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＜要 旨＞
現在、地域金融機関は政府や金融庁から地方創生の担い手になることを期待されている。し
かし、実際のところ中小企業庁がみずほ総研に委託したアンケートによれば、地域金融機関と
地方の中小企業が手厚い関係性を結べておらず、十分な貢献をしているとは言いづらい。地域
金融機関は少子高齢化や地方における人口減少などによって構造的に経営基盤が悪化している
ことに加え、超低金利環境になっていることから収益性の低下が直近の課題となっており、地
方創生に取り組むことは本来的な収益性や中長期的な経営基盤の確保につながることから、地
域金融機関にとっても取り組まなければならない課題である。その中で、成長産業であり地方
創生の要となると考えられる介護事業分野においても、地域金融機関は融資を伸ばすことがで
きていない。この要因として、介護事業の会計基準が難しいことや、事業の不確実性の高さが
課題となっている。また、ヒアリングを通じて、介護事業社が地域金融機関に対して融資に加
えてビジネスマッチング、経営面におけるアドバイスを求めていることが分かった。これらに
対して、地域金融機関は融資先の業種ごとに専門家チームを組織し、介護事業のように専門性
が高い事業に対しても融資を積極的に行える体制を整える必要がある。また、地域に寄り添っ
ていく「リレーションシップバンキング」に加えて、事業の付加価値額を増大させるためには
地域の発展に戦略的かつ積極的に貢献する「コントリビューション・バンキング」というビジ
ネスモデルが必須であると考えられる。
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はじめに

第1章 地域金融機関
1.1 地域金融機関の使命

現在の日本は、人口減少・超高齢化が進ん
でおり、地域経済の活性化が喫緊の課題となっ

2004 年6月に閣議決定された「経済財政運

ている。それに対して、政府は地方創生を最重

営と構造改革に関する基本方針 2004」の中で

要政策に位置づけ、各地域がそれぞれの特徴

言及されて以降、地域金融機関は地域の再生・

を活かした自律的で持続的な社会を創生できる

活性化や中小企業金融の円滑化などで地域経

よう地方創生の推進に向けた施策に取り組んで

済への貢献を政府や金融庁に期待されている。

いる。その中で、地域金融機関は地方創生の担

例えば、政府は2014 年6月24日の「日本再興

い手の大きな鍵となることを期待されている。

戦略」において、
「地域金融機関等が、目利き

本論では、人口減少・超高齢化に伴い、急成

能力やコンサルティング機能を発揮し、専門人

長が見込まれている介護事業に対する地域金

材を活用しつつ、中堅・ 中小企業・小規模事

融機関の取り組みについて焦点を当てること

業者に対するきめ細かい支援を行うことが重要

で、現在地域金融機関が求められている役割

である。また、地域の資金が域内で再投資され

について明らかにする。そのため、まず第1章

て、地域の好循環を実現することが期待される」

において、地域金融機関の現状、そして地方創

と述べている。また、金融庁は 2013 年 9 月の

生への取り組み、第2章では介護事業と地域金

「金融モニタリング基本方針」において、経営

融機関の現在の関係性、第3章ではヒアリング

管理・ビジネスのあり方とともに、地域顧客

を通じて浮き彫りとなった介護事業社から見た

への金融サービスの提供、地域の活性化への

地域金融機関との関係性、最後に地域金融機

取り組みをモニタリングにおける検証項目と

関に今後求められていることについて述べる。

している。
「地方創生において地方銀行に求め
られる役割と課題」
（内野他 2015）によれば、
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主に政・官が地銀に地方再生・創生のために求

手を紹介するビジネスマッチングなどの支援を

める具体的な役割は3つに分けることができ

行っていく中で、地方創生の牽引役になること

る。1つ目は金融支援によって貸出先企業の労

だといえる。

働生産性を向上させる役割。2つ目は、地方全
1.2 地域金融機関の現状

体の産業を貸出という業務を通じて審査・分析
し、地方の産業をポートフォリオとして定量的

では、地方創生を積極的に行うことによる地

に分析し、さらに、地域密着型金融の活動を通

域金融機関のメリットはあるのだろうか。まず、

じて、地方 “再生” の知見の蓄積がある地域金

近年の地域金融機関における本来的な収益性

融機関が、地方経済全体を成長させるという視

の低下についてみていきたい。ここでは代表例

点を維持して、地方の産業の中のどの部分に付

として地銀を取り上げる。地銀を取り巻く環境

加価値の源泉があるかを見極め、地方全体の

で過去から現在における状況変化は大きく2つ

産業ポートフォリオを再構築する役割。3つ目

に分けることができる。1つは経済停滞とデフ

は、各産業・業種の成長ステージにあった資金

レの長期化に伴う超低金利環境の継続といった

供給の役割である。地域金融機関のトップであ

マクロ的変化、もう1つは人口減少等を中心と

る地銀の規模別の貸出先は、基本的に大企業

する構造的な下押し圧力が地域経済により強く

の割合が低く、中堅・中小企業への貸出依存度

働いてきたことである。
（日本銀行金融機構局

が高い。例えば、
地銀最大手の横浜銀行でさえ、

2015）

2013年度末時点の規模別では資本金 3 億円以

まず、超低金利環境が地銀に引き起こした

下の中堅・中小企業への貸出が約80％を占め

影響について考える。図表 1 の地方銀行の当期

ている。地域金融機関の使命は、融資だけに限

純利益推移を見ると、リーマン･ショックの影

らず、創業・新事業支援、長期の企業モニタリ

響を受けた2009 年度を除けばこの10 年であま

ングの中での経営に関するアドバイス、取引相

り変化がないように見えるが、この超低金利環

図表1
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出所：全国地方銀行協会「地方銀行決算の概要」（各年度）より作成
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境によって銀行の本来的な収益性は低下した。

金収益の減少を引き起こした。図表3 を見れば

それはコア業務純益 1 の漸減傾向から読み取る

分かるように、預金・貸出金残高は毎年増えて

ことができる。

いるが、それを超える勢いで利鞘が減ったため

超低金利環境に加えて、景気低迷による資

に、預貸金資金収益が減少した。預貸金資金収

金需要の低下、金融機関の競争激化を背景と

益は銀行の本業である融資の実績であり、この

して、図表2 のように地方銀行の貸出金の利回

減少によってコア業務純益も年々減少してきた。
次に、地域経済に対する構造的な下押し圧

り・利鞘が大幅に低下したことがコア業務純益

力について掘り下げていきたい。最も顕著な変

減少の大きな要因となっている。

化は人口減少であろう。現在に至るまで、地方

この貸出金利回りと利鞘の低下が預貸金資

図表2
2.5

地銀の貸出金利回り、預貸金利鞘の推移

（％）
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出所：全国地方銀行協会「地方銀行決算の概要」（各年度）より作成

図表3
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地銀の預金、貸出金、有価証券残高の推移
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出所：全国地方銀行協会「地方銀行決算の概要」（各年度）より作成
１ 業務粗利益（資金収益・役務収益・その他収益）から経費・国債等債券関係損費を差し引いたもの。貸し出し業務など金融機関の本来の収益力をあら
わす。
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図表4
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出所：日本銀行金融機構局

圏の人口は減少傾向にあり、先行きの推計を見

関の経営基盤も脆弱になってきた。ここで、各

ても地方圏の減少幅が最も大きい（図表4 参照）
。

銀行は金利競争とそれに伴って規模を拡大さ

これは少子高齢化による自然減に加えて都市

せることで対応してきた。だが、これでは今後

への人口流出も一因となっている。そして、人

ますます経営基盤が弱体化していくなかで収益

口減少による地方消費者の需要減、事業主の高

を確保し続けることは難しくなる。よって、地

齢化やグローバル化に伴う海外移転によって事

域内の企業と恒久的なリレーションシップバン

業所数も減少している。このことが有利な就業

キングを構築して、長期的に取引を行うことで、

機会を求める若者の都市への流出を招き、さら

その分金利を上乗せして融資することができる

なる人口減少につながるという負の相互作用が

ため、利鞘が増え、収益の拡大が見込める。ま

働いている。この人口減少は地方での資金需要

た、創業支援や新規事業支援を行うことで、そ

の縮減という貸出面と、個人預金を中心とした

の地域での従業員や事業所の増加が見込める

預金・流動性資金の減少という預金面の両方に

ため、中長期的な収益を見込める経営基盤が

負の影響を与えてきた。また、最近では被相続

確保できるといったメリットがある。

人が地方圏に住んでいる場合の遺産相続にお
1.4 地方創生の取組に関する現状

いて、相続人が都市圏に移住していることから、

まず、その金融支援を受ける中小企業から見

資金が地方圏から都市圏へ移転するという問題

た金融支援の実態はどうなっているのだろう

も多く見られるようになっている。

か。中小企業庁によると、中小企業の経営支援
1.3 地方創生による地域金融機関のメリット

ができているかという地銀に対する問いに、90
％弱が「対応できている」と答えたのに対して、

このように本来的な収益性は低下し続けてお

中小企業側に聞くと「対応できている」という

り、人口減少や少子高齢化によって地域金融機

5

図表5

地銀の中小企業に行う経営支援の対応と中小企業の地銀から受ける経営支援の満足度

ほとんど対応できていない 0.8％
あまり対応
できていない 2.3％

十分対応
できている
8.1％

どちらとも
いえない
9.1％

あまり対応
できていない
11.1％

ほとんど対応
できていない
8.7％

地銀

十分対応できている
9.1％

中小企業

ある程度は対応できている
79.7％

ある程度は
対応できて
いる
21.1％

どちらともいえない
50.0％

出所：中小企業庁委託「中小企業を取り巻く金融機関に関する調査」
（2011年12月、みずほ総合研究所（株））のデータを基に作成

答えは30％程度に留まり、対応できていないと

2014 年には7,932,400人になっている（図表6 参

答えた企業もほぼ 20％に達した（図表5 参照）
。

照）
。このように、医療・福祉産業の事業所数、

このアンケート結果を見る限りは、地域に手厚

従業者数は共に増加しており、成長産業である

い金融機関とは言えない。

ことが分かる。

これらのことから、地方創生に取り組むこと

この医療・福祉産業の中でも、介護事業は

によって地域金融機関は十分なメリットを確保

特に成長を遂げている。社会保障国民会議の

できるにも関わらず、まだ十分な取り組みがで

地域による医療・介護従業者数の必要量の調

きていないことがわかる。次章では、地域経済

査結果より、2007年では介護事業において必

において成長分野として期待される介護事業分

要とされる従業者数は約117 万人であったが、

野に焦点を当て、課題や問題点について考察し

2025年には約220 万人と約2 倍になると予測さ

ていきたい。

れている（図表7 参照）
。これは医療事業に属す
る医師や看護職員が必要とされる従業者数の

第2章 介護事業と地域金融機関の関係性

増加率よりも高く、介護事業は医療・福祉産業

2.1 成長産業である介護事業

の中でも成長幅が大きい事業であるとされてい
ることが分かる。

介護事業が含まれる医療・福祉産業は、少
子高齢化に伴う需要の増加により、成長を続け

このように、介護事業は医療・福祉産業の中

ている産業である。総務省の経済センサスによ

でも特に大きな成長が見込まれる事業であり、

ると、医療・福祉産業の事業所数は、2009年

雇用を確保することを目指している地方創生に

から増加を続け、2014 年には446,890 ヵ所にな

大きく貢献すると考えられる。そのため、本論

り、従業者数も同様に2009年より増加を続け、

では介護事業会社と地域金融機関との関係性
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図表6

医療・福祉産業の事業所数、従業者数の推移
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出所：「平成26年経済センサス‑基礎調査（確報）」（2015年11月、総務省）のデータを基に作成

図表 7

医療・介護従事者数の必要量の見込み（社会保障国民会議）

2007年

2011年

27.5

29

33〜35

看護職員

132.2

141

172〜181

介護職員

117.2

140

213〜224

医療その他

78.1

85

102〜107

介護その他

30.0

66

100〜105

医師

2025年（予）

単位（万人）
出所：労働政策研究報告書のデータより作成

について焦点を当てることで、地域金融機関が
地方創生に貢献していく道筋を明らかにしていく。

図表8

回答金融機関の種類（n=354）
都市銀行, 0.6％

2.2 介護事業の現状

その他,
2.8％

まず、従来の介護事業社と地域金融機関の

地方銀行,
12.1％
信託銀行,
0.6％

融資関係について考察する。みずほ情報総研
信用組合,
26％

が、介護事業への融資について、2009年に金
融機関を対象としたアンケートの概要を図表8、

信用金庫,
57.9％

その結果を図表9 にまとめた。図表8 のように、
本アンケートは金融機関全体に行っているもの
の、回答金融機関のうち95％以上を地域金融

出所：「融資を活用した就労支援事業に係るビジネスモデル
の調査研究事業報告書」（2009年3月、みずほ情報総
研株式会社）のデータを基に作成

機関が占めていることから、アンケート結果は

7

地域金融機関の意見を示しているものとして

金融機関が介護事業へ融資する際に抱えてい

扱う。

る課題についてヒアリングを行った。その結果、

図表9 より、過去5年間の中で、約40％の地

地域金融機関による介護事業への融資が著しく

域金融機関が介護事業の主な担い手である社

増加していない要因として大きく二つの要因が

会福祉法人等に融資していないことが分かる。

考えられることが分かった。
まず、社会福祉法人等の独自の会計基準が

また、融資実績がある地域金融機関に対して、
社会福祉法人等への融資の関心度がどのよう

分かりづらいことである。介護事業を行うため

に変わってきているかの質問に対して「特に変

には法人形態であることが求められるが、社会

わりはない」との答えが 73％、
「関心度は高ま

福祉法人、株式会社、NPO法人など様々な法

っている」との答えが 27％という結果になって

人形態があり、その会計基準は会計単位分割

いる。このように、介護事業は成長事業である

方式、本支店会計方式、部門補助科目方式、

にもかかわらず、多くの地域金融機関の介護事

区分表方式とそれぞれ異なる。このような事業

業への関心度は変わっておらず、介護事業への

ごとに異なるような複雑な会計基準が融資増加

融資を行っていない地域金融機関が多く存在す

を阻んでいる。
次に、事業の不確実性の高さが挙げられる。

る。そのため、地域金融機関は介護事業の成
長に対して、融資の面では貢献できていない現

介護事業は国による法規制の影響が大きく、そ

状である。なぜ成長事業である介護事業への

の改正等が定期的に実施されるため、将来の不

融資が伸び悩んでいるのか、ヒアリングを通じ

確実性が高い。また、介護事業はこれまで融資

て浮かび上がった介護事業への融資が抱える

を行っていない事業であるため、ノウハウや専

課題について次節で扱う。

門知識の蓄積がなく、さらに担保設定が難しい
とされている。

2.3 介護事業への融資課題

このような課題の存在により、地域金融機関
による介護事業への融資は伸び悩んでいる状

私達は、東京三協信用金庫を訪問し、地域

図表9

38％

過去5年間の融資の実績（n=348）と社会福祉法人等への関心度の変化（n=215）

27％

融資実績がある

62％

融資実績はない

73％

関心度は高まっている
特に変わりはない

出所：「融資を活用した就労支援事業に係るビジネスモデルの調査研究事業報告書」（2009年3月、みずほ情報総研株式会社）
のデータを基に作成
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況にあると考えられる。一方で、介護事業社側

サービスを提供する業者になるよりも利用者に

はどのような課題を感じているのだろうか。次

より良いサービスを提供することが第一であ

章では、実地調査を通じて介護事業社が抱え

る」との考えからわざわざ批判が起こることも

ている問題、そして地域金融機関に対して感じ

承知で株式会社という形態を取っているとのこ

る課題について述べる。

とだった。利益を上げることは地方を活気づけ
る要因にもなりうることから、現在の主流とも

第3章 実地調査からの報告

いえる「福祉は金儲けではない」と言った考え

これまでは地方創生に取り組む上で影響力

方も少しずつ変えていくべきなのかもしれな

が大きいと考えられる介護事業において、地域

い。 またこの企業は福祉との親和性が高い農

金融機関から見た現状について述べてきた。そ

福連携に取り組んでおり、そこから発展した飲

こで、本章では私達が行った介護事業社への

食業を営むなど、事業の多角化に挑戦している。

ヒアリングを通じて、介護事業における現状と

次に「かいせい」であるが、主に障がい福祉サ

そこから明らかになった問題点や課題を述べる。

ービスとして、グループホームや就労支援など
を行っている。障がいの度合いによってサポー

3.1 訪問企業の概要

ト内容が異なり、軽度である方を対象にパン屋

私達は今年の夏に介護福祉分野で経営して

さんを経営しており、地域の行事に積極的に参

いる企業、
二社を訪問した。福祉介護事業では、

加することにより、障がいを持つ人が地域の一

社会福祉法人という法人格を持つ企業と、株式

員であるという姿勢を大切にしていた。
「かい

会社で経営を行う企業があるため、今回実地調

せい」の今後については、就労支援によって実

査でもそれぞれの形態を取る企業二社に伺い、

際に就労に成功した利用者がその後安定的に

どちらか一方の形態に寄った意見ではなく、介

独り立ちすることはむずかしいため、サポート

護事業全体の現状や問題点を理解するように

後も継続して独り立ちができるまでの間リモー

努めた。具体的に今回訪問させていただいた企

トで支援を行うことが目標として挙げられるよ

業は、
「株式会社 来夢」
（以下、
「来夢」
）と「社

うだ。

会福祉法人 かいせい」
（以下、
「かいせい」
）で
3.2 現状と問題点

ある。それぞれの企業には経営にかけるそれぞ
れの意気込みがあり、それを今回の訪問で強く

ヒアリングを通じて、
「金融機関との融資面

感じたことから、まず二社の概要を述べる。ま

での関わり」と「融資以外の関わり」における

ず「来夢」であるが、
「株式会社形態をとるこ

現状と問題点が浮かび上がった。まず融資面で

とで収益の一部を税金として納め、地方の活性

の関わりであるが、
「かいせい」では、長年の

化に貢献したい」という思いや、
「利益を求め

付き合いがあるため経営指針の共有や財務状

る株式会社は元来福祉介護事業に向いていな

況が良好であるため現在は問題がないという意

いと考えられがちであるが、法人格で画一的な

見が聞かれた。しかし、
「来夢」のほうでは、

9

当初は財務状況が悪く、また見通しも明確でな

い」ということだった。このことからも金融機

かったために金融機関から融資してもらうこと

関が地方創生を牽引するための方法は様々ある

ができなかったとの意見があった。また、融資

と考えられるが、まず、企業との信頼関係を重

以外の面での関わりについては、両社とも、金

視することが何よりも大切なのではないかと考

融機関が持つネットワークを利用したビジネス

えられる。

マッチングを行った経験があり、今後も期待し

第4 章 地域金融機関のあるべき姿

ているとのことだった。具体的にビジネスマッ

4.1 融資面からのアプローチ

チングは二つに分けることができる。一つは福
祉介護の事業者が利用する用具などを割安も

上記で考察してきたように介護事業はその成

しくは利便性良く卸してくれる企業などとの、

長性そして需要とは裏腹に地域金融機関の関

事業者にとっての需要面でのビジネスマッチン

心度は低い。それは成長産業であるという事実

グ。もう一つは、就労支援の際に障がいを持つ

の周知徹底が不足しているということもある

方が行う軽作業などを依頼してくる企業との労

が、介護事業そのものにも地域金融機関に融資

働力供給の面でのマッチングである。今回訪問

を足踏みさせる課題がいくつかある。第2章で

した二社では、軽作業で得た工賃はサービスの

もふれたように介護事業は形態が多様でありそ

利用者がよりよく生活できる環境づくりのため

れぞれ会計基準が異なりその会計状況の把握

の資金にしたり、軽作業を行った方に配布する

が非常に困難であるのだ。また、担保設定や事

などしており、福祉サービスを受ける方のやり

業内容が不透明であることなども挙げられる。

がいや、達成感を大きくする働きがあると考え

本章では地域金融機関はそういった課題に対し

られるため、このようなビジネスマッチングは

てどのようにアプローチすることができるかに

今後も必要である。また 融資以外での金融機

ついて考察したい。

関の働きかけが重要になってくると先ほど述べ

社会福祉法人、株式会社、NPO法人など介

たが、訪問した二社に「融資以外でサポートし

護事業には様々な形態があり、それぞれによっ

てほしいことはあるか」と尋ねたところ、
「経

て介護基準が異なる。それぞれの法人形態に

営に関する知識を持つものが福祉業界には少な

応じて事務負担を軽減するための措置なのだ

いため、その面からのサポートは大変うれしい」

が、会計状況の把握を困難にしている要因にも

とのことだった。確かに、銀行は日々多くの企

なっている。この問題に対しては静岡銀行のア

業を見てきており、経営面からのサポートは有

プローチが非常に参考になる。静岡銀行は融資

効になると考えられる。今回の実地調査でわか

先の業種ごとに専門家チームを組織している。

ったことは以上であるが、このほかにも、現在

介護事業の複雑な会計基準もそれに対応する

利用する金融機関を選んだ理由として共通して

専門家を設けることで十分把握することが可能

いたのは、
「地域に根付いており、頻繁に訪問

になるだろう。

してくれることから信頼関係があることが大き

地域金融機関は介護事業社にとって債権者
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であるとともにコンサルタントとしての顔も求

域金融機関自身の収益の向上に繋がっていくの

められていると言える。不透明になりがちな担

だ。
「Win-Win」の関係を築いていくためにも、

保設定や事業内容をいかに具体化していくかと

地域金融機関は介護事業の経営者にとって良

いうことには、様々な企業のデータを持ってい

き助言者となるだろう。
こうした融資面でのアプローチにより貸出ボ

る地域金融機関の助けが必要不可欠だ。また、
地域金融機関は介護事業への成長資金の供給

リュームが増加したとしても、地域金融機関自

源として期待される。融資基準を引き下げると

身の収益強化に結びつかなければ意味が無い。

いうことは地域金融機関にとってはリスクを伴

超低金利環境下においては貸出を積み上げる

う決断だ。しかし、地域金融機関が介護事業

だけでは利益を高水準にすることはできない。

への融資の基準を引き下げることで、介護事業

また、専門家チームを組織することは人件費の

への関心を集めることができたならば、今後介

増大にも繋がる。そこで、融資面以外によるア

護事業へ新規参入する業者も増加し業界の活

プローチにより、地域金融機関は取引企業の労

性化、成長を促すことができる。そのリスクを

働生産性の向上を促さなければならないのだ。

軽減するという意味でも「リレーションシップ

特に付加価値額の規模では医療、福祉業は主

バンキング」が重要な意味を持つ。短期的な利

要産業（図表10 参照）であり、中でも介護事業

回りを重視するのではなく、取引企業との緊密

は成長産業である。では、地域金融機関は融資

な信頼関係を構築していくことが、結果的に地

面以外からはどのような働きかけが介護事業に

図表 10
（付加価値額の大きい順）
産業大分類

8
9
10
11
12

11

37.0

36
20
14

8
7
7

23.5
36.9
47.4

37

6

17.1

22

3

12.8

7
4

2
1

31.5
22.8

1

＊

19.6

学術研究,
専門・技術
サービス業

3
4

20
10
0
0.0

5.0

出所：総務省統計局平成 24 年統計センサス
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6
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9

教育, 学習
支援業

11
12
宿泊, 飲食
サービス業
10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
付加価値率
（％）
14

※1
租税
公課
給与
総額
※2

「＊」は表章単位未満

5

13

費用総額

29

卸売業, 小売業

30

高

17

35.2

2

40

上

15
16

12

製造業

50

売

14

33

1

17

付加価値額

13

製造業
卸売業, 小売業
医療, 福祉
金融業, 保険業
建設業
運輸業, 郵便業
情報通信業
サービス業（他に分類さ
れないもの）
学術研究, 専門・
技術サービス業
不動産業, 物品賃貸業
宿泊業, 飲食サービス業
教育, 学習支援業
生活関連サービス業,
娯楽業
電気・ガス・熱供給・
水道業
複合サービス事業
農林漁業
（個人経営除く）
鉱業, 採石業,
砂利採取業

60

付加価値額
︵兆円︶

1
2
3
4
5
6
7

付加
付加
売上高
価値額 価値率
（兆円）
（兆円） （％）
343
56
16.5
415
45
11.0
75
24
32.4
114
19
16.3
83
16
18.7
55
14
26.0
48
13
27.1

産業別付加価値率

16

15

【付加価値額の算出方法】
売上高 − 費用総額 ＋（給与総額＋租税公課）
【付加価値率の算出方法】
付加価値額 ÷ 売上高
※1は、売上高のうち利益相当分
※2は、原材料費や仕入費など

ハウを地域金融機関がまとめ役として共有する

対してできるだろうか。

ことによって、コスト削減を促すこともできる。
4.2 地域金融機関と介護事業の可能性

実際、我々が訪問した「来夢」では福祉用品の

地域金融機関はその性質上、地域の企業の

仕入れに関して悩みを抱えていたところ、地元

様々な情報を多岐にわたって保有している。こ

の金融機関に仕入れ先を紹介してもらいスムー

うした情報機関としての地域金融機関に焦点を

ズな仕入れ体制を整えることができた。また
「か

あてることが今後の地方創生、地方再生におけ

いせい」では入居している障がい者の方々の雇

る地域金融機関の役割を明らかにするといえ

用を地元の金融機関に解決してもらったとい

る。今回訪問させていただいた「来夢」が述べ

う。現在、
「かいせい」に入居されている障が

られたように「福祉は金儲けではない」という

い者の方々がしている仕事を委託した企業とは

のがもっぱらの世論であり、収益性の面に無頓

「かいせい」が取引している金融機関が仲介し

着な経営者も多い。社会福祉法人やNPO法人

たのだ。これらの事例を通じてわかるように、

という形態をとっていればなおさらである。こ

介護事業の付加価値額を増大させるためには

ういった側面を地域金融機関はビジネスマッチ

地域の発展に戦略的かつ積極的に貢献する「コ

ングという手法でサポートすることが可能だ。

ントリビューション・バンキング」が必須なのだ。
融資は金融機関にとって慈善事業ではない。

つまり、地域金融機関がもつ多岐にわたるネッ
トワークと集約された情報を活用して介護事業

しかし、第1章でも述べたように地域金融機関

とその他の業種を結びつけ新たなビジネスチャ

は生き残りのために新たな舵取りを迫られてい

ンスを創出することができるのだ。これはその

る。長期的な視野で地域市場を成長させていく

地域の産業ポートフォリオの再構築にも繋が

ことで今後の収益を確保するための「種まき」

り、地方再生の土台となる。異業種間に限った

を地域金融機関は担っていかなければならない

話ではなく、同業種間でも個々に独立したノウ

のだ。
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http://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/data/fsrb150529.pdf
⃝預金保険機構 「預金保険対象金融機関数の推移」
（2016 年10月10日アクセス）
http://www.dic.go.jp/shiryo/nenpo/h26/shiryo2-8.html
⃝「平成27 年度決算の概要 静岡銀行」
（2016 年10月9日アクセス）
http://www.shizuokabank.co.jp/pdf.php/2578/27_20160523.pdf
⃝「統計局ホームページ 統計Today No.78」
（2016 年10月10日アクセス）
http://www.stat.go.jp/info/today/078.htm
⃝総務省経済センサス
www.stat.go.jp/data/e-census/2014/pdf/kaku_gaiyo.pdf
⃝みずほ情報総研「融資を活用した就労支援事業に係るビジネスモデルの調査研究事業報告書」
（2016年10月16日ア
クセス）
https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/pdf/jiritsu0903.pdf
⃝労働政策研究報告所（2016年10月16日アクセス）
www.jil.go.jp/institute/reports/2014/documents/0168_01.pdf
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