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お 知 ら せ 

■循環型社会研究会 

公開シンポジウム 「PPP（公民連携）と持続可能な発展」 

 

 PPP（Public Private Partnership）とは、その名の通り公

共サービスの提供における官と民の協力・連携を意味し、

公共部門の肥大化とそれにともなう財政負担の増大に対

し、民間企業のノウハウや市場の効率性を活用し、効率的

に公共サービスを提供しようとする考え方です。 

 1980年代以降欧米を中心に導入されていた、公共部門

の運営に民間のマネジメントの手法を導入して効率的なサ

ービスを提供しようとする試みは、1990年代に入って行政

の現場でより具体的かつ現実に即してその効果を得るべく、

多様な発展を遂げてきました。また、発展途上国支援にお

いても、公共部門の機能強化、すなわちガバナンスの改

善の必要性が認識されるようになり、市場のインセンティ

ブを持ち込んだ手法を導入する考え方が重要視されるよう

になりました。 

 本研究会においては、まず、第一報告において、PPPの

概念を改めて整理するとともに、我が国における最新の取

り組みを紹介してもらいます。また、第二報告においては、

開発援助の現場においてPPPがどのように活用され、また

どのような課題があるのかを環境社会配慮という視点から

捉え、持続可能な発展のためにPPPがどのように活用され

るべきかを考えます。多くの皆さんのご参加をお待ちして

おります。 

 

主催：日本マクロエンジニアリング学会循環型社会研究会

（代表＝安田八十五） 

 

開催日時：2011 年 11 月 12 日（土）10：30－12：30 

 

会   場：関東学院大学関内メディアセンター801 

（横浜メディア・ビジネスセンター８階） 

〒231-0011 横浜市中区太田町2-23 

 （JR関内駅徒歩5分・地下鉄みなとみらい線馬車道駅また

は日本大通り駅徒歩３分） 

TEL 045-650-1131  FAX 045-650-1132 

詳細地図（交通案内）は：http://media.kanto-gakuin.ac.jp/koutsuu.html 

 

プログラム（予定）出演者：報告テーマ（仮題） 

講演1：藤木 秀明 

（東洋大学PPP研究センター リサーチパートナー）： 

「PPPの概念整理と新しい公共」 

講演2：二宮 浩輔 

（山梨県立大学国際政策学部 准教授・博士（経済

学））： 

「ODAにおけるPPPと環境社会配慮」 

司会：安田 八十五（関東学院大学経済学部教授・工学博

士） 

 

先着順50名。資料代500円。 

申し込みは不要、直接会場に来てください。 

 

連絡先：  

代表：安田 八十五 Dr. Yasoi YASUDA 〒236

－8501横浜市金沢区六浦東1-50-1関東学院大

学経済学部教授 研究室直通：TEL:045-786-98

02 FAX:045-786-1233電子メイル：yasuda85@ka

nto-gakuin.ac.jp  

安田研究室ホームページ： http://www.yasuda8

5.com/  

幹事：二宮浩輔（山梨県立大学国際政策学部准教授） 

〒400-0005 山梨県甲府市飯田5-11-1 Tel/ fax：055－2

24－5291 

email: kosuke_nino@hotmail.com  

 

■ JAMES 合同研究会開催案内 

(マクロエンジ・プロジェクト、未利用資源、水資源） 

 

下記の通り研究会を開催いたします。皆様の参加を

お待ちいたします。 

 

日   時：11 月 17 日（木）17：30-19：00 

議   題：放射能汚染土壌の除去に関して 

形   式：自由討論 

場   所：横浜ランドマークタワー25 階、 

ビジネスサポートフロア― 

（JR 桜木町駅より徒歩と動く歩道で７分） 

連 絡 先：  角田晋也 kakutas@jamstec.go.jp, 

木本研一 astec@fa.mbn.or.jp, 

北見辰男 kitamictc@kxd.biglobe.ne.jp 

          Tel/Fax: 045-742-8077 

 

■ ウオ-ターフロント研究会 (代表  沼尻重男） 

○隅田川市民サミット～25 周年記念シンポジウム～ 

 

日    時：2011 年 11 月 23 日（水・祝）  

会    場：すみだ産業会館  会議室  

       （錦糸町駅南口広場前・丸井共同ビル 9 階） 
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       〒130-0022 墨田区江東橋 3-9-10 

       Tel 03-3635-4351 

 

第  一部； シンポジウム（パネルディスカッション） 

13：30～16：30 

 

テ ー マ；「大江戸東京・空の下の木―どうする舟運」 

パネリスト；陣内秀信（法政大学教授）、舛原邦明（東京

都河川部計画課長）、宮本恭介（中央区環

境土木部長）、西原文隆（墨田区議会議員）、

田所伸夫（東京都公園協会水辺事業部長）、

糸井守（隅田川市民交流実行委員会理事

長） 

コーディネーター：猪狩達夫（副会長） 

総合司会：沼尻重男（副会長） 

会    費：会員 500 円、一般 1000 円  

 

第  二部；交流・懇親会  

会    場：イタリアンレストラン「ベッラベーラ」錦糸町店  

       （03-5610-7672） 

時    間：17：00～19：00 

会    費：3500 円 

 

○四万十町展  

 

日    時：2011 年 11 月 26 日（土）～27 日（日） 

       10：00～16：00 

会    場：隅田公園リバーサイドギャラリー 

（浅草・吾妻橋  船乗り場前） 

 

四万十川の文化・芸術ののパネル展示、 

四万十川・隅田川交友河川交流活動紹介  

四万十町の地域物産紹介・販売、 

無料体験・お得コーナーなど（共催事業） 

  

○隅田川大学公開講座（文化実践講座）第 2 回  

 ～隅田川を歩いて俳句を創ろう～ 

 

日    時：2011 年 12 月 10 日（土）13：30～16：00 

集合場所：浅草・吾妻橋  右岸テラス 

講    師：岡部恒雄氏（隅田川吟行会代表、 

隅田川市民交流実行委員会監事） 

 

参  加  費：会員  500 円  一般 1,000 円  

  

イベントへの問合せ先・申込先： 

電話 0422-45-0352 FAX 0422-45-0353        

携帯 080-5488-1236 （糸井守）  

Email mi1234toi@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

■合同研究会 

 （地球環境研究会と文明システム研究会） 

（代表  谷本光生） 

日  時： 11 月 19 日（土）16：00～ 

場  所： JICA 地球ひろばミーティングルーム② 

（部屋の確保時間；15：00～19：00） 

議  題： 未定ですが、10 月の続きをお願いする予定  

 

 

■研究大会の発表者募集  ： 10 月末〆 

 来 2/13(月)に東京大学本郷の山上会館 2 階にて研 

究大会を開催いたしますので、プログラム策定のため、

当日研究発表をご希望の理事・(準)会員におかれま

しては 10 月末までに発表内容のキーワードおよび当

日の出席/欠席の決定時期を添えて 

kakutas@jamstec.go.jp 宛にご連絡ください。 

 

 

■ 理事会 のお知らせ 
 

日  時：  2012 年（平成 24 年）2 月 13 日（月） 

場  所： 東京大学本郷の山上会館 

 

 

■ 年次研究大会 の開催のお知らせ 
 

日  時： 2012 年（平成 24 年）2 月 13 日（月） 

場  所： 東京大学本郷の山上会館 
 

■ 経営関連学会協議会より 

 

第4回 シンポジウム 「経営教育の高大連携」のお知らせ 

 

日   時： 2011年11月20日（日） 11:00～19：00 

会   場： 関西大学 千里山キャンパス 100周年記念会館 

 

報   告： 大阪市立「新商業高校」の構想における 

経営リテラシーの具体化 

 

詳細につきましては 

Email: ac045-jfmra@canpan.org  

事務局連絡窓口までお問合せ下さい 

 

 

＜会員の皆様＞  

本マクロ学会通信は、次号12月1月合併号（Vol.23No.248）は、

2011年12月15日発行予定です。次号は12月15日と発行間隔

が開きます。ご注意下さい。次々号は、2/1です。 

メールアドレスをお持ちで、事務局にメールアドレスを登録さ

れていない会員の方は、是非事務局までお知らせください。

（メールを使用されていない方には、これまで通り送付対応い

たします。） 
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事務局より 

 

今現在、当学会の事務局は吉野理事長の拓殖大学海外事

情研究所吉野研究室に置かれていましたが、茂木理事の拓

殖大学の茂木研究室へ移行します。来年2012年1月から3月

を移行期間として4月からは、完全移行となります。 

詳細につきましては、12月15日発行予定のマクロ学会通信12

月1月合併号に掲載予定ですので、次号をご確認下さい。 

 

 

 

ホームページ移設について  

 

これまで国立情報学研究所 学協会情報発信サービスのホ

ームページ構築・提供支援によってホームページを運用して

きましたが、来年 3 月に終了します。そこで亀田理事のご尽

力により下記アドレスへ引越しが完了しました。

http://www.jame-society.jp/ 

 

新アドレスにてホームページ御覧下さい。 

 

 

マクロ学会だより 

 発行・編集 日本マクロエンジニアリング学会事務局 

〒112-8585 東京都文京区小日向 3-4-14 

 拓殖大学海外事情研究所 

 吉野研究室内（担当：斉藤） 

   Tel/Fax 03-3947-2323 

   E-mail:  fyoshino@ner.takushoku-u.ac.jp 

   URL   : http://wwwsoc.nii.ac.jp/james2/（2012.年3月まで） 

 

変更後の新しいホームページ 

http://www.jame-society.jp/ 
 

本通信の他への無断転載を禁じます。 
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http://wwwsoc.nii.ac.jp/james2/

