
商工会議所・商工会のご案内

 商工会議所・商工会は、法律で定められた地域総合経済団体で、福岡県内には71ヶ所（商工会議所
19ヶ所、商工会52ヶ所、）に設置されています。

 中小企業・小規模事業者の方を中心として、巡回相談・窓口相談などにより、さまざまな分野の経営相談
と、地域経済活性化のための事業を行っています。

 商工会議所・商工会はそれぞれ担当地域が分かれていますので、ご相談の際は事業所所在地の商工
会議所・商工会へお問い合わせ下さい。

 全ての商工会議所・商工会で共通的に実施する事業とそれぞれの地域に応じて独自に実施する事業が
あります。

商工会議所・商工会の所在地図

商工会の主な特徴

※ 地図上のオレンジは商工会地域、グレー
は商工会議所地域となっています。

※ 名称は市町村名ではなく、商工会議所・
商工会の名称です。

※ 同一市町村に商工会と商工会議所が併
存しているところもありますが、担当地域
が重複することはありません。

商工会法に基づき設立され
ています。

市町村合併前の町村部が主
な担当地域となっています。

会員企業の約9割が小規模
事業者（従業員数20人以下
業種によっては5人以下）で

あり、中小企業支援のうち、
特に小規模事業施策に重点
を置いています。

本部組織として商工会連合
会が独立しています。

商工会議所の主な特徴

商工会議所法に基づき設立
されています。

従来からの市の区域が主な
担当地域となっています。

中小企業支援はもとより、国
際的な活動を含めた幅広い
事業を実施しています。

独立した本部組織はなく、

福岡商工会議所が商工会議
所連合会の業務を兼ねてい
ます。

商工会議所・商工会では、地域中小企業・小規模事業者への伴走型支援を行っています。

ただし、組織状況が若干異なる部分もありますので、経営支援での連携や相談窓口のご紹介にあたりまして
は、下記事項にもご留意下さい。



担当地域 団体名称 TEL（窓口代表） 担当地域 団体名称 TEL（窓口代表）

福岡市（下記地区以外） 福岡商工会議所 092-441-1110 朝倉市（旧甘木市） 朝倉商工会議所 0946-22-3835

〃 （志賀島・西戸崎） 志賀商工会 092-603-0112 〃 （旧朝倉町・旧杷木町） 朝倉市商工会 0946-52-0021

〃 （旧早良町） 早良商工会 092-804-2219 朝倉郡筑前町 筑前町商工会 0946-22-3724

古賀市 古賀市商工会 092-942-4061 朝倉郡東峰村 東峰村商工会 0946-74-2121

糟屋郡宇美町 宇美町商工会 092-932-0443 小郡市 小郡市商工会 0942-72-4121

糟屋郡篠栗町 篠栗町商工会 092-947-4141 三井郡大刀洗町 大刀洗町商工会 0942-77-2182

糟屋郡志免町 志免町商工会 092-935-1337 大川市 大川商工会議所 0944-86-2171

糟屋郡須恵町 須恵町商工会 092-932-6700 三潴郡大木町 大木町商工会 0944-32-1336

糟屋郡新宮町 新宮町商工会 092-963-4567 筑後市 筑後商工会議所 0942-52-3121

糟屋郡久山町 久山町商工会 092-976-1024 八女市（下記地区以外） 八女商工会議所 0943-22-5161

糟屋郡粕屋町 粕屋町商工会 092-938-2456 〃 （旧黒木町・旧上陽町・
旧立花町・旧星野村・
旧矢部村）

八女市商工会 0943-42-0153
宗像市 宗像市商工会 0940-36-2268

福津市 福津市商工会 0940-42-0315 八女郡広川町 広川町商工会 0943-32-0344

筑紫野市 筑紫野市商工会 092-922-2361 うきは市 うきは市商工会 0943－77-2239

春日市 春日市商工会 092-581-1407 柳川市（下記地区以外） 柳川商工会議所 0944-73-7000

大野城市 大野城市商工会 092-581-3412 柳川市(旧三橋町・旧大和町) 柳川市商工会 0944-73-5400

太宰府市 太宰府市商工会 092-922-4345 みやま市 みやま市商工会 0944-63-8000

那珂川市 那珂川市商工会 092-952-2949 大牟田市 大牟田商工会議所 0944-55-1111

糸島市 糸島市商工会 092-322-3535 直方市 直方商工会議所 0949-22-5500

北九州市 北九州商工会議所 093-541-0181 宮若市（旧宮田町） 宮若商工会議所 0949-32-1200

中間市 中間商工会議所 093-245-1081 〃 （旧若宮町） 若宮商工会 0949-52-0640

遠賀郡芦屋町 芦屋町商工会 093-222-2111 鞍手郡小竹町 小竹町商工会 09496-2-0315

遠賀郡水巻町 水巻町商工会 093-201-7551 鞍手郡鞍手町 鞍手町商工会 0949-42-0357

遠賀郡岡垣町 岡垣町商工会 093-282-0294 飯塚市（下記地区以外） 飯塚商工会議所 0948-22-1007

遠賀郡遠賀町 遠賀町商工会 093-293-0165
〃 （旧穂波町・旧筑穂町・

旧頴田町・旧庄内町）
飯塚市商工会 0948-22-5382

行橋市 行橋商工会議所 0930-25-2121 嘉麻市（旧山田市） 嘉麻商工会議所 0948-52-0855

京都郡苅田町 苅田商工会議所 093-436-1631 〃 （旧稲築町・旧嘉穂町・
旧碓井町）

嘉麻市商工会 0948-42-1400

京都郡みやこ町 みやこ町商工会 0930-33-2086 嘉穂郡桂川町 桂川町商工会 0948-65-0020

豊前市 豊前商工会議所 0979-83-2333 田川市 田川商工会議所 0947-44-3150

築上郡吉富町 吉富町商工会 0979-22-0228 田川郡川崎町 豊前川崎商工会議所 0947-73-2238

築上郡上毛町 上毛町商工会 0979-72-3195 田川郡香春町 香春町商工会 0947-32-2070

築上郡築上町 築上町商工会 0930-56-0353 田川郡添田町 添田町商工会 0947-82-0244

久留米市（下記地区以外） 久留米商工会議所 0942-33-0211 田川郡糸田町 糸田町商工会 0947-26-0041

〃 （善導寺・大橋・旧北野町） 久留米東部商工会 0942-47-1231 田川郡大任町 大任町商工会 0947-63-2241

〃 （大善寺・安武・荒木
・旧三潴町・旧城島町

久留米南部商工会 0942-64-3649 田川郡赤村 赤村商工会 0947-62-3333

〃 （旧田主丸町） 田主丸町商工会 0943-72-2816 田川郡福智町 福智町商工会 0947-28-5055

担当地域別商工会議所・商工会一覧

商工会議所・商工会

本部組織

担当地域 団体名称 TEL（窓口代表） 担当地域 団体名称 TEL（窓口代表）

商工会議所地域
福岡県商工会議所連合会
（福岡商工会議所内）

092-441-1112 商工会地域 福岡県商工会連合会 092-622-7708


