
福 塾岡 起 業

共催：日本政策金融公庫（福岡支店、福岡西支店、福岡創業支援センター）、福岡県信用保証協会、福岡市
協力：福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、福岡信用金庫、福岡県ベンチャービジネス協議会、九州情報大学経営情報センター

９／２６ 10／３ 10 １７ ２4

＼経験豊富な講師陣が起業に関する知識を伝授します／

福岡起業塾では、中小企業診断士をはじめ経営のプロから、創業の基礎知識の習得、
ビジネスプラン作りを徹底的にサポートします。
塾終了後も、ビジネスプランのブラッシュアップから事業の実現まで伴走型支援をおこなってまいります。

計５日間 各日１３：００～１７：００

概ね１年以内の企業予定者
ZOOMで受講可能な端末（PC・タブレット・スマートフォン等）を保有しており、自宅・職場その他で通信環境が整っている方

オンライン（ZOOM） ２０名

６，６００円 ９月１５日（水）まで参加費

対 象

実施方法 定 員

申込締切

申込方法

問合せ先

＜受講後に受けられるメリット＞
①登記の登録免許税が軽減 株式会社を設立の際にかかる通常資本金の0.7％の登録料⇒0.35％へ

②創業関連保証の特例が事業開始6か月前から対象（通常2か月前から利用対象）
③日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方とみなされる

④生涯現役支援助成金 中高年齢者（40歳以上）の起業時、中高年齢者を雇い入れた場合、一部費用が助成される。

※上記メリットは原則として全ての講義を受講した方が対象（①と③は福岡市で創業される方のみ）

福岡商工会議所 経営支援G TEL:092-441-1146
MAIL：fkkeiei@fukunet.or.jp

当所HPよりお申込ください。
（https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-09-11/)

mailto:fkkeiei@fukunet.or.jp
https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-09-11/
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時間 テーマ 形式 分野 内容・講義のポイント 講師 

≪1 日目≫ 9 月 26 日（日） 

13:00-14:00 

（1.0h） 

創業準備 導入講座 

心構えと創業の進め方 

講義 
経営 

▸創業の意味と事業継続のポイント 

（理念の明確化と計画の必要性） 

▸環境変化への対応と企業の継続 

中小企業診断士 

遠藤真紀氏 

ワーク 

14:00-16:00 

（2.0h） 

創業準備 資金計画講座 

お金に関する基礎知識 

講義 
財務 

▸資金の重要性（運転資金，開業資金計画）， 

資金調達，収支計画と利益計画，損益分岐点と 

必要売上高，利益と資金の違い，資金繰り ワーク 

16:00-17:00 

（1.0h） 

創業準備 税務･会計講座 

経営者に必要な税務・会計の知識 
講義 財務 

▸簿記・経理・記帳，決算 

▸各種税法（事業税，法人税，消費税等），源泉，

社会保険等 

▸認められる経費，青色・白色申告 

≪２日目≫ 10 月３日（日） 

13:00-14:00 

（1.0h） 

創業計画 マーケティング講座 

マーケティングの基本 
講義 

販路 

開拓 
▸基本的なマーケティング理論の理解 

中小企業診断士 

遠藤真紀氏 

14:00-15:00 

（1.0h） 

創業計画 マーケティング講座 

マーケティングの実践 
講義 

販路 

開拓 

▸顧客ニーズの推測・把握とマーケティングの 

実践，RM と販売促進 

15:00-17:00 

（2.0h） 

創業計画 プランニング講座 

立地選択とビジネスプラン 
講義 経営 

▸ビジネスプランの作成目的，必要検討項目と 

ポイント（様式の使い方と記入事例の紹介）） 

≪3 日目≫ 10 月 10 日（日） 

13:00-14:00 

（1.0h） 
創業計画 起業家講演 講義 経営 

▸講演テーマ：①創業・起業の意義，②商売と経営

の違い，③経営の苦労と楽しみ 

(株)AliveCast 

代表取締役社長 

中村理氏 

14:00-15:00 

（1.0h） 

創業計画 IT 講座 

経営者が知っておくべき IT 知識 
講義 

販路 

開拓 

▸HP の作成目的や方法，意義 

▸情報収集およびコミュニケーションのための 

Web の活用と意義 

15:00-16:00 

（1.0h） 

創業計画 IT 講座 

IT・IoT 活用による生産性向上 
講義 経営 

▸クラウドの基礎知識，IT 技術・生産管理・ 

販売管理等，情報システム等の活用 

16:00-17:00 

（1.0h） 

創業準備 導入講座 

会社の設立の仕方 

経営者に必要な法律知識 

講義 経営 

▸会社の設立（手順，費用，問合せ・届出先の紹介，

定款等必要書類の具体例・記入事例等の紹介） 

▸会社法（法人の種類，株主，機関設計），民法・商

法（取引行為，契約，手形，小切手，不法行為等），

倒産（破産，清算），コンプライアンスなど 

藤田綜合事務所 

行政書士 

藤田忠尚氏 

≪４日目≫ 10 月 17 日（日） 

13:00-14:00 

（1.0h） 

創業計画 マーケティング講座 

市場をつかむ「お客様と消費を知るた

めのキーワード」 

講義 
販路 

開拓 

▸カテゴリー別の消費者実態と消費性向，最近の消

費者の動向と傾向 

▸各種データ（人口動態，交通，家計調査等々）の

入手方法 

(株)ジーコム 

調査研究部 Mg. 

安元妙圭氏 

14:00-15:00 

（1.0h） 

創業計画 労務講座 

経営者に必要な労務管理の知識「人を

雇う前に知っておくべき事」 

講義 
人材 

育成 

▸募集・採用・教育，組織・人事労務管理，人材育

成等について 

▸労働法（雇用契約，賃金，労働時間，就業規則），

社会保険の意義と手続き，利用できる助成金等 

コーディアル 

社会保険労務士

事務所 

代表 高橋美紀 

15:00-17:00 

（2.0h） 

創業計画 実践講座 

ビジネスプランの作成 

講義 
経営 

▸最終日のプレゼンに向けた準備 

▸プレゼンテーションの意義 

中小企業診断士 

遠藤真紀氏 ワーク 

≪５日目≫ 10 月 24 日（日） 

13:00-13:30 

（0.5h） 

創業計画 実践講座（予定） 

創業融資制度の紹介 
講義 経営 ▸日本政策金融公庫の創業融資制度等の紹介 

日本政策金融公庫・

福岡県信用保証協会 

13:30-14:00 

（0.5h） 

創業計画 実践講座 

ビジネスプランの点検① 

ワークショップ 

ワーク 経営 
▸プレゼンテーション準備 

講師からのアドバイスと発表プランの準備 

中小企業診断士 

遠藤真紀氏 

14:00-17:00 

（3.0h） 

創業計画 実践講座 

ビジネスプランの点検② 

プレゼンテーション 

ワーク 経営 ▸各自プランのプレゼンテーション（全員参加） 

中小企業診断士 

遠藤真紀氏 

(株)ジーコム 

代表取締役社長 

神崎依子氏 

≪創業個別準備相談会≫ 10 月 31 日（日）  ※希望制 

9:00-17:00 

（7.0h） 

個別相談会 

・経営相談 
  

▸各自のプランについて具体的な相談・アドバイス

を行う。 

中小企業診断士 

遠藤真紀氏 


