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事業を営むまたは創業をお考えの女性のみなさまへ
女性企業家支援チームを設置しています

専用電話番号 078-393-3910
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信用保証をご利用いただくた
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平成28年 8月の保証状況

■ 8月の保証概況 ■
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❶ 保証承諾 8月の保証承諾は1,957件（前年同月比99.0％）、 32,150百万円（同107.6％）となり、前年同月と比
べ、件数で19件下回り、金額で2,274百万円上回った。
また、保証申込は1,935件（同98.6％）、32,074百万円（同108.3％）となり、前年同月と比べ、件数は
下回り、金額は上回った。

8月の保証承諾のうち、運転資金は29,616百万円（前年同月比108.1％）、設備資金は802百万円
（同73.2％）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。

8月の業種別保証承諾の状況は、小売業4,402百万円（前年同月比135.7％）、飲食店1,120百万円
（同123.5％）、卸売業5,837百万円（同120.5％）、運送・倉庫業1,529百万円（同117.6％）、サービス業
3,989百万円（同112.3％）、不動産業1,676百万円（同103.3％）等で前年同月を上回り、製造業5,566
百万円（同98.2％）、建設業7,517百万円（同87.7％）で前年同月を下回った。

8月の金融機関群別保証承諾の状況は、都市銀行3,857百万円（前年同月比137.4％）、第二地方銀
行5,224百万円（同122.0％）、信用組合2,602百万円（同101.1％）、信用金庫18,007百万円
（100.9％）、地方銀行2,244百万円（同100.1％）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 8月の事故報告受付は、224件（前年同月比101.8％）、2,260百万円（同121.1％）となり、前年同月と
比べ、件数は4件、金額は393百万円の増加となった。
事故報告残高については、8月末で854件（同85.2％）、9,214百万円（同82.6％）となり、件数、金額
ともに前年同月を下回った。

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）

8月の代位弁済は、149件（前年同月比100.7％）、1,725 百万円（同100.5％）となり、前年同月と比
べ、件数は1件、金額は8百万円の増加となった。

代位弁済（前年比較）
（単位：百万円）
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❷ 保証債務
　 残高

8月末の保証債務残高は、93,020件（前年同月比96.6％）、1,072,922百万円（同99.0％）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

各地のビジネスフェアに出展します
　当協会は、より保証協会を身近に感じていただくため県内各地のビジネスフェアに参加し、「顔の見える保
証協会」を目指しています。
　10月は次のビジネスフェアに出展します。当協会ブースでは、信用保証のしくみや各種保証制度について
ご案内しておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

あなたの創業を強力サポート！ああああああななななななたたたたたたのののののの創創創創業業業を強強強力力力サササポポポートトトトト！！！！！

創業フェアひょうご

主 催：兵庫県信用保証協会
後 援：近畿経済産業局、近畿財務局、兵庫県

三宮センタープラザ東館6階
スペースアルファ三宮
（神戸市中央区三宮町1-9-1）

会 場

2016

　創業の想いを持っておられる方をサポートし、ひょうごを元気にするイベン
ト「創業フェアひょうご2016」を、いよいよ今月開催します。
　フェアでは、創業を経て成功を収めた先輩経営者の講演会を開催するほ
か、役立つ情報の提供や相談会なども実施し、創業をあらゆる角度からバック
アップします。
　事前申し込みがない方でもご参加いただけます。県下金融機関や
支援機関が勢ぞろいするこのチャンスを逃すことなく、創業の想いを
前に進めるきっかけをつかんでください。

14：０0～17：00
　県下14の金融機関、また今回のフェアに協力頂いている12の行政機
関や支援機関が勢ぞろいするほか、専門家（中小企業診断士、税理士、
弁護士）による無料相談コーナーも開設します。

創業情報・相談コーナー

13：10～14：00基調講演

講演テーマ／希望を持てば道は開ける!
講　　　師／高橋 泉 氏　株式会社レック 代表取締役

～日本の市場を変えた“小さな結婚式”の挑戦～

② 保証協会によるセミナー 14：55～15：15
保証協会の創業支援についてご紹介

① 中小企業診断士によるセミナー 14：10～14：50
創業に必要な知識や各種支援策等をご紹介

ミニセミナー

出展機関が実施している創業支援策などについてPR
③ 出展機関によるプレゼンテーション 15：30～17：00

イベントスケジュール

1989年株式会社レックを創業。「小さな結婚式」
をはじめ、婚礼用デザインアルバムの制作や電
報サービスなどを幅広く展開し、国内・外を問わ
ず活躍中。

高橋 泉 氏／プロフィール

検 索創業フェアひょうご
フェアの詳細はこちら

開催日

創業の想いを持っておられる方をサポートしし
創業フェアひょうご2016」を、いよいよ今月開

開催日

るイベンひょうごを元気気にするイベンひょうごを元気気にす
催します。

し、ひし ひ
開催

10月18日（火） 開催時間 13：00～17：00

東播磨ビジネスマッチングフェア in 加古川2016

会　　期
平成28年 10月13日（木） 10：00～17：00 
場　　所
ウェルネージかこがわ（加古川市加古川町篠原町103-3）
実施内容
出展企業によるパネル展示会、特別講演等

第6回 北はりまビジネスフェア

会　　期
平成28年 10月21日（金） 13：00～18：00
場　　所
小野市総合体育館（アルゴ）アリーナ（小野市王子町917-1）
実施内容
企業展示コーナー、経営関連セミナー、企業プレゼンテーション 等

22日（土） 10：00～16：00

参加無料

経営支援室 創業・経営支援課　078-393-3920
お問い合わせ先
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国際フロンティア産業メッセ2016に出展しました
　9月8日・9日の2日間にわたり、「国際フロンティア産
業メッセ2016」がポートアイランドの神戸国際展示場に
おいて開催されました。
　当協会は平成21年度から本メッセに出展しています。
今年度の当協会出展ブースでは経営相談コーナーを設
置するとともに、デジタルサイネージにて信用保証のし
くみや各種保証制度の紹介などを行い、2日間で300名
を超える方にお越しいただきました。
　また平成24年度からは、経営支援の取組みの一環と
して本メッセに出展を希望する中小企業・小規模事業者
を公募し、「グループ出展」を行っております。今年度は保証利用企業10社に対して、自社製品や技術をＰＲ
するブースを提供しました。活気に溢れた各ブースには多数の来場者が訪れ、出展企業からは「具体的な商
談があり、販路開拓に結びついた」「来場者と会話をする中でニーズを知ることができ、適切な販売価格や
ターゲットとすべき顧客層などが絞れ、今後の事業展開において参考になった」など、ご好評の声をいただ
いています。
　今後も信用保証による金融支援だけでなく、中小企業・小規模事業者の皆さまの経営支援にさまざまな
形で積極的に取組んでまいります。

「土曜 創業・経営相談会」を開催しています
　10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。
創業をお考えの方や経営に関するご相談のある方は、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」の女性職員が対応いたします。

当協会出展ブース

会場の様子 （当協会グループ出展ブース）

● 今後の開催日程 （開催時間：午前１０時～午後５時）

平成28年10月22日 加古川支所

12月  3日 淡 路 支 所

11月19日 阪神事務所

11月26日 西 脇 支 所

開催日 開催場所

平成29年  1月21日 姫 路 支 所

2月18日 但 馬 支 所

3月  4日 本所（神戸）

開催日 開催場所

■ご予約をいただくと、ご相談により詳細にお応えすることができます。事前予約にご協力をお願いします。
■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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　中小企業等経営強化法の施行に伴い、人材育成や設備投資など、生産性を向上させるための取組みを行
う皆さまを支援するため、経営力向上関連保証の取扱いを開始しました。
　対象となる方は、同法に規定する「経営力向上計画」を国（事業分野別の主務大臣）に提出し、認定を受けた
方となります。
　当保証は一般の保証枠とは別枠であり、保証料率は年0.70％（無担保保証、普通保証でのご利用の場合）
となっております。
　詳細につきましては、当協会ホームページ、または経営支援室 創業・経営支援課（TEL 078-393-3920）
までお問い合わせください。

「経営力向上関連保証」の取扱いを開始しました

　10月1日より、一部を除く兵庫県中小企業融資制度について、融資利率が一律0.25％引下げられました。
ご利用しやすくなった兵庫県中小企業融資制度をぜひご活用ください。

兵庫県中小企業融資制度の融資利率が引下げられました

● 兵庫県中小企業融資制度 融資利率変更一覧

※神戸市中小企業融資制度につきましても、一部の融資制度を除き10月1日融資実行分から融資利率が一律0.25％引下げられ
ました。詳細につきましては、裏表紙に記載の最寄の事務所、支所までお問い合わせください。

第二創業貸付

事業応援貸付

経営革新貸付

海外市場開拓支援貸付

新技術・新事業創造貸付

設備投資促進貸付

防災・エネルギー設備促進貸付

　　　〃 　　　（知事特認）

拠点地区進出貸付

産業団地進出貸付

商店街活性化貸付

商店活性化貸付

観光等設備貸付

旅館等雇用対策貸付

ユニバーサル推進貸付

1.10

1.10

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.45

0.75

1.05

0.70

1.10

1.10

0.15

0.70

1.35 

1.35

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.70

1.00

1.30

0.95

1.35

1.35

0.15

0.95

融資制度名 変更後
利率

変更前
利率

新規開業貸付

再挑戦貸付

経営円滑化貸付

連鎖倒産防止貸付

金融変化対策貸付

企業再生貸付

経営力強化貸付

借換等貸付

長期資金

短期資金

小規模無担保貸付

無担保・無保証人貸付

特別小規模貸付

経営活性化資金

0.45

0.45

0.80

0.80

1.50

1.40

1.00

1.50

1.50

1.50

1.40

1.20

1.20

0.70

0.70

1.05

1.05

1.75

1.65

1.25

1.75

1.75

1.50

1.65

1.45

1.45

融資制度名 変更後
利率

変更前
利率

金融機関
所定

金融機関
所定

（融資利率は平成28年10月1日現在のものです）

（単位：％）
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　金融機関の若手職員の方を対象とした信用保証業務基礎講
座を開催しました。
　本講座では、当協会職員が講師となり、保証申込から代位弁済
までの業務について、ケーススタディやグループ討議を交え、体
系的に説明しています。
　今年度は、本講座を神戸、姫路、但馬、淡路、西脇において8回
開催し、計332人に受講いただきました。
　受講者の皆さまからは「問題演習などもあって理解を深めるこ
とができた」「他の金融機関の方々とのグループワークでは情報
交換もでき、若手職員としてとても勉強になった」など、ご好評の
声をいただいております。
　今後も本講座などを通じて金融機関の皆さまとの連携を強化
し、保証推進に努めてまいります。
　受講いただきました皆さまにおかれましても、本講座での経験
を活かして、引き続き保証付融資の推進にご協力賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。

「信用保証業務基礎講座」を開催しました

　金融機関の中堅職員の方を対象とした、保証から代位弁済までの業務をケーススタディ方式で解説する
信用保証業務レベルアップ講座を開催します。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。
　昨年度は、260名の方に受講していただき、「詳しい説明でよく理解できた」「学んだことを現在担当してい
る企業への提案に活用したい」などの意見をいただきました。本年度は以下のスケジュールで開催します。

「信用保証業務レベルアップ講座」を開催します

第1回
10月4日（火）

第2回
10月5日（水）

第3回
11月10日（木）

第4回
11月11日（金） 神戸（本所）

日 程 場 所

※募集のご案内は金融機関本母店宛に行っています。

金融機関の皆さまへ

「信用保証出張講座」のご案内
　「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ご連
絡ください。

【お問い合わせ先】 保証部保証統括課 （TEL 078-393-3911）



但馬信用金庫 城崎支店
支店長

島﨑 栄子 様

〒669-6101
豊岡市城崎町湯島278
☎ 0796-32-2724

但馬信用金庫
城崎支店

　豊岡市城崎町といえば、兵庫県で
も有数の温泉地であり、冬期はカニ
料理を楽しむ観光客で賑わいます。
城崎町から車で約7分の場所には
気比の浜海水浴場もあり、夏場は大
勢の海水浴客がやって来ます。その
ため城崎町は、海と温泉を観光資源
とした観光産業が盛んであり、水産
加工関連業者も多いという特徴があ
ります。「町が一体となって観光業を
営んでいる」といっても過言ではなく、
集客イベントも頻繁に開催されてお
り、当店も町の賑わいづくりのお手
伝いをさせていただいています。

今後の展開についてお聞かせください。

　城崎町も高齢化が進み、事業承継に取組む時期が来ています。
　また、長い歴史のある温泉町ならではのビジネスマッチング
ができるのではないかとも思います。事業承継とビジネスマッ
チングの2点について、地域に密着した信用金庫の強みを活か
して取組みたいと思います。

貴店の強みや独自の取組などを教えてください。

　現在、当店の職員は10名で、平均年齢が30歳です。活力に溢
れ、スピーディーに動けることが強みです。
　また、当店は城崎町の温泉街の中にあり、自転車レースや円
山川ボート大会など、集客イベントが2か月に一度くらいの割
合で開催されます。城崎支店は、イベントのサポーターとして
だけでなく、選手として出場することも多く、町の人たちと一
緒に賑わいづくりに取組んでいます。

保証付融資のメリットと感じている点を
教えてください。

　保証付融資の場合、融資期間を比較的長期に設定できるケー
スが多いことが魅力のひとつと感じています。
　当店のお客様には旅館業を営む方が多く、建物改装資金の相
談を受けることが多いのですが、建物の耐用年数を考えると十
分な融資期間を設定できないことも珍しくありません。ところ
が以前、保証協会と協議を重ねた結果お客様の将来性が高く評
価され、無担保で融資期間を15年に設定して融資をしたこと
がありました。月々の返済額を抑えながら資金調達ができたた
め、お客様にも大変喜んで頂きました。

　但馬信用金庫は、大正13年8月に創業しました。当信用金庫
では、平成28年度から3カ年の中期計画として「原点回帰 新た
なステージへの着実な進展」をスローガンとして掲げてい
ます。そんな中、当店では人と人をつなぐ原点は笑顔と考えて
「いつも元気に、いつも笑顔で」を大切にして、「敷居の低い店」
でありたいと考えています。

貴店のモットーを教えてください。

け   い

情報管理対策について 
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中小企業の経営者が知っておきたいビジネス用語や各種制度などを紹介します。中小企業の経営者が知っ

今さ
ら聞
けな
い

でも
、聞
きた
い！

　ハッキングやウイルスメールといった犯罪的に
関わるものだけではなく、フェイスブック、ツイッ
ター、ラインといったSNS（ソーシャルネットワーク
サービス）の急速な普及により、個人情報や顧客情
報の流出などの様々なトラブルが発生しています。
　会社は、情報管理対策を講じることが急務と
なっていますが、情報管理に関する労務管理上の
対応は遅れているのが現状です。

① 就業規則への記載
　就業規則の服務規律や情報管理規程のなかで、
以下の項目を確認及び周知することが必要です。

●会社のパソコンを職務以外の個人的な目的で
使用してはならない。

●業務中に私用メールを作成すること及び送信・
受信することを禁止する。（フェイスブック、ツ
イッター、ライン等のSNS発信も含む）　　
●個人所有の携帯電話は、許可なく、就業中に職
場へ持ち込まない。

●会社が付与した、電子メールアドレスやWEBの
閲覧履歴等について、会社がチェックすること
がある。
●紙による場合だけでなく、USB等の磁気媒体の
場合も、社外への情報の持ち出しは、事前許可
などの社内ルールによる。

② 誓約書の提出
　入社時に、情報管理における誓約書を正社員は
もちろんのこと、パート・アルバイトに至るまで提
出させます。内容的には以下の項目を入れておき
ます。

●就業時間はもちろん就業時間外においても、業
務中に知り得た個人情報や顧客情報を許可な
く開示・使用もしくは漏洩しない。
●在職中はもちろん退職後も同様とする。
●違反した場合には、民事上・刑事上の法的な責任
を負うことがある旨を了解している。

③ 身元保証書の提出
　入社時に身元保証書を取っていなかったり、正
社員だけしか身元保証書を取っていなかったりと
いう事例が多いようです。情報漏洩のリスクは正
社員だけでなく、パート・アルバイトにおいても同
様に発生することがあります。自覚を促すために
も、全従業員に身元保証書を提出させます。

　情報漏洩を発見した場合は、個人で対応する前
に会社に報告し、被害を最小限に抑える必要があ
ります。情報漏洩には、故意による場合や過失・無
過失による場合がありますが、当事者に対する懲
戒処分が適切に行えるように、就業規則上の懲戒
規程の整備も必要になります。
　情報漏洩が発生すると、民事上の賠償責任を含
めた費用だけでなく、会社の社会的な信用の失墜
による経営上の損失は計り知れません。労務管理
上の対応を今一度、早急に見直す必要があります。

情報管理の現状

事前対策

情報漏洩があった場合は

庄司  茂 氏● 社会保険労務士

社会保険労務士法人庄司茂事務所代表。
中小企業を中心とした労務管理の分析を行い「就業規則」
「評価制度」「賃金規定」などの導入､制定を助言。

【 情報管理対策について情報管理対策について 】
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株式会社夢工房
代表取締役

古志 利宗氏

玉子焼（明石焼）はおじいちゃんの味。
玉子焼で、愛する故郷 明石を活性化。
玉子焼の店を切り盛りしながら、「あかし玉子焼ひろめ隊」隊長として
明石の名物である玉子焼を県外にPRする、古志利宗社長の想いと
取組み。

　ふんわりとした玉子生地に明石だこ
が風味と食感を添える「玉子焼」は、明石
市民だけではなく兵庫県民にとっても
故郷の味である。明石市出身の古志利宗
社長は、玉子焼を家業とする家に生ま
れ、この味わい深い名物で明石の魅力を
県外に発信している。そこには故郷をこ
よなく愛する心があった。

株式会社夢工房（本部）
〒673-0866　明石市朝霧町3-15-1
TEL／078-220-8352　FAX／078-914-3358

明石夢工房西明石店
〒673-0015　明石市花園町3-13 
TEL／078-929-1188
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　古志利宗社長の祖父は、戦後まもなく、露天商として

カステラ焼き屋を始めた。今では夜店の人気商品として

知られる「ベビーカステラ」だ。時が流れ、祖父は明石市

内で小さな店を構え、玉子焼屋を営むようになる。古志

社長は「おじいちゃんの玉子焼」を食べて育ったといっ

ても過言ではないほどだったという。やがて大学生に

なった古志社長は「サラリーマンになって組織の歯車に

なるよりも商売をしたい」と思うようになった。

　「私の父は、祖父を手伝うために会社員をしながら祭

になると露店を出して商売をしていました。私は、玉子

焼屋を副業ではなく本業にしたいと思ったのです。」と

古志社長。やがて、地元の祭に出店する際の市役所職員

との打ち合わせを、祖父から引き継ぐようになる。打ち

合わせでは、地元の商店との共存関係を高めることに心

を砕いたという。

　そんなある日、明石市役所の職員が言った一言が、古志

社長を揺さぶった。「他県から

の観光客を増やすための良い

アイデアがないだろうか」とい

うのだ。それまでの他県での観

光PRは、観光パンフレットの

配布や物産販売が主だった。古

志社長は、露天商としての強み

を活かして、玉子焼の実演販売

を提案した。そんな中、2006年、

明石市を通るJR線の新快速

が、福井県の敦賀駅まで乗り入れするようになったこと

を受けて、明石市は観光連携活動をスタートさせる。古志

社長の提案で、敦賀市で玉子焼の実演販売を実施。明石市

として初めての試みだった。

　「これが大好評で驚きました。私にとって当たり前の

玉子焼が、県外の方には新鮮に見えるということに改め

て気づかせてもらった体験でした。」

　古志社長は、この体験を活かすために2009年、市民と

共に「明石名物ひろめ隊（現・あかし玉子焼ひろめ隊）」を

結成し、まちおこし活動に取組むことに。その翌年に厚

木市で開催されたB-1グランプリの第5回大会に初出展
して以来、毎年出展。2014年には第9回大会の福島県郡山

大会5位入賞を果たすなど確実に結果を残している。

　

　精力的に活動する古志社長は、あるとき、店舗を持

つ必要性を感じたという。全国各地で、出張実演販売をし
ているときに、店の所在を聞かれ、「店はありません」と答

えるたびに、皆がガッカリしたような表情になるのを見

て、店を構える必要があると思ったのだ。

　善は急げと、2011年、須磨区にある兵庫県産の食材な

どを販売する「ナナ・ファーム須磨」に出店、2015年には

西明石での出店を果たした。ところがナナ・ファーム須

磨店はオープンから約2か月で客足が遠のき売り上げは
伸び悩んでいた。5年間の契約があるため撤退もできな

い。悩んだ結果、古志社長は同所で焼いた商品を冷凍し、

土産物屋に卸すことを考えついた。冷凍しても味や風味

が落ちない素材の配合と製造方法を編み出すために約2

年を要したが、納得できる商品が完成。同商品は、2015年

度の「五つ星ひょうご※」で、明石市を代表する一品に選

ばれた。どんなときでも諦めない古志社長の心意気が実

を結んだのだ。

　そんな古志社長が信用保証協会の保証付融資を受け

たのは、玉子焼を冷凍するための冷凍庫の購入資金と西

明石店出店の資金だ。

　「須磨区に店があるというと、『なぜ須磨区に？』となり

ます。宿泊施設が多く、新幹線も停車する西明石駅は明

石市の玄関口と考えて、西明石駅近くの国道沿いに出店

しました。人件費や経費を捻出しながら新しいことをす

るには、融資を受けるのが妥当と判断しました。第三者保

証人の必要がなく、融資が受けられるのは助かります。」

　では、今後の目標は？

　「西明石店の売り上げを伸ばすこと。そして、出張実演

販売のノウハウをもっと活用して明石市の存在を他県

にPRしたい。それから玉子焼だけでなく、古志家オリジ

ナルのベビーカステラ『大黒堂の福玉焼』も明石の名物

に育てたいと思っています。」

　目標は人生を切りひらく原動力になる。原動力の源

泉、それは故郷を愛する心に他ならない。

ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊かな自然や歴史・文化を生かした
商品のうち、“地域らしさ”に加えて、これまでにない新規性やオリジナリティなど
の“創意工夫”が施された逸品を、統一ブランド名「五つ星ひょうご」として全国に
発信するもの。（主催：兵庫県・（公社）兵庫県物産協会）

※ 「五つ星ひょうご」
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織の歯車になるよりも、自分で商売をしたい。
玉子焼を武器に人生を歩き始めた。組

肉の策で開発した「冷凍あかし玉子焼」が
「五つ星ひょうご」に選定。
諦めない心で未知の世界を開く。

苦
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信用保証をご利用できる方

※ 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用
ベルト製造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数
3億円以下
3億円以下
1億円以下

5,000万円以下
5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下
900人以下
100人以下
50人以下
100人以下

200人以下
300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証
をご利用いただけます。

◎お客様総合相談室
東 室 長

大 須 賀 参 事
TEL 078-393-3905

◎本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口
中 元 課 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-4024

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

（創業・経営支援課）

中 川 課 長

嶋 田 副 所 長

大 瀧 副 所 長

佐 藤 次 長

按 田 次 長

藤 田 次 長

藤 岡 副 所 長

（期中支援課）

北 野 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

小 林 副 所 長
（調整相談一課、二課）

◎代位弁済後のご返済等に関するお客様総合相談窓口

※本所
大 禮 副 部 長

TEL 078-393-3914

TEL 079-289-3615

※本所

戸 田 副 部 長
（管理相談一課、二課）

※姫路支所駐在

岡 本 課 長
（管理相談三課）

管 理 部

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は当協会が負担）。
ご希望の方は総務企画部総務企画課（TEL 078-393-3900）まで
お申し出ください。

保証時報の送付について

兵庫県信用保証協会のネットワーク

但陽信用金庫

788

以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用で
きます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・
　サービス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

一の丸、二の丸、三の丸と呼ばれる三基の神輿を激しくぶつ

け合う「神輿練り」と、絢爛豪華な屋台を練り競う「屋台練り」

が繰り広げられる松原八幡神社の「灘のけんか祭」。全国数あ

る「けんか祭り」の中でも最大規模の祭りと言われ国内はも

ちろん海外からも多くの観客が詰め掛け、その数は2日間で

10万人以上になります。

表紙／ひょうごの祭り・イベント

灘のけんか祭り
（姫路市白浜町）

開催日／平成28年 10月14日（金）・15日（土）

ト

・15日（土）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


