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シーズン・トピックス 信用保証協会からのお知らせ

彩りＳＴＯＲＹ

■ 第 19 回彩の国中小企業支援ネットワーク
会議を開催しました

■ 反社会的勢力排除研修を実施しました
■ 創業セミナーに講師を派遣しました
■ 信用保証業務の電子化を進めています

■ 設備資金の支払確認後は、「設備完了報告書」
が必要になります

■ 株式会社ふくしるす～イイタス坂戸教室～
（宮地佳美様）



２０２３年の新春を迎え、謹んで新年のご祝詞を申し上げます。

皆さまにおかれましては新春を清々しくお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中はひとかたならぬご厚誼を賜り、誠にありがとうございました。

昨年は新型コロナウイルス感染症に加え、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の進行に起因

する資源価格の高騰・原材料高など、多くの中小企業者の皆さまにとって難しい経営の舵取り

を余儀なくされた一年になりました。

当協会といたしましては、地域金融におけるセーフティネットとしての役割を果たすべく、

月々の返済負担を軽減する借換保証をはじめ、各種政策保証を中心とした信用保証を迅速に提

供し、円滑な資金繰り支援に全力を挙げて取り組んでまいりました。また、経営支援において

は中小企業者の皆さまの実情を踏まえ、外部専門家や中小企業等支援機関、金融機関の皆さま

と連携しながら支援策の提案と実施に取り組んでまいりました。

本年も、依然として景気の先行きは不透明な状況が続くものと予想される中、「ゼロゼロ融

資」の返済が本格化することもあり、経営に不安を抱く中小企業者の方も少なくないと認識し

ております。

当協会といたしましては、金融機関・中小企業等支援機関の皆さまと手を取り合いながら中

小企業者の皆さまに寄り添い、安心をお届けできる一年になるよう、職員全員が一丸となって

金融支援・経営支援に取り組んでまいります。

関係機関の皆さまにおかれましては、引き続き温かいご支援・ご協力を賜りますよう心より

お願い申し上げます。

末筆になりますが、この新しい年が、皆さまにとりましてより良き年になりますようご祈念

申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

年頭のご挨拶

会長 飯 島 寛
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2022年10月～12月

反社会的勢力排除研修を実施しました
反社会的勢力排除に係る内部研修を実施しました。
この研修では、不当要求への対応を解説したDVDを視

聴した後にケーススタディを行うことで、不当要求に対す
る実践的な理解を深めました。
今回の研修で学んだことを今後の業務に活かすことはも

ちろん、万一、反社会的勢力の介入を受けた際は、埼玉県
警と連携しながら組織として対応してまいります。

第１９回彩の国中小企業支援ネットワーク会議を
開催しました
１１月１７日、第１９回彩の国中小企業支援ネットワーク会議をソニックシティ市民ホールにて開催しました。この会
議は、地域の再生事例、経営改善や創業に関するノウハウ・スキルを共有し、地域全体の中小企業者支援に関する
目線合わせを目的として定期的に開催しております。
約３年ぶりに対面形式で行われた今回の会議では、各参加機関が持ち寄ったテーマの説明が行われた中、当協会

からは事業承継に係る保証制度の説明と支援事例の発表を行いました。こうした取組みを通して、参加機関との相
互理解や連携を深め、県内中小企業者へより効果的な支援を行ってまいります。

構成メンバー（全２８機関）※順不同

関東財務局／関東経済産業局／埼玉県／さいたま市（産業創造財団を含む）／埼玉県中小企業活性化協議会／地域経済
活性化支援機構／日本政策金融公庫／商工組合中央金庫／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／飯能信用金庫／青木信用金庫／熊谷商工信用組合／埼玉信用組合／埼玉県医師信用組合／埼玉県産業振興公社／埼
玉県商工会議所連合会／埼玉県商工会連合会／埼玉県中小企業団体中央会／関東信越税理士会埼玉県支部連合会／日本
公認会計士協会埼玉会／埼玉県中小企業診断協会／埼玉弁護士会／さいたま商工会議所／埼玉県事業承継・引継ぎ支援
センター／埼玉県信用保証協会
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表紙のイラスト アナホリフクロウ（大宮公園小動物園）
闇夜を見通す鋭い眼光、獲物を掴む鋭い爪、そして音を立てずに羽ばたくその姿。フクロウ

は静かなるハンター。でもアナホリフクロウはそんなイメージとは全く逆。フクロウにしては珍
しく昼行性、足は細くて長く、獲物は走って捕まえます。しかも名前とは違って、穴を掘ることは
ほとんどなく、小動物が残していった空きの巣穴で暮らすことが多いんです。まさにギャップ
の宝庫。なんだか愛らしく思えませんか。
フクロウは漢字では「梟」と書きますが、「不苦労」や「福来郎」などのあて字も多数あり、そ
の字の通り縁起の良い動物としても有名です。
新年最初はギャップの宝庫で縁起の良いアナホリフクロウに会いに行ってみてはいかがで

しょう？

創業セミナーに講師を派遣しました
１１月１２日、所沢商工会議所と所沢市の主催で行われた「第

２８期開業ゼミナール」に、当協会川越支店の職員を講師と
して派遣しました。
「第２８期開業ゼミナール」では、所沢市内で開業予定ま
たは開業５年未満の方を対象に、経営の基本的な考え方や
事業計画書の策定方法等について解説しました。その中で、
当協会からは創業時における信用保証協会の役割等を説明
しました。
今後も商工団体や市町村等と連携し、創業を考えている、

または創業間もない方の知識・ノウハウの向上支援に取り
組んでまいります。

信用保証業務の電子化を進めています
当協会では令和４年３月以降、希望する金融機関を対象

に信用保証書の電子交付を開始しており、令和４年１２月末
現在、１６金融機関で電子交付を行っています（保証債務件
数の約７５．５％に相当）。
また、（一社）全国信用保証協会連合会等が中心となり開

発した信用保証申込の電子対応システムが稼働したことを
受け、１２月には埼玉県内に本店を置く金融機関を対象に、
信用保証申込電子化についての説明会をオンライン形式に
て実施しました。

創業セミナーに関する問い合わせ窓口
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、以下の担当窓口までご連絡ください。

【担当窓口】当協会 保証経営支援部 創業支援課（TEL：０４８－６４７－４７２０）
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信用保証協会からのお知らせ
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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、金融機関本部の信用保証協会担当部署にお送りしていますの
で、ご確認ください。

設備資金の支払確認後は、「設備完了報告書」が必要になります
当協会の保証付き融資にて設備資金を取り扱った際は、資金の支払い確
認後、「設備完了報告書」に支払確認資料（領収書等）を添え、審査担当
者までご送付くださいますよう、お願いいたします。
「設備完了報告書」は当協会ホームページに掲載しておりますので、ダ
ウンロードしていただきますよう、お願いいたします。

当協会では設備資金に係る保証をご利用いただいたお客さまに関しては、
その後の保証依頼に際して、設備の導入状況を確認しております。（※）
従いまして、「設備完了報告書」をお送りいただけない場合、その後の
保証審査に遅延を来たす恐れがあることから、何卒ご理解とご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

（※）その後の保証依頼をされた金融機関が保証付きの設備資金をお取り扱
いした金融機関と異なったとしても、導入状況の確認を行っています。

●掲載ページ：ホーム＞金融機関専用ページ＞C：保証承諾後の各種報告書式＞（様式番号C‐１１）
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イイタス坂戸教室では、お子さまだ

けでなく、保護者の方にとっても肩の

力を抜いて不安や悩みを打ち明けてい

ただける場所作りを目指しています。

ぜひお気軽にお問合せ

ください!

宮地 佳美様

株式会社
ふくしるす

当社は2022年5月に法人を設立し、同年10月より

“児童発達支援 イイタス坂戸教室”をオープンしました。

児童発達支援とは、主に未就学のお子さまを対象に個

別・集団療育を行う児童福祉法に基づく障がい福祉

サービスのひとつです。

お子さまの個性は十人十色。イイタス坂戸教室では、

定型の支援手法ではなく、お子さまそれぞれにとって最

適な支援を考え、オーダーメイドの療育を提供します。

理学療法士や保育士など、有資格者を中心とした手

厚い職員体制で、お子さまの成長に寄り添った支援を

行っています。

私はもともと裁判所に勤務する公務員でした。児童

福祉という仕事に興味を持ったのは、自身の出産が

きっかけです。第一子の出産時、担当医から「子供にダ

ウン症の可能性がある」と言われました。生まれた子に

障がいはありませんでしたが、その時に初めて“誰でも

障がいを抱える可能性がある”ということを意識しまし

た。後天的に障がいを抱えることもあれば、将来自分

の子供が障がいをもった子供を持つことになるかもし

れない。自分の大切な人がもし障がいを抱えることに

なっても安心して暮らせるようなサポートをしてくれる

場所が欲しい。そう考えた時、自分の中で新たに“創

業”という選択肢が生まれました。

たくさんの方に支えられ、2022年10月にイイタス
坂戸教室はオープンしました。
人は誰でも、得意なこともあれば、苦手なこともあり

ます。イイタス坂戸教室では、お子さまの得意なこと、
好きなことを大切にし、自尊心や自己肯定感をはぐくむ
療育を提供します。“良いところを足していく”、事業所
のイイタスという名前にはそんな想いを込めました。
私自身2児の母として、2人の娘を育てていますが、
子育てには日々不安が尽きません。まして障がいを
抱えるお子さまを持つ保護者の方にとってはなおさ
らです。私が皆さんに創業時の不安を和らげてもらっ
たように、今度は私たちが皆さんの抱える不安を少し
でも緩和できるような場所を創っていきたいと考えて
います。

代表取締役

代表取締役：宮地 佳美様

大切な人のため
　想い描いた場所を形に

埼玉県を元気に
彩る企業を紹介！

STORY

オーダーメイドの療育を “創業”という選択肢

“良いところ”を足して“不安”を減らして

“大切な人を安心して任せられる場所を創る”。この
想いは、そのまま事業所の理念となりました。創業に向
けた準備を進める中で、大変なことや不安になること
も数多くありましたが、その度にこの理念に共感してく
ださるたくさんの方に支えていただきました。
不安だったことのひとつは資金調達です。事業所の
新築費用や従業員の給料など、創業時には様々な資金
が必要になります。創業資金について、地元の金融機
関のひとつである飯能信用金庫へ相談をしたところ、
信用保証協会の保証付融資をご紹介いただきました。
以前たまたま裁判所の仕事の関係で職員の方とお会
いしたことがあり、信用保証協会がどのような組織な
のか、なんとなく知っていました。実際に保証付融資を
利用する側になってみて、公的な機関が保証人として
融資をサポートしてくれるというのはとても心強く感じ
ました。

想いを理念に変えて

Message

株式会社ふくしるす ～イイタス坂戸教室～

～イイタス坂戸教室～
坂戸市関間4－1－18住所

049－298－6332
https://iitas.net
https://
www.instagram.com/fukushirusu

T E L

ホームページ

インスタグラム

InformationInformation

ふくしるすが運営するホームページでは、福祉に携わる方へのイ
ンタビュー記事を掲載しています。福祉業界で働く方の“想い”や業
界の“今”を知ってもらうことで、多くの方が福祉業界に興味を持った
り、福祉業界で働きたいと思ったりするきっかけ作りができればと考
えています。

Pick Up!Pick Up!

https://fukushirusu.net

ホームページ

ホームページは
こちら！

Check!
インスタグラムは

こちら！

Check!
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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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