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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．８１☆ 
 
       ～ここがポイント！初めてのアルバイト採用 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 木々の芽吹きに春を感じるこの頃ですが、読者の皆さまにおかれましては 
  いかがお過ごしでしょうか。 
  
 創業者の皆さまを応援する起業家応援マガジン。今月も起業・経営に役立 
 つ情報満載でお届けします！ 
 
 …◆ 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
 
 １．【連載】「知って得する！」法律活用術 
 ２． 先人に学ぶ 起業家レポート 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
 ４.  日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 ５.  平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する特別相談窓口 
 ６． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ７． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ８． 編集後記 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】「知って得する！」法律活用術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「知って得する！」法律活用術 
 
                               日本弁護士連合会 
                       ひまわり中小企業センター 
             
 ＜第３回＞ここがポイント！初めてのアルバイト採用 
 
 「知って得する！法律活用術」は、６回にわたり、創業者が事業を立ち上げて 
 軌道に乗せるまでの間に、直面する数々の法律問題やその解決方法について、 
 各分野で専門的な知識をもつ弁護士がわかりやすく解説します。 
  
 第３回目は「アルバイトの採用」がテーマです。 
 
 ３・４月は、新生活を迎え、新たにアルバイトを始める方が多い時期です。 
 読者の皆さまの中にも、新たにアルバイトの採用を計画する方やアルバイト 
 の募集を始めた方が多いのではないでしょうか。 
  
 そんなアルバイトの採用には、ルールがあることをご存知ですか？ 
 ぜひ、この機会に、アルバイトの採用に関するルール等を学びましょう。  
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170322.pdf 
  (PDFファイル 475KB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170322.pdf


 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「届かない想い」をなくしたい 
  
                                         アニバーサリーボイス   
                                            代表   東 大悟氏 
 
 今回ご紹介する起業家は、依頼者の、大切な人に届けたい想いを、５分程度 
 の音声メッセージに加工するサービスと伝え方のスキルアップのためのセミ 
 ナー講師業を行うアニバーサリーの東代表です。 
 
 勤務経験を生かした仕事がしたいという思いが募り、創業に踏み切った東氏。 
 しかし、創業当初は、ソーシャルネットワーキングサービスを通じて事業の 
 内容を発信したり、ホームページを利用してサービス内容をわかりやすく伝 
 えたりと工夫をするも、苦戦続きの日々。 
 
 そんな中、自身の「伝える技術」こそが、無形の経営資源であることを発見。 
 では、どのようにして、「伝える技術」という目には見えないないところか 
 ら新たな事業を生み出したのか？ 
  
 この答えの中に、創業の目的や意義を考える際のヒントがあるはずです。 
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170322.pdf 
  (PDFファイル 1,409KB) 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「人と組織のマネジメント 
  第３回 新しい仲間を巻き込むために」  
  
                                ＮＰＯ法人ＣＲファクトリー 
                                   代表理事 呉 哲煥氏 
 
  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。  
 
  「人と組織のマネジメント」の最終回となる今回は、 
  人を巻き込むための基本的な考え方について、専門家が解説します。 
 
  詳しくはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu18.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/k/pfcj/pdf/senzin_170322.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu18.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html


 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  
 第┃５┃回┃高┃校┃生┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  ビ┃ジ┃ネ┃ス┃プ┃ラ┃ン┃・┃グ┃ラ┃ン┃プ┃リ┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫は、平成 25年度から、「自ら考え、行動する力」を養うことの 
 できる起業教育の推進を目的とした、高校生ビジネスプラン・グランプリ 
 を開催しています。当グランプリに関する情報などを発信していますので、 
 是非ご覧ください！！ 
 
 【第５回開催決定】 
 日本公庫は、全国の高校生を対象にしたビジネスプランコンテスト第５回 
 「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」を開催します。 
 エントリー受付は、平成 29年 7月 3日（月）～9月 15日（金）まで、最終審査 
 会は平成 30年 1月 7日（日）、東京大学伊藤謝恩ホールにおいて開催します。 
  
 高校生ビジネスプラン・グランプリの詳細についてはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html 
 
 高校生ビジネスプラン・グランプリ公式 Facebookページはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.facebook.com/grandprix.jfc/ 
 
  セ┃ミ┃ナ┃ー┃情┃報┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫では、全国各地で創業予定の方や、創業された方を対象にした 
 セミナーを開催しています。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
  
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 22日(水) 19:00～21:00 
 場 所：狛江エコルマホール 6階展示・多目的室 
 テーマ：第 115回ミニブルーム交流カフェ in狛江 
          確かな技術と心温まる接客のアットホームサロンの開業 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 23日(木) 18:00～20:30 
 場 所：第一勧業信用組合 本店 3階 大会議室 
          (新宿区四谷 2-13) 
 テーマ：実践できる「集客に効く広告ツール」のつくり方 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 25日(土) 16:00～18:00 
 場 所：銀座 NAGANO2階 イベントスペース 
          (中央区銀座 5丁目 6-5 NOCOビル 1・2・4F) 
 テーマ：信州へ！移住者創業セミナー 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 29日(水) 14:00～16:00 
 場 所：Coconeri ココネリ 
          練馬区立区民・産業プラザ 
 テーマ：ねりま地域創生フォーラム 
     

https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
https://www.facebook.com/grandprix.jfc/


 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 24日(金) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 明石支店 3階会議室 
 テーマ：あなたが輝く、セカンドライフのスターティング講座 
       
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 25日(土) 13:30～15:30 
 場 所：スタートアップカフェ大阪 
          TSUTAYA BOOK STORE KANDAI MeRISE 2階 
          (大阪市北区鶴野町 1-5関西大学梅田キャンパス 2F) 
 テーマ：「創業のゲンソウ(幻想)」 
     
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://krs.bz/kokukin/c?c=1471&m=10608&v=688ffc5e 
 
 
 『０』┃か┃ら┃始┃ま┃る┃ご┃相┃談┃  
 創┃業┃相┃談┃は┃創┃業┃ホ┃ッ┃ト┃ラ┃イ┃ン┃へ┃！┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  
 創業相談を“身近”で“便利”にするフリーダイヤルでの相談サービス 
 です。 
 日本公庫の創業融資制度に関する質問や事業計画書の策定方法など、 
 創業に関する様々なことに、創業に関する専門スタッフがお応えします。 
  
 ＜創業ホットラインの概要＞ 
 ◆電話番号 事業資金相談ダイヤル 
       0120-154(行こうよ！)-505(公庫) 
  ※自動音声ガイダンスでの案内後、「０」をプッシュしてください。 
 ◆受付時間 平日 9:00～19:00まで（国民生活事業） 
 
 
 休┃日┃創┃業┃相┃談┃の┃ご┃案┃内┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  
 日本公庫国民生活事業の６つのビジネスサポートプラザ（札幌・仙台 
 ・東京・名古屋・大阪・福岡）では、創業をお考えの方等を対象に完 
 全予約制で休日相談（祝日を除く）を行っております。 
 お勤めの方など、平日の来店が困難な皆さまのご利用をお待ちしてい 
 ます！ 
  
 【詳細はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html 
 
 【インターネットからのご予約はこちら↓】 
  https://www.m.jfc.go.jp/syspeg/peg010 
 
 
 日┃本┃公┃庫┃の┃情┃報┃提┃供┃サ┃ー┃ビ┃ス┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 

http://krs.bz/kokukin/c?c=1471&m=10608&v=688ffc5e
http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html
https://www.m.jfc.go.jp/syspeg/peg010


 日本公庫 国民生活事業では「起業家応援マガジン」のほか、さまざ 
 まな情報提供サービス(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。 
 
 ★事業者サポートマガジン 
  事業を営む方に、経営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_kokumin.html 
 
 ★新着情報配信サービス 
  日本公庫 国民生活事業のホームページの金利変更等の更新情報を 
  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_kokumin.html 
 
 
  調┃査┃月┃報┃３┃月┃号┃の┃発┃行┃   
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛  
 
  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  
  研究事例を紹介した「調査月報」3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_1703.pdf 
  ※PDFファイルは約７．０ＭＢ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…  
  ○ 日本公庫シンポジウム 
  輸出で外需開拓に取り組む中小企業 
 
  ○ 論点多彩 
  中小企業はいかに人材を獲得するか 
 
  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 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する特別相談窓口 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 平成２８年４月の熊本地方の地震で被災された皆さまに、心よりお見舞 
 い申し上げます。日本公庫は、全国の支店に「平成２８年熊本県熊本地 
 方の震災に関する特別相談窓口」を設置し、被害を受けた小規模企業等 
 の皆さまからの融資相談及び返済相談に対応しています。 
 
 最新情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html 
 
  …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６．東日本大震災に関する特別相談窓口 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 
 日本公庫は、全国の支店に「東日本大震災に関する特別相談窓口」を設 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1703.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html


 置し、被害を受けた小規模企業等の皆さまからの融資相談及び返済相談 
 に対応しています。 
 
 最新情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ７. 読者アンケート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「起業家応援マガジン」では、読者の皆さまのご意見・ご感想をお待ち 
 しています。よりよい誌面作りのために、皆さまの声をお聞かせ下さい！ 
 
 ご回答はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://krs.bz/kokukin/m/enquete 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ８．編集後記  
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 いつも起業家応援マガジンをご愛読いただき、ありがとうございます。 
 
 今回の「ここがポイント！初めてのアルバイト採用」はいかがでしたか？ 
 
  事業が軌道に乗ってくると、業務量が増え、人手が足りずアルバイトを採用 
 することも多いはずです。 
 そんなときは、アルバイトの採用ルールをしっかり守り、きちんと雇用主と 
 しての責任を果たすことが非常に大切です。 
 
 次回は、インターネット通販を開始するにあたっての法的ポイントについて 
 を予定しています。 
  
 次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2017年 4月 26日の予定です。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 本メルマガの配信解除はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo 
 
 バックナンバーはこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/n/service/mail-backnumber.html 
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