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特定専門家派遣の実績（1/8） （平成30年６月30日時点）
特定専門家派遣決定 167件（ 対⾦融機関向け：121件）

（注）なお、特定専門家派遣決定したうち4件について、派遣対象機関名は非公表

業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

地⽅銀⾏

百五銀⾏

当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言等

2014/1/31

24

百⼗四銀⾏
東北銀⾏

2014/3/28秋⽥銀⾏
⼗六銀⾏
沖縄銀⾏
但⾺銀⾏ 当⾏の営業地域における観光を軸とした地域活性化のモデル構築のため、観

光バリューチェーン、事業計画の作り⽅等についての助言 2014/6/13

阿波銀⾏
当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言等 2014/6/30
当⾏における事業性評価の分析⼿法・体制の構築、取引先の企業価値向上
⽀援等ついての助言等 2018/3/20

京都銀⾏ 当⾏の営業地域における観光を軸とした地域活性化のモデル構築のため、観
光バリューチェーン、事業計画の作り⽅等についての助言 2014/6/30

七⼗七銀⾏ 当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、事業再⽣計画の検証、
モニタリング等）ならびに地域活性化⽀援についての助言等 2014/8/1

東京都⺠銀⾏ 当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言等

2014/9/26三重銀⾏
近畿⼤阪銀⾏ 2014/11/28

千葉銀⾏
当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾏における事業性評価のモデ
ル・体制の構築についての助言等

2015/1/30⼤分銀⾏
北陸銀⾏ 2015/2/27
横浜銀⾏ 2015/3/27⼤垣共⽴銀⾏

池⽥泉州銀⾏
当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾏における事業性評価のモデ
ル・体制の構築についての助言等

2015/3/27

2018/5/15
四国銀⾏ 当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣

計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾏における事業性評価のモデ
ル・体制の構築についての助言等

2015/3/27
⾜利銀⾏ 2015/5/29東邦銀⾏



2※埼⽟りそな銀⾏は集計上、地⽅銀⾏に分類

業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

地⽅銀⾏

⼭形銀⾏

当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾏における事業性評価のモ
デル・体制の構築についての助言等

2015/5/29

20

岩⼿銀⾏
第四銀⾏

北海道銀⾏ 2015/6/29
荘内銀⾏ 2015/8/28清⽔銀⾏
伊予銀⾏ 2015/10/23
北國銀⾏ 2015/11/27

武蔵野銀⾏ 2015/12/18
佐賀銀⾏ 2015/12/18
紀陽銀⾏ 2016/1/29
琉球銀⾏ 2016/3/25北越銀⾏

埼⽟りそな銀⾏※ 2016/5/27
肥後銀⾏ 当⾏の取引先等に対して⾏う復興・復旧⽀援対応のアドバイス等 2016/6/27

⼭梨中央銀⾏

当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾏における事業性評価のモ
デル・体制の構築についての助言等

2016/7/22
⻘森銀⾏ 2016/12/2滋賀銀⾏

⼗⼋銀⾏ 2017/1/27

群⾺銀⾏ 2017/3/21

第二
地⽅銀⾏

東和銀⾏

当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言等

2014/1/31

8

静岡中央銀⾏
2014/3/28福邦銀⾏

⾹川銀⾏
豊和銀⾏

⼋千代銀⾏ 2014/6/30徳島銀⾏

⻑野銀⾏
当⾏の取引先に対する再⽣⽀援業務及び営業地域における観光を軸とした
地域活性化のモデル構築のため、観光バリューチェーン、事業計画の作り⽅等
についての助言

2014/8/1

特定専門家派遣の実績（2/8） （平成30年６月30日時点）
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業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

第二
地⽅銀⾏

愛知銀⾏ 当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言等 2014/9/26

17

⼤光銀⾏

当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣
計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾏における事業性評価のモデ
ル・体制の構築についての助言等

2014/11/28
名古屋銀⾏ 2015/1/30
中京銀⾏ 2015/2/27第三銀⾏
⾼知銀⾏ 2015/3/27

神奈川銀⾏ 2015/5/29
仙台銀⾏ 2015/8/28北⽇本銀⾏

宮崎太陽銀⾏ 2015/10/23愛媛銀⾏
沖縄海邦銀⾏ 2016/1/29

⼤正銀⾏ 2016/5/27
熊本銀⾏ 当⾏の取引先等に対して⾏う復興・復旧⽀援対応のアドバイス等 2016/6/10
みなと銀⾏ 当⾏の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再⽣

計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾏における事業性評価のモデ
ル・体制の構築についての助言等

2017/1/27島根銀⾏
富⼭第⼀銀⾏ 2018/4/17

信⽤⾦庫

愛媛信⽤⾦庫 当⾦庫の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言等 2014/3/28

14

広島信⽤⾦庫 当⾦庫にて組成を検討中の「ひろしん農業育成投資事業有限責任組合」の組
成事務及び運営実務についての助言等 2013/12/13

岐⾩信⽤⾦庫

当⾦庫の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言等

2015/1/30
⻑野信⽤⾦庫 2015/2/27⿅沼相互信⽤⾦庫
桐⽣信⽤⾦庫

2015/5/29敦賀信⽤⾦庫
関信⽤⾦庫

宇和島信⽤⾦庫 2015/6/29
⾼松信⽤⾦庫 2015/7/31

東京東信⽤⾦庫 2015/8/28芝信⽤⾦庫
遠州信⽤⾦庫 2015/10/23⻄武信⽤⾦庫

特定専門家派遣の実績（3/8） （平成30年６月30日時点）
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業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

信⽤⾦庫

⻲有信⽤⾦庫

当⾦庫の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言等

2015/11/27

23

⻄尾信⽤⾦庫
⽔⼾信⽤⾦庫

2015/12/18
きのくに信⽤⾦庫
かながわ信⽤⾦庫 2016/1/29
興産信⽤⾦庫 2016/3/25
諏訪信⽤⾦庫 2016/4/22
松本信⽤⾦庫 2016/5/27

熊本第⼀信⽤⾦庫
当⾦庫の取引先等に対して⾏う復興・復旧⽀援対応のアドバイス等

2016/6/27
熊本中央信⽤⾦庫

熊本信⽤⾦庫
埼⽟縣信⽤⾦庫

当⾦庫の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言等

多摩信⽤⾦庫
2016/10/7

甲府信⽤⾦庫
浜松信⽤⾦庫

2016/12/2
呉信⽤⾦庫

⾼崎信⽤⾦庫
栃⽊信⽤⾦庫

利根郡信⽤⾦庫
尼崎信⽤⾦庫

2016/12/16
⻑岡信⽤⾦庫
上⽥信⽤⾦庫 2017/1/27
朝⽇信⽤⾦庫 2017/2/24

特定専門家派遣の実績（4/8） （平成30年６月30日時点）
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業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

信⽤⾦庫

⾦沢信⽤⾦庫
当⾦庫の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾦庫における事業性評価
のモデル・体制の構築についての助言等

2017/6/27

5
沼津信⽤⾦庫 当⾦庫における事業性評価の分析⼿法・体制の構築、取引先の企業価値向

上⽀援等ついての助言等
2018/1/23

富⼠宮信⽤⾦庫 2018/3/20

⼤阪商⼯信⽤⾦庫 当⾦庫の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言、当⾦庫における事業性評価
のモデル・体制の構築についての助言等

2018/5/15

アイオー信⽤⾦庫 2018/5/15

信⽤組合

⼭梨県⺠信⽤組合

当組合の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言等

2013/11/29

９

釧路信⽤組合 2015/5/29
茨城県信用組合 2015/11/27
豊橋商工信用組合 2016/1/29

北央信用組合 当組合の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業再
⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言等 2016/7/22

熊本県信用組合 当組合の取引先等に対して⾏う復興・復旧⽀援対応のアドバイス等

あかぎ信用組合
当組合における事業性評価の分析⼿法・体制の構築、取引先の企業価値向
上⽀援等ついての助言等

2017/12/19

群馬県信用組合 2018/3/20

⻑野県信用組合 2018/6/12

信農連 兵庫県信用農業協同
組合連合会

当連合会の取引先に対する再⽣⽀援（財務内容の検証、コスト削減、事業
再⽣計画の検証、モニタリング等）についての助言、当連合会における事業性
評価のモデル・体制の構築についての助言等

2017/6/27 1

特定専門家派遣の実績（5/8） （平成30年６月30日時点）
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業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

ファンド
運営会社

せとみらいキャピタル せとみらいファンドによる事業再⽣⽀援業務についての助言等 2013/11/29

４

ひろしんビジネス
サービス ひろしん農業育成ファンドの投資先が作成する事業計画の作成⽀援等 2014/5/23

信⾦キャピタル 当社の運営するファンド「しんきんの翼」の投資対象となる事業者の業種特性、
将来の業界動向等に関する助言 2014/6/13

ひろしまイノベーショ
ン推進機構

当社の運営するファンド「イノベーションファンド」の運営に関する全般的な業務⽀
援及び助言、投資先企業に対する経営指導 2014/8/1

常陽産業研究所 当社の運営する予定である「めぶき地域創⽣ファンド投資事業有限責任組合」
についてのGP業務に関する助言 2016/10/7 1

特定専門家派遣の実績（6/8） （平成30年６月30日時点）
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業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

REVICの
ファンド

運営会社
REVICキャピタル

やまぐち事業維新ファンド担当 2013/9/27

33

関⻄広域中⼩企業再⽣ファンド担当 2013/12/20
わかやま地域活性化ファンド担当 2014/1/17
北海道オールスターワンファンド担当 2014/3/14
観光活性化マザーファンド担当 2014/4/25しがぎん成⻑戦略ファンド担当
⻘函活性化ファンド担当 2014/5/23トリプルアクセル成⻑⽀援ファンド担当
地域ヘルスケア産業⽀援ファンド担当 2014/8/29
ぐんま医工連携活性化ファンド担当 2014/11/7
とっとり大学発・産学連携ファンド担当 2014/12/12しまね大学発・産学連携ファンド担当
飛騨・高山さるぼぼ結ファンド担当 2015/1/30
やまと観光活性化ファンド担当 2015/2/27
ALL信州観光活性化ファンド担当

2015/3/13いばらき新産業創出ファンド担当
八十二地域産業グロースサポートファンド担当
しずおか観光活性化ファンド担当 2015/3/27
沖縄活性化ファンド担当 2015/5/8
佐賀観光活性化ファンド担当 2015/6/29
ふくい観光活性化ファンド担当 2015/7/31
広域ちば地域活性化ファンド担当 2015/9/11千葉・江⼾優り佐原観光活性化ファンド担当
九州観光活性化ファンド担当 2015/9/18
あわぎん地⽅創⽣ファンド担当 2015/10/2SI地域創⽣ファンド担当
高知県観光活性化ファンド担当 2015/10/23
いばらき商店街活性化ファンド担当 2015/12/18
かながわ観光活性化ファンド担当 2016/3/25こうぎん地域協働ファンド担当
飛騨・高山さるぼぼ結ファンド２号担当 2016/5/27
熊本地震事業再⽣⽀援ファンド担当 2016/7/22九州広域復興⽀援ファンド担当

特定専門家派遣の実績（7/8） （平成30年６月30日時点）
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特定専門家派遣の実績（8/8） （平成30年６月30日時点）

業態 派遣対象
⾦融機関 派遣内容 派遣

決定日 総計

REVICの
ファンド

運営会社

REVICキャピタル ふくい未来企業⽀援ファンド担当 2018/6/1 ２北海道オールスター2号ファンド担当 2018/6/25
REVICパートナーズ 地域中核企業活性化ファンド担当 2015/4/17 １

NCBキャピタル NCB九州活性化ファンド担当 2015/1/16 １


