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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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【1】トピックス  

 

★2014年版中小企業白書の公表 

   

  中小企業庁は 2014年版中小企業白書をとりまとめ、4月 25日に公表いたしました。 

 第 1部では、最近の中小企業・小規模事業者の動向について分析し、第 2部では、より 

中長期的な観点から、中小企業・小規模事業者が直面する経済・社会構造変化（人口減 

少、地域の抱える課題等）について分析を行っております。 

 これらを踏まえた上で、第 3部で、五つの柱（小規模事業者の構造分析、起業・創業、 

事業承継・廃業、海外展開、新しい潮流）に従って、現状分析と課題抽出を行うと共に、 

それぞれについて具体的な政策提言を行っております。 

 さらに、第 4部では、中小企業・小規模事業者 385万者に施策を届け、効率的かつ効果 

的に支援していくため、支援の在り方の分析を行っております。 

 

【内容はこちら↓】 

  http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/140425hakusyo.html 

─────────────────────────────────────── 

【2】経営お役立ち情報 ～ 売れる仕組み作りプロセスマネジメント講座 ～ 

 

 営業コンサルティング会社による「売れる仕組みを作りのためのプロセスマネジメン 

ト」について、６回にわたってご紹介いたします。 

  

 今回のトピックは「目標達成をしている企業が実践していること」です。ここでは、 

目標達成している企業が行っている「目標から逆算する」という考え方についてご紹介 

します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1405.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【3】経営アドバイス 

  

  今回は、生活衛生関係営業者の事業再開に向けた取り組みについて、東日本大震災の 

被災地、福島県の企業事例を交えてご紹介します。 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/140425hakusyo.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1405.pdf


 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/keiei_advice_140521.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【4】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 生活衛生関係営業の景気動向等調査結果 ～ 

  

 日本公庫 国民生活事業が実施する生活衛生関係営業の景気動向等調査結果 

（2014年 1～3月期）をご紹介します。 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140415a.pdf 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/seikatu_kekka_m_index.html 

─────────────────────────────────────── 

【5】景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 全国小企業月次動向調査結果・ 

                      全国中小企業動向調査結果 ～ 

  

 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、全国中小企業動向調 

査結果（2014年 1～3月期）をご紹介します。 

 

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html 

─────────────────────────────────────── 

【6】セミナー・イベント情報 

  

 日本公庫は、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！ 

 

★「日本・ブルガリア・ビジネス・フォーラム」を開催します 

 

 ブルガリア共和国より中小企業促進庁長官および投資庁長官が来日する機会を捉え、 

中小企業庁は、ジェトロ、在日ブルガリア共和国大使館等との共催で、日本・ブルガリ 

ア両国間のビジネスをテーマとしたフォーラムを開催します。ブルガリアのビジネスお 

よび投資環境について情報収集する絶好の機会ですので、奮ってご参加下さい。 

 

http://www.jfc.go.jp/keiei_advice_140521.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140415a.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/seikatu_kekka_m_index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html


［日 時］6月 9日（月）14：00～18：00 

［場 所］ジェトロ本部会議室（東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル） 

［参加費］無料 

［申込締切］6月 3日（火）（定員（100名）になり次第、締め切り。） 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jetro.go.jp/events/item/20140501891/ 

 

★「共助社会づくりシンポジウム in関西」 

   

  阪神・淡路大震災から 20年目を迎えています。 

震災を契機に根付いたとされる寄付とボランティア。 

  活力あふれる共助社会の実現のため、寄付やボランティアの活動が活発になるにはど 

うしたらよいか。また、地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャルビジネスの 

現状と課題等について議論し、共助社会の方向性を討議します。 

 

  ＜兵庫県＞ 

 ・日 時：平成 26年 6月 14日(土)13:00～17:15(名刺交換会 17:20～18:00) 

 ・場 所：神戸国際会館セミナーハウス（神戸市中央区） 

 

 【詳しくはこちら↓】 

  https://www.npo-homepage.go.jp/kyoujosympo/ 

─────────────────────────────────────── 

【7】日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

   

 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。 

今回は、新たに制度拡充された「新創業融資制度」をご紹介します。 

 

★「新創業融資制度」 

   

  ○ポイント 1 

   設備資金のご融資限度額を 1,500万円から 3,000万円に拡充いたしました。 

  ○ポイント 2 

   創業資金総額における自己資金の要件を3分の1から10分の1に緩和いたしました。 

 

【「新創業融資制度」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html 

http://www.jetro.go.jp/events/item/20140501891/
https://www.npo-homepage.go.jp/kyoujosympo/
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html


 

【金利情報をご覧になりたい方はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html 

 

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。 

─────────────────────────────────────── 

【8】「調査月報」5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」5月号が発行されました。  

 

【内容はこちら↓】  

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1405.pdf 

※PDFファイルは約 8ＭＢ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… 

○リポート 

  高校生ビジネスプラン・グランプリ―最終審査会＆表彰式― 

○論点多彩 

  中小企業のためのデザイン導入戦略 

 

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/n/findings/tyousa_gttupou.html 

─────────────────────────────────────── 

【9】お知らせ 

 

★ジェトロからのお知らせ 

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

☆「国際即戦力育成インターンシップ事業」インターン募集中 

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

 ジェトロは経産省委託による「国際即戦力育成インターンシップ事業」を、海外産業 

人材育成協会と共同で実施しています。本事業は日本の若手社会人・学生を、アジアを 

中心とする開発途上国の政府系機関、民間企業等にインターンとして派遣するものです。 

http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1405.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html


新興市場開拓にむけて即戦力となる人材育成と現地ネットワークの構築を目指します。 

目下、インターンを募集中でございます。 

御多忙のところとは存じますが、関係先の企業様にぜひご案内をいただければ幸いです。 

 

○募集要項 

http://intern.hidajapan.or.jp/career/application.html 

 

○インターンシップ事業サイト 

http://www.jetro.go.jp/services/intern/ 

http://intern.hidajapan.or.jp/ 

 

○インターン募集締切 

2014年 5月 23日（金）： 社会人（推薦なし）・学生の方 

2014年 6月 6日（金）： 社会人（推薦あり）の方 

 

○お問合せ 

ジェトロ 人材開発支援課（松﨑、安藤） 

TEL：03-3582-8355  E-mail： bue-global＠jetro.go.jp 

 

★国民生活事業の情報配信サービス 

   

  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 

 配信サービス（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/n/service/mail_magazine.html 

 

 ○国民生活事業メール配信サービス 

    日本公庫ホームページの金利(国民生活事業)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://intern.hidajapan.or.jp/career/application.html
http://www.jetro.go.jp/services/intern/
http://intern.hidajapan.or.jp/
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html


   http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html 

─────────────────────────────────────── 

【10】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。 

 

 このたび、2014年版の中小企業白書が中小企業庁から公表されました。足元の景況感 

について「景気は緩やかに回復しており、中小企業の業況も持ち直している」と分析し 

ているものの、安倍政権の経済政策（アベノミクス）による景気回復の影響が、小規模 

事業者にまで十分に行き渡っていない点が指摘されています。そのような状況の中、私 

たちは事業者のみなさまの支援につながる情報をお届けできるよう、魅力あるコンテン 

ツ作りに努めて参ります。 

 

 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。 

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

■「事業者サポートマガジン」では、読者のみなさまのご意見・ご感想をお待ちして 

 います。よりよい誌面作りのために、みなさまの声をお聞かせください！ 

【ご回答はこちら↓】 

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

■次回の配信は 2014年 6月 18日の予定です。 

■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/n/service/jigyousya-backnumber.html 

■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」画面で登録抹消 

  してください。 

【登録解除フォーム】 

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

【登録フォーム】 

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