Ⅲ-50

事例編
事

原論 / 共通
通編 / 実施編
編 / 分野別編 / 書式編 / 事例編

10. 天王寺
寺公園エントラ
ランスエリア
ア
魅力創
創造・管理運営
営事業
１．事例の特徴
徴
本事業は、民
民間の資金・ア
アイデア・経営ノウハウを活用し
し公
園の整備運営を
を行う PPP 事業
業であり、質の高
高い空間形成と
と自
律的な公園経
経営の実現をめざし、民間事業
業者が、公園の
の計
画・整備・運営を独立採算で包
包括的に実施す
する DBO 型の
の事
採用している点に特徴がある。
業スキームを採
また、事業者
者の選定は、提
提案者との対話を含んだ「2 段
段階
のプロポーザル
ル方式」により実
実施しており、公
公園デザインの
の提
案についても、重要な評価要
要素の一つとして
ている。
民間の企画
画力・デザイン力
力を引き出し易
易い仕組みを構
構築
することにより、
、オープンスペ
ペースと店舗群が
が一体となった
た魅
力的な都市空間が実現してお
おり、ランドマー
ーク性の高い公
公園
デザインが新た
たな集客・賑わ
わいを生み出す
すとともに、エリア
アイ
メージにも変化
化をもたらしてい
いる。
なお、天王寺
寺公園エントラ
ランスエリア（てん
んしば）につい
いて
は、2016 年度
度グッドデザイン
ン賞の金賞（経済
済産業大臣賞））を
受賞している。

２．業務諸元
２−１．業務概
概要
（１）事業内容
容
本事業は、天
天王寺公園のエ
エントランスエリ
リア等（約 3.1hha、
大阪市天王寺区茶臼山町 1 丁目）において
て、事業期間を 20
園のリニューアル
ル整備、新たな
な賑わい施設（レ
レス
年間とし、公園
トラン・カフェ・物
物販店舗等）の
の導入、イベント・プロモーショ
ョン
の実施、公園の
の運営維持管理
理等を公募により選定した民
民間
事業者が、独立
立採算で一体的
的に実施するものである。
大阪市では、世界の都市間
間競争に打ち勝
勝つ都市魅力を
を創
ため、天王寺公
公園・動物園を核
核とする「天王寺
寺・
造・発信するた
阿倍野地区」を
を重点エリアの一
一つに位置付け
け、文化観光拠
拠点
の形成をめざし
している。
本事業は、本
本戦略に基づき
き、ターミナルに
に近接し、都市
市空
間として高いポ
ポテンシャルを
を有しながらも、施設の老朽化
化が
進み、有料であ
あったことから十分活用されていなかった「「天
王寺公園エントランスエリア」」を新たな集客
客・賑わい拠点と
とし
ルし、上質な都市
市空間の形成と
と恒常的な賑わ
わい
てリニューアル
創出、さらに、地域全体に新
新しい人の流れを
を生み出すこと
とで、
いては「天王寺
寺・阿倍野地区
区」全体の活性化
化・
公園全体、ひい
価値向上をめざ
ざすものである
る。
また、自律的
的な公園経営と
と投資効果の最
最大化を図るため
め、
本事業は、民間
間の資金・ノウハ
ハウを最大限活
活用した PPP 事
事業
により実施して
ている。

図 1 「天
天王寺・阿倍野地区
区」及び「事業対象区域」

（２）
）業務内容
1）設
設計競技の趣旨
旨
天王寺公園エン
天
ントランスエリア
ア等において、夜
夜間景観も含
めた
たデザイン性の
のある上質な都市
市空間の形成や、恒常的な
賑わ
わいの創出を実
実現するうえで、 民間のノウハウ
ウやアイデア・
企画
画力を積極的に
に引き出し、効果
果的に活用する
ることを目的と
して
ている。

2）主
主催者
大阪市
大

3）調
調達方式
公募型プロポー
公
ザル DBO 方式
式（2 段階）

4）選
選定スケジュー
ール
・一
一次選考
募集要項配布
説明会、質問受
受付・回答
応募書類受付
応募者へのヒア
アリング
一次選考通過者
者の選定
・二
二次選考
募集要項配布
質問受付・回答
答
応募書類受付
プレゼンテーシ
ション・審査
事業予定者の選定
・事
事業予定者の選
選定後
事業協定書締結
リニューアル工
工事
リニューアルオ
オープン

：平成 26 年 1 月～
：平成 26 年 1 月～2 月
：平成 26 年 3 月
：平成 26 年 4 月～7 月
：平成 26 年 7 月
：平成 26 年 8 月
：平成 26 年 8 月
：平成 26 年 9 月
：平成 26 年 10
1 月
：平成 26 年 10
1 月
：平成 26 年 12
1 月
：平成 27 年 4 月～9 月
：平成 27 年 10
1 月1日

5）応
応募総数
一次提案募集
一
全4者
二次提案募集
二
全3者

6）最
最優秀提案者
・事
事業者
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・協力会社
設計・監理：竹中工務店設計部
ランドスケープデザイン：ＨＵＭＵＳ
ライティングデザイン：角舘政英光環境計画
サインデザイン：廣村デザイン事務所
施工：竹中工務店

態・体制の確保
- 効果的なプロモーション活動の計画
- 適切な公園の維持管理計画
- 事業内容の公共性
- 質の高い提案実現に向けた課題や意見の提示
・事業の実現性及び事業効果（30 点）

2）二次選考
２−２．審査
（１）審査方法
2 段階方式で審査を行った。詳細を下記に示す。

1）一次選考（書類審査、ヒアリング）
選定委員会（注：ガイドラインでは「審査委員会」と記載）に
おいて、提出書類をもとに、事業概要やコンセプトについて
の審査を行い、一次選考通過者を選定
提案内容や必要な規制緩和等について、提案者にヒアリ
ングを行うとともに、関係法令を踏まえた提案施設の設置可
否等について市の見解を提示

2）二次選考
一次提案募集におけるヒアリング内容等も踏まえて、最終
的な事業条件を決定し、一次選考通過者を対象に二次提案
募集を実施
選定委員会において、提出書類及びプレゼンテーション
（非公開）をもとに、事業詳細について審査を行い、事業予定
者を選定

（２）審査委員構成
各専門分野の有識者からなる選定委員会を構成した。
委員名
所属・役職名
専門分野
大西 直良 株式会社ウエル 商業施設、まちづく
ウエスト 代表 り、新たな賑わい創
取締役社長
出、集客戦略
嘉名 光市 大阪市立大学大 都市計画、都市デザイ
学院 准教授
ン、景観論、景観計画
高瀬 孝司 株式会社ジオ・ 商業施設、民間事業
アカマツ 顧問
柘植 喜治 千葉大学大学院 都市計画、建築設計、
教授
都市環境
※所属・役職名は、選定委員会の開催時点

（３）審査における評価視点
1）一次選考
・事業コンセプト（30 点）
- 公園全体の魅力創造、天王寺・阿倍野地区の魅力創造
への貢献に対する意欲がある
- 天王寺・阿倍野地区や上町台地に位置する天王寺公園
の位置づけ、コンセプトがしっかりと示されている
・事業計画（40 点）
- 公園の各施設との連携や調和がとれた配置計画
- 公園の特性が活かされ、魅力創造・集客に大きく寄与す
る新たな導入施設の提案
- ランドスケープデザイン
- 恒常的な賑わい創出への貢献
- イベント等のソフト事業を継続するために必要な運営形

・事業コンセプト、天王寺公園及び周辺地域活性化への貢
献（15 点）
・事業計画
- ハード事業（20 点）
- ランドスケープデザイン（15 点）
- ソフト事業（15 点）
- 維持管理事業（15 点）
・事業の実現性及び事業効果（20 点）

（４）審査結果の公開
以下の情報を、大阪市経済戦略局 HP 及び報道発表にて
公開した。

1）一次選考
・選定結果、応募数、通過者数
・選定委員会の議事概要

2）二次選考
・選定結果、各応募者の評価点
・選定された事業予定者の名称、提案概要
・選定理由、付帯意見
・選定委員の氏名、役職
・選定委員会の議事概要

２−３．応募条件と設計条件
（１）応募条件
1）法人等（連合体での応募も可、個人の応募は不可）
2）応募者に必要な資格は、下記のとおり
直近 3 事業年度分の法人税等の滞納がないこと
地方自治法施行令第 167 条の 4 に規定する欠格事項に該
当していないこと
大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期
間中でないこと
※公園設計・整備・運営管理等の実績は資格要件とはせ
ず、提案書類として、業務実績・事業実施体制・協力会
社の一覧（業務内容・業務実績・本市入札資格の有無等
含む）を求め、業務遂行能力の確認・評価等を行ってい
る。

（２）設計与条件
①事業対象区域において、新たな魅力施設（店舗等）を企
画・導入し、公園と民間収益施設が一体となった新たな都市
公園空間のデザインを提案
②公募で選定された事業者が、公園・民間収益施設の計
画・設計・施工と、整備後20年間の運営管理を一体的に
実施
③事業費は、新たに導入した収益施設等からの収益を原
資に、事業者が自ら負担
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④収益施設の設置にあたって、事業者は、市に公園使用
料を支払う
⑤工事期間
平成 27 年 4 月～平成 27 年 9 月（6 ヶ月）
⑥事業対象区域
天王寺公園エントランスエリア（約 25,000 ㎡）
天王寺公園東バス駐車場（約 1,160 ㎡）
天王寺公園茶臼山北東部エリア（約 5,400 ㎡）
※一次提案募集時は、エントランスエリアのみを必須提
案区域とし、他エリアについては自由に提案できるこ
ととしている。
⑦その他、与条件を設定している項目
空間が果たすべき役割・機能の考え方
空間形成・デザインに関する考慮事項
都市公園法に基づく設置施設の制限
必須機能（動物園・美術館への動線、芝生広場、Wi-Fi
環境、サインの多言語対応など）
建築面積、高さ等の制限
公園施設としての要求水準
第三者所有施設（地下駐車場等）の近接条件
大阪市実施工事との調整事項など

・インフラ施設計画（イベント設備計画を含む）
・工程表・実施スケジュール
・外観透視図等のイメージパース
- エントランスエリア（鳥瞰パース１点、アイレベルパース 2
点以上、夜間景観イメージ 1 点）
- 茶臼山北東部エリア（2 点以上）
- 屋外のイベント施設やアイコンとなるモニュメント等につ
いても適宜作成
・ソフト事業計画
・維持管理事業計画
④管理運営計画
・管理運営計画（運営形態、各施設やイベント等の運営概
要等）
・事業実施体制（責任者及び人員計画、危機管理体制、協
力会社の一覧（業務内容・業務実績・本市入札資格の有
無等を含む））
・関連経費内訳（算定根拠・内訳含む）
・収支計画（損益計算、資金計画など）
・事業実施上の工夫（リスクに対する備え、サービス向上の
取組みなど）
・事業効果（集客効果、経済波及効果など）

（３）提出書類
２−４．その他の特記事項

提出書類のうち、主なものを下記に挙げる。

（１）最優秀提案者との契約

1）一次提案募集
①事業者の経理状況調書、会社法に定める計算書類及
び附属明細書
②事業計画概要
③管理運営計画概要
④質の高い提案への意見

選定された事業予定者は、選定後 2 ヶ月以内に、大阪市と
の間で「事業協定書」を締結し事業者となる。

（２）最優秀提案者に与えられた権利
「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業」
の事業権

2）二次提案募集
①事業者の経理状況調書、会社法に定める計算書類及
び附属明細書
②事業コンセプト
・めざすべき公園像、天王寺公園及び「天王寺・阿倍野地
区」活性化への貢献についての考え方
・提案趣旨、機能構成、運営管理方針、デザインの考え方、
利用者の想定など
③事業計画
・配置図（用途、主要寸法、面積、勾配等を記載）
・平面・立面・断面図等
・施設諸元表（用途、構造、規格、内装・外装等の仕上げ
方法、設計方針、管理運営主体、第三者使用がある場合
は見込まれる社名・業種なども記載）
・公園・緑地整備計画図
・既存施設の撤去範囲図
・寄附施設図
・動線計画図（周辺地域も含めた公園全体の動線イメージ図
も作成し、公園全体の回遊性向上に対する考え方も示す）
・サイン計画
・セキュリティライン計画（夜間閉鎖に係るセキュリティ対策
方針（閉鎖時間、運用方法）も記載）
・照明計画（夜間景観の創出計画を含む）

２−５．参考資料
１）「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業
者募集要項」平成 26 年 1 月大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000249
808.html
２）「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業
者募集要項（2 次提案募集要項）」平成 26 年 8 月大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000249
808.html
３）「天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業
予定者を決定しました」平成 26 年 10 月大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000285
880.html

３．事例解説
３−１．実施のねらいと成果
（１）デザインへの期待
公園エントランスエリアのリニューアルにあたっては、新た
な公園空間のデザインに期待する役割・機能として、重視さ
れた視点がいくつかある。
大阪の代表的な風景となるランドマーク空間の創出
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利用者や地域の人たちが天王寺公園に期待するイメージ
を変えること
公園や周辺エリアの地域環境の向上
日常使いからイベント使いまで、多様な利用シーンを許容
する多目的・多機能な空間形成
公園ランドスケープと建築物、或いは、オープンスペースと
商業的スペースが一体となった空間デザインによる公園の新
しい魅力の創出
これらを効果的に実現するため、本事業では、民間のデザ
イン力・企画力を引き出すだけではなく、計画・設計から施
工・運営管理まで、投資回収リスクを含めた公園経営全般を
事業者に委ねることで、投資水準の見極め（過剰投資の抑制）
やコスト管理と併せて、公共空間の質と集客・収益が、事業者
によって一体的にマネジメントされることがめざされた。

（２）設計競技の有効性、事後評価、市民の声
天王寺公園エントランスエリア（通称：てんしば）は、約
7,000 ㎡の芝生広場と木造建築群がシンボルとなり、その景
観デザインが、都市空間に相応しい賑わいのある公園イメー
ジを先導し、天王寺公園ひいては周辺エリアのイメージ向上
に大きく寄与しつつあると考えられる。
また、平成 27 年 10 月のオープン後は、1 年間で約 420 万
人（従前の約3倍）の来園者が訪れており、ベビーカーを押し
たお母さん達が目立つなど、子供からお年寄りまで、多世代
に開かれた空間に変化した。
さらに、日常使いから、大小様々なイベント使いまで、多様
な利用シーンが生み出された。
なお、本事業は、事業期間 20 年間を通じて、持続的な公
園運営と賑わい創出を図り、地域から愛される公園となるとと
もに、公園を核としたシビックプライドの醸成や地区全体の活
性化をめざすものであるため、長期的な観点から、継続的に
事後評価を実施していく必要があると考えられる。

の制約があった。
事業区域は、動物園・美術館へのアプローチ空間になっ
ており、地下鉄・地下街から地上に繋がる階段・エレベーター
等も存在するため、他施設への動線を踏まえた空間設計、工
事中の動線確保が必須であった。

（２）事業方針の作成、目的設定
公園リニューアル等にあたって、事業者が踏まえるべき基
本的な考え方については、有識者からの意見を踏まえて行
政内での議論を重ね、「天王寺公園エントランスエリアへの民
間事業導入にあたっての方向性」という形でとりまとめ、募集
要項において予め提示した。
主な項目は、下記のとおりである。
天王寺公園の基本的な考え方
空間形成の考え方
公園全体での空間デザインの考え方
公園の管理・運営の考え方

（３）実施運営事務局の体制づくり
事務局は、行政職員 4 名（職種：事務 1、土木 1、園芸 1／
役職：部長級 1、課長級 2、係員 1）で担った。コンサルタント
等は活用していないが、必要に応じて、有識者から意見・助
言等を聴取した。

（４）予算確保と運用
本事業は、民間事業者が独立採算で実施することを前提と
しているため、原則として、施設整備・運営管理費について
市からの予算拠出はない。（ただし、地域性から、夜間警備
等にかかる費用の一部（年間約 700 万円）は市が負担してい
る。また、既存施設の一部撤去並びに、事業対象区域にある
既存トイレの美装化については、別途、市が実施した。）
事業者は、公園リニューアル・店舗整備等にかかる費用と
して約 17 億円を負担しているほか、事業期間（20 年間）に渡
り、必要となる運営管理費及び追加投資（店舗等の増築、施
設改修など）の費用を負担することとなる。

３−２．実施上の知見、工夫点

（５）フィージビリティ・スタディの実施

（１）事業実施の前提条件

事業構想段階では、事業条件を考えるうえで、下記のよう
な相反する課題に、同時に取り組む必要があった。
多様な人々が利用する公共施設としての公開性・公平性・
公共性・社会的有用性等の確保
公園全体のデザインを先導する質の高い空間形成
民間ビジネス目線での事業成立（事業採算性の確保）
民間のノウハウ・創意工夫が十分に発揮できること
そこで、本事業では、事業者公募を 2 段階で実施すること
とし、1 次募集で提出された提案内容をもとに、その実現可能
性（法令上の適否、現場条件との整合、提案の公共性など）
や事業計画（工期、コスト、収支構造等）の妥当性等について、
早い段階から確認を行い、必要に応じて提案者にフィードバ
ックすることで、2 次募集における提案内容の質やフィージビ
リティの向上に繋げた。
また、事業採算性については、1 次募集の各提案内容も踏
まえつつ、行政側でモデル事業の想定による収支シミュレー
ションを実施し、安定的な事業実施に必要となる採算ライン
や収支構造のあり方等について検討を行った。

1）事業スキーム
公園リニューアルにかかる計画・設計・施工（20 年間の運
営維持管理を含む）を事業者が一体的に実施するものとした。
事業費については、新たに導入した収益施設等からの収益
を原資とし、事業者が自ら負担する、とした。

2）工事期間
平成 27 年 4 月～平成 27 年 9 月（6 ヶ月）
平成 27 年 10 月 1 日の運営開始（リニューアルオープン）
が必須であったため、工事期間は 6 ヶ月程度と非常にタイト
な設定となった。

3）その他、特殊な条件
都市公園内での事業となるため、都市公園法など関係法
令の遵守が必要となるとともに、風致地区・埋蔵文化財包蔵
地・大阪府指定史跡等の指定による制限があった。
事業区域の大部分には、地下に第三者所有の地下駐車
場が存在し、上部での施設整備にあたっては、荷重や離隔
等の設計条件、掘削・工事動線等の施工条件について相当
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いエリアには、ゲート空間に相応しい顔となる施設を配
置する。

３−３．審査上の知見、工夫点

３）公園の管理・運営について

（１）審査基準の作成、要求事項の設定
新たな公園のデザイン・導入機能等を提案するうえで、提
案者が踏まえるべき基本的な考え方については、「天王寺公
園エントランスエリアへの民間事業導入にあたっての方向性」
を募集要項で示し、提案におけるデザインの重要性を強調
するとともに、評価の基礎とした。
特に重視した視点は下記の通りである。

１）エントランスエリアの役割、導入機能について
・ 自然・歴史・文化が一体となった天王寺公園を、その特
徴を最大限活かし、活性化することで、天王寺・阿倍野
地区全体を文化観光拠点として発展させていくことに繋
げる。
・ ターミナルから動物園・美術館等をつなぐメインゲートと
なるとともに、周辺観光資源へのアクセス性と回遊性を
高める。
・ 従来型の公園イメージに捉われることなく、事業者が新
たに導入する商業施設等を含めて上質な都市空間の形
成を図り、市民の憩いの場としての役割だけでなく、新
たな交流の場、賑わいの場として、地域全体の活性化
に貢献する都心の公園の玄関口に相応しい場として再
整備する。
・ 上質な都市空間として、文化的な都市生活の確保に寄
与するため、ソフト・ハード両面にわたる工夫を行う。
・ サービス機能については、開かれた公園での滞在をよ
り快適にするオープンカフェ・レストランなどの多面的な
展開と、近隣施設とは異なる、公園に相応しい特色のあ
る施設を導入する。また、コインロッカー、周辺エリアも
含めた案内サービス機能の導入により、公園と周辺観光
資源の回遊性を高め、地域交流空間としての機能を果
たす。

２）空間形成・デザインの工夫について
・ 天王寺ターミナルからの玄関口として、大阪の代表的な
風景となるランドマーク空間を創出する。
・ 動物園・美術館へのアプローチ空間としてのプレショー
（期待）・アフターショー（余韻）の機能、動物園ゲートへ
の視線の誘導や動物園感を感じさせる空間づくりの工
夫を行う。
・ 事業対象区域外を視点場とした景観にも配慮し、建物
の裏側をつくらないデザインなど、ランドスケープデザイ
ンに注力した景観形成を図る。
・ 都心公園として、夜間も楽しめる公園として、照明の工
夫やイルミネーション・ライトアップ等により、夜間景観を
創出する。
・ 多様なイベント空間として、また、ターミナル近接の防災
空間として、中央には自由に使える大規模なオープンス
ペースを設ける。
・ 店舗等は、エリアの北側及び南側沿いに配置することを
基本とし、視覚的に認識されるアイコンとなるとともに、
公園奥に誘う施設配置の工夫を行う。また、谷町筋に近

・ 戦略的・持続的な運営に向け、明確なビジョンと総合的
なプロデュース機能を持つ運営組織を構築する。
・ 公園全体の一体的なマネジメントを進めるうえで、中核
的な役割を担う。
・ 恒常的な賑わい創出に向け、多様なイベントの企画・実
施・誘致、周辺施設や地域との連携に取組む。
・ 市など関係者と連携し、エリア全体の発展・活性化に寄
与する取組みを進める。

（２）審査員の選定
ランドスケープや景観デザイン、利活用を踏まえた空間デ
ザイン、公共空間における新たな賑わい創出のあり方等につ
いて、専門的な意見を聴取するため、事業者選定委員として
4 名の専門家を配置した（前掲、審査委員構成）。

（３）審査における透明性の確保
募集要項において、審査項目・配点・審査の視点を明らか
にするとともに、審査後は、選定委員会の開催概要（委員名、
議事概要）及び審査内容（各応募者の評価点、選定された事
業予定者の名称、提案概要、選定理由、付帯意見）を公表し
た。

３−４．選定後の事業実施上の知見、工夫点
（１）事業実施上の知見、工夫点
本事業では、事業者が強いリーダーシップを発揮したこと
もあり、提案のコンセプト・デザイン・質は施工フェーズにお
いても一貫して維持され、さらに、新たなアイデアや創意工
夫が柔軟に設計に取り入れられるなど、計画・設計・施工・運
営管理を包括的に事業者が担う DBO 型事業スキームならで
はのメリットが十分に活かされたと考えられる。
また、事業全体を民間事業者がトータルプロデュースでき
ることで、利用シーンやアクティビティから逆算された公園プ
ランニングの取組みが進むとともに、多様で特色のあるテナ
ントミックスやオープンスペースと店舗の一体的なデザインが
実現している。
さらに、事業者内では、オーバーデザインや過剰投資の
抑制に対するインセンティブと、質の高い空間形成に対する
インセンティブがバランス良く機能しており、コスト合理性に
加え、収益性・話題性といった多角的な観点から、事業がマ
ネジメントされるに至っている。
一方、維持管理や公園設計については、公園管理の経験
や現場状況への精通から、行政側がノウハウを有している事
項も多く、これらを共有するため、市・事業者の担当者間では、
設計・施工期間を通して、頻繁にワークショップや議論を行い、
課題共有や、課題解決のためのアイデア出し、アイデアのブ
ラッシュアップ等に取り組んだ。
特に、利用シーンを想定した公園づくりを進めるうえで、日
常使い・イベント使いなど様々な利用シーンでどのように公
園が利用されるのかケーススタディ等を行い、設計に反映さ
せるなど、市と事業者が一体となって議論を深めてきた。
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これら議論の積み重ねによって、提案時には想定されて
いなかった芝生広場における勾配設定や日陰を生み出すた
めの植樹、建物の木造化など、ヒューマンスケールに沿った
細やかな設えが、事業者から追加提案され、計画に取り込ま
れるに至った。
これらの工夫は事業者にとってはコスト増にも繋がるもの
であり、公共性と収益性のバランスに向き合いながら、官民で
公共的な価値観を共有し、丁寧に議論を重ねることが重要と
なる。
また、公共空間の整備・運営管理・利活用を民間に委ねて
いくうえでは、民間のノウハウ・強みを活かしながらも、官民で
の丁寧な対話プロセスを通して、民間のパブリックマインドを
引き出していくことも行政の重要な役割になる。

４．まとめと課題
民間のノウハウや創意工夫を十分に引き出し、提案の質向
上を図るうえでは、行政・提案者のニーズや課題認識が、双
方で十分に共有されていることが重要である。一方、行政・民
間で有している情報やノウハウ、行動論理、事業に取り組む
目線等が異なっているため、難しさもある。
そのため、時間と手間は要するものの、設計競技におい
ては、提案者との対話を競技プロセスの一つとして位置づけ
有効に活用すること、また、対話を通じて得られた知見等を
事業条件や要求事項にフィードバックできるプロセスを設け
ることが一つの解決策になると考えられる。
本事業でも、提案者との対話を通じて、初めて行政側が気
づかされた視点や、事業条件の見極めが可能となった項目
があり、さらに、公共事業において欠かせない提案者のパブ
リックマインドの醸成にも、対話機会は大きな機能を果たした
と考えている。
ただし、提案者との対話にあたっては、提案者間での公平
性を確保するとともに、事前に対話実施上のルールや目的を
明確化することが必要である。
（執筆担当：福永 小鈴）
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