
経営に関する悩み、
専門家に相談してみませんか？

経営安定化
支援事業のご案内
会社や経営のこと、一人で悩んでいませんか？

販路開拓に関すること
新規顧客を増やしたい
新製品・新サービスを
事業化したい

人材に関すること
従業員の育成が
うまくいかない
後継者がいない

資金繰りに関すること
コスト削減のために何から
始めれば良いかわからない
返済負担を軽減したい

豊富な知識と経験を有する専門家を派遣し、中小企業・
小規模事業者のみなさまが抱える経営課題の解決をサポートします！

ご利用のメリット
原則費用負担なし※

派遣できる専門家
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
・その他各種専門家（IT、飲食業 等）

〒320－8618
栃木県宇都宮市中央3丁目1番4号
栃木県産業会館
企業支援課　TEL 028－635－2195

〒326－0821
栃木県足利市南町4254番地1
ニューミヤコホテル足利本館
業務課　TEL 0284－70－6339

足利
支所

お問い合わせ

本所

「栃木県信用保証協会」は、栃木県内で事業を営む中小企業・小規模事業者のみなさまが、金融機関から事業に必要
な資金をお借り入れする際にその債務を保証することで、資金繰りの円滑化を図ることを目的としている公的機関です。

1949年に設立して以来、多くのみなさまにご利用いただき、現在では県内中小企業・小規模事業者の約40％にあた
る約24,000企業のみなさまにご利用いただいています。

「栃木県信用保証協会」とは

その他経営支援メニューのご案内

オンライン面談も可能

アフターフォローも充実

▼

経営相談会
　みなさまの経営に関するご相談をお受けするため、経営相談会を開催し
ています。経営相談会では、外部の専門家や当協会の職員が経営上の様々
な悩みについてご相談をお受けします。
　外部専門家による経営相談会は、毎月1回の定例相談会のほか、みなさま
のご希望に応じて個別相談会を随時開催します。

経営サポート会議
　取引金融機関などの関係機関や当協会が具体的な支援策について意見・
情報交換を行い、今後の金融支援についての目線合わせを行う場です。当協
会が事務局を務めることで、円滑な話し合いの場をサポートします。経営改
善計画等の説明の場としてもご利用いただけます。

経営改善計画策定費用補助事業
　国が実施する「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画
策定支援事業」を利用された方を対象に、当協会独自に費用補助を実施
しています。

とちぎ経営資源引継ぎ支援事業
　当協会と栃木県事業承継・引継ぎ支援センターが連携し、経営資源の
引継ぎに必要な各種支援サービスをワンストップでご提供します。

明日をひらく中小企業とともに

※生産性向上コースで計画を策定する際、一部費用をご負担いただく場合があります。



経営安定化支援事業とは
中小企業・小規模事業者のみなさまが抱える経営課題の解決をサポートするために、豊富な知識と経験を有する
専門家を派遣します。

生産性向上・経営改善・事業承継のいずれかのコースをご利用いただいた方について、さらなるサポートが必要な場
合は、再度各コースの本業支援または計画策定支援をご利用いただけます。

フォローアップ

ご利用いただける方

ご利用の流れ

当協会をご利用いただいており（ご利用予定の方を含む。）、経営課題の解決に意欲をお持ちで、専門家による個別指
導を希望される方

ライフステージに合わせて選べる５つのコース

創業
成長・拡大 改善・承継

創業コース
生産性向上コース

資金繰り予定表作成コース
経営改善コース

事業承継コース

悩みに合わせて選べる4つの支援
経営課題の解決に向けて
何から始めよう…

経営課題の解決に向けた道筋
を明確にすることで、早期の経
営安定に向けてサポートします。

経営相談

事業計画をどのように
作成すればいいのか…

事業全体の課題を確認し、実現
可能な改善策の検討や数値計
画の策定をサポートします。

計画策定支援

経営改善に向けた
具体策を相談したい…

製造工程の改善、不採算事業の
立て直し、WEBの活用等、経営
課題のテーマを絞り解決に向け
てサポートします。

本業支援

資金繰りについて
相談したい…

数か月先の自社の資金繰りの
状況を把握できるよう、資金繰
り予定表の作成や管理の方法
をサポートします。

資金繰り予定表
作成支援

資金繰り予定表作成コース
数か月先の自社の資金繰り状況を把握したい方

資金繰り予定表作成支援（派遣回数 3回以内）

創業コース
より実現可能性の高い
創業計画を作成したい方

計画策定支援
（派遣回数 3回以内）

創業前後の様々な悩みについて
専門家のアドバイスを聞きたい方

経営相談
（派遣回数 2回以内）

生産性向上コース
生産性の向上に向けて

何から始めようか悩んでいる方

経営相談
（派遣回数 2回以内）

設備の導入や
事業効率化を図りたい方

計画策定支援
（派遣回数 8回以内）

特定の経営課題解決に向けて
専門家のアドバイスを聞きたい方

本業支援
（派遣回数 5回以内）

経営改善コース
経営課題の解決に向けて

何から始めようか悩んでいる方

経営相談
（派遣回数 2回以内）

返済方法の見直しや
収益改善をご希望の方

計画策定支援
（派遣回数 8回以内）

特定の経営課題解決に向けて
専門家のアドバイスを聞きたい方

本業支援
（派遣回数 5回以内）

事業承継コース
事業承継に向けて

何から始めようか悩んでいる方

経営相談
（派遣回数 2回以内）

円滑な事業承継に向けた
計画を作成したい方

計画策定支援
（派遣回数 8回以内）

STEP

1 信用保証協会職員によるヒアリング
中小企業・小規模事業者のみなさまが抱える経営課題を確認します。

STEP

2 申込書の提出
必要書類をご記入のうえ、当協会へお申込みください。
〈必要書類〉　●外部専門家等個別指導申請書　●個人情報の提供に関する同意書

STEP

3 支援の実施
ヒアリングの内容を基に適切な専門家を選定し、経営課題の解決に向けたアドバイスや計画策定をサポートします。

成熟・安定
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