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平城宮跡歴史公園（県整備区域）平城宮跡歴史公園（県整備区域）平城宮跡歴史公園（県整備区域）平城宮跡歴史公園（県整備区域）への民間活力導入への民間活力導入への民間活力導入への民間活力導入に関するサウンディング型市場調査に関するサウンディング型市場調査に関するサウンディング型市場調査に関するサウンディング型市場調査    実施要領実施要領実施要領実施要領     令和３年 11 月 16 日 奈良県 県土マネジメント部地域デザイン推進局 平城宮跡事業推進室   
１．調査の目的１．調査の目的１．調査の目的１．調査の目的 本サウンディング型市場調査（以下、「サウンディング調査」という）は、平城宮跡歴史公園の拠点ゾーンにおける県整備区域の今後の施設整備、維持管理・運営業務にあたり、民間活力の活用により、都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、来訪者アメニティの一層の向上に資するための事業手法について検討することを目的としています。  本サウンディング調査は、県整備区域の３つの地区（①朱雀大路西側地区、②平城宮跡南側地区、③朱雀大路東側地区）を対象にしています。  図表 県整備区域と３つの対象地区 

 出典：「平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画（R2.12）」に加筆  
③朱雀⼤路東側地区 ①朱雀⼤路⻄側地区 

拠点ゾーン ②平城宮跡南側地区 
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なお、サウンディングは、事業者の参画意向タイプに応じて、①上記３地区のいずれかを単独の事業として実施する場合や、地区内の個別の施設の運営等のみに関心がある事業者を対象とする【単独地区事業型希望者サウンディング】と、②２地区以上を一体の事業として実施することに関心のある事業者を対象とする【複数地区一体事業型希望者サウンディング】に分けて実施します。  ≪単独地区事業型希望者サウンディング≫ 
 ①～③の地区単位で実施する事業（整備、維持管理・運営）又は地区内の個別施設の運営等に関する民間事業者の参画意向等の把握 ≪複数地区一体事業型希望者サウンディング≫ 
 ３地区あるいは２地区を一体として実施する事業（各施設の整備、維持管理・運営）に関する民間事業者の参画意向等の把握  

２．対象２．対象２．対象２．対象用地用地用地用地・施設の概要・施設の概要・施設の概要・施設の概要    ①朱雀大路西側地区 所在地 奈良県奈良市二条大路四丁目 施設の目的 平城宮跡歴史公園「拠点ゾーン」におけるターミナルエリアとして、交通ターミナルを設置し、飲食・物販サービスを提供するほか、奈良観光の玄関口として奈良県全体の観光情報の発信等を行う。 敷地面積 約３．１ha（うち建築面積：約０．４ha） 都市計画等による制限 県営公園区域内 第一種住居地域、容積率２００％、建ぺい率６０％（但し都市公園法上の制限あり） 主な施設 交通ターミナル、休憩・宮跡展望棟、団体集合棟、観光案内・物販棟、飲食・交流棟、その他の公園施設 現況 整備済み 指定管理者制度により維持管理・運営中 駐車場運営業務は、令和３年 10 月より指定管理業務範囲外 期間：平成 29年 12 月～令和５年３月末  ②平城宮跡南側地区 所在地 奈良県奈良市三条大路四丁目 施設の目的 景色を楽しめるような休憩施設等を整備し、広い平城宮跡歴史公園の中で比較的少ない憩いやくつろぎ空間を創出する。また、来訪者のアメニティが向上するよう、駐車場、便益施設等を併せて整備する。 敷地面積 約５ha 都市計画等による制限 県営公園区域内 第一種住居地域、容積率２００％、建ぺい率６０％（但し都市公園法上の制限あり） 
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想定される主な施設 休憩施設、便益施設等、駐車場等 現況 更地（ただし、現在は県営駐車場を暫定整備し､2021 年 10 月より供用している）  ③朱雀大路東側地区 所在地 奈良県奈良市二条大路三丁目 施設の目的 「奈良全体にかかる歴史・文化情報の発信や交流の会場となる施設」としての位置付け及び平城宮跡歴史公園内の既存施設との相互利用により平城宮跡歴史公園の魅力を高められるよう、歴史体験学習館は、歴史・文化の“体験（情報発信）”と“交流”の機能を担う施設として整備する。 敷地面積 約０．９ha 都市計画等による制限 県営公園区域内 第一種住居地域、容積率２００％、建ぺい率６０％（但し都市公園法上の制限あり） 主な施設 歴史体験学習館 現況 県にて用地取得交渉中 ※そのほか、対象用地・施設の概要等は、別添のインフォメーションパッケージを参照。     
３．３．３．３．事業の前提条件事業の前提条件事業の前提条件事業の前提条件     事業の前提条件は、別添の「インフォメーションパッケージ」を参照してください。 なお、平城宮跡歴史公園拠点ゾーンに関する整備計画等については、以下の資料も参照ください。  ①『国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 平城宮跡区域 基本計画』 https://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/heijo/basic/pdf/kihon.pdf ②『平城宮跡歴史公園拠点ゾーン整備計画』 http://www.pref.nara.jp/secure/109911/keikaku_2512.pdf ③『平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画』 http://www.pref.nara.jp/item/240166.htm  
４．サウンディングの内容４．サウンディングの内容４．サウンディングの内容４．サウンディングの内容     （１）サウンディングの参加条件 サウンディングに参加することができる事業者は、対象地区での事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人のグループとします。グループで応募する場合は、代表者を決めてください。 なお、以下に該当する場合は、参加することができません。  
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者  
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 （２）サウンディングの項目 インフォメーションパッケージを参照の上、以下の点についてご意見をお聞かせください。  ①全参加者への共通質問事項 １）県整備区域の評価について ・当該区域での事業環境について評価をお聞かせください。 ２）業務範囲等について ・インフォメーションパッケージにて示した現時点で県が想定する業務範囲、事業方式等について意見をお聞かせください。 ・民間事業者のノウハウを活用して、魅力や利便性の向上、業務の効率化やサービスの向上が見込まれる業務（業務範囲）や導入すべき機能等についてお聞かせください。 ・県による支出や支援が必要な業務と独立採算での実施が可能な業務の見立てについてお聞かせください。 ・民間活力の導入を行う上で見直すべき（業務範囲の拡大も含む）業務があればお聞かせください。 ・本事業を官民連携することで考えられる県のメリット、事業者のメリットについてお聞かせください。 ３）事業の前提条件について ・事業に参画するために必要な条件や、望ましい条件について教えてください。 ４）事業期間について ・事業参画する上で必要な事業期間、望ましい事業期間についてお聞かせください。 ５）リスクについて ・事業参画するにあたり、特に注意が必要と考えられるリスクがあればお聞かせください。 ６）事業費について ・参画可能な事業規模や事業費の支払い条件についてお聞かせください。 ７）事業に参画するにあたり必要な情報について ・事業参画にあたり、提案時までに必要な情報をお聞かせください。 ８）スケジュールについて ・提案に必要な期間や今後のスケジュールについてご意見をお聞かせください。 ９）その他ご意見・ご要望・質問など ・その他、ご意見等あればお聞かせください。  ②単独地区事業型希望者に対する質問事項 ・参画が想定される地区又は施設に関する事業についてお聞かせください。 ・地区毎に事業発注を行う場合、他の地区の事業との関係で考えられるリスクがあればお聞かせください。 ・各地区の事業者との連携や公園内の関係者との連携方法についてのご意見をお聞かせください。  



 

5 

 

③複数地区一体事業型希望者に対する質問事項 ・３地区一体（あるいは２地区一体）で官民連携をすることで考えられる県のメリット、事業者のメリットについてお聞かせください。 ・３地区一体（あるいは２地区一体）で事業を実施する際に、各地区が担うべき機能についてお聞かせください。現在の施設や機能の配置等見直し等についてご意見があればお聞かせください。 ・西側地区と南側地区を一体として捉えた場合、両地区に必要と考えられる機能（ex．駐車場）と、どちらかに整備されていればよいと考える機能（ex．飲食や物販施設や集合施設等）についてのご意見をお聞かせください。  
５．サウンディ５．サウンディ５．サウンディ５．サウンディングの手続きングの手続きングの手続きングの手続き    

 （１）スケジュール 実施要領の公表 令和３年 11 月 16 日（火） サウンディング参加申込期限 （エントリーシート提出期限） 令和３年 11 月 30日（火） 17 時まで 事前アンケートの提出期限 令和３年 12 月３日（金） 17 時まで ※上記期限までに提出することが難しい事情がある場合、サウンディング実施の前日までに提出 サウンディング実施日時及び場所の連絡 令和３年 12 月３日（金）までに実施 サウンディングの実施 その１ 令和３年 12 月６日（月）～令和３年 12月 10日（金） その２ 令和３年 12 月 13 日（月）～令和３年 12 月 17 日（金） 実施結果概要の公表 令和４年１月中旬（予定） ※現地見学会・説明会は開催しません。 ※原則として、その１の期間に≪単独地区事業型希望者サウンディング≫を実施し、その２の期間内に≪複数地区一体事業型希望者サウンディング≫を行います。ただし、事業者との調整により、その１対象者をその２の期間に実施することや、その２の対象者をその１の実施期間に実施することもあります。 
 （２）サウンディングの参加申し込み サウンディングの参加を希望する場合は、「（様式１）エントリーシート」に必要事項を記入し、件名を【サウンディング参加申込】として、申込先へ電子メールにて御提出ください。  ① 申込受付期間 令和３年 11 月 16 日(火)～11月 30日(火)17 時まで ② 申込先 （９．問い合わせ先のとおり）  （３）事前アンケートへの回答 サウンディング参加希望者は、「（様式２）事前アンケート」に記入の上、下記提出期間中に回答を電子メールにて問合せ先（８．参照）まで提出してください。件名を【アンケート回答の提出】として送付し
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てください。   ① 提出期間 令和３年 11 月 16 日(火)～12月３日(金)17 時 上記期間内に提出することが難しい事情がある場合は、上記期間内にその旨を連絡の上、サウンディング実施前日までに提出してください。 ② 申込先 （８．問い合わせ先のとおり）  （４）サウンディングの日時及び場所の連絡 サウンディングへの参加申込をいただいた法人またはグループの担当者宛てに、実施日時及び場所を電子メールにて御連絡します。 希望に沿えない場合もありますので、予め御了承ください。  （５）サウンディングの実施 ① 実施期間  その１ 単独地区事業型希望者サウンディング 令和３年 12 月６日（月）～令和３年 12月 10日（金） その２ 複数地区一体事業型希望者サウンディング 令和３年 12 月 13 日（月）～令和３年 12月 17 日（金）  ② 所要時間  １時間程度 ③ 場所 奈良市内の会議室 又はオンライン（ZOOM） 奈良市内の会議室は、ⅰ）新大宮駅より徒歩約 10分 ⅱ）近鉄奈良駅徒歩約５分のいずれかの場所となる予定です。 ④ その他  ・ サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。 ・ 新型コロナウイルス感染症対策のため、対面実施の場合の事業者の参加人数は４名までとします。 ・ サウンディングの実施に際し、説明のために必要な資料がある場合は、サウンディング当日に提出分として計４部御持参ください。事前にデータを提出頂いた場合は、こちらで用意するため持参不要です。  （６）サウンディング結果の公表 サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。 なお、参加事業者の名称は公表しません。 また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参加事業者へ内容の確認を行います。 
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６．６．６．６．今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール     ①朱雀大路西側地区：令和４年度に現在の指定管理期間が終了するため、次期事業は、令和４年度中に事業者募集・選定を行い、令和５年４月から開始となります。本サウンディング調査の結果等を踏まえ、令和８年度以降に他の地区とあわせた管理運営を実施するかなどについて今後の契約のあり方を整理します。 ②平城宮跡南側地区：令和４年度に整備計画を策定する予定です。令和７年度中に一次開園、令和８年度からの全面供用開始を想定しています。 ③朱雀大路東側地区：今年度にコンセプト基本計画、建築基本計画を策定する予定です。令和８年度からの供用開始を想定しています。  
７７７７．留意事項．留意事項．留意事項．留意事項    （１）参加事業者の取り扱い ・サウンディングへの参加実績、提案書等の提出は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 ・サウンディング時の発言は奈良県及び参加事業者の双方を拘束しないものとします。 （２）費用負担 サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 （３）情報公開 エントリーシートや事前アンケート、本サウンディングに係る資料等については、奈良県情報公開条例（平成 13 年奈良県条例第 38 号）の対象となり、同条例第７条各号に規定する事項（不開示情報）を除き、公開される場合があります。  
８８８８．別紙・参考資料．別紙・参考資料．別紙・参考資料．別紙・参考資料    別紙１ インフォメーションパッケージ 様式１ エントリーシート 様式２ 事前アンケート  
９９９９．問い合わせ先．問い合わせ先．問い合わせ先．問い合わせ先    質問等がある場合は下記の受託会社の連絡先までお問い合わせください。 

 
 

（受託会社）【問い合わせ先】 株式会社日本経済研究所 公共デザイン本部 インフラ部 宮地、渋谷、原田 TEL：03-6214-4655（部代表） FAX：03-6214-4602 E-mail:heijo-9@jeri.co.jp 
（発注者） 奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局 平城宮跡事業推進室 整備係 上田、岡崎 TEL：0742-27-8945（直通） FAX：0742-27-7488 E-mail: kyuseki@office.pref.nara.lg.jp  


