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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】経営お役立ち情報  

    ～「あなたの会社の営業体制は大丈夫？営業力が不足している会社に共通しているこ

と」講座  (4) 営業力が不足している営業マンの共通点 ～ 

  

 営業コンサルティング会社による「あなたの会社の営業体制は大丈夫？営業力が不足し

ている会社に共通していること」講座について、6回にわたってご紹介します。 

  

 4回目となる今回のトピックは「営業力が不足している営業マンの共通点」です。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1601.pdf 

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

【2】ソーシャルビジネス・トピックス 

   ～ 高齢者介護ビジネスの現状と課題 第１回 ～ 

  

 高齢者、障がい者の介護・福祉、子育て支援、地域活性化、環境保全などの社会的課題

を、ビジネスの力で解決しようとする取組みである「ソーシャルビジネス」。 

  本トピックスでは、ソーシャルビジネスを情報面からサポートするために、同分野の専

門家の皆様による経営に関する記事を、定期的に配信しています。  

 

 今回は、「高齢者介護ビジネスの現状と課題」と題し、高齢化に伴い急拡大している高齢

者介護ビジネスの経営のあり方を、事業環境や業界動向を踏まえ、３回にわたって専門家

が解説してます。  

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu07.html 

      

【バックナンバーはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1601.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu07.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html


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

【3】景況Ｗａｔｃｈ（1） ～ 生活衛生関係営業の価格動向等に関する調査結果 ～ 

  

 今回は、国民生活事業が実施した「生活衛生関係営業の価格動向等に関する調査 

結果」をご紹介します。 

 本調査は、全国の飲食業、理・美容業、クリーニング業、ホテル・旅館業などの 

生活衛生関係営業の主な業種に対して、価格動向及び顧客の消費動向等について 

アンケート調査を実施したものです。 

 

【続きはこちら↓】 

 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/seikatsu27_1203a.pdf 

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

【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。 

本調査は、従業者数が 20人未満の「小企業」1,500社を対象に毎月実施しており、 

速報性の高い電話調査により、小企業の足元の景況感をタイムリーにとらえます。 

 

【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 ～ ぜひご来場ください！ ～ 

 

 全国各地で各種セミナーを開催しています。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html 

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

【6】「調査月報」1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」１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_1601.pdf 

※PDFファイルは約 5.6ＭＢあります。開くときはご注意ください。  

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/seikatsu27_1203a.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1601.pdf


 

今月号の主な記事は… 

 ○調査リポート 

  中小 BtoB企業によるウェブマーケティング 

 ○論点多彩 

  中小企業の人材確保のための組織マネジメント 

 

【バックナンバーはこちら↓】  

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

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

【7】「経営者・後継者のための事業承継セミナー」のご案内 

 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「経営者・後継者のための事業承継 

セミナー」が全国 47都道府県で開催されます。 

 本セミナーでは、中小企業・小規模事業者の経営者・後継者等の皆さまに、計画的な 

事業承継対策の必要性、ポイント及び事業承継に関するさまざまな支援施策等をご紹介 

いたします。事業承継をお考えの皆さまにとって、貴重な機会ですので奮ってご参加 

ください。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 https://27jss.smrj.go.jp/ 

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

【8】「UIJターンで夢をかたちに。九州 移住×起業フェア」のご案内 

 

 九州移住×起業フェアは、現在首都圏に在住しており、将来九州で移住×起業を考えて 

いる方を支援するためのイベントです。講演・セミナーでは、地方移住×起業を成功させ

るために知っておきたいさまざまな知識を各分野の専門家がじっくりとお伝えいたします。 

 また、九州各県の移住・定住情報コーナーに加え、直接その場で相談もできます。「いつ 

かは地方で・・・」と考えている方は、この機会にぜひお立ち寄りください。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 https://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar151224a.pdf 

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

【9】「ベトナム（ハノイ・ホーチミン：4泊 6日）現地事情視察会」のご案内 

 

 東京商工会議所ではこのたび、ベトナム（ハノイ・ホーチミン）現地事情視察会を開催 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://27jss.smrj.go.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar151224a.pdf


します。今回は、現地ローカル企業（主に、輸送機器・電子電気機器関連製造業や医療機 

器関連企業）への訪問を中心とした新たなプログラムを計画中です。 

これまでの東商視察会とは一味違う貴重な機会ですので奮ってご参加くださいますよう 

ご案内申し上げます。 

 

【日程】2016年 3月 14日（月）～3月 19日（土）（4泊 6日） 

 

【ポイント】1 現地ローカル企業への訪問（主に、輸送機器・電子電気機器関連製造業や 

        医療機器関連企業） 

            2  現地商工会議所や他の海外展開支援機関との連携による充実したプログ

ラム 

 

【代金】商工会議所会員価格 ：228,000円（2人 1部屋利用） 

    商工会議所非会員価格：258,000円（2人 1部屋利用） 

        ※お一人様部屋追加料金：35,000円 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67441.html 

 

【申込方法】上記 URL より、「ご案内・行程表・資料請求書」をプリントアウトしていた

だき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。 

申込受付後、（株）JTBコーポレートセールスより手続き等についてご連絡いたします。 

 

【申込締切】2016年 2月 15日（月） 

            ※申込締切日以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場

合がございますので、予めご了承ください。 

 

【旅行会社】株式会社 JTBコーポレートセールス 

 

【後援】(独)日本貿易振興機構、(独)中小企業基盤整備機構 

 

【お問合せ】東京商工会議所 中小企業部 大矢・西塔・石村 

            TEL:03-3283-7754 

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

【10】日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

   

http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67441.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、「経営環境変化対応資金」をご紹介します。 

 

★「経営環境変化対応資金」 

   

 ○ポイント 

  売上が減少しているなど業況が悪化している方で、一定の要件を満たす場合 

 基準利率より低利な特別利率を適用することができます。 

   

【経営環境変化対応資金 について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_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沿えないことがございます。 

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

【11】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提供しています。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。 

 サイトの会員登録・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/ 

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
https://match.jfc.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://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html 

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

【12】編集後記 

 

 新年明けましておめでとうございます。昨年も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した。 

 

 お正月を家族とゆっくり過ごした方、旅行に出かけた方、はたまた寝正月となった方 

など様々かとは思いますが、中には正月疲れが出て体が重いという方もいらっしゃるの 

ではないでしょうか。 

 

 事業者サポートマガジンでは、引き続き皆様の経営に役立つ情報を発信していくとと 

もに、2016年が皆様にとって豊かな一年でありますようお祈り申し上げます。 

 

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

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

■「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↓】 

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 

■次回の配信は 2016年 2月 17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、「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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