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■ 「中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジ
の総合的支援に向けた連携協定」を締結しました

■ 第８回金融分科会を開催しました
■ 創業セミナーへ講師を派遣しました
■ コンプライアンス研修を実施しました
■ フードドライブに参加しました

■ 中小企業・小規模事業者向け広報物について
■ 当協会ホームページをご活用ください！

■ 株式会社アジア工研（青木二郎様）



2022年７月～９月

「中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの
総合的支援に向けた連携協定」を締結しました
９月１６日、関東経済産業局・埼玉県中小企業活性化協議会・当協会の３者間で、新型コロナウイルス感染症の影
響等を受ける中小企業・小規模事業者の収益力改善・再生支援・再チャレンジを促進するために標記の連携協定を
締結しました。
この連携協定により、個別事業者の支援に関する埼玉県中小企業活性化協議会と当協会とのさらなる連携強化や、

関東経済産業局による協議会・協会へのサポート体制強化等が図られます。
当協会では引き続き、関係機関との連携を深めながらの事業者支援に取り組んでまいります。

第８回金融分科会を開催しました
７月１５日、ソニックシティビル６０２会議室で

「彩の国中小企業支援ネットワーク第８回金融
分科会」を開催しました。
金融分科会とは、ネットワーク構成機関の中

から個別課題を共有する機関が集い、その課題
についての情報交換や協議・検討を行うもので
す。
今回の分科会では、中小企業・小規模事業者

に対する IT導入支援の重要性が高まっている
ことを受け、中小企業基盤整備機構の職員の方
から、同機構の IT化支援ツールについてご説
明いただきました。
今後も、県内中小企業・小規模事業者へのより良い支援を実現するため、金融分科会を有効に活用してまいりま

す。
なお、本分科会は細心の感染対策をとった上で、平成３１年１月に開催した第５回金融分科会以来の対面開催とし
ました。

第８回金融分科会参加機関 ※順不同

埼玉りそな銀行／武蔵野銀行／埼玉縣信用金庫／川口信用金庫／青木信用金庫／飯能信用金庫／熊谷商工信用組合／
埼玉信用組合／埼玉県医師信用組合／日本政策金融公庫／商工組合中央金庫／埼玉県信用保証協会

【連携協定の概要】
１．連携深化の前提としての対話と支援対象・内容の共有
２．信用保証協会を起点とした中小企業活性化協議会との連携（プッシュ型経営支援）
３．中小企業活性化協議会を起点とした信用保証協会との連携
４．経済産業局を起点とした中小企業活性化協議会・信用保証協会との連携
５．中小企業及び経営者個人の破産回避に向けた積極的な連携
６．外部意見を積極的に取り入れた更なる質向上の取組
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フードドライブに参加しました
当協会は持続可能な社会の実現に資するため SDGsの達成に向けた取組みを行っており、令和４年３月には「埼
玉県 SDGsパートナー」の登録を受けています。
このような中、当協会本店が入居するソニックシティビル内で７月２０～２２日にかけて行われたフードドライブ活
動に参加し、５１名の役職員が持参した３１４品目の食料品を寄贈しました。
当協会では、食品ロスや貧困問題の解決に資するフードドライブへ引き続き積極的に参加してまいります。

表紙のイラスト シラコバト（キャンベルタウン野鳥の森）
埼玉県のマスコットキャラクター・コバトンのモチーフになったのが、埼玉県民の鳥であり、
国の天然記念物でもあるシラコバトです。
いつも元気なコバトンからは想像できませんが、２０００年以降に個体数を大幅に減らしてい
るシラコバトは絶滅が危惧される状況に置かれており、埼玉県では生息状況調査や動物園で
の保護・増殖をすすめています。
越谷市にあるキャンベルタウン野鳥の森は、シラコバトにいつでも会うことができる数少な

い場所のひとつ。
小柄で愛らしいその姿を見ながら、人間と動物の共存のあり方に思いを馳せてみてください。

創業セミナーへ講師を派遣しました
所沢商工会議所・所沢市の主催で９月１７日に開催された「第
８回開業Cafe」に、当協会職員を講師派遣しました。
「開業Cafe」は創業を検討している女性を対象に、女性専

門家による講義や女性起業家による体験談等を行うものです。
当協会が派遣した女性職員からは、信用保証協会の役割や創

業支援メニューについての説明を行いました。
今回の「開業Cafe」は女性に人気のお洒落なレストランで

開催され、イベント後は講師を交えての参加者交流会が行われ
るなど、終始和やかな雰囲気のセミナーとなりました。
今後も商工団体や市町村等と連携しながら、創業者支援へ積極的に取り組んでまいります。

コンプライアンス研修を実施しました
７月から８月にかけて、派遣社員を含む全職員を対象に、ハ
ラスメント防止を目的としたコンプライアンス研修を部署毎に
実施しました。
今回はコロナ禍で集合研修ができないため、ドラマ形式の動

画視聴をした後に「どのような言動がハラスメントに該当する
のか」「どうすれば予防できるのか」を少人数形式でディスカ
ッションしました。
県内中小企業・小規模事業者へのより良い支援を行うため、

ハラスメントのない、職員が気持ちよく働ける職場環境の整備に引き続き取り組んでまいります。

創業セミナーについての問い合わせ窓口
当協会では創業セミナーの共催・後援、講師派遣を行っています。

ご依頼の際は、保証経営支援部・創業支援課（TEL ０４８－６４７－４７２０）にご連絡ください。
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信用保証協会からのご案内

信用保証協会とは
「信用保証協会法」に基づき運営している公的機関で、全国に
５１の信用保証協会があります。
中小企業・小規模事業者の皆さまが、事業経営に必要な資金
を金融機関から借入れする際に、その保証をすることで資金
調達を円滑にしています。
また、ご利用いただいているお客さまの様々な声に耳を傾
け、その想いの実現を目指す経営支援も行っています。

埼玉県信用保証協会
のプロフィール

設 立 年 月

主 務 大 臣

保証債務残高※

利用企業者数

１９４９年６月
内閣総理大臣
経済産業大臣
７，６３５億円
４５，７６０企業

:

:

:
:

（2019年12月末現在）
※ 当協会が保証している残高の合計

埼玉県
信用保証協会

です。

埼玉県信用保証協会  3つの安心

公的な保証機関
事業に関する資金調達を
公的保証でサポート

４万者以上の
企業が利用中

県内の中小企業・小規模事業者
のうち４万者以上が
当協会を利用中

保証利用後のサポート
ご利用いただいている
お客さまの事業経営を

サポート

中小企業・
小規模事業者
の皆さまへ

はじめまして

※2020年4月1日時点の情報を掲載しています。

中小企業・小規模事業者の皆さまへ中小企業・小規模事業者の皆さまへ

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆さまが

事業経営に必要な資金を金融機関から借入れする際に、その保証をすることで

資金調達を円滑にしている公的機関です。

2020年4月1日時点の情報を掲載しています。

創業創業
START UP navigation

Navi
STARTUUPnnavigatiion

Navi

『埼玉県信用保証協会のご案内』
《当協会を説明するための汎用的なパンフレット》

窓口に備え置いて配布していただく他、お客さまに当協会のご説明をする際にご活用く
ださい。

主な掲載内容
信用保証の仕組み、信用保証利用のメリット、当協会の各種支援策、信用保証料など

『はじめまして埼玉県信用保証協会です』
《当協会を利用したことのない（当協会を知らない）お客さまに対して、
当協会を説明するためのリーフレット》

新規のお客さまへの訪問時等に携帯していただき、営業ツールとしてご活用ください。

主な掲載内容
信用保証の仕組み、信用保証料など

『創業Navi』
《創業を予定しているお客さまに対して、創業プランの作成方法等を解説するパンフレット》

創業を予定しているお客さまからの相談時にご活用ください。
※２０２２年９月に、直近の情報を踏まえた改定を行っています。

主な掲載内容
創業計画書の策定方法、創業に係る情報提供、当協会の創業者向け支援策など

以上の発行物は、当協会のホームページからお取り寄せいただけます。
〈取寄用ページ〉 ホーム＞金融機関専用ページ＞パンフレット類

※当協会ホームページの「金融機関専用ページ」へアクセスするには、専用の IDとパスワードが必要です。
ID・パスワードにつきましては金融機関の信用保証協会担当部署へお送りしていますので、ご確認ください。

こちらから
必要事項を
入力してください

中小企業・小規模事業者向け広報物について
中小企業・小規模事業者のお客さまに向けて当協会の概要等を説明する広報物をご用意しています。
当協会ホームページに掲載しておりますので、お客さまへ保証付き融資のご説明をする際にお役立てください。
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当協会ホームページをご活用ください！
当協会ホームページでは、中小企業・小規模事業者のニーズに合った保証制度の紹介や、統計情報のタイムリー
な提供など、ご利用いただく皆さまに役立つ情報を豊富に掲載しています。

〈各保証制度のご案内ページ〉

保証制度の絞り込み表示機能
各項目をクリックすると、

その項目に合致する保証制度
のみが表示されます。

各保証制度の詳細情報
クリックすると保証制度の

詳細ページが表示されます。

〈統計情報提供ページ〉

毎月上旬に、前月の統計情
報をアップロードしています。

主要業務数値のほか、主要
制度別・資金使途別・業種別・
金融機関別の実績を掲載して
います。

埼玉県信用保証協会 検索
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少ない工程で量産が可能な亜鉛ダイ
カスト製品は、納期の短縮やコスト削
減となる可能性を秘めています。当社
の一貫生産体制で皆さまの品質や納期
のご要望に柔軟にお応えいたします。
まずはお気軽に当社
までお問い合せください。

青木 二郎様

株式会社
アジア工研

当社は亜鉛ダイカスト製品の生産を行っており、特

に小型かつ精密な部品の製造を得意としています。

平成7年の設立以来、「受けた仕事は断らない」とい

う方針を貫き、業界を問わず、お客さまのどんなご要望

にも応えられるよう、試作・設計から量産、そして品質

管理までの一貫生産体制を整えています。

あるとき、お客さまからの「どうしても緊急で対応し

てほしい」というご要望にお応えし、大変感謝していた

だいたことがありました。そうしたご要望一つ一つに

向き合い、応えていったことがお客さまからの信頼に

繋がりました。今では多くの業界で当社の製品が組み

込まれております。

当社の製品はすでに多くの業界で採用されています

が、これは日々の技術の研鑽と、お客さまのニーズに応

えるために新たな挑戦を続けてきたことの賜物。そし

て、どんなに世の中が変わっても、こうした取組みを続

けていくことが大事だと考えています。

亜鉛ダイカストでできる製品はもっとある。だからこ

そ技術力の向上に終わりはありません。

社員の成長こそが当社の技術力の源泉。社員には

積極的にセミナーや講習会に参加してもらい、当社の

技術力の向上に努めてもらっています。

亜鉛ダイカスト製品をもっと多くの製品に広めてい
きたい。お客さまのご要望に100％応えるべく磨き続
けた技術力には絶対の自信があります。しかし、販路
拡大の方法や利益の見込みなど、どうしていくべきか
考えあぐねていました。
そんな中、「何かお困りのことがあるのでは」と金融機
関・信用保証協会の担当の方からお声掛けいただき、そ
の際に当社の現状や今後に向けての思いを伝えたとこ
ろ、「専門家派遣事業」を紹介していただきました。

金融機関そして信用保証協会には新たな成長のきっ
かけをいただきました。「専門家派遣事業」の経験を経
て、今では自分自身で当社の改善点はどこか、そして
どうやって改善していくべきか、客観的な視点に立って
考えられるようになったと思います。
これまで、様々なお客さまのご要望に応えていくこと
がきっかけとなり、当社の技術力は磨かれ、そして向上
してきました。いわば、当社は皆さまと共に成長してき
たのだと思っています。
これからも、様々な業界で当社の技術が皆さまのお
役に立てるよう、精進してまいります。

当社の製品は自動車の電気系統のコネクターやテレビアンテナ
の差込口、ギターや文房具などの様々なもの使われています。もし
かしたら皆さんの身近なところにも当社の製品が組み込まれている
かもしれないですね。

代表取締役

代表取締役：青木 二郎様

技術を磨き
　お客さまの期待に応え続ける

埼玉県を元気に
彩る企業を紹介！

STORY

期待に応え続けて得た信頼 技術力の向上へ、たゆまぬ努力

皆さまと共に

思いの実現に向けて

「専門家派遣事業」では、専門家の方の現状分析を踏
まえた改善点の提示や販路拡大に向けての市場設定・
調査の方法、それらを踏まえて当社がどうしていくべ
きか具体的なアドバイスをしていただきました。
また、人材育成についても、「長い目で見ることが大
切」というアドバイスをいただき、若い社員との接し方
や教育方法を見直すきっかけとなりました。今でもこの
アドバイスを胸に日々社員と向き合っています。
「専門家派遣事業」によって当社を俯瞰して見ること
ができたことで、当社がやるべきことが明確になり、今
後の成長への自信となりました。

俯瞰して見ることで得た自信

Message

Pick Up!Pick Up!

株式会社アジア工研

詳細はこちらを
ご覧ください

Check!

東松山市上唐子1447
0493－24－5865
https://asia－kouken.co.jp

所在地

TEL

URL

InformationInformation

#835248　シーズンリポート2022年秋号　彩りストーリー
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当協会
ホームページも
ご活用ください！

■ご相談・お問い合わせ先
保証申込みに係るご相談・お問い合わせ

特定社債保証・流動資産担保融資保証（ABL）

保証経営支援部（本部審査課）海外展開に関する保証

NPO法人に係る保証

上記以外の保証 さいたま営業部・各支店（保証課）

条件変更・経営支援に係るご相談・お問い合わせ

期間延長・返済方法の変更

さいたま営業部・各支店（経営支援課）
連帯保証人の追加・解除、債務引受

保証条件担保の変更

経営支援

融資（条件変更）実行後に係るご相談・お問い合わせ

貸付（条件変更）実行、償還・完済に係る手続き・報告 保証経営支援部（保証事務課）

信用保証料の送金、返戻 企画総務部（経理課）

事故・代位弁済に係るご相談・お問い合わせ

事故報告に係る手続き さいたま営業部・各支店（経営支援課）

代位弁済に係る手続き 管理再生支援部（代位弁済課）

■事務所のご案内
本店 熊谷支店

TEL 企画総務部
企 画 課 048（647）4712情報システム課
総 務 課 048（647）4711経 理 課

保証経営支援部
保証統括課 048（647）4713保証事務課
創業支援課 048（647）4720
経営支援統括課 048（647）4716本部審査課

管理再生支援部
代位弁済課 048（647）4714
管理一・二・三課 048（647）4717
管理統括課 048（647）4715

さいたま営業部
保 証 一 課 048（647）4721
保 証 二 課 048（647）4722
経営支援課 048（647）4723

検査指導室 048（647）4718

TEL 保 証 課 048（521）5221
経営支援課 048（521）5277

川越支店

TEL 保証一・二課 049（249）1681
経営支援課 049（249）1671

春日部支店

TEL 保 証 課 048（731）7311
経営支援課 048（731）7312

ご相談内容に応じたサポートデスクもご用意しています！
●創業に関するご相談・・・・・創業サポートデスク 048－729－7911
●海外展開に関するご相談・・・海外展開サポートデスク 048－729－7912
●事業承継に関するご相談・・・事業承継サポートデスク 048－729－7913
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