
 

 令和元年度第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、公民連携をさらに推進するため、本市、民間企業や団体、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を設置しております。 

 この度、令和元年度第２回プラットフォームとして、相模原市からの情報提供とテ

ーマ別交流会を実施いたします。 

 
 
１ 日時・会場 

  令和２年２月１０日（月）１４：００～１６：３０（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 

  １００名（※申込順、１団体２名まで） 

４ 参加費 

  無料 

５ 内容 ※登壇者・プログラムは、変更になる場合があります。 

 

開催挨拶      相模原市長 本村 賢太郎  

 

【第１部】 

テーマ 登壇者 ／ 担 当 

公民連携における相模原市の考え方と方向性 相模原市副市長 森 多可示 

情報提供①：新斎場について 相模原市 

情報提供②：長寿命化計画リストについて 相模原市 

 

 

 

 

 

令和２年１月１７日 

相 模 原 市 発 表 資 料 



【第２部】 

  テーマ別交流会（テーマ別に各テーブルに分かれて意見交換を実施） 

① 新斎場：（仮称）新斎場整備事業について 

② 市営斎場：大規模改修等について 

③ 北市民健康文化センター：大規模改修事業等について 

④ 公園・緑地：公園の活用について（大規模公園のソフト展開） 

⑤ アートラボはしもと：再整備事業について 

⑥ 公立小中学校及び市営住宅：長寿命化改修等について 

 

６ 申込み 

別添の「参加申込書」にて、１月３１日（金）までＥメールで受け付けます。 

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、民間企業・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／ＰＦＩ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


令和元年度第２回
相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム

日 時 令和２年２月１０日（月） 14：00～１６：３０
（受付開始13：30）

会 場 相模原市民会館 ３階 第１大会議室

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 １００名（※申込先着順、1団体2名様まで）

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】

参加費無料
１月３１日
申込締切

相模原市では、公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、令和元年度第２回相模原市ＰＰＰ/ＰＦＩ地域プラットフォームとして、

セミナーと具体的案件についてのテーマ別交流会を実施します。ぜひご参加くだ
さるようお願い申し上げます。

市内外の民間企業・団体、金融機関、大学等の皆様向け

mailto:keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp


会場案内
【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

※ご来場に当たっては、公共交通機関
でお越しいただきますよう、ご協力お願
いいたします。

※お車でのお越しの場合は、市役所
周辺の駐車場をご利用ください。
（有料）

開 催 挨 拶 相模原市長 本村 賢太郎

【第1部】
１. 公民連携における相模原市の考え方と方向性

相模原市副市長 森 多可示
２. 相模原市からの情報提供
① 新斎場について
② 長寿命化計画リストについて

【第2部】
テーマ別交流会（テーマ別に各テーブルに分かれて意見交換を行います）

＜テーマ＞

① 新斎場：（仮称）新斎場整備事業について

② 市営斎場：大規模改修等について

③ 北市民健康文化センター：大規模改修事業等について

④ 公園・緑地：公園の活用について（大規模公園のソフト展開）

⑤ アートラボはしもと：再整備事業について

⑥ 公立小中学校及び市営住宅：長寿命化改修等について

プログラム（予定） ※登壇者・内容は変更になる場合があります。

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
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

【会場】

バス停「市民会館前」

バス停「市役所前」

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


申込期限：１月３１日（金） 

 

※お申込みは１団体２名様までとさせていただきます。１団体２名様でのお申込みの場合

は、恐れ入りますがお一人様 1 枚にご記入いただき、団体ごとに参加申込書を取りまとめ
．．．．．

の上、Ｅメールでご送付ください。 

※お手数ですが、Ｅメール送付時のタイトルは、「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフ

ォーム申込」としてください。 

 

１．ご参加者様の情報をご記入ください。 

① 団体名  ② 業種  

③ 住所  

④ 電話  

⑤ E-mail  

⑥ 所属  ⑦ 役職  

⑧ 
フリガナ  

氏名  

 

２．当日配付する「参加者名簿」に上記①～⑧の情報掲載を希望されない
．．．．．．

場合は、希望

しない項目の番号をご記入ください。 

希望しない
．．．．．

項目  

 

３．以下のいずれかにマルを付けてください。 

第１部・第２部の両方に参加  

第１部のみ参加  

第２部のみ参加  

 

４．第２部のテーマ別交流会において、参加ご希望のテーマの番号
．．

を第３希望までご記 

入ください。なお、必ずしもご希望に添えない場合がございます。予めご了承くだ 

さい。 

第１希望  第２希望  第３希望  

 

【２/１０（月）】 令和元年度第２回 

「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」 参加申込書 



申込期限：１月３１日（金） 

 

【お申込先】相模原市 企画財政局 企画部 経営監理課（担当：手塚、石澤） 

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」の運営及び「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。 

mailto:keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp


№ 施設名・テーマ等 対話内容等 担当部署・連絡先

① 新斎場

現在、事業手法を含め、施設整備に係る基本計画の検討に着手し
たところであり、将来を見据え、効率的・効果的な施設整備及び
維持管理等の運営などに関する意見をいただきたい。

市民局区政支援課
E-mail：
kuseishien@city.sagamihara.kanagawa.jp
TEL：042-769-9814

② 市営斎場

新斎場の供用開始後に平成４年竣工の市営斎場の大規模改修を想
定しており、今後具体的な検討を始める予定。行財政運営が厳し
い状況の中、民間活力を生かした大規模改修の工夫等に関する意
見をいただきたい。

市民局区政支援課
E-mail：
kuseishien@city.sagamihara.kanagawa.jp
TEL：042-769-9814

③
北市民健康文化
センター

清掃工場の余熱を利用した温水プールや会議室等から構成される
複合施設であり、平成11年に開所。
施設の老朽化が進み大規模改修が必要であり、民間のスキル等を
生かした設計、建設、運営等に向けた意見交換や提案をいただき
たい。

市民局市民協働推進課
E-mail:
shiminkyoudou@city.sagamihara.kanagawa.jp
TEL：042-769-9225

④ 公園・緑地

市内の大規模公園の賑わいの創出や新たなイベント実施など公園
の魅力向上や活性化が図られるようなアイデアや事業について、
意見交換や提案をいただきたい。

環境経済局環境共生部公園課
E-mail：
kouen@city.sagamihara.kanagawa.jp
TEL：042-769-8243

⑤ アートラボはしもと

老朽化が進む現施設をアートを通じたコミュニティの形成やまち
の賑わい作りを推進する施設として再編するため、民間のノウハ
ウを生かした官民合築方式による施設整備の考え方等について意
見をいただきたい。

市民局文化振興課
E-mail：
bunkashinkou@city.sagamihara.kanagawa.jp
TEL：042-769-8202

⑥
公立小中学校
及び市営住宅

今後、様々な民間のノウハウを研究したいと考えており、そのた
めの改修等の実施設計、工事、その他維持管理全般について意見
をいただきたい。

教育委員会教育局教育環境部学校施設課
E-mail：
gakkoshisetsu@city.sagamihara.kanagawa.jp
TEL：042-769-8281
都市建設局まちづくり計画部市営住宅課
E-mail：
shieijutaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
TEL：042-769-8256

令和元年度第２回「相模原市ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム」テーマ別交流会　案件一覧
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