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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

ご注意ください！

当協会名、職員名をかたる不審な
電話が相次いでいます。

不審な点がございましたら、お客
様総合相談室（☎078-393-3905）
までご連絡ください。

信用保証をご利用いただくた
めに、事前に現金の振り込みを
依頼することはありません。
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　年頭に当たり、謹んでご挨拶を申し上げます。

　皆様には、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

併せまして、当協会の業務に対し、ご高配とご支援を頂戴しておりま

すことに、心よりお礼申し上げます。

　昨年は、英国のEU離脱を決める国民投票や米国の大統領選挙など、

世界経済に大きなインパクトを与える出来事がありました。国内で

は、マイナス金利政策の導入や熊本地震をはじめ各地での災害の発生

などが社会経済に大きな影響を与えました。

　信用保証の分野でも、国において信用補完制度のあり方が議論され、

保証協会と金融機関の適切なリスクシェアはもとより、創業や経営改

善・事業再生などに対する保証協会の役割の強化が求められました。

また、担保・保証依存の融資姿勢からの転換を促す「金融仲介機能の

ベンチマーク」が金融庁から公表され、事業の適正な評価に基づく地

域金融を通じた地域創生への貢献が課題となっています。

　緩やかな回復基調とされつつも先行き不透明といわれる我が国経

済の中で、私たち兵庫県信用保証協会は、引き続き、時代の要請を敏感

に受け止め、本県中小企業の良きパートナーとして信頼される協会を

めざし、地域経済・社会の発展に貢献していかなければなりません。

中小企業・小規模事業者の皆さまの多様な資金ニーズを的確にくみ取

り、新たな商品開発を推進することはもとより、創業関連のイベント

開催や、専門家派遣などを通じた経営支援、創業・経営相談会の開催な

ど、多彩な事業を展開し、私たちの役割を一層深化・発展させていきた

いと存じます。

　「酉」は夜明けを告げる存在です。また、「とりこむ」という語呂によ

り、商売繁盛を意味するとも言われます。新しい年が明るい未来の幕

開けとなり、皆様のご発展が実現する年となりますよう祈念申し上げ

ます。
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兵庫県信用保証協会

理事長　杉本 明文
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お申込み方法
FAXまたはWEBにて 当協会ホームページにアクセスしていただき、必要事項（ＦＡＸの場合と同様）を

ご入力のうえ送信。
WEB

チラシの裏面に必要事項（お名前、おところ、メールアドレス、個別相談会ご希望の
有無）をご記入のうえ、【078-393-3980】に送信。

FAX

※チラシは各事務所・支所に備え付けています。また当協会ホームページからもダウンロードできます。
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検 索兵庫県信用保証協会
※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 女性企業家支援チーム（078-393-3910）までお問い合わせください。

主 催：兵庫県信用保証協会
後 援：兵庫県、神戸市、神戸開業支援コンシェルジュチーム（（公財）神戸市産業振興財団、神戸ファッションマート、神戸商工会議所、（公財）ひょうご産業活性化センター、
　　　　（株）日本政策金融公庫、兵庫県中小企業団体中央会、（公財）新産業創造研究機構）、（一社）兵庫県中小企業診断士協会

　創業に興味がある女性や創業間もない女性経営者を応援するイベント

『女性創業セミナー』を開催します。
　女性経営者の体験談が聞けるトークイベントや、創業の想いを同じくする女性
との情報交換ができる交流会、さらには当協会の女性企業家支援チームや女性専
門家による個別相談会も開催し、女性のみなさまの創業を強力にサポートします。
　具体的な計画をお持ちでなくても大歓迎です。新しいことにチャレンジしたい
と思っている女性のみなさまの参加をお待ちしています。

参加費無料
先着40名様
（予約制）

日 時 平成29年 2月4日（土） （13：00～受付開始）13：30～17：00

会 場 三宮研修センター ６階
神戸市中央区八幡通4 丁目2－12（神戸市役所東正面）

対 象 創業に興味がある女性／創業間もない女性経営者

イベントスケジュール

● トークイベント （13:30～15:00）
・女性経営者の経験談が聞ける
・創業支援機関や中小企業診断士から、創業に必要な知識や情報を提供
・参加者からの発言も大歓迎！会場が一体となってトークに花を咲かせましょう！

● 交流会および個別相談会 （15:10～17:00）
・パネリストも交えて自由に交流（ケーキ・お茶あり）
・女性中小企業診断士、神戸開業支援コンシェルジュ、そして当協会女性企業家支援チームによる個別相談会も
 同時に開催

パネリスト

木田 聖子 氏
（（株）チャイルドハート 代表取締役社長）

中田 裕子 氏
（(公財)神戸市産業振興財団 創業・新事業支援部長）

中村 佳織 氏
（中小企業診断士 （株）リフェイス代表取締役社長）

コーディネーター

小林 由佳 氏
（（株）神戸新聞社 経済部長兼論説委員）

キーノートスピーチ講師、パネリスト

藤浪 芳子 氏
（昭和精機（株） 代表取締役会長）

1981年
2015年

昭和精機（株）代表取締役社長に就任
同社代表取締役会長に就任

【プロフィール】

(一社)神戸市機械金属工業会 会長
(一社)神戸経済同友会 副代表幹事
神戸商工会議所 女性会 元会長

【主な公職】

創業に興味がある女性のみなさまへ

●締め切り：平成29年1月25日(先着順) ※後日案内状を送付致します



3

信用保証協会ニュース

キャンペーン商品のご案内
　活力ある地域社会づくりに貢献するため、創業や事業の拡張などを目指す皆さまの元気につながる取組とし
て、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います。この機会にぜひ信用保証をご利用ください。

これから創業される方
または創業後５年未満の方

創業支援

創業関連保証による支援（チャレンジサポートキャンペーン）
保証限度額：1,000万円

創業等関連保証による支援（地域創生キャンペーン）
保証限度額：1,500万円

※両保証を併用することで、最大2,500万円までの保証利用が可能となります。
【保証料率割引内容】
● 通常の保証料率より40％割引 （年1.0％⇒年0.6％）
● 女性、30歳未満の方、55歳以上の方は、通常の保証料率より50％割引 （年1.0％⇒年0.5％）

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

新事業展開支援 経営革新関連保証などによる支援
（チャレンジサポートキャンペーン）

【保証料率割引内容】
● 通常の保証料率より約15％割引 （年0.7％⇒年0.6％）

保証協会を初めてご利用いただく方
過去に保証協会のご利用があり、保証申込時点で保証付融資の残高がない方を含む

地域活性化支援 地域活性化保証「スタートライン」による支援
（地域創生キャンペーン）

【保証料率割引内容】
● 通常の保証料率より平均20％割引 （年0.31%～年1.70％）

上記のほかにも、多様な資金ニーズにお応え
する、さまざまな保証商品をご用意しています。
各商品の概要は当協会ホームページに掲載
しています。詳細につきましては、各事務所・
支所までお気軽にお問い合わせください！
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災害時発動型予約保証『そなえ』のご案内
　阪神・淡路大震災の発生から今年で22年を迎えます。各地でも毎
年のように地震、台風、集中豪雨などの自然災害が発生しており、事
業者の方々には主要設備を失ったことなどで長期間の事業中断を余
儀なくされることも見受けられます。
　こうした事態に備えＢＣＰ（事業継続計画）を策定するとともに、事
業継続・復旧を図るための資金を確保することが重要となります。当
協会では、災害が発生した際に事業継続に必要な資金を迅速に手当
できるよう保証の予約を行う商品『そなえ』をご用意しています。な
お、事前予約時には保証料は必要ありません。
　ＢＣＰを策定・運用することは、緊急時の対応力が向上することに
加え、自社の経営管理を再確認することにも繋がります。緊急時の万
が一の備えに、ぜひ当商品をご活用ください。

BCP（事業継続計画）の策定について
中小企業庁が公開している「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」のうち、基本コース以上に準じたものを策定してください。同指針の詳細につ
きましては、中小企業庁のホームページ（http://www/chusho.meti.go.jp/bcp/）にてご確認ください。
様式は同ページよりダウンロードでき、指針に沿って自社の情報を入力することで、計画書を策定することができます。

「土曜 創業・経営相談会」を開催しています
　１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。

■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）または各事務所・支所までお問い合わせください。

今後の開催日程
（開催時間：午前１０時～午後５時） 平成29年 1月21日

2月18日
3月  4日

姫 路 支 所
但 馬 支 所
本所（神戸）

開催日 開催場所

■詳細につきましては各事務所、支所までお問い合わせください。

●災害時発動型予約保証『そなえ』の概要

対象となる方 ＢＣＰ（事業継続計画）※ を策定している中小企業・小規模事業者
※中小企業庁が公開している「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」のうち、入門コースを除いた基本・中級・上級コースのいずれかに準じたものであることが必要です。

資 金 使 途 災害発生後における事業継続等のために必要な運転資金、設備資金

担 保 必要に応じて提供していただきます
連 帯 保 証 人 原則として、法人の代表者を除き不要です

予 約 限 度 額 2億8,000万円 （組合の場合は4億8,000万円）
※更新する場合には、再度予約申込が必要です。予 約 期 間 予約決定日から1年間

※予約申込書および事業継続計画書（ＢＣＰ計画書）等が必要です。予 約 方 法 金融機関経由での予約申込

信 用 保 証 料 事前予約時：無料
本 申 込 時：利用する保証に応じた保証料率を適用（0.45％～2.20％）
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平成28年 11月の保証状況

■ 11月の保証概況 ■
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❶ 保証承諾 11月の保証承諾は1,975件（前年同月比109.9％）、 33,593 百万円（同129.4％）となり、前年同月と
比べ、件数で178件、金額で7,629百万円上回った。
また、保証申込は2,035件（同109.9％）、34,462百万円（同127.0％）となり、前年同月と比べ、件数、
金額ともに上回った。

11月の保証承諾のうち、運転資金は30,860百万円（前年同月比132.6％）、設備資金は983百万円
（同75.3％）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。

11月の業種別保証承諾の状況は、製造業6,248百万円（前年同月比146.8％）、小売業4,694百万円
（同137.1％）、卸売業5,917百万円（同134.8％）、飲食店1,162百万円（同129.7％）、サービス業4,602 
百万円（同129.4％）、建設業7,554百万円（同121.8％）、運送・倉庫業1,539百万円（同117.8％）等で
前年同月を上回り、不動産業1,159百万円（同79.8％）で前年同月を下回った。

11月の金融機関群別保証承諾の状況は、都市銀行3,972百万円（前年同月比178.0％）、地方銀行
2,423百万円（同164.6％）、信用金庫20,860百万円（同131.1％）、信用組合2,304百万円（同130.7％）
で前年同月を上回り、第二地方銀行4,008百万円（同90.5％）等で前年同月を下回った。

保証承諾（前年比較）
（単位：百万円）
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❸ 事故報告 11月の事故報告受付は、216件（前年同月比91.5％）、2,065 百万円（同85.5％）となり、前年同月と
比べ、件数は20件、金額は349百万円の減少となった。事故報告残高については、11月末で807件
（同88.4％）、8,648百万円（同80.1％）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）

11月の代位弁済は、111件（前年同月比70.7％）、1,280百万円（同82.3％）となり、前年同月と比べ、
件数は46件、金額は275百万円の減少となった。

代位弁済（前年比較）
（単位：百万円）
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❷ 保証債務
　 残高

11月末の保証債務残高は、92,547件（前年同月比96.3％）、1,076,387百万円（同99.7％）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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平成27年 平成28年

11月

1,079,8691,079,8691,079,869
1,076,387

平成27年 平成28年

10月

1,085,304
1,078,575

平成27年 平成28年

9月

1,085,620

1,076,365

平成27年 平成28年

8月

1,083,581
1,072,922

平成27年 平成28年

7月

1,085,627

1,072,530

平成27年 平成28年

6月

1,083,048
1,070,215

平成27年 平成28年

5月

1,081,387
1,066,430

27,769



高年齢者の雇用保険加入について 

今後の展開についてお聞かせください。

　少子高齢化が進む中にあり、存在感を示すには人の力を強化
することが大切と感じています。そのため「あの人がいるから」
と言っていただける魅力ある人づくりに取組みます。そして、
「ここに来れば役に立つ情報が入手できる」といっていただける
ような情報を発信していきたいと思っています。

貴店の強みや独自の取組などを教えてください。

　志筑支店は1958年に設立されました。設立から現在まで、
融資には特に積極的に取組んで参りました。お客さまの中には
「ここで融資を受けることができ、助かった」と言ってくださる
方も多いのです。融資に積極的に取り組むことができるのは、
お客さまの話に親身になって耳を傾け、お客さまの強みを一
緒に探す姿勢があるからです。この姿勢こそ、志筑支店の強み
です。
　また、職員が情報共有をするために「お客さま情報カード」を
作成しています。同カードを元に、「どのような提案がお客さま
の役に立つのか」を皆で考える機会をつくることで、職員教育
にも役立てています。

保証付融資を推進する際に活用している
商品を教えてください。

　活用する機会が最も多いのは「リピート5」です。融資対象と
なる方をリストアップしてお勧めしていますが、保証料率の割
引がある為お客さまからも好評です。また「経営改善サポート
保証」の利用も増えています。
　最近では、島外の方が淡路島で創業するケースが少しずつで
すが増えていることから、今後は「地域創生キャンペーン」や
「チャレンジサポートキャンペーン」の活用にも力を入れてい
きたいと思います。

　淡陽信用組合の経営理念の1つに「お客様の『夢あるくらしの
パートナー』として努力すること」を掲げています。そんな中、志
筑支店では、「お客さまのご期待に応えるために全力で考え、行
動する」ことを心がけております。融資であれ、預金であれ、お客
さまにとって最善となる提案ができるよう、職員一同、日々、創
意工夫に取組んでいます。

貴店のモットーを教えてください。

志筑支店
支店長

太田 光彦 様

〒656-2131
淡路市志筑3120-1
☎ 0799-62-0307

淡陽信用組合
志筑支店
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　当店のある志筑は大阪湾に臨む
エリアのため、今も昔も漁業と水産
加工業が盛んな地域です。また農業
に従事される方も多いのですが、最
近では休耕地を利用した精密機械
工場も複数あります。一般的にいう
大量生産品とは異なり、新幹線の部
品など特殊な技術を活かした製造
業者が多く、今後も需要の伸びが期
待できます。
　また、この地域は淡路島の中では
法人の割合が比較的多く、当店の顧
客も市内の他店と比較して法人の
占める割合が多いといえます。



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！

　国は、日本経済を活性化させるために、働く
意欲のある高年齢者が能力や経験を活かせる、
生涯現役社会の創造に取組んでいます。この流
れを通じて、年齢に関係なく、その人のキャリ
アに見合った処遇での雇用契約をする企業が
増えています。

　65歳以上の労働者については、平成29年1月
1日以降、以下の場合で、適用要件（1週間の所定労
働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込
みがあること）に該当すれば、「高年齢被保険者」と
して雇用保険の適用対象となります。
①平成29年1月1日以降に、65歳以上の労働者を
新たに雇用した場合。
②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を
雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用
している場合。
③平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者
（65歳前から雇用）である労働者を、平成29年
1月1日以降も継続して雇用している場合。

　適用対象となる65歳以上の労働者を雇用した
場合は、ハローワークに届出を行います。
①平成29年1月1日以降に雇用した場合は、雇用
した日の属する月の翌月10日までに届出ます。
②平成28年末までに雇用し、平成29年1月1日以
降も継続して雇用している場合は、平成29年
　1月1日より高年齢被保険者となるため、平成
　29年3月31日までに届出ます。

③高年齢継続被保険者である労働者を平成29年
1月1日以降も継続して雇用している場合は、自
動的に高年齢被保険者となり、届出は不要です。

　離職前1年間に、雇用保険に加入していた期間
が通算して6か月以上あれば、「高年齢求職者給付
金」として給付金を受けることができます。
①被保険者であった期間が1年以上の場合：基本
手当日額の50日分。
②被保険者であった期間が1年未満の場合：基本
手当日額の30日分。
　基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を
180で割った額のおおよそ50％～80％で、上限
は6,370円（平成29年7月31日までの額）です。
給付金は一時金で、年金との併給が可能です。

　平成29年1月1日以降に、高年齢被保険者とし
て育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、
要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金
の支給対象となります。

　保険料率は毎年変更される可能性があります
が、高年齢被保険者については、平成31年度まで
は保険料の徴収が免除されるため、労働者負担も
事業主負担もありません。

雇用保険の適用拡大

届出手続きについて

給付金について

育児休業給付金・介護休業給付金

保険料について

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。

【 高年齢者の雇用保険加入について高年齢者の雇用保険加入について 】
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　食の安全が注目されている今、食品
の購入時に食品成分表や産地を確認
することが浸透している。そんな中に
あり、安心、安全で、毎日食べても飽き
ない本当に美味しい手づくりパンを
生み出すために、自ら小麦の栽培に
取組んだ「山のパン屋 Daddys  
Bakery」を経営する村井夫妻に話
を聞いた。

山のパン屋 Daddys Bakery
〒651-1423
西宮市山口町船坂字中垣ノ内90
TEL 078-907-3920

ダディーズ ベーカリー

小麦粉の生産から手がける
“本物の手作りパン”で地域に
賑わいをつくる
自家栽培の小麦「せときらら」を使った手づくりパンを手がけ、
ものづくりの喜びを噛みしめる村井夫妻の今とこれから。

ダディーズ

ベーカリー

山のパン屋 Daddys Bakery

村井 文仁氏

ダディーズ ベーカリー

村井 優子氏
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　村井夫妻が営む、山のパン屋 Daddys Bakeryがオー

プンしたのは2012年のこと。オープンのきっかけは、妻

の優子氏が「パン屋さんをしたい」という思いを持って

いたからという。夫の文仁氏は、「店がオープンする前

は､知人からドッグカフェを任されて、夫婦で運営をし

ていました。店が黒字になった頃、その方が店を譲りた

いというので、それなら妻の夢であるパン屋さんをし

ようということになったのです。」と当時を振り返る。

とはいえ文仁氏も優子氏も、パンづくりに関しては知

識も経験もない。そのためオープン当初は、手づくりパ

ンの卸業者からパンを仕入れていた。あるとき、それで

は採算が合わないことに気づいた文仁氏は、製パンに

関する書籍を読み、独学でパンづくりに取組んだ。もと

もと店舗の設計や施工をしていた文仁氏にとって、も

のづくりは何よりも得意な分

野だ。技術はめきめき向上し

「Daddys Bakeryのパンは美

味しい」と評判になった。ま

た、村井夫妻ならではの温か

な雰囲気が漂う店づくりや

しゃれたディスプレイも話題

になり人気を集めた。

　店が忙しくなり安定した

売上を確保できるように

なってきた時、文仁氏はある

言葉を思い出した。その言葉とは「ただのパン屋で終

わるな」という、かつてドッグカフェを譲ってくれた

オーナーの言葉だった。「試行錯誤の後、やっとパン屋

としての基礎ができたと感じた瞬間、天啓のようにそ

の言葉を思い出しました。そうか、ここからが勝負な

んだな、と。」

　「ただのパン屋」で終わらないために文仁氏が取組

んだこと。それが、100％国産の小麦粉にこだわったパ

ンづくりをするための小麦の生産だった。

　「現在、小麦粉は85％を輸入に頼り、国産小麦粉の生

産は15％程度だと言われています。そのため混じり気

のない国産の小麦粉を手に入れることは非常に困難

です。また、従来の国産の小麦粉は、うどんづくりには

適しているけれどパンづくりにはあまり適さないこと

も知りました。そんなとき、パンづくりに最適な新しい

小麦を、山口大学が品種改良していると聞き、自分で育

ててみたいと思ったのです。」

　こうして文仁氏は山口大学が品種改良に取組んだ

小麦「せときらら」と出会ったのだった。

　現在、文仁氏は、南あわじ市と加古郡稲美町で小麦

の栽培に取組んでいる。

　「南あわじ市で栽培したのは、山のパン屋の次は海

のパン屋をしたいと思い立ち、場所を探していたとき

に出会った農家の方が小麦の栽培に協力してくださっ

たからです。2015年の初めての栽培では300坪の畑に

種をまき、320kgの小麦を収穫しました。2016年10月か

らは、加古郡稲美町に畑を借りて、自分で農機具を購

入して種をまきました。稲美町の小麦づくりをすべて

自分でやるために、住まいも稲美町に移しました。農業

をよく知っている人は、小麦を自家栽培しても儲から

ないから馬鹿げていると言うでしょうが、皆がやらな

いから私がやるんです。」

　村井夫妻が兵庫県信用保証協会の保証付融資を受

けたのは、新たに製パン機を購入する必要があったか

らだ。兵庫県内産初となる新品種“せときらら”の小麦

粉を使ったパンの製造を、国の「ものづくり・商業・サー

ビス新展開支援補助金」に申請して採択されたことか

ら、同補助金と保証付融資を利用し、製パン機を購入

したという。

　「ここまでやって来て製パン機が購入できなかった

らどうしようと不安もありましたが、保証協会の保証

付融資が受けられて助かりました。6月が小麦の収穫

月なのですが、今年も良い小麦が採れると思います。

小麦の生産が軌道に乗ったら、兵庫県のあちこちに

Daddys Bakeryを増やしたいと思っています。」

　文仁氏は、大地と向き合って生きる人だけが放つ、

大らかな笑顔で語る。その姿は、大きくて優しいDaddy

（お父ちゃん）そのものだ。

だのパン屋で終わるな。」この一言に
突き動かされて新たな取組みをスタート。「た

ダディーズ ベーカリー

ダディーズ ベーカリー

ダディーズ ベーカリー
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がやらないことをするから意味がある。
「自分にしかできないこと」を極める喜び。皆
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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。

商売繁盛祈願の祭として知られる西宮神社の「十日えびす」。

奉納された大まぐろに賽銭を貼り付けて商売繁盛や豊漁を祈願

する「招福大まぐろ」や、「福男選び」で知られる「開門神事」など

独自の神事があることでも知られ、9日の「宵えびす」から11日

の「残り福」まで、百万人を超える参拝者で賑わいます。

表紙／ひょうごの祭り・イベント

西宮神社十日えびす
（西宮市）

開催日／平成29年 1月9日（月・祝）・10日（火）・11日（水）
（宵えびす） （本えびす） （残り福）
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