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「地域活力共創」グループへの進化

第２次グループ中期経営計画（2018年4月～2021年3月）基本戦略における重点的テーマ



地域総合金融機能の高度化



地域産業振興機能の発揮
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設立背景

 地域金融機関の使命は地域の課題解決支援
 リーダーシップを発揮して、民間から盛り上げる
 自ら勉強し、ノウハウを身につけ、提案、提言できる体制を構築

地方を取り巻く環境

自治体の財政問題 人口減少問題 公共施設等老朽化問題 ・・・・・・

肥後銀行の決意

2013年度肥後銀行事業計画に、公共施設等老朽化問題への対応・施策を明記

地域金融機関として、地方の課題解決に向けた情報発信の必要性地域金融機関として、地方の課題解決に向けた情報発信の必要性

解決策のひとつとして、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の普及・促進へ取組む解決策のひとつとして、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の普及・促進へ取組む
そのためには、まずは肥後銀行が行動する



設立経緯

2015年11月 九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム設立2015年11月 九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム設立

プラットフォーム設立へ向けた取組み
運営ノウハウ向上 2013年度より各種セミナー・勉強会を実施

行員の人材育成
2014年度より日本経済研究所へ出向者派遣
2014年度より東洋大学大学院にて公民連携専門課程を修学
日本政策投資銀行が毎月開催するPPP/PFI大学校へ参加

関連組織への関わり
民間資金等活用事業推進機構（以下、PFI推進機構）への出資
地元自治体が設立した「まちづくり会社」への出資 等

肥後銀行 地元業界団体
専門機関

熊本県内自治体
継続的な取組とするためには、組織化が必要であるとの結論に至る

相談

賛同



体制図

2015年当時、全国初の金融機関が事務局を務めるＰＰＰ／ＰＦＩの普及促進プラットホーム

熊
本
県
内
自
治
体
様
（
46
団
体
）

九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム

アドバイザーアドバイザー
•熊本県建設業協会
•熊本県建築士事務所協会
•熊本県管工事業組合連合会
•熊本県ビルメンテナンス協会

地元業界10団体地元業界10団体

会員企業数約2,400社会員企業数約2,400社
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…

事務局︓地域振興部 事務局︓地域支援部

九州フィナンシャルグループ

（敬称略、順不同）

東洋大学PPP研究センター
日本政策投資銀行
日本経済研究所
PFI推進機構 連携
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プラットフォーム設立記念講演会

講演テーマ・内容 講師

『PPPで乗り切るインフラ老朽化問題』 東洋大学経済学部教授
根本祐二 氏

（敬称略）

（敬称略）

2015年3月11日、プラットフォーム設立記念講演会を開催

参加者数 自治体割合 民間割合

２７８名 ５５％ ４５％

（敬称略）



セミナー・個別勉強会等の実績（2016～2018年度）

活動項目 開催回数 参加者累計

共通セミナー ８回 ９０４名

個別勉強会 １２回 ７９８名

合計 ２０回 １，７０２名

その他の活動
国土交通省地方ブロックプラットフォームへコアメンバーとして参加
日本政策投資銀行PPP/PFI大学校での講演
熊本市市民シンポジウムにおけるパネリスト登壇
国土交通省「ＰＰＰ協定パートナー」に認定 等

セミナー・個別勉強会の様子

活動項目 自治体割合 民間割合

共通セミナー ５３％ ４７％

個別勉強会 ４２％ ５８％



2016年度セミナー・個別勉強会等

（敬称略）日付 講演テーマ・内容 講師

7/15 『小さな自治体の小さなPFI案件事例』
『官民連携による震災復興事例』

PFI推進機構
代表取締役 半田容章 氏

9/8 『公営住宅 ０系PPP・PFI』 （一社）国土政策研究会
理事 伊庭良知 氏

10/27 『事例からみたPPP/PFIの活用と今後の展開について』 日本政策投資銀行
地域企画部 担当部長 足立慎一郎 氏

11/21 『民間企業におけるPFI/PPP事業への取組み』 ㈱九電工 事業開発部
PFI・PPPグループ長 野中正綱 氏

1/26 『先進自治体の取組及び事例から学ぶPPP/PFIの実務』 ㈱日本経済研究所 調査本部
執行役員上席研究主幹 吉田育代 氏

3/16 『福岡市におけるPPP/PFIの取組について』 福岡市財政局ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進部
大規模事業調整課 係長 吉村茂 氏

（敬称略）



2017年度セミナー・個別勉強会等

（敬称略）日付 講演テーマ・内容 講師

6/5 １．『肥後銀行のPPP/PFIへの取組』
２．『PPP/PFI事業の概要と地元事業者の取組』

１．肥後銀行地域振興部
２．㈱九州経済研究所
企画戦略部 主任研究員 澁木猛氏

8/10 『公共施設等再編を通じてまちづくりを実現する』 東洋大学経済学部教授 根本祐二 氏

10/17 １．『民間企業からみたPFI事業』
２．『県内自治体の取組事例紹介』

１．日本管財㈱ 営業統轄本部
PPP・PFI推進部長 山本隆 氏

２．熊本県長洲町 まちづくり課長 田成修一 氏

11/13 『プロポーザル方式における事業提案書のつくり方』 ベックス㈱ 代表取締役 岡崎明晃氏

12/7 『やってみよう提案書作成』 ㈱パスコ 九州事業部 沼川滋彦氏

1/25

１．『PPP/PFI実務
～先進事例から学ぶ案件形成の取組～』

２．『民間運営企業からみたPPP/PFIの課題』
３．『熊本市官民連携マーケットサウンディング』

１．㈱日本経済研究所 調査本部
執行役員上席研究主幹 吉田育代 氏

２．シダックス㈱ 営業推進本部
執行役員PPP推進室長 嶋津厚志 氏

３．熊本市財政局財務部資産マネジメント課
主幹 河村徳彦 氏

（敬称略）



2018年度セミナー・個別勉強会等

（敬称略）日付 講演テーマ・内容 講師

7/19
１．『荒尾市水道事業等包括委託について（官）』
２．『荒尾市水道事業等包括委託について（民）』
３．『メタウォーターの上下水道PPPの取組み』

１．荒尾市企業局 政策企画係長 小宮智和氏
２．あらおｳｫｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 取締役 松尾晃政氏
３．ﾒﾀｳｫｰﾀｰ㈱九州営業部課長補佐 小林周平氏

7/27 １．荒尾市マーケットサウンディング
２．熊本市マーケットサウンディング

１．荒尾市公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室長 中山創 氏
２．熊本市資産マネジメント課 主幹 河村徳彦 氏

8/10 『持続可能な地域の拠点設定とPPPの役割』 東洋大学経済学部教授 根本祐二 氏

11/29 １．『全国の水分野におけるPPP/PFIの動向』
２．『熊本県工業用水道事業コンセッションの取組状況』

１．株式会社日本総合研究所
ﾘｻｰﾁｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 石田直美 氏

２．熊本県企業局 総務経営課 参事 有田和史氏

11/30 『美里町におけるPPP/PFIの活用（公営住宅）』 肥後銀行地域振興部

12/10 『宇城市PPP/PFI検討のためのワークショップ』 肥後銀行地域振興部

1/17
１．『水道事業の現状・課題と今後のｿﾘｭｰｼｮﾝの方向性』
２．『水道広域化と官民連携の取組み事例紹介』

１．日本政策投資銀行
地域企画部担当部長 足立慎一郎 氏

２．㈱水みらい広島
代表取締役社長 三島浩二 氏

（敬称略）



【2018年度メンバー】

熊本地域プラットフォーム
目的︓まちづくり等の官民連携の考え方習得や相互取組の共有等により案件創出の促進を図る

2016年度 5団体 協議会2回
・創造的復興へ向けたPPP／PFI
手法の活用及び現状課題共有

業務委託

【専門機関】
運営支援 人吉市人吉市

熊本市熊本市
八代市八代市
水俣市水俣市

宇土市宇土市熊本県熊本県
荒尾市荒尾市 菊池市菊池市

玉名市玉名市

国土交通省

コンサルコンサル

2018年度 9団体 協議会2回
・ＭＳ等個別案件支援継続
・参加地公体の取組共有

 2016年度、金融機関主導プラットフォームの在り方等について国土交通省に相談
 「官民連携事業の推進のための地域協議会支援等事業【地域プラットフォーム】」活用の助言

2017年度 9団体 協議会2回
・参加団体の公有地活用等個別
案件検討及び課題共有

熊本地域プラットフォームの取組

肥後銀行肥後銀行

自治体間の情報・意見交換の場および案件創出する場として一定の成果
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熊本県内のＰＰＰ／ＰＦＩ案件現状（当プラットフォーム把握分）

自治体区分 件数

県 ２

市 １２

町 ５

村 ０

合計 １９

事業区分 件数

公営住宅 ７

公有資産利活用 ３

公園 ３

給食センター １

下水道 １

工業用水道 １

空港 １

公民館 １

その他 １

合計 １９

事業段階区分 件数

事業化 ５

導入可能性調査 ２

事業構想 １２

合計 １９

 事業構想段階を含めた
検討案件が増加。
PPP/PFIへの関心が高まっ
ている

 県・市に限らず、町での検
討も出始めている

 熊本地震の影響もあり、
「公営住宅」の検討が最多

 PFI手法に限らず、広く官民
連携（PPP）の検討が進
んでいる



ＰＰＰ／ＰＦＩ案件一覧①

No. 自治体 分野 事業概要 事業段階

1 熊本県 空港 阿蘇くまもと空港コンセッション事業 事業化

2 熊本県 工業用水道 熊本県工業用水道コンセッション事業 事業化

3 熊本市 公有資産利活用 小学校跡地活用事業 事業化

4 熊本市 公民館 中央公民館建替事業（施設複合化） 事業化

5 長洲町 公営住宅 地域優良賃貸住宅整備事業 事業化

6 荒尾市 給食センター 給食センター建替事業 導入可能性調査

7 人吉市 公園 公園整備（パークＰＦＩ）事業 導入可能性調査

8 熊本市 公園 動植物園遊具更新事業 事業構想

9 宇城市 公営住宅 駅周辺整備、定住促進住宅整備事業 事業構想

10 多良木町 公営住宅 定住促進住宅整備事業 事業構想



ＰＰＰ／ＰＦＩ案件一覧②

No. 自治体 分野 事業概要 事業段階

11 Ａ市 その他 公共施設包括維持管理業務委託事業 事業構想

12 Ｂ市 公営住宅 定住促進・子育て支援住宅整備事業 事業構想

13 Ｃ市 下水道 下水道包括業務委託事業 事業構想

14 Ｄ市 公有資産利活用 市内観光施設利活用事業 事業構想

15 Ｅ市 公園 スポーツ施設を中心とした公園整備事業 事業構想

16 Ｆ市 公有資産利活用 公共施設整備による賑わい創出事業 事業構想

17 Ｇ町 公営住宅 定住促進・子育て支援住宅整備事業 事業構想

18 Ｈ町 公営住宅 定住促進住宅整備事業 事業構想

19 Ｉ町 公営住宅 定住促進・子育て支援住宅整備事業 事業構想



事業概要
事業方式 コンセッション方式
事業期間 20年

（2021年４月１日～2041年３月31日を予定）

運営権設定対象事業 ①有明工業用水道事業
②八代工業用水道事業

スケジュール等  2019年10月8日
実施方針及び要求水準書（素案）公表

 2019年12月10日
募集要項等公表

九州フィナンシャルグループによる支援内容
①熊本県企業局への民間企業と連携した経営改善の共同提案

②熊本県職員向け勉強会等の開催によるコンセッション等への理解促進

③九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォームを活用した民間事業者向け事業説明会開催 等

（事例）熊本県工業用水道事業コンセッション～概要



②情報提供・共同提案

熊本県企業局

経済産業省経済産業省

④補助

九州FG PPP／PFIプラットフォーム

熊本日日新聞（2019.12.12）

③申請

「工業用水道分野におけるPPP/PFI案件形成促進事業」

当行 Ａ社情報収集

プラットフォーム活動継続、ネットワークの拡大により民間事業者との共同提案が実現

熊本日日新聞（2019.10.10）

（事例）熊本県工業用水道事業コンセッション～経過

情報共有
①
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 PPP／PFIの普及・促進、案件の事業化支援

活動方針

 PPP／PFIの普及・促進、具体的案件の創出支援2016年度
～

2018年度

2019年度
～

2020年度

セミナー・勉強会開催セミナー・勉強会開催 関係各所とのネットワーク構築関係各所とのネットワーク構築
事例収集・研究事例収集・研究 官民対話の場の提供官民対話の場の提供

関係各所とのネットワーク強化関係各所とのネットワーク強化
グループ一体での支援グループ一体での支援

 PPP／PFIの普及・促進、提案型プラットフォームへのステップアップ

2021年度
～

県内自治体への支援強化県内自治体への支援強化

熊本市公民連携プラットフォームとの連携

地元民間事業者への支援強化地元民間事業者への支援強化

専門家・アドバイザーとの連携提案専門家・アドバイザーとの連携提案
 事業化支援、補助金の情報提供等  事業化に資する具体的提案の実施

 マッチングサポート、提案書作成支援等

セミナー・勉強会開催セミナー・勉強会開催

セミナー・勉強会開催セミナー・勉強会開催
 事例・コンテンツの充実等
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ＳＤＧｓへの取組

九州フィナンシャルグループ サステナビリティ宣言
1. 持続可能な社会づくりへの取り組み
2. 地域経済発展への取り組み
3. 普及・拡大への取り組み

SDGsの趣旨に賛同し、
全役職員が主体的に取り組む

SDGs実現と地域課題解決へ
官民一体となった活動の継続

九州FG PPP/PFIプラットフォーム

民間企業 専門機関自治体



ご清聴ありがとうございました。



ありがとうございました。

お問い合わせ先

肥後銀行 地域振興部
ＴＥＬ︓096-326-8609
E-mail︓komu@higobank.co.jp

mailto:komu@higobank.co.jp



