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ワークショップ」及び
「プラットフォームメンバー募集」のご案内
趣旨
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活動の一環として、
「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワークシ
ョップ」を開催することといたしましたので、お知らせいたします。本ワークショップでは、官民連携を推進する上
での課題について、産官学金の関係者で意見交換を行うことで、問題意識や解決方法を共有し、地域におけるより一
層の官民連携（PPP/PFI）の普及・促進を図ることを目的としています。さらに、参加者の皆様同士のネットワーク
構築にも寄与できればと考えているところです。
また、「ブロックプラットフォームメンバー」の募集も併せて行わせていただきます。メンバーにご登録
いただいた皆様には、今後の地方ブロックプラットフォームの活動内容のご案内や、官民連携に関する最
新の情報等をご提供させていただく予定です。
詳細や申込方法については以下をご参考いただければと存じます。皆様の積極的なご参加を心よりお待ち
しております。
※地方ブロックプラットフォーム： 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。国土交通省の地方整備局のエリア毎（北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、
九州・沖縄）の全９ブロックで活動を行っています。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 をご参考ください。
（URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_tk1_000015.html）

１．「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワークショップ」について
概要・目的
官民連携（PPP/PFI）事業を推進する上での課題について、産官学金の関係者がグループ（８～１０人を想定）に
分かれ意見交換を行った後、グループ毎に発表を行う。
官民連携（PPP/PFI）事業の課題やその解決方法を共有し理解を深めるとともに、参加者同士のネットワークを構
築することで、今後の官民連携（PPP/PFI）事業の案件形成に繋げる。

テーマ
以下の４つのテーマ候補の中からアンケートを行い、取り扱うテーマを決定。
テーマ候補

論点（案）
・官民対話のメリット、デメリット
・効果的な官民対話の実施（時期、方法）について

①

官民対話

②

官民連携事業に関する自治体、 ・組織内、関係者との合意形成
民間企業の課題
・地元企業の理解醸成・事業参画

③

官民連携事業の広域化
（複数自治体の連携）

・広域化がしやすい分野、広域化したい分野
・広域化をスムーズに進める方法、広域化が進まない要因、課題

・自治体の個別具体の悩み
④

その他

（自治体の参加者から官民連携について個別具体の悩みを募集。その
上で詳細を決定予定。）

ワークショップ開催日程 及び 会場 等
ブロッ
ク名
東北
関東
中部
中国
四国
九州・
沖縄

日時

開催地

9 月 8 日（金）
14：00～16:30
10 月 2 日（月）
14：00～16:30
9 月７日（木）
14：00～16:30
9 月 12 日（火）
15：00～17:30
9 月 26 日（火）
14：00～16:30
10 月 13 日（金）
14：00～16:30

仙台
東京
名古屋
広島
高松
福岡

会場

定員

TKP ガーデンシティ仙台勾当台 （ホール１）
（宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台パークビル 2/3F）

AP 品川 （9 階 JKLM）
（東京都港区高輪 3-25-23 京急第 2 ビル）

名古屋国際会議場 （レセプションホール）
（愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1-1）

広島国際会議場

（大会議室「ダリア」）
(広島県広島市中区中島町 1-5)

香川県県民ホール レクザムホール （多目的大会議室「玉藻」A）
（香川県高松市玉藻町 9-10）

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター （401 会議室）
（福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15）

約 100 名
約 150 名
約 150 名
約 100 名
約 100 名
約 150 名

北海道、北陸、近畿ブロックでは、今回は開催いたしません。

プログラム（案）
次第

開会・挨拶
意見交換

講評
閉会

主な内容

国土交通省、内閣府より情報提供
ワークショップの説明
テーマ１について意見交換
グループ発表、学識経験者の講評
テーマ 2 について意見交換
グループ発表、学識経験者の講評
全体について学識経験者より講評

タイムスケジュール
東北、関東、中部、四国、
中国
九州・沖縄
14：00～14:20
15:00～15:20
14:20～14：25
15:20～15:25
14:25～15:25
15:25～16:25
15：25～16:25

16:25～17:25

16:25～16:30
16:30

17:25～17:30
17:30

※ワークショップの詳細は募集状況を踏まえ決定しますので、上述の内容から変更する可能性があります。
※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。
（URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/）

対象者
官民連携（PPP/PFI）に関心のある者（産官学金）

参加費
無料

２．「ブロックプラットフォームメンバー」の募集について
ブロックプラットフォームメンバーとは
１）位置づけ
地方ブロックプラットフォームの活動（セミナー・シンポジウム、首長意見交換会、分科会・研修等）に参加し、官民

連携事業のノウハウを深めるとともに、メンバー同士でのネットワークの構築を図ることで、官民連携事業の案件形
成につなげる。
２）メンバー構成
官民連携に関心のある者（産官学金）
連絡先を登録することで参加可能（登録無料）
３）メンバーの利点
メンバーにご登録いただいた皆様には、官民連携に関する最新の情報やブロックプラットフォームの活動等のご
連絡をさせていただく予定です。

３．申込について
別紙の登録申込票にご記入の上、以下の申込先までメールにてお申し込みください。

官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワークショップへの申込み
申込者多数の場合、参加者を調整させていただきます。結果は追ってメールにてお知らせする予定です。
【地方公共団体の方へ】テーマ④「その他」では、地方公共団体の皆様が抱えている官民連携を推進するにあたっ
ての個別具体の相談事項を取扱いたく考えています。ワークショップでの取扱いを希望される相談事項を募集いた
しますので、希望がございましたら登録申込票にご記入ください。ワークショップでの取扱い方については個別にご
相談させていただきます。なお、ご希望のある場合は開催日の２週間前までを目途にお申し込みいただけますと幸
いです。取扱いについて調整させていただく都合上、開催日の直前のお申し込みではご対応が難しい場合もあり
ますので、あらかじめご了承ください。
ワークショップへご参加をご希望された方は、プラットフォームメンバーへも併せて登録させていただきます。

ブロックプラットフォームメンバーへの申込み
別紙の登録申込票「（２）連絡窓口」にご記載いただいた方をご登録させていただきます。
※地方ブロックプラットフォームは国土交通省の地方整備局のエリア毎（北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、
四国、九州・沖縄）に、全９ブロックで活動を行っています。登録申込票にご記載のご住所より、それぞれのブロック
のプラットフォームメンバーにご登録させていただきますが、他のブロックの活動へもご参加いただけます。

申込先
別紙の登録申込票にご記入の上、次の連絡先までメールにてお申込みください。
㈱日本経済研究所 調査本部 PPP 推進部 E-Mail：kanmin-renkei@jeri.co.jp

お問い合わせ先
【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、佐藤、斎藤

TEL：03-6214-4719
Mail：kanmin-renkei@jeri.co.jp

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

会場案内
[東北] TKP ガーデンシティ仙台勾当台 （ホール１）

（仙台市営南北線 勾当台公園駅 北 1 番出口より徒歩 1 分）

[中部] 名古屋国際会議場 （レセプションホール）

(市営地下鉄 名港線日々野駅、名城線西高蔵駅より徒歩 5 分)

[四国] 香川県県民ホール レクザムホール

[関東] ＡＰ品川 （9 階 JKLM）

(品川駅高輪口より徒歩 3 分）

[中国] 広島国際会議場 （大会議室「ダリア」）

（市内電車 袋町駅より徒歩 10 分）

[九州] 公益財団法人 福岡県中小企業振興センター

（多目的大会議室「玉藻」A）

（４０１会議室）

(ＪＲ高松駅より徒歩 8 分)

(ＪＲ博多駅→【３分】→ＪＲ吉塚駅より徒歩１分)

別紙：登録申込票
送信先： ㈱日本経済研究所 調査本部

PPP推進部 宛

mail： kanmin-renkei@jeri.co.jp
FAX：03-6214-4602

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ワークショップ」・「プラットフォームメンバー」
登録申込票
【記載方法】
（１）参加・希望登録：ご希望するものに「○」をご記入ください。
（２）連絡窓口：今後ご連絡をお送りさせていただく方のご連絡先をご記入ください。
（３）「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワークショップ」について：ワークショップへご参加希望の方はご記載ください。プラットフォームメン
バーへの登録のみの希望で、ワークショップへの参加を希望されない方は、ご記載いただく必要はありません。

（１）参加・登録希望
「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワーク
ショップ」への参加を希望する。（「プラットフォームメ
ンバー」へも登録させていただきます。）

「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワーク
ショップ」には参加しないが、「プラットフォームメン
バー」への登録を希望する。

ご希望するものに○を記入ください。

（２）連絡窓口
貴団体名
ご住所
部署名
連
絡
先

役職
ご氏名
お電話番号
メールアドレス

備考

～以下は、「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワークショップ」へご参加希望の方のみご記載ください～
（３）「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワークショップ」について
■

ご希望のブロック

■

ご参加者

参
加
者
①

部署名

参
加
者
②

部署名

参
加
者
③

部署名

ブロック（選択）

役職
ご氏名

役職
ご氏名

役職
ご氏名

※応募者多数の場合、同一団体からの参加者数を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

■

希望するテーマ
①官民対話

②自治体、民間企業の課題

③広域化

④その他

希望するテーマに○を記入ください。
（複数回答可）
【地方公共団体の方へ】
「④その他」での取扱いを希望される官
民連携の個別具体の相談事項があり
ましたら、ご記載ください。ワークショッ
プでの取扱いに方ついては個別にご
相談させていただきます。

【例】
・○○駅前の公有地にて、公共施設と商業施設を併設させた複合施設の設置を検討している。民間
事業者にとって魅力のある事業なのか、また、どうすれば魅力を感じてもらえるか、意見を聞きた
い。
・△△と××の包括的な委託を考えている。民間事業者にはどのようなノウハウや実績があるのか
知りたい。また、他の地方公共団体は包括的民間委託にどのように取り組んでいるのか、意見を聞
きたい。

ご提供いただく個人情報は、地方ブロックプラットフォームにおける情報共有の範囲内で使用いたします。
また、ご提供いただく個人情報は法令の規定により提供を行う場合を除き、ご本人様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。

