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平成 22 年 11 月吉日 

 

各位 

 

 

(社)建設コンサルタンツ協会 

         事 務 局  

 

 

PFI セミナー２０１０の開催について 

(ご 案 内) 
 

拝 啓 

  

  時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて，建設コンサルタンツ協会（JCCA）技術部会・ＰＦＩ専門委員会では，ＰＦＩ

事業に関する JCCA 会員への広報活動の一環として，下記の要領で「ＰＦＩセミナー

2010 PFI／PPP の展望 ～政権交代を受けて～」を企画致しました。本セミナーは、

行政関係者及び JCCA 非会員の方も参加可能です。 

今回は，PFI 分野において著名な先生方をお招きして、パネルディスカッションを

中心に据えた内容とし、新しい時代を迎えた PFI／PPP を展望する事としました。 

ご参加をお待ちしています。 

 

 

敬 具 
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１． 開催日時 

平成 22 年 11 月 25 日（木） １４：００～１８：１５ 

 

２． セミナー会場 

浜離宮朝日ホール（小ホール）（小ホール） 

〒104-8011 東京都中央区築地 5-3-2 （Tel.03-5541-8710） 

３． 懇親会会場 

浜離宮朝日ホール(詳細は，当日ご案内) 

 

４． 定 員 

～１８０名 

 

５． 申込方法 

JCCA 会員 

※各社に申込用紙を送付しております。所定の事項を記入の上，（社）建設

コンサルタンツ協会宛，ＦＡＸにてお申し込み下さい。 

 

JCCA 非会員 

※非会員の方は下記 HP にアクセスし、最下段にある申込書をご利用くださ

い。 

https://cpd.jcca.or.jp/prginfo.php?page=1&no=201011010001 

 

６． 参加費等 

JCCA 会員・行政関係者 ：無料 

JCCA 非会員   ：5,000 円 

※セミナー終了後会費制（4,500 円）の懇親会を開催します（どなたでも参

加できます）。 

７． 申込受付期限 

平成 22 年 11 月 15 日（月） 

なお，申込人数が定員に達した場合は，締め切らせていただきますので，

お早めにお申し込み下さい。 

※なお、この報告会は建設コンサルタンツ協会の CPD プログラムに認定されます。 

     プログラム名：「PFI セミナー2010（CPD プログラム番号 ： 201011010001） 

以上 
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ＰＦＩセミナー２０１０ 

－ PFI／PPPの展望 ～政権交代を受けて～ － 
 

開催日：平成 22 年 11 月 25 日（木） 

会 場：浜離宮朝日ホール（小ホール） 

〒104-8011 東京都中央区築地 5-3-2 （Tel.03-5541-8710） 

プログラム 

（司会：ＰＦＩ専門委員会） 

 

14:00 受付開始（開場） 

14:30～ 開会挨拶 

建設コンサルタンツ協会 マネジメントシステム委員会 

               委員長 石井 良昌

14:35～ 趣旨説明及び講師紹介 

同ＰＦＩ専門委員会                委員長 水野 高志

14:40～ 

 

トピックスピーチ（各講師 20 分） 

• ㈱野村総合研究所 公共経営戦略コンサルティング部 主任研究員

• （株）経営共創基盤 ディレクター 

• 東洋大学経済学部 教授 

• アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士

• 青森県県土整備部監理課 主幹（インフラマネジメント推進チームサブリーダー）

  

福田 隆之 氏 

岡田 信一郎 氏 

根本 祐二 氏 

高橋 玲路 氏 

山本 昇 氏 

16:20～ 休憩 

16:35～ パネルディスカッション 

 「国内インフラ PFI への期待と展望」 

【パネリスト】（五十音順） 

・岡田 信一郎 氏 

・高橋 玲路 氏 

・根本 祐二 氏 

・福田 隆之 氏 

・山本 昇 氏 

【コーディネーター】 

  ・水野 高志 

18:00～ 質疑応答（フロアーから） 

18:15～ 閉会挨拶 
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■講師略歴（五十音順） 

 

・岡田 信一郎 氏 株式会社経営共創基盤 ディレクター 

日本道路公団、アクセンチュアを経て、マッコーリーキャピタル証券においてバイスプレジ

デントとして道路事業をはじめとするインフラ投資・アドバイザリー案件をリード、及び投資

後のターンアラウンドを実践。経営共創基盤においては、インフラをはじめとした各種企業の

再生・成長支援に携わる。京都大学経営管理大学院ケースアドバイザー。京都大学大学院工学

修士、米コロンビアビジネススクール MBA（フルブライト奨学生） 

 

・高橋 玲路 氏 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 

1997 年アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。ストラクチャードファイナンスを中心

とした、金融業務を主要な業務分野としている。特に、PFI その他のプロジェクトファイナン

ス案件を多数行い、 PFI では国、公共団体のアドバイザーを務める他、金融機関、スポンサ

ーのアドバイザーとしても多数の案件に関与。2007 年 4 月から 2010 年 3 月まで東京大学法科

大学院准教授（任期付）を務め、2010 年 4 月からは東京大学法科大学院非常勤講師に就任（担

当科目: 金融法）。 

 

・根本 祐二 氏 東洋大学経済学部 教授 

1978 年日本開発銀行（現：日本政策投資銀行）入行。入行後、融資・企画部門を歴任後地域

企画部長を経て、 2006 年 4 月東洋大学経済学部教授に就任。翌年より同 PPP 研究センター長

を兼務。内閣府 PFI 推進委員会委員、国土審議会特別委員、国・地方の PFI 事業者選定委員、

公共施設マネージメント委員などの公職も兼務。主な著書は『地域再生に金融を活かす』、『公

民連携白書』（共著）ほか。 

 

・福田 隆之 氏 株式会社野村総合研究所 公共経営戦略コンサルティング部 主任研究員 

2002 年野村総合研究所に入社。財政制度や金融を専門とし、公共事業の整備や運営に民間ノ

ウハウを活用する PFI（Private Finance Initiative）やこれに投資するインフラファンドに関

する調査研究・アドバイザー業務に従事。2009 年より国土交通省成長戦略会議の委員も務め、

この他横浜市や埼玉県等複数の地方自治体の委員も務めている。著作として、『政府系ファンド

入門』（2008 年日経 BP 社刊、共著）、『入門インフラファンド』（2010 年東洋経済新報社刊、

共著）などがある。 

 
・山本 昇 氏 青森県監理課 主幹（インフラマネジメント推進チームサブリーダー） 

平成 7 年青森県庁入庁。平成 16～18 年度県土整備部道路課アセットマネジメント推進チー

ムリーダーとして「橋梁アセットマネジメントシステム」の開発に従事。平成 19 年度・20 年

度同部監理課インフラマネジメント推進チームで、総合商社との提携やインフラ施設の民営化

などの検討に従事。平成 21 年度同所属にて、青森県有料道路経営改革推進会議事務局主担。現

在、同所属にて青森県の有料道路の経営改革を主担。 
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会場案内図 

 
会 場：浜離宮朝日ホール（小ホール） 

住 所：〒104-8011 東京都中央区築地 5-3-2（電話：03-5541-8710） 

 

• 朝日新聞社新館 2階 

• 都営大江戸線築地市場駅下車 A2 出口すぐ 

 

• 館内図 

 


