
見附市長

久住 時男 氏 くすみ ときお

【主な職歴】

1973年 岩谷産業株式会社に入社
2002年 見附市長に初当選（現在４期目）

官民連携（PPP/PFI）事業の
推進に向けた首長意見交換会

平成29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

20178.18 (金) 10 : 00～12 :00
TKP金沢カンファレンスセンター（7階ﾎｰﾙ）

北陸ブロック

パネルディスカッション テーマ

コーディネーター

パネリスト

国土交通省総合政策局官民連携政策課 留守、青山、志賀
Tel（代） ： 03-5253-8111 （内線：24224、24226、24218）
Mail ： PPP_PFI@mlit.go.jp

テーマ１ ： 本市のまちづくりにおける課題と官民連携の取組

テーマ２ ： 官民連携を進めるにあたっての課題

金沢大学理工研究域環境デザイン学系教授

髙山 純一 氏 たかやま じゅんいち

【主な職歴】

1990年 金沢大学工学部助教授
1998年 金沢大学工学部教授
2004年 金沢大学大学院自然科学研究科教授
2014年 金沢大学理工研究域環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学系 系長(教授)

野々市市長

粟 貴章 氏 あわ たかあき

【主な職歴】

2003年 石川県議会議員に当選
2007年 野々市町長に当選
2011年 市制施行により市長に就任（現在３期目）

小松市長

和田 愼司 氏 わだ しんじ

【主な職歴】

1974年 株式会社小松製作所に入社
2009年 小松市長に初当選（現在３期目）

かほく市長

油野 和一郎 氏 あぶらの わいちろう

【主な職歴】

1972年 金庄合繊協業組合に入社
1997年 七塚町議会議員に当選
2000年 七塚町長に当選
2004年 かほく市長に初当選（現在４期目）

コメンテーター

内閣府民間資金等活用事業推進室 若菜、河崎、高部、新上
Tel ： 03-6257-1654 ／ Fax ： 03-3581-9682

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 審議官

首藤 祐司 すどう ゆうじ

【主な職歴】

1984年 建設省入省
2012年 国土交通省住宅局総務課長
2014年 独立行政法人住宅金融支援機構理事
2017年 国土交通省大臣官房審議官（総合政策担当）

青山学院大学会計プロフェッション研究科准教授

山口 直也 氏 やまぐち なおや

【主な職歴】

1998年 新潟大学経済学部経営学科専任講師
1999年 新潟大学経済学部経営学科助教授
2007年 新潟大学人文社会・教育科学系准教授
2014年 青山学院大学会計ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾝ研究科准教授

別紙１



平成 29 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）事業の推進に向けた首長意見交換会」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。 
 内閣府及び国土交通省では、「未来投資戦略2017」、「経済財政運営と改革の基本方針2017」、「PPP/PFI推進アクシ

ョンプラン」等における官民連携事業の導入を一層促進すべきとの指摘を踏まえ、また、地域活性化や地域経済の発

展にも寄与する官民連携事業の案件形成を支援するため、関係省庁と連携し、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※」の取組を行っているところです。 
 この度、地方ブロックプラットフォームの取組の一環として、首長の考えを直接共有することで地域における

PPP/PFI の浸透を図ることを目的に「まちづくりにおける課題と官民連携の取組」及び「官民連携を進めるにあた

っての課題」をテーマとして、下記のとおり「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けた首長意見交換会」を開催し

ますので、ご案内致します。 
 

※地方ブロックプラットフォーム：地方ブロック（全９ブロック）毎に PPP/PFI に関する情報・ノウハウの

横展開（セミナー・シンポジウム等の開催）を図る取組。これまでの活動については、以下の国土交通省官

民連携政策課の HP に掲載しています。 
  （URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_tk1_000015.html） 
 

 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 

北陸 
8 月 18 日（金） 

10:00～12:00 
金沢 

TKP 金沢カンファレンスセンター ７階ホール 

（石川県金沢市上堤町 1-33 アパ金沢ビル） 
約 150 名 8 月 8 日（火） 

 関東、中部、東北、四国、九州・沖縄ブロックでは昨年度開催しました。結果は以下をご参考ください。 

（URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000033.html） 
 他のブロックについては調整ができ次第、順次開催を予定しています。時期や内容が確定いたしましたらご

案内申し上げます。 
 

 対象者 

 産官学金・各分野のご担当者の方 

 

 参加費 
 無料 

 

 プログラム（案） 

（注）会場毎の登壇者等については次表をご覧ください。 

（注）閉会後、名刺交換会（15 分程度）を予定しています。  

次第 登壇者 タイムスケジュール 

開会・挨拶 国土交通省、内閣府 10：00～ 

パネルディスカッション 有識者、首長（4 名）、国土交通省 10：05～ 

閉会 － 12：00 



 登壇者 及び テーマ（案） 

開催地 登壇者 パネルディスカッションテーマ（案） 

金沢 
（8/18) 

（コーディネーター） 

金沢大学 理工研究域 環境デザイン学系 教授 

 髙山 純一 氏 

 

（パネリスト） 

かほく市長   油野 和一郎 氏 

小 松 市 長   和 田  愼 司 氏 

野々市市長   粟  貴 章  氏 

見 附 市 長    久 住  時 男 氏 

国土交通省 総合政策局 審議官 首藤 祐司 

（テーマ 1） 
本市のまちづくりにおける課題と官民連携の取組 
 
（テーマ 2） 
官民連携を進めるにあたっての課題 

（コメンテーター） 

青山学院大学 会計ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾝ研究科 准教授 

山口 直也 氏 

 

 

 会場案内 

TKP 金沢カンファレンスセンター  ７階ホール 

 

■交通アクセス 

・JR 北陸本線 金沢駅 兼六園口〈東口〉 バス 3 分 

・JR 北陸本線 金沢駅 兼六園口〈東口〉 徒歩 15 分 

 

※会場に契約している駐車場はございませんので、建物 

 近隣の駐車場をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 申込み方法 

下記 URL にアクセス頂き、参加申込登録を行ってください。 

URL 

https://ez-entry.jp/hokuriku2017-ppp_pfi/entry/ 

（注）Web 登録の受付開始は平成２9 年 7 月 18 日（火）からです。 

 

 申込み締切 

 平成２９年 ８月 １７日（木）の１７時までです。 

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

（注）参加受付の完了メールの送付をもって、結果をお知らせする予定です。 

当日は完了メールの参加証 QR コードをご提示ください。 



 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、志賀 

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、高部、新上 

    TEL 03-6257-1654  FAX：03-3581-9682 
 
 【平成 29 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） 

 

 
 
 


