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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 

 

★「施策マップ」オープンしました！ 

 

 国・都道府県・市区町村の中小企業・小規模事業者向けの支援施策をインターネット 

上でカンタン・ベンリに横断検索できる「施策マップ」が 6 月 30 日にオープンしました。 

 

 支援施策を、目的、分野、対象者などに応じて検索し、「一覧表示」「比較表示」す 

ることが可能です。 

 

 中小企業庁のポータルサイト「ミラサポ」トップ画面の「施策マップ」バナーをクリ 

ックして、ご覧下さい。 

【内容はこちら↓】 

 https://www.mirasapo.jp/ 

 

★「平成 26年度おもてなし経営企業選」を実施します 

 

  経済産業省は、「おもてなし経営を実践し、サービスの高付加価値化や差別化を実現 

する企業」を選出・公表する「おもてなし経営企業選」を実施します。 

  

  応募日程・申し込み方法、詳細については今後随時ホームページに掲載していきます。 

「おもてなし経営企業選ホームページ」 

  http://omotenashi-keiei.go.jp 

 

お問い合わせ先 

 経済産業省 商務情報政策局 サービス政策課 

 担当：上山、井上 

 TEL:03-3580-3922 

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

【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「新規開拓で絶対に抑えるべきポイント（営業戦略の重要性）」 

https://www.mirasapo.jp/
http://omotenashi-keiei.go.jp/


です。ここでは、目標達成している企業が行っている正しい行動計画の立て方について 

ご紹介します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1407.pdf 

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

【3】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

  

  今回は「震災復興特集」として、東日本大震災発生当時の状況や営業再開までの経緯 

などについて、福島県福島市の老舗そば店にお話を伺いました。  

  

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_140716.pdf 

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

【4】景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 全国小企業月次動向調査結果・ 

                    中小企業景況調査結果 ～  

 

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・中小企業景況調査結果を 

ご紹介します。 

 

【続きはこちら↓】 

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

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

【5】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！ 

 

★日本公庫×楽天×中日信用金庫共催「創業イブニングセミナー」開催のご案内 

 

 日本公庫は、楽天(株)および中日信用金庫と共催で、創業前の準備をされている方、 

創業後に再度事業計画等を見直したい方を対象として、インターネットを活用した販路 

開拓セミナーを開催します。 

 

 セミナーでは、公庫の融資担当者による“創業計画書作成”のアドバイスや、楽天(株) 

の現場担当者による“ネットショッピングの現状と、インターネットを活用した販路開 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1407.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_140716.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html


拓の成功・失敗事例”を紹介いたします。 

 

 セミナーには、事業を軌道に乗せていくための多くのヒントが盛り込まれています。 

皆さま、是非ご参加ください。 

 

【セミナー内容】 

 ○開催日時：平成 26年 7月 29日（火）18：00～19：50 

  受付開始 17：30～ 

 ○開催場所：日本政策金融公庫 名古屋支店 ６階会議室 

      （名古屋市中村区名駅 ３-２５-９ 堀内ビル６階） 

 ○参 加 費：無料 

 ○定  員：３０名（先着順、事前予約制） 

 ○申込方法はこちら↓ 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar140627j.pdf 

  

【お問合わせ先】 

 日本政策金融公庫 国民生活事業 名古屋創業支援センター（担当：西村、平尾） 

  TEL ０５２－５６１－６３０５ 

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

【6】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「地域活性化・雇用促進資金」をご紹介します。 

 

★「地域活性化・雇用促進資金」 

   

  ○ポイント 

   直近の決算期における「雇用者に対する給与等の支給額」を前年同期と比較して 

  2％以上増加させており、今年も増加させる見込みのある方について特別利率を適用 

  します。 

    

【「地域活性化・雇用促進資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_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 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar140627j.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_m.html
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。 

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

【7】「調査月報」7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」7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_1407.pdf 

 ※PDFファイルは約 7.8ＭＢ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… 

 ○調査リポート 

    起業予備軍と起業家 ―起業意識に関する五つの論点― 

  ○中小企業ためのここだけ労務管理術 

    雇用形態の見直しと魅力ある人材の採用 

 

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 

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

【8】お知らせ 

 

★「生活衛生だより」№174発行のご案内 

   

 日本公庫 国民生活事業から、飲食業、美容業、理容業などの生活衛生関係営業に関 

する特徴ある企業事例や有識者による経営アドバイスなどを掲載した「生活衛生だより」 

№174が発行されました。 

 

【内容はこちら↓】 

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

 

 今回の主な記事は… 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1407.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/kanei_d_m.html


 ○せいえい三つ星リポート 

  創業特集！ 斬新な経営スタイルで一歩先行く飲食店 

 ○経営アドバイス 

  創業にあたっての立地の見極め方、選び方 

 

ご興味のある方はぜひご覧ください。 

 

★新刊のご案内 

 

 日本公庫 総合研究所から、中小サービス産業の海外市場開拓に関する調査研究成果を 

とりまとめた書籍が発行されました。 

 

『海外市場に挑戦する中小サービス産業』 

 

 ヒトやモノ、情報の国際的な移動が容易になったことにより、中小サービス産業の海外 

市場開拓のチャンスは広がっています。中小サービス産業にとって、なぜ今国際化が必要 

なのかを明らかにし、具体的な方法として外国人観光客の受け入れ、越境ＥＣ、海外直接 

投資について、豊富なデータや事例を交えながら解説しています。 

 

★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://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html


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

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

【9】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。 

  

 6 月 13 日に開幕し、多いに盛り上がった 2014FIFA ワールドカップ ブラジル大会も幕

を 

閉じました。 

 残念ながら日本代表は決勝トーナメントへ駒を進めることはできませんでしたが、全 

力プレーで日本に元気を届けてくれました。 

  

 これからも事業者のみなさまにとって参考とな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 8月 20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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