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平成28年 4月の保証状況

■ 4月の保証概況 ■
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❶ 保証承諾 4月の保証承諾は1,695件（前年同月比107.6％）、27,071百万円（同124.5％）となり、前年同月と比
べ、件数で120件、金額で5,326百万円上回った。
また、保証申込は1,772件（同106.4％）、28,677百万円（同123.3％）となり、前年同月と比べ、件数、金
額ともに上回った。

4月の保証承諾のうち、運転資金は25,426百万円（前年同月比128.1％）、設備資金は669百万円
（同83.4％）となり、前年同月と比べ、運転資金は上回り、設備資金は下回った。

4月の業種別保証承諾の状況は、不動産業1,560百万円（前年同月比153.8％）、サービス業4,622 
百万円（同152.5％）、小売業3,539百万円（同145.4％）、製造業4,174百万円（同128.5％）、飲食店858 
百万円（同126.2％）、卸売業4,024百万円（同124.3％）、運送・倉庫業1,444百万円（同111.4％）、建設
業6,641百万円（同103.7％）で前年同月を上回った。

4月の金融機関群別保証承諾の状況は、都市銀行3,106百万円（前年同月比203.8％）、第二地方銀
行4,355百万円（同157.5％）、信用組合2,009百万円（同152.8％）、地方銀行1,936百万円（同
112.5％）、信用金庫15,606百万円（同108.8％）等で前年同月を上回った。

保証承諾（前年比較）
（単位：百万円）
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❸ 事故報告 4月の事故報告受付は、228件（前年同月比83.5％）、2,308百万円（同102.2％）となり、前年同月と
比べ、件数は45件減少し、金額は50百万円の増加となった。
事故報告残高については、4月末で946件（同96.4％）、10,475百万円（同107.2％）となり、件数は前
年同月を下回り、金額は前年同月を上回った。

事故報告受付（前年比較）
（単位：百万円）
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❹ 代位弁済
　 （元利）

4月の代位弁済は、160件（前年同月比127.0％）、1,987百万円（同166.0％）となり、前年同月と比
べ、件数は34件、金額は790百万円の増加となった。

代位弁済（前年比較）
（単位：百万円）
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❷ 保証債務
　 残高

4月末の保証債務残高は、94,042件（前年同月比97.3％）、1,070,491百万円（同98.1％）となり、件数、
金額ともに前年同月を下回った。

保証債務残高（前年比較）
（単位：百万円）
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信用保証協会ニュース

保証商品をご案内します
　中小企業・小規模事業者の皆さまや創業をお考えの方の多様な資金ニーズにお応えするため、さまざまな
保証料割引のキャンペーン商品をご用意しております。この機会にぜひ信用保証をご利用ください。

チャレンジサポートキャンペーン

　創業の取組や新事業への展開を支援するため、創業関連
保証または経営革新関連保証等の特例保証をご利用いただ
く際の保証料率を割引しています。

創業支援
● 通常の保証料率1.0％を0.6％に割引
● 女性、30歳未満の方、55歳以上の方は、
　 　　　　　　　　通常の保証料率1.0％を0.5％に割引
新事業展開支援
● 通常の保証料率0.7％を0.6％に割引

このような方に おすすめです
①これから創業される方または創業後5年未満の方
②新事業を展開するにあたって法に基づく事業計画の認定を受
け、計画に従って事業を実施される方

兵庫県中小企業融資制度の保証料率割引

　兵庫県中小企業融資制度のうち、事業展開を支援する13
貸付について、保証料率を通常より20％割引しています。
　併せて、割引対象の融資制度については融資利率の引き
下げも行われており、固定の低金利で長期資金を調達するこ
とができます。

このような方に おすすめです
①事業の拡大に伴う仕入や新設備の導入、人員の増加等による
資金の調達をお考えの方
②新製品製造などのため、機械・設備の新設を行う方や、事業の
効率化や改善・継続などのため、既存設備の更新を行う方
③新たに事業を開始される方や、新たに事業を開始して1年未満
の方
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リピート５

　保証付融資を繰り返しご利用いただいている方に対し、保
証料率を通常より平均20％割引する商品です。
　ご好評につき、平成28年4月からは以下のとおり内容を拡
充し、ますますご利用いただきやすくなっています。

拡充内容
● 運転資金の保証期間が最長5年 ⇒ 7年に延長
● 保証期間1年以内の場合には一括返済も可能
● 既存のリピート5の借換えが可能

このような方に おすすめです

過去に保証付融資を5回以上完済されている方

ひょうご発展支援保証「リード」

　大口無担保、長期一括返済等の多様化する資金ニーズに
対応すること等を目的に、平成28年4月より取扱いを開始し
た商品です。
　融資限度額は最大2億円（担保不要）、保証期間は最長
10年です。返済方法は元金均等分割返済のほか一括返済を
選択することも可能です。また、保証料率については通常よ
り20％割引しています。

このような方に おすすめです

①無担保で大口・長期資金の調達をお考えの方
②長期一括返済をご希望の方

詳細につきましては、裏表紙に記載の最寄りの事務所・支所までお気軽にお問い合せください。
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信用保証協会ニュース

平成28年度「信用保証業務基礎講座・レベルアップ講座」のご案内
　信用保証制度へのご理解を深めていただき、中小企業・小規模事業者の方からの保証付融資のご相談に
スムーズにお応えいただけるよう、信用保証業務基礎講座（「基礎講座」）および信用保証業務レベルアップ
講座（「レベルアップ講座」）を開催します。
　基礎講座は、金融機関の若手職員の方を対象
に保証申込から代位弁済までの業務について体
系的に説明する講座です。レベルアップ講座は、
金融機関の中堅職員の方を対象に業務ごとに
ケーススタディ方式で説明する講座です。昨年度
は、基礎講座３９３名、レベルアップ講座２６０名の
方に受講していただきました。
　今年度は、以下のスケジュールで開催します。
積極的に信用保証をご活用いただけるよう、実務
に即した講座メニューを用意しております。ぜひ
ご参加ください。

「信用保証業務基礎講座・レベルアップ講座」のお問い合わせ先
保証部保証統括課　TEL 078-393-3911

《平成28年度開催スケジュール》

● レベルアップ講座（金融機関中堅職員向け）

第1回

第2回

第3回

第4回

10月上旬

10月上旬

11月上旬

11月上旬

神 戸 各70名

日 程 場 所 募集人数

保証案件ケーススタディ
（保証～期中支援～代位弁済）

講座メニュー

● 基礎講座（金融機関若手職員向け）

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

7月  5日（火）

7月  6日（水）

7月  8日（金）

7月14日（木）

8月  2日（火）

8月  3日（水）

8月  5日（金）

8月17日（水）

神 戸

神 戸

姫 路

西 脇

神 戸

神 戸

但 馬

淡 路

70名

70名

70名

40名

70名

70名

40名

40名

日 程 場 所 募集人数

①保証申込・各種保証制度・期中支援
②兵庫県中小企業融資制度について
③保証案件ケーススタディ
　（グループ討議含む）
④事故報告～代位弁済

講座メニュー

神戸、姫路開催時の募集人数は70名、
それ以外の募集人数は40名です。

昨年度の開催風景
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昨年度の開催風景

「土曜 創業・経営相談会」を開催しています
　土曜 創業・経営相談会では、当協会職員が創業や新事業展開、経
営改善など、あらゆるご相談にお応えしています。
　６月以降の開催日・開催場所は以下のとおりです。相談料は無料で
すので、創業をお考えの方や経営に関するお悩みをご相談したい方
は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
　また、女性企業家または事業をはじめようとお考えの女性の方に
は、ご希望により「女性企業家支援チーム」の女性職員が対応させて
いただきます。

　「信用保証出張講座」は、当協会の職員が金融機関の皆さまの
もとへ講師としてお伺いし、グループ討議等を交えたケーススタ
ディを行いながら保証審査における着眼点や留意点等を詳しく解
説するものです。金融機関のブロック会議や内部研修会等のメ
ニューとして、ぜひご活用ください。
　お申込みは随時受け付けておりますので、下記お問い合わせ先
までお気軽にご連絡ください。

　「信用保証出張講座」は、当協会の職員が金融機関の皆さ
もとへ講師としてお伺いし、グループ討議等を交えたケース

「信用保証出張講座」のご案内

【お問い合わせ先】 保証部保証統括課　TEL 078-393-3911

● 相談を希望される方は女性企業家支援チームまでお気軽にご連絡ください。
　 TEL：078-393-３９１０　E-mail：jyosei-sien@hosyokyokai-hyogo.or.jp

　「女性向けのビジネスを起業したい」「男性担当者では事業内容を理解してもらえるのか不安」
「なんとなく男性相手では相談しにくい」とお思いの方はいらっしゃいませんか？
　女性ならではのアイデア、感性、経験を活かした事業の相談について、ご希望により女性職員が担
当します。

女性企業家または事業をはじめようとお考えの女性の方へ
「女性企業家支援チーム」を設置しています。

p

担

平成29年

11月19日
11月26日
12月  3日
  1月21日
  2月18日
  3月  4日

開 催 日

平成28年  6月18日
6月25日
7月  9日
8月  6日
9月24日
10月22日

開 催 日 開催場所

西 脇 支 所
淡 路 支 所
姫 路 支 所
但 馬 支 所
本 所（神戸）
加古川支所

開催場所

阪神事務所
西 脇 支 所
淡 路 支 所
姫 路 支 所
但 馬 支 所
本 所（神戸）

今後の開催日程
（開催時間：午前10時～午後5時）

■原則として事前予約制とさせていただきます。事前予約の締切日・・・各開催日の３日前（水曜日）
■詳細につきましては、経営支援室創業・経営支援課（TEL 078-393-3920）または
　裏表紙に記載の最寄りの事務所・支所までお問い合わせください。
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あなたのまちの信用保証協会

　平素は当協会の保証業務に

つきまして、格別のご理解と

ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。阪神事務所では市

制100周年を迎える尼崎市を

はじめとして、阪神間7市1町

の中小企業・小規模事業者の

方々に、信用保証を提供させ

ていただいております。これからも金融機関並

びに関係機関の皆様と連携を図り、とりわけ創

業や経営支援に尽力してまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

阪神事務所長
井上 裕之

（左から） 十河、岡本、井原、垰課長、永田、大森（左から） 市川、巻木、和田、北村課長、室木、三宅

保証相談二課
（担当地域：西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡）

保証相談一課
（担当地域：尼崎市）

尼崎市JR神戸線以北（水堂町、立花町、三反田町、大西町を除く）
：和田、三宅、市川
JR神戸線以南（水堂町、立花町、三反田町、大西町を含む）：室木、巻木
TEL：０６-６４１１-４１４６

各地域の担当者
西宮市北部、伊丹市：永田
西宮市中部、芦屋市：岡本　　　  西宮市南部：井原
宝塚市、川西市、川辺郡：大森　　三田市：十河
TEL：０６-６４１１-４１４７

各地域の担当者

（左から） 山本、森野、藤井課長、坂口（左から） 大原、岩永課長、藤田

調整相談二課
（担当地域：西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡）

調整相談一課
（担当地域：尼崎市）

阪神事務所

尼崎市大庄地区、立花地区、中央地区：大原
小田地区、園田地区、武庫地区：藤田
TEL：０６-６４１１-４１５６

各地域の担当者
西宮市：坂口　 伊丹市、宝塚市：森野
芦屋市、川西市、三田市、川辺郡：山本
TEL：０６-６４１１-４１５7

各地域の担当者

中小企業・小規模事業者の皆さまをサポートする相談窓口を紹介いたします。

阪神事務所 （尼崎商工会議所会館3F）
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　平素は、信用保証協会をご
利用いただきありがとうござ
います。
　姫路支所は当協会で最も広
いエリアを担当地域としてい
ますが、職員一人ひとりが積
極的に各地を訪問し、みなさ
まから直接お話を伺い、それ
ぞれの地域の特性やニーズに

あう信用保証の提供に努めてまいります。信用
保証を通じて、地域の活性化に貢献できるよう
より一層尽力してまいる所存ですので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

　

姫路支所長
小松 誠

（左から） 柳谷、森川、中山課長、石井、三倉（左から） 島谷、大谷、奥田課長、前森、大道

保証相談二課
（担当地域：姫路市（区部に限る）、相生市、赤穂市、宍粟市、
　　　　　　　　　　たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡）

保証相談一課
（担当地域：姫路市（区部を除く））

（左から） 阿江、藪内、宮崎課長、末吉

調整相談課
（担当地域：姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎郡、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揖保郡、赤穂郡、佐用郡）

姫路市西部：大道
　　南東部：島谷
　　北東部（旧家島町を含む）：前森、大谷
TEL：０７９-２８９-３６１１

各地域の担当者

姫路支所担当地域全域を阿江、藪内、末吉が担当します。
TEL：０７９-２８９-３６１3

各地域の担当者

姫路市区部、たつの市（新宮町、揖保川町、御津町を除く）、
揖保郡：森川、三倉　　相生市、赤穂市、赤穂郡：石井、三倉
宍粟市、たつの市（新宮町、揖保川町、御津町）佐用郡、
神崎郡：柳谷、三倉

各地域の担当者

姫路支所

TEL：０７９-２８９-３６１2

保証申込に関するご相談は保証相談課まで、返済軽減（条件変更）等に関するご相談は調整相談課までお願いいたします。

　当協会では、信用保証制度へのご理解をより深
めていただくため、金融機関を対象に勉強会を随時
開催しています。また、商工会・商工会議所の相談員
の方を対象とした勉強会もご要望に応じて開催い
たします。
　詳しくは、各事務所・支所までお申し出ください。

INFORMATION

姫路支所
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GELATO;PICCOLOTTO
店主

藤原 紗央里氏

淡路島産の野菜や果物を使った
からだにやさしいジェラートで街に活気を。
女性ならではの繊細な感性で生み出すジェラートで
「地元に活気を」と奮闘する、店主の熱い想いと今後。

　ここ数年、淡路島産の食材を使った独自
のメニューをアピールすることで観光事
業に力を入れている淡路島。
　洲本市出身の藤原紗央里さんは、市内で
農園を営む夫がつくる野菜や果物をはじ
め、淡路島産の農作物を使ったジェラート

を販売する「GELATO;PICCOLOTTO」を
オープン。そこには、故郷淡路島を愛する
熱い想いがあった。

GELATO;PICCOLOTTO
〒656-0025 洲本市本町5-4-13
TEL 080-8341-7274
http://gelatopiccolotto.sblo.jp

 ジェラート ピッコロット

 ジェラート　　　　　　  ピッコロット
 ジェラート ピッコロット
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　GELATO;PICCOLOTTOがオープンしたのは2013年

8月のこと。店主の藤原紗央里氏は、学校を卒業後、大阪の

ドラッグストアに就職し、淡路島を離れた。藤原氏は当時

を振り返り、「毎日あまりにも忙しく、疲れとストレスは

たまるばかりで、あちこちにあるカフェに行き、素敵な空

間でお茶を楽しむことが唯一のストレス解消法でした。

いつかはこんなカフェを開きたいなと空想しながら、友

達とお茶を楽しんでいました。」と語る。やがて、腰痛など

身体の不調に悩むようになった藤原氏は、退職して、故郷

淡路島に帰って来た。22歳のことだった。その後、洲本市

の公民館での事務職など､安定した仕事を得た藤原氏は、

在阪時代と同様に休日にはカフェ巡りを楽しみながら

「やっぱりカフェを開きたい。自分の店を持ちたい。」とい

う想いがわき上がってくることを感じていたという。そ

こで、「将来に備えて、今、できることを」と考え、調理師免

許を取得。ところが飲食店経営

の経験がないことから、希望と

同時に不安もわいてくる。しか

も、藤原氏の実家は地元の人を

対象とした食堂を経営してお

り、両親からは「飲食店経営は

身体も辛いし、覚悟のいる仕

事」と教えられていたという。

　そんなとき藤原氏に大きな

転機がやって来た。洲本市で、

減農薬で有機肥料を用いた露地栽培にこだわった農園を

経営している男性と出合い意気投合、2年後にゴールイン

したのだ。

　「主人は、自分が手塩に掛けて育てた安心で美味しい野

菜や果物を何かに活用したいと考えていました。私は店

を持ちたいと思っていたので、ジェラートの店をしよう

と思いついたのです。善は急げと、2013年の春に結婚し

て、その年の8月末には『GELATO;PICCOLOTTO』を

オープンさせました。」

　GELATO;PICCOLOTTOをオープンする以前、藤原氏

は両親が営む食堂でデザートを担当し、ジェラートを手が

けていたという。そのジェラートが「美味しい」と評判にな

り、手応えを感じていたことも、同店を開店させる追い風と

なっていた。

　

　ジェラートの発祥はイタリアのフィレンツェ。野菜や

果物、ハーブなどをふんだんに使い、乳脂肪分が少ない

ためサッパリとした味わいのアイススイーツだ。

旬の野菜や果物を使ったジェラートは、ビタミン

やミネラルなども豊富で、「一般的なアイスクリームに比

べて健康的」と、若い女性を中心にファンが多い。

GELATO;PICCOLOTTOのオープン当初は、トマト、バ

ジル、南高梅のシロップ漬けの3種類のジェラートで展開

していた。客の反応を見ながら商品開発にも力を入れ、現

在は、常時6種類の商品が並ぶ。人気は、「いちじくのジェ

ラート」「ピスタチオのジェラート」「濃厚ミルクのレモン

トッピング」の3種類。特に、濃厚ミルクにレモンをトッピ

ングするジェラートは、クリームタイプのチーズケーキ

のような味わいが楽しめる変わり種だ。この他、今年の夏

は、トマト、じゃがいも、トウモロコシなどで展開する予

定という。

　藤原氏に、保証協会の利用について感想を語っていた

だいた。

　「あるとき、さらに口当たりが良く、なめらかなジェ

ラートを作るには、最新のジェラートマシンを購入する

必要があることがわかりました。マシンの買い換えをす

る際に融資を受けることになり、地元金融機関から保証

協会を紹介していただきました。ジェラートマシンを買

い換えると経営にどのようなメリットがあるのかという

話に、担当者が真剣に耳を傾けてくれたのが印象的でし

た。融資を受けるのは初めてでしたが、貯金を崩すのは、

もしものことを考えると不安です。保証協会のお陰で融

資を受けることができて助かりました。また、思ったより

も金利が低かったのも良かったです。今後も、淡路島産の

素材にこだわって、美味しいジェラートで地元の活性化

に貢献したいと思っています。そして、2号店は、市内に念

願のカフェを出店したいですね。3号店は島外にも出店し

て、私がカフェに癒やしてもらったように、多くの人に癒

やしの空間を提供したいと思っています。」

　かつての不安は自信に代わり、自信は夢を描く原動力

になる。店主の輝く瞳が、そう語っていた。
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は、淡路島産の素材を使ったメニューで
カフェをオープンし、「癒やしの空間」を
提供したい。

次

が手がける安心、安全で美味しい旬の野菜や
果物を使ったジェラートを提供する

「GELATO;PICCOLOTTO」
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