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地方公共団体金融機構の概要

・ 地方公共団体金融機構法根 拠 法

目 的
・ 地方公共団体に対して長期かつ低利の資金を融通

・ 地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を実施

地方公共団体 財政 健全な運営及び住民 福祉 増進に寄与

出 資 金

→地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与

・ 総 額 １６６億円

出資者 全地方公共団体（都道府県 市区町村）・ 出資者 全地方公共団体（都道府県、市区町村）

町村
10 9億円

地方公共団体別出資額及び割合

・渡邉 雄司理 事 長 都道府県
64.0億円
（38.5%）

市及び特別区
(政令市を除く)

10.9億円
（6.5%）

64.2億円
（38.7%）

政令市
27.0億円
（16 3%）

市及び特別区
91.2億円
(55 0%)

・７９人（平成２１年４月現在）職 員 数

※出資額の合計については、四捨五入のため、実際の額とは異なる。

（16.3%）(55.0%)
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“地方の、地方による、地方のための資金共同調達機関”
～ 基本的な仕組み基本的な仕組み

貸付業務・資金調達業務等の基本的な流れ 貸付残高

２２．２兆円

地方公共団体金融機構

地方公共団体

出資

２２．２兆円

経営参画

金利変動準備金等
貸 付 け資金調達

約 兆

地方公共団体

公営企業

地方金融機構債（政府保
証のない一般担保付公募
債）及び縁故債

約３．４兆円
長期・低利

益

水道・下水道・交通・
公営住宅・病院等

市

場 地方公共団体

公営競技納付金

運用益などで

利下げ

一般会計
場

債券発行残高

１８．９兆円

地方公共団体
健全化基金

約０．９兆円

公営競技（競馬、競輪、
オートレース、競艇）の
収益金の一部

公営競技納付金

地方公共団体の資本市場

地方支援業務

地方公共団体の資本市場
からの資金調達に関する
支援

（計数は平成２０年度末現在）
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地方公共団体金融機構への改組のポイント

「生活対策」に盛り込まれた地方公共団体支援策の一つである「地方自治体（一般会計）に長期・
低利の資金を融通できる、地方共同の金融機構の創設」について、平成２１年６月１日に地方公
営企業等金融機構を改組することによりその実現が図られた

従 来 地方共同の金融機構

「地方共同の金融機構」に関する主なポイント

地方公共団体金融機構地方公営企業等金融機構名 称

従 来 地方共同の金融機構

般会計事業に も貸付対象公営企業及び臨時 事業貸付対象 一般会計事業についても貸付対象公営企業及び臨時３事業貸付対象
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貸付条件の改善

新規貸付対象事業の貸付条件 既往貸付対象事業の貸付条件の見直し

（１）一般単独事業
＜県・政令市分、市町村分とも＞
○償還年限 ３０年以内

○償還年限について財政融資資金
並みへ全面見直し

○償還年限 ３０年以内
○適用利率 臨時特利
○金利方式 固定・利率見直しの選択制 上限：２８年⇒３０年

（２）臨時財政対策債
＜県・政令市分＞
○償還年限 ３０年以内
○適用利率 臨時特利

○一般会計債について、地方債計画
の事業区分の再編に合わせ、利率
適用見直し○適用利率 臨時特利

○金利方式 利率見直し方式のみ

＜市町村分＞
○償還年限 ２０年以内

適用見直し

特利⇒臨時特利

特別利率(特利) →基準利率－０．３０％
臨時特別利率(臨時特利) 基準利率 ０ ３５％

○償還年限 ２０年以内
（財政融資資金並み）

○適用利率 臨時特利
○金利方式 固定・利率見直しの選択制
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臨時特別利率(臨時特利) →基準利率－０．３５％



地方支援業務

平成２３年度以降に地方支援業務を軌道に乗せることを目標に、平成２２年度までを

今後の事業展開の基盤づくりの時期として、重点的に事業を実施今後の事業展開の基盤づくりの時期として、重点的に事業を実施

資本市場資本市場
大学・研究者等大学・研究者等

投資家等投資家等
大学・研究者等大学・研究者等

連携・協力情報等

・地方債に関するあらゆる「情報」

・地方債の制度・実務に精通した「人材」

地方公共団体金融機構
連携・協力情報等

地方債の制度 実務に精通した「人材」

・地方の資金調達実務に関する「ノウハウ」
情報等

連携・協力
支援（情報提供、人材

国・（財）地方債協会国・（財）地方債協会
シンクタンクシンクタンク 等等

地方公共団体地方公共団体

育成、実務支援）
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シンクタンクシンクタンク 等等



地方金融機構債 ~ スーパー地方債

信用力の極めて高い地方金融機構債信用力の極めて高い地方金融機構債

法に基づく公的機関法に基づく公的機関
→ 機構は特別の根拠法に基づき設立された地方債資金共同調達機関
→ 機構資金は、公的資金として全額地方債計画に計上

資産の安定性資産の安定性
→ 貸付債権は同意貸付債権は同意 ((許可許可))のある地方債のみであり、地方財政制度の枠組みにより回収確実性を確保のある地方債のみであり、地方財政制度の枠組みにより回収確実性を確保
→ 高いアセットクオリティ高いアセットクオリティ

万全の財務基盤万全の財務基盤
→ 強固な財務基盤（約3.4兆円の金利変動準備金等と約0.9兆円の地方公共団体健全化基金）
→ 収支に関する中期的な計画および資金計画の策定等により、財務基盤の安定性を確保 スーパー地方債

としての性格を有する

高い流動性高い流動性

解散時の償還確実性の担保解散時の償還確実性の担保
→ 機構解散時の最終的な債務弁済責任は地方公共団体

としての性格を有する
地方金融機構債

高い流動性高い流動性
→ 国内第2位の発行残高（政府保証債を含む）

投資家重視の起債スタンス投資家重視の起債スタンス
ベンチマ ク性に留意し 定期的かつ継続的に債券発行

S&P:AA（安定的）
R&I:AAA（ネガティブ）
Moody’s:Aa2（安定的）
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→ ベンチマーク性に留意し、定期的かつ継続的に債券発行
＊ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄ 10％



債券発行計画

平成２１年度下半期における債券発行計画については、以下のとおり （平成２１年１０月現在）

地方金融機構債

債券の種類 上半期実績 下半期予定額 年間発行予定額

１０年満期一括固定利付債 １,６００億円 １,４００億円程度 ３,０００億円

２０年満期一括固定利付債 １,０００億円 １,０００億円程度 ２,０００億円

その他債 ６２０億円 ３８０億円程度 １,０００億円

計 ３２２０億円 ２７８０億円 ６０００億円計 ３,２２０億円 ２,７８０億円 ６,０００億円

※ １０年満期一括固定利付債の商品性について
・発行額 原則２５０億円程度 ・条件決定日 原則１０年国債入札日の１週間後 ・発行日 原則条件決定日の７営業日後
・表面利率 ０．００１％刻み ・発行価格 １００円 ・償還月日 応答月償還、原則各２８日
利払い月日 原則３ ９月の各２８日

政府保証債

・利払い月日 原則３・９月の各２８日

※ ２０年満期一括固定利付債については、下半期に２～３回程度発行する予定

※ １ 貸付けの実行状況 市場環境等により発行額を変更することがある

債券の種類 下半期予定額 年間発行予定額

１０年債 ４,０００億円 ８,２００億円

※ １．貸付けの実行状況、市場環境等により発行額を変更することがある
２．発行に関する情報については、発行の都度ホームページ等を通じてお知らせする予定
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柔軟な起債運営への取組み
(Flexible Issuance Program ”FLIP”)

資金調達の多様化を図り、また、投資家ニーズに迅速かつ柔軟に対応することにより、
安定的・効率的な資金調達の実現を目指し、柔軟な起債運営への取組みを計画

( g )

［ 柔軟性 ］
ベンチマーク年限以外の年限や数十億円単位の
発行額など 商 性 る発行

柔軟な起債運営にて ［独自性］［ 迅速性 ］

発行額などの商品性による発行

発行
［独自性］

簡素な手続きで起債可能な
機構独自の特性

投資家ニーズに迅速に対応し、
機動的な発行を図る

発行実績 回号 年限 発行額（億円） 利率（%）

F1回 ８年 ２５０ １.１４１

F2回 １８年 １００ ２ ０７７
（平成２１年９月末現在）

F2回 １８年 １００ ２.０７７

F3回 １６年 １００ １.９９３

F4回 ２１年 ５０ ２.２００

F5回 １７年 ７０ ２.０１６
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F5回 １７年 ７０ ２.０１６

F6回 １９年 ５０ ２.１３８



地方債計画における地方公共団体金融機構資金

平成２２年度地方債計画（案）における機構資金は、前年度に対し２，９７０億円増額

平成２２年度地方債計画（案）における機構資金
（単位：億円、％）

区 分
平成22年度

計画額（案）（A）
平成21年度
計画額（B）

増減額
（A）-（B） （C）

増減率
（C）/（B） ％

財政融資資金 ４３,５００ ３９,３４０ ４,１６０ １０．６

機構資金 ２１,３００ １８,３３０ ２,９７０ １６．２機構資金 ２１,３００ １８,３３０ ２,９７０ １６．２

民間等資金 ９１,４８８ ８４,１７４ ７,３１４ ８．７

計 １５６,２８８ １４１，８４４ １４，４４４ １０．２

※ 平成２１年度計画額は、当初計画額
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地方金融機構債による資金運用について

機構債は、地方財政法上、「その他の証券」として位置づけられ、

（参考）地方財政法

減債基金等の積立金を機構債で運用している地方公共団体もあります。

（参考）地方財政法

（地方公共団体における年度間の財源の調整）
第４条の３第４条の３
３ 積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、
政府保証債券（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する
債券をいう ）その他の証券の買入れ等の確実な方法によ て運用しな

（注）

債券をいう。）その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用しな
ければならない。

（注）

・各団体で基金の運用方針を定めている場合には、その改正が必要になる場合があ
ります。

・また、債券の価格は市場で日々変動していますので、満期前に途中売却する場合、債 場 変動 、 期 場
には元本を割り込むこともあります。
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購入の際の留意事項について

当機構の債券発行計画を含めた将来的な見通しは、現時
点で当機構が得ている情報に基づくものであり、潜在的なリ点で当機構が得ている情報に基づくものであり、潜在的なリ
スクと不確実性を含んでいるため、マーケットの動向や経済
状況、法令といった様々な要因により、将来の状況は今回御
説明した見通しとは異なる可能性があります。そのため、投
資家の皆様におかれましては、慎重に判断し、リスク等に十
分に留意した上で購入されることをお奨めいたします分に留意した上で購入されることをお奨めいたします。
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