
平成29年6月1日 

補足資料２



 
 

 H26.5 国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」指定   

◎エコシステムの集中化へ 
エコシステムを見える化し、化学反応を起こす。 

 
 

H24.9   スタートアップ都市宣言 

H29.4  FUKUOKA growth next オープン 

◎グローバル 
    海外と交流できる環境を整えた。 
   ・スタートアップビザ開始（H27.12） 
   ・第 1 回海外派遣研修・渡米（H28.11） 
   ・海外拠点７か所と MoU 締結等（H28.6） 
  
 
 

◎ムーブメントを作る 
ムーブメントを作り，仲間を増やした。 
・イノベーションスタジオ 
・B Dash CAMP 等のイベント誘致（H25.3） 

◎すそ野の拡大 
   創業者だけでなく，その予備軍や，学生， 
   既存企業を対象とした事業を投入した。 
 ・起業家の中学校訪問（H26.7） 
 ・スタートアップ奨学金（H26.8） 
 ・スタートアップカフェオープン(H26.10） 
 ・スタートアップセレクション初開催(H27.11） 
  

◎方向性を示す 
スタートアップ政策の方向性を示し， 
ルールや組織基盤を築いた。 
・スタートアップ都市推進協議会（H25.12） 
・マスタープラン盛り込み（H24.12） 

 

スタートアップ都市宣言から本格的に始
動した福岡市のスタートアップの取組み。
その取組みは加速度的に拡大し，新たな
ステージ『スタートアップ2.0』を迎え
ています。 

1 



創業検討期の支援  

  

スタートアップ支援拠点 

【問い合わせ】 
○本事業について 
  経済観光文化局創業・大学連携課 TEL 711-4455 
○カフェのイベント・事業等について 
  スタートアップカフェ TEL 080-3940-9455 
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 スタートアップカフェとは，創業から人材確保までのワンストップ支援を行う拠点です。スタートアップ
したい人やその応援をしたい人など誰でも気軽に利用できます。 

場所：福岡市中央区大名2丁目6番11号 
  （FUKUOKA growth next 1階） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設備：無料Wi-Fi・電源・コピー機（有料）等 
 
時間：午前10時〜午後10時 
   （コンシェルジュによる相談受付は午後9時まで） 
 
体制：エグゼクティブコンシェルジュ ２名 
   アンバサダーコンシェルジュ 6名 
   コンシェルジュ 7名 
 
実績（平成26年10月11日〜平成29年５月31日） 
 ・相談件数 4,522件 
 ・イベント開催件数 920回 
 ・イベント参加者 約19,800名 
 ・起業数 102社以上 
 ・スタートアップクラブ会員数 2,314名 

◆情報提供・相談・交流 
・コンシェルジュによる補助金等行政情報の提供 
・公的・民間支援団体が実施するスタートアップ支援 
 情報の提供 
・創業マインドの醸成やスキルアップのためのセミナ 
 ー等の企画・開催 
・創業から海外及び福岡市進出に関する様々な相談に 
 コンシェルジュが対応 (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ） 
・創業を目指す方と必要な支援者などとのネットワー 
 ク構築支援 

◆ワンストップ開業窓口機能 
・創業手続きに関する相談にコンシェルジュが対応 
・手続きに必要な専門家（士業）の紹介 
・専門家による創業手続き相談会の開催 

◆人材確保支援機能 
・創業企業で働きたい官民の人材と雇用を希望する 
 スタートアップ企業とのマッチング 
（スタートアップ人材マッチングセンター） 

スタートアップカフェの主な機能 



創業検討期の支援  
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創業に必要な知識等 
 特定創業支援事業（産業競争力強化法，認定創業支援事業計画） 

【問い合わせ】 
経済観光文化局創業・大学連携課  TEL 711-4637 

【認定によるメリット】(※) 

経営 

財務 

販売 

人材 
育成 

の知識が習得できる 
継続した支援 

株式会社設立時の登録免許税軽減 

創業関連保証の特例（信用保証枠の 
拡大，適用開始の早期化） 

日本政策金融公庫新創業融資制度の
自己資本要件緩和 

 地域の創業を促進させるため、国から認定を受けた創業
支援事業計画に基づき、民間の創業支援事業者と連携して、
セミナーやインキュベーション等の創業支援を実施してい
ます。 
 この計画で指定されている支援（特定創業支援事業によ
る支援）を受けたことを認定された方は、創業時に国から
の支援（メリット）を利用できます。 
 

※いずれのメリットも適用条件等あり 

＜事業の流れ＞ 

支援 
認定 

フォローアップ 

福岡市スタートアップ人材
マッチングセンター
http://www.startupcafe.jp/
matching/index.html 

福岡市スタートアップカフェ
http://startupcafe.jp/index.html 

関連リンク集 

福岡市雇用労働相談センター 
http://fukuoka-ecc.jp/ 



立ち上げ期の支援  

  

地域と連携した創業支援 
 福岡市創業者応援団事業 

【問い合わせ】 
経済観光文化局創業・大学連携課 TEL 711-4455 
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 福岡市創業者応援団は、福岡市で起業する情熱とアイデアにあふれた創業者の夢の実現を応援する人々の
ネットワークです。 
 福岡市創業者応援団のメンバーである、福岡を拠点に事業を展開している経営者や中小企業診断士、公認
会計士等の専門家のみなさんの協力を得ながら、創業者の成長段階に応じたきめ細かい支援や様々な人との
出会いの場の提供を行います。 
※福岡市創業者応援団・・・経営者18名，専門家27名1法人，福岡市インキュベート施設卒業者2名1団体などにて構成（H29.3.31現在） 

◆福岡市ステップアップ助成事業 
           創業者が持つビジネスプランを審査 
           し、成長性の高い事業計画を持つ創 
           業者に対して、成長のための課題改 
           善に要する資金として創業者育成補 
           助金を交付します 。 
           補助金の交付を受ける創業者には、 
           併せて専門家を無料で派遣し、創業 
           者の成長を支援します。 
また、創業者と創業支援者が集う交流会事業「創業者応援団
フォーラム」で、表彰式及び受賞者によるビジネスプランの
プレゼンテーションが行われます。 
＜内訳＞ 
●福岡市ステップアップ最優秀賞（1社）  ：最大100万円 
●福岡市ステップアップ優秀賞（1社）   ：最大70万円 
●福岡市ステップアップ奨励賞（1〜3社）：最大10万円 
 

◆ビジネスプラン総合相談会 
           新規性、成長性のある事業計画を持 
           つ創業者がプレゼンを行い、応援団 
           メンバーが経営戦略や課題解決のヒ 
           ントなどのアドバイスを行います。 
           さらに、一層の成長が期待できる相 
           談会参加者へは支援人材派遣や、経 
           営者訪問を実施しています。 

◆創業者フェア 
           起業支援者や投資家、あるいは創業 
           者同士のネットワークを広げ、ビジ 
           ネスチャンスの場を提供するため、 
           年１回、福岡商工会議所と共催で 
           「創業者フェア」を開催しています。 



立ち上げ期の支援 
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人材の確保 
 スタートアップ人材マッチングセンター 
 スタートアップカフェにおいて，創業企業で働きたい官民の人材と雇用を希望するスタートアップ企業と
のマッチング，相談対応，求人等の情報提供を行います。 

【問い合わせ】 
経済観光文化局創業・大学連携課 
 TEL 711-4455 

  

雇用条件の明確化 
 雇用労働相談センター   
 創業間もない企業等を対象に雇用ルールの周知徹底と
紛争の未然防止を図るための個別相談対応等を実施し
ます 

【問い合わせ】 
 経済観光文化局創業・大学連携課 TEL 711-4455 

火〜日 
（土，祝， 
年末年始除
く） 

11時〜21時 
ＯＰＥＮ 

〔センターの概要〕 
設置主体：国 
主な事業： 
・弁護士による高度な専門性を有する個別 
 相談対応 
・弁護士による個別訪問指導 
・相談員による電話相談、窓口相談等の対応 
・セミナーの開催 

 <対象> 
・創業５年以内の企業等 
・第２創業企業 
・国，地方公共団体，経済団体 
 及び民間企業 
・求職者 

   センター長 藤沢 久美氏 



立ち上げ期の支援  
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在留資格の規制緩和 
 スタートアップビザ   

【問い合わせ】 
経済観光文化局創業・大学連携課 TEL 711-4455 

※ 平成27年12月9日（金）全国初 受付開始 

 国家戦略特区における在留資格（経営・管理）申請時の要件の規制緩和を活用し，外国人の創業を促
進します。 

従来の在留資格 申請時の要件 

事務所の開設 
+ 

常勤職員を２名以上雇用 or 資本金の額又は出資
の総額500万円以上 など 

スタートアップビザ 

左記の要件を半年間で満たす見込みなどを事業
計画等で福岡市が確認 

 
※要件は半年後の在留期間更新までに準備 

  

外国人創業者の住居・事務所の賃料補助 

 外国人創業環境形成事業   

【問い合わせ】 
経済観光文化局創業・大学連携課 TEL 711-4455 

 福岡市で創業を志す外国人の住居や事業所
の賃料の一部を補助します。 
 また，市のインキュベート施設への優先入
居や不動産事業者と連携して情報を提供する
など，外国人が創業しやすい環境を整えます。 
 
※立地交付金制度と併用できないことがあります。 

補助率・月額 対象施設 補助期間 

住居 50%（上限7万円） 民間の賃貸住宅 1年間 

事業所 50%（上限5万円） 民間のインキュベート施
設及び賃貸オフィス 1年間 

 <補助内容> 



立ち上げ期～成長期の支援 
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スタートアップ支援施設 

 旧大名小校舎を活用した官民共働型スタートアップ支援施設です。スタートアップ企業や第二創業の支援
を一体的に行います。 
◆チームルーム・コワーキングスペース 
・教室を仕切ったオフィス（チームルーム）約40室 
・コワーキングスペース（固定席）約60席 
・コワーキングスペース（フリー席）約100席 

◆DIYスタジオ・カフェ・バー 
・グッデイとminneによる“ものづくり”スペース 
・ハニー珈琲やawabarでは飲食も提供 

◆スタートアップの成長サポート 
・カンファレンス 
・ピッチコンテスト 
・メンタリング 
・スキルアップ＆モチベーションアップ 
・交流会，ミーティング 
・awabarミートアップ などを実施 

◆イベントスペース・会議室 
・コワーキングフリー席はイベントスペースとしても利用 
・スタートアップやクリエイティブイベントを多数開催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
場所：福岡市中央区大名２丁目６番１１号（旧大名小学校） 
開設日：平成29年4月12日 
  ※スタートアップカフェ，福岡市雇用労働相談センター併設 
時間：午前9時〜午後10時 
体制：FUKUOKA growth next運営事務局長，副事務局長， 
   インキュベートマネージャー  1名  
   コミュニティマネージャー    １名 ほか 
運営主体：福岡市スタートアップ支援施設運営委員会 
 （福岡市，福岡地所株式会社，株式会社アパマンショップ 
  ホールディングス，さくらインターネット株式会社） 

【問い合わせ】 
○本事業について 
  経済観光文化局創業・大学連携課  TEL 711-4455 
○FUKUOKA growth nextの利用等について 
  FUKUOKA growth next運営事務局 TEL 741-2888 

 FUKUOKA growth next （フクオカグロースネクスト） 新規 
 



成長期の支援  

8 

  

グローバル展開を見据えた創業が可能となる環境づくりの推進 
 グローバルスタートアップ推進事業 

【問い合わせ】 
総務企画局企画調整部    
 TEL 711-4706 

（1）グローバルスタートアップセンター 
福岡市内スタートアップの海外展開に関する相談対応や情報提供を行っています。
お気軽にご相談ください（スタートアップカフェ内に設置）。 
○受付時間：平日11時〜18時（うち６時間相談受付） 
○電話番号： 080-3940-9455 
○主な業務内容 
 ・連携する海外の創業支援施設に関する各種サービスの受付（施設の優先利用，  
  メンタリング，マッチング） 
 ・海外展開に関するセミナー，勉強会など各種イベントの実施 
 ※連携拠点は，現在８拠点。 
  （エストニア，ヘルシンキ市，ボルドー市，台北市など） 
 

（2）訪米研修「Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA」 
福岡市内の起業家やその候補者などを対象とし，海外展開へのスキルやマインドを
高めることを目的とした研修プログラム（3つのコースから選択可能）を実施します。 
サンフランシスコ・シリコンバレーにて，スタートアップを訪問して交流する「ス
タートアップ・オープンハウス」や，現地のピッチイベントに参加して実際にビジ
ネスプランをＰＲするなど，現地とのネットワークの構築を図ります。 

 

（3）国内外のスタートアップイベントへの参加 
  国内外のイベントに福岡市内スタートアップと一緒に参加し，ビジネス情報発信  
 や海外展開などを支援します。※随時，参加者の募集を行っています。 

 
（4）海外向け情報発信 

福岡市内のスタートアップに関する情報を，ホームページやメールマガジン，ＳＮ
Ｓを活用し，海外のスタートアップや投資家に向けて発信します。 
 

拡充 

<センターでの相談の様子> 

＜平成28年度の訪米研修は93名が訪米＞ 

＜海外向けホームページ＞ 

新規 

新規 
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ビジネスマッチングの促進 
 中小企業・スタートアップ企業マッチング事業 
 既存企業と新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業とのビジネスマッチング 
を促進するイベント「フクオカ・スタートアップ・セレクション」を福岡市内で開催し， 
創業特区の効果の増大を図るとともに，地場企業の新たな事業展開や成長・ 
発展につなげていきます。  
 
（実施概要） 

【問い合わせ】 
経済観光文化局創業・大学連携課 
 TEL 711-4455 

日 程 参加者 

平成28年度 平成28年11月10日（木）10：00〜17：50 約295社 

平成29年度 平成29年11月（予定） ― 

H28フクオカ・スタートアップ・セレクションの様子  

  

 国内のみならず、アジアや世界で活躍できるような起業家の発掘・育成
を通して、国内外で活躍する人材とも連携し、「スタートアップ都市・ふ
くおか」の実現を目指すとともに地域経済の活性化を図ることを目的とし
ています。 
 平成29年度は、特に成長性の高いスタートアップの成長支援を目的に、
成功モデルを創出を目指し、VCや既存企業とのマッチングやハンズオン支
援、情報発信を実施します。 

 福岡スタートアップ・サポーターズ協議会 

国内外で活躍する人材と連携した事業 

【問い合わせ】 
福岡スタートアップ・サポーターズ協議会事務局 
（経済観光文化局創業・大学連携課）TEL 092-711-4455  



成長期の支援  
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ロールモデルの全国展開 
 スタートアップ都市推進協議会 
 日本再興への期待が高まりつつある今，スタートアップ都市づくりに先進的に取り組む自治体が，地域の個性を生かした
ロールモデルとなり，経済関係団体とも連携し，日本全体をチャレンジが評価される国に変えていくことをめざして，平成
25年12月に設立しました。 
◆メンバー 
福岡市（会長），広島県（副会長），横須賀市（副会長），三重県（監査役） 
青森市（以下すべて会員），千葉市，浜松市，日南市   ２県6市 
◆事業内容 
（１）推進協議会の開催，（２）国への提言活動， 
（３）小中高校生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育，（４）マッチング事業 
（５）スタートアップ都市推進に関する事業の検討 【問い合わせ】 

経済観光文化局創業・大学連携課 
 TEL 711-4455 

福岡市中小企業サポートセンター 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/
keieishien/ 

福岡市の起業・創業応援サイト 
http://sougyou.city.fukuoka.lg.jp/ 

FUKUOKA growth next 
https://growth-next.com/ 



<問い合わせ先＞ 

福岡市 経済観光文化局 創業・立地推進部 創業・大学連携課 

〒810-8620福岡市中央区天神1-8-1 

Tel 092-711-4455 

Fax 092-733-5901 

E-mail  sogyodaigaku.EPB@city.fukuoka.lg.jp 
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