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OECD の地域政策評価 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

まち・ひと・しごと創生政策、特区政策等安倍政権の下で、多様な地域政策が展開されている。こうし

た国の地域政策に対し国際機関である OECD（経済開発機構）でも 24 加盟国の政策分析、そして、加盟

国だけでなく非加盟国を含めたネットワークを形成し、地域開発政策委員会（RDPC: Regional 
Development Policy Committee）をハブとした政策対話を展開している。以下では、OECD の日本の地

域政策に対する現在の評価の視点（2016.2.18 開催、国土交通省国土審議会報告）、そして、地方創生でも

大きな課題となる都市問題を昨年 2015 年４月に OECD が公表した「都市における高齢化」の報告書（以

下「OECD 都市報告書」、www.oecd.org/gov/regional-policy/Policy-brief-ageing-in-cities-japanese.pdf、
OECD「高齢社会における持続可能な都市の成長政策」プロジェクトの最終結果）を基礎に概観する。 
 
２.日本の地域政策に関する評価 

OECD の地域開発政策委員会（以下「地域政策委」）を中心に展開されている国別の政策分析におい

て、日本の地域政策に対する提言が検討されている。提言の第１は、人口動態の変化（超少子高齢化）

は、課題と同時に便益をもたらすことの指摘である。超少子高齢化の課題が様々指摘される中で、便益

として人口密度の低下が政策の自由度を高める点に着目し、国土形成計画等において効果的な政策を実

施することで国・地方を通じた政策自由度がもたらす便益の享受が可能となるとしている。具体的には、

高齢化の進展がもたらす潜在的便益として、①新たな市場の形成、②柔軟で豊富な経験を有する潜在的

労働力の発生、③ボランティア活動等の活発化を指摘、同時に人口減少の潜在的便益として、人口密度

の低下による空間的圧迫からの開放を指摘し、①土地利用自由度の拡大、②住宅コストの低下、③環境

悪化圧力の逓減等を明示している。第２は、生産性の向上と就業率を高めることである。生産性の向上

は、技術革新と社会システムの変革によってもたらされ、さらに就業率と人口動態により潜在成長力が

形成される。したがって、技術と社会の変革を重ねると同時に、女性・高齢者の就業率を上げることで

潜在成長力が改善する。日本の人口ピラミットは、これから 2035 年までの 20 年間、団塊の世代に続く

世代（現在の 40-50 代）の年齢別人口構成が成長型の正ピラミット型（△）となり、その中で女性・高

齢者の就業率を高めることで労働力の確保を進める。第３の指摘は、都市圏を中心とした地方自治体間

の連携の充実である。日本の地方自治は、個別の自治体単位で原則担われており連携の形態・機能に乏

しい。この点を改善することで潜在成長力を高める。とくに、人口 10-15 万人レベルの地方自治体間で

の連携に力を入れる必要性がある。第４は、自治体間連携に加えて、都市と農村の連携の強化を指摘し

ている。他の OECD 加盟国に比べて日本の農村は相対的に一人当たり GDP が大きく、都市部と農村部

の連携政策の展開が今後の持続的発展の為に大きなポイントになる。 
以上の指摘において、人口動態変化がもたらす便益を如何に引出し活用できるかは、国レベルだけで

なく都市部も含め地方自治体を中心にその政策展開が重要となるほか、単独の自治体単位の政策視野か

ら複数の地方自治体の役割分担とネットワーク形成で機能する「圏域単位での政策展開」が不可欠とな

る。 
 
３.都市における高齢化 

まち・ひと・しごと創生、持続的発展の実現では、大都市と地方の観点だけでなく、その中間に位置

している中規模都市型自治体の位置づけと機能を如何に形成するかが大きなカギを握ることになる。

OECD 都市報告書では、今後 50 年間において OECD 諸国の人口動態が大きく変化することを指摘し、

その変化は 65 歳以上人口の急増だけでなく、80 歳以上人口の異常な加速によるとし、以下のような整

理を展開している。 
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（１）OECD諸国の人口動態 

OECD 諸国の人口動態は、1950～2010 年に 65 歳以上人口は４倍強の増加であったが、今後 50 年間

で 80 歳以上人口が 14 倍近くに増加する。とくに、OECD 諸国の大都市圏とそれ以外の地域（以下「そ

の他地域」）では、高齢化の傾向が異なる点を指摘し、大都市圏はその他地域よりも人口構成的に若年

人口比率は相対的に高いものの高齢者数の増加スピードが著しく速く、2001～11 年のその他地域の同

増加率が18.2%に対して大都市圏で同23.8%に達していると整理している。大都市圏の急激な高齢化は、

社会インフラと都市開発のあり方の再構築を求めると同時に、社会的孤立の拡大、住宅のアフォーダビ

リティ（世帯の適切な負担によって適切な住居が得られること）等の重視を指摘している。同時に、大

都市圏の地方政府は、財源、労働力が制約され、高齢化対応の社会保障費増大という構造的課題を抱え

ることになる。一方で高齢化は、経済社会の発展の要因も提供する。それは、イノベーションの進展、

既存住宅のリフォーム等高齢者が自立を維持できる市場を通じた工夫の展開、ボランティアネットワー

クの形成等である。 
 

（２）高齢化の課題に取り組むための政策戦略 

地域における高齢化政策は、まちづくり政策として展開する必要がある。高齢化対策の目的は、世代

間対立の緩和ではなく、全世代の質の高い生活と暮らしやすさの創出にあるとしている。その点を踏ま

え、都市の政策展開では、優先順位を明確化することと同時に次の点が重要としている。 
 
①長期的視野のビジョン策定 
長期的視野のビジョンを策定し、A 経済的・社会的な手段を通じた人口動態変化に対する最適な対

応方法を検討すること、B 労働市場や社会活動への高齢者の参加を拡大し健康的なライフスタイルを

促すこと、C 高齢世代となった職員の継続雇用、新たな仕事や技術習得訓練の提供、起業の推進等が

重要としている。雇用創出のための産業政策や職場アクセス改善の交通政策によっても以上の点は促

進されるほか、高齢者のボランティア活動の促進は、高齢者の自立性と地域コミュニティの世代を繋

ぐ役割を果たす。加えて、全年代の健康増進も重要であり、情報通信技術を利用しつつ予防対策とし

てのウォーキング等を奨励している。 
 
②アフォーダブルな居住環境の形成 
アフォーダブルな住宅を提供するため、非営利開発事業者への信用供与等新たな資金調達手法や多

世帯型住宅など多様な居住体制に対応した事業スキームの形成、在宅ケアの利用可能性の増進、自宅

からの通勤や各種サービスへのアクセスの改善等を有効な手段としている。 
 
③都心部の再構築 
土地利用の最適化等魅力や暮らしやすさを向上するために、都心部を再構築する必要を指摘してい

る。コンパクトな都市構造は、高齢者の活動を促進するため望ましい目標のひとつである。こうした

戦略を促進するには、異なる政策分野（住宅、交通、公共サービス等）を、長期ビジョンに基づいて

統合する必要がある。そして、人口動態の変化に対応するために、コミュニティ関係者、地域住民、

研究機関、民間部門など新たな関係者の参画を得る必要がある。人口高齢化が直面する多くの課題は、

公共政策だけでは限界があり、個々の関係者の活動で担われる領域も大きい。市民社会と民間組織は、

都市部の政策実施に組み込まれており、都市政府との協働が展開されつつあるが、近隣自治体間では

さらなる協調が必要とされている。 
以上のように、日本の地域社会の持続性確保に向けては、生産性や就業率の向上に加え、地方自治

体間の連携による政策展開が不可欠となる。従来の連携は、一部事務組合や広域連合等事務事業単位

での展開が中心であり、政策・施策単位や機能分担等に至っていない。今後、こうした地方自治体の

社会システムの改革も地域の生産性を圏益の単位で改善することが重要となる。 
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マイナス金利政策と地方財政 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

日本銀行は、2016 年１月 29 日にマイナス金利政策の導入を決定した。この政策により、日本の債券

のイールドカーブが大きく低下する一方で、米国経済指標の悪化による FRB の金利引上げ見込みの後

退等により米国金利も大きく低下し、日米金利差が縮小、円安促進を睨んだ日本のマイナス金利政策の

効果は逆機能化し、円相場に大きな変動をもたらした。 
こうした日本銀行のマイナス金利政策が、地方財政との関係で生じさせる留意点について整理する。

第１は、長期間にわたって債券利回りが低下することによる地方財政へのプラス効果である。具体的に

は、残存期間の長い地方債の借換えを進めることによる利払い費負担の軽減とその長期固定化にある。

これにより、地方財政の資金繰りは、今まで以上に軽減される。ただし、今回のマイナス金利政策の持

続性については、財政運営の変動リスク要因として十分に認識する必要がある。日本銀行がマイナス金

利政策を発表した後の 2016 年２月１日に 10 年債の利回りは 0.05%の過去最低水準まで低下し、８年物

までのイールドカーブがマイナスの推移となったことで、この時点では少なくとも８年間前後はマイナ

ス金利政策が継続することを市場は織り込む姿となった。この点に関して、日本に先行してマイナス金

利を導入している欧州の状況をみると、2014 年６月に欧州中央銀行（ECB）はマイナス金利政策をス

タートさせており、その結果、ドイツの長期金利は歴史的な低水準となったものの、その後、マイナス

で推移していた消費者物価が前年比プラスへ転換したことからドイツ金利は上昇し、市場の低金利見通

しも短期間で変化している。日本についてみれば、例えば、原油価格の本格的上昇がマイナス金利継続

を大きくかつ急速に変える転換点ともなり得る。こうした点には、十分留意する必要がある。また、通

常、プラスの債券利回りは、将来のインフレ率予想によって形成される。これに対して、マイナスの債

券利回りは、将来のインフレ率予想には拘束されず、中央銀行の金利政策の内容に強く依存する。量的

緩和政策では、長期国債の日本銀行買入れが金利形成に与える影響は不透明であり、買入れ縮小が生じ

ても金利形成にはあまり大きな影響は生じさせてこなかった。しかし、マイナス金利政策は、直截的に

金利低下に結び付く。 
第２は、長期金利マイナスによる債券運用の利回りの低下と、それを通じた地方財政の基金運用等の

問題である。公社債投信の募集停止等も一部で生じ、主な運用資産である国債利回りがマイナスになる

と収益も減少する。このため、公社債投信への運用が困難となった資金は預貯金へ流入し易い。金融機

関は、設備投資や住宅投資の低迷から貸出を容易に拡大できる環境にはなく、コール運用あるいは債券

運用を拡大させる選択肢を強く持ちやすい。限界的に金融機関に入った資金は、金融機関の利鞘を圧縮

する。今回のマイナス金利政策を成立させる大きな要素は、日銀の国債買入れである。金融機関がマイ

ナス金利の国債を購入して、日本銀行が買いオペを通じて高値で買取れば、日本銀行には損失が発生す

るものの金融機関が満期時に発生する損失を避けることが可能となる。この場合課題となるのは、当然

のこと日本銀行の買い取り姿勢となる。 
地方自治体の財政は、極めて長期化した低金利政策による利払い費減少により、大きく支えられてき

た。今回の長期金利マイナス政策でこうした構造がさらに組み込まれる一方で、その安定的持続性には

常にリスクを抱える点に留意する必要がある。地方財政の展開においては、地方公営企業等も含め長期

的視野での戦略が求められている。この戦略でも形式的な収支均衡ではなく、長期的なコストはもちろ

んのことリスクも踏まえたいくつかの視点からの耐久力を持った収支見通しが不可欠となる。 

政策シグナル 
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韓国の経済と政治 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

韓国が実体経済と政治の両面で大きく課題に直面している。まず、実体経済面を見ると韓国銀行が

2016 年１月 26 日に発表した 2015 年 10-12 月期実質国内総生産速報値は、季節調整済前期比 0.6％増

となり、７-９月期の同 1.3％増から大きく減速した。2015 年５・６月の中東呼吸器症候群（いわゆる

「マーズ」）の感染拡大による景気減速に対する韓国政府の政策展開により７-９月期の経済は高めの成

長スピードとなったものの、その反動や投資減速の影響から 10-12 月期は減速する結果となっている。

ただし、消費活動に関しては、実質民間消費が前期比 1.5％増でマーズの終息により前期比反動増とな

った７-９月期同 1.2％増から更に加速している。昨年 10 月前半のコリア・ブラックフライデー（米国

での 11 月のバーゲンをモデルに、韓国政府が民間企業と共に消費拡大のために展開したバーゲン政策）

の開催や個別消費税の引下げ（自動車・家電等の一部製品について消費税率を５%から 3.5%に一時的に

引き下げる政策）等政策要因のほか、低インフレや雇用改善なども消費拡大に繋がっている。投資は前

期比 2.8％減と、前期の同 3.1％増から大きく減速した。設備投資は同 0.9％増と底堅く、知的財産生産

物は同 0.3％増と政府の R&D 投資を受けて前期の同 0.1％増から上昇した。しかし、建設投資は同 6.1％
減と７-９月期の景気対策で増加した公共事業の反動減や不動産取引の鈍化で７-９月期の同 5.0％増か

ら大きく減速した。純輸出は、輸出が石油・化学製品や輸送用機械などを中心に増加し前期比 2.1％増

と２期ぶりのプラスとなっている。なお、マーズの感染拡大で減少した外国人観光客数は 10-12 月期に

は底入れしている。ただし、その増加のスピードは限定的となっている。韓国経済の先行きは、中国や

各資源国の経済の先行き不透明感が強いため、韓国経済の約半分を占める輸出の本格回復が見込みにく

く、企業マインドに持ち直しの動きが見られないことから設備投資の増加も厳しい環境にある。韓国政

府は 2016 年度予算の前倒し執行で下支えを展開するものの、個別消費税の引下げが終了するほか、家

計債務の拡大を適正化するため住宅担保融資審査強化等も展開することなどから、景気刺激効果を抑制

する要因が多い。2016 年の韓国経済の動向は不透明感を強めている。これに拍車をかけたのが、政治

要因である。 
韓国経済の先行き不透明感が強まる中で、政治的要因としての韓国政府の対北朝鮮制裁である開城工

業団地の閉鎖決定の影響が懸念されている。具体的には、南北関係の対決構図の深化によって関連企業

の損害等韓国経済の損失が拡大することが懸念される。開城工業団地について北朝鮮が２月 11 日に軍

事統制区域とすることを宣言し、南北間のすべての連絡通路が閉ざされた形となっている。南北関係改

善の最終的な砦として、開城工業団地が軍事的緩衝地帯として果たしてきたこれまでの機能は大きく、

北朝鮮の開城工団の閉鎖を南北関係の最後のルートを切る意思表示でもあり、韓国の今回の措置を「朝

鮮半島を対決と戦争の最極端に追い込む危険な宣戦布告」と表現している点はからも留意が必要となる。

韓国政府は、開城工業団地の閉鎖を対北朝鮮制裁の強化に国際社会を導く先制的かつ独自制裁としてい

るものの、時期を同じくしてドイツで開かれた韓中外相会談で、中国外交部王毅部長は安全保障に関連

する措置を取るに当たって、周辺国の理解と懸念を考慮し慎重に対処することが重要とし、開城工業団

地の閉鎖と韓米の高高度防衛ミサイルの朝鮮半島配備協議などに対してセットとして懸念を示したこ

とも重視しなければならない。南北関係の悪化に伴い中国の警戒姿勢も高まり、北朝鮮関連問題の解決

をさらに困難にする可能性もある。 
2016 年は、中国経済の減速、原油等資源価格の低迷という不透明な経済情勢の中で、韓国政府の政

治的舵取りがアジア全体にも影響を与える年となる。 

アジアリンク 
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「キャッシュアウト・サービス」は 
 新たな地方創生のメニューとなり得るか？ 

株式会社富士通総研 公共事業部 高村 茂 

 

はじめに 

2015 年 12 月５日付の朝日新聞に、「預金、スーパーのレジで引き出せる 金融庁が規制緩和へ」と

いう見出しで、「金融庁は、スーパーなどのレジでもキャッシュカードで口座から預金を引き出せるよ

う規制を緩和する。みずほ銀行などが 2017 年にもサービスを始める準備をしている。ATM がない店の

レジや、宅配業者が持つ端末でも現金を引き出せるようにして、利便性を高める狙いだ。」という記事

が掲載された。 
このサービスは、わが国ではキャッシュアウト、欧米ではキャッシュバックと呼ばれている（以下、

本稿では「キャッシュアウト・サービス」という。）が、本当に利便性あふれるサービスになるのだろ

うか、あるいは、利用するに際してどのような留意点があるのだろうか。 
本稿では、キャッシュアウト・サービスが根づいている欧米の実態と、わが国の慣習を踏まえ、超高

齢化社会が進行するわが国での展開可能性について提起しておきたい。 
 

１．「キャッシュアウト・サービス」の概要 

（１）キャッシュアウト・サービスとは 

キャッシュアウト・サービスとは、キャッシュカード（バンクカード）を店舗での決済に用い、その

際に、自分の銀行口座から希望額を引き出すというものである。 
前半部分に示した「キャッシュカード（バンクカード）を店舗での決済に用いる」というのは、わが

国に 2000 年に導入された「J-デビット」のサービスそのものである。 
後半部分は、「キャッシュカード（バンクカード）で自分の銀行口座から現金を引き出す行為」と同

様の内容であるが、ATM から自分で出金するのではなく、買い物をした店舗のレジで店員から自分の

お金を受け取るというのが大きく異なる点である。 
 

図表１ キャッシュアウトのイメージ 

 
 
では、このサービスのメリットは一体何なのだろうか。 
一番のメリットは、金融機関の ATM がなくても無料で出金できることである。 
ただし、スーパー等のレジでキャッシュアウト・サービス利用するためには、当然のことながら、何

か商品をスーパーで購入している必要がある（お金だけを下すことはできない）。 

事例研究 
 



 

   

 
7 

わが国では、図表２に示すように、金融機関の店舗数は徐々に減少しており、それに伴って ATM の

数も減っていると考えられる。特に地銀、第二地銀で店舗数減少の傾向が顕著である。また、コンビニ

には店舗内に共用の ATM が設置されているものの、都市部を除けば歩いてすぐの場所にコンビニがあ

るケースは少なく、買物の際に出金できるキャッシュアウト・サービスが効果を上げるのは、どちらか

といえば中山間地域であると考えられる。 
 

図表２ 金融機関店舗数の推移 

 

1) 2)

平成 12 年 15,315 2,928 7,904 4,000 443 40 24,774

17 13,617 2,470 7,484 3,312 294 57 24,631

22 13,460 2,489 7,493 3,138 277 63 24,248

23 13,487 2,510 7,504 3,129 282 62 24,249

24 13,463 2,525 7,529 3,062 283 64 24,215

25 13,453 2,532 7,520 3,054 287 60 24,208

1)　店舗外の現金自動設備を除く。  2)　銀行代理業を行っていない郵便局（分室及び簡易郵便局を含む）及び昭和基地内郵便局・船内

郵便局を除く。平成17年度以前は分局・分室を除く。

資料  （一社）全国銀行協会「全国銀行財務諸表分析」　（株）ゆうちょ銀行「ゆうちょ銀行　ディスクロージャー誌」

年 度 末
全国銀行

ゆうちょ
銀　　行

都市銀行 地方銀行 地方銀行II 信託銀行 その他

 
出典：「主要金融機関の店舗数」（総務省統計局） 

 

（２）欧米におけるキャッシュアウト・サービスの実情 

では、ここで、キャッシュアウト・サービスの先行地域の状況を見てみよう。 
キャッシュアウト・サービスは、デビットカードを利用する際の付帯サービスである。デビットカー

ドはクレジットカードのインフラを活用した決済手段であり、自分の銀行口座と直結していることから、

即時決済の手段として利用されている。 
なお、英国や米国においては、一般的な買物にはクレジットカードよりもデビットカードがよく利用

される（現地金融機関へのインタビューでは平均利用単価は$20～$30）。 
また、欧米のクレジットカードの支払い（同インタビューでは平均利用単価は$70～$80）は、基本的

にはリボルビング払いであり、金利（手数料）がかかっている。そのため、リーマンショック以降、手

数料のかからないデビットカード利用の割合が増えていると言われる。 
さて、欧米では 20 年以上前からキャッシュアウト・サービスが展開されており、市民にとっては身

近な出金手段として定着している。 
仕組みは今回わが国で導入しようとしているものとまったく同じであり、スーパー等で買い物をし、

レジで決済する際に自分の口座から出金してもらう。 
欧米では、カード決済の場合のオペレーション（カードを端末にスワイプして、署名をしたり PIN を

入力したりする）は自分でするケースが多くなっているが、10 年ほど前までは、ドラッグストア等に設

置された端末に$10、$20 というボタンが付いていて、キャッシュアウトの金額を簡単に入力できる端

末があった。その後、端末のモバイル化進行とともに小型化されて専用ボタンはなくなっているが、サ

ービスは継続されている。 
また、米国においては、カード決済（クレジットカード＋デビットカード）の割合は４割程度である

が、元々小切手による支払いの慣習があるため、図表３に示すように、現金決済の割合は２割程度であ

る。英国でも現金決済の割合は 25％程度である。 
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図表３ 米国における決済手段 

 
出典：「平成 22 年度商取引適正化・製品安全に係る事業（我が国におけるキャッシュレス社

会の今後の進展に関する調査分析）」（平成23年2月、三菱UFJリサー&コンサルティング） 

 

図表４ 英国における決済手段 

 
出典：同上 

 

また、決済の内訳は図表５のとおりであり、カード決済の内訳は欧米諸国がデビットカード利用の比

率が高いことに比べると、わが国はほとんどクレジットカードのみが使われているという特異な国であ

ることが分かる。 

 

図表５ 各国の決済手段内訳 

 

出典：「観光立国実現に向けたクレジットカード業界としての取り組み（要約版）」（2014 年 12 月、

日本クレジットカード協会） 

 

米英のこのような状況で浮き上がってくるのは、次のような生活ぶりである。 
・ 常時携行している現金は$20～$30 程度であり、それ以上の買物についてはカードや小切手を利

用するケースが多い（筆者は海外調査のたびに様々な人にインタビューしているが、現金で$50
以上携行している人に出会ったことがない）。 

・ 食料品、日用品の購入にはデビットカードを用いるケースが多く、スーパー等の決済の際に、現

金の充当として$20 程度のキャッシュアウト・サービスを利用している。 
このような生活を行っていれば、銀行 ATM でわざわざ出金する必要性は感じないものと考えられ、
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確かにキャッシュアウト・サービスはメリットのある合理的なサービスであると考えられる。 
一方で、店舗側にはどのようなメリットがあるのだろうか。 
筆者が英国の TESCO で話を聞いた際には、次の２点をメリットとして挙げていた。 
・ 買物をしないと出金できないので、売上増に寄与する 
・ 売上の一部を出金に回すことができるので、店舗で保管・管理する現金を減らすことができる 

 

（３）わが国の決済事情 

我が国の決済の状況はどうだろうか。 

前述の米英の市民と比べると、わが国は次の図表に示すように、決済の約６割が現金である（電子マ

ネーも現金決済の一部と考えればもっと割合は高くなる）。 

ということは、日常的に財布に入っている現金の金額も大きいことになり、銀行から出金している金

額も、１回あたり２～３千円ということは考えにくく、１万円単位で出金するケースが多いものと推察

される。 

 

図表５ 日本における決済手段 

 

出典：同上 

 

２．「キャッシュアウト・サービス」利用課題 

（１）第三者の前で暗証番号（PIN）を入力するリスク 

キャッシュアウト・サービスは、出金の際に、キャッシュカードの暗証番号（PIN）を入力しなけ

ればならない。 
銀行 ATM は隣の ATM との境に目隠しもあり、暗証番号を盗み見られない配慮がなされているが、

スーパー等のレジでは他人に見られるリスクがあり、利用者が何らかの不利益を被るリスクがある。 
 
 ⇒これは家電量販店等でクレジット決済を行う際の環境と大差はないが、クレジットカードとキャッ

シュカードは意味合いが異なるものと考える。家電量販店はキャッシュカードで買物をする J-デビ

ットが利用されている最も頻度の高い小売店であるが、逆に言えば、家電量販店以外に J-デビット

がほとんど利用されていない理由の一つが、この項で挙げたことであることを今一度考えるべきで

ある。 
 

（２）通常の預金口座から出金するリスク 

米国や英国においては、消費者はクレジットカードやデビットカード等の引き落としを行うための

決済用口座（Checking Account）と預金用口座（Saving Account）の２つの口座を持っているが、わ

が国の一般的な消費者は預金用口座を決済口座としても利用している。 
即ち、非常に残高が大きいであろう口座を日常的な決済に用いており、一歩間違えば全財産を取ら

れるような犯罪につながる可能性がある。  
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（３）預金口座が総合口座のケースが多いリスク 

さらに、わが国では、普通預金口座と定期預金口座が連携している総合口座が普及している。仮に、

普通預金の残高が８千円で、その時に１万円のキャッシュアウト・サービスを利用すると、２千円の

借入金が自動的に発生する。利用者が意図しないところでキャッシング・サービス利用していること

になるということである。 
 

実は、ここで掲げた課題は、2000 年にわが国で J-デビットが導入された時にも議論されたことで

あり、15 年以上たった今もこの根源的な課題は何も解決されていないことを意味している。 
 

３．キャッシュアウト・サービスが利用されるためには 

これまでの内容を読んでいただくと、キャッシュアウト・サービスは課題が多いサービスであると感

じたかもしれない。確かに、一般的には未だ様々な課題を内包しているサービスであると考えられる。 

一方で、キャッシュアウト・サービスが活躍する場もあると考えられる。 

それは、前述した「中山間部での買物シーン」である。 

ちょっと古くて恐縮であるが、平成 21 年度に経産省で実施された「流通ネットワーク等を活かした

地域生活インフラ構築に関する調査」で、初めて全国に買物難民が 600万人いるという推計が提示され

たのであるが、この数値は超高齢化社会の進行とともに、益々大きくなるものと考えられる。 

このようなエリアでは、銀行 ATM もコンビニも近くにないことが考えられ、ワゴン車に野菜や鮮魚等

を積んだ移動店舗が買物の主要な手段の一つとなっていくことも考えられる。 

このような中山間部の高齢者が、クレジットカードを利用してネットで買物をするとは考え難く、移

動店舗で決済にキャッシュカードを利用し、そのついでに幾ばくかの金額を出金することは現実的だと

考えられる。 

この時にも前項で述べた課題はついて回るが、決済用の普通預金口座を（実質的な決済口座として）

もう一つ作ることは、地銀、信用金庫さらには農協等の新規顧客開拓の一環として展開できるのではな

いかと考える。 

そして、暗証番号が第三者に見られるリスクを解消するために最も効果的であるのは、オペレーショ

ンを行う人がいつも来る信頼できる人であることだろう。 

一方で、店舗側は、オンラインで決済し、出金するための ICT 武装をする必要があるが、これは、一

般の移動店舗を運営する小売店舗には負担が大きいものと考えられる。 

 
４．キャッシュアウト・サービスを実現できるサービス主体 

では、どうすれば、中山間部で日用品の販売とともにキャッシュアウト・サービスを展開できるだろ

うか。 

筆者は、宅配便業者、郵便局あるいは JAがその鍵を握っていると考えている。 

特に大手宅配業者では、着払いに対応するための、クレジットカード、J-デビット、電子マネー等の

各決済に対応できるモバイル端末が既に整備されている。 

また、宅配業者は、今回取り上げているような中山間部を含め、日本全国津々浦々までの配送ネット

ワークを持っている。いつも同じ人が荷物を運んでくれており、地元の方との信頼感も申し分ない。 

一つ足りないのは、宅配業者がものを売っていないことである。 

当然、様々な規制等があって参入が厳しいのであろうが、ここは特区等の仕組みも活用して、宅配業

者が物品を販売する、あるいは注文を聞いておいて次回近所を通る時に寄って配達するといった、「新

たな中山間部生活支援サービス」としての有効性を検証できるのではないかと考えている。 

ICT を活用した枠組みとして提示するだけではなく（J-デビットの失敗で、枠組先行ではうまくいか

ないことを学ばなければならない）、高齢化社会の進行に対応する地方創生の新たな具体的事業として、

検討の俎上に乗ればと考える次第である。 



 

   

 
11 

〈既刊テーマ一覧〉 

2015 No.５  自治体間政策連携の重要性 

 ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 

 ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 

 日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 

2015 No.６  自治体間政策連携の重要性 

 ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 

 ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 

 日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 

2015 No.７  下水道インフラの持続性確保（１） 

 議論・思考の体系化と自治体競争力 

 シンガポールの政治と経済 

 住民意識調査の新たな庁内活用のあり方 

―データに基づく仮説設定・検証による政策の進化に向けて― 

2015 No.８  下水道インフラの持続性確保（２） 

 個人情報保護と自治体経営（１） 

 台湾の政治と経済 

 「プレミアム付き商品券」事業の特徴と今後の展開 

 フランスにおける美術館の地方分館戦略 

～パリ・ブランド美術館の誘致から再興を目指す街 

2015 No.９  2016年度政策形成に向けた基礎力（１） 

 個人情報保護と自治体経営（２） 

 中国人民元の SDR構成通貨化 

 総合計画の策定過程における住民参画手法の改善方策 

2015 No.10  2016年度政策形成に向けた基礎力（２） 

 政策の哲学と倫理（コンテクスト志向） 

 「ルイスの転換点」と中国の経済政策 

 APEC 地域における交通分野のインフラ輸出の取り組み 

 

 

 

政策研究 2015 No.11 

2016年２月発行 
編集・発行  株式会社富士通総研 公共事業部 

監修 宮脇 淳（北海道大学法学研究科教授） 

〒105－0022 東京都港区海岸１－16－１ 

電話 03－5401－8396 

http://www.pppnews.org 


