
 

 
 

       株式会社 百十四銀行  高松市亀井町５番地の１  TEL 087-831-0114（大代表） 

２０２２年 １月 ５日 

 

News Release

 

 

『第 5回かがわＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム～官民連携セミナー～』を開催 

～香川県内における官民連携の強化をめざします～ 

 

百十四銀行（頭取 綾田 裕次郎）は、香川県、高松市、日本政策投資銀行（代表取締役 渡辺 一）と    

連携して立ち上げた「かがわＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」の第 5 回企画として、官民連携セミ  

ナーを開催しますのでお知らせします。 

本件は、香川県内における官民双方の関係者が、ＰＰＰ／ＰＦＩに関する理解促進や機運醸成につなげる

ことを目的として開催するものです。 

当行は、今後も民間事業者の皆さま及び香川県内の地方公共団体関係者の皆さまと連携し、地域社会の課題

解決に取り組んでまいります。 

 

記 

 

※第5回かがわPPP/PFI地域プラットフォーム（サウンディング編）開催について（事前告知） 

・2022年2月中旬から3月にかけて、香川県内の地方公共団体の個別検討案件について、クローズ型サウンディングの開催を予定しております 

・対象案件の公表ならびにサウンディングに参加を希望する民間事業者の募集開始は、1月中旬を予定しており、別途公表いたします 

 

 

  

名  称 『第5回 かがわ PPP/PFI地域プラットフォーム』 

開催日時 2022年2月3日（木） 13：30～16：00 

開催場所 
現地とWEB（Zooｍ）の併用開催 

高松市役所 114会議室（定員50名・先着順、現地参加は 1団体原則2名まで） 

対 象 者 香川県内の地方公共団体の関係者、民間事業者 等 

申込方法 

参加申込書に必要事項を記載の上、当行地域創生部まで E-mailまたはFAXにて申込み 

詳細については、地域創生部 地域創生グループ 片山・大森（担当）まで 

お問い合せください。（電話 087-836-2985） 

申込〆切 2022年1月27日（木）17時 

内  容 

 

１．講演 

『公共施設を活用した民間事業』 
 株式会社長大 社会創生事業本部 まちづくり事業部 PPP推進部 水嶋 啓 氏 

 （内閣府 PPP/PFI専門家派遣講師・国土交通省 PPPサポーター） 
 

【活動実績（中心的な役割を担ったPPP/PFI事業等）】 

「岡崎市龍北総合運動場整備事業」における独立採算施設および提案施設の導入、 納入金の仕組み等の構築 

「那覇港総合物流センター運営事業」における行政財産貸付スキームの構築 他 

 

２．講演 

『民都機構の支援制度と事例紹介』 
一般財団法人 民間都市開発推進機構 プロジェクト推進役 廣瀬 哲也 氏 

 

３．質疑応答・講師との個別意見交換 
 

主催・後援 
主催：百十四銀行（代表事務局）、香川県、高松市、日本政策投資銀行 

後援：内閣府、国土交通省 



 

【ご参考】 

 

１．かがわＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム概要 

正式名称 かがわ PPP/PFI地域プラットフォーム 

代表構成員 株式会社百十四銀行（運営代表）、香川県、高松市、株式会社日本政策投資銀行 

設立年度 2020年度  ※2021年4月に内閣府・国土交通省より協定プラットフォームに認定 

 

２．活動実績 

・下記記載のセミナー（勉強会）ならびに官民対話を実施 

開催日 名称 概要 

2020年 

11月 11日 

PPP/PFI勉強会 主な内容 PPP/PFIの概要、地方公共団体からの先進事例の紹介  

講師 愛知県岡崎市、富山県富山市 他 

参加者 香川県内の地方公共団体の職員 

2021年 

1月 21日 

第 1回  

かがわ PPP/PFI 

地域プラットフォーム 

主な内容 地域における PPP/PFIの推進、地域企業の取組み 他 

講師 内閣府、公共 R不動産、酒部建設株式会社（愛知県）他 

参加者 香川県内の地方公共団体の職員、民間事業者 

2021年 

2月 19日 

第 2回 

かがわ PPP/PFI 

地域プラットフォーム 

主な内容 官民対話（サウンディング・オープン型）他 

案件 高松市都市公園における Park-PFI導入検討案件  

参加者 香川県内の地方公共団体の職員、民間事業者 

2021年 

7月 15日 

 

第 3回 

かがわ PPP/PFI 

地域プラットフォーム 

主な内容 鳥取市における FM推進と PPP（公民連携）の必然性 他 

講師 鳥取県鳥取市、株式会社日本政策投資銀行 

参加者 香川県内の地方公共団体の職員 

2021年 

10月 1日 

～10月 15日 

第 4回 

かがわ PPP/PFI 

地域プラットフォーム 

主な内容 クローズ型サウンディング 

案件 旧香川県立体育館、庵治太鼓の鼻オートキャンプ場 

高松中央公園、白鳥温泉 

参加者 香川県内の地方公共団体の職員、民間事業者 

2022年 

2月 3日 

（今回） 

第 5回 

かがわ PPP/PFI 

地域プラットフォーム 

（官民連携セミナー） 

主な内容 公共施設を活用した民間事業、民都機構の支援制度と事例 

講師 株式会社長大（内閣府派遣）、（一財）民間都市開発推進機構 

参加者 香川県内の地方公共団体の職員、民間事業者 

 

 

詳細は特設ページをご参照ください https://www.114bank.co.jp/ppp-kagawa/    

 

 

【PPP／PFI・FMとは】 

・PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）は、公民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム 

・PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）は、PPPの代表的な手法で、民間の資金やノウハウを活用

して行うスキーム 

・FM（ファシリティマネジメント）は、企業・団体等が保有又は使用する全施設資産などを経営戦略的視点から   

総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動 

 

以上 

 

https://www.114bank.co.jp/ppp-kagawa/
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【お問い合わせ先・参加申込先】 

株式会社百十四銀行 地域創生部 (担当: 大森) 

TEL: 087-836-2985 E-mail: koumu@114bank.co.jp 

第５回かがわPPP/PFI地域プラットフォーム 
 

官民連携セミナー開催のご案内 

かがわPPP/PFI地域プラットフォームでは、第５回の企画として香川県内の地方公共団体の関係者さま及び民間

事業者さまを対象にセミナーを開催します。香川県内における官民双方の関係者が、PPP/PFIに関する理解促進や

機運醸成につなげることを目的としています。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【かがわPPP/PFI地域プラットフォーム】 

 2021年1月に香川県内の地方公共団体の官民連携強化を目的に設立。 

 詳細は特設ページをご参照ください https://www.114bank.co.jp/ppp-kagawa/ 

 

 

【主催】 かがわPPP/PFI地域プラットフォーム 

（代表：百十四銀行、香川県、高松市、日本政策投資銀行） 

【後援】 内閣府、国土交通省  
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―未定稿― 

―開催プログラム― 

開催日  2022年2月3日（木）13時30分から16時00分

開催形式

 現地とWEB（Zoom）の併用開催

 高松市役所　114会議室（定員50名・先着順、現地参加は1団体原則２名まで）

 ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、直前で開催形式が変更となる場合がございます

参加対象  香川県内の地方公共団体の関係者、民間事業者　等

申込方法
 申込書に必要事項を記載の上、お問い合わせ先のE-mailまたはFAXにてお申し込みください

 ※ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください

申込〆切  2022年1月27日（木）17時

13時35分

~

14時45分

 『公共施設を活用した民間事業』

　株式会社長大 社会創生事業本部 まちづくり事業部 PPP推進部　水嶋 啓 氏

　（内閣府PPP/PFI 専門家派遣講師・国土交通省PPPサポーター）

  【活動実績（中心的な役割を担ったPPP/PFI事業等）】

    ・「岡崎市龍北総合運動場整備事業」における独立採算施設および提案施設の導入、 納入金の仕組み等の構築

    ・「那覇港総合物流センター運営事業」における行政財産貸付スキームの構築　他

14時55分

~

15時30分

　『民都機構の支援制度と事例紹介 』

　   一般財団法人 民間都市開発推進機構　プロジェクト推進役 廣瀬 哲也 氏

15時30分

~

16時00分

　質疑応答・講師との個別意見交換

https://www.114bank.co.jp/ppp-kagawa/
https://www.114bank.co.jp/ppp-kagawa/
https://www.114bank.co.jp/ppp-kagawa/
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E-mail: koumu@114bank.co.jp 

FAX送信先：087-813-1417 
 

百十四銀行 地域創生部（担当：大森） 宛 
 

「第５回かがわPPP/PFI 地域プラットフォーム（官民連携セミナー編）」 

 

参加申込書 

【社名・団体情報及び個人情報の取り扱いについて】 

 本申込書にご記載いただく社名・団体情報及び個人情報については、かがわPPP/PFI地域プラットフォームへ併せて登録させていただきます。今回の地域プラットフォームに関するご連絡・運営、

および今後開催する地域プラットフォームのご案内に使用し、ご本人の承諾がない限り、その他目的以外の使用、並びに運営者以外の第三者へ提供することはありません。 

2 

 

「第５回かがわPPP/PFI 地域プラットフォーム（サウンディング編） 

開催の事前告知について 

かがわPPP/PFI地域プラットフォームでは、2022年2月中旬から3月にかけて、香川県内の地方公共団体の個別検討 

案件について、クローズ型サウンディングの開催を予定しています。 

 

対象案件の公表、ならびにサウンディングに参加を希望する民間事業者の募集開始は1月中旬を予定しており、別途 

公表いたします。 

 

 

団体・事業者名

住所

参加者名 部署・役職 連絡先番号
参加方法

（該当するものに〇）
E-mail（必須）

連絡

窓口

現地・WEB

現地・WEB

現地・WEB

現地・WEB

※事務局からのご連絡の手段として、必ずE-mailの記載をお願いします

※事務局からの連絡窓口の参加者の方に「〇」をご記載ください

※現地参加は先着順のため、定員超過の際はお断りさせていただく場合がございます


