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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 

 

 先月から 3回にわたる特集記事を配信していますが、ソーシャルビジネスについて関心 

を持っていただけたでしょうか。 

  

 第 2回は、「自社単独では難しい課題だからこそ、社会事業家との協働を」と題し、ソ 

ーシャルビジネスに取り組む事業者との連携や協働のメリット等をお伝えします。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_141015.pdf 

 

★中小企業が海外展開を行う際の法的アドバイス 

 

 日本弁護士連合会「中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ」 

のコラムをご紹介します。 

  

【詳しくはこちら↓】  

 http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_abr_141015.pdf 

 

【日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度はこちら↓】 

 http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/support.html 

 

★平成 26年度「先進的なリフォーム事業者表彰」を行います 

 

 経済産業省では、消費者の住まいに関する多様なニーズに対応し、独自のビ 

ジネスモデルで他の事業と差別化された強みを有するリフォーム事業者の取組 

を選定・表彰する「先進的なリフォーム事業者表彰（経済産業大臣表彰）」を 

実施します。 

 

［公募期間］9月 12日（金）～ 11月 12日（水) 

 

 リフォーム工事専門の事業者のみならず、リフォーム市場拡大に広く貢献している 

事業者など、幅広い事業者からの先進的なリフォームビジネス（サービス）の取組に 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_141015.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_abr_141015.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/support.html


ついて募集します。 

 

※平成 26年度は、三大都市圏を対象に 15者程度の選出を予定しています。 

 平成 27年度は対象を全国に拡げて 35者程度の選出を行い、合計 50者を選出する予定 

  です。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/reformbiz.html 

 

★はじめてＷＥＢ開始およびオープニングセミナーの開催 

 

  KDDI、プロジェクトニッポン、Jimdoおよびパートナーである日本政策金融公庫は、 

中小企業のみなさまやこれから創業する方々の IT活用を促進しビジネスを支援する 

プロジェクト『はじめてＷＥＢ』を、2014年 10月 14日より開始しました。 

 

     ＞＞＞はじめてＷＥＢ http://hajimeteweb.jp/＜＜＜ 

 

  はじめてＷＥＢリリースの記念としまして、10/27（月）に「はじめてＷＥＢオープ 

ニングセミナー」を開催します！ これからビジネスのホームページを制作しようと思 

っている方、最近ホームページの制作をしはじめた方向けに、はじめてのホームページ 

制作のポイントをお話します。  

 

なお、ご参加者には、当日セミナーでも使用する予定の、はじめてＷＥＢ＆Jimdo公認 

の初心者向けの新刊ドリル本「15分×7日間 無料でできる はじめてのホームページ 

らくらく作成ガイド」をプレゼントいたします！ 

 

今後のビジネスのホームページ制作に是非お役立てください。  

みなさまのご参加を心よりお待ちしております！ 

 

         ★☆--詳細・参加申込はこちらから--☆★ 

         http://hajimeteweb.jp/opening-seminar/ 

 

＜開催概要＞ 

◆イベント名 はじめてＷＥＢオープニングセミナー 

◆日時    2014年 10月 27日（月） 19：00～21：00（受付開始 18:30） 

◆場所   日本政策金融公庫 本店 4階 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/reformbiz.html
http://hajimeteweb.jp/
http://hajimeteweb.jp/opening-seminar/


        〒100-0004  

        東京都千代田区大手町 1-9-4 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 

◆参加費   無料（事前申込制） 

◆定員    200名（先着） 

◆主催    はじめてＷＥＢ事務局 

◆共催    日本政策金融公庫  

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

【2】経営お役立ち情報 ～ 中小企業を発展させる人材育成しくみのルール講座 ～ 

  

 人材育成を専門とするコンサルティング会社による「中小企業を発展させる人財育成 

しくみのルール」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「超短期に人を育てる基本原則」です。ここでは、「人を育てる仕 

組み作り」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_1410.pdf 

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

【3】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

  

  今回は「創業特集」として、京都市右京区にある行列のできる国産牛ステーキ 

専門店をご紹介します。 

  

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_141015.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 ～  

 

  日本政策金融公庫 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 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1410.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_141015.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html


  

★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  

   

 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、「企業再建・事業承継支援資金（事業承継関連）」をご紹介します。 

 

★「企業再建・事業承継支援資金（事業承継関連）」 

   

  ○ポイント１ 

   安定的な経営権の確保により事業の継続を図る方などが対象となります。 

  ○ポイント２ 

   設備資金および運転資金とも特別利率が適用されます。 

  ○ポイント３ 

   ご融資額は 7,200万円以内（うち運転資金 4,800万円以内）です 

       

【「企業再建・事業承継支援資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/20_kigyousaiken.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。 

http://www.jfc.go.jp/n/info/info_bn/news260905.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/20_kigyousaiken.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html


※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」10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」10月号が発行されました。  

 

【内容はこちら↓】  

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1410.pdf 

                                    

 ※PDFファイルは約 6.9ＭＢ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 

  新たな価値創造を実現する中小企業の経営 

 ○論点多彩 

  企業経営に活かすゲーム理論（前編） 

 

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」№175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」№175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… 

  ○せいえい三つ星リポート 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1410.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/kanei_d_m.html


   老舗特集 ～100年企業の経営に学ぶ～ 

  ○経営アドバイス 

   商売を長く続けるためのコツ 

 

 ご興味のある方はぜひご覧ください。 

 

★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。 

  

 今回、景況Watch(1)事業者リポート編でご紹介した「佰食屋」さんのコンセプ 

トは 1日 100食限定で販売することです。これは料理の品質を保つことはもちろん、 

スタッフの労働環境を重視する経営方針を形にしたものです。社会の活力低下や少子 

化・人口減少を解決する取組みとして、ワーク・ライフ・バランスの実現がよく聞か 

れるようになりましたが、こうした取組みの導入・実践を検討されている方にとって、 

参考の一つとしていただければ幸いです。 

  

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 11月 19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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