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 こんにちは！日本公庫 国民生活事業です。 

「事業者サポートマガジン」をご愛読いただき、ありがとうございます。 

今月も経営に役立つ情報満載でお届けします。 
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┌─┐ 

 01 経営お役立ち情報  

｜  ｜  ～社労士が教える！「事業者のための知って得する労務管理」～ 

└─┼───────────────────────────────   

 事業者の皆さまが抱える「人」に関する悩みやトラブルを解決するための 

方法などについて、４回にわたって、社会保険労務士に解説していただきま 

す。今回はその３回目です。 

  

 最近、個々の労働者と会社との間での紛争（個別労働関係紛争）が増加し 

ています。 

 そこで今回は、職場トラブルの状況やその要因、解決法と未然防止の方法 

について教えていただきました。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/roumu_kanri_120919.pdf 

 

┌─┐ 

 02 セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

 日本公庫では、全国各地で事業者の方を対象にしたさまざまなテーマのセ 

ミナーやイベントを開催しています。ぜひご来場ください！ 

 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

http://www.jfc.go.jp/k/roumu_kanri_120919.pdf


 

 ★「中小企業経営セミナー」を全国で開催しています。 

 

  「自社説明の説得力を高めよう！～専門家から学ぶ！決算書の見方、活 

 かし方～」というテーマで、金融機関等の第三者へ自社説明をする際に、 

 決算書の数字などを用いて説得力を高める方法について、税理士がわかり 

 やすく説明いたします。 

 

≪静岡県≫ 

・日 時：平成２４年１０月１６日（火）１４:００～１６：００ 

・場 所：沼津商工会議所 大会議室（沼津市）   

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_1.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

≪奈良県≫ 

・日 時：平成２４年１１月６日（火）１３:３０～１６：００ 

・場 所：奈良商工会議所 小ホール（奈良市） 

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_4.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

≪和歌山県≫ 

・日 時：平成２４年９月２１日（金）１４：００～１７：００ 

・場 所：和歌山商工会議所 ４階会議室（和歌山市） 

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120824_8.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

≪岡山県≫ 

・日 時：平成２４年１１月６日（火）１４:００～１７：００ 

・場 所：岡山商工会議所 ４階会議室（岡山市） 

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_5.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_4.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120824_8.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_5.pdf


≪香川県≫ 

・日 時：平成２４年１０月１０日（水）１４:００～１７：００ 

・場 所：高松商工会議所 ４階 ４０１会議室（高松市） 

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_6.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

≪高知県≫ 

・日 時：平成２４年１０月２日（火）１４:００～１７：００ 

・場 所：日本政策金融公庫 高知支店 ２階会議室（高知市） 

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/shikoku20120907_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

 ★ ゼロから学べる海外販路開拓 ～ 国内の視点を踏まえて ～ 

 

 日  時：平成２４年９月２８日（金）１３:００～１６：３０ 

 場  所：仙台第一生命タワービル６階セミナールーム（仙台市） 

     （中小企業基盤整備機構 東北本部内） 

 参加料：無料 

  主 催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 

     株式会社日本政策金融公庫 仙台支店  

 内  容：海外での販路開拓について、国内で販路開拓を行うこととの相違 

     点・共通点を洗い出し、商品開発時における地域独特の文化や風 

     土に合わせたものにするには何が必要かなど、市場でのＢtoＢ、 

     ＢtoＣの販路開拓について事例を交えてご説明いたします。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/tohoku120831_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

 ★ 一歩進める海外取引セミナー 

 

 日  時：平成２４年１０月１６日（火）１３:３０～１６：３０ 

 場  所：日本政策金融公庫 大阪支店（大阪市北区） 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar120914_6.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/shikoku20120907_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/tohoku120831_1.pdf


 参加料：無料 

 内  容：海外取引を始めてみたものの顧客が増えない、海外展示会に出展 

     したがその後の進展がない、商品力はあるのに価格競争で負けて 

     しまうなど、海外取引で課題を抱えている方をはじめ、海外取引 

     を検討されている方を対象としたセミナーです。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/osaka120831_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

 ★ 中小企業経営診断シンポジウム 

  

 日  時：平成２４年１１月７日（水）１０:３０～１７：３０ 

 場  所：大阪国際会議場（大阪市北区） 

 参加料：無料 

 主 催：社団法人 中小企業診断協会  

 内  容：地域からの発進、経営革新 ～新たな道を拓く中小企業診断士～ 

     というテーマで、大手企業の経営者による「経営統合による事 

     業強化」の基調講演や、中小企業診断士による中小企業支援事 

     例等の発表が行われます。 

     また、日本公庫職員による無料金融相談(１２：００～１６：００) 

     も行います。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.chusho-sympo.jp/ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

 上記以外にも「専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画」をテーマにしたセ 

ミナーなどを全国各地で開催しています。  

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html 

 

┌─┐ 

 03 日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

└─┼───────────────────────────────   

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/osaka120831_1.pdf
http://www.chusho-sympo.jp/
http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html


 日本公庫では、さまざまな資金ニーズに対応した融資制度をご用意してお 

ります。 

 

 今月ご紹介する融資制度は…  

        「 環境・エネルギー対策資金（非化石エネルギー関連）」 

  

 太陽光や太陽熱等の非化石エネルギーを導入するために必要な設備を設置 

する方が利用できる融資制度です。 

 

 ┼──────────────────────────────┼  

 ｜例えば… ○賃貸物件への太陽光発電装置の導入        ｜ 

 ｜     ○営業所への太陽光発電装置の導入 など      ｜ 

  ┼──────────────────────────────┼ 

 

 環境・エネルギー対策資金（非化石エネルギー関連）に該当する方は利率 

の引き下げがあります。 

 

  【環境・エネルギー対策資金（非化石エネルギー関連）について詳しく 

                        知りたい方はこちら↓】      

 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/99_sekiyudaigae_m.htm

l 

 

┌─┐ 

 04 景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

└─┼───────────────────────────────   

 今回は、事例として、宮城県仙台市の中華料理店をご紹介します。震災を乗 

り越えて創業した経緯やお店の特色などについて伺いました。 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_120919.pdf 

 

┌─┐ 

 05 景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 全国小企業月次動向調査結果 ～  

└─┼─────────────────────────────── 

 日本公庫 総合研究所が実施する全国小企業月次動向調査結果をご紹介します。 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/99_sekiyudaigae_m.html
http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/99_sekiyudaigae_m.html
http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_120919.pdf


 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_getsuji.html 

 

┌─┐ 

 06  業界・地域情報 ～ “ホット”な情報をお届けします ～       

└─┼─────────────────────────────── 

 全国１５２支店の支店担当者がお客さまからお伺いした、さまざまな業界 

や地域の“ホット”な情報をお届けいたします。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/gyoukai_tiiki_120919.pdf 

 

┌─┐ 

  07 トピックス 

└─┼─────────────────────────────── 

★「日本公庫インターネットビジネスマッチング」のご案内 

 

 日本公庫は、お客さまにインターネットを通じて、販売先や原材料の仕入 

先の確保などのビジネスチャンスを広げていただくための「場」をご提供す 

るサービスを開始しました。 

 

 本サービスは、会員登録をしたお客さまが、売りたい商品・サービス情報 

や、買いたい商品・サービス情報を登録してニーズが合致した他の会員と商 

談ができるほか、登録されている商品・サービス情報等を自由に検索して、 

新たなビジネスチャンスを探すきっかけづくりにもご利用いただけます。 

 ┼──────────────────────────────┼  

 ｜≪本サービスの特徴≫                     ｜ 

 ｜                              ｜  

 ｜（１）豊富で充実した情報                  ｜ 

 ｜   全国の幅広い業種のお客さまの「売りたい」、「買いたい」｜ 

 ｜   情報が満載                      ｜ 

 ｜（２）簡単・スピーディ検索                 ｜ 

 ｜   業種別、地域別、あるいはキーワードの入力による簡単検索｜ 

 ｜   で、ご希望の企業へ素早くアクセス            ｜ 

 ｜（３）便利なサポート機能                  ｜ 

http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_getsuji.html
http://www.jfc.go.jp/k/gyoukai_tiiki_120919.pdf


 ｜   ご希望のニーズに関するキーワードを登録すると、ニーズに｜ 

 ｜   マッチした情報の登録をメールでお知らせ         ｜  

  ┼──────────────────────────────┼ 

 

 日本公庫は、中小企業者や農林漁業者のお客さまの新ビジネス創出や販路 

拡大等を支援するマッチングサービスの取り組みを強化していきます。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 https://match.jfc.go.jp/ 

 

┌─┐ 

  08 「調査月報」９月号発行のご案内 

└─┼─────────────────────────────── 

  日本公庫 総合研究所から、中小企業に関する実態調査の結果や企業の研究 

事例などを紹介した「調査月報」９月号が発行されました。 

  

【内容はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/common/pdf/tyousa_gttupou_1209.pdf 

 ※PDFファイルは約 10MBあります。開くときはご注意ください。 

  

 今月号の主な記事は… 

○調査リポート 小企業における新ターゲット獲得の道 

○論点多彩 ネイチャー・テクノロジーによるイノベーション 

                      

ご興味のある方はぜひご覧ください。 

 

【バックナンバーはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html 

 

┌─┐ 

 09 「国の教育ローン」のご案内 ～ お子さまの“未来”を応援します！ ～  

└─┼───────────────────────────────  

 日本政策金融公庫 国民生活事業では、お子さまの入学・在学資金を必要と 

される皆さまへ「国の教育ローン」（教育貸付）を取り扱っています。 

 「国の教育ローン」は、教育に関する家庭の経済的負担の軽減と教育の機 

会均等という国の施策を実現するために創設され、昭和５４年の制度発足以 

https://match.jfc.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/tyousa_gttupou_1209.pdf
http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html


来、延べ４８０万人を超える方々にご利用いただいている制度です。 

  

 また、東日本大震災により被害を受けた方を対象として、貸付利率の低減 

などの「災害特例措置」を実施しています。 

 

「国の教育ローン」についてのご相談、お問い合わせは… 

 

「教育ローンコールセンター」０５７０－００８６５６（ナビダイヤル） 

またはお近くの支店までお気軽にお電話ください！ 

 ホームページからもお申込いただけます！ 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/kyouiku/index.html 

 

┌─┐ 

 10 お知らせ 

└─┼─────────────────────────────── 

 日本公庫 国民生活事業では「事業者サポートマガジン」の他にもさまざま 

な情報提供サービス（無料）を実施しています。 

 ご興味のある方は、ぜひご登録ください。 

 

★起業家応援マガジン 

 創業を考えている方、創業されて間もない方に役立つ情報やセミナー情報 

を配信しているメールマガジンです。 

  

【ご登録はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 

 

★新着情報配信サービス 

 日本公庫 国民生活事業のホームページの金利変更等の更新情報をタイムリ 

ーにお届けするメール配信サービスです。 

  

【ご登録はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 

 

★次回の配信は 2012年 10月 17日の予定です。 

http://www.jfc.go.jp/k/kyouiku/index.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html


 

★事業者サポートマガジンのバックナンバーはこちら↓ 

 http://www.jfc.go.jp/k/jigyousya-mailmagazine/backnumber/index.html 

 

┌─┐ 

 11 読者アンケート 

└─┼─────────────────────────────── 

 「事業者サポートマガジン」では、読者の皆さまのご意見・ご感想をお待 

ちしています。よりよい誌面作りのために、皆さまの声をお聞かせ下さい！ 

 

【ご回答はこちら↓】 

 https://krs.bz/kokukin/m/kokukin 

 

┌─┐ 

 12 編集後記 

└─┼─────────────────────────────── 

 「事業者サポートマガジン」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。 

  

 今月は、トピックスとして「日本公庫インターネットビジネスマッチング」 

をご紹介しました。現在、ご登録いただいた方は１万社を超え、多くのご商談 

に結びついています。 

 「日本公庫インターネットビジネスマッチング」では、自社商品の販路を拡 

大したい方や新たな仕入先を探している方が、それぞれ「売りたい」「買いた 

い」商品の情報を登録して、他の会員へアピールすることができます。 

 ご興味のある方は、ぜひご登録ください。 

 （ご登録には、日本公庫との取引の有無など、所定の審査があります。） 

 

 今後とも「事業者サポートマガジン」をよろしくお願いします。  

                               

---------------------------------------------------------------------- 

★登録内容を変更する場合は、お手数ですが「登録解除フォーム」画面で登録 

 を抹消し、あらためて「登録フォーム」画面でご登録ください。 

★配信解除をご希望される場合は、お手数ですが「登録解除フォーム」画面で 

 登録を抹消してください。 

 【登録解除フォーム】 

 https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya-kaijyo 

http://www.jfc.go.jp/k/jigyousya-mailmagazine/backnumber/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/kokukin
https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya-kaijyo


【登録フォーム】 

 https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya 
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