
「経営改善支援ネットワーク事務局・経営相談課」リーフレット・・・P.８～９

【経営改善支援ネットワーク用】個人情報の取扱いに関する同意書・・P.７

【経営改善支援ネットワーク用】支援依頼書・・・・・・・・・・・・P.５～６

「経営改善支援ネットワーク」に係る様式掲載場所について・・・・・P.４

「経営改善支援ネットワーク」リーフレット・・・・・・・・・・・・P.２～３

目　次

経営改善支援ネットワークのご案内

経営のお悩み

ご相談ください！



熊本県中小企業経営支援連携会議～がんばろう！くまもと経営支援ネットワーク～では、

かつて経験したことがないコロナ危機を乗り越えるために

「創業支援」「再生支援」に加えて『 経営改善支援ネットワーク 』を新設しました。

わたしたち金融機関や支援機関など“経営のプロ”が連携して

より実効性のある支援をお届けします。

熊本県の金融機関・支援機関が連携して総力戦で事業者さまをお手伝い

経営改善支援ネットワーク

ご相談・支援の流れ

相談受付
事業者様、金融機関・支援機
関よりご相談を受け付けさせて
いただきます。

企業訪問・面談
協会職員及び支援依頼機関
職員が訪問を行い、現況把握
及び今後の支援について検討し
ます。

具体的支援
事業者様のニーズに合わせて、
金融機関・支援団体と連携し、
改善へのお手伝いをさせていた
だきます。

まずは事務局（熊本県信用保証協会内）までお問い合わせください

熊本県中小企業経営支援連携会議 ～がんばろう！くまもと経営支援ネットワーク～
事務局／熊本県信用保証協会 保証部経営相談課 松本・阪本

Email：keieisoudan@kumamoto-cgc.or.jp

受付時間
平日9:00～17:15
（ 土・日・祝を除く）

＼一人で悩まないで／

経営のお悩み
ご相談ください！

相談
無料

このままでは
数か月で資金繰りが

厳しくなる…

自社の経営を見直す
にはどうすれば

いいの？

社会が大きく変わる中
現状の事業スタイル

でいいの？

ネットを活用したい
けど何から始めたら

いいの？



「利用できる補助金を知りたい」

事業再構築補助金、事業復活支援金
等コロナに対応するための補助金申請、
それに伴うつなぎ資金の対応について支
援を行います。

「新しい事業を始めたい」

新規事業を進めるにあたって、事業構想、
具体的な内容、事業計画策定を支援し
た上で、資金調達等のアレンジを
行います。

「自社の経営状況を把握したい」

専門家が具体的かつ専門的な知見に基づ
き、事業者の経営課題を分析し、
改善策をアドバイスします。

ご相談の流れ

支援の手順
1．協会職員及び支援依頼機関職員が訪問を行い、現況把握及び今後の支援について検討します
2．１の現況把握後、下記①又は②、もしくは①②の両支援を実施します
① 金融機関及び関係機関が一堂に会した意見交換 (個別支援会議) や新規融資、条件変更等
② 事業者のニーズに合った専門家の紹介と専門家による売上拡大、経営改善等の支援、補助金申請支援等
３．定期的に業況の確認を行います

支援内容【例】

会員組織
県内に本店のある金融機関、日本政策金融公庫熊本支店・八代支店、商工組合中央金庫熊本支店、熊本県中小企業再生支援協議会、株式
会社地域経済活性化支援機構、南九州税理士会熊本県連合会、一般社団法人熊本県中小企業診断士協会、熊本県弁護士会、日本公認会計
士協会南九州会熊本県部会、熊本県中小企業団体中央会、熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会、一般財団法人熊本県起業化支
援センター、公益財団法人くまもと産業支援財団、熊本県事業承継・引継ぎ支援センター、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部、熊本県
信用保証協会

アドバイザー機関
財務省九州財務局、経済産業省九州経済産業局、熊本県、熊本市

「資金繰りの改善を図りたい」

債権者・支援機関を含めた会議を開催
し、専門家による資金繰り計画作成支
援から資金調達、返済緩和等の金融支
援までを実施します。

事務局（信用保証協会）

中小企業者 金融機関 商工団体 士業団体 保証協会

支援依頼時提出書類
①「支援依頼書」
経営改善支援ネットワーク利用時に事業者単独もしくは依頼支援機関と連名で事務局宛てに提出頂く様式
②「個人情報の取り扱いに関する同意書」
経営改善支援ネットワークの支援に関与する会員間における個人情報の共有等に同意を頂く様式
(①、②については協会HPに掲載しております。表面QRコードよりダウンロードしご利用いただけます。)

支援依頼



下記様式につきましては、

・【経営改善支援ネットワーク用】支援依頼書

・【経営改善支援ネットワーク用】個人情報の取扱いに関する同意書

当協会ホームページのこちらからご利用いただけます。
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年 月 日

支援依頼書

熊本県中小企業経営支援連携会議

経営改善支援ネットワーク事務局　御中

：

：

：

以下の内容で、経営改善支援を依頼します。

事業者名

代表者名

1.現況

2.支援依頼理由

3.支援依頼内容（該当に〇印、複数選択可）

　 資金調達 専門家派遣 事業承継 補助金申請 販路開拓

資金繰り改善 事業計画策定 DX関係 人材育成 経理関係

コスト削減 生産性向上 その他 （ ）

4.P/L推移 （千円） 5.借入一覧 （千円）

/ / / 長/短

※次頁の借入一覧に記載後、上の表に反映

※記入欄が不足する場合等は、別紙添付で省略可

※金融機関名がプルダウン選択肢にない場合は記載願います

：

※上記は決算書又は申告書の添付で記載省略可

営業利益 0

0

0

（　　　　）短期

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

借入額 毎月返済額金融機関

④

③

②

①
長期

短期

長期

短期

上記事業者の経営改善支援について、経営改善支援ネットワーク事務局と連携・協働して取り

組みます

長期

短期

長期

依頼支援機関名

2022

設立年月日

生年月日

業種

後継者

（　　年　　月　　日現在）

申込事業者名

TEL

住所

0

0

0

（　　　　）

決算期

CF

減価償却

当期利益

経常利益

売上総利益

売上

0

0

0

0

（　　　　）

（　　　　）
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借入一覧

（千円）

金融機関名 長/短

①

②

③

④

※記入欄が不足する場合は、別紙添付でも可

※金融機関が選択肢にない場合は、記載のこと

（事務局使用欄）

検印 担当者 処理日

当初金額 借入終期借入始期金利毎月返済額現在残高
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個人情報の取扱いに関する同意書
（経営改善支援ネットワーク取組み専用）

熊本県中小企業経営支援連携会議　　御中

住　所

申込人 　㊞

記

<利用目的>

①金融支援及び経営改善支援に関する相談及び改善の提案ならびに改善結果の通知

②融資・保証利用資格の確認及び審査

③経営支援サービス利用資格の確認及び審査

④上記に付随する業務

以上

個人情報に関するお問い合わせ先

熊本県中小企業経営支援連携会議事務局（熊本県信用保証協会）  　電話：096-375-2000

◆個人情報の保護について

個人情報保護法に定義する個人情報に該当する情報は、上記以外の目的には使用しません。

個人情報保護管理者：熊本県中小企業経営支援連携会議事務局熊本県信用保証協会　保証部長　連絡先：096-375-2000

令和　　年　　月　　日

（会員）県内に本支店のある金融機関、地域経済活性化支援機構、南九州税理士会熊本県連合会、熊本県中小企業診断士協会、熊

本県弁護士会、日本公認会計士協会南九州熊本県部会、熊本県中小企業団体中央会、熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合

会、熊本県起業化支援センター、くまもと産業支援財団、熊本県事業引継ぎ支援センター、熊本県中小企業再生支援協議会、中小

企業基盤整備機構九州本部

<個人情報>

　当社（私）は、熊本県中小企業経営支援連携会議における経営改善支援ネットワークの支援サー

ビスを利用するにあたり、下記に掲げる当社（私）及び代表者に関する情報並びに事業計画書等に記

載の情報に関して、本サービスの申込受付・審査および利用期間中の運用に必要な範囲で、熊本県中

小企業経営支援連携会議の支援に関与する会員が、取得・利用・保有し、また互いに授受することに

同意します。

①屋号・法人名・氏名・代表者名・生年（設立年）月日・連絡先・性別等、相談時に提出頂く書類に
記載されたすべての情報

②就業状況・収入・負債額・資産保有状況・住民票記載事項（本籍地　個人番号を除く）に関する情
報



経営上のお困りごとはございませんか？
まずは、信用保証協会 経営相談課 までお問合せください！

〈費用負担について〉原則無料
※一部施策につきましては、お客様にお支払いいただくものがございます。

〈お問い合わせ先〉

経営課題の相談・受付

協会職員が企業訪問・
面談にて経営課題を把
握し、課題解決への提
案をさせていただきま
す。

具体的支援

※ご利用の金融機関の方と一緒に訪問させていただく場合がございます。

事業を引継ぐ
にはどうした
らいい？

売上を
伸ばしたい

自社の工程を
見直したい使える

補助金は
あるかな？

資金繰りに
ついて
相談したい

事業者の方からご相談を
受け付けさせていただき
ます。

企業訪問・面談

課題に応じて、金融機
関・支援団体と連携し、
改善へのお手伝いをさ
せていただきます。

E-mail：keieisoudan@kumamoto-cgc.or.jp☎：0120-69-3221

HPはこちら！

●ご相談から支援までの流れ

●ご相談内容（例）

経営相談課 松本・阪本



●ご利用いただける経営支援サービス（①～⑥は無料です）

中小企業の方々が金融機関から融資を受ける際に、
その債務の保証人となって資金繰りのお手伝いをす
る公的な機関です。
また、財務診断や経営相談のほか、種々の情報提
供といった経営支援により、中小企業の皆さまの経
営基盤強化のお手伝いも行っています。

●信用保証協会とは？

下記の５士業団体の専門家が経営の課題解決へ向けたアドバイスを無料で行うサー
ビスです。
・中小企業診断士（経営改善、事業計画策定など）
・税理士（資金繰り改善、税務指導など）
・弁護士（契約締結、法的手段相談など）
・社会保険労務士（労務管理、就業規則策定指導など）
・司法書士の派遣（登記関係相談、契約書等作成指導など）

熊本県信用保証協会と公益財団法人くまもと産業支援財団
が連携し、事業者の皆様からの要請に応じて、専門家を
派遣し技術指導、現場改善、販路開拓等の解決をお手伝いします。

「よろず支援拠点」は経済産業省・中小企業庁が
全国に設置する経営相談所です。
専門スタッフが事業者の皆様からご相談を伺い、
適切な解決方法をご提案します。

各種補助金の紹介や申請のお手伝いをします。

創事業者向けのセミナーの開催案内、情報提供、
創業後のフォローアップ等行います。

事業承継に必要な情報提供、専門制度での対応、専門機関への紹介を行います。

金融機関と連携し、信用保証（融資）や条件変更に柔軟に対応します。
※ご利用いただく保証制度によっては、信用保証料をご負担いただきます。

① 専門家派遣サービスファイブ

② プロ‐ワン（主に製造業に携わる皆様へ）

⑥ 事業承継支援

⑤ 創業（後）支援

③ よろず支援拠点紹介

④ 補助金の紹介

⑦ 資金繰り支援


