
「公民連携のつくりかた」ってわかりますか？ 東京や大阪ではない、地方圏自治体の事例を

0から創った実践者が「リアルな本音」でお話しするセミナーとなります。

する

【申込方法】 裏面の参加申し込み方法をご覧のうえお申し込み下さい。

日時

～地方の自治体が 0 から創るＰＰＰのリアルと実践例～

第１部

会場

第２部

７月２４日 （水） 13:00～17:00

2019年

大和リース株式会社 支店、営業所

全国 ５１ 箇所

公務員限定 要予約 無 料

こんな方に、

おススメ のセミナーです。

 公民連携を始めたい方

 進め方が解らずに困っている方

 他の自治体の進め方を聞きたい方

 地方の実践例が知りたい方

 まちづくりのノウハウを聞きたい方

【セミナー】公民連携のつくりかた（13:00～15:10）

【ディスカッション】リアルと実践例 （15:30～17:00）

コーディネーター

菊地 マリエ
公共R不動産

パネリスト

寺沢 弘樹
日本PFI･PPP協会

パネリスト

堀井 喜良
茨城県常総市
総務部 資産管理課
施設マネジメント係

パネリスト

川口 義洋
岡山県 津山市
財政部 財産活用
課 ＦＭ推進係

大和リースは、国土交通省 と PPP協定を締結して 3年目を迎えます。

実務経験のお話しをフリーディスカッションしながら、会場からの「リアルタイムな質問」に答えていきます。

公民連携の形成支援に経験豊富な「公共R不動産菊地氏」、実際に0から創りあげた「常総市・津山市」にお話し頂き、
両市の公民連携創成に携わる「日本PFI/PPP協会 寺沢氏」にポイント整理・まとめをして頂きます。

リアルタイム
質問システム

会場の声をリアルに集計
トークに参加できます。

第１２回

ポイント整理・まとめ 日本PFI･PPP協会 寺沢 弘樹

実例 講演 「できることから始めよう 津山市流ＦＭ/ＰＰＰの実践」 岡山県 津山市 川口 義洋

実例 講演 「Ｄｏ（実践）から始めるＦＭ／ＰＰＰ」 茨城県 常総市 堀井 喜良

公共Ｒ不動産基調 講演 「公共R不動産のプロジェクトスタディ」 菊地 マリエ



■事前質問記入欄

（お預かりした個人情報の利用目的）

弊社は、個人情報保護法を遵守し、弊社又は弊社グループ企業が行う次の事業【※】に関するご案内・ご提案・契約の締結・履行、アフターサービスの実施、

お客様への連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供などのために、お客さまの個人情報を利用させていただきま

す。なお、講師および国交省に対し、参加者名簿（自治体名、所属、役職、氏名に限る）を提出し、共有しますことをご了承下さい。

【※】（主たる事業）建設工事、不動産販売、不動産賃貸、不動産仲介、ﾘﾌｫｰﾑ、商業施設開発、集合住宅、仮設建物リース、自動車リース、物品販売、

損害保険代理店、環境・エネルギーなどの各事業。

お問い合わせは

規格建築営業所

Tel 03-5214-2301

担当 ● ●

■参加申込について

● 参加お申し込みは、ホームページまたはFAXよりお願いします。

● 締め切り：2019年7月23日 （先着順 会場規模により人数制限を設ける場合があります。）

東京本店

東京都千代田区飯田橋2-18-2〒102-0072

Tel  03-5214-2301    Fax  03-5214-2311

建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-27・29)第5903号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(8)第3836号

www.daiwalease.co.jp

皆様のご参加をお待ちしております。

● セミナーにご参加いただくにあたり、各講演テーマや講師へのご質問やご興味があることなどありましたら、下欄にご記入下

さい。当日の質疑に利用させていただくことがございます。

大和リース株式会社 東京本店 担当 大高

FAX 03-5214-2311 ※FAX番号のおかけ間違いにご注意ください。

HP

FAX

大和リース ＰＰＰ で検索下さい。

http://www.daiwalease.co.jp/#www.daiwalease.co.jp


＞

公務員限定 要予約 無料

大和リースは国土交通省とPPP協定を締結して3年目を迎えます。

日時

会場

７月 ２４日 （水） 13:00～17:00

2019年

大和リース株式会社 支店、営業所

全国 ５１ 箇所

テーマ 「公民連携のつくりかた」
～地方圏の自治体が 0 から創るＰＰＰのリアルと実践例～

第１２回

コーディネーター

菊地 マリエ
公共R不動産

パネリスト

寺沢 弘樹
日本PFI･PPP協会

パネリスト

堀井 喜良
茨城県常総市

総務部 資産管理課
施設マネジメント係

パネリスト

川口 義洋
岡山県 津山市
財政部 財産活用

課 ＦＭ推進係

年間予定 ※ 日程は確定しております。タイトルは今後決定致します。

東京本店 企画

18 月 22 日 （水） 13:00～17:00第１３回 大阪本店 企画 「タイトル未定 （規制緩和・PPP）」

2019年

第１４回 10 月 13 日 （木） 13:00～17:00 名古屋支店 企画 「タイトル未定 （PPP初級編）」

2019年

第１５回 11 月 29 日 （金） 13:00～17:00 民間活力研究所 企画 「タイトル未定 （地域の魅力発信）」

2019年

第１６回 11 月 17 日 （金） 13:00～17:00 日経BP社連携 企画 「タイトル未定 （健康医療・PPP）」

2020年

お申し込みは、「大和リース株式会社 ホームページ」 まで
大和リーストップ ＞ プレハブ建築 ＞ PPP ＞ 公民連携 全国一斉PPPセミナー

大和リース Dチャンネル 検索



2017年度/2018年度 実績

年度 回数 2017年度/2018年度 開催テーマ 参加自治体 来場人数

2017
年度

第1回
「これから求められるPPPの進め方」

〜もっとよくなる公共サービス〜
255 508

第2回
「進化・多様化する公民連携」
～民とつくる公的施設の新しいカタチ～

232 460

第3回
「地域の魅力再発見」
～賑わい創出と公民連携～

251 523

第4回
「公共施設の活きる道」
～再配置計画と活気あるまちづくり～

249 483

第5回
「公園へ行こう」
～公共空間に価値を持たせるには～

179 421

第6回
「くらしを守る市役所をつくろう」
～まったなしの安心・安全～

202 407

第7回
「まちの拠点をつくりだそう」
～PPPに取り組む先進自治体から学ぶ～

153 257

2018
年度

第8回
「はじめよう 公民連携の第一歩」
～先駆者・経験者に聞こう～

246 477

第9回
「まちのチカラ」
～魅力を見つけ、伝えよう～

168 302

第10回
「PFIの実務担当者の心得・ノウハウ」
～経験者から聞こう・学ぼう・実践しよう～

252 496

第11回
「民間の「チエ・モノ・カネ」をどう引き出すか」
～財政難を解消する公民連携～

185 329

合 計 2,372 4,663

多数の方々にご参加いただき誠にありがとうございます。2019年度も引き続き、ご参加お願いいたします。

お問い合わせは

規格建築営業所

Tel 03-5214-2301

担当 ● ●

東京本店

東京都千代田区飯田橋2-18-2〒102-0072

Tel  03-5214-2301    Fax  03-5214-2311

建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-27・29)第5903号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(8)第3836号

www.daiwalease.co.jp

ご質問、ご要望は下記の担当者までお問い合わせ下さい。

http://www.daiwalease.co.jp/#www.daiwalease.co.jp

