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第２回「愛媛県ＰＰＰ／ＰＦＩセミナー」の開催について 

【西瀬戸パートナーシップ協定共同施策】 

 

 
山口フィナンシャルグループ（取締役会長グループＣＥＯ 吉村 猛）は、２０２０年１月に愛媛銀行

（頭取 西川 義教）と瀬戸内の主要産業を強化して地方創生を進めるため「西瀬戸パートナーシップ協

定」を締結し、西瀬戸地域の社会・経済の発展に貢献する取組を行っています。 

山口フィナンシャルグループの子会社であるＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング（社長 藏重 嘉伸）は、こ

れまで国土交通省の「ＰＰＰ協定」パートナーとして、山口・広島・北九州のエリアで地域プラットフ

ォームの企画・運営などＰＰＰ／ＰＦＩ推進の取組みを行い、案件の創出・形成等の実績を有していま

す。 

地域金融機関が主体となって自治体や地元事業者等を巻き込みながらＰＰＰ／ＰＦＩを推進する山口

フィナンシャルグループのモデルを愛媛銀行と連携して展開し、愛媛県において、地域経済活性化に資

する新たな案件創出等に繋げます。今年度を普及・啓発期と位置づけ、官民のノウハウの育成及び機運

醸成を図り、来年度からのＰＰＰ／ＰＦＩ推進の土台作りとすることを目的として、第２回セミナーを

下記のとおり開催しますのでお知らせします。 

なお、本セミナーは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点よりＷＥＢ会議システムを用いて開催

します。 

 

記 

 
＜セミナー概要＞ 

（１）名  称  第２回「愛媛県ＰＰＰ／ＰＦＩセミナー」 

（２）日  程  ２０２１年２月１５日（月） １３：３０ ～１６：３０ 

（３）参加形式  ＷＥＢ参加 

（４）定  員  定員なし 

（５）対 象 者  地方公共団体、民間事業者等 

（６）参 加 料  無料 

（７）内  容  【第１部】ＰＰＰ／ＰＦＩセミナー 

        ①「津山市が進める公民連携事業について」 

           講師：岡山県津山市 総務部 財産活用課 ＦＭ推進係 参事兼係長 川口 義洋 氏 

http://www.ymfg.co.jp


        ②「コロナ時代の攻める公共施設マネジメント」 

           講師：特定非営利活動法人日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会 業務部長 寺沢 弘樹 氏 

         【第２部】パネルディスカッション 

         「（仮）地域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ推進」  

          登壇者：特定非営利活動法人日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会 業務部長 寺沢 弘樹 氏 

ファシリテーター：株式会社ＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング 

代表取締役 藏重 嘉伸 

（８）主  催  山口フィナンシャルグループ、ＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング、愛媛銀行 

（９）後  援  国土交通省（予定）、愛媛県 

 

以 上 
 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社 ＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング 地域マネジメント事業部 

ＰＰＰ／ＰＦＩ推進チーム 網田・國友・光田 

ＴＥＬ：０８３－２２３－４２０２ 



13:35～14:30
「津山市が進める公民連携事業について」

講師:岡山県津山市 総務部 財産活用課
FM推進係 参事兼係⾧ 川口 義洋 氏

2020年1月に愛媛銀行と山口フィナンシャルグループは、瀬戸内の主要産業を強化して地方創生を進めるため「西瀬戸パート
ナーシップ協定」を締結しました。
公共施設の老朽化は全国的な社会課題であり、今後は必要な社会資本の整備・維持管理・更新を着実に実施するとともに、

民間の事業機会の拡大による経済成⾧を実現することが必要です。そのため、今年度は本協定の共同施策として、愛媛県におけ
るPPP/PFI（官民連携）の推進に向け、そのきっかけ作り及び官民のノウハウの育成、機運醸成などを目的とした計2回の連続セ
ミナーをともに開催します。第2回として下記のとおり開催しますので、ぜひご参加ください。

2020年度 第2回

愛媛県 PPP/PFIセミナー

第1部:セミナー 13:30～15:45（WEB配信）

1971年 岡山県生まれ、1995年明治大学建築学科卒業。 1999年に津山市役所入庁し、16年間、建築営繕と建築指導の
業務を行う。
2015年の津山市ファシリティマネジメント事業立ち上げ時に建築の専門家として財政課に異動し、それ以降、建築的な視点から

都市経営課題の解決に取り組む。
2019年には全国初の取組となる学校断熱ワークショップを企画、実践。

プロフィール
川口 義洋（かわぐち よしひろ）
岡山県津山市 総務部 財産活用課

FM推進係 参事兼係⾧

13:30 開会挨拶

第2部:パネルディスカッション 15:45～16:30（WEB配信）

参加
無料

西瀬戸パートナーシップ協定共同施策

WEB
開催

15:45～16:30
「(仮)地域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ推進」

パネラー
寺沢 弘樹（てらさわ ひろき）
特定非営利活動法人
日本PFI･PPP協会 業務部⾧

ファシリテーター
藏重 嘉伸（くらしげ よしのぶ）
株式会社YMFG ZONEプラニング
代表取締役
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2021年2月15日（月）13:30～16:30

主催: 愛媛銀行、山口フィナンシャルグループ

YMFG ZONEプラニング

（国土交通省PPP協定パートナー）

後援: 国土交通省（予定）、愛媛県

14:35～15:35
「コロナ時代の攻める公共施設マネジメント」

講師:特定非営利活動法人日本PFI･PPP協会
業務部⾧ 寺沢 弘樹氏

1975年静岡県生まれ、2000年東京理科大学大学院理工学研究科建築学修了。 2001年に流山市役所へ入庁し、2011
年総務部財産活用課に移動しファシリティマネジメントを担当。
2014年、総務部財産活用課ファシリティマネジメント推進室創設に伴い、室⾧として従事。2015年流山市役所を退職し、2016

年より現職。公共施設マネジメントに関わる著書を数多く出版するほか、自治体の公共施設マネジメントアドバイザーやPPP/PFIに
関するアドバイザーを務めている。

プロフィール
寺沢 弘樹（てらさわ ひろき）
特定非営利活動法人
日本PFI･PPP協会 業務部⾧

地域におけるPPP/PFI推進の重要性や具体的な進め方、各地で活発に行われている官民対話（サウンディング）
のポイント等について、セミナー講師の寺沢さんを交え、PPP/PFIに精力的に取り組む県内自治体職員とのパネルディ
スカッションを実施します。



WEB開催について

本セミナー・パネルディスカッションは、WEB会議システムを併
用して実施します。

「ZOOM」はアプリをインストールしていなくても、ブラウザ
（※Microsoft Edge、またはGoogle Chrome推奨）で
接続、受講することができ、ネットへ接続できる環境があれば
どこからでも受講可能です。
セミナー開始前にご出席の確認をさせていただきますので、

セミナー開始10分前までにご接続ください。
（セミナー開始30分前にはWEB会議に接続可能な状態に
いたします。接続に不安な方はお早めにご接続されることをお
奨めいたします。）
※申込者には別途詳細の参加方法等ご案内します。

講師

web参加者

セミナー
スライド

セミナー
スライド

セミナー
スライド

セミナー
スライド

セミナー
スライド

問合せ 愛媛銀行 公務ふるさと振興部 担当: 奥村
TEL ０８９-９３３-１３２２ FAX:０８９-９３３-１８７２
メールアドレス koumu@himegin.co.jp

主催: 愛媛銀行、山口フィナンシャルグループ
YMFG ZONEプラニング（国土交通省PPP協定パートナー）

後援: 国土交通省（予定）、愛媛県

参加方式

日 時 2021年2月15日（月）13:30～16:30

申込方法

定 員 定員なし 対象:地方公共団体、民間事業者等

WEB参加:WEB会議システム「Zoom」
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※開催時間・内容は予定です。プログラムの進捗や新型コロナウイルスの状況により変更になる場合があります。

【 開 催 概 要 】

方法１:参加申込書(次のページ）をFAXまたはメール送付
方法２:下記QRコードよりWEBの申込フォームにて申込み

【申込フォーム】 →



愛媛県 PPP/PFIセミナー 参加申込書(募集〆切2月8日（月）)

＜個人情報の取り扱いについて＞
本申込書に記入いただきました個人情報は、セミナー申込みに関する受付管理事務および開催前後の申込者様へのご連絡等に利用いたします。

貴団体・貴社名

所在地

電話番号

① 参加者氏名 所属
役職

メールアドレス

② 参加者氏名 所属
役職

メールアドレス

③ 参加者氏名 所属
役職

メールアドレス

④ 参加者氏名 所属
役職

メールアドレス

⑤ 参加者氏名 所属
役職

メールアドレス

事前質問

今後もPPP/PFIセミナーに関する情報をお送りしてもよろしいですか。 １． はい ２． いいえ

FAX:089-933-1872 ／ メール:koumu@himegin.co.jp
（送付先:愛媛銀行 公務ふるさと振興部）

①今回のセミナーに関する質問、またPPP/PFIの検討課題等がありましたら、下枠内にご記入ください。

②今後のセミナーに盛り込むテーマなどに関して希望がありましたら、下枠内にご記入ください。
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