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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 

    

★このたび、日本公庫が発行した事例集をご紹介いたします！ 

 

〇ソーシャルビジネス関連 

 高齢者や障がい者の介護・福祉、子育て支援、地域活性化、女性活躍推進など、地域 

社会が抱える課題の解決に取り組む、ソーシャルビジネスの担い手であるお取引先を紹 

介した事例集『Design your Mission』を発行しました。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/pdf/socialjirei_150202a.pdf 

 

〇海外展開関連 

  クールジャパン関連企業や優れた技術・製品を有するものづくり企業等、日本公庫の 

海外展開資金を利用した 10社の事例を紹介した事例集『ジャパンブランド、世界へ』を 

発行しました。 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/pdf/kaigaitenkai_zireisyu_150115.pdf 

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

【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しております。 

  

 今回のトピックは「やる気を持続させる評価の仕組み作り」です。ここでは、パート・ 

アルバイトの勤務評価の方法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_1502.pdf 

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

【3】経営アドバイス 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/pdf/socialjirei_150202a.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/pdf/kaigaitenkai_zireisyu_150115.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1502.pdf


 

  今回は、地域活性化に向けた経営アドバイスとして、郷土料理という食文化を 

ブランド化するために必要なことを事例を交えてご紹介します。 

 

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_advice_150218.pdf 

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

【4】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ クリーニングに関する消費者意識と 

                            経営実態調査 ～ 

 

  今日本公庫 国民生活事業が 2014年９月に実施した「クリーニングに関する消費 

者意識と経営実態調査」から、主な調査結果をご紹介します。 

 

【消費者調査↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_150130a.pdf 

 

【経営実態調査↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_150130b.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) ～ 全国中小企業動向調査結果・ 

                       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中小企業動向調査結果・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 

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

【6】セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！ ～ 

 

★越境 ECのプロが大集結！海外向けネットショップ“まるごと”セミナー＆大相談会  

  in 九州 2015 
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  日時  ：平成 27年 2月 24日(火) 13:30～18:00（開場 13:00） 

  場所  ：アクロス福岡 

      （〒810-0001 福岡市中央区天神 1丁目 1番 1号） 

  参加費：無料 

  主催  ：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

  内容  ：インターネットを使って海外へ販路拡大を目指す方を対象に、マーケティン 

          グ、ECサイト構築、翻訳、受注管理、物流、決済分野それぞれのプロフェッ 

          ショナルを招いてセミナーと相談会で、みなさまのお悩みを解決します！ 

 

【詳細はこちら↓】 

  http://ec.smrj.go.jp/schedule/e090024.html 

 

★第４回ソーシャルビジネスセミナー「シニアビジネスの新たな展開と今後の戦略」 

  (東京都） 

 

 日時  ： 平成 27年 3月 3日（火）15 ：00 ～17 ：10  

 対象  ：〇NPO法人などの社会的企業や地域貢献につながる事業を営む方 

          〇ソーシャルビジネス分野での起業をお考え方 

          〇地域 貢献につながる事業をステップアップさせたい方 

 定員  ： 50 名（先着順）  

 会場  ： 日本政策金融公庫 東京中央支店 4Ｆ  

     （東京都中央区新川 1-17 -28 ） 

  参加費：無料 

 

【詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar150130b.pdf 

 

★ソーシャルビジネスセミナー（宮崎県） 

 

  日時  ：平成 27年 2月 26日（木)18:30 

  対象  ：〇NPO法人などの社会的企業や地域貢献につながる事業を営む方 

          〇ソーシャルビジネス分野での起業をお考え方 

          〇地域 貢献につながる事業をステップアップさせたい方 

 定員  ： 50 名（先着順）  

  会場  ： みやざき県民協働支援センター 

          （ＫＩＴＥＮビル 3階会議室 ） 

http://ec.smrj.go.jp/schedule/e090024.html
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar150130b.pdf


  参加費：無料 

 

【詳細はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar150130f.pdf 

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

【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、「新事業活動促進資金」をご紹介します。 

 

★「新事業活動促進資金」 

   

  ○ポイント１ 

   経営多角化や事業転換などにより、第二創業などを図る方が対象です。 

  ○ポイント２ 

   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。 

  ○ポイント３ 

   雇用の維持または拡大を図る場合は、融資制度に定める利率から 0.1％低減され 

   ます。 

       

【新事業活動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/04_sjkakushin_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」2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」2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_1502.pdf 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar150130f.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1502.pdf


 

 ※PDFファイルは約 6.2ＭＢ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… 

 ○調査リポート 

  「共感」でチャンスをものにする 

 

   ―拡大するクラウドファンディング― 

 ○論点多彩 

   小売業における人的サービスの戦略 

 

   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 

 

★日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング」のご案内 

 

 日本公庫では、ビジネスチャンスを広げていただくための「場」として、インターネ 

ットビジネスマッチングサイトを運営しています。全国の幅広い業種のお客さまに「売 

りたい」「買いたい」情報をご登録いただいています。 

 

 お客さまの商品などを全国規模でＰＲするとともに、販売先や原材料の仕入れ先の確 

保などにご活用いただけます。 

 サイト会員登録・利用は無料ですので、ぜひご利用をご検討ください。 

 

 ・ご利用には会員登録が必要です。 

 ・日本公庫と融資取引のある方が会員登録できますが、別途審査があります。 

 

【インターネットビジネスマッチングサイトはこちら↓】 

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

 

★国民生活事業の情報配信サービス 

   

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://match.jfc.go.jp/


  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 

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

【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。 

  

 日本公庫 国民生活事業では、飲食業、美容業、理容業などの生活衛生関係営業のみな 

さまの経営に役立つ情報を掲載した「生活衛生だより」を年４回発行しています。 

 各種調査結果、企業事例、有識者による経営アドバイスのほか、業界の豆知識や役立 

つ書籍の案内などを掲載しています。日本公庫ホームページで閲覧できますので、経営 

の参考情報としてご活用いただければ幸いです。 

 

 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 2015年 3月 18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 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html
https://krs.bz/kokukin/m/kokukin
http://www.jfc.go.jp/n/service/jigyousya-backnumber.html


■登録内容を変更する場合は、「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、「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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