平成 30 年度 Park-PFI 推進支援事業

特別企画

シンポジウム「新たな公民連携のあり方を考える」in

九州・沖縄

実施要領
１．目的
少子高齢化や人口減少の急速な進展、災害への対応、環境問題等への関心の高まりなど社会情勢が
激しく変化する中、都市公園に求められる役割は自然環境の保全・活用から市民参加活動、安全・安
心な利用の確保までより幅広いものとなり、利用者層や利用形態も変化し、多様化が進行しています。
一方で、地方公共団体の財政制約等が深刻化する中で、都市公園の整備（再整備を含む）や管理運
営に関わる費用の確保が切実な問題となってきています。
これらの課題に対応してより効率的・効果的な整備・管理運営を図るため、公民連携による多様な
手法や多様な主体との連携など一層の工夫を講ずることが求められています。
このような中、平成 29 年 6 月に都市公園法が改正され、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向
上に資する公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の整備、
改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度(Park-PFI)」が創設されました。
この制度創設により、都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、
都市公園の質の向上、公園利用者の利便の向上を図ることが可能となりました。
このような状況を受け、当協会では、新たに創設された Park-PFI をはじめ都市公園における公民
連携について多面的に理解を深めるとともに、都市公園等の整備、運営、維持管理に関する最新情報
の提供・共有化、専門的な知識やノウハウ・技術の普及の促進を目的としたシンポジウムを開催する
ものです。

２．主催：（一社）日本公園緑地協会、
（一社）日本造園建設業協会・九州総支部・沖縄総支部、
（公社）福岡県造園協会
３．共催：（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会ランドスケープ経営研究会（予定）
３．共催：（一社）公園管理運営士会九州支部（予定）
４．後援：（一財）日本造園修景協会（予定）
（公社）日本造園学会（予定）
（一社）日本公園施設業協会（予定）
５．対象
公園緑地に携わる地方自治体職員および管理運営に携わる企業、法人関係者
６．開催日時及び開催場所
平成３０年１０月２９日（月）１３：００〜１７：２０（受付開始１２：３０〜）
福岡県自治会館 大会議室（会場案内を参照）
なお、同様のシンポジウムを年度内に北海道、東北、北陸、関東、中部、近畿、中国、四国
で開催を予定しております。
７．参加定員
２００名程度

８．参加費
１０,０００円 （会員 ２,０００円）
※ 会員とは(一社)日本公園緑地協会の会員及びPark−PFI推進ネットワーク登録会員、(一社)ラン
ドスケープコンサルタンツ協会ランドスケープ経営研究会、(一社)公園管理運営士会の各会員
を指します。
※ (一社)日本公園緑地協会の会員である地方公共団体は、公園関係部署以外の所属の方も会員価
格で受講できます。また、(一社)日本造園建設業協会の正会員所属の方についても会員価格で
受講できます。
※ 当日参加の受け付けはいたしません。
※ キャンセルにつきましては取り消し料がかかる場合があります。
※ 申込締切日以降のキャンセルはできません。
● 本シンポジウムは造園ＣＰＤ認定プログラムとして申請中です。
９．プログラム構成 (予定)
シンポジウム
時間
13:00

テーマ

役職・氏名(敬称略)

開会

13:05〜14:05 都市公園の使いこなし方
(60分)
14:05〜14:10 休憩

国土交通省九州地方整備局建政部
公園調整官 平塚 勇司

5分

14:10〜14:40 公共空間の新たな可能性―南池袋公園を ランドスケープ・プラス代表取締役
平賀 達也
(30分) 事例として
14:40〜15:10 名古屋市における公民連携による公園・ 名古屋市住宅都市局
高岡 豊彦
(30分) まちづくり

参事

（栄開発等）

久屋大通公園を事例として
15:10〜15:40 新しい施設整備・管理手法の取組み

タリーズコーヒージャパン株式会社 事業開発本部
(30分) タリーズコーヒー隅田公園店を例として 事業開発管理グループ長 知久 和男

15:40〜15:50 休憩

10分

15:50〜17:20 パネルディスカッション
(90分)

舞台変換
コーディネーター
：久保田 家且 西日本短期大学

九州・沖縄地域における新たな公民連携 パネリスト
のあり方を考える
：平賀 達也

副学長

ランドスケープ・プラス代表取締役

：高岡

豊彦

名古屋市住宅都市局参事

：知久

和男

タリーズコーヒージャパン株式会社
事業開発本部事業開発管理グループ長

：平塚

勇司

国土交通省九州地方整備局建政部
公園調整官

17:20
閉会
※ 講演のテーマは仮題です。
※ パネリスト、スケジュール等が変更となる場合があります。ご承知おきください。

意見交換会
時間：17:50〜19:30
場所：レストランアンド（福岡県福岡市博多区千代 1-17-1 パピヨン 24 ビル 2F）
会費：5,000 円 ※事前登録が必要です
※意見交換会の会費については当日承ります。

10．申込・振込締切日
平成３０年１０月１９日（金）
※先着順定員になり次第締め切り
※意見交換会への出欠についてもこの日までにお願いします
11．申込方法
・参加申込書に必要事項をご記入のうえ、メール又はＦＡＸにて 13．の「申込先・問合せ先」
にお送りください。申込みを受理した方には参加証・請求書をメールにて送信いたします。
添付ファイルが受信可能なメールアドレスを必ず御記入ください。
・参加証を受付で提示し、受講確認をとってください。
・申し込み後、１週間経過しても参加証が届かない場合や締め切り間近な場合は、必ず事務局
にお問い合わせください。
※メール又はＦＡＸのトラブル等により、申込書が事務局に届いていない場合がありますの
で参加証が届かない場合は必ずお問い合わせください。
※お申し込み時にすでに定員になっており受付できない場合がありますので予めご了承く
ださい。
・参加費は、10．の「申込・振込締切日」までに 12．の「振込先」にお振り込みください。
※講習会参加後の参加費の振り込みしか出来ない場合は別途ご相談下さい。
※原則として当日の参加申込は受付いたしません。
12．振込先
りそな銀行（0010） 東京営業部（300） 普通預金 NO.3644447
こうざめいぎ

いっぱんしゃだんほうじん

に ほ ん こうえんりょくちきょうかい

口座名義 一般社団法人 日本公園緑地 協 会
※振込手数料はご負担願います。
13．申込先・問合せ先
事務局
（一社）日本公園緑地協会 企画部 末永、多田、川端
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-13 岩本町寿共同ビル２階
ＴＥＬ：０３−５８３３−８５５１（代表）
ＦＡＸ：０３−５８３３−８５５３
Ｅmail：shinpo@posa.or.jp

福岡県自治会館
〒８１２−００４４
ＴＥＬ
ＦＡＸ

地 下 鉄

福岡市博多区千代４丁目１−２７

０９２−６５１−４２８４
０９２−６５１−２５３１

地下鉄「千代県庁口」下車・５番出入口すぐ（出て左側の建物）

・福岡空港・博多駅方面からは中洲川端駅で乗り換え、エスカレータを上り１番ホームより
・天神方面からは貝塚行き（箱崎線）に乗車（所要時間約５分）
バ ス

バス停「千代町」下車

・博多駅からバスターミナル 1 階にて（九大前・九大病院）に乗車
・天神から大和証券前１４番にて（九大前・九大病院・吉塚営業所・月見町行き）に乗車
Ｊ Ｒ

ＪＲ吉塚駅より徒歩１０分

・博多駅よりＪＲ鹿児島本線上り 1 番乗り場にて普通又は快速に乗車

意見交換会 会場
平成３０年１０月２９日（月）１８：００〜１９：３０
レストランアンド
(福岡市博多区千代 1-17-1 パピヨン 24 ビル 2F)

福岡県福岡市博多区 千代 1-17-1 パピヨン 24 ビル 2F
千代県庁口駅 4 出口から徒歩約 1 分
呉服町(福岡県)駅 4 出口から徒歩約 8 分
馬出九大病院前駅 6 出口から徒歩約 11 分

シンポジウム

「新たな公民連携のあり方を考える」in 九州・沖縄
申し込み日：平成

参加申込書
年

月

日

■申込者

団 体 名
勤

住

所

務
先

申込
ご担当者名
会員種別

郵便番号
住

所
ふ りが な

所属部課
（

tel／fax
／e-mail

氏名

）主催・共催団体会員［団体名
tel

］ （ ）非会員
fax

e-mail

■参加者

参加者所属部課

役

職

ふり

がな

氏

名

意見交換会
（ ）出席
（ ）欠席
（ ）出席
（ ）欠席
（ ）出席
（ ）欠席

●参加者名簿への掲載について （
●請求書

）可能 ・ （ ）不可

※どちらかに丸を付けて下さい

宛名：

●領収書（※丸をつけて下さい）

（ ）必要

（ ）不要

領収書が必要な場合の宛名：

■備

考（※上記以外に特に必要な事項があればお知らせください。）

※参加者名簿を作成し配布いたします。掲載を希望されない場合は申込書の掲載不可の欄に丸を付けて下さい。
※お申し込み頂いた個人情報は、参加者名簿及び受付簿作成等当講習会の業務及び当協会からの今後の各種講習会の
ご案内に使用させていただき、他の目的としては使用いたしません。
●必要事項をご記入のうえ、メールまたは FAX にて当協会へお送りください。申込みを受理した方には参加証・請求
書をメールにて送信いたします。添付ファイルが受信可能なメールアドレスを必ず御記入ください。
●申し込み後１週間経過しても参加証が届かない場合や、締切間近の場合は必ず事務局までご連絡下さい。
（メールやＦＡＸのトラブル等により、申込書が事務局に届いていない場合があります）
※お申し込み時にすでに定員になっており、受付できない場合があります。予めご了承ください。
●領収書は、必要な方へ発行致します。要不要の有無を申込書に○を付けてください。
事前に振込が確認できている方は、当日会場にてお渡しします。
●請求書、領収書の宛先は、ご指定がない場合は、公共団体の場合は知事又は市町村長様宛、他団体の場合は団体名
御中宛とさせていただきます。
●参加費は、下記の 申し込み締め切り日 までに指定の振込先にお振り込みください。
※参加費の振り込みが講習会参加後になる場合は別途ご相談下さい。
※振込先は当協会 HP へ掲載しているシンポジウム「新たな公民連携のあり方を考える」in 九州・沖縄の実施要
領、もしくは参加証と一緒に送付する請求書をご参照下さい。
（ホームページアドレス：https://www.posa.or.jp）
●申し込み締め切り後のキャンセルにつきましては取り消し料がかかる場合がありますので予めご了解ください。
●申し込み締め切り日：平成 30 年 10 月 19 日(金)
●申し込み・問合せ先：(一社)日本公園緑地協会 末永、多田、川端
mail： shinpo@posa.or.jp
tel：03-5833-8551
fax：03-5833-8553

