
福岡県商工会連合会 創業後スタートアップ企業塾     

開催要領    

1 目的    

地域の創業⽀援については、産業競争⼒強化法の施⾏もあり、各地で創業セミナー等も開催され、充実
したものになっています。 

一方、苦労して創業したものの５年を経ずして廃業に追い込まれるケースは多く、この時期にいかに経営基
盤を強化することができるかが、企業継続のためのターニングポイントになっています。 

このため、創業５年未満の事業者に対する経営塾（セミナー、個別相談会）を開催し、創業後の幅広い
経営相談の機会を提供することで、成⻑ステージへの展開、今後の持続的発展の可能性を飛躍的に高める
ことを目指します。 

また、本企業塾は、商工会をはじめ各⽀援機関が連携し、それぞれの⽀援メニューを総動員することで受
講者ニーズに合わせた課題解決を目指すものです。 

 

 

－ 創業後スタートアップ企業塾の考え方 － 

創業 3年後 事業ステージ

■経営課題
資金調達・ビジネスモデル構築
・創業計画作成

■主な支援策

創業塾・セミナー・スクール
個別支援

■支援効果
創業に必要な知識やノウハウの
習得

■経営課題
資金繰り・売上不足・販路開拓・
販売促進・商品力向上・赤字体質

■主な支援策
スタートアップ企業経営塾
①経営基盤強化コース
②販促・集客コース

■支援効果
創業直後に陥りがちな危機の回避、

経営の持続化

事業化を実現

早期撤退を回避早期撤退を回避早期撤退を回避早期撤退を回避

業績等

転換点を
重点支援

■経営課題
新しい取り組み、持続的な発展

■主な支援策
経営革新・販路拡大・事業承継

■支援効果
業績回復、経営の持続化、業績拡大
後継者育成

事業の長期継続

 

創業後スタートアップ企業塾 

5 年度 



2 内容    

●セミナー  

（１）経営基盤強化と販促強化 

※定員 50 事業者程度 

●個別相談会 

各⽀援機関の専門分野別の事後指導が受けられます。（詳細は下記、９セミナーカリキュラムに記載） 

 

3 開催日時・場所    

⽇時︓1 ⽇目 平成２９年１１⽉２９⽇（水）１３︓００〜１７︓００ 

     2 ⽇目 平成２９年１２⽉  ６⽇（水）１３︓００〜１７︓００ 

     3 ⽇目 平成２９年１２⽉１３⽇（水）１３︓００〜１７︓００  

場所︓福岡県中⼩企業振興センター 会議室 

 

【個別相談会（セミナー受講者を対象）】 

⽇時︓平成２９年１２⽉１４⽇（木）〜３０年１⽉３１⽇（水）の期間 

時間︓各⽀援機関 営業時間内   場所︓各⽀援機関指定の場所 

4 参加対象者    

創業後５年未満の中⼩企業・⼩規模事業者（５年以上も受講可） 

5 参加料    

セミナー︓３,０００円（受講初⽇にお⽀払ください） 

個別相談会︓無料 ＊但し、セミナーの受講が条件 

6 申し込み先    

受講申込書に必要事項を記載の上、ＦＡＸ・メール・郵送にてお申し込みください。 

宛      先       福岡県商工会連合会 経営⽀援課  

創業後スタートアップ企業塾 担当者宛 

郵      送       〒８１２－００４６ 

                福岡市博多区吉塚本町９－１５ 中⼩企業振興センター7 階 

Ｅ－ｍａｉｌ        keiei@shokokai.ne.jp 



Ｆ  Ａ   Ｘ       ０９２－６２２－７７９８ 

申込受付期間       １０⽉２⽇（⽉）〜１１⽉２７⽇（⽉） 

問 い 合 せ 先      （電話）０９２－６２２－７７０８  

 

※ 締切前に定員となった場合は、その時点で募集を締め切る場合があります。 

※ 個別相談会は、セミナーの最終講座にて受け付けます。（ 詳細はセミナーの中で説明） 

※ 講習会修了者は、「NCB 創業応援ローン」（基準⾦利マイナス 0.1%優遇）を申し込む事が出来ます。 

7 主催    

福岡県商工会連合会 

8 連携機関（平成 28282828 年度実績）※順不同    

� ⽇本政策⾦融公庫 

� 福岡県信用保証協会 

� 公益財団法人 福岡県中⼩企業振興センター 

� 福岡県弁護士会 

� 福岡県⾏政書士会 

� 福岡県ベンチャービジネス⽀援協議会 

� 福岡県産業デザイン協議会 

� 一般社団法人 福岡県情報サービス産業協会 

� 中⼩企業⽀援プラットホームふくおか 

� 福岡・筑後・北九州・筑豊地域中⼩企業⽀援協議会 

� 福岡商工会議所 

� ⻄⽇本シティ銀⾏ 



9 セミナーカリキュラム    

【経営基盤強化・販促強化講習】 

健康な体（健全経営）を維持するためには、⽇頃の健康管理が⽋かせません。筋⾁質（利益体質）になりたい、ダ
イエットしたい（ムダを省きたい）、病気の要因を取り除きたい（リスク管理）など、それぞれの目的を達成するためには、
病気に関する“知識”や“処方箋”を知っておくこと、⼿遅れになる前に“早め”に取りかかることが⼤切です。前半の講義で
は、事業を⻑く続けていくための、経営管理のポイントをお教えします。 

 次に売上を向上させるには、お客様に“知ってもらうこと”、“来てもらうこと”、“⾒てもらうこと”、“買ってもらうこと”が⼤切で
す。しかし、競争が激しい経営環境にあって、思っていたほど売上が上がらない、どうやってお客様を集めたらいいか分から
ないといったことでお悩みではありませんか︖後半の講義では、事業を⻑く続けていくための、販売促進の考え方や効果的
な集客方法について、そのポイントをお教えします。 

 

第１日目 １１月２９日（水） 

講義数 講義名 内容 講師名 

第１講義 

〈2.0 時間〉 
まずは、自分の健康（経営）状態を 
知ろう 

 

・経営状況把握の⼤切さ 
・自社の強みを知ろう 
・経営状況を知る（ＢＳ・ＰＬ） 
 
 
 

高橋中小企業診断士オフィス 

高橋 衛 氏 

（中⼩企業診断士） 

第２講義
〈１.5 時間〉 

以外と知らない、お⾦の借り方 
 

・⾦融機関はここをみている 

・⾦融機関との接し方 

・資⾦繰り表の作り方 

 

⽇本政策⾦融公庫 

福岡 ビジネスサポートプラザ 

 

  

 

第２日目 １２月６日（水） 

講義数 講義名 内容 講師名 

第１講義
〈1.5 時間〉 

内に潜む（経営）リスクを察知しよう 
 

・経営に関する法律上のリスク 

・情報漏洩のリスク 

  

福岡県弁護士会 

（弁護士） 

第２講義
〈2.0 時間〉 

 

お客様を呼ぶ広告で売上ＵＰ 
 

・販促の考え方 

・陳列、ＰＯＰ等 

・効果的な販促方法 

 

工房自由空間 

代表 松岡 忠夫 氏 

（一級商品装飾展示技能士） 

 

 

 

 

 

 

 



第３日目 １２月１３日（水） 

講義数 講義名 内容 講師名 

第１講義 

〈2 時間〉 
最新 WEB、IT の販促活用術 

 

・最新 SNS、動画の使われ方 

・情報解析の活用方法 

・情報セキュリティ対策 

 

福岡県情報サービス産業協会 

㈱リンクスラッシュ 
代表取締役 ⽇髙 秀彦 氏 

第２講義 

〈1 時間〉 
チラシ作成のポイント 
 

・効果的なチラシ作成のポイント （社）⽇本ＰＯＰサミット協会 

理事  ⼤庭 昌代 氏 

第３講義 

〈0.5 時間〉 
知って得する処方箋 

 

 

・各種の補助事業や中⼩企業施策 

・情報の集め方、⽀援ツールのご紹介 

（ミラサポ・J-NET21 etc） 
・⽀援機関の特徴と利用方法 

・個別相談の説明・受付 

福岡県商工会連合会 

福岡広域連携拠点 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【個別相談会】 

セミナー受講者（修了証対象者）を対象に、それぞれの課題に応じた個別相談会を開催します。セミナーの最終講
座でお申し込み下さい。 個別相談会は、原則 1 回あたり 2 時間以内×2 回までとします。 

 

― 相談対応窓口（予定） ― （順不同） 

 

№ ⽀援機関名 主な相談分野 主な特徴 

１ 日本政策⾦融公庫 

(福岡⽀店・国⺠⽣活事業) 

福岡市博多区博多駅前 3-21-12 

融資・資⾦繰り 地域の⾝近な⾦融機関として、⼩規模事業者
や創業企業に対して事業資⾦の融資を⾏う 

２ 福岡県信用保証協会  

福岡市博多区博多駅南 2-2-1 

融資・資⾦繰り 事業者が融資を受ける際の「公的な保証人」と
なり、⾦融の円滑化を⽀援する機関 

３ 福岡県中小企業振興センター  

福岡市博多区吉塚本町 9-15 

経営⽀援全般 販路開拓や取引斡旋、専門家派遣等、ワンス
トップで総合的な⽀援を⾏う 

 （福岡県よろず⽀援拠点）  

 

売上アップ・ものづくり・ 

デザイン等 

経営に関する総合的、先進的アドバイスを⾏う 

 （知的所有権センター）  

 

（ふくおか 6 次産業化・           
農商工連携サポートセンター）  

 

知的財産 

 

6 次産業化・ 

農商工連携 

特許等の取得からその活用、技術移転、ライセ
ンス契約等の⽀援を⾏う 
 
6 次産業化・農商工連携の⽀援を⾏う 

４ 福岡県弁護士会 

福岡市中央区城内 1-1 

法律全般・契約 事業の経営にあたっての法的問題について解決
⽀援を⾏う 

５ 福岡県⾏政書士会 

福岡市博多区東公園２-31 

許認可申請許認可申請許認可申請許認可申請・各種規程契約各種規程契約各種規程契約各種規程契約

書作成書作成書作成書作成・外国人就労ビザ 

営業許可・法人設⽴等のお⼿伝い、事業運営
に係る官公署への⼿続の代理を⾏う 

６ 福岡県ベンチャービジネス⽀援協議会 

福岡市博多区東公園 7-7 
福岡市中央区天神 1-11-17 

     

 （ベンチャーサポートセンター）  

 

資⾦調達･販路開拓 

業務提携 

中⼩・ベンチャー企業とビジネスパートナーつなぐ
フクオカベンチャーマーケット(FVM)によるマッチン
グ⽀援等を⾏う 

 （福岡アジアビジネスセンター）  

 

海外展開 海外展開の相談、国内外での商談会出展、個
別のマッチングを通じ現地での販路開拓を⽀援 

７ 福岡県産業デザイン協議会  

福岡市博多区東公園 7-7 

デザイン・パッケージ デザインを活用した商品開発、顧客ニーズに合
致した売れる商品づくりを⽀援する 

８ 福岡県情報サービス産業協会  

福岡市早良区百道浜 2-1-22 3F 

ＩＴ・クラウド 県内の IT サービス企業の団体で、地元 ICT
利活用する中⼩企業の ICT 導入運用⽀援、
Web ｻｲﾄ構築・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ導入⽀援を⾏う 

 
 
 
 
 
 



№ ⽀援機関名 主な相談分野 主な特徴 

9 福岡県商工会連合会 

福岡市博多区吉塚本町 9-15 
経営⽀援全般 地域に密着した商工業者の相談窓口 

⼩規模事業者に対しての伴⾛型⽀援を⾏う 

10 福岡商工会議所 

福岡市博多区博多駅前 2-9-28 
経営⽀援全般 福岡市内の商工業者を対象に創業から企業の

成⻑､時には再⽣⽀援まで伴⾛型⽀援を⾏う 

11 
 
 
 
 
 
 

 
12 

福岡県（福岡・久留⽶・北九州・
飯塚）中小企業振興事務所 

【福岡・筑後・北九州・筑豊地域 

中⼩企業⽀援協議会】 

福岡︓福岡市博多区吉塚本町 9-15 

久留⽶︓久留⽶市城南町 15-5 

北九州︓北九州市⼩倉北区古船場 

1-35 

     飯塚︓飯塚市吉原町 6-12 

⻄日本シティ銀⾏ 

 

経営革新 

経営相談一般 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資・資⾦繰り 

地域の経済を活性化し、地域において雇用を
創出するため、次の⽀援を⾏う 

（１）創業を促進 

（２）経営基盤の強化を促進 

（３）新たな事業分野への進出を促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NCB 創業応援ローン」の取り扱いを⾏う 

     

 
※ 相談対応者、相談⽇、相談場所等は受講者の希望を考慮の上、福岡県商工会連合会が調整します 
※ ⽇程・相談者等必ずしもご希望に添えない場合もありますので、予めご了承下さい 
 


