
平成 24 年 12 月 28 日 

各 位 

青い森信用金庫 

 

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定について 
 

 青い森信用金庫は、中小企業の経営力強化を目的に制定された「中小企業経営力強化支

援法」【注１】に基づき、東北財務局および東北経済産業局より「経営革新等支援機関」と

しての認定を受けました。 

 中小企業者が抱える経営課題は多様化かつ複雑化しています。当金庫は「経営革新等支

援機関」として、中小企業の経営状況の分析、事業計画の策定、事業承継、販路開拓支援

等の支援事業を通じて、中小企業の経営力強化に努めてまいります。 

 なお、経営革新等支援機関の認定取得に伴い、信用保証協会「経営力強化保証制度」の

取扱いを開始いたします。 

 

【注１】中小企業経営力強化支援法 

 「中小企業経営力強化支援法」とは、税務・金融及び企業の財務に関する専門知識や実

務経験を有する金融機関、税理士等を中心に各種支援事業を行う者として認定し、中小企

業支援の担い手を多様化・活性化することにより、中小企業の経営力の強化を図ろうとす

るものです。 

記 

１．認定日 

   平成２４年１２月２１日（金） 

 

２．認定番号 

   仙財金二第５５９号 ２０１２１１２２東北第１号 

    

３．経営革新等支援業務に関する事項 

 （１）創業支援 

 （２）事業計画作成支援 

 （３）事業承継 

 （４）M＆A 

 （５）知財戦略 

 （６）販路開拓・マーケテイング 

 （７）金融・財務 

 



４．経営革新等支援業務を行う本支店 

   ５９店舗（サテライト店を除く全店舗、別紙をご参照ください。） 

 

５．「経営力強化保証制度」の取扱いについて 

 （１）制度名   経営力強化保証制度 

 （２）対象者   認定経営革新等支援機関の支援を受け、自ら事業計画の策定並びに

計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 

 （３）資金使途  運転資金及び設備資金 

 （４）保証料率  通常の保証料率から最大０．２％割引 

 

                                     以 上 



別　紙

（１）認定経営革新等支援業務を行う本支店

本支店名 所在地 電話番号
支援業務

窓口

取り扱うこと
ができる

相談内容※
本店営業部 青森県八戸市大字八日町18 0178-44-3321 融資担当 ①～⑦

湊支店 青森県八戸市小中野八丁目12-26 0178-22-1151 融資担当 ①～⑦

鍛冶町支店 青森県八戸市大字類家字縄手下1 0178-22-1161 融資担当 ①～⑦

白銀支店 青森県八戸市大字白銀町字三島上26-1 0178-33-1511 融資担当 ①～⑦

鮫支店 青森県八戸市大字鮫町字住吉町13-1 0178-33-1521 融資担当 ①～⑦

廿三日町支店 青森県八戸市大字廿三日町40-2 0178-22-6165 融資担当 ①～⑦

五戸支店 青森県三戸郡五戸町字上大町37-5 0178-62-3131 融資担当 ①～⑦

むつ湊支店 青森県八戸市大字湊町字久保43-5 0178-33-2111 融資担当 ①～⑦

八戸桔梗野支店 青森県八戸市大字市川町字桔梗野35-65 0178-28-3231 融資担当 ①～⑦

類家支店 青森県八戸市小中野二丁目8-21 0178-43-7211 融資担当 ①～⑦

沼館支店 青森県八戸市沼館一丁目3-37 0178-44-5131 融資担当 ①～⑦

根城支店 青森県八戸市根城五丁目2-1 0178-44-5001 融資担当 ①～⑦

八戸駅通支店 青森県八戸市大字尻内町字八百刈12-1 0178-27-0511 融資担当 ①～⑦

河原木支店 青森県八戸市下長四丁目10-3 0178-20-2121 融資担当 ①～⑦

中居林支店 青森県八戸市大字中居林字蓋名池3-3 0178-96-5041 融資担当 ①～⑦

新井田支店 青森県八戸市大字新井田字山道19-1 0178-25-2151 融資担当 ①～⑦

大杉平支店 青森県八戸市大字糠塚字大杉平6-1 0178-44-2100 融資担当 ①～⑦

大久保支店 青森県八戸市大字大久保字沢目8-10 0178-33-7551 融資担当 ①～⑦

本八駅前支店 青森県八戸市城下一丁目1-9 0178-47-1000 融資担当 ①～⑦

湊高台支店 青森県八戸市湊高台五丁目2-1 0178-35-6611 融資担当 ①～⑦

南類家支店 青森県八戸市南類家二丁目2-2 0178-44-7007 融資担当 ①～⑦

下長支店 青森県八戸市長苗代二丁目17-11 0178-20-6681 融資担当 ①～⑦

十和田営業部 青森県十和田市西三番町1-10 0176-23-3111 融資担当 ①～⑦

三沢支店 青森県三沢市中央町四丁目11-42 0176-53-4131 融資担当 ①～⑦

野辺地支店 青森県上北郡野辺地町字野辺地107-4 0175-64-2141 融資担当 ①～⑦

六戸支店 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田50-5 0176-55-3131 融資担当 ①～⑦

北園支店 青森県十和田市西一番町23-9 0176-22-3331 融資担当 ①～⑦

穂並支店 青森県十和田市西四番町2-2 0176-22-1110 融資担当 ①～⑦

大学通支店 青森県十和田市東十二番町21-16 0176-22-8711 融資担当 ①～⑦

おいらせ支店 青森県上北郡おいらせ町中下田135-11 0178-56-2880 融資担当 ①～⑦

青森営業部 青森県青森市橋本二丁目12-3 017-732-2223 融資担当 ①～⑦

古川支店 青森県青森市古川一丁目15-11 017-723-1531 融資担当 ①～⑦

浪打支店 青森県青森市浪打一丁目15-7 017-742-2821 融資担当 ①～⑦

筒井支店 青森県青森市奥野二丁目26-8 017-723-1435 融資担当 ①～⑦

浪岡支店 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松70-1 0172-62-3121 融資担当 ①～⑦

黒石支店 青森県黒石市油横町7-1 0172-52-2227 融資担当 ①～⑦

弘前支店 青森県弘前市大字百石町1-1 0172-32-3421 融資担当 ①～⑦

弘前駅前支店 青森県弘前市大字駅前三丁目1-2 0172-33-3133 融資担当 ①～⑦

油川支店 青森県青森市大字油川字大浜109-27 017-788-2592 融資担当 ①～⑦

八重田支店 青森県青森市八重田四丁目1-10 017-736-7888 融資担当 ①～⑦

城東支店 青森県弘前市大字城東中央三丁目1-1 0172-26-1600 融資担当 ①～⑦

三内支店 青森県青森市大字三内字稲元134-1 017-781-1560 融資担当 ①～⑦

神田支店 青森県弘前市大字神田二丁目5-9 0172-31-5521 融資担当 ①～⑦

大野支店 青森県青森市大字大野字若宮141-3 017-762-3075 融資担当 ①～⑦

金沢支店 青森県青森市大字大野字金沢5-48 017-762-2100 融資担当 ①～⑦

安原支店 青森県弘前市大字泉野一丁目5-2 0172-87-0600 融資担当 ①～⑦

青い森信用金庫の本支店所在地



本支店名 所在地 電話番号
支援業務

窓口

取り扱うこと
ができる

相談内容※
佃支店 青森県青森市中佃二丁目19-34 017-743-1231 融資担当 ①～⑦

篠田支店 青森県青森市篠田二丁目19-31 017-781-2862 融資担当 ①～⑦

久須志支店 青森県青森市久須志四丁目1-16 017-782-6515 融資担当 ①～⑦

板柳支店 青森県北津軽群板柳町大字板柳字土井108-1 0172-73-2211 融資担当 ①～⑦

五所川原支店 青森県五所川原市字本町38-1 0173-35-2323 融資担当 ①～⑦

金木支店 青森県五所川原市金木町朝日山195-3 0173-53-2125 融資担当 ①～⑦

木造支店 青森県つがる市木造千代町37-7 0173-42-2170 融資担当 ①～⑦

鰺ヶ沢支店 青森県西津軽群鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田63-1 0173-72-2467 融資担当 ①～⑦

桜ケ丘支店 青森県弘前市大字大開一丁目7-2 0172-88-2181 融資担当 ①～⑦

下北営業部 青森県むつ市柳町一丁目4-3 0175-22-8181 融資担当 ①～⑦

大畑支店 青森県むつ市大畑町新町77-1 0175-34-2341 融資担当 ①～⑦

大湊支店 青森県むつ市大湊浜町8-4 0175-24-1151 融資担当 ①～⑦

大間支店 青森県下北郡大間町大字大間字冷水3-7 0175-37-2228 融資担当 ①～⑦

（２）取り扱うことができる相談内容等の項目

①創業支援
②事業計画作成支援
③事業承継
④Ｍ＆Ａ
⑤知財戦略
⑥販路開拓・マーケティング
⑦金融・財務
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