
　１．全体セミナー

天神ビル11階　10号会議室（福岡市中央区天神2-12-1）（※前回の会場とは異なります。）

　２．個別対話 　《実施方針等策定に向けた市場調査の一環とした、対話テーマを設定した意見交換》

拠点体育館整備事業

「全体セミナー」も「個別対話」も参加費は無料です。

別紙「参加申込書」をご記入のうえ、FAXまたはメールにてお申し込みください。

九州PPPセンター　吉村、三宅

Tel：092-834-2388  Fax：092-834-2389　メールアドレス：kpppc@k-uip.co.jp 

（設計事務所、建設会社、ビル管理会社等）

申込締切 ７月２４日（木）１７時必着

（申 込 先） 「福岡PPPプラットフォーム：FP4」事務局　株式会社　産学連携機構九州

定　　　員 先着１５社 ※1社あたり2名以内

会　　　場 天神ビル11階　1号会議室（福岡市中央区天神2-12-1）

参加資格 福岡市内に本店を置く体育館整備事業への参画が見込まれる企業

（金融機関、設計事務所、建設会社、ビル管理会社等）

申込締切 ７月31日（木）１７時必着

テ ー マ 

日　　　時 平成26年８月８日（金）　（※時間帯については対話申込者に個別に連絡）

参加資格 福岡市内に本店を置く公共建築物の整備･運営に関連する企業

福岡PPP （Public Private Partnership） プラットフォーム
平成２６年度　第２回セミナー（福岡市主催）

　福岡市では、高度経済成長期及び政令市移行時期に集中的に整備された市民の暮らしや都市の成長に必要な公共建築物
の改修や整備を進めるにあたっては、官と民が協力し、民間企業の経営ノウハウや技術力、資金を活かす官民協働（PPP）の
事業手法を活用することにより、良質な公共サービスの提供と市の財政負担の軽減を図るPPPへの取り組みを進めています。

　この取り組みを進めるにあたり、建設業や金融業など公共建築物の整備･運営に関連する地場企業が連携し、PPPに事業参
画していただくことを通じて地域経済の活性化を進めるため、本プラットフォームを平成23年度に立ち上げ、これまでに計13回
にわたり、地場企業の方々にPPPの事業ノウハウを習得していただくためのセミナーを開催して参りました。

　前回に引き続き、本年度第２回目のセミナーを開催いたしますが、今回のセミナーから個別の事業に関する福岡市側
との個別対話を実施することとしております。開催概要についてご案内いたしますので、皆様、奮ってご参加ください。

　なお、今回の全体セミナー終了後には、九州PPPセンター（㈱産学連携機構九州）主催による「九州PPPセミナー」（有料）が別
途開催される予定です。

プログラム案

報告１
「拠点体育館整備事業について」
　　　　　　福岡市市民局スポーツ推進部スポーツ振興課長
　　　　　　みずほ総合研究所㈱社会・公共アドバイザリー部

報告２
「PPPロングリスト、ショートリストからの事業紹介②」
　　　　　　福岡市財政局アセットマネジメント推進部長

日　　　時 平成26年８月７日（木）　13:30～15:00（※13:00より受付開始）

会　　　場

定　　　員 先着１５０名 ※1社あたり2名以内

　《従来より実施している座学形式のセミナー》

「個別対話」については「全体セミナー」とは別に「事前申込」が必要となりますのでご注意ください。
個別対話は、１社ごとに30分を上限として福岡市側と意見交換を行うことを想定しています。詳細は別添「参加申込書②（個

別対話）」をご参照ください。なお、申込状況等によっては、実施方法が変更となる場合もありますので、予めご了承ください。
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■御参加者

※ 定員先着１５０名（各社２名以内）

※ 定員に達し、ご参加頂けない場合に限り、事務局よりメールにてご連絡いたします

※ 申込締切：７月３１日（木）１７時必着

PPPプラットフォームセミナー
（福岡市主催）　無料

九州PPPセミナー
（九州PPPセンター主催）　有料

部署名/役職 　　　　　　　　　　　　　　　／
※参加→○　不参加→× ※参加→○　不参加→×

ご芳名

メールアドレス

部署名/役職 　　　　　　　　　　　　　　　／
※参加→○　不参加→× ※参加→○　不参加→×

ご芳名

メールアドレス

PPPプラットフォームセミナー
（福岡市主催）　無料

九州PPPセミナー
（九州PPPセンター主催）　有料

参加申込書①（全体セミナー）
８／７（木）開催分

会社名

本店所在地
〒

福岡市　　　　　　区

電話番号

ＦＡＸ送信先 【Fax 092-834-2389】

メール送信先 【kpppc@k-uip.co.jp】

㈱産学連携機構九州 九州PPPセンター 吉村、三宅 行

※過去のセミナーの来場者会場アンケートにおいては、参加会社名リスト配布の希望を多数頂きま

した。今年度のセミナーでも、「セミナー参加申込み会社名リスト」を配布いたします。

予めご了承のうえ、お申込みください。

（個人名ではなく、会社名を掲載したリストとなります。）



■御参加者

■個別対話の実施方法

１．目的

２．市として特にご意見をいただきたい項目・事項

１）事業範囲について（維持管理・運営業務内容について）

２）事業者による自由提案について（施設整備や運営などに関しての民間アイデア活用の可能性）

３）事業スキームについて（SPCの構成や利用料金収入の取り扱いなど）

４）リスク分担について（官民間の適正なリスクの負担のあり方）

３．手続きの流れ

１）本申込者による申込み（7/11〜7/24）
申込みは１社あたり２名までとします。

２）個別対話事前資料の受け取り（申込み後２営業日内）
申込み後に福岡PPPプラットフォーム事務局から事前資料が送付されます。

３）質問シートの提出（7/25）

４）個別対話の日程等の通知（7/31）
申込者へ個別対話の集合時間及び場所が通知されます。

５）個別対話の実施（8/8）

※ 定員先着15社（各社２名以内）、申込締切は７月24日（木）17時必着とします。
※ 個別対話への参加企業名は公表いたしますが、意見交換の具体的内容は公表しません。

　福岡市が進める個別のPPP/PFI事業について、地場企業の方々に直接ご意見やご提案をいただく機会
を設けることで、当該事業の熟度を高めることを目的とします。（個別対話の参加者に、当該事業に係る
特別な情報提供を行うものではありません。）

事前資料と同時に送付される質問シートに個別対話で意見交換したい内容
を記載し提出します。

１社ごとに制限時間30分で福岡市側と意見交換を行います。意見交換は事
前に提出された「質問シート」を基に進行します。

メールアドレス

ご芳名

参加申込書②（個別対話）
８／８（金）開催分

会社名

本店所在地
〒

福岡市　　　　　　区

電話番号

部署名/役職 　　　　　　　　　　　　　　　／ 　　　　　　　　　　　　　　　／

ＦＡＸ送信先 【Fax 092-834-2389】

メール送信先 【kpppc@k-uip.co.jp】

㈱産学連携機構九州 九州PPPセンター 吉村、三宅 行

申込者 福岡市申込書

申込者 福岡市事前資料

申込者 福岡市質問シート

申込者 福岡市日程等通知

個別対話の実施



プログラム２

プログラム３

九州PPPセンター会員：無料、それ以外：5,000円

※別紙「参加申込書」をご記入のうえ、FAXまたはメールにてお申し込みください

７月31日（木）17時必着

九州PPPセンター

株式会社　産学連携機構九州　

九州PPPセンター　吉村、三宅

Tel：092-834-2388  Fax：092-834-2389　

テーマ 講師等

㈱産学連携機構九州
九州PPPセンター
シニアマネージャー　橘　義博

グループセッション「体育館PFIを考える」

　体育館PFIへの事業参画というテーマを通して、異なる業種とダイレクト
に意見交換することで、コンソーシアム組成のイメージを持つことを目的と
します。

㈱産学連携機構九州
九州PPPセンター
マネージャー　吉村　茂

㈱長大
PPP開発部
部長　小林　章三

講演「体育館PFI～地場にできることできないこと～」

　事業規模が大きいため事業参画のイメージがつかみ難い体育館PFIについ
て、個々の業務を洗い出し事業全体の理解を深めるとともに、その中でも地
場企業にできることできないことを色分けすることで地場企業が事業参画を
検討する際の材料となることを目的とします。

交流会

　PFI事業参画の基礎となる異業種ネットワーク構築のきっかけとして、参
加者による意見交換、名刺交換の場を提供いたします。

㈱産学連携機構九州
九州PPPセンター
マネージャー　吉村　茂

　第２回

　九州PPPセミナー
　主催

　九州PPPセンター

※福岡市内に本店を置かない企業や、官公庁も参加できます

平成26年８月７日（木）　15:30～17:00（※15:00より受付開始）

天神ビル11階　11号会議室（福岡市中央区天神2-12-1）

先着６０名（各団体2名以内） 

なし

※「福岡PPPプラットフォームセミナー」終了後、引き続き開催いたします

プログラム案

会　　　場

定　　　員

参加資格

日　　　時

　九州PPPセンターでは、福岡市が主催する福岡PPPプラットフォームセミナーとタイアップして、今年度より九州PPP
セミナーを開催しています。
　このセミナーでは、福岡PPPプラットフォームセミナーで取り上げたテーマをさらに深掘りしてPPP/PFI事業参画に役
立つ情報の提供を行ってまいります。
　また、セミナーの中では、参加者による交流の時間を設けておりますので、PPP/PFI事業への参画に向けた業種を超え
たネットワークの形成に役立てていただけると幸いです。

　本年度第２回目のセミナーの開催につきまして、以下のとおりご案内いたしますので、皆様、奮ってご参加ください。

※「福岡PPPプラットフォームセミナー」と同じ会場となります

プログラム１

参 加 費

申込締切

主　　　催

申　込　先

メールアドレス：kpppc@k-uip.co.jp 

「九州PPPセミナー」の開催に

先立ち、同会場で福岡市主催の

「福岡PPPプラットフォームセ

ミナー」が開催されます。

「福岡PPPプラットフォームセ

ミナー」にもご参加の方は、お

手数ですが、同セミナーの参加

申込書をご提出ください。



御参加者

※ 定員先着６０名（各団体２名以内）

※ 定員に達し、ご参加頂けない場合に限り、事務局よりメールにてご連絡いたします

※ 申込締切：７月３１日（木）１７時必着

〒

ご芳名

メールアドレス

部署名/役職

ご芳名

メールアドレス

部署名/役職

種別

参加申込書

平成２６年度　九州PPPセミナー

第２回セミナー　８／７（木）

会社名

所在地

１．九州PPPセンター会員　　　　　２．その他

電話番号

ＦＡＸ送信先 【Fax 092-834-2389】

メール送信先 【kpppc@k-uip.co.jp】

㈱産学連携機構九州 九州PPPセンター 吉村、三宅 行

※本セミナー会場では「セミナー参加申込み団体名リスト」を配布する予定です。あらかじめご了承のうえ、お申込

みください。（個人名ではなく、団体名を掲載したリストとなります。）
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