
　　青森県信用保証協会

創業・経営の相談は
信用保証協会へ‼

相談は全て無料です！

2023
年版

～中小企業者の活力ある未来へ確かなサポート～



■当協会では、財団21あおもり産業総合支援センターとの事業連携※１に基づき、同機関に
　所属するインキュベーション・マネジャー※２との個別相談会を随時実施しています。
　創業準備段階から事業開始までに必要な事項について、「伴走型」での創業に係る各種支援・
アドバイスを実施しています。
※１　他連携機関　AOMORI STARTUP CENTER（あおもりスタートアップセンター）
　　　　　　　　　ひろさきビジネス支援センター
　　　　　　　　　はちのへ創業・事業承継サポートセンター
※２　インキュベーション・マネジャー＝創業・起業志望者を、構想・企画の段階から創業・起業に至るまで一貫して

支援する専門家です。

■創業前の一般的なご相談から、計画書作成の相談、資金調達の相談等を中小企業診断士等の
経験豊富な職員がサポートします。

■中小企業診断士等の外部専門家を派遣し、創業計画書の策定や助言等を実施しています。

これから創業される方、創業後５年未満の方で当協会の保証を利用している方、利用予定の方のサポート
メニューとなります。
創業後一定期間を経過した方はP３のサポートメニューをご利用いただけます。
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サポートⅠ（創業支援チーム）

② 関係機関との連携

創業サポートメニュー

①創業計画書の作成　　　②関係機関との連携　　　③創業資金の調達

① 創業計画書の作成

いずれも当協会のホームページからダウンロードが可能です。創業ノートの書き方については、最寄りの窓口で承ります。

創業ノート（抜粋）

創業事例

サポートⅡ（個別相談会）

サポートⅢ（専門家派遣事業）



まずはお気軽に当協会の
創業サポート窓口へご相談ください！
お客さまのニーズに応じて最適なメニューをご提案いたします。

■利用要件
　　次の１．に該当し、かつ２．～４．のいずれかに該当する方とします。
　１．当協会保証対象業種の事業を営む（予定する）方で、納税状況が良好な方
　２．青森県内で新たに個人で事業を開始する計画をお持ちの方
　３．青森県内で新たな会社を設立し事業を開始する計画をお持ちの方
　４．青森県内で事業を開始した日または設立日から1年未満の個人または法人
■保証限度額　1,000万円
■貸付利率　　年1.1％（固定）
■保証期間　　７年以内
■保証料　　　不要※

※各市町村により取扱い、利用要件等が異なる場合がありますので、詳細は当協会までお問い合わせください。
※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合、保証料は0.2％事業者負担となります。

■様々なニーズに応じた金融・経営両面を継続
的にサポートします。

　ご連絡いただければ当協会からお客様のとこ
ろに訪問させていただきます。

■事業資金の融資にあたってはご希望の金融機関（地銀・信金・信組等）を紹介※します。また、サポー
トⅠ～Ⅲにて策定した創業計画書等を金融機関に説明するための時間調整やその場での進行
等のお手伝いをしています。お気軽にご用命ください。
※当協会所定の審査により、ご紹介できない場合があります。
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③　創業保証制度：サクセス

⑤　創業後のフォローアップ

④金融機関のご紹介　　　⑤創業後のフォローアップ

④　金融機関のご紹介

創業サポート窓口から
あなたの夢の扉が開きます!!

安心サポート
いたします



経営のお悩み解決は経営相談・　　　　　　　　
　　　　　　　　　　事業承継サポート窓口まで‼

■経営支援チームが支援
　県内中小企業者の皆様に対して“より顔の見える”協会を目指して金融機関と連携のうえ
経営支援を積極的にバックアップする「経営支援体制」を構築しております。統括部署の創業・
経営支援課、青森営業所・各支所の経営支援アドバイザーを窓口として、中小企業診断士等
の資格を有するチーフアドバイザーがサポートします。

　　経営相談にかかる支援メニューを豊富に取り揃えて
　　おります。
　　お気軽にご利用ください。

■当協会の経営支援を希望される方については、当協会の経営支援アドバイザーが直接事業所
までお伺いして、企業のお悩みをヒアリングして、ニーズに合った支援メニューを紹介しま
す。

■そのほか、財務状況を多面的にチェックし、定量面・定性面を踏まえお客様に合わせたアド
バイスなども行っております。
※財務分析を基に現状分析や課題抽出などの簡易診断を行います。

専門派遣事業　　　　　販路拡大支援　　　　　事業計画書の作成
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経営サポートメニュー

経営相談・事業承継サポート窓口の設置

企業訪問

電話やWeb会議システムを活用したリモート面談も可能です。

を窓口として、中小企業診断士



■当協会では、企業の経営課題の抽出・解決、経営改善計画・事業承継計画・生産性向上計画の策定、事業承継に関する税
務相談について、外部専門家（中小企業診断士等）の派遣事業を実施しております。
　１．ご利用いただける方
　　　当協会の保証を利用しており、専門家による診断・助言等が必要と認められる方
　２．支援内容
　　（１）ワンポイントアドバイスコース
　　　特定経営課題助言支援
　　　派遣・作成上限時間９時間
　　（２）経営診断・経営改善計画策定コース
　　　派遣・作成上限時間50時間
　　　※一定の規模を有する中小企業者の方は派遣・作業時間上限100時間まで
　　（３）事業承継計画策定コース
　　　派遣・作成上限時間30時間
　　（４）生産性向上計画策定コース
　　　派遣・作成上限時間30時間
　　（５）上記、（２）～（４）のフォローアップ
　　　派遣・作成上限時間９時間
　　（６）事業承継税務相談コース
　　　相談上限時間３時間
　３．支援分野
　　⑴経営方針⑵販路開拓・拡大⑶技術開発・商品化⑷生産・販売管理⑸人材活用⑹財務管理⑺事業承継など
　４．費用
　　原則、専門家への謝金・旅費は当協会で負担しますが、一部自己負担が発生する場合があります。

経営課題解決をサポートⅠ
（専門家派遣事業）

■当協会では、県内各金融機関※１が提供する販路拡大に向けたツールをご紹介するとともに、アドバイザリー機関※２と連携
し、情報提供や関係補助金の活用支援等、販路拡大に関する課題解決をサポートしています。
※１：青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫、
　　　青森県信用組合
※２：青森県、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター

販路拡大をサポートⅡ
（販路拡大に関する相談）

■当協会では、国の経営改善計画策定事業※１によって、認定支援機関※２の支援を得て経営改善計画を作成した場合、国から
　の一部費用補助に加えて、独自に費用の一部を補助する支援を行っております。
　〈当協会の補助内容〉
　経営改善計画策定支援費用（モニタリング費用は除く）のうち、事業者負担３分の１部分の80％（上限20万円）を補助
しております。なお、計画策定費用の３分の２については国による補助が受けられます。
※１：「経営改善計画策定支援事業」にかかるお問い合わせは、

　　　　◆中小企業活性化協議会
　　　　〒030-0801 青森市新町2-4-1　青森県共同ビル7Ｆ　TEL 017-723-1024
　※２：「認定支援機関」とは、中小企業者に対する経営相談等に関し、国が認定した税理士等の支援機関のことをいいます

■上記の経営改善計画策定時等における金融機関との意見交換の場として、当協会が事務局を務める会議体「経営サポート
会議」もありますので、ご活用ください。
※「経営サポート会議」とは、金融機関等が一堂に会し意見交換を行う会議体です

事業計画書策定をサポートⅢ
（事業計画策定支援）
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保証制度名 事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）

対 象 者

・「中小企業活性化協議会」や「認定支援機関」の指導又は助言を受けて作成された事業
計画を有する中小企業者

・「経営サポート会議」による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画を有する中
小企業者

保 証 限 度 額 個人・法人　２億8,000万円
組合等　　　４億8,000万円

資 金 使 途 事業資金
保 証 期 間 15年以内（据置期間は５年以内）
保 証 料 率 0.20％
貸 付 利 率 金融機関所定利率

保証人・担保
原則として法人代表者以外の保証人を徴求しない
但し、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない
必要に応じて担保徴求

保証制度名 伴走支援型特別保証制度

対 象 者

　次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
（１）セーフティネット保証４号の認定を受けている方
（２）セーフティネット保証５号の認定を受けている方
（３）一般枠（次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当するもの）
　　①　最近１カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して５％以上減少している方
　　②ⅰ最近１カ月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して５％以上

減少している方
　　　ⅱ最近１カ月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して５％以上

減少している方
　　　ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して５％以上

減少している方
　　　ⅳ最近１カ月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して５％

以上減少している方
　　　ⅴ最近１カ月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して５％

以上減少している方
　　　ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して５％

以上減少している方
保 証 限 度 額 １億円

資 金 使 途 対象者（１）及び（２）の場合　経営の安定に必要な事業資金
対象者（３）の場合　事業資金

保 証 期 間 10年以内（据置期間は５年以内）

保 証 料 率
セーフティネット４号又は５号認定の場合　0.20％
一般枠（売上高・利益率減少）の場合　　　0.20％～1.15％
※保証料の一部を国が補助しております。上記は中小企業者が負担する保証料です。

貸 付 利 率 金融機関所定利率

保証人・担保
但し、原則として法人代表者以外の保証人は徴求しない
また、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表の連帯保証を徴求しない
必要に応じて担保徴求

経営支援サポート関連保証制度
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：相談

：金融支援

：経営支援

：技術支援

青森県信用保証協会
（金融支援）

21あおもり
産業総合支援センター

（経営支援）

青森県
産業技術センター
（技術支援）

創業者
及び

中小企業者
等

連携

県内
金融機関

連
携

連
携

●青森県信用保証協会
⇒　中小企業者等の方々が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、「公共的な保証人」となって金融の円滑化を図る
とともに、経営上の相談や企業診断、情報提供といった多様なニーズにお応えして中小企業者の経営基盤の強化に寄
与する専門機関です。

●公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
⇒　青森県内の中小企業者に対し、研究開発から事業化・販路開拓まで段階に応じた総合的な支援を行い、企業の振興並
びに新たな産業の育成及び新事業の創出を図り、もって、本県産業の活性化と活力ある地域づくりに寄与する産業支
援機関です。

●地方独立行政法人青森県産業技術センター
⇒　青森県の地域産業振興のため、新製品・新品種・新技術づくり、資源・環境調査、栽培・病害虫防除技術の開発など
の研究や技術相談、依頼試験、研修・指導、産業助成に取り組んでいる地域に根ざした研究機関です。

信用保証協会では、創業を希望されるお客様及び事業者の皆様の課題解決を目的に、
公的専門機関と連携しサポート窓口を開設しております。

①　新分野進出 等の指導・相談 　②　経営改善等 の指導・相談
③　新商品開発 の指導・相談 　④　技術研究開発 の指導・相談
⑤　販路開拓 の指導・相談 　⑥　各種融資制度 や 補助金等 の相談
⑦　創業（起業）の指導・相談 　⑧　事業承継 の指導・相談
⑨　各種金融

外部専門機関と連携した　　　　　　　　　
金融・経営・技術等の複合的なサポート！
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経営相談・事業承継サポート窓口の設置

サポート内容

以上の相談を手厚くサポート！



青森県信用保証協会　創業・経営サポート窓口　お問合せ先

http://www.cgc-aomori.jp/i.jp/

青森県信用保証協会

〒030‒8541　青森市新町2-4-1（県共同ビル５Ｆ）

本　所
〒030-8541
青森市新町2-4-1（県共同ビル４階・５階）

創業・経営サポート窓口
TEL 017-723-1356　FAX 017-723-1439

青森営業所
〒030-8541
青森市新町2-4-1（県共同ビル４階）
TEL 017-723-1353　FAX 017-723-1361
〈管轄地域〉青森市・平内町・今別町・外ヶ浜町・蓬田村

弘前支所
〒036-8354
弘前市上鞘師町18-1（商工会議所会館３階）
TEL 0172-32-1331　FAX 0172-32-1333
〈管轄地域〉弘前市・黒石市・平川市・大鰐町・藤崎町・西目屋村・
　　　　　田舎館村

八戸支所
〒031-0076
八戸市堀端町2-3（商工会館１階）
TEL 0178-24-6181　FAX 0178-24-6184
〈管轄地域〉八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・
　　　　　新郷村

五所川原支所
〒037-0052
五所川原市東町17-5（商工会館４階）
TEL 0173-35-4121　FAX 0173-35-4123
〈管轄地域〉五所川原市・つがる市・鯵ヶ沢町・深浦町・板柳町・鶴田町・
　　　　　中泊町

十和田支所
〒034-8691
十和田市西二番町4-11（商工会館４階）
TEL 0176-23-4331　FAX 0176-23-4340
〈管轄地域〉十和田市・三沢市・野辺地町・七戸町・六戸町・東北町・
　　　　　おいらせ町・六ヶ所村

むつ支所
〒035-0073
むつ市中央1-4-6
TEL 0175-22-1204　FAX 0175-22-1205
〈管轄地域〉むつ市・横浜町・大間町・東通村・風間浦村・佐井村

青森県信用保証協会の
ホームページも併せてご活用ください。

青森県信用保証協会

セミナーなどの最新情報を
タイムリーに発信しています。
ぜひ「フォロー（いいね！）」
よろしくお願いします。


