
地域金融機関との連携プログラム2021



「地域金融機関との連携プログラム」とその狙い

関東経済産業局と地域金融機関のお互いの強みを掛け合わせて、
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。

関東経済産業局 地域金融機関

強
み

・豊富な政策手段
・自治体や支援機関との
ネットワーク

強
み

・地域密着型の営業網
・取引先企業とのネットワーク

連携

課
題

・地域の隅々まで、施策の浸透と活用
が必要

課
題

・コンサルティング機能の強化が必要
・更なる地域密着型金融の充実が必要

地域中小企業等の生産性向上、地域の稼ぐ力の向上、地域経済の活性化

効果的な
地域中小企業支援の実施
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※以下、「金融連携プログラム」という。

「金融連携プログラム」とは？

当局と地域金融機関が連携し、お互いの強みを掛け合わせて相乗効果を発揮することが期待できる、
当局の各種支援施策をとりまとめたもの。



昨年度金融連携プログラムの主な成果
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 地域中小企業のデジタル化推進
・埼玉県内先行実施として、県内企業10社以上を個別支援

※県内金融機関より取引先企業を紹介いただき、当局が関係のあるデジタルソリューション提供企業とのマッチング、専門家派遣などを実施。

 当局「伴走型支援」モデルの理解促進
・関東財務局共催セミナーには管内金融機関・支援機関 101機関が参加
・金融機関向けに当局伴走型支援チラシを作成・周知

※当局「伴走型支援」とは、企業経営の自走化を目指し、徹底的な経営者等との対話等を通じた、「課題設定」に重きを置いた支援。

 地域金融機関主催 補助金等セミナーへの講師派遣
・管内金融機関19機関（のべ24回）、 3,540名が受講

※説明会動画を一定期間オンライン配信した際の視聴者数を含む。

アフターコロナを見据えた、地域中小企業における「しなやかな稼ぐ力」の実装支援。

主な連携実績及び成果

 関東財務局との連携強化
・デジタル支援セミナー、（上記記載の）当局「伴走型支援」セミナー等の共同主催
・各地域の財務事務所主催会議への当局講師派遣

昨年度の重点課題

支援者である地域金融機関職員の理解醸成に加えて、地域企業の経営変革に貢献。



これまでの取組内容①

産業クラスター政策を推進中の平成17年頃から、地域金融機関の取組に注目。
平成20年度に、具体的アクションを取りまとめた初の「金融連携プログラム」を策定。

令和3年3月末現在、関東経済産業局管内の96機関が本プログラムに参画。
※関東経済産業局管内：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

※本プログラムにおける「地域金融機関」とは、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合等をいう。

貸出金額割合
９5％

預金額割合
９4％

【出典】金融庁「中小・地域金融機関の主な経営指標」の データ（令和2年３月末）
を基に関東経済産業局作成

管内地域金融機関との連携状況

■連携金融機関数
９６機関／１５８機関（６０．７％）

（内訳）
・地方銀行：２４／２５行（※第二地方銀行等を含む）
・信用金庫：６４／８１金庫
・信用組合： ８／５２組合
※上記の他に管内の信用保証協会１３協会とも連携

■連携金融機関の預金額・貸出金額割合
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地域金融機関との連携強化

■官民交流法に基づく人事交流等【延べ：28機関・97人】
平成19年度から開始し、地域中小企業支援に係る人材育成等に貢献。
令和3年7月現在、6地方銀行・9信用金庫・1信用組合と人事交流等。

足利銀行、群馬銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、きらぼし銀行、
第四北越銀行、埼玉縣信用金庫、三島信用金庫、東京東信用金庫、
多摩信用金庫、城南信用金庫、柏崎信用金庫、しずおか焼津信用金庫、
浜松いわた信用金庫、沼津信用金庫、長野県信用組合

＜令和3年7月現在＞

■施策説明会の実施など

【地域金融機関職員向け情報共有会】
※写真は平成31年度。

コロナ禍ではオンライン開催により実施。



これまでの取組内容②

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継続して推進。

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）

各地域の産業支援機関 各機関の機能発揮を通じた中小企業支援等

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

産業技術総合研究所(産総研) 地域の中小企業におけるデジタル技術を活用した生産現場の
見える化や効率化支援

JETRO 地域中小企業等の海外展開支援等
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地方公共団体等 当局自治体支援の取組における包括的連携（覚書締結）、基
礎自治体へのハンズオン支援等
地方公共団体含めた地域の関係団体を巻き込んだ地域企業支
援モデルの立ち上げ（例：埼玉県デジタル化モデル）



人材活躍

「金融連携プログラム2021」の推進に向けて

【出典】経済産業省「スマートかつ強靱な地域経済社会の実現に向けた研究会」資料より当局編集

新型コロナウイルス感染症の影響拡大による急激な事業環境変化を受けて、
企業経営における変革機運の高まりが見られる。

当局は地域金融機関と連携し、ポスト・コロナにおける変革の契機となるよう、
新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援を実施。

新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援

デジタル
・デジタル化による企業経営変革の後押し

など

・カーボンニュートラル、グローバル化の進展
等を念頭においた新たな価値の創出 など

地域企業を取り巻く事業環境変化
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＜従来からの課題と外部環境変化＞
人口減少/少子高齢化の進展
SDGs/ESG投資等の広がり

東京一極集中
都市と地方の生産性格差 etc...

＜コロナ禍における潮流＞
企業経営における変革機運の高まり

デジタル化・リモート化
非接触・非対面の必要性

サプライチェーンの見直し

【スマートかつ強靭な地域経済社会の実現】
地域内外の人・モノ・カネ・情報等の資源が、デジタル技術でスマー

トにつながりながら、自律的かつ自立的に、価値を生み生産性を上げる
持続可能な分散型の地域経済社会の実現。

また、これらを成し遂げる中核人材があらゆる地域を環流し（サー
キュレーション）、最大限その力を発揮し活躍できる社会の実現も重要。

デジタル 持続可能性イノベーション

相互作用

具体的な「地域企業の経営支援」に向けて

イノベーション

・地域の持続的発展に向けた域内外連携支援
体制の在り方検討

・企業の経営変革促進に向けた具体的支援手法
の普及 など

持続可能性

・兼業・副業、若者人材等の積極活用を通じた
都市部と地方の人材環流の促進 など

人材活躍



４つのテーマにおける主な連携事業

地域金融機関
と連携して
実施する
主な事業

取組目的
・意義

主な
取組内容

期待される
成果

デジタル化による
企業経営変革の後押し

カーボンニュートラル、グローバル化の
進展等を念頭においた新たな価値の創出

 生産性向上や付加価値向上を目指して、
デジタル技術を活用した新たなビジネス
モデルへの転換等を行うためには、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。

 地域金融機関の取引先企業に対して、
ハンズオン支援（専門人材の紹介やデ
ジタルソリューション提供企業との
マッチング支援）を行う。

① 金融機関職員のデジタル知見の向上
② 企業経営課題に応じた適切なデジタル

化導入の推進
③ 地域金融機関・自治体等と連携した、

地域における面的なデジタル技術利活
用の広がり

 日本でも「2050年カーボンニュートラ
ル」を宣言するなど、世界全体で社会
課題解決に向けた官民の取組が活発化。

 今後、顧客ニーズを起点とした「マー
ケット・イノベーション」の視点が必
要不可欠となる中で、支援強化が必要。

 地域金融機関との対話を通じて、地域
企業による顧客ニーズ起点での新たな
ビジネスモデル構築やグローバルな課
題解決などをテーマに、地域における
新たな価値源泉の創出を目指す。

① 新たな脱炭素技術等によるグリーンイ
ノベーション創出（グリーン観点での
地域企業の稼ぐ力向上）

② 地域企業のグローバル化モデルの創出
③ 地域経済社会の好循環モデル（協働モ

デル）の創出 6

２．イノベーション１．デジタル



４つのテーマにおける主な連携事業

地域金融機関
と連携して
実施する
主な事業

取組目的
・意義

主な
取組内容

期待される
成果

兼業・副業、若者人材等の積極活用
を通じた都市部と地方の人材環流の促進

 地域の市場が縮小し、様々な地域課題
に直面する中で、地域生活関連サービ
ス提供事業者は、その解決を事業創出
機会と捉えた持続的な事業実施が必要。

 併せて、急激な外部環境変化に対応す
るために経営の自己変革が必要。

 地域課題解決を目指す取組を後押しするため、
事業者の支援ニーズの把握や連携体制(MAP‘S
＋O)構築等に資する支援手法の確立のため、
金融機関と案件組成に向けて連携。

 また、取引先企業の経営変革支援のために、
当局「伴走型支援」の基本理念及び支援ノウ
ハウの提供等を行う。

① 地域課題解決型ビジネスの創成期・成
長期における金融機関の積極関与

② 地域金融機関による地域企業への伴走
支援の定着

 自然減及び社会減によって地方の貴重な
人材資源の減少が進む中、地域の特性や
強み、デジタル技術等を活用した、積極
的な都市部人材リソースの活用が必要。

 当局で実施中の兼業・副業、若者人材等
外部人材確保を目的としたモデル事業等
について、当該取組の普及促進を行う。

 また、大企業OBOG等に注目し、地域金
融機関を通じた取引先企業との人材マッ
チング事業を継続実施。

① 都市部・地方部間のリソースの最適な
再配分

② 地域企業による都市部リソース積極活
用の促進
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３．持続可能性 ４．人材活躍

地域コミュニティの持続的発展に向けた検討
及び経営変革に向けた具体的支援手法の普及



【具体的な金融連携事業一覧】
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① デジタル化による企業経営変革の後押し（P.10）
② ヘルスケア分野での地域課題解決モデルの創出（P.11）

① 地域コミュニティの持続的発展に向けた域内外連携支援体制の在り方検討（P.16）
② 当局「伴走型支援」モデルの普及･定着支援（P.17）
③ 中小企業に対する事業承継支援の推進（P.18）
④ 知財経営・非財務経営の理解促進（P.19）
⑤ 省エネルギー施策の推進（P.20）
⑥ 中小企業の事業継続力強化＆リスクファイナンス対策の強化（P.21）

１．デジタル

２．イノベーション

３．持続可能性

① 政策課題収集のための地域金融機関との個別意見交換会（テーマ例：事業再構築補助金などの重要施策、直近の経済社会課題 等）

② 地域金融機関職員向け地域中小企業支援施策説明会
③ 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
④ 「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
⑤ メールマガジンによるタイムリーな施策情報の配信

地域金融機関を通じた地域中小企業施策の普及・展開、政策ニーズの収集

① 兼業・副業、若者人材の活用促進（P.22）
② 大企業OBOG等とのマッチング支援（新現役交流会）（P.23）
③ 在籍型出向支援（人材シェアマッチング事業）（P.24）

金融連携プログラム2021における事業一覧

４．人材活躍
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（P.25）

① カーボンニュートラル実現に向けた地域における経済と環境の好循環の創出（P.12）
② 国際マインド醸成等による地域企業のグローバル展開支援（P.13）
③ 中堅・中小企業とスタートアップの連携推進（価値創造チャレンジ事業）（P.14）
④ ベンチャー支援（P.15）
⑤ 地域企業のオープンイノベーション促進（P.15）

※「New」：今年度の金融連携プログラムから新たに追加となった施策。

New

New
New

New

New
New

New

New

New



新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：１．デジタル

 地域企業のデジタル実装を目指し、企業経営者との豊富なネットワークを有する地域金融機
関と連携した支援体制を構築。

 具体的には、地域中小企業におけるデジタル化についての本質理解及び企業経営変革の必要
性の意識醸成のため、金融機関職員向け及び取引先事業者向けに、デジタル化支援に関する
セミナーを開催。

 また、地域金融機関と緊密に連携することで、取引先企業のデジタル化のニーズ・状況に応
じた専門家派遣等の支援策を実施し、RPA、受発注システム等の導入検討の事例等の創出を
図る。

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
（各種支援制度等

の活用）

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

＜埼玉県内での先行実施イメージ＞ ＜デジタル実装イメージ＞
※2020年11月4日「第4回強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」資料抜粋

①デジタル化による企業経営変革の後押し
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：１．デジタル

②ヘルスケア分野での地域課題解決モデルの創出

 地域金融機関、地方自治体・医療機関・介護事業所等と連携し、デジタル技術を活用した
ヘルスケア分野での地域課題解決モデルの創出を目指す。

 具体的には、地域金融機関と連携し、自治体・医療機関・介護事業所といった顧客に対する
融資に加えた新たな価値提案を念頭に、健康増進・介護予防などヘルスケア分野で抱える課
題について、ヘルスケアベンチャーによる課題解決に向けた「マッチング会」等を開催。

＜ヘルスケア分野における連携体制＞

◆日時: 2021年2月26日（金）13:00～15:00
◆形式：オンライン開催
◆主催:  埼玉医療福祉会（協力：埼玉りそな銀行、関東経済産業局 ）

登壇者 プレゼン

Aba 「業界初におい検知・排泄ケアシステム『Helppad
（ヘルプパッド）』」

インフィック 「夜間巡視ゼロを目指せ！科学的介護を実現
『LASHIC Care』」

早稲田エルダリー
ヘルス事業団

「歩きの「質」をその場で測定・素早く解析・定量
評価歩行解析デバイス『AYUMI EYE』」

ウェルモ 「AIでもっと喜ばれるケアプランを、もっと簡単に。
『ミルモぷらん』」

（社福）埼玉医療福祉会×ヘルステックベンチャー オンラインピッチ

活動実績

※対象ベンチャー
医療・介護分野の生産性の向上やサービスの高度化に資する
・「J-Startup」選定企業
・JHeCファイナリスト選出企業
・地域未来牽引企業
・NEDO・AMED等の助成事業採択企業
等、事業モデルが確立したベンチャーが中心。

予防

自治体
連
携

地域金融機関

次世代産業課

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等※

ネットワーク
形成

連
携

診断・治療

医療機関

ケア（介護・生活支援）

自治体

介護事業者

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：２．イノベーション

＜検討の方向性＞

①カーボンニューラル実現に向けた地域における経済と環境の好循環の創出

世界全体でカーボンニュートラル実現に向けて急速に舵を切る中、「地域経済の活力維持」の観
点からカーボンニュートラルを捉え、地域内における新たな価値源泉となるような取組を検討。

具体的には、地域におけるカーボンニュートラル実現に向けた取組を加速させるため、地域金融
機関が取引先企業を金融面・経営面でサポートし、地域課題解決の好循環モデルづくりや再生可
能エネルギー等の地域資源を活用したビジネスモデル構築を推進。

＜連携イメージ＞
 地域企業の取組に関する実態把握

- 地域金融機関の取引先企業へのヒアリングを
通じた現状認識、課題感等の把握

 地域企業の経営者の意識改革を促す情報提供
⁃ カーボンニュートラルに関連する国内外の市

場動向や活用可能な支援策をタイムリーに情
報発信（セミナー、説明会など）

 地域企業の取組を促進する環境づくり
⁃ 地域金融機関と地域企業との対話、地域金融

機関によるESG金融の取組促進
⁃ 取引先企業の中長期的な経営計画の策定支援

や継続的なフォローアップ 等

地域金融機関 地方自治体

お互いの強みを
持ち寄り連携

地域企業のニーズに合わせた取組を後押し
（取組例）

再エネ等脱炭素電源の導入

技術開発・研究開発設備投資

ビジネスモデル転換

ESG/SDGs経営 クレジット取引

12
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：２．イノベーション

＜連携イメージ①＞
海外展開支援機関と連携した勉強会等の開催
（テーマ例：海外展開支援策、新興国市場の動向 等）

②国際マインド醸成等による地域企業のグローバル展開支援

 経済のグローバル化が成熟する中で、SDGs/ESGに代表される新たな価値軸（環境、人権、
情報開示等）が浸透。国際的にも「持続可能で公正な経済社会の実現」が求められる中で、
地域企業における国際マインドの醸成やグローバル展開に向けた後方支援を行う。

 具体的には、地域金融機関向けのグローバルトレンドに係る情報発信を目的に、海外展開支
援機関と連携し勉強会等を開催。

 加えて、個別金融機関との意見交換等を通じ、進出先の市場ニーズ（産業分野×地域）も意
識した、個別具体的な海外展開案件の積極組成を目指す。

地域金融機関
海外展開支援機関 地域金融機関

中堅・中小企業

勉強会等

案件組成
支援

＜連携イメージ②＞
海外展開案件の組成支援
（取組例：

海外市場のニーズ情報の共有、
社会課題解決型ビジネスを行う企業の共同発掘、
支援策の紹介 等）

13
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：２．イノベーション

＜事業イメージ＞ ※令和3年運営事務局・株式会社リバネス

③中堅・中小企業とスタートアップの連携推進（価値創造チャレンジ事業）

＜連携事例＞

 成長志向型の中堅・中小企業（地域未来牽引企業、GNT企業、サポイン企業等）に対して、
イノベーション力を秘めた全国のスタートアップとのマッチングを実施。

 中堅・中小企業に、「両利き経営」の実践の機会を提供し、コア技術の応用範囲の拡張や新
市場創出など、既存事業の成長に加えて、新たな事業創出を目指す。

 具体的には、中堅・中小企業のコア技術、課題、成長ビジョンをヒアリングを通じて把握。
連携仮説を立てながら、親和性が見込まれるスタートアップとの共創対話を実施。

 自治体、地域金融機関、支援機関等と連携し、企業推薦からマッチング対話など、一連のプ
ロセスを共に推進することを通じて、価値創造活動に係るノウハウや進め方の横展開を図る。

• 放熱課題の解決による電子機器のパフォーマンス向上に向けた連携
• 中堅企業の事業領域拡張、スタートアップの加工・量産課題解決
• 金融機関が連携を後押し

（関東経済産業局HP）
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/seizou/startup_challengejigyo.html#new

14

New

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/seizou/startup_challengejigyo.html#new


OIMSを通じたマッチング(令和元年7月～令和3年7月)
・大手等ニーズ発信：447件
・中小企業等の提案：5,210件
・共創に向けた商談：770件

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

新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：２．イノベーション

④ベンチャー支援

地方の成長意欲の高いベンチャー企業に
対して、プレゼンの機会を定期的に設け、
東京圏のVC・事業会社等とのネットワー
クを構築する機会を提供する「『地方
発！』ベンチャー企業ミートアップ」を
実施。

関東財務局経由で、登壇企業の所在する
地域金融機関の参加を促し、本ミート
アップが地域金融機関と地域ベンチャー
企業の出会いの場となるよう、今年度も
引き続き連携を実施。

 財務省 
関東財務局 
 

【主 催】

令和３年６月１８日（金）
令和３年８月２０日（金）
令和３年９月３０日（木）
令和３年１１月１０日（水）
令和３年１２月２０日（月）
令和４年２月３日（木）

テーマ別 「つくば発」
第３２回 「地方発！」
テーマ別 「日本公庫」
第３３回 「地方発！」
テーマ別 「中小機構」
第３４回 「地方発！」

＜令和3年度 開催スケジュール＞

⑤オープンイノベーション促進

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。

＜マッチングプラットフォーム：「OIMS」＞

15



＜参考事例＞

地域の市場が縮小し、様々な課題に直面する中で、地域生活関連サービス提供事業者は、地域
課題解決に係る取組を事業創出機会と捉え、収益性も両立させ、持続的な事業実施が必要。
地域課題解決を目指す取組を後押しするために、その立ち上げ期から、地域振興における中核

的なプレイヤーである地域金融機関との連携が不可欠。

具体的には、地域の事業者の支援ニーズの把握や連携体制（※MAP’S＋O）構築等に向けた支援
手法の確立のために、金融機関との連携による案件組成を通じた支援を実施。
当局がネットワークを有する地方公共団体（サポーター）、産業支援機関（サポーター/プレイ

ヤー）等も巻き込みながら、実際のビジネスの主体である地域生活関連サービス事業者の経営
継続に向けた支援の在り方を検討し、地域コミュニティの持続的発展を目指す。

16
（参考：関東経済産業局HP「地域コミュニティ機能の維持/創出に係る事例集」）

地元信用金庫が、強みである地元企業とのネットワークを生かして、
越生町に対し、㈱温泉道場（温浴施設の再生を本業とし、マーケティング
や収益化ノウハウに長けている）を紹介。

地域金融機関

【地域課題】
不採算公共

健康センターの再生

紹介

リニューアル後、
ホテル＆スパ
として再生

＜連携イメージ＞ ※図中の ”(S)” 等は、連携体制（※MAP’S＋O）の各役割を示す。

①地域振興を担う協力機関と連携したワークショップ等の開催
（テーマ例：地域の持続的発展に資するコミュニティビジネスの活用可能性 等）

地域振興を担う協力機関（Ｓ）
ワークショップ等

案件組成
を通じた支援

②地域コミュニティ機能の維持/創出に係る案件組成を通じた支援
（テーマ例：円滑かつ継続的な資金供給に向けた地域金融機関との検討 等）

地方自治体（Ｓ）地域金融機関（Ｐ）

（Ｓ）

（Ｓ）

※ Manager、Organizer、Aggregator、Player、Supporter から成る持続的な連携体制(サービスの維持/創出の担い手)

新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：３．持続可能性

①地域コミュニティの持続的発展に向けた域内外連携支援体制の在り方検討

・地方自治体（S）
・地域生活関連

サービス事業者（O)
・地域金融機関（P)

地域生活関連
サービス事業者（O)

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/cb/index.html#chiiki

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/cb/index.html#chiiki


新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：３．持続可能性

＜当局「伴走型支援」の概要＞

②当局「伴走型支援」モデルの普及・定着支援

＜企業との対話の際に使用する「総点検シート」（抜粋）＞

地域金融機関への伴走型支援モデルの横展開による「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。
伴走型支援モデルにおける目先の経営課題だけにとらわれない、「自走化」「対話と傾聴」な
どの観点による企業経営の「総点検」アプローチの普及により、地域金融機関と取引先企業の
対話促進を図る。

具体的には、「伴走型支援」におけるポイントや理念の理解促進を図るためのセミナー開催、
さらに、地域金融機関による事業性評価の取組の参考となるようなツール（例：総点検メ
ニューシート等）の作成・提供等を行う。

●従来型の支援手法との違い
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：３．持続可能性

③中小企業に対する事業承継支援の推進

中小企業経営者の高齢化等も影響し、休廃業件数が増加傾向にある中、円滑な事業承継に向け
た支援機関と地域金融機関との更なる連携が必要。

具体的には、令和３年４月に発足した「事業承継・引継ぎ支援センター」と「事業承継ネット
ワーク」を構成する地域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。
また、同センターの「経営者保証コーディネーター」と地域金融機関が連携し、「経営者保証
ガイドライン」を踏まえた経営者保証解除に向け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。

※令和3年4月施行の中小企業成長促進法に基づき、「事業承継ネットワーク事務局」と「事業引継ぎ支援センター」が統合され、
「事業承継・引継ぎ支援センター」が発足。これにより、親族内承継支援と第三者承継支援に対応するワンストップ体制が実現。

事業承継ネットワーク（※）
都道府県、市区町村

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

承継ニーズの取次ぎ

●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

（※）東京都においては、都事業との連携により同様の支援を実施

事業承継ネットワーク事務局 ●事業承継・
引継ぎ支援センター

事業承継
診断

具体的な
事業承継支援
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：３．持続可能性

④知財経営・非財務経営の理解促進

昨今、富の源泉は機械や不動産などの有形資産から、財務諸表に計上されない知識やデータ等
の無形資産へと変化している。
特に中堅・中小企業は企業活動における様々な工夫によって生み出される無形の資産を「知的

財産」 と捉え、戦略的に活用する「知財経営」を実践し、定着させることが重要。
取引先企業への本業支援を通じた地域価値創出を志向する地域金融機関と連携し「知的財産活
用実践・定着支援プログラム」を実施。

具体的には、地域金融機関に対して弁理士等知財専門家を派遣し、事業性評価シート等の見直
しや対話チェックリスト作成により、行員の知財意識向上を図る。

＜知的財産活用実践・定着支援プログラム＞

地域企業

①行員向け対話チェックリスト作成・事業性評価シート等見直し支援
知的財産の観点からも企業の課題・強み等現状を把握できるよう、事業性評価シート等見直しを支援。
行員が企業と対話する上での留意点をまとめたチェックリストを作成。
②行員向けセミナー
金融機関の行員に対して、知的財産の基本知識、活用事例等説明。
③行員向けワークショップ
専門家とともに仮想事例を踏まえたワークショップを実施。専門家と企業との対話の中で企業の持つ強み・
課題の掘り起こし手法を学ぶ。
④企業訪問
金融機関と調整の上、訪問先企業を選定。専門家サポートのもと行員メインで企業と対話し、現状を見える
化する。今後の中長期的な目標、短期～長期的なアクションをまとめ、翌年度以降知的財産の活用、課題を
解決するための下地を整える。
⑤金融機関交流会
本事業の連携先含め、知財活用に力を入れている金融機関同士による交流会を実施。他地域の事例を学ぶこ
とで新たな気づきを得る。

関東経済産業局

知財専門家を
派遣

金融機関
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：３．持続可能性

⑤省エネルギー施策の推進

＜省エネ化に向けた支援体制：省エネお助け隊＞

2050年カーボンニュートラルに向けて、省エネの徹底と非化石エネルギーの導入拡大という、
両輪での取組が必要。

省エネルギーの推進にあたっては産業部門等の省エネ法「規制対象事業者」だけでなく、「規
制対象外」となるような中小企業等の取組も不可欠であるため、地域金融機関を通じて地域企
業の省エネ促進を図る。

20
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：３．持続可能性

⑥中小企業の事業継続力強化＆リスクファイナンス対策の強化

＜強靱化法に基づく計画認定スキーム＞

 近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発する中で、経済産業省では「事業継続力強化計
画」の認定制度を措置し、中小企業の事業継続力強化に向けて、各種支援策を実施。

 また、今般の経営強化法改正により、自治体は国の支援を受け、所在する事業者にハザード
マップの周知等を行うが、これに並行して当局から地域金融機関等に対し、周知ツールの提
供等を行うことによりリスクファイナンス対策の強化を推進。

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）

【
支
援
策
】

■ハザードマップの有用性
(平成30年7月豪雨 倉敷市真備町)

ハザードマップと実際の浸水エリ
アが概ね一致。

■水災リスクと加入保険の補償内容

＜リスクファイナンスに関する金融機関への情報提供＞

水災に対応しており、損害
の満額を補償する商品

資料：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）「中小企業の災害対応に関する調査（2018年12月）、（株）ゼンリン「平成30年度
事業所データとハザードマップの国土数値情報の結合作業」（2019年） 21
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：４．人材活躍

①兼業・副業、若者人材の活用促進

コロナ禍によるデジタル・リモート化の急速な進展と相まって、兼業・副業など、企業経営にお
ける外部リソースの活用に注目が集まっている。兼業・副業人材は、地域企業が様々な経営課題
に直面する中で、当該経営課題を解決するための中核人材確保の突破口となる可能性がある。
また、「現場」を支えるとともに、中長期的な視点で見て、将来の企業活動の重要な一翼を担っ

ていくことが期待される若者人材の確保も重要。
地域金融機関の取引先企業においても、こうした新たな人材登用手法の積極活用が期待される。

具体的には、地域金融機関等の産業支援機関との連携により、兼業・副業による都市部の中核人
材の活用促進を図るとともに、若者人材の確保支援等を実施。

＜既存の取組：①モデル地域での効果検証＞
長野県塩尻市、静岡県静岡市において、兼業・副業等

外部人材の確保を目的とした普及促進やマッチング支援
等のモデル事業を実施中。

22
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オンラインインターンシップに初めて取り組む地域企業向け
にプログラム設計から学生募集までトータルに伴走支援。若者
人材向けに地域企業の魅力を発信し、若者人材確保、活躍促進
を目指す。

＜②学生インターンシップ受入による魅力発信支援＞

＜③戦略的ツール活用型若者人材移転支援業＞
八ヶ岳コンソーシアム（長野県茅野市・立科町）において若者

人材獲得を目指し、①Webページ構築、②オンラインセミナー
開催、③WEB広告の活用、④インターンシップ受入を実施予定。



新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：４．人材活躍

②大企業OBOG等とのマッチング支援（新現役交流会）

活動実績

【令和2年度】
開催数：15回
参加企業数：206社
参加新現役数：656名
マッチング成立企業数：116社

解決実績のある主な経営課題

販売・マーケティング

経営企画・戦略立案

人事・労務管理

生産管理
技術・製品開発

海外展開・国際化

情報化・IT活用

物流管理

法務・特許
経理・財務管理

地域金融機関等が日常業務（事業性評価）を行う中で得られた、取引先企業の様々な経営課題
等の解決を手助けするために、豊富な実務経験・専門知識・人的ネットワーク等を有する大企
業OB／OGである新現役人材（マネジメントメンター）とのマッチング機会を創出する「新現
役交流会」を開催。

今後、Web開催/Webミーティング等のデジタルを活用した開催方式を推進し、地方での開催
を促すなど、地域企業の積極的な外部リソース活用の動きを促進させていく。
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新潮流をふまえた企業経営における構造改革支援：４．人材活躍

③在籍型出向支援（人材シェアマッチング事業）

コロナ禍において事業の一時的な縮小等を行う企業（送出先）と人手不足の企業・団体等（受
入先）を在籍型出向により結びつけるため、都県、労働局等と連携し、令和2年10月に「広域
関東圏人材シェアマッチングポータルサイト」を開設し、雇用の維持を推進。

これまでに、本ポータルサイトから合計２４件（３２４名）のマッチングが成立。
(令和３年９月３日時点）

引き続き、地域金融機関と連携して同ポータルサイトの周知を図り、雇用維持の取組を推進。

24
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地域金融機関を通じた地域中小企業施策の普及・活用、政策ニーズの収集

地域金融機関の担当者向けに、地域中小企業支援施策全般又は
個別テーマ等に関するセミナーを開催。

・デジタル化支援セミナー
・事業再構築補助金セミナー
・地域の産業振興/経済活性化セミナー
・予算補助金等セミナー
・新型コロナ支援策説明会

活動実績 オンラインセミナーの様子

①政策課題収集のための地域金融機関との個別意見交換会

地域金融機関側の問題意識、事業再構築補助金などの重要施策、
直近の経済社会課題等をテーマに、個別金融機関と当局の担当部
署とで、ざっくばらんな意見交換を定期開催。

意見交換により議論を深掘りしていくことで、個別分野・テーマ
における具体的施策のモデル展開を検討。

②地域金融機関職員向け地域中小企業支援施策説明会

地域金融機関が主催する事業者向けセミナー（施策説明会等）
に、施策説明者として当局職員を派遣。

③地域金融機関主催セミナーへの講師派遣

活動実績
【令和元年度】

18機関：26回開催・1,673名
【令和2年度】

19機関：24回開催・3,540名

オンラインセミナーの様子

④地域金融機関戦略ネットワーク会議
（幹部会議）

地域金融機関幹部と当局・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。

平成31年度の地域金融機関戦略ネットワーク会議の様子
※直近はコロナ禍で開催見送り

⑤金融連携メールマガジン

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。

【令和2年度】 59回配信

活動実績

25



（参考）金融機関と連携した各地域の取組事例

26

※経済産業省「スマートかつ強靱な地域経済社会の実現に向けた研究会」資料より当局抜粋



デジタル：地域ぐるみのDX支援 イノベーション：複数企業が連携して新事業に取り組む事例
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地域課題解決：新たなプロジェクト創出 人材：デジタル・イノベーション人材
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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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