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（地方創生編）

株式会社金融経営研究所
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2020.7月



山口省蔵の略歴

1963年 東京生まれ
父親は零細企業を経営

1987年 上智大学法学部卒業
1987年 日本銀行入行

金融機関の考査・モニタリング部署を中心に経験
2011年 金融機構局金融高度化センター企画G長
2013年 金融高度化センター副センター長
2018年 日本銀行退職
2018年 株式会社金融経営研究所設立 所長に就任
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2018年9月14日ニッキン
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「日本の再成長の秘密は、
金融の進化にあった」

と言わせたい。

10年後
金融経営研究所の目標



金融マンが変われば金融機関が変わる

金融機関が変われば日本が変わる
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「熱い金融マン協会」設立
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72019年1月25日ニッキン



毎月連載中！

「熱い金融マン列伝」



「金融はチャンスだらけ」

毎月連載中！
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本日の熱い金融マン（地方創生編）

１．秋田県信用組合（北林氏）
地域資源の活用

２．北都銀行（斉藤氏）

３．但馬信用金庫（宮垣氏） → 地場産業の新展開

４．第一勧業信用組合（新田氏）→ コミュニティへの貢献

５．塩沢信用組合（小野澤氏） → 次世代の支援
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１．耕作放棄地の活用

田舎ベンチャービジネスクラブ

↓

「新たな産地の創出」
秋田県信用組合理事長
北林貞男氏

地域資源を活用する①



秋田県の現状
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2007年～2017年の都道府県別人口増減率
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都道府県別にみた65歳以上の人口構成比



秋田県の消滅可能性都市

秋田県内市町村

25のうち24
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【消滅可能性都市】
2010年から2040年にかけて20 ～39歳の若年女性人口が 5 割以下に減少する市区町村

【唯一の例外】
大潟村（戦後に八郎潟を干拓して作った米作の村。人口3000名。県内自治体の中
で人口の少ない順で３～４位）



15（2018年7月3日、日本銀行金融高度化セミナー「地域プロジェクト支援」秋田県信用組合資料より抜粋）

【ビジネスクラブ】
一般的には、金融機関が
取引先をメンバーとして、
「講演会の開催」や「会
報の発行」などを行って
いる。



16（2018年7月3日、日本銀行金融高度化セミナー「地域プロジェクト支援」秋田県信用組合資料より抜粋）
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（１）にんにく栽培

田舎ベンチャービジネスクラブの会員建設業３社が、
農業法人㈱しらかみファーマーズを設立

①公共工事の縮減
②耕作放棄地の活用
③気候面での適性

（資料）㈱しらかみファーマーズ



18

にんにく栽培の課題

「10tトラック１台分のにんにく」の出荷時、卸業者から、

「7,000円」
「秋田はにんにくの産地ではないでしょう」
と言われた（競合は海外産。国産なら青森が産地）。
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しかし、秋田には、黒にんにく製造のノウハウが
なかった。

にんにく栽培の課題

秋田県信用組合→青森県信用組合経由で、生産者紹介
（信組ネットワークの活用）

加工→黒にんにくへ（発酵・熟成）
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「100g 700円以上」で販売

「10t 7,000円」

1万倍
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産地化への生産者拡大

2018年「秋田県にんにく生産者協議会」

秋田県にんにくメガ団地構想
（秋田県園芸メガ団地整備事業）

（資料）秋田県信用組合
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販促活動のためなまはげになる信組職員（第一勧業信用組合・秋葉原）での物産展

信組ネットワークの活用県外への販売
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①特産地がない＋秋田
のどじょう食文化

②健康食品

③耕作放棄地＋
鳥海山の伏流水

（２）どじょう養殖

（資料）秋田県信用組合
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ブランドの確立

どじょう養殖の課題①

「水土里（みどり）を育む
秋田どじょう」

商標登録
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しんくみ食のビジネスマッチング展

県外への販売

どじょう養殖の課題②

信組ネットワークの活用
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どじょう養殖の課題③

秋田どじょう生産者協議会の設立

浅草の飯田屋「もっと持ってきて」→供給拡大

「養殖工程基準」設定（信組調査）
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どじょう養殖の課題④

冬場の供給量の維持 温泉、太陽光発電の利用

水温が下がる
↓

①発育が悪くなる
②どじょうが泥にもぐる
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どじょう養殖の課題⑤

原価（稚魚代、餌代）が高く、利幅が薄い

稚魚の人口孵化

地元産の熊笹を使った餌の開発



29

２．風の活用 地域資源を活用する②
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以前の秋田の風力発電

規模の問題（大型ウインドファームは100億円超）
↓

県外大手企業とメガバンクが主体

「それは、まるで植民地でした」
（北都銀行斉藤会長）
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秋田の風力発電の課題

①地元の担い手（資本面、技術面）がいない。

②巨額のプロジェクトファイナンスができる
地域金融機関がいない
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北都銀行の取組み経緯

①㈱市民風力発電（注）への調査（2010年頃）
（注）日本初の市民出資による風力発電所の建設・運営会社（北海道）。2001 年設立。

②「再生可能エネルギー固定価格買い取り制度」（注）

2012年開始決定（2011年）
（注）FIT：Feed-in Tariff．再生可能エネルギー普及のために、電力会社による電力買取り

価格を法律で定める制度

③地元の羽後設備㈱の佐藤社長との連携（2011年末）
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（資料）北都銀行
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（資料）北都銀行



35（資料）北都銀行



「秋田をブレーマーハーフェンのように」
（北都銀行斉藤会長）

【ブレーマーハーフェン】
• ドイツブレーメン都市州の北海に面
する港湾都市。「主力産業だった造船
業の不調」等により、失業に悩まされ
ていた。
• 2010年代後半、風力発電企業の誘致
による構造転換によって、目覚しい経
済発展を遂げた。風力発電関連企業が
集積しているほか、風力エネルギーの
研究所などがある。
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「きりたんぽ、はたはた、風」
（ウエンティ・ジャパン佐藤社長）

（資料）日本風力発電協会

2019年末都道府県別風力発電導入量
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３．地場産業の新展開



2018年 但馬信用金庫 all rights reservedC

豊岡市 中心市街地エリア
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城崎温泉へ

兵庫県南部へ宵田商店街

県道



カバンストリート（宵田商店街）活性化支援

2018年 但馬信用金庫 all rights reservedC
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新拠点トヨオカ カバンアルチザンアベニュー

2018年 但馬信用金庫 all rights reservedC

２０１４年４月オープン
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２０１４年アルチザンアベニューオープン後、カバンストリートも活性化
（鞄・アパレルの新規出店が５店舗、第２創業が１店舗）

42C 2018年 但馬信用金庫 all rights reserved
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４．コミュニティへの貢献
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（１）コミュニティへの貢献

①セールス禁止

②祭りに参加しよう
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（２）コミュニティの活用

①定性情報を重視した融資

②コミュニティローン
（数百種類）
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（３）ちいきクラウド交流会

①5人の起業家がプレゼンテーション

②参加者が投票

③参加料1人1,000円（500円→運営費。500円→起業家への賞金）

起業家本人に会えるクラウドファンディング
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①サイボウズ㈱が提供

②第一勧業信用組合の主催回

数は全国トップ（計23回）

第10回江東区ちいきクラウド交流会
（提供：第一勧業信用組合）

主催は各地のオーガナイザー（主婦から金融機関まで）
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ちいきクラウド交流会における大人の本気の「ラジオ体操」
（提供：地域クラウド交流会）

起業家と地域の人的ネットワークの形成

①大人の本気の「ラジオ体操」

②参加者全員の名刺張り出し

③「応援し隊」

④アフター交流会、等



５．次世代の支援
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塩沢駅のホームからの風景上越本線塩沢駅
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塩沢信用組合本店牧之通り
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2008年理事長就任時

【選択】
①▲465百万円の赤字決算（資金量が300億円）

→「俺達の信組をつぶす気か！」

②定期積金、年金受入れ口座の営業を止める

③住宅ローンの新規営業を止める

不良債権比率35％ ＋ 有価証券の含み損
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【集中】

①保証付き貸出→プロパー融資へ

②事業者支援への集中→10社のピックアップ
（例）雪国マンゴー

③ノルマ廃止
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家庭円満５１
住宅ローンの新規営業をやめていたが…

（家庭円満51の特徴）
①期間51年
②20代限定
③地元の工務店50社と連携
④請負った工務店と塩沢信組が毎年訪問
→最大50回の条件変更可
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うおぬま就職応援フェア
「学生がパラパラしかこない」
「やっても意味がない」

①就職時期の若者がいる家庭の訪問

②参加企業どうしのマッチング



従来の金融

①伝統的な金融の枠を踏
み越える

②ネットワークの活用
（金融機関の潜在資源）
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熱い金融マンの金融→

融資の依頼
↓
審査
↓
貸出
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知的資産経営支援
ZOOMによるオンライン対話

熱い金融マンワークショップ（第2回）

2020年 7月22日（水）18：00～20：00

但陽信用金庫理事
赤松一人 氏

ツトム経営研究所代表
森下勉 氏

きらぼしコンサルティング 社長
強瀬理一 氏

「大切なことは目にみえない」
熱い金融マンが展開する目にはみえない企業価値に着目した事業者支援についての対話



「実践から学ぶ地方創生と地域金融」

2020年９月９日出版決定！

Amazonにて予約受付中 →

金融・企業･行政の連携による地方創生１１事例

著者山口省蔵江口晋太朗
発行学芸出版社



熱い金融マンワークショップ（第3回）

2020年9月4日（金）

ZOOMによるオンライン対話
「実践から学ぶ地方創生と地域金融」

18：00～20：00

出版記念
江
口
晋
太
朗

山
口
省
蔵



60

madoguchi@kinken.biz

申込み・お問い合わせ先

事務局：金融経営研究所



申込み・お問い合わせは以下まで

madoguchi@kinken.biz
61

事務局：金融経営研究所



地域活性学会【金融部会】第4回研究会

地域通貨は地域を活性化するのか

古里圭史氏 新井和宏氏
飛騨信用組合
常勤理事

株式会社eumo
代表取締役

「さるぼぼコイン」と「共感コミュニティ通貨eumo」の話を中心に、
地域・コミュニティに限定する通貨の意義について考えます。

WEB
講演

2020年 9月11日（金）18:00-20:00
定 員 先着１００名（無料）

申込み・
お問い合わせ先

地域活性学会金融部会
事務局 石川(サイバー大学)

inokin2019@gmail.com



以上です
ありがとうございました。

（本資料照会先）
株式会社金融経営研究所
山口省蔵
〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-30-9Kビル
メアド：shozo@kinken.biz
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【プロジェクトファイナンス】

①個別の企業ではリスクを負担できない長期かつ大型の
プロジェクトへの融資手法。

②特定のプロジェクトから生み出されるキャッシュフ
ローのみを返済の原資とする融資。担保も対象事業の
資産に限定。（VSコーポレートファイナンス）

③長期のプロジェクトの様々なリスクを、関係者間での
契約や損害保険等の活用によって、コントロールする。

参考
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【プロジェクトファイナンスのスキーム】

SPC：Special Purpose Company．特別目的会社
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