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はじめに 
 本プレゼンテーションは、イル・ド・フランス地域圏（Région Ile-de-France）が情報提供を目的として作成したものであり、その他の目的で

使用することはできません。また本プレゼンテーションは、金融証券の購入に関する契約書を構成するものではなく、さらには、本プレゼ
ンテーションで説明されている債券（「債券」の項目）申し込みオファーを構成するものでもなく、またはいかなる場合ににも、投資家の
関心を喚起することを意図したものとしてみなし、解釈することはできません。［フランスにおける債券の発行および販売は、自然人を対
象としておらず、金融財務法典の第L. 411-2条の意味において、また同法に準拠して、適格な投資家にのみを対象として行われるものです。
債券はフランスでは一般の人を対象にして販売することはできません。] 

 本文書の対象となっている利用者は、独自の決断で行動し、顧問の支援があるか否かに関わらず、文書に含まれる情報を独自に判断し、債
券を購入することを独自に決定し、債券への投資判断が適切であるかどうかの妥当性について独自に評価するものとします。イル・ド・フ
ランス地域圏は、本プレゼンテーションの対象となっている利用者に対して、より詳しい情報が必要な場合、その内容に関する必要な規制
文書または規約文書を参照するよう推奨しています。   

 債券への投資は、財務上のリスクを伴います。本文書の対象となっている利用者は、金融および経済全般に関する広範な知識と経験を持っ
ていることが求められます。本文書の対象となっている利用者は、債券への投資の利点、その妥当性、およびリスクを詳細に分析および評
価することが求められます。また、このような投資に伴うリスクを負担する能力が求められます。本文書の対象となっている利用者は、債
券への投資決定前に、債券の購入に関して必要な法律、税務、会計、規制、財務、また特にイル・ド・フランス地域圏の財務・経済状況、
債券の信用力、その他の関連する内容の分析を実行する必要があります。  本文書の対象となっている利用者は、債券の購入または投資する
許可をもっていることを各自の責任において確認する必要があります。  

 本文書の情報は単なる情報として提供されており、最終的なものではなく、したがって、本書の公表日以降において、変更、補足、または
修正される可能性があります。  

 本プレゼンテーションは、イル・ド・フランス地域圏の事前の書面による同意なしに、複製または第三者に配布することはできません。  一
部の国においては、本プレゼンテーションの頒布、複製、および配布が違法であり、および/または、法的または規制上の制限の対象となる

場合があります（特に米国）。したがって、これらの国への本書の通信は行うことができません。イル・ド・フランス地域圏は、債券が、
所轄の法基準に従い（あるいは場合によっては適用される免除に準じて）、登記またはその他の要件に準拠して提供されることを保証しま
せん。 そして、イル・ド・フランス地域圏は、そのような提供への便宜をはかったことに関しての責任は負いません。  

 本債券は、1933年米国証券法 (U.S. Securities Act of 1933)の修正法（「アメリカ証券法」）に基づいて登記されておらず、将来的にも登記され
る予定はありません。本債券は、アメリカ合衆国（United States）の領土において、またはアメリカ合衆国国民（U.S. Persons）またはその代

理人、あるいは外国に住む米国人に対して、直接または間接的に、提供または販売することはできません。ただし、アメリカ合衆国証券法
の規制S(Regulation S)に適合する場合はその限りではありません。  

 イル・ド・フランス地域圏は、イル・ド・フランス地域圏または当該領土の当局の許可なしに、本文書の対象となっている利用者がこのプ
レゼンテーションを配布または使用した場合の、いかなる責任も負いません。   

 本文書の対象となっている利用者は、本文書が機密情報であり、イル・ド・フランス地域圏からの事前の書面による合意なしに、第三者に
開示することはできず（ただし、外部顧問は除外するが、当該者が機密情報の保護を順守することを条件とする）、またその全体または一
部を複製するができないことを認めるものとします。 
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 ヨーロッパの主導的な地方公共団体 

 運営と責務 

 健全な財務状況 

 資金調達戦略と債務管理 

 持続可能な開発における主要な役割 

 環境に配慮した責任ある資金調達戦略 

 付録 
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内容 
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イル・ド・フランス地域圏、 
ヨーロッパの主導的な地方公共団体 

4 
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ダイナミックな住民 

 フランスの地域圏の中で最も人口が集中し、  

        人口1,220万人（2019年1月1日現在）  

 

 フランス（本国）の人口の19％にあたり、
面積的には領土の2％（12,012Km²）に相当
します 

 

 5人に1人以上が、イル・ド・フランス地域圏で出生 
 

 イル・ド・フランス地域圏の住民の55％近くが40歳
未満 
 

 フランス全国の23％の雇用 
  
 ヨーロッパの就業人口の2.4％ 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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 フランスで最も豊かな地域： 

o 2018年度のGDPは7,340億ユーロ  

o フランス全体のGDPの31％ 

o EU27ヶ国のGDPの5.5％  

 

 2018年度の1人あたりGDPは、59,700ユー
ロ、つまりEU平均の198％ 

 

 

ヨーロッパはもちろん、世界でも主要な経済活動の中心地：  
 

- 世界的な大企業500社が集中するヨーロッパ最大の地域 
- ヨーロッパ最大規模の企業向け不動産（5,300万m² のオフィス面積） 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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出典：Eurostat（ EU 統計局） 

経済活動において 
フランス第1の地域 
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 優秀な人材の宝庫： 

o フランスの企業管理職の33 % 

o 2014年の国内の研究職の38％（155,842人
の有償研究の従事者） 

 ハイテク分野から伝統的な産業分野まで広範囲
の企業総数887,750社 

 世界で有数の公共輸送網：  

   

o 206kmの地下鉄路線（「グラン・パリ・エ
クスプレス」路線により2倍に拡張） 

o 鉄道路線1,820km 

o 105kmの路面電車 

 パリは「ハブ」空港としてヨーロッパ大陸最
大規模を誇る 

 世界最大規模の観光地 

 

  魅力満載の地域 

オート・ヴァレ・ド・ラ・シュヴルーズ（Haute 
vallée de Chevreuse）：1985年にイル・ド・フラ
ンス地域圏に最初に創設された自然公園。21の
自治体と25,000ヘクタールをカバーし、その半

分は森林と緑地からなります。  

サクレー（Saclay）台地 ：教育、科学研究、
研究開発における最も重要な地区を構成   

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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多様性を秘めた地域 

©Direction des finances – Région Île-de-France 

（©イル・ド・フランス地域圏財務局） 
8 

イル・ド・フランス地域圏、多様な領土 
 

農地 

森林地帯と自
然環境 

都市部 

湿地帯 
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運営と責務 
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地域圏の運営に関して 

 

 209人の議員で構成される地域圏議会、 
2015年12月、6年間の任期で直接選挙によ
り選出。（2015-2021） 

 

 地域圏議会は、イル・ド・フランス地域圏
の議案を審議し決定する。  

 

 

地域圏議会の議長：ヴァレリー・ペクレス                           

                                           （Valérie PECRESSE） 
 
地域圏議会議員によって選出： 

-地域圏議会に議案を提出し決定にしたがっ
て施行  

-地域圏の支出の命令をくだし、歳入の執行
を行う 

-地域圏の遺産の管理  
-地域圏の行政サービスの責任者  

サン・トゥアンの地域圏議会の会議室 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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広範囲にわたる責務 

 
 交通・輸送 

 中等教育（472の高等学校への投資および運営、50万人の高校生） 

 職業訓練、雇用 

 経済発展、研究、高等教育 

 環境、地域開発 

 社会的な機会平等、住居、文化、スポーツ  
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健全な財務状況 

©Direction des finances – Région Île-de-France 

（©イル・ド・フランス地域圏財務局） 
12 



 Confidential  

地域圏行政の優先事項 

 投資の促進： 

o 公共交通機関の発展および近代化をめざした大規模プロジェクト  

o 高等学校のための複数年計画 

o 高等教育・研究の支援 

 地域圏全土における経済発展の推進  

 環境と生活の質の改善：「地域圏議会のすべての決定は、イル・ド・
フランス地域圏住民の環境と健康を目的とする」（大気汚染防止、エ
ネルギーコストの削減...）2020年度の支出の50％以上が、イル・ド・
フランス地域圏の環境対策に充てられています。 

 厳格な管理：地域圏行政の管理（地域圏行政における経済政策）によ
り投資の活性化。  

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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   均衡の取れた予算管理   

 2016年以降、投資への継続的な取り組み。  

 地域圏議会および関連機関の運営費削減への大きな努力により運営費削減： 
o 地域圏議会職員の定年退職時に新規雇用を行わない 
o 関連組織の施設組織などのリソースの合理化 
o 地域圏議会の主要権限への絞り込み 
o 購入の最適化 

 この地域圏議会の運営経費削減は、地域圏財政に関する最新の会計監査報告でも強調されました。 

 またこの削減は、地方会計院により歓迎され、2020年初頭に発表された2014年およびそれ以降の当地
域圏の運営に関する報告書にも記載されています。その報告書には、「2016年以降の運営管理費削減
への取り組み[…]、」、特に 「2016年以降の管理コストの削減」と強調されています。 
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（©イル・ド・フランス地域圏財務局） 
14 

単位：10
億ユーロ 2011年以降の地域圏予算の推移 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190924-rapport-Finances-publiques-locales-2019-fascicule2_0.pdf
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投資が運営費を大幅に上回る傾向 
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60% 

40% 46% 

54% 

*欧州資金、職業訓練「500,000プラン」、PIC/PACTE以外の歳出上限（AE：Autorisations d’engagement）、不動産投資
上限（AP：Autorisations de programme） 

54% 

 

40% 

 

60% 
 

46% 

 

投資費 運営費 

2020年度*の全PA/EAに占める運営費は46％ （2015年は60％）。過去5年間での投資の
増加（+ 41％）、金額にして21億5,000万ユーロ。その額は、一年の投資額に相当。 

 
 

2015 2017 2020 

一年の投資額に相当 

2018 2019 2016 

投資費 運営費 

投資 

運営 

21億5,000万ユーロ 
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2015年と比較して5年間で 15億ユーロ の累積運営経費を削減し、イル・ド・フ
ランス地域圏の1世帯当たり 294ユーロの節約に相当します。 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2016年以来当地域圏は、15億ユーロの運営経費を節約 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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1世帯あたり294
ユーロの節約 

23億3100
万ユーロ 

 

21億3300
万ユーロ 

 

20億9000
万ユーロ 

 

20億5200万
ユーロ 

 

20億1000万
ユーロ 

 

増税凍結を5年間維持 

18億6900
万ユーロ 

 

-7 % 
 

*欧州資金、職業訓練「500,000プラン」、PIC/PACTE以外の歳出上限（AE：Autorisations d’engagement） 

会計監査院によれば、イル・ド・フランスは、2018年に実質的な運営経費の削減を
達成した唯一の地域圏。2016年以降毎年減少を記録し、合計で-8％を達成。 
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   2020年予算 - 歳出（49億9,000万ユーロ） 

 2020年の予算支出の43％（負債を除く）は、投資向け（18
億9,000万ユーロ） 

27 % 

21 % 

13 % 

11 % 
2 % 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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輸送とモビリ
ティ  
14億3,000万
ユーロ 

29 % 

 経済、雇用、職業訓練 
 7億8,200万ユーロ 16% 

高等学校 
8億4,000万
ユーロ 

17 % 

 債務費用 
  5億7500万ユーロ 

12 % 

 
 
 
地域圏行政  
5億5,500万ユー
ロ 

 

社会・地域的
平等  
2億1,200万
ユーロ 11% 4 % 

環境と生活改善  
 
5億2,400万ユーロ 

10 % 

国際・欧州
関係 
7,500万ユー
ロ 

1 % 
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 2020年予算 - 歳入 

歳入の87％は主に税収  

13％が借入 

 税収：36億ユーロ（73％）  
o 企業付加価値税（CVAE）を含む 
o エネルギー製品内部消費税（TICPE）の一部を含む 
o 国の経常費総合交付金の代替としてのVATの一部を

含む 

 国の交付金：2億ユーロ（3 %） 

 その他の歳入：6億ユーロ（11％）：欧州の資金、警
察・交通違反の罰金など 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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歳入：49億9,000万ユーロ 

単位：10
億ユーロ 

2010年以降の地域圏の歳入の推移 
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危機対応への補正予算 

© Direction des finances – Région Île-de-France 19 

 2020年6月11日に決議された2020年の補正予算は、2020年の初期予算に関する決議
（2019年12月）からいくつかの重要な変更を行いました。 それらは、Covid-19に関
連する衛生危機による影響に対する支援およびイル・ド・フランス（フランス地域
圏）の経済を支援する地域復興計画の第一段階の開始予算です。 

 
これらの危機に対する支援計画の詳細は、以下のサイト上のプレゼンテーション資料

をご参照下さい。 : www.iledefrance.fr/financement-region 
 
2019年の決算（2億7,628万ユーロ）の統合に加えて、補正予算が記録されています: 
 2020年の当初予算で最初に決議された43億5,000万ユーロから1億2,954万ユーロの地

域収入（負債を除く）の減少  
 4億7,492万ユーロの支出増額: 

 営業支出を2億677万ユーロ増額（2020年通年の営業支出総額を28億6,000
万ユーロに増加） 

 資本支出を2億6,815万ユーロ増額（2020年は総額26億1,000万ユーロ） 
 調整後の借入限度額は9億6,964万ユーロに増額（2020年の決議された初期予算は6億

4,147万ユーロで、 3億2,817万ユーロの増加を提示） 
 

http://www.iledefrance.fr/financement-region
http://www.iledefrance.fr/financement-region
http://www.iledefrance.fr/financement-region
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復興計画のいくつかの対策を盛込んだ 
改訂版フレームワーク 
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イル・ド・フランス地域がグリーンで持続可能な債券発行に使用しているフレームワークは、Covid-19との戦いの際に実
施される衛生対策の適格性を確保するために、サブカテゴリを追加する等若干の変更が行われています。 既存のフレー
ムワークは、雇用を支持するプロジェクトと、当地域の領域における中小企業への支援策がすでに盛込まれています。   
 
ヴィジオ・アイリスは、フレームワークのこれらのわずかな改訂を考慮して、2020年6月にセカンド・パーティ・オピニ
オンを更新しました。 

教育とレジャー向けの建築物と設備 

公共交通機関と持続可能なモビリティ 

再生可能エネルギーとエネルギー効率 

生物多様性 

人口に有益な社会的および健康的な活動 

ソーシャルハウジング 

経済的、社会的およびインクルーシブな
開発 

 
新しいサブカテゴリの追加:  
« 保健インフラの整備に貢献するプロジェクト 
健康器具の購入のため,  
研究開発のため, 
例外的な危機（健康危機、自然災害など）の状況
下で必要な緊急インフラストラクチャーの確立の
ため ». 
 

フレームワークの7つの適格カテゴリー 

 したがって、2020年のSRIボンドの調達資金は、当地域のグリーンおよび持続可能なフレームワークに
完全に一致するいくつかのCovid-19対策資金として使用されます。 
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財務格付け 

«Aa2»  
安定した見通し 

短期格付け：P-1 

日付：2020年5月* 

«AA» 
安定した見通し 

短期格付け： F1+ 

日付：2020年5月* 

 「優れた運営パフォーマンス」 

 「強固なガバナンス基盤と健全な債務管理の実施」 

 「金融市場への問題のないアクセス」  

 「健全で十分な流動性プロファイル」 

 

• 「安定した財務パフォーマンス」 

• 投資支出に対する強固な「自己資金能力」  

• 「慎重な債務と資金繰り管理方針」 

• 「予算に関する執行、債務管理の厳格さを特徴とす
る質の高いガバナンス」 

• 「十分な債務返済能力」 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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*格付け会社のレポートは、地域圏の
Webサイトで入手可能。 
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資金調達戦略と債務管理 

©Direction des finances – Région Île-de-France 

（©イル・ド・フランス地域圏財務局） 
22 



 Confidential  

主な特徴 

法的枠組みによる保護 

強固な財政基盤 

短期的な流動性への幅広く多様なアクセス 

多様な資金調達戦略 

中長期の資金調達の主要な手段としての債券発行 

慎重なリスク管理 

基準となるベンチマーク曲線の作成 

 

 

 
©Direction des finances – Région Île-de-France 
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法的枠組みによる保護 

 均衡の取れた財政のための黄金律 （地方団体一般法典「Code Général des Collectivités Territoriales」
のL1612-4条、付録を参照）： 

o 運営部門は均衡のとれた収支での議決が必要  

o 投資部門は均衡のとれた収支での議決が必要 

=> 借入は投資費用のみを賄うことができる  

o 経常費の黒字と自己投資収益は、負債返済をカバーできなければならない 

 債務返済（利子+元本）は義務的支出 （CGCTのL4321条） 

 地方公共団体に対する国の監査：  

o 合法性の監査  

o 会計業務の監査（支払い命令者と会計士の分離）  

o 地方会計院(Chambres Régionales des Comptes)による監査 

 国の財務保証（明示的な保証なし）： 

o 国が税収入と交付金の支払いを保証（金融法で規定された手順に準拠して） 

o 国は、管轄権の移転または新たな管轄権の創設の際に、地方公共団体に対して、財政的補償
義務を負う（憲法第72条の2、付録を参照） 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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財政指標：強固な財務状況 

 

2020年の例外的な項目を除外した比率（1億8930万ユーロの資産処分） 

計算には、前年度会計N-1の収支が組み込まれている（2015年に+100万ユーロ、+2016年に+420万ユーロ、2017年に+1億
4170万ユーロ、2018年に+6,630万ユーロ、2019年に+3億690万ユーロ、2020年に+2,億685 万ユーロ）。 

1 総営業黒字と比較した債務残高 

2 債務を除く投資支出と比較した自己資金能力  

３  例外的な処分項目を再処理しない場合、この比率は66％となる。 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(当初
予算) 

総営業収支（100万ユーロ） 718 776  1,014 1,052 1,574 834 

現在の利益率（％） 20.5 22.5 27.8 29.2 38.2 23.9 

債務返済比率 1 （年） 7.5 7.2 5.5 5.4 3.4 6.7 

自己資金能力 2 （％） 57.8 67.8 70.9 81.6 104 56 3 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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流動性への幅広いアクセス 
 

 

 10億ユーロのNEU-CP（Negotiable EUropean Commercial Paper：譲渡可能欧州コ
マーシャル・ペーパー）短期プログラム（2002） 

 格付け：プライム-1（Moody’s）、F1+（Fitch） 

 平均残高5億ユーロ 

 

 2022年まで5億8,700万ユーロのリボルビングラインがあり、資金繰りと長期借
入の両方に使用できる。 

 翌日引出し可能 

 例外的な金利条件（2007年に契約） 

 Eoniaにおいて現在取引されている残高5億ユーロ（下限値0％） 

 

 さらに、交渉中のEIB（欧州投資銀行）との複数年のクレジット・ラインは、
2020年から有効になる予定。 
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資金調達の多様化戦略 

当地域圏は、多様化された中長期の資金調達源を利用 
 

 EMTN（Euro Medium Term Note Programme：ユーロミディアムタームノート）プログラ
ムの下で実行される債券発行 

o 2019年末の残高47億5,000万ユーロに対して、70億ユーロの上限 

o フランスの地方自治体としては初のEMTNプログラム（2001） 

o フランスの地方自治体の中で最大の債券発行体 

 

 EIB（欧州投資銀行）との長期的なパートナーシップ 

o 持続可能な投資プロジェクトの資金調達 

o 2019年7月、動員された2億ユーロの債務残高 

o 2020年以降の新しい資金調達ラインの交渉中 
 

 2022年までの5億87,00万ユーロのリボルビングライン 
 

 必要に応じて、過去に、フランス預金供託公庫（Caisse des Dépôts et Consignations：
CDC）または銀行貸付の使用 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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 2019年末の債務残高：53億8,400万ユーロ、言い換
えると2015年と比較して安定した状態にある 
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主な資金調達手段としての債券発行 

 当地域圏の財務状況との整合性 

 資金調達その他の選択肢の体系的な評価 

 

 

2019年12月31日現在のデータ 

 
  ©Direction des finances – Région Île-de-France 
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2019年末の債務残高：53億8,400万ユーロ  
借入期間の平均：5.97 年 
平均金利：2.16 %  

債券87.5％  
（公募債発行と私募債） 
12.5％の銀行、投資機関、債務証券 
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慎重な財務リスク管理 

• ユーロ圏の、単純な固定金利または変動金利（Euribor、Livret A）での
み指標を作成 

• 長期的な経済動向に応じて調整される固定金利/変動金利の分配 

• 2019年末の債務残高の95％は固定金利 

慎重な金利リスク管理 

• 当地域圏が負担する為替リスクなし 

• ユーロスワップによる発行で体系的なヘッジ 

完全な為替リスクヘッジ  

• シンプルな「プレーンバニラ」金融商品を利用可能 

• ストラクチャード商品の拒否 

• スワップ後の債務残高100％が、2019年末に「最もリスクの低い」カ
テゴリー、つまりフランスの分類に従って「A1」に分類 

デリバティブ商品に対して保守的なポリシー 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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債務返済プロファイル（2019年12月31日） 
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• 長期的に平滑化された債務返済プロファイル 
• 65％の債務が環境に配慮した責任あるグリーンおよびサステナビリ

ティ債で構成 
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イル・ド・フランス地域圏 

持続可能な発展における主要な
役割 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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持続的発展への全体的かつ統合されたアプローチ 

 関与するすべての分野で、当地域圏は持続可能な発展と社会的責任を行動の中心にすえています。  

o 気候変動対策、大気汚染対策 
o 生物多様性の保護、環境と資源の保全 
o すべての人々の幸福の追求 
o 地域間および世代間における、社会的結束と連帯を強化する 
o 責任ある生産および消費方法を基盤にした発展をけん引する 
 

 当地域圏は、領土における持続可能な発展へのイニシアチブを喚起する上で、極めて重要な役割を
担っています。 

o 管轄当局が、領土整備、輸送、経済開発、気候とエネルギー、生物多様性、廃棄物管理などの、
領土における当地域圏の公的活動の戦略的方向を決定します。（付録を参照） 

 
o 公的機関の活動、および政策に関する当地域圏の事例  

 当地域圏が率先する政策へ、持続可能な発展の取り組みを反映させる 
 責任ある購入と、責任ある公的発注政策 

 直接の施工主または委任された契約権限の下で行われる地域圏のプロジェクトに関して、
持続可能な整備/建設を目的としたセクター別の技術的ガイド文書の作成 
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地域圏の政策の中心に位置する環境問題 
 

 

 初の「生物多様性地方局」（Agence Régionale de la Biodiversité）の2017年創設 
 

 2017年から、 社会住宅補助金において環境プレミアムを導入し、 最も効率的なプログラムを推
進（エコマテリアル、BEPOS：プラスエネルギー住宅） 
 

 2018年、「グリーンプラン」の展開。緑の不足している地区に緑と樹木のスペース創設 
 

 2019年末の「Plan Friche」（荒れ地プラン）の決定。地域圏における都市圏の拡大を制限し、
自然の地域を保護することを目的としたプロジェクト支援。  
 

 2018年、地方エネルギー気候政策の見直し。2020年に、太陽光、バイオメタン、水素エネルギー
に2,000万ユーロを投資。  
 

 「テーマ別研究ネットワーク」（DIM）のサポート目的を変更し、特に気候、エネルギー、資源
の点で主要な課題をターゲットに指定 （例：大気汚染の防止） 
 

 効率的なエネルギーラベルの普及 
 

 輸送： 持続可能な輸送手段（自転車、環境負荷の低いバス）の開発を優先 
 

 当地域圏は領土における意欲的で全体的な環境ロードマップを作成して取り組みます。2020年度
予算の2ユーロに1ユーロは環境に充てられています。  
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財務以外の評価基準でも実証済み 

 2009年以来、Vigeoによる評価 

 

 当地域圏は、Vigeoによってヨーロッパで最も高い評価ランクを受けてい
る地方自治体です。 

 

 2020年6月のセカンド･パーティ･オピニオン： 
– 「（…）イル・ド・フランス地域圏は、ESGの実績が高く、29の地方自治体を対象とする
「地方自治体」の部門で4位にランクされています」 

– 「私たちは、2020年にイル・ド・フランス地域圏によって特定された環境に配慮した責任
ある支出に関する持続可能な資格について、「reasonable 」（妥当な）レベルの保証（私たちの
最高レベルの保証）を表明します。」 
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模範的な地域圏議会の建物 
 

 新しく建設された地域圏庁舎「Influence」
の建物が、厳しい環境基準ラベルの認証を
取得しました。この建物は、技術的データ
の管理設備により、水の消費量を監視し、
水質を分析することができます。 

 環境基準ENV1.1の段落（環境に関する二
重認証）で定義されている環境への取り組
みは、現行の熱規制RT2012-30％の最適温
度による省エネ対策に関連しています。   

 

 
 新しい建物「Influence」は、環境配慮型

の建設現場基準と、使用材料の選択とそ
の利用の両方の観点からエネルギー消費
の削減を目指した、厳格な建築規制のラ
ベル認証要件を満たしています。  

 

 次のラベル認証を取得しています。第3
次産業向け建物「HQE/NF」基準、およ
びBREEAM環境性能評価「とても良い」
のレベル 

 

 バキュームによる廃棄物収集システム。
スチール、アルミ、紙、段ボール、プラ
スチックは、Syctom（メトロポール自治
体間廃棄物管理組合）の分別センターに
直接に搬送され、それぞれの材料がリサ
イクルされます。 
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イル・ド・フランス地域圏の環境
に配慮した責任ある資金調達戦略 
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グリーンおよびサステナビリティ債市場での主導
的な発行体 

 2012年、最初の環境改善効果がある事業の資金調達に特化した債券（グリーンボンド）発行 

 2012年以降、合計で 8 回のグリーンボンド発行を行ってきましたが、 6回は公募ベンチマーク債の発行、
その額は32億ユーロでした。 

 スタンダード＆プアーズ（2017年9月26日）：「イル・ド・フランス地域圏は、その年次ベンチマーク
債を通じて特に活動がアクティブでした」。 

 ムーディーズ（2019年11月18日）イル・ド・フランス地域圏：信用分析の更新 ：「2012年、ラベル付き

債券を発行した世界で最初の地方自治体、イル・ド・フランス地域圏は、国際資本市場で、重要な債券
発行者としての地位が注目を集めています」 

 

 
当地域圏の年間の資金調達に占める、環

境に配慮した責任ある借入の割合 
当地域圏の現在の負債残高に占める、環

境に配慮した責任ある借入の割合 

©Direction des finances – Région Île-de-France 
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当地域のグリーンおよびサステナビリティ債発
行へのコミットメント 
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最高基準をめざすフレームワーク 

 
 

 
 

資金の用途 

• 債券発行前に定義された7つのプロジェ
クトのカテゴリーのすべてまたは一部に
資金充当することへのコミットメント 

• 地方における活動の象徴的なカテゴリー 

• 環境性と同時に社会性でのパフォーマン
ス基準を満たしているプロジェクト   

 

プロジェクトの評価と選択 

•プロジェクトの目的とその責任あるコミッ
トメントに関する9つの適格基準の定義
（付録の53ページに詳細な基準） 

•2014年にVigeoによって評価され、2016年
に更新されたセカンドオピニオン 

•プロジェクト選別プロセスにおける透明性 

調達資金の管理 

•予算の借入により、年間の投資支出を賄う 

•各プロジェクトに割り当てられた資金は、
年間の財務データに基づいて計上されます 

•2016年、外部監査のDeloitte社の2015年の
報告により、キャッシュフローおよび実質
的な適格性について認証  

資金提供されたプロジェクトに関する報告 

•取引記念日に公開される資金使途のレポー
トを公開することをコミットメント 

•使用された影響のある指標と計算方法の提
示（2016年のDeloitteによる監査） 

 「グリーンボンド原則」と「サステナビリティボンド原則」の順守 
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債券発行の調達資金で資金提供が行われたプロ
ジェクトの報告：  

 2014年以降、毎年の発行記念日に公表された5つのレポート 

 2018年のグリーンボンドおよびサステナビリティボンド発行に関するレポートは、2019年6月に公開され
ました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

レポートで公開された情報： 

 出資金の充当表と全体的な影響の指標の要約 （削減されたCO2 、サポートされたフルタイム当量FTE、受

益者数）  

 プロジェクト選別および資金充当プロセスに関する説明 

 プロジェクトの目的とその進捗に関する説明 - 更新されるプロジェクト状況に関する情報 

 過去のプロジェクトにおいて、環境に配慮した責任ある資金調達の割り当てられた事例の年表 

 各プロジェクトが基準を満たすことを明示する総合的な評価表 

 各プロジェクトと指標に使用される方法論/ソースを提示および解説 

 該当する場合、プロジェクトに固有の指標の提示 

 2018年以降、国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）の観点から、資金提供されたプロジェクトをレ
ビューすることにより補足評価 

プロジェクトの責任ある環境への取り組みを強調するレポート：  
 
 地下鉄14号線の延長事例（2018年5月、投資家によるプロジェクトの見学が実施された）。地元住民と絶

えず連絡を取り続けることの重要性  
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2018年の債券発行に関する報告の概要（2019年6月） 

62％ のプロジェクトが前年度から
更新 

10 の容易に識別できる新しいプロ
ジェクト   

  

28 の提示されたプロジェクト 
およびプロジェクトシート 

8.5 の目標（平均値）：プロジェク
トの影響を受けるSDGs

（Sustainable Development Goals：
持続可能な開発目標） 2018年に資金提供されたプロジェクトの事例

（付録を参照）：  
 パリとトロワ間のP路線の電化 （ディーゼル機関車の終了） 
 クルブヴォア（Courbevoie）のリュシー・オーブラック国際高校

の建設（HQE）  
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2018年の調達資金の充当 
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 プロジェクトへの積極的貢献が、各プロジェクトシートのヘッダーに示されま
す 

SDGs（持続可能な開発目標）への積極的な貢献の観点から分
析された、2018年にグリーンボンドおよびサステナビリティ
ボンドでの資金調達によって資金提供された各プロジェクト 

 14ページ、15ページ : 2018年に投資されたプロジェクトのレポート 

 

– SDGsの観点から、プロジェクト分析に使用されたアプローチ方法の詳細説明  

– 表はこの分析を補足し、各プロジェクトが貢献する主な「持続可能な開発目標」を強調していま
す 
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グリーンおよびサステナビリティボンドで資金
供給されたプロジェクトの投資家の実地調査 

 2015年以降、3回の現場見学の実施： 

o 路面電車T6（Chatillon Montrouge-Viroflay線）（2015年） 

o パリ経済学校（Ecole d’Economie de Paris）とENS（パリ高等師範学校）を収容す
るJourdanキャンパス（パリ14区）（2017年） 

o 14番線の延長工事（Mairie de Saint-OuenからPont Cardinetまで）（2018年） 

 

 

©Direction des finances – Région Île-de-France 

（©イル・ド・フランス地域圏財務局） 
43 



 Confidential  

当地域圏が発行するグリーンおよびサステナビリ
ティボンドのキーポイント 

当地域圏の信用プロファイルへのリスクエクスポー
ジャー（プロジェクトではなく）：  
 財務格付け：ムーディーズのAa2「安定的」/ フィッチのAA「ネガ

ティブ」 

 法的枠組みによる保護 

慎重なウェイト： 
 ソルベンシーII：0 % 

 CRD IV：流動性カバレッジ比率（LCR: Liquidity Coverage Ratio） 2A、
および信用リスク20％ 

量的金融緩和政策（QE）の一環としての欧州中央銀行
（ECB）の資産買戻し対象資産 

 

模範的な債券発行体：  
 Vigeo-Eirisによって認証されたESGクオリティ：欧州の地方自治

体のリーダーのひとつ 

 フレームワーク は、Vigeoによる既存のSPOの検証により、Covid-
19の費用を考慮に入れて調整済み（2020年6月） 

 長期的なグリーンおよびサステナビリティボンド資金調達戦略 

 

環境に配慮した責任あるベンチマー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「グリーンボンド原則」と「ソーシャルボ
ンド原則」を順守するオペレーション 

当地域圏のグリーンおよびサステナビリティボン
ドは、「ブルームバーグ・バークレイズグローバ
ルグリーンボンド」（例：バークレイズ-MSCI）
および「S＆Pグリーンボンド指標」に含まれ、

「ユーロネクストグリーンボンド」および、
「 ICMAグリーン・ソーシャル・サステナビリ
ティボンドデータベース」に組み込まれています。 
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付録 
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フランス地域圏の組織区分 
 地方公共区分：  

 18の地域圏（州または地方とも訳される） 

 101の県  

 35,357の自治体（うち94.5％は、人口は5,000人未満） 

 選出された評議会（conseils）による自由行政の原則、またある自治体が他の自治体を監督するという

ことはない 

 財源と権限は、法律で定められている   国家は、セクターの組織化、金融法の枠組みの中で特

にこれらの財源の定義において重要な役割を果たします。 

 制度上の組織の特徴： 

 1）地方公共団体の活動を最適化するためのグループ化と合併： 

 例：より効果的に、投資を優先して各地域圏の強化をはかるために、フランス本国の地域

圏（州、地方）の数を22から13に減少しました。 

 自治体間協力のための公共施設 （自治体間協力公施設法人：EPCI）/メトロポール内でグ

ループ化 ：2015年末に36,588の自治体がグループ化されており、そのうち23,157の自治体

が、独立した税グループ（EPCI）を構成しています。 

  

2）NOTRé法（2015）以来、地域圏における権限の一般的条項の従属性と放棄の原則を中心に、

コミュニティの各階層に帰属する権限が編成されました。 地域圏はその戦略的側面と規

模によって、主要な投資の共同体として、経済開発、計画、環境問題における地域圏活動

を組織し、調整します（リーダー的役割）。 
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法的枠組みによる保護 

 憲法第72条の2  

地方自治共同体は、法律で規定された条件の下で、自由に処分できる資源から利益を得る。 

地方自治共同体は、あらゆる種類の課税収益の全部または一部を受け取ることができます。法律により規定
された範囲内で、自治体が課税ベースと率を決定することが許可されています。 

地方自治共同体の税収およびその他の独自の財源は、共同体の各カテゴリーにとって、全財源の重要な部分
を表しています。組織を規定する法が、この規則の実施条件を定めています。 

国と地方自治体間の権限の移転には、その権限の実施に充当されていたものと同等の財源が同時に移転され
ます。新たな権限の創設または拡大は、その地方自治体の支出の増加をもたらし、法で定められた財源を伴
う規定があります。 

法は、地方自治体間の平等を促進することを目的とした税金の均等割り当てを規定しています。 

 

 地方自治体総合法典第L1612-4条 

地方公共団体の予算は、収入と支出が誠実に評価されたうえで、経常部門及び投資部門がそれぞれ収支均衡

するように議決され、かつ投資部門のために経常部門の収入から留保される徴収金に、投資部門固有の収入

（但し地方債借入れによる収入は除く）と、場合により、減価償却及び引当金による内部留保資金を加えた

もので、年度に支払われるべき借入の償還金のうち元金償還を賄うために十分な資金を用意できる場合に、

真の均衡状態にあるとされます。 
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イル・ド・フランス地域圏における公的活動の戦
略的方向性を決定する管轄当局 

 地域整備の組織当局：  

 当地域圏は、環境問題、雇用、住宅と輸送のニーズに関して、都市計画の観点から戦略的方向性を決定します

（SDRIF：イル・ド・フランス地域圏基本計画）。この基本的な枠組みは規範的であり、すべてのイル・ド・フ

ランス地域圏のローカルの都市計画で適用する必要があります。  

 現在の枠組みは、更新を目的として2019年に評価されます。当地域圏は各ローカルの都市計画文書に関連付けら

れており、環境問題に特に注意を払います。 

 イル・ド・フランスのモビリティ輸送機関（STIFの新しい名称）の組織当局：  

 当地域圏は、すべての鉄道車両を新しくし、グランパリ地域圏にGrand Paris des Bus（グランパリ・バスの運行）

を実装することを目的として、「イル・ド・フランス・モビリテ」の輸送革新に着手しました。  

 地域圏における経済発展のリーダー： 

 2016年12月に当地域圏は、経済活動の可能性を特定し、イル・ド・フランス居住者の雇用と革新、そして生活環

境を改善するという二重の目的を満たすために、環境問題を統合する経済開発、イノベーション、国際化のため

の地域戦略を決定しました。 

 大気汚染の防止、エネルギー、気候変動防止に関する地域圏の領土政策において、国と協力するリーダー的存在 

 生物多様性推進のリーダー 

 廃棄物管理における計画立案者の役割、2016年9月に廃棄物ゼロの目標を採用 

 当地域圏はまた、領土の緑地バランスを強化する目的で、領土の遺産管理を実施。  

 土地介入の地方境界（PRIF：Périmètres Régionaux d’intervention foncière）の議決により、土地管理の行政介入を

強化しました。 

 

 
©Direction des finances – Région Île-de-France 

（©イル・ド・フランス地域圏財務局） 
48 



 Confidential  

イル・ド・フランス地域圏、ソシエテ・デュ・グランパ
リ、イル・ド・フランス・モビリテ、パリ交通公団RATP
およびフランス国鉄SNCF 

法的形態： 自主的地方公共団体  
  
公的法人 

ヴァレリー・ペクレス
（Valérie PECRESSE）が議長 
 

特別行政的公施設法人
（EPA） 

ヴァレリー・ペクレス
（Valérie PECRESSE）が議
長 

商工業的公施設法人
（EPIC）  
国が100％保持  

パリ交通公団RATP：商工
業的公施設法人（EPIC）  
フランス国鉄SNCF：株式
会社（SA） 
国が100％保持 

権限： -輸送（施工主RATP/SNCFへ
の助成金） 
-職業訓練、見習い、雇用  
-経済発展 
-研究と教育 
-環境、領土整備 
-連帯、文化、スポーツ 

イル・ド・フランスの公共
旅客輸送の組織、調整、資
金提供を行う公的機関であ
り、運営は公共（RATP、
SNCF）および民間輸送事
業者が行う 

グラン・パリ・エクスプ
レス（全長200 kmの無人

運転地下鉄線）の設計・
開発、共同融資を行う 
 

-パリ交通公団RATP：イ

ル・ド・フランス地域圏
の輸送網の確保、設計、
維持 
-フランス国鉄SNCF：鉄

道網の管理、維持、開発、
サービスの運営 
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持続可能な開発は、当地域圏の戦略と政策の中核
を構成 

地域の目標を定義する上で重要な
役割 

SRCAE 
気候、大気、エネ
ルギー地方プラン SRCE 

環境保護に関する一貫性プ
ラン 

気候計画 

地域圏の公的機関と協議して作成 

構造化における役割 

アジェンダ22 

経済発展のけん
引役 

経済開発イノベーション国
際化地域圏プラン 

PDUIF 
イル・ド・フランス地域圏

の移動プラン 

 

SDRIF 
イル・ド・フランス地域圏

のマスタープラン 

地域圏のすべての利害関係者と協議して作成 

適正規範の普及 

責任ある購入
方針 

責任ある財務戦
略 

地方の政策に影響を与える環境問題 

模範的な自治体 
 

財務以外の評価 
-「堅牢」および

「高度」レベルの
ESG分野（Vigeo-

Eiris）  
-地方自治体のリー

ダー 

財務格付け 
- フィッチ ：AA  

- ムーディーズ：
Aa2   
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実践的なアプローチによってサポートされる野心
的な戦略 

当地域圏... 

 

• 持続可能な開発を、戦略と公共政策の中
心に据える 

• 公共支出の報告と評価にコミットメント 

• 「グリーンおよびサステナビリティボン
ド」の債券市場の発展に対する公的支持
を表明 

• 環境的、経済的、社会的課題を前にして、
責任ある効率的な資金調達を促進 

その結果... 

• 当地域圏にとって象徴的な活動プ

ロジェクトを選択する 

• 内部で、そしてパートナーに対し

て、進歩的なアプローチにコミッ

トし、常に改善されたレポートを

作成する 

• グリーンおよびサステナビリティ

ボンド発行に関して常に最高水準

であることを目指し、毎年、特に

投資家の基盤を広げるために進化

と革新を提案する  
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イル・ド・フランス地域圏の、環境に配慮した責
任ある資金調達戦略 

財務イノベーション賞-2012 

アワード2016：  

最初の地方自治体グリー
ンボンド 

 数々の受賞に輝いた戦略：  

 外部評価（要請なし）：当地域圏の環境に配慮した責
任あるこれまでのオペレーションに関して：Oekomお

よびブームバーグ・バークレイズ・グリーンボンド指
数（例：MSCI-バークレイズ）およびS＆Pグリーンボ
ンド指数の以前の債券発行の適格性 

#1Public Sector 
Green Bond Deal of 

the Year
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地方自治体のなかで最も素晴らしいグリーン/ SRIボンドの発
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GlobalCapital、2018年9月、アムステルダム）。 
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適格基準 

 プロジェクトの目的とプロジェクトの責任ある管理に関する9つの基準 

 2014年にVigeoによって発行され、2016年、2020年に更新されたセカンドオピニオン 

 

 
プロジェクトの環境責任 

•プロジェクトの環境管理とエコデザイン 

•気候変動との闘いと、当地域の環境移行への貢献   

プロジェクトの社会的お
よび人間社会的

（sociétale）責任 

•地域整備と持続可能な開発への貢献  

•連帯的発展と不平等との闘いへの貢献、および人々の安全の考慮 

•基本的権利の尊重 

プロジェクトの経済的責
任 

•責任ある地域開発 

•地域圏の経済開発 

•公正な慣行、責任ある購入、責任あるサプライヤーとの関係 

ガバナンス •組織内外の利害関係者との適切な協議の推進 
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プロジェクト選別プロセス 

• 予測の支出額を基準にして 

• 適格基準を満たす 

1 当地域圏の各部門に対して、選別すべきプロジェ
クトを特定するように求められます  

• 環境と社会問題における地域圏の強いコミットメント 

• 19億ユーロの投資予算について実施される選別  

• 輸送およびグリーンビルディングなどの大々的なプロジェクトは、会計年
度をまたいで更新されます。 

2 最も模範的なプロジェクトが各部門によって選別
されます 

• 提示されたプロジェクトに基づいて、各カテゴリ間の分配を検証 

• 各部門から伝達された情報を統合 

3 財務部門 
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資金使途と調達資金の管理 

 地方債予算が、年間の設備投資に資金を提供します。 単一性（unité）、包括性（universalité）、
単年度（annualité）の公的財政の予算原則  

 強力な保証： グリーンおよびサステナビリティボンドの調達資金は、選別された投資プロジェク
トに関連する年間の費用を賄うために使用されます 

o 選択したプロジェクトの、年間分割払いの資金を提供します 

o これらのプロジェクトは、大規模な輸送プロジェクトの場合など、債券発行の数年前に決定
されることもあります。 

o 可能な限り、グリーンおよびサステナビリティボンドの対象となる重要プロジェクトは、追
跡調査と報告の継続性を優先するため、会計年度をまたいで資金配分の恩恵を受けます。 

 調達資金の管理プロセス 

o 調達資金は地域圏財政ですぐに代替可能（fongible） 

o 毎年11月末の投資予算の終了後： 

o 選ばれたプロジェクトに配分される投資費用は、内部の財務管理ツールから抽出され
ます 

o 予算および情報システム監査部門が、各プロジェクトの支出額を検証します 
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最終条件で指定されている資金使途 

「有価証券の発行による正味資金は、以下の「適格プロジェクト」で定義されているように、環境および社
会的目的に適合したプロジェクトの充当資金を目的としています。これらの「適格プロジェクト」（i）
は、次のカテゴリのすべてまたは一部に該当します： 

– 教育と余暇目的の施設と設備 
– 公共交通機関と持続可能な移動  
– 再生可能および高効率エネルギー 
– 生物多様性  
– 脆弱な人々を支援する社会的活動 
– 社会的住宅  
– 経済・社会的・連帯的開発  

  

 および、（ii）イル・ド・フランス地域圏で定義され、イル・ド・フランス地域圏のWebサイトで入手で
きる選択基準を満たしているもの。  

 イル・ド・フランス地域圏は、適格プロジェクトへの投資額を監視し、債券発行の記念日に、これらの
適格プロジェクトに関する情報を公開します。それは、以下の条件を満たす日まで継続されます。  

- 適格プロジェクトの合計額が、債券の発行額に等しくなる日まで  

- または、当該の日付が先に来る場合は、満期日まで」 
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クルブヴォア（Courbevoie ）の高校の新校舎（県番号92） 
プロジェクトの総額：5,360万ユーロ 
地域圏の分担率：100% 
引き渡し予定日：2018年夏 
プロジェクトカテゴリー： 教育と余暇目的の施設と設備 
 

 
 ラデファンスのビジネス地区近郊のパリ西部における近

年の人口増加に対応するために、1,500人の生徒を収容で
きる新規高校の建設。 

 クルブヴォア（Courbevoie）の中心という絶好の立地条件
で、10,370m²の敷地。公共交通機関の接続も良好。  

 自治体の希望に応じ（道路交通など生徒の通学利便性を
確保、周囲の建物とも調和）、教育施設の都市部への質
の高い統合を達成。外部の人々がアクセスできる多目的
ルーム。  

 13,900m²の建物の建設。屋外スペースの造園整備（既存の
樹木の保全）。屋上の大半が植物により覆われています。 

 

模範的な高校： 
 環境保護の特徴：エネルギー要件だけでなく植物要件（屋上に

植えられた植物、造園された窪地、雨水の回収）、使用上の快
適さ、廃棄物管理、環境保護の建築現場、といった認証条件を
満たしたNF BatitimentTertiaire-DémarcheHQE（第3次産業用建物の
フランス規格 - HQE (高品質環境規格)）。 

 経済面での特徴：就職市場の進展に対応する多様な職業訓練の
提供（一般教育過程のほかに、経営・管理、グランエコールの
準備クラス、および国際セクションなど） 

 社会面での特徴：工事の施行における雇用支援条項を含む。  

BEPOSラベル認証の取得  
「 Bâtiment à Energie Positive ：ポジティブ・エナ
ジー・ビルディング」 
 コンパクトさと断熱性強化によるシンプルな建物。 

 コージェネレーション技術による高効率ボイラーと換気システ
ムを備えた高性能システム。 

 熱規制（暖房、換気、温水、照明）のニーズにあった太陽光発
電。 

建設工事：進捗と引き渡し期日 
 区画の整地：2016年夏 
 工事の開始（工事請負業者Eiffage）：2017年1月 
 集中的な18か月の工事スケジュールにより、2018年9

月に学生向けにオープン  

2018年の調達資金の配分先プロジェクトの例 
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2017年、2018年の調達資金を受けた新しいプロ
ジェクト例 

 イル・ド・フランス地域圏の最後のディーゼル機関車路
線。それに対して、この路線のユーザー数は5年間で28％
増加し、現在は104,000人/日となっています。 

 2016年9月の地域圏との署名合意によりプロジェクトの立

ち上げが行われました。その結果、ディーゼルから電化
になることで、大気汚染防止とCO2排出量の削減が推進さ
れます。 

 2021年に、「イル・ド・フランス地域圏の移動手段」と
して24台の新規車両が導入され、そして16台の車両がZ2N
タイプの車両に改修されます。 

模範的なプロジェクト： 

 環境面：地域住民にとって騒音公害などが制限され、温室
効果ガスの排出と大気汚染を削減できます 

 経済面：地域圏の魅力を向上させる引き金になります 

 社会面：利用者に快適さと信頼性がもたらされます 

目標：路線の環境フットプリントを削減する 

 ディーゼルから電気機関車に置き換えることで、炭化水素
エネルギーの使用の削減 

 温室効果ガス排出量と大気汚染の削減：電車は、ディーゼ
ルに比べ、30分の1のCO2しか排出しません。 

 エネルギー効率の向上：これらの新規車両は、供給エネル
ギーをより効率的に使用します。 

工事：  
 135 kmの路線の電化 
 41の道路と交差する橋とトンネルの改良 
 

http://www.electrificationparistroyes.fr 

パリとトロワ間のPラインの電化 
プロジェクトの総額：3億2,000万ユーロ 
地域圏の分担率：7,000万ユーロ 
多数の共同出資者：国、SNCF、地域圏・グランドエストおよび地域圏関係者7社  
引き渡し予定日：2021年 
プロジェクトカテゴリー ：公共交通機関と持続可能な移動手段 
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連絡先と情報 

地域圏議会の財務ページ： 
https://www.iledefrance.fr/financement-region 
 
英語のページ： 
https://www.iledefrance.fr/region-funding 
 

イル・ド・フランス地域圏議会、財務局（Direction des finances）、2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-

Ouen-sur-Seine 

Direction.finances@iledefrance.fr 

 

 

 

 

 

 

ポール・ベラール（Paul  BERARD） 

財務部門担当副ディレクター 

paul.berard @iledefrance.fr 

 

マニュエル・トマ（Manuel THOMAS） 

財務局長 

manuel.thomas@iledefrance.fr 
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