
2021 年度・官公庁向けリース研修会〔Web 形式〕 
実施要領 

2021 年 10 ⽉ 7 ⽇ 
公益社団法⼈リース事業協会 

１．⽬  的 この研修は、官公庁における設備調達関連業務に携わる担当者向けに、「リース」の
基本および関係分野の講義を通じて、リースに関する知識の普及を図ることを⽬的と
する。 

２．対  象 官公庁に在職し、リースの基礎知識の習得を期待する者 

３．研修⽅式 Web により講義課⽬の動画を視聴してください。 
※受講者ごとに発⾏される「受講票」に ID・パスワードが記載されています。視聴サ

イトにアクセスし下記の視聴期間に講義動画を視聴してください。
※講義動画視聴終了後、講義課⽬ごとに修了証を発⾏します。
※テキストは視聴開始⽇の１週間前までに受講者宛てに事前に送付します。
※視聴サイトには、協会ホームページ「研修」「4. Web 研修視聴サイト」「受講する」

ボタンをクリックし、アクセスしてください。

４．視聴期間 2021 年 11 ⽉ 15 ⽇（⽉）から 11 ⽉ 29 ⽇（⽉）まで 

５．受講費⽤ 受講者 1 名当たり 5,000 円（消費税込） 
※お⽀払いは⼝座振込かつ開催前の振込を原則といたします。

６．講義課⽬・内容・講師 
講義課⽬・内容 講師 

官公庁リースの基礎 
・官公庁リースの仕組み
・官公庁リースの市場動向
・官公庁リースの法務
・官公庁リースの会計・税務
・官公庁が活⽤できる補助⾦制度

公益社団法⼈リース事業協会 
事務局 

リース導⼊事例（上下⽔道局庁舎）
・市の現状
・市の⽔道事業
・上下⽔道局庁舎の設計・建築・維持管理に係るリース⼿法

（PPP ⼿法）
・市のリース契約の現状

神奈川県 
市担当官 

※各講義時間は 1 時間から 2 時間程度を予定しています。

（講義に関する質問について） 
講義内容に関する質問は、研修動画を視聴後、アンケートがありますので、そちらにご記⼊ください。
事務局で取りまとめの上、講師に確認し回答いたします。 
※以下の質問は、回答致しかねますのでご遠慮ください。
a) 個別取引に係る質問（例︓特定リース会社との間で紛争が⽣じている案件に係る質問等）
b) その他本研修会の趣旨に合致しない質問等

以上 
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【留意事項】 

参加者について 

・本研修は、国、地方公共団体、特別地方公共団体、独立行政法人、国立・公立大学法人の職員を対象として実施

します。当協会の会員会社他、民間企業、団体等の役員・社員は受講できません。 

受講費用について 

・受講費用は、請求書記載の口座へお振込みください(振込手数料はお申込み者がご負担ください)。支払期日までに、

お振込みが間に合わない場合は、協会事務局までご連絡ください。 

受講のキャンセル等について 

・受講をキャンセルする場合は、必ず当協会事務局までご連絡ください。別途、下記キャンセル料の請求書をお送

りいたします。すでに受講費用をお振込み済みの場合は、後日、差額を返金いたしますので、返金口座（「申込自

治体名義」、または個人でお申込みされた方は「申込者本人名義」の口座に限ります。）をご連絡ください。   
【キャンセル料】 

   視聴開始日の前日から数えて 8 日前まで・・・・・・・・・発生しません 
   視聴開始日の前日から数えて 7 日前～2 日前まで・・・・・受講費用の 30％ 
   視聴開始日前日及び当日以降・・・・・・・・・・・・・・受講費用の全額 
   ※キャンセルの連絡がなく受講されない場合、受講費用は返還しません。 

免責事項について 

・天災地変や伝染病の流行、官公庁の指示、インターネット接続環境の悪化等、当協会が管理できない事由によっ

て動画研修の一部または全部が実施できなくなった場合によって生じた受講者の損害については、当協会は負担

いたしません。 
・なお、予め上記のような不測の事態発生が想定される場合、動画の配信を中止または延期することがあります。 

動画研修について 

・インターネットに接続する必要があります。対応ブラウザ（Microsoft Edge、Internet Explorer11、Chrome、
Firefox）以外では視聴できません。詳細は、こちら（https://support.mite.stream.co.jp/hc/ja/articles/360002 
404394）をご覧ください。DVD 等の配布はいたしません。 

・動画を視聴する際に生じる通信費用等は、受講者が負担してください。 
・Web 研修視聴サイトへ接続の際、受講票に記載の ID・パスワードを入力の上、ご視聴ください。研修資料は、事

前に受講者宛てに発送いたします。なお、受講費用の入金が確認できない場合、受講をお断りする場合がありま

すのでご注意ください。 
・受講者としてお申込みされた方以外の第三者が研修動画を視聴することは禁止いたします。 
・研修動画の録音・録画・ダウンロード、テキストの複写・転載・引用は禁止いたします。 
・本研修の講義は日本語で行い、テキスト等の資料は日本語で作成しています。当協会において、通訳の手配や資

料の翻訳はいたしません。 

個人情報の取扱いについて 
・研修申込専用ホームページ等でお預かりした個人情報については、研修に係る各種連絡及び運営のために使用し、

当協会の個人情報管理規程等に基づき、安全かつ、適正に管理させていただきます。 

申し込みの解除について 
・当協会は、申込者または受講者が次のいずれかに該当または該当する恐れがあると判断した場合、申し込みを無

条件に承諾しないこと、または、承諾した申し込みを無条件に解除することができます。これらによって生じた

損害について、当協会は一切負担しません。 
      a. 申込内容に不備または偽りがある場合 
      b. 過去に当協会に対する未払いがある場合 
      c. 当協会の研修事業と同種の事業を実施する事業者（当該事業者に所属する個人を含む）である場合または

研修内容を第三者に提供することを目的としている場合 
      d. 過去に研修の申し込みが承諾されなかったことがある場合または解除されたことがある場合 
      e. その他、受講者とすることが、不適当であると当協会が判断する場合 
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公益社団法⼈ リース事業協会の概要 
 

 
□会員会社 正 会 員︓82 社 賛助会員︓150 社 計︓232 社（2021 年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 
 
□設⽴年⽉ 1971 年 10 ⽉ 15 ⽇ 
 
□事業⽬的 機械・設備等のリース事業及び関連産業の健全な発展を⽬指すとともに、公正かつ⾃由な経済

活動の機会の確保及び促進並びに活性化を図り、もって国⺠⽣活の安定向上に寄与すること 
 
□業務の概要 1.リース及びリース事業に関する調査研究並びにそれらに関連する提⾔ 
  2.リース及びリース事業に関する広報 
  3.リース及びリース事業に関する相談並びに情報提供 
  4.リース及びリース事業に関する研修 
  5.その他この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業 
 
□役員 

会 ⻑ 浅 ⽥ 俊 ⼀ 東京センチュリー 会⻑ 
副会⻑  ⽥ 泰 徳 芙蓉総合リース 社⻑ 
副会⻑ 橘    正 喜 三井住友ファイナンス＆リース 社⻑ 
副会⻑ 新 分 敬 ⼈ J A 三井リース 社⻑ 
副会⻑ 柳 井 隆 博 三菱 HC キャピタル 社⻑ 

 
理事会社 

  SFI リーシング、NEC キャピタルソリューション、NTT・TC リース、オリックス、九州リースサービス、静銀リース、 
  ⾸都圏リース、昭和リース、東銀リース、ニッセイ・リース、⽇通リース&ファイナンス、浜銀ファイナンス、富⼠通リース、 
  みずほ東芝リース、みずほ丸紅リース、みずほリース、三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ、三菱電機クレジット、 
  リコーリース 

監事会社 
  商⼯中⾦リース、中道リース 
 

以上 
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参考︓2019 年度・官公庁におけるリース利⽤等に関する実態調査結果 
〔⼀部抜粋〕 

概要 
官公庁向けのリース取引は、2012 年度以降 6 年連続で増加し、リース取引全体に占める構成⽐が⾼くな

っている⼀⽅で、官公庁向けリース取引特有の課題が考えられるため、2019 年度に初めて「官公庁におけ
るリース利⽤等に関する実態調査」を実施いたしました。 

 官公庁のリース利⽤率は 97.6%と極めて⾼い結果となりました。 
 官公庁では、「事務⽤機器」「情報通信機器」「輸送⽤機器」をはじめ、多種多様な設備がリースされてい

ます。 
 官公庁のリース利⽤理由は、「設備導⼊時に多額の予算が不要である」をはじめとして、リースの様々な

メリットが評価されています。 
 
官公庁のリース利⽤率                                                                    官公庁対象調査︓n=1,062 
 
 
 
 
 
 
官公庁のリース利⽤設備                       官公庁対象調査︓n=1,037（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
官公庁のリース利⽤理由                                                        官公庁対象調査︓n=1,026（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※調査結果の詳細は、当協会ホームページ「調査研究・提⾔」「官公庁リース」に掲載しています。 

以上 

97.6%

1.1% 1.2%

現在リースを利⽤している 過去にはリースを利⽤したことがある
過去に⼀度もリースを利⽤したことがない

80.1%
79.6%

59.1%
41.8%

14.6%
10.2%
9.5%

3.7%
8.8%

4.2%
18.0%

20.1%

事務⽤機器（複写機、印刷機等）
情報通信機器（システム、パソコン等）

輸送⽤機器（公⽤⾞等）
医療機器（ＡＥＤ、画像診断装置等）

LED照明（庁舎内等）
商業・サービス業⽤機器（券売機、⾃動販売機等）

空調設備（庁舎、公共施設、公⽴学校等）
うち公⽴学校の空調設備

⼟⽊建設機械
産業⼯作機械
その他の設備

不動産

86.5%

49.8%

47.1%

42.0%

40.6%

11.1%

5.3%

4.0%

設備導⼊時に多額の予算が不要である

⼤量の設備を⼀時期に導⼊（更新）することができる

コストを容易に把握できる

事務管理の省⼒化が図れる

リース期間終了後の物件の処理を
リース会社に任せることができる

ライフサイクルコストが低い

⼊札から設備導⼊までの期間が短い

その他
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