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 平成 28年熊本地震により被災された皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。 

このたびの地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまから 

のご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細かな対応を行っ 

てまいります。 

 相談窓口の最新の開設状況については、以下のページにてご確認ください。 

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2016kumamoto.html 

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

 

「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 ～経営Ｑ＆Ａ「海外展開入門 ～円滑な海外展開の進め方～ 」～  

             第 3回 海外展開の準備の進め方と事業計画の策定  

   

 国際取引の経験豊富な弁護士による海外展開を進めるうえでのポイントについて６回に

わたりご紹介しています。 

  

 第 3回となる今回のトピックは「海外展開の準備の進め方と事業計画の策定」です。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1606.pdf 

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

【2】ソーシャルビジネス・トピックス ～ 助成金の獲得から活用へ ～ 

                         第 2回 助成金の規模感から申請まで 

  

 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

門家のみなさんによる経営に関する記事を、定期的に配信しています。  

 

 5 月から、3 回にわたって配信しているテーマは、「助成金の獲得から活用へ」です。2

回目となる今月号では、助成制度の概要や助成金申請のポイントを、専門家が解説します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu11.html 

https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1606.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu11.html


      

【バックナンバーはこちら↓】 

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

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

【3】景況Ｗａｔｃｈ（1） ～ 事業者リポート編 ～ 

 

 今回は、東日本大震災からの復興を目指すため、もともと養殖していた牡蠣のブランド

化とともに 6次産業化を推進し、飲食店を出店した宮城県石巻市の企業をご紹介します 

(「生活衛生だより」No.181に掲載)。 

 

【続きはこちら↓】 

 https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_watch_160615.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各種調査結果をご紹介します。 

 全国小企業月次動向調査は、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。 

 中小企業景況調査は、比較的規模の大きな「中小企業」900社を対象とし、景況感を 

毎月調査。三大都市圏の製造業にウエートを置く調査対象が特徴です。1963年の調査開 

始から 50年の歴史をもち、売上見通しＤＩは政府の景気動向指数の先行系列にも採用さ 

れています。 

 

【続きはこちら↓】 

  https://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 

 

「～人を巻き込む「モテる公務員」と未来を創る～ 

    ソーシャル・イノベーション・サミットｉｎ京都」のご案内 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_watch_160615.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html


 

 ＜開催日＞ 平成 28年 8月 27日（土） 

      午後 1時～午後 6時（交流会 午後 6時 30分～午後 8時 30分） 

 ＜会 場＞ 同志社大学 今出川校地 烏丸キャンパス 志高館 

      （所在地：京都市上京区烏丸通上立売上る相国寺門前 647－20） 

 ＜対 象＞ ソーシャル・イノベーションに取組んでいる企業や市民の皆さま、 

            わが町のためにあと一歩を踏み出したいと考える公務員の方など、 

            どなたでもご参加いただけます。 

 ＜参加費＞ 無料（交流会の参加費：3，500円） 

 ＜定 員＞ 200名（交流会（立食形式）は 100名） 

       ※先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 ＜申込期限＞ 平成 28年 8月 12日（金） 

 ＜プログラム＞ 

          ・成果発表「同志社から生まれるプレミア・ソーシャル・イノベーション」 

     ・パネルディスカッション「「モテる公務員」と未来を切り拓く！」 ほか 

 

 詳細、お申込みは京都市ホームページ専用フォームをご参照ください。 

 http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000198015.html 

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

【6】「調査月報」6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」6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_1606.pdf 

 ※PDFファイルは約 4.8MB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 

 リレーションシップバンキングと中小企業の業績 

○論点多彩 

 利益を増大するビジネスモデル思考 

 

【バックナンバーはこちら↓】  

http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000198015.html
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1606.pdf


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

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

【7】「ジェトロ外国出願支援事業」募集開始のお知らせ 

 

 ジェトロは、特許庁補助金事業「ジェトロ中小企業等外国出願支援事業」の 

募集を開始しました。 

 本事業では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展 

開を計画している中小企業者に対し、基礎となる日本国出願と同一内容の外 

国出願にかかった費用の半額を助成しています。 

 

 詳しくは以下リンクにてご確認ください。 

 https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

 

 ■募集期間 

  2016年 6月 1日（水）～ 2016年 6月 30日（木）17:00必着厳守 

  ※募集期間内に提出いただいた申請の内、書類に不備等がないことが 6月 30 

   日までに確認できた案件のみを正式に受け付けます。詳しくは募集案内にてご 

   確認ください。 

  ■採択決定時期 

  8月中旬予定 

 ■助成上限額 

  <企業に対する上限額>  

  300万円（複数案件の場合）  

   <案件ごとの上限額>    

   特許  150万円 

    実用新案・意匠・商標   60万円 

    冒認対策商標  30万円 

  ■よくある質問 

    以下リンクにＱ＆Ａ集をダウンロードの上ご確認ください。 

    https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/ip_service_overseas_appli/2_QandA.pdf 

  ■お申し込み方法 

    以下リンクよりダウンロードした書類に必要事項をご入力の上、Ｅメールに 

    てジェトロ外国出願デスク宛（E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp） 

    提出ください。 

    https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

  ■お問い合わせ先 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/ip_service_overseas_appli/2_QandA.pdf
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html


    ジェトロ知的財産課外国出願デスク   

    E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp 

    TEL：03-3582-5642 FAX：03-3585-7289  

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

【8】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、「海外展開・事業再編資金」をご紹介します。 

 

★「海外展開・事業再編資金」 

   

 ○ポイント 

  海外への直接投資、海外企業への生産委託、海外への販売強化にご利用いただけます。 

 

【海外展開・事業再編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/kaigaitenkai.html 

 

【金利情報をご覧になりたい方はこちら↓】 

  https://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。 

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

【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。 

mailto:SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html


 ・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 

   

  日本公庫 国民生活事業では「事業者サポートマガジン」の他にも様々な情報配信 

 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↓】 

   https://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↓】 

   https://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。 

 

 梅雨時は、何かと身体の不調を感じることが多い季節です。 

 特に、生活習慣病は初期の段階では自覚症状がなく、自分で気付くのは難しいといわれ 

ています。そこで、身体を総合的にチェックするためにも、この時期に健康診断を受けて 

みてはいかがでしょうか。 

 健康を維持して、夏に備えたいものですね。 

 

  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。 

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

https://match.jfc.go.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html
https://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html


■「事業者サポートマガジン」では、読者の皆様のご意見・ご感想をお待ちして 

 います。よりよい誌面作りのために、皆様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 2016年 7月 20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↓ 

  https://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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