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地域金融の現状①

企業数の推移
企業数の変化（市町村別）
（2004年 → 2014年の変化率）

事業性資金の需要者である企業の数は、全国的に減少を続けている。
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（資料）総務省資料より、日本銀行作成



地域金融の現状②

都道府県別の生産年齢人口の減少
（予測値：2016 年 → 2030 年）

都道府県別の生産年齢人口と貸出残高の関係
(2017 年3 月)

都道府県別中小企業向け貸出残高推計
（2017 年 → 2030 年）

10%以下の減少

10%～15%の減少

15%～20%の減少

20%以上の減少

（資料）金融庁
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減少率 都道府県数

0％～▲10％ 1
▲10％超～▲20％ 8

▲20％超～▲30％ 14
▲30％超～▲40％ 14
▲40％超～▲50％ 10

（推計手法）
都道府県別の中小企業向け貸出残高（推計値）と生産年齢人口の関係を踏
まえ、2030年の各都道府県の中小企業向け貸出残高を推計し、2017年から
の増減率を算出。

（資料）金融庁

貸出残高と強い相関関係を有する生産年齢人口は、今後、多くの地域で急速な減少が進む見通しとなっており、将来の貸出
残高の大幅な減少が予想される
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地域銀行の現状①

地域銀行の決算の推移

 わが国の預金取扱金融機関は、主に、①主要行等、②地域銀行、③信用金庫、④信用組合からなり、地域銀行は預金取扱

金融機関の３割強を占めている。

 地域銀行の決算の推移を見ると、貸出利鞘の縮小からコア業務純益は低下傾向。当期純利益は、有価証券売却益等の寄

与もあり一定水準を維持しているが、2019年3月期決算では与信関係費用の増加などを背景に減少。

（2019年3月末時点）

主要行等（９行）
： 54.5%（約720兆円）

※グローバルに活動する銀行等

地域銀行（105行）
： 31.7％（約418兆円）

※各都道府県に本店を置き、当該都道
府県を主な営業基盤とする銀行

信用金庫（259金庫）
： 11.9%（約158兆円）

※地域の繁栄を図る相互扶助を
目的とした協同組織の金融機関

信用組合（146組合）
： 1.8%（約24兆円）

※地域の繁栄を図る相互扶助を目的と
した協同組織の金融機関

（注） 上記以外にも、ゆうちょ銀行（総資産約209兆円）、農林中央金庫
（総資産約104兆円）等の預金取扱金融機関が存在する。

預金取扱金融機関の総資産額のシェア
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（注１）地域銀行、信用金庫・信用組合については、期中合併における
非存続金融機関の計数は含まれない。

（注２）有価証券売買損益等＝株式３勘定尻＋債券５勘定尻
（注３）信用コスト＝（一般貸倒引当金繰入額＋個別貸倒引当金繰

入額＋特定海外債権引当勘定繰入額＋貸出金償却）－（貸
倒引当金戻入益＋償却債権取立益）"

（資料）金融庁
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（注１）地域銀行については、期中合併における非存続金融機関の
計数は含まれない。

（注２）有価証券利息配当金に計上されている株式配当金、投資信
託の解約益等を除く（投資信託の解約益等は2012年度以降）。

（資料）金融庁

その他 有価証券残高要因 有価証券利鞘要因

貸出残高要因 貸出利鞘要因 資金利益増減

 低金利環境の継続により、地域銀行の貸出利鞘は低下している中で、地域銀行は収益を確保するため国内での貸出残高を

増加させている。しかしながら、残高増加の影響より利鞘低下の影響が大きく、地域銀行の資金利益は低下を続けている。

貸出利益と貸出金の推移
（地域銀行）

資金利益（株式の配当金等を除く）の増減要因
（地域銀行）
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地域銀行の現状②

貸出金平残（左軸） 貸出利鞘（右軸）

（注１）地域銀行については、期中合併における非存続金
融機関の計数は含まれない。

（注２）貸出利鞘＝貸出金利回り－資金調達利回り（資金
調達費用から金利スワップ支払利息を除く）

（資料）金融庁
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（注１）期中合併における非存続金融機関の計数は含まれない。
（注２）信用コスト率＝信用コスト額/貸出金残高
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（資料）金融庁

地域銀行の信用コスト率の推移
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地域銀行の有価証券の保有状況
（2019年3月末時点）

（資料）各社公表資料より、金融庁作成

 経費の減少等により、顧客向けサービス業務の利益が連続赤字となっている銀行数は105行中45行と減少した一方、５期以

上の連続赤字となっている銀行数は23行から27行へと増加するなど、黒字転換の進まない状況が続いている

 信用コスト率は、景気が緩やかに回復する中で、過去の平均と比べて極めて低い水準で推移しているものの、2017年度以

降は上昇しており、今後注視していく必要

 地域銀行の運用する国債・地方債の約４割が今後３年間以内に償還。今後とも、地域金融機関の経営体力やリスクコント

ロール能力に見合ったリスクテイク等の観点も踏まえて、モニタリングを実施

 持続可能な収益性と将来にわたる健全性の確保の観点から懸念のある地域金融機関に対しては、早期警戒制度を活用

し、早め早めの経営改善を促す

地域銀行の現状③

地域銀行の顧客向け
サービス業務の利益の状況

（注１）顧客向けサービス業務の利益率

＝（貸出残高×預貸金利回り差＋役務取引等利益－営業経費） ／ 預金（平残）

（注２）連続赤字行数比率は、地域銀行105行（17年度以前は106行）に占める顧客向

けサービス業務の利益率が２期以上にわたって連続して赤字となっている銀行の比

率。

(資料）金融庁
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協同組織金融機関の現状
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預金・貸出金の推移

種類別有価証券評価差額（株式を除く）の推移

有価証券・預け金の推移

※信用金庫、信用組合の合算
※（資料）金融庁

決算の動向

 協同組織金融機関の営業地区は限定的であり、預金の伸びに比し、貸出金の伸びは低く、現状、預貸率は５割程度。

一方、有価証券や預け金の運用は増加。近年、国債や外債の含み益が減少しており、有価証券評価差額は減少傾向。

 運用利回り低下からコア業務純益は減少傾向。低水準の信用コストや有価証券売買益等により、当期純利益を確保。

 地域企業の生産性向上を図り、地域経済の発展に貢献していくことを通じて、協同組織金融機関自身も継続的な経営基

盤を確保することが重要。
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地域金融機関の課題①
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 地域金融機関は、地域の経済・産業の現状及び課題を適切に認識・分析するとともに、こうした分析結果を活用し、さまざ

まなライフステージにある企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価（「事業性評価」）した上で、それを踏まえた

解決策を検討・提案し、必要な指示等を行っていくことが重要である。

（平成26事務年度 金融モニタリング基本方針（監督・検査基本方針））

 担保・保証に依存する融資姿勢を改め、取引先企業の事業の内容や成長可能性等を適切に評価（事業性評価）し、融資

や本業支援等を通じて、地域産業・企業の生産性向上や円滑な新陳代謝の促進を図り、地方創生に貢献していくことが

期待される。

（平成27事務年度 金融行政方針）

事業性評価

 金融機関が、企業の事業内容を深く理解することなく、「十分な担保・保証があるか」、「高い信用力があるか」等の企業の

財務指標を中心とした定型的な融資基準により与信判断・融資実行をすることで、そうした基準に適う一部の企業に対し

て融資拡大への過当競争が行われているのではないか、との指摘もある。

 十分な担保・保証のある先や高い信用力のある先以外に対する金融機関の取組みが十分でないために、企業価値の向

上が実現できず、金融機関自身もビジネスチャンスを逃している状況（「日本型金融排除」）が生じていないか

（平成28事務年度 金融行政方針）

日本型金融排除



地域金融機関の課題②
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 持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組みが進まない場合、足下ではバランスシートの健全性に問題がなくとも、

将来的に顧客基盤や収益基盤が損なわれることで問題が生じ、その結果として、地域において十分な金融仲介機能が発

揮できず、地域経済や利用者に多大な悪影響を与えることにもなりかねない。

 ビジネスモデルに単一のベスト・プラクティスがあるわけではないが、地域企業の価値向上や、円滑な新陳代謝を含む企

業間の適切な競争環境の構築等に向け、地域金融機関が付加価値の高いサービスを提供することにより、安定した顧客

基盤と収益を確保するという取組み（「共通価値の創造」）は、より一層重要性を増している。

（平成29事務年度 金融行政方針）

CSV（Creating Shared Value）：共通価値の創造

 金融機関を取り巻く経営環境がこれまでにないスピードで変化していく中、こうした変化を金融サービスの向上につなげて

いく必要がある。このため、金融機関の経営者には、自ら主導して、多様なリスクを管理し健全性を確保しつつ、デジタラ

イゼーションへの対応、顧客本位の業務運営の確立と定着、金融仲介機能の発揮といった課題に適切に対処していくた

めの具体的な経営戦略・経営計画を策定することが求められている。そして、その経営戦略・経営計画の下で、必要な取

組みを明確にするとともに、これを着実に実行するための態勢を構築し、営業現場まで浸透させていかなければならな

い。

（平成30事務年度 「実践と方針」）

経営者の役割とガバナンス
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立入検査（オンサイト・モニタリ

ング）における個別の資産査定

を中心に金融機関の健全性を

評価

○ 25事務年度は、小口の資産査定について、金融機関の判断を極力

尊重

○ 26事務年度以降は、金融機関の健全性に影響を及ぼす大口与信

以外の資産査定について、原則として金融機関の判断を尊重

（金融モニタリング基本方針に明記）

○ 25事務年度は、地域銀行が取引先企業の事業を適切に評価できて

いるかについて個別事例に基づき銀行と議論

○ 26事務年度以降は、地域銀行が事業を適切に評価し企業の活性に

いかに取り組んでいるかを検証し、銀行の態勢の強化を促進

資産査定中心の健全性評価

①資産査定における金融機関の判断の尊重

②事業性評価に基づく融資の促進

金融機関全体の
リスク分析に基づく
健全性評価

借り手の事業内容等
の適切な評価に
基づく融資の促進

《従前の検査（モニタリング）手法》

金融機関の融資は、
企業の財務データ、
担保・保証に必要以上
に依存する傾向
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金融機関の資産査定の尊重、事業性評価に基づく融資の促進



金融機関

本

部

営
業
店

企

業

①ニーズや課題の把握

②事業性評価を踏まえた対話

③支援

≪共通の特徴≫

① 企業のニーズや経営課題の把握において、経営者との直接対話、ヒアリング項目の策定、ＩＴの活用による本部・営業

店での情報共有等、独自の仕組みを構築

② 金融機関が分析した企業の事業性評価等を企業に開示しながら、経営課題の背景・根拠の分析結果や経営改善に

向けたポイントを説明する等、企業との課題共有のための対話を実施

③ 企業への経営支援について、経営陣・本部が個々の進捗状況を確認し具体的な指示を行う等、営業店任せではなく

本部が積極的にサポート

≪その他の特徴的な取組み≫

○ 企業の事業性に関する目利き力や企業に対する提案力の向上を図るための人材育成

○ 本業支援の取組みを行員の業績評価に反映

企業から評価される地域金融機関の取組み

■ 企業から評価される金融機関には、本部を含めた組織全体として、企業との課題共有を図る仕組みを構築し、

企業のニーズや課題に沿ったサービスの提供に努めているという、共通の特徴が見られた

13



（１） 自己点検・評価

全ての金融機関が金融仲介の取組みの進捗状況や課題等を客観的に評価するために活用可能

な「共通ベンチマーク」と、各金融機関が自身の事業戦略やビジネスモデル等を踏まえて選択できる

「選択ベンチマーク」を提示。

これらに加え、金融機関が金融仲介の取組みを自己評価する上でより相応しい独自の指標があ

る場合には、その活用も歓迎。

（２） 自主的開示

企業にとっては、自らのニーズや課題解決に応えてくれる金融機関を主体的に選択できるための

十分な情報が提供されることが重要。

金融機関は、ベンチマークを用い、自身の金融仲介の取組みを積極的かつ具体的に開示し、企

業との間の情報の非対称性の解消に努力。

（３） 対話の実施

監督当局は、各金融機関における取組みの進捗状況や課題等について、それぞれの金融機関

が金融仲介の質を高めていけるような、効果的な対話を行っていく。

金融仲介機能のベンチマーク①

14



金融仲介機能のベンチマーク②

項 目 具体例

取引先企業の経営改善や成長力の強化  経営指標の改善や就業者数の増加が見られた取引先数・融資額の推移

取引先企業の抜本的事業再生等による
生産性向上

 貸付条件変更先の経営改善計画の進捗状況
 金融機関が関与した創業、第二創業の件数
 ライフステージ別の与信先数・融資額

担保・保証依存の融資姿勢からの転換  事業性評価に基づく融資を行っている与信先数・融資額

項 目 具体例

地域企業とのリレーション  取引先数（うちメイン取引先数・地元の取引先数）の推移、担当者1人当たりの取引先数

担保・保証に過度に依存しない融資

 事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して対話を行っている取引先数
 地元の中小企業向け融資のうち無担保融資先数
 経営者保証に関するガイドラインの活用先数

本業支援・企業のライフステージに応じた
ソリューションの提供

 事業再生支援で債権放棄等を行った先数及び実施金額
 創業支援、販路開拓支援、事業承継支援等の先数

経営人材支援  中小企業に対する経営人材等の紹介数

業務推進体制  中小企業向け融資や本業支援を担当する従業員数

支店・個人の業績評価  本業支援に関連する評価の支店・個人の業績評価に占める割合

外部専門家の活用  外部専門家を活用して本業支援を行った取引先数

収益管理態勢  事業性評価に基づく融資・本業支援に関する収益の実績・中期的見込み

ガバナンスの発揮
 取引先の本業支援に関連する施策の達成状況や取組みの改善に関する
取締役会における検討頻度、社外役員への説明頻度

金融仲介機能のベンチマークは、以下の共通ベンチマーク（共通１～５）と選択ベンチマーク（選択１～50）から構成され、主と
して地域金融機関による金融仲介機能の発揮状況について、自己評価への活用等を促すものとして、当庁から提示（平成28

年９月公表）。

 共通ベンチマーク：全ての金融機関が金融仲介の取組みの進捗状況や課題等を客観的に評価するために活用可能
 選択ベンチマーク：各金融機関が自身のビジネスモデル等を踏まえて選択

共通ベンチマーク ＜共通１～５＞

選択ベンチマーク ＜選択１～50＞
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 金融仲介機能の発揮については一定の進展。「企業アンケート調査」によれば、「自社の経営課題につき地域金融機関が納得感のある分析

や対応を行っている」と考える企業が約半数（53％）（「金融仲介機能のベンチマーク」からも、事業性評価に基づく融資の進展が見て取れる）

 また、このうちの９割弱（86％）の企業が、金融機関との取引継続を強く希望。企業の経営課題に耳を傾け、企業との間で認識を一致させて

共通理解の醸成を進めていくことが、金融機関の安定的な顧客基盤の確保にも寄与

 金融機関による融資以外のサービス提供を望む企業は少なくない（※）が、実際に金融機関から経営改善支援サービスの提案を受けた企業

は約３割（融資等の提案を受けた企業は約６割）。地域金融機関による、企業ニーズのくみ取りとこれに応じた各種サービス提供を期待

（※）過去１年間で金融機関からの「融資を必要としなかった」とする企業のうち、７割超が融資以外の「サービス提供」を受けたいと回答

事業性評価の進展状況

（注）メインバンクについて集計(n=8,057)
（資料）金融庁

（参考）金融仲介機能のベンチマーク
（事業性評価に基づく与信先数・融資額の全体に占める割合の推移）

地域金融機関の取組課題
（平成30年度企業アンケート調査結果より）

60%

45%

64%

27%

43%

25%

8%

62%

42%

60%

30%

51%

27%

8%

59%

45%

67%

26%

45%

25%

8%

60%

48%

62%

25%

31%

24%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業に関する対話

財務･経営状況の分析

資金繰りの相談､融資の提案

経営改善支援ｻｰﾋﾞｽの提案

自行の金融商品勧誘

特段内容のない日常会話が中心

その他

全回答(n=8011)
正常先上位(n=1586)
正常先下位(n=4645)
要注意先以下(n=1777)

Q.過去１年間について、取引金融機関の担当者は、
貴社を訪問した際、どのようなことをしてくれましたか。

（複数回答可）

（注）メインバンクについて集計
（資料）金融庁

平成30年度
企業アンケート調査の結果

（注）16/3期～19/3期の4期間において全ての計数の確認ができる地域銀行に
ついて集計（ｎ＝88）。
（資料）金融庁

地域金融：金融仲介機能の発揮状況

金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保

※）なお、③以外の先のうち、「是非、取引を継続したい」と回答した者は約６割。

86% 14%③のうち、取引継続意向

是非、取引を継続したい その他の回答

82%

60%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①経営課題等を

聞いてくれる

②①かつ、分析結

果等を伝えてくれる

③ ②かつ、フィード

バック内容に納得感

がある

安定的な顧客

基盤の確保

共通理解

の醸成

事

業

性

評

価

の

進

展

8.23%
10.68%

15.01%
17.95%18.42%

22.75%

27.35%
30.86%

0%

10%

20%

30%

40%

15 16 17 18

事業性評価に基づく与信先数の全体に占める割合
事業性評価に基づく融資額の全体に占める割合

（年度）
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（令和元事務年度）



Plan Do Check Action

経営理念

（経営陣）

 経営理念の浸透

（本部）

 コスト・リターンのバランスの確保

 本部と営業店の連携強化

（営業店）

 顧客本位の営業

 経営戦略の実践

 改善策の策定・実行

 社外役員も交えた評価・進捗管理

と、理念と実践の整合性チェック

 ポートフォリオ全体の分析やビジネ

スライン毎の経営分析

 ベンチマーク（自己点検・評価）、企

業アンケート調査（顧客評価）

 経営戦略の実践を阻害する要因の

特定

 経営理念と整合的な

経営戦略・計画の策

定

持続可能なビジネスモデルの構築に向けた地域金融機関の経営のあり方

金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保

地域金融機関の対応と課題

17

 地域金融機関は、安定した収益と将来にわたる健全性を確保し、金融仲介機能を十分に発揮することによって、地域企業の生産性向上

や地域経済の発展に貢献することが求められる

 そのため、地域金融機関の経営者は確固たる経営理念を確立し、その実現に向けた経営戦略の策定とその着実な実行、PDCAの実践を

図ることが重要（下図参照）

 当局は、地域金融機関の各階層（経営トップから役員、本部職員、支店長、営業職員） 、社外取締役とフラットな関係で対話を実施。対

話にあたっては、心理的安全性（※）を確保することに努める

※心理的安全性：一人ひとりが不安を感じることなく、安心して発言・行動できる場の状態や雰囲気

金融行政の実践と方針
（令和元事務年度）



金融機関の将来にわたる
健全性の確保

金融仲介機能の十分な発揮
（地域企業の生産性向上・
地域経済の発展に貢献）

経営陣

本部長・執行役員

営業職員

支店長 支店長 支店長 支店長 支店長

・明確な経営理念
・着実に実行するための態勢・PDCAの実践
・的確な現状分析に基づいた経営戦略（RAFなども活用）

取締役会等による
ガバナンス

（大きな戦略等に方向性と
実効的な規律付け）

金融機関

金融庁 企業・顧客

金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保

（参考）企業・顧客と金融機関、金融庁

心理的安全性の確保による
闊達な議論の促進

・ノルマ至上主義
・心理的プレッシャー
・不明確な指示
等への留意

・経営理念の理解
・気付きやアイデアの共有
・顧客視点の改善提案
等の浸透
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本部

金融行政の実践と方針
（令和元事務年度）



金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保

地域金融機関の持続可能なビジネスモデルの構築に向けたパッケージ策

地域銀行における競争政策のあり方

 地域銀行によるインフラ的サービスの維持と地域経済・産業の再生を図るため、「成長戦略実行計画」に基づき、独占禁止法の適
用除外に係る特例法の制定に向け関係省庁として協力

地域金融機関の業務範囲に係る規制緩和等

 地域企業の生産性向上等に向けた金融機関の取組みをサポートするため、地域活性化や事業承継等を円滑に実施するための議決
権保有制限（５％ルール）の緩和や、地域商社への５％超の出資を可能にするなどの、業務範囲に関する規制緩和等を実施

 金融機関が、コンプライアンス・リスクの低減を図りつつ、柔軟な人材配置を行うことで、人材（ヒューマンアセット）の育成とこれを
通じた良質な顧客向けサービスの提供に取り組みやすくなるよう、人事ローテーション等に関する監督指針の規定を見直し

 他の金融機関向け出資に係る制限（ダブルギアリング規制）の特例承認について、地域の金融仲介機能の継続的な発揮に資す
る一定の出資等を対象範囲とするよう、告示等を見直し

経営者保証に関するガイドライン

 円滑な事業承継を促す観点から、事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の策定に取り組むととも
に、金融仲介の取組状況を客観的に評価できるKPI（「事業承継時の保証徴求割合」、「新規融資のうち経営者保証に依存しない
融資割合」）を設定

将来にわたる規律付け・インセンティブ付与

 地域金融機関の将来にわたる健全性を確保するための規律付け・インセンティブ付与としての機能も視野に入れ、預金保険料率
のあり方の方向性について、関係者による検討

地域金融機関のガバナンス機能の向上

 金融機関と当局の双方がより具体的かつ深度ある対話を行い、金融機関内での自発的な議論が活発に行われるよう、地域金融
機関の経営・ガバナンスの改善に資する主要論点（コア・イシュー）を策定するとともに、社外取締役への情報発信（対話を含む）
を充実

持続可能なビジネスモデルに関する探究型対話の実践

 確固たる経営理念の下での戦略・計画の実行、ＰＤＣＡの実践状況等について、地域金融機関の各階層（経営トップから役員、本
部職員、支店長、営業職員） 、社外取締役との探究型対話を実施。対話に当たっては、心理的安全性を確保することに努める。 19

金融行政の実践と方針
（令和元事務年度）



金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポート

 「金融育成庁」としての、地域金融機関の企業支援機能の向上と、これを通じた地域経済への貢献の
ための直近１年間の取組みを、「金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポート」として、整理・公表

 金融庁・財務局において、金融機
関の経営陣・本部・営業店など
様々な階層と、多数の対話を実施

 こうした中で、ある地域銀行との間で
行った対話は、今後の取組みにおけ
る一つの参考事例となる試み

地域における金融仲介地域企業・経済の実態把握

 地域企業等との関係構築等を通
じ、地域の実態把握を進めるた
め、「地域生産性向上支援チー
ム」を2018年９月に立ち上げ

 地域生産性向上支援チームは、
東北地方を中心に、53の企業・
税理士等、18の自治体・商工団
体等を訪問するなど、 地域に入
り込み実態把握

こうした活動から、地域金融機関の
企業支援に関し得た「気づき」

 平成27年度より実施する
「企業アンケート」について、
昨年度も約３万社に依頼
（約９千社から回答）

（30年度調査の主なポイント）
 「自社の経営課題につき、地域

金融機関が納得感のある分析や

対応を行っている」と評価する企

業が約半数

融資以外の経営改善支援等を

金融機関に求める顧客も多い

が、実際にこうしたサービスの提

供を受けた企業は約３割に止ま

る

企業アンケート 企業等との対話 地域金融機関との対話
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地域経済エコシステムの形成・深化に取組む金融庁のチーム

総合政策局
総合政策課 地域課題解決支援チーム

監督局
銀行第二課 地域生産性向上支援チーム

監督局
総務課

企画・ノウハウ・
熱意ある人材情報の共有

地域で注目すべき企画・事案
があった場合のフィードバック

まちひとしごと
創生本部事務局

首都圏

金融機関の中央機関

文部科学省

NPO

財務省

民間機関

経済産業省

地域活性化支援機関中小企業庁

大学・研究機関

復興庁

主要行
地域金融機関

観光庁 よんなな会

首都圏の国の
出先機関

連携

金融庁が協働
金融実務経験者の知見の活用等

連携

地方自治体

地域金融機関

国の出先機関

各地域

民間企業

支援機関

■地域課題解決支援チーム ： 金融育成庁として、地域課題のある現場（地域・民間）に飛び込み、地方と中央、産学官金をつなぎ、地域

のプレイヤーが活躍できるための地域課題の解決策を共同企画・実施。

地域活性化に熱意のある公務員・金融マン・支援機関等職員の情報（約1,400名）を蓄積。
（例）新現役交流会2.0（首都圏人材を活用した中小企業経営課題の解決支援策）、潜在的起業希望者支援に関する環境整備、
官金が交流する「ちいきん会」の定期的な開催

■地域課題解決支援室 ： 地域課題解決支援チームや、財務局・地域金融機関等の地域経済エコシステムの形成・深化に向けた取組み
をサポート。
（例）地域の注目すべき企画・取組に関する情報収集と他の地域への展開についての検討
地域のメインプレイヤー等の求めに応じて、活性化策や熱意のある官・金の人材情報等を財務局と共有し、地域経済エコシステムの形成・深化

を支援

■地域生産性向上支援チーム ： 地域課題解決支援チーム・室と連携しつつ、地域金融機関による顧客企業の生産性向上支援に向けた

金融庁・財務局の対話の質の向上につながるよう、顧客企業や商工会等の多様な関係者との対話を実施。

地域課題の共有
地域活性化の好事例の共有

地域課題解決に関する相談・要請
熱意ある人材の情報

証券・保険会社

金融安定監理官

チームの取組
ノウハウの共有

地域課題解決支援室

商工団体

など

地域経済エコシステム
の好事例を把握

地域活性化策
熱意ある官・金の人材情報等

など

チームの活動をサポート

地域で注目すべき企画・事案
の把握・展開

①情報提供

③協働・提供

②要請・相談
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（１） 地域課題の解決のための連携

（※）ある地域において、企業、金融機関、地方自治体、政府機関等の各主体が、それぞれの役割を果たしつつ、相互補完関係を構築するとともに、地域外の経済主体等とも密接な関係を持ちながら、多面的に連携・共創してゆく関係。

若手職員を中心とした人材の育成等のため、職員の新たな発想やアイデアを積極的に取り入れ、職員の自主的な政
策提案の枠組み（政策オープンラボ）を設置、その一環として「地域課題解決支援チーム」が発足

 熱意ある自治体職員と金融機関職員や支援機関等とのインフォーマルな交流の場を開催
 公務員と金融機関職員等がダイアログ（対話）しやすい環境を整備

■「人」と「人」をつなぐ ■ＳＮＳの積極的活用 ■全国ネットワークのある先（全国組織等）との協働
■熱意のあるキーパーソンとの協働 ■課題共有の初期段階から地域に入り込み、自らも提案

地域課題解決支援チーム

地域キーパーソン 協力機関有志

金融庁・財務局メンバー 各ネットワーク

熱意のある産学官金の
キーパーソンが集う
交流会を自ら企画・開催

地域に入り込み、人と人をつなげる有志のダイヤログを開催
（ある地域課題を共有するなど初期段階から一緒に考え、解決に取組む）

企画

ダイヤログイメージ

１
信頼関係を築いたキー
パーソンとのダイアログ３

Ａ町でのダイヤログ

Ｂ地域でのダイヤログ

４

都道府県・市町村 ／ 地域住民

企画

交流会

交流会

各種交流会への参加２

参加 参加

⇒キーパーソンのネットワークを活用し
関係先を拡張

交流会

継
続
的
な
地
域
経
済
エ
コ
シ
ス
テ
ム

キーパーソンの把握

地域課題解決支援チーム

Ａ町ネットワーク形成

Ｂ地域ネットワーク形成

特徴

 熱意ある自治体職員から、地域課題やその解決に向けたアイデアを把握し、国・金融機関等の支援活動を学ぶ
 把握した課題の解決に向けて、地域に入り込んでキーパーソンをつなぎ、「地域経済エコシステム」（※）の形成支援を行う

（２） 自治体職員との金融機関職員等とのネットワーク構築支援

（３） チームの特徴と活動のイメージ

地域課題解決支援チームの活動について（１）
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自治体のキーパーソン（公務員）を探し出す
■ 熱意ある地方公務員が集う会合に参加し、地域課題をヒアリング

熱量の高い公務員と金融マンとの交流会（ちいきん会）を企画
■地方創生に関心ある公務員や金融マンが肩書きを外して自由に意見交換する会を
開催し、新たな取組みや連携に結び付けるネットワーク構築を支援

４８先

（２）地域課題の解決のための連携（１）自治体と金融機関職員等のネットワーク構築支援

地域における具体的な課題を把握する
■各種会合で出会った地方公務員とＳＮＳや対面で意見交換し、
具体的な地域課題を把握

地方創生に取り組む支援機関との勉強会
■地域活性化に向けて、特徴的な取組みをする
キーパーソンや民間企業・支援機関等と意見交換

各支援機関との地域課題解決に向けたダイアログ
■支援機関（金融機関を含む）とともに、本チームが把握した具体的な
地域課題解決に向けた対応策等についてのダイアログ（対話）を実施

課題提示者や支援機関等とのダイアログ
■地域に入り込み、人と人をつなげ、協働できる取組を模索する
ダイアログを開催

２４先

２５先

４回

（計数は、平成３１年３月３１日現在）

チームが熱量の高い公務員が集う会合（よんなな会）に参加
■「よんなな会」で金融庁長官が講演を行ったことを契機に、定期的に本チームが参加
■本会で公務員から寄せられた声： ・熱意ある金融マンと交流・連携したい！

・融資以外の金融機関の機能を理解したい！
※「よんなな会」…国と地方の公務員をつなぐ活動を展開する一般社団法人

「よんなな会」に金融マンとともに参加
■平成31年１月「よんなな会」に、地銀・信金・信組・政府系金融機関と共同参加

第２回「ちいきん会」

■令和元年6月8日(土) in 城南信金
■約２１０名（全国各地から）
■トークセッション
■参加者のニーズとギフトのマッチング
■交流会 ■東北地方ダイアログ（H31．3）

■課題： 企業が人材不足に悩み、多様な
雇用形態を許容するアドバイザーを要望
■企画：被災３県の金融機関が 業態を超
えて連携し、国の機関とともに首都圏の企
業OBを求める企業との人材マッチングイベ
ントを企画
■連携：内閣官房、復興庁、金融庁、 経済
産業局、財務局、地元金融機関など

連携の事例

■産学官金連携の中小企業支援を行う公務員
から、連携の進め方など成功事例を共有。
■遺言の書き方や訪問サービスの充実を求め
る声に対応したいとの公務員が抱える課題
に対して、高齢者向けサポートサービスを
行う金融機関より、高齢者の声を共有する
ことについて、今後協議していく。

６回

１

２

３

１

２

３

４

５

 熱量の高い公務員と金融マンを結びつける交流会（ちいきん会）を企画
キーパーソンと連携し、ダイアログ（対話）を重ね、地域課題解決に向けた具体的な取組みを支援

［事務局］ 内閣官房、金融庁、城南信金、第一勧業信組、 （一社）よんなな会、ＪＰＢＶの有志

■熊本県ダイアログ（H31．3）
■課題：創業しやすい環境を創る
■企画：①創業支援機関による情報共有
ネットワークを構築し、起業者を支援
② 起業の芽を教育の現場で育むため、講
師を担う起業家をデータベース化
③ 起業経験者と金融機関との意見交換
会の開催
■連携：熊本県、熊本市、金融庁、財務
局、地元金融機関、よろず支援拠点など

23

地域課題解決支援チームの活動について（２）



１．地域金融の現状と課題

２．近年の地域金融行政の取組み

①金融仲介機能の発揮に向けた取組み

②中小企業の生産性向上に向けた取組み

３．地域活性化に向けた各地域での取組み事例
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「経営者保証に関するガイドライン」の活用について
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平成31年３月期における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績

 平成31年３月期の「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況を見ると、新規融資に占める経営者保
証に依存しない融資の割合については、民間金融機関全体では約19.1％、前年度比約2.6％ポイント上
昇、地域銀行では約23.6％、同約4.1％ポイント上昇。

 事業承継時（代表者の交代時）の対応状況については、特に新・旧経営者から二重で個人保証を徴求し
ている割合が約18.6％、前年度比約18.8％ポイント低下（事業承継時のデータを取り始めた平成28年度下
期比約26.7％ポイント低下）。

12.2%

14.4%
16.5%

19.1%

13.4%

16.4%

19.5%

23.6%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

27年度 28年度 29年度 30年度

全体 地域銀行

地域銀行

全体平均

（資料）金融庁

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合の推移 事業承継時の保証徴求割合の推移

18.6%

37.4%

45.3%

40.8%

34.5%

28.4%

30.4%

18.3%

18.1%

10.2%

9.8%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30年度

29年度

28年度下期

（注）上記は旧経営者が保証を提供している先における代表者交代手続きが
行われた場合の件数割合を記載。

保証なし
旧経営者保証あり
新経営者保証なし

旧経営者保証なし
新経営者保証あり

二重徴求

（資料）金融庁 １



 多くの地域銀行において、企業の事業内容を深く理解する取組みや顧客との積極的なリレーションを図る取組みなどを実
施していくことが、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合を高めるなど、ガイドラインの活用にプラスの面
で一定の影響を与えていることが窺える。

 このように、事業性評価に関する取組みとも親和的な関係があり、経営戦略全体の中におけるガイドラインの位置付けが重
要である。

【問】 新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合（以下、無保証融資割合という。）が改善した理由として、
直接ガイドラインの規定や運用等を見直す以外に、どのような経営戦略上の取組みが影響を与えたと考えていますか。

7%

19%

43%

52%

38%

23%

12%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ロ．企業への訪問回数を増やすなど顧客と

の積極的なリレーションを図る取組み

（ｎ=98）

イ．企業の財務内容だけではなく、事業の内

容を深く理解する取組み

（ｎ=99）

【かなり影響を与えた】 【それなりに影響を与えた】 【少しは影響を与えた】 【あまり影響を与えていない】

71%

50%

「経営戦略上の取組みがガイドラインの活用に与える影響」
【地域銀行に対する「経営者保証に関するガイドライン」のアンケート調査の結果について（平成31年４月11日公表）】

２



9%

9%

15%

43%

44%

59%

39%

38%

21%

10%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ハ．円滑な事業承継に繋がった

（ｎ=105）

ロ．職員の目利き力の向上に繋がった

（ｎ=104）

イ．顧客との信頼関係の強化に繋がった

（ｎ=105）

【かなりあてはまる】 【それなりにあてはまる】

【少しはあてはまる】 【あまりあてはまらない】

74%

53%

52%

【問】 ガイドラインの活用を促進することで受けられる付随的な効果等（メリットな
ど）はどのようなものがありますか。

（資料）金融庁

「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進が与えるメリット及びデメリット
【地域銀行に対する「経営者保証に関するガイドライン」のアンケート調査の結果について（平成31年４月11日公表）】

３

 多くの地域銀行が、ガイドラインの活用促進は、顧客との信頼関係の強化、職員の目利き力の向上に繋がったと回答
し、顧客の円滑な事業承継にもつながっている。

 ガイドラインの活用促進によるデメリットとして、地域銀行は、経営者の規律付けの低下を招くことを危惧していることが
窺える。

 一方で、貸出債権に対する経営者保証からの回収率をみると、回収率を把握している地域銀行のうち、６割以上が１％
未満の回収率に留まっている。

 このことから、多くの地域銀行にとって経営者保証を徴求することは、回収を前提とした保全としての役割ではなく、経
営者の規律付けのための役割として期待しているものと考えられる。

38%
25% 13% 6% 13% 6%

0%
10%
20%
30%
40%

貸出債権に対する経営者保証からの回収率（ｎ=32）

63%

規
律

付
け

【問】 ガイドラインの活用を促進させることでのデメリットがあるとすればどのような
ものがありますか。

10% 42% 30% 14%4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

イ．経営者の規律付けの低下に繋がる

（ｎ=105）

【かなり関係がある】 【それなりに関係がある】 【少しは関係がある】

【あまり関係がない】 【特にデメリットはない】

52%

（※）回収率を把握し
ていると回答した

地域銀行は105行中
32行。

（資料）金融庁

保
全



 地域銀行には、デメリットとして、経営者の規律付けの低下を危惧する意見がある一方、それが具体的に取引先
企業の財務内容の悪化に繋がることを懸念する声は少ない。

 各金融機関においては、規律付けの具体的な意味や実際の効果等について、十分に検討していく必要がある。

【問】 ガイドラインの活用を促進させることでのデメリットがあるとすればどのようなものがありますか。

10%

2%

42%

12%

30%

82%

14%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ロ．企業の財務内容の悪化に繋がる

（ｎ=105）

イ．経営者の規律付けの低下に繋がる

（ｎ=105）

【かなり関係がある】 【それなりに関係がある】 【少しは関係がある】 【あまり関係がない】 【特にデメリットはない】

 同様に、具体的に取引先企業の資金調達の幅を狭めることに繋がることを懸念する声も少ない。

1% 26% 70% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ハ．顧客の資金調達の幅を狭める

ことに繋がる

（ｎ=105）

【かなり関係がある】 【それなりに関係がある】 【少しは関係がある】 【あまり関係がない】 【特にデメリットはない】

【問】 ガイドラインの活用を促進させることでのデメリットがあるとすればどのようなものがありますか。

52%

「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進が与えるデメリット
【地域銀行に対する「経営者保証に関するガイドライン」のアンケート調査の結果について（平成31年４月11日公表）】

４



改正民法の施行（令和2年4月）に対する対応（旧経営者の保証）
【地域銀行に対する「経営者保証に関するガイドライン」のアンケート調査の結果について（平成31年４月11日公表）】

５

 第三者保証の利用が制限される改正民法の施行を来年に控え、経営に関与していない旧経営者か
らの保証徴求に関して、まだ検討が進んでいない地域銀行は、５割以上となっている。

 一方、何らかの形で対策を進めている地域銀行では、明確な保証徴求基準を定めることや、原則と
して保証を解除するなどの具体的な対応がとられつつある。

26%

18%
53%

3%

イ．既に実施済み

ロ．今後実施する予定

ハ．問題意識はあるが、未だ実施できていない

ニ．現時点で実施する予定はない

【問】
民法改正の施行（令和2年４月）により、第三
者保証の利用が制限されますが、これに備え
て、経営関与していない旧経営者からの保証
徴求を避けるための対策を実施していますか。
（ｎ=104）

56%

44%

17%

22%

48%

59%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

経営関与の度合いが低下していく状況

をフォローする態勢の構築

旧経営者の保証は原則解除

実質的な経営権の定義をルール化し、

保証徴求基準の明確化

【問】 前問でイ、ロを選択された場合、具体的にどのような内容ですか。
（複数回答可）（ｎ＝67）

（※）以下のグラフは、問６－１でイ、ロを選択した46行に占める
各項目の回答数の割合。



ガイドラインの更なる活用促進に向けた今後の対応

（１）経営戦略全体の中でのガイドラインの位置付け、事業承継時の保証徴求の対応等

について、経営トップを含めた金融機関との対話を実施

（２）「経営者保証ガイドライン」の特則の策定
 現行の「経営者保証に関するガイドライン」の特則として、事業承継時の対応に特化したガイド
ラインを新たに策定
（特則の主な内容）

➢真に必要な場合を除き、原則として二重徴求は行わないこと。

➢後継者（新社長）との保証は一概に否定されない一方、安易に保証を求めることは事業承継
の阻害要因となりうる。
このため、金融機関としては、後継者に保証を求めることが事業承継に与える影響も踏まえ
て保証徴求の要否を柔軟に判断すべきことや、その際の具体的な対応手法（停止条件付保
証等）などを明記。

（３）KPIの設定
 以下の計数をＫＰＩとして各銀行に公表を促すことにより、各行の取組状況の「見える化」を図る
➢ 事業承継時の保証徴求の割合（二重徴求、新経営者のみ、旧経営者のみ、無保証、の4
類型）

➢ 新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合

６



「経営者保証に関するガイドライン」等の実態調査結果
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調査の趣旨と調査方法

○ 金融庁としては、これまでも担保・保証に過度に依存しない融資の促進に取り組
んでいるところであり、これを促進するための手段の一つとして、 「経営者保証に
関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）が融資慣行として浸透・定着す
るよう、金融機関に対してガイドラインの活用を促してきた。
現状、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合（以下、「無保証融

資割合」という。）は約16％であり、代表者交代時における二重徴求（旧経営者と新
経営者の両方から保証を徴求している状態）の割合も４割弱となっている。

個別の金融機関の取組みを見ると、ガイドラインの活用や二重徴求解消に関して、
金融機関により組織的な取組みに違いがみられる。
こうした状況を踏まえ、取組みが進んでいる金融機関と進んでいない金融機関

の違いの実態を把握することが重要である。

○ 今回の実態調査では、ガイドラインを活用する上で考えられる「ガイドラインの要
件判断の状況」、「事業承継時におけるガイドラインの活用状況（二重徴求）」、「信
用保証と経営者保証の関係」などについて、地域銀行12行の協力を得て、無保証
割合等が比較的に高い又は低い金融機関の状況について、個別の取引データ等
（注）を受領した上で、対話を行い、その結果を明らかにすることとした。

（注）個別の取引データ（事業者の属性、債務者区分、担保･保証の状況 等）や関連
マニュアルやチェックシート等
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ガイドラインの要件判断の状況について

（注） 割合とは、受領データの全先数のうち、要件を満たしていないと判断している先の割合

無保証融
資割合

金融機関の判断基準に基づき、
ガイドラインに関する要件を

満たしていないと判断している先の割合（注）

①法人と経営者と
の関係の明確な区

分・分離
②財務基盤の強化

③財務状況の正確
な把握、適時適切
な情報開示等

C銀行 ５%未満 56% 99% 9%

D銀行 50%以上 6% 44% 0%

 ガイドラインにおいて、以下の３要件を満たす場合、経営者保証を求めない可能性を検討（ただし、
Q&Aにおいて、必ずしもすべての要件の充足を求めているわけではない旨規定。）。
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離、②財務基盤の強化、③適時適切な情報開示

 無保証融資割合が高い金融機関と低い金融機関における、ガイドラインの要件の判断状況を見ると、
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離、②財務基盤の強化の判断について、大きな差が見ら
れた。

 こうした相違の背景には、以下のような取組みの違いが見られた。

 無保証融資割合が低い金融機関は、ガイドラインの要件を形式的・厳格に判断して運用

 無保証融資割合が高い金融機関は、
①経営トップが、むやみに保証を徴求しないよう指導を徹底する方針を定め、
②現場担当者が保証徴求の要否を簡易に判断できるよう、本部で具体的・簡素な運用基準を設定

 ただし、無保証融資割合の低い金融機関の一部では、規定の見直し等により、同割合が足元で上
昇。

調査対象行合計
（６行）

52% 61% 15%
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【Ｄ銀行の状況】

・チェックシートでは、債務超過や赤字体質ではない
等の分かりやすい判断項目となっている。さらに、経
営者とのリレーションによる情報や事業性評価の内
容を取り入れ、要件が未充足でも、これらの内容を
勘案し、総合的な保証徴求の判断を行っている。

【Ｃ銀行の状況】

・チェックシートがガイドライン本文をそのまま落とし
込んだ抽象的な判断基準となっている。
⇒調査を踏まえて、チェックシートの改定を行い、抽象的であった各
要件の判断基準を明確化するため、要件毎に複数の具体的条件に
細分化し、これらの条件を一つでも充足すれば各要件を満たすこと
が出来るよう緩和。（無保証融資割合が足元で上昇）



事業承継時におけるガイドラインの活用状況（二重徴求）について

 二重徴求について見ると、新経営者に対する保証徴求割合は、各行によりバラつきはあるものの概
ね高い傾向を示しており、旧経営者に対する保証徴求割合（特に、旧経営者の経営関与が弱い先
（※）における保証徴求割合）が低いほど、二重徴求の割合が低い傾向が見られた。

（※）経営関与が弱い先とは、①旧経営者の代表権がなく、かつ、②株式保有割合が1/2以下の先をいう。

 二重徴求の割合が高い先と低い先の組織的な取組みについて、以下のように違いが見られた。

 二重徴求の割合が高い金融機関は、行内規定が不十分であるなど、二重徴求解消に向けた具
体的な取組みが行われていない。

 二重徴求の割合が低い金融機関は経営トップ主導のもと、

①二重徴求解消に向けて、二重徴求の原則禁止や事業承継時の具体的な徴求基準の明確化
②新・旧経営者双方に対する説明や保証解除に向けたアドバイスを実施しているほか、
③さらに、一部の金融機関は二重徴求後も定期的にフォローしている。

【二重徴求の割合と旧経営者の経営関与等について】
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【Ｊ銀行の状況】
・事業承継時における行内規定もガイドライン本文をそのまま
記載するのみで、具体的な二重徴求解消に向けた取組みが
行われていない。

（注１）受領データにおける二重徴求の割合を掲載。

【Ｈ銀行の状況】
・旧経営者の保証解除について、代表権の有無・株式保有割
合等をもとに判断基準を明確化し、営業現場が判断しやすい
体制を整えている。

・二重徴求後も決算書受領時に経営関与の実態等を確認し、
保証要否判断を実施。（注２）旧経営者の経営関与の弱い貸出債権とは、①旧経営者の代表権がなく、

かつ、②株式保有割合が1/2以下の先をいう。

全体に占める
二重徴求の割
合（注１）

全体に占める
新経営者保証徴
求の割合

全体に占める
旧経営者保証徴
求の割合

５行合計 38% 77% 57% 44%

H銀行 28% 89% 29% 2%

Ｊ銀行 59% 76% 80% 75%

旧経営者保証徴求数

旧経営者の経営関与
が弱い先の債権数
（注２）



根保証の利用状況と経営者保証の関係について

 根保証の利用目的や必要性等を考慮し、利用件数を減らそうと取り組んでいる金融機関は根保証の
利用割合が低くなるほか、無保証融資割合も高くなる傾向にある。

 根保証利用に関しては、以下のような違いが見られた。

 根保証の利用割合が高い金融機関は、申し出のあった時や更新のタイミングなど機会のある時以
外は見直しを行っておらず、利用についてもあまり限定されていない。

 根保証の利用割合が低い金融機関は、根保証の見直しを１年毎に行っていたり、当座貸越等の短
期の運転資金に限定して利用している。

 さらに、原則として根保証を禁止している金融機関がある。

 根保証を利用することにより、顧客の利便性を一定程度確保できるとの意見がある一方で、根保証を
利用しないことにより、事業者と接する機会が増加し、直近の業況の把握やリレーションの構築等が

図られるとの意見も聞かれた。

（注）根保証を利用している割合は、受領データから先数ベースで算出（件数ベースの無保証融資割合の算出方法とは異なる。）。
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＜無保証融資割合が低い金融機関＞ ＜無保証融資割合が高い金融機関＞

経営者保証徴求先
のうち根保証を利用
している先の割合

（参考）
無保証融資割合
（29.3時点）

経営者保証徴求先
のうち根保証を利用
している先の割合

（参考）
無保証融資割合
（29.3時点）

A 銀行 24% 10～15% D 銀行 3% 50%以上

B 銀行 20% 10%未満 E 銀行 5% 20%以上

C 銀行 53% 10%未満 F 銀行 0% 30%以上

合計 34% 合計 3%



信用保証と経営者保証の関係について
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【プロパー融資】 【信用保証付き融資】

（信用保証付き融資を利用している先におけるプロパーの協調融資に
対する経営者保証の徴求状況）

（事業承継時における、プロパー融資と信用保証協会付き融資別４類型の割合）

６行平均（95.9％） D銀行（95.1%） C銀行（97.5％）

 信用保証付き融資が経営者保証に与える影響を見ると、以下の状況が見られた。
 信用保証付き融資について、運用上、信用保証協会から経営者保証の徴求を求められており、当
該融資のほとんどに経営者保証が付されていた。また、一部の金融機関を除き多くの金融機関が、
信用保証付き融資の利用先に対するプロパーの協調融資（信用保証の付かない協調融資）につ
いても、経営者保証を徴求している。

 事業承継時における二重徴求の件数は、プロパー融資が約２割である一方、信用保証付き融資
が約６割であり、信用保証制度の影響がみられる。

（注）平成30年4月からの信用保証制度の見直しにより、以下の対応となる。

① プロパーの協調融資に関して担保や経営者保証を徴求していない場合、信用保証付き融資につ

いて、経営者保証の徴求を要しない運用となる。

② 信用保証付き融資に関して、事業承継時における二重徴求は基本的に行わない運用となる。

（以前は二重徴求となるケースも多かった。）

※括弧書きは信用保証付き融資
に占める経営者保証の徴求割合



信用保証の状況について
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 事業者の規模や債務者区分（信用リスク度合い）に応じて信用保証が利用されており、リスクが低くなるほど、信用

保証の利用割合は減少する傾向。

 全融資先に占める信用保証の利用割合に比べて、全融資先に占める信用保証付き融資のみ先の割合は低くなっ

ており、一定のプロパーの協調融資が行われている。特に、事業規模が大きく、リスクの低い先については、その割

合がかなり低くなっている。

 ただし、リスクの低い事業者等であっても、事業者の規模が小さい場合には、信用保証付き融資のみ先の割合が高

い金融機関が一部では存在。
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引き続き議論していくべき内容等

○ 事業承継時における二重徴求を含めたガイドラインの更なる活用を推進するため
には、官民が連携をして、優良な組織的取組事例等の横展開やガイドラインＱ＆Ａ
の改正等による環境整備を進めるとともに、自主的な開示などの金融機関による取
組みの見える化や金融機関との対話を行っていくことが重要である。

○ 経営者保証を徴求する意義や担保・保証に依存しない融資の促進に向けた対応
等について、物的担保の状況や金利と経営者保証の関係、金融機関の経営の観
点も含め、今後とも、金融機関等と更なる対話を行っていきたい。
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（参考） 調査対象行のガイドラインの運用に関する取組事例

【Ｂ銀行】 無保証融資割合 10％未満（H29.3） ⇒ 20％以上（H29.9）

行内規定の変更を実施。変更前は、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」の要件が満たしていない時
点で、他の要件を見ることなく形式的に保証を徴求していたが、変更後は、「法人のみの資産・収益力で借入返
済が可能」と判断できた先であれば、原則保証を徴求しないとする運用を行っている。

【Ｃ銀行】 無保証融資割合 10％未満（H29.9） ⇒ 15～20％（H30.3）

チェックシートの改定を行い、抽象的であった各要件の判断基準を明確化するため、要件毎に複数の具体的
条件に細分化し、これらの条件を一つでも充足すれば各要件を満たすことが出来る明確かつ簡素な要件判断
の基準を定めている。

【Ｄ銀行】 無保証融資割合 30％以上（H27.9） ⇒ 50％以上（H28.3）

チェックリストでは、債務超過や赤字体質ではないなどの分かりやすい判断項目としている。さらに、経営者と
十分なリレーション通じて把握した内容や、事業性評価の内容を取り入れて、要件を十分に満たしていない状況
であっても、これらの内容を勘案することで総合的な判断が行える運用を行っている。

【Ｅ銀行】 無保証融資割合 10％未満（H28.9） ⇒ 20％以上（H29.3）

チェックシートの改定を行い、各要件の具体的な判断基準を示すとともに、中堅企業又は正社員が５０名以上
の中小企業については、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」の要件は満たしているものとするなど、
取引先の実情を踏まえた運用を行っている。
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（参考） 調査対象行のガイドラインの運用に関する取組事例

【Ｇ銀行】 事業承継時の二重徴求割合 5％未満（H29.9）

原則、旧経営者の保証を解除する方針であり、旧経営者の保証を解除しなかった場合でも、本部においてモ
ニタリングを行うことで、組織全体としてその適切性を確認している。

【Ｈ銀行】 事業承継時の二重徴求割合 50％超（H29.3）⇒10～20％（H29.9）

旧経営者の保証解除について、代表権の有無や株式保有割合等をもとに判断基準を明確化し、営業現場が
判断しやすい体制を整えている。また、二重徴求後も年に１回は経営者の経営関与の実態等を確認し、保証要
否判断を行うこととしている。

【Ⅰ銀行】 事業承継時の二重徴求割合 10～20％（H30.3）

事業承継時の新・旧経営者に対するガイドラインの説明を必ず行うとともに、二重徴求を原則禁止としている。
仮に二重徴求となる場合は、保証の必要性の説明や解除に向けたアドバイスを実施。また、二重徴求後の決算
書受領時に旧経営者の経営関与の実態等を確認し、保証要否判断を実施している。

【Ｌ銀行】 事業承継時の二重徴求割合 10％未満（H30.3）

より一層のガイドラインの活用推進のために、直近においても柔軟に規定を改定。具体的には、旧経営者から
の保証の徴求については、第三者保証に該当する可能性を踏まえ、株式保有割合や経営関与の状況等をもと
に保証要件を具体的に定義し、徴求要否を判断する旨を明記している。



成長戦略フォロ－アップ

Ⅲ．人口減少下での地方施策の強化

６．中小企業・小規模事業者の生産性向上

（２）新たに講ずべき具体的施策

「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」
（平成31年６月21日閣議決定）－経営者保証に関するガイドライン関係抜粋－

ⅱ）新陳代謝の促進

・中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継及びそれを通じた地域経済の持続的発展は、金融機関が経営基盤を継続的

に確保する上でも重要であるという観点を踏まえ、以下の施策を推進し、事業承継の阻害要因となり得る経営者保証

に関し、真に必要な場合に限るとの金融機関の運用を徹底するとともに、事業者の支援を行う。

（略）

－事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」（2013年12月５日経営者保証に関するガイドライン

研究会策定）の特則を、年内を目途に策定し、その後の速やかな運用開始を目指す。同特則では、金融機関において、

原則として前経営者、後継者の双方から二重には保証を求めないようにする。また、両者の保証要否の検討において

事業承継への影響も考慮した柔軟な判断を促進すべく、具体的な着眼点や対応手法などについても明記する。

（略）

－金融機関における金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標群（KPI）として、「事業承継時における保証徴求

割合（前経営者と後継者から二重、前経営者のみ、後継者のみ、両者とも保証徴求せず）」及び「新規融資に占める

経営者保証に依存しない融資の割合」を設定し、2019年度下期以降の状況の公表を通じ、金融仲介の取組状況の「見

える化」を推進することや、上記の施策を通じて民間金融機関による経営者保証に依存しない融資についても一層進

めていく。
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円滑な事業承継に向けた支援、REVIC・日本人材機構等の活用

地域企業

地域企業

地域企業

地域銀行等
日本人材機構

ＲＥＶＩＣ 地域企業

企業支援機能の強化

人材・ノウハウ支援の強化

現在の取組み

今後の重点的な取組み

株式会社地域経済活性化支援機構法の改正により、支援・出資決定期限及び業務完了期限を３年間延長。REVICの今後の業務の方向性
については、各地域で自律的な取組みが行われる姿を目指し、地域金融機関の地域企業に対する支援能力の強化を図るため、 ① 地域金
融機関や地域企業への専門家派遣や日本人材機構を通じた経営人材の紹介、② 地域金融機関等と連携し、地域活性化ファンドの共同運
営や設立・運営サポート、といった人材・ノウハウ支援の業務を中心に据えて重点的に取り組んでいく方針。

中堅・中小企業経営者の高齢化が進行している中で、後継者確保が困難等の理由で廃業を選択する事業者が増えているため、

金融機関と事業引継ぎ支援センター（※）の連携を強化すること等により、金融機関による積極的な事業承継支援を促していく。

（※）事業引継ぎ支援センターは、後継者不在に悩む中小企業等を支援するため、産業競争力強化法に基づく認定支援機関に各都道府県１箇所ずつ設置され
ている機関（中小企業庁所管）。

円滑な事業承継に向けた支援

REVIC・日本人材機構等の活用

経営改善、事業再生、事業承継等が必要な企業に対する適切な支援が、専門人材やノウハウが不十分なためにできていない

金融機関に対しては、地域経済活性化支援機構や日本人材機構等、企業支援機能の強化に向けた人材・ノウハウ支援に取り組

む外部機関の活用も促す。
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１．地域金融の現状と課題

２．近年の地域金融行政の取組み

①金融仲介機能の発揮に向けた取組み

②中小企業の生産性向上に向けた取組み

３．地域活性化に向けた各地域での取組み事例
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 銀行が企業の生産性向上に繋がるコンサルティングや融資に取り組むことは、①企業価値の向上を通じた地域経済
の発展、②従業員の賃金上昇による生活の安定、③銀行自らの経営の持続性確保に寄与

 銀行が企業の事業性(経営・ビジネスモデルの妥当性等)を適切に評価し、適切な事業再構築等へのアドバイスと必
要な資金の供給をすることにより、生産性向上の実現が可能に

地域活性化に向けた各地域での取組み事例①（栃木県鬼怒川温泉）

○ 足利銀行は、

① 産業再生機構（当時）や民間ファンドとの協働により、抜本的再生

支援を実施。

② 持株会社とオペレーション会社を設立し、複数の温泉旅館の共

同管理、仕入先の紹介や相見積の導入等によるコスト削減等経

営の効率化を支援。

③ 競争力を喪失した旅館の廃業支援（同行による債権放棄・経営

者保証の解消）

○ 栃木県等は、駅前広場・足湯・遊歩道の整備、廃業旅館の撤去・

公園化。

鬼怒川温泉街の活性化

鬼怒川温泉

駅前広場の足湯
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地域活性化に向けた各地域での取組み事例②（北海道北部）

 稚内信金では、地域の置かれた環境に向き合い、地場産業の構造転換を進め、また、将来への投資にも注力

 市長（町村長）－会頭（商工会長）－理事長（支店長）が三位一体で地域の課題に団結して取り組む

 自らの経営体力を地域のためのリスクテイクに使い、地域や産業に寄り添った伴走型の支援

• かつては遠洋漁業で隆盛 → 200カイリ漁業規制により急速に衰退

• 豊かな観光資源を活かし、漁業依存型の産業からの転換、雇用先、人口の維持を図る
⇒ 市や道、国、航空会社と連携し、観光に必要なインフラ（空港、宿泊施設、航空路線）を整備

• 内部留保（地域の資本）を、地域に必要な産業のために使い、有価証券運用などで過度なリスクを取らない
⇒ 担保・保証に依存せず、取引先の経営課題解決などに取り組む、伴走型の支援

• 水産加工業（ホタテ養殖）、風力発電事業の育成に取り組む
⇒ 猿払村は、全国市町村所得ランキングで、港区（東京都）、千代田区（同左）に次ぐ３位

オトンルイ風力発電と利尻富士稚内信金の営業エリア 46



 「ALL信州観光活性化ファンド」（八十二銀行を中心とする長野県内に本店を置く金融機関、（株）地域経済活性化支援機構な
どが出資）は、観光まちづくりモデルを構築するための中核機能を担う「（株）WAKUWAKUやまのうち」に対して投融資実行（平
成27年８月～平成28年６月）。湯田中・渋温泉エリアの観光資源を再整備し、ターゲットに定めた層に対して情報発信することによ
り集客増につなげ、地域の空き店舗等の不動産を集約し魅力的な街並みへと再構築を図っている。

 まちづくり会社の役員には、地域出身の若手人材が就任したほか、当行から監査役と業務執行を担う出向者を派遣。機構か
らは経営や観光事業等のノウハウを活かした専門人材が派遣され、両者でまちづくり会社の事業立案、計画策定、地域の若
手人材育成などのハンズオン支援を実施。

地域活性化に向けた各地域での取組み事例③（長野県山ノ内町）

「観光地まちづくりモデル構築による観光地の面的活性化へ向けた取組」

<MISSION>
観光まちづくりﾓﾃﾞﾙ構築

①商品企画・発信・集客
②街並み整備
(空き店舗等の有効活用)
③イベント企画運営 等

(株)WAKUWAKUやまのうち
(観光まちづくり会社)

※町出身の若手が運営・推進

・廃業→空き店舗等の発生
・寂れた街並み→観光地の魅力低下
・地域の担い手が不足
・地域連携の不足 等

・長野県北東に位置
・地域資源：湯田中・渋温泉、志賀高原

野猿公苑(ｽﾉｰﾓﾝｷｰ)等
・基幹産業：農業、観光業

・H24:温泉地の面的活性化に着手

・H26:まちづくり会社「WAKUWAKUやまのうち」設立 (事務局：八十二銀行)

・H26:山ノ内町をパイロット地域の候補として機構と連携開始

・H26:長野県における観光活性化連携協定を機構と締結
・H27機構と県内全金融機関で「ALL信州観光活性化ファンド」設立
・H27:㈱WAKUWAKUやまのうちへの人的支援（監査役就任）
・H28：飲食店２店舗、宿泊施設２店舗オープンをサポート

日本版ＤＭＯ
育 成

投融資
人的支援

山ノ内町の概要 地域的課題

①ＨＰ、ＳＮＳ情報発信
②観光庁魅力創造事業
(まちづくり協議会事務
局）
③ナイトフォトツアー企画

① ＷＡＫＵＷＡＫＵ 情報発信 ③27/10 ツアー催行

②27/12～28/3 やまのうちランタン事業

【地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」
（平成29年1月 まち・ひと・しごと創生本部事務局）】
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地域活性化に向けた各地域での取組み事例④（山形県鶴岡市）

 若年層の人口減少が続く中で、次の世代を担う人材と魅力ある産業を育てる基盤づくりのため、庄内14市町
村・県が核となる研究所（慶應義塾大学先端生命科学研究所）を誘致。

 将来の人口減少に対処するため、世界を驚かせる最先端の学術研究所を整備することで地域振興を図る。

 雇用創出、交流人口増加、高度な専門人材の集積につながるとともに、山形銀行の試算では、年間30億円
を超える経済波及効果を生み出していると推計される。

「この市はこのままでは消滅して30年後はない
かもしれない。だから新産業をゼロからつくるこ
とが必要だ。コスト競争で新興国に勝てない日
本は、ものすごくいいものをつくり、高く売るしか
ない。そんな知的産業をゼロから興すためには
先端的な研究所が必要である」

「周りの人たちは冨田さんに、『地元住民への貢
献や経済効果はあるのか』と言ってくるかもしれ
ない。しかし、私が本当にあなたに期待している
ことは短期的な経済効果や地元貢献ではない。
世界がふりむく研究所にして街の学術レベルを
高めてほしい。世界をアッと言わせる研究成果
を出してほしいのです」

（慶大誘致の理由は）
「今の納税者のためではない。将来世代への種まきだ」

誘致にあたりリーダーシップを発揮した山形県鶴岡市 富塚陽一元市長の言葉

【引用元】橋本卓典 捨てられる銀行３ 未来の金融 「計測できない世界」を読む 48



• 2001年、山形県鶴岡市が、慶應義塾大学先端生命
科学研究所（Institute for Advanced Biosciences , 
IAB）を誘致。

• 同研究拠点から、 HMT（ヒューマン・メタボローム・テ
クノロジーズ）、Spiberなど、世界的に注目を集める
ベンチャー企業が成長。

（参考）ベンチャー企業

• 2014年、Spiberのメンバーが独立し地域開発を行うベン
チャー（YAMAGATA DESIGN）を設立。同社が行政に代
わり、土地開発、教育・住宅環境整備、外国人対応など
地域デザインを推進、鶴岡サイエンスパークのブラン
ディング、コミュニケーション等を担当。

• 滞在環境の充実や地域のおもてなし拠点として、2018
年９月に宿泊滞在施設「SHONAI HOTEL SUIDEN 
TERRASSE」（建築家坂茂氏が設計）をオープン。

• 2018年までに、山形銀行、荘内銀行、鶴岡信用金庫の
県内3金融機関と日本政策金融公庫山形支店による総
額22億円の協調融資を実施。

メタボローム解析、
うつ病の診断キット開発
（2013年マザーズ上場）

世界初の人口クモ糸繊維の量産化
技術を確立
合成タンパク質素材の衣料開発

移植用の心臓細胞の製造・販売
心臓以外の臓器細胞の製造販売も計画

人の便から腸内細菌の
遺伝子情報などを解析

地域開発、
まちづくりを推進するディベロッパー
（Spiberメンバーが独立して起業）

唾液からがんなどの疾患
を検査する技術を開発
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 島根県のほぼ中央の中山間地域に位置し、広島県北部と県境を接している、人口１万人余りの町。
 基幹産業は農林業。年間限定200頭の「石見和牛」をはじめ、小規模ながらも特色ある生産者が点在。
 高齢化率40％超で人口減少が進む町だったが、「Ａ級グルメ構想」と「日本一の子育て村構想」を宣言し、徹底した移住者
ケアの結果、特殊合計出生率2.46、３年連続社会増。

 町民の生活満足度調査結果（平成27年）は84％が満足と、全国平均(64％)比高い。

地域活性化に向けた各地域での取組み事例⑤（島根県邑南（おおなん）町）

１. 邑南町（島根県）の概要

２. 主な特徴的な取組み

年月 内容

平成17年７月 町営ネットショップサイト「みずほスタイル」を開設
→様々な工夫の結果、２年９ヶ月で売上７倍に伸長

平成23年３月 町として「農林商工等連携ビジョン」を策定

同年５月
高級イタリアン「AJIKURA」（町営）オープン
→当初町営、その後平成27年に民営化

同年10月 「耕すシェフ」（地域おこし協力隊制度活用）制度開始

平成26年 「食の学校」を開設

平成27年 「実践起業塾」を開講、「農の学校」を開設

平成30年４月 郷土料理レストラン「香夢里」（町営）オープン

○「耕すシェフ」

「食」や「農」に関心のある都市部の人たちに、将来その道のプロにな
るための支援（最長３年間の無料研修指導）を行い、邑南町での起業
を目指してもらう制度。地域おこし協力隊制度を活用。

○「食の学校」

（料理人の世界での徒弟制を廃して、）日本各地からトップクラスの
シェフを招聘し、高度な調理技術を実践的に学ぶプロフェッショナル
コースを準備した学校。

○「農の学校」

有機農業の手法（ＢＬＯＦ農法）を学ぶ学校。「食の学校」同様、農法の
第１人者を招聘し、有機農法を学びたいＩターン希望者の受け皿となる。

○「実践起業塾」

町と日本公庫の連携協定に基づき、町、金融機関（主に日本公庫）、
商工会がタイアップして年間を通じた講座として開講。金融機関や経
営指導員のアドバイスを直接受けながら、事業計画を策定支援するも
の。「食の学校」で学ぶ起業希望者が主に受講。最終的には、低利好
条件での資金調達が可能になる。開講後３年で、融資実行まで至った
案件は３件。
⇒「Ａ級グルメ構想」による店舗が町内に10店舗。移住者だけでなく、
地元住民による起業開業も増加。

○「０円起業」

地域の人たちが資金を出し合って設立した合同会社が店舗物件（地域内の空き店舗等）及び設備投資等の開業資金を用意して、（雇われシェフなが
ら、）「耕すシェフ」や「食の学校」の研修生の町内での飲食店開業（パン屋、蕎麦屋）を実現。
さらに、蕎麦屋では、当該地区の住民が、特徴ある蕎麦を打てるよう、休耕田を活用し、（町内で作っていない）蕎麦を栽培開始。
困った人間を放っておかないコミュニティを大切にする地域と、起業者が（研修期間を通じて、）地域の中で信用を築いたからこそ 実現したもの。 50



地域活性化に向けた各地域での取組み事例⑤（島根県邑南（おおなん）町）

３. 邑南町の課題
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 邑南町の最大の課題は、町内の事業者数の減少（平成26年度には、21年度比で80社減）。
 また、他の地域と比べ、事業承継のタイミングが遅い。邑南町では、40歳を超えても半人前扱いで親世代がまだ頑張って
いて永遠の２番手であるため、後継者がやる気があっても閉塞感が強い。

 経営者の高齢化と後継者不足が深刻化しており、何も手を打たなければ、住民の暮らしを支える商業等機能の維持すら
困難。

４. おおなんＢｉｚ

 上記課題に対し、商工会での経営指導機能だけでは改善が難しい部分もあることから、平成29年12月18日、民間経験の
ある町長自らがトップ主導により、町営の「邑南町しごとづくりセンター」（自治体直営の初のBizモデル※）を設立。町内の
全事業経営者や起業検討者が、無料で何度でも経営相談を行うことができる。

※平成20年静岡県富士市で設立された「f-Biz」をモデルとしたビジネス支援センター。平成31年４月現在全国21ヶ所で展
開。「どんな会社にも光る部分は必ずある」との信念で相談者に向き合い、企業の光る部分や強みの「オンリーワン」を見
つけ出し、「セールスポイント」磨いていき、ワンストップでのコンサル、継続的なフォローにより、具体的な解決策を提案し、
「結果」を出すことに拘る。
センター長の資質として「ビジネスセンス」「コミュニケーション能力」「情熱」を重視し、全国公募で選出。

 開所後１年間の実績として、相談件数435件、起業者数６件と当初目標は達成。町営ゆえに「待ち」ではなく、地域に入り
込む深度が深いのが他のBizとの違い。町内に多い農林業からの相談件数が少ないことが課題。

 具体的な支援として、①販路開拓、②新商品・サービスの開発・新分野進出、③会社の魅力発信の事例があり、いずれも
窮境原因を分析し、強みを活かし、ターゲットを絞るなど、「オンリーワン」を最大限に活かせる方法を考案。



 全国各地の地域金融機関は、クラウドファンディング業者とも連携し、地域の特産品等をつくる業者の資金調達や、地域内

外のファン作りをするなど、地域活性化に貢献

事例①

事例②

滋賀銀行 ＆ ミュージックセキュリティーズ
黒壁ガラス工房25 周年ファンド（滋賀県長浜市）

• 黒壁スクエア※の黒壁ガラス工房に所属する作家が、オリジナルのガラス製作、25 周年という節目を迎え、地域
に恩返しをすることを目的として、ガラス作りの運営費資金を調達。滋賀銀行がクラウドファンディングによる資金
調達を提案（資金だけでなく、宣伝効果を意図）。10,950,000 円(365 口、１口＝30,000円）の調達を実施。

※ ガラスショップ、工房、ギャラリー、レストランが所在し、ガラス工芸とまちづくりを融合させた地元観光名所

• 職人も交えた募集説明会を実施。市民や観光客と顔の見える関係の構築を図り、作家は応援されて いることを
実感（モチベーション向上）。

• クラウドファンディングでの資金調達を通じて全国の投資家から資金調達を行うことができたことに加え、ガラス
工芸教室には関西圏以外からの参加者が増加。

佐賀銀行 ＆ Makuake
酒米の生産から販売まで、『地元』にこだわった日本酒ブランドの構築（佐賀県鹿島市）

内閣府地方創生推進事務局『「ふるさと投資」の手引き 資料集 事例集』、まち・ひと・しごと創生本部事務局『地方創生に資する
金融機関等の「特徴的な取組事例」（平成30年2月）』をもとに作成

• 酒蔵ツーリズムのまち「鹿島市」において、地元酒造会社が徹底的に地元ストーリー
にこだわった新たな日本酒ブランドを立ち上げるとともに、地域の観光振興にも貢献。

• 佐賀銀行はファンドの活用等の資金調達、共同事業者マッチング、店舗建設時の課
題解決等、事業立ち上げから販売開始に至るまでシームレスに事業の実現にむけて
支援。

• クラウドファンディングを資金調達に加え、新商品のテストマーケティングなどに活用。

地域活性化に向けた各地域での取組み事例⑥（地域銀行とクラウドファンディングの連携）
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 鳥取銀行は、地方創生の担い手としての期待も大きい「地域おこし協力隊」の隊員に対して、隊員の最寄支店の支店長を担当
者に設定。各種情報提供から事業計画の策定支援、また創業資金や定住のための住宅取得資金の支援までを組織的にサ
ポートするとともに、鳥取県から隊員研修を請け負うNPO法人「学生人材バンク」と連携し、起業のためのタネ探しから起業支援
まで伴走支援を実施。

地域活性化に向けた各地域での取組み事例⑦（鳥取県）

「地域おこし協力隊への組織的な伴走支援」

起業・移住

実践型起業セミナー

 ドローン養成
スクール運営

 民宿経営
など

伴走支援

移住者の増加
地域活性化

○ドローン養成スクールの起業希望
の協力隊に担当支店長が伴走し、
事業計画書の策定や事業性評価
のもと支援（融資）を実施。

〇協力隊期間中より、岩美町内の中
古物件を活用し宿泊施設運営を
行っていた隊員に、協力隊卒業後も
伴走支援を行い、物件の買い取り
資金の支援を実施。

〇協力隊期間中に、当該地への移
住を決意した協力隊員に対し、当行
の専用ローン商品「移住定住ロー
ン」にて物件購入の支援を実施。

○金融支援として、事業性融資支援２件/合計８百万、住宅ローン支援１件
/8.3百万を実施。

○隊員への情報提供や地域の特産品を開発している隊員へ販売先を紹介
するなどのビジネスマッチング支援の結果、移住する隊員が増加。

○起業する隊員についても、本取組で伴走支援した卒業生でみると、約26％
（全国平均約14％（H29総務省調べ））であり、一定の効果が見られる。

【地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」
（平成30年2月 まち・ひと・しごと創生本部事務局）】
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【引用元】総務省HP(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html)

（参 考）
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（参考）地域おこし協力隊全国サミット（第５回）で紹介された取組事例

大分県日田市

愛媛県宇和島市

和歌山県由良町

宮城県釜石市

熊本県菊池市

地域おこし協力隊員が2年前の豪雨災害時に個人として災
害復興に乗り出し、災害対応経験の乏しかった地元の社
会福祉協議会を全面支援。社会福祉協議会の対応終了
後は、民間初のボランティアセンターを開設。翌年の中国
地方の豪雨災害時にノウハウを伝えるために被災半月後
に現地へ行き、岡山県美作市の隊員の復興活動を支援。

県の施策の「えひめが誇るすご味」にターゲットを定めて地
域おこし協力隊員が柑橘栽培からジュース製造までを事
業化。隊員は事業化のノウハウを持っていた証券会社の
OBを採用。

地域おこし協力隊員を2名採用し活動当初よりミッションを
明確にして地域の魅力を発信している。特に、町のインフ
ラ整備を担当する産業建設課を兼務する隊員は、観光の
魅力発信に大いに貢献している。

地域おこし協力隊員が東北大震災の仮設住宅に居住。地
域課題の解決のみならず地域コミュニティの維持・活性化
にも取り組み、公私両面から情報発信を継続している。

地域おこし協力隊員を継続的に活用（延べ8名）し、地域課
題の解決のみならず地域の魅力を発信し続けることで、県
内の他市町から移住して来る人が増えている。
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