
一般財団法人 民間都市開発推進機構

公的不動産活用通信（ＰＲＥメルマガ）配信目次一覧

【第 23 号】 2019/3/29 配信

□民都機構 マネジメント型まちづくりファンドを３月に５ファンド組成

□国土交通省 「道の駅」の「新たなステージ」に向けた検討会を実施

□国土交通省 ＰＰＰサポーター候補者の推薦を公募

□民都機構 「大正リバービレッジプロジェクト」を支援

□国土交通省 平成 31 年度 PPP/PFI 推進のための案件募集開始（第１次）

～地方公共団体等の PPP/PFI の形成を支援します！～

□沼津市 「リノベーションまちづくり」を推進

□宮崎駅西口拠点施設整備事業「ＫＩＴＥＮ（きてん）」

□日本不動産学会 ２０１９年度春季全国大会シンポジウム

～街づくり視点での公的不動産の有効活用～

□国土交通省 新たな官民連携手法をまちづくりに！

「まちづくり×SIB」シンポジウムを初開催

【第 22 号】 2019/1/28 配信

□国土交通省 公的不動産（ＰＲＥ）の情報公開サイトを開設

□船橋市 JR 南船橋駅南口市有地の活用に係る実施方針を公表

□国土交通省「都市の課題解決に取り組む、先進的なまちづくり法人を表彰します！

～「第８回まちづくり法人国土交通大臣表彰」の対象法人の募集開始～」

□リノベーション・オブ・ザ・イヤーを選出

□『コンパクトなまちづくり大賞』及び『先進的まちづくり大賞』募集

□官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム「サウンディング」参加者募集

□渋谷キャスト／SHIBUYA CAST．

□「都市のスポンジ化対策×賑わい空間創出」セミナー＆相談会を初開催

【第 21 号】 2018/11/30 配信

□国交省 「公共空間活用作戦会議」を開催予定

□福岡県 大濠公園日本庭園付近への民間活力導入に関するサウンディング調査を実施

□流山市 流山総合運動公園内の施設導入についてサウンディング開始

□民都機構・長野信金で「ＮＡＧＡＮＯまちづくり応援ファンド」設立

□民都機構 「ホテル WBFグランデ関西エアポート計画」を支援

□“ＯＮＯＭＩＣＨＩ Ｕ２” 県営上屋２号再生事業 （平成 26年 3月支援）

□リノベーションスクール各地で開催

【第 20 号】 2018/9/28 配信

□国交省 民間まちづくり活動の財源確保に向けた枠組みの工夫に関するガイドライン策定

□PRE関連書籍のご紹介「公共 R 不動産のプロジェクトスタディ～公民連携のしくみとデザイン」

□茨城県常総市 サウンディング型市場調査を実施

□千葉県市原市 サウンディング型市場調査を実施

□仙台うみの杜水族館 （平成 25 年 10 月支援）

□リノベーションスクール各地で開催

□「都市再構築・中心市街地活性化講習会」参加者募集



□国交省関東地方整備局 「第９回建政部セミナー」開催

【第 19 号】 2018/7/20 配信

□官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム『第 1 回サウンディングを実施！』

□木更津市 富岡小学校の跡地活用に向けたサウンディング型市場調査を実施

□犬山市 「新たな都市拠点及び交流エリア基本構想」に関するマーケット・サウンディング調査を実施

□平成３０年度 土地活用モデル大賞募集

□「谷根千まちづくりファンド」が古民家を活用した飲食店に投資！

□ひみ番屋街・総湯（富山県氷見市）(平成 24 年 9月支援)

□リノベーションまちづくり先進地 4 都市の独自モデルに学ぶ「官民連携まちづくり塾」開催決定！

【第 18 号】 2018/4/26 配信

□「旧鹿屋市立菅原小学校活用 ユクサおおすみ海の学校 設立計画」を支援

□「（仮称）豊島プロジェクト」（豊島区庁舎跡地の開発事業）を支援

□国土交通省 不動産証券化手法を用いた PRE民間活用のガイドラインを改定

□「谷根千まちづくりファンド」を組成、古民家再生を支援！

□大阪府 府営浜寺公園便益施設設置運営事業者を選定

□和歌山市駅周辺まちづくりシンポジウム開催

□UR 都市機構「地方都市再生を考えるリレーシンポジウム」を開催

【第 17 号】 2018/2/28 配信

□PPP/PRE 支援に民都機構の新たな支援制度を平成 30年度予算要求

□官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォームでサウンディングを開催

□国土交通省 PPP協定パートナーシップの公募を開始

□マネジメント型まちづくファンド全国第 3 号「城崎まちづくりファンド」組成

□山口県長門市長門湯本温泉観光まちづくり恩湯等施設整備・運営事業の優先交渉権者の決定について

□第 2回国土交通省関東地方整備局建政部・金融セミナーでオガール紫波の岡﨑正信氏が講演

□UR 都市機構 地方都市再生を考えるリレーシンポジウム（札幌会場）開催予告

【第 16 号】 2017/12/27 配信

□経済財政諮問会議、公共施設の有効活用と老朽化対策の推進について

□第 7回まちづくり法人国土交通大臣表彰の募集

□所有者不明土地を円滑に利用する仕組みを提言

□民都機構設立３０周年を迎える

□つくば市高エネ研南側未利用地の利活用について「サウディング型市場調査」を実施

□公的不動産活用事業「こまつアズスクエア」12 月オープン

□官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォームＰＰＰ/ＰＦＩ研修

【第 15 号】 2017/10/31 配信

□マネジメント型まちづくりファンド支援全国第 1 号で PRE 事業へ出資

□国交省、官民連携まちづくりの手引きを全面的にリニューアル

□政府、第６回公的不動産活用推進に関する関係省庁連絡会議を開催

□国交省 「まちづくり活動の担い手のあり方検討会」のとりまとめを発表

□静岡県島田市 旧金谷中学校跡地に活用を行う事業者を募集

□前橋市 市有地活用のサウンディング型市場調査を実施

□「官民連携まちづくり祭 in WAKAYAMA」開催

□リノベーションまちづくりサミット!!!わかやま開催



【第 14 号】 2017/8/31 配信

□国交省、平成３０年度予算概算要求で公共公益施設の再編等に対する民都機構の金融支援の創設を要求

□マネジメント型まちづくりファンド全国第１号が９月に組成予定

□国交省、東京都など日本橋の首都高地下化を検討

□国交省、平成２９年度「民間活力を導入した公的不動産(PRE)活用調査事業」選定

□国交省 「まちづくり活動の担い手のあり方検討会」でとりまとめを行う

□つくば市 茎崎庁舎跡地及び谷田部庁舎跡地の利活用についてサウンディング型市場調査を実施

□国交省及び内閣府が官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けた首長意見交換会（北陸ブロック）を開催

□国交省及び内閣府が「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けたワークショップ」の開催及び「プラットフォーム

メンバー」を募集

【第 13 号】 2017/6/30 配信

□内閣府、「PPP/PFI 推進アクションプラン」を改定し、推進施策として PRE を明記

□総務省、公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査結果の概要を公表

□「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」が成立

～空き家・空き店舗等の再生による地方創生を推進～

□国交省、平成 29年度 先導的官民連携支援事業及び地域プラットフォーム形成支援の採択案件（第１次）を

決定し第二次募集も開始

□国交省、「新下水道ビジョン加速戦略（仮称）」策定に向けた検討を開始

□平成２９年度土地活用モデル大賞募集

□横浜市 旧青少年交流センター跡地を活用する事業者を募集

□尼崎市 尼崎東高校跡地を購入・活用する事業者を募集

□神奈川県 「高津合同庁舎再整備事業」の公募型プロポーザルを公告

□堺市 大浜北町市有地活用事業の優先交渉権者を決定

【第 12 号】 2017/4/28 配信

□国交省、「民間都市開発事業の促進のための金融連携基盤の構築に向けたガイドライン」

～PPP/PRE 活用における自治体と地域金融機関・民間事業者との円滑な連携に向けて～を公表

□「新函館北斗駅前地区第一街区新函館北斗駅前ビル計画」を支援

□政府、第５回公的不動産活用推進に関する関係省庁連絡会議を開催

□川越市、クラウドファンディングを活用したまちづくり支援サイト「くらびとファンディングポータルサイト」 を開設

□埼玉県川口市 旧領家下水処理場等の跡地売却のため公募を実施、三井不動産を優先交渉権者に決定

□滋賀県大津市 大津びわこ競輪場跡地活用事業者の公募を実施

□千葉県市原市 旧市原ショッピングスクエアビル資産活用事業の公募を実施、優先交渉権者が決定

□大阪府吹田市 千里南公園内でパークカフェを整備・運営する事業者の公募を実施

□東京都の隅田川の清洲橋下流に「かわてらす」誕生

□第６回ＰＲＥ／ＦＭ研修会の受講者募集（国土交通省／国土交通大学校）

□リノベーションサミット!!!!２０１７が開催される

【第 11 号】 2017/3/7 配信

□「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

□都立公園で初めて民間事業者が設置運営するレストランがオープン

□国交省、「みなとオアシス運営要綱」を策定

□文科省、廃校施設活用状況実態調査の結果を公表、廃校の活用は約７０％

□国土交通省と日本 PFI・PPP 協会との PPP 協定の締結について

～PFI・PPP事業事例のデータベースの活用が可能に～



□横浜市、すべての都市公園の活用について「サウンディング型市場調査」を実施

□つくば市が上郷高校跡地に関する「サウンディング型市場調査」を実施

□奈良県 奈良公園内の２箇所で官民連携事業を実施

□仙台市 市立病院跡地利活用事業の事業候補者を選定

□「リノベーションまちづくりサミット!!!2017」を開催

□「小松駅南ブロック複合施設建設事業」を支援

【第 10 号】 2017/1/12 配信

□民都機構支援制度を拡充へ（平成２９年度予算案閣議決定）

□東京都の「公園まちづくり制度」で南青山１丁目の再開発が始動

□ＰＦＩ機構、新市民会館整備運営事業（東大阪市）を支援

□公園と商業施設の融合による官民連携のまちづくり－【南町田拠点創出まちづくりプロジェクト】－

□経産省、魅力あるスタジアム・アリーナを核としたまちづくりに関する計画策定等事業に係る委託先の採択を

決定

□草津市 市と３０年間の定期借地契約を結び、こども園を整備・運営する事業者を決定

□かすみがうら市 旧小学校活用の事業提案（廃校施設の活用事業者）の募集

□天理市 旧天理消防署跡地を公募型プロポーザル方式により売却、最優秀提案事業者を選定

□国交省及び内閣府、平成 28年度 官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム官民連携

（PPP/PFI）事業の推進セミナー等を開催

【第 9 号】 2016/12/1 配信

□民都機構広報誌「MINTO44 号」発行（公的不動産（PRE）のまちづくりへの活用に関する特集号）

□内閣府、総務省、国交省が共同で PPP事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイドを

取りまとめ

□「インフラメンテナンス国民会議」始動

□政府、「インフラメンテナンス大賞」を創設、募集開始

□総務省、同省ホームページに公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表・公共施設

最適化事業債を活用した先進事例を掲載

□武蔵野市 武蔵境駅北口市有地有効活用事業における優先交渉権者を決定

□川越駅西口市有地利活用事業の公募型プロポーザルを公告

□川崎市福祉センター跡地活用施設整備事業の入札を公告

□「オガールセンター整備事業」、「ホテルグリーンコア坂東建設計画」を支援

【第 8 号】 2016/11/1 配信

□官民連携（PPP/PFI)事業の推進に向けた首長意見交換会開催

□公共施設等総合管理計画と立地適正化計画の連携

□国交省コンパクトシティ形成支援チームの取り組みについて

□第 4回公的不動産活用推進に関する関係省庁連絡会議開催

□東京都、「都有地有効活用推進本部」を設置

□「函館駅前市有地等整備事業プロポーザル」で事業者を選定

□旧横浜市総合福祉センター跡地でＰＰＰ事業によるサ高住・コミュニティ施設が開業

□国交省、「官民連携による国際クルーズ拠点形成計画書」を募集中

【第 7 号】 2016/10/3 配信

□「マネジメント型リノベーションまちづくりファンドへの支援」を概算要求



□対話型市場調査の実施拡大に期待

□国交省、平成 28年度震災復興官民連携支援事業の採択案件（第２次）を決定

□泉佐野市、スケートリンクの開発運営主体を（一社）関空アイスアリーナに決定、建設のための自治体クラウド

ファンディングを実施

□国立大学の敷地に区立のこども園を設置

□【書籍紹介】「町の未来をこの手でつくる 紫波町オガールプロジェクト」猪谷千香 幻冬舎

□「元清水小学校跡地活用に係る事業者の公募について（京都市）」 ～昭和初期に建設した小学校跡をホテル

等にリノベーション～

□「北海道旧初台公宅用地有効活用事業」 ～公務員住宅を新しい「建物再生手法」で再生～

□国交省、「公的不動産（PRE）の民間活用セミナー」を開催

□国交省、平成 28年度地方都市における不動産証券化手法の普及に向けたセミナーを開催

□「官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けた首長意見交換会」を開催

□文科省、2016 文教施設セミナー「未来につながる学校づくりセミナー」を開催

【第 6 号】 2016/9/1 配信

□都市再生特別措置法等の一部改正法の施行日（9/1）が決定

□内閣府、平成 28年度「PPP/PFI に関する支援対象の決定について」の対象を決定

□ 「土地政策の新たな方向性 2016」が公表されました（8 月 4 日）

□横浜市と東急電鉄、「次世代郊外まちづくり」の情報発信や活動拠点となる場「（仮称）WISE Living Lab」

（ワイズ リビング ラボ）を平成 29 年春開設

□平成 28年度 先導的官民連携支援事業の採択案件（第 2 次）の決定について

□福岡市は道路の車線を少なくして道路空間を賑わい空間に再編

□文科省「文教施設における公共施設等運営権の導入に関する検討会」、中間報告とりまとめ

□ 「官民連携（PPP/PFI）事業の推進セミナー」のご案内 【官民連携事業の推進のための地方ブロックプラット

フォーム】

□オレゴン州ポートランド（コラム）

【第 5 号】2016/8/1 配信

□ 民都機構、信金中金及び国土交通省と「まちづくり事業の推進に関するパートナー協定」を締結

□ インフラツーリズム

□ 公共不動産の活用に関する対話型市場調査等の実施方法についてまとめました

□ UR 都市機構、コンビニ３社と団地の利便性向上・活性化推進に向けて連携協定を締結

□ 総務省、同省ホームページに公共施設等総合管理計画の各地方公共団体のホームページにおける公表

状況を掲載

□ 「公共施設オープンリノベーション・マッチングコンペティション」平成 28 年度４件採択

□ 千葉市の豊砂公園で無人運転バスの実験開始

□ 名古屋市久屋大通りの車線を公園化する社会実験

□ 国土交通省・東京大学公共政策大学院主催「PRE/FM 研修会」において講義（7 月 8 日）

【第 4 号】2016/7/1 配信

□ 都市再生特別措置法等の一部改正法が公布（施行は公布から 3 月以内）

□ 公的不動産の活用と指定避難所の環境整備のバランスのとれた対応

□ 国土交通省都市局が宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の通知を発出

□ 国土交通省、民間企業等への河川空間の開放を促進

□ 政府、公的サービス・資産の民間開放（PPP/PFI の活用拡大等）等を内容とする「日本再興戦略 2016」を



閣議決定

□ 空き公共施設を活用した企業誘致（平成 28年版土地白書より）

□ 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2016」が閣議決定

□ 平成 28年度土地活用モデル大賞募集中

□ リノベーションまちづくりサミット!!!2016 が開催されました。

【第 3 号】2016/6/1 配信

□ 国交省、自治体のＰＲＥ情報等を一元的に集約したポータルサイトを開設

□ 平成 28年度「民間活力を導入した公的不動産活用支援事業」の募集開始

□ 公共施設等総合管理計画の策定とあわせた代替庁舎の特定

□ 都市公園の廃止には法律の制限があることに注意しましょう

□ PPP/PFI 推進アクションプランが決定

□ 既存建築物の用途変更の際の建築基準法の扱いの明確化（技術的助言）

□ 「公共施設オープンリノベーション・マッチングコンペティション」自治体から総務省への提案締切日迫る

□ 公共施設等総合管理計画の策定状況等についてまとめました

□ 官民連携プラットフォーム（北陸）の開催

□ 日本銀行主催「PFI・PPP に関する地域ワークショップ」において講演

【第 2 号】2016/5/2 配信

□ 民都機構、公的不動産活用のための取り組みを強化

□ 公共管理の公共施設と民間管理の公共施設を合わせた公共空間の一体的な活用

□ 低未利用土地や使われなくなった公共施設等を活用した民間都市開発事業の支援要件を緩和

□ 公的不動産（PRE）等の活用推進、地域を活性化する不動産ストックの再生推進を提言

□ 天王寺公園茶臼山北東部エリアにコンビニエンスストアがオープン

□ 関西でも都市公園内の保育所整備へ

□ 習志野市が大久保地区公共施設再生事業実施方針等を発表

□ 総務省行政評価局「地下街等地下空間利用施設の安全対策等に関する実態調査結果報告書」発表

□ 観光まちづくりにも公的不動産の利活用を検討

□ 第 5 回 PRE/FM研修会が受講者を募集

□ 「リノベーションまちづくりサミット!!!2016」が開催

【創刊号】2016/4/2 配信

□ 地方公共団体職員向けに「公的不動産（PRE）の民間活用の手引き」が公表

□ 郊外団地で都市公園を活用して高齢者サービスを始める実験的取組

□ 「渋谷宮下町計画」（都営住宅跡地の開発事業）を支援

□ 官民連携事業の導入や実施に向けた検討のための調査委託費助成（案件募集）

□ 不動協、「大都市および住生活のあり方に関する提言」を公表

□ 国交省、河川敷地の民間占用期間延長へ

□ 国交省、河川空間のオープン化活用事例集を作成

□ 不動産ストックビジネス事例集を公表

【創刊準備号】2016/3/4 配信

□ 公的不動産活用の意外な盲点─都市公園─

□ 民都機構による公的不動産活用事業・リノベ支援事業支援が拡充へ

□ 全国ブロックで「官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム」の形成が推進

□ 国交省、インフラリート研究会を立ち上げ



□ イオンモール常滑の支援を実施

□ 習志野市大久保地区公共施設再生事業について提言書提出

□ 「自治体、地域金融機関、事業者の連携による PPP・PRE 活用セミナー」が開催

□ 「PRE/FM 研修会」が開催・平成 28 年度予定も公表

□ 全国で「PFI・PPP に関する地域ワークショップ」が開催

□ 総務省 HP「公共施設等総合管理計画」の策定事例が更新


