経営相談したい

交 流
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経営課題を伴走支援
相談窓口や各種サービスを通じて、創業から企業の成長、時には再生支援や事業承
継まで、皆様の隣で支援いたします。早めのご相談は、早期の課題解決につながり
ます。どうぞお気軽にお声かけください。

商 談

INDEX
まずは『地区担当者』が、ご相談を承ります。

福岡商工会議所では、市内各地区を担当する経営指導員を配置して
います。お困りごとがありましたら、お気軽にお電話ください。

※開催時期にホームページ等でご案内します
• 経営に関する各種セミナー
• 消費税セミナーなど

▲

▲

金融に関する相談
• マル経融資 P.17

▲

※相談件数等について、2019 年度実績

▲

経営相談の利用方法

広報支援

税務サポート
• 記帳継続指導、
福岡税務相談所 P.15
企業の先行きに不安を感じたら
• 福岡県中小企業再生支援協議会 P.16
事業の後継者問題やＭ＆Ａについて
• 福岡県事業引継ぎ支援センター P.16
• 後継者人材バンク P.16
経営改善計画書の作成支援
• 福岡県経営改善支援センター P.16

▲

▲

経営指導員や士業など専門家が対応。経営に関する相談
• 経営相談の利用方法 P.14
• 経営相談窓口の一覧 P.15
• IT・ICT 活用による生産性向上の支援 P.16
• 企業・店舗診断
• 福商イノベーション支援事業 P.17
• 経営革新の法認定取得 P.18
• 創業支援 P.18

ご利用の前に

A １：福岡商工会議所まで
ご連絡ください。

人材採用・育成

●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。

Q1 相談するにはどうすればよいの？

●各地区に担当する経営指導員がいます。まずはお電話でお問い合わせください。また、相談窓口をご利用の際
は福岡商工会議所ビル 2 階にお越しください。平日９時から 17 時まで、ご相談を受け付けております。
（専門
家の相談は予約制です）

経営相談

Q2 一体、どんな人が相談にのってくれるの？

A ２：各地区を担当する、
商工会議所の経営指導員や、相談の状況に対応できる専門家が承ります。
●大切なご相談を承るのは、商工会議所の経営指導員と、数々のご相談に対応した経験豊富な専門家集団！まず
は経営指導員がお話を伺い、必要に応じて専門家の協力を得ながら、一緒に課題の解決にあたります。

Q3 相談費用はどれくらいかかるの？

もしもの備え

A ３：相談は、原則無料です。

●
「相談するのにも、お金が…」そんな心配は無用です。一般的に、専門家やコンサルタントに相談を行う場合
は相談料が必要となりますが、当所の相談窓口では、相談料は一切いただいておりません。
＊無料相談の範囲を超える場合には、専門家とご相談者との間で別途有料で契約が必要となる場合があります。
その場合の詳細は、担当までご相談ください。

厳重な
守秘義務

問地域支援第一グループ（東・博多・南区担当）☎092-441-2161
地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区担当）☎092-441-2162
14

その他のサービス

Q4 相談した秘密は守られるの？

A ４：経営指導員・専門家ともに、
ご相談者の秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。

5

経営相談したい

経営指導員（当所職員）や各分野の専門家が秘密厳守でお話を承ります

経営相談窓口

無料

相談対応件数 5,471件

※初期対応以上の相談について、一部有料となる場合があります。

ご相談の内容

開 設日

ご相談担当者

開設時間

月 火 水 木 金

（昼休み 12：00～13：00）

セーフティネット認定窓口

福岡市窓口
（☎092-441-2171）

○ ○ ○ ○ ○

9：00～16：30

商工会議所経営指導員

○ ○ ○ ○ ○

9：00～17：00

経
営
（創業・経営革新、
経営全般等）

中小企業診断士

○ ○ ○ ○ ○

9：30～17：00

税務・財務

税 理 士

販売戦略・販売促進

中小企業診断士

金融
（融資）
まず、相談したい

・公的融資制度・創業資金
・その他経営全般
（創業、
経営革新など）

雇用・労務

第3

人材確保

キャリアコンサルタント

事業に関する
法
律

弁 護 士

経営安定
（倒産防止）

中小企業診断士

店舗改装

商品装飾展示技能士

9：30～17：00
9：30～17：00

○ ○

第１・第３・第５

ITインストラクター

IT相談

第3

（

10：00～16：00

○

10：00～16：00

○

）

2階

10：00～16：00

第2・第4

企業再生
（事業存続）

福岡県中小企業再生支援協議会

○ ○ ○ ○ ○

10：00～16：00

9：00～17：00

事業承継

親族承継
福岡県事業承継支援ネットワーク事務局 ○ ○ ○ ○ ○
承継時の経営者保証解除

9：00～17：00

○ ○ ○ ○ ○

BCP

BCPに対応可能な専門家
社労士・中小企業診断士 など

9：00～17：00

要相談

商工会議所

福岡県事業承継支援ネットワーク事務局

商工会議所

福岡県事業引継ぎ支援センター

商工会議所

福岡県経営改善支援センター

商工会議所

経営相談部地域支援第一・第二グループ

8階
7階
2階

暴力団など、反社会的勢力とのトラブルについて
初期対応の方法などのご相談に応じます。

暴排相談窓口

福岡県中小企業再生支援協議会

8階

9：00～17：00

○ ○ ○ ○ ○

商工会議所

9階

予約制
福岡県経営改善支援センター

地域支援第二グループ
☎092-441-2162
（中央・城南・早良・西区）

10：00～16：00

第1・第3

○

経営改善計画

地域支援第一グループ
☎092-441-2161
（東・博多・南区）

商工会議所

13：00～16：00

SEO・SEMコンサルタント

福岡県事業引継ぎ支援センター

経営相談部

予約制

毎月1回（不定期）

○

9：30～17：00

第1・第3・第5水曜は、
10：00～16：00

○ ○

○
第4

第1

SEO対策
Web集客

従業員承継
第三者承継，
M&A

福岡市窓口
☎092-441-2171

（ 10第3月曜は、
：00～16：00 ）
○

社会保険労務士

予約電話番号
お問い合わせ

場所

随時

○ ○

＊

・就業規則、
従業員の雇用
・雇用に関する助成金 など

予約

☎092-441-1221

☎092-409-0022
☎092-441-6922
☎092-441-1234

商工会議所

6階

☎092-441-2161・2162
暴排相談窓口

☎092-441-1245

＊…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）
•予約不要の窓口につきましては、混雑している際にはお待ち頂く場合があります。ご了承ください。
•中小事業者と創業予定の方の、事業に関するご相談のみ承ります。
•臨時にお休みを頂くことがございます。詳しくは上記予約電話番号までお問い合わせください。
•ご予約後のキャンセル等は、事前にご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

福岡税務相談所（税務・会計に関するご相談）

中長期的な税務に関するお悩みに対応します

記帳継続指導

無料

利用社数 550社

会員数 2,076社 相談件数 9,790件

小規模事業者の方を対象に日々の記帳や税務について、わから
ない点や問題点など無料で指導を行っています。

福岡税務相談所は、商工会議所と税理士会が共同で運営する個
人事業主の方のための経理や税務の相談機関です。煩わしい日々
の記帳や記帳代行、決算申告は「税相」にお任せください。

帳簿の付け方が分からない！

福岡税務相談所（税相会員様料金）
・会費（毎月）
4,300 円～

対象●福岡市内の小規模事業者（法人・個人）
原則として、１社１年間限定
【個人事業主の方】福岡税務相談所の記帳指導員が担当いたします。
【法 人 の 方】原則として、税理士が担当いたします。

問経営支援グループ ☎092-441-1146
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料金

無料記帳指導への申し込み

継続的な記帳と
申告のお手伝い

※以下のサービスについては別途費用がかかります。

・記帳代行（毎月） 6,600 円～
・所得税の決算申告 4,400 円～
・消費税の決算申告 16,500 円～

対象●個人事業主
【税務相談所への入会・会費が必要です】

問福岡税務相談所 ☎092-431-0891

交 流

身の丈 IT の推進

事業承継診断から親族承継支援、経営者保証解除相談まで

福岡県事業承継支援ネットワーク事務局

安価に導入可能なクラウドサービスを中心に、業務効率化や生
産性向上、売上アップの仕組みづくりを支援します。また、
キャッシュレスへの対応や SEO 対策、WEB 集客などについても
アドバイスいたします。お気軽にご利用ください。
■専門相談窓口
支援実績豊富な IT 専門家がご相談を承ります。
※スケジュールは前ページをご参照ください

事業承継に向けた早期かつ計画的な準備や課題解決のため、福
岡県内の支援機関が一丸となって切れ目ない支援を実施します。
まずは「事業承継診断」を行い、その結果をもとに、事業承継に
必要な計画づくりをサポートする専門家の派遣等を実施します。
事業承継時の経営者保証解除に向けた相談もお受けしておりま
す。詳しくはお電話でお問い合わせください。

■専門家の派遣
クラウドサービス等 IT・ICT 導入に精通した専門家と当所経営指
導員が御社を訪問し、具体的なツールの導入まで支援いたします。

問経営支援グループ ☎092-441-1146

※福岡商工会議所では、プッシュ型事業承継支援高度化事業全国
事務局（野村證券㈱）より委託を受け、当事業を行っています。

問福岡県事業承継支援ネットワーク事務局（福岡商工会議所ビル８階）
☎092-409-0022

事業の将来や事業承継（Ｍ＆Ａ・第三者承継など）について、お悩みはありませんか？

企業・店舗診断

福岡県事業引継ぎ支援センター

経営 ─ 財務・販売・労務・生産・仕入など経営分析や財務診断
店舗 ─ 店装・構成・陳列・ラッピング・POPなど店舗診断

相談社数 394社

VOICE

問地域支援グループ ☎092-441-2161・2162

今の事業の将来を考えていますか？「後継者がおらず、Ｍ＆Ａに
関心がある」
「事業を継続するか悩んでいる」そんな方は、福岡県
事業引継ぎ支援センターにご相談ください。
料
金●無料
申込方法●平日 9：00～17：00
事前にお電話にてご予約ください。

人材採用・育成

●元銀行員の中小企業診断士として、資金繰りや財
務内容の改善が必要な方のアドバイスや提案を行
い、事業計画策定支援を行っています。また、販路
開拓のための各種補助金の活用支援や福岡県の経営
革新計画策定支援などを通し、企業の活力強化に取
り組んでおります。企業の皆様の個々の課題に対し、
産業カウンセラーとしての傾聴力を活用した「伴走
型」のきめ細かな支援をモットーに、経営者はもち
ろん職場を元気にするためのお手伝いをします。ど
うぞ、お気軽にご相談ください。
（中小企業診断士･産業カウンセラー事務所
ベストパートナー 本多俊一）

広報支援

専門相談員が、現地訪問します

商 談

IT･ICT活用による生産性向上の支援

※福岡商工会議所では経済産業省より委託を受け、当事業を行っ
ています。

問福岡県事業引継ぎ支援センター（福岡商工会議所ビル 8 階）
☎092-441-6922

求む、事業の後継者！

後継者人材バンク
登録起業家数 200名

福岡県中小企業再生支援協議会
相談社数 1,416社

事業の将来性はあるが、財務上の問題を抱えている中小企業を
対象に、きめ細かい経営相談・再生支援を行います。

※福岡商工会議所では経済産業省より委託を受け、当事業を行っ
ています。

問福岡県中小企業再生支援協議会（福岡商工会議所ビル 9 階）
☎092-441-1221

既存事業を引き継ぐメリットを活かして、あなたの起業の夢を
叶えてみませんか？
起業を考えている方、将来独立したいと思っている方、または
既存事業を引き継ぐ起業に関心のある方など、お気軽にご参加く
ださい。
料金●無料
毎月説明会を開催しています。
下記ホームページよりご予約ください。
https://www.f-hikitsugi.com/

問福岡県事業引継ぎ支援センター（福岡商工会議所ビル 8 階）
☎092-441-6922

もしもの備え

料
金●一次対応は無料
申込方法●平日 9：00～17：00
事前にお電話にてご予約ください。

経営相談

先行きに不安を感じたらご相談ください

外部専門家による経営改善計画書の作成を支援します

福岡県経営改善支援センター

＊中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関を
いう。

問福岡県経営改善支援センター（福岡商工会議所ビル 7 階）
☎092-441-1234
16

その他のサービス

中小企業・小規模事業者が認定支援機関＊に依頼し経営改善に
向けた計画を策定する場合に、策定に要した費用の一部について
補助を行っています。詳しくは、お電話でお問い合わせください。
※福岡商工会議所では中小企業基盤整備機構より委託を受け、
当事業を行っています。
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経営相談したい

事業資金を商工会議所が推薦「無担保・無保証人」

マル経融資

利用件数 64件／推薦金額 4億5,250万円

マル経融資とは、1 年以上事業を行う小規模事業者の方が、
商工会議所の経営指導を受けて経営の改善を行う際に、商工会
議所の推薦により、日本政策金融公庫（※1）から必要な事業資金
を借入できる制度です。
融資限度額●2,000 万円
資 金 用 途●運転資金（仕入資金・人件費等）・
設備（改装・機械購入等）
返 済 期 間●運転資金 7 年以内（据置 1 年以内）
設備資金 10 年以内（据置 2 年以内）
金
利●1.21％（2020年4月1日現在。月により変動します）
※当所は、相談料や仲介料、融資の成功報酬など必要ありません。

■対象事業者
①福岡市内（早良、志賀の商工会地区除く）で 1 年以上事業を営
んでいる方（※2）
②福岡商工会議所の経営指導を 6 か月以上前から受けている方
③小規模事業者の方（※３）
④納期限の到来している税額を完納している方
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種であること
※1 日本政策金融公庫…国の 100% 出資による政策金融機関
※2 上記以外の地区で事業を営む方は、当該地区の商工会議所・商
工会が受付窓口となります。
※3 従業員 20 名以下（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は 5
名以下）の事業所のこと。

●状況によりお申し込みができない場合や、審査の結果、ご希望に沿えない場合もございますので、何卒ご了承ください。
●マル経以外に、国・県・市の公的な制度融資の説明・受付・斡旋を行っています。お気軽にご相談ください。

マル経融資は、運転資金や
設備資金でご利用いただけます。

Q1

どんな時に利用できる？

●例えば、買掛金の決済資金や、店舗の改装、営業車の買換えなどご利用いただけます。ただ、設備資金で気をつ
けていただきたいのは、
「買った後」では融資の対象となりませんので、必ず「買う前」にご相談をお願いします。

下記の手順でお話を伺っていきます。

Q2

公庫への推薦や審査などの申し込みの流れは？

①ご相談
●経営相談部までご連絡ください。
地域支援第一グループ（東･博多･南区担当） TEL 092-441-2161
地域支援第二グループ（中央･城南･早良･西区担当） TEL 092-441-2162
●ご相談の際には下記の書類をご用意ください。
◎決算書（2 期分） ◎直近の残高試算表 ◎現在借入のある方は借入返済表
●経営指導員より、事業の計画などお話をお伺いします。

②お申し込み
●審査会に向けて準備を進める過程で、通帳のコピーなどの追加資料をお願いする場合があります。

③当所での審査会
（月2回）
➡日本政策金融公庫へ推薦
④日本政策金融公庫での審査

※状況によりお申し込みができない場合や、審査の結果、
ご希望に沿えない場合もございますので、何卒ご了承く
ださい。

⑤融資実行
（審査に通られた事業者）

※詳細は、
経営指導員よりご説明いたします。

新ビジネスの開発から事業化まで支援いたします！

福商イノベーション支援事業
①アイデアの発想
⇒異分野・異業種の方々を招
き、経験・技術・アイデアや
発想手法を学び、新ビジネス
創出のアイデアを生み出す
ワークショップ

相談件数 11件

②事業化
事業計画策定
⇒当所経営指導員及び専門
コーディネーターとの事
業計画作成

③販路拡大
連携先・提携先とのマッチング
⇒当所の会員ネットワーク（約
16,000 社）を通じた具体的な
事業連携・提携マッチング支援

⇒当所の国内外バイヤーネット
ワーク及び会員ネットワーク
（約 16,000 社）を通じて、具
体的な販路拡大先とのマッチ
ング支援

対象●福岡県内中小企業者（自社の強みやリソースを活かし、革新的な商品・サービスを創造する（したい）事業者）
問産業振興グループ ☎092-441-1119
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交 流

３～５年後の会社の未来を見直す

「経営革新計画」を作る
「自社の現状や課題を見極めたい」
「自社の業績アップさせたい！」

Q1

『経営革新計画』とは？

会社の中期的な経営計画書です。
計画書について、
県の認定を得ることができます。

Q2

福岡商工会議所の経営相談部までご相談ください。
「相談窓口」
や
「経営革新セミナー」
を行っています。
商工会議所経営指導員と専門家（中小企業診断士）が連携し
て、イノベーションアイデアの見つけ方から、ビジネスモデ
ルや資金計画、アクションプランの作成支援など、皆様の想
いを実現に導くお手伝いをいたします。
〈2020 年度予定〉 第 1 回：未定（10月～11月）
第 2 回：2021 年 2月27日、28日、3月9日
※各日10:00～17:00 開催予定
【経営革新の流れ】

広報支援

『中小企業が「新事業活動」に取り組み、
「経営の相当程度の向
上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書』とさ
れています。

『計画』を作るには？
商 談

『経営革新計画』は、これらの思いを実現させるための武器にな
ります。福岡商工会議所では、これらの計画策定のお手伝いを
行っています。

Q3

全業種の中小企業者等
個人開業医•医療法人•学校法人等は対象外となります。

『計画』を作るメリットは？

経営革新計画の作成

事業の現状や課題を見極めることができます。
また、
計画書を作成して「法認定」を取得できた場合は、下
記の各種支援策を利用できる場合があります。

新 事 業 活 動

経営の相当程度の向上

福岡県中小企業振興事務所

人材採用・育成

＊政府系金融機関による低利融資制度
＊福岡県の公的な融資制度「経営革新支援資金」
＊福岡県競争入札参加資格審査における、地域貢献活動評価
（加点）
＊特許関係料金減免制度
＊販路開拓コーディネート制度の利用 ほか
（融資制度の利用には、別途審査があります）

福岡県の承認
経営革新計画の実施

支援措置

フォローアップ調査

新たな一歩を踏み出す方のために、商工会議所がサポートします

■創業資金に関するご相談
創業に必要な資金が不足する場合、創業者向けの公的な融資制
度について説明や、書類の作成支援を行います。
料
金●無料（手数料や成功報酬等も一切いただきません）
対
象●福岡市内で創業される方
時
間●平日9：00～17：00
利用方法●まずはお電話でお問い合わせください。
担当の職員がお話をお伺いします。
▼
▼
▼

■2020年度は4回開催予定。
（女性限定やベンチャー向けも実施予定）
（詳細については、開催前にホームページ等でご案内します。
）
●店舗を探したい
→福岡市内商店街地域の空き店舗状況「あきてん」
http://f-takken.com/shotengai/
●人脈を広げたい
→
「交流会への参加（本誌 P.5）
」や、
「ビジネス倶楽部（P.6）
」
●税務や法務、労務に関する相談
→
「相談窓口の利用（P.15）
」等

福岡商工会議所では、日々様々な年齢や業種の方が、創業
相談に来訪されています。まずはお気軽にご相談ください。
問地域支援第一グループ（東・博多・南区担当）☎092-441-2161
問地域支援第二グループ（中央・城南・早良・西区担当）☎092-441-2162
18

その他のサービス

福 岡商工会議所では「日本政策金融公庫（政府系金融機関）」
「福岡県」
「福岡市」の公的な融資を取り扱います。
様々な種類の融資制度の中から、相談者の方のご希望や利用
要件に沿ったものをご案内いたします。
ご希望に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。

■福岡起業塾
具体的な起業プランをお持ちの方のために、ビジネスの実践的
な知識「経営」
「財務」
「人材」
「販路開拓」等について、しっかり学
ぶことのできる少人数制のセミナーです。
全日程を受講された方は、株式会社の登記にかかる登録免許税
の軽減や、創業関連保証枠等について、メリットを受けることが
できます。
夢を実現したい、あなたのご参加をお待ちしています。

もしもの備え

■創業に関する相談
これからご創業をお考えの方、様々なご不安や事業計画の策定
についてご相談を承ります。
料
金●無料
時
間●平日9：00～17：00
利用方法●まずはお電話でお問い合わせください。
担当の職員がお話をお伺いします。
（内容により、当所専門相談窓口をご案内いたします。
）

経営相談

創業支援

