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新たなアクションプランの

もとで加速する

PPP/PFI を考えるセミナー

参加申し込み方法などは裏面をご確認ください。 >>

行政と民間が連携して最適な公共サービスを提供することで地域を豊かにするために活用されてきた PPP/PFI は、 新しい

アクションプランのもとで、 今後ますます加速することが期待されています。

このセミナーでは、 導入を検討する地方自治体担当者と、 参画を希望する民間企業社員の両方にスポットライトをあて、

PPP/PFI を推進するためのヒントを提供します。

初めての取組みを検討する方も、 知識経験が豊富な方も、 ふるってご参加ください！

参加無料令和５年２月２２日（水）

主催 ： 株式会社ブレインファーム
共催（50 音順）：青森銀行、池田泉州銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、鳥取銀行、北都銀行、
  　　　北洋銀行、 北海道銀行、 武蔵野銀行  　　　 
後援 ： 国土交通省、 特定非営利活動法人 日本 PFI ・ PPP 協会

審査員は、 本当は何を見てどこを気にしているのか…私達もずっと気になっていた 「審査員のホンネ」 を明

らかにするために、 審査員経験のある学識経験者にアンケートを取りました。

このセミナーでは代表の新谷が、 自治体コンサルの現場で体験している 「これが、 実際なんだけど」 という

視点も取り入れ、 調査結果を解説させていただきます。

株式会社ブレインファーム　代表取締役　新谷 聡美 

「～ PPP/PFI 審査員経験者 50 人に聞きました～
　アンケ―トにみる 公募準備に必要なポイントと審査員のホンネ」

内閣府　民間資金等活用事業推進室 （PPP/PFI 推進室） 西野　雄一氏 

「PPP/PFI の現状と新たな PPP/PFI 推進アクションプランの
策定について」

内閣府のデータなど PPP/PFI の現状に加え、令和 4 年度に改訂された 「PPP/PFI 推進アクションプラン」

をご解説いただきます。ＰＰＰ/ＰＦＩの動きをきちんと把握しておきたい方には欠かせない内容です。

後援の国土交通省に 「とんでもない質問がきても、 気さくに応えていただける方をご紹介いただきたい」

とお願いして白羽の矢が立った西野氏。ＰＰＰ/ＰＦＩに関する全国講演のご経験も豊富です。

特定非営利活動法人 日本 PFI ・ PPP 協会　会長 兼 理事長　植田 和男氏

「地域を変える ・ 包括施設管理業務委託の導入メリット」
日本のＰＰＰ/ＰＦＩの黎明期から、 ずっと業界を牽引してこられた植田会長。 数々の講演 ・ セミナーで培って

こられたダンディでわかりやすい語り口は、 全国にファンが多いのもうなずけます。

今回は、 共催いただいている地方金融機関の地元自治体なども意識し、 初めてＰＰＰ/ＰＦＩの導入を検討す

る際に取り掛かりやすい、 包括施設管理業務委託についてご説明いただきます。
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BF セミナーに参加して
途上国の子ども達に
無償の学校給食を

届けよう

国連 WFP は、 飢餓の撲滅を使命に活動する国連

の食料支援機関です。 株式会社ブレインファーム

では、 セミナーの参加者数に応じた寄付による

レッドカップキャンペーンへの参加を通じて、

国連 WFP の 「学校給食支援」 を応援しています。

あなたも、 ぜひこの活動に参加してみませんか？ ©️Marcus Prior.

• オンライン配信の URL は、 前日までにお申し込み時にご入力いただいたメールアドレス宛にお送りします。

• システムからの自動返信のあと、 ブレインファームより申込受付メールをお送りします。 必ずご確認ください。

• オンライン配信を複数人で一斉視聴される場合でも、 おひとりずつお申し込みください。

• 東京会場にてご参加いただく方は、 当日マスクの着用や消毒液の使用をお願いする場合がございます。 当日は感染症対策を十分に

講じた上で開催いたしますが、 基礎疾患などをお持ちの方はご自身の体調等を考慮の上、 ご参加ください。

• 東京会場、 オンライン配信ともに、 定員になり次第受付を締め切らせていただきます。 ご了承ください。

• コンサルティング会社の方のご聴講は、 申し訳ありませんが、 お請けできかねます。

参加申し込み後の流れと注意事項参加申し込み後の流れと注意事項

学士会館
　東京都千代田区神田錦町 3-28

• 都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線　「神保町」 駅下車

A9 出口 から徒歩 1 分

• 東京メトロ東西線 「竹橋」 駅下車　　３a 出口から徒歩 5 分

• JR 中央線／総武線 「御茶ノ水」 駅下車　　御茶ノ水橋口から

徒歩 15 分

学士会館
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• 都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線　「神保町」 駅下車
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• 東京メトロ東西線 「竹橋」 駅下車　　３a 出口から徒歩 5 分

• JR 中央線／総武線 「御茶ノ水」 駅下車　　御茶ノ水橋口から
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https://www.gakushikaikan.co.jp

東京会場( 定員 40 名 )

Zoom
• Zoom のウェビナー機能を利用します。 当日までにダウンロー

ドし、 視聴環境をご準備ください。

• 前日までに URL をメールにてご案内しますので、 必ずご確認

ください。

• お申し込み時にご入力いただいたメールアドレスに、 配信 URL

をご案内いたします。 お間違いのないようにご入力ください。

オンライン配信 ( 定員 300 名 )

開催場所開催場所

アーカイブ配信( 定員なし )

Zoom
• 動画配信期間は、 講演終了後〜2022 年３月 3 日 ( 金） 18 時　の予定です。

• Zoom のウェビナー機能を利用し、 ブラウザ上で動画を視聴いただけます。 視聴環境はご自身でご準備ください。

• 講演終了後、 準備が整い次第、 お申し込み時にご入力いただいたメールアドレスに動画 URL をご案内いたします。 お間違いのないよう

にご入力ください。

左記の QR コードよりお申し込みください。

またはインターネット検索

株式会社ブレインファーム

https://www.brainfirm.co.jp

「PPP×PFI セミナー申込フォーム」
よりお申し込みください。

申込期間 ： 令和５年１月 16 日 （月） 9 時 30 分〜
　　　　　　　 令和５年２月 17 日 （金） １７時
定員 ： 東京会場　　４０名
　　　　 オンライン　3００名

定員となり次第締め切らせていただきます。

申し込み方法申し込み方法


