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平成 27 年度 官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「官民連携（PPP/PFI）事業の推進セミナー」の御案内 
 

 趣旨 

 財政状況が厳しさを増す中、真に必要な社会資本の整備・維持更新等を民間の資金・経営能力・技術的能力を活用し

て効率的・効果的に行うため、官民連携（PPP/PFI）事業の推進が求められています。 
 この具体的な推進方策として、「経済財政運営と改革の基本方針2015」等を踏まえ、地域プラットフォームの形成を

内閣府及び国土交通省が協働し、関係省庁や日本銀行、日本政策投資銀行、民間資金等活用事業推進機構等と連携し

て進めているところです。 
 
 
 

 地方ブロックプラットフォームは、公共施設等の整備・維持管理・運営等に関し、地域の産官学金間の連携の強化、

地方公共団体及び民間事業者の能力の向上を図り、官民連携事業の導入を促進することにより、効率的かつ効果的な

公共施設の整備・運営及び良好なサービスの提供を確保し、もって地域経済の成長に寄与することを目的とし、『官

民連携事業の案件の掘り起こし及びその形成・推進のための意見交換』や『官民連携事業に関する情報・ノウハウの

共有（セミナー・研修の開催など）』などを行ってまいります。 
 このたび、上記取組の一環として、下記の通りセミナーを開催予定ですので御案内いたします。 

 
 開催日程 及び 会場 等 

ブロック名 日時 開催地 会場 定員 申込み締切 

北海道/東北 
1 月 21 日（木） 

14:30～17:30 
仙台 

TKP ガーデンシティ仙台 
（宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 AER） 

約 100 名 １月１４日（木） 

中国/四国 
2 月 4 日（木） 

14:30～17:30 
広島 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 

（広島県広島市南区大須賀町 13-9） 
約 100 名 １月２６日（火） 

関東/北陸 
2 月 16 日（火） 

13:30～16:30 
東京 大手町フィナンシャルシティ 

（東京都千代田区大手町 1-9-6） 
約 200 名 ２月５日（金） 

九州・沖縄 
2 月 18 日（木） 

14:30～17:30 
福岡 ソラリア西鉄ホテル 

（福岡県福岡市中央区天神 2-2-43） 
約 100 名 ２月９日（火） 

近畿 
2 月 22 日（月） 

13:30～16:30 
大阪 

ナレッジキャピタル  

（大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワーＣ8 階） 
約 150 名 ２月１２日（金） 

中部 
2 月 25 日（木） 

13:30～16:30 
名古屋 

TKP 名古屋栄カンファレンスセンター 
（愛知県名古屋市中区栄 3-2-3） 

約 150 名 ２月１６日（火） 

 
 対象者 

 産官学金・各分野の御担当者の方 （コアメンバー以外の方の御参加もお待ちしています。） 

 

 参加費 
 無料 

  

現在、地方ブロックプラットフォーム活動の第一歩として「コアメンバー会議」を設立・開催しているところです。 
※設置済み ： 中部（12/7）、関東（12/14）、近畿（12/17） 
※設置予定 ： 東北（1/21）、四国（1/27）、中国（2/4）、九州・沖縄（2/18） 

別紙１ 
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 プログラム（案） 

（注）会場により開始時間が異なりますので御注意ください。 

（注）会場毎の講演者等については次頁を御覧ください。 

（注）閉会後、名刺交換会（30 分程度）を予定しています。 

 

 講演者 及び 演題（案） 

開催地 講演者 演題（案） 

仙台 
(1/21) 

大滝 精一 氏  
（東北大学 大学院経済学研究科 教授） 

 

東根市 公益文化施設整備等事業（複合施設への PFI 導入） 

紫波町 紫波中央駅前町有地活用事業（オガールプロジェクト） 

㈱東邦銀行 東邦銀行における官民連携・地域貢献への取組 

金子建設工業㈱ 地域企業における PPP/PFI 事業の取組 

広島 
 (2/4) 

三浦 房紀 氏  
（山口大学大学院 理工学研究科 教授） 

 

岡山市 岡山市版地域プラットフォームにおける PPP 連携の基盤づくり 

神石高原町 仙養ヶ原森林公園整備等事業 

㈱中国銀行 PPP/PFI の取組における地域金融機関の役割 

㈱四電工 PPP/PFI 事業への参画の取組と事例について 

東京 
(2/16) 

根本 祐二 氏  
（東洋大学 経済学部 教授） 

 

さいたま市 さいたま市における PPP の具体的施策と取組事例 

習志野市 習志野市公共施設再生プラットフォーム形成事業 

㈱常陽銀行 公有不動産を活用した地域活性化策 

㈱大成有楽不動産 PPP 公民連携型包括管理 

福岡 
(2/１８) 

谷口 博文 氏  
（九州大学 産学連携センター 教授） 

 

福岡市 福岡市における公共施設整備事業手法の検討体制について 

豊後高田市 子育て支援住宅等整備 PFI 事業をはじめとした PPP の取組について 

九州フィナンシャルグループ 金融機関主導による PPP/PFI プラットフォームの取組について 

西日本鉄道㈱ PPP 事業への西鉄の取組 

大阪 
(2/22) 

林 宜嗣 氏 
 （関西学院大学 経済学部 教授） 

 

神戸市 
神戸市における PPP/PFI の取組 
（ハード・ソフト事業を対象とした取組） 

川西市 低炭素型複合施設整備事業事例 

㈱滋賀銀行 PPP/PFI の取組における地域金融機関の役割 

平田建築設計㈱ 地域企業における PPP/PFI 事業（市営住宅等）の取組 

名古屋 
(2/25) 

奥野 信宏 氏  
（中京大学 総合政策学部 教授） 

 

浜松市 公有資産活用の取組 

函南町 道の駅・川の駅 PFI 事業 

㈱百五銀行 PPP/PFI の取組における地域金融機関の役割 

鈴与建設㈱ 地元企業による PPP/PFI 事業への取組 

（注）1 月上旬時点での予定であり、変更になる可能性があります。 

 

  

次第（案） 講演者 東京・大阪・名古屋 仙台・広島・福岡 

挨拶 内閣府、国土交通省 13:30～ 14:30～ 

基調講演 有識者 13:40～ 14:40～ 

個別講演 地方公共団体（２）、地域金融機関（１）、民間事業者（１） 14:20～ 15:20～ 

閉会 － 16:00 17:00 
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 申込方法 

申込み方法 具体的な手順 

Web 登録 

（仙台以外） 

下記 URL にアクセス頂き、以下の手順で登録ください。 

① 「『官民連携（PPP/PFI）事業の推進セミナー』のご案内」をクリック 

② 全体案内ページから、画面の指示に従って、参加申込登録を実施 

③ 登録が完了しますと、追って参加受付が完了した旨のメールが返信されます 

 

国土交通省       http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/index.html 

（株）日本経済研究所 https://www.jeri.co.jp/ 

メール又はＦＡＸ 別添する申込書に必要事項を記載頂き、下記までメール又はＦＡＸにてお申し込みください。 

メール kanmin-renkei@jeri.co.jp 

ＦＡＸ  03-6214-4602 

宛名  （株）日本経済研究所 PPP/PFI セミナー事務局（担当：佐藤、寺下） 

（注）Web 登録の受付開始は平成２８年１月１２日（火）からです。 

 

 申込み締切 

 表「開催日程 及び 会場 等」を御覧ください。各会場ともに１７時必着になります。 

（注）原則として先着順とします。 

（注）参加証の送付をもって、結果をお知らせする予定です。 

当日は当該参加証をプリントアウトして持参ください。 

 

 お問合せ先 

【地方ブロックプラットフォーム（事務局）】 
国土交通省 総合政策局 官民連携政策課 事業班  稲井、長谷川 

Tel（代）03-5253-8111（内線：24224、24226） 
Mail  PPP_PFI@mlit.go.jp 

 
内閣府 民間資金等活用事業推進室  豊島、阪口、中村 

    TEL 03-6257-1654  FAX：03-3581-9682 
 
 【平成 27 年度 関係業務の受託機関】 
  ㈱日本経済研究所 調査本部 PPP 推進部 

吉田（TEL：03-6214-4681 E-Mail：i.yoshida@jeri.co.jp） 
佐藤（TEL：03-6214-4672 E-Mail：t.sato@jeri.co.jp） 
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 会場案内 

 

 備考 

 最新版については、下記 URL に順次掲載いたしますので御確認ください。 

国土交通省 官民連携政策課 HP  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/index.html 

[仙台] TKP ガーデンシティ仙台 ホール D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（JR 仙台駅西口徒歩 2 分、地下鉄南北線広瀬通駅徒歩 5 分） 

[広島] TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 

ホール 3A 

 

（JR 広島駅南口 徒歩 2 分） 

[東京] 大手町フィナンシャルシティ 3 階ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地下鉄丸ノ内線大手町駅 A1 出口直結） 

[福岡] ソラリア西鉄ホテル 8 階 

 

（天神駅出口６より徒歩 3 分、天神南駅西 12a より徒歩 4 分） 

[大阪] ナレッジキャピタル タワーＣ 

カンファレンスルーム C01+C02 

 

（JR 大阪駅中央北口直結） 

 [名古屋]  TKP 名古屋栄カンファレンスセンター 

ホール７A 

 

（地下鉄栄駅徒歩 5 分、地下鉄伏見駅徒歩 6 分） 


