
 

 
 

 

 

 

 

 

株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）は、このたび富山市、株式会社北陸銀行    
および財務省北陸財務局とともに、PPP/PFI の推進に向けた「平成 30 年度第 3 回とやま地域   
プラットフォーム」を開催します。 

 

本プラットフォームは、県内の地方公共団体、地域金融機関、民間事業者等の参画を得ながら、
地域が中心となって戦略的に PPP/PFI を活用することを目的として、地域でノウハウの共有や  
官民対話を行う基礎を構築するべく、各主催者が協働して開催するものです。本年度第 3 回目   
となる今回は、スポーツ施設を生かした新たなまちづくり、地域活性化に繋がるスポーツ施設の 
活用策をテーマに、下記のとおりセミナー、パネルディスカッションおよびワークショップを開催
します。 

記 
 

1. 開催日時  平成 31年 1月 31日（木）13:30～17:00（開場 13:00） 

2. 会 場  ほくぎんプラザ 3階 北陸銀行多目的ホール（富山市一番町 1番 1号） 

3. 内 容  第一部：セミナー（13:30～） 

「地域活性化に繋がるスポーツ施設の新たな活用策」 

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 

コミュニティ＆インフラデザイングループ シニアマネジャー 

スポーツ・ヘルスケア・タスクフォース リーダー 東 一洋 氏 

第二部：パネルディスカッション（14:20～） 

［パネリスト］ 

株式会社ルネサンス 取締役専務執行役員 高﨑 尚樹 氏 

RIZAPグループ株式会社 グループ管理本部  

グループマーケティング推進ユニット ユニット長 松岡 洋平 氏 

株式会社 R.Project 代表取締役 丹埜 倫 氏 

スポーツ庁 参事官（地域振興担当）施設企画係 佐藤 俊介 氏 

［コーディネーター］ 

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 参事役 桂田 隆行 

第三部：ワークショップ（15:30～） 

テーマ「小杉体育館（射水市）」 

地域活性化・新たなまちづくりに繋がる新たな活用策等について 

4. 対  象  富山県内の地方公共団体、地域金融機関、民間事業者等 

5. 参 加 費  無料 

6. 定  員  60名（先着順） 

7. 募集方法  下記お申込専用サイトにて 1月 24日（木）までにお申し込みください。 

https://pro.form-mailer.jp/fms/da6a936d160827 

8. 主  催  富山市、株式会社北陸銀行、財務省北陸財務局、株式会社日本政策投資銀行 

 

PPP/PFI推進セミナー 

「平成 30年度 第 3回とやま地域プラットフォーム」開催のご案内 

平成 31年 1月 11日 
株式会社日本政策投資銀行 

【お問い合わせ先】 
富山事務所            電話番号 ０７６－４４２－４７１１ 
地域企画部 PPP/PFI推進センター 電話番号 ０３－３２４４－１５１３ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 1 月 31 日（木） 

13:30～17:00（開場 13:00） 

定員：60 名程度（参加無料・先着順） 

※ 申込みが多数の場合には、参加人数等の調整をさせてい

ただく場合があります。 

 

場所：ほくぎんプラザ 

一番町スクエアビル３階 

北陸銀行多目的ホール 

  

【交通アクセス】〒930-0061 富山市一番町 1番 1号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         
※公共交通機関をご利用ください    

 

【お申込み・お問い合わせ】 

 下記の申込専用サイトまたは QR コードより、 

お申込み手続きをお願いいたします。 

●申込締切：2019 年 1 月 24 日（木） 

●申込専用サイト URL： 

 

https://pro.form-mailer.jp/fms/da6a936d160827 

 

【お問い合わせ】 

富山市役所企画管理部行政管理課内 

「とやま地域プラットフォーム運営協議会」 

（担当：廣木） 

 Tel. 076(443)2021（土日祝日を除く、9時～17時） 

 Fax. 076(443)2170 

 Email: platform_toyama@city.toyama.toyama.jp 

このたび、「平成３０年度 第３回とやま地域

プラットフォーム」を開催します。 
今回は、『スポーツ施設を生かした新たなまちづ

くり、地域活性化に繋がる新たなスポーツ施設の

活用策』をテーマに、セミナーやパネルディスカッ

ション、意見交換（ワークショップ）を行います。 
 

 

本プラットフォームは、県内の地方公共団体、地域金

融機関、民間事業者等の参画を得ながら、地域が中心と

なって戦略的に PPP/PFI を活用することを目的とし

て、地域でノウハウの共有や官民対話を行う基礎を構築

するべく、各主催者が協働して開催しています。 

＜個人情報の取扱いについて＞ 地域プラットフォームにご参加いただく皆様の個人情報は、本プラットフォーム

運営者間のみ、且つ、プラットフォームの運営を行う範囲内で、共有させていただきますので予めご了承いただきま

すようよろしくお願い致します。 

【プログラム】（内容・講演者は変更になる場合があります）

 

 

 

「地域活性化に繋がるスポーツ施設の新たな活用策」

株式会社日本総合研究所 ﾘｻｰﾁ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部門 

ｺﾐｭﾆﾃｨ＆ｲﾝﾌﾗﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾍﾙｽｹｱ･ﾀｽｸﾌｫｰｽ ﾘｰﾀﾞｰ   東 一洋氏  

 

 

(ﾊﾟﾈﾘｽﾄ) 

 ・株式会社ﾙﾈｻﾝｽ  

取締役専務執行役員  高﨑 尚樹氏 

  ・RIZAP ｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社  

ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦略推進部   

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進ﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄ長 松岡 洋平氏  

  ・株式会社R.Project  

代表取締役 丹埜 倫氏 

  ・スポーツ庁 参事官（地域振興担当）  

施設企画係 佐藤 俊介氏 

(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 

 株式会社日本政策投資銀行  

地域企画部 参事役 桂田 隆行氏 

 

 

 

小杉体育館（射水市）をテーマに、地域活性化・新

たなまちづくりに繋がる新たな活用策等について、ワ

ークショップ形式により意見交換を行います。 

※裏面に施設概要等を記載しています。事前にお目通し

いただければワークショップがより有意義なものになる

と思われますので、ご活用ください。 

セミナー開催のご案内 
平成３０年度 第３回 とやま地域プラットフォーム  ～皆さんのノウハウや資金をまちづくりに活かしてみませんか～  

【主催者】㈱北陸銀行、財務省北陸財務局、富山市、㈱日本政策投資銀行 

第１部 ｾﾐﾅｰ           （13：30～） 

第３部 意見交換         （15：30～） 

第２部 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ       （14：20～） 



 
小杉体育館 

 

施設概要 施設の立地条件 

建築面積 2,758.43 ㎡ 所在地 射水市黒河 712 番地 

延床面積 4,290.70 ㎡（1F：2,758.43 ㎡、2F：1,532.27 ㎡） 敷地面積 9,528 ㎡ 

構造 鉄筋鉄骨コンクリート造、２階 登記地目 宅地 

着工・開館 昭和 55 年 8 月着工 昭和 56年 5月開館 接道状況 １級市道大門針原線 

建築年数 36 年 区域 都市計画区域（市街化区域） 

建設費 705.28 百万円 用途地域 第 2種住居区域 

耐震性 なし 形態規制 建ぺい率：60％ 容積率：200％ 

駐車場 １０４台 防火指定 なし 

施設構成 

アリーナ 32ｍ×45ｍ、観客席 200 席（1F） 

バスケットボールコート 2 面  バレーボールコート 3面  バドミントンコート 6 面 

武道場 柔道場 1面   剣道場 1面 

付属施設 トレーニング室（１F）、卓球場（2F）、ランニングコース（2F） 

権利関係等 

土地 市所有、行政財産 

建物 市所有 

運営 指定管理者（NPO 法人こすぎ総合スポーツクラブきらり） 
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