
令和元年 10 月 24 日 

 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

代表取締役社長 野崎 秀則 

 

PPP/PFI 公民連携セミナー 

 

「これからのインフラ・道路における官民連携について」を開催 

【福岡会場】 

 

株式会社オリエンタルコンサルタンツは、国土交通省が公募した「PPP 協定パートナー」として、イ

ンフラ・道路における国の官民連携事業の推進をより一層推し進めるため、2019年度は全国各地で 4回

のセミナーを開催いたします。 

本年度 2回目となる今回の開催は、以下のとおり福岡県福岡市にて開催いたします。 

厳しい財政状況の中、民間の資金や知恵を活用し、真に必要な社会資本の整備・維持管理・更新を行

う取組が全国各地で実施されています。様々な公共施設は、ストックの老朽化・魅力の低下、空間及び

施設の有効活用等の課題を抱えています。また、地方公共団体においては、財政面・人材面等の制約か

ら新規整備や適切な維持管理・更新がままならない状況にあります。 

こうした状況を打開するため、国は、官民連携による様々な事業を推進しています。 

今回のセミナーでは、公共施設としてのインフラ・道路を軸に最新の官民連携事業の動向や事業手法

を活用して実績を上げている自治体・民間企業の事例等を自治体職員及び民間事業者の皆様に情報提供

し、民間活力を最大限活用して、地域の再生・活性化を推進し、魅力的なまちづくりの実現に寄与する

ことを目指しています。 

多くの自治体関係者及び民間事業者の参加をお待ちしています。 

 

福岡会場           

◎日時：令和元年 11月 29日（金） 

10時 45分～16時 45分（受付開始：10時 00分） 

 

◎会場：リファレンス駅東ビル貸会議室（会議室 V-1） 

（福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-14 5F） 

 

◎アクセス：JR博多駅筑紫口 徒歩 4分 

 

◎プログラム 

１）開会 主催者挨拶（㈱オリエンタルコンサルタンツ  

執行役員 九州支社長 兼 沖縄支社長 薮内 一彦） 

２）基調講演 

講演 『インフラ分野における PPP/PFIの推進の取組』 

国土交通省総合政策局社会資本整備政策課 政策企画官 上森 康幹 氏 



３）事例紹介 

●『愛知県有料道路運営等事業における官民連携の取組』 

愛知道路コンセッション株式会社 代表取締役社長 柘植 浩史 氏 

●『観光自動車道の現状と課題、事例紹介』 

一般社団法人日本観光自動車道協会 代表理事 中川 均 氏 

●『地域が稼ぐ道の駅～道の駅うきはの事例から～』 

ランドブレイン株式会社 執行役員 福岡事務所長 堀口 悟 氏 

●『米国道路 PPP』 

株式会社アイ・エス・エスグループ本社 代表取締役 中村 裕司 氏 

●『PPP/PFI事業を支えるアセットマネジメント』 

株式会社ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 道路整備・保全事業部 副事業部長 猪爪 一良 氏 

 

４）質疑応答・意見交換・個別相談 

 

◎対象者 自治体職員及び民間企業 

◎定員  120 名（※自治体関係者を優先させていただきます） 

◎参加費 無料 

◎申込方法・申込期限 

１）申し込み方法 

メールまたは FAX にてお送りください。 

メールの方は、メール本文に参加希望者の①氏名②所属③役職④電話番号⑤emailをご記入く

ださい。 

FAXの方は、チラシの申し込み用紙をご利用ください。 

・メール：seminar_info@oriconsul.com  

・FAX ：03-6311-8054 （社会・地域イノベーション推進室） 

福岡会場チラシ 

２）申し込み期限 

令和元年 11月 22日（金） 

※ただし、定員に達した場合はその時点で申し込みを締め切る場合もございます。 

 

◎主催  国土交通省 PPP 協定パートナー 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

◎後援  国土交通省 

◎お問合せ/事務局 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 九州支社 事業企画部 

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-8 住友生命博多ビル 

電話 092-411-6209（直） 

メールアドレス seminar_info@oriconsul.com 

 

 

  

＜本資料に関するお問い合わせ先＞  

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

TEL: 03-6311-7551 FAX: 03-6311-8011 

URL:https://www.oriconsul.com/ 

統括本部 宮内、丸山 

 

 

 

mailto:seminar_info@oriconsul.com
https://www.oriconsul.com/files/news/PPP_Flyer_201911_Fukuoka.pdf
mailto:seminar_info@oriconsul.com


令和元年 10 月 24 日 

 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

代表取締役社長 野崎 秀則 

 

PPP/PFI 公民連携セミナー 

 

「公民連携による公園づくりから始まるまちづくり」を開催 

【広島会場】 

 

株式会社オリエンタルコンサルタンツは、国土交通省が公募した「PPP 協定パートナー」として、公

園における国の官民連携事業の推進をより一層推し進めるため、2019年度は全国各地で 4回のセミナー

を開催いたします。 

本年度 3回目となる今回の開催は、以下のとおり広島県広島市にて開催いたします。 

厳しい財政状況の中、民間の資金や知恵を活用し、真に必要な社会資本の整備・維持管理・更新を行

う取組が全国各地で実施されています。様々な公共施設は、ストックの老朽化・魅力の低下、空間及び

施設の有効活用等の課題を抱えています。また、地方公共団体においては、財政面・人材面等の制約か

ら新規整備や適切な維持管理・更新がままならない状況にあります。 

こうした状況を打開するため、国は、官民連携による様々な事業を推進しています。 

今回のセミナーでは、公共施設としての公園を軸に最新の官民連携事業の動向や事業手法を活用して

実績を上げている自治体・民間企業の事例等を自治体職員及び民間事業者の皆様に情報提供し、民間活

力を最大限活用して、地域の再生・活性化を推進し、魅力的なまちづくりの実現に寄与することを目指

しています。 

多くの自治体関係者及び民間事業者の参加をお待ちしています。 

 

広島会場           

◎日時：令和元年 12月 6日（金） 

10時 25分～16時 45分（受付開始：9時 30分） 

 

◎会場：ひろしまハイビル 21 17階会議室（住所：広島市中区銀山町 3－1） 

 

◎アクセス：JR 広島駅からバス、市内電車で約 5分 銀山町下車 

 

◎プログラム 

１）開会 主催者挨拶（㈱オリエンタルコンサルタンツ 中国支社長 長棟良紀） 

 

２）基調講演 

講演 『人口減少時代の財政健全化のヒント 都市公園を稼ぐ施設に転換する方法』 

大和エナジー・インフラ株式会社 投資事業第三部 副部長 鈴木 文彦 氏 

 



３）事例紹介 

●『大阪城公園におけるパークマネジメントの取組み』 

大阪城パークマネジメント株式会社 取締役 施設総務部長 米田 巳智泰 氏 

●『豊洲ふ頭内公園の指定管理および Park-PFIの取組み』 

物林株式会社 パークマネジメント事業部 部長 室橋 智 氏 

●『地域を活性化するためのあそび場の役割』 

株式会社ボーネルンド 常務取締役 営業統括本部長 池上 貴久 氏 

●『公園を核とした地域活性化の取組み』 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 地域活性化推進部 部長 川本 卓史 氏 

 

４）質疑応答・意見交換・個別相談 

 

◎対象者 自治体職員及び民間企業 

◎定員  100 名（※自治体関係者を優先させていただきます） 

◎参加費 無料 

◎申込方法・申込期限 

１）申し込み方法 

メールまたは FAX にてお送りください。 

メールの方は、メール本文に参加希望者の①氏名②所属③役職④電話番号⑤email、メールタ

イトルに【12/6 公民連携セミナー広島会場】とご記入ください。 

FAXの方は、チラシの申し込み用紙をご利用ください。 

・メール：seminar_info@oriconsul.com ・FAX ：082-223-0005 （中国支社） 

広島会場チラシ 

２）申し込み期限 

令和元年 12月 2日（月） 

※ただし、定員に達した場合はその時点で申し込みを締め切る場合もございます。 

 

◎主催  国土交通省 PPP 協定パートナー 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

◎協賛  株式会社広島銀行 

◎後援  国土交通省 

◎お問合せ/事務局 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ中国支社  公民連携セミナー担当 

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 5-7 広島 KSビル 

電話 082-223-0030（直） 

メールアドレス seminar_info@oriconsul.com 

 

 

 

 

 

＜本資料に関するお問い合わせ先＞  

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

TEL: 03-6311-7551 FAX: 03-6311-8011 

URL:https://www.oriconsul.com/ 

統括本部 宮内、丸山 
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