
（財務局と政策金融機関との連携）

地域金融機関と日本政策金融公庫等
との連携状況

令和２年６月
大臣官房政策金融課
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○実績の推移（平成28～令和元年度）

（出典）日本公庫提供資料を基に政策金融課作成。

（注）複数の民間金融機関と協調融資を行っている場合、内訳として表示している件数・金額については、それぞれの金融機関ごとに計上しているため、合計とは
一致しない。

（参考）沖縄公庫の民間金融機関との協調融資の実績
令和元年度：159件、43,440百万円

日本公庫等の民間金融機関との協調融資の実績

＜件数＞ ＜金額＞

（億円）

都市銀行 地方銀行
第二

地方銀行
信用金庫 信用組合 その他 合計

対前年同期比

全体
件数 1,996 9,015 3,431 12,375 1,864 602 28,736 93％

金額 2,387 5,925 1,459 2,969 349 604 12,556 97％

うち国民事業
件数 450 4,980 2,383 10,568 1,696 148 20,225 93％

金額 80 556 257 1,056 154 17 2,122 93％

うち農林事業
件数 52 405 111 128 16 377 1,089 72％

金額 243 889 170 152 17 456 1,930 78％

うち中小事業（注）
件数 1,494 3,630 937 1,679 152 77 7,422 98％

金額 2,064 4,479 1,031 1,760 177 130 8,503 104％

（単位：件・億円）

（件）
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日本公庫等との連携事例として取り上げた地域金融機関一覧
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北海道
事例① 北洋銀行

事例② 十勝信用組合

宮城県 事例③ 石巻商工信用組合

宮城県
福島県

事例④
仙台銀行
あぶくま信用金庫

群馬県 事例⑤ 群馬県信用組合

新潟県 事例⑥ 大光銀行

栃木県 事例⑦ 栃木銀行

埼玉県 事例⑧ 埼玉縣信用金庫

長野県 事例⑨ 長野県信用組合

静岡県 事例⑩ 沼津信用金庫

愛知県 事例⑪ 名古屋銀行

富山県 事例⑫
北陸銀行
富山信用金庫

石川県 事例⑬
のと共栄信用金庫
石川県信用農業協同
組合連合会

京都府 事例⑭ 京都北都信用金庫

大阪府 事例⑮ 大阪シティ信用金庫

兵庫県 事例⑯ 尼崎信用金庫

岡山県 事例⑰ 中国銀行

山口県 事例⑱ 萩山口信用金庫

徳島県 事例⑲ 阿波銀行

高知県 事例⑳ 高知銀行

佐賀県 事例㉑ 佐賀銀行

長崎県 事例㉒ 西海みずき信用組合

大分県 事例㉓ 豊和銀行

熊本県 事例㉔
熊本県内所在地域金
融機関

鹿児島県 事例㉕ 鹿児島銀行

沖縄県 事例㉖ コザ信用金庫

地方銀行 ５行

第二地方銀行 ７行

信用金庫 10金庫

信用組合 ５組合

※事例④の仙台銀行・あぶくま信用金庫、事例⑫の北陸銀
行・富山信用金庫はそれぞれ計上

※事例⑬の石川県信用農業協同組合連合会、事例㉔の熊
本県内所在地域金融機関は含まず
※事例㉖は沖縄公庫との連携事例
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日本公庫等との連携による地域金融機関におけるメリット

○公庫の全国ネットワークを生かしたイベントの開催や情報提供等による支援
⇒主な事例：⑤,⑦,⑨,⑫,⑬,⑲,㉑,㉔

○勉強会等を通じた、職員のノウハウや融資スキルの向上
⇒主な事例：①,②,⑥,⑦,⑧,⑩,⑪,⑫,⑮,⑯,⑳,㉒,㉓

○協調融資によってリスクの分散が図れること等による、単独支援が困難な先
への支援の実施
⇒主な事例：①,②,④,⑤,⑥,⑧,⑨,⑩,⑫,⑬,⑮,⑯,⑰,⑱,㉓,㉔,㉕

○協調融資商品の設計等による、より顧客のニーズに沿った提案の実施
⇒主な事例：①,②,③,⑫,⑭,⑮,⑰,㉖
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各連携事例の内容について（目次）

事例番号
事例
①

事例
②

事例
③

事例
④

事例
⑤

事例
⑥

事例
⑦

事例
⑧

事例
⑨

事例
⑩

事例
⑪

事例
⑫

事例
⑬

事例
⑭

事例
⑮

事例
⑯

事例
⑰

事例
⑱

事例
⑲

事例
⑳

事例
㉑

事例
㉒

事例
㉓

事例
㉔

事例
㉕

事例
㉖

掲載テーマ

創業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業承
継

○ ○ ○ ○ ○

農林水
産業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海外進
出事業

○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

協調融資商品・
スキームの有無

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イベント等
の開催の有無

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 連携の取組み
・平成26年10月、日本公庫等と共同で「北洋農業応援ファンド」を設立(※) 。
・当行と北海道二十一世紀総合研究所がファンドの事業計画策定や事後管理を

支援するにあたり、農業分野のノウハウを持つ日本公庫がサポート。
また、日本公庫と合同で顧客面談を行い、最適な資金調達方法を提案。

・ファンドによる農業法人への資金供与や経営指導を通じ、食の安全等の認証
取得による農産物の品質・付加価値の向上や商談会による販路拡大等の促進
による農業所得向上に貢献、また、新産業創出による地域の活性化にも貢献。

(※)「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に基づく農林水産大臣の承認により設立。
平成25年の同法改正により、承認を受けた投資事業有限責任組合が現在の「農地所有適格法人」(旧農
業生産法人）へ出資可能となった。当行は従前より農業をフードビジネスの起点と捉え農業者に各種支
援をしてきたが、ファンドの組成により農業法人へ自己資本としての支援も可能となり支援の幅が拡大。

【当該ファンドが新産業創出による地域活性化に貢献した事例】
北海道積丹町の農業法人による「積丹ＧＩＮ(ジン)事業」(ボタニカルの栽培と積丹町の植生を活かした
ジン等のスピリッツ蒸溜を行う事業。平成27年に積丹町の地域総合戦略関連事業の一つとして構想され
たもの)に当該ファンドから栽培、スピリッツ蒸溜のための導入資金を出資したほか、日本公庫のスーパー
Ｌ資金やクラウドファンディングを活用し、蒸溜所建設資金の調達を実現(北洋農業応援ファンド第8号
(令和元年))。

 「北洋農業応援ファンド」の出資実績
平成26年度～令和元年度：出資先8件、出資額154.4百万円

 日本公庫との連携による当行及び顧客のメリット
・農林水産業の取組みが豊富な日本公庫のノウハウを共有することができ、一次産業への対応拡大に繋がる。
・気候などの影響を受ける一次産業に対する与信リスクの軽減が図られる。
・日本公庫の支援メニューと合わさることで、サービスの幅が広がり、顧客は、自己資本の充実、資金調達手段の

多様化、経営指導・販路拡大など多彩なサービスを受ける機会の増加が見込まれる。

○ 日本公庫との連携で農業法人を対象としたファンドを創設。農業法人の自己資本の充実、
資金調達の多様化に貢献し、農業を通じた地域課題解決を支援。

事例１ 北洋銀行（北海道）

(提供：北洋銀行）
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 連携の取組み
・日本公庫との「業務連携・協力に関する覚書」に基づき「ベスト

タッグ」(※１）を平成30年8月から取扱開始。
（※１）創業、経営改善、事業承継、ソーシャルビジネス等幅広い分野に対応した協調融資

商品。
・日本公庫の全国的なネットワークを活用することで、地元企業に

より広範な情報提供が可能に。
・また、日本公庫と当組合の顧客対応窓口の一本化、顧客の事業計画

・経営改善計画等の情報の共有、事業承継等に係る日本公庫が持つ
ノウハウの活用により、顧客の事務負担軽減や、融資審査期間の
短縮化などを図っている。

 日本公庫との連携による当組合の融資実績
平成30年度：37件・550百万円
令和元年度(4～9月)：42件・641百万円

 日本公庫との連携による当組合及び顧客のメリット
・高リスク先等、当組合単独では対応困難な顧客に対する支援ができるとともに、リスク分散ができる。
・事業承継、ソーシャルビジネス等の分野のノウハウ提供により、地元企業に対する支援の幅が広がる。
・日本公庫担当者との同行訪問や勉強会、案件相談等を通じ、当組合の若手職員の育成を図るほか、全店舗対象の
「ベストタッグ取組事例発表会」 (※２）を通じ、当組合内での営業推進へ活用。
(※２）「ベストタッグ取組事例発表会」は、各支店における好事例の共有を通じ、各支店間の情報共有・営業力のレベルアップを図ることを目的に開催。

日本公庫担当者がアドバイザーとして参加 。
・日本公庫と当組合とで顧客同意を得て、事業計画書等顧客の申請書類を共有し、顧客の申請手続の負担等を軽減。
・当組合及び日本公庫の豊富な融資商品から顧客の多様な資金ニーズにあった商品を選択できる。

 

【スキーム図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ベストタッグ】 
 

 

 

 

   

   

【十勝信用組合】 

【十勝地域の企業様】 
（創業者、経営改善等に取り組む方） 

【日本政策金融公庫】 創業計画、経営改善計画等の情報共有 

資金調達の可能性の拡大 

書類提出負担の軽減 
地域経済の活性化 

事例２ 十勝信用組合（北海道）

（提供：日本政策金融公庫帯広支店）

【協調融資商品：ベストタッグの概要】

○ 日本公庫との協調融資商品「ベストタッグ」を取扱開始。事業用途を限定しない協調融
資商品は道内の金融機関では初。

6



○ 日本公庫、石巻商工信用組合において、事業承継の協調融資商品を創設。
本連携では資金支援以外にも、事業承継支援機関の協力・サポートにより事業承継計画

策定支援、承継後のフォローアップを充実。

 連携の取組み
・平成30年11月、日本公庫とともに、事業承継に関する

協調融資商品「つなぐチカラ」（※）を創設。
(※) 協調融資商品は、できる限り広いエリアでお客様への対応を可能とするため、
宮城県内3信用組合と日本公庫により創設。みやぎ産業振興機構、宮城県事業引継ぎ
支援センター、宮城県事業承継ネットワーク事務局及び宮城県よろず支援拠点の
協力・サポートを得て、事業承継計画策定支援、必要となる資金の供給、承継後の

フォローアップの支援を充実させている。

・当組合11店舗の融資担当課長等と日本公庫が、宮城県事業引継ぎ
支援センターを講師に事業承継の合同勉強会を開催（令和元年度）。

・日本公庫（融資課長）が当組合全営業店に赴き、協調融資商品や
日本公庫の融資制度に関する勉強会を実施することにより
現場レベルでも連携（年2回）。

 日本公庫との連携による当組合の融資実績
28年度：168百万円、29年度：394百万円、30年度142百万円
協調融資商品「つなぐチカラ」による融資は取扱開始以降：２件

 日本公庫との連携による当組合のメリット
・日本公庫に創業の融資相談があった場合、協調先としてお客様

（新規）を紹介してもらえ、新たな資金ニーズの機会を獲得できる。
・日本公庫との協調により、お客様への融資提案がしやすくなる。
・協調融資商品の創設に伴う面談のワンストップ化・事業計画の共有により、融資事務がスムーズに進められる。

事例３ 石巻商工信用組合（宮城県）

【協調融資商品 『つなぐチカラ』 イメージ図

（日本政策金融公庫提供資料を基に東北財務局作成）

・事業承継計画の共有
・事業者の紹介
・面談のワンストップ化
・情報提供、セミナーの共同開催
・事業承継後のフォローアップ

事業の引継ぎをお考えの方

事業の引き受けをお考えの方

・宮城県事業引継ぎ支援センター

・宮城県事業承継ネットワーク事務局

連 携

石巻商工信用組合

ご相談ご相談
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○ 日本公庫と連携し、事業性評価に基づく協調融資により、農業への新規参入の支援と
地域の震災からの復興を後押し。

 連携の取組み
＜仙台銀行＞平成28年10月、創業・ソーシャルビジネス
向け協調融資（新商品）の取扱いを開始。担当者レベル
の情報交換会を毎月開催し、相談・連携しやすい環境づくり。

＜あぶくま信用金庫＞平成30年10月、創業者向け協調融資
（新商品）の取扱いを開始。協調先の業況等を定期的に情報交換。

[農業への新規参入の連携事例]
宮城県山元町にて就農支援事業を行うＢ社の卒業生が独立創業（Ａ社）する
にあたり、事業立ち上げに必要な資金調達を日本公庫へ相談。
日本公庫が主導し融資スキームを検討、Ａ社の事業内容や成長可能性など事業性
を評価し、日本公庫が設備資金と運転資金、仙台銀行及びあぶくま信用金庫が
運転資金を協調して融資を行ったもの。地域内の雇用創出や農業活性化により
震災からの復興を後押し。

 日本公庫との連携による当行・金庫融資実績
＜仙台銀行＞【農業部門】 28年度:8億円、29年度:3億円、30年度:10億円
＜あぶくま信用金庫＞【協調融資】28年度:14億円、29年度:0.2億円、30年度:0.7億円
 日本公庫との連携による当行・金庫のメリット
・小口の協調案件で融資額に対しコストが過大となり、民間金融機関だけでは案件組成に至らない場合もあるが、

日本公庫との協調により、事務負担を軽減し効率的に融資事務を進めることができる。
・日本公庫の事業性評価書を融資判断の参考にし、計数面にとらわれない事業の評価が行えるようになり、幅広く新た

な業種への融資が可能となるほか、ローカルベンチマーク（非財務情報）の内容を充実させることができる。

事例４ 仙台銀行（宮城県）・あぶくま信用金庫（福島県）

【本件イメージ図】

（日本政策金融公庫提供資料
を基に東北財務局作成）

仙台銀行

プロパー資金

あぶくま信金

プロパー資金

日本公庫
スーパーＬ資金

（事業性評価融資）
新規開業資金

Ｂ社 消費者Ａ社

イチゴの生産

設備資金
運転資金

運転資金運転資金

🍓🍓
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【 】

 日本公庫との連携による当組合の融資実績

事例５ 群馬県信用組合（群馬県）

 日本公庫との連携による当組合のメリット

県内初「中小企業経営承継円滑化法」
に基づく個人融資による事業承継支援

（単位：件、百万円）

（群馬県信用組合提供資料を基に関東財務局作成）

 連携の取組み

28年度 29年度 30年度 31年度
（上半期）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

創業 6 21 1 4 3 12 3 11

事業承継 1 25 1 8 ― ― 1 3

当組合のみでは融資が難しい案件も、協調することでさまざま
な資金需要に対応することができる。
互いに顧客紹介することで、取引先の拡大に繋がっている。
セミナーの共催により、顧客に対するより広範なフォローアッ
プに取組むことができる。

A興業(有)は業歴50年を超える自動車販売・整備業者であり、社長は高齢に至るも
後継者が不在。廃業を検討せざるを得ない状態にあったが、顧客からの事業存続希望
の声を受け、群馬県事業引継ぎ支援センターに相談。後継者バンク登録者とのマッチ
ングが叶い事業譲渡を決意。

【県内初「中小企業経営承継円滑化法」に基づく個人融資による事業承継支援例】

事業承継に伴う資金調達及び事業計画策定については、日本公庫高崎支店及び群馬
県信用組合、群馬県信用保証協会が支援し、創業者からの株式買取による事業承継を
提案。群馬県内初の中小企業経営承継円滑化法の認定を取得した個人への融資実行に
より事業承継が成立したもの。

・

・

平成28年5月、日本公庫と群馬県信用組合との創業者向け協調融資商品「チカラあわせる起業家資金」の取扱いを
開始。日本公庫の働きかけにより協調融資商品を検討・具体化したもの。

・

・
・

・

・平成31年3月、日本公庫との事業継続３年以上の事業者（※）を
対象とした協調融資商品「フレンドシップ資金」の取扱いを開始。

（※） 債務超過先であっても直近決算での経常利益の確保、もしくはその確保が見込める
先であれば利用可能。

（※） 創業以外の方でも利用可能。

○ 後継者不在に悩む企業と創業希望の若者をマッチング。県内初の中小企業経営承継円滑
化法に基づく個人融資により、地元で愛される企業の存続を支援。

○ さらに、創業後事業継続3年以上の事業者についても協調融資商品の対象として拡大。

【譲渡人】

Ａ興業（有）

代表取締役

Ｔ氏
（１００％株主）

S36.7設立の自動車販

売及び修理・整備

（指定自動車整備工

場）

資本金 ８００万円

役員 ２人

従業員 ５人

【譲受人】

Ｋ氏

Ｈ3生まれ28歳

（当時）

群馬自動車大学校卒

業後、Ｈ25.4大手自

動車メーカーに入社。

整備士として６年間

勤務。

入社当初から独立創

業を考えており、資格

取得・技術習得に励

んでいた。

群馬県信用組合

群馬県事業引継ぎ支援センター

日本政策金融公庫
≪認定に基づく特例≫

事業承継・Ｍ＆Ａ相談 起業・Ｍ＆Ａ相談

メイン取引先

株式譲渡による事業承継

群馬県商政課
中小企業経営

承継円滑化法認定

協
調
融
資

保証協会
≪認定に基づく特例≫

融資依頼

融資実行

融資依頼

融資実行

外
部
機
関
連
携
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COFFLADEAコ フ レ デ ィ ア  

 日本公庫との連携による当行の融資実績

平成27年4月、日本公庫と当行により「女性活躍の促進」に積極的な企業を資金面でサポートする、新潟県内初の
女性活躍応援連携融資スキーム「トキメキみらい」を創設。

事例６ 大光銀行（新潟県）

協調融資により、リスク分散が図れる。
日頃のコミニュケーションにより、ノウハウの吸収が可
能になるほか、相互の顧客紹介にも繋がっている。

（単位：件、百万円）

 連携の取組み

28年度 29年度 30年度 31年度
（上半期）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

再生 1 350 2 78 1 16 1 103

【女性活躍応援連携融資スキーム「トキメキみらい」を活用した融資事例 】
Ｍ社は県内４ヵ所で社内託児所を運営し、今般、県内２ヵ所での託児所増設を決定。
本スキームを活用し、必要資金を協調融資。託児所の設置により女性の採用が増え、
労働力確保に繋がった。また、乳幼児の受け入れには、近隣企業に勤務する方や近
所にお住まいの方も利用できる地域枠を設け、地域貢献に寄与している。
託児所設置をきっかけに、M社の従業員になったケースも多くあり、今後も新潟県
内に展開する予定。

【 】
「トキメキみらい」

女性活躍応援連携融資スキーム

（大光銀行ＨＰより）

（大光銀行提供資料を基に関東財務局作成）

女性顧客を対象とした商品・サービスの開発を目的としたプロジェ
クトチーム“COFFLADEA（ｺﾌﾚﾃﾞｨｱ）（※）”を発足。当行女性職
員のほか日本公庫や県内企業の女性職員を加えた検討会議を重ね、
女性専用目的別融資商品をリリース。個人融資にも力を入れている。

 日本公庫との連携による当行のメリット
・
・

・

・

・

・

○ 日本公庫と連携し、女性活躍促進に積極的な法人を資金面でサポートする県内初の女性
活躍応援連携融資スキーム「トキメキみらい」を創設。さらに、女性のアイデアを採用し
た商品を検討するチーム「 」を発足し、女性専用目的別融資商品をリリース。

（※）『コフレディアとは』… フランス語で小箱を意味する「コフレ」と英語の「レディ」
「アイディア」を組み合わせた造語。
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COFFLADEA (コフレディア)



 日本公庫との連携による当行の融資実績

日本公庫３事業（国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業）とタイアップの上、<創業支援>、<中小企業支援
>、<農業支援>の３つの協調融資商品をH30.9同時リリース。創業（予定）者、中小企業者、農業者それぞれに資
金を供給することで、地域経済活性化や地方創生を図る。

事例７ 栃木銀行（栃木県）

 日本公庫との連携による当行のメリット

（単位：件、百万円）

（栃木銀行提供資料より）

 連携の取組み

【日本公庫と連携した創業にかかる協調融資事例】
栃木県の特産品であるかんぴょう（国内生産量の9割シェア）は、安価な
輸入農産物の増加、生産農家の減少等により作付面積、生産量ともに減少
傾向にある中、かんぴょう卸売会社の後継者２人が危機感を持ち、かん
ぴょう生産のための農業法人を設立。設立資金を当行及び日本公庫が協調
融資し、地域農業の再生・地域活性化を図り、県特産物の生産量・人口減
少に歯止めをかける事例となった。本件は、第5回全国創業スクール選手
権において、優秀なビジネスプランとして、中小企業庁長官賞（準グラン
プリ相当）を受賞。

・

・

28年度 29年度 30年度 31年度
（上半期）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

創業 － － － － 5 26 2 24

事業再生 － － 3 180 1 50 2 40

運転資金 － － － － 9 113 5 600

設備資金 － － 4 1,210 13 2,655 6 753

日本公庫の有する豊富な知見やノウハウが習得できる。
日本公庫の全国的なネットワークを活用し、県外の講師を起用する等セミナーを充実化。

・

農業分野では、日本公庫から農業の経営指標や業界事情等の情報提供のほか、様々な知見やアドバイスを享受。当該
アドバイスを基に農業者訪問シートを作成の上、資金需要を的確に把握し、農業者への営業をスムーズに進めている。

・

・

【創業】 【中小企業支援】 【農業支援】

（商品名）とちぎん創業たまご資金 （商品名）とちぎん地方創生ローン （商品名）～夢ひらけ～

（特 徴）これから創業される方・
創業後5年以内の方を対象に、運
転資金や設備資金を融資。

（特 徴）「地方創生」を担う中小
企業者向けに無担保・無保証で
長期資金を融資。金融機関が保
有するローンを特定目的会社が
利用して証券化する仕組み
（CLO）を活用し、資金を調達。

（特 徴）農業を営む個人事業主
または法人を対象に、農業経営
に必要な運転資金及び設備資金
を融資。日本公庫の信用補完ス
キーム（CDS）を活用した商品。

○ 日本公庫３事業と連携し、地域経済活性化に向けた「創業支援」「中小企業支援」「農
業支援」の３つの協調融資商品を同時に創設。

○ 日本公庫との協調融資によりリスク分散が可能となり、単独では融資できない案件まで
フォロー可能に。
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平成30年8月13日、「さいしん創業支援融資チャレンジサポートローン」を日
本公庫との協調融資向けに融資期間や融資上限額を改定し、再リリース。日本公
庫の融資条件に合わせることにより、協調融資の促進を図る。

事例８ 埼玉縣信用金庫（埼玉県）

 日本公庫との連携による当金庫のメリット

 連携の取組み

当金庫単独では融資困難な案件も、協調融資によりリ
スク分散でき、資金調達の多様化が図られることで、
顧客に政府系金融機関、民間金融機関それぞれのメ
リットを感じてもらえる。
日本公庫の有する幅広いノウハウや情報を吸収できる。

当金庫のブロック会議等の機会に実施する共同勉強会や日本公庫県内全支店（5
支店）と当金庫支店長等との情報交換会を実施するなど連携体制を構築。さらに、
支店担当者間で情報交換のうえ、コミュニケーション形成を図っている。

・実在する空き家や空き店舗などの遊休不動産の活用を題材とする、公民連携のワークショップにおいて生
まれたビジネスアイデアを事業化。創業者は空き事務所を活用し、地元産の小麦や野菜を使用するパン製
造小売業を計画。地元自治体が推進するリノベーションまちづくり事業による地域活性化に資する計画と
して、当金庫と日本公庫が協調融資することで計画実現を支援。

【日本公庫と連携した創業にかかる協調融資事例】

・

令和元年10月21日、従前のプロパー融資商品を日本公庫との連携商品「《さい
しん》事業承継応援ローン（NEXT STAGE SUPPORT）」として再リリース。
中小・零細企業経営者の高齢化に伴う事業承継にかかる資金ニーズに、日本公庫
と当金庫が持つノウハウや情報を活かして連携支援。

 日本公庫との連携による当金庫の融資実績
（単位：件、百万円）

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
（上半期）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

創業 4 40 - - 29 235 17 150

事業再生 1 20 2 30 0 0 0 0

・

・

・

・

（埼玉縣信用金庫提供資料）

（埼玉縣信用金庫HPを基に関東財務局作成）

【チャレンジサポートローンのスキーム図】

○ 日本公庫との連携強化や商品サービス向上のため、協調融資商品をリリース。地域課題
解決のため、公民連携ワークショップで生まれたビジネスアイデア（空き家活用事業）の
実現を支援。
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【SBLC制度を活用した
融資事例のスキーム図】

平成28年3月30日、日本公庫とスタンドバイ・クレジット（SBLC）制度にかかる
基本契約を締結（※1）。令和元年7月25日、地域金融機関10機関、日本公庫、ユナ
イテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）と共催で日系企業向けの交流会をシンガ
ポールで開催。

事例９ 長野県信用組合（長野県）

 日本公庫との連携による当組合のメリット

 連携の取組み

日本公庫の広範なネットワークやノウハウを活用すること
で、SBLC制度や交流会の開催など海外展開する顧客への
支援の幅が拡大。
信用リスクの観点で当組合単独では対応困難な案件であっ
ても、連携することで柔軟な対応が可能となる。

・当組合の顧客である金属部品加工業のタイ現地法人が、生産増加に伴う設備・運転資金の調達のため、現地銀
行から直接融資を受けるにあたり、日本公庫及び長野県信用組合が連携して信用状を発行し、資金調達を支援。
日本公庫と連携したSBLCの活用は全国の信用組合の中で初。

【 SBLC制度を活用した融資事例 】

・

・

・

平成30年3月、長野県内初の日本公庫と連携した協調融資商品として「けんしん創
業応援ローン《アスタート》」の取り扱いを開始。創業から創業後までの様々なサ
ポート（※2）を当組合窓口にてワンストップで対応。

・
【アスタートのスキーム図】

 日本公庫との連携による当組合の融資実績
28年度 29年度 30年度 31年度

（上半期）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

創業 － － 0 0 9 61 1 1

（単位：件、百万円）

（※1） 中小企業の海外現地法人等が、日本公庫の提携金融機関から現地流通通貨建ての融資を受ける際、当組合
が債務保証し、日本公庫が信用状を発行することで、海外金融機関から円滑に融資を受けることができる。

（長野県信用組合HPを基に関東財務局作成）

（長野県信用組合HPを基に関東財務局作成）

※創業は協調融資商品である「アスタート」のみ集計対象としている。
（28年度は商品未創設のため集計外。）

5年以内廃業率が高い傾向にある飲食業者向けに、毎年セミナーを共催。・

①税理士・公認会計士を紹介し、創業計画書の作成をサポート。
②日本公庫と当組合が連携して、資金面でのサポート。
③創業後も、当組合、日本公庫、税理士・公認会計士が連携して事業をサポート。

（※2）

○ 日本公庫と連携し、スタンドバイ・クレジット制度により海外事業展開を積極的に支援。
○ 創業に係る様々な相談から創業後までを日本公庫と連携してフォローアップ。
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 連携の取組み
・年３回程度、日本公庫と当金庫の役員レベルで沼津市のまちづくりやまちづくりに

対する支援について、意見交換を実施。
・沼津市が推進する「リノベーションまちづくり事業」の一環である「リノベー

ションスクール」にともに参加し、投資案件の情報を共有。
・平成29年９月、「ぬまづまちづくりファンド」第１号案件に当金庫、日本公庫

による協調融資を実行。
【ファンド第1号案件における連携事例】

A社は旧少年自然の家をリノベーション活用し、「泊まれる公園」をコンセプトとした宿泊施設を運営。
・平成31年３月、上記ファンド・当金庫・日本公庫の融資商品「街の灯(まちのあかり)」

による協調融資を実行(上記ファンド第２号案件)。
【ファンド第2号案件における連携事例】

B社は沼津市内の港前にある廃業した民宿をリノベーションし、若者や外国人が
気軽に利用・交流できるゲストハウスを開設。ゲストハウスが宿泊や交流の場と
なり、入浴・食事は道の駅や近隣店舗を案内することで、地域全体の周遊性を高
める効果が期待。

 日本公庫との連携による当金庫の融資実績(創業)
平成29年度：1件、20百万円 平成30年度3件、11.5百万円

 日本公庫との連携による当金庫のメリット
・創業を中心として全国の事例や融資に係る審査のポイント、事業計画の作成など、日本公庫のノウハウを習得できる。
・民間まちづくり事業に係る投資案件について、初期の段階から日本公庫と情報共有を行うことで計画の検討から融資

実行までスムーズな対応が可能となる。
・日本公庫との協調融資により、リスク分散が図れる。

事例１０ 沼津信用金庫（静岡県）

【まちづくり事業への支援】

【第1号案件：泊まれる公園の球体テント】

【第2号案件：ゲストハウス】

（沼津信用金庫提供）
（沼津信用金庫提供）

（沼津信用金庫提供資料を基に東海財務局で作成）

○ 空き家、遊休不動産の活用等の地域課題解決のため、「ぬまづまちづくりファンド
（※)」及び日本公庫と連携し、「民間まちづくり事業」に取組む企業を支援。
（※）沼津市が支援する「リノベーションまちづくり」を支援するために、当金庫、一般財団法人民間都市開発推進機構が連携し組成したマネジメント

型まちづくりファンド。
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 連携の取組み
・当行は「農業」を成長分野と位置付け、商談会やファンドを活用した出資などに

取り組んでいる。
・６次産業化推進のため、平成28年から『あいち・じもと農林漁業成長応援「食」

と「農」の大商談会』を毎年開催しており、平成31年から日本公庫(取引先企業を
含む)も参加。

・更なる農業分野における連携推進のため、令和元年６月から日本公庫と農業に
特化した役員レベルでの業務推進会議を開催(年３回程度を予定)。

・当行と日本公庫の担当者レベルでは、６次産業化等に係る情報交換を毎月開催。
【連携事例】
主にネット通販を行うA社は、商品である野菜ジュースを子会社B(農業法人)の有機野菜を使用し、グループ内で
内製化する構想を当行へ相談。日本公庫と合同で訪問・検討する中で、B社の有機野菜のみでは材料が不足する
ことが判明。
日本公庫のネットワークにより、品質基準を満たす有機野菜の供給可能な生産者を紹介。さらに、日本公庫より
紹介を受けた専門家と連携し、事業計画等を策定。

 日本公庫との連携による当行の融資実績（農業分野）
平成29年度：1件、15百万円 平成30年度：8件、163百万円

 日本公庫との連携による当行のメリット
・日本公庫との情報交換等により、日本公庫が得意とする事業分野のノウハウを得ることができ、

顧客サービスの向上に繋がる。
・日本公庫と連携することにより、農業分野に知見を有する専門家のサポートを受けることができ、農林事業者が苦手

とする事業計画策定等の支援が可能になる。

（名古屋銀行HPより）

事例１１ 名古屋銀行（愛知県）

【農業分野における日本公庫との連携】

（日本公庫提供資料を基に東海財務局で作成）

【商談会チラシ】

○ 日本公庫と相談先に係る情報を共有し、初期(構想)段階から合同で訪問し、相談先から
の要望にスピーディーに対応。また、日本公庫より紹介を受けた農業分野に知見を有する
専門家とも連携することで、事業計画等策定の支援が可能に。
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○ 協調融資にとどまらず、ビジネスマッチングや販路開拓支援等の本業支援も実施。

○ 過疎化や高齢化から離農が進む中山間地域において、日本公庫と連携し、営農法人（稲
作農家）の経営規模拡大に向けた取組みを支援。

 連携の取組み
・農業融資については、日本公庫職員を講師とした勉強会や、情報交換会等の開催
を通じ、北陸銀行、富山信金ともに日本公庫との連携を強化してきた。

【連携事例】

・過疎化、高齢化が進む富山市南部の中山間地域では、離農に伴う農地集約化により営農法人の作付面積、収穫量が
年々増加。保管キャパシティを理由とした収穫ロス、管理コスト増加等の経営課題が顕在化する中、今後も水稲作
付面積の拡大が見込まれることから、営農法人Ａ社は新たに低温倉庫等の設備投資を計画。

・一方で、資金規模から農業経営のノウハウに乏しい民間金融機関が単独で対応することが困難であったことから、
日本公庫、北陸銀行、富山信金の3者で同社の了解を得て経営課題を共有し、事業性を評価のうえ、協調融資で支援。

・融資規模や同社の資金繰りの安定性を考慮し、日本公庫は低温倉庫等建設資金、北陸銀行はトラクター等の取得資金、
富山信金は増加運転資金を分担。

・北陸銀行及び富山信金では、融資以外にも、ビジネスマッチングや販路開拓支援を通じて、売上の増加に貢献。

 日本公庫との連携による農業融資の実績（30年度）
＜北陸銀行＞2件、100百万円 ＜富山信用金庫＞1件、 75百万円

 日本公庫との連携による当行・金庫のメリット
・単独では支援が難しい先に対して、日本公庫の資金を組み入れることにより、金融機関側のリスク分散に加えて、

長期・固定で返済計画が安定することで、経営者が事業に専念することができる。
・協調融資や勉強会等を通じて日本公庫の全国的な事例やノウハウを共有。創業支援等、農業融資以外においても、

ビジネスマッチングにおける事業者紹介にも期待。

事例１２ 北陸銀行、富山信用金庫（富山県）

（日本公庫提供）

【低温倉庫と保管中の玄米】
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 連携の取組み
・勉強会やセミナー開催等を通じて、日頃から農業分野において日本公庫と連携。

・平成26年、石川県が「能登牛1000頭体制」確立に向け、県外の畜産会社を誘致
し、奥能登（能登町）で黒毛和牛の生産を開始。

・平成30年度には能登牛の1000頭の出荷を達成。新たに、首都圏への出荷を見据
え、1500頭への出荷拡大を目指す県の施策を踏まえた協調融資を実施。

・県内の民間金融機関では、大規模畜産業者への融資実績に乏しく、事業者の
「経営者能力」や「経営戦略」等の事業性評価にあたって、日本公庫の農業融資に係るノウハウを活用。
【連携事例】
・日本公庫、のと共栄信金、石川信連は、（株）能登牧場へ牛舎新設（2棟）や素牛導入（600頭）資金を協調融資。
・石川信連及び日本公庫が事業性評価に基づく設備資金融資を実施。また、生育期間中（28か月）は収益が発生しないため、のと共栄信金及び日本公庫が連携

のうえ生育中の牛を動産担保として運転資金を支援するとともに、のと共栄信金の地元店舗網を活かし、融資後のフォローアップや担保管理を実施。

 日本公庫との連携による農業融資の実績（受託貸付を含む）
＜のと共栄信金＞28年度:  5件、183百万円、29年度:  7件、271百万円、30年度:11件、467百万円
＜石川信連＞ 28年度:35件、334百万円、29年度:14件、126百万円、30年度:29件、623百万円

 日本公庫との連携による当金庫・信連のメリット
・県内では事例が乏しい案件に対して、日本公庫の全国的な事例やノウハウを活用し、事業性評価融資や動産担保融資

が実現。地域の課題である「能登牛」増産に向けた取組みの支援につながる。
・日本公庫の制度資金を取り入れることにより、資金使途が拡大するほか、資金計画の安定化によりリスクが低減。

事例１３ のと共栄信用金庫、石川県信用農業協同組合連合会(石川県)

（(株)能登牧場、石川県農林水産部提供）

○ 地域で事例が乏しい大規模畜産業に対する融資審査に、日本公庫のノウハウを活用。
【(株)能登牧場と能登牛】

○ 石川県産ブランド和牛「能登牛」の生産拡大に向け、事業性評価や動産担保融資を用い
て、牛舎建設資金、素牛導入資金等を日本公庫と協調融資。
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事例１４ 京都北都信用金庫（京都府）

○ 規模拡大や６次産業化等に積極的に取り組む農業者を、金融面で支援するため、京都
府下で初めて、農業者向けに日本公庫との協調融資商品を創設。

 連携の取組み
・平成21年8月に、日本公庫と「業務連携・協力の覚書」を締結し、

地域の農林水産業の活性化等を図ることを目的として業務連携を実施。
・平成31年1月に、京都府下で初めて、

農業者向けの日本公庫との協調融資商品
である「ほくと農業応援ローン『豊作の
願い』」を創設。日本公庫との農業
分野における情報・ノウハウの共有が、
資金ニーズの創出や協調融資への取組みに
繋がることを期待。
（※）背景

「重要な地域資源である農業の支援に注力する。」と
いう理事長の方針に基づき、接点が少ない農業部門を
強化するため、日本公庫と業務連携。

・当金庫では、販路開拓を切り口として、農業者との関係構築を図るため、
農商ビジネス商談会を開催している。

・「FOOD COLLABO LABO 2018 in 舞鶴」では、生産者31社と事業者
30社による商談や情報交換及び生産者同士の交流が行える場を提供。
2019年についても継続して実施。

 日本公庫との連携による当金庫のメリット
・協調融資商品は、当金庫の「豊作の願い」と日本公庫の「スーパーL資金」

をセットにしたものであり、債務者の最終的な金利負担を抑えることが
できる。 18



事例１５ 大阪シティ信用金庫（大阪府）

○ 日本公庫及び大阪シティ信用金庫間で業務連携・協力に関する覚書を締結し、
本覚書に基づき協調融資商品を創設。

○ 勉強会や懇親会を通し創業融資に係るノウハウを共有するほか、顧客の同意を得たうえ
で、双方の支店長間や担当者間で融資案件に係る情報交換や顧客の相互紹介を実施するな
ど、連携は深化。

 連携の取組み
・平成18年に国民生活事業において、また平成26年には

中小企業・農林水産事業において、覚書締結。
・平成27年から、新規創業向け協調融資商品「スター

ト」及び経営革新支援融資「チャレンジ」を取り扱う。
・覚書締結以前より、当庫と日本公庫のすべての

支店において、毎年２回、勉強会及び懇親会を開催し、
公庫が持つ創業に関するノウハウを取得。その他にも、
随時情報交換を行い、互いに顧客を紹介する場合もある。

 日本公庫との連携による当金庫の融資実績（百万円）
【連携融資】

28年度：8,619 29年度：11,322 30年度：9,913
【協調融資】

28年度：5,065 29年度： 7,081 30年度：5,939
※連携融資：当庫が公庫に顧客を紹介し、日本公庫が単独で融資を実行した実績と、下記協調融資との合計。

協調融資：同一目的の資金計画に対し、日本公庫との協議を経て、当庫及び日本公庫が融資を実行または決定したもの。

 日本公庫との連携による当金庫のメリット
・創業支援におけるノウハウの吸収と当庫のリスク分散。
・長期固定金利商品を扱う日本公庫と協調することにより、安定した資金供給と多様な顧客ニーズに対応することが

できる。
（参考）
・大阪信用保証協会との連携商品における創業計画書の様式を、顧客の利便性を高めるために当庫が働きかけ、公庫の様式と統一。

大阪シティ信用金庫と日本政策公庫が覚書に
基づき創設した新規創業支援融資「スタート」

対象 当金庫のエリア内で、新たに事業を始める方、
または事業開始後税務申告を２期終えていない方

期間 運転資金：５年 設備資金：７年

金額 日本公庫と協調して合計１０百万円まで

担保・保証 無担保または不動産担保

保証人 個人の場合は不要、法人の場合は代表者

返済方法 元金均等返済（据置６カ月含む）

※商品内容は、取扱いを開始した平成27年4月当時のもの
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 連携の取組み
・創業支援に係るノウハウの蓄積を目的として、平成28年、公庫との

業務連携・協力に関する覚書(創業)を締結。
・ビジネスプランコンテストを開催し、創業希望者を発掘。
・実際に創業する人へは創業塾にて事業計画をブラッシュアップ。
・創業後は、創業者向けの大交流会を通して、創業者同士のマッチング支

援や創業後のお悩みについてのフォロー等を実施。
（※背景）当庫では、経営改善・事業再生を主とした業務にとどまることなく、事業支援全般に関する

コンサルティング活動を実践するため、平成26年10月、経営改善室を事業支援部に改称。

 日本公庫との連携による当金庫の実績
・創業関連イベントに加え、支店や階層ごとに開催される情報

交換会、勉強会等を通して増加傾向にある。

※連携融資：当庫が公庫に顧客を紹介し、日本公庫が単独で融資を実行した実績と、下記協調融資
との合計。

協調融資：当庫及び公庫が同時実行したもの。（括弧内は協調融資分のみの実績）

日本公庫との連携による当金庫のメリット
・当庫による単独融資が難しい案件について公庫が協調融資してくれることで、

リスク分散になっている。
・創業、事業承継等支援のノウハウ蓄積に役立った。

事例１６ 尼崎信用金庫（兵庫県）

○ 公庫との連携等を通して、創業支援のノウハウを蓄積し、創業希望者の発掘から、事業
計画のブラッシュアップ、創業後のフォローまで一貫して支援する体制を構築。

○ 創業関連のイベントや公庫との情報交換会、勉強会を通して、創業分野における連
携融資の実績が増加。

年度 件数 金額
27年度 45件（37件） 2億7,300万円（2億4,800万円）
28年度 149件（119件） 9億3,800万円（7億6,500万円）
29年度 128件（96件） 9億1,700万円（7億2,200万円）
30年度 169件（121件） 9億0,300万円（6億8,900万円）

ビジネスプランコンテストや
各種イベントを通じて、創業
希望者を発掘

創業塾による
事業計画のブラッシュアップ

創業後は大交流会にて
創業者同士のマッチング支援、
及び創業後のフォローを実施
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○ 平成30年７月豪雨災害により被災した中小企業の復旧、復興に向けて、平成30年9月に
日本公庫と協調融資体制を構築。これにより、被災した中小企業の負担軽減に配慮した対
応のほか、円滑な金融支援が可能に。

 連携の取組み
・当行と日本公庫は、四半期毎に意見交換を行っているなか、「平成30年

7月豪雨災害」により、岡山県各地で甚大な被害が発生。
・当行と日本公庫は、災害復旧に対する金融上の対応を検討し、「夫々

の対応だけでは、円滑な金融支援が困難なケースがあり得る」ことや、
「復旧・復興支援に対する協調した取組みを対外的にPRすることで、被
災した中小企業の安心感を高めることができる」との共通認識に至る。

・協調融資体制の構築にあたっては、担当者レベルで協議を重ね、協調
融資スキームにおける顧客情報や顧客提出書類の共有方法などの事務
取扱方法を定め、当行全店に通達。

・平成30年9月、被災した中小企業の復旧、復興に向けて、日本公庫との
協調融資体制の構築をニュースリリース。

・被災した中小企業の融資希望額が当行単独では応需困難な場合等、
日本公庫と協調対応することで、円滑な金融支援が可能となった。

 日本公庫との連携による当行のメリット
・協調融資スキームの構築により、当行と日本公庫の間で、提出資料の共有

化を図ったことで、被災した中小企業の負担軽減に配慮した対応が可能と
なった。

・協調融資により、リスク分散が図れる。

事例１７ 中国銀行（岡山県）

災害関連融資
災害発生～R1.6まで
件数 実行額

当行融資 175件 3,120百万円
うち協調融資 4件 140百万円

（中国銀行HPより）

被
災
し
た
中
小
企
業
者

(

個
人
事
業
主
を
含
む
）

① 相談(※)

・顧客情報の相互提供
・協調融資の審査

① 相談(※)

(※) 相談時に協調融資検討の同意

協調融資体制の概要

② 協調体制

（中国銀行提供資料より）

 日本公庫との連携による
当行の災害関連融資の実績
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○ 頻繁に意見交換を行うなど、当金庫と日本公庫の担当者同士の顔が見える関係を構築。
○ 「楽しくなければ勉強じゃない」をコンセプトに日本公庫の協力も得ながら、失敗談を

テーマにするなど切り口を変えたセミナーや相談会を実施し、協調による創業融資案件
が増加。

 連携の取組み
・当金庫本店が所在する山口市は、地元商工会議所が創業支援に注力している

こともあり、創業率が比較的高い地域。
・平成28年に当金庫の営業サポート部に創業支援担当者を配置したことで、

連絡窓口が整理され、日本公庫との関係強化のきっかけとなる。
・双方の融資担当者が集まる職員勉強会・懇親会（年1～2回）の開催。
・平成29年頃からは、当金庫との協調融資実績や事例等の資料も参考にしながら、

四半期毎に意見交換を行うほか、ほぼ毎日打合せを行うなど、連携・交流が図ら
れており、担当者同士の顔が見える関係を構築。

・当金庫では、「楽しくなければ勉強じゃない」をコンセプトに、先輩起業家の失敗談
をテーマにするなど、日本公庫の協力も得ながら、切り口を変えたセミナー・相談会
を開催。

・また、当金庫は、日本公庫が主催するセミナーに創業予定者を紹介するほか、交流会
に参加するなどで協力。

・この結果、日本公庫との協調による創業融資案件の増加に繋がっている。

 日本公庫との連携による当金庫のメリット
・日本公庫のノウハウを活かした実現可能性の高い

創業計画の策定。
・日本公庫からの紹介による当金庫の創業案件の増加。
・営業許可前の開業融資など、当金庫の融資対応が難しい資金

は日本公庫が応需。

事例１８ 萩山口信用金庫（山口県）

（リーサスより）

創業融資実績 H29.3末 H30.3末 H31.3末
当金庫融資 20先 20先 31先
うち協調融資 1先 5先 12先

（萩山口信用金庫提供資料より）

創業率 09～12年 12～14年 14～16年

山口市 2.12% 6.15% 5.48%
山口県平均 1.65% 5.43% 4.73%

全国平均 1.84% 6.33% 5.04%

一方、日本公庫は、当金庫に創業後のきめ
細かいフォローを期待 ＝WINWINの関係

【セミナーの様子】

（萩山口信用金庫提供資料より）

 日本公庫との連携による当金庫の創業融資実績
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 連携の取組み
・当行の営業エリアでは一次産業が盛んであることから、従前から

日本公庫農林水産事業の委託貸付制度の活用を通じて日本公庫と
の関係を強化してきた。

・日本公庫担当者による取引先への同行訪問や営業店での勉強会を
通じて日本公庫のもつ各種支援ノウハウの活用を図る。

・IUターン事業者や事業継続に支援が必要な案件について、相互に
紹介する関係が構築されている。

【連携事例】（ ）内は融資案件紹介の流れ

・徳島県内へのIターンにより牡蠣養殖業を行おうとする事業者が当行を訪問したが、国内では珍しい方法による牡蠣養殖業であったため、牡蠣養殖の知見を有
する日本公庫に事業性評価等の相談をしたところ、日本公庫内でも国民事業と農林事業が連携し、三者による協調融資に発展。（当行 →  日本公庫）

・徳島県へのUターンでワインショップを開業したいとの相談が首都圏の日本公庫支店にあったところ、日本公庫から今後の事業展開を見据えて、決済機能と幅
広い地元情報等をもつ当行に協調融資の相談があり支援に発展。（日本公庫 → 当行）

・徳島県内において、経営者が高齢のため後継者を探していたホテルについて、事業を引き継ぐことになった当行取引先宿泊業者に対し、今後も安定的に事業
継続できるよう日本公庫と協議を行い、ホテルの買い取り資金に係る協調融資を実施しリスク分散を図った。（当行 → 日本公庫）

 日本公庫との連携による当行のメリット
・協調融資により、当行及び日本公庫の知見等を共有することで顧客の要望を実現させられるだけでなく、当行または

日本公庫が開催するセミナーへの出席やバイヤーの紹介等の支援が受けられる。

事例１９ 阿波銀行（徳島県）

【 牡蠣養殖業者支援スキーム 】

（日本公庫HP資料を四国財務局で一部修正）

○ 当行と日本公庫が融資案件を相互に紹介することにより、取引先への円滑な支援を実施。

○ 当行営業店における日本公庫担当者との勉強会や協調融資を通じて、日本公庫のもつ各種
支援ノウハウを活用。
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 連携の取組み
・日本公庫の持つノウハウ獲得や信頼関係構築のため、当行職員を日本公庫へ出

向させるとともに、長年にわたり各階層で日常的に意見交換を実施している。
・日本公庫の認定資格である農業経営アドバイザー等を45名（うち上級アドバイ

ザー1名）が取得。また、農業等の課題解決に向け、税理士が中心となり、当行・
日本公庫等も参加する県内有資格者による「高知県農業経営サポート会議」を実
施し、農業経営等の発展に資する取組を令和元年7月に開始した。

・協調融資商品として、高知県の地域アクションプランに資する事業等を支援す
るため「こうぎん地域活性化応援連携融資」を平成31年3月に取扱開始。また、
同年7月に第2弾である「こうぎん農林水産応援連携融資」を取扱開始。

【連携事例】

・高知空港における地酒販売（「高知家ビジネスプランコンテスト2018」受賞）の事業化に係る融資において、特殊なビジネスモデルであったことから日本公
庫の持つ創業支援のノウハウと当行の持つ地酒及び地域情報を相互に共有し、「こうぎん地域活性化応援連携融資」を活用することにより支援を実施。

・高知県芸西村のナス生産農家から、ビニールハウスを移転新設したいとの相談が当行にあり、農業に関する各種データを有している日本公庫とともに実効性
のある事業計画を策定したうえで、「こうぎん農林水産応援連携融資」を活用した支援を実施。

 日本公庫との連携による当行のメリット
・日本公庫との人的交流等により、当行職員の融資に関する知見の向上が図られ、人材育成に寄与している。
・農業や創業に係る支援におけるノウハウやデータを有する日本公庫との連携により、円滑な支援の実施が可能となる。

事例２０ 高知銀行（高知県）

【 地酒販売業者支援スキーム図 】

（日本公庫資料より）

○ 農業及び創業支援について、日本公庫のノウハウやデータを活用し、円滑な支援を実施。

○ 農業分野の課題解決に向け、税理士や当行・日本公庫等の県内の農業経営アドバイザーに
よる会合を実施し、農業経営等の発展に資する取組を開始。
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○ 次世代を担う農業経営者育成を目的として、日本公庫、ＪＡバンク及び当行の３者が連
携し「佐賀農業経営トップランナー養成塾」を開講。３者で連携することにより、農業経
営者の多様な経営課題や支援ニーズに対して幅広い対応が可能に。

事例２１ 佐賀銀行（佐賀県）

 連携の取組み
・日本公庫佐賀支店の呼びかけにより、JAバンク佐賀、当行の３者で連携し、次

世代を担う農業経営者育成を目的として、平成31年１月に「佐賀農業経営トッ
プランナー養成塾」を開講。地方銀行・日本公庫・JAバンクが連携し、農業者
育成支援を行うのは全国初の取組み。

・塾生は少人数（３名）とし塾生毎の経営課題（６次化製品の販売促進、事業承
継等）に沿ったカリキュラムをオーダーメイドし、当行・日本公庫職員や税理
士等が講師となり、各塾生の職場に出向き講義を行うなどきめ細かく対応。ま
た講義の前に、塾生以外も参加可能なオープンセミナー（※）を開催。定員30
名のところ各回満員となった。養成塾は今後も定期的に開講予定である。
(※)WEB戦略、GAP（農業生産工程管理）実践のセミナーを開催。

・さらに養成塾での連携を契機として、令和元年10月に３者合同で若手職員向け
農業融資勉強会を立ち上げ。勉強会を通して、当行営業店担当者と日本公庫・
JAバンク担当者が親睦を深め、顔が見える関係を構築。（勉強会は定例化予定）

・３者で連携することにより、農業経営者の多様な経営課題や支援ニーズに対し、日本公庫は全国ネットワークを活か
したマッチングや専門家を通したコンサルティング、JAバンクは農産品・加工品の技術指導、当行は６次化製品の販
路拡大支援など、融資のみならず幅広い対応が可能になる。

 日本公庫との連携による当行のメリット
・全国ネットワークと３事業毎に専門的なノウハウを有する日本公庫から、審査に関するアドバイスや顧客の紹介を受

けることができる。

【養成塾開講式の様子】

（佐賀銀行提供資料）
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○ 経営者の高齢化や事業所減少など地域課題解決を目的として、日本公庫と創業・第二創
業・事業承継に特化した協調融資商品を創設。協調融資を通して日本公庫の中小企業支援
にかかる豊富な審査ノウハウを習得。

事例２２ 西海みずき信用組合（長崎県）

 連携の取組み
・当組合は、平成30年１月に２信組が対等合併し発足。合併を機に平成

30年11月に日本公庫と「業務連携・協力に関する覚書」を再締結(※)。
(※)「業務連携・協力に関する覚書」は前身である長崎県民信用組合が平成26年４月、佐世

保中央信用組合が平成27年９月に締結しており、合併を機に再締結を行った。
・覚書再締結に合わせ、平成30年11月から日本公庫と協調融資商品「

1,000万馬力」の取扱を開始。九州の信用組合で初の協調融資商品。
当地域の課題である経営者の高齢化や事業所減少への支援に特化し、
融資対象を、創業、第二創業、事業承継とした。

・創業や事業承継の計画書は公庫の様式で統一、顧客の了承を得て一部
資料の共有化、3者面談を実施するなど顧客の負担軽減を図っている。

【連携事例】当行がメインバンクである飲食店が、経営者の高額報酬等により経営が悪化。税
理士も交え事業再建計画を策定した結果、従業員への事業承継を軸に再建を図ることになった。
経営者への退職金等にかかる融資が当行単独では困難であったため、日本公庫へ相談し、協
調融資を実行。経営者の交代を機に人件費が削減され業績が安定した。

・また、当組合の融資課長と日本公庫の課長クラスにおいて、月１～２
回定例で情報交換会を実施。地域内の創業状況や個別の協調融資案件
等について協議している。

 日本公庫との連携による当組合のメリット
・協調融資を通して、日本公庫の中小企業支援にかかる豊富な審査ノウ

ハウを習得できるほか、相互の顧客紹介が当組合の顧客基盤の拡大に
繋がっている。

【協調融資商品「1,000万馬力」の概要】

（西海みずき信用組合提供資料）
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 連携の取組み
・日本公庫との「業務連携・協力に関する覚書」（※1）に基づき、協調

融資、事業計画策定支援、共催によるセミナー・相談会開催等で連携。
（※1）平成26年6月、日本公庫大分支店及び別府支店との間で締結。

・頭取自ら出席する日本公庫との業務連絡協議会を平成28年から開催。
協調融資、セミナー等の目標値とアクションプランについて前年度の
総括及び次年度計画の協議等を実施。会終了後は交流会も開催。

・お互いの営業担当者名簿を共有し連携態勢を構築。日本公庫にて開催
する行員研修や勉強会を通じて職員間の理解が深まり連携機会も増加。

・セミナーや商談会を共催し広報等で連携。JFC大分農商工商談会にお
いて多くのエントリー企業や商談先を紹介し販路拡大を支援（※2） 。
（※2）当行紹介エントリー企業（28年度19社、29年度24社、30年度31社）

・平成29年7月、協調融資商品「創業・新事業サポート資金」を創設し、
日本公庫とワンストップによる事業計画策定を支援。

 日本公庫との連携による当行の融資実績 ➢ 日本公庫との連携による当行のメリット
・日本公庫が持つ創業融資、ベンチャー支援、６次

産業化等の独自ノウハウの提供が期待できる。
・大口案件や追加融資が困難な先も連携して対応す

ることで顧客のニーズに応えられる。
・日本公庫の融資も当行口座を経由するため、顧客

企業の財務状況等の一体的な把握が可能。

○ 日本公庫との業務連絡協議会に頭取自らが出席しアクションプランに基づく各種連携
策を陣頭指揮。研修・勉強会等を通じ職員間の理解が深まり連携機会が増加。協調融資
商品の創設により創業融資等の協調案件も増加。

事例２３ 豊和銀行（大分県）

【覚書に基づく連携スキーム図 】

（豊和銀行提供資料を基に九州財務局作成）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度（上半期）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

72件 1,089百万円 95件 2,615百万円 28件 1,520百万円

（8件） （25百万円） （10件） （93百万円） （5件） （23百万円）

（ ）書きが創業関連協調融資 27



 連携の取組み
・金融庁・九州財務局と県内の行政、金融機関(日本公庫

含む)の有志で結成された「ちいきん会 熊本ダイアログ」
の提案を受け、金融機関(日本公庫・民間)ほか県下支援
機関で構成する「熊本県中小企業経営支援連携会議」が
新たな起業・創業支援の取組みを開始(令和2年4月)。

・会議体のネットワークを活かし、オール熊本の支援機関
によるワンストップの支援サービスを提供。起業後も継
続的に支援し地域経済の活性化に寄与する。

・将来的には起業を考えているが現時点で準備が未着手の
潜在的起業希望者に焦点を当てた全国初の取組み。

・潜在的起業希望者に対する新たなサービス
○ 事務局（保証協会）のHPに県内の支援機関が実施す

る起業・創業に係る情報を一元化し掲載
○ ワンストップ相談窓口（専用ダイヤル等）の設置
○ 複数の支援機関で起業に対する思いや不安を面談
○ 先輩起業家の紹介 〇 事業承継マッチング

 日本公庫との連携による地域金融機関のメリット
・日本公庫が持つ創業、事業承継支援の知見をネットワークの中で提供することが日本公庫の大きな役割と認識(銀行)。
・日本公庫は創業支援のノウハウがあり起業希望者へのアドバイスも的確、協調融資によりリスク分散にもなる(信金)。
・当組合単独ではできない潜在的起業希望者へのアドバイスやセミナーも日本公庫が参画しているため提供可能(信組)。

○ 熊本県内の起業希望者を発掘し雇用創出につなげるため、日本公庫、民間金融機関、
信用保証協会、その他県下支援機関が連携し新たな起業・創業支援を開始。潜在的起業
希望者に対しオール熊本によるワンストップの支援サービスを提供する全国初の取組み。

事例２４ 熊本県内所在地域金融機関（熊本県）

（熊本県中小企業経営支援連携会議提供資料を基に当局作成）

【潜在的起業希望者に対する支援の概要】
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○ 日本公庫（旧農林公庫）と「業務協力に関する覚書」を平成16年に締結（民間金融機
関で初）。以降、当行が推進する農業関連産業群支援の取組を通じ良好な連携関係を継
続。創業・新事業支援等における連携にも発展。

 連携の取組み
・平成16年４月、民間金融機関として初めて旧農林公庫と「業務協力

に関する覚書」 を締結（※1）、以後、良好な連携関係を継続。
（※1）改めて平成27年６月に日本公庫と「業務連携・協力に関する覚書」を締結。

・当行が推進する農業関連産業群支援の取組「アグリクラスター構想」
において、資金調達、ビジネスマッチング、事業計画策定等で連携。

・同構想を通じ、農・畜産業に留まらず、地場産業の焼酎、茶、肉製
品製造業から流通、飲食等に至る産業の振興（６次産業化）を支援。

・日本公庫と業務推進会議を毎年開催し、１年間の総括と今後の連携
を協議。月１回の定例会で協調案件の進捗状況や課題等を協議。

・覚書締結15周年を機に平成30年8月、農業・食品加工・販売の事業
者向け「アグリビジネスセミナー＆輸出相談会」を共催。

・平成30年9月、創業予定者もしくは創業後1年以内の者を対象に創業
応援協調ユニット「きらめきサポート」の取扱を開始（※2） 。
（※2）取扱開始から15ヶ月で、9件、65百万円を融資実行（当行実行額ベース）。

 日本公庫との連携による当行の農林水産業融資実績 ➢ 日本公庫との連携による当行のメリット
・農業には特有なリスクがあり、旧農林公庫時代から蓄

積された豊富な知見の共有がリスクテイクに繋がる。
・協調案件の紹介による新たな取引先の獲得。
・当行単独の支援に限界がある海外ビジネス支援におい

ても日本公庫との連携関係に期待。

事例２５ 鹿児島銀行（鹿児島県）

【アグリクラスター構想における日本公庫との連携】

（鹿児島銀行ＨＰより）

※金額は当行代理貸ベース

平成28年度 平成29年度 平成30年度
令和元年度
（上半期）

件数 41件 55件 52件 29件

金額 22億円 41億円 39億円 27億円
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事例２６ コザ信用金庫（沖縄県）

 連携の取組み
・沖縄県内の民間金融機関と沖縄公庫が、相対で実務者レベルの意見交換、

事務調整を行うための連絡窓口を沖縄公庫主導で設置（H29年10月）。連
絡窓口を通じた本部や支店間での情報交換の進展により、協調融資を推進。

・沖縄公庫との「業務連携・協力に関する覚書」（R1年5月）に基づき、同月、
県内初めての協調融資商品「ベスト・パートナー」を創設し、創業支援の
ための融資を実行（R１年８月）。

【協調融資商品を活用した創業支援の事例】
・沖縄公庫の紹介により、設備資金（機械購入や看板設置等）を当金庫へ申込み、

3者（当金庫、沖縄公庫、A社代表者）で調整を重ね融資実行。
・A社は、畑からのものづくり「沖縄✕カカオ」をコンセプトに沖縄の特産品（沖縄

カラキ、シークヮサー、月桃、泡盛など）をカカオ豆とブレンドし独自のチョコレ
ートを製造。地元食材の活用を通して地域活性化への貢献が期待され、今後も協調
、連携してA社の事業展開を支援。

【地方公共団体と連携した協調融資の事例】
・町村合併に伴うB市の空き庁舎の利活用として、インターナショナルスクール（初等部、中等部）の同庁舎への移転及び高等部の新設を目的とし

た協調融資を実行。同市の創生戦略の推進や同市を中心とした地域の国際人材育成の促進や雇用の創出に貢献。

 沖縄公庫との連携によるメリット
・融資額を分担することで、申込人の資金ニーズに対する幅の広い融資が可能に。
・相談への対応で、当金庫と沖縄公庫で相互補完が図れるため事業計画等の具体性が高まり、より実現性の高い計画に。

【北部地区で新規事業の展開を図る事業者を協調融資商品で支援】

【協調融資スキーム(協調融資商品)の流れ】

（コザ信用金庫 資料提供）

（沖縄公庫 資料提供）

○ 沖縄公庫と連携して協調融資を進めるなか、県内で初めての協調融資商品「ベスト・
パートナー」を創設。地元特産品を活用した事業への融資実行による地域活性化への貢献
などが期待される。
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