
【飯塚よろず経営相談窓口】 の３つの窓口

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点飯 2020.12

飯塚よろず経営相談窓口 所在地

飯塚市役所 2階 ホール（カフェ前）

(福岡県飯塚市新立岩5番5号)

JR「新飯塚駅」
から徒歩5分！

Ｙ-0238

無料

飯 2020.12

◆ 飯塚商工会議所 (飯塚市吉原町6-12)

◆ 飯塚市役所２階ホールカフェ前 (飯塚市新立岩5番5号)

◆ 飯塚市商工会 穂波本所 (飯塚市忠隈494)

飯塚よろず経営相談窓口は、飯塚市・飯塚商工会議所・飯塚市商工会・嘉飯桂産業振興協議会・福岡
県よろず支援拠点が連携して開設する無料の経営相談窓口です。お気軽にご相談・ご参加ください。

福岡県よろず支援拠点博多本部のコンサルタントと相談できます

【テレビ電話 で無料経営相談】

申込

※キャンセルや変更は必ず「予約日3日前（土日・祝日除く）」までにご連絡下さい。
頻繁にキャンセルをされた場合、今後のご利用をお断りする場合がございます。

個別相談は経営や創業に関することなら何でもＯＫ！何も始めてないこれから始める人も歓迎です！
お申込みお待ちしております!

事前予約制

コンサルタント紹介などの詳細はホームページで！

福岡県よろず支援拠点 とは

所在地：福岡市博多区吉塚本町９－１５
福岡県中小企業振興センタービル6階

メルマガ
登録

福岡よろず
ホームページ

セミナー情報などを
お届けします！

『よろず支援拠点』は平成２６年に国（中小企業庁）が全国４７都
道府県に設置した無料の経営相談窓口です。福岡県では(公財)福岡県
中小企業振興センターに『福岡県よろず支援拠点』が設置されてお
り、令和2年5月現在36名のコンサルタント（うち15名は女性）が
日々、個別相談や少人数セミナーを行っています。

https://yoroz.biz/

※申込・問い合わせ番号が一部変更となって

いますので、詳細はホームページ

（https://yoroz.biz/)でご確認ください。

※お電話がつながりにくい場合は、他の番号に

おかけください。

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご自身の電話番号の
下１桁の数字

申込・問い合わせ
電話番号

0 080-9248-9269

1 080-8569-3730

2 090-9564-5160

3 080-9248-9268

4 080-6400-5569

5 080-6400-5357

6，7 080-6400-5539

８，9 080-6400-5403

全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！

12月
2020年

【対面で無料経営セミナー＆無料経営相談＆給付金申請支援窓口】
月･金曜 →持続化給付金・家賃支援給付金の申請を無料で支援します！

火･水･木曜→経営相談&セミナーを開催！詳細は内面をご覧ください

セミナー会場や
詳細情報は

ホームページへ！

※申請入力の前段階の疑問・質問・相談をお受けいたします。申請入力そのものは、県内各地の「持続化給付金事務局 申請サポート会場」を

ご利用ください。

スケジュール 講師の都合や天候によりやむを得ず変更・中止する場合があります。

個別相談① 9：30～10：30      セミナー 13：15～14：45

個別相談② 10：45～11：45 個別相談③ 15：30～16：30

個別相談① 9：30～10：30     個別相談④ 14：15～15：15
個別相談② 10：45～11：45     個別相談⑤ 15：30～16：30
個別相談③ 13：00～14：00 

【経営相談窓口】

【給付金申請支援窓口】

火曜・水曜・木曜

月曜・金曜

電話

飯塚市役所産学振興課(担当：籾井、家入）に

お電話ください

TEL: 0948-22-5500 
(内線 1453）

■ 月・金開催！
【持続化給付金・家賃支援給付金

申請支援窓口での相談】の場合

経営相談申込

電話

福岡県よろず支援拠点にお電話ください
（受付時間：平日9：00～17：00）
※電話番号は下記申込・問い合わせ電話番号の表で
ご確認ください

■ 火・水・木開催！
【経営相談・セミナー受講】の場合

セミナー申込

※受講条件・持ち物はホームページで最新情報を
ご確認ください。

福岡県よろず支援拠点
ホームページの申込フォームから
https://yoroz.biz/iiduka-city/

インターネット



※講師の都合や天候等によりやむを得ず変更・中止する場合があります。飯 塚 よ ろ ず 創 業 ・ 経 営 相 談 窓 口 1 2 月 の ス ケ ジ ュ ー ル ※講師の都合や天候等によりやむを得ず変更・中止する場合があります。

月 火 水 木 金

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25給付金申請支援窓口

給付金申請支援窓口

給付金申請支援窓口

給付金申請支援窓口

給付金申請支援窓口

給付金申請支援窓口

給付金申請支援窓口

中小企業診断士
酒井 恒

自立型人間育成コンサルタント

・事業計画作成支援

・経営理念やなりたい姿の見つけ方

・ポジショニングによる差別化

・創業支援

・持続化給付金の申請

・家賃支援給付金の申請

事業計画の作成支援と従業員のやる気を引き出す
人材育成支援が得意な中小企業診断士

行政書士
西田 雄一

障がい福祉サービス事業の手続に関する専門家

・生活介護 ・移行支援

・放課後等デイサービス

・児童発達支援

・共同生活援助（グループホーム）

・短期入所 ・就労定着支援

人員体制の構築とアセスメントや各種記録の整合性、
実地指導や監査の際に返還とならない為のシフト管理
や記録について数百件の実績を有します

行政書士

田岡 正樹

行政手続き・書類作成のスペシャリスト

・各許認可申請

・法人設立

・外国人在留資格

・補助金申請

・行政手続き全般

許認可・補助金申請全般はお任せ！

河本 真希
中小企業診断士 中小企業診断士

酒井 恒

自立型人間育成コンサルタント

・事業計画作成支援

・経営理念やなりたい姿の見つけ方

・ポジショニングによる差別化

・創業支援

・持続化給付金の申請

・家賃支援給付金の申請

事業計画の作成支援と従業員のやる気を引き出す
人材育成支援が得意な中小企業診断士

行政書士
西田 雄一

障がい福祉サービス事業の手続に関する専門家

・生活介護 ・移行支援

・放課後等デイサービス

・児童発達支援

・共同生活援助（グループホーム）

・短期入所 ・就労定着支援

人員体制の構築とアセスメントや各種記録の整合性、
実地指導や監査の際に返還とならない為のシフト管理
や記録について数百件の実績を有します

行政書士

田岡 正樹

行政手続き・書類作成のスペシャリスト

・各許認可申請

・法人設立

・外国人在留資格

・補助金申請

・行政手続き全般

許認可・補助金申請全般はお任せ！

ITと経営の2つの視点を持つコンサルタント

・HP制作・運営

・SNS運用設計

・ITを用いた業務効率化

・システム導入支援

・経営計画策定

・チラシ、名刺、DM作成

・セキュリティ対策支援

あなたを「楽」にする、IT活用方法を考えます！

●【ゆる～り編】まずははじめてみよう！

●【本気編】フォロワー1,000人超を目指そう

１年間で2,000人超えした主婦Rさんにコツを
聞きました

● 分析！有名インスタグラマーになるには？

ストーリー、ハッシュタグ、
インスタ映え

インスタグラム
セミナー

SNS集客

※コンサルタント業の方はご参加いただけません

古川 麻水

●戦略的なネーミングの作り方

●ペルソナ（理想的な客層）の作り方

●あなたの特徴（ロゴ）の作り方

ロゴマークで
ブランディングセミナー

根本 和幸

広報戦略

●売上を上げたい！

その為に何からやるべきなんだろう？

『売上を上げる！』３つの要素

●自店舗が優先してやるべきことは

何だろう？『売上を上げる！』

その正体をつかもう！

店舗売上アップのための

３つの要素セミナー

古賀 広宣

売上拡大

「お金が足りない」「売り上げが増えてもお金が増えない」

「売上の効果が出ない」そんな方々のためのセミナーです！

🔴 通帳でお金の状況を調べる

🔴 お金の流れ図を作る

🔴 資金繰り表を作る

紙と鉛筆と電卓でできる

個人事業主のための

資金繰り表作成セミナー

井上 陽一

資金調達

【持ち物】電卓、筆記用具

あなたの負担を
軽くするWEB集客セミナー

～インスタ？note？Youtube？アメブロ？
「どれから？なにから？」を解決します～

●WEBマーケティングとは？

●超基本は〇〇！

●SNS 「あれも｣｢これも」 をリセット

●SNSの負担を軽くするコツ 中村 美佳

IT集客

あなたの負担を
軽くするWEB集客セミナー

～インスタ？note？Youtube？アメブロ？
「どれから？なにから？」を解決します～

●WEBマーケティングとは？

●超基本は〇〇！

●SNS 「あれも｣｢これも」 をリセット

●SNSの負担を軽くするコツ 中村 美佳

IT集客

🔴 ドメインやWebサーバーって何？
🔴 ホームページやネットショップ

出店サービスの選定ポイント
🔴 ホームページを作成後に必要な

作業・手続きについて

服部 憲一

ホームページ・
ネットショップ『開設準備』
セミナー

IT集客

※Web制作を主業とされる会社・関係者の方はご参加いただけません

【受講条件】ホームページの閲覧や電子メールの
基本操作ができる方

● リード獲得の「リード」とは見込み客のこと
● 広告表示からフォーム入力まで

Facebookで完結
● ホームページがなくても広告を出せる
● FacebookとInstagramどちらにも

配信可能
● ユーザーは最短２つボタンを押すだけ！
● Facebookの登録情報が自動入力される

Facebook、Instagram広告で
濃い見込み客を獲得する！

リード獲得広告セミナー
SNS集客

※Web 制作・コンサルタント業の方はご参加いただけません

中村 博文

🔴 お店や商品の宣伝動画を作りたい！

🔴 ﾘｸﾙｰﾄ用会社案内を作りたい！

🔴 YouTubeにｱｯﾌﾟして売上もｱｯﾌﾟ！

『YouTube』の操作方法から編集方法、
音楽、文字入れまで動画の全てを
お伝えします！！
ぜひスマホ・タブレットをお持ちください！

実践！売上アップのための

動画制作＆『YouTube』
活用セミナー【入門編】

広報戦略

一色 将也

CANVA（キャンバ）を
使ってチラシ作成セミナー

【持ち物】パソコン（スマホ、タブレットも可）
※説明はパソコン版で行います
※登録時にメールアドレスが必要です

チラシ名刺

🔴CANVAって何？

🔴CANVAを利用するメリット

🔴チラシの他に何が作成できるの？

🔴作成のポイント

🔴CANVAの使い方 🔴印刷について

松田 かお梨

🔴 小規模からさらにステップアップ

するためのコピーライティング・
文章術とは？

🔴 多数の企業を成長へ導いた、瀧内だから

知っている『文章術』公開！
🔴 Webライティングにおいて、

あてずっぽう・抽象・主観的
ライティングでは通用しない！

小規模からの脱却！
これからはじめる

コンテンツSEOセミナー

IT集客

瀧内 賢

電話

※受講条件・持ち物はホームページで
最新情報をご確認ください。

セミナー申込 福岡県よろず支援拠点
ホームページの申込フォームから
https://yoroz.biz/iiduka-city/

インターネット

飯塚市役所産学振興課(担当：籾井、家入）にお電話ください

TEL: 0948-22-5500 (内線 1453）

経営相談申込

■ 【経営相談・セミナー受講】の場合

■ 【給付金申請支援窓口での相談】の場合

お申込み方法

電話

福岡県よろず支援拠点にお電話ください
（受付時間：平日9：00～17：00）
※電話番号はチラシの裏面でご確認ください

※新型コロナウイルス感染対策として、個別相談・

セミナー参加の際はマスクの着用をお願いいたします。

会場も感染対策をしています。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる

可能性もあります。中止の連絡については、福岡県

よろず支援拠点のホームページ等で お知らせいたし

ます。

事前予約制
火･水･木
開催！

※持続化給付金、家賃支援給付金の申請の疑問・質問・相談を
承ります！

月･金
開催！

給付金申請支援窓口

個別相談① 9:30～10:30  

個別相談②10:45～11:45

個別相談③13:00～14:00

個別相談④14:15～15:15

個別相談⑤15:30～16:30

経営相談窓口

※個別相談は当日のセミナー講師が担当します

個別相談① 9:30～10:30  

個別相談②10:45～11:45

セミナー 13:15～14:45

個別相談③15:30～16:30

スケジュール

🔴 noteと他のウェブサービスとの大きな違いを解説

🔴 自社ホームページより10倍以上も集客できる理由

🔴 難しい知識が一切不要！

スマホ1つでも更新可能！

🔴 集客から販売まで1つの

プラットフォームで完結！

🔴 noteを使った集客・販売事例をご紹介

SNS集客

小屋 真伍

『note』で集客を
はじめようセミナー

※ Web制作・コンサルタント業の方は ご参加いただけません


