
１日目 ：平成２７年９月２９日（火）13:00～14:40（※12:30より受付開始）

２日目 ：平成２７年９月３０日（水）13:00～14:40（※12:30より受付開始）
※１日目、２日目ともに同一内容のプログラムを予定しています。

無料　　

※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

９月１８日（金）１７時必着

福岡市

メールアドレス：kpppc@k-uip.co.jp 

参 加 資 格

参   加   費

 ※金融機関、設計事務所、建設会社、ビル管理会社　等

「民間提案・発案制度改善の説明」【15分】
（平成26年度運用実績報告，水上公園事例紹介，制度改善点紹介）
　　　福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部大規模事業調整課長　稲田　容子

「PPPによる公園管理・運営に関する調査研究について」【30分】
　　　一般財団法人地方自治研究機構 調査研究部上席研究員　岡　裕 二

　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17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。

　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。

報告２

意見交換

報告１

  平成２７年度 第２回

 福岡PPP (Public Private Partnership)
 プラットフォームセミナー

（※敬称略）

日　　　時

プログラム案

会　　　場

定　　　員

株式会社　産学連携機構九州　

公園をテーマにした”民間提案・発案”のシミュレーション【55分】
　　下記①～③の公園をテーマに、当該公園の有効活用に関して意見交換を行うとともに、
　　民間提案・発案の流れを模擬的に体験する。
　

　　　＜　 テ ー マ　＞ ①香椎浜北公園
　　　　　　　 　　　　②室見川緑地・室見川河畔公園
　　　　　　　 　　　　③箱崎ふ頭記念公園
　　　＜公園概要説明＞ 福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課
　　　＜　  進　行 　＞ 九州PPPセンター

福岡ビル９階大ホール（福岡市中央区天神1丁目11番17号）

各日（１日目 、２日目 ）先着５０名

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

申 込 締 切

主　　　催

Tel：092-834-2388  Fax：092-834-2389　

申　込　先 「福岡PPPプラットフォーム：FP4」事務局

九州PPPセンター　田川、青木

　    主催

　    福岡市

※「九州PPPセンター・プラットフォーム連携セミナー」も同会議室となります。

 ※各社２名以内とさせていただきます。
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＜アクセスマップ＞ 

※今回のセミナー終了後、九州PPPセンター（㈱産学連携機構九州）主催による「九州PPPセンター・  

 プラットフォーム連携セミナー」が別途開催されます。（詳細は別紙案内をご参照ください。） 



　

※ 各日（１日目 、２日目 ）先着５０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：９月１８日（金）１７時必着

電話番号

〒

福岡市　　　　　　区

＜御参加者＞

１日目  9/29（火） ２日目  9/30（水）

　　　　　　　　　　　　　　　／

参加申込書

PPPプラット
フォーム
セミナー

（福岡市主催）

九州PPPセンター・
プラットフォーム
連携セミナー

（九州PPP
センター主催）

13:00～14:40 15:00～16:00

PPPプラット
フォーム
セミナー

（福岡市主催）

九州PPPセンター・
プラットフォーム
連携セミナー

（九州PPP
センター主催）

13:00～14:40 15:00～16:00

平成２７年度 第２回 福岡PPP (Public Private Partnership)
  プラットフォームセミナー

　　　　１日目：平成２７年９月２９日（火）13:00～14:40

会社名

本店所在地

　　　　２日目：平成２７年９月３０日（水）13:00～14:40

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

ご芳名

※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。 
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、会社名を掲載したリストとなります。） 

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 田川、青木 行 

※希望する出席回どちらかに○をつけて下さい。 

※本セミナー終了後、九州PPPセンター主催による   

  「九州PPPセンター・プラットフォーム連携セミナー」   

  （詳細は別途案内を参照）が開催されますが、 

  本申込書により併せて参加申込が可能です。 



○九州PPPセンター会員：無料

○福岡PPPプラットフォーム平成27年度第２回 セミナーの参加者：無料

○上記以外：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

９月１８日（金）１７時必着

株式会社　産学連携機構九州　九州PPPセンター

各日（１日目 、２日目）先着１００名

主　　　催

申　込　先

メールアドレス：kpppc@k-uip.co.jp 

申 込 締 切

 主催

　九州PPPセンター

   平成２７年度 第１回

  九州PPPセンター・
  プラットフォーム連携セミナー

なし（※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）

※福岡市主催「福岡PPPプラットフォームセミナー」の終了後に開催いたします。

※「福岡PPPプラットフォームセミナー」も同会議室となります。

２日目：平成２７年９月３０日（水）15:00～16:00（※14:30より受付開始）

※１日目、２日目ともに同一内容のプログラムを予定しています。

プログラム案

日　　　時 １日目：平成２７年９月２９日（火）15:00～16:00（※14:30より受付開始）

　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、PPP/PFIに関す
る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について、民間事業者の側面からさら
に深掘りしてPPP/PFI事業参画に役立つ情報の提供を図るものです。
　本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。

テーマ(仮) 講師等（※敬称略）

講演「都市の公園を活用した官民協働事業について」

　「海の中道海浜公園」（福岡）や　「宇治川太閤堤跡歴史公園」
（京都）、「奈良県浄化センター公園プール」（奈良）など、これま
で手掛けたPPP/PFIの事業経験をもとに、公園を活用した官民協働事
業について、その注意事項や活用のポテンシャルを探る。

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

PFIPPPマネジメント部
PPPマネジメント室
室長　高木　信吉

大和リース株式会社
取締役　常務執行役員
民間活力研究所担当

浮穴　浩一

講演「パブリックスペースのマネジメントを通じた地域
の活性化について」

　世界的観光拠点化に向けて大阪城公園及び公園施設の一体管理を行
う「大阪城公園パークマネジメント事業」（大阪）や商業施設の交流
スペースに地域社会・NPOと共に推進する地域交流の活動拠点として
設けた「まちづくりスポット（略称：まちスポ）」など、パブリック
スペースのマネジメントを通じて地域活性化を図る同社の取組みなど
を紹介します。

株式会社　産学連携機構九州　九州PPPセンター　田川、青木

Tel：092-834-2388  Fax：092-834-2389　

会　　　場

定　　　員

参 加 資 格

参   加   費

福岡ビル９階大ホール（福岡市中央区天神1丁目11番17号）

プログラム１
講演+質疑応答

【30分】

プログラム２
講演+質疑応答

【30分】

「九州PPPセンター・プラットフォーム連携セミナー」の開催前に、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別途ご提出ください。 



＜御参加者＞

※ 各日（１日目 、２日目）先着１００名

※ 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：９月１８日（金）１７時必着

 １日目：平成２７年９月２９日（火）15:00～16:00
 ２日目：平成２７年９月３０日（水）15:00～16:00

１日目
9/29(火)

15:00～16:00

２日目
9/30(水)

15:00～16:00

参加申込書

平成２７年度 第１回
九州PPPセンター・プラットフォーム連携セミナー

部署名/役職

ご芳名

〒

１．九州PPPセンター会員　　　　　２．その他

メールアドレス

所在地

会社名

電話番号

種別

部署名/役職

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

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 田川、青木 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。） 

※希望する出席日に○をつけて下さい。 

※なお、本セミナーの開催前に、福岡市主催による 

  「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、 

   同セミナーの参加申込書を別途ご提出ください。 
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