
新年のご挨拶
「小さな会社のためのブランディングセミナー」を開催しました
「創業交流カフェ」開催のご案内
ＴＫＣ関東信越会新潟支部
「新潟経営支援フォーラム2022」で講師を務めました
（一社）スペシャリストアライアンス新潟
「創業支援セミナー」で講師を務めました　ほか
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瓢湖は阿賀野市の白鳥の渡来地として全国的に有名でラムサール条約の
登録湿地でもある湖です。1954年、吉川重三郎が日本で初めて野生の
白鳥の餌付けに成功したことで注目を浴び、その後国の天然記念物に指定
されました。ロシアのシベリアからやってきた白鳥は10月上旬から3月下旬まで
滞在し、11月下旬のピーク時には5,000羽を超える白鳥が見られることも
あります。瓢湖は水鳥の宝庫であり、サクラやアヤメ、ハス、オニバス、フヨウ
など四季折々の色鮮やかな花々を楽しむこともできます。

〒951-8640
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル7·8 階)
TEL 025-210-5132／FAX 025-210-5160
E-mail: kikaku@niigata-cgc.or.jp ／ URL https://www.niigata-cgc.or.jp

保証にいがた2023(令和5)年1月
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編集／企画総務部 経営企画課

今月の写真

瓢湖のハクチョウ（阿賀野市）
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謹 賀新 年

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　平素から、当協会の業務運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　さて、昨年はウィズコロナ時代に向けた県民や企業の行動変容が進展した一年となりま

した。未ださまざまな制約はあるものの、新たな社会経済活動への対応が着実に進んでいます。

　一方で、ロシアによるウクライナ侵攻や円安による原材料・エネルギー価格の上昇が県内

経済にも大きな影響をもたらしています。その他、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）

導入に向けたデジタル人材の育成や後継者不足による事業承継問題等、県内中小企業者が

直面する課題は多岐にわたります。

　このような予断を許さない経済情勢の中、本年夏にはコロナ対応実質無利子融資の返

済が本格化します。当協会といたしましては、引き続き中小企業の皆さまのセーフティネットと

して資金繰り支援に注力するとともに、各企業の強みにフォーカスした経営支援サービス

「forte.（フォルテ）」をはじめ、創業支援、外部専門家と連携した経営改善支援、事業承継

支援など、企業のライフステージに応じた伴走型の経営支援に役職員一丸となって取り組ん

でいく所存です。

　本年も引き続き、皆さまのご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新潟県信用保証協会

会長 稲荷 善之

Share Topics

　当協会では、中小企業の皆さまに「デザイン」や「ブランディング」をもっと身近に感じていただき
たいという思いから、令和４年11月26日（土）に当協会大会議室において「小さな会社のためのブ
ランディングセミナー」を開催しました。
　第１部では講師に株式会社フレーム代表取締役でアートディレクター・グラフィックデザイナーの
石川竜太氏（当協会外部専門家）をお招きし、「デザイン」の役割やビジネスにおける活用例につい
てお話いただきました。第２部では保証推進部企業支援課 品川課長が経営支援サービスfor te .
について説明しました。
　今後もこうしたセミナーを通じ、県内中小企業の経営支援に取り組んでまいります。

「小さな会社のためのブランディングセミナー」を開催しました

■講師　石川  竜太氏

経営支援サービスforte.のご案内
当協会では、事業の「強み」にフォーカスした
経営支援サービスforte．（フォルテ）を提供し
ています。
　“お客さまと「ともに」取り組む”をコンセプト
とし、強みを「探す」から「広める」までの一貫
したサポートはもちろん、強みを「探す」部分
だけ、または「磨く」部分だけといった、必要な
部分だけのサポートにも対応しています。
　詳細については、保証推進部企業支援課ま
たは各営業店窓口にお問い合わせください。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

なら、事業の強みを探す段階から販促まで、状況に応じたサポートが可能！

自社の強みを
明確にしたい。

新しい設備を
入れたい。

お店の認知度を
高めたい。

強みがわかって
社員と共有できた！

SNSの発信で
来店者が増えた！

補助金申請を
手伝ってもらえた！

無料が でお手伝いします！

お手伝いをさせてください。

あなたの事業を強くする

強みを見つけ、磨き、広める

経営支援サービス

何度
でも

いつ
でも

創業者・小規模事業者のみなさまへ

フォルテ

強みを
探す

強みを
磨く

強みを
広める

フォルテ

※当協会をご利用（予定を含む）いただいている方が対象となります。
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暴力団等の反社会的勢力とは
取引いたしません

〒951-8640
新潟市中央区古町通７番町1010番地（古町ルフル７・８階）

検査指導室

 

TEL 025-210-5135　FAX 025-210-5160

窓口のご案内
保 証 第 一 課 　TEL 025-210-5151　FAX 025-210-5172
保 証 第 二 課 　TEL 025-210-5152　FAX 025-210-5173
保 証 第 三 課 TEL 025-210-5150　FAX 025-210-5173
整 理 第 一 課

　
TEL 025-210-5153　FAX 025-210-5174

整 理 第 二 課 TEL 025-210-5154　FAX 025-210-5174

保証第一課
新潟市（中央区、西区、西蒲区）

本店営業部

担当区域

保証第二課
新潟市（北区、東区、江南区、秋葉区、南区）
保証第三課
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、
関川村、粟島浦村保 証 総 括 課  TEL 025-210-5141　FAX 025-210-5170

　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
事務サポート課 　TEL 025-210-5142　FAX 025-210-5170
　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
企 業 支 援 課　 TEL 025-210-5143　FAX 025-210-5170

 E-mail:hosho-g@niigata-cgc.or.jp

保証推進部

整 理 総 括 課 　TEL 025-210-5144　FAX 025-210-5171
代 位 弁 済 課 　TEL 025-210-5145　FAX 025-210-5171

整理回収部 E-mail:kanri@niigata-cgc.or.jp

〒940-0071　長岡市表町３丁目１番地８（リナシエビル３）
保 証 第 一 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
保 証 第 二 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
整 　 理 　 課 　TEL 0258-35-5715　FAX 0258-35-5776

長岡支店 E-mail:nagaoka@niigata-cgc.or.jp

企画総務部
経 営 企 画 課 　TEL 025-210-5132　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:kikaku@niigata-cgc.or.jp
総 　 務 　 課 　TEL 025-210-5131　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:somu@niigata-cgc.or.jp
経　　理　　課　　TEL 025-210-5133　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:keiri@niigata-cgc.or.jp
情報システム課　 TEL 025-210-5134　FAX 025-210-5161
　　　　　　　  　E-mail:joho@niigata-cgc.or.jp

E-mail:eigyobu@niigata-cgc.or.jp

新潟県信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は
信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

信用保証の申込みにあたっては、申込人及び保証人の方から反社会的勢力に該当しないこと、
又はそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約する旨の書類の
提出をお願いいたします。

反社会的勢力とは
・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・ 暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた
　不当な要求行為等を行う者

信用保証をご利用する皆さまへ

担当区域

保証第二課
柏崎市、小千谷市、
十日町市、魚沼市、
南魚沼市、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村

保証第一課
長岡市、見附市

本店

〒955-0092　三条市須頃1丁目17番地
（燕三条地場産業振興センター2階）
保 　 証 　 課 　TEL 0256-33-6661　FAX 0256-33-6622
整 　 理 　 課 　TEL 0256-33-6662　FAX 0256-33-6802

担当区域

県央支店 E-mail:keno@niigata-cgc.or.jp

三条市、加茂市、燕市、
田上町、弥彦村

〒943-0804　上越市新光町1丁目10番20号（上越商工会館内）
TEL 025-523-7225　FAX 025-522-2454

担当区域

上越支店 E-mail:joetsu@niigata-cgc.or.jp

上越市、糸魚川市、
妙高市

〒952-1314　佐渡市河原田本町394番地
（佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター2階）
TEL 0259-57-2011　FAX 0259-57-3421

佐渡市

佐渡支店 E-mail:sado@niigata-cgc.or.jp

担当区域

第四北越銀行
長岡本店営業部

Advisory Sta�Advisory Sta�

まずは何に困っているのかを明確にする
　頑張っているのに利益が上がらない。その理由をご存知
ですか？理由がわかれば改善策を見出せますが、自分では
なかなか気づけません。今回ご紹介する専門家は生産性改
善、商品開発のほか、ものづくりの産学連携にも精通する
阿部勝栄さんです。阿部さんは製造業に従事し16部門に
所属、海外12か国でものづくりを見てきました。その経験か
ら企業が持つ強みを伸ばし、改善策を提案しています。

　数字に関する悩みはどの企業にもあります。懸命に頑張
る企業とその企業を支えたい金融機関は「問題に取り組み

たい気持ちは同じなのにお互いの目線が少し
違う。同じ目線で話せば、解決策が見つか
ります」と阿部さん。そこで問題点や
強みを可視化するために活用するの
が独自のA1サイズの大きなリスト。
日々の作業を細分化して人や時間な
ど項目ごとに書き出して共有します。
技術が偏っていたり、作業効率のロ

スなど今まで気にしな
かった日々の小さな問題
点が見つかり、スキル
マップも作れるので新た
に取り組めることもわかり
ます。月次の経営の数字
は日々の管理の積み重ね
だからこそ、毎日の対策
の重要さを阿部さんは伝
えます。

小さい企業こそ、連携で面白くなる
　「企業が本来持っている技術には価値があることを理解
して欲しい。中小零細企業でもコア（＝自社の強み）がしっか
りしていれば、外部と連携するだけで大きく成長できること
もある。むしろ小さい方が連携しやすい」。中小企業同士は
もちろん、企業と学生などが連携することで面白いものが生
まれるのだとか。企業が何かを作る時、一緒にできるパート
ナーと繋げることも自分の役目だと阿部さんは感じています。

楽に考えて、きちんと遊ぶこと
　悩んでいる経営者に対しては「もっと楽に考えて欲しい。
困っても、行き詰まらないで欲しい」と阿部さんは優しく
エールを送ります。外部の人に相談することで新しい視点
が生まれたり、自社の課題に気づけるそうです。そして
「ちゃんと遊ぶこと！ 発想の幅を広げるためには遊びが必
要です。外国では大人が正しく遊んでいますよ」。心にゆと
りを持って、困ったら早めに相談することが大切です。
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企業の困りごとを
4Mの視点で導き出し
解決策を提案する

阿部勝栄さん

A1サイズの大きな資料は大勢で書き込みができる

月次の数字と日々の管理を海図で
説明。時間や費用を１か月で見ると
数字しか見えないが、そこには毎回
違う風向き、時間配分がある

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長
阿部  勝栄さん

長年の製造業における16部門での勤務経験
から、工程管理、原価管理、品質管理、組織管
理、生産合理化・改善など、企業のあらゆる課
題に対応している。また、長岡技術科学大学で
企業からの技術相談を担当した経験から、
産学官の連携にも積極的に取り組んでいる。

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざまな
職種の外部専門家を派遣しています。今回は生産性改善、
商品開発などがご専門の阿部勝栄さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長

中小企業診断士、税理士、公認会計士、
ファイナンシャルプランナー、弁護士、デザ
イナー、広告プランナー、POPクリエー
ター、管理栄養士、一級建築士、医療経営
コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで

管理に
重要な視点

4M
よんえむ

●Man（人）
●Machine（機械）
●Material（材料）
●Method（方法）
製造業、飲食業、サービス業など
幅広く活用できる
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県央支店 E-mail:keno@niigata-cgc.or.jp

三条市、加茂市、燕市、
田上町、弥彦村

〒943-0804　上越市新光町1丁目10番20号（上越商工会館内）
TEL 025-523-7225　FAX 025-522-2454

担当区域

上越支店 E-mail:joetsu@niigata-cgc.or.jp

上越市、糸魚川市、
妙高市

〒952-1314　佐渡市河原田本町394番地
（佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター2階）
TEL 0259-57-2011　FAX 0259-57-3421

佐渡市

佐渡支店 E-mail:sado@niigata-cgc.or.jp

担当区域

第四北越銀行
長岡本店営業部

Advisory Sta�Advisory Sta�

まずは何に困っているのかを明確にする
　頑張っているのに利益が上がらない。その理由をご存知
ですか？理由がわかれば改善策を見出せますが、自分では
なかなか気づけません。今回ご紹介する専門家は生産性改
善、商品開発のほか、ものづくりの産学連携にも精通する
阿部勝栄さんです。阿部さんは製造業に従事し16部門に
所属、海外12か国でものづくりを見てきました。その経験か
ら企業が持つ強みを伸ばし、改善策を提案しています。

　数字に関する悩みはどの企業にもあります。懸命に頑張
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たい気持ちは同じなのにお互いの目線が少し
違う。同じ目線で話せば、解決策が見つか
ります」と阿部さん。そこで問題点や
強みを可視化するために活用するの
が独自のA1サイズの大きなリスト。
日々の作業を細分化して人や時間な
ど項目ごとに書き出して共有します。
技術が偏っていたり、作業効率のロ

スなど今まで気にしな
かった日々の小さな問題
点が見つかり、スキル
マップも作れるので新た
に取り組めることもわかり
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は日々の管理の積み重ね
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楽に考えて、きちんと遊ぶこと
　悩んでいる経営者に対しては「もっと楽に考えて欲しい。
困っても、行き詰まらないで欲しい」と阿部さんは優しく
エールを送ります。外部の人に相談することで新しい視点
が生まれたり、自社の課題に気づけるそうです。そして
「ちゃんと遊ぶこと！ 発想の幅を広げるためには遊びが必
要です。外国では大人が正しく遊んでいますよ」。心にゆと
りを持って、困ったら早めに相談することが大切です。
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企業の困りごとを
4Mの視点で導き出し
解決策を提案する

阿部勝栄さん

A1サイズの大きな資料は大勢で書き込みができる

月次の数字と日々の管理を海図で
説明。時間や費用を１か月で見ると
数字しか見えないが、そこには毎回
違う風向き、時間配分がある

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長
阿部  勝栄さん

長年の製造業における16部門での勤務経験
から、工程管理、原価管理、品質管理、組織管
理、生産合理化・改善など、企業のあらゆる課
題に対応している。また、長岡技術科学大学で
企業からの技術相談を担当した経験から、
産学官の連携にも積極的に取り組んでいる。

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざまな
職種の外部専門家を派遣しています。今回は生産性改善、
商品開発などがご専門の阿部勝栄さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長

中小企業診断士、税理士、公認会計士、
ファイナンシャルプランナー、弁護士、デザ
イナー、広告プランナー、POPクリエー
ター、管理栄養士、一級建築士、医療経営
コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで

管理に
重要な視点

4M
よんえむ

●Man（人）
●Machine（機械）
●Material（材料）
●Method（方法）
製造業、飲食業、サービス業など
幅広く活用できる
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謹 賀新 年

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　平素から、当協会の業務運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　さて、昨年はウィズコロナ時代に向けた県民や企業の行動変容が進展した一年となりま

した。未ださまざまな制約はあるものの、新たな社会経済活動への対応が着実に進んでいます。

　一方で、ロシアによるウクライナ侵攻や円安による原材料・エネルギー価格の上昇が県内

経済にも大きな影響をもたらしています。その他、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）

導入に向けたデジタル人材の育成や後継者不足による事業承継問題等、県内中小企業者が

直面する課題は多岐にわたります。

　このような予断を許さない経済情勢の中、本年夏にはコロナ対応実質無利子融資の返

済が本格化します。当協会といたしましては、引き続き中小企業の皆さまのセーフティネットと

して資金繰り支援に注力するとともに、各企業の強みにフォーカスした経営支援サービス

「forte.（フォルテ）」をはじめ、創業支援、外部専門家と連携した経営改善支援、事業承継

支援など、企業のライフステージに応じた伴走型の経営支援に役職員一丸となって取り組ん

でいく所存です。

　本年も引き続き、皆さまのご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新潟県信用保証協会

会長 稲荷 善之

Share Topics

　当協会では、中小企業の皆さまに「デザイン」や「ブランディング」をもっと身近に感じていただき
たいという思いから、令和４年11月26日（土）に当協会大会議室において「小さな会社のためのブ
ランディングセミナー」を開催しました。
　第１部では講師に株式会社フレーム代表取締役でアートディレクター・グラフィックデザイナーの
石川竜太氏（当協会外部専門家）をお招きし、「デザイン」の役割やビジネスにおける活用例につい
てお話いただきました。第２部では保証推進部企業支援課 品川課長が経営支援サービスfor te .
について説明しました。
　今後もこうしたセミナーを通じ、県内中小企業の経営支援に取り組んでまいります。

「小さな会社のためのブランディングセミナー」を開催しました

■講師　石川  竜太氏

経営支援サービスforte.のご案内
当協会では、事業の「強み」にフォーカスした
経営支援サービスforte．（フォルテ）を提供し
ています。
　“お客さまと「ともに」取り組む”をコンセプト
とし、強みを「探す」から「広める」までの一貫
したサポートはもちろん、強みを「探す」部分
だけ、または「磨く」部分だけといった、必要な
部分だけのサポートにも対応しています。
　詳細については、保証推進部企業支援課ま
たは各営業店窓口にお問い合わせください。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

なら、事業の強みを探す段階から販促まで、状況に応じたサポートが可能！

自社の強みを
明確にしたい。

新しい設備を
入れたい。

お店の認知度を
高めたい。

強みがわかって
社員と共有できた！

SNSの発信で
来店者が増えた！

補助金申請を
手伝ってもらえた！

無料が でお手伝いします！

お手伝いをさせてください。

あなたの事業を強くする

強みを見つけ、磨き、広める

経営支援サービス

何度
でも

いつ
でも

創業者・小規模事業者のみなさまへ

フォルテ

強みを
探す

強みを
磨く

強みを
広める

フォルテ

※当協会をご利用（予定を含む）いただいている方が対象となります。
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Pick Up News

　令和４年11月18日（金）、巻信用組合本店にて巻信用
組合と当協会の女性職員による勉強会を開催しました。
　第１部では今年度、中小企業診断士の資格を取得した
保証推進部企業支援課 小川主査が中小企業診断士養
成課程体験記をお話ししたほか、当協会の経営支援事
例を紹介しました。第２部では女性の視点から日常業務に
ついての悩み・課題の共有や意見交換などを行いました。
　今後も関係機関の皆さまと活発な情報交換を行い、
連携を深めてまいります。

巻信用組合と勉強会を開催しました

　令和４年10月27日（木）、ホテルニューオータニ長岡にて
（当協会はオンライン参加）、ＴＫＣ関東信越会新潟支部が
主催する「新潟経営支援フォーラム2022」が開催され、当協
会の栗山保証推進部長が 「ウィズコロナにおける保証協会
の取り組み」について説明しました。
　今後も関係機関の皆さまとの連携を深めながら、県内中
小企業の資金繰り支援や経営支援に取り組んでまいります。

ＴＫＣ関東信越会新潟支部
「新潟経営支援フォーラム2022」で講師を務めました

　令和４年11月、県内３会場において、（一社）スペシャリストアライアンス新潟が主催する「創業支援
セミナー」が開催され、保証推進部企業支援課 関根主査が創業に関する保証制度や「創業あんしん
サポート事業」について説明しました。
　今後も各関係機関と連携し、積極的な創業者支援に
取り組んでまいります。

新潟会場：11/10（木） 新潟ユニゾンプラザ
長岡会場：11/15（火） パートナーズPLAZA
県央会場：11/18（金） リサーチコア

（一社）スペシャリストアライアンス新潟
「創業支援セミナー」で講師を務めました

　新潟県信用保証協会では、県内の女性創業者の皆さまへ交流の機会を提供することを目的に、
以下の日程でイベントを開催します。

開催日時：令和5年2月9日（木）13：30～16：00（受付13：00～）
会　　場：なごみ庵 花茶花茶  （新潟市西蒲区下山283-8）

参加対象：創業を予定されている女性、
　　　　  創業に興味をお持ちの女性、
　　　　  創業から概ね5年以内の女性経営者の方

定　　員：10名（先着順）
参 加 費：無料

 第１部　13：40～14：40　講師によるトークセッション
　講師に新潟市西蒲区にてカフェ「なごみ庵  花茶花茶」を経営する西屋順子氏、中小企業診断
士の宮澤奈緒子氏（当協会外部専門家）をお招きし、創業期からライフステージに合わせて事業を
拡大してきた西屋氏の実体験や、宮澤氏が支援者の立場から考える成功要因などについて、お話
いただきます。

 第２部　14：50～15：50　交流会
　カフェメニューを楽しみながら、参加者の方々と講師が交流できる時間を設けます。
※新型コロナウイルス感染防止対策を徹底いたします。

女性限定のイベントとなります。
ご興味のある方は、ぜひこの機会にご参加ください。

「創業交流カフェ」開催のご案内

お申込みは当協会
ホームページの
WEB申込フォームから▶

■講師　宮澤  奈緒子氏 西屋  順子氏
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暴力団等の反社会的勢力とは
取引いたしません

〒951-8640
新潟市中央区古町通７番町1010番地（古町ルフル７・８階）

検査指導室

 

TEL 025-210-5135　FAX 025-210-5160

窓口のご案内
保 証 第 一 課 　TEL 025-210-5151　FAX 025-210-5172
保 証 第 二 課 　TEL 025-210-5152　FAX 025-210-5173
保 証 第 三 課 TEL 025-210-5150　FAX 025-210-5173
整 理 第 一 課

　
TEL 025-210-5153　FAX 025-210-5174

整 理 第 二 課 TEL 025-210-5154　FAX 025-210-5174

保証第一課
新潟市（中央区、西区、西蒲区）

本店営業部

担当区域

保証第二課
新潟市（北区、東区、江南区、秋葉区、南区）
保証第三課
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、
関川村、粟島浦村保 証 総 括 課  TEL 025-210-5141　FAX 025-210-5170

　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
事務サポート課 　TEL 025-210-5142　FAX 025-210-5170
　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
企 業 支 援 課　 TEL 025-210-5143　FAX 025-210-5170

 E-mail:hosho-g@niigata-cgc.or.jp

保証推進部

整 理 総 括 課 　TEL 025-210-5144　FAX 025-210-5171
代 位 弁 済 課 　TEL 025-210-5145　FAX 025-210-5171

整理回収部 E-mail:kanri@niigata-cgc.or.jp

〒940-0071　長岡市表町３丁目１番地８（リナシエビル３）
保 証 第 一 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
保 証 第 二 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
整 　 理 　 課 　TEL 0258-35-5715　FAX 0258-35-5776

長岡支店 E-mail:nagaoka@niigata-cgc.or.jp

企画総務部
経 営 企 画 課 　TEL 025-210-5132　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:kikaku@niigata-cgc.or.jp
総 　 務 　 課 　TEL 025-210-5131　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:somu@niigata-cgc.or.jp
経　　理　　課　　TEL 025-210-5133　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:keiri@niigata-cgc.or.jp
情報システム課　 TEL 025-210-5134　FAX 025-210-5161
　　　　　　　  　E-mail:joho@niigata-cgc.or.jp

E-mail:eigyobu@niigata-cgc.or.jp

新潟県信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は
信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

信用保証の申込みにあたっては、申込人及び保証人の方から反社会的勢力に該当しないこと、
又はそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約する旨の書類の
提出をお願いいたします。

反社会的勢力とは
・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・ 暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた
　不当な要求行為等を行う者

信用保証をご利用する皆さまへ

担当区域

保証第二課
柏崎市、小千谷市、
十日町市、魚沼市、
南魚沼市、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村

保証第一課
長岡市、見附市

本店

〒955-0092　三条市須頃1丁目17番地
（燕三条地場産業振興センター2階）
保 　 証 　 課 　TEL 0256-33-6661　FAX 0256-33-6622
整 　 理 　 課 　TEL 0256-33-6662　FAX 0256-33-6802

担当区域

県央支店 E-mail:keno@niigata-cgc.or.jp

三条市、加茂市、燕市、
田上町、弥彦村

〒943-0804　上越市新光町1丁目10番20号（上越商工会館内）
TEL 025-523-7225　FAX 025-522-2454

担当区域

上越支店 E-mail:joetsu@niigata-cgc.or.jp

上越市、糸魚川市、
妙高市

〒952-1314　佐渡市河原田本町394番地
（佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター2階）
TEL 0259-57-2011　FAX 0259-57-3421

佐渡市

佐渡支店 E-mail:sado@niigata-cgc.or.jp

担当区域

第四北越銀行
長岡本店営業部

Advisory Sta�Advisory Sta�

まずは何に困っているのかを明確にする
　頑張っているのに利益が上がらない。その理由をご存知
ですか？理由がわかれば改善策を見出せますが、自分では
なかなか気づけません。今回ご紹介する専門家は生産性改
善、商品開発のほか、ものづくりの産学連携にも精通する
阿部勝栄さんです。阿部さんは製造業に従事し16部門に
所属、海外12か国でものづくりを見てきました。その経験か
ら企業が持つ強みを伸ばし、改善策を提案しています。

　数字に関する悩みはどの企業にもあります。懸命に頑張
る企業とその企業を支えたい金融機関は「問題に取り組み

たい気持ちは同じなのにお互いの目線が少し
違う。同じ目線で話せば、解決策が見つか
ります」と阿部さん。そこで問題点や
強みを可視化するために活用するの
が独自のA1サイズの大きなリスト。
日々の作業を細分化して人や時間な
ど項目ごとに書き出して共有します。
技術が偏っていたり、作業効率のロ

スなど今まで気にしな
かった日々の小さな問題
点が見つかり、スキル
マップも作れるので新た
に取り組めることもわかり
ます。月次の経営の数字
は日々の管理の積み重ね
だからこそ、毎日の対策
の重要さを阿部さんは伝
えます。

小さい企業こそ、連携で面白くなる
　「企業が本来持っている技術には価値があることを理解
して欲しい。中小零細企業でもコア（＝自社の強み）がしっか
りしていれば、外部と連携するだけで大きく成長できること
もある。むしろ小さい方が連携しやすい」。中小企業同士は
もちろん、企業と学生などが連携することで面白いものが生
まれるのだとか。企業が何かを作る時、一緒にできるパート
ナーと繋げることも自分の役目だと阿部さんは感じています。

楽に考えて、きちんと遊ぶこと
　悩んでいる経営者に対しては「もっと楽に考えて欲しい。
困っても、行き詰まらないで欲しい」と阿部さんは優しく
エールを送ります。外部の人に相談することで新しい視点
が生まれたり、自社の課題に気づけるそうです。そして
「ちゃんと遊ぶこと！ 発想の幅を広げるためには遊びが必
要です。外国では大人が正しく遊んでいますよ」。心にゆと
りを持って、困ったら早めに相談することが大切です。
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企業の困りごとを
4Mの視点で導き出し
解決策を提案する

阿部勝栄さん

A1サイズの大きな資料は大勢で書き込みができる

月次の数字と日々の管理を海図で
説明。時間や費用を１か月で見ると
数字しか見えないが、そこには毎回
違う風向き、時間配分がある

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長
阿部  勝栄さん

長年の製造業における16部門での勤務経験
から、工程管理、原価管理、品質管理、組織管
理、生産合理化・改善など、企業のあらゆる課
題に対応している。また、長岡技術科学大学で
企業からの技術相談を担当した経験から、
産学官の連携にも積極的に取り組んでいる。

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざまな
職種の外部専門家を派遣しています。今回は生産性改善、
商品開発などがご専門の阿部勝栄さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長

中小企業診断士、税理士、公認会計士、
ファイナンシャルプランナー、弁護士、デザ
イナー、広告プランナー、POPクリエー
ター、管理栄養士、一級建築士、医療経営
コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで

管理に
重要な視点

4M
よんえむ

●Man（人）
●Machine（機械）
●Material（材料）
●Method（方法）
製造業、飲食業、サービス業など
幅広く活用できる
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謹 賀新 年

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　平素から、当協会の業務運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　さて、昨年はウィズコロナ時代に向けた県民や企業の行動変容が進展した一年となりま

した。未ださまざまな制約はあるものの、新たな社会経済活動への対応が着実に進んでいます。

　一方で、ロシアによるウクライナ侵攻や円安による原材料・エネルギー価格の上昇が県内

経済にも大きな影響をもたらしています。その他、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）

導入に向けたデジタル人材の育成や後継者不足による事業承継問題等、県内中小企業者が

直面する課題は多岐にわたります。

　このような予断を許さない経済情勢の中、本年夏にはコロナ対応実質無利子融資の返

済が本格化します。当協会といたしましては、引き続き中小企業の皆さまのセーフティネットと

して資金繰り支援に注力するとともに、各企業の強みにフォーカスした経営支援サービス

「forte.（フォルテ）」をはじめ、創業支援、外部専門家と連携した経営改善支援、事業承継

支援など、企業のライフステージに応じた伴走型の経営支援に役職員一丸となって取り組ん

でいく所存です。

　本年も引き続き、皆さまのご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新潟県信用保証協会

会長 稲荷 善之

Share Topics

　当協会では、中小企業の皆さまに「デザイン」や「ブランディング」をもっと身近に感じていただき
たいという思いから、令和４年11月26日（土）に当協会大会議室において「小さな会社のためのブ
ランディングセミナー」を開催しました。
　第１部では講師に株式会社フレーム代表取締役でアートディレクター・グラフィックデザイナーの
石川竜太氏（当協会外部専門家）をお招きし、「デザイン」の役割やビジネスにおける活用例につい
てお話いただきました。第２部では保証推進部企業支援課 品川課長が経営支援サービスfor te .
について説明しました。
　今後もこうしたセミナーを通じ、県内中小企業の経営支援に取り組んでまいります。

「小さな会社のためのブランディングセミナー」を開催しました

■講師　石川  竜太氏

経営支援サービスforte.のご案内
当協会では、事業の「強み」にフォーカスした
経営支援サービスforte．（フォルテ）を提供し
ています。
　“お客さまと「ともに」取り組む”をコンセプト
とし、強みを「探す」から「広める」までの一貫
したサポートはもちろん、強みを「探す」部分
だけ、または「磨く」部分だけといった、必要な
部分だけのサポートにも対応しています。
　詳細については、保証推進部企業支援課ま
たは各営業店窓口にお問い合わせください。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

なら、事業の強みを探す段階から販促まで、状況に応じたサポートが可能！

自社の強みを
明確にしたい。

新しい設備を
入れたい。

お店の認知度を
高めたい。

強みがわかって
社員と共有できた！

SNSの発信で
来店者が増えた！

補助金申請を
手伝ってもらえた！

無料が でお手伝いします！

お手伝いをさせてください。

あなたの事業を強くする

強みを見つけ、磨き、広める

経営支援サービス

何度
でも

いつ
でも

創業者・小規模事業者のみなさまへ

フォルテ

強みを
探す

強みを
磨く

強みを
広める

フォルテ

※当協会をご利用（予定を含む）いただいている方が対象となります。
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謹 賀新 年

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　平素から、当協会の業務運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　さて、昨年はウィズコロナ時代に向けた県民や企業の行動変容が進展した一年となりま

した。未ださまざまな制約はあるものの、新たな社会経済活動への対応が着実に進んでいます。

　一方で、ロシアによるウクライナ侵攻や円安による原材料・エネルギー価格の上昇が県内

経済にも大きな影響をもたらしています。その他、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）

導入に向けたデジタル人材の育成や後継者不足による事業承継問題等、県内中小企業者が

直面する課題は多岐にわたります。

　このような予断を許さない経済情勢の中、本年夏にはコロナ対応実質無利子融資の返

済が本格化します。当協会といたしましては、引き続き中小企業の皆さまのセーフティネットと

して資金繰り支援に注力するとともに、各企業の強みにフォーカスした経営支援サービス

「forte.（フォルテ）」をはじめ、創業支援、外部専門家と連携した経営改善支援、事業承継

支援など、企業のライフステージに応じた伴走型の経営支援に役職員一丸となって取り組ん

でいく所存です。

　本年も引き続き、皆さまのご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新潟県信用保証協会

会長 稲荷 善之

Share Topics

　当協会では、中小企業の皆さまに「デザイン」や「ブランディング」をもっと身近に感じていただき
たいという思いから、令和４年11月26日（土）に当協会大会議室において「小さな会社のためのブ
ランディングセミナー」を開催しました。
　第１部では講師に株式会社フレーム代表取締役でアートディレクター・グラフィックデザイナーの
石川竜太氏（当協会外部専門家）をお招きし、「デザイン」の役割やビジネスにおける活用例につい
てお話いただきました。第２部では保証推進部企業支援課 品川課長が経営支援サービスfor te .
について説明しました。
　今後もこうしたセミナーを通じ、県内中小企業の経営支援に取り組んでまいります。

「小さな会社のためのブランディングセミナー」を開催しました

■講師　石川  竜太氏

経営支援サービスforte.のご案内
当協会では、事業の「強み」にフォーカスした
経営支援サービスforte．（フォルテ）を提供し
ています。
　“お客さまと「ともに」取り組む”をコンセプト
とし、強みを「探す」から「広める」までの一貫
したサポートはもちろん、強みを「探す」部分
だけ、または「磨く」部分だけといった、必要な
部分だけのサポートにも対応しています。
　詳細については、保証推進部企業支援課ま
たは各営業店窓口にお問い合わせください。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

なら、事業の強みを探す段階から販促まで、状況に応じたサポートが可能！

自社の強みを
明確にしたい。

新しい設備を
入れたい。

お店の認知度を
高めたい。

強みがわかって
社員と共有できた！

SNSの発信で
来店者が増えた！

補助金申請を
手伝ってもらえた！

無料が でお手伝いします！

お手伝いをさせてください。

あなたの事業を強くする

強みを見つけ、磨き、広める

経営支援サービス

何度
でも

いつ
でも

創業者・小規模事業者のみなさまへ

フォルテ

強みを
探す

強みを
磨く

強みを
広める

フォルテ

※当協会をご利用（予定を含む）いただいている方が対象となります。
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暴力団等の反社会的勢力とは
取引いたしません

〒951-8640
新潟市中央区古町通７番町1010番地（古町ルフル７・８階）

検査指導室

 

TEL 025-210-5135　FAX 025-210-5160

窓口のご案内
保 証 第 一 課 　TEL 025-210-5151　FAX 025-210-5172
保 証 第 二 課 　TEL 025-210-5152　FAX 025-210-5173
保 証 第 三 課 TEL 025-210-5150　FAX 025-210-5173
整 理 第 一 課

　
TEL 025-210-5153　FAX 025-210-5174

整 理 第 二 課 TEL 025-210-5154　FAX 025-210-5174

保証第一課
新潟市（中央区、西区、西蒲区）

本店営業部

担当区域

保証第二課
新潟市（北区、東区、江南区、秋葉区、南区）
保証第三課
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、
関川村、粟島浦村保 証 総 括 課  TEL 025-210-5141　FAX 025-210-5170

　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
事務サポート課 　TEL 025-210-5142　FAX 025-210-5170
　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
企 業 支 援 課　 TEL 025-210-5143　FAX 025-210-5170

 E-mail:hosho-g@niigata-cgc.or.jp

保証推進部

整 理 総 括 課 　TEL 025-210-5144　FAX 025-210-5171
代 位 弁 済 課 　TEL 025-210-5145　FAX 025-210-5171

整理回収部 E-mail:kanri@niigata-cgc.or.jp

〒940-0071　長岡市表町３丁目１番地８（リナシエビル３）
保 証 第 一 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
保 証 第 二 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
整 　 理 　 課 　TEL 0258-35-5715　FAX 0258-35-5776

長岡支店 E-mail:nagaoka@niigata-cgc.or.jp

企画総務部
経 営 企 画 課 　TEL 025-210-5132　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:kikaku@niigata-cgc.or.jp
総 　 務 　 課 　TEL 025-210-5131　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:somu@niigata-cgc.or.jp
経　　理　　課　　TEL 025-210-5133　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:keiri@niigata-cgc.or.jp
情報システム課　 TEL 025-210-5134　FAX 025-210-5161
　　　　　　　  　E-mail:joho@niigata-cgc.or.jp

E-mail:eigyobu@niigata-cgc.or.jp

新潟県信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は
信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

信用保証の申込みにあたっては、申込人及び保証人の方から反社会的勢力に該当しないこと、
又はそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約する旨の書類の
提出をお願いいたします。

反社会的勢力とは
・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・ 暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた
　不当な要求行為等を行う者

信用保証をご利用する皆さまへ

担当区域

保証第二課
柏崎市、小千谷市、
十日町市、魚沼市、
南魚沼市、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村

保証第一課
長岡市、見附市

本店

〒955-0092　三条市須頃1丁目17番地
（燕三条地場産業振興センター2階）
保 　 証 　 課 　TEL 0256-33-6661　FAX 0256-33-6622
整 　 理 　 課 　TEL 0256-33-6662　FAX 0256-33-6802

担当区域

県央支店 E-mail:keno@niigata-cgc.or.jp

三条市、加茂市、燕市、
田上町、弥彦村

〒943-0804　上越市新光町1丁目10番20号（上越商工会館内）
TEL 025-523-7225　FAX 025-522-2454

担当区域

上越支店 E-mail:joetsu@niigata-cgc.or.jp

上越市、糸魚川市、
妙高市

〒952-1314　佐渡市河原田本町394番地
（佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター2階）
TEL 0259-57-2011　FAX 0259-57-3421

佐渡市

佐渡支店 E-mail:sado@niigata-cgc.or.jp

担当区域

第四北越銀行
長岡本店営業部

Advisory Sta�Advisory Sta�

まずは何に困っているのかを明確にする
　頑張っているのに利益が上がらない。その理由をご存知
ですか？理由がわかれば改善策を見出せますが、自分では
なかなか気づけません。今回ご紹介する専門家は生産性改
善、商品開発のほか、ものづくりの産学連携にも精通する
阿部勝栄さんです。阿部さんは製造業に従事し16部門に
所属、海外12か国でものづくりを見てきました。その経験か
ら企業が持つ強みを伸ばし、改善策を提案しています。

　数字に関する悩みはどの企業にもあります。懸命に頑張
る企業とその企業を支えたい金融機関は「問題に取り組み

たい気持ちは同じなのにお互いの目線が少し
違う。同じ目線で話せば、解決策が見つか
ります」と阿部さん。そこで問題点や
強みを可視化するために活用するの
が独自のA1サイズの大きなリスト。
日々の作業を細分化して人や時間な
ど項目ごとに書き出して共有します。
技術が偏っていたり、作業効率のロ

スなど今まで気にしな
かった日々の小さな問題
点が見つかり、スキル
マップも作れるので新た
に取り組めることもわかり
ます。月次の経営の数字
は日々の管理の積み重ね
だからこそ、毎日の対策
の重要さを阿部さんは伝
えます。

小さい企業こそ、連携で面白くなる
　「企業が本来持っている技術には価値があることを理解
して欲しい。中小零細企業でもコア（＝自社の強み）がしっか
りしていれば、外部と連携するだけで大きく成長できること
もある。むしろ小さい方が連携しやすい」。中小企業同士は
もちろん、企業と学生などが連携することで面白いものが生
まれるのだとか。企業が何かを作る時、一緒にできるパート
ナーと繋げることも自分の役目だと阿部さんは感じています。

楽に考えて、きちんと遊ぶこと
　悩んでいる経営者に対しては「もっと楽に考えて欲しい。
困っても、行き詰まらないで欲しい」と阿部さんは優しく
エールを送ります。外部の人に相談することで新しい視点
が生まれたり、自社の課題に気づけるそうです。そして
「ちゃんと遊ぶこと！ 発想の幅を広げるためには遊びが必
要です。外国では大人が正しく遊んでいますよ」。心にゆと
りを持って、困ったら早めに相談することが大切です。
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企業の困りごとを
4Mの視点で導き出し
解決策を提案する

阿部勝栄さん

A1サイズの大きな資料は大勢で書き込みができる

月次の数字と日々の管理を海図で
説明。時間や費用を１か月で見ると
数字しか見えないが、そこには毎回
違う風向き、時間配分がある

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長
阿部  勝栄さん

長年の製造業における16部門での勤務経験
から、工程管理、原価管理、品質管理、組織管
理、生産合理化・改善など、企業のあらゆる課
題に対応している。また、長岡技術科学大学で
企業からの技術相談を担当した経験から、
産学官の連携にも積極的に取り組んでいる。

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざまな
職種の外部専門家を派遣しています。今回は生産性改善、
商品開発などがご専門の阿部勝栄さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

税理士法人ながおか会計 顧問
NAC産産学連携支援センター センター長

中小企業診断士、税理士、公認会計士、
ファイナンシャルプランナー、弁護士、デザ
イナー、広告プランナー、POPクリエー
ター、管理栄養士、一級建築士、医療経営
コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで

管理に
重要な視点

4M
よんえむ

●Man（人）
●Machine（機械）
●Material（材料）
●Method（方法）
製造業、飲食業、サービス業など
幅広く活用できる



新年のご挨拶
「小さな会社のためのブランディングセミナー」を開催しました
「創業交流カフェ」開催のご案内
ＴＫＣ関東信越会新潟支部
「新潟経営支援フォーラム2022」で講師を務めました
（一社）スペシャリストアライアンス新潟
「創業支援セミナー」で講師を務めました　ほか

2 0 2 3 / 1
v o l . 6 3 1

瓢湖は阿賀野市の白鳥の渡来地として全国的に有名でラムサール条約の
登録湿地でもある湖です。1954年、吉川重三郎が日本で初めて野生の
白鳥の餌付けに成功したことで注目を浴び、その後国の天然記念物に指定
されました。ロシアのシベリアからやってきた白鳥は10月上旬から3月下旬まで
滞在し、11月下旬のピーク時には5,000羽を超える白鳥が見られることも
あります。瓢湖は水鳥の宝庫であり、サクラやアヤメ、ハス、オニバス、フヨウ
など四季折々の色鮮やかな花々を楽しむこともできます。

〒951-8640
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル7·8 階)
TEL 025-210-5132／FAX 025-210-5160
E-mail: kikaku@niigata-cgc.or.jp ／ URL https://www.niigata-cgc.or.jp

保証にいがた2023(令和5)年1月
発行／新潟県信用保証協会
編集／企画総務部 経営企画課

今月の写真

瓢湖のハクチョウ（阿賀野市）


