独自の視点や発想で活躍する会員事業者を応援する情報誌
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補助金
活用術
持続 化補助金（コロナ特別対応型） ものづくり補助金
福岡 県経営革新実行支 援補助金
事業承継補助金
中小 企業等事業再構築 補助金

コロナを乗り切るための施 策の使い 方
コロナに振り回されるのは、もう十分です。事業のイニシアチブはやはりこの手で
つかんでおきたい。ウィズコロナ・ポストコロナに向けた取り組みを、そろそろ加速し
ませんか。2020年は融資や給付金等ばかり注目されましたが、国や県を中心にさまざ
まな施策が打ち出されています。これらの施策を活用して事業の継続や進化に挑戦して
いる事業所も数多い。この機会にぜひ、皆さんの事業をジャンプアップさせましょう。
【取 材 協 力】 中華Dining桂華／㈲ 昭成工業／カナダキッチン（ブループラネット英会話スクール）／蘇木自動車内張工場
【情報ページ】 事業再構築補助金のご案内／コロナ版ローン減免制度のご案内／サイバー攻撃から情報を守る！／『イオンスタイル笹丘店』でテスト
マーケティングを実施！／青年部連合会 クラウドツールで生産性向上を推進／次代を担う、青年部員・女性部員を募集

持続化補助金

（コロナ特別対応型）

をご提案

出前と店内改装で

新サービスに挑戦。

ドライブスルーも計画中！

「補助金」
活用術 ①

「店を通じて町を盛り上げよう」というお二人の
頑張りに期待しています。今後も密に連携をと
りながら、タイミングよく的確な支援を提案し、
しっかりとサポートできるよう頑張ります。
福智町商工会／経営指導員

西野 勝彦

交通量の多い田川直方バイパス沿いに立つ
『中華Dining

ると評判を呼んだ。真空ホットパックにすることで
「衛生的

桂華』を切り盛りするのは、厨房担当の重藤龍一さんと、

で安心できる」
「車で持ち帰る際、車内に臭気がこもらない」

接客担当の代表・岸野恵さんだ。2019年8月の開店前か

と支持され、町外からも注文が相次いだ。売り上げは着実

ら、2人は何度も福智町商工会を訪ねて経営相談をしてい

に伸び、コロナ禍の中、一筋の光明を見出すことができた。

た。開店後はランチタイムの混雑を回避するため、IT導入

次に福岡県経営革新実行支援補助金を活用して店内に

補助金を活用してタブレットを使ったセルフ注文システム

パーテーションスクリーンを20枚設置し、一角をワーキン

を導入したり、商工会主催のSNS運用セミナーに参加して

グスペースとして１時間300円で貸し出すサービスも始め

毎日情報を発信したりと工夫を重ねた。西野指導員のアド

た。2回にわたる緊急事態宣言中も休業せず、SNSで情報

バイスや重藤さんの両親のサポートを受けながら、
『中華

発信を続けた2人の努力が功を奏し、万全の感染対策をとっ

Dining桂華』
は開店以来、順調に売り上げを伸ばした。

た店舗にも徐々に客足が戻りつつある。

しかし、1年も経たないうちにコロナ禍に見舞われる。

「ピンチはチャンス。コロナで時間ができ、商工会の協力

折しも広い敷地を利用して、カラオケボックスや民宿を始

も得て、アイデアを形にできた。守りに入れば何も生まれ

めようとしていた矢先だった。売り上げは半減、来店客が

ません」
と2人は口をそろえる。さらに敷地の広さと交通量

ゼロの日もあった。とにかく何か手を打たなければと、ま

の多さに着目し、現在、中小企業等事業再構築補助金を活

ず持続化補助金
（コロナ特別対応型）
を活用して、移動販売

用したドライブスルーの設置計画を進めている。

車とホットパック専用の真空包装機を購入した。
さっそく、出前サービスとテイクアウト販売を開始したとこ
ろ、袋から取り出してすぐに出来たての本格中華料理が楽しめ

小規模事業者
持続化補助金

夢はふくらむ一方だ。2人のコンビネーションと逆境に
負けない“攻め”の姿勢こそ、新たな価値を生み出す原動力
と言えるだろう。

販路開拓を目的とした、チラシ作成・店舗改装・広告掲載・オンライ
ン化に伴う導入経費などを補助します。令和 3 年度は「一般型」と「低感
染リスク型ビジネス枠」があり、
年数回、募集します。
ミラサポ
●詳細はこちらへ

WEB チラシ

plus

補助上限

一般型
低感染リスク型ビジネス枠

50 万円

100 万円

※現在 6 月 4 日締切で「一般型」の申請受付中です。

【企業データ】①中華 Dining 桂華 ②代表 岸野恵さん ③田川郡福智町弁城 2415-1 ④ 0947-85-8857 ⑤概要／ 2019 年 8 月オープン。代表
の岸野恵さんが、婚約者の重藤龍一さんの両親がかつて営んでいた水餃子専門店「桂華」の味を受け継ぐことを決意して開店。水餃子のほか本格的
中華料理を提供、出前販売も行う。飲食業の他、同敷地内で民宿やカラオケボックスなど多様なサービスを展開予定。

新商品
のご案内
「伴走支援型特別保証制度」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小規模事業者の皆さまが、
金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、
保証料の一部を補助する
「伴走支援型特別保証制度」
がスタートしました。

最新の情報・詳細につきましては、
当協会ホームページをご覧ください。
中小企業のベストパートナー
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お客様相談フリーダイヤル

お問い合わせ先

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。

ものづくり
補 助 金 をご提案

最新鋭の加工機や

希少な精密機器の拡充で

業績が格段にアップ

「 補助 金 」
活 用術 ②

お二人の素晴らしい人柄と明確なビジョンに
惹かれ、提案にもつい熱が入ります。今後も伴
走型支援を実践していきたいと考えています。
うきは市商工会／経営指導員

矢野 朝美

機械部品等の設計・切削加工・組み立て・メンテナンス

繰りに苦労した経験から星野さんは申請を迷ったが、熟慮

まで、金属加工の実力派として定評のある昭成工業は、高

の末、思いきって申請を決意。2018年8月のことである。

い技術力と丁寧な仕事ぶり、部品ひとつから対応する機動

「肩を押してくれたのは、矢野さんの情熱です。金額が大

力など、設計からメンテナンスまで一貫したサポート体制

きく申請手続きは大変でしたが、矢野さんと一緒に挑戦し

で確かな信頼を培ってきた。

て採択され、達成感を分かち合うことができました」

1996年、代表の星野好浩さんが経理を担当する夫人と

補助金を活用して、小ロットの部品製作に対応できる加

二人で創業。取引先の生産ラインが不具合を起こして夜中

工機を導入したことで、受注から加工・納品までのリード

に呼び出されるなど、苦労話には事欠かない。

タイムが大幅に短縮された。また、トラックを2台購入、

機械を増やせば仕事の幅が広がり、さまざまな要望に対

納品もスムーズになった。
補助金活用による業績向上が評価され、翌年もものづく

応できる。
創業時から業務拡大への思いは強かった。
しかし、
実績不足のため銀行融資のハードルは高い。そこで、リー

り補助金の申請が採択され、業界では珍しい小型の高精度

スで機械をそろえて少しずつ業務を拡大し、2014年によう

測定器を導入した。問い合わせが急増し、地元銀行からも

やく2拠点となって社員も増やした。以来、短期納品と高

融資の案内を受けるなど注目される。
現在、顧客は大手メーカーから個人まで広がり、取引先

度な技術力、そして星野夫妻のきめ細やかな対応が評判を

工場のメンテナンスで海外出張する機会も多い。

呼び、注文は着実に増えた。
それでも製造体制が追い付かず、せっかくの注文を泣く

「すべて運です」
と星野さんは謙遜するが、社名に込めた

泣く断ることも少なくなかった。そんな時、商工会の矢野

「昭かに成り上がる」
まで、もっと頑張らなければと意気込

指導員から、ものづくり補助金の申請を提案される。資金

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金

んでいる。今後ますますの成長が期待される。

革新的サービス開発・試作品開発・生産
プロセスの改善を行うための、設備投資
等に係る経費を補助します。
●詳細はこちらへ
ものづくり補助金総合サイト

補助上限

1000 万円

一般型
グローバル展開型

3000 万円

※現在、「一般型」
「グローバル展開型」ともに申請受付中です。

【企業データ】①有限会社 昭成工業 ②代表取締役 星野好浩さん ②うきは市浮羽町西隈上 662 ④ 0943-75-8090 ⑤概要／ 1996 年に個人で創業、
1998 年に法人化。半導体製造装置関連品をはじめ、各種部品の加工、金型の製作や組立を行い、設計からメンテナンスまでワンストップ体制で部品 1 つ
から製作を請け負う。2014 年、吉井事務所を設立し、本格的に事業を拡大。星野さんの確かな技術と人徳により、活躍の場は世界各地に広がっている。

九州支社 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-1-2
（東比恵ビジネスセンター）Tel:092-472-4111

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。
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福岡県

経営革新実行
支援補助金

をご提案

本格的な

機材をそろえ

新たなメニューを開発中

「 補助 金 」
活 用術 ③

以前から料理好きと聞いていたので、飲食業への挑戦も自然
に感じました。経営改善に関して、具体的に相談してくださ
るので提案のしがいがあります。今後がますます楽しみです。
福津市商工会／経営指導員

道家 智

「初めましてトラちゃんです」
とフレンドリーな笑顔が印

ンを始め、小学校の英語教育必修化を視野に入れ
「四技能
（話

象的なカナダ人オーナー・トラピスさんは、理恵夫人とと

す・聞く・読む・書く）
対応の新カリキュラム開発」
を手が

もに2006年からブループラネット英会話スクールを、JR

けるなど、積極的な経営革新にも取り組んできた。

福間駅前で経営している。もともと陽気で友だちが多く、

今回、新事業の
『カナダキッチン』に関しては、事業拡

料理作りが大好きなトラピスさんには、長年
「フードカフェ

大を見すえて昨年 12 月、持続化補助金コロナ型を申請

を開きたい」
という夢があった。知り合いのツテで中古の

（3月採択）
。先に採択された県の経営革新実行支援補助金

キッチントレーラーが安く手に入り、一念発起して新事業

（今年1月に申請）
を活用して、必要な機材を購入し、チュ

へのチャレンジを決意した。2020年2月2日、
『カナダキッ

ロスなど新メニューの開発を進めている。
「カナダキッチンでも英会話スクールでも、私はいつも

チン』
をオープンする。
まもなく新型コロナウイルスで世の中が一変、英会話ス

一人ひとりのお客さまを大事にします。みんな私の友だち、

クールの仕事も減った。だが幸いにも、直前にオープンし

みんな私の家族」
と語るトラピスさん。タイムリーな夢への

た
『カナダキッチン』
が大人気で、時間に余裕ができた分、

挑戦が、幸いにもコロナ禍を乗り切るエネルギーの源泉と

新事業に集中することができた。

なり、事業を再構築するきっかけとなった。

福津でスクールを始める以前、夫妻には島根県益田市で

InstagramなどSNSを駆使した情報発信で多くのファン

英会話スクールを立ち上げた経験がある。福津市に来た3

を生み、リピーターづくりにも成功している。カナダ、イ

年後、福津市商工会に加入した。

ギリス、メキシコ、中東……。世界各国の本場の味が楽し

ここ数年、経営革新計画の策定や小規模事業者持続化補

める
『カナダキッチン』
を、ぜひ訪ねてみてほしい。

助金の活用を通じて、
「英語でクッキング」
の体験型レッス
福岡県
経営革新実行支援補助金

福岡県知事に「経営革新計画認定」を受けた事業所が申請できる、福岡県独自の補助金。
【経営革新計画】新商品開発や新サービスの提供方式の導入など、新たな取り組みを成功させるための事業計画
（例）
コロナ禍で売り上げが 15% 減少した事業所が、
上限 50 万円限度（必要経費を補助）
コロナ対策の新たなビジネスモデル構築を計画
福岡県
（例）
当該飲食店が、テイクアウト・デリバリー・ケー
容器代や設備など経費の 3/4 を補助
HP
タリング等に新たに取り組む場合

【企業データ】①カナダキッチン（ブループラネット英会話スクール） ②代表 マックティア―・トラピス・デイビットさん ③福津市津屋崎 5-22-3 ④ 0940-52-2080
⑤カナダキッチンは、長年英会話スクールを経営するカナダ人のトラピスさんと理恵さん夫妻がオープンした、テイクアウト専門のキッチントレーラー。「世界は
一つ、地球は一つ」の思いをこめた教室名「ブループラネット」同様、世界各地の味が、外国人、留学経験者、プロラグビー選手など多くのファンに支持されている。

詳しくは
こちらから

経済産業省所管

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
4

商工会 NEWS Fukuoka-Pref. 令和 3 年 5 月

〒812-8505

TEL：092-441-6922

相談無料 月曜日〜金曜日（祝日を除く）9:00〜17:00

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。

事業承継
補 助 金 をご提案

作業エリアの新築で

仕事効率が大きく向上

身体の負担が軽減し

「補助金」
活用 術 ④

人のつながりを大切にし、長年、大野城市の交通指
導員も続けられている和義さんには多くを学ばせて
もらっています。今後も、支援員、指導員、商工会チー
ムが一丸となって、この町を盛り上げていきます！
大野城市商工会／経営指導員

大歯 健太郎

大野城市の住宅街にある
『蘇木自動車内張工場』
の駐車場

時の税務担当だった江川支援員に相談。エレベーターの設

に、
座席や天井を美しく張り替えたばかりの高級車やスポー

置も検討したが資金がかかると話が保留になっていた。そ

ツカーがズラリと並んでいる。35歳の時、福岡市内の自動

こで補助金を活用した、よりベターな具体案を生み出すた

車内装工場に勤めていた蘇木和義さんは、自宅の一角で座

め、経営支援員が大歯指導員に話を引き継ぐことになった。

席や天井の張り替えに特化した同社を創業した。
「張り替え

2019年、和義さんは満を持して健二さんに事業を引き

られないものはない」
と明言する和義さんのもとには、仕事

継いだ。そして大歯指導員のアドバイスのもと、事業承継

ぶりの噂を聞いたディーラーや中古車販売店から受注が相

補助金を活用して1階に作業エリアを新築した。

次ぎ、最近は個人客の依頼も増えている。
創業して約20年間は弟子をとっても長続きせず、和義さ
ん夫妻とパートの4人体制で仕事に励んだ。

「作業がとてもしやすくて納期も短縮しました。外観も、
工場らしくなって格好よくなりました」
と和義さん、健二さ
んは満足気だ。

「この道で一人前になるのに約10年かかります。その割

あうんの呼吸で作業を進め、互いを
「相棒」
、
「師匠」
と認

には大きく稼げる仕事ではないので、好きじゃないとやり

め合う2人。
「この仕事に魅力を感じる、やる気のあるメン

続けられない」
と語る和義さん。息子の健二さんが大学卒業

バーを増やしたい。今後も商工会と連携しながら課題を解

後、後を継ぐと言った時はとても嬉しかったそうだ。

決していきます」
と健二さん。現在77歳の和義さんのもと

2018年、作業効率化を図る設備投資の話が出た。駐車

にはかつて同僚だった80代の現役先輩が教えを乞いに訪れ

場の車から座席を外し、かついで2階の作業場まで運ぶの

るというから驚きだ。親子コンビの活躍が、まだ当分続く

が、高齢の和義さんの身体の負担となっていたのだ。ちょ

のは間違いない。

うど健二さんへの代替わりを考えていた時期でもあり、当

事業承継補助金

経営者の交代後、経営革新等を行う場合（Ⅰ型）や、
事業の再編・統合後に経営革新を行う場合（Ⅱ型）に、
必要な経費を補助します。

原則枠 補助上限

Ⅰ型
Ⅱ型

225 万円（条件により補助額の上乗せあり）
450 万円（条件により補助額の上乗せあり）

※現在、「Ⅰ型」
「Ⅱ型」ともに申請受付中です。令和 3 年度は年 2 回公募予定。

【企業データ】①蘇木自動車内張工場 ②代表 蘇木健二さん ③大野城市仲畑 3-8-21 ④ 092-573-4321 ⑤概要／ 1978 年、健二さんの父・和
義さんが独立し自宅にて創業。国産車・外国車の座席シート、天井・ドアの張り替えを、ディーラーや中古車販売店、個人から請負い、親子二人
三脚で取り組んでいる。創業以来、高い技術力と短期納品の姿勢が評判を呼び、県内外から受注が相次ぐ地域密着型の工場。

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。
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事業再構築補助金のご案内 Information

経済産業省・中小企業庁

中小企業等事業再構築促進事業がスタートしました
対象

新分野への展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編、またこれらの取り組みに伴う規模の
拡大など〝思いきった事業再構築〟への挑戦を考えており、以下の要件をすべて満たす中小企業
等の皆さんを支援します。

1.直近6カ月間のうち、
任意の3カ月の合計売り上げがコロナ以前より10%以上減少している中小企業等。

2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組んでいる中小企業等。
3.本事業の終了後3 ～ 5年で、付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0%）
以上の増加、または従業員一人
当たり付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0%）
以上の増加を達成。

【補助額
（中小企業）
】

【緊急事態宣言特別枠】

補助額

補助率

通常枠

100 万円～ 6000 万円

２/３

卒業枠※

6,000 万円超～１億円

２/３

上記 1 ～ 3 の要件に加え、令和3年の緊急事態宣言における飲食店の時短営業
や、外出・移動の自粛等で影響を受け、令和3年1 ～ 3月のいずれかの月の売
り上げが、対前年また前々年同月比で30%以上減少した事業者。
従業員数

※卒業枠：400 社限定。事業計画期間内に、①組織再編
②新規設備投資 ③グローバル展開のいずれかにより、
資本金または従業員を増やして中堅・大企業等へ成長
する事業者向けの特別枠。

５人以下

補助額

100 万円～ 500 万円

補助率

６〜 20 人

100 万円～ 1000 万円

21 人以上

100 万円～ 1500 万円

３/４
( 中小企業 )

【中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ】

飲食業

喫茶店経営

飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施

居酒屋経営

オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応

レストラン経営
弁当販売

小売業
サービス業

製造業

衣服販売業
ガソリン販売

店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施
新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化へのニーズに対応
衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換
新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応

ヨガ教室

室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始

高齢者向けデイサービス

一部事業を他社に譲渡。病院向けの給食、事務等の受託サービスを新規に開始

半導体製造装置部品製造

半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始

航空機部品製造

ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ

伝統工芸品製造

百貨店などでの売上が激減。EC サイト
（オンライン上）での販売を開始

運輸業

タクシー事業

食品製造業

和菓子製造・販売

建設業

土木造成・造園

情報処理業

画像処理サービス

補助対象
経費の例

新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始
和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始
自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入
映像編集向けの画像処理技術を活用し、新たに医療向けの診断サービスを開始

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費
（加工・設計等）
、
研修費
（教育訓練費等）
、技術導入費
（知的財産権導入にかかる経費）
、
広告宣伝費・販売促進費
（広告作成・媒体掲載・展示会出展等）
など
※従業員の人件費や旅費は補助対象外です。

お問い合わせ

お早めに
申請を！

事業再構築補助金事務局コールセンター 9:00～18:00
（土日祝日を除く）
＜ナビダイヤル＞0570-012-088 ＜IP電話用＞03-4216-4080

qBizIDプライムは、
発行まで申請後3週間以上かかります。本補助金の申請をお考えの方は、
余裕をもって
ID取得を申請してください。
なお、
申請締め切りに間に合わない方は「暫定ID」での申請も可能です。

※公募は1回ではなく、令和3年度さらに4回実施する予定です。
詳しくは
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福岡県弁護士会 Information
コロナ版ローン減免制度のご案内
「コロナ版ローン減免制度」
とは、
「自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドライン」
の新型コロナウイルス特則
を指します。
新型コロナウイルスの影響により失業した、あるいは収入や
売り上げが減少したため、債務返済が困難になった個人や個
人事業主を対象に、債務の減免が受けられる制度です。
【対象となる債務】

令和2年2月1日以前に負担していた債務※に加え
令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれ
ます。

詳しくは

(一社)東日本大震災・自然災害被災者
債務整理ガイドライン運営機関HP

福岡県

【制度の概要】
下記のメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられ
ます。

1．特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部
を手元に残せる。
2．信用情報登録機関に登録されないので、その後の借り入
れの可能性を残せる。
3．弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けら
れる。
◎住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけ減免する
方法もあります。
ご相談
お申し込み

福岡弁護士会
（092-741-6416）

サイバー攻撃から情報を守る！ F-CSNET
速報！
『情報セキュリティ10大脅威2021』が決定

福岡県警察サイバー犯罪対策課

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）
は2020年に発生した、
社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティ事案から、
2021年に情報セキュリティ上の脅威となると懸念される候補事案を選出した
『情報セキュリティ10大脅威2021』
を発表しました。
「組織」が対象の脅威
【第 1 位】
ランサムウェアによる被害
（昨年5位）

「個人」が対象の脅威
【第 1 位】スマホ決済の不正利用（昨年１位）

昨年、大手ゲーム会社等が被害に遭い、社内のデータが暗号

スマホ決済サービスがキャッシュレス決済手段として急激に

化された上、攻撃者から
「窃取した内部データを暴露する」
と

拡大していますが、一方でスマホ決済サービスのセキュリ

脅迫された事案が大きく報じられました。

ティ上の不備等を悪用され、利用者が金銭被害に遭う事案が

また、第3位に
「テレワーク等ニューノーマルな働き方を狙っ

発生しています。対策のポイントとして、
「不審なWebサイ

た攻撃」
が初めてランクインするなど、未知の脅威へのリス

トでパスワード等の認証情報を絶対に入力しない」
（フィッシ

クも高まっています。

ングに注意）
等の注意が必要です。

★ ランキングの詳細は、IPA
「情報セキュリティ 10 大脅威 2021」をご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2021.html

ECサイト改ざんによる、クレジットカード情報の流出被害が発生！
自社の製品やサービスを独自運営のWEBサイトで販売する
「ECサイト」
の管理画面に、攻撃者が勝手にログインした上、不正プ
ログラムを埋め込んで、サイトを利用するお客さまのクレジットカード情報を盗み取る事件が発生しています。被害を未然に防
ぐため、以下の対策を行ってください。
①管理者のみがログファイルにアクセスできるよう制御し、その場所も初期値から変更する。
②管理画面へのログインは、社内IPアドレスに限定するなど機器を制限する。
【4 つの対策ポイント】

③不正プログラムのアップロードや、クレジットカード情報のダウンロード等の不正指令を検知
するセンサー（WAF、IPS等）
を設置する。

④WEBサイト構築用のソフトウェアを随時アップデートし、脆弱性を修正する。
まずは、自社サイトが改ざんされていないか、セキュリティ対策の現状を確認し、必要な対策を講じましょう。
★ 詳細は、https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/cyber/jigyousha/fcsnet_tsushin/tsushin050.html
★ F-CSNET は、公的機関（九州経済産業局地域経済部情報政策課、福岡県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課、
福岡県商工部中小企業振興課）と、４つの中小事業者支援団体とが連携し、県内中小事業者を対象に、サイバー犯
罪の被害防止等に的確に対応することを目的として発足したネットワークです。
★ 福岡県警察サイバー犯罪対策課では、随時情報をホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/cyber/index.html
商工会 NEWS Fukuoka-Pref. 令和 3 年 5 月

7

商工会

販路開拓 事例

NEWS

令和 3 年 3 月 4 日（木）～ 7 日
（日）

Fukuoka-Pref.令和３年

『イオンスタイル笹丘店』で
テストマーケティングを実施！
イオンスタイル笹丘店の地階 1 階催事スペース
で、テストマーケティングを実施しました。消
費者の声を取り入れた商品開発の促進ととも
に、DOCORE や販売店への商品常設に向けた
販路開拓などが目的です。糸島・早良・大野城・
宇美の各商工会から 7 事業所が参加し、集客を

1

2

5

月号

図るためミニ DOCORE ブースも併設。KBC ラ
ジオの実況で集客を図り、結果的に 4 日間で
14 万 7909 円
（内、DOCORE 分が 35.4%）を売
り上げました。
とっては率直な意見が聞ける場となり、改善点
をふまえてさらに高い目標をめざすなど、多く
の学びを得ることができました。
1 イオン笹丘店で作成した店内 PR 用 POP

3
2 別会場でのホワイトデー用ギフトコーナーにおける DOCORE 商品

3 DOCORE ブース

3 月 24 日
（水）
、中小企業振興センター 2 階大ホールにて、県内青年部長・次期部長候補予定者・事務局担当者を対象に、
『部長等Google Workspace（旧G Suite）
研修会』
を開催しました。
本事業は、2020年より全青連が推進している事業で、福岡県内では初めての本格的な開催となりました。
◎講 師 全国商工会青年部連合会 会長 奥村 直幸 氏
◎内 容 Google社のGoogle Workspace（旧G Suite）
に関する商工会青年部の利用に特化した、
機能提供とメリットの解説。また、コロナ禍における生産性向上の意義について
当日は、現地とリモートを合わせて約100名が参加し、全青
連が推進するGoogle Workspace（旧G Suite）事業につい
て理解を深めることができました。今後は各商工会青年部の
部長や事務局の登録を呼びかけ、利用拡大をめざします。
詳しくは

全青連特設サイトへ

地域商工業の活性化や資質向上を目的に、商工会活動に参加してくださる青年部員・女性部員を募集しています。
各商工会で開催するイベントへの出店や協力、独自イベントの開催、経営や自己のスキルアップを目的とした勉強会や講習会の
開催など、幅広い活躍の場があります。

お問い合わせ
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女性部

青年部

①商工会会員 ( 法人はその役員 ) で満 45 歳以下の方
②商工会会員の親族で、その事業に従事する満 45 歳以下
の方
③商工会会員の後継者と認められ、その事業に従事する
満 45 歳以下の方

①商工会会員
（法人ではその役員）
の女性
②商工会役員の親族で、その事業に従事する満 45 歳以下
の女性
③商工会会員の後継者と認められ、その事業に従事する
満 45 歳以下の女性

お近くの商工会へ。
皆さまのお力をどうぞお貸しください。

15

Tel.092-622-7708 Fax.092-622-7798

福岡県商工会 Recruitment
次代を担う、
青年部員・女性部員を募集します！

福岡市博多区吉塚本町９・ ︵中小企業振興センター７階︶

福岡県商工会青年部連合会 Workshop
クラウドツールで生産性向上を推進

編集発行所／福岡県商工会連合会

消費者と直接ふれあう機会が少ない事業者に

