平成３０年度 公⺠連携アドバイザー派遣実績⼀覧
＜ＰＰＰ／ＰＦＩ＞
No.

団体名

アドバイス内容

講師

1 山形県

地域におけるPPP/PFIの活用事例ついて
（学校施設整備へのPPP/PFIを含む）

株式会社日本経済研究所
調査本部PPP推進部長 佐藤 友美

2 福島県会津若松市

まちの拠点整備に向けたPPP/PFIの導入について

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門
都市・地域経営戦略グループ ディレクター 日吉 淳

3 福島県塙町

公共施設の集約化、跡地利用へのPPP/PFIの活用につい 特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会
て
業務部長 寺沢 弘樹

4 栃木県足利市

ＰＰＰ／ＰＦＩの動向と地域における活用事例

5 栃木県日光市

PPP/PFIの基礎的事項、公共施設の統廃合による跡地利 八千代エンジニヤリング株式会社総合事業本部
活用等におけるPPP/PFIの導入可能性について
社会計画部 技術第三課 課長 奥平 詠太

6 群馬県沼田市

包括施設管理業務委託の導入について

特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会
業務部長 寺沢 弘樹

7 埼玉県所沢市

公共施設マネジメントにおけるPPP/PFI手法の活用

株式会社日本経済研究所調査本部
執行役員 上席研究主幹 吉田 育代

8 千葉県

PPP/PFIの基礎知識、官民複合施設やコンセッション事例 八千代エンジニヤリング株式会社総合事業本部
紹介
社会計画部 技術第三課 課長 奥平 詠太

9 神奈川県逗子市

公有地活用に関する適切な手法選択や効果的なサウン
ディング調査の実施について

株式会社長大
社会事業部まちづくり事業部 事業部長 幸田 浩明

10 新潟県魚沼市

公共施設再編に係るPPP/PFIの導入について

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門
都市・地域経営戦略グループ ディレクター 日吉 淳

11 長野県中野市

Park-PFIを活用した既存公園のサービス向上について

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルディング部門
都市・地域経営戦略グループ シニアマネージャー 高野 寛之

12 長野県飯島町

公民連携による中心市街地拠点施設（仮）の整備について 紫波町役場財政課 高橋 哲也

13 愛知県尾張旭市

PPP/PFIの基礎的事項について

PwCアドバイザリー合同会社インフラ・ＰＰＰ部門
シニアマネージャー 田坂 智久

14 滋賀県

PPP/PFIの基礎的事項について

浜松市役所産業部エネルギー政策課 主幹 松野 英男

15 大阪府阪南市

学校跡地の活用について

株式会社長大
社会事業部まちづくり事業部 事業部長 幸田 浩明

16 兵庫県

PPP/PFIの基礎的事項について

パシフィックコンサルタンツ株式会社
社会マネジメント本部PPPマネジメント部PFIマネジメント室 山川 宏

17 山口県防府市

PPP/PFIの基礎的事項について

浜松市役所産業部エネルギー政策課 主幹 松野 英男

18 福岡県芦屋町

病院等の跡地活用にかかる公民連携手法の制度概要、
一般的手法、事例紹介について

株式会社日本経済研究所調査本部
執行役員 上席研究主幹 吉田 育代

19 佐賀県唐津市

PPP/PFIの基礎的事項について

浜松市役所産業部エネルギー政策課 主幹 松野 英男

20 長崎県

PPP/PFI事業の推進、案件形成について

東京都板橋区 総務部総務課総務係副係長 石野田 大典

一般財団法人日本経済研究所
エグゼクティブ・フェロー 金谷 隆正
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＜公共施設マネジメント＞
No.

団体名

アドバイス内容

講師

1 岩手県一関市

公共施設更新問題への挑戦
-秦野市の取り組みと一関市の現状から-

秦野市政策部公共施設マネジメント課 課長 志村 高史

2 岩手県紫波町

公共施設等の総合的適正管理の取り組みについて

有限責任監査法人トーマツパブリックセクター
アドバイザリー パートナー 宗和 暢之

3 山形県米沢市

公共施設マネジメント・個別施設計画等について

有限責任監査法人トーマツパブリックセクター
アドバイザリー パートナー 宗和 暢之

4 栃木県栃木市

公共施設マネジメント・個別施設計画等について

株式会社日本経済研究所社会インフラ本部
公共マネジメント部長 足立 文

5 栃木県那須塩原市

板橋区における公共施設マネジメントの取り組み

東京都板橋区役所政策経営部 教育施設担当課長 千葉 亨二

6 群馬県前橋市

JR前橋駅北口地区再開発事業における、公共施設の扱
いについて

八千代エンジニヤリング株式会社総合事業本部
社会計画部 技術第三課 課長 奥平 詠太

7 埼玉県

浜松市のアセットマネジメントの取組について

浜松市役所産業部エネルギー政策課 主幹 松野 英男

8 千葉県木更津市

公共施設マネジメントの取組みとして公共施設の相互利用 株式会社日本経済研究所
を促進
社会インフラ本部公共マネジメント部 主任研究員 横山 直子

9 千葉県野田市

公共施設マネジメントの基礎的事項について

秦野市政策部公共施設マネジメント課 課長 志村 高史

10 千葉県東金市

個別施設計画の策定について

株式会社日本経済研究所社会インフラ本部
公共マネジメント部長 足立 文

11 千葉県柏市

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
「公共施設マネジメントの必要性」～公共施設マネジメント
政策研究事業本部公共経営・地域政策部
ゲームの体験～
主任研究員 コンセンサス・デザイン室長 西尾 真治

12 千葉県市原市

公共施設の老朽化問題とこれから自治体が生き残るため 特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会
に求められること
業務部長 寺沢 弘樹

13 東京都目黒区

公共施設マネジメントを進める上でのPPP/PFIの事例紹介

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門
都市・地域経営戦略グループ ディレクター 日吉 淳

14 長野県諏訪市

総合管理計画後の具体的かつ実践的な取り組みについて

株式会社日本経済研究所
社会インフラ本部公共マネジメント部 研究主幹 小林 純子

15 愛知県春日井市

公共施設等マネジメントの全体像と個別施設計画

有限責任監査法人トーマツパブリックセクター
アドバイザリー パートナー 宗和 暢之

16 大阪府門真市

公共施設を取り巻く環境と生きる手段としてのPPP/PFI
～発想の転換/ユルクトンガル～

特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会
業務部長 寺沢 弘樹

17 福岡県糸島市

公共施設マネジメントの推進について

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
政策研究事業本部公共経営・地域政策部
主任研究員 コンセンサス・デザイン室長 西尾 真治

18 大分県

地方自治体の公共施設マネジメントの現状と事例紹介

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門
都市・地域経営戦略グループ シニアマネージャー 小松 啓吾

19 宮崎県都城市

習志野市の公共施設再生の取組

習志野市政策経営部資産管理課主幹 吉川 清志
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