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１．全国地方銀行協会（地銀協）の取組み

 会員各行は、経営革新等支援機関制度に基づく認定支援機関として、中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営

課題に対し、他の認定支援機関と連携しながら、地域密着型金融の推進を通じたコンサルティング機能の発揮などにより、

専門的な支援に取り組んでいます。

 全国地方銀行協会では、こうした支援事例を共有し、そのノウハウを共有知とするため、会員各行の支援事例を「地域密着

型金融の取組み状況」として取りまとめ、情報還元を行っています。また、全国地方銀行協会独自で行員向け研修制度を提

供するなど、会員各行の中小企業経営支援に関する能力向上に向けた取組みを展開しています。

地 銀 協（会員 ６４ 行）

頭取

 認定支援機関に関する各種施策
の動向の報告

・中小企業経営力強化支援法
・認定支援機関連絡協議会での
検討状況

 会員各行における支援事例など
を報告

・『地域密着型金融の取組み状
況』の還元 （26年9月）

1.中小企業等の成長支援
2.地域全体の成長や面的再生
の取組み

3.地域貢献活動の取組み

本部

 通達等により、認定支援機関に
関する中小企業支援施策を会員
各行の本部宛て周知 （随時）

・経営改善計画策定事業
・ものづくり補助金
・創業補助金 など

 「認定支援機関を通じた経営支援
強化のための当面の取組み方針
に関する説明会」を開催

 関係省庁による「中小企業施策
に関する説明会」を開催
・経済産業省 ・中小企業庁

・金融庁 ・特許庁
・中小企業基盤整備機構 など

担当者（次課長クラス）

 関係部会（融資、法人業務）にて、
会員各行の中小企業支援施策に
関する取組み状況に関する情報
交換を実施 （随時）

研修制度

 地銀協の研修事業として、会員各行
の行員向けに、中小企業支援関連
の研修を実施

経営革新等

の実現
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２．会員行（常陽銀行）の取組み

当行は、地域の中小企業、小規模事業者への経営支援態勢の充実に向けて、行内体制の整備を進めるとともに、外部機関等との連携

を図り、円滑な資金供給に向けた資金供給方法の多様化やコンサルティング機能の強化に取り組んでいます。

（１）中小企業等に関する支援体制

お客さまの事業ステージに応じたニーズ

【 創業期 】
資金ニーズ、事務合理化
販路拡大、製品・技術開発

海外進出

【 成長期 】
資金ニーズ、経営合理化
販路拡大、製品・技術開発

海外進出

【 成長期・成熟期 】
資金ニーズ、ＩＰＯ
事業承継、Ｍ＆Ａ

経営改善

【 成熟期・再生期 】
資金ニーズ、条件変更
経営改善、事業再生

営 業 店

本部・グループ会社

営業推進部
○法人営業グループ
○総合金融サービス室
・医療・福祉事業支援
・事業承継支援
・Ｍ＆Ａ支援 など

地域協創部
○地域振興グループ
・ものづくり支援
・アグリビジネス支援
・進出企業等支援

○ストラクチャードファイ
ナンスグループ
・プロジェクトファイナンス
・環境、新エネルギー事業
支援

・創業支援 など

融資審査部
○企業経営支援室
・経営改善支援
・事業再生支援

市場国際部
○国際業務室
・海外進出支援

グループ会社
・リース
・資産運用、株式公開
・経営コンサルティング
・各種業務のＩＴ化、
ソフトウェア開発 など

お客さまからの情報 金融サービス
コンサルティング機能の提供

外部機関・専門家など （専門的なノウハウの提供）

連携

【 主な連携先 】
○公共団体等

・茨城県
・信用保証協会
・再生支援協議会
・地域経済活性化支援機構

・産業復興機構
・東日本大震災事業者再生

支援機構

・ＪＥＴＲＯ
・産業支援機関 など

○研究機関等
・産業技術総合研究所
・物質材料研究機構

○大学等
・筑波大学
・茨城大学
・福島大学
・宇都宮大学
・埼玉大学 など

○金融機関
・日本政策投資銀行
・日本政策金融公庫
・商工中金
・外国銀行 など

○経営コンサルタント等
・税理士
・会計士
・弁護士 など
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２．会員行（常陽銀行）の取組み

 当行は、地域のものづくり企業の経営改善（売上増など）や新事業創出、経営課題の解決などを支援するため、企業の明日を企業と

ともに考え、行動する中長期的な取組みとして「nextⅩ（ネクストテン）」活動を展開しています。

 ネクストテン活動では、産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所との事業協創プロジェクト「アクションＪＡＴ」や大手企業

も多数参加する技術商談会「常陽 ものづくり企業フォーラム」など、ビジネス機会の創出や産学連携機会の創出、販路開拓などを促

進するための支援を行っています。。

（２）ものづくり企業支援の取組み

１． 事業協創プロジェクト「アクションJAT（※1）」
※1 JAT：連携する産総研（略称AIST）、常陽銀行（JOYO）、東邦銀行（TOHO）のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

● 産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所（産総研）が求める

技術ニーズと地元企業が有する技術とのマッチングを支援（11月5日開催）

● 当日参加企業数：150社／220名

● 参加企業の技術提案書作成を支援。今後、産業総合研究所との個別マッチ

ングを経て、27年3月頃には共同研究・事業化に取り組む企業が選定され

る予定

地元企業のビジネス機会、産学連携機会の創出に向けた支援

２．常陽 ものづくり企業フォーラム（第７回）

● 地域のものづくり企業の競争力強化や新たな企業価値創出を目的とし、

「技術提案書」※を活用した大手企業との技術商談会、製品・パネルの

展示会などを実施（12月10日開催） ※「技術提案書」作成件数：193件

● 当日参加企業数：750社／1,600名

販路開拓を促進するための支援

（参考）これまでの「ものづくり企業フォーラム」開催結果およびフォロー状況

（26/11/5 ｱｸｼｮﾝJAT ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの様子）

（26/12/10 ものづくり企業ﾌｫｰﾗﾑ(第７回)の様子）

第４回 第５回 第６回

参加企業数（参加人数） 210社（400名） 300社（700名） 400社（1,050名）

技術提案書作成件数 102件 165件 183件

総商談件数 222件 768件 1,271件

商談進展中の件数※ － － 142件

成約件数 14件 21件 30件

※開催後6ヶ月を基準として営業店担当者にフォロー調査を実施
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２．会員行（常陽銀行）の取組み

 ものづくり企業の支援には、企業の持つ技術や製品を評価する力が必要とされます。この目利き力を充実させるため、当行では

支援チーム（メーカーおよび外部機関出身のコーディネーター３名、支店長経験者３名）を設置し支援態勢を強化しています。

 中小企業等支援施策と連携した支援として、各種補助金の申請支援や制度融資等の活用に向けた事業計画の策定支援を、営業店

と本部が連携を密にしながら積極的に取り組んでいます。

 また、当行がコーディネート力を発揮して、大学・研究機関などの外部機関や企業間の連携による新技術・商品開発、事業拡大など

企業の成長を積極的にサポートしています。

（３）ものづくり企業支援の取組み（体制面の強化）

ものづくりコーディネーター（顧問）【３名】
・茨城工業技術センター 元センター長

・ひたちなかテクノセンター 常務取締役

・大手メーカー 元技術主幹

支援施策担当【１名】
・経済産業省関東経済産業局 職員（出向）

ものづくり支援担当【１名】

・地域協創部地域振興グループ 調査役（行員）

産学官連携コーディネーター【３名】
・支店長経験者（行員）

茨城大学 産学連携イノベーション創生機構
・特命教授（行員）

本部・営業店間の連携

 営業ツールとして、有効な補助金を本部がピックアップして
営業店に還元（随時）

 補助金申請書記載のポイントについて、各営業店担当者が
お取引先企業に説明

 営業店担当者から、本部へのブラッシュアップ依頼
 コーディネーターや他の支援機関と連携し、丁寧なブラッシュ
アップを実施（外部・内部環境の洗い出し、記載内容の調整等）

※補助金申請支援（当行実績）

24年度補正予算「ものづくり補助金」
申請件数 253件、採択件数 119件

（一次公募）申請件数138件／採択件数53件
（二次公募）申請件数115件／採択件数66件
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３．会員各行の支援事例

 会員各行は、外部機関や他の認定支援機関と連携しながら、中小企業・小規模事業者の経営革新（売上増等）、創業、新事業展開、

経営改善、事業再生など、お客さまが抱える経営課題に対し、さまざまな支援を行っています。

（１）創業支援事例（農業参入に対する多面的な事業化支援）

当 行

Ｃ市

◆支援概要

・ Ｄ県内の建設会社Ａ社およびＢ社がキウイフルーツ栽培により農業参入を計画、当行に対し資金面を含めた事業相談あり。

当行は、Ｄ県などの行政機関、日本政策金融公庫などと連携し、資金調達相談、事業計画の策定など、多面的な農業の事

業化支援を実施。

 異業種の農業参入は増えているが、①農産物栽培ノウハウ・技術不足 ②生産物の販路確保 ③複数年にわたる農業

部門の赤字をカバーできる本体事業の体力（資金力）確保などの課題をクリアしないまま安易に参入し撤退する事例

が多いことから、当行が生産・収支計画などの事業計画策定をサポート。

 生産計画や技術確保の検証および農地・補助事業の

情報提供等にあたっては、行政機関などと連携。

 事業の立ち上がりが不安定な果樹経営の資金調達に

おいては、当行を窓口として、日本政策金融公庫の

代理貸（農業制度資金）を同行と連携し対応した。

◆成果

・当行の事業化支援により、2社ともにキウイフルーツの

栽培事業に取り組んでおり、事業の多角化が図れた。

・また、Ｄ県が推奨するフルーツの生産拡大や耕作放棄

地の解消にもつながる取組みとなった。
Ｄ県
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３．会員各行の支援事例

（２）創業支援事例（木質バイオマスを活用した発電事業への支援）

１．取組み経緯

・Ａ市では、平成24年6月に同市及び地元企業等
によるバイオマス発電事業研究会を発足。

・本事業が停滞する林業・木材関連産業の再生と
活性化に資する事業である点や地域の自治体や
企業の連携による新たな地域産業と雇用の創出
に大きく寄与する点を評価し、構想段階から積
極的に関与。

２．当行の支援内容
・ 総合的なサポートの実施
支援内容としては、事業計画策定の指導・アド
バイス、行政支援制度の活用提案、補助金申請
のコンサルタント紹介、行政機関調整、ファイ
ナンス組成等、営業店と本部が連携した総合的

なサポートを実施。
・金融支援
先行するＣ社の工場建設資金を支援。併せて、
信用補完とモニタリングによる実態把握を目的
に、原材料である木材・木質チップを担保とす
るＡＢＬを導入。今後リース会社等との協調融
資を予定。

３．成果
・本事業の稼働により、地元では発電・チップ事
業で約30名、木材を供給する林業関連事業者を
含めると約90名程度の新規雇用の創出が見込ま
れている。

・また、林地残材・間伐材の活用による森林整備
の促進、主伐材の品質向上等、林業・木材産業
の経営環境改善につながる効果が期待される。

Ｄ県の
≪取組み効果≫

①Ｄ県の豊富なバイオマス資源に着目した新たな地域産業と雇用の創出に寄与

②間伐材等の活用による森林整備促進、木材品質の向上など林業・木材産業の再生・活性化

に資する事業への支援
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３．会員各行の支援事例

（３）経営革新支援事例（クロマグロの６次産業化支援）

合弁会社

Ｃ町

１．取組み経緯

・Ａ社は、Ｂ県Ｃ町で漁業と産地市場の仲買人を
営み、自社で漁獲したクロマグロを鮮魚のまま
で中央市場へ出荷。

・需給バランスによる価格変動リスクを吸収する
ため、マグロをストックする冷凍加工場の整備
を計画。事業資金は、①6次産業化補助事業に
かかる国の補助金 ②6次化ファンド※からの
出資を検討。 ※当行を含む地銀4行、メガグループ
2社および農林漁業成長産業化支援機構と共同で設立

２．当行の支援内容
・ 6次産業化アドバイザー等の派遣

補助金とファンドを併用する条件として、6次産
業化に関する国の認定を受ける必要があるため、
6次産業化アドバイザー等を派遣し、6次産業化
に関する総合化事業計画の策定を支援。

・パートナー企業のマッチング支援
ファンド利用の条件である合弁会社の設立に必
要な共同出資者（パートナー企業）のマッチン
グを支援。

３．成果
・6次産業化の認定を受け新法人を設立。補助金
およびファンドからの出資により事業資金を
調達。

・中央市場と産地市場間の価格が安定化。浜値※
の安定につながり、地元漁業者全体に恩恵。

・副次効果として、①食の観光資源としての流通
促進②首都圏への直販③地元雇用の拡大などが
期待される。
※海産物などの水揚げ地で取引される値段
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３．会員各行の支援事例

（４）経営革新支援事例（補助金制度を活用したトップライン支援）

１．取組み経緯

・Ａ社は、加工受託を主とする水産加工品製造業
者。取引先は生協、学校給食、量販店、外食産
業などが中心。委託加工製品は自社加工製品と
比べ粗利が薄く、利益率は低位で推移していた。

・当社では、加工（処理）内容に付加価値を付け
た、独自の自社加工製品の開発とそのための新
加工場の建設を計画。

２．当行の支援内容
・補助金申請支援
資金負担の軽減策として、県の補助金活用を
提案。補助金活用に向けた取組みとして、行
政機関や税理士等と連携し、本プロジェクトの
支援チームを結成。新商品開発や販路拡大、経

営戦略の策定などを支援。
・情報提供、マッチング支援
新加工場建設地として、当社近隣の土地情報を
提供した他、設計業者や建設業者を当社へ紹介。

３．成果
・当行、事業者、県等が連携し支援チームを結成
したことで、スムーズに県の補助金交付決定を
受けることができた。

・独自の自社加工製品を開発することで、収益改
善につながる取組みとなった。

Ｂ県などと連携し、支援
チームを形成し、当行も
支援チームの構成員とな
り、Ａ社をサポ－ト

本業の収益改善（トップライン支援）に関する取組み事例
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３．会員各行の支援事例

（５）事業再生支援事例（ＡＢＬを活用した老舗酒蔵の再生支援）

１．取組み経緯

・Ｃ社は、地域住民から親しまれている有力ブラ
ンドを有する老舗酒蔵。近年、売上減少による
業績低迷に加え、過去の海外投資事業に起因す
る過剰債務問題もあり、抜本的な経営改善に
取り組むこととした。

・経営改善計画の策定は再生支援協議会を活用、
外部専門家とも連携し経営改善に着手。

２．当行の支援内容
・経営改善計画の策定支援
再生に向けての主な課題は、①製造・販売計画
の精緻化 ②販管費のリストラ ③不良在庫の
解消の3点。認定支援機関である会計士と連携
し、脆弱であった経営管理体制の再構築に着手
するとともに、再生支援協議会と連携して経営
改善計画の策定を行った。

・金融支援
再生計画策定の最中、前年度に製造したＯＥＭ
焼酎が販売不振に陥り、過剰在庫を抱えるとと
もに、資金ショートの懸念が発生。当行はメイ
ン行として、焼酎の原料、商品在庫を対象とし

たＡＢＬの実行により金融支援を行った。

３．成果
・ＡＢＬを活用した融資支援により当面の資金
ショートが回避されたことで、再生計画承認
に結びつき、早期に具体的な計画実行に着手
することができた。


