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I Tで 挑 戦
I T の 力を事 業 の 進 化 に 役 立 てる
◎ウィズコロナ・ポストコロナの時代に、
「 IT」が業務改革を実現する。
◎今までとは違う、仕事の進め方、販路開拓、広報活動への取り組み。
◎キャッシュレス決済、ネット通販、リモートワーク、SNSマーケティングの実例。
【取 材 協 力】 田中自動車／韓国苑／織田商事㈱／㈱Carna
【情報ページ】 福岡県商工会連合会 新執行部のご紹介／商工会ニュース500号記念 読者アンケート／次代を担う、女性部員を募集

IT で挑 戦 ①

Information Technology

キャッシュレス決済システムと
オゾンシャワー発生器導入で経営改革を推進
創業45年目の田中自動車は、社長で父親の

導入プロセスの手軽さだった。iPadを準備し

田中裕信さんと息子の裕之さんが、顧客との信

てアカウントを作成し、POSレジアプリをダ

頼関係を基盤に、堅実な事業を展開してきた。

ウンロード。決済端末
（リーダー）が届けばすぐ

現在、実質的に現場を切り盛りするのは息子の

に利用できる。nimocaなど交通電子マネーや、

裕之さん。鈑金・塗装・修理を主体に車検や保

PayPay・楽天ペイ・LINE Pay・D払いなどスマ

険、中古車販売
（展示場は柳川市）
も手がける。

ホ決済、各種クレジットカードが使えるため、導

しかし、コロナ禍のため総売上は約5割減少。

入後はキャッシュレス決済利用者が約3割増えた。

そこで裕之さんは、持続化補助金＜コロナ特別

また、新型コロナウィルスの不活性化に関

対応型＞を活用して、これを機にウィズコロナ

するオゾンの有効性確認を受け、携帯型のオゾ

に向けた経営革新に着手した。

ンシャワー発生器
（スター社）
を導入した。修理

早速
「ホームページのリニューアル」
を進め、

2

や車検等の利用客に車内の無料除菌サービスを

事業内容のわかりやすいPRとともに、サイト

行い、販売する中古車や代車にも施工するなど、

から直接修理や車検等の予約を申し込めるよう

安心して同社を利用できる環境を整えた。

にしたところ、問い合わせは着実に増えた。

1

「小規模事業者でも導入しやすいIT環境がど

顧客の利便性と感染予防対策を目的に

んどん進化しています。ITを上手に導入しな

「キャッシュレス決済システム
（スクエアPOS

がら、持ち味の技術力を発揮する。今こそ経

レジ）
」
も導入した。数ある決済代行会社からス

営革新のチャンスです」
と語る裕之さんの瞳は、

クエアを選んだ理由は、導入コストの安さと

未来に向けた希望で輝いている。

3
1 あらゆるキャッシュレス決済
が手軽に利用 OK 2 10 ～ 20 分
で車内がオゾンで除菌できる
3 部品メーカーでもあるスター
社のオゾンシャワー発生器

田中自動車
代表者 田中 裕信
みやま市高田町濃施 232-1
TEL&FAX 0944-22-2949
https://www.tanakams.com/

みやま市商工会／経営指導員 田中 邦弘
裕之さんは、みやま市商工会の青年部員として長年、商工会活動の振興に尽力してこられました。その人柄から多くの人に慕われ、
人脈も広く、誠実な仕事ぶりでまわりから厚い信頼を寄せられています。IT への知見も高く、青年部員の仲間にもホームページや SNS
の活用など、親身なアドバイスをされているようです。多くの小規模事業者がこの困難な時代を乗り切ろうと努力する中、裕之さんの
取り組みは大きなヒントになるでしょう。私もさらに万全なサポートで、お手伝いできたらと考えています。

中小企業のベストパートナー
〜県内中小企業の5割以上に
ご利用いただいています〜

中小企業のベストパートナー
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公的な保証人

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に
「公的な保証人」
となり、
皆さまの資金調達を
サポートします。
お客様相談フリーダイヤル

ニーズに応じた
資金調達が可能

創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、
多様な資金ニーズに
お応えします。

経営支援の
取り組み

中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。

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。

I T で挑 戦 ②

Information Technology

あらゆるメディアを柔軟に活用し
創業64年の老舗の魅力を発信する
祖父が始め、父が育てた創業64年の老舗焼
肉店を、いま若きリーダー永野勝常和
（ながの・
かつと）
さんが受け継ごうとしている。

スマホ決済が可能になったことで、近年は特に
若い層の来店客が増えている。
また、令和2年度には
「伴走型小規模事業者

「生まれてからずっと口にしてきた店の味

支援推進事業」
を活用。商工会がプロデュース

を、絶対に質を落とさず守り抜くことが、私の

し、地元タウン誌ChikusKi が編集発行した、

務めです」
と、表情を引き締める。

近隣エリアの魅力的な〝モノやコト〟を紹介する

1

★

創業以来、上質な肉の提供はもちろん種類

別冊無料誌
『嘉麻図鑑』
で紹介され反響を呼んだ。

豊富なキムチなどサイドメニューに至るまで、

勝常和さんは嘉麻市商工会主催のインスタ

決して加工食材を使わず、すべて手作りを守り

グラムセミナーにも参加し、現在、母や妹と積

続けている。筑豊エリアでは一般的だが、店の

極的にInstagramをアップするなど、SNSマー

一角で精肉の小売りも行い、両親や叔母と家族

ケティングにも余念がない。

で力を合わせ、店を切り盛りしている。創業以

「今やネットで店舗検索や情報を収集し、決

来の常連客をはじめ近隣企業の会食利用、家族

済も現金ではなくキャッシュレスでという人が

連れやカップルなど、来店客の層は幅広い。

増えています。われわれ飲食店へのアプローチ

ITに関しては、平成30年度の持続化補助金

や利用法が多様化する中、ITを活用した柔軟

でホームページを作成し、グルメサイトの予約

な対応は不可欠な時代です。まずは食べにおい

システムを取り入れた。同時期にキャッシュレ

でください。きっと満足していただけます」
と、

ス決済システムを導入し、クレジットカードや

勝常和さんは目を輝かせ、力強く語った。

2

3
1 さまざまなメディアを融合し、
情報を発信している。 2 ステイ
ホームで BBQ 需要が増え、小売
りの売り上げは増加。 3 色鮮や
かで堂々とした、店構え

韓国苑
代表取締役 永野 和則
嘉麻市岩崎 1231-5
TEL 0948-42-3619
http://kamashi-kankokuen.com/

嘉麻市商工会／経営指導員 梅野 裕美
勝常和さんのご両親は大のバスケットボール好きで、5 人のお子さん全員にスポーツにちなんだお名前をつけられています。韓国苑
さまと商工会は、帳票管理など事務サポートを通じて長いおつきあいがあります。私は公私ともにお店を利用させてもらい、確かな
品質と安心できる味、心地よいサービスを実感しています。20 代半ばの若きリーダー・勝常和さんの爽やかな笑顔は地元でも評判です。
今後もさらに充実した経営が実現できるよう、全力でサポートしていきます。

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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IT で挑 戦 ③

Information Technology

“DIYを日本の文化にする”
を使命に
「IT×人間力」でビジネスモデルを構築
また、システム会社との連携でアクセス解

9年前に織田商事㈱が始めた
「棚板・木材の
ネット通販」
は業界でも前例のない試みだった。

析を行い、日々サイトを更新するなど、アナロ

九州産杉・桧を仕入れ自社加工し、ホームセン

グとデジタルを融合した取り組みでリピート率

ターに販売するBtoB事業を行ってきた同社は、

が上昇。楽天サイトの
「DIY木材センター」
は口

20年前に電子発注システムEDI（EOS）
を導入

コミ評価4.8点
（5点満点）
を獲得し、総売上の

していち早く自動化を進め、
人為的ミスや手間、

20％を超える通販部門はさらなる成長を見込

紙資源の大幅削減を実現。当時専務だった現社

んでいる。

2

一方、スタッフの人間力育成にもITを活用。

長・阿部真弓さんの陣頭指揮のもと、ネットで
直接エンドユーザーに部材を販売する事業を始

定期的な勉強会や外部のオンラインビジネスセミ

めた。2015年には持続化補助金で本格的なネッ

ナーで積極的に活用している。全員が参加できる

ト販売システムを構築。
〝木材をかついで公共

zoom会議により、以前よりコミュニケーション

交通機関に乗れない首都圏のDIYER（DIY愛

は活性化し、意思疎通を図れるようになった。

好者）
〟
という新たな顧客層を開拓した。

「IT活用による業務改革で、スタッフの学び

「通販は目に見えないやりとりだからこそ、

1

や活躍の場が広がり、それを会社の強みにしま

お客様と丁寧に心を通わせるアナログな人間力

した」
と言う阿部社長。今年創業70周年を迎え

が欠かせません」
と語る阿部社長自ら、顧客に

る老舗企業の挑戦は、
「木を愛し、木を活かす」

直筆でお礼の手紙を書くなど、全社を挙げ丁寧

という経営理念のもと、次世代のビジネスモデ

な対応や心のこもった梱包に力を入れている。

ルとして同業他社へ大いに刺激を与えている。

3
1 心を込めて丁寧に梱包するこ
とで、お客さまへ〝わくわく〟を
届けている。 2 社長とスタッフ
の距離の近さも特長。女性スタッ
フは全体の約４割。
3 社長の阿部真弓さん

織田商事 株式会社
代表取締役 阿部 真弓
築上郡築上町築城 156-1
https://www.odashoji.co.jp/

築上町商工会／経営指導員 野田 太一郎
外出もままならない最近の我が家の楽しみはお家で静かに BBQ。3 歳と 6 歳の娘が喜びます。この夏は通販サイト「DIY 木材センター」
でも人気の「スウェーデン・トーチ」を使いお肉やマシュマロを焙って楽しむ計画です。さて、織田商事様から初めて受けたインパク
トは総代会の優良従業員表彰の時。42 年間勤続された方が 3 人もいらっしゃいました。「人が働きやすい職場」、阿部社長は父である
織田一嘉会長（初代県青連会長）の思いを大切に、IT を相棒に幹部や従業員の皆さん、取引先、お客様と一緒にときめきをつくっています。

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 7 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。

I T で挑 戦 ④

Information Technology

ネット通販やSNS、リモートワークを駆使し
身体に優しい食品を発信する
弥冨明子社長は自然豊かな糸島から身体に

などSNSを活用して事業展開している。

優しい食品を発信する。
「子どもたちに安心し

現在、基本的にリモートワークの弥冨社長

て食べさせられる食品を」
という思いを3枚の

は必要に応じて1-2週間に1回程度出社。スタッ

葉が上に伸びるロゴマークに託し、ママ友3人

フとはLINEや電話でやり取りする。スタッフ

で起業した。栄養価が高く、栄養バランスに優

にも部分的にリモートワークを取り入れるな

れ、健康の保持増進効果が期待されるスピルリ

ど、全社で効率的な働き方を追求中だ。

ナやマキベリー、マカなどの粉末を糸島産の厳

これまで県の経営革新実行支援補助金や糸

選小麦に練り込んだパスタを商品化。また、夫

島市独自の補助金を活用して、商品開発や販促

の一さんが育てたネギを使った商品開発も行

物制作、テレワーク向けパソコン購入を行った。

う。ネギ油、ネギパスタの次はネギをたっぷり

自家農園は、肥沃な土と清らかな水に恵ま

使ったスープを開発中。ネット通販では、自社

れた雷山の山懐にある。その恵みを享受する中

の商品以外に
「ウチでは追いつけない！勝ち目

で歴史的な
〝糸島〟
の食文化や食材に着目し、自

がない！」
と感服するほど高品質で、作り手の

ら撮影、執筆、イラスト、編集レイアウトを兼

人柄もすばらしい商品は、仕入れてネット通販

任して、糸島がテーマのムック本を作成中だ。

の商品ラインナップとして充実させている。

「糸島を軸にあらゆる発信をしていきたい。

「家事や子育てをしながら効率的に仕事をす

やりたいことを実現する上で、IT環境は絶対

る上で、IT環境の整備は大前提でした」
と言う

不可欠な要素です」
と語る、弥冨社長の今後の

ように、ホームページを充実させ、Instagram

活躍が大いに期待される。

1

2

3
1 夫・一さんが守る、広大な弥
冨農園のネギ畑。
2 滋味あふれる糸島産ネギで
作ったスープ。
（９月頃発売予定）
3 日頃はリモートのやりとりだ
が、スタッフとの信頼関係は万全。

株式会社 Carna( カルナ )
代表取締役 弥冨 明子
糸島市前原西 1-12-1-101
TEL 092-321-2356
https://www.carna-fukuoka.com

糸島市商工会／経営指導員 木村 純子
弥冨社長は真摯で熱い思いをもって経営に臨まれる方です。アイデアをもとにビジョンを描かれ、お会いするたびに新たな話を耳にし
ては驚かされています。素晴らしい商品開発力やブランディングセンス、Instagram の活用や「ネギフェス」など独自の企画運営力も社
長ならではの魅力。自社の利益にこだわらず〝糸島〟への愛着を、出版など新たな形で具現化されるバイタリティーにも頭が下がります。
現在も、コロナ禍を乗り切るための新たな商品開発に挑戦されています！

※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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新執行部のご紹介
5 月 27 日に開催された第 60 回福岡県商工会連合会通常総会において、新役員が決定しました。
前列左より

奥永副会長

花田会長

組坂副会長

福岡県商工会連合会
新会長
はな だ

としゆき

花田 稔之

後列左より

國﨑副会長

中家副会長

小島専務理事

１．商工会の会員増強／商工会は会員の皆さまに支えられてい
ます。より役に立つ商工会へと進化し、会費以上のサービスを
実感してもらうことが重要です。満足度向上と新たな会員獲得
を図り、組織率向上(優良商工会の表彰基準となる65％以上、
人口５万人以上は54％以上)を目指します。
２．商工会間の情報共有化／各商工会にはさまざまな運営課題
があります。現在は各商工会がそれぞれで対応せざるを得ない

第 60 回通常総会において、新たに福岡県商工会連合会の

状況ですが、他商工会の問題を対岸の火事と捉えることなく、

会長を拝命しました花田稔之と申します。城戸前会長に比べ

事例をヒントに全体で問題解決に取り組めるよう情報共有の仕

私は商工会長歴も短く、浅学非才ではありますが、これから

組みを構築します。

3年間、県内52商工会の発展と、それを支える県連の改革に努

３．財政基盤の安定化／商工会の財政は補助金が主となってい

めてまいります。

ますが、自主財源の確保も欠かせません。そのため、4年連続保

私は大野城市商工会の会長でもありますが、コロナ禍におけ

有口数日本一となった福祉共済等のさらなる推進を図るととも

る経営相談を通じて、商工会は最も身近な相談相手として地域

に、諸手数料の見直し
（標準化）
なども検討し、財政基盤の安定

経済を牽引すべき存在であると再確認したところです。その上

化に取り組みます。

で、商工会の支援力・組織力を拡充し、会員の皆さまはもとより、

４．県連の組織改革／ 1 ～ 3の取り組みには、県連組織自体の

地域商工業者全体に貢献する組織となるよう、努めていかなけ

改革も必要だと思っています。特に情報共有化を進めるために

ればならないと感じています。

は、各商工会の情報が伝わる風通しの良い組織になる必要があ
ります。このため、まず事務局組織を見直すと共に、人事制度

次の
「3C宣言」
を、私は日頃からモットーにしています。

の見直しや計画的な人事異動等にも取り組みます。

Check(調査) 課題に対して、過去から現在までの歴史をひも
解き調査します。
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これら4つを柱に、ポストコロナを見据えた国・県等への要

Challenge(挑戦) 問題点に果敢に挑戦します。

望活動にも力を入れ、皆さまにとって頼れる商工会となるよう

Change(変革) 正しきものは継承し、悪しきものは変革します。

努めてまいります。ご理解とご協力のほど、どうぞよろしく

この考えのもと、以下4つの重点事項に取り組んでまいります。

お願いいたします。
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福岡県商工会連合会役員名簿（敬称略） 役員任期／令和 3 年 6 月 1 日～令和 6 年 5 月 31 日
役職名

地区

名

所属商工会等名

会長

―

花田

稔之

大野城市商工会

福岡

國﨑

仁

久山町商工会

副会長

専務理事

理事

氏

筑後

組坂

眞一

小郡市商工会

北九州

中家

章智

吉富町商工会

筑豊

奥永

一秋

大任町商工会

県連

小島

良俊

福岡県商工会連合会

福岡

合屋
荻
山脇
髙野
谷源
大舘

昭輝
雅晴
清
德美
芳彦
照光

宇美町商工会
須恵町商工会
福津市商工会
筑紫野市商工会
那珂川市商工会
糸島市商工会

県青連

新会長

た ごもり よ し た か

田 籠 慶峰
福岡県青連の第25代会長を仰せつかりました、田籠慶峰です。
この未曾有の中だからこそ、県青連は
「いいとも」
をスローガンに
掲げました。県青連の活動を通して、
「良い友」
と出会える組織づく
りをめざします。その中で、稼業や単会や地区等の取り組みを共有
し、この時代を生き抜く情報をもとに共動する。このような時代だ
からこそ、できることを考えて、動いていきましょう。
つくろう友達の輪！
令和3年度事業について
１年間コロナを経験したこの令和３年度は、とても重要な年だと
位置付けています。そのためにも皆さんの見本となれるよう、十分
な対策をした上での事業運営を今後計画して参ります。青年部員企
業の経営力向上や地域振興に取り組み、収益事業やネットワーク構築
等による組織力の強化を図りたいと考えています。
県下青年部員へひとこと
日頃より、各単会・各地区・県青連事業にご理解とご協力を頂き、
ありがとうございます。
部員１人１人が青年部員として地域の振興発展の先駆者となるべ
く、稼業も青年部活動も全力で取り組んでいきましょう。
一緒に、福岡県を盛り上げてくれるかな？

県壮青連
の

役職名

地区

筑後

理事

北九州
筑豊

監事

県青連
県女性連
福岡
筑後
筑豊

氏

名

岩下 繁隆
上野 賢二
中川 貴臣
松﨑 博文
小早川敬義
杉野 正幸
塩川 善和
太田
勤
池田
昇
田籠 慶峰
菊地 裕子
吉岡 統三
橋村 芳隆
内田 一美

県女性連

所属商工会等名

朝倉市商工会
久留米南部商工会
柳川市商工会
八女市商工会
岡垣町商工会
築上町商工会
若宮商工会
桂川町商工会
福智町商工会
福岡県商工会青年部連合会
福岡県商工会女性部連合会
春日市商工会
田主丸町商工会
鞍手町商工会

新会長

きく ち

ひろ こ

菊地 裕子
令和3年5月19日
（水）
、
県女性部連合会第52回通常総会において、
前期に引き続き2期目の会長を仰せつかりました、菊地裕子と申し
ます。
昨年度を振り返ってみますと、4月7日の緊急事態宣言発令以降、
スポーツ大会や主張のつどい等、県女性連の主な行事はすべて中止
や延期を余儀なくされました。また、九州大会、全国大会について
も同様となり、もどかしい思いを抱える女性部の皆さまも多かった
ことと思います。
しかし、そのような中でも、オンライン活用の重要性については
大いに気づきがありました。各商工会の女性部では可能な範囲の活
動を通じて、女性部の輪を広げ、深められています。少しずつでは
あっても、女性部は確実に前進していると信じています。
女性部ならではの知恵と工夫、また笑顔で、この困難をともに乗
り越えていきましょう！
令和３年度事業について
令和3年度の県女性連事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止
及び安全面に配慮しながら、下記の事業を実施予定です。
・九州商工会女性部交流研修会
（佐賀県）
・第22回商工会女性部全国大会
（大分県）
・おもてなし交流事業の推進 他

新会長
だ

かつひさ

野田 克久
令和 3 年 5 月 21 日に開催されました福岡県商工会壮青年部連
合会第 2 回通常総会において、第 2 代会長を仰せつかりました、
みやま市商工会の野田克久と申します。
私たち県壮青年部は平成22年より任意組織として活動を開始し、
令和元年5月に福岡県商工会連合会の内部組織として正式に承認、
設立されました。
これまでの役員の皆さまの多年にわたるご尽力に感謝申し上げる
とともに、小早川前会長の意思を継承しながらも、我々県壮青年部
員が地域創生の担い手となって、商工会の力をより一層引き出して
いけるよう務めを全うして参る所存です。
県青年部連合会、県女性部連合会の皆さまとも力を合わせ、新た
なリーダー経営者として地域のけん引役となれるよう頑張りますの
で、皆さまのご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
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Fukuoka-Pref.令和３年

500号

NEWS

おかげさまで

商工会

商 工 会 ニ ュ ー ス 5 0 0 号 記 念
読 者 ア ン ケ ー ト

月号

7

編集発行所／福岡県商工会連合会

おかげさまで
『商工会ニュース』
は、このたび500号の
発行を迎えました。これを記念し、読者アンケートを
実施します。皆さまのお役に立つ、より良き誌面づ
くりの参考にさせて頂きますので、数多くの応募を
お待ちします。アンケートにお答え頂いた皆さまの
中から、抽選で 50 名の方に、博多マルイ 2F にある
商品をお贈りいたします。アンケートにお答えの上、
お気軽にご応募ください。
QRコードまたは下記アドレスからアクセスし、
応募方法

アンケートにお答えください。
応募URL

応募期間

personanews.net

（google Forms アンケートにリンク）

福岡県商工会

Recruitment

次代を担う、
女性部員を募集します！

※商品のお届けをもって、
発表に
代えさせて頂きます。

商工会女性部員募集中♥

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、

①商工会会員
（法人ではその役員）
の女性
②商工会会員の配偶者で女性
③商工会会員の親族で、その事業に従事する女性

お問い合わせ

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。

保険期間：2020 年 10 月 1 日午後 4 時 〜2021 年 10 月 1 日午後 4 時

2020年10月作成
20-TC04454
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※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。

15

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

さる女性部員を募集しています。

女性部

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

幅広い活躍の場があります。

2021年7月12日～11月30日

福岡市博多区吉塚本町９・ ︵中小企業振興センター７階︶

育成ショップ、DOCORE ふくおか商工会ショップの

