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株式会社オリエンタルコンサルタンツ
「公園管理運営の最前線
―これからの公園に必要な公民連携の事業展開を学ぶ―」を開催
当社グループの基幹会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ（本社：東京都渋谷区、代
表取締役社長：野崎秀則）は、国土交通省が公募した「PPP 協定（Ⅱ）パートナー」として、国の公
民連携事業をより一層推進するため、都市公園に着目し、全国の自治体職員等を対象として、公園にお
ける公民連携事業推進の意識醸成および事業展開に向けて、今年度全国各地で４回のセミナーを開催す
ることとしています。今年度上半期には、千葉会場と名古屋会場で開催し、定員を超える申し込みをい
ただき大盛況のうちに終了いたしました。
今年度下半期には、別紙のとおり福岡会場と東京会場で開催いたします。
公園緑地は施設の老朽化の進行・魅力の低下、公園空間の有効活用の要請等の課題を抱えています。
また、自治体は、財政面、人材面の制約等から都市公園の新規整備や適切な施設更新がままならない状
況にあります。こうした状況を打開するため、国は、都市緑地法等の一部を改正する法律により、
PPP/PFI 手法等を活用し、公園の再生・活性化を目指しています。
今回のセミナーでは、こうした新しい動きや、すでに公民連携手法を活用して実績を上げている自治
体や民間企業の事例などを、公園に携わる自治体職員等の皆様に情報提供し、民間活力を最大限活用し
て、公園の整備・管理運営を推進し、魅力的なまちづくりを実現することを目指しています。
多くの自治体関係者等のご参加をお待ちしています。詳細は次頁以降をご覧ください。
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上

＜本資料に関するお問い合わせ先＞
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
TEL: 03-6311-7551 FAX: 03-6311-8011
URL:http://www.oriconsul.com/
統括本部 宮内、伊藤

福岡会場
◎日時：平成 29 年 11 月 9 日（木） 10 時 25 分～16 時 45 分 （受付開始：9 時 30 分）
◎会場：リファレンス駅東ビル 貸会議室（福岡市博多区博多駅東 1-16-14 リファレンス駅東ビル３F）
◎プログラム
１）開会
主催者挨拶
２）基調講演
講演１．
「これからの PPP/PFI に求められるもの（仮）
」
国土交通省総合政策局 官民連携政策課 課長補佐 三宅 亮 氏
講演 2.「公民連携によるエリア価値の向上」
（株）アフタヌーンソサエティ 代表取締役 清水 義次 氏
３）事例紹介
●福岡市の都市公園における官民連携事業の取り組みについて水上公園ほか
福岡市住宅都市局 みどりのまち推進部 みどり推進課長 井上 雄介 氏
●レストラン事業者が考える出店したい公園の 10 か条
（株）バルニバービ 代表取締役 佐藤 裕久 氏
●公園におけるレストラン・ウェディング事業の展開
アイ・ケイ・ケイ（株）新規事業開発推進室 室長 津田 智久 氏
●北九州市の都市公園における公民連携事業の取り組み勝山公園ほか
北九州市建設局 公園緑地部 緑政課長 奥野 静人 氏
●北九州・響灘緑地における地域活性化の取り組み
㈱オリエンタルコンサルタンツ地域活性化推進部 次長 川本 卓史 氏
４）質疑応答・意見交換・個別相談
◎対象者 公園関係自治体職員等
◎定員 200 名程度
※先着順とさせていただきますが、申し込みが多数になった場合は、一団体からの参加人数を限ら
せていただく場合もございます。その場合はご了承ください。
◎参加費 無料
◎申込方法・申込期限
１）申し込み方法
メールまたは FAX にてお送りください。
メールの方は、メール本文に参加希望者の①氏名②所属③役職④電話番号⑤email⑥参加会場（福
岡会場）をご記入ください。
FAX の方は、チラシの申し込み用紙をご利用ください。
（福岡会場チラシはこちら）
・メール：seminar_info@oriconsul.com
・FAX ：092-411-3086（九州支店事業企画部）
２）申し込み期限
平成 29 年 11 月 2 日（木）
※ただし、定員に達した場合はその時点で申し込みを締め切る場合もございます。
また、民間企業の方もお申込みいただけますが、自治体関係者の方の申し込みを優先するた
め、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
◎主催 国土交通省 PPP 協定（Ⅱ）パートナー 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
◎後援 国土交通省 福岡県
◎お問合せ/事務局
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 公民連携セミナー担当
〒151-0071 東京都渋谷区本町 3-12-1 住友不動産西新宿ビル６号館
電話 03-6311-7867（直）
メールアドレス seminar_info@oriconsul.com

東京会場
◎日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）
◎会場：ベルサール西新宿 ROOM6（新宿区西新宿 4-15-3 住友不動産西新宿ビル３号館 ８F）
◎プログラム
１）開会
主催者挨拶
２）基調講演
講演１．
「これからの PPP/PFI に求められるもの（仮）
」
国土交通省総合政策局 官民連携政策課長 中井 淳一 氏
講演 2.「都市公園における官民連携のあり方」
国土交通省都市局 公園緑地・景観課長 町田 誠 氏
３）事例紹介
●大阪市のパークマネジメント事業の取り組み
大阪市建設局 公園緑化部 調整課長
竹野 瑞光 氏
●『てんしば』のパークマネジメント 事業者からみた公園の可能性
近鉄不動産(株) アセット事業部ハルカス運営部長 中之坊 健介 氏
●レストラン事業者が考える出店したい公園の 10 か条
（株）バルニバービ 代表取締役 佐藤 裕久 氏
●横浜市の都市公園における公民連携事業サウンディング調査の取り組み
横浜市環境創造局政策課 みどり政策担当課長
綱河 功 氏
●パークエージェンシー導入による公園活性化と公園管理運営の高度化
㈱オリエンタルコンサルタンツ地域活性化推進部 担当次長 中村 慶之介 氏
４）質疑応答・意見交換・個別相談
◎対象者 公園関係自治体職員等
◎定員 200 名
※先着順とさせていただきますが、申し込みが多数になった場合は、一団体からの参加人数を限ら
せていただく場合もございます。その場合はご了承ください。
◎参加費 無料
◎申込方法・申込期限
１）申し込み方法
メールまたは FAX にて受付いたします。
メールの方は、メール本文に参加希望者の①氏名②所属③役職④電話番号⑤email⑥参加会場（東
京会場）をご記入ください。
FAX の方は、チラシの申し込み用紙をご利用ください。
（東京会場チラシはこちら）
・メール：seminar_info@oriconsul.com
・FAX ：03-6311-8023（関東支店事業企画部）
２）申し込み期限
平成 29 年 11 月 10 日（金）
※ただし、定員に達した場合はその時点で申し込みを締め切る場合もございます。
また、民間企業の方もお申込みいただけますが、自治体関係者の方の申し込みを優先するた
め、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
◎主催 国土交通省 PPP 協定（Ⅱ）パートナー 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
◎後援 国土交通省
◎お問合せ/事務局
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 公民連携セミナー担当
〒151-0071 東京都渋谷区本町 3-12-1 住友不動産西新宿ビル６号館
電話 03-6311-7867（直）
メールアドレス seminar_info@oriconsul.com

