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1. はじめに

平山 2020年 5月20日、地域における一般乗合旅

客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービ

スの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律の特例に関する法律（以

下「特例法」という）が成立し、同年11月27日に施

行されました。施行直後でありますので、どのよう

にこの法律が運用されていくのか、関心をお持ちの

方も多いかと思います。本日の座談会におきまして

は、特例法の立案作業をご担当された佐々木様、特

例法の運用をご担当されている坂本様、そして金融

規制法等を専門とされている弁護士の田中先生をお

招きし、特例法の具体的な内容と今後期待される連

用について検討していきたいと存じます。なお、本

座談会の参加者のご発言は、あくまでもそれぞれの

参加者の私見であり、所属する組織の見解ではない

ことを、あらかじめお断りいたします。それでは参

加者の皆さまから自己紹介をお願いいたします。

佐々木 金融庁総合政策局リスク分析総括課の
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佐々木豪と申します。これまで、地域銀行の経営統

合の認可等にも携わってきました。 2018年 9月に、

内閣官房日本経済再生総合事務局に出向し特例法の

法制化作業に従事いたしました。 2020年7月に金融

庁に戻り特例法関係の業務から離れ、大手銀行の検

査、モニタリングを担当しています。よろしくお願

いいたします。

坂本 金融庁監督局銀行第二課の坂本智章と申し

ます。銀行第二課は地域銀行の監督を所掌している

課ですが、その中で、私は特例法の担当をしていま

す。よろしくお願いいたします。

田中 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国

法共同事業の田中智之と申します。弁護士登録をし

て以来、同事務所にて金融規制法や金融コンプライ

アンスを中心に実務に携わらせていただいておりま

す。その間に、金融庁監督局銀行第一課・銀行第二

課等に出向させていただき、地銀を含む銀行を中心

とした金融機関の監督実務に関与するという貴重な

機会を頂戴いたしました。今回の特例法の議論につ

いても非常に関心を持っています。よろしくお願い

いたします。

1 本座談会は、 2021年4月12日にソーシャルデイスタンスを取り、換気を十分に行った上で実施した。参加者の所

属部署・役職等は同日時点のものである。
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一1. はじめに

2. 特例法の制定に至る経緯

3. 特例法の内容

(1) 特例法の対象と目的

(2) 特例法に基づく手続

(3) 公正取引委員会との協議

(4) 認可後の監督

平山 本座談会の司会を務めさせていただきま

す、平山法律事務所代表弁護士および九州大学法学

研究院准教授の平山賢太郎と申します。実務および

研究の両面におきまして、独占禁止法の分野を専門

としています。かつて、任期付採用公務員として公

正取引委員会に 3年間勤務し、事件審壺業務等に携

わりました。本日は、独占禁止法に対する特例法と

いう重要な意義を有する法律について皆さまからお

話をお伺いできる機会を頂戴できましたことを、大

変うれしく思います。よろしくお願いいたします。

2. 特例法の制定に至る経緯

平山 本座談会におきましては、独占禁止法に基

づく地銀の経営統合に対する審査先例を簡単に振り

返り、特例法が必要とされるに至った経緯を確認し

た上で、特例法の内容および今後の運用について具

体的に検討してまいります。

まずは特例法の制定に至る経緯について議論を進

めてまいりますが、はじめに地銀の経営統合の動向

につきましてご教示いただきたいと思います。

坂本 地域銀行の経営統合の直近の動向について

ですが、 2020年の10月に、十八銀行と親和銀行が経

営統合し十八親和銀行となったほか、 2021年 1月に

も、第四銀行と北越銀行が経営統合し第四北越銀行

となりました。また、 2021年5月には三重銀行と第

三銀行が経営統合し三十三銀行になる予定です。こ

うした経営統合をめぐる動きは、ー朝ータですぐに

進むものではなく、ある程度、期間を持って検討が

進められてきたものと思いますが、様々な経営改革

に取り組む中で経営統合という形を選ばれた銀行が

一定数あることがみて取れるかと思います。

4. 地域金融機関による統合・再編等に

係る規制法上の論点等

5. 業務提携と経営統合

6. 経営統合・再編の支援策

(1) 地銀経営統合・再編等サポートデスク

(2) 資金交付制度

7. 最後に

佐々木 こうした動きの前提として、地域銀行の

役割の重要性と経噛状況について、補足させていた

だければと思います。成長戦略実行計画2 (41頁）

の「②地域銀行」の図表をご覧ください（【図表

1】)。

地方銀行、第二地方銀行を総称して地域銀行と呼

んでいますが、全体として、企業数にして 5割の企

業のメインバンクになっています。特にこの図の右

側のほうをみると、関東や近畿といった都市隕にお

いて都市銀行をメインバンクとしている企業も多い

ですが、ほかの地域では地域銀行が 7割から 8割の

企業のメインバンクになっていて、まさに地域経済

を支えているといえます。もちろん、地域銀行は資

金の提供にとどまらず、様々な地方創生に係る取組

みも実施しているところです。

しかしながら、成長戦略実行計画 (42頁）のグラ

フ（【図表 2】)からもわかるとおり、地域銀行の貸

出利ざやが2007年から低下し続けています。その結

果、顧客向けサービスの利益においても赤字となっ

ている地域銀行が非常に多く、基盤的なサービスと

もいえる地域銀行のサービスを将来にわたって維持

していくことが難しくなっている状況にあります。

このような中で、先ほど坂本から説明したとお

り、経営統合を通じた経営力の強化ですとか生産性

の向上によりサービスを維持しようという地域銀行

も出てきているというのが、足下の状況かと思いま

す。

平山 地域銀行の経営統合は、ご紹介いただきま

したように過去に様々ありまして、現在も検討され

ているものがあることと思います。その際に必要と

されていたのが、公正取引委員会に対する事前の届

出です。独占禁止法は、経営統合を行う当事会社の

2 内閣府「成長戦略実行計画」 (2019年6月21日付。以下「成長戦略実行計画」という）。
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【図表 1】地域銀行のメインバンクとしての役割
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国内売上高を基準とし、一定の基準の値を超える案

件について、当事会社に対して公正取引委員会への

届出を求めています。銀行業の場合には国内売上高

は経常収益のことをいいまして、これを基準として

届出の要否が判断されています。

公正取引委員会による審査には、第 1次審壺と第

2次審査という 2つの段階があります。圧倒的大多

数の案件は30B間の第 1次審脊で終了します。他方

で、件数はきわめて少ないものの、一部の地域銀行

の経営統合案件におきましては、審査をさらに行う

必要があると公正取引委員会が判断し、いわゆる第

2次審査と呼ばれる詳細な審査へと手続が移行する

例がみられました。第 2次審壺手続へ移行した案件

におきましては、審査期間が2年を超える案件もあ

りましたので、銀行業の方々や広く国民の間で、こ

の独占禁止法に墓づく公正取引委員会の審査に対す

る改善の要望、すなわち、手続の仕組みを変えても

らいたいという期待が大きくなってきたのではない

かと思います。

地域銀行の経営統合に対する公正取引委員会の審

壺について、どのような課題認識があったのか、ご

説明いただけますでしょうか。

佐々木 先ほど申し上げたとおり、地域銀行の経

営環境が厳しい中で、経営統合は、将来にわたって

3 親和銀行の親会社。
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サービスを維持するための 1つの選択肢です。しか

し、特に地域における貸出額のシェアが高まるよう

な場合には、こうした経営統合が独占禁止法に抵触

して実施できないおそれがあるという状況にありま

した。今、平山先生からご指摘もありましたが、例

えば、ふくおかフィナンシャルグループ 3と十八銀

行の経営統合については、長崎県内における中小企

業向け貸出のシェアが高まること等にかんがみ、独

占禁止法上の間題があるとされ、公正取引委員会の

審在が長期化したということがあります。

平山 公正取引委員会からも、 2019年12月に企業

結合審査に関する独占禁止法の運川指針が改正され

るなど、一定の対応を示そうという動きがみられま

した。例えば、改正された運用指針は、複数の事業

者が事業活動を行うのでは採算が取れず複数の事業

者による競争を維持することが困難な市場における

経営統合について、通常は独占禁止法違反とならな

いという考え方を明記しました。他方で特例法は、

ご指摘いただいた課題を独占禁止法とは異なる観点

から抜本的に解決するために立法されたものと理解

しております。

成長戦略実行計画をご紹介いただきましたが、そ

の後未来投資会議において議論が重ねられ、具体的

な法案の提出、そして法律の成立に至ったと存じま



【図表 2】地域銀行の貸出利ざやの減少
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（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉
りそな銀行についてのもの

す。ここまでの動きにつきまして特に重要なことが

ございましたらご教示いただけますでしょうか。

佐々木 はい。独占禁止法の最終的な目的は「一

般消費者の利益」 (1条）で、これを競争により実

現することです。しかしながら、将来にわたるサー

ビスの維持が難しくなっている状況において、競争

の維持よりも、サービスの提供の維持に地域銀行が

コミットし、その結果、地域の経済がよくなってい

く姿が描ける場合には一般消費者の利益を実現でき

るのではないか。そのような限度において、独占禁

止法という重要な法律に特例的な例外を設ける法律

を政府より提案し、また国会においてご審議の上、

成立させていただきました。

こうした過程では、人口が減少し競争が成り立ち

にくくなっていく中で、特例法の対象となる各事業

者を所管する主務省庁と、競争政策を所管する公正

取引委員会の連携をどう図っていくかが 1つ重要な

ポイントであったかと思います。もう 1つは、法律

を運用するにあたって、予見可能性をいかに確保し

ていくかが、先ほど申し上げた地域の厳しい状況の

中で競争政策を考えていく上では重要だという点で

す。

3. 特例法の内容

(1) 特例法の対象と目的

平山 特例法の内容について、具体的にみていき

たいと思います。まず、同法の対象についてご教示

いただけますでしょうか。

佐々木 特例法の対象となる特定地域基盤企業に

は、民間企業でありながら、国民生活や地域の経済

活動の基盤となっており、また他の事業者による代

替が困難なサービスを提供する企業として、地域銀

行と乗合バス会社が含まれます。特に、地域銀行と

しては、告示で、地方銀行、第二地方銀行、株式会

社埼玉りそな銀行を指定しています。特定地域基盤

企業が、認可を受けて合併等を実施する場合には、

独占禁止法の適用が除外されるというのが、特例法

の趣旨です。

平山 特例法の対象は「合併等」ですが、これは

合併や株式の取得など、いわゆる経営統合を指すも

のと思います。その反面、地銀同士の間で行われる

システム統合等の取組みは同法の対象ではないと考

えてよろしいですね。

佐々木 特例法の対象となる行為としては、同法

3条 1項 1号から 6号まで、 6つの類型が掲げられ

ています。これらは、合併、吸収分割、共同新設分

割、共同株式移転、それから事業の譲受けと、株式

の取得ということで、いずれも独占禁止法の企業結

合規制の対象とされているものです。こうした行為

を伴わず単にシステムを共通化するといった場合

は、同法の対象ではありません。

田中 特例法の適用対象となる「合併等」の範囲

ですが、例えば、同法 3条 1項 1号ですと、 2以上

の特定地域基盤企業等による合併と規定されていま

す。特定地域基盤企業等が地域銀行を指すというこ

とと理解しておりますが、例えば、地銀とメガバン

ク、地銀とネットバンク、地銀と信用金庫との「合

併等」は同法の対象ではないという認識でよろしい

でしょうか。

佐々木 関与する銀行いずれもが地域銀行または

その親会社である必要があります。

平山 特例法の対象は、先ほどご教示いただいた

同法の目的に対応して設定されていると理解しまし

たが、よろしいでしょうか。

佐々木 ご理解のとおりです。

(2) 特例法に基づく手続

ア手続の概要

平山 特例法に基づいて、どのような審査あるい

は調査などが行われるのでしょうか。まずは、同法
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の手続の概要についてお伺いしたいと思います。

坂本 合併等、つまり持ち株会社の設立や株式取

得なども含む経営統合の認可を受けようとする地域

銀行またはその親会社は、まず基盤的サービス維持

計画を主務大臣に提出することが、法令上の手続と

して必要になります。主務大臣は、提出された計画

について、基盤的サービスに係る競争の状況の変化

により、利用者に対して不当な基盤的サービスの価

格の上昇その他の不当な不利益を生ずるおそれがあ

ると認めるときは、不当な不利益の防止のための方

策を求めることができます。また、認可に際し主務

大臣は公正取引委員会に協議しなければならないと

定められています。

イ認可基準

平山 ここまで認＂［の手続についてご教示いただ

きましたが、当事会社にとっては認可基準を理解す

ることも重要です。立法の過程において、認可基準

としてどのようなものが具休的に念頭に置かれてい

たのか、ご教示いただきたいと思います。

坂本 認可基準につきましては特例法 5条に定め

があります。 1つ目の基準は、需要の減少によっ

て、基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供

することが困難となるおそれがあることで、同条 l

項 1号に定められています。

2つ目の基準はどのように事業を改善し基盤的

サービスを維持していくかです。 5条 1項 2号では

「合併等により、当該合併に係る特定地域基盤企業

が提供するサービスに係る事業の改善が見込まれる

とともに、その改善に応じ」て「当該基盤的サービ

スの提供が図られる」こととされています。

3つ目の基準としては、持続的にそのサービスを

将来にわたって提供することが困難となると認めら

れる地域において、合併等により合併等に係る特定

地域基盤企業が提供するサービスの利用者に対し、

不当な基盤的サービスの価格の上昇、その他の不当

な不利益を生じるおそれがあると認められないこと

が、特例法 5条 1項 3号で示されています。この 3

つが認可基準となっております。

平山 田中先生にお尋ねしたいのですが、特例法

に基づく認可基準について実務的な観点から気にな

る点などはありませんでしょうか。

田中 特例法に基づく認可手続については、現時

点で公表されている法令や監督指針などのみでは必

ずしも明らかではないと思われる点があるため、公

表資料を拝見していて気になった点について何点か

伺いたいと思います。まず、認可手続を進めたい地

域銀行は、施行規則別紙様式第 1号4として様式が

公表されている基盤的サービス維持計画を当局に提

出して申請することになると理解しています。

地域銀行は、基盤的サービス維持計画の中で、認

可基準を充足することを示す必要があるところ、先

ほどの認可基準の 2つHで、合併等により見込まれ

る基盤的サービスに係る事業の改善が見込まれると

ともに、その改善に応じ、基盤的サービスの提供の

維持が図られることといった基準が規定されていま

す。この点に関し、監督指針 5上、「計画におい

て、こうした事業の改善に応じた基盤的サービスの

維持に係る方策として、例えば、以下の幾つか等に

ついて、具体的な指標を用いること、又は、地域顧

客のニーズや需要の変化を適時適切に把握し取組を

改善していくための態勢整備を行うこと等を通じ

て、適確に実施するための方策が示されているか」

といった記述があります。そして、イから卜とし

て、取引先の事業性評価に基づく融資、創業支援や

経営相談、事業再生支援などへの取組みが、基盤的

サービスの維持に係る方策として挙げられており、

その内容について、甚盤的サービス維持計画にも盛

り込むこととなると理解しています。

監督指針上のイから卜について、例示とされてい

ますが、具体的にどのような取組みを記載すること

が期待されていますでしょうか。例えば、創業支援

や担保に依存しない事業性評価に基づく融資につい

て、少なくとも基盤的サービス維持計画の期間中

は、地域銀行の取り組む件数を増やしていく等のコ

ミットメントをすることが求められているという認

識でよろしいでしょうか。

坂本 田中先生がおっしゃったように、監督指針

において、認可基準の具体的な視点が例示されてい

ます。特例法は、サービスの維持を通じた一般消費

者の利益の確保を趣旨としていることから、基盤的

4 金融庁「別紙様式第 1号（第 6条第 1項関係）基盤的サービス維持計画様式」 (2020年11月27日付）。

5 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針J(2020年12月。以下「監督指針」という） III-4-10(3)②。
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【図表3]地域銀行の営業経費と貸出残高
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（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉りそな銀行についてのもの

サービス維持計画においては、どのように事業を改

善し、その効果をいかに地域に還元していくかとい

う点を具体的に示していくことが重要であると考え

られます。他方、ご指摘の監督指針に例示されてい

る取組み、あるいはそれ以外も含めてどの取組みに

力を入れるか、それぞれの取組みについてどの程度

のH標設定を行うかといった、サービス維持の具体

策については、地域のニーズを十分に踏まえる必要

があります。また、人口減少等の厳しい経営環境に

置かれている中で、計画倒れになっては意味がな

く、機械的な前提のもとで無理のある計画をつくる

のではなく、実態に合わせて検討が必要と思いま

す。金融機関が営業する地域の実情に応じて各行の

判断は異なってくると考えられ、画ー的な計画を求

めているわけではありません。

田中 地域銀行による経営統合の説明、例えば、

創業支援の件数を増やすことの因果関係がどこまで

求められるのでしょうか。つまり、経営統合をする

からこそ創業支援に注力できるといった説明として

どのようなものが求められていますでしょうか。

坂本 経営統合の効果についてのマクロ的な分析

については、成長戦略実行計画 (42頁）の図表（【図

表 3】)で描かれていたかと思います。この図表で

は、横軸に地域銀行の貸出残高、縦軸に営業経費を

取り、貸出残高が2倍に伸びても、必ずしも営業経

費が 2倍になるわけではないことが示されていま

す。地域銀行では、システム等の固定費のために規

模の経済が働く、つまり規模が大きくなればなるほ

ど経費率は下がっていく。経営統合の効果は、この

ようなシステムの開発・運用等の経費の削減、ある

いは、両行の顧客ネットワークを合わせることでシ

ナジーを生む、店舗や人員の効率的な配置、例えば

バックオフィスの人員は集約するけれども、その分

顧客の支援に力を人れる、といったことだと思いま

す。こうした効果を通じて、自らの経営基盤を確保

しつつ、ご指摘の創業支援に取り組むといった計画

をご提出いただくのかと思います。

田中 3つHの認可基準として、基盤的サービス

の利用者に対して不当な不利益を生ずるおそれがあ

ると認められないことという基準が規定されていま

す。この点に関し、監督指針上は、特に中小企業向

け貸出の事業分野については、利用者に不当な不利

益が及ぶことがないよう、不当な金利や手数料の上

昇等が生じないような体制の整備が求められていま

す 6。これについて、地域銀行は金利を将来的に上

げることが事実上できないことになるのではない

6 監督指針III-4-10(3)③ （注 3)。
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金融庁

坂本智章（さかもと ともあき）

か、という点が懸念されるかもしれませんが、この

あたりについてのご認識はいかがでしょうか。

坂本 監督指針では貸出金利や手数料の上昇等に

ついて、市場動向、サービス、債務者、地域の実情

等を総合的に勘案し、その合理性について判断を行

うものとしています。一般的な市場金利の状況、

サービスの向上とそれに見合った貸出金利引上げに

対する顧客の理解、あるいは債務者の信用力の変

化、債務者支援の観点から一時的に貸出金利を引き

．下げていた等の特段の事情があるといったケースも

あるので、それらを総合的に勘案した上で、合理性

について慎重に判断を行うものとしています7。

田中 仮に、基盤的サービス維持計画の期間中に

地域銀行が貸出金利を上昇させた場合には、ご指摘

の点について当局に対して説得的な説明ができるこ

とが重要になってくるということと理解しました。

平山 先ほどご教示いただいた認可要件によりま

すと、例えば、金融庁が不当な不利益を生ずるおそ

れがあると認めるときは防止のための方策を求める

ことができるとされています。このような事態が生

じることが想定されていることからしますと、特例

法は、典型的には同一県内の複数の地銀が合併等を

行い市場シェアがとても高くなるという事案を主に

念頭に置いているという印象を受けます。他方にお

いて、同一県内ではなく、また隣接県ですらない、

例えば北陸地方と北海道の地銀が経営統合するとい

うような案件においては、経営統合によって不当な

不利益が生ずるはずがない場合も多くあるように思

います。後者のような、広域統合とでも呼ぶべきよ

うな案件においても、特例法が活用されることは想

定されていますでしょうか。

7 監督指針III-4-10(3)③ （注4)。
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佐々木特例法の趣旨は、経営統合によって、基

盤的なサービスの維持が困難な地域において競争が

なくなるおそれがある場合にも、きちんと地域の基

盤的サービスの維持にコミットするのであれば、経

営統合を認めるというものです。地域銀行では、ご

指摘の広域にまたがる経営統合のケースについて

も、そのうちの特定の地域において競争の制限が起

きてしまうおそれがあるかどうかという観点から、

活用の余地を検討いただくことになると思います。

ウ 基盤的サービス維持計画

田中 次にもう 1つ伺いたいのが、特例法 2条 l

号の基盤的サービスの定義との関係についてです。

施行規則 3条では、基盤的サービスとして、いわゆ

る銀行法上の固有業務のほかに、付随業務や、兼営

法上の信託業務などが規定されています。基盤的

サービス維持計画においては、地域銀行の営むすべ

ての基盤的サービスと認可基準との関係性について

記載することが求められますか。

坂本基盤的サービスすべてについて計画への記

載が求められているわけではありません。具体的な

部分については、各金融機関が、その地域の実情も

踏まえて判断し、記載することが求められます。

田中 銀行法上の従来の認可との関係ですが、先

ほどお話いただいたとおり、もともと銀行法上、銀

行の合併であれば合併の認可手続が必要です。また

共同新設分割による銀行持株会社の設立についての

認可手続が必要となります。特例法との関係で、特

に関係してくるのは合併の認可基準だと思います。

合併の場合には、認可基準として、資金の円滑な需

給および利用者の利便に照らして適当なものである

こと、適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱す

おそれがないこと、合併後に業務を的確、公正かつ

効率的に遂行する見込みが確実であることといった

認可基準が定められています。

特例法に基づく手続の場合であっても、地域銀行

の合併の場合には銀行法上の合併の認可というのは

必要であると理解しています。両者の認可基準の関

係性、特に合併の場合であっても、資金の円滑な需

給および利用者の利便に照らして適当なものである

ことや、金融機関相互間の適正な競争関係を阻害し

ないかといった点は、上記のとおり銀行法上の認可



基準として存在するところですが、それに加えて、

特例法上の認可基準、特に 3つ目の基準との関係で

は重複するのか、または、異なる点があるのか、教

えていただければと思います。

坂本 銀行法上の認可は、特例法のスキームを用

いるか否かにかかわらず引き続き必要であり、認可

甚準に基づき金融庁で審査をいたします。特例法に

ついては、独占禁止法の適用を除外するという観点

から、一般消費者の利益を確保するために、どのよ

うな認可の基準が必要か、先ほど説明した特例法 5

条 1項において基準が設けられています。基本的に

は特例法と銀行法で、異なる申請事項等が定められ

ており、手続としてはそれぞれの観点からみていく

ことになりますが、特例法により手続があまり複雑

にならないことが重要かと思いますので、審壺の内

容に重複があるような場合には、金融庁内でも担当

者同士が連携することで、銀行法と特例法で別々

に、重複した内容の書類を多数提出しなければなら

ないようなことが起きないように運用していきたい

と思っています。

平山 独占禁止法に基づく公正取引委員会による

経営統合審査案件を振り返ってみますと、経営統合

によって鏡争への悪影響という問題が生じることと

なる案件におきましては、問題解消措置を講ずるこ

とを当事会社が公正取引委員会に申し出て、そのこ

とを前提として公正取引委員会が経営統合を承認す

るということがありました。例えば、直近の地銀統

合案件におきましては、ほかの銀行へ｛責権を譲渡す

るという措置が講じられ、また30年ほど前の 2つの

案件では、それぞれ、支店をほかの銀行へ譲渡する

という問題解消措置が取られました。

基盤的サービス維持計画は、将来生じる可能性の

ある問題を未然防止するという観点から当事者が申

し出るものであると思いますが、その内容は、公正

取引委員会がこれまで当事者から申出を受けてきた

措置とは趣の異なるものになるのではないかと感じ

ます。そこで、お尋ねしたいのですが、過去の銀行

業における公正取引委員会の審介案件でみられたよ

うな、債権譲渡や支店譲渡という措置を講じること

は、特例法のもとにおける基盤的サービス維持計画

の内容として想定されるものなのでしょうか。ある

いは、そのような申出が当事者からあっても、金融

庁としてはプラスの評価をすることは難しいので

金融庁

佐々木 豪（ささきつよし）

しょうか。

佐々木 平山先生が問題解消措置とおっしゃられ

ましたが、独占禁止法においては、競争が維持でき

る状況を合併の段階で確保し、その後は当事者同士

の自由な競争に任せるという考え方だと思います。

他方、特例法が独占禁止法と異なる点は、事後の監

督ということで、合併等を行った後に、地域銀行か

ら、合併等の基盤的サービス維持計画の実施状況に

ついて、金融庁に対して報告をしていただく形に

なっています。この報告に基づき、金融庁は、合併

後も引き続き認可基準に適合しているかどうかを事

後にモニタリングします。これにより利用者に対し

て不当な金利の上昇等の不利益が生じないようにし

ていますので、特例法では必ずしも合併の時点で競

争を維持するための間題解消措置を講じる必要がな

い。

また、別方面からの回答になりますが、長崎県の

十八銀行とふくおかフィナンシャルグループとの経

営統合の例を意識されて、債権の譲渡・移管という

ことをおっしゃられたのだと思います。このような

間題解消措置が、地域金融の実態に照らして必ずし

もベストであるとは限らないということを問題意識

とし、今回の立法に至ったものであると理解してい

ます。

少し詳しく申し上げれば、製造業の合併を考える

場合には、合併後のシェアが大きくなる場合に、

シェアの低いところに対して生産設備を移管するこ

とが問題解消措置として考えられると思います。地

域金融の場合には、債権は顧客との関係そのもので

すから、これを移管するやり方は金融機関にも負担

が相当大きいものですし、顧客にとっても非常に不

安を感じさせるというようなことであったかと思い

ます。こうしたことが立法の趣旨であり、特例法に
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弁護士

田中智之（た な か ともゆき）

おける問題解泊措置においては債権の移管を求める

ということはありません。

平山 ご指摘いただきましたように、独占禁止法

に基づく経営統合審査においては、独占禁止法上の

間題が解消され、競争が行われる環境が確保される

ということを確認した上で承認を行うということが

重視されています。債権譲渡や店舗譲渡といった措

置を、独占禁止法の分野では構造的な問題解消措置

と呼びますが、そのような措置は承認後に長期にわ

たって遵守状況の監督を行うことが必要ないという

意味においても望ましいと考えられています。

このような考え方は様々な業界において妥当する

ものですが、銀行業、その中でもとりわけ地域の基

盤的企業である地銀については特別の配慮が重要と

なることがあり、その場合には業界所管官庁である

金融庁による継続的な監督が重要となる、というこ

とはご指摘のとおりであると感じます。これは、業

界を間わず一般的に適用されるという独占禁止法の

性質と、個々の業界における特別の事情を酌むべき

であるという要謂とのバランスを考慮するという難

しい問題であると思います。この問題の解決法を特

例法が提供し、今後の運用を通じて現実の地銀統合

案件において解決が模索されていくのであると理解

しました。

工提出資料

平山 特例法に基づいて認可申請を行い、金融庁

による審査を受ける場合における提出資料について

お尋ねします。最近では、公正取引委員会における

独占禁止法に基づく審壺は高度化しているといいま

すか、あるいは複雑化しておりまして、例えば市場

の状況について経済分析専門家の意見書を提出する

とか、法律上の論点について独占禁止法研究者の論

文を提出するといったこともみられるようになって
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きています。そこで、金融庁における特例法に基づ

＜審壺におきましても、例えば認可基準の中にある

収支の悪化とか、需要が持続的に減少していくと

いったことについて、経済分析が行われるというこ

とがあり得るのかもしれないと思います。このよう

なことは、実際に行われることになると想定されて

いますでしょうか。また、当事者が経済分析餘見書

を提出した場合には、審企においてしんしゃくされ

ますでしょうか。

坂本 認可の審査にあたって、どういった書類が

必要となるかというご質問かと思います。法令上の

定めといたしましては、合併等の認可を受けようと

する地域銀行が、単独でまたは共同して基盤的サー

ビス維持計画を作成し、その計画に、省令で定めら

れた事項を記載した書類を添付し、それを主務大臣

に提出することになっています。その添付書類とし

ましては、①基盤的サービスに係る需要に関する事

項。例えばその地域の人口に関する推移といったよ

うなものが想定されます。②基盤的サービスの提供

の維持が困難となるおそれがあることを示す事項。

これは基盤的サービスに係る収支の状況といったも

のが想定されます。③競争の状況に関する事項。具

体的には、合併等の目的ですとか経緯、それから合

併等に関する特定地域基盤企業の国内の売上高のよ

うなものです。④基盤的サービス、基盤的サービス

以外の商品・サービスに関する事業や競争状況の概

要、契約書の写し等の合併等に関する書類、⑤事業

報告、バランスシート、 PL等のグループ企業の経

営状況に関する資料、⑥その他、参考となるべき書

類となっております。

経済性等に関しては、こういった観点から分析さ

れた書類があれば、それも参考となるべき書類の 1

つにはなってくるかと思います。

オ審査期間

平山 認可申請につきましては、その審究の書

類、あるいは審壺の内容のほかに、銀行あるいはア

ドバイザーの間で関心が強いのは、審介にどれだけ

時間が掛かるのかという問題ではないかと感じま

す。とりわけ、公正取引委員会における審査が、一

部の案件においては 2年を超える、とても長い期間

を要したということはよく知られていますので、特

例法に基づく審在の所要期間に対する関心は高いと

思います。審査期間について、現時点において想定



されていることなどがございましたら教えていただ

けますでしょうか。

坂本 地域銀行の合併について公正取引委員会の

審査が長期化してしまった事例においては、独占禁

止法における「競争の実質的制限」が起きるかどう

かという点が、公正取引委員会と当事銀行との間

で、見解の一致しにくかったところかと思います。

この点、特例法の枠組みでは、認可基準の 1つとし

て、競争が実質的に制限されるかどうかということ

の代わりに、貸出金利の不当な上昇といった、利用

者からみて不当な不利益を防止する態勢を取ること

として具体化されています。審査の所要期間は個別

のケースごとに変わってくるので一概にはいえませ

んが、まさに特例法は、手続の迅速化や予見可能性

を企図したものです。

平山 ご指摘のありましたように、独占禁止法に

基づく経営統合の審壺においては、競争に実質的な

制限を生ずることとなるかという観点から審壺が行

われます。報道記事などにおきましては、公正取引

委員会が、合計の市場シェアの高さ、例えば70％を

超えるなどのことにあまりに注目しすぎて案件を禁

止しようとすることがあるという批判がみられたこ

ともありました。

ただ、少し考えてみますと、県内市場における

シェアが一定の数字を超えれば案件を禁止するとい

うことであれば、結論が正しいか否かは別として審

査は迅速に終わるでしょう。公正取引委員会職員の

論稿においては、市場シェアは判断の要素の 1つに

すぎず、実際には、当事会社や競争事業者の事業能

カ、需要者の認識、行動といった市場の実態を詳細

に把握した上で競争圧力の有無を判断するなどと説

明されています。まさに、このような審在をするの

で時間を要することがあったのだといえますし、さ

らに、このような審脊が行われるということを当事

会社が理解した上で届出を行わないと、想定外の審

壺手続に直面して対応に戸惑ってしまい一層の長期

化を招くこともあり得たように感じます。

いずれにしましても、審査期間の長期化という間

題について、特例法は、独占禁止法とは異なる方向

から一定の解決を示したものと理解いたしました。

(3) 公正取引委員会との協議

平山 特例法における認可申請に対する審企の手

九州大学法学研究院准教授・弁護士

平山賢太郎（ひらやま けんたろう）

続のうち、従来の合併認可申請においてはみられな

かった手続である公正取引委員会への協議につい

て、お伺いしたいと思います。

特例法 5条 2項は、主務大臣は合併等の認可をす

るときは公正取引委員会と協議しなければならない

と定めています。また、同条 3項は、主務大臣は協

議に際して、当該協議に係る合併等が所定の事由の

いずれにも該当することについて、公正取引委員会

の確認を受けなければならないと規定しています。

そこで、協議を要する事項について、また確認を要

するとされている事項につきまして、概略をまずは

ご教示いただければと思います。

坂本 まず特例法 5条 2項の公正取引委員会との

協議についてですが、同法において、主務大臣は、

「認可をしようとするときは、公正取引委員会に協

議しなければならない」と規定されています。主務

官庁が各要件への適合性に関する意見を付して、公

正取引委員会に対して協議書を送付するといったプ

ロセスとなっています。

佐々木 少し補足をさせていただきますが、公正

取引委員会との協議は、先ほど申し上げた法律の趣

旨の 1つであり、事業を所管する官庁と競争政策を

所管する官庁の連携の仕組みを入れたという、従来

の独占禁止法にはなかった規定であると思っていま

す。認可の基準は、先ほど申し上げたように、合併

等による経営改善の果実が、地域に還元されるのか

どうか、地域の基盤的なサービスを将来にわたって

きちんと維持していけるのかどうか、という、きわ

めて事業所管官庁的な視点と、競争がなくなること

で不当に価格の上昇等が起きないかというある種の

競争政策的な視点と両方が認可の甚準になっている

わけです。協議の中で、それぞれの所管官庁の専門

性に基づいて、それぞれの観点から意見をいうこと

金融法務事情 INo.2765 2027.7.10 I 15 



を通じ、両者の調和を図っていくというようなこと

が、未来投資会議において議論されています。

坂本 次に、先ほどの認可基準の協議とは別に、

公正取引委員会からの確認を受けなければならない

事項は、特例法 5条3項 1号から 3号に掲げられて

います。具体的には、不正な取引方法を用いるもの

でないこと、当該地域以外の地域において、合併等

に関する基盤的サービスに係る競争を実質的に制限

することとならないこと、合併等に関する特定地域

基盤企業または特定地域基盤企業が属する企業結合

集団に属する他の会社が提供する商品またはサービ

スに関する競争を実質的に制限することとならない

ことが確認項Hとして定められています。

特例法はまさに特例的に、将来にわたる基盤的

サービスの維持が困難な地域に限定して、また基盤

的サービスということに限定して、競争がなくなる

おそれがある場合にも合併等を認めるものです。し

たがって、その 2つの限定の軸に当てはまらない、

基盤的サービスの維持が困難と認められるとは必ず

しもいえない地域、基盤的サービス以外のサービス

において、競争の制限が起きていないかどうかとい

うのは、引き続き公正取引委員会の判断の範疇です

ので、公正取引委員会が確認するということになっ

ています。

田中 金融庁が公正取引委員会に対して求めるこ

とは 2つあり、 1つは特例法 5条 2項に基づく認可

基準への適合性についての協議、もう 1つは同条 3

項に基づくそれ以外の不公正な取引方法やその他の

地域や基盤的サービス以外の裔品・サービスに関す

る競争の実質的な制限等についての確認、という整

理でよろしいですか。

佐々木 おっしゃるとおりです。

平山 基盤的サービスとして認可申請の対象にな

るものの外側の地域については公正取引委員会によ

る確認を得ることとなると理解しました。例えば、

サービス維持が困難な地域はX県であるとされた案

件について、サービス維持が可能なY県における競

争の状況を公正取引委員会に確認を得るということ

かと思いました。また基盤的サービスの定義をみま

すと、施行規則においては、例えば証券業が基盤的

サービスに含まれていないようです。銀行の統合案

件においては証券子会社も統合されることとなると

思いますが、証券業の分野において競争が害される

かについては、公正取引委員会による確認を得るこ

とになると理解をしてよろしいでしょうか。

佐々木 基盤的サービスの維持が困難である県と

困難でない県があったときに、困難である県につい

て、特例法の認可基準に合うかどうか検討するもの

であり、そうでない部分については平山先生のご指

摘のとおり公正取引委員会の確認を得るということ

です。どのようなサービスが認可対象の外側かにつ

いてもおっしゃるとおりで、基盤的サービスに含ま

れないものがこれに当たるということで、例えば銀

行に認められている投資信託や保険の窓口販売につ

いては、引き続き独占禁止法の観点と同様に競争制

限が生じるかどうかでみますという趣旨です。

平山 ところで、政府参考人である公正取引委員

会事務総局職員の国会答弁 8によれば、公正取引委

員会は、合併等によって競争がなくなることによ

り、利用者に不当な不利益が生じることがないかと

いう観点を中心に、協議の過程で意見を述べること

となるということです。その後の公正取引委員会委

員長記者会見でも同旨の発言があったと思います。

(4) 認可後の監督

平山 「認可後の監督」につきまして、金融法の

実務の観点から、田中先生から何か疑問点などはあ

りませんでしょうか。

田中 特例法上の枠組みの中でのモニタリング

は、認可を受けた地域銀行が定期的な報告を金融庁

に対して行うこととなります。その報告様式が別紙

様式第 2号 9として公表されており、報告の内容と

して、基盤的サービス維持計画が適切に履行できて

いるかなどについて報告することとされています。

金融庁はその内容を確認するとともに、公正取引委

員会にも通知します。地域銀行の報告内容が適切で

はない場合、金融庁は適合命令という行政処分を発

出し、それに基づき地域銀行が対応することとなり

ます。仮に、地域銀行が適合命令に反した場合に

は、銀行法に基づく行政処分、さらには特例法に基

8 2020年4月158第201回衆議院内閣委員会第 7号粕渕政府参考人。

9 金融庁「別紙様式第 2号（第10条関係）基盤的サービス維持計画の実施状況報告書」 (2020年11月27日付）。
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づく刑事罰の対象となるといった可能性があると理

解しております。適合命令ですが、典型的には、地

域銀行が基盤的サービス維持計画として当局に対し

て提出した内容が履行できていないといった場合に

はその対象になり得るという理解でよろしいでしょ

うか。

坂本利用者に対して不当な不利益が生じている

おそれがある場合などは、適合命令の対象になり得

るかと思います。

田中 先ほどお話があったとおり、これまでの独

占禁止法上の手続と比較して、特例法に基づく手続

の場合には、認可後の金融当局による定期的な監督

が行われることが特徴的です。監督の内容によって

は、特例法を選択するのを躊躇してしまう金融機関

が出てくる懸念もあります。ここでの監督について

はどのような視点で行われることを想定されていま

リングが行われ、さらに金融庁などによる監督も行

われるという取組みが始まったものと承知しており

ます。これは、特例法に基づく認可に基づくもので

はありませんけれども、今後、特例法に基づく認可

が行われる際にも参考とすべき取組みであるといえ

ますでしょうか。

坂本基盤的サービス維持の詳細については、個

別の事案ごとに、地域が置かれた状況、あるいはそ

の銀行の状況によっても変わってくると思いますけ

れども、ご紹介いただいた事例も、モニタリングの

実施の 1つの例として念頭に置ける、参考にできる

先例だと思います。ただし、必ずしも 1つの先例に

縛られることなく、実情に応じて、それぞれが最適

な取組みを行っていただくということが重要だと思

います。

すか。 4■ 地域金融機関による統合・再編等
坂本特例法では、施行規則において、基盤的 iこ係る規制法上の論点等

サービス維持計画の履行状況を事業年度ごとに金融

庁にご報告いただき、それに基づき実際に適合がな

されているのかを確認させていただくということを

定めています。実際にやっていく中で、経済の状況

が認可した時と変わっている場合など特段の事情に

ついて勘案することと思いますが、基盤的サービス

維持計画においてコミットしていただいたところを

達成し、地域に還元していただくことが重要である

と思っています。

田中 地域銀行が、基盤的サービス維持計画提出

時に想定していなかったような、やむにやまれぬ事

情で、基盤的サービス維持計画の履行が難しいとい

う場合が出てくる可能性も否定できないと思いま

す。具体的な事情によっては、直ちには適合命令に

つながるわけでもないと理解してよろしいでしょう

か。

坂本基盤的サービス維持計画は、計画通り履行

していただくことが原則であろうと思いますが、万

が一履行が困難な状況が生じたとして、その理由を

含む実情に応じて、個別に状況をみていくことにな

ろうと思います。

平山 最近の地銀統合案件、具体的には長崎県の

地銀統合の案件におきましては、公正取引委員会に

よる承認の後に、弁護士などを委員とする第三者委

員会が開催されることによりいわば銀行内でモニタ

平山 特例法に関する議論はここまでといたしま

して、金融規制法について議論したいと思います。

様々な規制があり、法改正等により新たに導入され

ることとなった規制もあるものと承知しております

ので、地銀統合を検討する際の留意事項を確認して

いきたいと思います。この点につきまして田中先生

からコメントを頂戴できればと思います。

田中 銀行法その他の法律による金融規制におい

て、合併その他、銀行の再編に関する規制というの

は様々なものがございます。典型的なものとして、

合併等の認可、銀行持株会社の新設の認可、役員の

兼職認可等がございます。昨今の銀行法の改正の中

では、必ずしも地銀再編という文脈に限定されるも

のではないものの、銀行持株会社というグループ方

式を使いやすくしていくような規制緩和のほか、銀

行代理業を活用しやすくする制度整備、共同店舗に

ついての規制の明確化等その他様々な規制緩和が進

められており、それらが地銀の再編においても利用

可能です。現在、第204回国会に提出されている銀

行法その他の法律の改正案においても、様々な業務

範囲規制や出資規制の緩和のほかに、合併転換法10

の改正などといったものが含まれています11。例え

ば、銀行が、その他の根拠法に基づく信用金庫その

他の金融機関との合併や転換をしやすくするといっ
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たことも想定されるような法改正も含まれていると 売却を迫られるということになるものと理解してい

見受けられ、より広い意味での地域金融機関による ます。そうしますと、地域の基盤である地域銀行

統合・再編のメニューが揃えられていると思ってい が、合併の結果として地元企業の株を手放すという

ます。 ことになってしまうという事態も生じ得るように思

坂本地域銀行を含む銀行の規制緩和の議論とい います。この点は今後、地銀統合を検討する方々の

うのは、近年活発に行われておりますが、地域金融 中で、重要な検討ポイントになるかもしれないと感

機関に着目しますと、特例法の背景でもある、地域 じました。将来的には、規制緩和が必要であるか否

における人口減少、また低金利環境が従来の地域銀 かについて、独占禁止法と金融規制の両面から検討

行のビジネスに及ぽす影響が一定程度あります。他 されてもよいと感じました。

方で、地域金融機関は引き続き地域企業にとって重 経営統合に関する特例法の観点、独占禁止法の観

要な存在であると思います。適切なアドバイス、 点、さらにその他の金融規制法の観点からの議論は

ファイナンスを提供して、地域の企業の付加価値向 以上としたいと思います。

上を図ることを通じて、持続可能なビジネスモデル

を銀行自身も構築して、地域経済の発展に貢献して 5 業；務揖！携と経営統合

いくことが重要であるといった点が前提としてあり
-2 

ます。こうした地域金融機関の金融機能の向上と、

金融機能の向上を通じた地域経済の活性化を図る観

点から、当局としては、規制緩和あるいは経営基盤

強化に向けた環境整備を進めるとともに、適切なモ

ニタリングや対話を通じて、地域金融機関の自らの

取組みを促していくことが重要であると思います。

田中 ご指摘のとおり、銀行法上の様々な規制緩

和は、地域銀行における経営基盤やビジネスモデル

の強化に活用することができるということかと思い

ます。他方で、銀行法の規制によって地銀再編上留

意すべき点もございます。例えば、銀行法上の 5%

ルール、これは銀行とその子会社が一般事業会社の

議決権を原則として 5％までしか保有することがで

きないというルールですが、例えば、県内の地銀合

併のような場面において、合併当事者の両者が同一

地域企業の株式をそれぞれ 3%、 4％保有している

場合には、 5％ルールの関係で、一定の猶予期間が

あるとしても、当該企業の株式を一部放出するとい

うような決断をせざるを得ないといった場面もあり

得るかと思います。

平山独占禁止法の分野にも 5％ルールはありま

すので、銀行と銀行が合併することにより、事業会

社株式の議決権を 5％を超えて保有することになり

ますと、一定の猶予期間はあるにせよ、最終的には

10 金融機関の合併及び転換に関する法律。

平山 続いて、経営統合とそれ以外という比較を

してみたいと思います。比較の対象としますのは業

務提携です。ここまでは合併等の経営統合を念頭に

置いて、様々な問題点、また予想される手続などを

ご教示いただきましたが、最近の報道等をみており

ますと、銀行と銀行が協業する場合、その手段は経

営統合に限られるわけではないようでありまして、

ほかにも、システム統合など様々な業務提携案件が

報道され、また実行されていると承知しておりま

す。

独占禁止法の観点からみますと、経営統合は公正

取引委員会の事前審査を必要としますので、当事会

社は公正取引委員会に対して届出を行わなければな

りません。この届出義務を解除するのが特例法です

が、他方で業務提携におきましては、公正取引委貝

会が事前に当事会社に届出を義務付ける独占禁止法

上の根拠規定がありませんので、届出することなく

案件を実行できます。この点において、業務提携と

経営統合は大きく異なります。

以上のように、独占禁止法に基づく手続の観点か

らは相違がある業務提携と経営統合ですが、銀行業

に対する規制、金融規制法の観点からは、いかがで

しょうか。実務において業務提携の案件などを取り

扱っている中でお気付きのことなどありましたら田

11 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図

るための銀行法等の一部を改正する法律。同法は、 2021年3月5日に国会に提出され、同年 5月19日に成立。
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中先生からご教示いただきたいと思います。

田中 地域銀行による業務提携といっても、様々

な形があると理解しております。業務提携の中で

も、証券業界との連携の場合には金融商品取引法上

の手続が必要となる場合があるほか、事業の譲渡や

事業の譲受けを伴うものであれば、銀行法上の認可

等の手続を経ることが必要になります。もっとも例

えばバックオフィス業務やシステムの共同化であれ

ば、基本的にはそれ自体において銀行法上の認可等

の手続が必要となるものではないと理解していま

す。バックオフィス業務やシステムの共同化その他

の経営統合を伴わない地域銀行の連携の事例は多く

見受けられるように思われます。地域銀行にとって

は、金融規制との関係でも、ハードルは比較的低い

のではないかという印象はございます。

平山 業務提携の手続面におけるハードルが低い

ことは、独占禁止法の観点からも、また金融規制法

の観点からも明らかであるように感じました。た

だ、何といいましょうか、本来、経営統合を行えば

よりシナジーが出せる、あるいはコスト削減などの

メリットが出るということが期待できる案件である

のに、ただ審壺手続に時間が掛かるからとか、審企

手続が大変だからという理由によって、経営統合を

避け、業務提携という別の方法によることとするの

だとしますと、それは本末転倒といいますか、手続

を気にするあまり実質的なシナジーが十分に実現で

きない、あるいは統合効果を発揮できないというこ

とになってしまい、地域企業や住民に対する統合効

果の還元が不十分に終わるということにもなりかね

ないのではないかという懸念を感じます。

佐々木 金融庁としては、経営統合がいいとか業

務提携がいいということではなく、地域の顧客の

ニーズ、各行の経営理念の中で、地域においてどう

いう役割を果たしていくべきか、それぞれ違うと思

いますので、その中で、最適な選択肢を選んでいた

だくことが基本だと思います。

その上で、本来であれば経営統合がシナジーを発

揮するだろう、効率化や経費の削減といった効果が

出やすいだろうというご判断をされているのに、独

占禁止法による経営統合の審壺という法律上の手続

が壁になって、地域経済と当事者にとって一番いい

と当事者自身が考える選択肢が取れないということ

では、まさに平山先生がおっしゃるとおり本末転倒

であります。そこで、地域にとって一番いい選択肢

が取れるように、特例法を国会で成立いただいたと

いうことだと思っています。

坂本 業務提携や経営統合について、どういった

考え方やスタンスで経営基盤の強化に取り組むか

は、各地域金融機関によって変わってくるものと思

いますが、この数年間をみましても、経営統合に取

り組んで、実際に経営統合を果たしているという金

融機関も複数あり、経覚統合に取り組むだけのメ

リットがある場合もあるということだと思います。

それぞれの金融機関においてベストな選択肢を取れ

るよう特例法に関しても整備していったということ

かと思います。

平山 ご指摘いただきましたように、特例法が運

用されるということによって、手続の負担を理由に

して経営統合ではなく業務提携を選択しなければな

らないという状況から地銀が解放されるということ

であれば、シナジーの最大化という観点からも、ま

た地域経済にとっても、より大きなプラスの効果が

もたらされ得ると理解いたしました。

また、業務提携と経営統合のステップ・バイ・ス

テップ方式もあり得るかもしれません。例えば包括

的な資本提携を、公正取引委員会による経営統合審

査の対象にならないような議決権保有比率で行い、

その上で、効率性の向上など、独占禁止法の観点か

らみて競争促進の観点からプラスの効果が生じたと

いうことを数年掛けて確認した上で経営統合へとさ

らに連携を深めていく、ということも 1つの方法と

してあり得ることではないかと感じます。このよう

に、段階を踏んで業務提携から経営統合へと一歩一

歩進んでいくことによって、たとえ公正取引委員会

による経営統合の審査を最終的に受けることとなる

としても、公正取引委員会の理解を得やすくなると

いうことはあり得ると感じています。

田中 業務提携であれ経営統合であれ、中長期的

にみて、地域銀行による地域の顧客や地域経済への

貢献につながることがいずれにしても重要かと思い

ます。
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6. 経営統合・再編の支援策

(1) 地銀経営統合・再編等サポートデスク

平山 地銀経営統合・再編等サポートデスクとい

う取組みがあると聞いております。どのような取組

みをされているのか、また、地銀が経営統合などを

検討するに際して具体的にどのような助けになるも

のなのか、ご教示いただければと思います。

坂本 金融庁では、経営統合・再編を含む経営基

盤の強化等に向けた地域金融機関の取組みをサポー

トするための相談窓口として、地銀経営統合・再編

等サポートデスクを設置しています。これは金融機

関からの相談内容に応じて、法務、会計、システム

分野といった各分野の庁内の専門家等からなる、数

名から10名程度のチームを組成し、各種の支援、金

融庁内外の関係者との調整等を行い、地域金融機関

をサポートするものです。

このサポートデスクを通じて、地域金融機関にお

ける経営統合・再編等に伴う、例えばシステム移行

計画の策定、法令面でどのような検討が必要かな

ど、幅広く経営基盤の強化に向けた様々な取組みを

行う際の課題や悩み事について、一元的にご相談を

お受けできますので、何かご相談されたいことがあ

りましたら、是非お間合せいただければと思いま

す。

平山 田中先生から、制度利用についてコメント

などございましたらお願いします。

田中 サポートデスクという方式は、最近、金融

庁が活用されているかと思うのですが、地銀経営統

合・再編等サポートデスクの対象になる地銀は、既

に金融庁と財務周の監督対象となっています。一般

的には、地銀は、所管する財務局等との間で日常的

な、監督上のやり取りをされていることも多いかと

思います。地銀が経営統合などを検討しているとき

には、財務局でなくサポートデスクにご相談するこ

とを想定されていますでしょうか。

また、経営統合・再編となると、機密性も高く重

要な経営判断に関するものであるかと思います。経

営統合・再編を実際に進めるという話になったとき

12 2021年4月128時点。同年 5月19日成立。

20 I金融法務事情 INo.2765 2027、7.70

に、サポートデスクに、案件のスケジュールととも

に、システム移行や特例法に基づく申請の準備を検

討しているということを連絡すれば、金融庁内の専

門家チームで機動的な対応をしていただけるという

理解でよろしいでしょうか。

坂本 このサポートデスクは、経営統合・再編を

含む経管基盤の強化等に向けた取組みに関する相談

や悩みごとについて、特に限定を設けることなく、

幅広くサポートするために設置されたものですの

で、ご指摘のような場面で相談窓口として活用いた

だければと思います。

平山 経営統合をするに際して、特例法手続を利

用したいと既に方針を決めておられる地銀は、迷わ

ずサポートデスクに相談されると思います。他方

で、独占禁止法と特例法のどちらを活用しようか悩

むこともあり得るものと思います。このような場合

には、公正取引委員会とサポートデスクのどちらに

相談するのがよいでしょうか。

坂本 各金融機関のご判断によるところもあると

思いますが、検討段階で金融庁のサポートデスクに

まずご相談いただくのも 1案かと思いますので、是

非ご活用いただければと思います。

(2) 資金交付制度

平山 いわゆる資金交付制度につきまして、 2021

年 4月12日現在、国会で審議中であると承知してお

ります。この制度は法律が成立に至った場合には、

地銀の経営統合にどのようなサポートになるので

しょうか。田中先生から現状の審議の状況など踏ま

えてコメントなどがあればお願いいたします。

田中 資金交付制度については、 2020年の金融審

議会の銀行制度等ワーキング・グループにおいて議

論されており、同年12月22日付で公表された報告書

にその概要が記載されています。 2021年 3月5日に

国会に提出された金融機能強化法の改正案につい

て、現在国会で審議されています12。当該報告書お

よび法案によれば、地銀等からの申請に基づいて、

一定の経営環境の厳しい地域における貸出等を行っ

ている地銀等に対して、合併や経営統合等を行う場

合には、初期的なコストの一部、システム統合費用

等の一部を支援するという仕組みの導入が検討され



ています。なお、その財源としては、税金などを使

うわけではなく、預金保険機構の金融機能強化勘定

の利益剰余金を活用することが想定されています。

地域銀行が実際に経常統合を行おうという場合に

は、特にシステム統合費用等でかなりの金額を要す

るため、経営統合に踏み切れない足かせになってい

ることがあります。この制度が導入されれば、特例

法と同様に、地域銀行による合併等のハードルを下

げることに意味があると理解しています。

7. 最後に

平山 本日の議論は多岐にわたるものでしたが、

特例法の制定の経緯や、その具体的な内容や活用さ

れるべき場面など様々なポイントについて、金融庁

の佐々木様と坂本様からのご教示、そして金融規制

専門弁護士である田中先生からのコメントを頂戴し

ながら、大変詳細に議論することができたと存じま

す。本日の議論を踏まえまして、最後に皆さまから

一言ずつ、地銀の方々、その代理人となる弁護士な

どアドバイザー、そして国民に対してメッセージな

どございましたらお願いします。

佐々木先ほど冒頭にも申し上げたとおり、地域

銀行は、地域の経済を支える、まさに基盤的なサー

ビスを提供する存在だと思っています。その基盤的

サービスをどのように維持していくかというのが、

特例法の主眼です。その 1つの選択肢として経営統

合を選ぶとき、その経営統合というのは様々な関係

者の努力の上に成り立っているもので、独占禁止法

がその障害になってしまうという場合には、これを

緩和しようというものです。ただ、特例法の趣旨

は、先ほど田中先生がおっしゃるとおり、単に形の

上で経営統合を行うことではありません。しっかり

と地域の経済に貢献し基盤的サービスを維持してい

ただくことが重要ではないかと思います。

坂本 現在、地域金融機関を取り巻く経済環境

は、必ずしも追い風が吹いているという状況ではな

いのだろうと思います。人口減少や低金利環境もあ

りますし、足下ではコロナの影響などもあります

し、そういった状況の中で、地域金融機関が経覚基

盤強化のための取組みを行っていくというのは非常

に重要なのではないかと思います。

その観点から、先ほどもいろいろと議論がありま

したように、特例法も環境整備の典型的な例の 1つ

と思いますし、規制緩和も含めて様々な取組みが行

われている中で、地域金融機関の方々におかれまし

ても、経営基盤の強化を進めていただければと考え

ております。将来にわたって地域金融機関が地域経

済の発展に貢献いただくというのが、非常に望まし

い形かと思いますので、今後も取組みを進めていた

だければと思います。

田中 特例法は金融規制と独占禁止法のハイブ

リッドのような形の規制です。特に、基盤的サービ

ス維持計画へのコミット、金融庁による公正取引委

員会との協議、金融庁による事後的なモニタリング

等は特徴的なプロセスであり、非常に興味深い法律

であると思っています。特例法の運用については、

今後、実例が積み重なる中でより明確になり、地域

銀行にとって使いやすいものとなることを期待して

います。今後も地銀の統合案件を含め、地銀の様々

な取組みがさらに広がっていくところかと思いま

す。特例法に関する実務も含めて、我々弁護士とし

ても、地銀の皆さまの取組みをサポートしていきた

いと思っています。

平山 特例法はまだ施行間もない法律であり、そ

の解釈や運用についてはまだ定まっていない点も数

多く残されていると感じておりましたので、本Hの

座談会において具体的なご教示をいただき深く掘り

下げた議論ができたことには大きな意義があったと

感じております。

今後は、制度の利用者である地銀が、またその代

理人となる弁護士その他の関係者が、特例法の趣旨

をよく理解した上でその積極的な利用を検討してい

くことが重要であり、また、そのためには金融庁の

皆さまからのサポートデスクなどを通じたサポート

が重要であると実感いたしました。本Hの座談会が

特例法の検討および活用のための一助となりました

ら幸いです。ありがとうございました。
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