
ブロック 開催日程 開催形式

北海道・東北 令和4年 11月9日 (水)

WEB会議システム（Zoom）

関東・北陸 令和4年 11月1日 (火)

中部・近畿 令和4年 11月11日 (金)

中国・四国・九州・沖縄 令和4年 11月８日 (火)

全国４ブロックで『サウンディング（官民対話） 』を開催
～地方公共団体等が民間事業者と対話したい案件を募集 します！～

令 和 ４ 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

この度、官民連携事業に取り組む地方公共団体等を支援するため、令和４年11月に、サウンディン
グ（官民対話）を開催します。

令和４年７月６日（水）より、地方公共団体等が民間事業者との対話を希望する案件の募集を開始
します。全国の地方公共団体等からの多数の応募をお待ちしています。

開催日程・形式

案件の登録方法 申込期限
令和４年
８月５日(金)
17時まで

サウンディングまでの流れ

※サウンディングに関する最新情報は、国土交通省のHPに随時掲載します。

9、10月 11月

案件募集
開始
7月6日
締切
８月５日

サウンディングセミナー
７月８日

・サウンディングの実施手法、
留意点、最新動向、先行事
例、民間事業者の視点等
について情報提供を実施

サウンディング実施

ヒアリング

・有意義なサウンディングと
するために、コンサルタン
ト等のヒアリングにより、
当日資料の熟度を向上

参加事業者募集
（アピールタイム含む）
9月中旬～10月中旬

・案件概要、様式を国土交通省HPに掲載し、関心のある民間事業
者を募集
・民間事業者から案件に対する事前質問を受付
・地方公共団体等職員に対して官民連携事業の実績等を説明い
ただく「アピールタイム」に参加する民間事業者を募集

7、８月

開催までの流れ

【事務局・問合せ先】
《申込みについて》
北海道、東北ブロック
・ パシフィックコンサルタンツ株式会社（担当:河内、小林、小池）、TEL:03-6777-3828、E-mail:R4_pckkbpf.fu@tk.pacific.co.jp
関東、北陸ブロック
・ 有限責任監査法人トーマツ（担当:山下、和田）、TEL:03-6213-1251、E-mail:ppp-platform@tohmatsu.co.jp
中部、近畿ブロック
・ 有限責任監査法人トーマツ（担当:山下、和田）、TEL:03-6213-1251、E-mail:ppp-platform@tohmatsu.co.jp
中国、四国、九州・沖縄ブロック
・ 株式会社YMFG ZONEプラニング（担当:冨原、元廣）、TEL:083-223-4202、E-mail: ppppfi@ymfg.ym-zop.co.jp
《取組について》
国土交通省総合政策局社会資本整備政策課（担当:岩瀬、吉田、西村）TEL:03-5253-8981（内線:24226）

E-Mail:hqt-PPP_PFI@gxb.mlit.go.jp

Webサイト（ https://business.form-mailer.jp/lp/46d39b0d175271 ）から
参加を希望するブロックを選択し、案件を御登録ください。

※お申し込みができない場合は、事務局に御連絡ください。

※ご登録は先着順で、定員に達した時点で案件募集を終了させていただきます。

※原則として、所属するブロックで実施するサウンディングにお申込ください。

※開催日程は変更する可能性があります。

WEB開催

地方公共団体等に対
し、サウンディングを
行いたい案件を募集

応募案件を公表し、助言等
を行う民間事業者を募集

１案件ごとに、地方公共団体と、
当該案件に助言等を行う民間事
業者が一同に会し、意見交換

案件募集 参加事業者募集 サウンディング実施



○ 参加申込・事前質問は、以下のURLから登録してください。事前質問への回答は地方公共団体等に確認後、随時HPに掲
載します。

○ 登録画面の案内に従って、参加を希望する案件を選んでください。なお、参加希望が集中した場合は、参加者を調整させて
いただく場合があります。申込完了後に、事務局から連絡いたします。（定員に達し次第終了予定）

令和４年度サウンディングに参加する民間事業者等を募集します
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

【参加申込み・事前質問URL】：https://business.form-mailer.jp/lp/4601762a180130
【回答掲載予定URL】： https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000094.html

開催地・日時

サウンディング参加申込方法（民間事業者等向け）

【事務局・問合せ先】
《申込みについて》
北海道・東北：パシフィックコンサルタンツ株式会社（担当：河内、小林、小池）、TEL：03-6777-3828、E-Mail：R4_pckkbpf.fu@tk.pacific.co.jp
関東・北陸、中部・近畿：有限責任監査法人トーマツ（担当：和田、川口）、TEL：03-6213-1251、E-Mail：ppp-platform@tohmatsu.co.jp
中国・四国・九州・沖縄：株式会社YMFG ZONEプラニング（担当：網田、冨原、元廣）、TEL：083-223-4202、E-Mail：ppppfi@ymfg.ym-zop.co.jp

《取組について》
国土交通省 総合政策局 社会資本整備政策課（担当:岩瀬、吉田）、TEL:03-5253-8111（内線24224、24226）、E-Mail：hqt-PPP_PFI@gxb.mlit.go.jp

募集内容
○ 国土交通省と内閣府は、官民連携事業に取り組む地方公共団体等を支援するため、令和４年11月に、サウンディング

（官民対話）を開催します。なお、サウンディングは全国を４ブロック（北海道・東北、関東・北陸、中部・近畿、中国・四
国・九州・沖縄）に分けてWEB会議システムにより実施いたします。

○ このたび、サウンディングについて、意見、提案等をいただく民間事業者等（金融機関を含む）と、傍聴を希望する地方公
共団体を募集します。なお、募集は令和４年9月14日（水）10時より開始します。

○ また、当日対話に参加いただく民間事業者等のうち希望される方に官民連携事業に関する実績や提案等をお話いただく「ア
ピールタイム」を設けています。この「アピールタイム」への参加を希望する民間事業者等も募集しています。官民連携事業に
対する熱意を地方公共団体に直接伝える貴重な機会となりますので、奮ってお申し込みください。

○ 各ブロックのプログラム、案件の詳細、アピールタイムの内容等については、下記の国土交通省HPをご確認ください。

【国土交通省HP： https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000094.html 】

ブロック 開催日程 時間（予定） 開催形式

北海道・東北 令和4年 11月 9日（水） 9：30 ～ 17：30

WEB会議システム(Zoom)
関東・北陸 令和4年 11月 1日（火） 10：00 ～ 17：30

中部・近畿 令和4年 11月11日（金） 9：30 ～ 17：30

中国・四国・九州・沖縄 令和4年 11月 8日（火） 9：30 ～ 17：30

○ 傍聴申込は、以下のURLから登録してください。

○ 登録画面の案内に従って、傍聴を希望する案件を選んでください。なお、傍聴希望が集中した場合は、傍聴者を調整させ
ていただく場合があります。申込完了後に、事務局から連絡いたします。（定員に達し次第終了予定）

○ 傍聴定員に限りがあるため、申込みは１部署１アカウントまででお願いします。

○ サウンディングの傍聴者は地方公共団体のみとなります。民間事業者、報道関係者等の傍聴は受け入れていませんのでご
了承ください。

※一部案件についてはサウンディング応募団体の希望により傍聴はお断りさせていただきます。予めご了承ください。

【傍聴申込みURL】：https://business.form-mailer.jp/lp/4601762a180130

サウンディング傍聴申込方法（地方公共団体向け）

別紙



サウンディング案件一覧（１）北海道・東北ブロック
各案件の詳細は以下のURLに掲載しています。
※案件は追加される場合もありますので、最新情報については以下のURLを御確認ください。
【URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_rd1_000019.html】

■北海道・東北ブロック（１０案件） 11月９日（水）開催

相談団体 案件名 検討ステージ

北海道教育庁 道立学校廃校校舎等の利活用について【戸井・留萌】 事業発案

北海道教育庁 道立学校廃校校舎等の利活用について【美唄・浦幌】 事業発案

北海道 民間等によるダム管理用発電導入検討 事業化検討

浦臼町（北海道） 浦臼町交流拠点施設再整備事業 事業化検討

奥州市（岩手県） 水沢公園再整備事業 事業発案

角田市（宮城県） 廃校施設等利活用事業 事業発案

米沢市（山形県） 米沢駅前広場リニューアル事業 事業発案

福島県企業局 工業用水道の維持管理における官民連携手法について 事業発案

郡山市（福島県） 郡山市下水道管理センター敷地利活用推進事業 事業発案

南相馬市（福島県） 北泉海浜総合公園周辺地域整備 事業発案



サウンディング案件一覧（２）関東・北陸ブロック
各案件の詳細は以下のURLに掲載しています。
※案件は追加される場合もありますので、最新情報については以下のURLを御確認ください。
【URL： https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_rd1_000019.html】

■関東・北陸ブロック（１６案件） 11月１日（火）開催

相談団体 案件名 検討ステージ

城里町（茨城県）
城里町老人福祉センター「やまゆり荘」利活用事業・桂老
人福祉センター利活用事業

事業発案

城里町（茨城県） 旧古内小学校利活用事業・長峰団地跡地利活用事業 事業発案

東松山市（埼玉県） 学校施設照明灯のLED化・体育館空調設備設置事業 事業発案

東松山市（埼玉県）
市内５公園（①東松山ぼたん園・②箭弓町第一公園・③
下沼公園 ・ ④ 岩鼻運動公園 ・ ⑤ 市民の森 ）における
P-PFI 等導入について

事業化検討

東松山市（埼玉県） 学校施設包括管理業務委託 事業発案

久喜市（埼玉県） （仮称）久喜市余熱利用施設・公園一体整備運営事業 事業者選定

吉川市（埼玉県） 吉川市福祉の拠点整備事業 事業発案

柏市（千葉県） 大堀川沿線における民間連携事業 事業発案

白井市（千葉県） 水辺を生かした都市公園の活性化事業 事業発案

小平市（東京都） 小川駅西口新公共施設の運営 事業化検討

平塚市（神奈川県） 旧市営岡崎住宅跡地利活用事業 事業発案

小田原市（神奈川県） 水産市場施設再整備検討事業 事業発案

新潟市（新潟県） 都市の活力創出調査検討事業 事業発案

中能登町（石川県）
Park-PFI 、 PFI （RO ）及び道路公園包括管理による
官民連携事業

事業化検討

千曲市（長野県） 千曲市総合運動公園整備事業 事業発案

白馬村（長野県） 白馬村図書館等複合施設整備事業 事業化検討



サウンディング案件一覧（３）中部・近畿ブロック
各案件の詳細は以下のURLに掲載しています。
※案件は追加される場合もありますので、最新情報については以下のURLを御確認ください。
【URL： https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_rd1_000019.html】

■中部・近畿ブロック（２１案件） 11月11日（金）開催
相談団体 案件名 検討ステージ

浜松市（静岡県） 動物園内飲食・休憩施設設置事業 事業化検討

掛川市（静岡県）
22世紀の丘公園たまり～な 温水プール・温浴施設等再整
備事業

事業発案

名古屋市（愛知県） 市営住宅の建替事業について 事業発案

津島市（愛知県）
津島神社周辺エリア及びシビックプライド醸成拠点整備事
業

事業化検討

桑名市（三重県） シン・桑名市博物館創生検討事業 事業発案

滋賀県 都市公園再整備基本計画業務 事業発案

長浜市（滋賀県） 学校施設管理業務の包括委託 事業化検討

近江八幡市（滋賀県） 近江八幡市市民広場整備事業 事業発案

近江八幡市（滋賀県） 近江八幡市勤労者福祉センターの在り方検討事業 事業発案

草津市（滋賀県） ロクハ公園再整備事業 事業発案

草津市（滋賀県） 烏丸半島中央部複合型観光集客施設事業 事業化検討

草津市（滋賀県） 草津川跡地（区間６）の利活用について 事業発案

高島市（滋賀県） 近江今津駅周辺の市有地を利活用した関係人口増加計画 事業発案

岸和田市（大阪府） 岸和田市中央公園プールの再整備に係る官民連携事業 事業発案

守口市（大阪府） 守口市にぎわい交流施設整備事業 事業化検討

河南町（大阪府）
町中心地（庁舎周辺）及び廃止した教育施設（旧小学校及び
旧こども園）の再整備

事業発案

尼崎市（兵庫県） 尼崎社協会館跡地の有効活用 事業発案

赤穂市（兵庫県） 赤穂駅南駐輪場跡地活用事業 事業発案

大和高田市（奈良県） 大和高田市総合公園整備事業 事業発案

王寺町（奈良県） 王寺町旧中央公民館跡地活用検討 事業発案

田辺市（和歌山県） 熊野の郷古道ヶ丘及び熊野古道中辺路陶芸館利活用事業 事業発案



サウンディング案件一覧（４）中国・四国・九州・沖縄ブロック
各案件の詳細は以下のURLに掲載しています。
※案件は追加される場合もありますので、最新情報については以下のURLを御確認ください。
【URL： https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_rd1_000019.html】
■中国・四国・九州・沖縄ブロック（２３案件） 11月８日（火）開催

相談団体 案件名 検討ステージ

倉敷市（岡山県） 倉敷市庁舎等再編整備事業（複合施設棟） 事業化検討

広島県 旧広島陸軍被服支廠における官民連携による利活用促進 事業発案

広島市（広島県） 平和大通りの利活用の推進 事業化検討

福山市（広島県） 都市公園官民連携事業 事業発案

神石高原町（広島県） 井関地区第2定住団地等整備事業【仮】 事業化検討

山口県 山口県農業試験場の跡地利用 事業発案

松山市（愛媛県） 松山市斎場再整備事業 事業者選定

直方市（福岡県） 直方市竜王峡キャンプ村の活用 事業発案

大川市（福岡県） 「大川の駅」整備事業（「道の駅」及び「川の駅」の整備） 事業化検討

福津市（福岡県） 本木川自然公園賑わい創出・利用促進化事業 事業発案

宇美町（福岡県） 一本松公園整備事業 事業発案

志免町（福岡県） 望山荘跡地周辺活用事業 事業発案

和水町（熊本県） 道の駅きくすい魅力アップ事業（仮） 事業発案

あさぎり町（熊本県） あさぎり駅周辺整備事業 事業発案

延岡市（宮崎県） 市営住宅（一ケ岡Ｄ団地・一ケ岡Ｅ団地）建替事業 事業発案

出水市（鹿児島県） 出水市地域活性化施設「道の駅」整備事業 事業化検討

出水市（鹿児島県） 日本遺産認定地域にある公の施設（公開武家屋敷等）の指定管理業務 事業発案

奄美市（鹿児島県） 住用地区認定こども園整備事業 事業発案

奄美市（鹿児島県） 笠利地区認定こども園整備事業 事業発案

石垣市（沖縄県） 石垣市消防本部（署）庁舎及び消防西出張所庁舎整備事業 事業発案

石垣市（沖縄県） 観光施設等利活用検討業務 事業発案

与那原町（沖縄県） 与那原町マリンタウン地区公有地活用事業 事業化検討

那覇港管理組合（沖縄県） 那覇港管理組合新庁舎等施設整備事業 事業発案


