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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 

 

★ソーシャルビジネス特集 

 

 ソーシャルビジネスについて知っていますか。 

 

 高齢者、障がい者の介護・福祉や、子育て支援、環境保護など、地域・社会に内在す 

る多様な課題を、ビジネスの手法を用いて解決していく取組みのことです。 

 

 社会に貢献しようという熱い志を持つ起業家やNPO団体はもちろん、中小企業において 

も、本業とは別にソーシャルビジネスを始めたり、NPO団体と連携したりするなど、担い 

手のすそ野が広がりつつあります。 

   

 今月から 3回にわたり、ソーシャルビジネスの専門家による特集記事を配信していきま 

す。第 1回は「ソーシャルビジネスとは」と題し、ソーシャルビジネスの意義や最近の動 

向等を事例を交えてお伝えします。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_140912.pdf 

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

【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「ソリューション営業人材育成、早期戦力化のカギ「型」づくりとは」 

です。ここでは、「ソリューション営業（課題解決型営業）の実践方法、人材育成、営業 

の「型」」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_1409.pdf 

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

【3】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 4～6月期）をご紹介します。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_140912.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1409.pdf


  

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140908a.pdf 

  http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140908b.pdf 

 

【詳しくはこちら↓】 

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

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

【4】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。 

 

【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！ 

★中国華東地域（上海・蘇州・杭州）サービス産業ミッション参加者募集のご案内/ 

 日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 

  平素より、ジェトロの各種事業にご参加・ご協力いただきありがとうございます。 

 さて今般、ジェトロ・サービス産業課では来る 11月 25日から、「中国華東地域（上海 

 ・蘇州・杭州）サービス産業ミッション」を派遣します。 

 中国最大の商業都市上海は、非常に変化が早く、常に最新事情を入手する必要があり 

 ます。また周辺の蘇州や杭州は、上海とはまた違った発展を続けていて、華東地域へ 

 の進出をお考えの日本企業様には、有力な選択肢の一つとなっています。ぜひご参加 

 を検討ください！ 

 

【参加募集サイト】 

 http://www.jetro.go.jp/events/item/20140828523/ 

 

【ご参加いただくメリット】 

 ①中国華東地域での事業戦略策定やビジネス立ち上げに向け、同地域の最新マーケッ 

  ト情報を把握できます。 

http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140908a.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140908b.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/seikatu_kekka_m_index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
http://www.jetro.go.jp/events/item/20140828523/


 ②商業施設・店舗訪問や経済交流会等を通じて、同地域での成功の秘訣やノウハウ等 

  を把握できます。 

 ③ミッション前後のワークショップや個別相談などを通じて、専門家による継続的な 

  サポートが受けられます。 

 

【実施地域】 

 上海、蘇州。これにオプションとして杭州への視察をご用意します。 

 

【実施期間】 

 5日間コース：2014年 11月 25日（火）～29日（土）4泊 5日（上海、蘇州） 

 6日間コース：2014年 11月 25日（火）～30日（日）5泊 6日（上海、蘇州、杭州） 

 

【旅行代金】 

 9月中旬～下旬頃確定（ジェトロ・メンバーズの皆様は 10％割引） 

 参加料の目安としては、10万円～14万円程度を予定しています（現地集合、現地解散）。 

 ※確定次第、募集サイトに掲載いたします。 

 ※ジェトロ・メンバーズとは 

  http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/ 

 

【募集人数】 

 35名（最少催行人数：10名） 

 

【対象業種】 

 外食、理美容、教育産業、小売・流通等のサービス業様 

 

【対象者】 

 中国において店舗開設及び法人設立を検討中、または検討予定の企業様 

 

【募集締切】 

 2014年 10月 17日（金） 

 

【お問い合わせ先】 

 日本貿易振興機構(ジェトロ) 

 生活文化・サービス産業部サービス産業課 

 担当：黄、山本、中村、吉田 

 メールアドレス：cie@jetro.go.jp 

http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/
mailto:cie@jetro.go.jp


 TEL：03-3582-5238 

 FAX：03-5572-7044 

 

★「社会起業家育成のプロフェッショナルが教えるソーシャルビジネスセミナー」 

 

 地域で社会的課題を解決し、安定的かつ継続的な雇用を創出するいわゆるソーシャルビ 

ジネスを支援するために、数多くの社会起業家を育てた専門家の講演及びソーシャルビジ 

ネス支援機関の施策・事業説明を開催します。 

 

＜福岡県＞ 

・日時：平成 26年 9月 25日（木）14：00～17：00 

・場所：北九州国際会議場 11会議室（北九州市小倉北区浅野 3-9-30） 

 

・主催：日本政策金融公庫 九州広域営業推進室 

・共催：北九州市 

・後援：九州経済産業局（地域経済部地域経済課）、福岡県 

 

【申込・問い合わせ先はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar140808n.pdf 

 

★第 6回日本公庫シンポジウム 

 

日時：平成 26年 11月 14日（金）13:30～16:40（開場 13:00） 

場所：大手町サンケイプラザ４階ホール 

   （東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル） 

参加費：無料 

主催：日本政策金融公庫 総合研究所 

内容：「中小企業の人材確保と育成～若い力を伸ばす組織と経営～」と題するシンポ 

   ジウムを開催します。当研究所研究員による研究報告や、独自の人づくり・組 

   織づくりを実践している中小企業の経営者と社員の方を招いてのパネルディス 

   カッションを行います。 

【詳細はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/info/info_bn/news260905.html 

 

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

【6】日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar140808n.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/info/info_bn/news260905.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。 

今回は、新たに制度拡充された「新規開業資金（ソーシャルビジネス関連）」をご紹介 

します。 

 

★「新規開業資金（ソーシャルビジネス関連）」 

   

  ○ポイント 

   保育サービス事業や介護サービス事業、認定ＮＰＯ法人、社会的課題の解決を目 

  的とする事業を新たに始める方等について、特別利率を適用します。 

 

【「新規開業資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_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。 

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

【7】「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↓】  

 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1409.pdf 

                                     

  ※PDFファイルは約 7.2ＭＢ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… 

  ○特別リポート 

  中小企業の海外展開 

  ―日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査から― 

 ○論点多彩 

  ３Ｄプリンター（積層造形）技術のものづくりへの活用方法 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1409.pdf


 

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 

 

 ★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_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。 

 

 8 月に入り、台風 11・12 号、15 日からの京都府及び兵庫県の大雨、19 日からの広島県

の 

大雨と大規模な災害が立て続けに起きてしまいました。日本公庫としては、特別相談窓 

口を設置し、災害の影響を受けた事業者の皆さまからの資金繰りのご相談に迅速に対応 

しています。 

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


 

 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 10月 15日(水）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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