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信用保証

中小企業・小規模事業者の経営パートナー
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秋田県信用保証協会の企業支援の取り組み ─地域から信頼され、地域から必要とされる協会を目指します─

創業支援

創業を計画している方や創業後間もない方へ、事業が安定するまで一貫した支援を行います。

創業支援チーム

各室・支所に相談窓口
を設置し、創業支援担
当職員が応対しており
ます。女性の方からの
ご相談には女性創業支
援チームポラリスが対
応いたします。

起業者交流会
起業・創業に必要な情報提供
を行うほか、起業者同士の交
流の場を設け、創業に対する
不安感の解消や人脈づくり
のお手伝いをしています。

※写真は2019年に開催された
　起業者交流会

起業塾での情報提供
商工会や商工会議所で開催している
起業塾等にて創業者向け保証制度な
どの情報提供を行っています。

創業支援パッケージの提供
金融支援のみならず、お客様のニー
ズに合った支援機関の紹介や専門家
派遣など様々な支援を行っています。
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創業ガイドブック
創業準備の方法、
創業に関する保
証制度、他の支
援機関の相談窓
口や実施してい
る補助金につい
ての情報を提供
しています。

当協会では、経営者の高齢化、後継者不在による事業承継問題が深刻化している状況を踏まえ、事業承継を
お考えのお客様に対して、様々な支援を行います。

事業承継支援

企業訪問

金融機関と連携し、将来の事業存続に課題や悩みを抱えるお客様を訪問し、事業承継に向けた準備や関連
する保証制度、支援機関が開催する事業承継セミナー等の情報提供を行っております。

支援機関との連携強化

事業承継に課題を抱えるお客様につい
て、事業承継相談機関へあっせんを行
うほか、事業承継に向けた取り組みに
ついて、支援機関との情報交換を行っ
ております。事業承継についての悩み
や課題解決のため支援機関が連携して
サポートします。

ニーズに応じた保証制度

企業間買収（M&A）や従業員等による企業
買収（EBO）など、事業承継の形態に応じ
てご利用できる保証制度をご用意しており
ます。また、一定の要件を満たす企業につ
いて事業承継時に経営者保証を不要とする
新しい保証制度を令和2年4月に創設してお
ります。

創業者向け保証制度利用企業者数推移（社/者）



秋田県信用保証協会の企業支援の取り組み ─地域から信頼され、地域から必要とされる協会を目指します─

専門家派遣事業

中小企業のみなさまが「強み」を伸ばし、課題を解決するためのお手伝いとして、様々な分野の専門家を派
遣しております。いただいたご相談内容に基づき、当協会で対応する専門家をコーディネートいたします。
無料(※)でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
※�派遣可能回数を超えた分の費用はお客様の負担となる場合があります。

対　　象 当協会をご利用中の方・これからご利用される方
(原則年1回専門家派遣事業のご利用が可能です。）

派遣回数 最大5回

謝　　金 専門家への謝金は当協会が負担します

旅費・宿泊費 専門家の旅費・宿泊費は当協会が負担します
(ただし、金額に上限があります）

派遣先企業数 100社（予定）

上記のほかにもさまざまな分野の専門家がおり、お客様のニーズに応じた
きめ細やかな対応が可能です。

？どんな専門家がいるの
経営計画策定 マーケティング指導

パッケージデザイン人材育成

税務会計商品開発
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経営診断サービスの提供

当協会を利用されているお客様の経営改善活動をサポートするため、一般
社団法人CRD協会が提供している経営分析ツールの中小企業経営診断シ
ステム（Management�consultingSupport�System／略称：McSS）に
よって得られた財務分析などの総合評価結果診断書を無料で提供していま
す。（※法人企業限定）
McSSは、お客様の財務状況について評価し、蓄積された全国データを比
較した信用力の「位置づけ」と、財務面の「強み・弱み」を表示する「財
務診断ツール」であり、自社の経営課題の把握に活用いただけます。

専門家派遣事業利用企業者数推移（社/者）



秋田県信用保証協会の企業支援の取り組み ─地域から信頼され、地域から必要とされる協会を目指します─

新型コロナウイルス感染症に関する取り組み

令和2年1月に発生した新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客様への資金繰り支援として、経営安定
関連保証（セーフティネット保証）、危機関連保証に加え、県・市町村と連携し、特別保証制度を創設して
おります。
新型コロナウイルス感染症の影響が続いていることから、今後も経営に支障が生じているお客様への迅速な
資金支援に全力で取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症対策資金

お客様の事業継続や経営の安定を図るべく、新型コロナウイルス感染症関連の保証制度を多数ご用意して
おります。秋田県又は各市町村で保証料全額補給や一部利子補給を行っております。

販路拡大支援

当協会では販路拡大支援として、商談会等への参加斡旋や出展料の一部補
助等を行っております。また、専門家派遣事業との併用により、お客様が
より効果的な出展ができるよう当協会の職員がサポートいたします。

※写真は2019年7月に開催された県産食材マッチング商談会

相談体制

当協会本所・各支所に「経営相談窓口」を設置しております。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
お客様のご相談を受け付けております。

その他経営支援メニュー

この他にも、中小企業のみなさまを応援するため
様々な取り組みを行っています。



秋田県信用保証協会とは
　秋田県信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づいて設立された公的保証機関です。中小企業・小規模事
業者の方々が金融機関から事業資金を借入する際に保証人となることで借入を容易にし、さまざまな経営支援
を通じ、秋田県の中小企業者の健全で力強い発展を応援することを目的としています。

　万一、借入の返済が出来な
くなった場合には、当協会がお
客様に代わって金融機関へ残
額を返済（代位弁済）します。
代位弁済後は、新たな弁済計
画に応じ、当協会に借入金を
返済していただきます。

県内中小企業者数33,096企業のうち、15,183企業、割合にして約46％（令和3年3月末現在）の方にご利用いた
だいています。

信用保証の流れ

利用企業数

企業数 増減数 ※利用度

29年3月末 13,628 -406 38.8%

30年3月末 13,551 -77 38.6%

31年3月末 13,357 -194 40.4%

令和2年3月末 13,063 -294 39.5%

3年3月末 15,183 +2120 45.9%

※�保証利用企業数÷中小企業者数（中小企業白書付属統計資料）

保証利用
企業数

利用度
（%）
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信用保証協会

④融資

⑤返済

②保証審査

③保証承諾
（保証書発行）

⑥代位弁済

①保証申込

※各自治体と連携した融資制度や金融機関と連携した提携保証もございます。

さまざまなニーズに応じた保証制度をそろえております

経営相談付長期設備資金保証
順風満帆

カードmini継続型短期融資保証 再生可能エネルギー
資金

大規模な設備投資を行う際、
専門家の指導を

受けながら設備計画を
策定することができます。

事業資金をタイムリーに
ご利用いただける
カードローンにより、
小規模企業者の皆様の

経営の安定と、健全な発展を
応援します。

経常運転資金の一部について
短期資金を一定期間（概ね５年間）
継続してご利用いただく
ことにより、ご利用期間中の
安定した資金繰りを
確保していただけます。

再生可能エネルギー発電
事業の開始に必要な
資金支援を行います。



お問い合わせ窓口

TEL 018-863-9011

本所

TEL 018-863-9017
FAX 018-863-9010

債権管理室

経営支援・創業に関するご相談 経 営 支 援 部
（創業支援チーム）　　ＴＥＬ.018-863-9015

秋 田県信用保証協会について 総 務 企 画 部　　ＴＥＬ.018-863-9011


