
宮城県信用保証協会

中 期 事 業 計 画 の 評 価

（平成２７年度～平成２９年度）



 　（１）  保証部門

   （２）  期中管理部門

   （３）  回収部門

   （４）  その他間接部門

　 目　　　　　次

　（ページ）

１　基本方針

　 （１） 業務環境 １

 ② 中小企業を取り巻く環境 １

 ① 宮城県の景気動向

　 （２） 業務運営方針 ２～３

２　中期業務運営方針についての取組状況及び自己評価

１８～２２

１

１１～１４

１５～１７

４～１０

【外部評価委員会の意見等】 ２３

３　事業実績 ２４



１　基本方針

宮城県信用保証協会

　　　　　　しかしながら、復興需要のピークアウトや沿岸被災地におけるインフラの整備の遅れのほか、事業再開を果たした企業においても販路喪

　　　　　失・労働力不足や原材料価格の高止まりに加え後継者不足など、依然として懸念材料は多くみられた。

　　　　　

　　　②　中小企業を取り巻く環境

　　　　　　景況の一部に弱い動きがみられたものの、各種政策の効果や震災復興需要を背景に緩やかに回復し、雇用情勢は高水準に推移、企業倒産
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　　　　　も小康状態が続いた。

（１）業務環境

　　　①　宮城県の景気動向

　　　　　　平成２７年度は東日本大震災からの復興需要により下支えがあったものの、前年度の消費増税に伴う駆け込み需要の反動等により生産や

　　　　　消費に弱い動きがみられた。平成２８年度以降は、節約志向や需要の先食いなどの消費行動の変化の影響もあり、住宅投資・公共投資や個

　　　　　人消費などに弱い動きがみられたものの、東日本大震災からの復興需要に加え、ＩｏＴの普及に伴う電子製品の需要などの追い風により生

　　　　　産は増加に転じたほか、雇用情勢は改善基調により高水準に推移し、企業倒産も引き続き小康状態を維持するなど、総じて県内経済は緩や　　　　

　　　　かに回復している。　　



宮城県信用保証協会

　　　　　　これらにより、県内中小企業等の頼れるパートナーとして「信頼される保証協会」、「顔の見える保証協会」を目指し、公的使命が大

　　　　【保証部門】

　　　　　　１　被災した中小企業・小規模事業者の復興に向けた取組み

　　　　　　２　創業支援への取組み

　　　　　　３　政策保証の推進への取組み

　　　　　　４　保証利用度向上への取組み
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　　　　　の各種支援策を活用し、経営力の強化に努める。

　　　　　きく社会的責任の重い「保証機関」として、量的信用保証に加え、創業支援や中小企業等のニーズに見合った経営支援・再生支援等、コ

　　　　　ンサルティング機能を十分に発揮し付加価値サービスの提供に努める。

　　　　　　以上基本方針の下、平成２７年度から平成２９年度の３か年計画において、以下の事項を主要項目に掲げ、積極的に取り組んできた。

　　　　　　当協会は宮城県の震災復興計画の進捗を見据え、関係機関の施策との連携を図りながら、被災した中小企業・小規模事業者(以下、「　　　

　　　　　中小企業者等」という。)の復興に向けた支援を重点的に取り組む。

　　　　　　また、経営改善が進まない中小企業者等に対し、関係機関と連携したサポート会議、よろず支援拠点及び経営改善計画策定支援事業等

（２）業務運営方針



宮城県信用保証協会
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　　　　　　４　人材育成の充実・強化等

　　　　　　５　経営基盤の強化

　　　　　　２　有担保求償権の回収への取組み

　　　　　　３　無担保求償権の回収への取組み

　　　　【その他間接部門】

　　　　　　１　コンプライアンス態勢の推進

　　　　　　２　「ＣＯＭＭＯＮシステム」の円滑な導入と安定稼働

　　　　　　３　事業継続体制の整備

　　　　【期中管理部門】

　　　　　　１　コンサルティング機能強化への取組み

　　　　　　２　延滞先に対する期中支援の取組み

　　　　　　３　代位弁済見込先に対する実態把握への取組み

　　　　【回収部門】

　　　　　　１　債務者等の実態把握への取組み



 

２　中期業務運営方針についての取組状況及び自己評価

【(1) 保証部門 】 宮城県信用保証協会

１　被災した中小企業・小規模事業者の 〔取組状況〕

　復興に向けた取組み ○　各地域の復興計画の進捗状況に応じて関係機関の施策との連携を図りながら、企業の経営実態、特

  性を十分に踏まえ、各種政策保証制度の提案を行うほか、借換・返済緩和などの資金繰り支援につい

　て柔軟な対応に努めた。

　【資金繰支援】

　

　

　

　　　

　　

○　被災により二重債務で経営の安定に支障を生じている企業には、債権買取の支援を行い、買取債権

　を早期に買い戻す企業には、エグジットファイナンスによる支援を行った。

　【債権買取支援】

　

　

　

　

〔自己評価〕

　　沿岸部においては、復興に向けた基盤整備が進められているが、一部において進捗に遅れが見られ

　る地域がある。復興需要はピークアウトしているが、労働力不足、原材料価格・人件費の高騰等、企

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 件数 金額 前年比

災害関連保証承諾 292 5,072 52.1 313 5,393 114.3 342 5,786 107.3

借換保証承諾 1,325 22,251 91.8 1,464 25,394 114.1 1,443 24,937 98.2

条件変更承諾 2,860 46,036 93.2 2,763 44,069 95.7 2,778 42,258 95.9

(単位：件,百万円,％)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

　

 

債権買取実績(支援同意)

エグジットファイナンス ― ― 1

378 20 6

平成27年度 平成28年度 平成29年度

(単位：企業数)



　　

宮城県信用保証協会

　 　業を取り巻く環境は厳しい状況にある。このような中、被災企業に対する新規保証をはじめ、個々の

　実情に応じた借換保証や返済緩和などの資金繰り支援について、柔軟かつ迅速に対応ができた。

　　今後も、被災地域の復興状況を把握し、新たに事業再開や再建を図る企業に対する資金需要をはじ

　め、被災企業に対する金融支援・経営支援（買取債権のエグジットファイナンス等）に引き続き的確

　に対応していくことが必要と考える。

　

２　創業支援への取組み 〔取組状況〕

○　よろず支援拠点、市町村及び商工会議所・商工会等関係機関と連携したセミナーを開催し、創業制

　度の周知や個別の金融相談に対応した。また、創業関連制度については、宮城県との共催による金融

　制度説明会や勉強会を通して周知に努めたほか、創業を予定している企業については、日本政策金融

　公庫及び各金融機関との個々の実情に応じた金融支援に努めた。

　【創業セミナー実績】

　

　

　

　【資金繰支援】
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重　点　課　題 取組状況及び自己評価

　

創業セミナー開催

創業セミナー参加(講師派遣)

平成27年度 平成29年度

―

12回―

平成28年度

2回

3回 (参加者 32名)―

 

　

件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 件数 金額 前年比

創業関連保証承諾 320 1,770 112.7 349 1,949 110.1 326 1,784 91.5

(単位：百万円,％)

平成27年度 平成28年度 平成29年度



宮城県信用保証協会

○　開業後１か月、６か月、１年（必要に応じ）経過後に企業訪問を行い、必要に応じよろず支援拠点

　等の支援機関を活用するなど、事業計画に対するフォローアップに努めた。

　

 

　

　〔自己評価〕　

　　平成２９年度に、当協会初となる協会主催の創業セミナーを沿岸部の３会場で開催し、セミナー終

　了後に個別相談に対応することができた。また、自治体・商工会等主催の創業セミナー(講師派遣)に

  １２回参加し、前年以上に創業制度の周知を図ることができた。ただし、課題としては、セミナー参

　加人数の確保に努める必要があると考える。

　　創業関連の保証制度については、金融制度説明会及び金融機関との勉強会等を通じて周知を行い、

　 　日本政策金融公庫及び各金融機関と協調により、金融支援を実施することができた。

　 　　また、創業者のフォローアップについては、開業後に訪問の上、創業時の計画との乖離等を確認す

　るとともに、計画に対し下振れのある企業や販路拡大に悩む企業に対し、よろず支援拠点を紹介する

　などの支援に努めた。引き続き下振れしている企業には、外部専門家派遣を含めた各種支援策の提案

　 　を行う等金融機関と連携していくことが必要と考える。　　　

３　政策保証の推進への取組み 〔取組状況〕

○　中小企業者等が置かれている経営環境に即した多用なニーズに迅速・的確に対応するため、広報・

　周知活動を行うとともに個々の実情に即した提案をし、各種保証制度の推進に努めた。また、経営支

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- ６ -

　

フォローアップ実施企業

(単位：企業数)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

123 91 132



宮城県信用保証協会

　 　援の取組みの一環として、企業の経営力の強化を目的に創設し、国が制度普及に力を入れている経営

　力強化保証制度等経営支援型の保証制度も推進に努めた。　

　【広報・周知活動等】

　

　

　

　

　

　【資金繰支援】

　

　

　 　

　

　

　　

　

　

　

- ７ -

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

　

金融制度説明会

金融機関勉強会

市町村・商工会等訪問

金融機関保証業務担当者研修会

265回 235回 260回

参加者63名 参加者42名 参加者41名

5回、参加者211名 5回、参加者263名 5回、参加者235名

85回 36回 47回

平成27年度 平成28年度 平成29年度

　

件数 金額 前年比 件数 金額 前年比 件数 金額 前年比

創業関連保証承諾 320 1,770 112.7 349 1,949 110.1 326 1,784 91.5

小口零細企業保証承諾 608 2,081 96.7 645 2,429 116.7 674 2,439 100.4

経営力強化保証承諾 595 11,886 86.2 606 12,928 108.7 542 11,476 88.8

東日本大震災復興緊急保証承諾 269 4,665 53.7 313 5,392 115.5 340 5,701 105.7

セーフティネット保証承諾 113 2,767 119.2 93 2,084 75.3 57 1,515 72.7

宮城県がんばる資金保証承諾 ― ― ― 191 1,879 ― 226 2,214 117.9

県・市町村制度保証承諾 6,661 75,405 90.9 6,487 76,718 101.7 6,222 73,431 95.7

(単位：百万円,％)

平成27年度 平成28年度 平成29年度



宮城県信用保証協会

○　平成３０年４月から実施される信用保証協会と金融機関との連携（リスク分担）を円滑に実施して

　いくために定期的な対話の実施要請を行うとともに、情報交換等に努めた。

　

〔自己評価〕

　　金融機関・関係機関の訪問や勉強会等を通じて、長期・固定金利の県・市町村制度（特に保証料補

　給のある市町村中小企業振興資金）や経営力強化保証制度等の経営支援型保証制度を周知したが、従

　来からの低金利競争による保証料割高感や担保・保証に過度に依存しない事業性評価に基づく融資の

　　 　促進等により、保証承諾額は、３年連続で１，０００億円を下回った。

　　 　　引き続き、金融情勢等の変化による中小企業者等の多様化するニーズやライフステージに応じた資

　　 　金需要を的確にとらえ、個々の実情に即した提案を継続して行っていくほか、平成３０年４月から保

　証限度額が拡充された創業者向けの「創業関連保証」、小規模事業者向けの「小口零細企業保証」や

　　 　新たに創設した「事業承継関連保証制度」等を周知していくことが必要と考える。

　　 　　また、平成３０年４月からの信用補完制度の見直しによる金融機関との連携（リスク分担）を円滑

　　 　に実施していくため、県内に本店を有する全金融機関本部に役員が訪問し、定期的な対話(情報交換

　会)の実施を依頼した。今後金融機関との対話を推進し、連携体制を構築していくことが必要と考え

　 　る。

４　保証利用度向上への取組み 〔取組状況〕

○　株式会社日本政策金融公庫及び各金融機関と連携した創業制度の推進を図るほか、金融機関ととも

　に地域の資金需要に迅速・的確に対応し、信用保証を通じた安定的な資金供給を行った。

- ８ -

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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　 　【保証利用度等推移】

 

　

　

　

　

　【創業セミナー・研修会】

　

　

　

　

〔自己評価〕

　　「創業等保証利用先数増加キャンペーン」の実施や株式会社日本政策金融公庫及び各金融機関と連

　携し創業制度の周知を図ったが、従来からの低金利競争等により保証利用は減少している。

　　平成２９年度に、当協会初となる学生向けセミナーを２回開催し、宮城大学事業構想学部学生に向

　けては、創業の現状や事前準備について、美容専門学生に向けては、多重債務や金融詐欺なども加え

　て説明し、金融教育や起業マインドの醸成を図った。また、県内本店信用金庫女性職員を対象とした

取組状況及び自己評価重　点　課　題

- ９ -

 

学生向け創業セミナー開催

信用金庫女性研修会

仙台銀行女性研修会 ― 2回参加者27名 1回参加者 17名

― ― 2回参加者116名

― ― 1回参加者 18名

平成27年度 平成28年度 平成29年度

 

新規保証承諾企業　

保証利用企業

県内中小企業

保証利用度

61,685 61,685 61,685

31.6 30.4 29.5

1,777 1,803 1,676

19,515 18,736 18,178

(単位：企業数,％)

平成27年度 平成28年度 平成29年度



 

宮城県信用保証協会

　「信用金庫女性職員のための保証業務研修会」を開催し、保証業務の習得と協会女性職員との交流を

　図ることができた。さらに、国家戦略特別区域制度を利用した一般社団・財団法人向けの制度を仙台

　市と連携して創設し、社会的課題の解決に取り組む９企業に必要な資金供給を行った。企業訪問・創

　業セミナー時に配布するノベルティグッズを新たに製作し、当協会の認知・知名度向上を図った。

　　引き続き、創業者向けの保証利用取組強化やライフステージに応じた制度の提案などにより、保証

　普及促進に努めることが必要と考える。　

　

　　　

　

　

　

　

　

　

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １０ -



【(2) 期中管理部門 】 宮城県信用保証協会

１　コンサルティング機能強化への取組み 〔取組状況〕

  ○　条件変更（返済据置等）を繰り返すなど経営の安定に支障を生じている企業の経営改善を促進する

　ため、一定の基準により抽出した企業の中で期中支援が必要な企業については、金融機関に対しサポ

　ート会議開催の提案や再生支援協議会活用の検討、経営改善計画書作成の要請など、連携した期中支

　援を実施した。

 【抽出基準】

　　平成27年度・・・返済据置・ステップ返済・ＣＲＤランク「Ｄ・Ｅ」　

　　平成28年度・・・返済据置・返済緩和・ＣＲＤ評点「40点以下」　

　　平成29年度・・・条件変更2回以上・保証債務残高15百万円以上・年商30百万円以上

○　みやぎ中小企業支援ネットワーク会議を開催し、関係機関との連携強化に努めると共に、ネットワ

　ークにおいて個別の中小企業者等を支援する枠組みとして構築した協会を事務局とするサポート会議

　を随時開催し、条件変更（返済緩和）を対応するなどの期中支援を実施した。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １１ -

期中支援実施企業 130 95 91

（単位:企業数）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

抽出企業 392 547 586

サポート会議開催 323 363 366

（単位:回数）

平成27年度 平成28年度 平成29年度



宮城県信用保証協会

○　経営の安定に支障をきたしている中小企業者等に対して、国の経営支援強化促進補助事業を活用し

　た外部専門家派遣事業の取組みを実施した。

○　経営改善に取り組む中小企業者等の経営改善計画策定の費用負担軽減を図るため、企業が自己負担

　する費用について補助する取組みを実施した。

○　宮城県中小企業再生支援協議会や株式会社地域経済活性化支援機構等の外部機関と連携を図りなが

　ら、リスケ対応や求償権消滅保証等の提案による再生支援の取組みを実施した。

○　中小企業者の目標や課題に対し金融機関との連携を緊密にし、円滑な資金供給や経営支援・再生支

　援を行うため、県内に本店を有する全金融機関と「中小企業・小規模事業者の振興に係る相互協力に

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １２ -

補助企業 17 18 15

補助金額 3,509 3,467 3,314

（単位:企業数，千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

支援同意企業 28 32 37

求償権消滅保証承諾企業 0 0 1

（単位:企業数）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

新規持込企業 36 34 32

（単位:企業数）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

外部専門家派遣企業 21 24 33
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　関する覚書」を締結した。　

〔自己評価〕

　　経営の安定に支障を生じている企業には、金融機関と連携しサポート会議を開催し、外部専門家派

　遣事業等の活用も含めた期中支援に取り組んだ結果、各企業の経営課題の解決に貢献することができ

　たと考えている。また、各現業部署が行った期中支援の成功事例やモデルケースを内部収集のうえ、

　べストプラクティスとして情報の共有により、効率的な期中支援に取組めるよう体制を整えたほか、

　宮城県事業引継ぎ支援センターの職員を内部研修会の講師に招き、事業承継の現状に関し知識を高め

　た。引き続き業務連携協定を締結した金融機関を中心として対話を行い、外部専門家派遣事業などの

　経営支援施策をより一層推進するとともに、協会自らもコンサルティング機能を十分に発揮した付加

　価値サービスの提供に努めていくことが必要と考える。

２　延滞先に対する期中支援の取組み 〔取組状況〕

○　延滞先については金融機関と連携し延滞初期の段階から実態把握に努め、事業継続可能と判断した

　企業については早期に条件変更等による返済負担軽減の手続きを行い、事故の未然防止、代位弁済の

　抑制への取組みを実施した。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １３ -

代位弁済額 6,834 6,105 4,592

（単位:百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事故受付額 8,879 7,679 8,137
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〔自己評価〕

　　事故の未然防止、代位弁済の抑制のため、金融機関との連絡を緊密にし、延滞初期の段階から実態

　把握に努め返済負担軽減の条件変更等を行ったことや、職員に対し期中管理の指導の徹底に努めたこ

　とにより、代位弁済の抑制が図られた。

　　今後一層金融機関と連携した期中管理を強化し、早期実態把握に努め、個々の事情に応じたきめ細

　かな期中支援（返済負担軽減等）を行い、引き続き事故の未然防止に努めることが必要と考える。

３　代位弁済見込先に対する実態把握へ 〔取組状況〕

　の取組み ○　代位弁済見込先の企業については、代位弁済後の早期回収を可能とするためには初動が重要となる

　ため、金融機関との連携を密にして事故受付後速やかに債務者の現状に関する情報を収集するととも

　に、資産調査や現況調査及び来協要請を積極的に行い、早期に債務者並びに連帯保証人の実態把握に

　努めた。

〔自己評価〕

　　期中管理の段階から債務者等の実態把握を行うことにより、代位弁済後の回収方針について早期

　に決定することができた。早期回収を促進するため、継続して取り組むことが必要と考える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １４ -



【(3)回収部門】 宮城県信用保証協会

１　債務者等の実態把握への取組み 〔取組状況〕

○　債務者及び連帯保証人等の実態把握については、継続して住所・資産・相続人等の調査を行うとと　

　もに、訪問・電話による督促に努め、折衝の過程では、一部弁済による連帯保証債務免除への取組み

　を行った。また、調査の結果、回収見込みのない先は管理事務停止・求償権整理手続に努めた。

　

〔自己評価〕

　　訪問督促等による債務者等の実態把握に努めながら、一部弁済による連帯保証債務免除など債務者

　等の実情に沿う取組みと、支払誠意のない先への督促強化に努めた。また、回収見込みのない先につ　

　いては、管理事務停止・求償権整理手続を行い回収の効率化に取り組んだ。

　　今後も債務者等の実態把握への取組みを継続し、効率的な回収に繋げることが必要と考える。

２　有担保求償権の回収への取組み 〔取組状況〕

○　継続的に担保物件の現状把握を行い任意処分の促進に努めた。また、任意処分の困難なものや、支

　払誠意のない先については競売申立を行った。　　　

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １５ -

平成27年度 前年比 平成28年度 前年比 平成29年度 前年比

689 80.3 931 135.1 933 100.2

439 142.5 590 134.3 406 68.8

282 102.5 580 205.6 398 68.6

（単位:回数，件数,%）

訪問督促回数

一部弁済による
保証債務免除

16 94.1 25 156.3 18 72.0

管理事務停止

求償権整理
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〔自己評価〕

    担保物件の調査を踏まえながら、任意処分可能なものは任意処分を推進し、処分困難なものは競売

　申立を行ってきたが、任意処分については、債務者や物件所有者と継続して交渉を重ねてきた中で、

　分割弁済の申し出等もあり２年度目、３年度目は各前年度を下回る状況となった。

　　引き続き担保調査を行い、任意処分・任意競売申立を推進し、回収増加を図ることが必要と考える。

３　無担保求償権の回収への取組み 〔取組状況〕

○　保証協会債権回収株式会社（サービサー）を有効活用し、回収業務の合理化・効率化に努めた。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １６ -

平成27年度 前年比 平成28年度 前年比 平成29年度 前年比

担保物件調査　 100 116.2 76 76.0 61 80.2

任意処分件数　 48 145.4 42 87.5 34 80.9

任意競売件数　 18 120.0 18 100.0 18 100.0

(単位:件数，%）

平成27年度 前年比 平成28年度 前年比 平成29年度 前年比

企業数 2,911 94.6 2,866 98.4 2,784 97.1

件数 5,364 94.1 5,209 97.1 5,065 97.2

計画（金額） 400 80.0 500 125.0 500 100.0

実績（金額） 436 120.4 535 122.7 545 101.8

件数 142 96.5 132 87.9 125 94.6

金額 2,991 104.6 2,236 74.7 1,651 73.8

（単位：件数,百万円，%）

求償権委託

回　　　収

求償金等請求訴訟
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〔自己評価〕

　　支払誠意のない先については、管理課とサービサーとの連携のもとで求償金等請求訴訟を行うなど

　回収強化に努めたことで、各年度ともに回収計画額を上回る実績に繋がった。

　　今後、回収環境はますます厳しくなることが予想されるが、訪問・面談により現況把握を行い回収

　財源の掘り起こしに努めるとともに、回収見込みのない先については、管理事務停止・求償権整理手

　続を行い、業務の効率化と回収額の増加に努めることが必要と考える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １７ -



【(4) その他間接部門 】 宮城県信用保証協会

１　コンプライアンス態勢の推進 〔取組状況〕

○　コンプライアンスについて職員一人一人が自覚を持ち、公正で透明性の高い組織を構築するため、

　各種会議・研修会等において周知・徹底を図ってきた。また、定期的な書面調査及び役員によるヒア

　リングの実施により、法令等の遵守状況及びコンプライアンスの浸透状況の把握にも努めた。

　　個人情報の保護については、平成２９年５月の法律改正に伴い、規程の整備や周知を行うとともに

　個人データ取扱状況について定期的に点検を実施するなど、不正利用の防止、情報漏えい防止等の周

　知・徹底にも努めた。

　　そのほか、平成２９年９月に「宮城県暴力団追放推進センター」に入会し、反社会的勢力情報の充

　実を図るなど、反社会的勢力の排除に向け、関係機関との連携強化にも取り組んだ。

〔自己評価〕

　　継続した取組みを行ってきたことにより、コンプライアンスに対する意識の醸成が図られてきてい

　るが、当協会は極めて公共的な使命を担っており、各種の法令に従いこれを誠実に遵守しなければな

　らないことから、今後も取組みを継続してコンプライアンスに対する意識の深化と態勢の充実を図っ

　ていくことが必要と考える。

２　「ＣＯＭＭＯＮシステム」の円滑な 〔取組状況〕

　導入と安定稼働 ○　平成２６年４月に設置した移行対策プロジェクトにより関係部門が連携し、課題解決に向け情報共

　有するなど移行作業に取り組み、平成２７年１０月１３日に本番稼働を開始した。

○　本番稼働後は、ＣＯＭＭＯＮシステムのプログラム開発計画や運用状況について、参加全協会で構

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １８ -
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　成される運用連絡会に出席し、円滑な運用のための情報交換に努めた。また、運用会社である保証協

　会システムセンター株式会社（以下「システムセンター」という。）主催の窓口担当者研修会に参加

　し、システム運用に必要な知識の習得及び能力の向上を図った。

〔自己評価〕

　　移行対策プロジェクトにより役職員が一致団結して移行作業に取り組んだ結果、大きな混乱もなく

　平成２７年１０月本番稼働を開始することができた。

　　本番稼働後は、運用連絡会への出席によりシステムセンターや参加協会との情報交換を行ったほか

　システムを取り巻く環境について情報収集を行い、協会重要情報のセキュリティ強化に努めるととも

　に研修会参加によりシステム運用担当者の能力向上が図られた。

　　今後も引き続きシステムセンターとの連携を密にし、安定的な稼働を維持することが必要と考える。

　

３　事業継続体制の整備 〔取組状況〕

○　平成２７年１０月のＣＯＭＭＯＮシステム導入に伴い、緊急時における業務の継続性を確保するた

　め、対策本部・拠点組織や緊急連絡網等を定めた同システムに参加する保証協会共通の「事業継続計

　画」を作成した。その後、「事業継続計画」の目的や内容の理解を深めるための内部研修を定期的に

　実施し、平成２９年度には行動手順や安否確認方法等の実地訓練や基幹システムの対応方法を習得す

　るため、システムセンターとの合同訓練を実施し、協会組織全体で緊急時の対応について取り組んだ。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- １９ -
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〔自己評価〕

　　新たなシステムに対応した「事業継続計画」を策定し、また同計画の浸透を図るべく職員に対し研

　修や訓練を行ったことで、一定の理解や周知は図られたと考える。しかし、同計画に則った行動が緊

　急時に迅速かつ適切に取れるよう、継続した研修や訓練の実施が必要と考える。

４　人材育成の充実・強化等 〔取組状況〕

○　若手職員を中心に基礎能力向上を目的とした基本業務研修や担当職務に必要な専門知識習得を目的

　とした部門別研修などの内部研修を継続的に実施してきたほか、全国信用保証協会連合会が主催する

　階層別・職能別の研修等を中心とした外部研修へも積極的に受講させてきた。

　　また、信用保証協会向けの信用調査にかかる検定試験に対し、資格取得の支援を毎年行うなど、継

　続的な人材育成・強化に努めた。　

　　そのほか、適切な診断・助言を行うための専門的知識や能力を持つ人材の育成を強化を目的に、平

　成２８年度には「中小企業診断士３倍増５か年計画」を策定し、職員の資格取得にかかる意識の醸成

　や受験の支援に取組んだ。

〔自己評価〕

　　協会内外の研修の受講や検定試験の受験支援の継続的な実施により、職員の業務に必要な知識の習

　得は徐々に図られてきている。

　　また、中小企業診断士の育成についても、当該計画の策定以降、平成２８年度の２名に続き、平成

　２９年度も資格試験に１名が合格した結果、平成２９年度末で延べ９名となるなど、取組みの効果は

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- ２０ -
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　現れている。しかしながら、経営支援が協会業務として法律上に明記されるなど、求められる役割や

　業務の重要性が増しており、中小企業等の多様なニーズに対応できる職員を育成すべく、引き続き効

　果的な取組みにより充実させていくことが必要と考える。

５　経営基盤の強化 〔取組状況〕

○　被災した中小企業等へ復興に向けた資金需要の支援を重点的に取り組んだほか、多様なニーズやラ

　イフステージに即した適時適切な資金供給に対応するため、各種の政策保証を推進した。

○　経営の安定に支障が生じている企業には、関係機関と連携したサポート会議、外部専門家派遣事業

　の実施等、経営支援・再生支援の取組みに努め、企業の経営力の向上により代位弁済の未然防止を図

　った。

○　求償権の回収については、代位弁済後における債務者等の初期調査や既存先の実態把握強化とサー

　ビサーの有効活用などにより回収業務の合理化・効率化に努めた。

　　以上により、保証利用の推進、期中支援の徹底、回収の強化による経営基盤の強化に取り組んだ。

〔自己評価〕

　　業務運営方針に基づき、部門毎の各課題に取り組んできたが、復興需要のピークアウト、低金利競

　争による保証料の割高感や担保・保証に過度に依存しない事業性評価に基づく融資の促進の影響によ

　り、保証環境は厳しい状況が続いた。

　　代位弁済は、経営支援の取組み効果等により抑制される結果となったが、回収においては担保や第

　三者保証人を取らない保証による求償権の累増により、回収環境も厳しさが増してきている。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- ２１ -
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　　以上のような状況から、事業実績は保証・回収の両部門で計画額を下回る状況が続いており、今後

　は部門毎に掲げた重点課題を着実に遂行し、計画達成に向け一層の努力をしていくことが必要である

　と考える。

　　なお、平成３０年４月からの信用補完制度の見直しにより、金融機関との対話による経営改善・生

　産性向上に向けた取組みや、経営支援・再生支援等の推進を図ることが求められていることを踏まえ

　より一層金融機関や関係機関との連携体制を強化の上、着実に対応していく方針である。

　　引き続き「信頼される保証協会」、「顔の見える保証協会」として、中小企業者等の頼れるパート

　ナーを目指していく上で、健全な業務運営により、対外的な信用の維持に努めていく必要があると考

　える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- ２２ -
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　　　　　　今後については、中小企業者等の置かれている経営環境を踏まえ、各々のライフステージ等に応じた資金需要に的確に対応していく

　　　　　とともに、引き続き創業支援にかかる取組みの強化に努めることが必要である。

　　　　　　また、平成３０年４月から信用補完制度の見直しが実施されたことを踏まえ、金融機関との対話を通し、中小企業者等の経営改善や

　　　　　経営支援・再生支援にかかる体制を構築するほか、地域に根差す公的な立場として、地方創生の貢献に向けた各種の取組みを充実させ

　　　　　るなど、地域からの信頼性の維持向上に努めることを期待する。

　　　　　たしている中小企業者等の課題解決に向け、取り組んできたことが認められる。

　　　　　　また、創業関連の保証制度の周知に努め、平成２９年度には沿岸地域において、創業希望者向けのセミナーを開催するなど、新たな　　　

　　　　　取組みに着手してきているほか、計画に下振れ等のある先に対しフォローアップを続けているなど、創業支援の強化にも努めてきたこ

　　　　　とが窺える。

　　　　　　コンプライアンス態勢については、継続した取組みの実施により、職員のコンプライアンスに対する意識は浸透してきたと見受けら

　　　　　れるが、引き続きコンプライアンスの徹底に向け、形骸化せぬよう工夫した取組みが重要と考える。

- ２３ -

【外部評価委員会の意見等】

　　　　　　東日本大震災以降、被災した中小企業者等の復興に向けた支援に重点的に取り組み、個々の実情に応じた保証や返済緩和などの金融

　　　　　支援に加え、関係機関と連携し、サポート会議や外部専門家派遣事業等を活用した経営支援により、事業再建や経営の安定に支障をき



３　事業実績

（単位：百万円，％）

金　　額 計画比
前年

実績比
金　　額 計画比

前年
実績比

金　　額 計画比
前年

実績比

保 証 承 諾 96,467 85.4 90.0 98,329 84.8 101.9 91,688 76.4 93.2

保 証 債 務 残 高 338,211 96.4 89.9 306,220 90.7 90.5 280,568 84.8 91.6

代 位 弁 済 6,824 68.2 78.1 6,105 64.3 89.5 4,592 48.3 75.2

実 際 回 収 1,993 76.7 73.2 1,755 67.5 88.1 1,777 68.3 101.3

（注１）代位弁済は元利合計値

（注２）実際回収はサービサー委託分を含む

宮城県信用保証協会

       -２４-

平成２７年度実績 平成２８年度実績 平成２９年度実績


