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※記載されている内容は、おおむね平成27年４月中旬までに得られた情報に基づくものです。



都道府県 金額

1位 東京都 4,373

2位 静岡県 3,162

3位 愛知県 3,105

4位 滋賀県 3,072

5位 富山県 3,055

 静岡県は、一人当たりの県民所得額が全国第２位と、他県に比べ経済力は高いが、人口は、事業所の撤退・縮小などにより、県内の
転出超過人口が２年連続で全国第２位となったほか、将来人口が県内全地域で全国平均を上回る減少が見込まれるなど、産業の活性
化による雇用の創出に向けた一層の取組み強化が必要となっている。

 こうした状況の下、静岡県は、経済の持続的な発展のために、産業界や金融界と連携して「静岡県産業成長戦略会議」を設置し、４つ
の戦略を決定。

 戦略３「地域企業の事業活動の活発化」に関しては、産・官・金の連携による産業戦略推進センター「オープンイノベーション静岡」を設
置し、成長が見込まれる技術、商品、シーズを持った中堅企業を選定し、集中的に支援することで中小企業への受注機会拡大の好循環
を導くことなどを目指している。

地方公共団体、地域金融機関及び地域の産業界による地域経済活性化に向けた考えや動きなど

〔出所〕静岡県「静岡県産業成長戦略」- 1 -

（１）将来像実現に向けた取組み等

１．静岡県

人口推移

地域企業Ｃ

戦略１ 企業誘致・定着の推進
・防災先進県としてのＰＲの強化や行政と企業との情報交換の促進等
戦略２ 事業用地の確保
・内陸のフロンティアを拓く取組の推進、企業立地適地での工業団地造成等
戦略３ 地域企業の事業活動の活発化
・産業支援機関の機能強化等
戦略４ 次世代産業の創出
・グローバルに競争できる技術を持つ地域企業への集中的な支援等

静岡県産業成長戦略会議

地域企業Ｂ支援
要請

静岡県経済を本格的な回復軌道に乗せ、持続的に発展させていくため、
産業界、金融界が県と連携して産業成長戦略を検討

産業戦略推進センター「オープンイノベーション静岡」（27年4月設置）

センター事務局
（産業界等から派遣）

アドバイザリー・ボード
（目利き委員会的な役割）
・県内外の社長等が就任

産業支援機関
＜研究開発助成、

コーディネータ派遣等＞

金融機関
＜金融支援＞

行政機関
＜各種支援＞

選定
（目利き）

将来像『多極的な産業構造の構築により、持続的発展を目指す“ふじのくに”』

産官金
商工会議所連合会
経営者協会 他

静岡県
他

静岡県銀行協会
静岡県信用金庫協会

戦略３「地域企業の事業活動の活発化」（産業戦略推進センターの設置）

①海外需要を獲得し国際競争力を持つ企業として成長
②国内需要を創造し独創的な事業展開に取組む企業として成長
③地域経済を牽引する中堅企業を支援し、中小企業への受注機
会拡大の好循環を導く

成長が見込まれる中堅企業を選定、集中的に支援
〈支援策等〉
・産業成長促進費助成（利子補給）
・国の関係機関との共同研究助成
・国、県などの支援策のワンストップ窓口 等

地域企業Ａ

〈
外
部
専
門
家
〉
必
要
に
応
じ
て
助
言

目指す
方向

役割

一人当たり
県民所得額
2011年度、単位：千円

転出・転入超過人口の推移
単位：人

２年連続転出超過
人口全国第２位

2014年2013年2012年2011年

▲2,074

▲7,240
▲6,892

▲3,952

単位：千人（2010年比増減率）

2020年

全 国 124,100(▲3.1%)

静岡県合計 3,601(▲4.4%)

東部地域 799(▲3.3%)

伊豆地域 382(▲8.7%)

中部地域 1,132(▲4.8%)

西部地域 1,288(▲3.3%)
〔出所〕国立社会保険・人口問題研究所

「日本の市町村別将来推計人口」

〔出所〕内閣府「平成23年度県民経済計算」
〔出所〕統計局「住民基本台帳人口移動報告」



 戦略４「次世代産業の創出」に関しては、これまで、ファルマバレー、フーズ・サイエンスヒルズ、フォトンバレーの３つの産業集積プロ
ジェクトを推進しており、このうち、ファルマバレープロジェクトでは、産・学・官・金が連携して静岡がんセンターを核にした医療産業クラス
ターを形成し、これまでに地域企業30社以上の医療健康分野への新規参入や70件以上の新製品を生み出している。このファルマバレー
プロジェクトの成果もあり、静岡県の医薬品・医療機器合計生産額は４年連続全国１位となっている。

 平成28年には、新拠点施設を整備し、ファルマバレーセンターの機能を拡充することで、オープンイノベーションが起こりやすい環境整
備を進め、さらなる躍進を目指している。
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戦略４「次世代産業の創出」（ファルマバレープロジェクトの推進）

静岡県では、製薬・医療機器工場や研究施設が集積する東部地域を中心
に、県立静岡がんセンターを核にした産業クラスター（企業城下町）の形成
を進め、「ベッドサイドのニーズに応える“ものづくり” 」「医療と産業を担う
“ひとづくり” 」「健康サービスが充実し高次都市機能が集積した“まちづく
り” 」「世界進出に向けた取組み」を展開し、地域の活性化を図っている。

県
市町

銀行・信用金庫
政府系金融機関

〔推進支援機関〕
ファルマバレーセンター

医薬品・医療機器合計生産額の推移

4,000

8,000

医薬品

医療機器

医薬品・医療機器合計生産
額は４年連続全国第１位

2012年2011年2010年2009年 2013年2008年

10,115

3,739

単位：億円

9,947

3,652

1,818

7,417

新拠点施設の整備によるワンストップでの支援体制の構築

●プロジェクト支援・研究ゾーン
・比較的小規模の研究室や知財・薬事
等のコンサルタント、販売会社等が入
居可能なレンタルオフィスを整備（2015
年度から募集）

●リーディングパートナーゾーン

・高度な技術シーズによる研究開発等を進めながら地域企業への支援に
積極的に協力する大企業等が研究・開発・生産に活用

●地域企業開発生産ゾーン

・地域中小企業が、第二次創業などで事業拡大のための製品開発から小
規模生産まで柔軟に活用

〔研究開発を加速させ、新規参入から製品化、販路拡大までを一貫支援〕

静岡がんセンター

プロジェクト参加機関

プロジェクトから産まれた製品
累計72件（平成27年3月末時点）

沼津高専等が連携して、
インフルエンザを短時間
で簡単に検知できる診断
キットを開発。

東海部品工業株式会社
は、同プロジェクトで開発
された災害時や救急医
療で使用する人工呼吸
器「ＱＱセイバー」の量産
化を実現。

約500社超の企業群
ネットワークを形成

国立遺伝学研究所 他
首都圏理工系大学と連携

商工会議所
商工会

産

学

金

官

〔出所〕厚生労働省「薬事工業生産動態統計」

 三島信用金庫は、静岡県（産業振興部門、薬
事部門）、ファルマバレーセンター等と連携して、
医療機器分野での創業予定者並びに創業者
の開業及び事業の展開をサポートするため、
平成27年２月に改正薬事法の解説などの講習
を実施。

医療・健康分野への新規参入支援の取組み〔三島信金〕

ファルマバレープロジェクトセミナーinさんしん

〔出所〕静岡県「ファルマバレープロジェクト」

〔出所〕ファルマバレーセンター



 静岡県は、以前から東海地震に備え防災教育を充実させるなど、ハード・ソフト両面で危機管理体制を構築してきた防災先進県。東日
本大震災の被害を受けて策定された、南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえ、被災後の復興を先取りする「事前の復興」の考え方に
基づき、有事の防災・減災対策と平時の地域成長の両立を図るモデルとして「内陸のフロンティアを拓く取組」を策定。

 本モデルの実現に向け、総合特区の活用のほか、県版特区として独自に「内陸フロンティア推進区域」を創設し、利子補給金制度を設
けるなど、産・官・金が連携して、「内陸・高台部のイノベーション」「多層的な地域連携軸の形成」「沿岸・都市部のリノベーション」の３つ
の戦略を推進している。
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新東名高速道路等の高規格幹線道路を最大限活用し、内陸部に津波の
心配のない先進地域を築くとともに、都市部を防災・減災に対応した地域
に再生し、両地域間の連携と相互補完による均衡ある発展を促す取組み。

金融機関民間企業

行 政

融資

利子補給
低利融資 等

インフラ整備、用地開発、規制緩和等

「内陸フロンティア推進区域」・・・事業の推進体制等が整っている区域を市
町の申請に基づき県が指定。

内陸フロンティア推進区域への支援

金融支援 設備投資等を行う中小企業への
貸付けに対する利子補給

財政支援 企業の用地取得に対する補助
金等の拡充 等

技術支援 市町の調査に対する助成

内陸・高台部のイノベーション

沿岸・都市部のリノベーション

多層的な地域連携軸の形成

・地域資源と高規格幹線道路の機能を最大限活用し、有事と平時の機能
を高次元で確保した災害に強く魅力ある地域づくりモデル。

・津波浸水想定区域に立地する企業の域内移転と跡地利用の支援を組み
合わせ、沿岸域における減災と産業転換を両立した地域再生モデル。

・陸・海・空の交通ネットワークを最大限活用し、物流関連企業の集積を促
進し、広域物流拠点の創出により物流ネットワークを充実。

木質バイオマス発電を中心とした産業拠点整備

・小山町は、地域森林資源を活用する資源循環型林業構築のため、バイ
オマス発電施設の建設や、次世代施設園芸を誘致。有限会社小寺製材
所は、製材過程で発生する残材をチップ化して発電所の燃料として提供す
るための製材工場を新たに整備。

広域物流ネットワークの充実を目指す新拠点の創出事業

・清和海運株式会社は、沿岸部の３施設を集約化し、新東名高速道路のＩ
Ｃ近くに発電施設等の防災機能を備えた物流センターを建設し、災害時に
も事業継続可能な体制を構築。また、ＩＣに近い立地を生かして、関東・関
西地方の需要を取り込み広域な物流ネットワークを構築。

将来像『安全、安心で魅力ある“ふじのくに”の実現』

〔出所〕静岡県「内陸のフロンティアを拓く取組」



 静岡県では、人口減少や南海トラフ巨大地震の被害想定などを踏まえ、危機感を産・学・官・金が共有している。
 地域の将来像を実現するため、地域金融機関は静岡県や経済団体等と連携を強化し、地方版総合戦略の策定等に積極的に関与す

るとともに、産・学・官・金一体となったプロジェクトの推進により地域経済の活性化を図っていくこととしている。
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（２）地域経済活性化に向けた考え等

・静岡県は、全国に比べ製造業の割合が高く、
中でも輸出型産業の割合が高い。このため、海
外経済や為替相場の影響を受けやすいことか
ら、既存産業の活性化を図りながら、新しい産業
を育成し、国内外の経済情勢の変化に柔軟に対
応できる多極的な産業構造の構築が必要。

・産業界、金融界と県が連携して策定した「静岡
県産業成長戦略」のもとで、官民が一体となって、
具体的な施策の実行に取組むことにより、産業
の再生と一層の活性化を図り、次世代産業の創
出につなげていく。
・産官学金労言が連携し、平成27年3月に「美し
い“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生県民会議」
を設置するとともに、県内５圏域ごとに「地域会
議」を設置し、地域の特性を踏まえた施策を検討
する。

・金融機関は、企業とファルマバレーセンターのパイプ役となり、産学官
金一体のプロジェクトを推進しているほか、内陸のフロンティアを拓く取組
では、「目利き役」となり、良質なプロジェクトを発掘する役割を担っており、
引き続き、地域企業への柔軟な融資対応を含め、企業支援に取組んでい
くことを期待している。

◆地域経済活性化に向けた考え

◆地域経済活性化に向けた動き

・静岡県産業成長戦略が纏まったが、成長が見
込まれる企業への支援等による効果や次世代
産業の創出までには時間を要する。企業の販路
拡大支援の期待は大きい。

・「内陸のフロンティアを拓く取組」は、内陸部の
発展だけでなく、沿岸部の防災・減災対策と併せ
行うことが重要。

・中小企業支援センター等と連携して、ビジネス
マッチングなどにより販路拡大支援していく。

・内陸フロンティア推進コンソーシアム事務局及
び他の経済団体とも連携して、企業への情報提
供に努めている。

・次世代産業の創出までには時間がかかるので、金融機関には長い目で
見ると同時に、様々な協力をお願いしたい。
・静岡県は、全国で群を抜く防災先進県であるので、金融機関も、静岡県
の強さを認識するとともに、企業のＢＣＰ作成を後押し願いたい。

◆地域経済活性化に向けた考え

◆地域経済活性化に向けた動き

◆地域経済活性化に向けた考え

◆地域経済活性化に向けた動き

・金融機関は、在立する地域の繁栄こそが事業
の根源であるため、「地方創生」はまさに当金融
機関の事業基盤の拡大に直結する重要な取組
みである。幅広かつ前広に対応する方針であり、
当金融機関のネットワークを最大限に活用して
いく。

・地方公共団体に対し、本支店間で連携して情
報収集を行い、地方公共団体の取組方針や施
策の方向性を確認し、得られた情報を踏まえて
当金融機関が提供できる各種機能について、地
方公共団体へ案内・提案する。
・静岡県の「まち・ひと・しごと創生本部会議」及
び地域会議（５圏域）へ参加する予定。

地方公共団体 金融機関 経済団体

◆金融機関に期待する役割
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 高山市は、豊かな観光資源に恵まれ、また、「住みよいまちは、行きよいまち」を基本理念に、街のバリアフリー化に取組み、高齢者や
障がい者同様、外国人にとっても過ごしやすいまちづくりが進められてきており、現在では国内外から年間400万人超の観光客が訪れる
国際観光都市となっている。（平成26年外国人宿泊者数は過去最高の28万人。）

 一方、高山市の人口は、2005年の合併以降９年間で５％超減少するなど、人口減少が続いている。こうした中、都市部と比較して産業
が少ないことなどが、若者の地元定着を妨げる大きな要因となっており、地域産業を支える人材の高齢化や後継者不足が深刻化してい
る。

 高山市では、こうした社会経済情勢の変化への対応などを目的として、「地域の特色を活かしたまちづくりの推進」、「就労機会の拡大
と労働環境の整備」、「戦略的な交流の推進」をポイントとする平成27年度からの５か年の産業振興計画を策定。

２．高山市（飛騨地域）

（１） 将来像実現に向けた取組み等

90,000

高山市の人口推移

92,000

94,000

96,000 合併後9年間で
5％超の減少

96,579

91,605

各年4月1日時点、単位：人

将来像『魅力と活力にあふれるまち』

高山市では、「住みよいまちは、行きよいまち」の考え方のもと、子ども、お
年寄り、障がい者を含め、全ての市民が住みやすく、住み続けたいと思え
るような「安全・安心・快適なバリアフリーのまち」を目指しているほか、高
山市を訪れる人にとっても魅力的なまちとなるよう取組んでいる。

手話、多言語のバリア
フリー情報端末を設置

伝統、自然などの財産やおもてなしの心を「飛騨高山ブランド」として位置
づけ、さらに強化するとともに、地域資源の活用・循環の取組みや産業間
の連携を強化し、将来に亘り持続可能な産業の振興に取組む。

「地域の特色を活かしたまちづくりの推進」
・まちづくり会社などと連携した空き家・空き店舗の活用や、まちの歴史や景
観、伝統文化などを活用した観光地としてのまちづくりの取組みを追加。
「就労機会の拡大と労働環境の整備」
・生産年齢人口の減少に対応するため、若者などの就労機会の拡大、若者
の定住促進に向けた取組みを強化。
「戦略的な交流の推進」
・交通アクセスの向上に伴う滞在型・通年型のハブ観光地化の推進、自然
環境や伝統産業、伝統文化などを活かしたニューツーリズムの推進など、
交流人口の増加に向けた取組みを強化。
「次世代を担う人材の育成」
・消費者層のニーズを的確に捉えた新商品の開発や、販路拡大の取組み
を促進するため、外部から専門知識等を有する人材の誘致や地域内の人
材の育成に向けた取組みを追加。
「地域資源を活かした個性・魅力あるものづくりの促進」
・飛騨の匠から受け継いだものづくりへのこだわり、高い技術力、洗練され
たデザインなどを有する産業の強化を図るとともに、新商品の開発などを促
進し、国内外への販路開拓の新たな取組みをすすめる。

産業振興計画（平成27年度～平成31年度）

ポイント

〔出所〕高山市「高山市産業振興計画」〔出所〕高山市「人口統計資料」

10言語のマップやパンフレットの作成

世代別転出・転入超過人口推移

〔出所〕統計局「住民基本台帳人口移動報告」

2014年度、単位：人

15～24歳の転
出超過が顕著
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 「地域の特色を活かしたまちづくりの推進」では、高山商工会議所は、産・官・金の連携による「株式会社まちづくり飛騨高山」を設立し、
「総合的な空家活用促進事業」、「飛騨高山屋台村整備事業」を柱に、中心市街地の活性化を目指している。

 「就労機会の拡大と労働環境の整備」では、地域金融機関は、長期実践型インターンシップによる都心部からのＵ・Ｉ・Ｊターンに取組ん
でいる。

 「戦略的な交流の推進」では、地域金融機関は、産・学・官・金と連携してニューツーリズムを推進しているほか、クラウドファンディング
や地域活性化ファンドの創設・活用によって基幹産業である観光業の更なる飛躍を目指している。

長期実践型インターンシップによるＵ・Ｉ・Ｊターンの取組み〔高山信金〕

地域ベンチャー留学 in 飛騨高山

 地域の人口の減少、少子高齢化の進展等から、旅館宿泊業を中心に
地元人材で必要人数を確保できず、都心部等の派遣会社に依存する
企業が増加。

 同金庫はインターンシップが解決策になると判断し、実績のあるＮＰＯ
法人、高山市、高山商工会議所、地元企業等と連携することで、都市
圏の大学生を対象にした「地域ベンチャー留学 in 飛騨高山」を平成27
年２月から３月にかけて実施。

 インターンシップは、受け入れる企業ごとに、「飛騨高山老舗旅館満館
プロジェクト」「お客様に喜ばれるおもてなしと共に奥飛騨の魅力を世界
に発信」「地域繁盛店を目指す仕組みプロジェクト」の３つのプロジェクト
を用意。大学生は４～６週間社長の
片腕となり、プロジェクトごとに企業
の課題解決に取組む内容となって
いる。

 インターンシップ後の平成27年３月
に、地元企業、経済団体、地域住
民、学生などを対象とした報告会を
実施し、大学生等が課題解決に向
けた取組み内容を発表。

空き店舗の増加が問題となっている中心市街地を活性化するため、高山
商工会議所が中心となり、地元商店街振興会、高山市、地域金融機関等
が出資して「株式会社まちづくり飛騨高山」を設立。「総合的な空家活用促
進事業」、「飛騨高山屋台村整備事業」を柱に、営業店舗数の増加を目指
している。

産官金
高山商工会議所
地元商店街振興会

高山市地域金融機関

「総合的な空き店舗
活用促進事業」

株式会社まちづくり飛騨高山

平成31年度には中心市街地営業店舗数の純増（平成25年度比）

・・・長屋風の飲食店を集結して屋台村を整備

・・・地場産品の紹介や販売を目的とし
たアンテナショップの運営や、最初
から独立店舗の開設が困難な事業
者に対し、一定期間低廉な価格で
店舗を貸し出すチャレンジショップ
事業

「飛騨高山屋台村
整備事業（仮称）」

アンテナショップ

「株式会社まちづくり飛騨高山」の設立による中心市街地活性化

〔出所〕高山市「高山市中心市街地活性化基本計画」



クラウドファンディング・地域経済活性化ファンドの取組み〔飛騨信組〕
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『FAAVO飛騨・高山』・『セキュリテ』
『飛騨・高山さるぼぼ結ファンド』への取組み

 当組合は、地域特化型クラウドファンディングサイト「FAAVO」を運営す
る株式会社サーチフィールド、少額投資ファンドを運営するミュージック
セキュリティーズ株式会社と業務提携し、飛騨高山地域を対象としたク
ラウドファンディング『FAAVO飛騨・高山（購入型）』『セキュリテ（投資
型）』を運営。

 当組合は、地域経済活性化支援機構（以下、機構）と、地域経済の活
性化を目的とする「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組
合」を平成27年２月に設立。（飛騨・高山地域経済活性化ファンド（通
称：飛騨・高山さるぼぼ結ファンド）、ファンド総額５億円、存続期間約７
年）同機構における協同組織金融機関とのファンド組成の全国第一号
案件となった。

成果（今後の投資計画）

 地元で200年の歴史を持つ酒蔵「有限会社 舩坂酒造店」は、投資型ク
ラウドファンディング「セキュリテ」を活用して「舩坂酒造店 深山菊ファン
ド」を組成。一口約５万円でファンド資金525万円を集め、地元の酒造好
適米「ひだほまれ」を購入し、特別純米酒「深山菊」を製造。投資家特典
として、一口につき「特別純米酒 深山菊」（1,800ｍｌ）を毎年１本送付す
ることとした。結果として、ファンド資金は１日余りで調達完了。

・従来型観光に加えて、埋もれていた地域資源を
新たに活用し、体験型・交流型の要素を取り入れ
た旅行を推進。農山村体験や里山をサイクリング
するグリーン・エコツーリズム、飛騨にある酒蔵を
巡るフードツーリズム、マラソン大会と観光を組み
合わせたスポーツツーリズム等、地域の特徴を
生かし、かつ多様化する旅行者のニーズに即し
た観光を提案。

・飛騨信用組合は、マウンテンバイクと鉄道の廃
線後の鉄路を組み合わせたグリーンツーリズム
「レールマウンテンバイクガッタンゴー」で使用す

るレールマウンテンバイクの開発助成を行い、取
組みを推進。

・地元建築業者が二次創業として、飛騨地域各地にある温泉の温泉熱を
有効利用した温室ハウスを建設。冬は-10℃以下、降雪量が4ｍ以上の
飛騨地域でトロピカルフルーツのドラゴンフルーツを栽培。

・飛騨とらふぐ研究会は、豊富にある地下水と自然環境を活用しとらふぐ
の陸上養殖に成功。「飛騨とらふぐ」のブランドとして地元で販売。

・地場産業である木工産業では、家具づくりなどで培った技術を活用し
て、ワイヤレス充電器など、木製の電化製品を製造。

 飛騨・高山さるぼぼ結ファンドは、外国人宿泊客を対象とした宿泊施設
の拡充、生産農家のニューツーリズム・６次産業化への取組みなどに
対して投資を計画。

 平成27年３月時点で、ＦＡＡＶＯ飛騨・高山の実績８件・募集総額280万
円、セキュリテの実績５件・募集総額約37百万円。

ニューツーリズムによる観光産業の付加価値向上の取組み

新たな地域資源発掘の取組み

〔出所〕飛騨市



 高山市（飛騨地域）では、地元信用金庫・信用組合のプレゼンスは高く、また、今までの地域密着型金融の取組み等が高く評価されて
おり、地元地域金融機関に対する期待が高い。

 地域の将来像を実現するため、地域金融機関は地域経済活性化支援機構等との連携を推進し金融機能の高度化に努めるとともに、
地域密着型金融の取組みを一層推進し、高山市、経済団体等と連携して地域の課題解決の取組みを進めることで、地域経済の活性化
を図っていくこととしている。

- 8 -

（２）地域経済活性化に向けた考え等

・外国人観光客を含め流入人口を増やし観光消
費額の増加により、地域内を循環する資金量を
増やす必要がある。
・行政や関係団体と連携した各種事業活動への
積極的な協力支援体制を強化し、地域経済の代
表として、地域の産業・経済の発展に尽力する。
・伝統工芸品では、デザイナーを招聘して新商品
を開発し、新たな商品展開（リ・ブランディング）を
するなど、付加価値向上の取組みが必要となる。

・増加する外国人観光客の需要を地域企業が取
り込み、地域活性化に繋げるため、業種別（小売
店、飲食店）外国人対応セミナーを実施。今後
は、外国語メニューや店頭ＰＯＰ作成のセミナー
を行うなど、支援を拡大する予定。

・金融機関は地域の個々の事業者とより密接な関係を持ち、多くの情報を
持っている。金融機関が持っている情報を、行政機関や経済団体が共有で
きれば、事業者の状況や意見をより正確に集約でき、事業者に対しより効
果的な支援が可能であると感じる。

・地域産業の育成面での金融機関の貢献は大きいと考えており、今後も同
面での役割や期待はさらに高くなると考えている。
・行政と金融機関が連携し、金融機関の持っている情報や独自に調査・分
析データを施策立案に活用することができれば、地域経済の好循環に繋
がると考えている。

・若者定住促進補助金を設立し、ＵＩＪターン就職
者への支援を行っている。
・海外からの誘客促進のため、多言語の観光パ
ンフレット（10言語）や観光ホームページ（11言
語）等の充実を図っているほか、海外への地域
資源の販売促進のため、海外市場の調査・分析
等の支援を行っている。

・地元に産業や職種が少ないことが若者の地元
定着を妨げる要因となっていることから、産業の
活性化を進めるとともに、ＵＩＪターンの取組みに
より地域活性化を図る。
・地域の強みである「飛騨高山ブランド」を高める
とともに、基幹産業の観光業を活用して様々な
産業が連携し、経済を活性化させていく体制を構
築する必要があると考えている。

地方公共団体 金融機関 経済団体

◆地域経済活性化に向けた考え

◆地域経済活性化に向けた動き

◆地域経済活性化に向けた考え

◆地域経済活性化に向けた動き

・今まで地域密着型金融として取組んだ事例を
産官学金労言が連携を図り実施することで、今
まで以上の成果が得られる施策も多いと考えて
おり、具体的な取組み施策を地方公共団体に提
案したいと考えている。

・当金融機関に蓄積されている知見等を活用し
た協力ができるように地方創生担当デスクを設
置するとともに、地域課題の発見・解決能力を
持った人材の育成が必要と考えている。

・クラウドファンディングを通じて地域資源の掘り
起こしを図り、その後の継続的な事業化展開を
飛騨版の無料よろず支援拠点により支援を行う。

◆地域経済活性化に向けた考え

◆地域経済活性化に向けた動き

◆金融機関に期待する役割


