
はしがき

　国内における事業所数は年々減少傾向にあります。これまで地域経済を

支えてきた事業者が地域から失われることによって、雇用が失われ、地域

経済の縮小や人口流出などの影響が出てきます。このような現状を受け

て、近年、国をあげて創業者を増やそうとする機運が高まっており、金融

機関の役割として、創業者の支援は地域との絆を深めるとともに、地域経

済を活性化させることにつながります。

　本書は、金融機関の行職員の中でも、特に渉外担当者に向けて、創業支

援の重要性および実践手法を解説した書籍です。第１章・第２章での「な

ぜ金融機関は創業支援を行うのか」「創業ニーズの見つけ方」における創

業の基本知識に始まり、第３章では渉外担当者に求められる「事業計画書

の作成の仕方・読み方」を解説しています。さらに、第４章では「創業サ

ポートとフォローアップ」として、実際の創業事例に関する金融機関の支

援の取組みを紹介することで、より実務的な内容を充実させています。

　制作に際しては、金融機関で創業支援に携わっている方々およびその経

験のある方にご執筆をいただきました。

　本書は「地域活性化のための金融実務がよくわかるシリーズ」として発

刊しています。地域活性化への貢献は、地域金融機関に課せられた重大な

使命です。また、地域の発展は、金融機関自身の収益の源泉として決して

欠かすことのできない目標でもあります。

　本書が創業支援に携わる方の一助となり、お客様と金融機関の発展に役

立つこととなればこれにまさる喜びはありません。

2016年８月

経済法令研究会
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なぜ金融機関は
創業支援を行うのか

第１節　地域の絆づくりから創業支援へ
第２節　創業の増加による地域の活性化と雇用創出
第３節　創業支援、第二創業支援事業の内容
第４節　バンカーとしてのやりがい



事業所数の減少0 1

　金融機関は地域の個人や企業との融資や預金などの取引、その他のサー

ビスを提供することで収益を上げていることは、ご存じのところだと思い

ます。しかしながら、日本国内の事業所数は、高度経済成長期を経て一貫

して増加傾向にありましたが、1989年に662万事業所とピークを迎えた後、

企業が競争力を維持するために、生産拠点の一部を海外に移転したこと

や、国内の少子化や高齢化が進んでいることなどの理由により、減少傾向

にあります。

　金融機関にとって、地域において企業が減ることは、存続基盤を失うこ

とにつながります。特に、地域金融機関は地域に根ざした営業を行ってお

り、地域が衰退することは金融機関自体の事業規模縮小に直結していると

いっても過言ではありません。

　地域を活性化させるためには、地域における創業や第二創業を支
援し、新たなビジネスや雇用を創出していくことが重要とされてい
ます。第１節では、金融機関がどのようにして地域の絆づくりから
創業を支援していくかを学びましょう。

地域の絆づくりから
創業支援へ

第１節

2
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国の動き0 2

　国の動きとして、2014年12月27日に閣議決定された「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」において、地域を活性化させるためには、地域における

創業（起業）や第二創業を支援し、新たなビジネスや雇用を創出していく

ことが重要とされています。また、金融面については、創業希望者、とり

わけ新しいタイプの事業などリスクの観点から官の補完的役割が必要な

ケースについては、日本政策金融公庫等による融資や民間金融機関との協

調融資を通じて官民の適切なリスク分担を図る、として金融機関に対して

創業支援への後押しを呼び掛けています。

　さらに、2015年12月24日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総

合戦略（2015改訂版）」では、重要業績評価指標（KPI＝Key Performance 

 図表１－１　我が国の事業所数の推移 

出所：2015年版中小企業白書
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Indicator）の１つとして、国際的にみても開業率が低いという現状を打破

するため、「開業率が廃業率を上回る状態にし、米国・英国レベルの開業率・

廃業率10％台を目指す」と具体的な成果目標が設定されました。なお、こ

の開業率や廃業率は国によって統計の性質が異なるため、単純な比較がで

きない点に留意が必要なものの、この成果目標を達成するためには、年間

の創業者数を倍増させる必要があります。したがって、政府系金融機関も

含め金融機関に課せられた使命は大変大きいものとなっています。

 図表１－２　各国の開業率 

出所：2014年版中小企業白書

 図表１－３　各国の廃業率 

出所：2014年版中小企業白書
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