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はじめに

　地方自治体における「地方創生」をはじめとした

さまざまな行財政上の課題解決への担い手として、

地域金融機関への期待が高まっている。筆者は日本

経済研究所『日経研月報』2017年11月号において

「金融機関の PPP のコーディネーターとしてのポテ

ンシャル～「PPP のトライアングル」を使用した地

域との関係の可視化を通じて～」（藤木［2017-2］）

を寄稿していたことから、金融機関の機能を適切に

活用していく方向で政策が進んでいる現状について

肯定的に評価している。

　その一方で、低金利環境の長期化等の外部環境の

変化により、地域金融機関の経営環境は厳しさを増

している。地方公共団体との関係においても、従来

通り地方公共団体向けの取引を優遇する対応を継続

することが難しいとして、指定金融機関や公金納付

の手数料を改訂する交渉の進展が報じられており、

両者の変化がみられる状況となっている。そのた

め、地域金融機関及び地方公共団体の双方に、両者

の関係性の在り方、負担とメリットの具体化、等の

観点から戸惑う意見もみられる状況となっている。

　本稿では、このような状況を念頭に、地域金融機

関と地方公共団体が地域の課題に協調して取り組み、

持続可能な地域経営を実現するためのあり方につい

て PPP（公民連携）の観点から論じることとしたい。

Ⅰ　 政府政策における地域金融機関の
位置付け

１　地方創生
　現在政府が推進している地方創生の政策において

は、地方公共団体において策定される地方版総合戦

略の実行に際し、「産官学金労言士」が連携して行

うことが求められている。「産官学」は産業界、官

公庁、大学の３者を指し、地方創生の取組み以前か

ら、さまざまな地域の施策で連携が行われてきた。

「金労言士」は金融機関、労働団体、言論界、士業

を表しており、これら７者が中核になるべきとする

ものである。

　これによって、地域金融機関は地方公共団体から

の要請により、地方創生の検討に参加する機会を得

ることとなった。地域金融機関は指定金融機関とし

て地方公共団体の「メインバンク」の地位と責任を

引き受けていることも多く、なかには、地方創生の

取組みが始まる前から、経済面をはじめとした地域

の課題について、地方公共団体と密接に情報や意見

の交換を行い、地域活性化のコーディネーターとし

ての役割を果たしてきた実績をベースに、より一層

連携を深化させてきた地域金融機関もある。一方

で、それまでの関係構築が十分でないことや、地域

金融機関側の地方公共団体との取引に対する考え方

に濃淡があることから、対応に困惑するケースも

あったようである。

　地方創生に関連した交付金については、地域金融

機関との連携を条件とするもの存在しており、その

例として、総務省「地域経済循環創造事業交付金」

が挙げられる（図表１）。具体的には、総務省が推

進する「ローカル10,000プロジェクト」に関連し

て、地域金融機関等から融資等を受けて事業化に取

り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期

投資費用等について、地方公共団体が助成する経費

に対し、地域経済循環創造事業交付金を交付するも
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のである。産学官金の連携により、地域の資源と資

金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業

が立ち上がることが期待されている。令和元年度末

までの実績は408事業333億円に達しているが、公費

交付額は118億円に留まっており、残りは地域金融

機関等からの融資額164億円、自己資金等51億円に

よるものである。地域金融機関には事業計画の構想段

階から関与することが期待されていると考えられる。

２　ESG地域金融
　環境省は、世界的にパリ協定や持続可能な開発目

標（SDGs）などを背景として、環境（Environ-

ment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）

を考慮した資金の流れが世界的にかつ急速に広がっ

ていることを背景に、公的資金のみならず民間資金

も導入し、環境課題と経済・社会的課題の同時解決

に向けた取組みを広めていくために、「ESG 地域金

融」を推進している。ESG 金融懇談会提言（2018

年７月取りまとめ）を踏まえて、2019年４月に「事

例 か ら 学 ぶ ESG 地 域 金 融 の あ り 方」（環 境 省

［2019］）を公表し、2020年４月には地域金融機関が

事業性評価に基づく融資・本業支援等の金融行動に

おいて ESG 要素を考慮し、組織全体として ESG 地

域金融に取り組むための手引書として「ESG 地域

金融実践ガイド」（環境省［2020］）を刊行した。

　本資料では、地域金融機関に ESG の要素に着目

した地域企業の価値を発掘・支援することにより、

地域経済発展につながる「地域循環共生圏」に貢献

することを求めている。その理由として、①地域に

は環境・社会的課題の解決に資する技術力や製品・

サービスを有している企業があるものの、その価値

が見出されていない企業が多数存在しており、ESG

要素を考慮してこうした企業を発掘・支援すること

が地域の経済成長の鍵となること、②経済がグロー

バル化するなか、地域企業はその一員として、気候

変動や SDGs 等の世界的な問題の影響も受けなが

ら、高齢化や人手不足といった地域社会の重要課題

にも直面していることを挙げ、地域経済の活性化に

向けて、地域金融機関は自治体等と連携し、地域資

源の活用・地域課題の解決に取り組んでいくべき重

要なポジションにあると指摘している（図表２）。

３　PPP／PFI 地域プラットフォーム
　地方公共団体をはじめ地域関係者の PPP／PFI

図表１　総務省「地域経済循環創造事業交付金」

出所：総務省資料

【藤木秀明氏のプロフィール】
千葉県出身。日本初の公民連携（PPP：Public Private Partnership）専門の
大学院である東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻を修了し、リサー
チ・パートナーとして活動。東京三菱銀行（現三菱 UFJ 銀行）、浜銀総合研
究所地域戦略研究部研究員、内閣府上席政策調査員、大和大学政治経済学部
講師（専任）等を歴任。東洋大学大学院公民連携専攻においては科目「地域
金融論」「PPP ビジネスⅠ（PPP ケーススタディ）」を担当。学外では国土
交通省 PPP サポーター、京都府公民連携プラットフォームアドバイザー等
の活動を通じ、地域金融機能を活用した公共経営への公民連携（PPP）の活
用について、教育・研究・実践に取り組んでいる。
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に対する理解度の向上を図るととも

に、地域のさまざまな事業分野の民間

事業者の企画力・提案力・事業推進力

の向上やその能力を活用した案件の形

成を促進するため、地域の産官学金が

集まって、PPP／PFI 事業のノウハウ

取得や官民対話を含めた情報交換等を

行う地域プラットフォームの代表者と

協定を結び、活動を支援している。

2020年６月末現在、25の地域プラット

フォームが内閣府及び国土交通省と協

定を締結しており、多くの地域金融機

関がその設立や運営に協力している。

Ⅱ　東洋大学の PPP の定義・類型

　これまでみてきたように、地方創生をはじめとし

た政府の政策において、地域金融機関との連携がそ

の推進にとって重要となる政策が相次いでおり、結

果として PPP（公民連携）の推進が求められること

となる。そこで求められる PPP（公民連携）は、

PPP／PFI にとどまらず、地方創生のビジョンの策

定や戦略プロジェクトの検討、地域企業の支援等幅

広いテーマにも応用することが求められる。

　そこで、図表３の左端にある純粋公共サービス

（公共事業）及び同右端の純粋民間サービス（民間

ビジネス）以外はすべて PPP（公民連携）の領域と

考える東洋大学の PPP の定義・類型を紹介し、地

域金融機関と地方公共団体の連携に求められる公民

連携（PPP）の性質について考察することとしたい。

１　東洋大学のPPPの定義
　筆者が所属する東洋大学 PPP 研究センターでは、

PPP（公民連携）を狭義・広義の２段階で定義して

いる。

（狭義）公共サービスの提供や地域経済の再生な

ど何らかの政策目的を持つ事業が実施されるにあ

たって、官（地方自治体、国、公的機関等）と民

（民間企業、NPO、市民等）が目的決定、施設建

図表２　地域経済エコシステムにおける役割

出所：環境省［2020］

出所：根本［2011］

図表３　PPPの定義の範囲および政府の活動との関係
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設・所有、事業運営、資金調達など何らかの役割

を分担して行うこと。その際、①リスクとリター

ンの設計、②契約によるガバナンスの２つの原則

が用いられていること。

（広義）何らかの政策目的を持つ事業の社会的な

費用対効果の計測、および、もっとも高い官、

民、市民の役割分担を検討すること。

　東洋大学の狭義の定義は、経済産業省や米国 PPP

協会（NCPPP）、国際連合（UNECE）をはじめと

した多くの機関の PPP に関する定義や基本的な考

え方をもとに、その考えをまとめたものである。①

リスクとリターンの設計、②契約によるガバナンス

の２つの原則は、多くの国際機関の定義において

“share in the risk and rewards”等の表現されてい

ることを踏まえて「リスクとリターンの設計」と

し、同じく“contractual agreement”等の表現を

踏まえて「契約によるガバナンス」としている。

　地方創生との関係では、広義の定義をもとにした

「産官学金労言士」の連携が求められるものと考え

られるが、負うべき役割やタスクの分担が曖昧にな

り取組みが具体化してプロジェクト化する段階と

なったときに、思惑やリスク分担についての認識の

相違が露見し、取組みがとん挫（または遅延）する

リスクが生じることを筆者は懸念している。そのた

め、具体的なプロジェクトが形成されていない段階

から、狭義の定義の要素である「リスクとリターン

の設計」、「契約によるガバナンス」（それぞれのイ

メージを図表４・５に図示）を踏まえ、それぞれの

主体の役割分担を明確にして取り組みを行うことが

重要である。

２　PPP（公民連携）の３つの類型
　東洋大学 PPP 研究センターでは、PPP（公民連

携）を３つの類型に分類している。読者の皆様に

とっては、PPP と聞くと PFI や指定管理者制度と

いった制度の違いによって分類する方が馴染みやす

いと考えられるが、東洋大学では①対象となる事業

が公共サービスか民間サービスか、②その事業が行

われる空間が公有か民有かの２点により、PPP を

「公共サービス型」「公共資産活用型」「規制・誘導

型」の３つの種類に分類している（図表６）。

　PFI や指定管理者制度、市場化テスト等は、「公

共サービス型」と分類している。これらの対象とな

地方創生
特集

図表４　リスクとリターンの設計
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出所：筆者作成

図表５　契約によるガバナンス

官 民 市民
実施

決定

ガバナンス（契約、監視、報酬、制裁）

契約
• 監視 契約内容が履行されているか
• 制裁 契約を守らない時の責任の問い方
• 報酬 契約を守った時の動機付け

出所：筆者作成
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る事業が公共サービスであり、その事業が行われる

空間は、原則公有地・公有建物である。公有地や公

有 建 物 な ど の 公 的 不 動 産（PRE；Public Real 

Estate）を民間と連携して活用する PPP 事業は「公

共資産活用型」と分類している。これらの対象とな

る事業が民間サービスであり、その事業が行われる

空間は原則公有地・公有建物である。一方、企業誘

致、まちづくり、観光振興や地場企業再生など対象

とする事業が民間サービスであるものの、行政が地

域経済振興の観点から関与し、民間と連携しながら

推進する PPP 事業については、「規制・誘導型」と

分類している。

　東洋大学 PPP 研究センターにおいては、純粋公

共事業あるいは純粋民間事業以外は全て PPP の研

究対象として考えており、その範囲は非常に幅広い

ものとなっている（前掲図表３）。

Ⅲ　地域金融機関と PPP（公民連携）

　前章で行った PPP（公民連携）の概念整理を、地

域金融機関にとっての PPP（公民連携）の意義や活

用の視点から考察を進める。

１　�地域密着型金融における PPP（公民連携）の
意義

　今日の地域密着型金融の原型となる金融審議会の

文書（金融審議会［2007］「地域密着型金融の取組

みについての評価と今後の対応について－地域の情

報集積を活用した持続可能なビジネスモデルの確立

を－」）に、地域密着型金融の推進における PPP

（公民連携）の意義が言及されている（図表７）。

　東洋大学の PPP（公民連携）の定義と同様に、

「リスクとリターンの設計」、「契約によるガバナン

ス」の２点を基本として挙げており、融資取引を通

じて、日常的に信用リスクを融資金利に反映し、融

資契約書に落とし込むことを業務として実行してい

るため、PPP（公民連携）のコーディネーターとし

ての素養が備わっているとしている。

　このため、第１章で言及した地方創生や PPP／

PFI をはじめとした PPP（公民連携）が重要となる

取組みに地域金融機関が関与することは、地域密着

型金融（リレーションシップ・バンキング）政策の

観点からも期待されていた流れと重なるものであ

る。今後も、地域金融機関にとって PPP（公民連

携）に取り組む意義はますます重要になるものとい

えよう。

図表６　東洋大学PPP研究センターのPPPの分類
公共サービス型 公共資産活用型 規制・誘導型

対象となる事業 公共サービス 民間サービス 民間サービス

その事業が行われる空間 原則、公有地・公有建物 原則、公有地・公有建物 原則、民有地・民有建物

主な形態
PFI、指定管理者、市場化

テスト、民営化など
BOT, BTO, DB などを含む

公有地活用、公有建物活用

企業誘致、まちづくり、
商店街再生、観光振興、

地場産業振興など
構造改革特区・地域再生・

都市再生

関連法規
PFI 法

地方自治法
公共サービス改革法

国有財産法
地方自治法

構造改革特区法
まちづくり三法

地域再生法
都市再生特別措置法

出所：根本［2011］
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２　�地域金融機関と連携した PPP（公民連携）の
活用の視点

　公民連携（PPP）のコーディネーターとして地域

金融機関が適しているとの認識はあっても、具体的

検討に進み、地域金融機関や地域企業の事業機会・

収益機会とならなければ、推進するモチベーション

は弱くならざるを得ない。筆者は京都府が設立した

「京都府公民連携プラットフォーム」のアドバイ

ザーとして、京都府およびプラットフォーム開催時

の事務局業務を務める京都銀行とともに、2017年以

来関与を重ね、府内地方公共団体の関係者や参加す

る企業等と意見交換を重ねてきた。企業の参加者か

らは、PPP（公民連携）を自らのビジネス機会とし

て取り組む案件やフィールドの創出が課題の一つで

あるとの意見が多く寄せられた。つまり、地方公共

団体は地域金融機関や地域企業の収益機会を早期に

数多く創出することを意識した対応が求められよう。

　一方で、地方公共団体職員は、経済とりわけ金融

（ファイナンス）に関する知識や経験に限りがある

のが実情であり、地域金融機関の行動特性を理解し

て適切な役割を与えることに苦慮しているのも実情

である。公民連携（PPP）を適切に活用・推進する

ためには、互いを理解したうえでの連携、言い換え

れば「共創」に近い行動をするよう、地方公共団

体・地域金融機関の双方が歩み寄ることが必要で

ある。

　こうした問題意識のもと、地域金融機関がメイン

バンク（主力取引銀行）として融資先の経営再建や

事業再生に関与する場合の行動を念頭におき、前章

で説明した公民連携（PPP）の３つの類型（公共

図表７　金融審議会［2007］における言及箇所（抜粋）

Ⅲ．地域密着型金融の具体的内容
３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
　（「公民連携」への積極的参画）
　現在、地域においては、これまで地域活性化に主導的役割を果たしてきた行政が、予算的・人的制約から従
来のような役割を果たせない状況にあり、他方、民間企業が市場原理に基づき対応することにも限界がある。
そのような状況の下では、行政または民間企業に一方的に依存する形態ではなく、両者が役割を分担し地域の
諸問題の解決を図る、「公民連携」（パブリック・プライベート・パートナーシップ（PPP））が有効である。「公
民連携」の下、地域金融機関、中小企業（経済団体）、地域住民、地方公共団体、中央行政機関出先機関等の地
域の全プレーヤー（産学官及び金融機関）がビジョンを共有し、地域の実情や課題に即した創意工夫ある取組
みに連携して取り組むことが必要と考えられる。
　「公民連携」において、これらの様々なプレーヤーが参加して、一体的に取組みを進めるに当たっては、「リ
スクとリターンの設計」と「契約によるガバナンス」の２点が基本とされる。「リスクとリターンの設計」と
は、プロジェクトのリスクとリターンを分析した上で、各リスクを担うのに最適な関係者を見出し、それに見
合うリターンを配分する全体の構造を設計することである。
　また、「契約によるガバナンス」とは、実現性の高い契約により、リスク・リターンの内容を落し込むととも
に、契約の実現を確実にするための監視、履行しない場合の制裁、契約を達成したときの報酬等を盛り込むこ
ととされる。

地域においては、これらの２つを満たす枠組みをデザインできる者は限られているところ、金融機関が日常
的に行っている与信判断及び融資契約における条件設定は、まさにこの「リスクとリターンの設計」と「契約
によるガバナンス」そのものである。このような素養が備わっている金融機関の役割は大きく、コーディネー
ターとしての「公民連携」への積極的参画が期待される。
　地域金融機関がこのような役割を果たすに当たっては、地域の様々なプレーヤーとの取引を通じて得られた
地元の情報の活用に加え、そのネットワークを拡げ地域外の専門家、専門機関との連携、外部資源の活用等を
図っていくことも重要である。

出所：金融審議会［2007］、下線は筆者による
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サービス型、公有資産活用型、規制・誘導型）との

観点を整理し示すこととしたい。

　民間企業が経営不振に陥った場合には、「コスト

削減を通じた利益の確保」、「資産リストラ（売却な

ど）」、「売上の拡大」の３つの着眼点で検討するの

が一般的である。地方自治体の場合には、これらの

着眼点を、🄐「コスト削減を通じた地方債償還財源

の確保」、🄑「財務体質の改善、経営改革原資の確

保」、「税収の増加」という表現に置き換えることが

可能である（図表８）。

　🄐「コスト削減を通じた地方債償還財源の確保」

に対しては、公共サービス型 PPP を検討すること

が可能である。PFI、指定管理者制度、市場化テス

トなどが考えられる。🄑「財務体質の改善、経営改

革原資の確保」に対しては、公有資産活用型 PPP

を検討することが可能である。PRE 戦略、公共施

設再配置等により生じる公的不動産（PRE）の有効

活用をはじめとした公共施設マネジメントに関する

PPP が考えられる。🄒「税収の増加」については、

規制誘導型 PPP が考えられる。地域の魅力を維持

向上し、産官学金が連携した取組みを、従来から取

り組んでいる個々の地域企業の経営改善と併せて行

うことで、より一層の地域活性化に資すると考えら

れる。

　地域金融機関にとっての含意は、これら🄐、🄑、

🄒のいずれになったとしても、PPP プロジェクト

の推進に伴う投融資を伴う事業機会が存在するとい

うことである。🄐の場合には、公共サービス型 PPP

であり、PFI／PPP 事業への投融資機会が存在す

る。また、PFI／PPP 事業化に伴う検討段階で、発

注者である官（政府・地方自治体）に対するフィナ

ンシャルアドバイザー業務のみならず、応札する民

間事業者に対しても同様にフィナンシャルアドバイ

ザー業務の事業機会が創出される。🄑の場合におい

ては、公有資産活用型 PPP であり、不動産プロジェ

クトのノウハウを活用して対応することが可能であ

る。PFI／PPP 事業の場合には、🄐と🄑の両方の性

質を併せ持つプロジェクトとなる場合もありうる。

　一方🄒の場合には、規制・誘導型 PPP であるた

め、金融機関自身のみならず、地方自治体やそれに

準じる公的団体（例、商工会議所など）とのパート

ナーシップが欠かせないものと考えられる。事業構

想の策定、関係者や市民を巻き込んだワークショッ

プによるビジョンの共有を通じて基本計画や実行計

画を策定し、それらの計画が具体化した結果生まれ

たプロジェクトが投融資機会となりうる点が特徴で

図表８　公民連携（PPP）活用の視点

企業の着眼点 政府の表現 利用される行政改革手法、
PPP の手法と類型 事　例

１ ．コスト削減を通じた
利益の確保

🄐コスト削減を通じ
た地方債償還財源
の確保

PFI、指定管理者制度、
市場化テスト、業務委託
の活用
→公共サービス型 PPP

刑務所 PFI、すべての町道の維持
管理補修事業を対象とした指定管
理制度導入（26％削減、北海道清
里町）、市業務のアウトソーシン
グ会社設立（愛知県高浜市）

２ ．資産リストラ（売却
など）

🄑財務体質の改善、
経営改革原資の確
保

PRE 戦略（公共施設マ
ネジメント、公共施設の
再配置、売却・賃貸等）
→公有資産活用型 PPP

ヤマト運輸のコールセンター誘致
（新潟県南魚沼市、三重県名張
市）、公有温泉の民営化、奈良県

「養徳学舎」の建替え

３．売上の拡大 🄒税収の増加
地域自体の魅力の維持向
上や地方再生の取組み
→規制・誘導型 PPP

昭和のまちづくり（大分県豊後高
田市）

出所：筆者作成



31日経研月報 2020.8

ある。そのため、営業部門のように短期で投融資金

額や収益目標を実現することを使命づけられた部門

では対処することが難しいと考えられ、金融機関の

企画部門やシンクタンクなど長期の視点で地域ビ

ジョンを考えるミッションを負える部門で体制を組

み、構想段階から事業に関与することが望ましいと

考えられる。

Ⅳ　提　案

１　多様な金融資源の活用
　前章では、地域金融機関と PPP（公民連携）の意

義、事業機会について整理した。多様な事業機会の

可能性があることを示したものの、地域金融機関は

基本的には銀行形態であるため、預金を集めて貸出

を行う形態での取組みには限りがあることも現実で

ある。公民連携（PPP）を支援する金融手法は、銀

行融資以外にも証券化手法や信託、リースの活用等

多様に考えうることから、今後は地域金融機関以外

の幅広いプレーヤー（政府系金融機関、大手銀行、

信託、証券、ファンド、リース等）との連携をより

一層推進することが求められる（図表９）。また、

地方創生における観光等における決済インフラの整

備やキャッシュレスの推進、金融業務の効率化など

に対するニーズへの対応においては、クレジット

カード会社や Fintech 企業等とも連携することも考

えうる。地域金融機関は、地域社会（地域企業や地

方公共団体）の代理人として、これらの多様なプ

レーヤーが提供する金融サービスを適切な形で地域

に導入することを先導し、他のプレーヤーとの協働

を通じて手数料収入を得るとともに、ノウハウを自

らのものとして取り込み自らの業務を高度化するこ

とで、より一層地域に貢献する道が開けるものと期

待される。

　これは、内閣府が推進する「地方創生 SDGs 金融

（図表10）」が目指す方向感とも一致している。地域

事業者が地方公共団体と連携して地域における

SDGs 達成に向けた取組を主導し、地域金融機関や

上場企業等がその取組を支援し、さらに機関投資

家・大手銀行・証券会社が直接的／間接的な働きか

けを行うことにより、これらに民間資金等を積極的

に呼び込むことが重要であるとの認識のもと推進さ

れている。（内閣府［2019］）図表10においては、行

政効率化・公共サービス高度化に関連して、公民連

携（PPP）の手法である PPP／PFI や SIB（ソー

地方創生
特集

図表９　多様な金融手法との連携

出所：筆者作成

政府系金融機関、大手銀行

プロジェクト融資やESG対応のノウハウ等

信託銀行

信託機能によるコーディネート機能の活用（不動産
等）、アセットマネジメント

証券会社、ファンド

資本市場、エクイティ性資金の活用等

リース、カード会社、Fintech等

各種金融手法や新たな金融技術の活用

地域金融機関

地域企業・地方公共団体との窓口

地方創生（地域活性化）、行財政上の課題（財政悪化、公共施設マネジメント等）、
SDGsの推進、ESG（ESG投資／ESG地域金融）等
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シャルインパクトボンド）にも

言 及 し て い る。 地 方 創 生 や

PPP／PFI、SIB 等の公民連携

（PPP）手法を所管する内閣府、

金融機関を所管する金融庁等の

連携により、本図に示された姿

が実現するよう強く期待した

い。

２　�融資に留まらないバランスシート全体に対する
課題解決への取組み

　前項で述べた多様な幅広いプレーヤーと連携する

ためには、地域金融機関が基本的には銀行形態であ

り、預金をもとに融資を行うことを基本とする発想

から自由となり、バランスシート（貸借対照表）の

借方（資産）、貸方（負債および自己資本）の全体

を捉えて事業機会を検討すると、ABL（Asset Based 

Lending）やセール＆リースバック、地域ファン

ド、クラウドファンディングの活用等多様に検討し

うるものと思われる（図表11）。

　クラウドファンディングについては、既に法制化

され「ふるさと投資」として取組みが進んでいるも

のの、地域金融機関において預金者は地域住民と相

当部分重なる（オーバーラップする）ことを考える

と、地域内外の住民のプロジェクトに対する共感や

応援したい気持ちに基づく投資・商品購入・寄付を

通じた「志ある資金」とともにプロジェクトを支援

する選択肢も取りうるものと思われる。

３　�官民双方の「コスト削減」「非効率の削減」に
着目する

　本稿の締めくくりとして、官民双方が「コスト削

減」「非効率の削減」に着目することを提案するこ

図表11　バランスシート全体を捉えた事業機会

資産 負債 ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ流動資産

 　→在庫等の ABL
　（Asset Based Lending）

融資
（従来の地域金融機関は
ここがフィールド）

固定資産
　→ セール＆リースバック
　（流動化、証券化）

メザニン

資本
　→地域ファンド

出所：筆者作成

預金者との
連携可能性

図表10　地方創生SDGs金融を通じた自律的好循環形成の全体像

出所：内閣府［2019］
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ととしたい。本稿冒頭で、地域金融機関と地方公共

団体との関係において、指定金融機関や公金納付の

手数料を改訂する交渉の進展が報じられており、両

者の変化がみられる状況となっていることに言及し

た。地方銀行協会をはじめとする業界団体が事務合

理化（納付書の統一、口座振替の推進、収納事務の

電子化等）や条件改善を要望しても進捗は限定的で

あったことを考えると、地域金融機関側が不採算取

引として公共取引を敬遠したり、公共団体との関わ

りを避ける行動に出るリスクシナリオも考えうる。

これまでの延長線上で、地域金融機関と地方公共団

体の双方が互いの都合を主張し折り合わない展開に

進めば、互いに相手を避けあうこととなり、今後の

連携可能性に影を落とす展開となりかねない。

　そこで、地域金融機関、地方公共団体ともに、

「コスト削減」「非効率の削減」に着目して取り組む

ことを提案したい。金融機関は、「事務サービス」

を効率的かつ正確に行うことについてのリスクマネ

ジメントのノウハウを有する企業としての側面もあ

る。筆者は銀行員であったことを思い返すと地域金

融機関は「コストが高いこと」「非効率であるこ

と」への感度は高く、地域金融機関内部では非効率

事務の削減（効率化）を推進してきた経験が蓄積さ

れているものと思われる。地域金融機関、地方公共

団体双方の「コスト削減」「非効率の削減」を少し

ずつ実現することができれば、地方公共団体のコス

ト削減を通じて財政改善に寄与するとともに、地域

金融機関にとっても取引採算の改善に繋がる、「ウィ

ン・ウィン」を実現できる。折しも DX（デジタル

トランスフォーメーション）の進展が社会全体に影

響を及ぼすことが予想されており、RPA（Robotic 

Process Automation）を活用した事務自動化が行

政分野で進みつつあるが、金融機関を介する出納業

務は事務量が多く、定型的な反復取引であることか

ら、事務合理化の成果も相応に期待しうるものと思

われる。合理化により生み出された財源やマンパ

ワーの一部を地方創生の推進に投じることができれ

ば、より高いレベルで地方創生の取組みを進めるこ

とができうると思われる。
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