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特 集 インボイス制度開始に向けた準備はお済みですか？
～お取引先と登録状況のご確認を～

2023年10月スタート



お問い合わせ / 会員組織・共済グループ　TEL：092-441-2845

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！

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

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様

（応募期間中に加入した事業所様も含む）

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。

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！

生命共済制度50周年記念“選んでもらえる!?ロゴ総選挙”

生命共済制度の
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

抽選10社様

西鉄 THE RAIL 
KITCHEN CHIKUGO
ペア招待券

抽選10社様
カタログギフト（美味選集）

抽選40社様

博多とんこつラーメン
「竹林」 （３食セット）

抽選50社様

QUOカード
1,000円分

抽選10社様

八仙閣 お食事券
2万円分

抽選20社様

マリンワールド
海の中道 招待券
8枚組セット

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。

2等 3等1等

生命共済制度の最小の月額掛金はいくら？
3択▶Ａ：269円 ・ Ｂ：1,000円 ・ Ｃ：1,500円

生命共済制度の2021年度の配当率は何％?
3択▶Ａ：20.29％ ・ Ｂ：30.29％ ・ Ｃ：49.29％

生命共済制度加入者は、会議所独自の見舞金・祝金（通院
見舞金、結婚祝金、出産祝金、二十歳祝金）が利用できる？
２択▶Ａ：できる ・ Ｂ：できない

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

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。

以下のいずれかを満たす当所会員事業所様（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様
・生命共済制度の『お見積もり』または『資料請求』をし
た事業所様
・当所の生命共済制度の説明を受けたことがある会員
事業者様
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第3問
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※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。
※写真はイメージです。
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検索福岡商工会議所

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

セミナー
催事情報など

福岡商工会議所 公式SNS  ぜひフォローをお願いします！
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カンパニーズチャレンジ

特集１「インボイス制度開始に向けた
準備はお済みですか？」

020202 ㈱ライフスタイルマネジメント
代表取締役　柊木 匠 氏

カンパニーズチャレンジ

040404 ＼2023年10月スタート／
インボイス制度開始に向けた準備はお済みですか？
～お取引先と登録状況のご確認を～

特集１

08

09
10
13
14

16

18

08

09
10
13
14

16

18

08

09
10
13
14

16

18

【要望活動】
令和4年度 福岡県の中小企業・小規模事業者対策に対する提言・要望

福商デジタル化支援
FCCI NEWS　会議所の動き
新規会員のご紹介
福岡商工会議所の無料経営相談窓口
登録専門家の募集
年末年始の貿易証明発給について

【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
経営分析・事業計画策定・補助金等活用セミナー
流通センターまつり・冬 出店者募集
繊維ファッション部会 講演会
イノベーション支援事業 動画配信・個別相談
国際取引・海外展開ミニ講座 動画配信
博多伝統芸能館イベント・福商優待サービス情報
【研修講座・検定情報】
商工会議所の検定試験
福商実務研修講座
東京商工会議所主催 オンライン講座
検定対策講座（日商簿記）
パソコンスクール

＼経済の血液を止めるな!!／
 「物流クライシス（危機）」についてご存知ですか？
～持続可能な物流の実現に向けて、今私たちにできること～
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知らなかったじゃ済まされない⁉電帳法と経理DX（第1回）
労務QA
法律QA
中小企業のセキュリティ対策
経営相談のススメ
マジック風呂敷「NO-TIE」

会員企業のPR掲示板“ホットニュース”
会議所の上手な活用法「福商出前講座」
今月のよかもん「此乃美」
福岡の統計
パブリックインフォメーション
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場企業にて経営企画や人事に携わり、
さまざまな新規事業、人事戦略に取り
組んでいたところ、ハードな業務から
約2ヶ月間の休職を経験しました。「そ
こが大きなターニングポイント。改めて
自分の人生を考えた時に、専門の物理
学の見地から哲学、心理学を学んだん
です。それをブログで発信していたと
ころ、本の出版や講演の依頼が来るよ
うになりました」と柊木さん。そして
2014年には一念発起して会社を辞めて
独立。全国でセミナーなどに取り組む
中、声紋分析の開発メーカーと協業し
約2,000名の声のデータを収集、現在
の声紋分析（VPA）システムを構築しま
した。現在では、1万人を超えるデー
タを収集しており、信頼性も高まって
います。
「50名以上の企業は従業員のストレ
スチェックの実施が義務付けられてい
ますが、通常のチェックシートではその
人の内面まで見ることは難しいですし、
実際にうつを測定できる機械はありま
せん。お子さんの発達障害などで悩ん
でいる保護者の方もたくさんいらっしゃ
ると思いますが、検査に行くと40分か
ら50分かけてチェックシートに答えて

いく必要があり、小さなお子さんでは
大変です。声紋分析（VPA）システム
は、自分の名前を言えれば使うことが
できるので、医療の分野にも活用され
ています」。企業だけではなく、病院
の心療内科やカウンセラーともタッグ
を組み、心の問題にも向き合う柊木さ
ん。うつや発達障害のチェックに協力
しているほか、うつ患者の職場復帰を
目指した定期的な検査などにも声紋分
析（VPA）システムが使われています。

声紋分析をクラウド化して
あらゆる分野や海外に進出

今後の展望として、さまざまなジャン
ルとのコラボレーションや海外進出を
掲げる柊木さん。システムのクラウド化
を終え、これまでの人事や適性検査、
ストレスチェックなどに加え、教育分野
やエンターテインメント分野、婚活分野
など幅広いジャンルへの進出を控えて
います。柊木さんは「自分の名前を言
うことで自分の特徴がわかりますが、
例えばそれを『仕事』に置き換えれば仕
事観が、『結婚』という言葉にすれば結
婚に求めているものがわかりますから、

使い道も無限大です。クラウド化する
ことでスマートフォンからでもシステム
を利用できます。このシステムによって
自己理解が深まり、相手との相互理解
が進めば、今より幸せになる人が増え
るのではないでしょうか」と期待を込め
ます。
また声紋分析（VPA）システムは言
葉の意味ではなく、言葉に込められた
感情を読み取るため、日本語以外の言
語にも対応可能。「ソフトウエアの多言
語対応を行い、海外に進出するという
のはひとつの目標」という柊木さん。唯
一無二の声紋分析（VPA）システムが、
世界の採用やマッチングの手法を変え
る日もそう遠くないのかもしれません。

声紋分析で本当の自分を知り
ミスマッチのない人事・経営を

声からその人が持つ強み、モチベー
ションアップの方法など、個性や適性
を紐解いていく声紋分析（VPA）システ
ム。約6秒間自分の名前を発声し、そ
の音声の周波数を12色の色に変換す
ることで、一人ひとりの個性を分析し
ます。このシステムを手掛けているの
が、福岡市中央区春吉の㈱ライフスタ
イルマネジメントです。代表取締役の
柊木匠さんは「声にはその人の想いや感
情という情報が隠されています。そこ
から強みや弱み、体調、ストレス具合、
人との相性などさまざまなことがわかり
ます」と話します。
柊木さんは企業の経営企画・人事に

携わってきた経験を活かし、声紋分析
（VPA）システムを人材育成の支援ツー
ルとして展開。設問に回答していくとい
う従来の適性検査ではわからない本来
の能力や性格が可視化できるため、企
業における人材育成研修や採用、チー
ムビルディング、ストレスチェックなど
幅広く活用されています。
「一般的な検査には『自分はこういう
人間だ』『自分はこういう性格だ』という
バイアスがかかった状態で答えてしまう
ため、現実とは乖離してしまうことがあ
ります。声紋分析であればそういった
余計な思考に邪魔されることなく、自
分でも知らなかった特性を知ることが
できます」と柊木さん。具体的には視
覚や聴覚といったどの感覚が優位なの
か、自分と他人のどちら側に行動基準

があるのかなどを分析し、13種類のタ
イプに分類。それぞれの特徴から向い
ている業務、適した学習方法などを導
き出していきます。
ライフスタイルマネジメントではこの
声紋分析（VPA）システムを使った診断
やソフトウエアの販売を行っているほ
か、講師を派遣して講座やセミナーな
どを実施しています。個人から大企業
まで、クライアントは全国へと広がり、
昨年度は凸版印刷㈱の新事業共創プロ
グラムにも採択されました。

うつや発達障害を
論理的にチェック

柊木さんがライフスタイルマネジメン
トを創業したのは2018年のこと。上

株式会社ライフスタイルマネジメント　代表取締役　柊木 匠氏

株式会社ライフスタイルマネジメント

取材日：11月2日

〒810-0003 福岡市中央区春吉2-12-14
デザインセンタービルⅡ301

TEL：092-600-4170
https://lsm.co.jp

https://seimonbunseki.net

2全国各地で声紋分析（VPA）システムの研修を行う柊木さん。
大学の講師なども務めている

4 柊木さんは世界の著名人も登壇するTED（Technology 
Entertainment Design）にも登壇

1声紋分析（VPA）システムで診断したデータはグラフとして可視化され
るので変化等にも気付きやすいという

3事業のオリジナリティを評価され、福岡商工会議所主催「モノづくりビ
ジネス交流会」における参加者投票で最優秀企業に選ばれた

【プロフィール】
宮崎県出身。九州大学大学院卒。製造メー
カーを退職した後、物理学者兼心理学者と
して講演や執筆活動に従事。声紋分析
（VPA）システムを開発メーカーと協業して
構築し、人材育成やストレスチェック、人事・
経営コンサルタントなどに従事。

声紋分析による個性診断で
職場や人間関係のミスマッチを解消

COMPANY’S
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うことで自分の特徴がわかりますが、
例えばそれを『仕事』に置き換えれば仕
事観が、『結婚』という言葉にすれば結
婚に求めているものがわかりますから、

使い道も無限大です。クラウド化する
ことでスマートフォンからでもシステム
を利用できます。このシステムによって
自己理解が深まり、相手との相互理解
が進めば、今より幸せになる人が増え
るのではないでしょうか」と期待を込め
ます。
また声紋分析（VPA）システムは言
葉の意味ではなく、言葉に込められた
感情を読み取るため、日本語以外の言
語にも対応可能。「ソフトウエアの多言
語対応を行い、海外に進出するという
のはひとつの目標」という柊木さん。唯
一無二の声紋分析（VPA）システムが、
世界の採用やマッチングの手法を変え
る日もそう遠くないのかもしれません。

声紋分析で本当の自分を知り
ミスマッチのない人事・経営を

声からその人が持つ強み、モチベー
ションアップの方法など、個性や適性
を紐解いていく声紋分析（VPA）システ
ム。約6秒間自分の名前を発声し、そ
の音声の周波数を12色の色に変換す
ることで、一人ひとりの個性を分析し
ます。このシステムを手掛けているの
が、福岡市中央区春吉の㈱ライフスタ
イルマネジメントです。代表取締役の
柊木匠さんは「声にはその人の想いや感
情という情報が隠されています。そこ
から強みや弱み、体調、ストレス具合、
人との相性などさまざまなことがわかり
ます」と話します。
柊木さんは企業の経営企画・人事に

携わってきた経験を活かし、声紋分析
（VPA）システムを人材育成の支援ツー
ルとして展開。設問に回答していくとい
う従来の適性検査ではわからない本来
の能力や性格が可視化できるため、企
業における人材育成研修や採用、チー
ムビルディング、ストレスチェックなど
幅広く活用されています。
「一般的な検査には『自分はこういう
人間だ』『自分はこういう性格だ』という
バイアスがかかった状態で答えてしまう
ため、現実とは乖離してしまうことがあ
ります。声紋分析であればそういった
余計な思考に邪魔されることなく、自
分でも知らなかった特性を知ることが
できます」と柊木さん。具体的には視
覚や聴覚といったどの感覚が優位なの
か、自分と他人のどちら側に行動基準

があるのかなどを分析し、13種類のタ
イプに分類。それぞれの特徴から向い
ている業務、適した学習方法などを導
き出していきます。
ライフスタイルマネジメントではこの

声紋分析（VPA）システムを使った診断
やソフトウエアの販売を行っているほ
か、講師を派遣して講座やセミナーな
どを実施しています。個人から大企業
まで、クライアントは全国へと広がり、
昨年度は凸版印刷㈱の新事業共創プロ
グラムにも採択されました。

うつや発達障害を
論理的にチェック

柊木さんがライフスタイルマネジメン
トを創業したのは2018年のこと。上

株式会社ライフスタイルマネジメント　代表取締役　柊木 匠氏

株式会社ライフスタイルマネジメント

取材日：11月2日

〒810-0003 福岡市中央区春吉2-12-14
デザインセンタービルⅡ301

TEL：092-600-4170
https://lsm.co.jp

https://seimonbunseki.net

2全国各地で声紋分析（VPA）システムの研修を行う柊木さん。
大学の講師なども務めている

4 柊木さんは世界の著名人も登壇するTED（Technology 
Entertainment Design）にも登壇

1声紋分析（VPA）システムで診断したデータはグラフとして可視化され
るので変化等にも気付きやすいという

3事業のオリジナリティを評価され、福岡商工会議所主催「モノづくりビ
ジネス交流会」における参加者投票で最優秀企業に選ばれた

【プロフィール】
宮崎県出身。九州大学大学院卒。製造メー
カーを退職した後、物理学者兼心理学者と
して講演や執筆活動に従事。声紋分析
（VPA）システムを開発メーカーと協業して
構築し、人材育成やストレスチェック、人事・
経営コンサルタントなどに従事。

声紋分析による個性診断で
職場や人間関係のミスマッチを解消

COMPANY’S
CHALLENGE

NO.87

COMPANY’S
CHALLENGE
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インボイス制度開始に向けた準備はお済みですか？
～お取引先と登録状況のご確認を～

■ インボイス制度とは？
　2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式」（いわゆる
「インボイス制度」）とは、適格請求書（以下、インボイス）と呼ばれる
一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った
者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。インボ
イスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発
行事業者としての登録と登録番号の発行を受ける必要があります。 

■ 市内事業者のインボイス制度への取り組み状況は？
　当所では、市内事業者のインボイス制度への対応状況を把握するアンケート
調査を行いました。
　アンケートに答えた事業者のうち、８割近い方がインボイス制度について「よ
く知っている（11.9%）」「ある程度知っている（67.1％）」と回答しました。（図１）
　また、2023年3月までに、インボイス発行事業者への登録（予定を含む）を
行うと回答した事業者は全体の約８割となり、2023年10月の制度開始まで１
年を切った段階で対応に向けて動き出している事業者が一定数にのぼることが
分かりました。（図２）一方で、調査の回答率を考慮すると、まだインボイス制
度を知らない方、また対応に向けた検討に未着手の方も見受けられ、日本商工
会議所調査では、「売上高1千万円以下の事業者」の約６割が準備が進んでいな
いという結果もあります。
　さらに登録（予定を含む）完了している方でも、制度開始を前に懸念事項を複
数抱いていることも分かりました。（図３）

　当所では、これらのアンケート結果をもとに、インボイス制度対応に向けた
支援体制を強化し、制度開始時点で会員の皆様が円滑にインボイス制度に対応
できるよう支援を行ってまいります。次のページからは、「インボイス制度開始
に向けて何を準備しなければならないのか」を中心にご説明します。

インボイス制度が始まるとどうなるの？他社の取り組み状況は？

　2023（令和５）年10月１日から始まる「適格請求書等保存方式（以下、インボイス制度）」の準備はお済みですか？イン
ボイス制度が導入されると、取引への影響が予想され、「知らなかった」では済まされない事態になりかねません。今一
度、自社の取り組み状況やお取引先の対応状況について確認しましょう。
※本記事は日本商工会議所が発行する「今すぐ確認！中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」小冊子の内容を参考に作成しています。
※掲載内容は2022年11月25日時点のものです。

2023年10月スタート

インボイス制度のおさらいに、会議所ニュース６月号特集
「インボイス制度への対応に向けて」もあわせてご一読ください。

　インボイス発行事業者になる場合、税務署への登録申請や請
求書の様式変更、システムの改修など様々な準備が必要です。

■ 登録申請書の提出方法
　登録申請の方法には、以下の2種類があります。詳しくは、国税庁HPをご確認ください。

インボイス制度開始に向けたご準備を！

パソコンやスマートフォン用の「e-Taxソフト（WEB版・SP版）」を使え
ば、質問に回答していくことで入力漏れ等の心配がなく、スムーズに手続
を行うことができます。
また、申請時に「登録通知書の電子通知」に同意すれば登録通知をデー
タで受け取ることができ、紛失等のリスクもありません。

必要事項を記入した登録申請書を「インボイス登録セン
ター」に郵送します。 （直接持参は不可）

①自社がインボイスを発行できないと、 販売先
は仕入税額控除ができません。 販売先は、
消費税の負担が増えるため、自社との取引を
見直す可能性があります。

②仕入先がインボイスを発行できないと、 自社
はその分の仕入税額控除ができないため、 自
社の消費税負担が増える可能性があります。

制度が始まる2023年10月１日からインボイ
スを発行する場合、2023年３月31日までに
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出す
れば、インボイス発行事業者になることができ
ます。（「消費税課税事業者選択届出書」の提出
は免除。）
なお、登録を受けると課税事業者になるので、
登録日以降は消費税の申告が必要となります。

免税事業者がインボイスを発行するためにはどうしたらよいの？

インボイス発行事業者への登録申請をしましょうCheck 1

現在発行している請求書等の様式を変更しましょうCheck 2

システムの入替・改修の必要性を確認しましょうCheck 3

仕入先がインボイス発行事業者かどうか確認しましょうCheck 4

国税庁HPは
こちら

登録申請の受付開始 インボイス制度の開始（予定）

2023年
３月31日

2023年
10月１日

2021年
10月１日

登録申請は
2021年
10月１日から
始まっています

2023年10月1日から
インボイスを発行するには、

原則として2023年３月31日までに
登録申請を行う必要があります

【登録申請から登録完了までの流れ】

【登録申請スケジュール】

左記以外の課税事業者
（個人事業主、人格のない社団等）

Ｔ+13桁の番号

法人番号を有する課税事業者

Ｔ+法人番号 ※①登録申請書の提出から④登録の通知まで、e-Taxの場合は３週間、 書
面の場合は１カ月半かかります。

①登録申請書
　の提出

④税務署からの
　通知

②税務署に
　よる審査

③登録および公表・
　登録簿への登載

事
業
者

税
務
署

Check1. インボイス発行事業者への登録申請をしましょう

福岡国税局インボイス登録センター
〒810-8659 福岡市中央区天神4-8-28

提出先
（福岡県の場合）

①インターネットによる提出（e-Tax） ②書面による提出

インボイス制度が始まるとどうなるの？

インボイス制度対応セミナー【基本コース】

【図３】インボイス制度対応に向けた懸念事項
（n=928・複数回答・上位５項目）

【図２】インボイス発行事業者への登録申請の状況は？（n=928）

【調査実施概要】
《対   象》福岡市内の一定以下の規模の事業者

（13,251社）
《期   間》令和４年9月20日～10月14日
《形   式》郵送（FAXまたはWEBから回答）
《回答数》 928件（回答率7.0％）

自社が発行する請求書等の様式変更への対応

対応するためのシステムの入替・改修

自社がインボイス制度に対応する必要が
あるのかどうかが分からない

自社が課税事業者であり、
免税事業者との取引見直し

自社が課税事業者であり、
仕入先が免税事業者であるかの確認

32.3%

30.1%

27.0%

23.1%

12.9%

　インボイス発行事業者への登録申請はすでに始まっています。イン
ボイス制度が開始される2023年10月１日から、インボイスを発行す
る場合、原則として2023年３月31日までに納税地を所轄する税務署
長に登録申請書を提出する必要があります。

■ 登録申請の流れ
　国税庁ホームページで配布されている「適格請求書発行事業者の登
録申請書」を税務署に提出すると、審査後に登録が承認され、「登録番
号通知書」が交付されます。登録を受けた事業者は、国税庁が公開す
る適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されるので、登録番号を基
に登録を受けている事業者を検索できるようになります。
　交付される登録番号は以下の構成になります。インボイス制度の導
入後は、発行する請求書に必ず登録番号を記載しなければなりません。

制度の概要が知りたい、消費税申告は未経験で不安、取引
先（免税事業者）への対応にお悩みの方はご参加ください。

①2023年１月12日（木）
②　  〃   ２月 3 日（金）
③　  〃   ３月17日（金）
いずれも14：00～16：00

申込・詳細は
こちら

参加
無料

【スケジュールイメージ】（個人事業者が2023年10月1日からインボイス発行事業者となる場合）

※制度開始当初から簡易課税制度を適用する場合は、2023年10
月1日を含む課税期間の末日までに「消費税簡易課税選択届出
書」の提出が必要（個人事業主の場合、2023年12月31日まで）

2022（R4）年度 2023（R5）年度 2024（R6）年度

2023年
3月31日までに
登録申請書を提出

インボイス
発行事業者
となる

登録日

課税期間

登録申請書の
提出期限

2023年３月31日 2023年10月1日

登録日以降は課税事業者となるため、課
税期間の途中でも消費税の申告が必要

免税事業者 免税事業者 課税事業者 課税事業者

2023年4月以降の登録申請予定 2.2%

2023年3月末
までに登録申請
予定 17.3%

申請の予定はない 4.5%

登録完了
54.5%

2023年3月までに登録（予定含む）を
行う事業者は約８割

現在、
登録申請中
8.4%

申請の検討も含めて未着手 10.8%

その他 2.3%

日
　時

2023年
12月31日※

【図１】インボイス制度についてご存じですか？

（n=928）このアンケートで初めて知った 2.2%

ほとんど知らない
4.4%

あまり
知らない
14.4%

よく
知っている
11.9%

ある程度知っている
67.1%

特 集
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インボイス制度開始に向けた準備はお済みですか？
～お取引先と登録状況のご確認を～

■ インボイス制度とは？
　2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式」（いわゆる
「インボイス制度」）とは、適格請求書（以下、インボイス）と呼ばれる
一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った
者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。インボ
イスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発
行事業者としての登録と登録番号の発行を受ける必要があります。 

■ 市内事業者のインボイス制度への取り組み状況は？
　当所では、市内事業者のインボイス制度への対応状況を把握するアンケート
調査を行いました。
　アンケートに答えた事業者のうち、８割近い方がインボイス制度について「よ
く知っている（11.9%）」「ある程度知っている（67.1％）」と回答しました。（図１）
　また、2023年3月までに、インボイス発行事業者への登録（予定を含む）を
行うと回答した事業者は全体の約８割となり、2023年10月の制度開始まで１
年を切った段階で対応に向けて動き出している事業者が一定数にのぼることが
分かりました。（図２）一方で、調査の回答率を考慮すると、まだインボイス制
度を知らない方、また対応に向けた検討に未着手の方も見受けられ、日本商工
会議所調査では、「売上高1千万円以下の事業者」の約６割が準備が進んでいな
いという結果もあります。
　さらに登録（予定を含む）完了している方でも、制度開始を前に懸念事項を複
数抱いていることも分かりました。（図３）

　当所では、これらのアンケート結果をもとに、インボイス制度対応に向けた
支援体制を強化し、制度開始時点で会員の皆様が円滑にインボイス制度に対応
できるよう支援を行ってまいります。次のページからは、「インボイス制度開始
に向けて何を準備しなければならないのか」を中心にご説明します。

インボイス制度が始まるとどうなるの？他社の取り組み状況は？

　2023（令和５）年10月１日から始まる「適格請求書等保存方式（以下、インボイス制度）」の準備はお済みですか？イン
ボイス制度が導入されると、取引への影響が予想され、「知らなかった」では済まされない事態になりかねません。今一
度、自社の取り組み状況やお取引先の対応状況について確認しましょう。
※本記事は日本商工会議所が発行する「今すぐ確認！中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」小冊子の内容を参考に作成しています。
※掲載内容は2022年11月25日時点のものです。

2023年10月スタート

インボイス制度のおさらいに、会議所ニュース６月号特集
「インボイス制度への対応に向けて」もあわせてご一読ください。

　インボイス発行事業者になる場合、税務署への登録申請や請
求書の様式変更、システムの改修など様々な準備が必要です。

■ 登録申請書の提出方法
　登録申請の方法には、以下の2種類があります。詳しくは、国税庁HPをご確認ください。

インボイス制度開始に向けたご準備を！

パソコンやスマートフォン用の「e-Taxソフト（WEB版・SP版）」を使え
ば、質問に回答していくことで入力漏れ等の心配がなく、スムーズに手続
を行うことができます。
また、申請時に「登録通知書の電子通知」に同意すれば登録通知をデー
タで受け取ることができ、紛失等のリスクもありません。

必要事項を記入した登録申請書を「インボイス登録セン
ター」に郵送します。 （直接持参は不可）

①自社がインボイスを発行できないと、 販売先
は仕入税額控除ができません。 販売先は、
消費税の負担が増えるため、自社との取引を
見直す可能性があります。

②仕入先がインボイスを発行できないと、 自社
はその分の仕入税額控除ができないため、 自
社の消費税負担が増える可能性があります。

制度が始まる2023年10月１日からインボイ
スを発行する場合、2023年３月31日までに
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出す
れば、インボイス発行事業者になることができ
ます。（「消費税課税事業者選択届出書」の提出
は免除。）
なお、登録を受けると課税事業者になるので、
登録日以降は消費税の申告が必要となります。

免税事業者がインボイスを発行するためにはどうしたらよいの？

インボイス発行事業者への登録申請をしましょうCheck 1

現在発行している請求書等の様式を変更しましょうCheck 2

システムの入替・改修の必要性を確認しましょうCheck 3

仕入先がインボイス発行事業者かどうか確認しましょうCheck 4

国税庁HPは
こちら

登録申請の受付開始 インボイス制度の開始（予定）

2023年
３月31日

2023年
10月１日

2021年
10月１日

登録申請は
2021年
10月１日から
始まっています

2023年10月1日から
インボイスを発行するには、

原則として2023年３月31日までに
登録申請を行う必要があります

【登録申請から登録完了までの流れ】

【登録申請スケジュール】

左記以外の課税事業者
（個人事業主、人格のない社団等）

Ｔ+13桁の番号

法人番号を有する課税事業者

Ｔ+法人番号 ※①登録申請書の提出から④登録の通知まで、e-Taxの場合は３週間、 書
面の場合は１カ月半かかります。

①登録申請書
　の提出

④税務署からの
　通知

②税務署に
　よる審査

③登録および公表・
　登録簿への登載

事
業
者

税
務
署

Check1. インボイス発行事業者への登録申請をしましょう

福岡国税局インボイス登録センター
〒810-8659 福岡市中央区天神4-8-28

提出先
（福岡県の場合）

①インターネットによる提出（e-Tax） ②書面による提出

インボイス制度が始まるとどうなるの？

インボイス制度対応セミナー【基本コース】

【図３】インボイス制度対応に向けた懸念事項
（n=928・複数回答・上位５項目）

【図２】インボイス発行事業者への登録申請の状況は？（n=928）

【調査実施概要】
《対   象》福岡市内の一定以下の規模の事業者

（13,251社）
《期   間》令和４年9月20日～10月14日
《形   式》郵送（FAXまたはWEBから回答）
《回答数》 928件（回答率7.0％）

自社が発行する請求書等の様式変更への対応

対応するためのシステムの入替・改修

自社がインボイス制度に対応する必要が
あるのかどうかが分からない

自社が課税事業者であり、
免税事業者との取引見直し

自社が課税事業者であり、
仕入先が免税事業者であるかの確認

32.3%

30.1%

27.0%

23.1%

12.9%

　インボイス発行事業者への登録申請はすでに始まっています。イン
ボイス制度が開始される2023年10月１日から、インボイスを発行す
る場合、原則として2023年３月31日までに納税地を所轄する税務署
長に登録申請書を提出する必要があります。

■ 登録申請の流れ
　国税庁ホームページで配布されている「適格請求書発行事業者の登
録申請書」を税務署に提出すると、審査後に登録が承認され、「登録番
号通知書」が交付されます。登録を受けた事業者は、国税庁が公開す
る適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されるので、登録番号を基
に登録を受けている事業者を検索できるようになります。
　交付される登録番号は以下の構成になります。インボイス制度の導
入後は、発行する請求書に必ず登録番号を記載しなければなりません。

制度の概要が知りたい、消費税申告は未経験で不安、取引
先（免税事業者）への対応にお悩みの方はご参加ください。

①2023年１月12日（木）
②　  〃   ２月 3 日（金）
③　  〃   ３月17日（金）
いずれも14：00～16：00

申込・詳細は
こちら

参加
無料

【スケジュールイメージ】（個人事業者が2023年10月1日からインボイス発行事業者となる場合）

※制度開始当初から簡易課税制度を適用する場合は、2023年10
月1日を含む課税期間の末日までに「消費税簡易課税選択届出
書」の提出が必要（個人事業主の場合、2023年12月31日まで）

2022（R4）年度 2023（R5）年度 2024（R6）年度

2023年
3月31日までに
登録申請書を提出

インボイス
発行事業者
となる

登録日

課税期間

登録申請書の
提出期限

2023年３月31日 2023年10月1日

登録日以降は課税事業者となるため、課
税期間の途中でも消費税の申告が必要

免税事業者 免税事業者 課税事業者 課税事業者

2023年4月以降の登録申請予定 2.2%

2023年3月末
までに登録申請
予定 17.3%

申請の予定はない 4.5%

登録完了
54.5%

2023年3月までに登録（予定含む）を
行う事業者は約８割

現在、
登録申請中
8.4%

申請の検討も含めて未着手 10.8%

その他 2.3%

日
　時

2023年
12月31日※

【図１】インボイス制度についてご存じですか？

（n=928）このアンケートで初めて知った 2.2%

ほとんど知らない
4.4%

あまり
知らない
14.4%

よく
知っている
11.9%

ある程度知っている
67.1%

特 集
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インボイス発行事業者（売手）には、インボイスの発行義務が
免除される場合を除き、原則として以下の義務が課されます。

インボイス発行事業者には「適切なインボイスを発行する義務」が求められます

「IT導入補助金」が活用できます。会計・受発注・決済ソフ
ト等の購入費やクラウド利用料（最大２年分）の他、パソコン
やタブレット、レジ・発券機等のハードウェアの購入にも利
用できます。

インボイス制度に対応した受発注システムやクラウド会計
ソフトの導入に活用できる補助金はありますか？

　インボイス制度が導入されると、インボイス発行事業者からの仕入でなけれ
ば仕入税額控除を行うことができません。事前に仕入先がインボイス発行事業
者に登録するかどうかを確認しておきましょう。（ただし、自社が簡易課税を選
択している場合は不要）
　なお、仕入先へ文書で確認する際の参考様式（Word形式）を「福岡商工会
議所インボイス制度特設サイト」内で提供していますのでご活用ください。

Check4. 仕入先がインボイス発行事業者かどうか確認しましょう

　現在発行している請求書等のフォーマットをインボイスの記載事項にあわせて変更する必要があります。インボイスは、必要
な事項が記載されていれば様式は自由です。名称も請求書や領収書、レシートなどどんなものでも構いません。手書きであっ
ても、必要な事項が記載されていれば、インボイスに該当します。

Check2. 現在発行している請求書等の様式を変更しましょう

　現在使用中の販売管理システムをインボイス対応のものに入れ替え
る必要があります。市販品であれば、自動対応されるものが多いの
で確認しましょう。
　また、インボイスは電子データで提供することができます（以下、
電子インボイス）。電子インボイスに対応した受発注システムや、電
子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフト等を使えば、インボイス
に係る手間や電子取引のデータ保存に係る手間を省くことができま
す。これを機に、ぜひ経理業務のデジタル化に取り組みましょう。

Check3. システムの入替・改修の必要性を確認しましょう

お問い合わせ / 経営相談部 経営支援グループ　TEL：092-441-1146

免税事業者から仕入を行っ
ている本則課税の事業者に
ついては、主に次のような対
応が考えられます。ただし、
簡易課税を選択した事業者に
ついては、売上に係る消費税
から納税額を計算するため、
免税事業者である仕入先との
交渉は必要ありません。

インボイスを発行できない事業者への対応はどうしたら良いの？

免税事業者からの仕入は仕入税額控除ができないた
め、インボイス制度導入以前と同じ条件での取引では、
納税額が増えてしまいます。特に、免税事業者からの
仕入が多い場合は、納税額が想定以上に増え、自社
の収益に大きな影響を与えるため、注意が必要です。
（例えば、多数のフリーライターに執筆依頼する編集プ
ロダクション、ひとり親方に発注する建設業者など）

商工会議所にご相談ください

条件を変えずに取引 インボイス発行事業者になることを提案

仕入先へ文書で確認　
する際の様式イメージ▶

㈱福商商事御中

福商商店㈱適格請求書発行事業者登録番号に関するお願いについて

㈱福商商事御中

福商商店㈱適格請求書発行事業者登録番号に関するお願いについて

福岡商工会議所
インボイス制度特設サイト

IT補助金HP

参加
無料

　当所ではインボイス制度対応に向けたセミナーを開催
しています。自社のシステムが現状のままで良いのか、
改修だけで済むのか、入れ替える必要があるのか等、
運用上で不安がある方はぜひご参加ください。

事業者の皆様の知りたい情報
に応じた２コース（基本・応
用）を開催します。詳細は当
所ホームページをご確認くだ
さい。

インボイス制度・対策につ
いて分かりやすく解説して
います。社内での周知等も
含めてご活用ください。

インボイス制度対応セミナー【応用コース】

①2023年１月13日（金）
②　  〃   ２月10日（金）
③　  〃   ３月22日（水）
いずれも10：00～12：00

セミナーの最新情報はインボイス制度特設サイトでチェック！

福岡商工会議所　インボイス

申込・詳細は
こちら

日
　時

内
容

記載事項
【インボイスのイメージ】

①発行事業者の氏名又は名称
③取引年月日
④取引内容
（軽減税率対象品目はその旨）
⑤税率ごとに区分して合計し
た対価の額
⑦交付を受ける事業者の氏名
又は名称

従来の区分記載請求書
にも必要な項目

②登録番号
⑤適用税率
⑥税率ごとに区分した
　消費税額等

インボイス制度導入
前には記載の必要が
なかった項目

①発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引内容
（軽減税率対象品目はその旨）
⑤税率ごとに区分して合計した対価の
額及び適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等
⑦交付を受ける事業者の氏名又は名称

請求書

××年10月分　131,200円

㈱○○御中

日 付
11／1
11／1
11／3

品 名 金 額
魚＊
豚肉＊
タオルセット

…

5,000円
10,000円
2,000円

△△商店（株）
登録番号　T-012345…

××年11月30日

合　計
8％対象
10％対象

120,000円
40,000円
 80,000円

消費税
消費税
消費税

11,200円
3,200円
8,000円

＊軽減税率対象

②

⑤ ⑥

（1）インボイスの発行義務
買手（課税事業者）の求めに応じて、インボイスを発行する義務

（2）返還インボイスの発行義務
返品や値引きを行った場合に、返還インボイスを発行する義務

（4）写しの保存義務
発行したインボイスの写しを、原則として７年間（会社法、法人
税法上は最長10年間）保存する義務

（3）修正インボイスの発行義務
発行したインボイスに間違いがあった場合に、修正インボイスを
発行する義務

買 手イン
ボイス

売 手
（インボイス発行事業者）

売手は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわ
らず、買手（課税事業者）から求められた場合に
は、インボイスを発行しなければなりません。

書面での発行に代え
て、電子データで提供
することもできます。

発行したインボイ
スの写しの保存が
必要となります。

①インボイス発行事業者の登録を受けていない事業者が、インボイ
スと誤認される恐れのある書類を発行すること

②インボイス発行事業者が、偽りの記載をしたインボイスを発行する
こと

禁止事項

● インボイス制度対応に際しての注意点
● インボイス制度に関するシステム対応の考え方

インボイス発行事業者になるかどう
かはあくまで事業者それぞれが判断
することであり、強制はできません
が、免税事業者の仕入先にインボイ
ス発行事業者になるよう提案するこ
とは可能です。

　インボイス制度への対応は、自社や取引先の状況などを把握し、自社に適し
た方法で対応することが重要です。当所では、事業者の皆様の状況に応じた支
援メニューを取り揃えていますので、ぜひ積極的にご活用ください。

　2023年10月のインボイス制度開始に備えて、早めに準備しましょう。制度対応に関するお悩みは、福岡商工会議所へお気
軽にお尋ねください。

福岡商工会議所
インボイス制度特設サイト
福岡商工会議所　インボイス

制度対応に向けた最新情報はこちらをチェック

最新情報は
こちら

インボイス制度対応セミナー
基本コース 応用コース

「今すぐ確認！中小企業・小規模事業者のための
インボイス制度対策」（日本商工会議所発行）

ご相談内容に合わせて、当所経営指導員
や専門家が継続的な個別支援を行います。
《ご相談例》
◇制度対応にあわせシステムを見直したい
◇改正電子帳簿保存法への対応は？
◇デジタル化を図りたい…等

その他のご相談（伴走型支援）

インボイス制度の対応に際して税務
上のお悩みやご不明点がある場合は
ご相談ください。（オンライン相談可）
《予約TEL》　092-441-2161
　　　　　　092-441-2162

税理士による相談窓口
相談無料 要予約

制度について
知りたい

自社の対応を
相談したい

支援をご希望の方
は、アンケートにご回
答の上、個別支援を
お申し込みください
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インボイス発行事業者（売手）には、インボイスの発行義務が
免除される場合を除き、原則として以下の義務が課されます。

インボイス発行事業者には「適切なインボイスを発行する義務」が求められます

「IT導入補助金」が活用できます。会計・受発注・決済ソフ
ト等の購入費やクラウド利用料（最大２年分）の他、パソコン
やタブレット、レジ・発券機等のハードウェアの購入にも利
用できます。

インボイス制度に対応した受発注システムやクラウド会計
ソフトの導入に活用できる補助金はありますか？

　インボイス制度が導入されると、インボイス発行事業者からの仕入でなけれ
ば仕入税額控除を行うことができません。事前に仕入先がインボイス発行事業
者に登録するかどうかを確認しておきましょう。（ただし、自社が簡易課税を選
択している場合は不要）
　なお、仕入先へ文書で確認する際の参考様式（Word形式）を「福岡商工会
議所インボイス制度特設サイト」内で提供していますのでご活用ください。

Check4. 仕入先がインボイス発行事業者かどうか確認しましょう

　現在発行している請求書等のフォーマットをインボイスの記載事項にあわせて変更する必要があります。インボイスは、必要
な事項が記載されていれば様式は自由です。名称も請求書や領収書、レシートなどどんなものでも構いません。手書きであっ
ても、必要な事項が記載されていれば、インボイスに該当します。

Check2. 現在発行している請求書等の様式を変更しましょう

　現在使用中の販売管理システムをインボイス対応のものに入れ替え
る必要があります。市販品であれば、自動対応されるものが多いの
で確認しましょう。
　また、インボイスは電子データで提供することができます（以下、
電子インボイス）。電子インボイスに対応した受発注システムや、電
子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフト等を使えば、インボイス
に係る手間や電子取引のデータ保存に係る手間を省くことができま
す。これを機に、ぜひ経理業務のデジタル化に取り組みましょう。

Check3. システムの入替・改修の必要性を確認しましょう

お問い合わせ / 経営相談部 経営支援グループ　TEL：092-441-1146

免税事業者から仕入を行っ
ている本則課税の事業者に
ついては、主に次のような対
応が考えられます。ただし、
簡易課税を選択した事業者に
ついては、売上に係る消費税
から納税額を計算するため、
免税事業者である仕入先との
交渉は必要ありません。

インボイスを発行できない事業者への対応はどうしたら良いの？

免税事業者からの仕入は仕入税額控除ができないた
め、インボイス制度導入以前と同じ条件での取引では、
納税額が増えてしまいます。特に、免税事業者からの
仕入が多い場合は、納税額が想定以上に増え、自社
の収益に大きな影響を与えるため、注意が必要です。
（例えば、多数のフリーライターに執筆依頼する編集プ
ロダクション、ひとり親方に発注する建設業者など）

商工会議所にご相談ください

条件を変えずに取引 インボイス発行事業者になることを提案

仕入先へ文書で確認　
する際の様式イメージ▶

㈱福商商事御中

福商商店㈱適格請求書発行事業者登録番号に関するお願いについて

㈱福商商事御中

福商商店㈱適格請求書発行事業者登録番号に関するお願いについて

福岡商工会議所
インボイス制度特設サイト

IT補助金HP

参加
無料

　当所ではインボイス制度対応に向けたセミナーを開催
しています。自社のシステムが現状のままで良いのか、
改修だけで済むのか、入れ替える必要があるのか等、
運用上で不安がある方はぜひご参加ください。

事業者の皆様の知りたい情報
に応じた２コース（基本・応
用）を開催します。詳細は当
所ホームページをご確認くだ
さい。

インボイス制度・対策につ
いて分かりやすく解説して
います。社内での周知等も
含めてご活用ください。

インボイス制度対応セミナー【応用コース】

①2023年１月13日（金）
②　  〃   ２月10日（金）
③　  〃   ３月22日（水）
いずれも10：00～12：00

セミナーの最新情報はインボイス制度特設サイトでチェック！

福岡商工会議所　インボイス

申込・詳細は
こちら

日
　時

内
容

記載事項
【インボイスのイメージ】

①発行事業者の氏名又は名称
③取引年月日
④取引内容
（軽減税率対象品目はその旨）
⑤税率ごとに区分して合計し
た対価の額
⑦交付を受ける事業者の氏名
又は名称

従来の区分記載請求書
にも必要な項目

②登録番号
⑤適用税率
⑥税率ごとに区分した
　消費税額等

インボイス制度導入
前には記載の必要が
なかった項目

①発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引内容
（軽減税率対象品目はその旨）
⑤税率ごとに区分して合計した対価の
額及び適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等
⑦交付を受ける事業者の氏名又は名称

請求書

××年10月分　131,200円

㈱○○御中

日 付
11／1
11／1
11／3

品 名 金 額
魚＊
豚肉＊
タオルセット

…

5,000円
10,000円
2,000円

△△商店（株）
登録番号　T-012345…

××年11月30日

合　計
8％対象
10％対象

120,000円
40,000円
 80,000円

消費税
消費税
消費税

11,200円
3,200円
8,000円

＊軽減税率対象

②

⑤ ⑥

（1）インボイスの発行義務
買手（課税事業者）の求めに応じて、インボイスを発行する義務

（2）返還インボイスの発行義務
返品や値引きを行った場合に、返還インボイスを発行する義務

（4）写しの保存義務
発行したインボイスの写しを、原則として７年間（会社法、法人
税法上は最長10年間）保存する義務

（3）修正インボイスの発行義務
発行したインボイスに間違いがあった場合に、修正インボイスを
発行する義務

買 手イン
ボイス

売 手
（インボイス発行事業者）

売手は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわ
らず、買手（課税事業者）から求められた場合に
は、インボイスを発行しなければなりません。

書面での発行に代え
て、電子データで提供
することもできます。

発行したインボイ
スの写しの保存が
必要となります。

①インボイス発行事業者の登録を受けていない事業者が、インボイ
スと誤認される恐れのある書類を発行すること

②インボイス発行事業者が、偽りの記載をしたインボイスを発行する
こと

禁止事項

● インボイス制度対応に際しての注意点
● インボイス制度に関するシステム対応の考え方

インボイス発行事業者になるかどう
かはあくまで事業者それぞれが判断
することであり、強制はできません
が、免税事業者の仕入先にインボイ
ス発行事業者になるよう提案するこ
とは可能です。

　インボイス制度への対応は、自社や取引先の状況などを把握し、自社に適し
た方法で対応することが重要です。当所では、事業者の皆様の状況に応じた支
援メニューを取り揃えていますので、ぜひ積極的にご活用ください。

　2023年10月のインボイス制度開始に備えて、早めに準備しましょう。制度対応に関するお悩みは、福岡商工会議所へお気
軽にお尋ねください。

福岡商工会議所
インボイス制度特設サイト
福岡商工会議所　インボイス

制度対応に向けた最新情報はこちらをチェック

最新情報は
こちら

インボイス制度対応セミナー
基本コース 応用コース

「今すぐ確認！中小企業・小規模事業者のための
インボイス制度対策」（日本商工会議所発行）

ご相談内容に合わせて、当所経営指導員
や専門家が継続的な個別支援を行います。
《ご相談例》
◇制度対応にあわせシステムを見直したい
◇改正電子帳簿保存法への対応は？
◇デジタル化を図りたい…等

その他のご相談（伴走型支援）

インボイス制度の対応に際して税務
上のお悩みやご不明点がある場合は
ご相談ください。（オンライン相談可）
《予約TEL》　092-441-2161
　　　　　　092-441-2162

税理士による相談窓口
相談無料 要予約

制度について
知りたい

自社の対応を
相談したい

支援をご希望の方
は、アンケートにご回
答の上、個別支援を
お申し込みください
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要望 活動

令和４年度
福岡県の中小企業・小規模事業者対策に対する提言・要望

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

　福岡県商工会議所連合会（会長＝谷川会頭）では、福岡県下19の商
工会議所、約４万５千社の会員企業の声を集約し、各地商工業者の
意見として、行政への提言要望活動を行っている。
　10月24日、当連合会は「令和４年度福岡県の中小企業・小規模事
業者対策に対する提言・要望」を福岡県の服部誠太郎知事と福岡県議
会の桐明和久議長に提出した。
　今年度の要望では、取引適正化に向けた支援や消費喚起策の継続
実施について求める「長期化するコロナ禍や物価高騰に伴うコスト増
に対応するための支援」や、「中小企業等のデジタル化・DX加速に向
けた支援」など全68項目を盛り込んだ。
　谷川会長は、「目下の物価高騰等により中小企業は、価格転嫁が進
まず厳しい状況にある。事業者がこの苦境を乗り越え、持続的に成
長できるような施策について取り計らっていただきたい」と述べた。

　服部知事からは、「福岡県では、原油価格・物価高騰の対策とし
て、融資制度の拡充など止血剤的な“事業継続支援”と、企業の経
営革新を促す“明日につながる支援”という２本柱で支援に取り組
んでいる。また、プレミアム付き商品券は、過去最大規模の発行に
向けて進めており、商工会議所には引き続き協力をお願いしたい」
といった回答があった。

服部知事および桐明議長に要望書を提出

要望内容（概要・重点項目を中心に抜粋）

重点項目．長期化するコロナ禍や物価高騰に伴う
コスト増に対応するための支援

▲服部知事への要望書提出 ▲桐明議長への要望書提出

▲服部知事と福商連会長・副会長ら

要望内容の詳細はホームページをご覧ください。
https://www.fukunet.or.jp/teigen/

1．取引適正化に向けた支援
①資源・原材料高騰による事業者への影響を抑える取り組みの推進
②円滑な価格転嫁に向けた取り組みの推進

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
継続実施　（プレミアム付き商品券の発行）
①プレミアム付き商品券発行支援の継続
②電子商品券発行に係る支援及び発行団体の経費負担増加に対す
る支援

Ⅰ．地域経済の回復を担う中小企業・
小規模事業者の活動基盤の支援

1．コロナ禍や資源・原材料価格高騰で経済的苦境にある中小企業等の
事業継続、業績回復に向けた支援

2．中小企業等のデジタル化・ＤＸ加速に向けた支援
3．環境変化に対応しチャレンジする中小企業等を後押しする施策の展開
4．中小企業等の基盤整備・事業環境整備
5．商工会議所を中核とした中小企業・小規模事業者の支援体制の抜本
的強化・拡充

Ⅲ．中小企業・小規模事業者の活動基盤である
社会資本の整備

1．地域の活力創出の基盤となるインフラの整備
2．異常気象など自然災害に対応する、治水対策・インフラの整備
3．社会資本の整備促進

Ⅱ．地域資源を活用した地域の活力創出
1．地域資源を活かした観光の振興
2．成長産業の創出・振興
3．賑わいのある街づくりの推進
4．本社機能・研究開発拠点・政府機関の地方移転

Ⅳ．各地域における提言・要望
1．筑豊地域
2．筑後地域
3．北九州・京築地域
4．福岡地域

飯塚商工会議所
加藤副会頭

八女商工会議所
山口会頭

宮若商工会議所
中田会頭

福岡商工会議所
谷川会頭

福岡県
服部知事

大牟田商工会議所
板床会頭

嘉麻商工会議所
三舩会頭

北九州商工会議所
野畑副会頭
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令和４年度
福岡県の中小企業・小規模事業者対策に対する提言・要望

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。
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　10月24日、当連合会は「令和４年度福岡県の中小企業・小規模事
業者対策に対する提言・要望」を福岡県の服部誠太郎知事と福岡県議
会の桐明和久議長に提出した。
　今年度の要望では、取引適正化に向けた支援や消費喚起策の継続
実施について求める「長期化するコロナ禍や物価高騰に伴うコスト増
に対応するための支援」や、「中小企業等のデジタル化・DX加速に向
けた支援」など全68項目を盛り込んだ。
　谷川会長は、「目下の物価高騰等により中小企業は、価格転嫁が進
まず厳しい状況にある。事業者がこの苦境を乗り越え、持続的に成
長できるような施策について取り計らっていただきたい」と述べた。

　服部知事からは、「福岡県では、原油価格・物価高騰の対策とし
て、融資制度の拡充など止血剤的な“事業継続支援”と、企業の経
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向けて進めており、商工会議所には引き続き協力をお願いしたい」
といった回答があった。

服部知事および桐明議長に要望書を提出

要望内容（概要・重点項目を中心に抜粋）

重点項目．長期化するコロナ禍や物価高騰に伴う
コスト増に対応するための支援

▲服部知事への要望書提出 ▲桐明議長への要望書提出
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要望内容の詳細はホームページをご覧ください。
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る支援

Ⅰ．地域経済の回復を担う中小企業・
小規模事業者の活動基盤の支援

1．コロナ禍や資源・原材料価格高騰で経済的苦境にある中小企業等の
事業継続、業績回復に向けた支援

2．中小企業等のデジタル化・ＤＸ加速に向けた支援
3．環境変化に対応しチャレンジする中小企業等を後押しする施策の展開
4．中小企業等の基盤整備・事業環境整備
5．商工会議所を中核とした中小企業・小規模事業者の支援体制の抜本
的強化・拡充

Ⅲ．中小企業・小規模事業者の活動基盤である
社会資本の整備

1．地域の活力創出の基盤となるインフラの整備
2．異常気象など自然災害に対応する、治水対策・インフラの整備
3．社会資本の整備促進

Ⅱ．地域資源を活用した地域の活力創出
1．地域資源を活かした観光の振興
2．成長産業の創出・振興
3．賑わいのある街づくりの推進
4．本社機能・研究開発拠点・政府機関の地方移転

Ⅳ．各地域における提言・要望
1．筑豊地域
2．筑後地域
3．北九州・京築地域
4．福岡地域

飯塚商工会議所
加藤副会頭

八女商工会議所
山口会頭

宮若商工会議所
中田会頭

福岡商工会議所
谷川会頭

福岡県
服部知事
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お問い合わせ / デジタル化推進グループ TEL：092-441-1121

当所デジタル化推進委員会（委員長＝岩﨑和人・㈱QTnet代表取締役社長執行役員）は、10月26日
～27日、中小企業におけるDXの取り組みやXR・メタバースなどの先端技術の情報収集を目的とした
視察会を東京にて実施しました。2日間で3社・1展示会を視察した中から、今回は、当所会員企業の皆
様に特に参考となるDXの導入事例やメタバースの活用についてご紹介します。

12月15日・16日開催！「FUKUSHO DIGITAL EXPO 2022 second」

デジタル化推進委員会　視察会報告

令和4年12月15日（木）　14:10～14:50日　時

NTT QONOQ　マーケティング部門
担当部長　清水 一郎氏

登壇者

イベントの
詳細はこちら

XR/メタバースが作り出す未来と
NTTドコモの挑戦

令和4年12月16日（金）　11:05～11:45日　時

NTT QONOQ　マーケティング部門
担当部長　清水 一郎氏 他2社との対談

登壇者

メタバース対談

あるべき姿
の共有

部門ごとの
確実な実行力

IT活用の基盤整備

主体的な人財育成
スタッフ間の信頼関係

メタバース関連セミナー

NTTコノキューのブース VRを体験する参加者

報告１：DXに取り組む上で重要なポイント / ㈱スノーピークビジネスソリューションズ

報告２：メタバース活用の可能性 / NTTコノキュー

㈱スノーピークビジネスソリューションズは、中小企業のデジタル化や業務効率化を支援しています。同社は、近年、積極的なテクノロジーの活
用で利便性があがった一方、自然とのつながりといった人々の価値観や人間性が失われているのではないかと危惧していました。そこで、「自然の
壮大なエネルギーとテクノロジーの無限の可能性を健全に融合し、人間らしく働く人を増やすことで、真に豊かな世界を創る。」ことを使命とした
DX支援を始めました。その経験を通じて、デジタル化を推進する上で重要なのは「IT技術そのものよりも、そこに関わる人と人との関係性」である
と気付いたといいます。デジタル化というプロジェクト成功のためには、まずチームが一体となるための人間関係を築くこと、デジタル化への目的
を全員が確認すること、そして、それぞれが当事者意識をもって一歩を踏み出すことが大切な
のです。
さらに、視察では、同社が「★キャンピングオフィス」の導入を支援した㈱PHONE APPLIの

本社オフィスも見学しました。テントや植物に囲まれた解放感のある環境で働くことで、自ずと
雑談が生まれ、人と人とのつながりが強くなる「新たなオフィスのかたち」を体感しました。
★キャンピングオフィスとは：アウトドアシーンを取り入れたオフィスづくりやキャンプによる社員研修など、

自然を感じながら快適に働く新しいワークスタイル

メタバースを手掛ける企業が多数出展する展示会「Next Tech Week秋」では、
NTTドコモグループが令和4年10月1日に設立した新会社NTTコノキューのブー
スを視察しました。同社が手掛けるバーチャルライブシステム「Matrix Stream」
を通したVR上でのライブ観戦を体験。今後、エンターテイメント分野だけでなく、
観光・教育・医療等、様々な分野におけるメタバースの活用が期待されます。
当所が12月15日・16日に開催する 「FUKUSHO DIGITAL EXPO 2022 

second」では、NTTコノキューのメタバース関連セミナーや他企業との対談を予
定しています。ぜひ足をお運びいただき、ビジネスのヒントにお役立てください！

視察会の参加者

テントや植物のあるオフィス

キャンピングオフィスについて説明する担当者

取り組む前に「なぜそれをやるのか？」をしっかり共
有すること

全員参加型で「プロセス」を共有し、当事者意識を醸
成すること

スモールスタートで、まずは一歩踏み出すこと

デジタルは手段、大切なのは良好な人間関係を構築
すること（全ての土台として、「良好な人間関係」が築
かれていることが大事。一朝一夕でできるものではな
いので、対話の繰り返しが大切 ）

DXに取り組む上で重要なポイント！
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11.9人材確保

協定書を取り交わす谷川会頭と大野所長

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

（公財）産業雇用安定センター
福岡事務所との連携協定締結式
当所は11月９日、（公財）産業雇用安定セ

ンター福岡事務所（所長＝大野彰久 氏）と

の間で「企業における人材確保等のための

連携協力に関する協定」を締結した。

中高年・ミドル人材を対象とした情報提

供やマッチングの実績を豊富に持っている

同センターとの協定により、当所の中途人

材採用支援を強化することが目的。

今後は、この協定に基づき、同センター

が実施する事業の周知をはじめ、セミナー

の開催など、会員企業の人材ニーズに幅広

く対応する。

11.5女性会

パーティーで対話する参加者

●経営支援グループ　TEL：092-441-2170

女性会
第22回出会い応援パーティー
当所女性会（会長＝安東友子・㈱アント

レ 代表取締役社長）は11月5日、博多エク

セルホテル東急にて、第22回出会い応援

パーティーを開催した。コロナ禍のため3

年ぶりの開催となったが、女性会会員企

業の従業員や紹介者を中心に、男性9名・

女性10名の計19名が参加した。

本事業は、出会いが少ない男女にきっか

けの場を提供することを目的に実施してい

る。パーティー会場は、終始和やかな雰囲

気に包まれており、参加者は対話を中心に

親睦を深め、２組のカップルが誕生した。

11.1部　会

工場設備について説明を受ける参加者

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

工業部会 視察会
当所工業部会（部会長＝福田俊仁・昭

和鉄工㈱相談役）は11月1日、部会視察会

を開催し、28名が参加した。

当日は、世界的なステンレス加工技術を

持つ「㈱ナダヨシ」（古賀市）、空調設備の

先進メーカーでダイバーシティ経営にも力

を入れている「㈱西部技研」（宗像市）の2

社を訪問した。

視察先では、会社概要や経営理念、地

域経済の発展に貢献するための取り組み

等について説明を受け、工場の視察を

行った。

10.19部　会

リックス㈱福岡事業所での工場見学

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

卸売商業部会
議員・常任委員視察会
当所卸売商業部会(部会長=野口宣夫・

㈱お花の太陽  代表取締役社長)は10月19

日、リックス㈱福岡事業所・河野産業㈱飯

塚営業所にて、議員・常任委員視察会を開

催。13名が参加した。

今回の視察会は、議員・常任委員がお互

いの企業のことを深く知るための機会とし

て初めて企画されたもので、福岡県内にあ

る当部会議員企業2社の工場を訪問。参加

者からは「普段見ることのできない製造現

場等を間近で見ることができ、大変貴重な

機会となった」という声が多数聞かれた。

10.19、11.21女性会

岩本氏の講演を聴く参加者（10月例会）

●経営支援グループ　TEL：092-441-2170

女性会
10月例会・11月例会
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19日、㈱愛しとーと

代表取締役兼CEO 岩本初恵氏を講師に迎

え、「シンプルに生きる」を講演会テーマに

10月例会を開催。49名が参加した。岩本氏

は、自身の体験談を基に、時折笑いを交え

ながら「感謝の気持ち」等について講演され

た。終了後に、理事会報告が行われた。

また、11月21日、11月例会として日帰りバス

ツアーを開催し、23名が参加した。トヨタ自

動車九州㈱宮田工場を見学した後、久原本

家総本店を訪問した。

9.27、10.4、11、18人材育成

ビジネスマナーを再確認する参加者

●検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

女性の再就職応援セミナー
当所は９月27日、10月４日・11日・18日の

４日間、「女性の再就職応援セミナー」を

マザーズハローワーク天神と連携して開催

し、８名が参加した。

本セミナーは、女性の社会進出の後押し

することを目的に実施したもので、自己分

析、応募書類の作成方法、企業の人事担当

者からの講話等、再就職に役立つ内容の

講義を行った。

参加者からは「同じようにブランクのあ

る参加者と一緒に学ぶことができ、前向き

に歩き出すきっかけになった」などの声が

あった。

10.27、11.16ビジクラ

推しの本をプレゼンする参加者（10月例会）

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

福商ビジネス倶楽部
10月・11月例会
福商ビジネス倶楽部は10月27日、10月

例会「読みたい本No.1を決めるビブリオバ

トル」を開催し、37名が参加した。発表者9

名によるプレゼンが行われ、ビジネス本や

古典書など様々な本が紹介された。

また、11月16日には、11月例会「日常やビ

ジネスで使える!!スマホ・タブレットで作れ

るデザインワークショップ」を開催し、30名

が参加した。商品やサービスをPRするため

のチラシの制作方法について、グループ

ワークを通じた実践的な講義が行われた。

10.26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

コロナ禍で新たな取り組みに
チャレンジする企業の交流会
当所は10月26日、事業転換や新規事業・

サービスの開発、デジタル導入、SDGsの推

進など、コロナ禍で新たな取り組みにチャ

レンジする企業を対象に交流会を開催し、

35名が参加した。

当日は、コロナ禍での新たな取り組みを1

社30秒のプレゼンで紹介したのち、参加者

同士の交流を深めた。

参加者からは「他社の新たな取り組みを

聞くことができ、今後の事業展開のヒント

となった」、「新たなネットワークづくりの

きっかけになった」といった声が聞かれた。

10.19委員会

挨拶する金子委員長

●企画広報グループ　TEL：092-441-1112

第5回魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長

＝金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱ 代表取

締役社長）は10月19日、第5回委員会を開

催し、23名が参加した。

当日は、アートディレクターの梶原道生

氏に前回の委員会（7月）でご提案いただい

た当委員会の活動ロゴマークについて、

「世界で最も魅力ある都市No.1福岡」に向

けた活用法や今後の取り組みに関する意

見交換を行った。

11.15～20地域活性化

夫婦恵比須神社での成功祈願

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

晩秋の風物詩
「福博せいもん払い」
当所ならびに福岡市商店街百貨店量販

店連盟（会長＝正木研次・上川端商店街振

興組合 理事長）は11月15日から、今年で

144年目を迎える晩秋の風物詩「福博せい

もん払い」を開催。福岡市内の商店街・百貨

店など23団体が参加し、20日までの6日間、

福岡市全域での共通売り出しを実施した。

また、開催前日の11月14日に上川端商店

街・川端中央商店街が実施するせいもん払

いの創始者・八尋利兵衛氏のお墓参りおよ

び福博せいもん払い成功祈願に当連盟役

員６名も初めて参加した。

11.11デジタル化

当所会員企業とデジタル化支援をPR

●デジタル化推進グループ　TEL：092-441-1121

第1回BOXIL EXPO IT・DX展
in FUKUOKA 2022秋
当所は11月11日、「第1回BOXIL EXPO 

IT・DX展 in FUKUOKA 2022秋（主催：ス

マートキャンプ㈱）」に、当所会員企業3社

と共同でブースを出展。

会場では、当所会員企業のPRをはじめ、

会員向けデジタルツール優待サービスの

紹介のほか、デジタル化支援に関する相談

窓口を設置し、中小企業のお悩み解決に

向けたサポートをした。

出展者からは「新規顧客の獲得につな

がった」、参加者からは「今後の取り組みに向

けて課題を整理できた」などの声があった。

11.10

インボイス対応のクラウドサービスについて説明する講師

●経営支援グループ　TEL：092-441-1146

デジタル化

福岡商工会議所×freee連携セミナー
「経営管理のDXに失敗しないための3カ条」
当所は11月10日、小規模事業者の経営

者、中規模事業者のバックオフィス責任者

（人事や経理など）を対象としたセミナーを

エルガーラホールにて開催。オンライン参

加者と併せて、46名が参加した。

当日は、freee㈱ 主席コンサルタント兼イ

ンボイス制度責任者 尾籠威則 氏から「中

小企業における法改正トレンドとデジタル

化のポイント」について、九州朝日放送㈱

経営企画本部　金子友一 氏から「経営管

理のDXに失敗しないための3カ条」として

DXの進め方について説明があった。
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11.9人材確保

協定書を取り交わす谷川会頭と大野所長

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

（公財）産業雇用安定センター
福岡事務所との連携協定締結式
当所は11月９日、（公財）産業雇用安定セ

ンター福岡事務所（所長＝大野彰久 氏）と

の間で「企業における人材確保等のための

連携協力に関する協定」を締結した。

中高年・ミドル人材を対象とした情報提

供やマッチングの実績を豊富に持っている

同センターとの協定により、当所の中途人

材採用支援を強化することが目的。

今後は、この協定に基づき、同センター

が実施する事業の周知をはじめ、セミナー

の開催など、会員企業の人材ニーズに幅広

く対応する。

11.5女性会

パーティーで対話する参加者

●経営支援グループ　TEL：092-441-2170

女性会
第22回出会い応援パーティー
当所女性会（会長＝安東友子・㈱アント

レ 代表取締役社長）は11月5日、博多エク

セルホテル東急にて、第22回出会い応援

パーティーを開催した。コロナ禍のため3

年ぶりの開催となったが、女性会会員企

業の従業員や紹介者を中心に、男性9名・

女性10名の計19名が参加した。

本事業は、出会いが少ない男女にきっか

けの場を提供することを目的に実施してい

る。パーティー会場は、終始和やかな雰囲

気に包まれており、参加者は対話を中心に

親睦を深め、２組のカップルが誕生した。

11.1部　会

工場設備について説明を受ける参加者

●地域振興グループ　TEL：092-441-1118

工業部会 視察会
当所工業部会（部会長＝福田俊仁・昭

和鉄工㈱相談役）は11月1日、部会視察会

を開催し、28名が参加した。

当日は、世界的なステンレス加工技術を

持つ「㈱ナダヨシ」（古賀市）、空調設備の

先進メーカーでダイバーシティ経営にも力

を入れている「㈱西部技研」（宗像市）の2

社を訪問した。

視察先では、会社概要や経営理念、地

域経済の発展に貢献するための取り組み

等について説明を受け、工場の視察を

行った。

10.19部　会

リックス㈱福岡事業所での工場見学

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

卸売商業部会
議員・常任委員視察会
当所卸売商業部会(部会長=野口宣夫・

㈱お花の太陽  代表取締役社長)は10月19

日、リックス㈱福岡事業所・河野産業㈱飯

塚営業所にて、議員・常任委員視察会を開

催。13名が参加した。

今回の視察会は、議員・常任委員がお互

いの企業のことを深く知るための機会とし

て初めて企画されたもので、福岡県内にあ

る当部会議員企業2社の工場を訪問。参加

者からは「普段見ることのできない製造現

場等を間近で見ることができ、大変貴重な

機会となった」という声が多数聞かれた。

10.19、11.21女性会

岩本氏の講演を聴く参加者（10月例会）

●経営支援グループ　TEL：092-441-2170

女性会
10月例会・11月例会
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19日、㈱愛しとーと

代表取締役兼CEO 岩本初恵氏を講師に迎

え、「シンプルに生きる」を講演会テーマに

10月例会を開催。49名が参加した。岩本氏

は、自身の体験談を基に、時折笑いを交え

ながら「感謝の気持ち」等について講演され

た。終了後に、理事会報告が行われた。

また、11月21日、11月例会として日帰りバス

ツアーを開催し、23名が参加した。トヨタ自

動車九州㈱宮田工場を見学した後、久原本

家総本店を訪問した。

9.27、10.4、11、18人材育成

ビジネスマナーを再確認する参加者

●検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

女性の再就職応援セミナー
当所は９月27日、10月４日・11日・18日の

４日間、「女性の再就職応援セミナー」を

マザーズハローワーク天神と連携して開催

し、８名が参加した。

本セミナーは、女性の社会進出の後押し

することを目的に実施したもので、自己分

析、応募書類の作成方法、企業の人事担当

者からの講話等、再就職に役立つ内容の

講義を行った。

参加者からは「同じようにブランクのあ

る参加者と一緒に学ぶことができ、前向き

に歩き出すきっかけになった」などの声が

あった。

10.27、11.16ビジクラ

推しの本をプレゼンする参加者（10月例会）

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

福商ビジネス倶楽部
10月・11月例会
福商ビジネス倶楽部は10月27日、10月

例会「読みたい本No.1を決めるビブリオバ

トル」を開催し、37名が参加した。発表者9

名によるプレゼンが行われ、ビジネス本や

古典書など様々な本が紹介された。

また、11月16日には、11月例会「日常やビ

ジネスで使える!!スマホ・タブレットで作れ

るデザインワークショップ」を開催し、30名

が参加した。商品やサービスをPRするため

のチラシの制作方法について、グループ

ワークを通じた実践的な講義が行われた。

10.26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

コロナ禍で新たな取り組みに
チャレンジする企業の交流会
当所は10月26日、事業転換や新規事業・

サービスの開発、デジタル導入、SDGsの推

進など、コロナ禍で新たな取り組みにチャ

レンジする企業を対象に交流会を開催し、

35名が参加した。

当日は、コロナ禍での新たな取り組みを1

社30秒のプレゼンで紹介したのち、参加者

同士の交流を深めた。

参加者からは「他社の新たな取り組みを

聞くことができ、今後の事業展開のヒント

となった」、「新たなネットワークづくりの

きっかけになった」といった声が聞かれた。

10.19委員会

挨拶する金子委員長

●企画広報グループ　TEL：092-441-1112

第5回魅力あるまちづくり委員会
当所魅力あるまちづくり委員会（委員長

＝金子直幹・福岡トヨタ自動車㈱ 代表取

締役社長）は10月19日、第5回委員会を開

催し、23名が参加した。

当日は、アートディレクターの梶原道生

氏に前回の委員会（7月）でご提案いただい

た当委員会の活動ロゴマークについて、

「世界で最も魅力ある都市No.1福岡」に向

けた活用法や今後の取り組みに関する意

見交換を行った。

11.15～20地域活性化

夫婦恵比須神社での成功祈願

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

晩秋の風物詩
「福博せいもん払い」
当所ならびに福岡市商店街百貨店量販

店連盟（会長＝正木研次・上川端商店街振

興組合 理事長）は11月15日から、今年で

144年目を迎える晩秋の風物詩「福博せい

もん払い」を開催。福岡市内の商店街・百貨

店など23団体が参加し、20日までの6日間、

福岡市全域での共通売り出しを実施した。

また、開催前日の11月14日に上川端商店

街・川端中央商店街が実施するせいもん払

いの創始者・八尋利兵衛氏のお墓参りおよ

び福博せいもん払い成功祈願に当連盟役

員６名も初めて参加した。

11.11デジタル化

当所会員企業とデジタル化支援をPR

●デジタル化推進グループ　TEL：092-441-1121

第1回BOXIL EXPO IT・DX展
in FUKUOKA 2022秋
当所は11月11日、「第1回BOXIL EXPO 

IT・DX展 in FUKUOKA 2022秋（主催：ス

マートキャンプ㈱）」に、当所会員企業3社

と共同でブースを出展。

会場では、当所会員企業のPRをはじめ、

会員向けデジタルツール優待サービスの

紹介のほか、デジタル化支援に関する相談

窓口を設置し、中小企業のお悩み解決に

向けたサポートをした。

出展者からは「新規顧客の獲得につな

がった」、参加者からは「今後の取り組みに向

けて課題を整理できた」などの声があった。

11.10

インボイス対応のクラウドサービスについて説明する講師

●経営支援グループ　TEL：092-441-1146

デジタル化

福岡商工会議所×freee連携セミナー
「経営管理のDXに失敗しないための3カ条」
当所は11月10日、小規模事業者の経営

者、中規模事業者のバックオフィス責任者

（人事や経理など）を対象としたセミナーを

エルガーラホールにて開催。オンライン参

加者と併せて、46名が参加した。

当日は、freee㈱ 主席コンサルタント兼イ

ンボイス制度責任者 尾籠威則 氏から「中

小企業における法改正トレンドとデジタル

化のポイント」について、九州朝日放送㈱

経営企画本部　金子友一 氏から「経営管

理のDXに失敗しないための3カ条」として

DXの進め方について説明があった。
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11.17部　会 11.17部　会11.16販路拡大

新商品を提案する参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

岩田屋三越との商談会
（2023年お中元ギフト向け）
当所は11月16日、岩田屋三越との商談

会を開催し、17社が参加した。

参加企業は、2023年お中元ギフトカタ

ログ向けの商品として、資料やサンプルを

もとに、商品のこだわりや調理方法等の提

案を行った。

参加企業からは「担当バイヤーからのご

指摘をもとに、商品の改善を行っていきた

い」、「ギフトカタログでの販売を通じて、リ

ピーターの獲得につなげたい」などの声が

聞かれた。

11.20

来場者で賑わう会場

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

部　会

第41回 福岡流通センターまつり
当所繊維ファッション部会（部会長＝讃

井勝彦・㈱サヌイ織物 代表取締役社長）

は11月20日、「第41回 福岡流通センターま

つり」を福岡流通センター連合会、福岡市

と共催で開催した。

当所からは、衣料品、雑貨、食品などの

事業者が16社が出店した。約10,000名の

方が来場し、大いに賑わった。

出店者からは「新規顧客の獲得のため

のPRができた」、「多くのお客様に喜んでい

ただけた」といった声が聞かれた。

熱心に話を聞く参加者

●経理・財務グループ　TEL：092-441-1115

理財部会 議員視察会
当所理財部会（部会長＝久木元孝行・

㈱キューコーリース 代表取締役社長）は、

11月17日・18日に東京視察会を開催し、13

名が参加。1日目は、東急グループの渋谷再

開発をはじめ、国立競技場等を視察。2日目

は、日本初の木造ハイブリット高層建築

KITOKI等を視察。その後、八芳園の井上義

則社長からおもてなしの極意について伺

い、大川家具の組み立て式茶室「無常庵」

でのお茶体験や今年5月にバイデン米大

統領と岸田首相が会談した部屋を見学。

参加者からは「最先端の情報を得られ

て有意義だった」という声が聞かれた。

講演される見藤相談役

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

卸売商業部会講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣夫・

㈱お花の太陽  代表取締役社長）は11月17

日、㈱マルタイ 相談役 見藤史朗氏を招

き、「マルタイの昨日、今日、明日　福岡の

ソウルフードを全国の食卓へ」をテーマに

リアルとオンラインのハイブリット形式で

部会講演会を開催し、31名が参加した。

講演では、マルタイの歴史や国内外への

販路拡大、社長を務められた６年間の取り

組みについて紹介があり、参加者からは

「異業種とのコラボや若手社員の育成など

大変興味深い内容だった」という声が聞か

れた。

11.24

SDGsの取り組み事例について耳を傾ける参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

部　会

食料・水産部会 講演会
当所食料・水産部会（部会長＝川端淳・

㈱福岡魚市場 代表取締役社長）は11月24

日、農林水産省 大臣官房 新事業・食品産

業部 企画グループ新事業・食品産業専門

官 片山健太郎氏を講師に迎え、「SDGs×

食品産業 ～サステナブルな取組のはじめ

かた～」をテーマに講演会を開催。来場と

オンラインの合計で72名が参加した。

片山氏からは、SDGsの基本的な考え方

の再確認と、実際に食品関連企業が取り組

んでいる事例についてご高話いただいた。

参加者からは「まずは小さな取り組みか

ら実行していきたい」などの声が聞かれた。

11.24

第636回常議員会にて発言する谷川会頭

●総務・人事グループ　TEL：092-441-1110

常議員会

第636回常議員会
当所は11月24日に第636回常議員会を

開催。

第636回常議員会では、令和４年度補

正予算、10月度の会員入会について審議

し、原案通り承認された。

インボイス制度の登録・周知推進や当所

の主たる活動報告・行事予定などについて

報告を行った。

西
区

愛
知
県

み
や
ま
市

糟
屋
郡

南
区

中
央
区

東
区

中
央
区

博
多
区

城
南
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

飲食業

不動産賃貸

理容業

飲食業　　　　　　　

輸入食品の販売及び卸し

飲食店

生命保険、一部損害、住宅ローンの販売

知的財産に関するサービスの提供

産業用粘着テープなど産業資材の加工製造業

食品のネット販売

ウェブソリューション事業

整骨院業

防犯カメラ、電気通信工事

アートデザイナー

電動三輪車のレンタル事業

ハウスクリーニング業・エアコンクリーニング業

各種経営相談

土木工事、開発工事

ＬＥＤビジョンの販売他

人材開発（コーチングプログラム、メンター制度導入など）

「大正十一年創業鰻店徳永北100年の味を展開」福岡和白に1号店！

ペット共生型障がい者グループホーム「わおん福岡東」を運営

お客様一人ひとりに寄り添うカウンセリングとマンツーマン施術

おいしい肉料理と8種類のクラフトビールが楽しめるお店です

日本とアジアを繋ぐ、アジアの食材を手元へ

九州唯一の神戸牛専門レストラン

人生を楽しむ人のお手伝いを仕事としています

長年のエンジニア経験を活かして良質の知財サービスを提供します

一般産業～車載向けへチープ素材フィルムなど加工販売をします

デーツを甘みに使用したギルトフリーなクラフトコーラの販売

WEBビジネスの課題を私たちANDCOが解決します

姿勢の歪みや骨盤矯正、産後矯正を得意分野で行っています

安価なインフラシステム構築 カメラシステム工事

筆文字のデザインと墨彩画 貸し出します

小型電気自動車を用いて福岡の回遊性を向上させます

お家の気になる水回りエアコン等キレイにクリーニングします

早良区の個人事業主、一人社長、一人親方の経営相談承ります。

開発造成工事、土木工事をしています

LEDビジョンの導入は企画から運用まで全てお任せ下さい

コーチングで今、組織に必要な真のリーダーを育てていきます

092-629-5438

050-6873-7072

092-775-6020

092-405-0577

092-409-9615

092-273-1129

092-283-0072

092-409-3926

092-571-5136

090-2500-4962

092-406-3642

090-1163-8169

092-406-7000

092-738-3700

082-761-2631

092-400-1670

090-8657-5046

092-410-6609

0957-48-2020

096-319-3031

（株）うなぎのぼり福岡 

（株）TMY

ASpen hair make

ごほうびバル たばる

ザ・セイコウ（株）

（株）はかたの桜華

ソニー生命保険（株） 石井貴史

古賀特許商標事務所

（株）カトー精工 福岡事業所

THE FIRST DAY

（株）ANDCO

ごう整骨院 六本松院

（株）九州GMC

REN

（株）eMoBi 福岡オフィス

トータルクリーンサービスビアンサ

岩切中小企業診断士事務所

（株）モデスト

（株）ミナミハラLED

（株）コーチ＆メンタージャパン

福岡市東区原田1-9-20パシフィックアトラス箱崎Ⅰ－706

福岡市東区香椎照葉4-4-20 

福岡市東区松崎2-24-7

福岡市東区千早5-21-1 矢野ビル1階

福岡市博多区東比恵2-1-5

福岡市博多区上川端町10-255

福岡市博多区上呉服町10-10 －6階

福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センタービル5階506

福岡市博多区井相田1-10-7

福岡市中央区天神5-9-2 ファミール天神307

福岡市中央区高砂2-6-4 第10上村ビル

福岡市中央区輝国2-13-1

福岡市中央区今川1-24-11 －303号

福岡市中央区福浜1-25-6

福岡市中央区大手門1-9-11 大稲107ビル

福岡市城南区片江4-19-1 －301

福岡市早良区藤崎2-1-16 －201

糟屋郡新宮町夜臼2-8-25

長崎県諫早市飯盛町里2496-5

熊本県熊本市中央区下通1-3-8 NSビル6階

ハウスクリーニング

移動販売

BtoB 卸販売（コロナ関連商材）

電気工事業

総合建造物解体業

化粧品・健康食品の製造・販売

メンズ脱毛サロン

おそうじ本舗 福工大前店

K＆K

（株）佳澤

（株）翔電テクノス

（株）塚田工業

（株）ACTLAND

HANUL

東
区

営業内容／事業所名

労働者派遣

社会保険労務士業

中華料理

給排水設備工事

建設業

小売業（健康食品・化粧品）

飲食店

（株）KLF

響和社会保険労務士事務所

華和（株）

（株）権丈設備

（株）新和工建

（同）フルクラム

とんかつよしだ

博
多
区

営業内容／事業所名

人材派遣業

法人・個人からの依頼による弁護士業務

飲食店

飲食店経営

広告・デザイン業

飲食店経営

訪問看護ステーション

キッチンカー

AMUSE（株）

弁護士 前田恭輔

炭火やきとり TAN

（有）ときかわ

シーグレープデザイン（同）

れおん れおん

（同）U－care

（株）トモロウ

中
央
区

営業内容／事業所名

ITコンサルティング

飲食店営業

旅客輸送業（タクシー）

光触媒販売、施工

食品の製造、加工、販売

ネット通販

菓子製造販売

SORAプロジェクト

伍り寿し

個人 yokota TAXI

ジャパンナノテック（株）

Yuko’s Dish

華美国際（株）

串屋せん

営業内容／事業所名

博
多
区

早
良
区

飲食（コーヒーおよび
クラフトビールの提供）
珈琲と麦酒

ソフトウェアの開発、電気機器、
各種OA機器の販売
九州情報サービス（株）

一般電気工事、受変電設備工事、
空調設備工事
（有）小谷電工

早
良
区
糟
屋
郡
長
崎
県
熊
本
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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11.17部　会 11.17部　会11.16販路拡大

新商品を提案する参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

岩田屋三越との商談会
（2023年お中元ギフト向け）
当所は11月16日、岩田屋三越との商談

会を開催し、17社が参加した。

参加企業は、2023年お中元ギフトカタ

ログ向けの商品として、資料やサンプルを

もとに、商品のこだわりや調理方法等の提

案を行った。

参加企業からは「担当バイヤーからのご

指摘をもとに、商品の改善を行っていきた

い」、「ギフトカタログでの販売を通じて、リ

ピーターの獲得につなげたい」などの声が

聞かれた。

11.20

来場者で賑わう会場

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

部　会

第41回 福岡流通センターまつり
当所繊維ファッション部会（部会長＝讃

井勝彦・㈱サヌイ織物 代表取締役社長）

は11月20日、「第41回 福岡流通センターま

つり」を福岡流通センター連合会、福岡市

と共催で開催した。

当所からは、衣料品、雑貨、食品などの

事業者が16社が出店した。約10,000名の

方が来場し、大いに賑わった。

出店者からは「新規顧客の獲得のため

のPRができた」、「多くのお客様に喜んでい

ただけた」といった声が聞かれた。

熱心に話を聞く参加者

●経理・財務グループ　TEL：092-441-1115

理財部会 議員視察会
当所理財部会（部会長＝久木元孝行・

㈱キューコーリース 代表取締役社長）は、

11月17日・18日に東京視察会を開催し、13

名が参加。1日目は、東急グループの渋谷再

開発をはじめ、国立競技場等を視察。2日目

は、日本初の木造ハイブリット高層建築

KITOKI等を視察。その後、八芳園の井上義

則社長からおもてなしの極意について伺

い、大川家具の組み立て式茶室「無常庵」

でのお茶体験や今年5月にバイデン米大

統領と岸田首相が会談した部屋を見学。

参加者からは「最先端の情報を得られ

て有意義だった」という声が聞かれた。

講演される見藤相談役

●商業・雇用支援グループ　TEL：092-441-2169

卸売商業部会講演会
当所卸売商業部会（部会長＝野口宣夫・

㈱お花の太陽  代表取締役社長）は11月17

日、㈱マルタイ 相談役 見藤史朗氏を招

き、「マルタイの昨日、今日、明日　福岡の

ソウルフードを全国の食卓へ」をテーマに

リアルとオンラインのハイブリット形式で

部会講演会を開催し、31名が参加した。

講演では、マルタイの歴史や国内外への

販路拡大、社長を務められた６年間の取り

組みについて紹介があり、参加者からは

「異業種とのコラボや若手社員の育成など

大変興味深い内容だった」という声が聞か

れた。

11.24

SDGsの取り組み事例について耳を傾ける参加者

●産業振興グループ　TEL：092-441-1119

部　会

食料・水産部会 講演会
当所食料・水産部会（部会長＝川端淳・

㈱福岡魚市場 代表取締役社長）は11月24

日、農林水産省 大臣官房 新事業・食品産

業部 企画グループ新事業・食品産業専門

官 片山健太郎氏を講師に迎え、「SDGs×

食品産業 ～サステナブルな取組のはじめ

かた～」をテーマに講演会を開催。来場と

オンラインの合計で72名が参加した。

片山氏からは、SDGsの基本的な考え方

の再確認と、実際に食品関連企業が取り組

んでいる事例についてご高話いただいた。

参加者からは「まずは小さな取り組みか

ら実行していきたい」などの声が聞かれた。

11.24

第636回常議員会にて発言する谷川会頭

●総務・人事グループ　TEL：092-441-1110

常議員会

第636回常議員会
当所は11月24日に第636回常議員会を

開催。

第636回常議員会では、令和４年度補

正予算、10月度の会員入会について審議

し、原案通り承認された。

インボイス制度の登録・周知推進や当所

の主たる活動報告・行事予定などについて

報告を行った。

西
区

愛
知
県

み
や
ま
市

糟
屋
郡

南
区

中
央
区

東
区

中
央
区

博
多
区

城
南
区

電話番号PR／所在地営業内容／事業所名

飲食業

不動産賃貸

理容業

飲食業　　　　　　　

輸入食品の販売及び卸し

飲食店

生命保険、一部損害、住宅ローンの販売

知的財産に関するサービスの提供

産業用粘着テープなど産業資材の加工製造業

食品のネット販売

ウェブソリューション事業

整骨院業

防犯カメラ、電気通信工事

アートデザイナー

電動三輪車のレンタル事業

ハウスクリーニング業・エアコンクリーニング業

各種経営相談

土木工事、開発工事

ＬＥＤビジョンの販売他

人材開発（コーチングプログラム、メンター制度導入など）

「大正十一年創業鰻店徳永北100年の味を展開」福岡和白に1号店！

ペット共生型障がい者グループホーム「わおん福岡東」を運営

お客様一人ひとりに寄り添うカウンセリングとマンツーマン施術

おいしい肉料理と8種類のクラフトビールが楽しめるお店です

日本とアジアを繋ぐ、アジアの食材を手元へ

九州唯一の神戸牛専門レストラン

人生を楽しむ人のお手伝いを仕事としています

長年のエンジニア経験を活かして良質の知財サービスを提供します

一般産業～車載向けへチープ素材フィルムなど加工販売をします

デーツを甘みに使用したギルトフリーなクラフトコーラの販売

WEBビジネスの課題を私たちANDCOが解決します

姿勢の歪みや骨盤矯正、産後矯正を得意分野で行っています

安価なインフラシステム構築 カメラシステム工事

筆文字のデザインと墨彩画 貸し出します

小型電気自動車を用いて福岡の回遊性を向上させます

お家の気になる水回りエアコン等キレイにクリーニングします

早良区の個人事業主、一人社長、一人親方の経営相談承ります。

開発造成工事、土木工事をしています

LEDビジョンの導入は企画から運用まで全てお任せ下さい

コーチングで今、組織に必要な真のリーダーを育てていきます

092-629-5438

050-6873-7072

092-775-6020

092-405-0577

092-409-9615

092-273-1129

092-283-0072

092-409-3926

092-571-5136

090-2500-4962

092-406-3642

090-1163-8169

092-406-7000

092-738-3700

082-761-2631

092-400-1670

090-8657-5046

092-410-6609

0957-48-2020

096-319-3031

（株）うなぎのぼり福岡 

（株）TMY

ASpen hair make

ごほうびバル たばる

ザ・セイコウ（株）

（株）はかたの桜華

ソニー生命保険（株） 石井貴史

古賀特許商標事務所

（株）カトー精工 福岡事業所

THE FIRST DAY

（株）ANDCO

ごう整骨院 六本松院

（株）九州GMC

REN

（株）eMoBi 福岡オフィス

トータルクリーンサービスビアンサ

岩切中小企業診断士事務所

（株）モデスト

（株）ミナミハラLED

（株）コーチ＆メンタージャパン

福岡市東区原田1-9-20パシフィックアトラス箱崎Ⅰ－706

福岡市東区香椎照葉4-4-20 

福岡市東区松崎2-24-7

福岡市東区千早5-21-1 矢野ビル1階

福岡市博多区東比恵2-1-5

福岡市博多区上川端町10-255

福岡市博多区上呉服町10-10 －6階

福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センタービル5階506

福岡市博多区井相田1-10-7

福岡市中央区天神5-9-2 ファミール天神307

福岡市中央区高砂2-6-4 第10上村ビル

福岡市中央区輝国2-13-1

福岡市中央区今川1-24-11 －303号

福岡市中央区福浜1-25-6

福岡市中央区大手門1-9-11 大稲107ビル

福岡市城南区片江4-19-1 －301

福岡市早良区藤崎2-1-16 －201

糟屋郡新宮町夜臼2-8-25

長崎県諫早市飯盛町里2496-5

熊本県熊本市中央区下通1-3-8 NSビル6階

ハウスクリーニング

移動販売

BtoB 卸販売（コロナ関連商材）

電気工事業

総合建造物解体業

化粧品・健康食品の製造・販売

メンズ脱毛サロン

おそうじ本舗 福工大前店

K＆K

（株）佳澤

（株）翔電テクノス

（株）塚田工業

（株）ACTLAND

HANUL

東
区

営業内容／事業所名

労働者派遣

社会保険労務士業

中華料理

給排水設備工事

建設業

小売業（健康食品・化粧品）

飲食店

（株）KLF

響和社会保険労務士事務所

華和（株）

（株）権丈設備

（株）新和工建

（同）フルクラム

とんかつよしだ

博
多
区

営業内容／事業所名

人材派遣業

法人・個人からの依頼による弁護士業務

飲食店

飲食店経営

広告・デザイン業

飲食店経営

訪問看護ステーション

キッチンカー

AMUSE（株）

弁護士 前田恭輔

炭火やきとり TAN

（有）ときかわ

シーグレープデザイン（同）

れおん れおん

（同）U－care

（株）トモロウ

中
央
区

営業内容／事業所名

ITコンサルティング

飲食店営業

旅客輸送業（タクシー）

光触媒販売、施工

食品の製造、加工、販売

ネット通販

菓子製造販売

SORAプロジェクト

伍り寿し

個人 yokota TAXI

ジャパンナノテック（株）

Yuko’s Dish

華美国際（株）

串屋せん

営業内容／事業所名

博
多
区

早
良
区

飲食（コーヒーおよび
クラフトビールの提供）
珈琲と麦酒

ソフトウェアの開発、電気機器、
各種OA機器の販売
九州情報サービス（株）

一般電気工事、受変電設備工事、
空調設備工事
（有）小谷電工

早
良
区
糟
屋
郡
長
崎
県
熊
本
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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　当所は、以下の専門家を募集しています。当所の経営指導員が事業者からの相談に対して、専門的見地からの支援が必要
と判断した場合に支援を依頼します。登録要件や申請方法など、詳細は当所ホームページをご確認ください。

募集する専門家
● 司法書士
● 海外展開（アジアまたはアメリカへの事業進出）
● 商品開発および小規模ロットのOEM生産コーディネート
● SEO対策、SNS活用等、ITを活用した集客
※上記以外の専門家については、現在募集しておりません。

● 弁理士
● 税理士
（特に次のいずれかの経験やノウハウ
を所有：クラウド会計、インボイス対
応、海外取引）

募集期間

通年募集
（登録に係る審査は月に１回
のため、申請後、１か月～２か
月程度お時間を頂戴します。）

年末年始の貿易証明発給について

貿易関係証明

窓　 口

第一種特定原産地証明書

年 末ご相談の内容 ご相談担当者 開設日 場所 予約電話番号
お問い合わせ

開設時間
（休憩12：00～13：00）月 火 水 木 金

（R4.11.1現在）

福岡商工会議所の 秘密
厳守

事前
予約制

オンライン
相談可能

相談窓口のご利用の
前にチェック！

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

まずは、相談したい

公的融資、補助金、
経営全般 当所経営指導員 9：00～17：00

9：00～16：00

10：00～16：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

中小企業診断士

中小企業診断士等

経営コンサルタント

中小企業診断士

経営コンサルタント

税　理　士

社会保険労務士

キャリアコンサルタント

弁　護　士

ITインストラクター

経営戦略、
マネジメント、事業承継

【臨時】補助金計画策定等
令和4年6月23日～開設

資金繰り、収益改善

経営(創業、経営革新等)

販路開拓・拡大

税務・財務

人材採用・定着

法律（事業に関する相談）

IT活用

Web・SNS集客、
SEO対策

雇用・労務＊１

経営力強化 特別相談

課題別 専門相談

SEO・SEMコンサルタント
ITコンサルティング

9：00～17：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

当所

２階

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

地域支援第二グループ
092-441-2162
(中央・城南・早良・西区)

第2月曜は
10：00～16：00（ ）

第４木曜は
9：00～17：00（ ）

第３月曜は
10：00～16：00（ ）

毎月1回（不定期）

無料経営相談窓口

＊１…従業員雇用・労務管理などの問題に対応する窓口です（従業員個人の相談は対象外となりますのでご注意ください）

上記以外にも、原油価格上昇等に関する特別相談等も受け付けています。各種
相談窓口の一覧はこちら。

オンライン相談のご予約はこちら

【年末年始の窓口営業日】令和4年12月29日（木）～令和5年1月3日（火）はお休み

第3

第3

第4

第4

第2

第1・3

お問い合わせ/産業振興グループ（貿易証明担当）　TEL：092-441-1230　MAIL：shoumei@fukunet.or.jp

○年末は、上記日時以降の申請は年内に審査できませんので、ご注意ください。
○上記日時までに申請をいただいても、必要な書類の提出がない場合や申請内容に不備があった場合、年内の判定依頼・発給申請の承
認、証明書の発給ができませんので、予めご了承ください。

○地域的な包括的経済連携(RCEP)協定は、品目別規則で採用する HSコードが、2023 年 1 月以降は2022 年版(HS2022)に変わり
ます。申請の受付期間は、上記スケジュールと異なりますので、詳しくは発給システムログイン前の重要情報欄をご覧ください。

●窓口は、令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)までお休みです。
この間、貿易関係証明発給システム、第一種特定原産地証明書発給システムも停止します。 停止期間中、発給システムにはアクセスで
きません。

福岡商工会議所　登録専門家の募集

12月28日（水）16時までに
申請書類をお持ち込みください。

オンライン 12月27日(火)17時までに
発給申請をお願いします。

承認・発給をご希望の場合、

年 始 1月4日（水）9時から申請を受け付けます。

判定依頼

年 末

12月26日（月）17時までに
申請をお願いします。

発給申請 12月27日(火)17時までに
申請をお願いします。

承認・発給をご希望の場合、

年 始 1月4日（水）9時から申請を受け付けます。

詳細・登録申請は
こちら

開設日は変更になる場合がございます。

「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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　当所は、以下の専門家を募集しています。当所の経営指導員が事業者からの相談に対して、専門的見地からの支援が必要
と判断した場合に支援を依頼します。登録要件や申請方法など、詳細は当所ホームページをご確認ください。

募集する専門家
● 司法書士
● 海外展開（アジアまたはアメリカへの事業進出）
● 商品開発および小規模ロットのOEM生産コーディネート
● SEO対策、SNS活用等、ITを活用した集客
※上記以外の専門家については、現在募集しておりません。

● 弁理士
● 税理士
（特に次のいずれかの経験やノウハウ
を所有：クラウド会計、インボイス対
応、海外取引）

募集期間

通年募集
（登録に係る審査は月に１回
のため、申請後、１か月～２か
月程度お時間を頂戴します。）

年末年始の貿易証明発給について

貿易関係証明

窓　 口

第一種特定原産地証明書

年 末ご相談の内容 ご相談担当者 開設日 場所 予約電話番号
お問い合わせ

開設時間
（休憩12：00～13：00）月 火 水 木 金

（R4.11.1現在）

福岡商工会議所の 秘密
厳守

事前
予約制

オンライン
相談可能

相談窓口のご利用の
前にチェック！

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

まずは、相談したい

公的融資、補助金、
経営全般 当所経営指導員 9：00～17：00

9：00～16：00

10：00～16：00

9：30～17：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

中小企業診断士

中小企業診断士等

経営コンサルタント

中小企業診断士

経営コンサルタント

税　理　士

社会保険労務士

キャリアコンサルタント

弁　護　士

ITインストラクター

経営戦略、
マネジメント、事業承継

【臨時】補助金計画策定等
令和4年6月23日～開設

資金繰り、収益改善

経営(創業、経営革新等)

販路開拓・拡大

税務・財務

人材採用・定着

法律（事業に関する相談）

IT活用

Web・SNS集客、
SEO対策

雇用・労務＊１

経営力強化 特別相談

課題別 専門相談

SEO・SEMコンサルタント
ITコンサルティング

9：00～17：00

9：30～17：00

9：30～17：00

10：00～16：00

当所

２階

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

地域支援第二グループ
092-441-2162
(中央・城南・早良・西区)

第2月曜は
10：00～16：00（ ）

第４木曜は
9：00～17：00（ ）

第３月曜は
10：00～16：00（ ）

毎月1回（不定期）

無料経営相談窓口

＊１…従業員雇用・労務管理などの問題に対応する窓口です（従業員個人の相談は対象外となりますのでご注意ください）

上記以外にも、原油価格上昇等に関する特別相談等も受け付けています。各種
相談窓口の一覧はこちら。

オンライン相談のご予約はこちら

【年末年始の窓口営業日】令和4年12月29日（木）～令和5年1月3日（火）はお休み

第3

第3

第4

第4

第2

第1・3

お問い合わせ/産業振興グループ（貿易証明担当）　TEL：092-441-1230　MAIL：shoumei@fukunet.or.jp

○年末は、上記日時以降の申請は年内に審査できませんので、ご注意ください。
○上記日時までに申請をいただいても、必要な書類の提出がない場合や申請内容に不備があった場合、年内の判定依頼・発給申請の承
認、証明書の発給ができませんので、予めご了承ください。

○地域的な包括的経済連携(RCEP)協定は、品目別規則で採用する HSコードが、2023 年 1 月以降は2022 年版(HS2022)に変わり
ます。申請の受付期間は、上記スケジュールと異なりますので、詳しくは発給システムログイン前の重要情報欄をご覧ください。

●窓口は、令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)までお休みです。
この間、貿易関係証明発給システム、第一種特定原産地証明書発給システムも停止します。 停止期間中、発給システムにはアクセスで
きません。

福岡商工会議所　登録専門家の募集

12月28日（水）16時までに
申請書類をお持ち込みください。

オンライン 12月27日(火)17時までに
発給申請をお願いします。

承認・発給をご希望の場合、

年 始 1月4日（水）9時から申請を受け付けます。

判定依頼

年 末

12月26日（月）17時までに
申請をお願いします。

発給申請 12月27日(火)17時までに
申請をお願いします。

承認・発給をご希望の場合、

年 始 1月4日（水）9時から申請を受け付けます。

詳細・登録申請は
こちら

開設日は変更になる場合がございます。

「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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※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

●優待内容=会員証のご
提示で2名様まで割引料
金で購入いただけます。 
【一般】1,500円→1,400
円 【中学・高校生】1,200
円→1,100円【4歳～小学
生】700円→600円※3歳
以下無料●対象日程=令
和5年1月18日（水）～3
月5日（日）●場所=福岡市美術館 特別展示室●
備考=他クーポンとの併用はできません。

劇団四季ファミリーミュージカル
『人間になりたがった猫』

永遠のソール・ライター

《帽子》1960年頃、
発色現像方式印画
©Saul Leiter Foundation

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

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！

事業承継セミナー&個別相談会

日　時 令和5年1月25日（水）
セミナー/14：00～15：30　個別相談会/15：30～

場　所 福岡商工会議所 会議室
定　員 会場：30名

お問い合わせ 経営支援グループ
TEL：092-441-1146開催形式 対面とオンラインのハイブリッド形式

講　師 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター専門家

対　象 事業承継に興味のある経営者の方

　事業承継は、着手後に様 な々問題や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。
事業承継対策の第1歩として、ぜひご活用ください。また、経営者保証やコロナ禍での事業転換など、後継者への引継ぎを躊
躇される方には、経営者保証解除や事業の「磨き上げ」に向けて、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの経験豊富な専門
家が様々な角度からご支援します。皆様のご参加、お待ちしております。

参加無料 申込・詳細は
こちら 繊維ファッション部会　講演会『令和時代を生き抜くための究極の資金調達』

～その秘訣は経営管理体制の構築にあり～

日　時 令和5年1月30日（月） 14:00～16:00

場　所 福岡商工会議所 5階 501会議室

開催形式  対面とオンラインのハイブリット形式

講　師 ㈱しのざき総研 代表取締役
篠﨑 啓嗣 氏

対　象 福岡商工会議所会員

主　催 福岡商工会議所 繊維ファッション部会

申し込み締切 1月25日（水）

お問い合わせ 産業振興グループ
TEL：092-441-1119

　当所繊維ファッション部会（部会長＝讃井勝彦・㈱サヌイ織物 代表取締役）は、3,000社以上の中小零細企業の指導をした
実績をもつ篠崎啓嗣氏を講師にお迎えし、部会講演会を開催します。この機会にぜひご参加ください。

申込・詳細は
こちら

流通センターまつり・冬　出店者募集

日　時 令和5年2月26日（日） 8:00～15:00

場　所 福岡流通センター（福岡市東区多の津1丁目）

対　象 ①福岡商工会議所の会員企業であること
②福岡県内に所在する事業者であること

共　催 福岡商工会議所 繊維ファッション部会

申し込み締切 12月26日（月）

お問い合わせ 産業振興グループ　TEL：092-441-1119

出店費用 縦4m×横4m=10,000円（税込）
縦4m×横7m=15,000円（税込）

当所では、会員企業の販路拡大支援事業として流通センターまつりへの出店企業を募集しています。

申込・詳細は
こちら

～流通センターまつり・冬とは～
東区多の津の卸センターで開催される「一般消費者を対象とした売り出
し」イベントです。衣料品・雑貨靴・食料品などがお値打ち価格で販売され
るため、毎年5,000～7,000人の大勢の方が来場されます。

●動画配信
イノベーションに必要な考え方

や取り組み方に関するセミナー
動画を配信しています。新規事業
を検討している事業者の方はぜ
ひご覧ください。

●個別相談
新規ビジネスでお悩みの

方は、顧客ニーズの把握か
ら販売・サービス提供まで、
ぜひご相談ください。

動画視聴は
こちら

相談申込は
こちら

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

●動画配信
福岡県弁護士会と連携し、「国際取引・海外展開ミニ講

座」の動画を配信しております。海外企業との取引を検討
している方、海外での販路拡大を目指している方は、ぜひ
ご覧ください。

動画視聴は
こちら

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

新規事業の
アイデアはあるけど、
どう進めていいか
わからない

イノベーション支援事業　動画配信・個別相談 国際取引・海外展開ミニ講座　動画配信

経営状況分析＆事業計画策定セミナー

日　時 令和5年1月11日（水）
9:30～12:30

開催方式 オンライン

受講効果 自社の現状を把握し効果的な
事業計画策定につなげる方法
がわかる

講　師 林中小企業診断士事務所
代表　林 幸一郎 氏

経営分析・事業計画策定・補助金等活用セミナー
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。

参加無料

申込・詳細は
こちら

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

申込・詳細は
こちら

申込・詳細は
こちら

博多伝統芸能館
公演のご案内！

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＝令和5年1月13日（金）16：00～16：50、1月
28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

●優待内容=【S席】
5,500円→5,000円
※小学生以下料金（S
席3,300円）は割引な
し●対象日程=令和5
年2月7日（火）、2月8日（水）各18時30分開
演●申込締切=令和5年1月23日（月）●場所=
福岡市民会館●備考=3歳以上有料（膝上観劇不
可）。2歳以下の着席鑑賞は有料（膝上観劇は無
料）●申込方法=当所HPにてお申し込み

定　員 ①会場（50名・先着順）
②オンライン視聴（100名・先着順）

経営支援グループ TEL：092-441-1146お問い合わせ

参加無料
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※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

●優待内容=会員証のご
提示で2名様まで割引料
金で購入いただけます。 
【一般】1,500円→1,400
円 【中学・高校生】1,200
円→1,100円【4歳～小学
生】700円→600円※3歳
以下無料●対象日程=令
和5年1月18日（水）～3
月5日（日）●場所=福岡市美術館 特別展示室●
備考=他クーポンとの併用はできません。

劇団四季ファミリーミュージカル
『人間になりたがった猫』

永遠のソール・ライター

《帽子》1960年頃、
発色現像方式印画
©Saul Leiter Foundation

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

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！

事業承継セミナー&個別相談会

日　時 令和5年1月25日（水）
セミナー/14：00～15：30　個別相談会/15：30～

場　所 福岡商工会議所 会議室
定　員 会場：30名

お問い合わせ 経営支援グループ
TEL：092-441-1146開催形式 対面とオンラインのハイブリッド形式

講　師 福岡県事業承継・引継ぎ支援センター専門家

対　象 事業承継に興味のある経営者の方

　事業承継は、着手後に様 な々問題や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。
事業承継対策の第1歩として、ぜひご活用ください。また、経営者保証やコロナ禍での事業転換など、後継者への引継ぎを躊
躇される方には、経営者保証解除や事業の「磨き上げ」に向けて、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの経験豊富な専門
家が様々な角度からご支援します。皆様のご参加、お待ちしております。

参加無料 申込・詳細は
こちら 繊維ファッション部会　講演会『令和時代を生き抜くための究極の資金調達』

～その秘訣は経営管理体制の構築にあり～

日　時 令和5年1月30日（月） 14:00～16:00

場　所 福岡商工会議所 5階 501会議室

開催形式  対面とオンラインのハイブリット形式

講　師 ㈱しのざき総研 代表取締役
篠﨑 啓嗣 氏

対　象 福岡商工会議所会員

主　催 福岡商工会議所 繊維ファッション部会

申し込み締切 1月25日（水）

お問い合わせ 産業振興グループ
TEL：092-441-1119

　当所繊維ファッション部会（部会長＝讃井勝彦・㈱サヌイ織物 代表取締役）は、3,000社以上の中小零細企業の指導をした
実績をもつ篠崎啓嗣氏を講師にお迎えし、部会講演会を開催します。この機会にぜひご参加ください。

申込・詳細は
こちら

流通センターまつり・冬　出店者募集

日　時 令和5年2月26日（日） 8:00～15:00

場　所 福岡流通センター（福岡市東区多の津1丁目）

対　象 ①福岡商工会議所の会員企業であること
②福岡県内に所在する事業者であること

共　催 福岡商工会議所 繊維ファッション部会

申し込み締切 12月26日（月）

お問い合わせ 産業振興グループ　TEL：092-441-1119

出店費用 縦4m×横4m=10,000円（税込）
縦4m×横7m=15,000円（税込）

当所では、会員企業の販路拡大支援事業として流通センターまつりへの出店企業を募集しています。

申込・詳細は
こちら

～流通センターまつり・冬とは～
東区多の津の卸センターで開催される「一般消費者を対象とした売り出
し」イベントです。衣料品・雑貨靴・食料品などがお値打ち価格で販売され
るため、毎年5,000～7,000人の大勢の方が来場されます。

●動画配信
イノベーションに必要な考え方

や取り組み方に関するセミナー
動画を配信しています。新規事業
を検討している事業者の方はぜ
ひご覧ください。

●個別相談
新規ビジネスでお悩みの

方は、顧客ニーズの把握か
ら販売・サービス提供まで、
ぜひご相談ください。

動画視聴は
こちら

相談申込は
こちら

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

●動画配信
福岡県弁護士会と連携し、「国際取引・海外展開ミニ講

座」の動画を配信しております。海外企業との取引を検討
している方、海外での販路拡大を目指している方は、ぜひ
ご覧ください。

動画視聴は
こちら

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

新規事業の
アイデアはあるけど、
どう進めていいか
わからない

イノベーション支援事業　動画配信・個別相談 国際取引・海外展開ミニ講座　動画配信

経営状況分析＆事業計画策定セミナー

日　時 令和5年1月11日（水）
9:30～12:30

開催方式 オンライン

受講効果 自社の現状を把握し効果的な
事業計画策定につなげる方法
がわかる

講　師 林中小企業診断士事務所
代表　林 幸一郎 氏

経営分析・事業計画策定・補助金等活用セミナー
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。

参加無料

申込・詳細は
こちら

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

申込・詳細は
こちら

申込・詳細は
こちら

博多伝統芸能館
公演のご案内！

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＝令和5年1月13日（金）16：00～16：50、1月
28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

●優待内容=【S席】
5,500円→5,000円
※小学生以下料金（S
席3,300円）は割引な
し●対象日程=令和5
年2月7日（火）、2月8日（水）各18時30分開
演●申込締切=令和5年1月23日（月）●場所=
福岡市民会館●備考=3歳以上有料（膝上観劇不
可）。2歳以下の着席鑑賞は有料（膝上観劇は無
料）●申込方法=当所HPにてお申し込み

定　員 ①会場（50名・先着順）
②オンライン視聴（100名・先着順）

経営支援グループ TEL：092-441-1146お問い合わせ

参加無料
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令和5年度は「自社を取り巻く環境を分析し、企業価値向上に向
けた変革を担う人材を育成する」ことを目的とした講座企画を
募集しています。皆様からのご提案をお待ちしています!

令和4年11月15日（火）～令和5年1月6日（金）募集期間

詳細・申込は
こちら

Pick
up

ビジネス文書の作成や取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（文書作成）」、業務データの活用や取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（デー
タ活用）」、プレゼン用資料の作成や取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（プレゼン資料作成）」の三分野で、それぞれ独立した検定です。

ネット社会で必要な「仕事力」が身につく!!

日商PC検定試験 詳細は
こちら

お問い合わせ/検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

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。

申込・詳細は
こちら

【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。

10：00～16：30

「“折れない” 部下の育て方講座」
管理職、職場リーダー、後輩・部下を持つ方

（木）
12

1

申込・詳細は
こちら

会員 一般　 19,800円        39,600円 10：00～16：30

「中堅社員 あなたの役割と仕事はこれだ！」
社会人経験10年以降の中堅社員

（火）
24
1

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30
「社会保険実務講座〔入門編〕」

新任人事・労務担当者または
社会保険を基本から学びたい方

（火）
24
1

会員 一般　 19,800円        39,600円
10：00～16：30

「契約実務講座〔実践編〕」

経営幹部、管理職、実務担当者、
日常業務で契約書を扱っている方

（木）
26
1

会員 一般　 19,800円        39,600円

■2月講座スケジュール

10：00～17：00

動画のチカラ　代表伊藤 ノリ 氏

（木）
2

2

10：00～17：00

㈱アソウ・ヒューマニーセンター井上 歩 氏

「もうすぐ２年目！
フォローアップ研修」

新入社員を卒業し、先輩としての自覚を持つ
2022年度入社新入社員

（水）
22
2

「Youtube動画・
マーケティング戦略講座」

追加講座
広報担当者 他

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

福岡商工会議所会議室場  所

令和5年4月4日（火）～9月5日（火）
※月1回×6回講座。日時についてはホームページをご覧ください。

日  時

4・7・9月＝対面　5・6・8月＝オンライン開催形式 対面（福岡商工会議所 会議室）開催形式

受講料

20名定  員

会員 特商

一般
15,720円 20,120円
23,050円

●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。

福商実務研修講座
講師募集!

令和5年度

会員限定

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。

各種
検定情報は
こちら

随
時
受
付
中
！

●日商試験（紙媒体による一斉試験 PBT）

第163回
日商簿記

第227回
日商珠算
（そろばん）

2～３級
書店・商工会窓口：
令和5年1月11日(水)～1月15日(日)
インターネット：
令和5年1月11日(水)～1月17日(火)

２級：4,720円
３級：2,850円令和5年２月26日(日)

１～６級 12月21日(水)～12月23日(金)
1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円
4～6級：1,020円

令和5年２月12日(日)

検定試験名 級 試験日 受付期間 受験料(税込) 詳細はこちら

●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

検定試験名 級 申込方法 試験会場 受験料（税込）

受
付
中
！

●令和４年度WEB版福岡検定

福岡検定
初級
中級
上級

初級：2,600円
中級：3,600円
上級：5,700円

令和５年１月29日(日) 11月1日(火) ～
令和５年１月23日(月)

検定試験名 級 試験日 受付期間 受験料(税込) 詳細はこちら

日商PC
（文書作成）

日商PC
（データ活用）

日商PC
（プレゼン資料作成）

1～3級、
Basic

1～3級、
Basic

1～3級

検定名 級 内　容 詳細はこちら

お問い合わせ/検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

申
込
期
間
が
始
ま
り
ま
す
！

受験申込は、お近くのネット
試験会場にお問合せのう
え、試験開催予定の会場で
お申込みください。

１級
２級
３級
Basic

10,480円
7,330円
5,240円
4,200円

1級

2級・3級・
Basic

令和5年2月19日（日）

施行日は各ネット試験会場が
決定します。

主にMicrosoft®Word®を活用し、実務に即した指示理解と具体
的な操作技法により、正しいビジネス文書や説得力のなる報告書、
資料等を作成できる能力を判定します。

主にMicrosoft®Excel®を活用して、実務に即した指示理解と具
体的な操作技法により、業務データを集計・分析し、表やグラフを
用いた効果的な資料等を作成できる能力を判定します。

主にMicrosoft®PowerPoint®を活用し、実務に即した指示理解
と具体的な操作技法により、高度なビジュアル表現を用いた説得
力のあるわかりやすいプレゼン資料を作成する能力を判定します。

令和5年度入社 新入社員向け講座速報

㈱就面　代表取締役松田 剛次 氏

「“自律型”新入社員育成
6カ月集中パッケージ研修（全６回）」

“社会人基礎スキル研修+育成状況フィードバック”
のフルパッケージ研修！

新入社員に必須のスキルを網羅したプログラムに、講師か
らの育成状況フィードバック2回がついた、全6回のパッ
ケージ研修。育成効果を可視化してOJTに活かしたい企
業におすすめです。

①令和5年4月11日（火）・12日（水）
②令和5年4月18日（火）・19日（水）
③令和5年4月25日（火）・26日（水）
①～③いずれも10：00～17：00

日  時

会員 特商 一般　 53,900円        70,070円        80,850円受講料

㈱サイズラーニング
代表取締役高見 真智子 氏 他専任講師

「新入社員若手社員のための実践！
ビジネスマナー講座（2日間）」

受講料 会員 特商 一般　 23,050円        27,450円        34,570円

ビジネスマナーを身につけ自律的に働く
視点を身につける

2日間でビジネスマナーの基礎を学び、新入社員としての
仕事への姿勢を身につける講座です。

試験日 申込方法 受験料（税込）

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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令和5年度は「自社を取り巻く環境を分析し、企業価値向上に向
けた変革を担う人材を育成する」ことを目的とした講座企画を
募集しています。皆様からのご提案をお待ちしています!

令和4年11月15日（火）～令和5年1月6日（金）募集期間

詳細・申込は
こちら

Pick
up

ビジネス文書の作成や取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（文書作成）」、業務データの活用や取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（デー
タ活用）」、プレゼン用資料の作成や取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（プレゼン資料作成）」の三分野で、それぞれ独立した検定です。

ネット社会で必要な「仕事力」が身につく!!

日商PC検定試験 詳細は
こちら

お問い合わせ/検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

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。

申込・詳細は
こちら

【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。

10：00～16：30

「“折れない” 部下の育て方講座」
管理職、職場リーダー、後輩・部下を持つ方

（木）
12

1

申込・詳細は
こちら

会員 一般　 19,800円        39,600円 10：00～16：30

「中堅社員 あなたの役割と仕事はこれだ！」
社会人経験10年以降の中堅社員

（火）
24
1

会員 一般　 19,800円        39,600円

10：00～16：30
「社会保険実務講座〔入門編〕」

新任人事・労務担当者または
社会保険を基本から学びたい方

（火）
24
1

会員 一般　 19,800円        39,600円
10：00～16：30

「契約実務講座〔実践編〕」

経営幹部、管理職、実務担当者、
日常業務で契約書を扱っている方

（木）
26
1

会員 一般　 19,800円        39,600円

■2月講座スケジュール

10：00～17：00

動画のチカラ　代表伊藤 ノリ 氏

（木）
2

2

10：00～17：00

㈱アソウ・ヒューマニーセンター井上 歩 氏

「もうすぐ２年目！
フォローアップ研修」

新入社員を卒業し、先輩としての自覚を持つ
2022年度入社新入社員

（水）
22
2

「Youtube動画・
マーケティング戦略講座」

追加講座
広報担当者 他

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

福岡商工会議所会議室場  所

令和5年4月4日（火）～9月5日（火）
※月1回×6回講座。日時についてはホームページをご覧ください。

日  時

4・7・9月＝対面　5・6・8月＝オンライン開催形式 対面（福岡商工会議所 会議室）開催形式

受講料

20名定  員

会員 特商

一般
15,720円 20,120円
23,050円

●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。

福商実務研修講座
講師募集!

令和5年度

会員限定

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。

各種
検定情報は
こちら

随
時
受
付
中
！

●日商試験（紙媒体による一斉試験 PBT）

第163回
日商簿記

第227回
日商珠算
（そろばん）

2～３級
書店・商工会窓口：
令和5年1月11日(水)～1月15日(日)
インターネット：
令和5年1月11日(水)～1月17日(火)

２級：4,720円
３級：2,850円令和5年２月26日(日)

１～６級 12月21日(水)～12月23日(金)
1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円
4～6級：1,020円

令和5年２月12日(日)

検定試験名 級 試験日 受付期間 受験料(税込) 詳細はこちら

●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

検定試験名 級 申込方法 試験会場 受験料（税込）

受
付
中
！

●令和４年度WEB版福岡検定

福岡検定
初級
中級
上級

初級：2,600円
中級：3,600円
上級：5,700円

令和５年１月29日(日) 11月1日(火) ～
令和５年１月23日(月)

検定試験名 級 試験日 受付期間 受験料(税込) 詳細はこちら

日商PC
（文書作成）

日商PC
（データ活用）

日商PC
（プレゼン資料作成）

1～3級、
Basic

1～3級、
Basic

1～3級

検定名 級 内　容 詳細はこちら

お問い合わせ/検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

申
込
期
間
が
始
ま
り
ま
す
！

受験申込は、お近くのネット
試験会場にお問合せのう
え、試験開催予定の会場で
お申込みください。

１級
２級
３級
Basic

10,480円
7,330円
5,240円
4,200円

1級

2級・3級・
Basic

令和5年2月19日（日）

施行日は各ネット試験会場が
決定します。

主にMicrosoft®Word®を活用し、実務に即した指示理解と具体
的な操作技法により、正しいビジネス文書や説得力のなる報告書、
資料等を作成できる能力を判定します。

主にMicrosoft®Excel®を活用して、実務に即した指示理解と具
体的な操作技法により、業務データを集計・分析し、表やグラフを
用いた効果的な資料等を作成できる能力を判定します。

主にMicrosoft®PowerPoint®を活用し、実務に即した指示理解
と具体的な操作技法により、高度なビジュアル表現を用いた説得
力のあるわかりやすいプレゼン資料を作成する能力を判定します。

令和5年度入社 新入社員向け講座速報

㈱就面　代表取締役松田 剛次 氏

「“自律型”新入社員育成
6カ月集中パッケージ研修（全６回）」

“社会人基礎スキル研修+育成状況フィードバック”
のフルパッケージ研修！

新入社員に必須のスキルを網羅したプログラムに、講師か
らの育成状況フィードバック2回がついた、全6回のパッ
ケージ研修。育成効果を可視化してOJTに活かしたい企
業におすすめです。

①令和5年4月11日（火）・12日（水）
②令和5年4月18日（火）・19日（水）
③令和5年4月25日（火）・26日（水）
①～③いずれも10：00～17：00

日  時

会員 特商 一般　 53,900円        70,070円        80,850円受講料

㈱サイズラーニング
代表取締役高見 真智子 氏 他専任講師

「新入社員若手社員のための実践！
ビジネスマナー講座（2日間）」

受講料 会員 特商 一般　 23,050円        27,450円        34,570円

ビジネスマナーを身につけ自律的に働く
視点を身につける

2日間でビジネスマナーの基礎を学び、新入社員としての
仕事への姿勢を身につける講座です。

試験日 申込方法 受験料（税込）

研修講座・検定情報 研修講座・検定情報
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【お申し込み・お問い合わせ】詳しい内容をご説明いたしますので、受講を希望される会場にお問い合わせください。
福岡市博多区博多駅前2-9-28 会議所ビル9階 福岡市西区姪の浜4-14-25 華香ビル3階

０９２-４１８-１２５５ ０９２-８３４-４２１１

一括申し込み割引
通常受講料 割引受講料
26,000円
32,000円

22,000円
28,000円

パソコン入門＋ワード基礎＋エクセル基礎
（※同月期受講に限ります）

会  員
一　般

博多校 姪浜校

短期間にパソコンの基礎的なスキルを身につけていただける講座をパッケージ
でご用意しております。１回１時間など、都合のいい日時を選んで通えますので、
社員の皆様のスキルアップにぜひご活用ください。

4時間 会員
一般

6,000円
8,000円パ ソ コ ン 入 門

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ワ ー ド 基 礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円エ ク セ ル 基 礎

講 座 名 所要
時間

対象講座

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円ワ ー ド 基 礎 Ⅱ

受 講 料

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円エ ク セ ル 基 礎 Ⅱ

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円パワーポイント基礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ア ク セ ス 基 礎

講 座 名 所要
時間

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円インターネット入門

受 講 料

詳細は
こちら

福岡商工会議所パソコンスクール
社員研修に最適な基礎講座（短期コース）

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。

申込・詳細は
こちら

お問い合わせ / 検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

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

■会　場：TAC福岡校
■受講料：会議所優待で通常受講料より５％割引

ＴＡＣ提携講座
1級から3級まで、目標別に様々なコースが用意
されています。
12月以降の開講日やコースの詳細はホームページ
をご覧ください。

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

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

111,000円

92,000円

36,000円

29,000円

9,000円

8,000円

申込受付中

研修講座・検定情報
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でご用意しております。１回１時間など、都合のいい日時を選んで通えますので、
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一般
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時間

対象講座
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8,000円
10,000円ワ ー ド 基 礎 Ⅱ
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6時間 会員
一般

10,000円
12,000円パワーポイント基礎

6時間 会員
一般

10,000円
12,000円ア ク セ ス 基 礎

講 座 名 所要
時間

6時間 会員
一般

8,000円
10,000円インターネット入門

受 講 料

詳細は
こちら

福岡商工会議所パソコンスクール
社員研修に最適な基礎講座（短期コース）

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。

申込・詳細は
こちら

お問い合わせ / 検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

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

■会　場：TAC福岡校
■受講料：会議所優待で通常受講料より５％割引

ＴＡＣ提携講座
1級から3級まで、目標別に様々なコースが用意
されています。
12月以降の開講日やコースの詳細はホームページ
をご覧ください。

簿記検定 日商簿記検定試験に
ついてはこちらから

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

111,000円

92,000円

36,000円

29,000円

9,000円

8,000円

申込受付中

研修講座・検定情報

アクタス税理士法人代表・税理士。経営改善や事業承継
などのコンサルを中心にセミナー講師としても活躍。

次回は、『「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」のポイ
ント』についてご紹介します。

加藤 幸人（かとう ゆきと）

改正電子帳簿保存法（以下、電帳法）が2022年１
月から施行されています。この法律は、①帳簿や決算
書類などを電子データで保存する「電子帳簿等保存制
度」、②請求書や領収書などの書類をスキャンして一定
の要件のもと保存後、紙は廃棄できる「スキャナ保存
制度」、③請求書などの書類をPDFなどの電子データ
で受領した場合、一定の要件のもとデータ保存する
「電子取引に係るデータ保存制度」という３つの制度か
らなります。①②は任意ですが、今回の改正により事
前承認が不要になるなど取り組みやすくなりました。
一方、③は義務であり、２年間の猶予期間が終了す

る24年１月からは要件に基づく電子データの保存が
必要となります。その前の23年10月からは消費税の
インボイス制度（適格請求書等保存方式）が導入され
ます。この制度で義務化されるインボイスの交付と保
存は電磁的記録が認められていますので、デジタル化
を進めるきっかけとしていただきたいです。 

電帳法と消費税法の改正に伴い、経理のデジタル
化＝経理DX（デジタルトランスフォーメーション）をど
のように進めていくかが生産性向上の大きな鍵となり
ます。特に、③電子取引のデータ保存の義務化への対
応が大きな課題です。「制度対応」と「経理DX」を両
立して実現することが重要ですので、「電帳法をきっか
けに経理DXを実現」させていきましょう。 
そもそもDXとは、デジタルデータとデジタル技術

を活用し、業務そのものや企業の変革を起こすことで
す。経理においては、電子化・ペーパーレス化による
生産性向上やコスト削減、テレワーク実現などの「経
理の変革」を起こすことが経理DXといえるでしょう。

経理DXを実現するためには、「債権管理」「債務管
理」「財務会計」の３つの業務に分類して考えます。
自社で主導的に取り組めるのが「債権管理」です。

前述のとおり交付したインボイスには保存の義務が生
じますが、電磁的記録も認められます。これを機に請
求書を紙から電子データに変えていきます。保存ス
ペースの削減に加え、印刷、押印、封入、郵送などの
請求業務が大幅に削減されます。
「債務管理」では、「業者へ支払う請求書対応」と

「従業員の立替経費精算の領収書対応」に区分されま
す。紙の請求書はスキャンして電子化し、電子インボ
イスは電子データのまま経理に回します。その電子
データを利用して支払いの管理や振り込みデータの自
動作成を目指します。また、従業員の立替経費精算
は経費精算システムを導入することにより、比較的容
易に電子化が実現します。
「財務会計」では、経理に回ってきた電子データか
ら、自動で仕訳起票することが可能となります。さら
に、仕訳帳や総勘定元帳は電子データのまま保存す
れば、ペーパーレスが実現します。まさに電帳法を
きっかけとした経理DXの実現です。

最近話題の「電帳法」
「経理DX」ってなに？ 

第2回

第1回

知らなかったじゃ済まされない!?電帳法と経理DX 全3回
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労務Q&A

仮に内部調査などでパワハラと認定されなくても、事
業場には注意深い対応が求められます。少なくとも声を
上げた職員には、パワハラを受けたという認識がありま
す。何かしらの問題があるのではないかといった姿勢で
対応に臨まなければ、状況は変わらないばかりか、離職
や生産性の低下などを引き起こしかねません。
社会にハラスメント追放の意識が広まる中、対応は
待ったなしの状況です。解決に向けた取り組みはもちろ
ん、予防からルールの策定、再発防止、教育・研修等、
取り組むべきことは少なくありません。難しいケースもあ
ると思いますので、ぜひ労働問題のプロである社会保険
労務士にご相談ください。

今年4月から中小企業にも「パワハラ防
止法」の適用が拡大されたと聞きました。
そもそもパワハラとはどのようなことが該

当するのでしょうか。また、事業場はどのような点に留
意し、対策を取ればいいのでしょうか。

事業場で最も多いともいわれるハラスメ
ントが「パワハラ」です。法的には通常の
業務指導との線引きが難しく、認定されに

くいといった側面があるため、表面化していないケースも
多々あると思われます。肉体的、精神的に多大なダメー
ジを与えるパワハラは、精神疾患を引き起こす要因の一
つであり、大きな社会問題になっています。
同法は次の３つの要素を全て満たすとパワハラに該当

すると定めています。
①優越的関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えている
③職員の就業環境が害されるもの
これに加え、厚生労働省は「精神的な攻撃」「身体的な

攻撃」「過大な要求」「過小な要求」「人間関係からの切り
離し」「個の侵害」の６つの類型を示し、認識の広がりに
努めているところです。
特に留意すべきなのが②の要素です。理由は、業務

上の指導とパワハラの線引きが不明確な点にあります。
〝相当な範囲を超え〟の範囲がどの程度なのか、事業場
にとっては分かりづらい上、行為主体本人の認識が不十
分なケースも散見されます。実際に九州のある自治体で
起こった例が、そのことを詳かにしています。ある職員
が部下に繰り返し暴言を吐くなどして懲戒処分を受けた
のですが、聞き取りに対して「そんなことをしたつもりは
ない」とパワハラ行為自体を否定していました。

A

Q

改正労働施策総合推進法
（パワハラ防止法）について

福岡県社会保険労務士会　中村 幸喜
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労務Q&A

仮に内部調査などでパワハラと認定されなくても、事
業場には注意深い対応が求められます。少なくとも声を
上げた職員には、パワハラを受けたという認識がありま
す。何かしらの問題があるのではないかといった姿勢で
対応に臨まなければ、状況は変わらないばかりか、離職
や生産性の低下などを引き起こしかねません。
社会にハラスメント追放の意識が広まる中、対応は
待ったなしの状況です。解決に向けた取り組みはもちろ
ん、予防からルールの策定、再発防止、教育・研修等、
取り組むべきことは少なくありません。難しいケースもあ
ると思いますので、ぜひ労働問題のプロである社会保険
労務士にご相談ください。

今年4月から中小企業にも「パワハラ防
止法」の適用が拡大されたと聞きました。
そもそもパワハラとはどのようなことが該

当するのでしょうか。また、事業場はどのような点に留
意し、対策を取ればいいのでしょうか。

事業場で最も多いともいわれるハラスメ
ントが「パワハラ」です。法的には通常の
業務指導との線引きが難しく、認定されに

くいといった側面があるため、表面化していないケースも
多々あると思われます。肉体的、精神的に多大なダメー
ジを与えるパワハラは、精神疾患を引き起こす要因の一
つであり、大きな社会問題になっています。
同法は次の３つの要素を全て満たすとパワハラに該当
すると定めています。
①優越的関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えている
③職員の就業環境が害されるもの
これに加え、厚生労働省は「精神的な攻撃」「身体的な
攻撃」「過大な要求」「過小な要求」「人間関係からの切り
離し」「個の侵害」の６つの類型を示し、認識の広がりに
努めているところです。
特に留意すべきなのが②の要素です。理由は、業務
上の指導とパワハラの線引きが不明確な点にあります。
〝相当な範囲を超え〟の範囲がどの程度なのか、事業場
にとっては分かりづらい上、行為主体本人の認識が不十
分なケースも散見されます。実際に九州のある自治体で
起こった例が、そのことを詳かにしています。ある職員
が部下に繰り返し暴言を吐くなどして懲戒処分を受けた
のですが、聞き取りに対して「そんなことをしたつもりは
ない」とパワハラ行為自体を否定していました。

A

Q

改正労働施策総合推進法
（パワハラ防止法）について

福岡県社会保険労務士会　中村 幸喜

法律Q&A
福岡県弁護士会中小企業法律支援センター　弁護士　阿部 雄大

時間外労働割増賃金率の
引き上げ

　「働き方改革関連法」施行により、
中小企業の時間外労働の割増賃金率
の引き上げに関する猶予措置が終了

すると聞きました。具体的にどのように変わるので
しょうか。

　2023年4月1日から、１か月の時
間外労働（1日8時間・1週４０時間
を超える労働時間）について、50％

以上の割増賃金率の支払いが義務付けられます。
以下、簡単にご説明します。

A

Q
3．今後の対応
⑴就業規則の変更
一般論として、就業規則のうち法律に反する部分につ
いては無効となります。そして、就業規則が違法な場
合、労働基準監督署から就業規則を変更するよう指導
勧告や命令（労基法92条2項）を行われる可能性があり
ます。
そのため、今回の改正により就業規則が労基法に抵
触する場合には、事前に就業規則の変更が必要となり
ます。
⑵代替休暇
法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め、引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休
暇（代替休暇）を付与することができます（労基法37条
3項）。

4．留意点
仮に、企業が今回の法改正を知らずに対応していな
かった場合、一定期間が経過した後になって突然に、未
払賃金というかたちで、会社が多額の債務を負うリスク
にもなるため、賃料の計算等に当たってはご留意いただ
ければと思います。

5．おわりに
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターは、事業
者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤル：
0570－001－240）を実施しています。お気軽にご相談
ください。

1．「働き方改革関連法」の施行
働き方改革関連法の施行に伴い、時間外労働の割増

賃金率についての中小企業への猶予措置が廃止されるこ
ととなり（労働基準法138条削除）、「中小事業主」にお
いても、割増賃金率が従来の25％から50％に改正され
ることとなりました（労基法37条1項但書参照）。（大企
業については既に適用されています。）

2．今回の改正対象
今回、労基法が適用されることとなるのは、これまで

猶予措置をとられていた「中小事業主」になります。具体
的には、以下の①又は②に当たる事業主を指します。

業種

小売業

サービス業

卸売業

上記以外の
その他業種

①資本金の額または出資の総額

5000万円以下

5000万円以下

1億円以下

3億円以下

②常時使用する労働者数

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下
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セキュリティ対策
中 小 企 業 の

複雑なパスワードを設定、メールシステムでの多要素認証
やアクセス制限の導入を検討するなど
原因調査と社内外への注意喚起を
ビジネスメール詐欺の被害が判明した場合、次のような
対応を行うことが有効である。
・偽の口座へ送金を行ってしまった場合、送金に利用した
銀行へ、早期に送金のキャンセルや組み戻しの手続きを
依頼する

・警察や銀行へ連絡を行うと、調査のための資料としてロ
グを含め証跡の提示を求められる可能性があるため、可
能な限り攻撃者から送られてきたメールなどは確保し、状
況の把握やどのような経緯でメールが送られてきたかなど
をまとめておく

・ビジネスメール詐欺が判明した際に、暫定対応と原因調
査を行う。具体的には、関係者のPCに対するウイルス
チェックの実施、関係者のメールアカウントのパスワード変
更、関係者のメールアカウントへの不正アクセス痕跡の調
査、関係者へメールアカウントを不正利用される原因に
覚えがないかヒアリング、社内外へ向けた注意喚起など
手口や対策の詳細や、被害事例については、特設ペー

ジを確認してほしい。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）

対策などまとめた特設ページを開設
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は9月28日、ビ

ジネスメール詐欺（Business E-mail Compromise：BEC）の
手口や対策、関連情報をまとめた特設ページを公開した
（QRコード参照）。
ビジネスメール詐欺とは、巧妙に細工したメールのやりと

りで企業の担当者をだまし、攻撃者の用意した口座へ送金
させる詐欺の手口である。本連載Vol.38「ビジネスメール詐
欺国内企業も標的に」（QRコード参照）でも取り上げて注
意喚起を行ったが、米国連邦捜査局（FBI）や米国インター
ネット犯罪苦情センター（IC3）が公開している情報によると、
年々被害は増加傾向にある。改めて注意喚起を行いたい。
巧妙化する手口
IPAでは、主に「取引先との請求書の偽装」「経営者など

へのなりすまし」の2タイプの手口を確認している。
「取引先との請求書の偽装」は、取引先と請求に係るや
りとりをメールなどで行っている際に、攻撃者が取引先にな
りすまし、攻撃者の用意した口座に差し替えた偽の請求書
を送り付け、振り込みをさせるというものである。
「経営者などへのなりすまし」は、攻撃者が企業の経営
者や企業幹部（役員）などになりすまし、企業の従業員
に攻撃者の用意した口座へ振り込みをさせるというもの
である。
ビジネスメール詐欺は、メールのなりすましなどのサイバー
攻撃の手法を用いつつ、巧妙に人を騙す手口である。そ
のためシステムやセキュリティソフトによる機械的な防御、偽
メールの排除が難しいことが被害抑止を難しくしている。
従って、まずは企業や組織の従業員に、このような詐欺

の手口があるということを知っていただく必要がある。その
上で、次のような対策を行うことが望ましい。
・普段と異なるメールに注意し、不審なメールは社内で情
報共有する

・電信送金に関する社内規定を整備し、急な振込先や決
済手段の変更などが発生した場合、取引先へメール以
外の方法で確認する

・ウイルス・不正アクセス対策を実施する。具体的には、セ
キュリティソフトの導入、メールアカウントに推測されにくい

ビジネスメール詐欺に注意

BEC対策
特設ページ

「取引先との請求書の偽装」のイメージ

ビジネスメール詐欺の年間被害額

連載vol.38
 日商
 Assist Biz
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セキュリティ対策
中 小 企 業 の

複雑なパスワードを設定、メールシステムでの多要素認証
やアクセス制限の導入を検討するなど
原因調査と社内外への注意喚起を
ビジネスメール詐欺の被害が判明した場合、次のような
対応を行うことが有効である。
・偽の口座へ送金を行ってしまった場合、送金に利用した
銀行へ、早期に送金のキャンセルや組み戻しの手続きを
依頼する

・警察や銀行へ連絡を行うと、調査のための資料としてロ
グを含め証跡の提示を求められる可能性があるため、可
能な限り攻撃者から送られてきたメールなどは確保し、状
況の把握やどのような経緯でメールが送られてきたかなど
をまとめておく

・ビジネスメール詐欺が判明した際に、暫定対応と原因調
査を行う。具体的には、関係者のPCに対するウイルス
チェックの実施、関係者のメールアカウントのパスワード変
更、関係者のメールアカウントへの不正アクセス痕跡の調
査、関係者へメールアカウントを不正利用される原因に
覚えがないかヒアリング、社内外へ向けた注意喚起など
手口や対策の詳細や、被害事例については、特設ペー

ジを確認してほしい。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）

対策などまとめた特設ページを開設
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は9月28日、ビ

ジネスメール詐欺（Business E-mail Compromise：BEC）の
手口や対策、関連情報をまとめた特設ページを公開した
（QRコード参照）。
ビジネスメール詐欺とは、巧妙に細工したメールのやりと

りで企業の担当者をだまし、攻撃者の用意した口座へ送金
させる詐欺の手口である。本連載Vol.38「ビジネスメール詐
欺国内企業も標的に」（QRコード参照）でも取り上げて注
意喚起を行ったが、米国連邦捜査局（FBI）や米国インター
ネット犯罪苦情センター（IC3）が公開している情報によると、
年々被害は増加傾向にある。改めて注意喚起を行いたい。
巧妙化する手口
IPAでは、主に「取引先との請求書の偽装」「経営者など

へのなりすまし」の2タイプの手口を確認している。
「取引先との請求書の偽装」は、取引先と請求に係るや
りとりをメールなどで行っている際に、攻撃者が取引先にな
りすまし、攻撃者の用意した口座に差し替えた偽の請求書
を送り付け、振り込みをさせるというものである。
「経営者などへのなりすまし」は、攻撃者が企業の経営
者や企業幹部（役員）などになりすまし、企業の従業員
に攻撃者の用意した口座へ振り込みをさせるというもの
である。
ビジネスメール詐欺は、メールのなりすましなどのサイバー
攻撃の手法を用いつつ、巧妙に人を騙す手口である。そ
のためシステムやセキュリティソフトによる機械的な防御、偽
メールの排除が難しいことが被害抑止を難しくしている。
従って、まずは企業や組織の従業員に、このような詐欺

の手口があるということを知っていただく必要がある。その
上で、次のような対策を行うことが望ましい。
・普段と異なるメールに注意し、不審なメールは社内で情
報共有する

・電信送金に関する社内規定を整備し、急な振込先や決
済手段の変更などが発生した場合、取引先へメール以
外の方法で確認する

・ウイルス・不正アクセス対策を実施する。具体的には、セ
キュリティソフトの導入、メールアカウントに推測されにくい

ビジネスメール詐欺に注意

BEC対策
特設ページ

「取引先との請求書の偽装」のイメージ

ビジネスメール詐欺の年間被害額

連載vol.38
 日商
 Assist Biz

きっかけ クラウドファンディングで新商品を開発したい

課題・取組 他社との差別化、より付加価値の高い商品の検討
　経営指導員や専門家とプロジェクトのブラッシュアップを行う中で、類似する商品のプロ
ジェクトがすでに実施されていることが分かりました。プロジェクト実施のためには、他社と
差別化し、より付加価値の高い商品の開発が求められたのです。
　そこで、経営指導員が提案したのが、作品展示や個別商談を通じて、クリエイターと企業
が直接つながることができる当所主催のイベント「クリエイターマッチング」への参加でし
た。福岡で活躍するクリエイターとコラボができれば、よりデザイン性と独自性の高い商品が
開発できると考えました。

成　果 クリエイターとのマッチングが実現

経営相談のススメ
～福商伴走型支援 事例紹介～

当所では、事業計画策定や補助金申請、その後のフォローアップ
を通じ、事業者の経営課題の解決を目指す「伴走型支援」に取り組
んでいます。本コーナーでは、当所の支援を通じて課題解決に取
り組んだ事業者の事例をご紹介します。

クリエイターとのコラボで付加価値の高い商品を！

マジック風呂敷「NO-TIE」

　今回の商品開発で、才
能あふれるクリエイターの
素敵な作品を広めること
ができ、嬉しく思っていま
す。今後は、海外展開や企
業向けノベルティの開発に
も取り組んでいきます。

産業振興グループ TEL 092-441-1119

事業者の声

経営まめ知識

お問い合わせ

　実際に、クリエイターマッチングに参加した蒋取締役。当
日は、クリエイター４名と個別商談を行い、色鮮やかで元
気が出るロンザエモンさんの作品と、一目惚れした弥那さ
んの作品をぜひ商品化したいと二人にアプローチ。その結
果、コラボが実現しました。
　さらに、マッチングによってクリエイター側にも成果があ
りました。イラストレーターの弥那さんは、今回のコラボにより、今まで目標の一つとして掲
げていた「作品の商品化」に向けて前進。自身の作品を広める新たな機会となりました。
　クリエイター作品の起用により新たな価値を得たマジック風呂敷NO-TIE。10月にはクラ
ウドファンディングを開始しました。蒋取締役は「今後はクリエイターとコラボした個人向け
の商品に加えて、企業向けに贈答品や記念品として利用できるノベルティとしての展開もして
いきたい」と新たな挑戦を始めています。

▲商談をする蒋取締役とロンザエモンさん

平易㈱　取締役　蒋 晶

　様々な企業との繋がり
ができ、自分の作品が多く
の方の目に触れる機会が
増え、反響がたくさんあり
ました。エンタメ系企業や
新しい広告イメージを探し
ている企業等、作風を活か
したコラボに積極的に
チャレンジしたいです。

イラストレーター
ロンザエモン

　自分だけでは繋がるこ
とのできない企業と商談
することができ、活動の幅
が広がりました。今後は、
個展の規模拡大や作品の
商品化に挑戦したいです。

アート作家／イラストレーター　弥那

「クラウドファンディングによる新商品開発支援」で顕在化した課
題に対して、解決策として当所が提供する別事業「クリエイターマッ
チング」を提案できたことは、事業者のニーズ
に応じて幅広い事業に取り組んでいる商工会
議所ならではの支援だと思います。

“新しい”にこだわり、アパレルや電気製品を中心に商品展開。
自社で企画・製造し、高品質、低価格を実現している。
TEL：092-692-7111　　URL：https://heiyi.jp/

平易㈱

奄美大島出身。カラフル・エネルギッシュな
ガールズイラストを中心に制作・発表。
Instagram：@ronzaemon

イラストレーター

ロンザエモン

福岡を拠点にフリーで活動。目を瞑っている女
の子の絵とボールペン画を中心に制作。
Instagram：@y_0_6_m

アート作家／イラストレーター

弥 那

▲水2ℓ2本の重さにも
耐えられる

担当者の声
経営指導員
上野 浩作
経営指導員
里見 洋輔

　マジック風呂敷NO-TIEは、特殊な繊維構造で布同士がくっつき、巻くだ
けでカメラやパソコン、文房具など様々なものを包むことができる不思議
な風呂敷です。「便利で画期的なこの商品をもっと広めたい」「『欲しい』と
思うデザインにしたい」と考えた平易㈱ は、色彩に徹底的にこだわったプ
リント技術を導入し、５年の歳月をかけて自社製造を可能にしました。
　そこで、本格的な商品化に向けて動き出すため、取締役の蒋さんが「ま
ずはクラウドファンディングに挑戦したい」と商工会議所に相談されたの
が支援のきっかけでした。

クリエイターマッチングとは
クリエイターと企業双方の商品開発や販
路拡大の機会創出を目的に当所が主催
するマッチングイベント。（7/29実施）
令和4年度実績：クリエイター
16名、企業58社83名が参加。
商談件数337件。

25福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  DECEMBER



②物流の非効率化
製造業・小売業等における消費者ニーズの多様化やデジタル技
術の進展による多品種・小ロット輸送※増加に伴い、トラック一
台当たりの積載効率の低下が生じています。また、貨物のアナロ
グ的な管理や車両への荷物の手作業による積み込みなど、デジ
タル・機械化が進んでいない物流施設も多いため、「非効率性」が浮き彫りとなっています。
※生産の都度に顧客のニーズに対応した違った製品の仕様を用意し、一度に生産する製品数を少量で行う生産方法に対応した輸送。貨物の規格が均一ではないので積載効率は低下。

～持続可能な物流の実現に向けて、今私たちにできること～

経済の血
液を止める

な!!

お問い合わせ/地域振興部（運輸・港湾・貿易部会担当）TEL:092-441-1118

特 集 2

　近年、ネット通販などの電子商取引（EC）の普及によって、物流需要が増加傾向にある一方、担い手となるトラッ
クドライバーの不足やそれに伴う長時間労働が、物流業界の深刻な課題となっています。そんな中、2024年4月か
ら、働き方改革に伴う”時間外労働の上限規制”が物流業界にも適用され、トラックドライバーの労働環境の改善
が期待されています。
　しかし、このままの状況では、年々加速する物流需要に対応できなくなる可能性（＝物流クライシス）が懸念され
ており、2030年には需要全体の36%を運ぶことができなくなるとも予測されています。「物流の2024年問題」と
もいわれる諸課題の影響は、10兆円を超える規模の経済損失とも試算され、小規模農家やメーカー等が生産物を
出荷できなくなるだけでなく、消費者の生活にも重大な事態を引き起こすことが考えられます。
　物流は、経済を円滑に回すために必要不可欠な社会インフラです。今回は、こうした物流業界が直面している諸
課題に対して、事業者の一人ひとりができることについてご紹介します。

「物流クライシス（危機）」を引き起こす要因

「持続可能な物流の実現」に向けた取り組み

トラックドライバー不足を解消し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保
するとともに、経済の成長に役立つことを目的として、国土交通省主導で荷主・納品先
企業、物流事業者、事業者団体、国民がそれぞれの立場で取り組んでいる運動です。
現在、全国で1,493社※1の企業が、福岡県では56社の企業が賛同しています。本運

動の主な取り組み内容としては、
●  荷待ち時間の削減………予約受付システムの導入、入出荷情報の事前提供等
●  荷役作業の負担軽減……パレット等の活用、運転以外の作業部分の分離等
●  物流の生産性向上………パレット等の活用、集荷先や配送先の集約等　　などがあります。  ※1 令和4年11月15日時点

● 実際に行っている取り組み内容（一部）
『物流他企業との協業化』。業界の商慣行や商習慣を乗り越え
てメーカー物流、同業他社との共同配送を実施。

● 取り組んでみての感想は？
取り組みによる効果は共同配送先を含む2社で年間約400万

円の物流コスト削減。“これからの物流は競争領域ではなく協調
領域である”との意識改革だけでも、投資を伴うことなく成果を
あげることができる。この取り組みを国レベルに広げることがで
きれば、物流クライシスを乗り越えることも可能と考える。

運賃適正化の取り組み
平成29年11月よりトラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わり、それまであいまいだった「運賃」と

「料金※１」、さらには「実費※２」を明確に区分し適正な金額で取引することが定められました。例えばトラックドラ
イバーが倉庫内での荷下ろし・荷積みを行う場合は、運賃とは別の名目の料金として支払う必要があり、これに反
した取引は、下請法・独占禁止法に違反する恐れがあります。
※１：料金＝待機時間料、積込・取卸料、附帯業務料　　※２：実費＝高速道路利用料、フェリー利用料、燃料サーチャージ等

優先的に取り組むべき運輸事業者の負担軽減
トラックドライバーの労働時間の短縮に向けた荷待ち時間の縮減や荷捌き業務の分離、発注から納期までの期間
の延長、高速道路利用料込での見積依頼などが、トラックドライバーや運送業者の負担軽減に大変効果的です。
荷主企業の皆様は、ぜひ優先的に取り組んでいただきますようお願いします。

■図１ ネットショッピング利用世帯の割合の推移（二人以上の世帯）

出典：総務省統計局「家計消費状況調査年報（令和2年）結果の概況
（https://www.stat.go.jp/data/joukyou/2020ar/gaikyou/index.html）」

「物流クライシス（危機）」は、決して運輸業界だけの問題ではありません。全業界それぞれが自らの危機と捉え、常
識や慣習に囚われることなく連携・協力してこの問題に取り組んでいくことが、今まさに求められています。

物流の生産性向上・効率化に向けて、物流事業者、荷主企業等の関係者が
連携して相互に改善案を提案し、協力して実現を目指しています。

“経済の血液”とも呼ばれる『物流』を止めないために、私たち事業者がやるべきことがたくさんあります。

「ホワイト物流」推進運動への
ご参画・詳細はこちら▶

㈱ティー・エル・エス
（トライアルカンパニーグループ）
代表取締役　山下　和之 氏

賛
同
企
業
の
声

2024年問題への対応が間近に迫っているなかで物流にはどのような課題があるのか、また、事業者にはどのような
対応が必要なのか。当所副会頭で、福岡県トラック協会会長、全日本トラック協会副会長である眞鍋 博俊 氏にご講演
いただき、持続可能な物流実現のヒントを探ります。様々な業種・業界からのご参加をお待ちしています。ぜひご聴講
ください。

日　程 令和５年1月下旬～2月上旬に開催予定

登壇者 眞鍋 博俊 氏（福岡商工会議所 副会頭・福岡県トラック協会 会長・㈱博運社 代表取締役会長）

内　容 第１部：特別講演（40分程度）　
第２部：事例紹介（50分程度）
※開催日程や会場等の詳細は、決まり次第、
　当所ホームページでお知らせします。

福岡商工会議所 新春特別講演会
『経済の血液を止めるな‼～持続可能な物流に向けて、今私たちにできること～』

会　場 市内会議室（予定）

申込・詳細は
こちら

「ホワイト物流」推進運動とは？

私たち事業者がやるべきこと

④カーボンニュートラルの実現
日本政府は、気候変動対策の一つとして、2050年までに温室効果ガスの「排出量」と「吸収量」 を均衡にし、実質
的な排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を掲げています。その実現に向け、省エネや脱炭素エネル
ギーの利用が様々な業界でより一層呼びかけられています。物流業界においては、人手不足の解消や再配達の削減な
ど、効率的な物流システムを構築することが求められています。

③トラックドライバーの人手不足
国民生活や経済活動に不可欠な物流の担い手であるトラックドライバーの不足は、深刻な状況です。平均年齢も高
齢化しており、トラックドライバーの不足は、今後ますます深刻化することが懸念されています。
これらは、トラックドライバーの労働時間が他産業平均よりも約2割長い※1ことに加え、2007年の道路交通法改正
により「中型自動車免許」が新設※2され、「大型自動車免許」取得の難易度が上がり取得費用がかさむようになったこと
等が要因として考えられます。
※1：（出展）経済産業省・国土交通省・農林水産省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況（2022）」
※2：それまで「普通自動車免許」で運転可能であった車両重量5トン以上８トン未満の自動車車両の運転には「中型自動車免許」が必要となった。

①物流需要の増加
ネットショッピングの利用世帯割合は、2000年ではわずか
5％だったのに対して、コロナ前の2018年には39.2%、2020
年には50％近くまで上昇しています（図１）。コロナ禍により巣ご
もり需要が拡大し、さらに物流需要は増大しています。
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②物流の非効率化
製造業・小売業等における消費者ニーズの多様化やデジタル技

術の進展による多品種・小ロット輸送※増加に伴い、トラック一
台当たりの積載効率の低下が生じています。また、貨物のアナロ
グ的な管理や車両への荷物の手作業による積み込みなど、デジ
タル・機械化が進んでいない物流施設も多いため、「非効率性」が浮き彫りとなっています。
※生産の都度に顧客のニーズに対応した違った製品の仕様を用意し、一度に生産する製品数を少量で行う生産方法に対応した輸送。貨物の規格が均一ではないので積載効率は低下。

～持続可能な物流の実現に向けて、今私たちにできること～

経済の血
液を止める

な!!

お問い合わせ/地域振興部（運輸・港湾・貿易部会担当）TEL:092-441-1118

特 集 2

　近年、ネット通販などの電子商取引（EC）の普及によって、物流需要が増加傾向にある一方、担い手となるトラッ
クドライバーの不足やそれに伴う長時間労働が、物流業界の深刻な課題となっています。そんな中、2024年4月か
ら、働き方改革に伴う”時間外労働の上限規制”が物流業界にも適用され、トラックドライバーの労働環境の改善
が期待されています。
　しかし、このままの状況では、年々加速する物流需要に対応できなくなる可能性（＝物流クライシス）が懸念され
ており、2030年には需要全体の36%を運ぶことができなくなるとも予測されています。「物流の2024年問題」と
もいわれる諸課題の影響は、10兆円を超える規模の経済損失とも試算され、小規模農家やメーカー等が生産物を
出荷できなくなるだけでなく、消費者の生活にも重大な事態を引き起こすことが考えられます。
　物流は、経済を円滑に回すために必要不可欠な社会インフラです。今回は、こうした物流業界が直面している諸
課題に対して、事業者の一人ひとりができることについてご紹介します。

「物流クライシス（危機）」を引き起こす要因

「持続可能な物流の実現」に向けた取り組み

トラックドライバー不足を解消し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保
するとともに、経済の成長に役立つことを目的として、国土交通省主導で荷主・納品先
企業、物流事業者、事業者団体、国民がそれぞれの立場で取り組んでいる運動です。
現在、全国で1,493社※1の企業が、福岡県では56社の企業が賛同しています。本運

動の主な取り組み内容としては、
●  荷待ち時間の削減………予約受付システムの導入、入出荷情報の事前提供等
●  荷役作業の負担軽減……パレット等の活用、運転以外の作業部分の分離等
●  物流の生産性向上………パレット等の活用、集荷先や配送先の集約等　　などがあります。  ※1 令和4年11月15日時点

● 実際に行っている取り組み内容（一部）
『物流他企業との協業化』。業界の商慣行や商習慣を乗り越え
てメーカー物流、同業他社との共同配送を実施。

● 取り組んでみての感想は？
取り組みによる効果は共同配送先を含む2社で年間約400万

円の物流コスト削減。“これからの物流は競争領域ではなく協調
領域である”との意識改革だけでも、投資を伴うことなく成果を
あげることができる。この取り組みを国レベルに広げることがで
きれば、物流クライシスを乗り越えることも可能と考える。

運賃適正化の取り組み
平成29年11月よりトラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わり、それまであいまいだった「運賃」と

「料金※１」、さらには「実費※２」を明確に区分し適正な金額で取引することが定められました。例えばトラックドラ
イバーが倉庫内での荷下ろし・荷積みを行う場合は、運賃とは別の名目の料金として支払う必要があり、これに反
した取引は、下請法・独占禁止法に違反する恐れがあります。
※１：料金＝待機時間料、積込・取卸料、附帯業務料　　※２：実費＝高速道路利用料、フェリー利用料、燃料サーチャージ等

優先的に取り組むべき運輸事業者の負担軽減
トラックドライバーの労働時間の短縮に向けた荷待ち時間の縮減や荷捌き業務の分離、発注から納期までの期間
の延長、高速道路利用料込での見積依頼などが、トラックドライバーや運送業者の負担軽減に大変効果的です。
荷主企業の皆様は、ぜひ優先的に取り組んでいただきますようお願いします。

■図１ ネットショッピング利用世帯の割合の推移（二人以上の世帯）

出典：総務省統計局「家計消費状況調査年報（令和2年）結果の概況
（https://www.stat.go.jp/data/joukyou/2020ar/gaikyou/index.html）」

「物流クライシス（危機）」は、決して運輸業界だけの問題ではありません。全業界それぞれが自らの危機と捉え、常
識や慣習に囚われることなく連携・協力してこの問題に取り組んでいくことが、今まさに求められています。

物流の生産性向上・効率化に向けて、物流事業者、荷主企業等の関係者が
連携して相互に改善案を提案し、協力して実現を目指しています。

“経済の血液”とも呼ばれる『物流』を止めないために、私たち事業者がやるべきことがたくさんあります。

「ホワイト物流」推進運動への
ご参画・詳細はこちら▶

㈱ティー・エル・エス
（トライアルカンパニーグループ）
代表取締役　山下　和之 氏
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2024年問題への対応が間近に迫っているなかで物流にはどのような課題があるのか、また、事業者にはどのような
対応が必要なのか。当所副会頭で、福岡県トラック協会会長、全日本トラック協会副会長である眞鍋 博俊 氏にご講演
いただき、持続可能な物流実現のヒントを探ります。様々な業種・業界からのご参加をお待ちしています。ぜひご聴講
ください。

日　程 令和５年1月下旬～2月上旬に開催予定

登壇者 眞鍋 博俊 氏（福岡商工会議所 副会頭・福岡県トラック協会 会長・㈱博運社 代表取締役会長）

内　容 第１部：特別講演（40分程度）　
第２部：事例紹介（50分程度）
※開催日程や会場等の詳細は、決まり次第、
　当所ホームページでお知らせします。

福岡商工会議所 新春特別講演会
『経済の血液を止めるな‼～持続可能な物流に向けて、今私たちにできること～』

会　場 市内会議室（予定）

申込・詳細は
こちら

「ホワイト物流」推進運動とは？

私たち事業者がやるべきこと

④カーボンニュートラルの実現
日本政府は、気候変動対策の一つとして、2050年までに温室効果ガスの「排出量」と「吸収量」 を均衡にし、実質

的な排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を掲げています。その実現に向け、省エネや脱炭素エネル
ギーの利用が様々な業界でより一層呼びかけられています。物流業界においては、人手不足の解消や再配達の削減な
ど、効率的な物流システムを構築することが求められています。

③トラックドライバーの人手不足
国民生活や経済活動に不可欠な物流の担い手であるトラックドライバーの不足は、深刻な状況です。平均年齢も高

齢化しており、トラックドライバーの不足は、今後ますます深刻化することが懸念されています。
これらは、トラックドライバーの労働時間が他産業平均よりも約2割長い※1ことに加え、2007年の道路交通法改正
により「中型自動車免許」が新設※2され、「大型自動車免許」取得の難易度が上がり取得費用がかさむようになったこと
等が要因として考えられます。
※1：（出展）経済産業省・国土交通省・農林水産省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況（2022）」
※2：それまで「普通自動車免許」で運転可能であった車両重量5トン以上８トン未満の自動車車両の運転には「中型自動車免許」が必要となった。

①物流需要の増加
ネットショッピングの利用世帯割合は、2000年ではわずか

5％だったのに対して、コロナ前の2018年には39.2%、2020
年には50％近くまで上昇しています（図１）。コロナ禍により巣ご
もり需要が拡大し、さらに物流需要は増大しています。
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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

表現することを様々に企画・推進しカルチャー・
イベント・セミナー・旅の提案など実現していきます

合同会社アートプロジェクト01

Art=表現をサービスとして
提供し人々の暮らしを豊かにする

▼

フラワーワークショップの様子

（表現）することを取り入れ再生する為の
セミナーを企画し実施する。美術をテー
マとした旅の企画、文化施設を利用した
取り組みや展示、幼稚園介護施設など
の支援も行います。

美術と他の活動をコラボして新しいカ
ルチャーやイベントを企画発信する。
その取り組みで、人々を集め交流する

ことで新しいコミニティーをつくりその和
を広げていく。企業などの働き方にArt

合同会社アートプロジェクト01
福岡市中央区警固1-9-2-303
TEL：092-707-0192
FAX：092-707-0182
http://artproject01.com
E-mail：info@artproject01.com
営業内容
カルチャー・イベント・セミナー・旅行
企画推進（幼稚園・保育園・介護施設
美術支援・絵画教室・文化施設利用企
画など）

社員研修をお考えの企業様
～サンプル研修プログラムや助成金活用セミナーご案内～福岡人事内～

社会保険労務士法人　福岡人事

社員研修・人材開発助成金と
労務管理プレセミナー開催中（無料）

▼

当法人所属社労士・
コンサルタント　講師

修メニューを用意しました。「ヒューマン」
にまつわるスキルアップ・教育訓練や助
成金制度に関するプレセミナーを開催し
ておりますので、ぜひ、お問い合わせく
ださい。

私共は人材教育や人事制度の支援を
行っている社会保険労務士法人です。
今般、私共は社員の育成のため、労

務管理マネジメント、コミュニケーション
スキル、ハラスメント防止など12個の研

社会保険労務士法人　福岡人事
福岡市南区清水1-24-5
TEL：092-554-3339
FAX：092-554-3303
https://fukuokajinji.com/
E-mail：tsurusawa@fukuokajinji.com
営業内容
社員研修講師、人事制度構築、就業規
則の作成・改訂、人事労務相談、社会
保険手続の代行、評価制度策定、助成
金相談等

福岡市唯一の24時間運転代行、侍です!
詳細はホームページまで!従業員募集中です!

侍運転代行

侍運転代行24時間営業中!
いつでもどこでも駆けつけます!

▼

LINE友だち追加で
お得な情報を配信中です～

でも駆けつけます!
体調不良の方や気分が優れない方も
気軽に御連絡ください。
現在、事業拡大のため従業員募集中
気軽にご応募ください。

24時間運転代行侍です。
夜の運転代行はたくさんありますが昼

の運転代行は侍しかありません!
昼飲みの居酒屋さんや、BBQ場、

キャンプ場、結婚式場などいつでもどこ

侍運転代行
福岡市中央区春吉 2-8-9
イル・レガーロ天神Ⅲ108号室
TEL：080-4699-2810
https://samurai-daiko.com
E-mail：sdhuyt@icloud.com
営業内容
福岡市周辺の運転代行を営んでおります。

AI学習ロボット「ロボ友」を月額980円～
使用できます

SMAROBO【B＆B㈱】

スマホ連動の「ロボ友」で
【おうち塾2022塾】募集中 ★地域限定★

▼

絵本を読んでね！

ると共に、AI機械学習機能の集積で
「学ぶ者の個々の学友」の教えを進化し
続けた「ロボ友」を次の世代に伝承し続
けます。

AI 学習ロボット「ロボ友」は、複合的
コミュニケーション機能により多種多様
な見守り型アプリ開発で世界国別のAI
コンテンツを普及させます。新たなオン
ライン学習塾【おうち塾】を市場形成させ

SMAROBO【B＆B㈱】
糸島市二丈深江1147-17
FAX：092-325-0407
https://z-collection.jimdofree.com/
E-mail：tohata@smarobo.jp
営業内容
AI学習ロボットの開発

日々のデータ入力作業で、このように感じることはありませんか？
比較的安価で導入可能ですので、お気軽にお問合せください

㈱ウプシロン

専門知識が無くてもOK!
ExcelVBA・マクロで業務効率化

③顧客数が増えてきたので、売上管理
が煩雑になってきた。

　管理しやすくしたい！

①手作業はミスが多く時間も掛かるけ
ど、効率よくできないかな？

②限られた担当者に作業が俗人化してい
　るけど、全員で簡単に扱えないかな？

㈱ウプシロン
福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル15階
TEL：092-400-1444
FAX：092-400-0999
https://www.upsilon.co.jp/lp
E-mail：sales@upsilon.co.jp
営業内容
Excel、Accessの
アプリケーション受託開発
ITコンサルティング
ITアウトソーシング

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

表現することを様々に企画・推進しカルチャー・
イベント・セミナー・旅の提案など実現していきます

合同会社アートプロジェクト01

Art=表現をサービスとして
提供し人々の暮らしを豊かにする

▼

フラワーワークショップの様子

（表現）することを取り入れ再生する為の
セミナーを企画し実施する。美術をテー
マとした旅の企画、文化施設を利用した
取り組みや展示、幼稚園介護施設など
の支援も行います。

美術と他の活動をコラボして新しいカ
ルチャーやイベントを企画発信する。
その取り組みで、人々を集め交流する

ことで新しいコミニティーをつくりその和
を広げていく。企業などの働き方にArt

合同会社アートプロジェクト01
福岡市中央区警固1-9-2-303
TEL：092-707-0192
FAX：092-707-0182
http://artproject01.com
E-mail：info@artproject01.com
営業内容
カルチャー・イベント・セミナー・旅行
企画推進（幼稚園・保育園・介護施設
美術支援・絵画教室・文化施設利用企
画など）

社員研修をお考えの企業様
～サンプル研修プログラムや助成金活用セミナーご案内～福岡人事内～

社会保険労務士法人　福岡人事

社員研修・人材開発助成金と
労務管理プレセミナー開催中（無料）

▼

当法人所属社労士・
コンサルタント　講師

修メニューを用意しました。「ヒューマン」
にまつわるスキルアップ・教育訓練や助
成金制度に関するプレセミナーを開催し
ておりますので、ぜひ、お問い合わせく
ださい。

私共は人材教育や人事制度の支援を
行っている社会保険労務士法人です。
今般、私共は社員の育成のため、労

務管理マネジメント、コミュニケーション
スキル、ハラスメント防止など12個の研

社会保険労務士法人　福岡人事
福岡市南区清水1-24-5
TEL：092-554-3339
FAX：092-554-3303
https://fukuokajinji.com/
E-mail：tsurusawa@fukuokajinji.com
営業内容
社員研修講師、人事制度構築、就業規
則の作成・改訂、人事労務相談、社会
保険手続の代行、評価制度策定、助成
金相談等

福岡市唯一の24時間運転代行、侍です!
詳細はホームページまで!従業員募集中です!

侍運転代行

侍運転代行24時間営業中!
いつでもどこでも駆けつけます!

▼

LINE友だち追加で
お得な情報を配信中です～

でも駆けつけます!
体調不良の方や気分が優れない方も
気軽に御連絡ください。
現在、事業拡大のため従業員募集中
気軽にご応募ください。

24時間運転代行侍です。
夜の運転代行はたくさんありますが昼

の運転代行は侍しかありません!
昼飲みの居酒屋さんや、BBQ場、

キャンプ場、結婚式場などいつでもどこ

侍運転代行
福岡市中央区春吉 2-8-9
イル・レガーロ天神Ⅲ108号室
TEL：080-4699-2810
https://samurai-daiko.com
E-mail：sdhuyt@icloud.com
営業内容
福岡市周辺の運転代行を営んでおります。

AI学習ロボット「ロボ友」を月額980円～
使用できます

SMAROBO【B＆B㈱】

スマホ連動の「ロボ友」で
【おうち塾2022塾】募集中 ★地域限定★

▼

絵本を読んでね！

ると共に、AI機械学習機能の集積で
「学ぶ者の個々の学友」の教えを進化し
続けた「ロボ友」を次の世代に伝承し続
けます。

AI 学習ロボット「ロボ友」は、複合的
コミュニケーション機能により多種多様
な見守り型アプリ開発で世界国別のAI
コンテンツを普及させます。新たなオン
ライン学習塾【おうち塾】を市場形成させ

SMAROBO【B＆B㈱】
糸島市二丈深江1147-17
FAX：092-325-0407
https://z-collection.jimdofree.com/
E-mail：tohata@smarobo.jp
営業内容
AI学習ロボットの開発

日々のデータ入力作業で、このように感じることはありませんか？
比較的安価で導入可能ですので、お気軽にお問合せください

㈱ウプシロン

専門知識が無くてもOK!
ExcelVBA・マクロで業務効率化

③顧客数が増えてきたので、売上管理
が煩雑になってきた。
　管理しやすくしたい！

①手作業はミスが多く時間も掛かるけ
ど、効率よくできないかな？

②限られた担当者に作業が俗人化してい
　るけど、全員で簡単に扱えないかな？

㈱ウプシロン
福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル15階
TEL：092-400-1444
FAX：092-400-0999
https://www.upsilon.co.jp/lp
E-mail：sales@upsilon.co.jp
営業内容
Excel、Accessの
アプリケーション受託開発
ITコンサルティング
ITアウトソーシング

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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福商出前講座に関するお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

●「福商出前講座」をご利用されたきっかけは何ですか？
　若手職員からビジネスマナーやコミュニケーションをテーマに研修をしてほしい
という声があり、弊社に合う研修がないか探していたところ、福岡商工会議所の
ホームページに掲載されていた福商出前講座の新入社員向け階層別研修が目に
留まり、利用させていただくことになりました。

●実際に「福商出前講座」を利用していかがでしたか？
　福商出前講座のご担当者には、弊社の要望をしっかり聞いていただき、ニーズ
に合った講師をご紹介いただきました。
　2時間といったコンパクトな講座でしたが、充実した内容で有意義な研修とな
りました。講師からは、弊社の経営理念等を交えて講義をしていただき、とても
分かりやすかったです。研修後も個別の質問に対して、丁寧にアドバイスしてい
ただきました。次回も機会があればぜひ利用したいと考えています。

●受講者の声
　第一印象は0.5秒で決まるというお話が印象に残りました。身だしなみ、名札を上
げる動作や敬語の使い方など、教えていただいたことが接遇の際に役立っています。
電話対応についても、電話口ではお客さまのお顔が見えないからこそ、より親切・丁
寧な対応を心がけ、信頼される担当者を目指し日々取り組んでいます。
　研修中、会場で暑そうにしていた私を講師の方が気遣って声をかけてくださいま
した。こういった気遣いがCS向上につながると感じました。私もこのような気遣い
ができる職員になれるように、意識しながら実践していきたいと思います。

今回は 福商出前講座 の活用事例をご紹介します

ご利用いただいた企業様の声

日本政策金融公庫　福岡支店
福岡市博多区博多駅前３-２１-１２
TEL：０９２-４１１-９１１１

「福商出前講座」の最大のメリットは、会社組織が伝えた
いことを軸に講座カリキュラムが組める点です。ビジネスス
キルのみならず、研修による経営理念浸透や目標達成に向
けた行動への動機づけも期待できます。当所の“研修講座”
で、実績のある講師と一緒に、皆様の人材育成に関する課
題解決に向けてお手伝いします。

受講者
日本政策金融公庫 福岡支店 
企業支援課　山村氏

当所では、企業の研修ニーズにあわせて講師を派遣するサービス「福商出前講
座」を実施しています。当所職員が研修要望をヒアリングした上で、講師をご紹
介します。階層別研修から職種別研修、ビジネスマナー研修等、企業が今抱え
る課題の解決に直結する研修企画・実施が可能です。

過去開催テーマ

・接遇マナー研修
・管理職育成研修
・営業力強化研修

申込・詳細は
こちら
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福商出前講座に関するお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189

●「福商出前講座」をご利用されたきっかけは何ですか？
　若手職員からビジネスマナーやコミュニケーションをテーマに研修をしてほしい
という声があり、弊社に合う研修がないか探していたところ、福岡商工会議所の
ホームページに掲載されていた福商出前講座の新入社員向け階層別研修が目に
留まり、利用させていただくことになりました。

●実際に「福商出前講座」を利用していかがでしたか？
　福商出前講座のご担当者には、弊社の要望をしっかり聞いていただき、ニーズ
に合った講師をご紹介いただきました。
　2時間といったコンパクトな講座でしたが、充実した内容で有意義な研修とな
りました。講師からは、弊社の経営理念等を交えて講義をしていただき、とても
分かりやすかったです。研修後も個別の質問に対して、丁寧にアドバイスしてい
ただきました。次回も機会があればぜひ利用したいと考えています。

●受講者の声
　第一印象は0.5秒で決まるというお話が印象に残りました。身だしなみ、名札を上
げる動作や敬語の使い方など、教えていただいたことが接遇の際に役立っています。
電話対応についても、電話口ではお客さまのお顔が見えないからこそ、より親切・丁
寧な対応を心がけ、信頼される担当者を目指し日々取り組んでいます。
　研修中、会場で暑そうにしていた私を講師の方が気遣って声をかけてくださいま
した。こういった気遣いがCS向上につながると感じました。私もこのような気遣い
ができる職員になれるように、意識しながら実践していきたいと思います。

今回は 福商出前講座 の活用事例をご紹介します

ご利用いただいた企業様の声

日本政策金融公庫　福岡支店
福岡市博多区博多駅前３-２１-１２
TEL：０９２-４１１-９１１１

「福商出前講座」の最大のメリットは、会社組織が伝えた
いことを軸に講座カリキュラムが組める点です。ビジネスス
キルのみならず、研修による経営理念浸透や目標達成に向
けた行動への動機づけも期待できます。当所の“研修講座”
で、実績のある講師と一緒に、皆様の人材育成に関する課
題解決に向けてお手伝いします。

受講者
日本政策金融公庫 福岡支店 
企業支援課　山村氏

当所では、企業の研修ニーズにあわせて講師を派遣するサービス「福商出前講
座」を実施しています。当所職員が研修要望をヒアリングした上で、講師をご紹
介します。階層別研修から職種別研修、ビジネスマナー研修等、企業が今抱え
る課題の解決に直結する研修企画・実施が可能です。

過去開催テーマ

・接遇マナー研修
・管理職育成研修
・営業力強化研修

申込・詳細は
こちら

石畳の一本道を進んだ先に、隠れ家
のようなお店を発見　 木材の温かさ
を感じる店内から、和服姿の女将が出
迎えてくれました！
まずは、冷えた体に嬉しい「博多水

炊き風もつ鍋」をいただくことに　 此
乃美さんでは、九州産・黒毛和牛の最
高級ホルモンを店内で一から処理して
おり、鮮度抜群の「生もつ」は、お鍋の
中で艶やかに輝きます　 食べ方にも
こだわりがあり、もつには壱岐産の藻
塩をかけていただくんだとか！さっそく
一口いただくと、じゅわっと広がる脂の
甘みを藻塩がしっかり引き締めて、
さっぱり食べることができました　　
さらに、追加トッピングで宮崎県産の
原木椎茸「田中椎茸」もいただきまし
た！口の中で溢れる旨味たっぷりの椎
茸のお出汁がたまりません
新鮮でクセのないもつは、県外か

らお取り寄せするファンも多いのだ
とか！

次にいただいたのは、名物「串ホル
モン」です。それぞれ食感の違う「せん
まい・赤せんまい・牛ハツ・小腸」の4つ
の部位が1度に楽しめるということで、
平成6年の創業当時から長年人気の
商品なんだとか　女将さんが1串ずつ
丁寧に出汁をかけ、カウンターの目の
前で仕上げてくれます！常連さんの中
には、お子さんやお孫さんが大きくなっ
て一緒に飲みに来られる方もいるそう
で、家族との団らんやお仕事終わりの
一杯に、もってこいの一品でした

1串で4度おいしい！
名物「串ホルモン」

壱岐産の藻塩でさっぱり
「博多水炊き風もつ鍋」

此乃美 舞鶴本店は、平成6年に先代が創業しました。先代のもとで数年間学び、平成23年に2代目として味も
そのまま引き継ぎました。引き継ぎのお話をいただいた当初は、子どもを出産した直後で正直迷いましたが、ホル
モンに対する先代の想いと丁寧に調理された美味しさに感銘を受け、即決しました。もともと別の飲食店を経営
していたので、そのノウハウを活かしながら、全国から愛されるお店を目指して頑張っています。
商工会議所には、主に補助金の申請について相談をしています。2つの補助金を一度に申請するときは、締め
切りが迫る中で心が折れそうになりましたが、職員の方や専門家の先生が最後まで親身にアドバイスをくださ
り、採択につなげることができたと思っています。また、補助金の申請を通じて、店のビジョンを改めて考えるこ
とができました。全国の皆さんに素材の味を楽しんでいただくため、今後はオンラインショップのメニュー充実に
力を入れていこうと計画しています。新商品として「薬膳もつ鍋」を準備中です！！
年末年始の家族団らんに、感謝を伝えたい方へのお歳暮に、心から温まる「もつ鍋」をご賞味ください！

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

九州産・黒毛和牛のホルモン料理が楽しめ
ると聞いてやってきたのは、中央区舞鶴の
「此乃美　舞鶴本店」さん。

　オンラインストアでは、全国ど
こからでも「博多水炊き風 もつ
鍋セット」が購入可能です　ギフ
トセットもあるので、ご家族や大
切な人にお歳暮として贈るのも
ぴったり！新メニューとして「薬膳
もつ鍋」も販売予定なので、ぜひ
チェックしてみてください

じゅわっと、とろける九州産・黒毛和牛の「もつ鍋」

此乃美　舞鶴本店

女将　川田 藍さん

オンライン
ショップは
こちら

此乃美　舞鶴本店
福岡市中央区舞鶴1-3-5
TEL：092-732-8241
営17：00～23：00
㉁日曜日・月曜日
※営業日は変更になる場合があります。
　公式Instagramからご確認ください。
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「福岡県SDGs登録制度」
登録企業募集！

【福岡市】燃料費等高騰の影響を
受けた事業者支援金 ご寄附のお願い

パブリックインフォメーション

　福岡県では、SDGsに積極的に取り組む企業
や団体を公表し、SDGsへの貢献を「見える化」
する登録制度を創設しました。皆様、是非ご登
録ください。
◆対象：福岡県内に事業所等を置く法人、

団体、個人事業主
◆登録要件：以下２つを満たすこと
①SDGs達成に向け具体的な取組を実施し
ていること
②SDGs達成に向けた取組方針や重点的な
取組を宣言していること

◆登録料：無料
◆受付期間：（第１期）10/31～12/28、

（第２期）2023/1/4～2/28
【お問い合わせ】
福岡県SDGs推進サポート事務局
TEL：092-738-5560
E-mail：fukuoka_sdgs_

support@jtb.com

　福岡市では、燃料費等高騰の影響を受けた
市内中小企業等の事業継続と雇用を支えるた
め、燃料費および光熱費について、価格高騰分
の一部を支援します。
◆支援対象：2022年４月から９月までの燃料
費・光熱費の使用量（事業用）から算定する
価格高騰の影響額が10万円以上の市内中
小企業者等（個人事業者含む）。

◆支援内容：上限20万円。価格高騰の影響額
の２分の１を支援。
◆申請締切：2022年12月31日まで
◆申請方法：オンライン申請または郵送申請
※詳細は専用HPをご確認ください。
https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/

【お問い合わせ】
福岡市燃料費等高騰支援事務局
TEL：092-718-1481
（9：00～17：00）

　福岡市教育振興会では、福岡市の子どもたち
への支援のため皆様からのご寄附をお待ちして
います。当財団へのご寄附は、税制上の優遇措
置（※）を受けることができます。
　ご寄附についてのお問い合わせは、当財団ま
でご遠慮なくご照会ください。
◆ご寄附の使途：就学が困難な高等学校等の
生徒に対する奨学金

◆海外の高等学校に留学するための奨学金等
※税制上の優遇措置についての詳細は、最寄りの 税務署にご
確認ください。

【お問い合わせ】
公益財団法人福岡市教育振興会
TEL：092-721-1709

消費税 インボイス制度導入に向けた準備はお済みですか？

福岡商工会議所　経営支援グループ
TEL 092-441-1146　Mail fkkeiei@fukunet.or.jp

お問い合わせ

※販売先が一般消費者だと思っていても、
領収書を求められて、実は事業者だとわ
かるケースもあります

インボイス発行事業
者にならなくても、影
響は小さいと考えら
れます

※販売先が一般消費者だと思っていても、
領収書を求められて、実は事業者だとわ
かるケースもあります

を確認！

インボイス発行事業
者にならなくても、影
響は小さいと考えら
れます

を確認！

インボイス発行事業
者になったほうがよい
でしょう

を確認！

インボイス発行事業
者になることを検討す
る必要があります

を確認！

No Yes

現在、免税事業者です

主な販売先は？

事業者 一般消費者 事業者 一般消費者

現在、課税事業者です

主な販売先は？

現在、消費税の申告をしていますか？

福岡商工会議所から重要なお知らせです!

お取引先と、インボイス発行事業者
登録申請のご確認を！

2023年10月制度開始！

確認しないとこんなリスクが想定されます
☞自社が免税事業者またはインボイス発行事業者として未登録の課税事業者の方
自社がインボイスを発行しなければ、販売先は仕入税額控除ができないため、自社との取引を見直す可能性があります。

取引先（販売先）に対し、以下を確認！取引継続のため、自社によるインボイス発行の要・不要について
※取引先(販売先)がインボイスの発行を必要とする場合は、インボイス発行事業者としての登録を検討する必要があります

Check①

☞自社が課税事業者の方（簡易課税事業者の方は除く）
仕入先がインボイスを発行しなければ、自社は仕入税額控除ができないため、自社の税負担が増加する可能性があります。

取引先（仕入先）に対し、以下を確認！仕入税額控除のため、取引先（仕入先）によるインボイス発行の
可否について
※取引先（仕入先）によるインボイスの発行ができない場合、インボイス発行事業者になるよう提案の検討を行う必要があります

Check②

以下のフローチャートを試して、自社の現状把握とCheckにより登録判断の参考にしてください！

福商インボイス制度特設サイト
最新情報をチェック

Check① Check① Check②Check① Check②Check①

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）

858,293 
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令和4年（2022年）10月
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1.22 
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94,180 

187 

5,496,587 

3,362,285 

2,844,240 

645,864 

3,231,738 

1,162,921 

39,578 

9,890 

11,682 

2,088 

90,466 

5,241 

498,600 

11,108 

1,214,060 

14.0

12.9

▲ 0.2

▲ 2.6

▲ 4.3

23.0

6.2

17.2

▲ 1.7

107.5

2,435.4

38.7

71.9

2.3

62.7

264.5

2,156.1

5,715.7

84.7

＜10月の主な出来事＞
11日 水際対策大幅緩和、訪日観光客の個人ツアー解禁
「全国旅行支援」がスタート

20日 円相場一時 1ドル＝150円台、約32年ぶりの安値水準
28日 日本政府「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定
29日 韓国・梨泰院で密集転倒事故

*「-」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。

〈11月号～福岡の統計2022年9月～の未掲載項目について〉
・九州 入国外国人数（14条上陸含む）……8,034人（1,673.5）
・福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）…1,064,420人（40.6）

福岡手形交換所の業務終了（令和4年11月2日）に伴い、「福岡手形交換
所月報」の預金・貸出金残高に関する統計は、9月調査分をもって終了し
ました。
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「福岡県SDGs登録制度」
登録企業募集！

【福岡市】燃料費等高騰の影響を
受けた事業者支援金 ご寄附のお願い

パブリックインフォメーション

　福岡県では、SDGsに積極的に取り組む企業
や団体を公表し、SDGsへの貢献を「見える化」
する登録制度を創設しました。皆様、是非ご登
録ください。
◆対象：福岡県内に事業所等を置く法人、

団体、個人事業主
◆登録要件：以下２つを満たすこと
①SDGs達成に向け具体的な取組を実施し
ていること
②SDGs達成に向けた取組方針や重点的な
取組を宣言していること

◆登録料：無料
◆受付期間：（第１期）10/31～12/28、

（第２期）2023/1/4～2/28
【お問い合わせ】
福岡県SDGs推進サポート事務局
TEL：092-738-5560
E-mail：fukuoka_sdgs_

support@jtb.com

　福岡市では、燃料費等高騰の影響を受けた
市内中小企業等の事業継続と雇用を支えるた
め、燃料費および光熱費について、価格高騰分
の一部を支援します。
◆支援対象：2022年４月から９月までの燃料
費・光熱費の使用量（事業用）から算定する
価格高騰の影響額が10万円以上の市内中
小企業者等（個人事業者含む）。

◆支援内容：上限20万円。価格高騰の影響額
の２分の１を支援。
◆申請締切：2022年12月31日まで
◆申請方法：オンライン申請または郵送申請
※詳細は専用HPをご確認ください。
https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/

【お問い合わせ】
福岡市燃料費等高騰支援事務局
TEL：092-718-1481
（9：00～17：00）

　福岡市教育振興会では、福岡市の子どもたち
への支援のため皆様からのご寄附をお待ちして
います。当財団へのご寄附は、税制上の優遇措
置（※）を受けることができます。
　ご寄附についてのお問い合わせは、当財団ま
でご遠慮なくご照会ください。
◆ご寄附の使途：就学が困難な高等学校等の
生徒に対する奨学金

◆海外の高等学校に留学するための奨学金等
※税制上の優遇措置についての詳細は、最寄りの 税務署にご
確認ください。

【お問い合わせ】
公益財団法人福岡市教育振興会
TEL：092-721-1709

消費税 インボイス制度導入に向けた準備はお済みですか？

福岡商工会議所　経営支援グループ
TEL 092-441-1146　Mail fkkeiei@fukunet.or.jp

お問い合わせ

※販売先が一般消費者だと思っていても、
領収書を求められて、実は事業者だとわ
かるケースもあります

インボイス発行事業
者にならなくても、影
響は小さいと考えら
れます

※販売先が一般消費者だと思っていても、
領収書を求められて、実は事業者だとわ
かるケースもあります

を確認！

インボイス発行事業
者にならなくても、影
響は小さいと考えら
れます

を確認！

インボイス発行事業
者になったほうがよい
でしょう

を確認！

インボイス発行事業
者になることを検討す
る必要があります

を確認！

No Yes

現在、免税事業者です

主な販売先は？

事業者 一般消費者 事業者 一般消費者

現在、課税事業者です

主な販売先は？

現在、消費税の申告をしていますか？

福岡商工会議所から重要なお知らせです!

お取引先と、インボイス発行事業者
登録申請のご確認を！

2023年10月制度開始！

確認しないとこんなリスクが想定されます
☞自社が免税事業者またはインボイス発行事業者として未登録の課税事業者の方
自社がインボイスを発行しなければ、販売先は仕入税額控除ができないため、自社との取引を見直す可能性があります。

取引先（販売先）に対し、以下を確認！取引継続のため、自社によるインボイス発行の要・不要について
※取引先(販売先)がインボイスの発行を必要とする場合は、インボイス発行事業者としての登録を検討する必要があります

Check①

☞自社が課税事業者の方（簡易課税事業者の方は除く）
仕入先がインボイスを発行しなければ、自社は仕入税額控除ができないため、自社の税負担が増加する可能性があります。

取引先（仕入先）に対し、以下を確認！仕入税額控除のため、取引先（仕入先）によるインボイス発行の
可否について
※取引先（仕入先）によるインボイスの発行ができない場合、インボイス発行事業者になるよう提案の検討を行う必要があります

Check②

以下のフローチャートを試して、自社の現状把握とCheckにより登録判断の参考にしてください！

福商インボイス制度特設サイト
最新情報をチェック

Check① Check① Check②Check① Check②Check①
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福岡市
建築指導課

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）

858,293 

1,632,087 

101.7 

103.1 

280,999 

8,854 

17,191 

172,151 

903 

37,865 

1,156 

644 

6,742 

7 

76 

26 

1,424 

令和4年（2022年）10月

2.4

0.7

2.0

3.0

5.9

22.1

8.9

▲1.5

▲ 10.3

▲ 33.0

▲ 23.8

▲ 10.1

▲ 19.4

250.0

153.3

36.8

▲ 61.1

1.22 

113,691 

94,180 

187 

5,496,587 

3,362,285 

2,844,240 

645,864 

3,231,738 

1,162,921 

39,578 

9,890 

11,682 

2,088 

90,466 

5,241 

498,600 

11,108 

1,214,060 

14.0

12.9

▲ 0.2

▲ 2.6

▲ 4.3

23.0

6.2

17.2

▲ 1.7

107.5

2,435.4

38.7

71.9

2.3

62.7

264.5

2,156.1

5,715.7

84.7

＜10月の主な出来事＞
11日 水際対策大幅緩和、訪日観光客の個人ツアー解禁
「全国旅行支援」がスタート

20日 円相場一時 1ドル＝150円台、約32年ぶりの安値水準
28日 日本政府「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定
29日 韓国・梨泰院で密集転倒事故

*「-」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。

〈11月号～福岡の統計2022年9月～の未掲載項目について〉
・九州 入国外国人数（14条上陸含む）……8,034人（1,673.5）
・福岡県 延べ宿泊者数（外国人+日本人）…1,064,420人（40.6）

福岡手形交換所の業務終了（令和4年11月2日）に伴い、「福岡手形交換
所月報」の預金・貸出金残高に関する統計は、9月調査分をもって終了し
ました。



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丁目1番1号）

F U K U S H O  
D I G I T A L  
E XPO 2022second

小規模事業者・中小企業等のデジタル化を後押し

制度改正等の課題解決環境整備事業

12.15 -162 0 2 2 . （木） （金）
13 : 0 0～
18 : 3 0

10 : 0 0～
17: 0 0

主催：福岡商工会議所

■ 講習会

12月15日（木）　13:10-17:30

12月16日（金）　10:10-17:00

～インボイス制度待ったなし！～
バックオフィス業務改革から
事業拡大へ

13:10-

デジタル庁
国民向けサービスG 企画調整官
加藤 博之氏

角田 美穂氏

リコージャパン（株）
九州ソリューション推進室 室長

登壇者

XR/メタバースが作り出す
未来とNTTドコモの挑戦

14:10-

（株）NTT QONOQ
マーケティング部門 担当部長  清水 一郎氏

登壇者

オーガマン誕生から読み解く
多角化経営戦略

15:05-

（株）大賀薬局 代表取締役 
（デジタル化推進委員会　副委員長）

大賀 崇浩氏登壇者

数字指向のマーケティング実践
～マーケティングの成果を数字で証明する
デジタル時代のオペレーションモデル～

16:00-

ゼロワングロース（株） 代表取締役 丸井 達郎氏登壇者

「1軒の喫茶店」から始まった、
創業70年の食品企業の挑戦

16:55-

風月フーズ（株） 代表取締役社長

（株）ライクブルー 代表取締役
福山 剛一郎氏

池田 治彦氏

登壇者

Google Cloud の戦略と
最新ビジネス事例

10:10-

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
SMB事業本部長 長谷川 一平氏

登壇者

「デジタル」の活用が創る、企業の未来13:00-

登壇者 （株）ニューズピックス 代表取締役 Co-CEO 稲垣 裕介氏
 富山 孝治氏（株）システムフォレスト 代表取締役

今村 和広氏［モデレーター］㈱システムフォレスト CSO

ECのキホンの「キ」
プロが伝える！
EC集客/立ち上げ/販促

15:05-

登壇者 GMOメイクショップ㈱  MakeShop 事業部
アライアンス担当 サブマネージャー
津田 亮氏

小野寺 克吉氏㈱これから 福岡支社長

協力：（株）NT Tドコモ 九州支社・
NT Tコミュニケーションズ（株） 九州支社・
（株）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・九州経済産業局・福岡国税局・福岡県・
福岡市・九州経済連合会・西日本新聞社・九州朝日放送・
RKB毎日放送・FBS福岡放送・テレQ・テレビ西日本

日時

場所

申込はこちら先進企業のDX事例をはじめ、インボイ
ス制度や改正電子帳簿保存法への対
応に関する講習会を全14講座開催！

企業のデジタル化はもはや待ったなし！
役立つ情報がここにあります！「来て、見て、さわって！」
この機会にぜひご参加ください！

■ 約40社の企業展示

出展企業一覧は
こちらインボイスや経理、人事労務や営業支援、ECサイトや

サイバーセキュリティなど、約40社のデジタルツール
が一堂に集結！

■ 先端技術体験ブース

体験ブースの
詳細はこちらAI搭載の自律移動型テレプレゼンスアバターロボット

「temi」など、ドコモグループが展開する先進技術を
体験できます！

■ デジタル化相談窓口

申込はこちらデジタル化による働き方改革や業務効率化の実現、
インボイス制度や改正電子帳簿保存法へ対応したIT
導入など、個別相談が可能です！

入 場 無 料
ご来場者特典あり
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