
 

 

平成 27 年 2 月 25 日 

 

「あしぎんＰＦＩ塾」の開催について 

 

足利銀行（頭取 松下 正直）のシンクタンクである「あしぎん総合研究所」（社長 

伊沢 正吉）は、今後発展が見込めるＰＦＩ市場に対して、地場企業のノウハウ習得・

ネットワーク構築等を目的として、下記のとおり「あしぎんＰＦＩ塾」を開催いたし

ますのでお知らせします。 

記 

１．概要 

日 時 第 1回  平成 27 年 4 月 17 日（金） 13：30～17：00 

第 2 回  平成 27 年 5 月 08 日（金） 13：30～17：00 

第 3 回  平成 27 年 5 月 29 日（金） 13：30～17：00 

第 4 回  平成 27 年 6 月中旬    13：30～17：00 

第 5 回  平成 27 年 6 月下旬    13：30～17：00 

会 場 あしぎん総合研究所セミナールーム 

栃木県宇都宮市鶴田 1-7-5 あしぎんビル 4階 

内 容 第 1回 （１）栃木県の PFI 事業説明・地域企業への期待 

    （２）PFI の基礎知識・地域企業が参画した PFI 事例 

第 2回 （１）公表資料の見方① 

       ～実施方針及び質問回答のポイント・読み解き方～  

    （２）ワークショップ 

       ～地域の資源と提案コンセプトの検討・コンソーシア

ム組成～ 

第 3回 （１）公表資料の見方② 

       ～要求水準書と審査基準のポイント・読み解き方～ 

    （２）ワークショップ 

       ～設計・建設・維持管理・運営における提案～ 

第 4回 （１）リスク分担について 

    （２）ワークショップ 

       ～リスクの分担及び対応策等～ 

    （３）ファイナンススキーム 

第 5回 （１）PFI 事業に参画した地域企業による講演 

    （２）地域企業と大手企業の連携事例 

    （３）意見交換会 

～行政、地域参画企業、大手企業、コンサル、金融 

機関によるディスカッション～ 



講 師 株式会社あしぎん総合研究所 

株式会社日本経済研究所 

栃木県県土整備部総合スポーツゾーン整備室 

地域参画企業 等 

対 象 足利銀行とお取引のある事業会社 

参加費 あしぎん総合研究所 会員  54,000 円（税込） 

あしぎん総合研究所 非会員 67,000 円（税込） 

定 員 30 名 

主 催 株式会社 あしぎん総合研究所 

後 援 株式会社日本経済研究所 

株式会社足利銀行 

 

２．参考（PFI とは） 

 「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアテ

ィブ）」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用して行う手法 

以 上 



あしぎん総研会員様向けセミナー

13：30 ▶▶▶ 17：00

会　場

受講料

平成27年4月～6月

（栃木県宇都宮市鶴田1-7-5　あしぎんビル4階）

あしぎん総合研究所
セミナールーム（定員３０名）

会 員　54,000円（＠10,800円×5）（税込）

非会員　67,000円（＠13,400円×5）（税込）

あしぎんPFI塾

講　師 株式会社あしぎん総合研究所
株式会社日本経済研究所
栃木県県土整備部総合スポーツゾーン整備室
地域参画企業等

 

【お問い合わせ】　　TEL.028-647-5311　　（担当）小林・佐藤

株式会社 あしぎん総合研究所
〒320-0857　栃木県宇都宮市鶴田1-7-5　あしぎんビル4階

PFI市場の
発展にむけて

　人口減少、少子高齢化といった社会問題が顕在化する
現在において、効率・効果的な社会資本サービスを展開す
るには、PFIに代表される民間活力の導入が求められている。
一方でPFIによる手法は専門性が求められ、ノウハウ不足か
ら首都圏の大手企業に独占されているのが現状である。
　栃木県内では2件のPFI実績があるが、大手企業のアレ
ンジによるもので、地元企業のPFI推進に向けた土壌が整備
されていないのが現実である。
　ついては、今後益々発展が見込めるPFI市場に対して、
地場企業のノウハウ習得、事業参画に向けた競争力強化、
企画提案力の習得・向上、ネットワーク構築等を目的として
地元企業、行政、金融機関が対等の立場で参加する「あ
しぎんPFI塾」を実施するもの。

主　　催

目　的目　的

カリキュラム案カリキュラム案

内
容

日
時

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

・趣旨説明

・栃木県のPFI事業説明・
　地域企業への期待

・PFIの基礎知識

・地域企業が参画した
　PFI事例

・公表資料の見方①
　（実施方針及び質問回答の）　 ポイント・読み解き方

・ワークショップ
　（地域の資源と提案コンセプ）　 ト・コンソーシアムの組成

・公表資料の見方②
　（要求水準書と審査基準の）　 ポイント・読み解き方

・ワークショップ
　（設計・建設・維持管理・）　 運営における提案

・リスク分担について

・ワークショップ
　（リスク分担及び）　 対応策等

・ファイナンススキーム

・PFI事業に参画した
　地域企業による体験談

・地域企業と大手の
　連携事例

・意見交換会

平成27年4月17日（金）
13：30 ～ 17：00

平成27年5月8日（金）
13：30 ～ 17：00

平成27年5月29日（金）
13：30 ～ 17：00

平成27年6月中旬
13：30 ～ 17：00

平成27年6月下旬
13：30 ～ 17：00

後援

足利銀行

株式会社日本経済研究所



内容、開催日、講師、会場、受講料につきましては、都合により変更をさせていただく場合がございますので、

ホームページ等のご案内で必ずご確認ください。

＊予めFAXでのお申込みをお願いいたします。＊予めFAXでのお申込みをお願いいたします。

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

※ご記入いただいた個人情報は、セミナーのご案内・ご連絡にのみ使用させていただきます。
※個人情報の取扱いについての詳細は、弊社ホームページ（http://www.ashigin-ri.co.jp/）をご覧ください。

＊ﾌﾙﾈｰﾑでご記載ください。

最新情報はホームページをご覧ください。⇒　http://www.ashigin-ri.co.jp/最新情報はホームページをご覧ください。⇒　http://www.ashigin-ri.co.jp/

【お問い合わせ】　あしぎん総合研究所　経営サポート部　小林・佐藤　　TEL.028-647-5311

お役職名

お役職名

ご　出　席　者

お役職名

お申込についてお申込について

（送信後、当日もしくは翌営業日に当社より連絡がない場合は、お手数ですが、お電話にてご連絡ください。）

取　引　店ご連絡担当者

御　社　名

ご連絡先

　　〒　　　　　―

　電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

上記、FAX番号に送信ください。受信後、当社よりご連絡をさせていただきます。

申込セミナー

ご利用についてご利用について

あしぎん総研会員様向けセミナーあしぎん総研会員様向けセミナー　　参加申込書参加申込書

あしぎん総合研究所  経営サポート部  行  FAX：028－647－5316あしぎん総合研究所  経営サポート部  行  FAX：028－647－5316

•参加ご希望の方は下記太枠内に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
　FAX受信後、当社よりご確認のお電話をさせていただきます。
　（送信後、当日もしくは翌営業日に当社より連絡がない場合は、お手数ですが、お電話にてご連絡下さい。）
•後日、当社より受講案内を郵送いたします。
　非会員の方は、セミナー前に請求書をお送りし、お振込み扱いとなります。
　また、お送りした受講案内は、参加者確認のため、セミナー当日お持ちください。
•キャンセルにつきましては、開催前日の17時までにご連絡ください。
　それ以降のキャンセルにつきましては、受講料の返金は致しかねますので、予めご了承願います。
　また、当日都合が悪くなった場合には、代理の方のご参加も可能です。

■バスご利用の場合
　関東バス　JR宇都宮駅より（約15分）　
　　宇都宮駅バスターミナル⑩番乗り場
　　43長坂・新鹿沼行き　43砥上営業所行き
　　40西の宮団地行き
　　 『西三の沢』停留所下車　徒歩約8分

■お車でお越しの場合
　東北自動車道　鹿沼Ｉ.Ｃ.より約7㎞　約15分

交通のご案内

至鹿沼 I.C.
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