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ＰＰＰ／ＰＦＩ推進にむけた 

京都府公民連携プラットフォームを開催します！ 

京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、２０１９年１月２４日（木）に、京都府とともにＰＰＰ／   
ＰＦＩ推進にむけた「京都府公民連携プラットフォーム」を開催しますのでお知らせいたします。 

「京都府公民連携プラットフォーム」は、府内自治体の公共施設の民間活用や、民間の施設・

資金・ノウハウを活用した公共サービスの提供など、多様な公民連携を推進するための「産・学・

金・公」の対話の場で、テーマに応じた情報交換、政策形成を推進しています。 
今回のプラットフォームでは、来年度の活動計画等について報告するほか、京都府、京都市の

保有する未利用地の活用についての官民対話（意見交換会）を実施いたします。 

当行は、今後も地方創生、地域活性化の取り組みを一層強化し、地域の発展と成長に貢献でき

るよう努めてまいります。 

※1. PPP (Public Private Partnership) 
…公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、
財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。 

2. PFI (Private Finance Initiative) 
…公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力および技術的能力を活用して行う手法。 

記
開催内容 

名  称 平成３０年度 第４回京都府公民連携プラットフォーム 

日  時 ２０１９年１月２４日（木）１３：００ ～ １７：００ 

会  場 京都銀行 金融大学校 桂川キャンパス（京都市南区久世高田町３７６－７） 

内  容 

【第１部】基礎講座・取組報告 

（１） 今年度の活動状況と来年度の活動計画について 
京都府総務部府有資産活用課 

（２） 基礎講座「PPP/PFI手法による公有地活用事例について（仮）」 
株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 調査役 上野 隆之 氏 

（３）「京都府の未利用地活用の取組について」 
京都府総務部府有資産活用課 主査 美藤 真士 氏 

【第２部】対話「未利用地の活用について」 

（１）事例紹介 
 事例名 住所 敷地面積(延べ床) 備考 

１ 鳥居ヶ谷池 京都市左京区岩倉幡枝町 1285.00㎡ 更地（池） 

２ 西京区山田京町家 京都市西京区山田 1731.01㎡（293.54㎡）  

３ 元伊勢田職員住宅 宇治市伊勢田町 2383.83㎡（1986.65㎡）  

４ 元長岡職員住宅 長岡京市友岡２丁目 1098.5㎡(1207.33㎡)  

５ 元府議会議員公舎 京都市上京区薬屋町 1280.19㎡（737.67㎡） 旧富岡鉄斎邸 

（２）官民対話 
上記物件について、少人数での対話を実施（ブース形式・最大４事例まで参加可能） 
※終了後、懇親会を予定 
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主  催 株式会社 京都銀行、京都府 

共  催 
京都府立大学 京都地域未来創造センター、株式会社 日本政策投資銀行、 

株式会社 日本経済研究所 

対  象 
公民連携に関心のある民間事業者・団体、大学研究者、金融機関、 

府内自治体の公民連携・施設整備実務担当者 など 

定  員 １００名（参加申し込み 先着順） 

参加費用 
無 料 
 ※ただし、懇親会にご参加いただく方は別途 2,000円をご用意ください。 

申込方法 
別添もしくは、各支店に備え付けの参加申込書に必要事項をご記入の上「『京都府公

民連携プラットフォーム』事務局」宛て、Ｅメールにてお申し込み下さい。 

申込期限 
２０１９年１月１８日（金） 
 ※定員になり次第、期限前でもお申し込みを締め切らせていただきます。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 

 

＜ご参考＞ 
 

京都府公民連携プラットフォームについて 
 

開催時期（回次） 内 容 開催地 

２０１７年度 

２０１７年 ５月３０日 
（第１回） 

・「京都府公民連携プラットフォーム」の設立宣言 
・道の駅についての事例研究 など 

京都市 

２０１７年 ８月 ８日 
（第２回） 

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に参画した地域事業者の事例研究、
公民館の運営や建替・改修の意見交換 など 

久御山町 

２０１７年１１月２９日 
（第３回） 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を活用した庁舎整備の事例研究 など 宮津市 

２０１７年１２月２０日 
（第４回） 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を活用した水道事業の広域化 など 福知山市 

２０１８年 １月１９日 
（第５回） 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を活用した公共施設マネジメントの
推進 など 

大山崎町 

２０１８年 ２月１３日 
（第６回） 

平成２９年度のプラットフォームの活動内容や今後の 
計画について 

京都市 

２０１８年度 

２０１８年 ６月 ７日 
（第１回） 

公民連携の基礎講座や京都府初のサウンディング結果
報告、大阪城公園パークマネジメント事業について 

京都市 

２０１８年 ８月２８日 
（第２回） 

京都府北部地域の公民連携状況の報告や与謝野町阿蘇
ベイエリア活性化をテーマにした意見交換会 

与謝野町 

２０１８年 １１月１３日 
（第３回） 

京都府南部自治体の活動報告や、笠置町における町施設
を活用した観光まちづくりについての意見交換会 

笠置町 

 

以  上 

公務・地域連携部 TEL：075-361-2271  FAX：075-361-2011 



（１）今年度の活動状況と来年度の活動計画について 

京都府総務部府有資産活用課 

（２）基礎講座「PPP/PFI 手法による公有地活用事例について（仮）」 

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部・調査役 上野 隆之 氏 

（３）「京都府の未利用地活用の取組について」 

    京都府総務部府有資産活用課 主査 美藤 真士 氏 

（１）事例紹介 

事例名 住所 敷地面積(延べ床) 備考 

１ 鳥居ヶ谷池 京都市左京区岩倉幡枝町 1285.00 ㎡ 更地（池） 

２ 西京区山田京町家 京都市西京区山田 1731.01 ㎡（293.54 ㎡）  

３ 元伊勢田職員住宅 宇治市伊勢田町 2383.83 ㎡（1986.65 ㎡）  

４ 元長岡職員住宅 長岡京市友岡２丁目 1098.5 ㎡(1207.33 ㎡) 

５ 元府議会議員公舎 京都市上京区薬屋町 1280.19 ㎡（737.67 ㎡） 旧富岡鉄斎邸 

（２）官民対話 

上記物件についてブースを設置し、少人数で対話を実施します。（最大４事例まで参加可能） 

※終了後、懇親会を開催します 

第２部 対話「未利用地の活用について」

わが国においては、厳しい財政状況が続き、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっているな

か、効率的かつ効果的な公共施設等の整備を進めるために、民間の資金やノウハウを活用していく

ことが重要となってきております。 

こうした状況を踏まえ、府内自治体の公共施設の民間活用や、民間の施設・資金・ノウハウを活

用した公共サービスの提供など、ファシリティマネジメントの視点から多様な公民連携を推進する

ための『産・学・金・公』の対話の場として、平成 29 年度に「京都府公民連携プラットフォーム」

を設置し、テーマに応じた意見交換や情報交換を行い、政策形成の推進を行っています。 

平成 30 年度第４回となる今回は、未利用地の有効活用をテーマに開催します。 

平成 31 年 1 月 24 日（木）13:00～17:00（受付開始 12:30～） 
会  場：京都銀行金融大学校 桂川キャンパス  

対  象：公民連携に関心のある民間事業者・団体、大学研究者、金融機関 

府内自治体の公民連携・施設整備実務担当者 など 

定  員：100 名（申込順） 

参 加 費：無料 ※但し、懇親会にご参加の方は別途 2,000 円のご用意をお願いします。 

申込方法：裏面「参加申込書」記載の宛先までメールにて、１月 18 日（金）までにお申し込みください。 

プログラム

主催：京都府、株式会社京都銀行

共催：京都府立大学京都地域未来創造センター、株式会社日本政策投資銀行、株式会社日本経済研究所

開催目的

開催日時

第１部 基礎講座・取組報告



平成 30年度京都府公⺠連携プラットフォーム

参加申込書 
お申込みいただく際は、下記枠線内の情報をご記入のうえ、E-mail にて下記の宛先にご送付ください。 

貴社・貴団体名：                                         

所属部署：                                             

ご芳名 ご役職 対話 懇親会 領収書

出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 必要 ・ 不要

意⾒交換会参加希望事例 第１希望 第２希望 第３希望 第４希望

出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 必要 ・ 不要

意⾒交換会参加希望事例 第１希望 第２希望 第３希望 第４希望

出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 必要 ・ 不要

意⾒交換会参加希望事例 第１希望 第２希望 第３希望 第４希望

※複数名にてお申し込みいただく場合には、リストの最初の方を照会先といたします。 

※対話、懇親会、領収書については、該当するものに〇をおねがいいたします。

※対話については、表面の物件リストをご確認いただき、参加を希望する物件番号を記載ください。 

（希望のとおりに参加できない場合があります。ご了承ください。）

※自治体の方も対話への参加・傍聴が可能です。 

   〒

  ご住所：                                                       

   ご連絡先：TEL                      E-mail                        

※当日は受付にて「参加企業・団体一覧」を配布する予定にしております。 

掲載を希望されない場合は、右記に○をお願いいたします。       ［ 希望しない ］  

※今後のフォーラムの案内を希望されない場合は、右記に○をお願いいたします。［ 希望しない ］ 

   申込期限：1 月 18⽇（⾦）

（個人情報の取り扱いについて）  

ご提供いただく個人情報は、本セミナーのための範囲内で使用いたします。

またご提供いただく個人情報は法令の規定により提供を行う場合を除き、ご

本人様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。 

京都銀⾏ ⾦融⼤学校 桂川キャンパス 

（京都市南区久世高田町３７６番地 7） 

アクセス

≪お申し込み先≫  

「京都府公⺠連携プラットフォーム」事務局

E-mail： a.uemura@kyotobank.co.jp 

     k.yamaoka@kyotobank.co.jp 

≪お問い合わせ先≫  

「京都府公⺠連携プラットフォーム」事務局

担当：植村、山岡 TEL:075-361-2271 

※駐車場はありません。 

公共交通機関でお越しください。 


