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■官民それぞれの対応 
官民双方が相互の距離感の取り方に惑いがあります。PFI 本家の英国では、民間の過剰利益対策等

のために事業に行政がよりコミットできるように SPC への政府出資等の改正（PF2）がされました。 

行政は民間の活用のために、例えば、サウンディングを重視しています。横浜市の公有資産の活

用等では、事業検討の段階で民間事業者のアイデアや市場性の有無を公募による対話で把握し、参

入しやすい公募条件の設定を把握するとともに地域課題や配慮事項を事前に伝えることで、優れた

提案を促しています。一方、民間側は情報の秘匿・公開面や手続きの煩雑さや対価面でも課題を感

じていますが、今後はさらに独自に真の地域再生戦略に資する提案構築及びそのアピールに力を入

れるべきです。 

民間パートナーの選定にて公平さと公正さを保ちながら、早い段階から創意工夫を提案する事業

者と連携することは難しいものです。円滑に進めるために官民の中間に位置付けて、官民双方の状

況を理解し、アドバイザーより踏み込んだ役割を果たす第三者的な公共の代理人なるエージェント

の存在が有用です。最近、改めて高い評価を受けている「オガール紫波」の真骨頂は空間や導入機

能等もさることながら「エージェント」の存在・活躍だと思います。 

 

■エリアマネマネジメントと民間による包括的取組み 
都市開発は対象エリアをどのような快適で価値のある空間にするかという「プレイスメイキング」

が一層重要となります。そのために必要な官と民の資源を連携させたエリアマネジメント（計画・

開発・維持管理・プロモーション）として実践すべきです。その中で大規模で重要な位置にある PRE

の利活用にあたっては、当初のコンセプトの検討から建設、処分、運営まで民間による積極的な関

与が必要です。原資産の所有者や投資家が官民どちらであろうとも、都市間競争を勝ち抜くために、

自治体の状況・課題を念頭において民間の視点で真に効果のある目標・戦略を構築し、これを官民

連携で事業化・マネジメントすること自体がこれからの「官民連携基本スキーム」として位置づけ

ることが必要と考えられます。 

このことは不動産投資のコンサルティングにおいても極めて重要な視点であり、これを実践でき

ることが有能なコンサルタントの実力と評価されることになります。 

 
 
 

一般社団法人 不動産総合戦略協会 

理事長 村林正次 

 

 


