
都市圏プロ人材の地方での活用について

内閣官房 内閣参事官（まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官）

澤飯 敦

第20回 北陸地域連携プラットフォーム
令和２年12月24日

「新たな日常」に対応した強靭な地域経済を構築するために求められる
「新たな人の流れ」



＜演説骨子＞

１ 新型コロナウィルス対策と

経済の両立

２ デジタル社会の実現、

サプライチェーン

３ グリーン社会の実現

４ 活力ある地方を創る

５ 新たな人の流れをつくる

６ 安心の社会保障

７ 東日本大震災からの復興、

災害対策

８ 外交・安全保障

「新型コロナウィルスとの闘いの中で、
地方の良さが見直される一方で、産
業や企業をめぐる環境は激変しており
ます。
こうした状況を踏まえ、都会から地
方へ、また、 ほかの会社との間で、さ
らには中小企業やベンチャーへの新た
な人の流れをつくり、次なる成長の突
破口を開きます。
大企業にも中小企業にも、それぞ

れの会社に素晴らしい人材がいま
す。」

菅総理大臣の所信表明演説（10月26日）
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企業規模別労働者1人当たり付加価値額（労働生産性）の推移
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７０歳未満
（約１３６万人）

＜中小企業経営者の事業承継＞

127万人
（後継者未定）

［2025年全体：約381万人］

70歳以上
(245万人)

中小企業の課題例

＜ＩＴへの取組み状況＞

＜コロナの影響＞ ＜現在と今後のコロナ禍対策＞

(出典）中小企業基盤整備
機構 「ＩＴに関するアンケー
ト調査報告書」 平成30年

(出典）中小企業基盤整備
機構 「新型コロナウイルス感
染症の中小・小規模企業影
響調査」 令和２年7月

(出典）中小企業基盤整備
機構 「新型コロナウイルス感
染症の中小・小規模企業影
響調査」 令和２年7月

(出典）中小企業庁
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• オーナー経営者は、日々たくさんやることがあり、孤軍奮闘

• 人材を育成しようにも、社内教育の余裕もない。後継者もいない

• 成長戦略（今後の「稼ぎ方」）を整理・明確化できない（整理する余裕もなかなかない）

・ こうした課題の克服・解決は、企業の今後の成長に関わる経営事項
・ しかし、従来の延長線上にはなく、社内に知見・経験が存在しない

中小企業を取り巻く現状と課題を整理すると…

一方…

「withコロナ、afterコロナ時代に対応した事業モデルに改革したい！」
「これから事業を拡大するに当たって、業務プロセスを見直さないと！」
「海外にも販路を拡大させたい！」
「ICT,AIを導入し、生産性を向上させたい！」

「攻めの経営」を展開したい！

経営課題を整理・成長戦略を描きつつ、これを解決・実行する力・ノウハウをもった経営・専門人材が必要

【 外部人材（ハイクラス）＋地域金融機関 】 5



地域金融機関には、地域企業の真の経営課題を的確に把握し、その解決策に
資するアドバイスやファイナンスの提供などの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を図り、ひいては地域経済の発展に貢献していくこと
が求められる。

また、こうしたことが、金融機関自身にとっても継続的な経営基盤を確保する上で
重要である（「共通価値の創造」）。

「共通価値の創造」という好循環のループは、最終的には、事業性評価や本業支
援により金融仲介機能を徹底した金融機関が安定的な収益を上げることができるよ
うになることで完結。

そこにいたるまでには、相応の時間を要することが想定される。金融庁としては、多数
の金融機関に対しては時間軸をしっかりと意識しつつ、金融仲介機能の発揮に向け
た取組みをモニタリングしていく。

金融庁が地域金融機関に対して求める「共通価値の創造」
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金融庁は、地域金融機関による人材事業の取組み定着を、金融行政の方針に掲げる

● 人材マッチング等を通じた地域金融機関による企業支援・地域経済活性化

地域企業における人材ニーズの高まりを受け、取引先企業への経営改善支援
サービスの一環として、人材紹介に取り組む金融機関が増加している。

特に経営専門人材等の紹介については、2020 年より、内閣府地方創生推進
室が 「先導的人材マッチング事業」を通じた支援を始めている。

先導的人材マッチング事業等も活用しつつ、金融機関が、顧客企業に対する人
材紹介業務等を通じて、地域企業における経営人材ニーズを掘り起こし・マッチン
グする取組みが早期に定着するよう、金融機関を含む関係者と対話する。

7

「令和２事務年度 金融行政方針」（抜粋）



経営
課題
の
整理

解決策

の
検討

人材
要件
定義

人材
サーチ

マッチング
(役割/職
位/給与)

入社前
フォロー

入社後
フォロー

金融機関の提供する「伴走型人材支援」のフロー

金融機関に期待される範囲

金融機関ならではの「伴走型人材支援」

一般的な人材紹介業の範囲

課
題
解
決
・
生
産
性
向
上

人材事業に先行的に取り組む金融機関が目指している範囲

元来の金融機関の役割（事業性評価・
伴走型支援）と重なる
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◼ 顧客・地域の再生に必要な業務を可能にするため、銀行等の業務範囲等を見直す（金融審
議会において検討）。

銀行・協同組織金融機関の業務範囲規制の見直しを検討中
○ 人口減少・少子高齢化といった構造的課題に対応し、地域社会・経済を活性化していくことが喫緊の課題。
特に今後は、ポストコロナも見据え、地方創生の取組みを加速していく必要があり、こうした取組みにおいて
銀行は、重要な役割を果たすことが求められている。

○ このため、地方創生に資する銀行の取組みを後押しする観点などから、制度のあり方を検討する。

銀行が保有する
ノウハウや人材、技術などを
活用した地方創生への貢献

銀行による出資を通じた
地域の事業再生・事業承継や
ベンチャービジネスの支援

地域における金融機能の維持

国際競争力の強化

●
●
銀
行

▲
▲
銀
行

■
■
銀
行

【参考】「成長戦略フォローアップ」（2020年７月17日閣議決定）記載の検討項目
・ 銀行の他業禁止規制の緩和についての検討 ・ 銀行の一般事業会社への出資規制の緩和についての検討
・ 銀行が保有する人材や技術などのリソースの活用に向けた検討
・ 一般事業会社による銀行保有のあり方の検討 ・ 国際競争力の強化に向けた検討

銀行

○ 人口減少・少子高齢化といった構造的課題に対応し、地域社会・経済を活性化していくことが喫緊の課題。
特に今後は、ポストコロナも見据え、地方創生の取組みを加速していく必要があり、こうした取組みにおいて
銀行は、重要な役割を果たすことが求められている。

○ このため、地方創生に資する銀行の取組みを後押しする観点などから、制度のあり方を検討する。

銀行が保有する
ノウハウや人材、技術などを
活用した地方創生への貢献

銀行による出資を通じた
地域の事業再生・事業承継や
ベンチャービジネスの支援

地域における金融機能の維持

国際競争力の強化

●
●
銀
行

▲
▲
銀
行

■
■
銀
行

【参考】「成長戦略フォローアップ」（2020年７月17日閣議決定）記載の検討項目
・ 銀行の他業禁止規制の緩和についての検討 ・ 銀行の一般事業会社への出資規制の緩和についての検討
・ 銀行が保有する人材や技術などのリソースの活用に向けた検討
・ 一般事業会社による銀行保有のあり方の検討 ・ 国際競争力の強化に向けた検討

銀行

（金融庁資料より）
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第四次産業革命
（IoT、AIなどの進展）
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(出典）三菱総研 「大ミスマッチ時代を乗り超える人材戦略 第２回 人材需給の
定量試算：技術シナリオ分析が示す職の大ミスマッチ時代」 平成30年

我が国の人材需給バランスのトレンド
（要因別）
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(出典）三菱総研 「大ミスマッチ時代を乗り超える人材戦略 第２回 人材需給の
定量試算：技術シナリオ分析が示す職の大ミスマッチ時代」 平成30年

我が国の人材需給バランスのトレンド
（業務の種別）
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増加・減少する職業例

(出典）「経済産業省2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」 平成30年 13



＜首都圏管理職調査の概要＞

実施者：㈱日本人材機構

実施時期：平成31年３月

対象： 一都三県在住

東京都勤務管理職以上

勤務先の従業員数

製造業１０００人以上
サービス業５００人以上

回答数： １６５０

首都圏人材も、地域企業で働くことに高い関心（感染拡大前）

（内閣府補助事業「地方創生カレッジ」サイトより） 14



地方へ働くことへの関心はより一層関心が強まっている（感染拡大後）

Ｑ：新型コロナウイルス感染症の影響は地方で働くことの関心に変化をもたらしましたか？
（令和2年9月調査）

（内閣府補助事業「地方創生カレッジ」サイトより）
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〇 受入企業の経営課題の解決のために真に必要な能力・経験を有している経営幹部や専門人材

〇 日常的に地域企業と関わる地域金融機関が、地域

企業の経営課題や人材ニーズを調査・分析し、必要に

応じて職業紹介事業者等と連携して人材マッチング事業

を行った場合に、その成約に応じて1件当たり最大100万円

をインセンティブ（補助金）として当該地域金融機関等

に交付する。

〇 予算規模は１０億円（令和元年度補正予算）

〇 地域企業の経営幹部や経営課題解決に必要な専門人材を確保し、地域企業の成長・生産性向上

の実現を目指す。

事業の目的

事業の概要

補助対象となる人材

地域企業の人材ニーズの掘り起こし①
（「先導的人材マッチング事業」の概要）
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（注１）※はFG等による共同申請
（注２）採択された主体である地域金融機関等の本店がない県は、三重県、高知県、大分県、宮崎県、鹿児島県の５県

【地域金融機関の業態内訳】
第一地銀等 ４８
第二地銀 １１
信用金庫 ７

【東北地方】
・青森銀行
・みちのく銀行
・岩手銀行
・七十七銀行
・秋田銀行
・北都銀行
・荘内銀行
・山形銀行
・東北銀行
・きらやか銀行

【関東・甲信越地方】
・常陽銀行
・足利銀行
・群馬銀行
・埼玉りそな銀行
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・横浜銀行
・第四銀行※
・北越銀行※
・山梨中央銀行
・八十二銀行
・東和銀行
・亀有信用金庫

【北海道地方】
・北洋銀行

【東海地方】
・大垣共立銀行
・十六銀行
・静岡銀行
・愛知銀行
・名古屋銀行
・東濃信用金庫
・浜松磐田信用金庫
・豊川信用金庫
・碧南信用金庫
・西尾信用金庫

【近畿地方】
・滋賀銀行
・京都銀行
・りそな銀行
・関西みらい銀行
・池田泉州銀行
・南都銀行
・紀陽銀行
・みなと銀行
・尼崎信用金庫

【四国地方】
・阿波銀行
・百十四銀行
・伊予銀行
・愛媛銀行

【北陸地方】
・北陸銀行
・富山銀行
・北國銀行
・福井銀行※
・福邦銀行※

【中国地方】
・山陰合同銀行
・中国銀行
・広島銀行
・山口銀行※
・トマト銀行
・もみじ銀行※

【九州・沖縄地方】
・福岡銀行
・西日本シティ銀行※
・北九州銀行※
・佐賀銀行
・十八銀行※
・肥後銀行
・沖縄銀行
・長崎銀行※

「先導的人材マッチング事業」の実施主体
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◼ 45道府県（東京都と沖縄県を除く）が「プロフェッショナル人材拠
点」を設置し、平成28年１月から本格稼働。潜在成長力ある地
域企業に対し、経営戦略の策定支援とプロフェッショナル人材の採
用支援活動を行う。

◼ 各拠点は、地域企業の経営者を対象に、成長戦略や人材戦略へ
の関心を高めるセミナー等の活動を展開しつつ、成長が期待される
企業を個別に訪問。経営者に「攻めの経営」と新たな事業展開を
促すとともに、企業の成長に必要なプロ人材ニーズを明確に切り出し、
優良な雇用機会として人材市場に発信する。

◼ 地域金融機関や各種支援機関等とも、有望企業の発掘や成長戦
略の策定などで積極的に連携。人材ビジネス事業者とも密接に連
携しつつ、様々な形でプロ人材の還流実現に取り組む。

◼ 専門人材の常勤雇用だけでなく、東京圏などの都市部の大企業を
はじめ、地域の幅広い企業に対し、副業・兼業を含めた多様な形態
での人材マッチングを進める。

（相談件数）（成約件数）

(令和２年10月末現在)

地域企業の人材ニーズの掘り起こし②
（「プロフェッショナル人材事業」の概要）

＜プロ人材のミッション＞ ＜プロ人材のポスト＞

＜県外への転居有無＞
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⚫ もともとは繊維の染色加工分野で成長してきたが、同業他社が提供できない技術シーズを活用した研究開発に取り組
み、エレクトロニクス分野や車両資材分野など得意とする分野以外にも事業領域を拡大してきた。

⚫ 宇宙関連分野に乗り出し、次の展開を模索していたところ、福井県民衛星プロジェクトがスタート。衛星の開発ノウ
ハウや市場ニーズの吸収を目指し参画を決めたが、自社にない熱設計の技術を持つ人材の獲得が課題となっていた。

企業課題・ビジョン

⚫拠点マネージャー自身が福井県民衛星プロジェクトに大きく関わっていたこともあり、地方創生を目指して宇宙産業衛
星開発に必要な技術や人物像について話し合いを重ね、信頼関係を構築。

⚫自社にない熱設計技術・量産設計経験を持つプロ人材を外部から採用することを提案。

プロフェッショナル人材拠点からの助言等

⚫ 前職では、大手電機メーカーで熱設計や開発プロジェクトのマネジメントを担当。Uターン。
⚫ 入社後、最先端の開発ノウハウを活かし、地方でもトップクラスの研究開発に携わる。人工衛星の研究開発担当とし
て、宇宙分野開発の中心人物として活躍中。

採用したプロフェッショナル人材とその効果

企業情報

業 種 ：製造業
本社所在地 ：福井県福井市
設立年 ：大正12年
資本金 ： 175億2,025万円
従業員数 ：1,612名（グループ6,532名）

○ プロフェッショナル人材事業を通じて採用した人材の活用により、自社で保有する技術を活かした宇宙
関連分野における事業化に着手。

○ 県が取り組む「福井県民衛星プロジェクト」に参画し、地域経済活性化への貢献が期待される。

成約事例（セーレン㈱）
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転職人材の
場合

条件に合う人材がエリア内にいない

経歴は条件には合うものの、金額が折り
合わない
手数料が高い

副業人材の
場合

・ピンポイントのミッションに対応可能

・自ら手を動かしてもらえる

・人件費が抑制可能

・「お試し採用」が可能

・リモートで対応可能

・経歴・スキル十分

企業様

転職プロ人材

企業様 副業プロ人材

企業側から見た副業人材活用のメリット

（内閣府補助事業「地方創生カレッジ」サイトを基に筆者一部改変） 20

業務委託契約等



大手企業における副業解禁の動き

（内閣府補助事業「地方創生カレッジ」サイトを基に筆者一部改変）

厚労省は「企業も働く方も安心して副業・兼業を行うことができるよう」ガイドラインやモデル就業規則を改正。
大手企業には、製造業や、金融業を含め、副業を解禁する動き。
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大企業人材側も、副業への関心が高まっている

Ｑ：地方中小企業
での月１～３回
程度の副業への
興味はあります
か？

（内閣府補助事業「地方創生カレッジ」サイトより）

Ｑ：地方での副業
をした後に、その
地域への移住・
転職につながる
可能性があると
思いますか？

22



総理所信表明演説（10月）

大企業にも中小企業にも、それぞれの会社に素晴らしい人材がいます。

大企業で経験を積んだ方々を、政府のファンドを通じて、地域の中堅・中小企業の経営人材として紹介する取
組を、まずは銀行を対象に年内にスタートします。

「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」（12月）

② 新たな人の流れの促進など地域の独自の取組への支援
大企業から地域の中堅・中小企業への人の流れを創出し、地域企業の経営人材確保を支援するため、ＲＥＶ
ＩＣで管理する人材リストを通じた、地域金融機関等による人材マッチングを推進する。

令和２事務年度 金融行政方針（８月）

また、地域への経営人材の円滑な移動や兼業・副業を実現する観点から、大手銀行等の専門経験を有する人

材をリストアップして REVIC でリストを管理し、地域の中小企業とのマッチングを促進する。

大企業人材リストの整備等を通じた地域企業の経営人材の獲得支援に係る政府方針

23



「地域企業経営人材マッチング促進事業」の概要

24


