
平成 28 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」のご案内 
 

 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。 
 平成 28 年5 月18 日にPPP/PFI 推進アクションプランが改定され、目標事業規模が10～12 兆円から 21 兆円に拡

大されるとともに、新たな取組目標が提示され、より具体的な案件形成に向け積極的に推進しているところです。 
 また、6 月 2 日に閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針 2016」及び「日本再興戦略 改訂 2016」に

おきまして、具体的案件形成に向けて検討するPPP/PFI 地域プラットフォームの取組を推進するとともに、確実な

案件形成につながるように運用を工夫するとされております。 
 内閣府及び国土交通省では、地方公共団体及び民間事業者におけるノウハウ・情報の不足及び官民間での対話・提案

の場の不足等の現状を踏まえて、PPP/PFI に関する情報・ノウハウの共有・習得、関係者間の連携強化、具体的な

案件形成を図るための産官学金の協議の場（地域プラットフォーム）を全国をカバーするブロックごとに形成するこ

ととし、平成27年度より取り組んでいます。今年度も引き続き、地域プラットフォームを活用し、より一層PPP/PFI
の推進を図っているところです。 

 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ご案内致します。 
 

 開催日程 及び 会場 等 

ブロック名 日時 
(平成 29 年) 開催地 会場 定員 申込み締切 

(平成 29 年) 

北海道・東北 
1 月 25 日（水） 

13：30～15:45 
札幌 札幌市民ホール（第 1、第 2 会議室） 

（札幌市中央区北 1 条西 1 丁目） 
約 100 名 1月18日（水） 

中国・四国 
1 月 31 日（火） 

13：30～15:45 
岡山 

岡山国際交流センター（イベントホール） 
（岡山県岡山市北区奉還町 2-2-1） 

約 150 名 1月24日（火） 

関東・北陸 
2 月 7 日（火） 

13：30～17:00 
東京 

三田共用会議所（講堂） 
（東京都港区三田 2-1-8） 約 300 名 1月31日（火） 

中部 
2 月 13 日（月） 

13：30～15:45 
名古屋 

TKP 名古屋栄カンファレンスセンター 

（ホール７B）     （愛知県名古屋市中区栄 3-2-3） 
約 240 名 2 月 6 日（月） 

（※）閉会後、名刺交換会（15 分程度）を予定しています。 

（※）申し込み締切は各会場ともに「申込み締切」欄の日付の１７時までです。 

 
 対象者 

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

 

 参加費 
 無料 

 

 申込み方法 

参加ご希望の開催地の URL にアクセス頂き、参加申込登録を行ってください。 

開催地（開催日） URL 

札 幌 （1/25） 

岡 山 （1/31） 
https://ez-entry.jp/hokkaido-chugoku/entry/ 

東 京 （2/7） 

名古屋 （2/13） 
https://ez-entry.jp/kanto-chubu/entry/ 

（※）原則として先着順とします。定員になり次第、締切らせていただきますので、お早目にお申込みください。 

（※）当日は参加証をプリントアウトしてご持参ください。 

別紙１ 



 
 講演者 及び 演題（案） 

開催地 
（日時） 講演者 演題（案） 

札幌 
（1/25) 

国土交通省、内閣府等 PPP/PFI 推進に関する最近の取組について 

横浜市 PPP/PFI が進む仕組み・取組（横浜市における実施状況） 

流山市 
「２つの PPP」による流山市の FM 
～PPP 事業に係る事務手続きの簡素化について～ 

（調整中）  

岡山 
 (1/31) 

国土交通省、内閣府等 PPP/PFI 推進に関する最近の取組について 

我孫子市 我孫子市提案型公共サービス民営化制度と公共施設の包括管理 

福岡市 福岡市の公共施設整備における PPP 推進体制について 

（調整中）  

東京 
 (2/7) 

根本 祐二 氏  
（東洋大学 経済学部教授） 

基調講演 

愛知県 愛知県道路公社における有料道路コンセッションの取組み（仮） 

愛知道路コンセッション㈱ 愛知県有料道路運営等事業 

国土交通省 空港経営改革について 

仙台国際空港㈱ 地域と連携した仙台空港の発展について（仮） 

浜松市 浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業について 

奈良市 奈良市小規模上下水道施設における官民連携事業の取組 

名古屋 
 (2/13) 

国土交通省、内閣府等 PPP/PFI 推進に関する最近の取組について 

大阪府 （調整中） 

横浜市 PPP/PFI が進む仕組み・取組（横浜市における実施状況） 

豊橋市 豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業（PFI） 

 
※最新の情報については、以下の国土交通省 官民連携政策課ＨＰに順次掲載いたしますので、ご確認願います。 
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/ 

  



 

 会場案内 

[札幌] 札幌市民ホール  （第１、第２会議室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市営地下鉄南北線大通駅 31 番出口より徒歩 1 分） 

[岡山] 岡山国際交流センター  （イベントホール） 

（ＪＲ線 岡山駅 西口より 徒歩 5 分） 

[東京] 三田共用会議所  （講堂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（営団地下鉄南北線 麻布十番駅 2 番出口 徒歩 5 分） 

[名古屋] TKP 名古屋栄カンファレンスホール（ホール 7B） 

 

（名古屋市営東山線 栄駅 8 出口 徒歩 5 分） 

 

 お問い合わせ先 

【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 留守、青山、望月 

Tel（代）03-5253-8111（内線：24224、24226、24218） 
Mail  PPP_PFI@mlit.go.jp 

内閣府 民間資金等活用事業推進室 若菜、河崎、柏尾、中村 
    TEL 03-6257-1655  FAX：03-3581-9682 
 
 【平成 28 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：kanmin-renkei@jeri.co.jp） 
佐藤（TEL：03-6214-4672 E-Mail：kanmin-renkei@jeri.co.jp） 

 

 



コンセッション事業推進セミナー
～コンセッション事業の最新の取組状況の紹介と今後の推進について～

平成28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

2 0 1 7２.７ (火 ) 1 3 : 3 0～1 7 : 0 0 三田共用会議所（講堂）

定員

300名
※先着順

参加
無料

参加お申込み方法

下記URLにアクセスいただき、参加申し込みフォームからお申込みください。

https://ez-entry.jp/kanto-chubu/entry/

（※）申込み多数の場合は先着300名で締切とさせていただきます。

（※）当日は参加証をプリントアウトして持参ください。

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局官民連携政策課 留守、青山、望月

Tel（代）：03-5253-8111 （内線：24224、24226、24218） Mail：PPP_PFI@mlit.go.jp

内閣府民間資金等活用事業推進室 若菜、河崎、柏尾、中村

Tel：03-6257-1654 ／ Fax：03-3581-9682

申込期限
2017年

１月31日(火)
17時まで

会場アクセス

三田共用会議所

東京都港区三田2-1-8

●東京メトロ南北線麻布十番駅2番出口 徒歩5分

●都営地下鉄大江戸線麻布十番駅2番出口 徒歩7分

セミナー 講演者及び テーマ(案）

基調講演 根本 祐二 氏 東洋大学経済学部教授

愛知県道路公社における有料道
路コンセッションの取組み（仮）

牧野 繁保 氏
愛知県建設部道路維持課

有料道路コンセッション推進室室長

愛知県有料道路運営等事業 東山 基 氏
愛知道路コンセッション株式会社

代表取締役

空港経営改革について 宮澤 康一 氏
国土交通省航空局航空ネットワーク部

航空ネットワーク企画課長

地域と連携した仙台空港の発展に
ついて（仮）

岩井 卓也 氏
仙台国際空港株式会社

取締役社長

浜松市公共下水道終末処理場
（西遠処理区）運営事業について

山崎 昭 氏
浜松市 上下水道部上下水道総務課

経営企画担当課長

奈良市小規模上下水道施設にお
ける官民連携事業の取組

辻井 正幸 氏
奈良市 企業局 経営部 経営管理課

課長補佐

新たなビジネス機会を拡大するとともに、公的負担の抑制を図り、経済・財政一体改革を推進するため
には、様々な分野の公共施設等の整備・運営にＰＰＰ／ＰＦＩを活用することが必要であり、とりわけ民間の
経営原理を導入するコンセッション事業を活用することが重要である。本セミナーでは、道路、空港、下水
道分野におけるコンセッション事業の先進的な取組をご紹介いただき、普及・浸透を図る。

主旨・目的

※ 全 国 か ら の ご 参 加 を お 待 ち し て お り ま す 。


