
平成２９年度　公⺠連携アドバイザー派遣実績

＜ＰＰＰ／ＰＦＩ＞

No. 団体名 検討施設等 アドバイス内容 講師

1
山形県
新庄市

一般的事項
PPP/PFI手法の導入を検討するための、導入手法や事例紹介
等について

特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会
業務部長　寺沢　弘樹　氏

2
福島県
郡山市

一般的事項 市全体のPPP/PFIのノウハウ醸成
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　氏

3
茨城県
龍ケ崎市

保険福祉施設、公園等
保健福祉施設、公園等における官民連携手法としての、PFI、
コンセッション、プロジェクトファイナンス等の基本的な知識、ま
た導入するにあたってのメリット、デメリット等について

株式会社ＧＰＭＯ
取締役副社長　天米　一志　氏

4
茨城県
常総市

一般的事項

PPP・PFIの導入を優先的に検討し、公共サービス水準の向上
と公的負担の削減を図っていくための、ファシリティマネジメント
に関する理解と人材教育を促し、具体的な事例を参考にPPP・
PFIを実践していく手法について

紫波町　企画総務部企画課公民連携室
室長　鎌田　千市　氏

5
栃木県
佐野市

学校跡地等 学校跡地の利活用におけるＰＰＰ／ＰＦＩ手法や事例について
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
都市デザイン部　　担当主監　佐竹　建郎　氏

6
栃木県
鹿沼市

一般的事項
ＰＰＰ／ＰＦＩの実践的な取組み手法及び他自治体における先
進事例等について

特定非営利活動法人PFI・PPP協会
業務部長　寺沢　弘樹　氏

7 群馬県 公営住宅
公民連携による公営住宅の整備手法、維持管理手法等に関
する基本的施策や先進事例等について

株式会社長大　社会事業本部まちづくり事業部
ＰＰＰ推進部長　岡崎　賢司　氏

8
埼玉県
越谷市

地区センター、公民館
等を備えた拠点施設

公民連携手法を実践するための組織体制やサウンディング調
査手法、他自治体の事例について

横浜市　政策局共創推進室共創推進課
担当係長　林　暁　氏

9
埼玉県
入間市

庁舎
市庁舎の整備におけるPPP/PFIの導入の可能性及び導入す
る場合の適切な手法について

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マネジメント室長　山川　宏　氏

10 千葉県 一般的事項
PPP/PFIの事業手法の基礎、活用事例の紹介、I優先検討規
程の概要と各自治体の対応状況について

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マネジメント室長　山川　宏　氏

11
千葉県
流山市

一般的事項
PFI法に限らない柔軟なＰＰＰ／ＰＦＩ手法、先進自治体でのPRE
を中心とした取組事例について

株式会社日本政策投資銀行
地域企画部　担当部長　足立　慎一郎　氏

12
千葉県

東金市外三市町
清掃組合

一般廃棄物処理施設
一般廃棄物処理施設のＰＰＰ／ＰＦＩ手法の概要、手法の違い
によるメリット・デメリットついて

パシフィックコンサルタンツ株式会社
環境創造事業部　資源循環マネジメント部
廃棄物プロジェクト支援室　室長　長谷川　貴之　氏

13
東京都
豊島区

一般的事項
PFI事業の概要、実務上の留意点、区内民間事業者の参画促
進策、他自治体の事例について

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
プリンシパル　日吉　淳　氏

14
東京都
足立区

スポーツ施設
スポーツ施設の「再編整備計画」を策定するにあたっての、
PPP/PFI導入の一般的手法とその留意点について

みずほ総合研究所株式会社
社会・公共アドバイザリー部
上席主任研究員　石川　裕康　氏

15
東京都
東村山市

一般的事項
ＰＰＰ／ＰＦＩ活用によるメリット、公募から導入までの留意点、
地元住民、地元業者、庁内職員との調整等について

株式会社ＧＰＭＯ
取締役副社長　天米　一志　氏

16
東京都
東大和市

一般的事項
PPP/PFIの活用を図るための事例紹介、未着手のＰＰＰ／ＰＦＩ
事業に取り組むためのポイント、PPP/PFIの活用を通しての業
務（意識）改善について

特定非営利活動法人PFI・PPP協会
業務部長　寺沢　弘樹　氏
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17
神奈川県
座間市

庁舎跡地
庁舎移転後の建物の活用、広場へのコンビニ誘致等における
ＰＰＰ／ＰＦＩ手法について

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
プリンシパル　日吉　淳　氏

18
富山県
南砺市

一般的事項
公共施設を「稼ぐインフラ」にしていくための公民連携手法につ
いて

紫波町　企画総務部企画課
課長　髙橋　堅　氏

19
長野県
長野市

一般的事項
PPP/PFIにかかる事例紹介及び取組み推進に必要なノウハウ
や留意点等について

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
プリンシパル　日吉　淳　氏

20
岐阜県
瑞穂市

保育所
保育所におけるPPP/PFIの基礎的事項とサウンディング調査
のノウハウ、事例について

紫波町　企画総務部企画課公民連携室
室長　鎌田　千市　氏

21
静岡県
裾野市

一般的事項
PPP/PFIの基本的な制度概要や事業手法、公民連携によるメ
リット・デメリット等について

浜松市　産業部エネルギー政策課
副主幹　松野　英男　氏

22
愛知県
名古屋市

一般的事項
PFIの概要・実務、民間提案の評価・要求水準の検討における
留意点、事例紹介等について

一般財団法人日本経済研究所
理事・上席研究主幹　金谷　隆正　氏

23
愛知県
知立市

一般的事項

（１）異なるインフラ資産を対象とした包括委託、（２）点検・設
計・施工・維持管理までの一括発注、（３）性能発注、（４）管理
委託業務の複数年化　の検討を行うためのスキームや具体的
な実務について

浜松市　産業部エネルギー政策課
副主幹　松野　英男　氏

24
京都府
亀岡市

一般的事項
関係職員の理解・関心を深めるための公共施設マネジメントに
係る基礎的事項の説明やPPP/PFIの事例紹介等

株式会社ＧＰＭＯ
取締役副社長　天米　一志　氏

25
大阪府
松原市

図書館
BTOやＤＢＯ方式に関するリスク配分やその契約方法などの詳
しい情報と、事業者選定における注意点について

浜松市　産業部エネルギー政策課
副主幹　松野　英男　氏

26
兵庫県
西脇市

庁舎

公共施設整備における同様な手法の紹介、他自治体における
先進事例の紹介（特にPFI法に基づかないPPP手法やデザイン
ビルドと民間提案施設を一体的に整備する事業手法等に係る
事例）

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　氏

27
鳥取県
鳥取市

一般的事項
民間提案制度等の具体的な事例や制度に関する留意点等、
優先的検討規程の概要と併せて策定に当たって留意すべき点
等について

特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会
業務部長　寺沢　弘樹　氏

28
愛媛県
松山市

公営住宅
公営住宅の建替えにおけるPFI事業の概要、事例、事業方式
の傾向（BT、BTO、BOT等）について

株式会社長大
社会事業本部まちづくり事業部まちづくり推進部
部長　藤井　豊　氏

29
愛媛県
東温市

一般的事項
シンボル施設を拠点とする公民連携によるまちづくり推進のた
め、岩手県紫波町で実施されている「オガールプロジェクト」の
進め方（成功・失敗など進行過程での事例）について

紫波町　企画総務部企画課
主任　髙橋　哲也　氏

30
佐賀県
上峰町

一般的事項
PPP/PFIの概要、道の駅や公共施設（図書館、子育て支援セ
ンター、スポーツ施設、テナントリーシングなど）の整備・運営に
おける事例の紹介

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
プリンシパル　日吉　淳　氏

31 長崎県 一般的事項
PPP/PFI手法の実務、地域プラットフォームやマーケットサウン
ディング民間事業者の参画促進手法、民間提案制度の活用手
法・事例について

岡崎市　総合政策部
次長　永田　優　氏
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＜指定管理者制度等＞

No. 団体名 検討施設等 アドバイス内容 講師

1
奈良県
田原本町

図書館、公民館、体育
館等

現在直営の図書館、公民館、体育館、窓口等の施設に関し
て、財政面や住民サービスの向上につながる指定管理制度等
活用の判断を行うための各種材料の集め方や、判断基準等に
ついて

宇都宮市　総合政策部政策審議室
室長補佐　馬場　将広　氏

2
山口県
岩国市

窓口等
総合窓口の導入又は庶務業務の一元化及びこれに伴う外部
委託を推進するにあたっての、効果や課題、導入手順、先進事
例について

富士ゼロックスシステムサービス株式会社
サービス本部アウトソーシングサービス部
サービス設計管理グループ長　金子　貴雄　氏

3
福岡県
嘉麻市

図書館、美術館
指定管理者制度の概要、市民目線によるメリット、デメリット、
制度導入後における運営についての行政のかかわり方（モニ
タリングなど）について

板橋区　総務部総務課
副係長　石野田　大典　氏

4
長崎県
壱岐市

水道施設
水道施設管理の民間委託に関する手法や留意点、先進事例
について

株式会社日本経済研究所
社会インフラ本部インフラ部
主任研究員　高平　洋祐　氏

5
鹿児島県
出水市

一般的事項
庁内全部署の庶務事務の一元化やこれに伴う外部委託の手
法、先進事例紹介について

関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科
教授　石原　俊彦　氏

6 沖縄県 公園
指定管理者更新における、よりサービス向上させるための公
募条件の設定や業者選定方法等について

板橋区　総務部総務課
副係長　石野田　大典　氏
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＜公共施設マネジメント＞

No. 団体名 検討施設等 アドバイス内容 講師

1
茨城県
取手市

一般的事項
公共施設等総合管理計画に基づいた行動計画や個別計画づ
くりを推進していくうえでのポイント、住民や議会への周知や理
解を得るための方策などについて

さいたま市　経済局商工観光部経済政策課
係長　関口　洋輔　氏

2
茨城県
つくば市

一般的事項
個別施設計画の策定や、既存施設を活用した市民サービスの
向上方法等について

特定非営利活動法人PFI・PPP協会
業務部長　寺沢　弘樹　氏

3
茨城県
筑西市

一般的事項
施設類型ごとの個別計画策定にかかる留意点、個別計画の策
定にあたっての合意形成手法や先進事例について

東洋大学　経済学研究科公民連携専攻
客員教授　南　学　氏

4 埼玉県 一般的事項 個別施設計画の概要と、計画策定のプロセスについて
板橋区　都市整備部住宅政策課
課長　千葉　亨二　氏

5
埼玉県
川越市

一般的事項
公共施設更新問題現状と背景、それに対応するための計画策
定等について

秦野市　政策部公共施設マネジメント課
課長　志村　高史　氏

6
千葉県
旭市

一般的事項
個別施設計画策定にかかる概要と先進事例の紹介、市民参
画による個別施設計画策定のノウハウ・注意点等について

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　氏

7
東京都
中野区

一般的事項
公共施設更新問題の現状と背景、先進事例における取組状況
（集約化・複合化、再配置等の事例）について

浜松市　産業部エネルギー政策課
副主幹　松野　英男　氏

8
東京都
小平市

一般的事項 公共施設マネジメントの概要と先進事例について
東洋大学　経済学研究科公民連携専攻
客員教授　南　学　氏

9
神奈川県
小田原市

一般的事項

先進自治体の公共施設マネジメントの実践段階の取組みの中
で、施設所管や営繕部門が中心となって行った取組みや、施
設の建設や改修等の投資の際に、その後のランニングコストを
含めて比較し、手法や水準の選択を行った事例、管理運営の
効率化・費用削減の事例について

廿日市市　分権政策部行政経営改革推進課
企画員　森井　治子　氏

10
神奈川県
箱根町

一般的事項
公共施設の跡地活用にあたってのPPPやPFIの事例紹介や、
住民との合意形成について

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
プリンシパル　日吉　淳　氏

11
福井県
福井市

一般的事項
公共施設更新問題現状と背景、それに対応するための計画策
定等について

秦野市　政策部公共施設マネジメント課
課長　志村　高史　氏

12
愛知県
日進市

一般的事項
公共施設マネジメントの概要や事業推進のための基礎知識、

新の事例について

一般財団法人建築保全センター
保全技術研究所第三研究部
次長　池澤　龍三　氏

13
三重県
津市

一般的事項
公共施設更新問題現状と背景、それに対応するための計画策
定等について

秦野市　政策部公共施設マネジメント課
課長　志村　高史　氏

14
滋賀県
草津市

一般的事項
固定資産台帳を活用した公共施設マネジメントの概要、留意
点、具体的な活用事例等について

精華町　総務部財政課
係長　小笠原　文紘　氏

15 大阪府 一般的事項
公共施設等総合管理計画策定後の公共施設マネジメントにつ
いて

有限責任監査法人トーマツ
アドバイザリー事業本部
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　氏

16
兵庫県
明石市

一般的事項

複数施設の包括業務委託、サウンディング調査、PFI・コンセッ
ション等公民連携による公共施設マネジメントの事例や、個別
施設計画策定に伴うの市民・利用者との合意形成の進め方や
その事例など

株式会社ＧＰＭＯ
取締役副社長　天米　一志　氏
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17
兵庫県
高砂市

一般的事項
公共施設マネジメントを実施していく上での公民連携事業
（PPP/PFI）の概要、計画を推進していく上での合意形成につ
いて

特定非営利活動法人PFI・PPP協会
業務部長　寺沢　弘樹　氏

18
奈良県
三宅町

庁舎等
複合施設の検討や、特に庁舎管理を中心とした民間提案制度
及び総合的な維持管理業務における留意点について

特定非営利活動法人PFI・PPP協会
業務部長　寺沢　弘樹　氏

19
岡山県
笠岡市

一般的事項
公共施設を総合的に把握し、財政運営と連動しながら管理運
営する仕組みを構築するための具体的な手法について

さいたま市　経済局商工観光部経済政策課
係長　関口　洋輔　氏

20
広島県
広島市

一般的事項
施設の複合化・集約等を進める際の市民との合意形成等、公
共施設マネジメントに関する基礎的な事項や他都市での取組
事例について

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　西尾　真治　氏

21
山口県
光市

一般的事項
個別施設計画の策定や、計画の進め方、進める際の留意点に
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　氏

22 大分県 一般的事項
公共施設マネジメント推進のための手法、固定資産台帳と連
動した公共施設マネジメントへの活用法とシステムのあり方に
ついて

習志野市　政策経営部
主幹　吉川　清志　氏

23
宮崎県
延岡市

一般的事項
公共施設マネジメントや再配置計画における基本的な考え方、
必要性等について

一般財団法人建築保全センター
保全技術研究所第三研究部
次長　池澤　龍三　氏
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