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岩手県信用保証協会　会長　杉
す ぎ む ら

村　孝
たかし

　平素より岩手県信用保証協会に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

　このたび、平成29年度経営計画及び平成27～ 29年度の中期事業計画に基づく事業活動並び

に平成30年度経営計画及び平成30～ 32年度の中期事業計画について、ご報告するディスク

ロージャー誌「信用保証協会のあらまし2018」を作成しました。ぜひご一読いただき、当協会の

取組みについてご理解を深めていただければ幸いに存じます。

　さて、平成29年度の県内経済は、人手不足や主力漁種の不漁などにより企業への不安要因が

懸念されたものの、復興道路工事や災害復旧関連工事を始めとする公共工事の発注や個人消費

の持ち直しなどから、全体としては前年度から緩やかな回復の動きが継続されました。

　このような情勢の中、保証承諾は3年連続で、また、保証債務残高は6年連続で前年を下回る

など、日銀のマイナス金利や金融行政方針の影響などにより保証業務は低調でありました。

　一方、経営支援の取組みでは企業訪問により、経営者が抱える課題やニーズを聴取り、協会

が主導的な役割を担いながら、できる限り企業に適応した支援となるよう積極的に取り組んで

参りました。

　今年4月からは法律の改正等に伴い、新たな信用保証制度がスタートしました。信用保証協会

の業務に中小企業に対する経営支援が追加になり、業務を行うに当っては、中小企業の経営改

善を一層進めるために金融機関と適切な連携を図ることとされています。

　当協会としましては、信用補完制度の見直しの趣旨を理解し、今年度から始まる3か年の中期

事業計画の下、中小企業の事業を支える存在となれるよう積極的かつ果敢に取組む所存ですの

で、引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成30年8月

ごあいさつ
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岩手県信用保証協会は、
積極的な「信用保証」と

きめ細かい「経営支援」を通して、
中小企業の金融円滑化と
持続的成長を促し、

地域経済の振興に貢献します。

　岩手県信用保証協会は、信用保証協会法を設立の
根拠とする公的保証機関です。
　当協会は、県内経済界の主体的な活動により設立
された社団法人を母体としており、中小企業金融の
セーフティネットとして期待されています。
　信用保証業務はもとより、中小企業ごとに異なる
実情や経営者の熱意を十分に感じ取り、当協会にし
かできない中小企業への支援を実現します。

経営理念
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　信用保証協会は、事業の経営に真面目に努力し、将来に向かって発展の可能性のある中小企業に対して、
金融上の強力な「公的な保証人」となって、融資の途を拓く専門機関です。

根拠法律… 信用保証協会法（以下「法」という。）
主務大臣… 内閣総理大臣及び経済産業大臣（法第48条）
… 　　（金融庁長官・・・・・・・法第50条の1に基づく権限の委任）
… 　　（東北経済産業局長・・・・法第50条の2に基づく権限の委任）
創業… 許認可取得：昭和23年10月27日
基本財産… 215億円
保証利用企業者数… 15,022企業（保証利用度38.85％）＊県内保証対象企業38,665企業
保証債務残高… 件数：29,408件
… 金額：2,375億円
事業所数… 本所・６支所

（平成30年３月31日時点）

昭和24年… 12月26日… 財団法人岩手県信用保証協会
設立認可

昭和28年… 8月10日… 信用保証協会法公布
昭和29年… 6月16日… 岩手県信用保証協会組織変更

認可
昭和32年… 8月26日… 釜石支所開設
昭和34年… 3月5日… 一関支所開設
… … 宮古支所開設
昭和36年… 12月1日… 大船渡出張所開設
昭和37年… 7月19日… 本所事務所移転
… … （県産業会館２階）
昭和38年… 6月29日… 大船渡出張所から支所に昇格
昭和41年… 8月5日… 福岡支所開設（現：二戸支所）
昭和43年… 8月20日… 水沢支所開設（現：奥州支所）
昭和47年… 4月1日… 福岡支所から二戸支所へ名称

変更

昭和52年… 1月13日… 本所事務所移転
… … （県第二産業会館）
昭和58年… 2月1日… オンラインシステム稼働
昭和58年… 4月1日… 久慈市の相談所開設
平成7年… 7月7日… 本所事務所新築移転
… … （盛岡市長田町）
平成9年… 4月1日… 花巻市、北上市、遠野市の相

談所開設
平成18年… 2月20日… 水沢支所から奥州支所へ名称

変更
平成21年1月13日… 新オンラインシステム稼働
… … （GLOBALNEXTS)
平成29年1月10日… 新オンラインシステム稼働
… … （COMMON）

概　　要

プロフィール

沿　革
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　信用補完制度とは、中小企業者、金融機関、信用保証協会の3者から成り立つ信用保証制度と、信用保証
協会が日本政策金融公庫に対して再保険を行う信用保険制度の総称です。

信用補完制度のしくみ

信用補完制度について

信用保証制度
　中小企業者が金融機関から事業資金
を借り入れる際、信用保証協会が公的
な保証人となることにより、中小企業
者への資金供給を円滑にすることを目
的とします。
　その際、信用保証協会は信用保証料
を受領し、融資が返済不履行になった
場合は、中小企業者に代わり金融機関
に対し代位弁済を行います。

信用保険制度
信用保証協会は日本政策金融公庫と信
用保険契約を締結します。融資金が返
済不履行になった場合、金融機関に対
し代位弁済を行いますが、その際、信
用保証協会は代位弁済の内、一定の割
合を日本政策金融公庫から保険金とし
て受領します。

信用補完制度
「信用保証制度」と「信用保険制度」の総称
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信用補完制度の概略図について
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信用保証制度について

①中小企業者は、金融機関に対し融資申込みをします。
②金融機関は、中小企業者の融資申込みを受け付けし、信用保証協会に信用保証依頼をします。
③信用保証協会は、申込みのあった中小企業者について信用調査をします。
④信用保証協会は、審査の結果、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対し信用保証書を交付します。
⑤金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。この際、中小企業者は信用保証協会に所
定の信用保証料を金融機関を通じて支払います。
⑥中小企業者は、融資を受けたときの返済条件に従って、金融機関に借入金を返済します。
⑦中小企業者が、何らかの事情で借入金の全額又は一部の返済ができなくなったとき、その額について金融
機関は信用保証協会に対して代位弁済の請求をします。
⑧信用保証協会は、この請求に基づき、中小企業者に代わって借入金の残額を金融機関に弁済します。
⑨信用保証協会は、代位弁済により中小企業者に対する求償権を得て債権者となります。
⑩中小企業者及びその連帯保証人は、信用保証協会に対して求償債務を返済していただくことになります。
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信用保険制度について

①日本政策金融公庫と信用保証協会は信用保険契約を締結し、この保証契約に基づき日本政策金融公庫は信
用保証協会の保証に対する保険を引き受けます。
②信用保証協会は、日本政策金融公庫に信用保険料を支払います。
③信用保証協会が金融機関に代位弁済したときは、日本政策金融公庫に保険金の請求を行います。
④日本政策金融公庫は、信用保険の種類に応じ代位弁済した元本金額の70％から90％を保険金として信用
保証協会に支払います。
⑤信用保証協会は、代位弁済した中小企業者からの回収金を保険金の受領割合に応じて日本政策金融公庫に
納付します。



8

　平成19年10月1日から責任共有制度が開始されました。
　責任共有制度とは、中小企業者が保証付融資を受ける際に信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図
り、両者が連携して経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことを目的としたも
のです。
　なお、創業向けの保証制度や経営安定関連保証の一部などは責任共有制度の対象から除外されます。

1　責任共有制度の概要

　金融機関は、「部分保証方式」か「負担金方式」のいずれか
の方法を選択しております。
①部分保証方式
　金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式
②負担金方式
金融機関が過去の制度利用実績（代位弁済等実績率）に基
づき一定の負担金を支払う方式

2　金融機関の負担割合 金融機関の負担割合は20％となります。

3　対象除外となる保証

　円滑な制度導入の観点から、当分の間、下記の制度につ
いては責任共有制度の対象除外となっております。
①小口零細企業保証制度
②経営安定関連特例保険（セーフティネット）1～ 4、6号
③災害関連特例保険に係る保証
④創業関連特例保険（再挑戦支援保証含む）、創業等関連特
例保険に係る保証
⑤特別小口保険に係る保証
⑥事業再生保険に係る保証
⑦求償権消滅保証
⑧破綻金融機関等関連特別保証（中堅企業特別保証）
⑨危機関連保証
⑩東日本大震災復興緊急保証
⑪経営力強化保証
⑫事業再生計画実施関連保証

責任共有制度について
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責任共有制度における金融機関の負担部分のイメージ

部分保証方式の場合 負担金方式の場合

保証時点 保証時点

代位弁済時点 代位弁済時点

80％
保証部分

100％
保証部分

80％
信用保証協会の代位弁済額

100％
信用保証協会の
代位弁済額

20％
非保証部分

20％
プロパー分

20％
負担金

80％の部分について保証協会が代位弁済を
行いますが、残りの20％については金融機
関の負担となります。

保証協会が100％代位弁済を行いますが、金
融機関は事後的に約20％の負担金を保証協
会に支払うこととなります。
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１．区域要件
　岩手県内に事務所、店舗、工場等がある法人（平成27年10月1日よりNPO法人も対象になりました。）・
個人又は住居地がある個人で、事業を営む中小企業者を対象としています。
　ただし、制度要綱等で定めがある場合は、その定めるところによります。

２．企業規模
業　　種 資本金 常時使用する従業員数

製造業等（運輸倉庫業、建設業等を含む） 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

医療法人 —————— 300人以下

政令特例業種 資本金 常時使用する従業員数

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤおよ
びチューブ製造器用並びに工業用ベルト製造業を
除く）

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

旅館業 5,000万円以下 200人以下

※資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが該当する場合は、ご利用いただけます。
※生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、従業員数に含まれません。
※組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、又はその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば対象となりま
す。
※医療法人、医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人は、常時使用する従業員数が300人以下の場合
は対象となります。
※特定非営利活動法人は、常時使用する従業員数が300人（小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又は
サービス業を主たる事業とする事業者については100人）以下の場合は対象となります。
※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。

３．業種
　中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用いただけます。
ただし、農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融・保険業、学校法人、宗教法人等、その他中小
企業信用保険法等において対象業種と認められない業種については、ご利用いただくことができません。
　また、許認可や届出を必要とする事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが
必要となります。

ご利用いただける方

信用保証のご利用にあたって
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１．保証限度
個人・法人 2億 8,000 万円（無担保保証　8,000 万円含む。）

組　　　合 4億 8,000 万円（無担保保証　8,000 万円含む。）

※国の施策による特別な資金を対象にした保証については、制度ごとに別枠で限度額が定められています。
※上記保証限度額のうち、無担保保証の限度額は　8,000万円です。
　なお､ 無担保保証の限度額には、無担保無保証人保証の限度額　1,250万円を含みますが、ご利用に際しては別途要件
があります。（従業員数､ 居住要件､ 納税要件等）

２．保証期間

普通保証 運転資金は 5年以内、設備資金は 15年以内としております。各保証制度
等に定める場合は、その定めによります。

信用保証協会制度保証
県・市町村制度保証
国の施策制度保証

それぞれの制度の定めによります。
（主な保証制度は P13をご覧ください。）

３．資金使途
　事業経営に必要な「運転資金」と「設備資金」に限られており、次のような資金は対象となりません。
①生活資金、住宅資金、投機資金
②転貸資金（組合の転貸貸付を除く。）
③金融機関から直接借入れした資金（信用保証協会の保証がない融資金）を返済するための資金（協会が認
めた場合を除く。）

4．連帯保証人
　次のような特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人を徴求いたしません。
①実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該
事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
②経営者本人の健康上の理由により、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
③財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依
頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

＜経営者保証に関するガイドラインについて＞
　平成30年4月より、下記①、②の要件や法人と経営者との関係の分離状況等を踏まえて、経営者保証を不
要として取り扱う運用を行っております。
①扱金融機関が、信用保証の付かない融資（既存の融資か、同時に実行する融資かは問わない。）について、
経営者保証を不要としており、担保による保全も図られていない部分がある。
②直近決算期において債務超過でなく、直近二期連続で減価償却前経常利益が赤字でない。
なお、他にも経営者保証を不要とする制度等もございますので、詳細についてはお近くの保証担当部署
までお問い合わせください。

信用保証の内容



12

　信用保証料は、中小企業者と信用保証協会との信用保証委託契約に基づき、信用保証協会の保証をご利用
いただく対価としてお支払いただくものです。
　信用保証料は、信用保証協会が日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失等、業務を運
営する上で必要な費用に充当します。

１．信用保証料率の弾力化
　従来、原則一律であった信用保証料率が、平成18年4月から中小企業者の経営状況に応じた9区分の保証
料率体系となりました。これを保証料率の弾力化といいます。

２．保証料率
区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

責任共有対象制度（※） 1.90％ 1.75％ 1.55％ 1.35％ 1.15％ 1.00％ 0.80％ 0.60％ 0.45％

責任共有対象外制度 2.20％ 2.00％ 1.80％ 1.60％ 1.35％ 1.10％ 0.90％ 0.70％ 0.50％

注：セーフティネット保証など政策的に配慮された保証制度は、一律の保証料率が適用されます。
　　また、県・市町村制度は、上記よりも一部低い保証料率体系となっております。
　　保証制度ごとの保証料率については、P13の「保証制度一覧」をご覧ください。

※責任共有保証料率について
　平成19年10月の責任共有制度導入に伴い、金融機関が20％の責任を負う責任共有の対象制度には「責任
共有保証料率」が適用となります。
　一方、創業後間もない方や、厳しい経営環境にある方などのために創設された保証協会が100％保証する
一部の保証制度には、「責任共有外保証料率」が適用されます。
　「責任共有保証料率」については、「融資金額に対する率」となっています。
　「負担金方式」又は「部分保証方式」のいずれかの方式を各金融機関が選択することとなっていますが、いず
れの場合でも、お支払していただく保証料は同じになります。
※責任共有制度の詳細については、P9をご覧ください。

３．信用保証料率の決定
　お客様の信用保証料率は、みなさまの財務諸表（貸借対照表・損益計算書）の情報を中小企業信用リスク情
報データベース（注1）により分析し、さらに非財務要因（注2）を加味して決めております。

信用保証料について

（注１）中小企業信用リスク情報データベース（略称:CRD）とは
○平成13年3月、中小企業庁が中心となり、中小企業金融の円滑化を支援することを目的に信用保証協会を中心に創
設された、中小企業に関する日本最大のデータベースです。
○中小企業信用リスク情報データベースには、日本全国の中小企業者の財務データが保有されています。このデータ
に基づき、中小企業者の信用リスクが算出されます。

（注２）非財務要因とは
○全国51信用保証協会の共通の割引要因は、次の要因で割引いたします。
・担保をご提供いただいた場合（0.1％）
・会計参与設置会社に対する割引
　当該中小企業者から会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合
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主な保証協会制度	
制度名 概要 保証限度 保証期間 保証料率（年）

普通保証 一般的な事業資金が必要な方 280,000千円 運転…5年以内
設備15年以内

責　0.45％～ 1.90％
セーフティネット保証
（1～ 4,6号）…………0.90％
（…5,7,8号…）責…0.80％

当座貸越根保証 反復継続的、安定的に資金を必要とされる方 280,000千円
50,000千円以内は無担保 1年間又は2年間

（期間延長可で最長5年又
は6年）

責　0.39％～ 1.62％
事業者カードローン根保証 カード等を用いて反復継続的、安定的に小口資金を必要とされる方 無担保扱い

1,000千円～ 20,000千円
中小企業特定社債保証 一定の要件を備え社債の発行により資金調達を必要とする方 有担保扱　450,000千円

無担保扱　200,000千円 7年以内 責　0.45％～ 1.90％

流動資産担保融資保証 売掛債権・棚卸資産を担保に資金を調達する方 200,000千円 根保証　1年
個別保証1年以内 責　0.68%

経営力強化保証 認定経営革新等支援機関の支援を受けて、自ら事業計画策定等を行い、
資金を必要とする方

無担保80,000千円
　　　200,000千円

運転…5年以内
設備…7年以内

…　責　0.45％～ 1.75％
　…………　0.50％～ 2.00％

短期継続型保証「5ing」　 一定の要件を具備し、一定期間短期資金を継続することにより、資金
繰りの安定を必要とする方 20.000千円

運転1年
（1年毎の借換により最長
5年）

責…0.45％～ 1.90％

財務要件型無保証人保証 一定の財務要件の下で経営者保証を不要とする保証を行うことにより、
積極的な設備投資及び事業拡大に繋がる資金を必要とする方

無担保80,000千円
　　　200,000千円

一括　2年以内
分割　7年以内 責　0.45％～ 1.90％

災害等対応保証制度
制度名 概要 保証限度 保証期間 保証料率（年）

東日本大震災復興緊急保証 東日本大震災により、経営の安定に資金が必要な方、または事業再生
に資金が必要な方

①　別枠
280,000千円 10年以内 0.80%

災害関係保証 東日本大震災で直接被害を受けられた方で、事業再生に資金が必要な
方

②　別枠
280,000千円

運転10年以内
設備15年以内 0.70%

経営安定関連保証　
（セーフティネット保証）

中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかの規定に基づいた市町
村の認定を有する方

③　別枠
280,000千円 10年以内 （1～ 4,6号）…………0.90％

（…5,7,8号…）責…0.80％
危機関連保証制度要綱 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の影響を受け、事業継続や

経営の安定のための資金が必要な方
④別枠
280,000千円 10年以内 0.80%

※県制度の中小企業東日本大震災復興資金も①に合算して限度額を計算します。

信用保証のご案内	（H30.4.1現在）

主な岩手県中小企業融資制度
制度名 概要 保証限度 保証期間 保証料率（年）

商工観光振興資金保証 一般的な事業資金が必要な方
運転50,000千円
設備100,000千円　
（制度の上限は100,000千円）

運転…10年以内
設備…15年以内 責　0.45％～ 1.50％

セーフティネット保証
（1～ 4,6号）…………0.70％
（…5,7,8号…）責…0.60％

中
小
企
業
経
営
安
定
資
金
保
証

一般対策 経営の安定に支障をきたし、資金を必要とする方 80,000千円まで
セーフティネット保証は
別枠80,000千円

運転15年以内原油高対策 原油高の上昇の影響を受け、資金を必要とする方
災害対策 災害救助法の適用対象となった災害の発生後、経営環境が

悪化し資金を必要とする方

経営力強化対策 認定経営革新等支援機関の支援を受けて、自ら事業計画策
定等を行い、資金を必要とする方 80,000千円

運転…5年以内
設備…7年以内
借換の場合は10年以内

責　0.45％～ 1.35％
　　…0.50％～ 1.60％　

経営改善サポート 支援機関の支援を受けながら、事業再生を図る方
80,000千円
（他の対策資金併用の場合は合計1億
60,000千円

15年以内
責　0.60%

※保証付きの既往借入金を
借り換える場合は0.80％

普通小口資金保証 一般的な小口の資金を必要とする方 20,000千円 運転…5年以内
設備…7年以内 責　0.45％～ 1.50％

小規模小口資金保証
（責任共有対象外）

小口の資金を必要とする小規模企業者（従業員20人以下（商
業、サービス業は5人以下）） 20,000千円 運転…5年以内

設備…7年以内 　　0.45％～ 1.50％

特別小口資金保証
所得税、事業税等を完納している小口の資金を必要とする
小規模企業者（従業員20人以下（商業、サービス業は5人以
下））でこれ以外の保証債務残高がない方

20,000千円 運転…5年以内
設備…7年以内

0.70％
（ＮＰＯ法人は責　0.60％）

育成資金保証 資格・勤務経験等を生かし新たに事業を開始するための資
金が必要な方

運転20,000千円
設備40,000千円
（運転設備併用の場合は40,000千円以内）

運転10年以内
設備15年以内 責　0.45％～ 1.50％

創業資金保証 事業を営んでいない個人により県内で新たに事業を開始す
るための資金が必要な方 運設20,000千円 運転・設備

10年以内
創業関連保証　0.70％
責　0.45％～ 1.50％

中
小
企
業
成
長
応
援
資
金

成長応援資金 雇用増加、事業拡大、新分野への進出等のための資金が必
要な方 50,000千円 10年以内

責　0.45％～ 1.50％
セーフティネット保証
（1～ 4,6号）…………0.70％
（…5,7,8号…）責　0.60％
経営革新関連保証0.60％

事業承継資金 円滑な事業承継のための資金が必要な方 80,000千円 10年以内 責　3年以内　　　　…2.1％
　　3年超10年以内　2.3％

中小企業東日本大震災復興資金 東日本大震災により著しい被害を受け、経営の安定のため
に資金が必要な方 80,000千円 15年以内

0.80％
※罹災証明書の発行を受けた方

は県が全額補給

市町村制度
制度名 概要 保証限度 保証期間 保証料率（年）

市町村中小企業振興資金保証 各市町村に事業所を有する中小企業者

小口　12,500千円
中口　37,500千円
※小口・中口を合わせて37,500千円以内
経営安定　25,000千円
開業　　　12,500千円
※小口・中口・経営安定・開業を合わせ
て50,000千円以内

運転…7年以内
設備10年以内

責　0.45％～ 1.70％
特小　0.90％

（NPO法人の特小は
責　0.80％）

セーフティネット保証
（1～ 4,6号）…………0.70％
（…5,7,8号…）責　0.60％

※市町村の融資制度についてのお問合せは、信用保証協会、各市町村、商工会議所、商工会の窓口へご相談ください。

①+②+③+④合算限度
普通保険…・・・合算して 400,000 千円
無担保保険・・合算して 160,000 千円

560,000 千円
②+③合算限度
280,000 千円

責：責任共有
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保証承諾・保証債務残高・代位弁済の推移 （単位：千円）

保証承諾 債務残高 代位弁済
年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額
25年度 9,990 102,563,281 32,871 284,502,743 591 7,068,528
26年度 9,891 108,039,691 32,650 279,048,524 366 4,192,777
27年度 9,562 100,152,876 32,195 270,920,332 342 2,782,990
28年度 8,722 90,817,475 30,866 255,865,762 292 2,256,327
29年度 8,388 82,919,182 29,408 237,528,417 276 2,241,250

信用保証業務の状況
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金融機関群別の保証承諾推移

金融機関群別の保証債務残高推移

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

26年度 27年度 28年度 29年度
金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比

都 市 銀 行 606 96.8 0.6 939 154.9 0.9 1,099 117.1 1.2 983 89.4 1.2
地 方 銀 行 64,372 109.4 59.6 58,112 90.3 58.0 49,879 85.8 54.9 46,728 93.7 56.4
第二地銀加盟行 21,567 99.1 20.0 21,171 98.2 21.1 20,157 95.2 22.2 15,806 78.4 19.1
信 用 金 庫 20,356 99.9 18.8 19,156 94.1 19.1 18,632 97.3 20.5 18,923 101.6 22.8
信 用 組 合 25 - 0.0 17 70.7 0.0 0 0.0 0.0 58 - 0.1
政府系金融機関 1,016 125.3 0.9 688 67.7 0.7 951 138.4 1.0 250 26.3 0.3
農業協同組合 97 59.3 0.1 70 72.3 0.1 99 140.9 0.1 172 173.3 0.2
その他金融機関 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
合　　計 108,039 105.3 100.0 100,153 92.7 100.0 90,817 90.7 100.0 82,919 91.3 100.0

26 年度 27年度 28年度 29年度
金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比

都 市 銀 行 2,604 93.8 0.9 2,330 89.5 0.9 2,282 97.9 0.9 2,337 102.4 1.0
地 方 銀 行 165,926 98.4 59.5 160,123 96.5 59.1 149,422 93.3 58.4 138,363 92.6 58.3
第二地銀加盟行 56,225 96.5 20.1 55,066 97.9 20.3 52,863 96.0 20.7 47,744 90.3 20.1
信 用 金 庫 51,383 98.5 18.4 50,505 98.3 18.6 48,382 95.8 18.9 46,431 96.0 19.5
信 用 組 合 106 96.3 0.0 93 88.0 0.0 80 86.1 0.0 98 122.3 0.0
政府系金融機関 2,419 116.1 0.9 2,429 100.4 0.9 2,509 103.3 1.0 2,169 86.4 0.9
農業協同組合 385 83.7 0.1 374 97.1 0.1 327 87.6 0.1 386 118.0 0.2
その他金融機関 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
合　　計 279,049 98.1 100.0 270,920 98.1 100.0 255,866 94.4 100 237,528 92.8 100
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26 年度 27年度 28年度 29年度
金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比

製 造 業 計 19,851 103.1 18.4 17,825 89.8 17.8 16,498 92.6 18.2 15,486 93.9 18.7
農 林 漁 業 780 127.7 0.7 803 102.9 0.8 967 120.4 1.1 655 67.7 0.8
鉱 業 471 98.7 0.4 436 92.6 0.4 542 124.3 0.6 257 47.3 0.3
建 設 業 30,760 103.1 28.5 29,815 96.9 29.8 25,011 83.9 27.5 23,770 95.0 28.7
卸 売 業 10,391 118.6 9.6 9,680 93.2 9.7 7,889 81.5 8.7 7,662 97.1 9.2
小 売 業 15,020 105.7 13.9 13,287 88.5 13.3 13,019 98.0 14.3 11,526 88.5 13.9
飲 食 業 4,677 114.7 4.3 4,361 93.2 4.4 4,671 107.1 5.1 4,397 94.1 5.3
運 送 倉 庫 業 4,137 79.1 3.8 4,477 108.2 4.5 4,411 98.5 4.9 3,706 84.0 4.5
サ ー ビ ス 業 14,322 104.2 13.3 12,240 85.5 12.2 11,785 96.3 13.0 10,972 93.1 13.2
不 動 産 業 6,405 109.4 5.9 6,019 94.0 6.0 5,357 89.0 5.9 4,039 75.4 4.9
その他の産業 1,226 239.5 1.1 1,211 98.8 1.2 667 55.1 0.7 450 67.4 0.5
合　　　計 108,040 105.3 100.0 100,153 92.7 100.0 90,817 90.7 100.0 82,919 91.3 100.0

26 年度 27年度 28年度 29年度
金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比 金　額 前年比 構成比

製 造 業 計 55,161 95.1 19.8 52,495 95.2 19.4 48,769 92.9 19.1 44,478 91.2 18.7
農 林 漁 業 1,642 103.3 0.6 1,770 107.8 0.7 1,985 112.1 0.8 1,996 100.5 0.8
鉱 業 1,382 93.3 0.5 1,334 96.5 0.5 1,365 102.3 0.5 1,058 77.6 0.4
建 設 業 63,507 98.4 22.8 61,316 96.5 22.6 56,561 92.2 22.1 53,573 94.7 22.6
卸 売 業 21,285 98.7 7.6 21,169 99.5 7.8 20,096 94.9 7.9 18,573 92.4 7.8
小 売 業 42,288 94.0 15.2 39,576 93.6 14.6 37,239 94.1 14.6 34,383 92.3 14.5
飲 食 業 16,347 97.5 5.9 15,966 97.7 5.9 15,253 95.5 6.0 14,392 94.4 6.1
運 送 倉 庫 業 14,121 95.5 5.1 13,378 94.7 4.9 12,691 94.9 5.0 11,607 91.5 4.9
サ ー ビ ス 業 40,798 101.1 14.6 39,561 97.0 14.6 37,672 95.2 14.7 35,143 93.3 14.8
不 動 産 業 20,814 105.9 7.5 21,686 104.2 8.0 21,303 98.2 8.3 19,499 91.5 8.2
その他の産業 1,704 231.5 0.6 2,669 156.6 1.0 2,932 109.9 1.1 2,828 96.5 1.2
合　　　計 279,049 98.1 100.0 270,920 97.1 100.0 255,866 94.4 100.0 237,528 92.8 100.0

業種別の保証承諾推移 （単位：百万円）

（単位：百万円）業種別の保証債務残高推移
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　当期の保証承諾は、マイナス金利など金融情勢の変化等により82,919百万円となり、目標額に対して
90.6％、前期比では91.3％と前期を下回りました。
　保証債務残高は237,528百万円となり、目標額に対して96.6％、前期比では92.8％と前期を下回りまし
た。
　保証債務平均残高は244,897百万円となり、目標額に対して99.6％、前期比では94.1％と前期を下回り
ました。

　東日本大震災の被災により二重債務問題を抱える企業については、産業復興機構及び東日本大震災事業者
再生支援機構の債権買取要請に対し、迅速かつ適正な対応に努めました。
　債権買取支援先へ直接職員が訪問を行い、被災企業者皆様の身近な相談相手になれるようアフターフォ
ローを継続して行っております。また、債権買取時には計画になかった追加支援やエグジットファイナンス
に関しても関係機関と連携して支援をしております。

機構別債権買取支援企業数
（単位：企業） （単位：企業、百万円）

機構別エグジットファイナンス支援企業数、金額

保証状況

債権買取りの状況

平成29年度の事業概要

（単位：件、百万円、％）

区別 目標額 当期 達成率 前期 前期比
件数 金額 件数 金額 件数 金額

保 証 承 諾 91,500 8,388 82,919 90.6 8,722 90,817 96.2 91.3

保 証 債 務 残 高 246,000 29,408 237,528 96.6 30,866 255,866 95.3 92.8

保証債務平均残高 245,800 30,091 244,897 99.6 31,402 260,267 95.8 94.1

譲渡先
（買取先）

支援実施累計

企業数

産業復興機構 104

東日本大震災事業者
再生支援機構 125

合　計 229

譲渡先
（買取先）

支援先のうちエグジットファイナンス支援

企業数 保証金額

産業復興機構 14 589

東日本大震災事業者
再生支援機構 7 163

合　計 21 752
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　当期の代位弁済は、2,241百万円（前期比99.3％）となりました。また、求償権等の回収（対債務者）も、
708百万円（同61.9％）と前期を下回りました。
　求償権の残高（対債務者）は、42,436百万円（同100.8％）と前期を上回りました。

代位弁済及び求償権等の状況

（単位：件、百万円、％）
期　別

区　分 計画額 当　　　　期 計画比 前　　　　期 前　期　比
件数 金額 件数 金額 件数 金額

代位弁済
3,500 276 2,241 64.0 292 2,256 94.5 99.3

（債権買取に伴うもの） 14 299 ……─ 27 391 51.9 76.5

求償権等回収
(元金)

897 58 708 78.9 99 1,144 58.6 61.9

（債権買取に伴うもの） 14 84 ……─ 30 85 46.7 99.0

求償権残高 42,300 4,451 42,436 100.3 4,435 42,087 100.4 100.8



19

収																								入
科　　　目 金　　　額

経常収入 2,889,229,355
　保証料… 2,263,296,020
　預け金利息 1,724,130
　有価証券利息配当金 363,075,008
　調査料 0
　延滞保証料 1,055,084
　損害金 11,193,311
　事務補助金 71,638,632
　責任共有負担金　 158,061,000
　雑収入 19,186,170
経常支出 2,050,566,865
　業務費 888,994,342
　借入金利息 0
　信用保険料 1,142,342,223
　責任共有負担金納付金 4,776,700
　雑支出 14,453,600
経常収支差額 838,662,490
経常外収入 3,783,101,488
　償却求償権回収金 116,724,393
　責任準備金戻入 1,545,502,976
　求償権償却準備金戻入 178,115,026
　求償権補てん金戻入 1,942,759,093
　　保険金　 1,807,117,842
　　損失補償補てん金…　 135,641,251
　補助金 0
　その他収入 0
経常外支出 3,804,763,662
　求償権償却 2,272,593,452
　譲受債権償却 0
　有価証券償却 0
　雑勘定償却 19,582,699
　退職金 0
　責任準備金繰入 1,431,037,843
　求償権償却準備金繰入 71,702,983
　その他支出 9,846,685
経常外収支差額 △	21,662,174
制度改革促進基金取崩額 116,343,390
収支差額変動準備金取崩額 0
当期収支差額 933,343,706
　収支差額変動準備金繰入額 466,000,000
　基本財産繰入額… 467,343,706

収支計算書	
…(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

（単位：円）
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収支計算書の用語説明
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借　　　方
　科　　　目 金　　額

現金 0
　現金 0
　小切手 0
預け金 4,673,072,409
　当座預金 0
　普通預金 2,898,252,620
　通知預金 0
　定期預金 1,772,177,227
　郵便貯金 2,642,562
金銭信託 0
有価証券 29,828,094,900
　国債 0
　地方債 21,327,684,900
　社債 8,498,410,000
　株式 2,000,000
　受益証券 0
その他有価証券 0
　新株予約券 0
　再生ファンド出資 0
動産・不動産 836,467,617
　事業用不動産 790,918,414
　事業用動産 45,549,203
　所有動産・不動産 0
損失補償金見返 782,074,403
保証債務見返 237,528,417,081
求償権 268,752,775
譲渡債権 0
雑勘定 678,291,997
　仮払金 44,909,186
　保証金 20,000
　厚生基金 25,308,865
　連合会勘定 0
　未収利息 60,902,513
　未経過保険料 547,151,433

合　　　計 274,595,171,182

貸　　　方
　科　　　目 金　　額

基本財産 21,520,982,248
　基金… 9,507,430,695
　基金準備金 12,013,551,553
制度改革促進基金 125,854,073
収支差額変動準備金 6,676,000,000
責任準備金 1,431,037,843
求償権償却準備金 71,702,983
退職給与引当金 563,357,982
損失補償金 782,074,403
保証債務 237,528,417,081
求償権補てん金 0
　保険金 0
　損失補償補てん金 0
借入金 2,473,000,000
　長期借入金… 0
　　内公庫分 0
　短期借入金 0
　　内公庫分 0
　収支差額変動準備金造成資金 2,473,000,000
雑勘定 3,422,744,569
　仮受金 39,075,344
　保険納付金 71,309,159
　損失補償納付金 4,165,660
　未経過保証料 3,302,845,549
　未払保険料 1,248,027
　未払費用 4,100,830

合　　　計 274,595,171,182

資　　　産
　科　　　目 金　　額

現金 0
預け金 4,673,072,409
金銭信託 0
有価証券 29,828,094,900
その他有価証券 0
動産・不動産 836,467,617
損失補償金見返 782,074,403
保証債務見返 237,528,417,081
求償権 268,752,775
譲受債権 0
雑勘定 678,291,997

合　　　計 274,595,171,182

負　　　債
　科　　　目 金　　額

責任準備金 1,431,037,843
求償権償却準備金 71,702,983
退職給与引当金 563,357,982
損失補償金 782,074,403
保証債務 237,528,417,081
求償権補てん金 0
借入金 2,473,000,000
雑勘定 3,422,744,569

…合　　　計 246,272,334,861
正味資産 28,322,836,321

貸借対照表（平成30年3月31日現在）

財産目録（平成30年3月31日現在）
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♦基本財産とは
　基本財産とは、一般企業の資本金に相当するものです。
　信用保証協会が引き受けた保証債務の最終担保的な性格があります。このことから、当協会が引き受ける
ことができる保証債務の最高限度額は、定款により基本財産の46.6倍（定款倍率）と定めています。
　したがって、中小企業者等の保証需要に安定して応え、公共的使命を果たしていくためには、基本財産の
充実が不可欠となっています。

♦基本財産の構成
　基本財産は、①基金、②基金準備金で構成されています。
①基金は、県市町村からの拠出である出捐金と金融機関等負担金で構成されています。
②基金準備金は、毎事業年度決算における収支差額のうち、基金準備金として繰り入れた累計で、信用
保証協会の自己造成資金です。

貸借対照表の用語説明
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１．地域の動向及び信用保証協会の実績
　岩手県信用保証協会は、積極的な“信用保証”
ときめ細かい“経営支援”を通じて中小企業の資
金調達の円滑化と持続的成長を促す公的機関
として、地域経済の振興に尽力してきた。
　平成27年度から平成29年度までの3ヶ年
間の信用保証協会の実績についての評価は、
以下のとおり。

（1）地域経済及び中小企業の動向
　平成27年度の県内経済は、復興需要
関連がピークを打ち、公共工事の発注が
前年を下回ったものの依然高水準である
ことや企業の設備投資が堅調であったこ
となどにより、全体として緩やかな回復
傾向となった。平成28年度に入ると個人
消費に持ち直しの動きが見られ、企業の
設備投資も復興需要や企業業績の向上を
背景に依然堅調だった。一方、災害復旧
関連の公共工事は集中復興期間が終了し
たことなどから前年を下回ったとは言え
依然高水準であったことなどから、全体
としては緩やかな回復傾向が続いた。平
成29年度に入って公共投資が前年を上回
り、全体として依然緩やかな回復傾向が
続いた。

（2）中小企業向け融資の動向
　県内金融機関の融資動向は、平成27
年度前半は成長産業や不動産投資部門等
への積極的な資金供給等により金融機関
の貸出残高は前年を上回る推移となった
が、後半にかけて企業に金利引下げの期
待感が高まり、金融機関貸出は苦戦した。
平成28年度から29年度にかけては、県
内中小企業の資金需要が落ち着いている
中、金融行政方針に基づきプロパー融資
主体の支援傾向が強まり、また、企業か
らの金利引下げ要望が多くなったことか
ら、金融機関間の競争が激化した。

（3）岩手県内中小企業の資金繰り状況
　平成27年度から平成29年度にかけて
の県内中小企業の資金繰り状況は、景気
が緩やかながら回復基調が続いているこ
とや災害関連融資の推進により資金需要
は落ち着いているものと見られる。
　企業倒産件数は総じて低い水準で推移
している一方、後継者不在の企業や抜本
的な経営改善が進まずに条件変更を繰り
返している企業も多く、小規模企業を中
心に今後自ら廃業を選択する企業が出て
くることが予想され、予断を許さない状

況にある。

（4）岩手県内中小企業の設備投資動向
　平成27年度から28年度にかけては、
復興需要や企業業績の回復を背景に堅調
に推移したが、平成29年度には反動によ
り前年度を下回る動きとなった。

（5）岩手県内の雇用情勢
　平成27年度からの雇用情勢は総じて改
善の動きが続いており、有効求人倍率は
１倍超で推移し、特に沿岸地域では建設
業や水産加工業の新規求人数が増加基調
にある中で人手不足が深刻な状況になっ
ている。

２．中期業務運営方針についての評価
(1)	保証の推進
①保証制度の多様化と政策保証の推進
　保証制度の多様化のための中小企業の実情
やニーズを把握するため、保証をご利用をい
ただいているお客様から直接ご要望・ご意見
をいただくことを目的とした「お客様懇話会
（平成28年度からは、「経営セミナー及びお
客様交流会」とリニューアル）」や「お客様アン
ケート」を継続して実施した。
　また、金利及び保証料の金融コストが軽減
される県制度や市町村制度及び国の政策保証
である事業再生計画関連保証等を積極的に活
用し、顧客のニーズに合った資金の組み立て
を前提に検討の上、財務状況に応じた企業に
とって最適な保証を積極的に推進するよう取
り組んだ。
　なお、地域事業者の減少に歯止めをかけ地
域経済の活性化を図るため、創業予定者や創
業5年未満の創業者に対し創業関連保証等の
推進に取り組んだ。

＜懇話会（経営セミナー及びお客様交流会）
　及びアンケート実施状況＞

年　度 懇話会等参加者
平成 27年度 111名
平成 28年度 93名
平成 29年度 140名
合　計 344名

アンケート
発送社数 回答社数
1,000 社 374社
1,000 社 400社
1,000 社 383社

経営諸計画の取り組みへの評価
中期事業計画（平成27年度～平成30年度）の評価
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上、企業訪問時等において利用企業に対し提
供しながら情報の発信に努めた。
　また、「お客様懇話会」において当協会によ
る経営支援事例を含めた活動内容等を直接
PRするなど周知活動を行ってきたことから、
専門家派遣を中心に支援メニュー活用企業は
増加の方向にある。
　なお、経営支援に当たっては、金融機関と
の情報の共有と支援の連携が重要であり、諸
会議及び営業店と保証担当部署との勉強会等
において支援事例を示しながら連携の促進を
要請してきたことから、徐々に連携事例は増
えつつある。

④保証利用企業者の増加
　地域における信用保証協会の存在価値の向
上のためにも、保証利用企業者の増加を図る
ことは重要な課題であることから、保証促進
キャンペーンを中心に取り組んだ。
　小規模事業者を中心に県内中小企業者事業
者数の減少に歯止めがかからないこと、ま
た、平成28年12月に中小企業政策審議会金
融ワーキンググループにおいて小規模事業者
の持続的発展を支えるための資金繰り支援の
必要性が示されたことより、平成29年度に
おいては、小規模事業者等に対し積極的な保
証をもって応援することで県内中小企業の減
少に歯止めを掛け、地域の経済の活性化を図
り地方創生に寄与することを目的に「地域中
小企業応援キャンペーン」と名称及び実施内
容を改正の上実施し、利用企業者の増加に取
り組んだ。
　キャンペーンにおいては、部署目標等を設
定し、各部署が達成を目指して完全完済予定
者及び完全完済者の情報を取扱金融機関と共
有しながら、連携して利用企業者の継続利用
及び新規保証利用者の誘発するための活動に
取り組んだ。
　しかし、新規保証利用企業者の一定の実績
は維持しながら、計画期間3カ年における利
用企業者数は、大幅に減少した。

＜保証利用企業者数の状況＞
年　度 企業者数 減少数 新規企業者数

平成26年度末 16,208 ― ―
平成27年度末 16,154 △……54 1,170
平成28年度末 15,582 △572 795
平成29年度末 15,022 △560 809
※減少企業累計：1,186企業

⑤成長分野、女性の活躍等、社会や顧客のニー
ズに合った新商品の開発

＜県制度＞

年　度
承　　諾 残　　高

件数 金額 件数 金額
平成27年度 5,207 72,266百万円 19,548 203,989百万円
平成28年度 4,593 60,961百万円 18,800 190,536百万円
平成29年度 4,307 56,142百万円 17,955 176,008百万円

＜市町村制度＞

年　度
承　　諾 残　　高

件数 金額 件数 金額
平成27年度 1,556 8,352百万円 6,096 21,275百万円
平成28年度 1,304 7,308百万円 5,600 19,235百万円
平成29年度 1,303 7,040百万円 5,223 17,769百万円

＜創業資金保証＞

年　度
承　　諾 残　　高

件数 金額 件数 金額
平成27年度 71 303百万円 331 908百万円
平成28年度 54 255百万円 319 896百万円
平成29年度 66 306百万円 311 940百万円

②経営支援を伴った戦略的な保証推進（格上
げ支援）
　保証利用企業に対し、積極的な企業訪問と
保証提案を展開するとともに、当協会の専門
家派遣等の企業支援メニューによる経営改善
のための支援をコーディネートするサービス
を併せ行うことで、企業の格上につながるこ
とを目標に取り組んだ。
　保証提案は、保証利用企業との関係性の深
化のための入り口と捉え、新決算書取得時や
金融機関を通じての申込みに係る相談時にお
いて効果的な保証と経営改善に向けた支援メ
ニューの活用の提案を展開してきたが、経営
課題の把握等経営支援スキルアップを図りな
がら、引き続き支援の質の向上に努める必要
がある。

＜保証提案型サポート実績＞

年　度
提　　案 成　　案

企業者数 金額 企業者数 金額
平成27年度 54 2,178百万円 33 1,384百万円
平成28年度 55 2,098百万円 41 1,453百万円
平成29年度 50 2,177百万円 26 1,335百万円

③支援メニューの告知
　当協会の様々な企業支援メニューの情報発
信については、初年度（平成27年度）の初頭
に企業支援メニューのパンフレットを作成の
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　各年度、保証制度検討委員会を立ち上げ、
地域ニーズ等について検討を重ね、以下の商
品等を開発及びリニューアルを行った。

年　度 検討開発商品等 内　　容　　等

平成27年度
５ｉｎｇ
（平成28年
4月1日施行）

・長期借入金における
資金繰り償還分の短
期資金で一定期間据
え置き

・資金繰りの安定化に
よる長期借入金の償
還の促進

平成28年度
協調支援
パッケージ
（平成28年
10月5日開始）

・金融機関と連携して
中小企業に対し中長
期的に安定した支援
を行うためのプロパ
―融資支援との協調
融資における金額、
返済期間等の弾力化

平成29年度
５ｉｎｇ
要件緩和
（平成29年
8月1日一部改正）

・金融機関からの要件
緩和の要望

・法人と個人要件を分
割し、債務超過要件
を緩和

・利益要件の緩和
・個人 BS作成前提要件
の廃止・格付基準の
増設

⑥広報活動の充実
　平成27、28年度は、1～ 3月に岩手放送
でラジオCMを放送した。平成29年度はサウ
ンドロゴを制作するとともに、長期間放送す
ることにより聴取者に浸透することを目的と
して12月からラジオCM放送を開始した。（現
在も継続中。）
　また、ノベルティグッズを新しく3種類作
成し、広報に努めた。

(2)	東日本大震災により被災した中小企業者
　		の復旧・復興支援
　東日本大震災の被災中小企業、加えて平成
28年8月に発生した台風10号災害による被
災企業に対し、積極的に企業訪問を実施の
上企業毎に異なるニーズを把握することに努
め、経営サポート会議による金融機関との調
整等や、必要に応じて商工団体等中小企業支
援機関と街づくりの進捗状況等の復興・復旧
状況等の情報交換を行い、本設移行や復旧に
係る資金に対してのタイムリーな保証支援や
専門家派遣等の支援に取り組んだ。
　また、二重債務問題解消のための岩手県
産業復興相談センター（以下「復興相談セン
ター」という。）及び東日本大震災事業者再生
支援機構（以下「震災支援機構」という。）の買
取要請に対しては、迅速かつ適正に対応した。
買取支援実績は、減少の方向にあるが、今後

も被災企業の本設移行に向けて需要が予想さ
れることから、引き続き復興相談センター、
震災支援機構及び金融機関と連携しながら、
積極的に取り組んでいくこととする。
　なお、債権買取企業に対するフォロー訪問
については、積極的に展開するとともに復興
相談センター及び震災支援機構と帯同による
フォロー訪問の体制を構築し、モニタリング
情報の共有化を図り、事業計画に対し業績が
下振れしている先には、連携しながら専門家
派遣事業による経営課題の解決支援を行った。

＜経営サポート会議開催実績＞

年　度 企業・
ＢＫ要請

認定支援
機関等要請 開催合計

平成27年度末 120回 8回 128回
平成28年度末 134回 14回 148回
平成29年度末 148回 8回 156回

＜被災企業訪問回数累計実績＞

年　度 東日本大震災
被災企業

台風10号
災害被災企業

平成27年度 70回 ―
平成28年度 95回 42回
平成29年度 194回 53回

※29年度における台風10号災害被災企業に対する訪問は、
県災害復旧資金等台風災害復旧に係る保証利用企業のア
フターフォロー訪問

＜復興センター及び震災支援機構の買取決定実績＞
年　度 復興相談センター 震災支援機構

平成27年度 13企業 8企業
平成28年度 4企業 3企業
平成29年度 ― ―

※30年3月末エグジットファイナンスに係る保証支援の累
計実績は、復興相談センターが14企業589,240千円、
震災支援機構が7企業162,900千円となった。

＜債権買取企業に対するアフターフォロー訪問回数累計実績＞

年　度 回数 内、両機構との
連携訪問

平成27年度 140回 47回
平成28年度 178回 94回
平成29年度 243回 146回

(3)	経営支援、再生支援及び創業支援の整備・強化
①経営支援、再生支援及び創業支援の整備・強化
　計画初年度において、企業支援活動の実効性
を高めるための新スキーム（「保証提案型サポー
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ト」、「継続的サポート」）を制定し取り組んだ。
　また、企業経営者と協会職員の関係性の深
化を図るため、企業訪問を徹底して行った。

＜企業訪問実施状況＞
年　度 企業者数

平成27年度 1,045企業
平成28年度 1,009企業
平成29年度 1,421企業

・「保証提案型サポート」は、利用企業に対し積極
的な資金供給のための保証提案を行うとともに
経営課題を共有するためＭｃＳＳ等の財務分析
資料を持参し、当協会専門家派遣事業等の経営
支援メニューの活用を提案し、経営改善意欲の
誘発に取組んだ。

＜保証提案型サポート実績＞

年　度
保証提案 成　　案

企業者数 金　額 企業者数 金　額
平成27年度 54企業 2,178百万円 33企業 1,384百万円
平成28年度 55企業 2,098百万円 41企業 1,453百万円
平成29年度 50企業 2,177百万円 26企業 1,335百万円
・「継続的サポート」は、業績不振の利用企業に対
し当協会経営支援メニューによる経営課題の解
決の支援行い、経営改善に向けて継続的に関与
しながらのサポートに取組んだ。

＜継続支援型サポート実績＞
年　度 支援企業者数 訪問回数

平成27年度 50企業 延べ181回
平成28年度 45企業 延べ178回
平成29年度 49企業 延べ247回

・企業支援スキームにおける協会経営支援メニュー
の実績状況は以下のとおりとなった。

＜専門家派遣事業実績＞

年　度 目　標 派遣
企業者数

経営
サポート

創業
サポート

事業承継
サポート

生産性
サポート

平成27年度 20企業 35企業 35企業 ― ― ―
平成28年度 50企業 53企業 46企業 7企業 ― ―
平成29年度 65企業 80企業 60企業 15企業 2企業 3企業

＜経営改善計画策定費用補助実績＞
年　度 申請企業者数 交付企業者数 交付金額

平成27年度 14企業 10企業 1,912百万円
平成28年度 19企業 11企業 2,048百万円
平成29年度 17企業 13企業 2,337百万円
・当協会が、ワンストップ支援窓口としてのハブ

機能を強化するため、商工団体等各中小企業支
援機関及び様々な分野の専門家と情報交換や勉
強会を行うなど連携体制の構築に取り組んだ。

・再生支援に係る取組みにおいては、中小企業再
生支援協議会等が関与する債権放棄を伴う抜本
再生について、経営者の改善意欲や計画の実現
可能性を見極めながら前向きに取り組んだ。

※第二会社方式：2企業、直接放棄（M&A）：2企業、
　信用保証付債権条件変更型DDS：1企業
・事業継続中の求償権先の事業再生支援のため、
中小企業再生支援協議会に対し計画策定関与を
要請し、金融機関と連携して求償権消滅保証を
実施した。

②創業支援の整備・強化
　創業者の安定した成長をサポートするた
め、創業予定者に対する創業準備から創業後
のフォローまでの創業支援パッケージ（「いわ
てドリームパスポート」）による総合支援に取
組んだ。
　創業予定者との接点を拡大するため、当協
会主催による創業者向けセミナー、商工団体
等の主催の創業スクール等に対する講師派遣
等、当協会の創業支援のPRとサポート関与
先の発掘に努めたが、創業支援パッケージに
よる予定者に対する支援関与実績は2企業に
止まった。
　また、創業支援に係る覚書を締結した日本
政策金融公庫及び商工団体と定期的に創業支
援に係る情報交換を行い連携の強化を図り、
金融支援においても連携体制（日本政策金融
公庫との創業資金に対する協調支援）が確立
された。
　なお、28年度からは、創業資金保証を行っ
た先に対するフォロー訪問を積極的に行い
（訪問企業数累計290企業）、経営課題の解決
ニーズのある企業に対しては専門家派遣支援
を行った。（専門家派遣事業実績表のとおり。）

③期中管理の充実・強化
　条件変更を繰り返している企業に対して
は、専門家派遣事業の活用を勧め、経営課題
の解決のサポートを行いながら経営力の向上
のための支援に取組んだ。
　延滞、事故先に対しては、決算書を徴求し
財務状況の把握に努めるとともに、金融機関
担当者と情報を共有し、必要に応じて帯同訪
問を行いながら早期に管理方針を打ち出し、
連携しながら延滞、期限経過債務の圧縮に取
り組んだ。
　また、未収保証料が発生している先につい
ては業績悪化の予兆と捉え、実態調査を徹底
し「未収保証料リスト」により管理しながら、
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必要とするサポートを行うとともに、分割納
入や借換保証等による早期対応につとめた。

＜事故残高及び事故調整額の推移＞

年　度
事故残高 事故調整高

件数 金　額 件数 金　額
平成27年度 290 2,153百万円 200 1,956百万円
平成28年度 277 2,155百万円 189 1,264百万円
平成29年度 205 1,286百万円 225 1,785百万円

(4)	回収の合理化・効率化を目指す取り組み
①定例回収の強化
　債務者等との接触を増やし、相手の心情を
斟酌しながら粘り強く交渉するため、死亡、
行方不明等により交渉が途絶えている関係人
については、相続人調査や居所の特定のため
に弁護士等を活用、実態を把握に努めるとと
もに夜間督促にも取り組んだ。

＜弁護士、調査機関等による相続・居所等調査実績＞

年　度 弁 護 士 調査機関 効果
（居住、相続人確認）

平成27年度 23回 18回 16回
平成28年度 35回 33回 13回
平成29年度 30回 21回 21回

＜実態把握＞

年　度 業況
把握

決算書
徴求

定例入
金増額

督促
強化 相談

平成27年度 44回 9回 0回 － 3回
平成28年度 14回 5回 2回 11回 1回
平成29年度 87回 16回 2回 2回 2回

＜夜間督促実績＞
年　度 夜間督促 入金復活先

平成27年度 160回 10回
平成28年度 204回 12回
平成29年度 307回 18回

＜定例入金実績（元損）＞
年　度 件　数 先　数 金　額 前年比

平成27年度 12,234 803 199百万円 108.5%
平成28年度 13,060 830 236百万円 118.6%
平成29年度 13,678 795 191百万円 80.9%

②担保物件処分の促進
　担保物件については、所有者の実情を勘案
しつつ、早期の任意売却若しくは競売手続き
による回収に努めた。

＜不動産処分回収実績（元損）＞

年　度
任意売却 競　　売

金　額 前年比 金　額 前年比
平成27年度 503百万円 88.8% 252百万円 167.1%
平成28年度 347百万円 177.3% 252百万円 119.7%
平成29年度 109百万円 31.4% 40百万円 15.9%

③法的手続きの活用
　余力が見込まれる関係人所有の不動産が存
在する場合は、状況に応じて担保提供を交渉
するほか、法的手続きを積極的に活用した。
また、時効の中断において法的手続きが必要
な場合は適時適切に対応した。

年　度
管理事務停止 求償権整理 求償権対債務者残高

件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 件数 金額 前年比
平成27年度 399 3,601百万円 124.3% 402 3,447百万円 75.9% 4,549 43,105百万円 96.0%
平成28年度 325 3,003百万円 83.4% 282 1,689百万円 49.0% 4,435 42,087百万円 97.6%
平成29年度 240 2,554百万円 85.0% 212 928百万円 54.9% 4,451 42,436百万円 100.8%

＜担保交渉実績＞
年　度 件　数

平成27年度 2
平成28年度 1
平成29年度 6

＜法的手続＞

年　度
請求訴訟 支払督促 競　売

件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比
平成27年度 41 128.1% 9 22.0% 30 76.9%
平成28年度 35 85.4% 8 88.9% 24 80.0%
平成29年度 26 74.3% 0 － 28 116.7%

④求償権の効率化、適正化の推進
　求償権分類に基づき、回収が見込まれない
求償権については、計画的に管理事務停止措
置を講じ、管理事務停止先で求償権整理可能
なものについては遅滞なく手続きを行った。
　求償権時効中断リストを活用し、時効中断
が必要な場合は速やかに措置を講じて適正に
管理した。

＜求償権管理＞

年　度
管理事務停止 求償権整理 求償権対債務者残高

件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 件数 金額 前年比
平成27年度 399 3,601百万円 124.3% 402 3,447百万円 75.9% 4,549 43,105百万円 96.0%
平成28年度 325 3,003百万円 83.4% 282 1,689百万円 49.0% 4,435 42,087百万円 97.6%
平成29年度 240 2,554百万円 85.0% 212 928百万円 54.9% 4,451 42,436百万円 100.8%
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＜時効中断実績＞
年　度 件　数

平成27年度 48
平成28年度 42
平成29年度 27

⑤人材の育成
　回収担当者の交渉スキルを向上させるため、
内部研修、OJT及び顧問弁護士による勉強会
を開催して回収のノウハウの構築を図った。

＜勉強会開催実績＞

年　度 部内勉強会 顧問弁護士講師
による勉強会

平成27年度 12回 2回
平成28年度 12回 2回
平成29年度 12回 2回

⑥保証協会サービサーの活用
　保証協会サービサーをより効率的、効果的
に活用するため、サービサー委託案件の見直
しを行った。
　サービサーとの連絡協調関係の強化を図
り、回収方針を明確化するとともに目標管理
を徹底した。

＜サービサー委託及び回収実績＞

年　度
委　　　託 委託残高 回　収

件数 金　額 前年比 件数 金　額 前年比 金　額
平成27年度 156 1,565百万円 191.3% 1,905 18,421百万円 103.5% 215百万円
平成28年度 58 268百万円 17.1% 1,889 17,950百万円 97.4% 216百万円
平成29年度 52 366百万円 136.6% 1,826 16,758百万円 93.4% 175百万円

⑦二重債務解消のための債権買取への対応
　二重債務解消のための債権買取に対応する
ための代位弁済事務を迅速かつ適正に進めた。

＜債権買取に係る代弁実績＞
年　　度 件　数 金　額 前年比
平成27年度 42 387百万円 25.8%
平成28年度 30 391百万円 101.1%
平成29年度 14 299百万円 76.5%

＜譲渡回収実績（元損）＞

年　度
譲　　　渡

件　数 金　額 前年比
平成27年度 42 99百万円 17.4%
平成28年度 30 85百万円 85.9%
平成29年度 14 84百万円 98.8%

(5)	業務プロセスの改善
・職員提案制度を継続的に実施し、平成27年
度は17件、平成28年度は26件、平成29年
度は29件の提案があった。

・平成29年1月の電算システム移行に合わせ
て業務フローを全面的に見直した。

(6)	専門的なスキルと人間力を持った職員の
　　育成
・基本的な協会業務知識の習得のための研修、
経営支援を担う人材を育成する研修、各種
通信教育研修及び協会業務に必要な中小企
業診断士等の公的資格の取得のための研修
について、主な研修については、自己啓発
意欲を喚起することを目的に原則として公
募とし、対象27講座に対し平成27 ～ 29
年度に累計で98名が受講した。

・連合会が主催する信用調査検定（マスター、
アドバンス、ベイシス）の資格取得を奨励
しているほか、中小企業診断士の養成研修
についても受講希望者を受講させた。

(7)	組織の活性化
・毎年度「職員の満足度調査」を実施し、集約
結果については経営会議で報告のうえ、課
長会議を通じ全職員に周知した。

・平成28年度には、電算システム移行のため
組織横断的な兼務配置を行った。

・東北・北海道信用保証協会親善体育大会が
平成28年度は岩手県で、平成29年度は宮
城県で開催され、他協会の職員と交流を深
めた。

(8)	コンプライアンス態勢の維持・強化
　各年度のコンプライアンス・プログラムに
基づき、役員による諸会議における啓蒙活動
やコンプライアンス委員会（年4回開催、平成
28年は年５回開催）及びコンプライアンス担
当者会議（年4回開催）の開催等によりコンプ
ライアンス態勢の推進を図った。
　毎年、危機管理対応マニュアルに基づき「防
災訓練」を実施した。
反社会的勢力の介入排除の取組みとして、平
成27年9月に副課長・副支所長級管理職を対
象に、平成28年8月には部長、課長及び支所
長級管理職を対象に、平成29年11月に副課
長・副支所長級管理職を対象に岩手県暴力団
追放推進センターより講師を招き対応訓練等
を実施した。
　平成27年度、平成28年度、平成29年度の
各年度において、日常モニタリング活動確認
シート、コンプライアンス・チェックシート
及びマナーチェックシートの調査内容につい
て、見直し実施しながら、コンプライアンス
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の浸透状況、問題点の改善状況、マナー向上
の状況把握に努めた。
　個人情報保護については、「個人データ取
扱点検計画」に基づき、個人情報保護適正に
行われているか定期的に点検を実施した。
　コンプライアンスの研修・啓蒙活動とし
て、コンプライアンスをテーマに職場内研修
等を実施するとともに、「コンプライアンス・
ニュース」を発行し啓蒙に努めた。（平成27
年度24号、平成28年度24号、平成29年度
39号発行まで発行）平成28年度には職務以
外で不祥事件が発生したことから、再発防止
策を決定、実施した。

●外部評価委員会の意見等

　東日本大震災から７年余が経過し、平成28年
台風10号災害から間もなく２年が経過しようと
しています。この間、被災した中小企業への復旧・
復興支援を最重点課題として取り組み、県制度

の東日本大震災復興資金保証制度の推進等によ
り被災企業の復旧・復興に必要な資金の円滑供
給に大きく貢献したものと評価します。復興事
業はこれまでに大きく進みましたが、企業が直
面している課題は、多様化、複雑化しています。
金融機関及び各種支援機関と連携し、今後とも
個々の企業が抱える問題にきめ細やかな支援を
行うことを期待します。
　一方、廃業する企業が全国的に増えている中、
「いわてドリームパスポート」の愛称を付与した
創業支援パッケージにより創業予定者及び創業
後間もない企業を支援する取組みを行っている
ことは評価しますが、より一層の掘り起こしに
努めることを期待します。
　信用補完制度の見直しにより、金融機関と今
まで以上に連携を深め、地域中小企業を支援す
ることが求められています。これまでの取組み
を一層充実させるとともに、人材を育成し、中
小企業から信頼される協会作りを行うことを期
待します。

平成29年度経営計画の評価
１．業務環境

（1）地域経済及び中小企業の動向
　平成29年度の岩手県内の経済情勢は、
企業での人手不足や不漁に伴う水産関連
業種への影響などの不安要因による地域
経済への悪影響が懸念されたものの、東
日本大震災及び台風10号災害等の復旧関
連工事を始めとする公共工事の発注や個
人消費の持ち直しなどから、全体として
は前年度からの緩やかな回復の動きが継
続された。
　これに伴い、県内中小企業の倒産件数、
負債総額は、ともに前年を下回って推移
しているものの、小規模事業者について
は倒産が高水準にあるなど懸念されると
ころとなっている。

（2）中小企業向け融資の動向
　金融機関の貸出残高は増加傾向にある
一方、貸出金利は依然低下していること
から、日銀が調査した企業金融関連判断
ＤＩでも指数は全体的に良化している。

事業性評価を基調に「担保・保証に過度
に依存しない融資」の促進を求める金融
行政方針に基づき、プロパー貸出による
支援と金融機関間での金利競争激化の傾
向が継続されている。

（3）岩手県内中小企業の資金繰り状況
　県内中小企業の資金繰り状況は、低金
利や金融機関の競争激化の恩恵により、
落ち着いた状況にあるものとみられる。
企業倒産件数は平成25年度をピークに低
い水準で推移しており、前年度に比べて
も件数では若干増えたものの負債額では
大きく減少しているが、一方、後継者不
在の企業や抜本的な経営改善が進まずに
条件変更を繰り返している企業も多く、
小規模企業を中心に今後自ら廃業を選択
する企業が出てくることが予想され、予
断を許さない状況にある。

（4）岩手県内の雇用情勢
　県内の有効求人倍率は、平成30年3月
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現在59カ月連続で1倍超と連続1倍台の
過去最長記録の更新中であるなど、雇用
情勢は改善が続いている。
　また、新規求人数は、建設業が増加基
調の中で1千人台を継続的に維持してい
るほか、製造業や医療・福祉、サービス
業などでも高水準となった。

２－１．重点課題について【保証部門】
（１）保証の推進
①保証の多様化と政策保証の推進の取組み
　政策保証の推進のため事前相談に当たって
は、金利及び保証料の金融コストを最大限軽
減できるよう県制度や市町村制度による資金
の組み立てを前提に検討の上、財務状況に応
じた企業にとって最適な保証を積極的に推進
するよう取り組んだが、マイナス金利や金融
行政方針等金融情勢の変化が大きく影響し、
県制度及び市町村制度の保証承諾は目標を下
回った。

＜県制度＞
目　　標 実　　績 達成率 前年比

承諾 64,000百万円 56,142百万円 87.7% 92.1%

＜市町村特別保証＞
目　　標 実　　績 達成率 前年比

承諾 9,100百万円 7,041百万円 77.4% 96.3%

②経営支援を伴った保証推進（格上げ支援）
　保証利用先の新決算書徴求時や金融機関か
らの申込みに係る事前相談時において、金融
機関と情報共有しながら積極的な資金供給の
ための保証提案を行うとともに、経営改善に
向けた当協会支援メニューの活用提案に取組
んだ。
　また、金融機関からの申込みに係る事前相
談に対する提案は、金融機関との連携を目的
とした「連携支援協調パッケージ」による組み
立てを意識して取り組んだ。

＜保証提案サポート＞
件数 前年比 金　額 前年比

提　案 50 90.9% 2,177百万円 103.8%
成　案 26 63.4% 1,335百万円 91.9%

＜連携支援協調パッケージ＞
承　　　諾 336件　7,162百万円
融資必要額 13,208百万円

協調割合 保証付融資：51.7%（6,827百万円）
プロパー融資：48.3%（6,381百万円）

③支援メニューの告知
　各関係機関との諸会議において、当協会独自
の無料の専門家派遣や国の経営改善計画策定
支援事業（通称405億円事業）における当協会に
よる事業者負担分の一部補助等の経営支援メ
ニューについて支援事例を示しながら、積極的
にPR活動を行うとともに支援連携を要請した。
　また、保証利用企業を対象とした「経営セ
ミナー及びお客様交流会」を全保証担当部署
毎に開催し、専門家を講師として招き販売促
進に係る経営セミナーを実施し、交流会にお
いては当協会に対する貴重なご意見・ご要望
をいただいた。
　なお、例年実施してきた「お客様アンケート」
は、質問内容等リニューアルの上1,000社に対
し発送し、383社の回答をいただいた。集約の
結果、「審査期間の短縮の改善」等一定の評価
をいただいたが、「経営支援活動の分野の認知
度」は低い結果となった。引き続き、PR活動に
注力するとともに質の高い経営支援活動を推
進し、お客様満足度の向上に努める必要がある。

＜経営セミナー及びお客様交流会＞

開催月（部署）
お客様出席者数

セミナー 交流会
H29年7月（保証一課） 18 14
H29年7月（保証二課） 21 18
H29年9月（大船渡支所） 17 12
H29年9月（釜石支所） 17 13
H29年9月…（宮古支所） 23 16
H29年11月…（二戸支所） 19 16
H30年1月…（一関、奥州支所） 25 19

合　　計 140 108

④小規模事業者への資金繰り支援
　当協会の保証利用企業者の8割以上が小規
模事業者であり、持続的発展を支えるため小
口資金保証を「地域中小企業応援キャンペー
ン」の対象制度に盛り込む等積極的に小規模
事業者への支援に取り組んだが、小口資金保
証についての承諾は、目標を下回った。

＜小口資金保証＞
目　標 実　績 達成率

承諾企業者数 2,600企業 2,491企業 95.8%
承 諾 金 額 10,400百万円 8,393百万円 80.7%

⑤成長分野、女性の活躍等、社会ニーズに合っ
　た新商品の開発
　平成28年4月1日から実施した短期継続型
保証「５ｉｎｇ」の対象要件について、金融機
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関から弾力化の要望が多く寄せられていた
ことから、5月に制度検討委員会を立ち上げ
優先検討課題として見直しについて検討を行
い、対象要件を一部緩和する制度要綱の一部
改正を8月1日に施行した。
　また、県制度資金見直しに係る要望等を検
討し、9月に県の担当部署と意見交換会を実
施した。要望事項の内「創業資金」に係る保証
料負担軽減のための保証料補給の措置につい
ては、30年度において継続して協議してい
くこととなった。

（2）東日本大震災及び台風10号による災害の
　		被災企業への支援
①復旧状況についての情報収集及び関係機関			
			と連携した支援
ア．東日本大震災被災地の復興状況に応じ
　た適切な支援
　保証担当部署において被災企業を訪問
し、企業ニーズを把握の上各関係機関と調
整を行いながら、本設に係る補助金や高度
化資金融資のつなぎ資金等積極的に対応し
た。
　なお、訪問目標50企業に対し108企業
（前年比168.8%）延べ194回（同204.2%）
の訪問実績となった。
イ．台風10号災害による被災企業への再
　建支援
　復旧に係る保証利用企業者及び二重ロー
ン債権買取支援先で台風被害を受けた企業
に対して、継続してフォロー訪問を53企
業に実施した。
ウ．支援メニューの活用
　被災企業への訪問の際は、個々の経営課
題について認識を共有することに努め、支
援メニューを活用して解決に応える取組み
を行った（専門家派遣事業活用：9企業）。
エ．被災地の商工団体等の定期訪問による
　情報収集
　被災地の商工団体や市町村を定期的に訪
問し（訪問実績：51回）、商店街の形成の
進捗等復興状況の情報を収集するととも
に、個々の被災企業の本設移行に係る情報
の共有化を図り、グループ補助金のつなぎ
資金等の資金需要に対しタイムリーに対応
した。

②二重債務解消のための債権買い取り後のア
　フターフォローの推進
　債権買取企業で事業計画に対し業績が下振
れの先を中心に、必要に応じて岩手県産業復
興相談センター及び東日本大震災事業者再
生支援機構（以下「両機構」という。）と連携し

ながらアフターフォロー訪問を積極的に行っ
た。訪問は、92企業（前年比109.5%）対し延
べ243回（同136.5%）実施し、両機関と連携
した訪問は、64企業（同125.5%）に対し延べ
146回（同155.3%）実施した。
　なお、債権買取企業12先に当協会の専門
家派遣の支援を行った。
　また、エグジットファイナンスに係る保証
支援要請に対しては、両機関及び金融機関と
連携して積極的に対応した。岩手県産業復興
機構買取先14企業に対し589,240千円、東
日本大震災事業者再生支援機構買取先7企業
に対し162,900千円の保証実績となった。

（3）経営支援、再生支援及び創業支援の整備・
　		強化
①経営支援、再生支援の強化
ア．企業支援スキームの強化
　平成27年度から実践してきた企業支援
スキームによる支援活動の実効性をより高
めるため、経営サポート会議により地域金
融機関の調整を図りながら、各中小企業支
援機関と連携した経営改善計画書の策定や
専門家派遣を活用した支援のコーディネー
トに取組んだ。
　また、経営支援のレベルアップと情報共有
を図るため、若手職員を対象とした研修会、
経営支援担当者による部署毎の支援事例（ベ
ストプラクティス）の発表会を実施した。

＜サポート会議実績＞
実施回数 前年比

企業金融機関要請 148回 110.4%
税理士等要請 8回 57.1%
合　　計 156回 105.4%

件数 前年比
金融支援（新規融資） 3 150.0%
同（新規融資＋条変） 4 100.0%

同（条変） 113 84.3%
経営支援（計画策定） 5 45.5%
同（専門家派遣） 2 ―

＜継続型サポート実績＞
支援企業数 49企業 前年比108.9%
支援先訪問回数 延べ247回 同　138.8%

※支援企業中、当協会専門家派遣事業活用17企業、経営
改善計画策定支援事業（モニタリング活動先を含む。）3企
業、県引継ぎセンター連携1企業
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イ．事業承継支援に係る支援機関との連携
　企業訪問において事業承継に係る相談
を受けた際は、専門家派遣事業の活用を
中心に対応した。また、関係性を深めるた
め、適宜引継ぎセンターと情報交換を行い、
「事業の売却相談者（当協会より引継ぎセン
ター）」、「事業承継計画策定に係る相談者
（引継ぎセンターより当協会）」の相互の橋
渡しを行う連携体制を整えた。
ウ．経営支援補助事業の促進
　国に提出した計画に基づき、企業支援ス
キームと連動させながら企業との信頼関係
の構築を重視し、経営者との対話により経
営課題の抽出を行った上で、専門家派遣事
業を積極的に活用し、経営課題解決に係る
支援を推進した。
　特に、金融機関及び中小企業支援機関が
主体的に関与している企業を除いた条件変
更を繰り返している企業を抽出し、改善に
対する強い意思が確認された企業に対し、
重点的に専門家派遣の活用を勧め、正常化
へ向けた支援に取り組んだ。
・専門家派遣企業数… 目標65企業
　実績80企業（経営支援60企業、創業支援
15企業、事業承継支援2企業、生産性向上
支援3企業）

＜業種別支援企業者数＞
業　　種 企業数 構成比
飲食業 18 22.5%
小売業 18 22.5%
製造業 13 16.3%

サービス業 12 15.0%
卸売業 9 11.3%
建設業 6 7.5%
宿泊業 3 3.8%
印刷業 1 1.3%
合　計 80 100.0%

＜経営課題別支援企業数＞
経営課題 企業数 経営課題割合
広報・販促 33 41.3%
経営方針 19 23.8%
計画策定 10 12.5%
財務管理 8 10.0%
社員教育 4 5.0%
事業承継 2 2.5%
生産性向上 2 2.5%
その他 3 3.8%

※利用企業中、複数の経営課題の支援要請があるた
め、企業者数80企業と合計は一致しない。

＜条件変更先に対する取組み＞
ヒアリング対象先 95企業

専門家派遣サポート検討先 41企業
訪 問 面 談 実 施 先 41企業
専門家派遣実施先 6企業
4 0 5 事 業 活 用 先 3企業

※訪問面談において、サポート要望がなかった先数：32企業
　ヒアリング対象先の正常化（元金均等返済）された先数：4企業
　ヒアリング対象外の正常化（元金均等返済）された先数：3企業

エ．ワンストップ支援窓口としてのハブ機
　能の確立
　企業ニーズに応じた適切な支援を提供す
るためには、各中小企業支援機関との連携
の強化が必要であることから、当協会が事
務局として携わる「いわて企業支援ネット
ワーク会議」や県の「事業承継ネットワーク
会議」等において参加機関と情報交換を行
いながら関係性の深化に努めた。
　また、事業継続中の求償権先の事業再生
支援のため、中小企業再生支援協議会に対
し計画策定関与を要請し、金融機関と連携
して求償権消滅保証を実施した。（保証金
額60百万円（求償債権56.5百万円））
　なお、中小企業再生支援協議会等が関与
する債権放棄を伴う抜本再生についても、
経営者の改善意欲や計画の実現可能性を見
極めながら前向きに取り組んだ。
※第二会社方式：2企業、直接放棄（M&A）：
　1企業、信用保証付債権条件変更型DDS
　：1企業

②創業支援の強化
ア．創業支援パッケージによる総合支援
　創業者及び創業予定者に対する創業の準
備から創業後のアフターフォローまでの創
業支援パッケージ（「いわてドリームパス
ポート」）のパンフレットを作成し、商工団
体や創業支援事業計画の認定を受けた市町
村等に対しPR活動に注力し、特に創業予
定者との接点機会の拡大に努めた。
　また、パッケージによる創業予定者に対
する支援先の目標を2先とし重点事項とし
て取り組んだ結果、2先（飲食業）に対し専
門家派遣支援を実施の上保証をご利用いた
だき、継続してアフターフォロー活動を実
施している。
イ．創業セミナーの開催、講師派遣
　創業予定者に対する連携支援として、例
年どおり盛岡商工会議所主催の「創業スクー
ル」に講師を派遣し、資金調達時の創業資金
に対応する諸制度等の説明を行うとともに、
当協会の総合支援パッケージのPRを行った。
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　また、同スクール修了者を対象として協
会主催によるフォローアップセミナーを開
催し、金融調達時における金融機関への紹
介等の具体的なサポート体制を紹介し、参
加受講者と個別の相談会を実施した。
ウ．関係機関との連携強化
　創業支援に係る覚書を締結した日本政策
金融公庫及び商工団体との連携を強化する
ため情報交換会を3回開催した。
　また、2月に当協会会議室において4機
関共催による創業者フォローアップセミ
ナーを開催し、受講生24名に参加いただ
いた。
　なお、創業予定者の資金に対する連携金
融支援は、公庫及び商工団体と情報交換を
行いながら4先の実績となった。
エ．創業後のアフターフォロー
　平成27 ～ 28年度中に創業資金保証を
行った先256企業のうち、129企業に対し
アフターフォローのための訪問を実施し、
経営課題の解決ニーズのある企業に対して
は専門家派遣支援を行った。

2－２．重点課題について【期中管理部門】
（1）期中支援及び期中管理の充実・強化
①返済緩和等を繰り返している企業への事業
　再生支援
　2－1（３）①ウ（P32）のとおり。

②延滞、期限経過先への早期対応
　延滞、事故先の決算書を徴求し状況把握に
努め、内部管理用の「ランク別実態報告書」を
もって統括部署と保証担当部署とのヒアリン
グ等によりを早期に管理方針を打ち出し、延
滞、期限経過債務の圧縮に取り組んだ。条件
変更等による事故調整額累計は1,785百万円
（前年比141.2%）と大幅に前年を上回り、年
度末における事故残高は1,286百万円（前年
比59.7%）となり、前年を大きく下回った。

③未収保証料の管理
　内部管理用の「保証料徴求リスト」により未
収先の管理を徹底し、未納期間が長期化しな
いように分割納入や借換等による早期解消に
努めた。年度末における未収保証料は、1,150
千円（前年比37.4%）となり、前年を大幅に下
回った。

2－3．重点課題について【回収部門】
　求償権は、関係人の高齢化等により弁済能力
が低下していることに加え、第三者保証人のい
ないものや無担保が大半を占め、かつ、代位弁
済前に破産等法的整理に移行している案件の増
加が見られる等、回収を取り巻く環境は一段と

厳しさを増している。
　また、東日本大震災から7年が経過したが、い
まなお生活再建半ばの関係人が存在することに
加え、一昨年の台風10号災害により新たに被災
した関係人も存在している。
　このような中で、今後も持続的・安定的な回
収を図っていくためには、求償権関係人の心情
をきめ細かくくみ取り、そこから現況の把握や
真の弁済能力を捉えて、関係人の状況に応じた
管理方法や回収手段を講じながら回収の最大化
を図る必要があり、以下の課題に重点的に取り
組んだ。

（1）定例回収の強化
①無担保求償権について、回収の最大化
を図るため、管理部長及び債権管理課
長によるヒアリングに基づき管理方針
を定め交渉を行い、定例回収は全体で
13,678件（前年比104.7%）、795先
（同96.8%）、191百万円（同80.8%）
と件数は増加したものの、先数、金額
は減少となった。

②関係人の死亡や行方不明等で交渉が途
絶えている先についての相続調査を弁
護士に30先、居住確認をオリファー
サービス他に21先依頼し、8先に対し
交渉の再開、1先に競売の申立を行っ
た。

③事業継続先の訪問対象リストに基づ
き、延べ87企業を訪問して決算書徴
求などの実態把握を行い、定例入金の
増額交渉を34先実施し2先については
増額、1先について取扱金融機関と連
携して求償権消滅保証を実施した。

④定例回収の先数増加を図るため夜間督
促日を設け、原則として毎月第三水曜
日に最大20時まで、延べ307先の電
話督促を行い、18先の定例回収が復
活した。

⑤弁護士への債務整理委任案件のうち、
長期化しているもの5件について訴訟
を提起した。

（2）担保物件処分の促進
①新規求償権先を中心に早期の任売手続
きを促進し43先109百万円の回収に
結び付けた。また、過去の任売不調
先を競売に付し40百万円の回収に結
び付けた。
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②物件売却を促進するため競売不動産売
却情報をホームページ及び保証月報に
掲載した。

＜回収手段別内訳：元損＞
回収手段 件　数 前年度比 金　額 前年度比 備　考
定例入金 13,678 104.7% 191百万円 80.8%
不動産
任意処分 43 38.4% 109百万円 31.4%
競　　売 33 70.2% 40百万円 16.0%

譲　　渡 14 46.7% 84百万円 99.0% ㈱ジェイウィルパートナーズ　…80
東日本震災事業者再生支援機構　4

スポット 327 112.8% 318百万円 120.8% 破産、民事再生配当他
合　　計 14,095 103.8% 742百万円 62.7%

（３）法的手続きの活用
①関係人が所有する物件に権利関係が付
着していない場合、若しくは既存求償
権で物件評価額からして余力が見込め
る場合は、担保交渉や必要に応じて仮
差押等を申立した。

②弁済に非協力的な関係人に対しては、
面談等の交渉をもとに見極め、法的手
続きを申立した。

＜法的手続＞
件　　数

求償金請求訴訟 26（前年度　35件）
支払督促 ……0…（　〃　　……8件）
不動産任意競売 28（　〃　　24件）
債権差押、仮差押 ……3（　〃　　……2件）
その他 ……5（　〃　　14件）

合　　計 62（　〃　　83件）

（4）求償権管理の効率化、適正化の促進
①求償権の回収をより効率的に行うた
め、担保の有無や回収の見通し等に基
づき管理した。

②管理事務停止について、処理目標230
件、2,000百万円と設定して、240件、
2,554百万円を処理した。（処理率：件
数104.3%、金額127.7%、前年度比△
85件、△479百万円）
　求償権整理については、処理目標240
件、2,780百万円と設定し、債権譲渡
に伴うものを除き212件、928百万円
を処理した（処理率：件数88.3%、金額
33.4%、前年度比△70件、△761百万円）

③時効管理を適正に行い、時効中断が必要
な場合は速やかに措置を講じた。主に訴
訟、支払督促等の請求や債務承認で中
断した。手続き累計：請求訴訟27先　
支払督促0先　効果：時効中断27先

（5）人材の育成
①回収担当者のコミュニケーション能力
や交渉能力を向上させるため、役席職
員の交渉に同席（12回）させ交渉力の
向上を図った。

②内部研修、OJT及び顧問弁護士等外部
講師による勉強会を開催し、回収担当
者及び他部署職員の知識向上を図った。
・職場内研修… 12回
・顧問弁護士を講師とした勉強会…2回

（６）保証協会サービサーの活用
①サービサーをより効率的に活用するた
め、当該年度のサービサー委託を行った。
新規委託：
　　（元金）52件　366百万円
３月末委託残高：
　　（元金）1,826件
　　16,758百万円（前年度比93.4%）
３月末回収計：
　　（元損）175百万円（同80.8%）

②委託案件については、回収方針等の明
確化を図るため第1、第3四半期に管
理部長及び債権管理課長による回収担
当者とのヒアリングを実施した。

③連携強化を図るため、毎月定期的に合
同会議を開催し、回収方針及び目標達
成に向けた行動等について確認した。

２－４　重点課題【その他間接部門】
（1）業務プロセスの改善
・職員提案の平成29年度累計は、29件だった。
・平成28年度職員提案の中から8月に優秀賞、
佳作、アイデア賞として各1点表彰を行っ
た。

（2）専門的なスキルと人間力を持った職員の
　		育成
・自己啓発意欲を喚起する目的で研修参加者
を公募し、対象27講座に対し18名が受講
した。また、職員からの積極的に受講希望
が出された3講座を3名が受講した。

・平成29年度の「診断士対策講座」は、主査1
名が受講した。
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・平成29年度の中小企業診断士1次試験を5
名受験したが、合格者は無かった。

・信用調査検定は7名（マスター 1名、アドバ
ンス3名、ベイシス3名）が受験し、5名（マ
スター 1名、アドバンス1名、ベイシス3名）
が合格した。

（3）組織の活性化
・一関支所は、旧事務所の老朽化や会議スペー
スを確保するため等により新事務所に３月
３日に移転し、５日から新事務所で営業を
開始した。

・東北・北海道信用保証協会親善体育大会が
8月に仙台市で開催され、野球部11名、ボ
ウリング部14名が参加して他協会の職員
と交流を深めた。

・役職員が様々な情報を自由に掲示できるイ
ントラネット上の社内報「萌ゆる」に64件
の掲示があり、役職員間でコミュニケー
ションを図るツールとして活用された。

・平成29年9月にストレスチェックを実施し、
3月にはメンタルヘルスの相談窓口を周知
した。

・衛生委員会を5回開催し、産業医から健康
に関する指導をいただいたほか、ストレス
チェック等について学習を深める活動等を
行った。

・健康に対する職員の意識高揚を図ることを
目的として、盛岡商工会議所等が推進する
「健康経営支援プログラム」を平成30年度
から導入することとし、参加者を募集した。

（4）広報活動の充実
・広報委員会からの答申に基づきラジオＣＭ
及びサウンドロゴを作成し、12月からラ
ジオＣＭ放送を開始したところ、早速、創
業希望の方からＣＭを聞いて掛けてみた、
との電話があった。

・いわて定住財団、マイナビ等が主催する合
同説明会への参加や、採用実績がある大学
が主催する業界説明会にOB・OG帯同で
参加し、知名度向上のための活動を行った。

・平成30年2月にインターンシップを開催し、
学生25名が参加した。

（5）新電算システムの安定運用
・特段問題無く安定運用されている。
・6月、現行システムCOMMONの稼動10周
年記念式典が開催され、出席した。また、
システムベンダーである日立製作所が主催
する保証協会研究会に参加し、ベンダ－、
システム運営会社、他協会などとの情報交
換を行い、見識を深めた。

（６）コンプライアンス態勢の維持・強化
　平成29年度コンプライアンス・プロ
グラムに基づき、諸会議において常勤役
員によるコンプライアンスの啓蒙及び年
４回開催したコンプライアンス委員会に
より、コンプライアンス態勢の推進を実
施した。
　日常モニタリング活動確認シート、コン
プライアンス・チェックシート及び職員の
マナー調査シートを活用してコンプライア
ンスの浸透状況の把握を実施した。
　研修・啓蒙活動は、連合会等主催の研
修会に参加した他、当協会主催の階層別
研修会（管理職、一般職員、新入職員、
嘱託職員）及び各部署で開催した職場内
研修において、コンプライアンスの啓蒙
活動と組織風土の改善に努めた。
　反社会的勢力の介入を排除するための
取組みとしては、岩手県暴力団追放推進
センターから講師を招き、副課長・副支
所長（平成28年度は、部長、課長・支所
長を対象に実施した。）を対象に反社会的
勢力に関する知識を取得した。
　なお、平成28年度に業務外で不祥事
件が発生したことから、外部評価委員会
にて再発防止策を説明した。
（具体的内容）
諸会議での役員による啓蒙…·········· 17回
コンプライアンス委員会の開催…·····4回
コンプライアンス担当者会議の開催…····4回
日常モニタリング活動確認シートの取りまとめ…····1回
コンプライアンス・チェックシートの取りまとめ…····2回
あなたが感じた保証協会職員のマナーシートの取りまとめ…····2回
連合会等主催のコンプライアンス関係セミナーへの参加…····1回
反社会的勢力に対する対応の具体的な訓練…····1回
コンプライアンスに関する階層別研修会の実施…······7回
コンプライアンスに関する職場内研修会の実施…··· 37回
コンプライアンス・ニュースの発行…··· 39号

（7）個人情報の管理の徹底
　個人情報の適正な管理・点検を行うた
め、各部署で個人データ取扱状況の点検
計画を策定のうえ年4～ 5回点検を実施
した。その報告書を検査室が取纏めて管
理状況を把握した。
　個人データ点検の項目は、個人情報の
帰宅時保管状況、完済書類の保管状況、
保管庫等の鍵の保管状況及びFAX送信・
郵便発送時の複数確認による誤送信防止
等14項目となっている。
　なお、定期検査時に各部署の「個人デー
タ持ち出し届出書」及び「FD等記録媒体
持ち出し届出書」等の運用状況を確認す
るとともに、検証検査時に各部署の点検
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報告書の検証を行い、個人情報の管理の
徹底を図った。
　また、「個人データ管理規程の一部改
正」、「個人番号及び特定個人情報規程」
の一部改訂、他を実施した。

３．事業計画について
　当協会の平成29年度の事業概況は、金融
行政方針や金利競争の激化等金融情勢の影響
が色濃く、また、これまで主力を占めていた
東日本大震災対応関連保証が減少したことな
どから、保証承諾は8,388件829億1千9百万
円余で、対前年比は件数で96.2%、金額で
91.3%と前年を下回り、目標達成率は90.6%
と目標額を下回った。
　保証債務残高は29,408件2,375億2千8
百万円余で、対前年比は件数で95.3%、金額
で92.8%といずれも下回った。目標達成率は
96.6%と同じく下回った。
　代位弁済は276件22億4千1百万円余で、対
前年比は件数で94.5%、金額で99.3%となり、
計画額に対しては64.0%と大きく下回った。
　前年度を大きく下回った要因は、二重債務
問題解消のための債権買取に係る代位弁済が
前年比7.4%と大きく減少したことによるもの
である。
　回収は、不等価譲渡による譲渡額が8千3
百万円余（元金）、前年比99.0%とほぼ前年度
並みに推移したものの、全体では7億7百万円
余（元金）、前年比61.9%と減少し、計画に対
しても79.1%となった。

4．収支計画について
　年度経営計画に基づき業務の適正な運営と
経営の効率化に努めた結果、当期収支差額は9
億3千3百万円余（前年比91.1%）となった。
　この収支差額の処理については、4億6千6
百万円を収支差額変動準備金に、残額を基金
準備金に繰入処理を行った。

５．財務計画について
　自己造成による基本財産の造成を図ること
としていることから基金の増加はなく、当
期収支差額9億3千3百万円余のうち4億6千7
百万円余を基本財産に繰入れした結果、平成
29年度の基本財産は、215億2千万円余（前年
比102.2%）となった。

●外部評価委員会の意見等
【保証部門】
・金融情勢が変化する中で保証承諾、保証債務
残高は前年を下回りましたが、平成28年度か
ら取扱いを開始した「連携支援協調パッケー

ジ」を活用した企業支援を常に意識し、中小企
業の金融の円滑化と経営改善に努めたことは
評価できます。また、「経営セミナー及びお客
様交流会」を全県で開催し、経営支援活動と顧
客満足度向上への取組みも評価できます。信
用補完制度の見直しの趣旨を踏まえ、金融機
関と適切なリスク分担と一層の連携により、
今後ともタイムリーな資金供給をサポートす
るよう期待します。

・東日本大震災及び平成28年台風10号災害によ
る被災企業への訪問回数を増やし、各企業の
ニーズを把握するとともに、企業の抱える課
題に対し関係機関と調整のうえ的確な支援に
積極的に取り組んだことは評価できます。

・「創業支援パッケージ」に「いわてドリームパス
ポート」と愛称を付与し、関係機関等にＰＲする
ことで創業予定者との接点を増やす活動を行っ
たことは評価できます。今後は、それらの取組
みの効果が発揮されることを期待します。

【期中管理部門】
・延滞、事故先の業態把握に努め、担当部署と
統括部署が連携して早期に管理方針を明確に
することにより、所定期限経過債務を昨年度
より大幅に圧縮できたことは評価できます。

【回収部門】
・第三者保証及び不動産担保の減少等回収を取
り巻く環境が厳しい中、持続的・安定的な回
収を図っていくために求償権関係人の現状把
握に努め、定例回収を増加させる取組みに努
めたことは評価できます。

【その他間接部門】
・研修制度を工夫し、職員自ら積極的に学習す
る職場風土を醸成したことは評価できます。
中小企業診断士の育成にも力を入れており、
有資格者が増加することを期待します。

・新電算システムへの移行が完了し、大きなト
ラブルもなく安定運用している点は評価でき
ます。

・信用保証協会の事業活動の原点が信頼であるこ
とを十分認識し、コンプライアンス態勢の維持・
強化及び反社会的勢力の排除についての啓蒙活
動に取り組んでいる点を評価します。今後とも
取組みが継続されることを期待します。
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１．金融機関との連携
　県内中小企業の金融の円滑化と経営力向上のための経営支援を推進するためには、各金融機関との
連携の強化が極めて重要です。毎年、以下の会議や研修会等を実施し、コミュニケーションを深めて
います。
金融懇談会、業務推進懇談会
　金融機関ごとに本部営業統括部門（役員を含む。）との金融懇談会、本支所ごとに管轄内の各支店長を
対象とした業務推進懇談会を開催し、県内中小企業の金融の円滑化と経営支援の連携をお願いすると
ともに中小企業の金融情勢や経営支援の取組みについて情報交換を行っています。
勉強会
　各金融機関の店舗ごとに、保証や期中管理の取扱いに係る留意点等をテーマに随時勉強会を実施し、
信用保証に係るご理解と中小企業金融に対する連携のご協力をお願いするとともに、金融機関の担当
者との信頼関係の強化に努めています。

年　　度 実施回数
平成26年度 98回
平成27年度 62回
平成28年度 75回
平成29年度 67回

「協会業務一日体験」研修会
　平成9年度から、基本的な信用保証制度についてご理解を深めていただくため、地元金融機関の若
手融資・渉外担当者を対象とした「協会業務一日体験」研修会を実施しております。平成29年度は、
46名の受講参加をいただきました。
協会業務研修会
　平成13年度から、協会業務の実務と中小企業への支援スタンスをより深くご理解いただくため、「協
会業務一日体験」研修の受講経験がある地元金融機関の中堅融資・渉外担当者を対象に、グループ討議
による事例研修を中心とした1泊2日での「協会業務研修会」を毎年実施しております。平成29年度は、
21名の受講参加をいただきました。

協会業務研修会協会業務一日体験

業務の取り組み

関係機関との連携
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地域中小企業応援キャンペーン
　金融機関における事業性評価を重視した継続的な金融支援に連携して、県内中小企業者、小規模事
業者及び創業者に対し積極的な保証をもって応援することで、県内中小企業者の減少に歯止めを掛け、
地域の経済の活性化を図り、地方創生に寄与することを目的とした「地域中小企業応援キャンペーン」
を実施しました。平成29年度は、期間を7月1日から12月29日までとし、金融機関との連携強化の
ための「連携支援協調パッケージ」、小規模事業者の持続的発展のための「小口資金」、創業者の起業及
び事業継続のための「創業者に対する保証」に対し制度利用ポイントを設定したほか、安定した中小企
業への保証支援を継続する上での一定の残高の維持を図るために残高ポイントを設定の上実施しまし
た。特にご協力をいただきました各グループの上位店舗合計38店舗を表彰させていただきました。
　なお、キャンペーン期間中、ポイント付与対象制度を利用し新規保証した企業者数は当協会全体で
329企業、キャンペーン終了時点の利用企業者数は15,116企業、保証債務残高は242,701百万円の
実績となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．商工団体との連携
商工会議所、商工会の経営指導員との連携
　各保証担当部署において、管内の商工会議所、商工会の経営指導員との情報交換会を実施し、コミュ
ニケーションを深め連携の強化を推進しております。

３．４機関による創業連携
　創業者の相談窓口の拡大や資金調達、創業計画書の策定に柔軟な対応が出来るよう、岩手県商工会
議所連合会、岩手県商工会連合会、株式会社日本政策金融公庫と当協会が連携し、創業フォローアッ
プセミナーを共催しております。

地域中小企業応援キャンペーン表彰式
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　顧客満足度の向上を目指し、中小企業ごとの異なる実情や経営者の熱意を十分に感じ取り、それぞれの企
業に合った支援を提供する“より身近な総合的な企業支援”に取り組んでいます。
　また、東日本大震災の被災企業に対し、企業訪問を通じて経営者と直に向き合って、経営上の問題点や要
望等を聞き取り、実情に応じた支援を柔軟に対応しています。

1．被災企業への支援
沿岸各支所と企業支援課の連携により、被災企業を直接訪問し、現状確認や要望をお聞きした上で、返

済の緩和や運転・設備資金などの必要な支援について関係機関と調整を行ってまいりました。

※平成29年度　東日本大震災被災企業への訪問実績

企業数 訪問回数（のべ）

200企業 437回

※二重債務問題への対応
　東日本大震災の被災企業は、事業再開に必要な資金を新たに借入する際に、震災前の借入負担が大きな障
害となる場合があります。
　この二重債務問題の解消のため、岩手県産業復興機構及び東日本大震災事業者再生支援機構による債権買
取支援に迅速かつ適切に対応することで、被災企業の債務負担の軽減を図り、併せて事業再生のために必要
な新規保証の対応も行っています。

岩手県産業復興機構による買取決定案件
平成29年度末までの累計 110企業（うち信用保証協会関係企業　104企業）

東日本大震災事業者再生支援機構による支援決定案件（岩手県内）
平成 29 年度末までの累計 166 企業（うち信用保証協会関係企業　125 企業）

２．いわて企業支援ネットワーク会議
　平成24年９月10日に「岩手県中小企業支援等連絡会議（通称：いわて企業支援ネットワーク会議）」を立ち
上げ、支援機関の事業再生に関する目線合わせを行っています。

第11回　　平成29年6月…6日（火）
１．経済産業省の中小企業支援施策について
２．(株)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定期間の延長と支援状況等について
３．岩手県事業引継ぎ支援センターの取組みについて
４．意見交換

企業支援活動
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第12回　……平成30年2月6日（火）
１．経済産業省の中小企業支援施策等について
２．金融庁の施策について
３．東日本大震災の被災事業者に対する産業復興相談センターの支援活動状況について
４．平成30年度岩手県商工労働観光部予算案について
５．意見交換

３．企業訪問
　企業訪問により直接中小企業の皆さまの声をお聞きすることで、経営上のお悩みやご要望を共有し、必要
に応じて「保証提案」や「経営課題解決のための専門家派遣」等によるきめ細かい支援の実践に努めています。

「企業訪問」の実績
年　　度 企業者数

平成27年度 1,045企業

平成28年度 1,009企業

平成29年度 1,421企業

４．企業支援
　売上の減少等による財務の悪化に伴い、事業継続のための金融支援を必要としているお客様に対して、協
会職員による資金繰り改善提案、経営改善計画策定支援等のサポートから企業支援保証後の事後フォローま
でをワンパッケージとした企業支援スキームに基づく支援（保証提案型サポート、継続型サポート）を積極的
に行っています。

<保証提案型サポート（格上げ支援）>
　企業評価を格上げ出来るようお客様にＭｃＳＳ等の財務分析資料を持参の上、直接保証提案を行い、業況
推移をモニタリングいたします。

<継続型サポート>
　債務超過、連続赤字企業等に対し、継続的に訪問・面談を行い、保証継続支援を行います。

　外部機関との連携体制を構築しており、企業ニーズがあればミラサポ、中小企業・小規模事業者経営支援
強化促進補助金事業にて専門家等へのコーディネートを行っています。
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保証提案型サポート（格上げ支援）による保証実績
　　平成29年度　　　　　　

支援項目 支援実績

保証提案企業者数 50 企業

保証支援企業者数 26 企業

保証承諾金額 1,335千円

継続型サポートによる保証実績
　　平成29年度　　　　　　

支援項目 支援実績

支援企業者数 49 企業

支援先訪問回数 247 回

５．再生支援
　国が中小企業施策として推し進める再生への支援は、当協会の企業支援部企業支援課が中心とな
り、岩手県中小企業再生支援協議会や各金融機関の企業支援担当部署等と綿密な情報交換を行い、
連携の強化を図りながら積極的に推進しています。
　また、自力再生の可能性のある求償権先に対しては、金融の正常化を実現させるための求償権消
滅保証の支援を行っています。

岩手県中小企業再生支援協議会への関与実績
年　　度 企業者数 計画策定完了案件

平成29年度 25企業 25件

6．中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金事業
　平成26年より当協会利用企業者の経営改善を促進するため、中小企業・小規模事業者経営支援
強化促進補助金事業を活用して専門家派遣を行っています。

年　　度 利用企業者数

平成29年度 80企業

７．経営改善計画策定支援費用補助
　経営改善に積極的に取組む意欲があり、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して
経営改善計画を策定する当協会利用企業者に対し、経営改善計画策定費用の一部を負担しています。

年　　度 費用補助企業者数

平成 29 年度 13 企業
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８．相談窓口
　本所営業部、各支所及び企業支援部企業支援課が相談窓口となって中小企業の皆さまの経営や資
金繰りに関するご相談に随時応じています。
　また、盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、久慈市、岩泉町の各商工会議所、商工会の相談窓口で
定期的にご相談に応じているほか、中小企業経営診断システム（ＭｃＳＳ）の財務分析結果の資料の
提供など、経営計画の策定に係るご支援もしていますので、ご相談ください。

9.「経営セミナー及びお客様交流会」、「中小企業者アンケート」の実施
　企業支援の一層の充実を図り、県内中小企業の皆様から支持される組織づくりを推進するため、日頃ご利
用いただいている皆様からの当協会に対するご意見・ご要望の集約と、経営のご参考にしていただくための
情報のご提供を目的として、毎年度「経営セミナー及びお客様交流会」と「中小企業者アンケート」を実施して
います。

※「経営セミナー及びお客様交流会」の開催
　・保証一課管内のお客様

開催日時　　平成29年7月4日
開催場所　　盛岡市「ホテルルイズ盛岡」
参加企業数　18企業

　・大船渡支所管内のお客様
開催日時　　平成29年9月7日
開催場所　　大船渡市「大船渡プラザホテル」
参加企業数　17企業

　・宮古支所管内のお客様
開催日時　　平成29年9月20日
開催場所　　宮古市「宮古ホテル沢田屋」
参加企業数　23企業

　・奥州、一関支所管内のお客様
開催日時　　平成30年1月18日
開催場所　　奥州市「水沢グランドホテル」
参加企業数　25企業

○開催回数　　　…7回
○総参加企業数140企業

※「中小企業者アンケート」
・実施月　平成29年9月
・対　象　県内の保証ご利用中のお客様　1,000企業
・回答数　383企業
集計結果については、当協会ホームページの「お知らせ」（2017/12/01）に掲載しております。

　・保証二課管内のお客様
開催日時　　平成29年7月7日
開催場所　　北上市「ブランニューキタカミ」
参加企業数　21企業

　・釜石支所管内のお客様
開催日時　　平成29年9月13日
開催場所　　釜石市「ホテルサンルート釜石」
参加企業数　17企業

　・二戸支所管内のお客様
開催日時　　平成29年11月7日
開催場所　　久慈市「久慈グランドホテル」
参加企業数　19企業
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１．ホームページの活用
当協会では、より多くの方々に信用保証につい
て理解を深めていただくため、ホームページを開
設しています。
ホームページには、信用保証に関する基本的な
ことや各種保証制度のご紹介、不動産競売情報な
ど、保証や協会業務等に関する情報を幅広く掲載
しています。
今後とも、内容の充実に努め、最新情報を分か
りやすくご提供します。

２．保証月報
毎月1回発行し、金融機関、市町村、商工会議
所及び商工会等の関係機関に配布しています。
（保証月報付表は、四半期ごとに金融機関に配
布しています。）

３．ノベルティグッズの作製
当協会では、より多くの方々に協会の業務内容
を知っていただくため、「ノベルティグッズ」を作
製しております。
平成29年度には、「消せるボールペン・付箋メ
モ用紙」を主に県内の中小企業者の方々に配布して
おります。
今後とも、内容の充実に努めるとともに、より
多くの中小企業者の方々に当協会を認知していた
だけるよう努めます。　　　　　

広報活動

ホームページアドレス　http://www.cgc-iwate.jp
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コンプライアンス態勢
　信用保証協会は、中小企業の育成振興を目的として「信用保証協会法」に基づいて設立認可された公的機関
であり、「信用保証」を通じて中小企業金融の円滑化に努めるとともに、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、
地域経済の活力ある発展に貢献するという役割を担っています。
　このため、信用保証協会は、業務方針や行動指針を策定するに際しては、倫理憲章及び具体的行動規範を
基に各種法令を遵守し、これに従った行動をしていくことが求められています。
　当協会は、平成30年4月からの3ヶ年の中期事業計画において、経営理念として「積極的な“信用保証”と
きめ細かい“経営支援”を通して、中小企業の金融円滑化と持続的成長を促し、地域経済の振興に貢献する」
を掲げ、毎年度コンプライアンス・プログラムを策定し、社会からの揺るぎない信頼の確立にむけて、役職
員の意識の共有化と行動の統一化に取り組んでおります。

≪信用保証協会	倫理憲章	≫
1　信用保証協会の公共性と社会的責任
2　質の高い信用保証サービス
3　法令やルールの厳格な遵守
4　反社会的勢力との対決
5　地域社会に対する貢献

≪役職員の	具体的行動規範	≫
1　法令・ルール等の遵守
2　誠実な職務の遂行
3　守秘義務の履行
4　職務上の地位と関係者との付き合い
5　コンプライアンス関連事項への対応
6　反社会的勢力（不当要求行為）との…対決
7　外部からの苦情・トラブルへ対応
8　職場秩序の維持
9　違反行為の報告
10…懲罰

コンプライアンス組織図
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平成17年4月1日

　岩手県信用保証協会（以下「当協会」という。）は、信用保証
協会法（昭和28年8月10日法律第196号）に基づく法人であ
り、中小企業等の皆様が金融機関から貸付等を受けるにつ
いて、貸付金等の債務を保証することを主たる業務としてお
り、信用保証協会の制度の確立をもって中小企業等の皆様
に対する金融の円滑化を図ることを目的としております。
　業務上、お客様の個人情報を取得・利用等をさせていた
だくことになりますが、お客様の個人情報の取り扱いにつ
いて以下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護に努め
ます。

（1）個人情報に関する法令等の遵守
　当協会は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第
57号、以下「個人情報保護法」という。）などの法令及びガイ
ドライン等を遵守して、お客様の個人情報を取り扱います。

（2）個人情報の取得・利用・提供
●当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行のために
お客様の個人情報を適正に取得し、利用します。なお、
利用目的の詳細につきましては、当協会ホームページの
「Ⅲ…個人情報保護法に基づく公表事項に関するご案内」の
1．「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表してお
りますので、ご覧ください。
●取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場
合を除き、上記記載の利用目的以外には使用いたしませ
ん。
●取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場
合を除き、お客様の同意を得ないで第三者には提供・開
示しません。

●お客様の本籍地等の業務上知り得た公表されていない情
報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる
目的以外の目的には使用いたしません。

（3）個人データの適正管理
　お客様の個人データについて、組織的・人的・技術的安
全措置を継続的に見直し、お客様の個人データの取り扱い
が適正に行われるように定期的に点検するとともに、個人情
報保護への取り組みを見直します。

（4）個人情報保護の維持・改善
　当協会は、お客様の個人情報の取り扱いが適正に行われ
るように定期的に点検するとともに、個人情報保護への取り
組みを見直します。

（5）個人データの委託
●当協会は、個人情報保護法第23条第5項第1号の規定に基
づき個人データに関する取り扱いを外部に委託する場合
があります。
●委託する場合には、適正な取り扱いを確保するため契約
の締結、実施状況の点検などを行います。

（6）保有個人データの開示・利用目的の通知
●法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会が
保有するお客様ご自身の個人データの開示及びその利用
目的の通知を求めることができます。
●請求の方法は、当協会窓口に備置してある個人情報開示
請求書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類を添
付して当協会窓口に持参（又は郵送）ください。

●個人データの開示及び利用目的の通知につきましては、実
費相当額（1件につき300円）をいただきます。

（7）保有個人データの訂正・削除、利用停止、第三者提供の
　		停止
●当協会が保有する個人データに誤りがある場合は、下記
の窓口にご連絡ください。調査確認のうえ、法令等に定
める一定の場合を除き、訂正又は削除します。
●お客様の個人情報を不適切に取得し、又は目的外に利用
している場合には、下記の窓口にご連絡ください。調査確
認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、保有個人
データの利用を停止します。
●お客様の個人情報を個人情報保護法第23条に違反して第
三者に提供している場合には、下記の窓口にご連絡くださ
い。
　調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、保
有個人データの第三者提供を停止します。

●（6）（7）の具体的な手続につきましては、当協会ホームペー
ジの「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案
内」の8．（3）「開示等の請求等に応じる手続等に関する事
項」をご覧ください。

（8）質問・苦情について
　当協会は、お客様からの個人情報に関する質問・苦情に
ついて、適切かつ迅速に取り組みます。

（9）開示・利用目的の通知・訂正・利用停止・第三者提供の
　		停止・安全管理措置・相談・質問・苦情窓口
　当協会における個人情報等に関する各種のお問い合わせ
の窓口は、以下のとおりです。

個人情報保護宣言

〒020－0062
岩手県盛岡市長田町6番2号
岩手県信用保証協会…企業支援部審査課
TEL……019－654－1505
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Ⅰ　基本方針
1　業務環境
（1）岩手県の景気動向
　県内経済は、個人消費や生産活動の回復の動
きにやや足踏み感が見られるものの、雇用情勢
は県内全域で有効求人倍率が１倍を上回るなど
高水準で推移しているほか、公共工事は引き続
き三陸沿岸道路工事や防潮堤工事などで増加が
見られる。また、住宅着工も主力の持家のほか
貸家でも増加しており、緩やかな回復の動きと
なっている。
　国内経済の情勢は、雇用・所得環境の改善を
背景とした個人消費の持ち直しや輸出の増加な
どから緩やかな回復が続くとみられるが、本県
においては、主力業種で持ち直しの動きとなっ
ている一方で、業種によってバラつきがあり、
また、海外経済の不確実性などに留意する必要
があり、今後の動向を注視していく必要がある。

（2）中小企業を取巻く環境
　県内経済が緩やかに回復しつつあり、中小企
業の収益は全体的には増益基調といわれている
が、企業倒産は件数、負債総額とも前年を下回っ
て推移している中で、小規模事業者の倒産だけ
は高い水準にあり、今後も事業継続を断念する
企業が一定程度発生すると予測されていること
から、十分留意していく必要がある。
　また、東日本大震災の津波被害を受けた地域
では、復旧・復興が着実に進んでおり、県の東
日本大震災津波復興実施計画の最終年に位置付
けられている平成30年度は、さらに急ピッチで
復興が進む見通しである。しかし、土地の整備
や本設移行等がこれから本格化する地域があり、
復興の進捗度合いに差があることから企業ごと
に様々なニーズが見られる。当協会としても地
域や企業の実情に応じ、きめ細かく、より適切
な支援を継続していく必要がある。

2　業務運営方針
　当協会は、平成30年度からの３か年において、
中期ビジョンを「私たちを必要としている中小企
業とともに歩む課題解決のパートナーになりま
す。」と定め、基本方針を「中小企業本位×役割と
責任の自覚」と位置付けた。
　これは、信用補完制度の見直しに係る法律の
改正が平成30年４月より施行されることに伴
い、経営支援が業務に追加されるほか、金融機
関との連携が今まで以上に重要となってくるこ
とを踏まえ、当協会としてできることを徹底し
て実践していく方針を明確にし、中小企業のラ
イフステージの様々な局面において変動する課
題を的確に捉え、解決に向けて取組むことを表
明したものである。

計画一覧
中期事業計画（平成30年度～平成32年度）

　具体的には、県内事業者の主要を占める小規
模事業者への十分な支援を行い、地域の活性化
に寄与するとともに、経営支援に対する取り組
みの意識変革を図り、従来にも増して経営支援
を推進する方針としている。また、計画の諸施
策を実施していくために業務の効率化を進める
とともに金融機関を始めとする関係機関と連携
しながら業務運営を行っていくことが重要であ
り、同時に職員のスキルアップにも取り組んで
いくものである。
　そのために、以下に掲げる具体策に積極的に
取り組むこととする。

（1）積極的な信用保証
　信用保証は、信用保証協会の基幹業務であり、
積極的な信用保証により地域経済の活性化を図
り、地域社会に貢献することが最も重要なミッ
ションである。従来から良好な関係を構築して
いる地域金融機関との関係性をより深化させ、
連携による県内中小企業に対する必要十分な信
用を供与するための土壌をさらに強化しながら、
資金需要への積極的な支援を行う。
①　必要十分な信用供与
ア　当協会における利用企業の多くが、売上
減少等の要因により経営が急変する小規模
事業者であり、その持続的発展のための資
金繰り支援を拡充する。

＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●小規模事業者が必要としている資金につい
て、各種保証制度の中からより有利な制度
を提案しながら、迅速かつ十分な資金調達
支援を行う。

＜平成30年度における取組み＞
●小規模事業者向けの「特別小口保証」、「小口
零細企業保証」の保証限度額の拡充及び改正
趣旨について、金融機関等に周知し浸透を
図る。

●金融機関に小規模事業者へも積極的に支援
を拡充してもらうため、今よりもスピーディ
に、そしてより利用しやすくなるよう申込
に関する事務負担の軽減等を図り、円滑な
資金供給ができるよう取り組む。

イ　県内中小企業のライフステージにおいて
は、様々なリスクの変動が伴うものであり、
当協会がしっかりと支えていくことが重要
である。特に創業時、業績下降時等は、一
般的に資金調達が難しくなるので、経営に
支障がでる可能性があり、以前にも増して
必要十分な信用を供与し、当協会が中小企
業の事業の発展を支える。

＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●業績の下降局面等にあっては、財務面のみ
の判断で信用を縮小することなく、事業実
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態を把握し改善の可能性や将来性等を理解
した上で、事業の維持・発展のための必要
資金を支援する。

②　魅力ある保証制度の創設
　生産年齢人口の減少や事業者の減少により県
内経済は厳しい環境下にあり、地方公共団体や
金融機関等の協力を得ながら、地域の課題や成
長分野・技術革新等に対応する制度を創設する。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●地方公共団体や金融機関等と地域の抱える
課題について、認識を共有し情報交換を行
い、連携して女性の活躍、成長分野・技術
革新等の地域の課題に対応する制度を創設
する。

③　金融機関との協調、信頼関係の維持・強化
ア　「連携支援協調パッケージ」を活用し、金
融機関との連携による中小企業への安定的
な資金調達の支援を推進する。

＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●中小企業の資金調達を継続的にバックアッ
プしていくために本パッケージの活用を推
進する。

＜平成30年度における取組み＞
●金融機関と行う懇談会、会議、勉強会等を
通じて、本パッケージによる連携の必要性
や趣旨の周知活動を展開する。

＜平成31年度における取組み＞
●連携体制の深化を図るため、本パッケージの
活用による連携実績の振返り及び検証を行う。

イ　金融環境の急激な変化の中においても、
中小企業に安定して資金調達を支援するた
め、案件の協働した取組みを積み重ねるこ
と等により、金融機関との信頼関係構築に
努める。

＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●日頃から金融機関との対話を重視し、勉強
会、研修会等を通じた情報交換、情報収集、
事例研究などを実施するとともに、金融機
関の支援方針を確認しながら、柔軟に保証
付き融資とプロパー融資を絡めながら安定
的な資金調達を支援する。
●大口案件、困難案件等を金融機関の担当者
との十分な協議のもと中小企業への支援に
つなげ、協働した案件の実績を積み重ねる
ことで良好な関係性を構築し協会ファンを
作る。

④　ニーズに応えるためのプロセス等の見直し
　保証審査から決定に至るプロセス等について、
保有データや過去の実績等から傾向を分析し、
迅速かつ正確な審査を行い保証の効率化を図る

ための保証決定に至るプロセス等を見直す。
＜平成30年度における取組み＞
●現状の保証決定に至るプロセス等の検証及
び改善点の抽出による見直しのための検討
委員会を設置しプロセス等を見直す。

＜平成31年度における取組み＞
●見直し後、質の向上のため継続的に実施状
況の検証及び改善点等抽出による洗い直し
を実施する。

⑤　職員の目利き力強化
　職員の企業の事業性を見る力を育むため、協
会内の有資格者を活用するとともに、職員の自
己啓発を奨励する。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●当協会の中小企業診断士等有資格者による
事例研究会等を実施するとともに、職員の
自己啓発を奨励する土壌を育む。

（2）東日本大震災や台風等により被災した中小企業
　		の復旧・復興支援
　東日本大震災や台風等の自然災害により被災
した企業の復旧・復興に係る支援を継続的に行っ
ていく必要があり、特に債権買取先や事業維持
に苦慮している中小企業の実情を把握しながら、
親身でかつ適切な支援を行う。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●計画を下回って推移している債権買取先や
被災した企業の復旧・復興のため定期訪問
や継続的な支援を親身かつ適切に行う。

●債権買取先のエグジットリファイナンスを
希望する企業への支援を積極的に推進する。

●岩手県産業復興相談センター及び（株）東日
本大震災事業者再生支援機構との連携した
支援とモニタリング情報の共有等を継続し
て行う。

●経営サポート会議による金融機関調整や商
工団体等中小企業支援機関との連携及び専
門家派遣のコーディネートを行う。

（3）きめ細かい経営支援
　地域金融機関、商工団体、認定支援機関等中
小企業支援機関との情報交換を密にして、企業
のニーズに合った支援を適時適切に提供できる
体制を構築する。また、企業のニーズに応じて
各支援機関それぞれの得意分野と連携し当協会
がハブ機能を有するワンストップ支援窓口であ
ることの認知度の向上を図るものとする。

①　企業の課題をともに考え、解決策を探る取
　り組み
　経営者の話を傾聴した上で企業が抱える悩み
や課題を一緒になって考え、その真因を導き出
し、必要に応じ経営サポート会議等により金融
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機関との調整を図るなどしながら課題解決に向
けてサポートする。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●計画的な企業訪問、お客様交流会、中小企
業アンケートの実施等により、中小企業の
実情やニーズを把握する。
●事前に企業を分析した上で企業訪問を行い、
経営者との対話を重ねながら経営課題につ
いて共有した上で、最適な支援メニューを
提供する。
●専門家派遣等の支援メニューを提供する際、
金融機関と支援方針を共有して課題解決に
取り組む。

②　再生支援、再チャレンジ支援の充実
　事業再生については、中小企業再生支援協議
会（以下「支援協議会」という。）等と連携しなが
ら、引き続き積極的に取り組むこととする。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●事業継続、改善に強い意欲があり事業再生
が必要な中小企業者に対し、事業の実態把
握を行い、再生支援に取り組む。
●支援協議会等の支援機関と連携した求償権
消滅保証や求償権一部放棄等の事業再生に
取り組む。
●再生支援、再チャレンジ支援が可能な企業
については、経営者保証ガイドラインを適
正に運用し解決を図る。

③　支援機関との連携
　支援窓口として、専門家派遣や経営改善計画
の策定支援等のニーズに合った支援を行うこと
により、企業・金融機関・支援機関・当協会と
の距離を縮め、信頼関係の構築、連携を図る。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●中小企業の経営に関する悩みや経営改善に
関する相談等の際、金融機関、商工団体、
認定支援機関、各種専門家等との連携を通
じて、当協会がワンストップで課題解決に
応じる体制を強化する。
●商工団体及び認定支援機関等の中小企業支
援機関と連携した経営改善計画の策定支援
を行う。

＜平成30年度における取組み＞
●資金調達に不安を抱える中小企業者に対し、
金融機関を紹介する取組体制を整備する。

④　支援基準等の見直し
　人的リソースが限られている中で、支援の効
果を上げるには支援先や支援の方向性等を明確
にし、支援を希望している中小企業を当協会が
しっかりとサポートする。
＜平成30年度における取組み＞
●支援先の選定に当っての基準、支援の方向

性の明確化及び支援スキームの効率化等の
見直しを図り、取り組みを推進する。

⑤　経営支援ノウハウの蓄積、マインドの醸成
　職員の経営支援に関するマインドを醸成する
とともに、経営支援の実績を積み重ね、好事例
についてはベストプラクティスとして蓄積、横
展開する。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●経営支援の好事例（ベストプラクティス）を
蓄積するとともに、成果が出なかった事例
も蓄積し、それぞれ分類することで経営支
援の質の向上を図る。

●事例を情報共有し、横展開を図ることで職
員の経営支援マインドの醸成を図る。

（4）地方創生の取組み
①　ファンドへの出資等
　地域に根ざし、公的性格を有する保証協会の
取組みとして、地方公共団体や金融機関等と連
携・協力し、地域のファンドへの出資等を通じ
て地方創生に一層の貢献を果たす。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●ファンドについて情報収集、研究を行う。

＜平成30年度における取組み＞
●地方創生を考える上で不可欠な地元大学等
との情報交換や地方創生に前向きな地方公
共団体、商工団体との連携体制を構築する。

②　創業支援の充実
　計画段階から当協会が関与する「創業支援パッ
ケージ」を周知、浸透させることにより、創業計
画の策定、策定された創業計画のブラッシュアッ
プ、創業時の資金調達支援及び創業後のフォロー
までの総合的な支援を行う。
　そのために、創業希望者との接点を積極的に
増やす取組みを検討するとともに、地域金融機
関や創業支援に係る覚書を締結した日本政策金
融公庫（以下「公庫」という。）及び商工団体とも連
携、協働して岩手県内の創業率の向上に寄与す
るよう取り組む。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●創業予定者や事業承継予定者が、入り口の
段階から専門的な助言、指導が受けられる
ような外部専門機関との連携を行う。

●創業希望者との接点を拡大するため当協会
主催の独自性のある創業希望者向けセミ
ナーを開催する。

●創業支援に係る覚書を締結した公庫、商工団
体との連携（創業者への計画策定支援、資金
調達支援、開業後のフォロー等）を強化する。

＜平成30年度における取組み＞
●「創業支援パッケージ（いわてドリームパス
ポート）」のPRによる浸透度の向上を図ると
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ともに、総合的な支援を行う。

③　事業承継支援の取組み
　経営者の高齢化傾向により事業承継は多くの
企業の課題であることから、事業承継の機会は
一層増加すると考えられる。事業承継を円滑に
進めるためにも企業ごとに異なる多様な課題に
対応する必要がある。一方で専門的な知識を要
する分野であることから岩手県事業引継ぎ支援
センターや各種専門家との連携を図りつつ事業
承継支援を進める。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●岩手県事業引継ぎ支援センターや各種専門
家と連携した取り組みを推進する。
●専門家派遣による「事業承継サポート」の活
用を推進する。

（5）早期期中管理
　条件変更先については、業績改善が進まない企
業や支援協議会による暫定リスケにより事実上返
済が棚上げされている企業が多く存在しているこ
とから、このような状況が続くと事業継続を断念
する企業が増えることも懸念される。
事故、代位弁済の抑制のためには、金融機関との
期中支援の連携による早期の実態把握が重要であ
る。金融機関との綿密な連携を図り、企業訪問等
による面談の実施により、中小企業の実態を正確
に把握した上で、必要に応じて外部専門家を活用
しながら、延滞解消等支援に取り組む。
　また、休業、廃業、法的整理移行等、代位弁済
が避けられない企業については、速やかに代位弁
済手続きを進める一方で、事業継続しながらも永
年利息の支払いのみを継続しているような企業等
については、抜本再生の道も検討する。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●「延滞・事故保証債務ランク別実態報告書」に
より、金融機関とヒアリングを実施し、延滞
等の早期解消を図る。
●延滞先、事故先及び保証料未納先に対しては、
金融機関の担当者と一緒に訪問し、正常化へ
向けた協議を行う。

●条件変更を繰り返している先のリストアップを
行い、面談による改善計画進捗状況を確認し、
必要に応じて当協会支援メニューによる経営改
善達成のためのサポートを行う。

（6）適正な回収
　回収を取り巻く環境は、第三者保証人の原則非
徴求や有担保求償権の減少及び中小企業金融円滑
化法等の影響により、求償権の質が低下してきて
おり、一層厳しさを増している。
　このような環境下であるが、回収を最大化する
ために基本ポリシーの考え方を基本とした適正な
回収に努める。また、事業を継続しながら返済を

履行している事業者の再生支援や再チャレンジ支
援等にも積極的に対応する。
　一方で、回収の見込みがない求償権については、
効率性を重視した管理・回収の体制整備を進める。

①　適切な対応による回収の最大化…
　回収機会を失わないよう、代位弁済後の初動
の対応を徹底するとともに、債務者の状況に応
じた適正な回収に努め、また、担保物件等の売
却についても早期着手を行う。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●代位弁済が避けられない案件で、一定の回
収が見込まれる場合は、代位弁済前でも債
権管理課の職員も同席し返済方針について
交渉する。

●死亡、行方不明等により交渉が途絶えてい
る関係人については、早期に定例回収に結
び付けるため相続人調査や居所の特定のた
め弁護士等の活用を図る。

●担保物件等について、所有者の実情を勘案
の上、早期の任意売却若しくは競売手続き
の推進を図る。

②　事業再生等の対応
　求償権先であっても、早期に再生が可能と判
断できる先については、関係部署と連携し求償
権消滅保証等による事業再生の取り組みを推進
する。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●事業を継続しており、誠実に弁済を継続し
ている債務者については、事業実態を把握
し、関係部署と連携しながら求償権消滅保
証等の事業再生に取り組む。

③　求償権管理の効率化に向けた体制整備
　効率的な求償権管理のため、求償権の分類を
適正に行い、管理事務停止及び求償権整理の措
置を講じるとともに、保証協会サービサーの活
用及び求償権管轄の見直し並びに回収に係る管
理事務の合理化の検討を行う。　
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●回収が見込まれず管理の実益に乏しい求償
権については、早期に管理事務停止措置を
講じ、また管理事務停止先で求償権整理が
可能なものについては、遅滞なく求償権整
理の手続きを行う。

＜平成30年度における取組み＞
●保証協会サービサーの効率的な活用を行う
とともに、求償権管轄の見直しを行い、効
率的な求償権管理・回収体制を整備する。

●管理事務の合理化の検討を行う。

（7）広報活動の充実、認知度向上の取組み
　　マスメディア、ホームページ等を活用するほか、
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採用活動や各種セミナー等に参加し情報発信を行う。
また、当協会の認知度向上に向けた広報のあり方を
継続して検討し、広報活動が充実するよう取り組む。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●テレビ、ラジオ、新聞、パンフレット等によ
る広報のあり方、内容等について、広報委員
会で検討しながら広報活動を展開する。
●学生等を対象とした業務説明、採用活動及び
各種セミナーに積極的に参加するとともに、
PR用の広報物（冊子、ビデオ等）の作成を行い、
協会の認知度向上のための取り組みを強化す
る。

＜平成30年度における取組み＞
●ホームページについては、掲載項目・内容、
デザイン等を検討し、リニューアルする。

（8）組織体制、職場環境の整備
　職員一人ひとりの能力を最大限引き出せるよう
に業務体制や組織体制を点検・整備するとともに、
風通しの良い組織風土を醸成し、コミュニケーショ
ンの良い職場作りを目指す。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●業務を推進するために相応しい組織体制を不
断に点検する。

●職員提案制度の推進により職員の改善意識の
高揚を図り、業務の効率化を実効性あるもの
として取り組む。

●ストレスチェック、職員満足度調査等を実施
し、職員が健康で意欲をもって活躍できる職
場環境の整備を検討する。

　
（9）人材育成の体系化
　協会の業務に経営支援が追加となり、中小企業
の悩みや課題に寄り添ってサポートするためには、
専門的なスキルやコミュニケーションスキルが重
要であり、そのために計画的な人材の育成を行っ
ていく必要がある。
　新入職員の育成については、研修スケジュール・
内容、育成レベル等を明確にして取り組むととも
に、職員に対するOJT体系、Off-JT体系等の育成
方針も確立する必要がある。
　今後とも専門的なスキルを持ち、主体性を持っ
て行動できる人材を育成するため、中長期的な展
望をもって研修・教育等に力を入れていく。
＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●中小企業診断士等の有資格者の養成を計画的
に奨励する。

●連合会が実施する信用調査検定（ベイシス、ア
ドバンス、マスター）を計画的に受検できるよ
う体制を整備するとともに、協会業務に必要
な知識を習得できる研修や講座へ積極的に派
遣する。

＜平成30年度における取組み＞
●階層別ごとの育成方針を明確化し、中長期的

な視野で人材の育成に取り組む。

（10）コンプライアンス、反社会的勢力排除の徹底
　社会的規範、倫理、各種法令及び諸規程等を
遵守し、コンプライアンスを基本とした健全な
業務運営を行うことが重要であり、中小企業や
関係機関はもとより社会的に信頼を確立するこ
とが必要不可欠である。
　万一、コンプライアンスに反する事案や反社
会的勢力の要求に応じてしまう事案等が発生し
てしまうと、これまで協会が築き上げた信頼は
一気に崩れ去り、再び信頼を得ることは困難と
なることから、職員の倫理観向上と、反社会的
勢力排除の組織的取り組みを進める。

＜３年間にわたる具体的な取組み＞
●不正、不祥事を発生させないために、日頃から
の研修、啓蒙活動を通じて職員の倫理観の向上
を図り、コンプライアンス態勢の維持・強化に
向けた取り組みを継続して行う。
●反社会的勢力との対応マニュアルに基づき、
研修等の実施、警察署との連携・情報交換を
行いながら、組織的に介入を防止・排除する
ための対応を行う。

●個人情報保護については、各部署で点検計画
を策定し定期的に点検を実施する。

＜平成30年度における取組み＞
●事業継続計画（BCP）に基づき訓練を行う。

Ⅱ　事業計画
（単位：百万円、％）

……年度

項目

平成30年度 平成31年度 平成32年度

金　額
対

前年度
計画比

対
前年度
実績
見込比

金　額
対

前年度
計画比

金　額
対
前年度
計画比

保証承諾 83,000 90.7 98.8 82,000 98.8 80,000 97.6
保証債務残高 226,000 91.9 95.0 212,000 93.8 200,000 94.3
代位弁済 3,300 94.3 146.7 3,400 103.0 3,500 102.9
実際回収 810 87.1 114.1 750 92.6 700 93.3
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平成30年度経営計画

1　経営方針
（1）業務環境
１）　岩手県の景気動向
　県内経済は、個人消費や生産活動の回復の
動きにやや足踏み感が見られるものの、雇用
情勢は県内全域で有効求人倍率が１倍を上回
るなど高水準で推移しているほか、住宅着工
も主力の持家のほか貸家でも増加している。
また、公共工事は足元では減少したものの東
日本大震災関連工事が引き続き高水準にあり、
緩やかな回復の動きとなっている。
　国内経済の情勢は、雇用・所得環境の改善
を背景とした個人消費の持ち直しや輸出の増
加などから緩やかな回復が続くとみられるが、
本県においては、主力業種で持ち直しの動き
となっている一方で、業種によってバラつき
が見られるほか、海外経済の不確実性などに
留意しながら、今後の動向を注視していく必
要がある。

２）　中小企業を取巻く環境
　県内経済が緩やかに回復しつつあり、中小
企業の収益は全体的には増益基調といわれて
いるが、企業倒産は件数、負債総額とも前年
を下回って推移している中で、小規模事業者
の倒産だけは高い水準にあり、今後も事業継
続を断念する企業が一定程度発生すると予測
されていることから、十分留意していく必要
がある。
　また、東日本大震災の津波被害を受けた地
域では、復旧・復興が着実に進んでおり、県
の東日本大震災津波復興実施計画の最終年に
位置付けられている平成30年度は、さらに急
ピッチで復興が進む見通しである。しかし、
土地の整備や本設移行等がこれから本格化す
る地域があり、被災規模に応じて復興度合い
に隔たりが広がってきていることから企業ご
とに様々なニーズや課題が見られる。当協会
としても地域や企業の実情に応じ、きめ細か
く、より適切な支援を継続していく必要があ
る。

（2）業務運営方針
　このような状況の中、当協会は、中期事業計
画（平成30年度～平成32年度）において、中期ビ
ジョンを「私たちを必要としている中小企業とと
もに歩む課題解決のパートナーになります。」と
定め、基本方針を「中小企業本位×役割と責任の
自覚」と位置付けた。
　企業のライフステージの様々な局面において
変動する課題を的確に捉え、解決に向けて取り
組んでいくために、金融機関や各支援機関と今
まで以上に連携し、当協会に求められる役割を

実践していくことで、県内中小企業、小規模事
業者の持続的な発展を支えていくものである。
　特に、平成30年は、信用補完制度の見直しに
係る法律改正の諸施策が施行されることに伴い、
経営支援に対する取り組みの意識変革を図り、
従来にも増して経営支援を推進することとした。
また、そのためにも、職員のスキルアップに取
り組んでいくものである。

２　重点課題
【保証部門】
（1）現状認識
　県内経済は、総じて緩やかな回復の動きとなっ
ているものの、業種によってバラツキがあるこ
とや少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少と都
市部への若年層の流出による人手不足の深刻化
等、依然として県内中小企業を取り巻く環境は
厳しい状況にある。さらに、県内経済を下支え
してきた小規模事業者の減少に歯止めがかから
ない状況は、県内経済の回復に向けての大きな
障害要因となっている。
　また、東日本大震災や台風の被災地域である
沿岸部の復旧・復興は着実に進んでいるが、被
災規模によって市町村間で復興度合いに差が出
ていることやサンマ、秋鮭等の主要魚種の不漁
による水産業者への影響が懸念されること等か
ら、引き続き被災企業に対し親身でかつ適切な
支援を行っていく必要がある。
　このような状況の中、当協会は、中小企業の
ライフステージにおけるどのような局面にあっ
ても、積極的な信用保証をもって、地域金融機
関と連携しながら中小企業の成長や持続的発展
を支えるため、次の具体的な課題に取り組む。

（2）具体的な課題
１）　積極的な信用保証
①　必要十分な信用供与
②　魅力ある保証制度の創設
③　金融機関との協調、信頼関係の維持・強化
④　ニーズに応えるためのプロセス等の見直し
⑤　職員の目利き力強化

２）　東日本大震災や台風等により被災した中小
　…企業の復旧・復興支援
①　被災した企業への支援活動の継続
②　金融機関や商工団体等中小企業支援機関
　との連携支援

（3）課題解決のための方策
１）　積極的な信用保証
①　必要十分な信用供与
ア　当協会の８割以上を占める小規模事業
者の持続的発展を支えるため、金融機関
及び商工団体等中小企業支援機関に対し
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「特別小口保証」等の保証限度額の拡充及
びその改正趣旨の浸透を図るとともに、
今よりもスピーディに、より利用しやす
くなるよう申込みに関する事務負担の軽
減に取り組む。
イ　ライフステージにおける業績下降時等
の局面にあっては、事業実態を把握し改
善の可能性や将来性等を理解した上での
必要十分な信用供与に取り組む。

②　魅力ある保証制度の創設
　地方公共団体や金融機関等と地域の抱え
る課題について情報交換を行い、認識を共
有しながら連携して女性の活躍、地域課題
の解決や成長分野・技術革新等のための制
度を創設する。
③　金融機関との協調、信頼関係の維持・強化
ア　金融機関に対し、中小企業へ安定的な
資金調達を支援するための「連携支援協調
パッケージ」による連携の必要性や趣旨の
周知活動を展開し、活用の推進を図る。
イ　金融機関との信頼関係をより強固なも
のに構築させるため、日頃からの対話を
重視し、勉強会や研修会における中小企
業支援に係る情報交換等による認識の共
有化や案件の協働した取組みの実績の積
み重ねに取り組む。

④　ニーズに応えるためのプロセス等の見直し
　迅速かつ正確な審査を行う保証決定に至
るプロセス等の見直しのための検討委員会
を設置し、保証審査の効率化を図るための
実施案を策定する。
⑤　職員の目利き力強化
　積極的な信用保証による信用供与のため、
協会内の中小企業診断士等有資格者による
事例研究会等を実施し、職員の自己啓発を
促し、企業の事業性を見る力を育む。

2）　東日本大震災や台風等により被災した中小
　企業の復旧・復興支援
①　被災した企業への支援活動の継続
　計画を下回って推移している債権買取先
等被災した企業に対し、定期的に訪問を行
い、実情を把握しながら継続的した支援を
親身かつ適切に行う。また、債権買取先の
エグジットファイナンスを希望する企業に
対しては、最適な再生に寄与するよう努め、
迅速かつ積極的に支援する。
②　金融機関や商工団体等中小企業支援機関
　との連携支援
　債権買取先に対しては、岩手県産業復興
相談センター及び（株）東日本大震災事業者
再生支援機構との連携したモニタリング訪
問を継続し、情報を共有しながら必要な支
援を行う。

　また、引き続き経営サポート会議による
被災企業に実情に応じた金融機関調整を積
極的に実施するとともに、商工団体等中小
企業支援機関と連携しながら、経営の改善
発達のための専門家派遣等の最適な支援の
コーディネートを行う。

【経営支援部門】
（1）現状認識
　保証協会の業務については、今年度から信用
保証協会法の改正により経営支援が追加された
が、これまでも経営支援、再生支援を実効ある
ものとするため、協会が事務局であるネットワー
ク会議や経営サポート会議の開催等により側面
支援・個社支援等様々な取り組みを行ってきて
いる。
　このような中で、協会には公的機関として、
地方創生に対する一層の貢献が期待されており、
当協会としても、今まで以上に地域金融機関、
商工団体、中小企業支援機関等との情報交換を
密にして、よりきめ細かく、企業のニーズに合っ
た経営支援を適時適切に提供する必要があるこ
とから、次の具体的な課題に取り組む。

（2）具体的な課題
１）　経営支援、再生支援の強化
①　企業の課題をともに考え、解決策を探る
　取組み
②　再生支援、再チャレンジ支援の充実
③　支援機関との連携
④　支援基準等の見直し
⑤　経営支援ノウハウの蓄積、マインドの醸成

２）　地方創生の取組み
①　ファンドへの出資等　
②　創業支援の充実
③　事業承継支援の取組み　

（3）課題解決のための方策
１）　経営支援、再生支援の強化
①　企業の課題をともに考え、解決策を探る
　取組み
ア　企業訪問、地区別中小企業向けセミ
ナー、中小企業アンケートの実施等によ
り、中小企業の実情やニーズを把握する。

イ　企業訪問においてMcSS等の財務分析
資料を用い、経営者と当協会職員が経営
課題について共有した上で、最適な支援
メニューを提供する。

ウ　専門家派遣等の支援メニューを提供す
る際は、金融機関と支援方針を共有する
等連携した相談体制を意識して課題解決
に取り組む。

②　再生支援、再チャレンジ支援の充実
ア　事業継続、改善に強い意欲があり事業
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再生が必要な中小企業者に対し、事業の
実態把握を行い、事業再生を検討する。
イ　中小企業再生支援協議会等の支援機関
と連携し、求償権消滅保証や求償権一部
放棄等の事業再生に取り組む。
ウ　再生支援、再チャレンジ支援が可能な
企業については、経営者保証ガイドライ
ンや連帯保証債務免除ガイドラインを適
正に運用し解決を図る。

③　支援機関との連携
ア　中小企業の経営に関する悩みや経営改
善に関する相談等の際、金融機関、商工
団体、認定支援機関、各種専門家等との
連携を通じて、当協会がワンストップで
課題解決に応じる体制を強化する。
イ　資金調達に不安を抱える中小企業者に
対し、金融機関を紹介する取り組みを整
備し充実させる。
ウ　商工団体及び認定支援機関等の中小企
業支援機関と連携した経営改善計画の策
定支援を行う。

④　支援基準等の見直し
　上期に支援先の選定に当っての基準、支
援の方向性の明確化及び支援スキームの効
率化等の見直しを図り、下期から運用を開
始する。
⑤　経営支援ノウハウの蓄積、マインドの醸成
ア　上期は経営支援担当者会議等により前
年度の経営支援の振り返りを行い、好事
例（ベストプラクティス）と、成果が出な
かった事例を蓄積し、それぞれ分類する
ことで経営支援の質の向上を図る。
イ　下期は事例を情報共有し、横展開を図
ることで職員の経営支援マインドの醸成
を図る。

２）　地方創生の取組み
①　ファンドへの出資等
ア　ファンドについて情報収集、研究を行
う。
イ　地方創生を考えるうえで不可欠な地元
大学等との情報交換や取組みに前向きな
地方公共団体との連携体制を構築する。

②　創業支援の充実
ア　「創業支援パッケージ（いわてドリーム
パスポート）」のPRを行い、浸透度を高め
た上で総合的な支援を行う。
イ　創業予定者や事業承継予定者に対し、
入り口の段階から専門的な助言、指導が
受けられるよう外部専門機関との連携体
制を構築する
ウ　創業希望者との接点を拡大するため当
協会主催の創業希望者向セミナーを開催
する。

エ　創業支援に係る覚書を締結した公庫及
び商工団体との連携（創業者への計画策定
支援、資金調達支援、開業後のフォロー等）
を強化する。

③　事業承継支援の取組み
ア　岩手県事業引継ぎ支援センターや各種
専門家と連携した取り組みを推進する。

イ　専門家派遣による「事業承継サポート」
の活用を推進する。

【期中管理部門】
（1）現状認識
　平成29年度の代位弁済は、引き続き企業倒産
が低水準で推移していることなどから前年並み
で推移している。事故残高については、前年を
大幅に下回っているが、依然として返済緩和や
元金棚上げの暫定的な条件変更を繰り返してい
る企業は多く、今後、経営改善が進まず事業継
続を断念する企業や法的手続きの申請に及ぶ企
業の増加が懸念される。
　以上の状況において、金融機関と早期に連携
し、実態把握を行った上で、事業の継続支援を
行うことが重要であり、次の具体的な課題に取
り組む。

（2）具体的な課題
１）　早期期中管理
①　金融機関と連携し、延滞先、事故先及び
　保証料未納先への早期対応
②　条件変更を繰り返している企業への事業
　再生の支援

（3）課題解決のための方策
１）　早期期中管理
①　金融機関と連携し、延滞先、事故先及び
　保証料未納先への早期対応
ア　「延滞・事故保証債務ランク別実態報告
書」に記載されている企業については、企
業動向を把握する。また、定期的に金融
機関とヒアリングを実施し、実態把握の
必要な先については連携して企業訪問を
行い、速やかに事業継続の可能性を検討
の上、必要に応じて外部専門家を活用し
ながら、金融機関担当者と協働による正
常化に向けた支援を行う。

イ　保証料未納先についても、「未収保証料
明細表」により管理を徹底し、経営実態の
把握に努め、必要に応じ金融機関と連携
して経営支援を行いながら早期納入を促
す。

ウ　休業、廃業、法的整理移行等、代位弁
済が避けられない企業については、速や
かに代位弁済手続きを進める一方で、事
業継続しながらも永年利息の支払いのみ
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を継続しているような企業等については、
抜本再生の道も検討する。

②　条件変更を繰り返している企業への事業
　再生の支援
ア　返済緩和や元金棚上げ等の条件変更を
繰り返している企業をリストアップの上、
経営改善計画に対する実績状況を検証す
る。大幅な乖離がある場合は、モニタリ
ング訪問等による経営者面談を実施の上、
アクションプランの実施状況を含め改善
の進捗状況を確認する。
イ　改善が遅れているが改善に真摯に取り
組んでおり、事業継続の強い意思が確認
される企業については、当協会支援メ
ニューの活用を勧めながら、経営改善達
成のためのサポートを行う。

【回収部門】
（1）現状認識
　求償権回収は、関係人の高齢化等により弁済
能力が低下していることに加え、第三者保証人
の原則非徴求、有担保求償権の減少、条件変更
の継続による資産劣化等により一層厳しさを増
している。
　また、東日本大震災から7年を経過したが、い
まなお再建途上の関係者がいることに加え、そ
の後の台風等自然災害により生活再生に努力し
ている関係人も存在する。
　このような中で、回収部門における回収ポリ
シーの考え方を基本とし、初期段階で回収を最
大化するため代位弁済後の初動の対応を徹底す
るとともに、求償権関係人の心情をきめ細かく
くみ取り、個々の案件の状況に応じかつ効率性
を重視した管理・回収に取り組み、また一方で
は事業を継続しながら返済を履行している経営
者の再チャレンジや、保証人の生活再建にも積
極的に対応していく必要がある。
　こうした状況を踏まえ、回収を促進するため
次に掲げる課題に取り組む。

（2）具体的な課題
１）　適切な対応による回収の最大化
２）　事業再生等の対応
３）　求償権管理の効率化に向けた体制整備

（3）課題解決のための方策
１）　適切な対応による回収の最大化
①　代位弁済が避けられない案件について、
一定の回収が見込まれる場合は、期中段階
における交渉へ回収担当者が同席し代位弁
済後の初動対応につなげる。
②　無担保求償権については、関係人の生活

実態を把握の上心情等に配慮しながら、督
促強化日の設定等により、定例回収の最大
化を図る。

③　関係人の死亡や行方不明等により入金や
交渉が途絶えている先については、弁護士、
調査機関等の活用を含め、相続や居所等の
調査を行い、交渉の再開を図り弁済を促す
とともに必要に応じ法的手続きを行う。

④　有担保求償権については、所有者の実情
を勘案の上、任意売却の場合は、関係人の
同意のもとに、信頼できる不動産業者や金
融機関への情報提供を行い、競売の場合は
物件情報をホームページ、保証月報への掲
示等を行い物件売却の促進を行う。

⑤　有効な担保外不動産の担保設定に非協力
的な場合は、必要に応じ仮差押等の法的手
続きを行う。

⑥　弁護士等への債務整理委任案件はその進
捗を確認し回収の早期着手を図る。

　
２）　事業再生等の対応　
①　営業継続中の債務者の状況を把握し、早
期に再生が可能と判断できる先については、
求償権消滅保証や再生スキームとしての求
償権一部放棄等について、企業支援課及び
保証担当部署と連携し取り組みを推進する。

②　一定期間定期弁済を継続している求償権
関係人について、一部弁済による連帯保証
債務免除ガイドラインの活用を図る。

３）　求償権管理の効率化に向けた体制整備
①　回収が見込まれず管理の実益に乏しい求
償権について、早期に管理事務停止措置を
講じ、また管理事務停止先で求償権整理が
可能なものは遅滞なく求償権整理の手続き
を行う。

②　保証協会サービサーと情報共有及び個別
ヒアリングを実施し、効率的活用を行う。

③　サービサーを含めた求償権回収管轄の見
直しを行うとともに、管理事務の合理化を
検討する。

【その他間接部門】
（1）現状認識
１）　中小企業の悩みや課題に寄り添って当協
会がサポートするためには、専門的なスキルや
コミュニケーションスキルが重要であり、その
ために中長期的な視野を持って採用活動を展
開するとともに、協会業務の推進力となる職員
を体系的に育成しその能力を最大限発揮でき
る働きやすい職場環境、組織風土を作る必要
がある。また、協会が取組んでいる業務内容や
情報を広く知ってもらうため、広報活動を効果
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的に展開し、認知度向上に取り組む。

２）……信用保証協会は、社会的規範、倫理、各種
法令及び内部規程を遵守し、コンプライアン
スを基本とした業務運営を行うことが重要で
あり、社会的信頼の確立が必要不可欠である。
　不祥事発生防止のため、コンプライアンス
等の啓蒙活動による職員の倫理観向上や反社
会的勢力排除の活動推進を実施することが重
要である。
　また、東日本大震災等の経験を生かし、職
員の安全と業務の迅速な復旧を図るため、事
業継続計画（ＢＣＰ）に基づく訓練を実施し、
緊急事態に備える必要がある。
　なお、個人情報については、適正な個人情
報保護を図るため各部署で点検計画を策定
し、定期的に点検するとともに監査を実施し
て適正な管理を行う必要がある。

（2）具体的な課題
１）　広報活動の充実と認知度の向上
２）　組織体制及び職場環境の整備
３）　人材育成の体系化
４）　コンプライアンス態勢の維持・強化
５）　個人情報保護の徹底

（3）課題解決のための方策
１）　広報活動の充実と認知度の向上
①　マスメディア、ホームページ等を活用し
て情報発信する。ホームページはリニュー
アルを実施する。
②　採用イベントや大学生向け業界研究に積
極的に参加するとともに、ＰＲ用メディア
を制作し、協会知名度の向上を図る。
③　創立70周年記念事業を企画、実施する。

２）　組織体制及び職場環境の整備
①　職場と業務の改善提案を促すことにより
改善に対する意識高揚を図るとともに、職
場と業務を不断に点検する。
②　ストレスチェックと職員の満足度調査を
実施し、職員が明るく健康的に働ける職場
作りに繋げる。
③　職員が意欲をもって仕事に取り組めるよ
う、ワークライフバランスの取り組みを推
進する。
④　業務が円滑に遂行できるよう、協会内部
や他協会とのコミュニケーションを促進す
る。

３）　人材育成の体系化
①　新入職員の研修スケジュール、内容、育
成レベルを明確化するとともに、中長期的

な視野で人材育成に向けた研修、教育に取
り組む。

②　中小企業診断士や連合会が実施する信用
調査検定等の公的資格の取得を奨励する。

４）　コンプライアンス態勢の維持・強化
①……コンプライアンス・プログラムに基づき、
コンプライアンス委員会（年４回）やコンプ
ライアンス担当者会議（年４回）を開催し、
コンプライアンス態勢の維持・強化を図る。

②　「反社会的勢力との対応マニュアル」に基
づき、対応訓練等実施し組織を挙げて反社
会的勢力からの介入、不法・不当要求の排
除を行う。

③　日常モニタリング活動シート、コンプラ
イアンス・チェック及びマナー調査等の各
調査を実施し、職員の倫理観向上を図り、
不祥事発生防止に努める。

④　職場内研修でメンタルヘルス・コンプラ
イアンスをテーマとして実施すること及び
コンプライアンスニュースの発行により職
員の啓蒙活動を行う。

⑤　事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく訓練を行
う。

5）　個人情報保護の徹底
①　個人データ管理規程等に基づき、点検責
任者は個人データ取扱点検の年間計画を策
定し、定期的に点検・報告を実施する。

②　検査室は、各部署からの個人データ取扱
点検報告書により管理状況を把握するとと
もに、個人データの取扱状況の点検・監査
規程に基づいた監査を実施し、必要に応じ
て改善を指導する。
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岩手県信用保証協会役員名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ30.8.1現在）

役職名 氏　　　名 備　　　考

会長 杉　村　　　…孝 常　勤 前県企画理事

専務理事 髙　橋　克　彦 〃 前常務理事、元当協会総務部長

常務理事 木　村　　…　稔 〃 前県南広域振興局経営企画部長

理事 戸　舘　弘　幸 非常勤 県商工労働観光部長

理事 谷　藤　裕　明 〃 県市長会会長

理事 山　本　賢　一 〃 県町村会会長

理事 田　口　幸　雄 〃 岩手銀行頭取

理事 村　上　尚　登 〃 東北銀行頭取

理事 柴　田　克　洋 〃 北日本銀行頭取

理事 浅　沼　　　…晃 〃 県信用金庫協会会長

理事 山　本　雅　之 〃 商工組合中央金庫盛岡支店長

理事 谷　村　邦　久 〃 県商工会議所連合会会長

理事 髙　橋　富　一 〃 県商工会連合会会長

理事 小山田　周　右 〃 県中小企業団体中央会会長

監事 大信田　拓　実 常　勤 前当協会管理部長

監事 秋　山　信　愛 非常勤 公認会計士

監事 姉　帯　幸　子 〃 弁護士

組織体制
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組織図
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事務所のご案内

事　務　所 地　図

本
　
　
所

〒 020-0062
盛岡市長田町 6番 2号… アバンサール・ｉ
電話　019-654-1500（代表）
FAX………019-654-7121

総務部　　　　　　　　４階
検査室・企業支援部　　３階　
管理部　　　　　　　　６階

本所営業部　２階 管轄市町村

保証一課
電話　019-654-1501
FAX　019-654-7110

盛岡市、八幡平市、
滝沢市、
雫石町、葛巻町、
岩手町

保証二課
電話　019-654-1502
FAX　019-654-7120

花巻市、北上市、
紫波町、矢巾町、
西和賀町

釜
石
支
所

〒 026-0041
釜石市上中島町1丁目3番11号
電話　0193-27-8361
FAX　0193-23-8331

釜石市、遠野市、
大槌町

一
関
支
所

〒 021-0881
一関市大町 7番 14号
電話　0191-23-2533
FAX　0191-23-2530

一関市、
平泉町
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事　務　所 管轄市町村 地　図

宮
古
支
所

〒 027-0061
宮古市西町 2丁目 2番 3号
電話　0193-62-2700
FAX　0193-63-3930

宮古市、
山田町、岩泉町、
田野畑村

大
船
渡
支
所

〒 022-0003
大船渡市盛町字宇津野沢 8番地
5　　
ＯＳビル 1階
電話　0192-27-1224
FAX　0192-27-1227

大船渡市、陸前高田市、
住田町

二
戸
支
所

〒 028-6101
二戸市福岡字八幡下 59番地 6
アーバンＳＳ 91シティプラザ
3階
電話　0195-23-4115
FAX　0195-23-4116

二戸市、久慈市、
軽米町、洋野町、一戸町、
普代村、野田村、九戸村

奥
州
支
所

〒 023-0828
奥州市水沢東大通り1丁目2番
3号
電話　0197-25-3171
FAX　0197-25-3172

奥州市、
金ケ崎町
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