2020 年 12 月 28 日
株式会社 九州ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
株式会社 肥 後 銀 行
株式会社 鹿 児 島 銀 行

九州ＦＧ

ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム

セミナーの開催について

九州フィナンシャルグループ（社長 笠原慶久）の肥後銀行（頭取 笠原慶久）と鹿児島銀行（頭
取 松山澄寛）は、
「九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム」の活動の一環として、オンライ
ンにてセミナーを下記のとおり開催しますので、お知らせ致します。
記
１． 趣

旨
公共施設等老朽化問題に対する解決策の一つとして、地元のＰＰＰ／ＰＦＩ事業の
具体的案件化を図るもの。

２．実施概要
熊本

鹿児島

日時

2021 年 1 月 29 日（木）13：30～14：30

会場

Web 会議ツール「Zoom」を使用したオンラインセミナー

定員
申込
窓口
３．講

45 名
（定員に達し次第締切）

45 名
（定員に達し次第締切）

肥後銀行
地域振興部公務室
電話：096-326-8609

鹿児島銀行
地域支援部地域開発室
電話：099-239-9718

師
株式会社日本経済研究所
常務執行役員 公共デザイン本部上席研究主幹兼公共マネジメント本部上席研究主幹
吉田 育代 氏

４．受 講 料
無料
以
【本件に関するお問合せ先】
肥 後 銀 行 地域振興部公務室

江上

TEL：096-326-8609

鹿児島銀行 地域支援部地域開発室 中原

TEL：099-239-9718

上

（ご参考） 九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォームについて
本プラットフォームは、全国で初めて金融機関が事務局を務めるもので、地域貢献の観点から
地元自治体の公共施設老朽化問題等に積極的に取り組むべく、アドバイザーとして「東洋大学ＰＰ
Ｐ研究センター」
、
「日本政策投資銀行」、「日本経済研究所」、「ＰＦＩ推進機構」に参加いただき、
設立したもの。地元の業界団体を中心とした民間企業や地方公共団体に対するセミナーや意見交
換・事業提案等ができるネットワークを構築していきます。

九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム
<イメージ図>
地方自治体

活動内容・提案事項等に関する意見交換、勉強会への参画・協力

プラットフォーム
アドバイザー
東洋大学

日本政策

日本経済

ＰＦＩ

ＰＰＰ研究センター

投資銀行

研究所

推進機構

【事務局】

セミナーの開催

肥後銀行地域振興部公務室

ノウハウの蓄積

鹿児島銀行地域開発部公務金融室

・建設業協会、建築協会

地元業界団体

・測量設計協会
・ビルメンテナンス協会他

九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム

2020 年度第 1 回共通セミナー（オンライン）のご案内
肥後銀行では地域金融機関として、民間の資金や技術、経営ノウハウ等を活用するＰＰＰ/ＰＦＩ手法を
通じ、インフラ老朽化や公共施設の維持・更新等の課題解決を目指しています。
今回、九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォームにおいて、地元のＰＰＰ/ＰＦＩの具体的案件化を目的に下記
セミナーを開催いたします。
１．日時

2021 年 1 月 29 日（金）

13：30～14：30

2．会場.

Web 会議ツール「Zoom」を使用したオンラインセミナー
「コロナ禍における官民連携とリスク発現時の対応」

３．講演内容

株式会社日本経済研究所 常務執行役員
公共デザイン本部上席研究主幹兼公共マネジメント本部上席研究主幹
吉田 育代 氏

４．参加費

無料

５．お申込方法

①裏面セミナー申込書を参照いただき、必要事項（地公体名または会社名、電話番
号、所属・役職、参加者お名前）をメール文面に直接入力し、お申込み
②申込書に記入いただき PDF ファイルを添付いただきお申込み
①、②いずれかの方法で弊行地域振興部公務室宛メールにてお申込み下さい
メールアドレス：komu@higobank.co.jp

６．定員

熊本県内の地方公共団体職員様、民間事業者様のうち先着４５名

７．申込締切日

2021 年 1 月 20 日（水）

※本セミナーは、Zoomを使用したオンライン実施となります。セミナーをご受講可能な環境（ネッ
ト環境、Zoomソフトダウンロード（無料）、カメラ、マイク、オーディオ接続等）を整えていただき
ますようお願いいたします。
※１つのZoomアカウントを複数人が視聴参加する場合は、申し込み時に人数とお名前を備考
にご記入下さい。
≪講師紹介≫吉田育代氏
株式会社日本経済研究所 常務執行役員 公共デザイン本部上席研究主幹兼
公共マネジメント本部上席研究主幹
公共事業に関する整備運営手法及び社会経済効果等の調査業務に従事後、
PPP/PFI事業に関するコンサルタント業務等を担当
2005年 財団法人日本経済研究所調査局調査第五部長
2009年 株式会社日本経済研究所調査局調査第三部長（転籍）
2013年 執行役員調査本部長
2015年 執行役員調査本部上席研究主幹
2020年 常務執行役員 公共デザイン本部兼公共マネジメント本部 上席研究主幹

本件に関するお問い合せ先

肥後銀行 地域振興部公務室 江上
ＴＥＬ：096-326-8609 ＦＡＸ：096-359-0939
E-mail：komu@higobank.co.jp

肥後銀行 地域振興部公務室 行き

九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム
2020 年度第 1 回共通セミナー（オンライン）申込書
開

催

日：2021 年 1 月 29 日（金）

申込締切日：2021 年 1 月 20 日（水）
Ｅ-mail の場合には、下記項目をご記入の上お申込み下さい。
自治体
または会社名
〒

－

住所
E-mail
電話番号

ＦＡＸ

肥後銀行のお取引店

店・部

所属・役職
参加者①
お名前

所属・役職
参加者②
お名前

所属・役職
参加者③
お名前

※4 名以上ご参加の場合は複写にてご利用願います。
【企業情報及び個人情報の取扱について】
本申込書に記載いただく企業情報及び個人情報については、今回のセミナーに関するご連絡・運営や
今後開催するセミナーのご案内に使用し、ご本人の承諾がない限り、その他目的以外の使用・主催者以
外の第三者への提供をすることはありません。
本件に関するお問い合せ先

肥後銀行 地域振興部公務室 江上
ＴＥＬ：096-326-8609 ＦＡＸ：096-359-0939
E-mail：komu@higobank.co.jp

九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム

ＰＰＰ/ＰＦＩオンラインセミナーのご案内
鹿児島銀行では地域金融機関として、民間の資金・技術や経営ノウハウを活用するＰＰＰ/ＰＦＩ手法を通じ、
インフラ老朽化や公共施設の維持・更新等の課題解決を目指しています。
今回、九州ＦＧ ＰＰＰ/ＰＦＩプラットフォームにおいて、地元のＰＰＰ/ＰＦＩの具体的案件化を目的に下記セミナ
ーを開催いたします。
１．日時

２０２１年１月２９日（木） １３：３０ ～ １４：３０

２．会場

Web 会議ツール「Zoom」を使用したオンライン開催
「コロナ禍における官民連携とリスク発現時の対応」

３．講演内容

㈱日本経済研究所 常務執行役員 公共デザイン本部 兼 公共マネジメント本部
上席研究主幹 吉田 育代 氏

４．参加費

無料

５．お申込方法

直接、地域支援部のメールアドレス（kaihatsu@ml.kagin.co.jp）へ下記必要事項を記載して
お申し込み下さい。
必要事項：①会社名（団体名） ②所属・役職 ③参加者名 ④備考（同席者等）

６．定員

45 名（定員に達し次第、締め切ります）

７．申込締切日

２０２１年１月 22 日（金）

※本セミナーは、Zoom を使用したオンライン実施となります。スマホから視聴する際は、Zoom アプリのダ
ウンロード（無料）が必要です。パソコンのブラウザからは、登録不要でそのまま視聴いただけます。
※複数の Zoom アカウントで視聴参加する場合、人数分のお申し込みが必要です。１つの Zoom アカウントを
複数人が視聴参加する場合は、申し込み時に人数とお名前を備考にご記入下さい。

≪講師紹介≫ 吉田 育代 氏








株式会社 日本経済研究所 常務執行役員 公共デザイン本部
上席研究主幹
公共事業に関する整備運営手法及び社会経済効果等の調査業務に従事後、
PPP/PFI 事業に関するコンサルタント業務等を担当
2005 年 財団法人 日本経済研究所 調査局調査第五部長
2009 年 株式会社 日本経済研究所 調査局調査第三部長（転籍）
2013 年 執行役員 調査本部長
2015 年 執行役員 調査本部 上席研究主幹
2020 年より現職
本件に関するお問い合せ先
鹿児島銀行 地域支援部 中原・萩原
TEL：099-239-9718
FAX：099-223-0852
E-mail：kaihatsu@ml.kagin.co.jp

