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金融連携で地域中小企業の「しなやかな稼ぐ力」の実装支援を行います 
 

 

 

 
 

 

1．金融連携プログラムとは 

1. 金融連携プログラムとは 

 金融連携とは、経済産業局と地域金融機関のお互いの強みを組み合わせる

ことで効果的な中小企業支援を行い、地域中小企業の生産性向上・地域経

済の活性化を目指す取組であり、その具体的なアクションを取りまとめた

ものが金融連携プログラムです。 

 

 平成 20年度に初めて金融連携プログラムを策定し、経済情勢や施策ニーズ

を踏まえ、継続的に毎年見直しを行っています。令和 2 年 3 月末現在、関

東経済産業局管内（※）金融機関のうち、預金額・貸出金額で 9 割を超え

る 97金融機関と連携して本プログラムを推進しています。 
（※）茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 

2．金融連携プログラム 2020 のポイント 

 相次ぐ自然災害、そして新型コロナウイルス感染拡大等により、日本経済
及び社会構造は、劇的・急激な事業環境変化に直面。地域中小企業におい
ては、より一層の「自己変革力」向上が求められています。 
 

 金融連携プログラム 2020では、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて、
地域経済・地域中小企業における「しなやかな稼ぐ力」の実装支援のため
に、以下の 4つの重点項目を設定しました。 

【重点項目 1】伴走型支援の理解促進・定着 
【重点項目 2】デジタル化推進  
【重点項目 3】地域企業が行う「持続可能な経営」の理解促進 
【重点項目 4】後継者不在企業に対する事業承継支援の推進 
 

 個別金融機関とより深く関係構築を図り、モデルケース創出に向けた取組
を実施します。 
 

 本内容についてはこちらから確認できます。 
     URL:https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kinyu_renkei/index.html 

 

 

（本発表資料のお問合せ先） 

  経済産業省 関東経済産業局 

総務企画部 企画調査課長 濱田 豊 

担当者：今井、渡部、山田 

    電話：048-600-0256（直通） 

   FAX：048-601-1284 

       

 

関東経済産業局は、新たな地域金融機関との連携プログラム(「金融連携プロ

グラム 2020」）をとりまとめました。本プログラムでは、①地域金融機関と連

携した「デジタル化推進」等の各種地域中小企業支援、②地域中小企業施策の

普及・活用、③地域金融機関のコンサルティング機能向上サポート（「『伴走型

支援』の理解促進・定着等」）、④政策ニーズの収集と新政策への展開を図り各

種取組を実施します。 



地域金融機関との連携プログラム2020



■経済産業局と地域金融機関にはそれぞれに強みと課題が存在。金融連携とは、お互いの強みを組
み合わせることで効果的な地域中小企業支援を行い、地域中小企業の生産性等の向上と地域経済
の活性化を目指す取組であり、その具体的なアクションを取りまとめたものが「地域金融機関と
の連携プログラム」（以下「金融連携プログラム」という）である。
※本プログラムにおいては、金融機関とは地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合等をいう。

・地域密着した営業網、
企業ネットワーク

・コンサルティング機能の強化
・地域密着型金融の充実

経済産業局の強みと課題 地域金融機関の強みと課題

・豊富な政策手段、自治体や
支援機関とのネットワーク

・地域の隅々までの施策の
浸透と活用

連携

■地域中小企業の事業支援

金
融
連
携
の
ス
キ
ー
ム

地域金融機関との連携プログラムとは

■地域中小企業等の生産性・稼ぐ力の向上
■地域経済の活性化
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■金融連携プログラムを通じた各種連携事業の推進
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金融連携プログラムのこれまでの取組内容

■産業クラスター政策を推進中の平成１７年頃から金融機関の取組に注目、協力関係の構築を開始。
■平成２０年度に初の金融連携プログラムを策定。地域金融機関を通じた中小企業施策の普及・活用の促進
（情報共有会の開催、金融機関主催セミナーへの講師派遣）、地域金融機関と連携した地域中小企業支援
（ＩＴ導入支援、オープンイノベーション、人材確保）等の取組を推進。

■令和２年３月末現在、関東経済産業局管内（※）（以下「管内」という）の地域金融機関のうち、９７機関
が本プログラムに参画。連携金融機関の預金額・貸出金額の合計は、管内総額の９割を超える規模に相当。

■官民交流法に基づく人事交流等【累計26機関･85人】
平成１９年度開始。中小企業支援に係る人材育成等に貢献。
令和２年８月現在、2地方銀行・7信用金庫と人事交流等。
・武蔵野銀行、きらぼし銀行
・東京東信用金庫、多摩信用金庫、埼玉縣信用金庫、長野信用金庫、
沼津信用金庫、柏崎信用金庫、城南信用金庫

貸出金額割合：９４％

■連携金融機関数：９７機関／１６０機関（５８. 8％）
・地方銀行：２５／２６行 （※第二地方銀行等を含む）
・信用金庫：６４／８１金庫
・信用組合： ８／５３組合
（他に管内の信用保証協会１３協会とも連携）

管内地域金融機関との連携状況（令和２年3月末現在）

預金額割合：９３％

連
携
状
況

■連携金融機関の預金額・貸出金額割合

※出所：金融庁「中小・地域金融機関の主な経営指標」のデータ（平成３1年３月末）を基に関東経済産業局作成

関東財務局 地域金融機関の金融仲介機能の発揮等によ
る地域経済活性化において連携

中小企業庁 中小企業支援施策において連携

中小企業基盤整
備機構

中小企業大学校研修、中小企業施策の共有、
ビジネスマッチング等で連携

JETRO 海外展開支援で連携

信金中央金庫 金融機関への周知、調整、運営等で連携

業界団体 金融機関への周知、調整、運営等で連携

金
融
機
関
と
の
関
係
強
化

関
係
機
関
と
の
連
携
強
化

地域中小企業支援においては、地域金融機関に加えて、様々
な支援機関等のノウハウ・ツールを持ち寄ることが重要。
関係機関とのネットワークの構築を推進し金融連携を充実。

【中小企業施策の普及促進】
「補助金活用セミナー」への講師派遣

【地域中小企業の生産性向上支援】
経産局・金融機関・支援機関連携のＩＴ導入支援

関東財務局 地域金融機関の金融仲介機能の発揮等によ
る地域経済活性化において連携

中小企業庁 中小企業支援施策において連携

中小企業基盤整
備機構

中小企業大学校研修、中小企業施策の共有、
ビジネスマッチング等で連携

JETRO 海外展開支援で連携

信金中央金庫 金融機関への周知、調整、運営等で連携

業界団体 金融機関への周知、調整、運営等で連携

関東財務局 地域金融機関の金融仲介機能の発揮等を通
じた地域経済活性化連携事業（覚書締結）

中小企業庁 中小企業施策の普及・執行・政策提言等

中小企業基盤整備
機構

オープンイノベーションを通じた企業間連
携の促進、中小企業大学校研修等

JETRO 地域中小企業等の海外展開支援等

産業支援機関 各機関の機能発揮を通じた中小企業支援等

信金中央金庫
等

金融機関への情報提供、調整等

※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県



■相次ぐ自然災害、そして新型コロナウイルス感染拡大等により、日本経済及び社会構造は、劇的・急激な
事業環境変化に直面。地域中小企業においては、より一層の「自己変革力」向上が求められる。

■金融連携プログラム２０２０では、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて、地域経済・地域
中小企業における「しなやかな稼ぐ力」の実装支援のために、４つの重点項目を設定。

地域中小企業を取り巻く環境の変化（金融連携プログラム2020推進に当たって）

金連連携プログラム２０２０の４つの重点項目

 4つの重点項目として、①伴走型支援の理解促進・定着、②デジタル化推進、③地域企業が行う『持続可能な経
営』の理解促進、④後継者不在企業に対する事業承継支援の推進、を設定。

 4つの重点項目においては、個別地域金融機関とより深く関係構築を図り、モデルケース創出に向けリソースを集中。

地域中小企業の構造改革に資するデジタル化を推進
するため、地域金融機関と連携した取引先向けセミナー
の開催による支援企業の発掘や、ハンズオン支援を実
施する。

２．デジタル化推進

１．伴走型支援の理解促進・定着 ３．地域企業が行う「持続可能な経営」の理解促進
地域中小企業の自己変革を促進するため、当局が実
施する「地域企業が行う『持続可能な経営』において重
要な要素に関する調査事業」で得られた成果について、
地域金融機関と認識を共有する。

地域金融機関における「伴走型支援」の理解を促進
するため、地域金融機関向け「伴走型支援」セミナーの
開催や実践ツール（例：営業担当者向け簡易ハンド
ブック等）の提供を行う。

事業承継支援の更なる面的及び質的向上を図るため、
地域金融機関と連携し「事業承継ネットワーク」における
施策情報提供等を通じた事業承継ニーズの掘り起こし・
専門家派遣等のサポートや「事業引継ぎ支援センター」
の運営サポート等を実施する。

４. 後継者不在企業に対する事業承継支援の推進
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 事業環境における不確実性が高まる中、「自己変革力」の向上には経営構造の転換が不可欠だが、多くの障壁
が存在。経営者単独での実行は極めて困難であることから第三者による「伴走型支援」が必要。

 地域金融機関への伴走型支援モデルの横展開によって、「地域中小企業の稼ぐ力」の向上を本取組の効果として
位置づけ。

 具体的には、地域金融機関向けセミナーを通じて「課題設定力」「対話と傾聴」などの「伴走型支援」におけるポ
イントや理念の理解を促進し、さらに、地域金融機関が実践する際に活用できるツールを提供（例：営業担当
者向け簡易ハンドブック等）。

【期待される成果】
①地域金融機関における伴走型支援の理解促進
②地域金融機関における伴走型支援の実践・モデル事例を創出し、他の地域金融機関へ横展開
③地域金融機関を通じた「地域中小企業の稼ぐ力」の向上

１．伴走型支援の理解促進・定着

金融連携プログラム2020の特徴 - 重点項目1・２

 地域中小企業のデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルへの転換等のためには、企業経営者のデジタル化
に関する理解と専門人材による導入支援等が必要。

 地域金融機関と連携した取引先向けセミナーの開催によるデジタル技術活用の理解促進と支援企業の発掘、
当該企業に対するハンズオン支援（デジタル専門人材の紹介やIoT推進ラボとの連携支援）を通じ、地域中小
企業のデジタル化を推進する。

２.  デジタル化推進

【期待される成果】
①取引先におけるデジタル専門人材の活用やデジタル化に係る設備投資
②金融機関と支援ネットワークメンバーや地方版IoT推進ラボ（管内21ラボ）とのネットワーク構築
③当局作成「ロボットシステム等導入加速に向けた連携主体リスト」に登録される地域金融機関の増加
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【期待される成果】
①中長期を見据えた企業経営の促進による、地域企業の自己変革力の向上
②当局新政策検討への反映（伴走型支援等への活用・実践）

 持続可能な経営を行うためには、財務面での健全性に加えて、非財務要素（社員・取引先・地域への配慮、人
材育成等）の充実が鍵となるが、非財務要素は数値等の外形として捉えにくく、見える化・言語化されていない。

 今年度当局において委託調査事業※を実施し、非財務要素を含めた経営要素の見える化・言語化を図り、本
調査結果を地域金融機関を通じて地域企業に展開。非財務要素の充実等を通じた自己変革を促す。
※正式名称： 「令和２年度地域企業が行う『持続可能な経営』において重要な要素に関する調査事業」

3． 地域企業が行う「持続可能な経営」の理解促進

金融連携プログラム2020の特徴 - 重点項目3・４

 ２０２０年６月に成立・公布された「中小企業成長促進法」に基づき、M&A等第三者の事業引継及び親族
内承継等の支援を一体として取り扱う「事業承継総合センター」が来年度から各都道府県に設立され、我が国
における事業承継支援体制が強化される予定。

 これまでも、国・自治体・地域連携機関・支援機関が連携して、事業承継支援に取り組んできたところ、来年度に
向け、特に中小企業との接点が多い地域金融機関とは、事業承継の気付きの機会の提供、第三者承継を希
望する企業の掘り起こし等について連携して取り組んでいく。

４．後継者不在企業に対する事業承継支援の推進

【期待される成果】
①事業承継支援の更なる面的及び質的向上。
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１．地域金融機関と連携した地域中小企業支援
デジタル化推進【重点項目2】、後継者不在企業に対する事業承継支援の推進【重点項目4】、事業継続力強化、知財経営、
ベンチャー支援、新現役交流会、オープンイノベーション、等

２．地域金融機関を通じた地域中小企業施策の普及・活用
地域金融機関職員向け地域中小企業施策説明会の開催
地域金融機関主催の地域中小企業向け補助金・施策セミナーへの講師派遣
メールマガジンによるタイムリーな施策情報の配信

【４つのアクション】

３．地域金融機関のコンサルティング機能向上サポート
伴走型支援の理解促進・定着【重点項目1】
地域金融機関職員向け出前研修会

４．政策ニーズの収集と新政策への展開
地域企業が行う「持続可能な経営」の理解促進【重点項目3】
「地域金融機関戦略ネットワーク会議（幹部会議）」等を通じた政策ニーズの収集と新政策への展開

 金融連携プログラム2020では、地域中小企業の一層の自己変革力の向上を推進し、「稼ぐ力の向上」を通じた
地域経済活性化を図るために、具体的アクションに盛り込む実施項目の拡充を図り、地域中小企業のウィズコロ
ナ・アフターコロナの社会・経済構造変化への対応の為のデジタル化推進等を支援。

 さらに、こうした支援を効果的に推進するため、地域金融機関のコンサルティング能力向上に資する取組として、地
域金融機関における伴走型支援の理解促進・定着を図る為の取組を実施。

金融連携プログラム2020の事業一覧
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アクション１【地域金融機関と連携した地域中小企業支援 】

デジタル化推進【重点項目2】

 地域金融機関と連携した地域中小企業支援を推進するため、「デジタル化推進」や「後継者不在企
業に対する事業承継支援の推進」を重点項目に据え、セミナーや商談会等を実施する。

中小企業の事業継続力強化

 中小企業強靱化法に基づき、中小企業が行う防災・減
災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定。認
定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点など
の支援策を活用可能。

 地域金融機関と連携したセミナー開催等を通じて中小企業の
防災・減災の取組を促進。

＜強靱化法に基づく
計画認定スキーム＞
中小企業・小規模事業者

①計画を
策定し
申請

経済産業大臣
（地方経済産業局）

②認定

連携して計画を実施する場合：
大企業や経済団体等の連携者

認定企業に対する支援策

●低利融資、信用保証枠の拡大等の
金融支援

●防災・減災設備に対する税制措置
●補助金（ものづくり補助金等）の
優先採択

●中小企業庁ＨＰでの認定を受けた企業
の公表

●認定企業にご活用いただけるロゴマーク
（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）

 企業経営者のデジタル化に関する理解促進に向けたセミナーを地域金
融機関と連携して開催。デジタル技術を活用してビジネス（経営戦
略）をどのように変革していくべきか気づきを与える。

 その上で、地域のIoT推進ラボ等とも連携し、企業のデジタル化の進展
度合いや課題に応じた適切な専門家を派遣。地域企業のデジタル化
を推進。

地域企業向けセミ
ナーを各地域で開催

中小企業

デジタル技術の活用により
稼ぐ力の向上

関東経済産業局

地方版IoT推進ラボ

ITベンダー等
（中小企業デジタル
化応援隊事業）

金融機関
×

関東経済産業局

ﾃﾞｼﾞﾀﾙに
関心を有
する企業
の発掘

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化
の状況に
応じた専
門家を派
遣

後継者不在企業に対する事業承継支援の推進【重点項目4】

事業承継ネットワーク都道府県、市区町村
●事業引継ぎ支援センター
●中小機構地域本部
●信用保証協会
●よろず支援拠点
●再生支援協議会
●経済産業局・財務局

中
小
企
業

●金融機関
●商工会・商工会議所
●中央会
●士業専門家等

事業承継ネットワーク事務局

承継ニーズの取次ぎ

事業承継
診断

具体的な
事業承継支援

 「事業承継ネットワーク」を構成する金融機関との協力により、中
小企業の事業承継ニーズの掘り起こしや課題解決に向けた専門家派
遣等を通じて、円滑な事業承継を後押し。

 令和2年度より、経営者保証解除に向けた「経営者保証コーディネーター」に
よる支援を開始。金融機関との連携による、「経営者保証ガイドライン」を踏
まえた支援を実施することにより、中小企業の事業承継を促進する。
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 当局・中小機構が運営するオープンイノベーション・マッチング
スクエア(OIMS)を地域金融機関に情報提供。代理提案機能などを
活用し、取引先の中小企業等における新たな事業創出を促進。

中小企業等における知財戦略の構築 ベンチャー支援

大企業OB等とのマッチング支援

アクション１【地域金融機関と連携した地域中小企業支援 】

「チーム伴走型知財経営モデル支援事業」スキーム図

 スタートアップに対する支援と、スタートアップを支える自治体、金
融機関等の支援者に対して支援ノウハウの向上、地域を越えたネット
ワークの機会を提供し、地域におけるスタートアップ支援エコシステ
ム形成を促進する「広域連携アクセラレータープログラム」を実施。

支援企業 関東経済産業局 地 域

地方
スタートアップ

自治体
支援機関

金融機関

・多様なネットワーク形成の機会創出
・実証実験、販路開拓をサポート
・メンタリングによる事業ブラッシュアップ
・N×Nのマッチングによる価値創出
・セミナーによるスキル・ノウハウ向上
・地域を越えた支援体制を構築

活動実績
【令和元年度】

・群馬県内の支援者の前でスタートアップがピッチを行う「群馬ピッチ」
の開催：金融機関５者が参加。

・「広域連携アクセラレーターデモデイ」の開催：金融機関４者が参加。

地域企業のオープンイノベーション促進

OIMSを通じたマッチング
(令和元年7月～令和2年8月)
・大手等ニーズ発信：277件
・中小企業等の提案：3500件以上
・共創に向けた商談：450件以上

活動実績
大
手
企
業
等

商談会

中
堅
中
小
企
業

ニーズ発信
目利き
情報発信

提案提案受信
コーディネーター、専門家等

参加 参加

 中小企業が抱える様々な課題を解決するため、豊富な実務経験・専門
知識・人的ネットワーク等を有する人材（マネジメントメンター）
とのマッチング会「新現役交流会」を金融機関と連携して開催。

活動実績

【令和元年度】
開催数：30回
参加企業数：529社
参加新現役数：1,894名
マッチング成立企業数：311社
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 地域金融機関の推薦等を受けた支援企業10社を選定し、専門家
チームの派遣による知財経営コンサルを行う「チーム伴走型知財
経営モデル支援事業」を実施。また、中小企業を対象とした勉強
会「知財経営塾」を開催し、企業とともに金融機関も知財経営に
関する知見を深める。

リーダー

診断士 デザイナー

弁理士 弁護士

関東経済産業局

地域金融機関

選定後

モデル支援企業
10社

１社５回程度
伴走型支援の実施

※職種は例

連携



 地域金融機関の担当者向けの新年度予算等に関する説明会
「令和元年度地域金融機関情報共有会」を開催。

アクション２【地域金融機関を通じた中小企業施策の普及・活用の促進】

地域金融機関職員向け地域中小企業支援施策説明会

【平成30年度】 2月（ 76機関参加）

 地域金融機関が主催する企業向けセミナー（施策説明会等）
に、当局職員を説明者として派遣。

 補助金・税制や生産性向上、事業承継、海外展開、省エネな
どのテーマに合わせた施策を説明。

 連携地域金融機関を対象に、補助金公募情報やイベント情報、
営業店で活用できる施策ＰＲチラシ等を月４回ペースで、
メールマガジン配信。

金融連携メールマガジン

【令和元年度】 52回配信 金融連携メルマガ

・対象：金融連携プログラム参画機関の担当者
・内容：予算等の最新トピックス、セミナー・イベント情報等

【平成30年度】 27機関：45回開催
（平成30年度参加事業者総数:約2,800）

【平成29年度】 29機関：52回開催

活動実績

活動実績

活動実績

＜IT導入補助金・クレジットカード決済導入セミナー＞

【令和元年度】 2月（ 73機関参加）

【令和元年度】 18機関：26回開催・1,673名

地域金融機関主催セミナーへの講師派遣

 地域金融機関を通じた地域中小企業への中小企業施策普及とその活用の促進を図るため、地域中小
企業の経営力向上に効果的な施策を選択、タイムリーな情報提供を推進する。
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伴走型支援の理解促進・定着【重点項目1】

 地域金融機関が実施する職員
を対象とした研修会等におい
て、当局職員が地域中小企業
の組織力向上に役立つ経営手
法や施策情報等を説明。

金融機関職員向け
「出前研修会」

【令和元年度】

実施3機関（3回）198名

予算関係の研修会

活動実績

 事業環境における不確実性が高まる中、「自己変革力」の向上には経営構造の転換が不可欠だ
が、多くの障壁が存在。経営者単独での実行は極めて困難であることから第三者による「伴走
型支援」が必要。

 地域金融機関への伴走型支援モデルの横展開によって、「地域中小企業の稼ぐ力」の向上を本
取組の効果として位置づけ。

 具体的には、地域金融機関向けセミナーを通じて「課題設定力」「対話と傾聴」などの「伴走
型支援」におけるポイントや理念の理解を促進し、さらに、地域金融機関が実践する際に活用
できるツールを提供（例：営業担当者向け簡易ハンドブック等）。

 地域金融機関におけるコンサルティング能力向上サポートを図るために、「伴走型支援の理解促
進・定着」を重点に据え、地域金融機関の職員向けセミナー等を実施する。

アクション3【地域金融機関のコンサルティング能力向上サポート】

従来型の支援手法
（課題解決型）
・ 目先の課題に対する

補助金等支援策紹介。
・ 一方的な提案に
企業が受動的に対応。

伴走型支援の支援手法（課題設定型）
・ 経営者や社員本人が本質的な経営課題
に気づき、納得感と当事者意識をもって、
課題解決に対応。
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地域企業が行う「持続可能な経営」の理解促進【重点項目3】

地域企業が行う「持続可能な経営」に関する調査事業の実施及び地域金
融機関等を通じた調査結果の展開

 持続可能な経営を行うためには、財務面での健全性に加えて、非財務要素（
社員・取引先・地域への配慮、人材育成等）の充実が鍵となるが、非財務要
素は数値等の外形として捉えづらい。

 今年度当局において委託調査事業（※）を実施し、非財務要素を含めた経営
要素の見える化・言語化を図り、本調査結果を地域金融機関を通じて地域企
業に展開。

 非財務要素の充実等を通じた自己変革を促すとともに、地域金融機関におけ
る非財務要素の重要性に対する理解と事業性評価の促進を図る。

（※）調査事業名称：令和２年度地域企業が行う『持続可能な経営』において重要な要素
に関する調査事業

＜検討イメージ＞

金融機関幹部と当局幹部等の意見交換

 地域金融機関の幹部と当局・経産省幹部との意見交
換の場を設置。

 本プログラムに対する理解促進を図るとともに、広
範な視点で地域経済・中小企業の現状と課題につい
て意見交換。 政策ニーズを本省等へフィードバ
ック。

地域金融機関戦略ネットワーク会議（幹部会議）

【令和元年度】
地域金融機関戦略ネットワーク会議
●信金・信組 :１５機関 ●地方銀行等 :１２機関

活動実績

＜地域金融機関戦略ネットワーク会議＞

■新たな地域中小企業支援政策へのニーズの収集を図るため、「地域企業が行う『持続可能な経営』の
理解促進」を重点に据え、地域金融機関と地域中小企業の現状や課題を議論する場を活用する。

アクション4【政策ニーズの収集と新政策への展開】
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■関東経済産業局
総務企画部 企画調査課 金融連携担当

【ＴＥＬ】０４８－６００－０２５６

本資料のお問い合わせ先
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