平成 26 年 10 月 31 日
株式会社日本政策投資銀行
代表取締役社長 橋本 徹

「松江市公共施設適正化シンポジウム」
～松江市の公共施設適正化に向けて～ を開催
株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：橋本 徹）松江事務所および株式会社
山陰経済経営研究所（代表取締役社長：高橋康夫）は、平成 26 年 11 月 17 日（月）に
松江市が主催する「松江市公共施設適正化シンポジウム」を共催します。
松江市は、同様の人口規模の都市の中でも公共施設の保有数が多く、少子高齢化の
進展等により全ての施設を維持することは困難となっています。係る状況下、松江市では、
「松江市公共施設白書」を作成、「松江市公共施設適正化基本方針」を策定し、現在では、
松江市公共施設適正化基本計画策定委員会による基本計画策定作業を進めるなど、公共
施設の適正化に向け、市民・民間企業・行政などが一体となって地域全体を活性化する
取り組みを行っています。
本シンポジウムにおいては、松江市の公共施設適正化に向けた取り組みや、次の世代に
向けた公共施設のあり方について理解を深めて頂く機会として、下記の通り、この分野の
第一人者である東洋大学経済学部教授 根本祐二氏の基調講演に加え、各分野でご活躍の
パネリストによるパネルディスカッションを開催します。
本シンポジウムに参加をご希望の方は、下記申込先にお申し込みください。
記

1．開催日時 平成 26 年 11 月 17 日（月）18 時～20 時（受付開始 17 時 30 分）
2．開催場所 スティックビル（市民活動センター）5 階 交流ホール（松江市白潟本町 43 番地）
基調講演
3．内容
「インフラ老朽化問題は克服可能か」～問われる市民の責任～
講師：東洋大学経済学部教授 根本祐二 氏
（松江市公共施設適正化計画策定委員会委員長）

4．参加費
5．定員
6．主催
7．共催
8．申込先

パネルディスカッション
テーマ：松江市として、今後の公共施設のあるべき姿
コーディネーター 根本 祐二 氏
パネリスト
松浦 正敬 氏 （松江市長）
齋藤 由里恵 氏（徳山大学経済学部 現代経済学科 准教授）
雲藤 裟里 氏 （松江工業高等専門学校 漫画研究同好会 部長）
松野 英男 氏 （浜松市資産経営課 副主幹）
無料
200 名 ※事前申込（電話・メール）が必要です。
松江市
株式会社山陰経済経営研究所、株式会社日本政策投資銀行松江事務所
松江市財政部資産経営課
電話：0852-55-5493、メール：shisankeiei@city.matsue.lg.jp
以 上

【お問い合わせ先】
松江事務所 電話番号 ０８５２－３１－３２１１

松江市公共施設適正化
松江
公共施設適正化シンポジウム
シンポジウム
〜松江市の公共施設適正化に向けて〜

平成 26
2 年 11
1 月 17
1 日 ( 月 ) 18：00 〜 20：00
(17：30 受付開始）

会 場 ：スティックビル ( 市民活動センター )
５階 交流ホール
交流ホール
定 員 ：
：200
00 名 ( 参加無料 )
申込方法 ：資産経営課に事前申込 ( 詳細は裏面に記載）
※定員に達した場合は受付を終了いたします。
プログラム
Ⅰ．開会(松浦市長) 【18：00】

会場案内
所在地：〒690-0061 松江市白潟本町 43 番地

「松江市公共施設適正化基本方針とは」

〜問われる市民の責任〜

Ⅲ． パネルディスカッション【18：55】
・松江市として、今後の公共施設のあるべき姿
Ⅳ．質疑応答【19：45】

Ⅴ．閉会【20：00】
主催：松江市
共催：㈱日本政策投資銀行松江事務所 / ㈱山陰経済経営研究所
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山陰合同銀行
本店

県道 号

「インフラ老朽化問題は克服可能か」

バス停「大橋南詰」
徒歩３分

県道 号線

Ⅱ．基調講演(東洋大学 根本教授)【18：15】

BUS

スティックビル
山陰合同銀行
松江駅前支店

卍

BUS

全龍寺
卍

県道 253
卍

バス停「天神町」
徒歩１分

号線

常教寺

ＪＲ松江駅
徒歩 10 分

お車でお越しになる場合は、スティックビル横の駐車場をご利用
いただけますが、駐車スペースに限りがありますので、できるだ
け公共交通機関をご利用ください。

松江市公共施設適正化シンポジウム
〜松江市の公共施設適正化に向けて〜
本市は同じような人口規模の都市と比べて公共施設が多く、今後も少子高齢化の進展等に
よって財政状況がより厳しくなることが予想されるため、建物の維持管理や老朽化した施設

参加無料

の改修・建替等にかかる費用を考えると、全ての施設を維持していくことはできません。
今後、将来を担う次の世代にできるだけ負担を残さぬよう、また、新たな市民ニーズに対

（先着 200 名）
是非ご参加下さい

応するため、市民のみなさまと情報を共有し、アイデアをいただきながら、施設の多機能化・
複合化等について共に考えていきたいと思います。
このたび、この分野の第一人者である根本祐二東洋大学教授の基調講演をはじめ、松浦市
長と各分野でご活躍のパネリストが今後の公共施設のあり方を考えます。
３０年後の将来の松江市のために、今何をしなければならないのか、この機会にぜひ一緒
に考えてみませんか。

基調講演者・コーディネーター
根本 祐二氏
東洋大学

＋

経済学部総合政策学科 教授

松江市公共施設適正化計画策定委員会委員長
1978年東京大学経済学部卒業後、日本政策投資銀
行入行。地域企画部長を経て2006年から現職。
内閣府ＰＦＩ推進委員会委員など。

パネリスト

松浦 正敬氏
松江市
松江
市

市長

齊藤 由里恵氏
徳山大学経済学部
現代経済学科 准教授

申込方法

徳山大学経済学部准教授。
東洋大学大学院経済学研究科博士
後期課程修了。周南市行政改革審
議会委員、周南市庁舎建設検討市
民委員。

雲藤 裟里氏

松野 英男氏

松江工業高等専門学校
漫画研究同好会 部長

浜松市資産経営課
副主幹

松江工業高等専門学校 情報工学
科4年生。
「松江市の公共施設のあり方を
示した適正化基本方針」をわか
りやすく解説した漫画を作成。

平成7年浜松市役所採用。国民年金
課、管財課、企画課を経て平成20
年から資産経営課。
「都市のリノベーションのための公
的不動産活用検討委員会」委員。

■電 話 / 松江市財政部資産経営課 (0852-55-5493) に電話し、下記申込書①〜⑥の必要事項をお伝えください。
■E-Mail/ 件名を「松江市公共施設適正化シンポジウム参加申込」とし、本文に下記申込書①〜⑥の必要事項
を記載のうえ、shisankeiei@city.matsue.lg.jp 宛にお送りください。
■F A X / 下記申込書の必要事項をご記入のうえ、0852-55-5692 宛にお送りください。

松江市公共施設適正化シンポジウム 【参加申込書】 FAX：0852-55-5692
①代表者氏名

②参加人数

④電話
⑤FAX

③住

所
⑥E-Mail

○上記、個人情報は本講座業務以外の目的で利用、開示することはありません。
■問合せ先／松江市財政部資産経営課

0852-55-5493

FAX：0852-55-5692

shisankeiei@city.matsue.lg.jp

