エアコンクリーニング、レンジフード、浴
室などのハウスクリーニング全般と、引っ
越し前後の空き室のクリーニング。

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます

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

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

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

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

人生100年時代を迎えた今、私たちに必要なのは
「働き方改革」ではなく「働きがい改革」です

㈱パスタ　persons station

朝礼にセットするだけで
人材が育つセミナー開催（参加無料）

▼

社名には、「自分の個性を存分に活かして
活躍できる場所への出発地点となりたい」
との思いを込めました。

セミナー開催日：令和4年11月30日（水曜日）
時間：15：00～16：00
場所：福岡商工会議所　貸会議室304号
参加無料・要予約
右記メールアドレスにお申し込み下さい。

自分の仕事、たとえそれがどんな些細
な仕事であってもその中に働きがいを見
出し、社員一人ひとりが生きがいに気づ
くお手伝いをしています。詳細はセミ
ナーにてご説明致します。

㈱パスタ　persons station
福岡市中央区白金1-15-7
TEL：092-401-0571
E-mail：persons_station@ymail.ne.jp
営業内容
人財採用コンサル、人間力向上研修（人
格を磨き社格を高めます）土日祝日対応
可能・遠隔地同時開催可能・全社員参
加型です。

『一日の疲れを上手に取りましょう（真冬編）』をテーマに、
寒い夜を上手に過ごす方法を紹介します

西川㈱　西川ショウルーム福岡

健康・睡眠セミナー
『健やかな眠り・良い生活』のご案内

▼

人気のオーダー枕や
羽毛ふとんをラインナップ

の体感や最新装置の測定も行えます。
期日：12月3日(土)13：00～
会場：西川ショウルーム福岡
入場無料・事前申込み制
申込み方法：店頭、電話、メールにて受付

睡眠関連や生活のなかの血流改善、
就寝前後のオーラルケアなど、それぞれ
の専門家がこの季節の生活に役立つ情
報発信やアドバイスを行います。
また終了後、ご希望の方に人気の寝具

西川㈱　西川ショウルーム福岡
福岡市中央区天神1-14-4
天神平和ビル1階
TEL：092-771-1105
営業時間：11：00～19：00
（11月2日・9日・15日・30日は休館）
E-mail：showroom-fukuoka@nishi

kawa1566.com
営業内容
「よく眠り、よく生きる。」をテーマに、眠
りを追求してきた西川がお届けする体験
型ショウルームです。

2022.11.24（Thu） 19:00 START 全席指定¥6,800
お問合せ：㈱サウスポイントTel : 092-402-2271

㈱筑前博多独楽

筑紫珠楽 音楽エンタメ作品
最新作『撃鼓の歌』

▼

和太鼓の新境地へ
公演詳細はWEBにて

全国からジャンルレスなアーティスト達を
集め、和太鼓にピアノやタップなど様々
な洋楽器とともに喜びのサウンドを奏で
ます。

腹鼓を打ち地面を足で踏み鳴らし、平
和を喜び楽しんでいる様を「撃壌の歌」
と言います。しかし世界の現状を見ると
多くの涙が溢れています。今回の作品は
まさにそんな現状を太鼓で“打破”すべく

㈱筑前博多独楽
福岡市南区屋形原4-35-5
TEL：092-409-4882
https://www.hakata-koma.jp/
E-mail：hakatakoma_inc@ybb.ne.jp
営業内容
福岡県無形文化財の筑前博多独楽と博
多金獅子太鼓を有し、そこで培われたス
キルを企業イベントや催しに活かしお届
けする会社です。

税理士資格を生かしてお客さまが抱えるさまざまな
問題解決の支援をすることが「私たちの仕事」です

税理士法人ヤマト

税理士資格を“いいチーム”で生かし、
お客さまの問題解決を支援

▼

私たちが直接担当させて
いただきます！

ンと“いいチーム”を作り、チームでお客
さまが抱える様々な問題解決の支援をし
ます。税理士夫婦だけの小さな組織で
すので、「担当は私」となり、私たちが直
接お客さまを担当します。

税理士の仕事を通して入手する資料か
ら「経営」「事業承継」「相続」に関する重
要なポイントを読み取ることができます。
税金のプロであり、かつ、財務や経理
に詳しい税理士資格を生かして、ブレー

税理士法人ヤマト
福岡市中央区渡辺通2-6-12-705号室
TEL：092-985-0325
FAX：092-985-0440
https://yamato-tax.jp/
E-mail：info@yamato-tax.jp
営業内容
私たち（異色の税理士夫婦）が「直接」お
客さまを担当して、税金や相続などの問
題解決をご支援します。

安心！エアコンクリーニング士、
ハウスクリーニング士資格取得者

オリジンスロープ

エアコンクリーニング、年末の
大掃除に夫婦でお伺いいたします

▼

私たちがお伺いします！

も安心してご利用いただけます。
ホットニュースを見てご連絡いただい
た方は、割引き価格でお掃除させていた
だきます。ぜひ今年の大掃除はオリジン
スロープにお任せください！

オリジンスロープのハウスクリーニング
は人と地球に優しい、天然植物洗剤を
中心に使用しています。
夫婦でお伺いいたしますので、一人暮

らしの方や小さなお子様がいるご家庭で

オリジンスロープ
福岡市南区若久1-25-22-605
TEL：092-553-4929
FAX：092-553-4929
https://www.origin-slope.com/
E-mail：info@origin-slope.com
営業内容
エアコンクリーニング、レンジフード、浴
室などのハウスクリーニング全般と、引っ
越し前後の空き室のクリーニング。

掲載企業大募集!!
会員企業のPR掲示板 ホットニュース

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

当所会員事業所１会員につき１回限りご利用いただけます

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

本誌を有効活用し、ポイントを絞ったPRで、ぜひ取引につなげてください!!

掲載無料
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（お問い合わせ）福岡商工会議所　会員サービス部　会員組織・共済グループ
　　　　　　　  TEL 092-441-1114　　MAIL fkkaiin@fukunet.or.jp

お申込みは通年で受付けています！

のご案内
優良従業員表彰

従業員の「日ごろの頑張り」や「長年の功績」に感謝の気持ちを伝えるとともに
勤労意欲の一層の高揚やさらなる企業の発展にご活用ください。

①
従業員の職場への

定着性の向上に繋がります

②
半数近い企業が導入している

表彰制度を手軽に始めることができます

③
本表彰限定のホテル

お食事券を購入いただけます

優良従業員表彰のおすすめポイント 3つ

表彰の種類

永年勤続表彰（10年以上5年ごとに表彰）
10年以上同一事業所に勤務し、かつ、業務に精励し
技能優秀で能率が優れ、他の規範となるもの

お申込金

※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に事務
所にお届けします。

表彰の対象

福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの
推薦を受けた方
ただし、次の方は対象となりませんのでご注意ください。

　①経営者やその家族　
　②取締役以上の役員
　　（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

企業の発展貢献者表彰
勤務している事業所の経営または技術等に特別な創意
工夫をし、その企業発展に著しく貢献したもの

災害防止功労者表彰
創意工夫・改善などにより災害の未然防止に寄与する
など、事故・災害防止に著しく貢献したもの

（表彰状、表彰状用丸筒、記念品代：税込）

以下の 2つの表彰は
・勤続年数に関わらず推薦可
・永年勤続表彰との重複推薦可

当所が表彰状や記念品の手配を
行いますので、貴社担当者の
事務負担を軽減できます

企業を支え、発展に貢献された
従業員の方々のさらなる

士気高揚にご活用いただけます

オプションで、表彰の副賞や
祝賀会に利用できるホテルの
お食事券をご用意いたします

おひとり4,100円
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（お問い合わせ）福岡商工会議所　会員サービス部　会員組織・共済グループ
　　　　　　　  TEL 092-441-1114　　MAIL fkkaiin@fukunet.or.jp

お申込みは通年で受付けています！

のご案内
優良従業員表彰

従業員の「日ごろの頑張り」や「長年の功績」に感謝の気持ちを伝えるとともに
勤労意欲の一層の高揚やさらなる企業の発展にご活用ください。

①
従業員の職場への

定着性の向上に繋がります

②
半数近い企業が導入している

表彰制度を手軽に始めることができます

③
本表彰限定のホテル

お食事券を購入いただけます

優良従業員表彰のおすすめポイント 3つ

表彰の種類

永年勤続表彰（10年以上5年ごとに表彰）
10年以上同一事業所に勤務し、かつ、業務に精励し
技能優秀で能率が優れ、他の規範となるもの

お申込金

※表彰状・記念品は、お申込月の翌々月中旬に事務
所にお届けします。

表彰の対象

福岡商工会議所会員事業所にお勤めで、事業主からの
推薦を受けた方
ただし、次の方は対象となりませんのでご注意ください。

　①経営者やその家族　
　②取締役以上の役員
　　（当所地区内の支店、出張所長等も含みます）

企業の発展貢献者表彰
勤務している事業所の経営または技術等に特別な創意
工夫をし、その企業発展に著しく貢献したもの

災害防止功労者表彰
創意工夫・改善などにより災害の未然防止に寄与する
など、事故・災害防止に著しく貢献したもの

（表彰状、表彰状用丸筒、記念品代：税込）

以下の 2つの表彰は
・勤続年数に関わらず推薦可
・永年勤続表彰との重複推薦可

当所が表彰状や記念品の手配を
行いますので、貴社担当者の
事務負担を軽減できます

企業を支え、発展に貢献された
従業員の方々のさらなる

士気高揚にご活用いただけます

オプションで、表彰の副賞や
祝賀会に利用できるホテルの
お食事券をご用意いたします

おひとり4,100円

トリタチトキ
毎週月曜日：博多プライムイーストビル（博多区博多駅東2-10-35）
毎週金曜日：AIビル（早良区百道浜2-4-27）
※出店場所や時間は、変更になる場合があります。
　土日祝日のイベント出店情報は、公式Instagramからご確認ください。

TEL：050-3703-9343

オフィスビルが立ち並ぶ一角に、アイボ
リー色のお洒落なキッチンカーを発見！
数あるランチメニューから、まずは「薬

念チキン丼」をいただきます　一口食べ
ると、薬念ソースの旨味と甘み、かすかな
酸味が織りなす深い味わいが口いっぱ
いに広がり、最後にピリッと程よい辛さ
で味がしまります。国産鶏を二度揚げし
たジューシーなチキンは、薬念ソースとの
相性バツグンでご飯が進みました
この薬念ソースは、もともと辛いもの

が得意ではなかった豊田さんが、「刺激
の強い香辛料での味付けを避け、食材本
来の淡い味を大切にする」という韓国・宮
廷料理の理念に惹かれ、一から学んで生
み出した自家製なんだとか　  薬念とい
う言葉には、医食同源（健康的な食事で
病気を予防する）の考えに基づいた「食
が薬になる」という意味が込められてお
り、豊田さんも身体にやさしい薬念ソース
になるように、様々な薬味を混ぜ合わせ
て試行錯誤したのだそう

次にいただいたのは、女性に大人気
「ベジキンパ弁当」です　 キンパは、日本
の海苔巻きのような料理のことで、手軽
に野菜が摂れることから、韓国で人気の
軽食メニューです。今回は「スパムキン
パ」が入っていました！お野菜のシャキ
シャキ食感とごま油の香ばしさが絶品　
キンパの種類は、定番の「プルコギキン
パ」に加え、週替わりで「豚キムチキン
パ」や「明太子とクリームチーズのキン
パ」などもあり、人気なんだとか　  「ベ
ジキンパ弁当」には、薬念チキンも入って
おり、一度に定番メニューを楽しむこと
ができます！

お野菜たっぷり！
手軽に食べられる「ベジキンパ弁当」

「トリタチトキ」は、オフィス街にランチ難民が多くいると知り、時間の限られた昼休みでも温かく栄養のある
食事を摂ってほしいと思ったことがきっかけで、2018年にキッチンカーでの移動販売をスタートしました。もと
もと、専業主婦をしていたこともあり、ランチメニューの開発をする際には、栄養のバランスを考えながら、なる
べく食材の味を活かした味付けになるように工夫してきました。
商工会議所には、補助金の申請について相談したり、キッチンカーを出店できるイベントを紹介してもらった
りと、幅広くサポートをしていただいています。
現在はキッチンカーと南区大橋の韓国カフェでお料理を提供していますが、今後は、遠方のお客様にも楽し
んでいただくため、“ひとり飲みセット”などの冷凍メニュー開発にも挑戦していきたいと思っています。
秋のおでかけでキッチンカーを見かけたら、ぜひ、ご賞味ください！

会議所NEWSの編集担当が
街で見つけた“よかもん”をご紹介

今月の
気になる

よかもん

韓国の宮廷料理を学んだ店主がつくる本
格的な韓国グルメのキッチンカーがあると聞
いてやってきたのは、「トリタチトキ」さん。

　土日祝日のイベントでは、限定
メニューとして、韓国屋台で人気
のスイーツ「ホットク」なども販売
されています。
　心地の良い秋空の下で、絶品
韓国グルメを味わってみてはい
かがでしょうか？

キッチンカーでやってくる！絶品「薬念チキン」
ヤンニョム

トリタチトキ 

豊田 しのぶさん

公式
Instagram
はこちら

韓国・宮廷料理の理念が詰まった
国産鶏の「薬念チキン丼」

ヤンニョム
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「労働保険の加入はおすみですか？」
～安心への　はじめの一歩　労働保険～

パブリックインフォメーション

 労働者（パート・アルバイトを含む）を1人でも雇っている
事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入するこ
とが法律で義務付けられています。
 まだ、加入手続がお済でない事業主の方は、労働者が安
心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、
所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）
で加入手続きを行ってください。

【お問い合わせ】
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL：092-434-9835

詳細は
こちら

11月は下請取引適正化推進月間です
～適正な 価格転嫁で 未来を築く～

　11月は「下請取引適正化推進月間」です。全国におい
て、下請取引適正化推進講習会等（参加無料）を開催す
るほか、公正取引委員会や下請かけこみ寺で、下請取引
に関する相談等にも応じています。詳しくは以下の連絡
先にお問い合わせください。
【お問い合わせ】
（公正取引委員会）
不当なしわ寄せに関する下請相談窓口
TEL：0120-060-110
下請かけこみ寺（中小企業庁委託事業）
TEL：0120-418-618

詳細は
こちら

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）

世帯

人

円

台

百万円

㎡

件

百万円

戸

百万円

百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（2020年＝100）

世帯数（※1）

人口（※1）

消費者物価指数（福岡市）（※2）

消費者物価指数（全　国）（※2）

1世帯1か月間の消費支出（全国）（※2）

新車販売台数

百貨店　売 上 高

　〃　　売場面積

公共工事　件　数

　 〃　 　請負高

新設住宅着工数（※2）

預金残高

貸出金残高

信用保証　件　数

　 〃　　 保証高

福岡商工会議所　融資斡旋件数

　　　〃　　　　　　 額

企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額

対前年同月比％（▲減）

倍

人

人

万人

台

人

人

人

人

人

人

億円

億円

隻

人

人

人

人

人

福岡労働局
「雇用失業情勢」

福岡市交通局

西日本鉄道

国土交通省
福岡空港事務所

日本政府観光局
（JNTO）

門司税関

福岡市
港湾空港局

福岡パスポート
センター
（福岡県内）

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

福岡北九州
高速道路公社
（日平均による前年同月比）

有効求人倍率（福岡県）（※2）

有効求人数（福岡県）（※2）

有効求職者（福岡県）（※2）

完全失業数（全国）（※2）

福岡都市高速道路通行台数（※2）

地下鉄博多駅　乗降人員（※2）

　〃　天神駅　　　〃　（※2）

　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

外国貿易　輸出（九州経済圏）

　 〃　 　輸入（九州経済圏）

博多港入港船舶（外航・内航合計）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

旅券発行総数

訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）
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令和4年（2022年）9月
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59.2

2.3
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―
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＜9月の主な出来事＞
  7日　新型コロナの水際対策緩和

入国者数上限が1日あたり2万人から5万人へ引き上げ
20日　筥崎宮・放生会、3年ぶりの通常開催
21日　福岡の基準地価、上昇率連続首位
23日　西九州新幹線が開業

武雄温泉（佐賀県武雄市）と長崎を結ぶ
27日　安倍晋三元首相の国葬が執り行われる
29日　日中国交正常化50周年、両政府が共同声明

*「-」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。

・九州 入国外国人数（14条上陸含む）…5,258人（1914.6）
・福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）…900,350人（86.0）

10月号～福岡の統計2022年8月～の
未掲載項目について
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「労働保険の加入はおすみですか？」
～安心への　はじめの一歩　労働保険～

パブリックインフォメーション

 労働者（パート・アルバイトを含む）を1人でも雇っている
事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入するこ
とが法律で義務付けられています。
 まだ、加入手続がお済でない事業主の方は、労働者が安
心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、
所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）
で加入手続きを行ってください。

【お問い合わせ】
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL：092-434-9835

詳細は
こちら

11月は下請取引適正化推進月間です
～適正な 価格転嫁で 未来を築く～

　11月は「下請取引適正化推進月間」です。全国におい
て、下請取引適正化推進講習会等（参加無料）を開催す
るほか、公正取引委員会や下請かけこみ寺で、下請取引
に関する相談等にも応じています。詳しくは以下の連絡
先にお問い合わせください。
【お問い合わせ】
（公正取引委員会）
不当なしわ寄せに関する下請相談窓口
TEL：0120-060-110
下請かけこみ寺（中小企業庁委託事業）
TEL：0120-418-618

詳細は
こちら

お問い合わせ / 会員組織・共済グループ　TEL：092-441-2845

応募期間 令和4年11月21日（月）～令和5年2月16日（木）17:00
応募資格 以下のいずれかを満たしている当所会員事業所（令和5年2月16日時点）

・すでに生命共済制度に加入している事業所　・生命共済制度の『お見積もり』または『資料請求』をした事業所

当選結果発表 令和5年3月下旬
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

応募期間 令和4年11月21日（月）～令和5年1月19日（木）17:00
応募資格 当所の生命共済制度に加入している事業所（応募期間中に加入した事業所も含む）

当選結果発表 令和5年2月下旬
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

日　時 令和4年11月29日(火)14:00～15:30
開催形式 対面とオンライン（Zoom）のハイブリッド形式
場　所 福岡商工会議所 5階 501会議室

締　切 令和4年11月24日（木）17:00
対　象 当所の会員事業所

生命共済制度50周年を記念して、人気テレビ番組「世界一受けたい授業」にも出演された東京大学医学部 総合放射線腫瘍学講座 
特任教授 中川恵一 氏をお招きし、健康についてご講演いただきます。

簡単なクイズにお答えいただいた方の中から、抽選で100社に素敵な賞品をプレゼントします！

生命共済制度50周年を記念して作成したロゴ案の中から、本制度にふさわしいと思うものにご投票ください。抽選でお好きな
記念品（以下3コース）をプレゼントします！

東京大学医学部
総合放射線腫瘍学講座 特任教授
中川 恵一氏

申込・詳細は
こちら

応募・詳細は
こちら

応募・詳細は
こちら

生命共済制度クイズ プレゼントキャンペーン

生命共済制度50周年記念“選んでもらえる!?ロゴ総選挙”

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

318円月
々

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

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

5MERIT 5 剰余が生じたときは配当金として還元します ※収支決算の結果、配当金が
　０となる年度もありえます。

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

2021年度実績49.29％！！
12ヵ月×49.29％＝約6ヶ月分 負担が減少!!

さらに… 剰余は配当金として還元！
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金と
　してお支払いします。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。

団C-2022-0022-S
（2022年8月22日）6565

詳しくは
こちらから！

（記載の税務取扱は、2022年8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。 ）
＜委託保険会社（順不同）＞大同生命保険㈱（事務幹事会社）、アクサ生
命保険㈱、富国生命保険(相)、第一生命保険㈱、日本生命保険(相)、住
友生命保険(相)、大樹生命保険㈱、東京海上日動あんしん生命保険㈱、
SOMPOひまわり生命保険㈱、ジブラルタ生命保険㈱、メットライフ生
命保険㈱、明治安田生命保険(相)、三井住友海上あいおい生命保険㈱

カタログギフト
（美味特選Bコース）
抽選10社様

2等 3等1等 博多とんこつラーメン「竹林」
（３食セット）
抽選40社様

QUOカード
1,000円分
抽選50社様

西鉄 THE RAIL KITCHEN
CHIKUGO ペア招待券
抽選10社様

A
コース

八仙閣 お食事券
2万円分
抽選10社様

B
コース

マリンワールド海の中道
招待券 8枚組セット
抽選20社様

C
コース

生命共済制度50周年記念講演会『世界一受けたい「がん」の授業』

11

22

33

50周年事業の
詳細はこちら

福岡商工会議所
生命共済制度 Anniversaryキャンペーン

誕生50周年事業
福岡商工会議所の生命共済制度は、令和4年11月に50周年を迎えました。これまで支えて下さった皆さまへの感謝の気持ちを込めて。

福岡の統計

対前年同月比％（▲減）
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福岡市
統計調査課

総務省統計局
「家計調査報告」

日本百貨店協会
（市内4店）

福岡市
建築指導課

福岡銀行協会
（一部福岡市外を含む）

福岡県
信用保証協会
（福岡市および近郊）

当所経営支援
グループ

帝国データ
バンク福岡支店
（福岡県内
  1,000万円以上）

西日本建設業
保証福岡支店
（福岡県内）

福岡県自動車
販売店協会
（福岡県内登録車）

総務省「消費者
物価指数」
（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
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企業倒産　件　数

　 〃　　 負債額
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　〃　天神南駅　　〃　（※2）

西鉄福岡天神駅乗降人員（※2）

福岡空港乗降客数　国内線（※2）

　　　 〃　　　　　国際線（※2）

外国貿易　輸出（九州経済圏）

　 〃　 　輸入（九州経済圏）

博多港入港船舶（外航・内航合計）（※3）

博多港船舶乗降人員（外航・内航合計）（※3）

旅券発行総数

訪日外客数（全国）

九州 入国外国人数（14条上陸含む）（※3）

福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）（※3）

857,512 

1,631,409 

102.1 

102.7 

289,974 

10,175 

13,973 

 172,151 

835 

52,357 

1,514 

27,614,467 

18,380,369 

773 

9,235 

7 

82 

18 

716 

令和4年（2022年）9月

2.4

0.7

2.7

3.0

8.8

16.7

20.2

▲1.5

2.0

25.8

6.1

1.4

3.7

▲9.5

▲5.3

40.0

15.5

▲18.2

▲73.4

1.20 

114,410 

95,517 

177 

5,796,739 

3,935,466 

3,498,814 

674,772 

3,326,548 

1,306,415 

40,736 

9,813 

10,266 

2,260 

72,681 

4,144 

206,500 

―  

―  

12.1

15.5

2.2

▲8.3

15.6

34.9

22.6

14.9

18.1

81.5

2,972.1

31.9

59.2

2.3

14.3

201.8

1,066.7

―

―

＜9月の主な出来事＞
  7日　新型コロナの水際対策緩和

入国者数上限が1日あたり2万人から5万人へ引き上げ
20日　筥崎宮・放生会、3年ぶりの通常開催
21日　福岡の基準地価、上昇率連続首位
23日　西九州新幹線が開業

武雄温泉（佐賀県武雄市）と長崎を結ぶ
27日　安倍晋三元首相の国葬が執り行われる
29日　日中国交正常化50周年、両政府が共同声明
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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。

・九州 入国外国人数（14条上陸含む）…5,258人（1914.6）
・福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）…900,350人（86.0）
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