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○　業務環境　

- １ -

　　・企業倒産は、件数は２年連続、負債総額は４年連続の増加となった。

には年明け以降新型コロナウイルス感染症拡大という新たな問題も発生し、県内経済は急速に悪化し厳しい局面を迎えている。

　中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業者等」という。)を取り巻く環境は、消費低迷や人手不足、復興需要の収束等に伴い、こ

れまで返済条件緩和や国・自治体による各種支援策により支えられてきた企業の息切れ倒産も増加しつつあるほか、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響も加わり、予断を許さない状況にある。

　　・生産活動は、鉱工業生産が、電子部品・デバイス工業の低下などにより、２年連続の減少となった。

 　 ・個人消費は、ドラッグストア販売額が５年連続の増加となったが、百貨店・スーパー販売額は２年振りの減少となった。

　　・住宅投資は、持家の着工減少などにより、６年連続の減少となった。

　　・公共投資は、県や市町村の発注工事が減少したことにより、公共工事請負金額が４年連続の減少となった。

　　・雇用情勢は、有効求人倍率、新規求人倍率ともに高水準ながら、足踏みがみられた。

輸送機械も乗用車の生産移管などにより弱い動きとなっていた。年度後半からは、消費税率引き上げ及び台風１９号による影響、さら

Ⅰ　令和元年度計画の自己評価
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　１　業務環境及び業務運営方針

  令和元年度の県内経済を振り返ると、住宅投資、公共投資は近年減少傾向にあるも高水準で推移、個人消費はドラッグストア販売が

好調など一部に持ち直しの動きがみられる一方、生産活動においては、電子部品・デバイスは自動車向けや産業機械向けなどで低調、



　ィネート機能を十分に発揮した付加価値サービスの提供に努める。　
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　する支援方針を共有するなど連携体制を強化し、中小企業者等の経営改善・生産性向上を促すほか、地方自治体や金融機関と協力し、

　県内各地域におけるセミナーの開催により、創業や事業承継の支援の充実に努める。加えて、学生等幅広い層を対象とした説明会等

　により起業マインドの醸成を図り、地方創生に貢献していく。

　　さらに、保証協会においても中小企業者等の経営改善に向けた主体的な支援の体制強化が一層重要であることから、サポート会議

　開催や外部専門家派遣事業及びよろず支援拠点等を積極的に活用し中小企業者等の経営力の強化に取り組むほか、協会自らがコーデ

　　回収については、担保や第三者保証のない求償権の累増により回収環境が厳しさを増す中、民法改正への対応に注視しつつ、初動

　を徹底し回収部門における基本ポリシーに沿った効率的な回収に努めるとともに、保証協会債権回収株式会社（サービサー）を活用

　した回収の合理化・効率化に努めていく。　

    このほか、引き続きコンプライアンス態勢の推進及び情報漏洩等のシステムリスクや災害発生等による危機リスクに対する管理の

　徹底等に努め、「信頼される協会」、「顔の見える協会」を目指し、より一層業務に邁進していく。

    また、前年度からの信用補完制度の見直しを踏まえ、保証付き融資とプロパー融資の適切なリスク分担のもと、中小企業者等に対
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○　業務運営方針

　　令和元年度は、宮城県の震災復興計画における最終段階となる「発展期」の２年目にあたり、復旧にとどまらない県勢の発展に向

　けて戦略的に取組を推進していく期間となっている。当協会としては、震災の影響により未だ事業に支障を来している中小企業者等

　への復興支援に努める一方、その他の中小企業者等に対しても、県・市町等の関係機関が取り組む施策との連携を図りつつ、経営実

　態や特性を十分に配慮の上、それぞれのライフステージにおける必要な資金需要に対して迅速・的確に対応するなど、中小企業者等

  の経営の支援に努めていく。



２　重点課題へ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　政策保証への取組み 〔取組状況〕

　 ○　「信用補完制度の見直し」２年度目に入り、前年度に拡充強化した「創業関連保証」及び「小口零

　細企業保証」や「事業承継関連保証」等の各種政策保証並びに前年度に創設した「協調支援保証」、

　「短期継続型保証」等を説明会や研修会などで周知し、中小企業者等の多様なニーズやライフステー

　ジに即した保証メニューの提案による金融支援を行った。

　　また、台風１９号や新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている中小企業者等に対し

　ては、それぞれに特別相談窓口を設置し、より迅速な資金繰り対応を行った。

　【周知活動等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・宮城県との共催による金融制度説明会実施（県内5か所）　　　 参加者174名（前年度211名）　

　　・県内本店金融機関との合同研修会実施（10機関）　　　　　　  参加者 35名（前年度 45名）

　　・七十七銀行研修会参加（講師派遣2回） 　　　　　　　　　　  参加者 32名（前年度 44名）

　　・宮城第一信用金庫研修会参加（講師派遣1回）　　 　　　　　  参加者 16名（初参加）

　　・仙台銀行女性職員研修会実施 　　　　　 　　　　　  　　    参加者 18名（前年度 25名）

　　・県内5信用金庫女性職員研修会実施 　　　　　　　　　　　　  参加者 18名（前年度 20名）

　　・気仙沼信用金庫女性職員研修会実施　　　            　　    参加者 12名（初開催）

　　・金融機関との勉強会実施（各営業店）　　　　　　　　　　　 　　  　51回（前年度105回）

　　・金融機関訪問　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　      949回（前年度970回）

　　・市町村・商工会等訪問 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　      229回（前年度220回）

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　【資金繰り支援】

　　・全体保証承諾　　    　     　　　　　　　　  8,727件　 104,733百万円（前年比104.0%）

　　・東日本大震災復興緊急保証　　 　　 　　　　　　 596件　  10,085百万円（前年比207.9%）　

　　・創業関連保証　　　　　　　　　　　　　　　　　 300件　 　1,803百万円（前年比 88.9%）

　　・小口零細企業保証　　　  　 　　   　　　　　　 941件　　 3,783百万円（前年比 95.2%）

　　・短期継続型保証　　　　　　　　  　　　　　　　 164件　   2,405百万円（前年比233.3%）

　　・県・市町村制度保証　　　        　　　　　　 7,257件　  88,570百万円（前年比107.8%）

　　・経営力強化保証　　　       　　　 　　　　   　443件　  10,735百万円（前年比 83.9%）

　　・事業承継関連保証　　　　  　　　　  　　　 　 　 3件　      41百万円（前年比128.1%）

                                  　　・借換保証　　　　　            　  　　　　   1,702件　  27,702百万円（前年比100.3%）

　　・宮城県がんばる資金保証　　　　 　  　　　 　　 297件　   3,512百万円（前年比 92.7%）　

　　・協調支援保証　　　　　　　　　　　　 　　　     39件　   1,215百万円（前年比105.9%）

　　・宮城県富県宮城応援資金保証　　  　　　　　　　  10件　   　276百万円（前年比176.9%）

　　・台風１９号関連保証　　　　　          　　      45件　     518百万円（前年実績なし）

　　・新型コロナウイルス感染症関連保証　　　　　     150件　   2,262百万円（前年実績なし）

〔自己評価〕

　　関係機関に対する説明会等を通じて各種保証制度の周知に努めたことや、金融機関との勉強会等で

　対話を重ねたことにより、保証承諾は前年比１０４.０％と増加することができた。

　　また、台風１９号や新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている中小企業者等に対し

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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  ては、発生後直ちに特別相談窓口を設置したうえ、関係制度を提案するなど迅速な資金繰り支援を行

　うことができた。

　　中小企業等を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響等、依然として厳しいこ

　とから、引き続き個々の中小企業者等が置かれている経営環境に即した多様なニーズやライフステー

　ジに応じた資金需要に迅速・的確に対応していく。

２　新たな保証利用への取組み 〔取組状況〕

○　新規先の保証利用の促進を図るため、関係機関との説明会、勉強会等を開催し、信用補完制度の仕

　組みや申込時の留意点、各種保証制度の説明を行うなど相互理解を深めた。

　　特に金融機関女性職員を対象とした「保証業務研修会」については、昨年に引き続き開催しており、

　保証業務の習得と協会女性職員との交流の場を設けるなど、金融機関職員に対する保証業務周知の底

　上げを図った。

　　創業を予定している方や創業間もない中小企業者等に対しては、日本政策金融公庫及び関係機関と

　連携した創業セミナーを開催し、創業の基本知識や創業関連保証の周知を図ったほか、事業承継に直

　面する中小企業者等に対しては、事業承継セミナーを開催し、事業承継の留意点や事業承継関連保証

　の周知に努めた。また、前年度に創設した「宮城県富県宮城応援資金」「協調支援保証」「短期継続

　型保証」「事業承継関連保証」について制度の周知に努めたほか、仙台市と連携して創設した「仙台

　市国家戦略特別区域一般社団法人等支援資金保証」（以下、「仙台市社会起業家支援特区保証」とい

　う。）を利用し一般社団・財団法人に対する金融支援を行った。ほかに、金融機関に対する「創業等

　保証利用先数増加キャンペーン」の実施や市町村等の広報誌掲載により新規利用先の確保に努めた。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価

- ５ -



宮城県信用保証協会

　【活動状況等】

　　・関係機関への説明会や金融機関との勉強会等実施

　　・創業セミナー開催　　　　 　　　　　　　  2回  　 参加者19名（前年度　3回　参加者 45名）　

　　・創業セミナー参加（講師派遣）  　　　　　 9回   　参加者87名（前年度 13回　参加者137名）

　　・事業承継セミナー開催　　　　 　　　　　  6回　　 参加者87名（前年度  4回　参加者 66名）

　　・事業承継セミナー参加（講師派遣）  　 　  1回　   参加者16名（前年度  1回　参加者 33名）

　　・広報誌掲載（市町村、商工会等）　　　　　30回

　【資金繰り支援】

    ・創業関連保証    　　　　　　　　　　   300件　　1,803百万円（前年比 88.9%）

　　・短期継続型保証　　　　　　 　　　　    164件　  2,405百万円（前年比233.3%）

　　・事業承継関連保証  　　 　　　 　　　　   3件　     41百万円（前年比128.1%）

　　・協調支援保証　　　　　　　   　　　 　  39件　  1,215百万円（前年比105.9%）

　　・宮城県富県宮城応援資金保証 　 　　　　  10件　    276百万円（前年比176.9%）　

　　・仙台市社会起業家支援特区保証　　　　　  14件　     95百万円（前年比152.9%）

　【利用企業者数】

　　・令和2年3月末　17,363企業　 保証利用度　29.3%　 (前年度　17,740企業　29.9%）

〔自己評価〕

　　金融機関及び関係機関との連携やセミナー開催等により新たな保証利用増加に努めているが、低金

　利競争に伴う保証料負担の割高感が続いていることや、商況不振、少子高齢化、後継者不在等に起因

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　する廃業等、中小企業者数が減少していることもあり、保証利用度は向上していない状況にある。

　　現在は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による資金需要の増加に対し、スピーディーな対応

　が求められていることから、当協会としても迅速に中小企業者等に資金を提供することが最大の課題

　であると位置付け取り組んでいる。

３　中小企業者等の経営改善・生産性 〔取組状況〕

　向上の取組み ○　中小企業者等の経営改善・生産性向上を図るため、当協会が事務局となり「みやぎ中小企業支援ネ

　ットワーク会議」を開催し、金融機関・関係機関等と情報共有化を図るとともに、保証協会からの提

　案や、中小企業者等の要請により「サポート会議」を開催し、金融機関と企業との調整に努めている。

　　また、県内に本店を有する１０の金融機関と当協会の本部部門との情報交換会や金融機関向け説明

　会・勉強会等により、「信用補完制度の見直し」による適切なリスク分担や各種保証制度の周知に努

　めたほか、金融機関と取引のない中小企業者等から金融相談を受けた際には、金融機関を紹介する等

　の取組みに努めた。

　【活動状況等】

　　・みやぎ中小企業支援ネットワーク会議開催　　　　　　　　　　2回  （前年度  2回）

　　・サポート会議開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　292回  （前年度425回）

　　・外部専門家派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   27企業（前年度 43企業）

　　・金融機関本部役職員との情報交換会実施　　　　　　　　　　 11回  （前年度 21回）

　　・金融機関への説明会、勉強会等実施  　     　　　　　　　

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　【資金繰り支援】

　　・創業関連保証　　　　　 　　　　 　　　  300件　 　1,803百万円（前年比 88.9%）

　　・小口零細企業保証　　　  　 　　　　　   941件　　 3,783百万円（前年比 95.2%）

　　・東日本大震災復興緊急保証　　 　　　　　 596件　  10,085百万円（前年比207.9%）　

　  ・協調支援保証　　　　　　　　　   　　　　39件　　 1,215百万円（前年比105.9%）

　  ・金融機関紹介　　 　　　　　　　　　　     9件  内、保証承諾件数・金額　3件　16百万円

　  　＜前 年 度＞                 　　　　     6件  内、保証承諾件数・金額　3件　18百万円

〔自己評価〕

　　「みやぎ中小企業支援ネットワーク会議」を開催し、金融機関・関係機関と情報共有化を図るとと

　もに「サポート会議」を開催の上、経営改善に意欲的に取り組む中小企業者等に対し、当協会の「専

　門家派遣事業」を提案するなど、金融機関と連携した支援ができたと考える。また、金融機関との情

　報交換会や勉強会等により、保証付き融資とプロパー融資のリスク分担について情報共有化が図られ

　た。今後も金融機関との対話を深めながら、中小企業者等のおかれたライフステージに応じた適切な

　リスク分担に努めていくことが中小企業者等の経営改善・生産性向上に繋がると考える。

４　地方創生等への貢献を果たすための 〔取組状況〕

　取組み ○　地方創生等への貢献を果たすため４つの取組みを実施した。

　（１）創業チャレンジを促すため地方自治体や関係機関、金融機関等と連携し創業セミナーを開催し

　　　たほか、地方自治体や関係機関等が開催したセミナーに講師を派遣して、創業保証制度等の広報

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　　　活動を行い、金融支援として創業関連保証承諾を行った。

　　【活動状況等】

　　　・創業セミナー開催　　　　　　2回　参加者 19名　個別相談　3名（名取市、気仙沼市）　

　　　　　＜前年度＞　　　　　　　　3回　参加者 45名　個別相談 11名（岩沼市、気仙沼市、栗原市）

　　　・創業セミナー参加（講師派遣）             9回　  参加者 87名（仙台市ほか6か所で実施）

　　　　　＜前年度＞　　　　　　         　　　 13回 　 参加者137名（仙台市ほか11か所で実施）

　（２）事業承継を促すため地方自治体や関係機関、金融機関等と連携し事業承継セミナーを開催した

　　　ほか、地方自治体や関係機関等が開催したセミナーに講師を派遣し、事業承継保証制度等の広報

　　　活動を行った。また、金融支援として「事業承継サポート保証」「特定経営承継関連保証」「経

　　　営承継準備関連保証」の保証承諾を行った。

　　【活動状況等】

　　　・事業承継セミナー開催　　　　 6回　参加者 87名　  個別相談17名（大崎市ほか5か所で実施）

　　　　　＜前年度＞         　 　　 4回　参加者 66名　  個別相談 7名（大崎市ほか3か所で実施）

　　　・事業承継セミナー参加（講師派遣）  　　    1回　　 参加者 16名（仙台市）

　　　　　＜前年度＞　　　　　　　　　　  　　    1回　   参加者 33名（仙台市）

　　　・宮城県事業承継ネットワーク会議参加　　    2回　　（前年度2回）

　（３）起業教育や起業マインドの醸成を促すため、前年に引き続き高校生及び専門学校生向け出張授

　　　業（講師派遣）に取り組み、金融教育を行った。また、これまで実績のなかった大学及び専門学

　　　校で「創業セミナー」を開催した。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　　【活動状況等】

　　　①高校生向け起業家教育

　　　　・登米総合産業高等学校　　　　　　　　　　　　　　    参加者   34名（前年度32名）

　　　　・一迫商業高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　    参加者   47名（前年度57名）

　　　②大学生向け起業家教育

　　　　・宮城大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    参加者   88名（前年度 3名）

　　　　・東北学院大学経営学部　　　　　　　　　　　　　      参加者約200名（初開催）

　　　③専門学校生向け起業家教育（２校合同開催）

　　　　・仙台ヘアメイク専門学校、宮城文化服飾専門学校（初開催）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　参加者　101名（前年度97名）

　（４）仙台市社会起業家支援特区保証については、今年度も引き続き重点課題と考え、社会的課題に

　　　取組む一般社団・財団法人へ必要な金融支援を実施した。

　　【資金繰り支援】

　　　・創業関連保証　                    　　   300件　1,803百万円（前年比 88.9%）

　　　・事業承継関連保証  　　　　　　 　　　　 　 3件　   41百万円（前年比128.1%）

　　　・仙台市社会起業家支援特区保証         　 　14件　   95百万円（前年度6件　62百万円）

〔自己評価〕

　　今年度は県内２か所で創業セミナーを開催し、創業予定者や創業間もない中小企業者等に対して、

　創業準備から開業までの流れや創業関連保証制度等の周知を図った。また、地方自治体等が開催した

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

　創業セミナーにも講師派遣し、創業関連保証制度等の周知に努めた。

　　事業承継については、関係機関と連携して「事業承継セミナー」を開催し、今後の事業運営や事業

　承継に対する不安等がある中小企業者等に対して、後継者問題や事業承継の際のポイント及び事業承

　継関連保証制度等の周知に努めた。事業承継はセンシティブな問題であり、方針決定まで時間を要す

　るため申込み増加には至っていないが、今後も中小企業者等や金融機関・関係機関に対して広報活動

　を継続して行い、制度の認知度を広めていきながら、１件ずつの実績を積み重ねていくことが重要と

　考える。また、協会自らがコーディネート機能を発揮し、金融機関や関係機関と連携した仕組みづく

　りについても検討していくことが必要と考える。

　　高校生向け出張授業では前年同様「ビジネスプランの作成支援」を行ったほか、新たな大学との大

　学生向けのセミナーでは創業の現状、事前準備等について説明を行った。これにより、起業マインド

　の醸成に役立てたものと考える。

　　国の特区制度を活用し仙台市と連携した仙台市社会起業家支援特区保証については、今年度１４件

　の保証承諾実績となっており、引き続き金融機関や関係機関に対して広報活動を継続して行い制度の

　認知度を広めていくことが必要と考える。

- １１ -
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【(2)期中管理・経営支援部門】 宮城県信用保証協会

１　金融機関、関係機関と連携した経営 〔取組状況〕　

　支援への取組み 【金融機関・関係機関との連携強化】

○　「中小企業・小規模事業者の振興に係る相互協力に関する覚書」を締結している県内に本店を有す

　る１０の金融機関と情報交換会を実施した。

　・情報交換会実施　　　　                 11回（前年度21回）

○　当協会を事務局とする「みやぎ中小企業支援ネットワーク会議」の開催や、中小企業支援機関が主

　催の連絡会議に参加し、情報の共有を図った。

　・みやぎ中小企業支援ネットワーク会議開催  2回（前年度 2回）  　　　　 

　・宮城県事業承継ネットワーク会議参加　　　2回（前年度 2回）　　　

○　中小企業者等に対する情報交換を密にし、適切な経営支援を図るべく、金融機関への訪問を実施し

　た。

　・金融機関訪問                          949回（前年度970回）

【中小企業者等の状況に応じた経営支援】

○　中小企業者等の状況に応じた経営支援を図るべく、企業訪問を実施し実態把握に努めた。

　・企業訪問　                            493回（前年度578回）

○　サポート会議を開催し、経営改善に意欲的に取り組む中小企業者等に対する経営支援に努めた。

　・サポート会議開催　　                　292回（前年度425回）　　234企業（前年度276企業）

○　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に努めた。

　・外部専門家派遣　　               　  27企業（前年度43企業）

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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宮城県信用保証協会

○　大口保証利用先（条件変更未実施企業で保証残高８０百万円以上の法人）で、財務内容が悪化して

　いる企業に対し当協会の中小企業診断士を活用した企業訪問や外部専門家派遣を実施した。

　・総抽出企業数             107企業（内、金融機関に対する訪問交渉先企業23企業）　　　　

　・訪問実施企業数           　2企業（内、外部専門家派遣事業実施企業　   2企業）

○　経営者保証ガイドラインの適切な運用と周知に努めた。

　・法人で経営者保証無しの実績  50件（内訳：ＢＫ連携型40件、財務型2件、社債8件）

　   ＜前年度＞     　　　　　  28件（内訳：ＢＫ連携型21件、財務型1件、担保型1件、社債5件）

○　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の一部補助を行った。

　・補助企業数　              22企業（前年度31企業）　補助金額　5,026千円（前年度7,272千円）

〔自己評価〕

　　中小企業者等の側面支援として「みやぎ中小企業支援ネットワーク会議」を主催し、東北財務局、

　東北経済産業局、宮城県、商工団体、金融機関と経営支援に関する情報の交換・共有化を図っており

　緊密な関係を構築している。今後は、同会議を活用した中小企業者等に対する具体的な支援体制の構

　築が必要と考える。個社支援としては、業況低迷にある企業に対してサポート会議を開催し、金融機

　関と企業との調整に努めているが、継続開催している先が多く、企業の実態把握が図られてきており、

　会議開催を要さないケースも増えているため開催回数は減少している。今後は新型コロナウイルス感

　染症の動向に注視しながら効果的な運用に努めていきたい。

　　大口保証利用先については、金融機関において企業の実態を十分把握しているため訪問を要さない

　先（改善計画策定済み、他のコンサルタント導入済み等）もあり、訪問実施件数は減少している。
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宮城県信用保証協会

　　今後も引き続き、外部専門家派遣事業などの経営支援策をより一層推進するとともに、協会自らも

　コーディネート機能を十分に発揮し、金融機関や関係機関との連携を深めながら、支援強化に努めて

　いくことが必要と考える。

２　期中支援・期中管理への取組み 〔取組状況〕

【創業保証利用先の支援】

○　創業保証利用先に対しての金融機関・関係機関と連携した期中支援（開業後１か月、６か月及び１

　年（必要に応じ）経過後に企業訪問等）に努めた。

　・創業フォローアップ企業数                    80企業（前年度104企業）

【条件変更（返済緩和）等を行った企業に対する支援】

○　条件変更（返済緩和）等を繰り返し、経営の安定に支障が生じている企業の経営改善を促進する期

　中支援に努めている。

　・抽出条件：直近２年度において、連続して条件変更を行っている企業

　・支援企業数　                               455企業（前年度449企業）

　・期中支援の指示　　サポート会議開催　       101企業（前年度 86企業）  　

　　　　　　　　　　　経営改善計画書作成　　 　 19企業（前年度 17企業）

　　　　　　　　　　　外部専門家派遣事業の活用   5企業（前年度  8企業）

　・条件変更企業数　                         1,394企業（前年度1,409企業）

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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【延滞先企業に対する支援】

○　令和元年８月から、保証債務残高１０百万円超の延滞・事故先を抽出し、正常化に向けた期中支援

　を行った。（毎月洗替：抽出企業の平均は110企業）

　・条件変更等対応済（8月～3月累計）    　　　149企業

〔自己評価〕

　　創業関連保証利用先に対しては、フォローアップ訪問のうえ事業計画の進捗状況等を確認し、実態

　に即したアドバイスを行ったほか、経営改善等に係る専門的支援が必要と判断した場合は、よろず支

　援拠点等関係機関との連携による期中支援に努めているが、代位弁済は増加傾向にあることから、引

　き続き金融機関との連携を密にして支援強化に努めることが必要と考える。

　　条件変更先に対しては、金融正常化を促進すべく、当協会で対応可能な期中支援を実施するために

　事業者の業況、金融機関の支援スタンスを確認のうえ、サポート会議の開催提案を行う等の期中支援

　に努めているが、条件変更を繰り返し、既に期中支援を行っている先が多いため、外部専門家派遣等

　の実績は減少している。

　　大口先の事故増加を受けて今年度８月から開始した延滞先に対する期中支援は、正常化に向けた現

　業部署との状況確認のヒアリングを強化したことや、金融機関訪問による条件変更手続きの早期対応

　要請を行うなどの整理促進に努めた結果、３月末日で１４９企業が正常化となったものの、依然とし

　て中小企業者等を取巻く環境は厳しい状況にあり、法的整理も増加するなど大口事故の抑制には至っ

　ていない。引き続き個々の実情に応じたきめ細やかな期中支援を継続して行い、金融機関・関係機関

　と連携を一層強化し事故の未然防止に努め、代位弁済の抑制を図ることが必要と考える。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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３　事業再生支援への取組み 〔取組状況〕

【震災に係る債権買取支援】

○　東日本大震災の被災により二重債務となっている中小企業者等に対しての再生支援に努めた。

　・債権買取支援決定　　　　     0企業（前年度3企業）

　・エグジットファイナンス   　 20企業（前年度7企業）

【再生支援】

○　宮城県中小企業再生支援協議会との連携による再生支援に努めた。

　・繰越企業数10企業　新規企業数35企業　支援同意企業数31企業（前年度29企業）

　・求償権消滅保証実施　　 　    1企業　保証金額　 170百万円（前年度 1企業　保証金額 13百万円）

○　株式会社地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）との連携による再生支援に努めた。

　・特定支援業務実施　　　  　   1企業（前年度1企業）

〔自己評価〕

　　震災関連の債権買取支援取組み開始から８年が経過し、エグジットやリスケジュール等の相談が増

　えており、定期的に各支援機関との情報交換（モニタリング先の情報共有）や、金融機関訪問による

　情報収集に努めている。エグジットに関しては、金融機関プロパー借入や自己資金で完了した先も増

　えてきているが、業績改善まで至っていない企業も多く残っていることから、円滑にエグジットが行

　われるよう、金融機関や各支援機関との連携をより一層強化していきたい。また、求償権先で事業再

　生の可能性がある企業については、金融機関及び関係機関と連携し、求償権消滅保証により正常化を

　図る取組みに努めており、今年度も１企業支援することができた。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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　　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況であるが、引き続き再生途上にある企業の道筋を

　確かなものとすべく、関係機関と連携しながら再生支援に取り組むことが必要と考える。
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【(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へ訪問し現状を把握するとともに、誠意的に弁済を継続しているものの完

　済見込みがない連帯保証人に対しては、回収の実効性を高めるために「一部弁済による連帯保証債務

　免除」について交渉を行い、また、将来にわたり回収の見込みがなく管理の実益がない場合は、管理

　事務停止及び求償権整理の手続きを進め、管理回収事務の効率化にも取り組んだ。

　　・訪問回数　　　　　　　　　　　　　　　1,032回（前年比119.6%）　

　　・一部弁済による連帯保証債務免除件数　　　 90件（前年比391.3%） 86百万円（前年比310.9％）　

　　・管理事務停止件数　　　　　　　　　　　　762件（前年比152.7%）

　　・求償権整理件数　　　　　　　　　　　　　155件（前年比 30.5%）

　　・求償権消滅保証による金融の正常化　　　　  1件（前年比100.0%）

〔自己評価〕

　　訪問督促により、連帯保証人等の現況を踏まえた交渉が功を奏し「一部弁済による連帯保証債務免

　除」の件数・金額は前年度を上回り、また、管理事務停止手続きについても同様の成果が挙げられた。

　　しかし、求償権整理手続きは年度半ばからの取組みとなったことから、前年度の実績を大幅に下回

　っており、管理回収事務の合理化及び効率化を図るため、求償権整理手続きの促進にも努めることが

　必要と考える。

　　加えて、求償権の保全状況は、有担保求償権の減少や第三者保証人の原則非徴求等の影響により確

　実に低下しており、改めて初動を徹底し十分な実態把握を行い、「一部弁済による連帯保証債務免除」

　の促進、更には事業継続先に対する「求償権消滅保証」の取組みなど、引き続き、回収の実効性を高

　めるうえで、タイミングよく効果的な回収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
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２　有担保求償権の回収への取組み 〔取組状況〕

○　担保物件の現況把握を行い、所有者と交渉のうえ換価性の高い不動産については任意処分の早期成

　立に向け取組み、流通性の低い不動産や支払に対する誠意が見られない先については競売申立により

　回収に努めた。

　　・担保物件調査　　　　　　　　　　　34件（前年比 32.4%）

　　・任意処分による回収　　          　27件（前年比 73.0%） 344百万円（前年比85.5%）

　　・任意競売申立　　　 　　　　　　 　14件（前年比107.7%）

〔自己評価〕

　　担保物件の調査は、前年度に集中して実施したことから大幅に減少した。また、任意処分について

　も、所有者と交渉を重ね早期成立に向けて取り組んできたが、不動産の所在地や状況により流通性の

　低い物件もあり成約件数、金額ともに前年度を下回った。今後も、現状把握と交渉機会を設け、所有

　者の意向を早期に確認し任意処分の促進を図ることや、支払誠意の見られない先については競売申立

　を行うなど、債務者等の状況に応じた取組みにより回収増加に繋げ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〕

○　無担保求償権については、原則、保証協会債権回収株式会社（サービサー）に委託のうえ集中管理

　を行い、債務者等の現況について入念な調査や交渉機会を設け定期回収の底上げを図るとともに、必

　要に応じ求償金等請求訴訟等の法的手続により督促を強化し回収に努め、更には、事業継続先に対す

　る「求償権消滅保証」の取組みにより回収の増加が図られた。
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　　・委託企業数（件数）　　　　　　　　　1,941企業（　　3,692件）

　　・求償金等請求訴訟件数（請求金額）　　　  104件（1,627百万円）

　　・求償権消滅保証（回収額）　　　　　　　　　1件（　170百万円）

〔自己評価〕

　　保証協会債権回収株式会社（サービサー）の有効活用により、管理回収業務の合理化・効率化を図

　っているが、第三者保証人の原則非徴求等の影響から回収環境は厳しさを増している状況にある。

　　令和元年度は、「求償権消滅保証」の取組みによる大口の回収案件により回収増加が図れたが、今

　後も、集中管理による入念な調査や交渉を重ね「一部弁済による連帯保証債務免除」の促進や、回収

　財源の掘り起しに努めることが必要と考える。

４　改正民法（債権法）施行への対応 〔取組状況〕

　　改正民法（債権法）に伴う改正点の把握や実務執行上の留意点等の知識習得のため、実務担当者を

　対象に顧問弁護士による研修会を２回実施、併せて、関連する要領について早期に整備し通知するこ

　とで改正民法の施行に備えた。

〔自己評価〕

　　顧問弁護士を招いて実施した研修会により、改正民法適用後における消滅時効期間（委託者の属性

　に関わらず５年に統一。）や中断事由（保全と催告に更新の効果までは無くなる。）等、債権管理に

　係る重要事項の改正点について事前に習得ができ、また、関連する要領を早期に整備・周知のうえ施

　行を迎えたことで、実務面において問題は見られなかった。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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【(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〕

○　コンプライアンス実施計画に基づき各種取組みを実施。会議や研修等を通じ、法令等の遵守につい

　て継続して周知徹底を図ったほか、全職員に対しコンプライアンスに関する書面調査や役員ヒアリン

　グ等を実施し、コンプライアンスの浸透状況の把握に努めた。また、個人データの取扱いについて定

　期的に点検を実施するなど個人情報の適切な管理に努めた。

　　そのほか、反社会的勢力等に対しては、弁護士、警察、暴力団追放推進センター等と緊密に連携す

　ることにより組織全体で関係遮断に努めた。

〔自己評価〕

　　コンプライアンス実施計画による各種取組みを実践し、法令等の遵守やコンプライアンスの重要性

　について繰り返し周知徹底を図ってきた結果、職員のコンプライアンスに対する意識は概ね浸透して

　きていると考える。

　　今後もコンプライアンス態勢の充実・強化が重要であることを常に認識し、各種取組みを継続的に

　実施することで当協会の経営の透明性及び健全性の確保並びに対外的な信頼の維持に努めていくこと

　が必要と考える。

２　人材育成の充実・強化等への取組み 〔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、各担当職務に必要な専門知識習得を目

　指す部門別研修など、階層や職能に合わせた各種の内部研修を実施したほか、全国信用保証協会連合

　会などの関係機関が主催する外部研修の受講や信用調査検定受験の推進を図った。また、新たにＯＪ

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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　Ｔ体制の一環として、今年度から新入職員を育成する「チューター制度」を導入した。

　　そのほか、中小企業診断士の増強を目的に策定している「中小企業診断士３倍増５か年計画」に基

　づき、資格取得の促進にも努めた。

〔自己評価〕

　　内外の研修受講により、職員の業務に必要な知識の習得が図られ、また、「チューター制度」の実

　施により、新入職員の育成に加え、指導職員自身のスキルアップも図られるなど、「チューター制度」

　を通じた人材育成が少しずつではあるが定着してきていると感じている。

　　なお、中小企業診断士の育成については、今年度も１名が資格を取得したほか、１名が１次試験に

　合格するなど、概ね計画どおりに進捗できていると考えている。 

　（中小企業診断士資格取得者　計９名）

　　引き続き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、出来るだけ多くの職員に研修

　の機会を設けるなどの取組みが必要と考える。

３　財政基盤の強化及び業務の効率化 〔取組状況〕

　　への取組み ○　長引く低金利の状況の下、運用収入の減少に歯止めをかけるため、従来の公共債に加え、比較的利

　回りの高い電力債の購入により、効率的な資金運用にて財政基盤の強化に努めた。

○　業務の効率化や執務室内のスペースの有効活用を目的に、業務文書の一部（決算書）を電子化しペ

　ーパーレスでの保管を開始した。以降、電子化する対象文書の拡大を図るべく、運用にかかるルール

　などを整備した。
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〔自己評価〕

　　有価証券の運用については、従来の公共債中心の運用から、比較的利回りの高い電力債に切替え、

　効率的な運用に努めたことで、計画を若干上回る運用資産収入を確保できた。低金利が続く状況下に

　おいて、今後とも中長期的な視点に立ち、安全性及び効率性に配慮の上、金利情勢や購入する債券の

　銘柄・期間など随時見直しを行い、少しでも財政基盤の強化につなげていくことが必要と考える。

　　業務文書の電子化については、「電子文書化検討委員会」を設置し、同委員会にて運用等のルール

　を検討するなど、スケジュールに沿って進め、その第一段階である決算書の電子化をスタートしたが、

　新型コロナウイルス感染症にかかる申込急増に伴い、現在電子化を中断している。新型コロナウイル

　ス感染症が収束し、保証業務が平時に戻った段階で、再スタートし他の業務文書への拡大も検討して

　いきたい。

４　リスク管理の徹底への取組み 〔取組状況〕

○　システムリスクに対しては、引き続き情報セキュリティの確保を図るべく、システム機器の不正利

　用や情報漏洩等の防止に向けた体制維持及び運用管理に努めた。

　　また、基幹システム(ＣＯＭＭＯＮシステム)の安定的な運用を図るため、同システムに参加する協

　会で構成される連絡会議に出席し、システム関連の新たな情報の収集や意見交換に努めた。さらに同

　システムを統括する保証協会システムセンター株式会社主催の研修会に定期的に参加し、必要な知識

  の習得に努めた。

○　災害発生等による危機リスクに対しては、「事業継続計画」に基づき全部署において緊急時におけ

　る対策本部・拠点組織の組成確認や緊急連絡網及び安否確認方法などの実地訓練を実施した。

重　点　課　題 取組状況及び自己評価
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〔自己評価〕

　　システムリスクについては、各種セキュリティ対策や日々の運用管理により、システムの不正利用

　や情報漏洩は抑えられているが、絶えず変化するシステム環境に対応していくため、新たな情報を定

　期的に収集し、継続的に取り組んでいくことが重要と考える。また、災害等によるシステム停止のリ

　スクに備えたバックアップ体制が必要となっており、その確立に向けて、代理のシステム拠点となる

　サーバ室を石巻支店に設置すべく作業を進めている。

　　災害発生等に対する危機リスクに対しては、上記の取組みにより、職員全員に対し事業継続計画や

　業務の手作業ルールの浸透に努めているが、緊急時に迅速かつ確実に適切な行動が取れるよう、継続

　した研修や訓練が必要と考える。

５　広報の強化への取組み 〔取組状況〕

○　県内の市町村や商工会が発行する広報誌に加え、昨年度リニューアルした当協会のホームページに

　より、保証制度や経営支援施策の他、各種のセミナーや説明会等の開催情報や参加募集等をタイムリ

　ーに掲載し周知を行った。

○　ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）の導入を検討した。

〔自己評価〕

　　ホームページは「容易な検索」及び「タイムリーな情報提供」を主眼にリニューアルし、情報の発

　信力は向上したと考える。今後もホームページ及び今年６月から開始したＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を積極

　的に活用し、中小企業者や関係機関の役に立つ情報を迅速に提供するほか、新聞や専門誌に対して協

　会取組状況を適宜情報提供するなど、保証協会の認知度向上に努めていくことが必要と考える。
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　回収は、１４億３７百万円となり、前年比１０２．４％と増加したが、計画比８９．８％に留まった。

　有担保求償権・第三者保証人の減少、債務者等の高齢化など回収環境はますます厳しい状況となっており、個々の資産・生活状況の正確

な把握を行い、「一部弁済による連帯保証債務免除」等の活用により、効率的な回収に努めることが必要であると考えている。

　代位弁済については、厳しい経営環境の中、不況型の倒産が増加したことなどから、計画比１１０．８％、前年比１１７．６％の６６億

宮城県信用保証協会

　３　事業概況について

　令和元年度は宮城県復興計画における発展期となり、東日本大震災により事業に支障を来している中小企業者等の復興支援に引き続き取

り組むとともに、その他の中小企業者等に対しても、県・市町村等関係機関の施策と連携を図りながら、経営実態や特性を十分に配慮の上、

それぞれのライフステージにおける資金需要に対応するほか、条件変更先への期中支援を中心とした経営支援に努めた。

　このような中、保証承諾は、金融機関との情報交換会や勉強会等実施による連携強化及び中小企業者等の資金需要に的確に対応したこと

などから、計画比１０４.７％、前年比１０４．０％の１，０４７億３３百万円を確保することができた。保証債務残高は、保証承諾が増

加したことから、計画比１０１．６％と上回ったが、震災関連保証等の償還が進んでおり、前年比９６．５％の２，５７０億円と減少した。
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５１百万円となり、引き続き期中管理や経営支援の強化が必要と認識している。

　４　決算概要について

　代位弁済が増加したこと及び求償権回収が計画を下回ったものの、保証承諾及び保証債務残高が計画を上回ったことなどにより、収支差

額は１億２百万円を計上することができた。

　５　財務概要について

　収支差額１億２百万円のうち、５１百万円を「基本財産」に繰り入れすることで基本財産総額は２５０億４７百万円となり、財政基盤の

強化を図ることができた。



　東日本大震災により被災した中小企業者等に対し、継続した資金繰り支援を行うとともに、二重債務による債権買取先に対しては、エグ

ジットファイナンスにより再生支援にも取り組んできている。引き続き、再建途上にある企業や販路喪失等様々な問題を抱える事業者に対

し、支援に努められたい。

　平成３０年４月から実施された「信用補完制度の見直し」については、その趣旨に則り、中小企業者等の経営改善や生産性向上を促すた

め、金融機関との情報交換会を通じ、適切なリスク分担や支援方針の共有を図るほか、創業や事業承継等、中小企業者等のライフステージ

に応じた資金需要にも努めてきている。

　加えて、学生など幅広い層を対象とした各種セミナー等により、起業マインドの醸成など地方創生にも貢献すべく取り組んできているこ

とが認められる。

　事業承継については、セミナーの開催等による取組みはうかがえるが、今後はさらに、金融機関や事業引継ぎ支援センター等の関係機関

と連携し、事業承継を希望する事業者が円滑に進められるよう、協会自らがコーディネート機能を発揮し、仕組みづくりに取り組んでいく

ことが必要と考える。

　経営支援・再生支援については、金融機関との連携による「サポート会議」や「外部専門家派遣事業」の活用等、条件変更先や延滞先企

業に対する期中支援の取組みは、一応評価できる。今後も引き続き、個々の実情に応じたきめ細やかな期中支援により、事故の未然防止に

努め、代位弁済の抑制を図ることが必要と考える。

　このほか、引き続きコンプライアンス態勢の充実・強化により、経営の透明性及び健全性を確保し、対外的な協会の信頼の維持に努めら

れたい。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者に対しては、資金繰り支援に尽力されるとともに、その後の経営改善等の支

援にも努めていくことが課題と考える。
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　【外部評価委員会の意見等】


