
 

平成３０年度第２回 

「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」の開催について 

 

本市では、官民連携を更に推進するため、本市、民間事業者や団体、大学、金融機

関等の皆様が集まり、公共施設等の整備・運営等に係るＰＰＰ／ＰＦＩ*1 に関するノ

ウハウの習得や情報の共有、異業種間ネットワークの構築を図り、具体案件を形成し

ていくための取組を行う場として、「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」
*２を設置しています。 

 この度、第２回プラットフォームとして、実務担当者向けのセミナーと具体案件に

関する官民対話（サウンディング）を実施しますので、お知らせします。 

 
１ 日時・会場 

  平成３１年２月２８日（木）１４：００～１７：００（受付開始１３：３０） 

  相模原市民会館 ３階 第１大会議室（相模原市中央区中央 3-13-15） 

２ 対象 

相模原市における公共施設等の整備・運営等に関するＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関心 
をお持ちの民間企業・団体、金融機関、大学などの皆様 

３ 定員 

  １２０名（申込順）（※１団体２名まで） 

４ 参加費 

  無料 
５ 内容 ※講師・プログラムは、変更になる場合があります。 

テーマ 講 師 ／ 担 当 
１.「地域金融機関のＰＰＰ／ＰＦＩの取

組みとプロジェクトファイナンスにつ

いて」 

株式会社横浜銀行 地域戦略部 
調査役 片沼 迪太郎 氏 

２.「地域企業としてのＰＰＰ／ＰＦＩへ

の取組」 

馬淵建設株式会社 建設事業本部 

執行役員 営業副本部長 兼ＰＰＰ等推

進統轄 野部 幸男 氏 

３.「合流式下水道区域の分流化事業」に

について【官民対話】 
相模原市 都市建設局 下水道部  

下水道経営課・下水道整備課 

４.「2020東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会」に向けた相模原市の取

組 

相模原市 企画財政局 企画部 
オリンピック・パラリンピック推進課 

 

６ 申込み 

  参加申込みは、「参加申込書」にて２月２２日（金）までＥメールで受け付けて

平成３１年２月４日 

相 模 原 市 発 表 資 料 



います。   
参加申込書は、市ホームページ＞市政情報＞市政運営＞相模原市ＰＰＰ/ＰＦＩ

地域プラットフォーム に掲載しています。 

   
＊１ ＰＰＰ…Public Private Partnership の略。 

公共施設等の設計・建設、維持管理、運営を行政と民間が連携して行い、サービスの

向上と効率化を図る手法。民間委託、指定管理者制度、ＰＦＩ、公設民営（ＤＢＯ）方

式などがある。 
ＰＦＩ…Private Finance Initiative の略。 

従来は行政が実施してきた公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営について、「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（ＰＦＩ法）に基づき、

民間の資金とノウハウを活用し、一括して民間が行うことで、効率的かつ効果的な公共

サービスの提供を図る手法。 

行政は、毎年、建設費を事業期間で按分した額と、施設の維持管理費・運営費等が一

体となったサービス料を民間事業者に支払う。 

 

＊２ 相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム 

相模原市域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ事業を推進するため、民間事業者・団体、相模原

市、大学、金融機関などが一同に集い、公共施設等の整備・運営等に係るＰＰＰ／ＰＦ

Ｉに関するセミナーを通じた事例研究、ノウハウ習得、官民対話による情報共有などに

より、異業種間のネットワークづくりを進め、具体の案件形成を目指した取組を継続的

に行う場で、平成 30年 9 月に設置した。 

市ホームページ：http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seido/1012963.html 
 
 
 お問い合わせ先 

担当：経営監理課 

042-769-9240（直通） 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seido/1012963.html


平成３０年度 第２回

「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」を開催します

プ ロ グ ラ ム （ 予 定 ）

１.「地域金融機関のPPP／PFIの取組みとプロジェクトファイナンスについて」
講師：株式会社横浜銀行 地域戦略部 調査役 片沼 迪太郎 氏

２.「地域企業としてのPPP／PFIへの取組」
講師：馬淵建設株式会社 建設事業本部 執行役員 営業副本部長 兼 PPP等推進統轄

野部 幸男 氏

３.「合流式下水道区域の分流化事業」について【官民対話（サウンディング）】
担当：相模原市 都市建設局 下水道部 下水道経営課・下水道整備課

４.「2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会」に向けた相模原市の取組
担当：相模原市 企画財政局 企画部 オリンピック・パラリンピック推進課

相模原教育会館 ３階 大会議室（１）

主催 ： 相模原市
協力 ： 相模原商工会議所
【お問い合わせ】
相模原市 企画財政局 企画部 経営監理課（担当：多田、手塚）
TEL: 042-769-9240 Eメール：keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp

市ホームページ：http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seido/1012963.html

日 時 平成３１年２月２８日（木）14：00～1７：０0 （受付開始13：30）

会 場 相模原市民会館 ３階 第１大会議室（相模原市中央区中央3-13-15）

対 象
相模原市における公共施設等の整備・運営等に関するＰＰＰ／ＰＦＩ事業に
関心をお持ちの民間企業・団体、金融機関、大学などの皆様

定 員 １２０名（※申込先着順、１団体２名まで）

参 加 費 無料

申 込 方 法
別添「参加申込書」にて、Eメールで以下へお申し込みください。
keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp 【相模原市経営監理課あて】

申 込 締 切 ２月２２日（金）

相模原市では、官民連携を更に推進するため、民間事業者や団体、大学、金融機関等の皆様と行政が
集まり、公共施設等の整備・運営等に係るＰＰＰ／ＰＦＩに関するノウハウの習得や情報の共有、異
業種間ネットワークの構築を図り、具体案件を形成していくための取組を行う場として、平成30年9
月に「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」を設置しました。

この度、第２回プラットフォームとして、実務担当者向けのセミナーと具体案件に関する官民対話
（サウンディング）を実施しますので、ぜひご参加くださるようお願い申し上げます。

事前
申込制

※講師・内容は、変更になる場合があります。

mailto:keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seido/1012963.html
mailto:keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp


【会場】
相模原市民会館 ３階 第１大会議室
住 所 相模原市中央区中央３－１３－１５
電話番号 042-752-4710

【交通アクセス】
JR横浜線「相模原」駅 南口から
○徒歩で20分
○神奈川中央交通バス利用（乗車時間10分）「市民会館前」下車すぐ

○神奈川中央交通バス利用（乗車時間10分）「市役所前」下車徒歩1分

小田急線「相模大野」駅 北口から
○神奈川中央交通バス利用（乗車時間40分）「市民会館前」下車すぐ

○神奈川中央交通バス利用（乗車時間40分）「市役所前」下車徒歩1分

会 場 案 内

のりば 系統 行先（終点）
1番 相05 相模大野駅
6番 相12 上溝

のりば 系統 行先（終点）

2番
相25・29 相模大野駅
相21 小田急相模原駅
相27 相武台前駅

のりば 系統 行先（終点）
2番 相05 相模原駅南口

のりば 系統 行先（終点）
1番 相25 相模原駅南口

公共交通機関でお越しいただきますよう、
ご協力をお願いいたします。

お車でお越しの場合は、市役所周辺駐車
場をご利用ください。（有料）

【会場】

バス停「市民会館前」

バス停「市役所前」



申込締切：２月２２日（金） 

＜必要事項をご記入の上、Ｅメールで下記へお申し込みください。＞ 

 
 
１.参加者の情報をご記入ください。（※１団体２名まで） 

企業・団体名 
 

住所 
 

電話 
 

E-mail 
 

フリガナ 

参加者氏名① 
 

所属 
 

 
役職 

 

フリガナ 

参加者氏名② 
 

所属 
 

 
役職 

 
 

２. 当日配布予定の「参加団体
．．．．．

名簿
．．

」に情報の掲載を希望されない場合
．．．．．．．．．．．．．．．．

は、〇を

ご記入ください。 

希望しない  

 

 

【お申込先】相模原市 企画財政局 企画部 経営監理課（担当：多田、手塚） 

E メール：keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp 

電  話：042-769-9240  

 

 

【企業情報及び個人情報の取り扱いについて】 

本申込書に記載いただく企業情報及び個人情報については、相模原市の「PPP/PFI 地域プラットフォー

ム」の運営並びに「サウンディング型市場調査」等のご案内に使用し、ご本人の承諾がない限りその他目

的以外の使用並びに主催者以外の第三者へ提供することはありません。 

【２/２８（木）】 平成３０年度第２回 

「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」 参加申込書 

mailto:keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp

