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徳島市水道事業１００周年記念誌制作業務に係る公募型プロポーザル実施要領

１ 業務の目的

徳島市の水道事業は、大正１５年（1926年）９月１日から給水を開始し、４回の拡張

事業を経て、令和８年に１００周年という記念すべき節目を迎える。また、令和５年度

に新庁舎が完成することを記念し、これまで先人たちが築き上げてきた本市水道事業の

あゆみを振り返るとともに、本市水道事業が果たしてきた役割などをまとめ、水道事業

に対する更なる関心と理解を深めることを目的として徳島市水道事業１００周年記念誌

（以下「記念誌」という。）を制作する。

記念誌の制作にあたり、業務を円滑に実施するため、徳島市上下水道局（以下「当局」

という。）が記念誌などの制作に関する専門的知識や経験を有する事業者に業務を委託

するものであり、構成、執筆、編集、印刷製本、発注者への助言などを含む幅広い業務

を的確に遂行することを求めるものである。

２ 業務の概要

(1) 業 務 名 徳島市水道事業１００周年記念誌制作業務

(2) 履 行 期 間 契約締結日から令和７年１月３１日まで

(3) 業 務 内 容 別紙「徳島市水道事業１００周年記念誌制作業務仕様書」のとおり

(4) 提案限度額 ９，０００，０００円（消費税及び地方消費税を除く。）

３ 選定方式及び契約方法

公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）の実施により、受託候補

者を特定後、仕様等について協議を行い、協議が整った時点で当該業者と随意契約を締

結する。

４ 契約金額の支払

契約金額の支払いは、業務が全て完了後に一括で支払うものとする。

５ 参加資格

次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 徳島市の物品・役務関係の競争入札有資格者名簿に登載されており、徳島市から

入札参加資格停止の措置等をうけていないこと。

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者。

(3) 公告の日から参加申込書の提出期限までの間に、徳島市上下水道局暴力団等排除措

置要綱に基づく排除措置を受けていない者。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっ

ては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
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(5) 日本国内の自治体及び企業等で、平成２４年４月以降に業務が完了した１００頁以

上の年史、社史等の元請人としての制作実績があること。

６ スケジュール

実施内容 実施期間

プロポーザルの公表開始 令和４年６月２７日（月）

参加申込書の提出期限 令和４年７月１２日（火）

参加資格確認結果の通知 令和４年７月１５日（金） 予定

質問受付期限 令和４年８月 ５日（金）

質問回答期限 令和４年８月１２日（金）

提案書の提出期限 令和４年９月 ２日（金）

ヒアリング 令和４年９月中旬から９月下旬 予定

審査結果の通知 令和４年10月 ７日（金） 予定

契約手続き 令和４年10月下旬 予定

※公告時点の予定であり、状況により変更する場合がある。

７ 担当部署

〒770-0847 徳島県徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本館１０階

徳島市上下水道局 経営企画課 広報広聴係

電話：088-623-1962 FAX：088-623-1175

メールアドレス：suido_keiki@city-tokushima.i-tokushima.jp

８ 参加申込みに係る提出書類

(1) 提出書類

次に掲げる書類を各必要部数提出すること。

提出書類 様式等 提出部数

ア 参加申込書 （様式１号） １部

イ 事業者概要書 （様式２号） １部

ウ 類似業務実績調書 （様式３号） １部

(2) 提出期間

令和４年６月２７日（月）から令和４年７月１２日（火）午後５時必着

(3) 提出方法

「７ 担当部署」に示す場所に持参又は郵送すること。ただし、郵送する場合は、

その旨を事前に担当部署に連絡し、配達の記録が残る方法に限る。

(4) 類似業務実績調書に係る留意事項

ア 参加資格要件である、日本国内の自治体及び企業等で、平成２４年４月以降に業

務が完了した１００頁以上の年史、社史等の元請人としての制作実績を記入するこ

と。（最大１０件）

イ 水道事業体における制作実績がある場合は、優先して記載すること。ただし、制
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作実績は、企画編集及び原稿作成を含むものであり、印刷製本業務のみの実績は対

象外とする。

ウ 記載内容の実績が確認できる書類（契約書等の写し）を必ず添付すること。

９ 参加資格確認結果の通知

参加資格を確認の上、全ての参加申込者に対して、郵送により確認結果を通知する。

参加資格が認めたれた者にあたっては、企画提案書の提出を要請する。

通知予定日 令和４年７月１５日（金）

10 質問の受付及び回答

プロポーザルに関する質問は、企画提案に関する提出書類及び業務実施に関する事項

に限ることとし、評価及び審査に関する質問や提案内容に関する質問は受け付けない。

(1) 質問受付期間

令和４年７月１５日（金）から令和４年８月５日（金） 午後５時必着

(2) 質問方法

質問書（様式４号）を用いて、担当部署まで電子メール又はＦＡＸにより質問する

こと。その際の着信確認は、質問者の責任において行うこと。

(3) 回答の公表

質疑応答事項は取りまとめて、令和４年８月１２日（金）までに当局のホームペー

ジ上において公表する。

11 企画提案書の提出

｢９ 参加資格確認結果の通知」において、参加資格が認められた者は、以下の書類

を作成し提出すること。

(1) 企画提案に係る提出書類

提出書類 様式等 提出部数

ア 企画提案書等提出届 （様式５号） １部

イ 企画提案書 （任意様式）
10部

（正本1部 副本9部）

ウ 見積書 （様式６号） １部

(2) 提出期間

令和４年７月１５日（金）から令和４年９月２日（金）

(3) 提出方法

「７ 担当部署」に持参又は郵送すること。ただし、郵送する場合は、その旨を事

前に担当部署に連絡し、配達の記録が残る方法に限る。

(4) 作成上の注意事項

ア 簡潔明瞭で、専門知識がない者でも理解できる内容及び構成とすること。

イ 提案は、１者１提案とする。

ウ 提出書類のア～ウを合わせた正本の表紙には様式７号を、副本の表紙には様式８
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号をそれぞれ使用して、ファイル等（Ａ４縦、左２点綴じ）に綴じること。この際、

正本の表紙以外は会社名並びにロゴマーク及び営業所名等で会社名が特定される情

報を記載しないこと。

なお、副本については、見積書は除くこと。

エ 記載項目及び記載内容の詳細について、漏れなく記載すること。

オ 原則として、Ａ４判両面印刷、縦置き、横書きとする。ただし、視認性に優れ

ている場合は、一部を横置きとしてもよい。

カ 図表等は、必要に応じてＡ３判でも可とするが、Ａ４判への折り込みとする。

キ ページ数は、３０ページ以内（表紙を除く。）とし、表紙を除いた各ページには

ページ番号を付すこと。

ク 見積書の見積金額は、消費税及び地方消費税を除く金額とする。

なお、追加の提案がある場合は、その費用を含めた金額とする。

(5) 記載内容

記載項目 記載内容の詳細

１ 基本的な考え方 仕様書の内容を理解した上で、本業務を履行するに当たって

の基本的な考え方を記載すること。

２ 実施体制 本業務を履行するに当たっての実施体制を記載すること。

（1） 実施体制図

（2） 業務責任者の経歴・実務経験年数等

（3） 業務担当者の人数及び実務経験年数等

３ 作業工程 スケジュール及び作業工程について記載すること。

４ デザイン・レイアウト （1） 写真や文字等のデザイン・レイアウト

（2） タイトルや文章等の表現方法について文字、フォント、

行間及び色使い等

５ 追加提案 本業務において仕様書に記載している事項以外に追加提案し

たいことを記載すること。

(6) 企画提案書の著作権等の取扱い

企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属する。ただし、採用し

た企画提案書の著作権は、当局に帰属する。

(7) 資料の貸与手続き

企画提案書の作成や見積金額の算出のために、次の資料について貸与を受ける場合

には、以下の手続きにより申請すること。

①「徳島市水道四十年史」（1907年～1966年）

②「徳島市水道史資料」(1926年～2006年)
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③「第３期拡張事業の概要」（1968年～1979年）

④「第４期拡張事業の総括」（1990年～2009年）

⑤第４期拡張事業以降のアウトライン（2010年～現在）

・貸与手続 「７ 担当部署」にあらかじめ電話により申し出た後に、貸与品借用

書（様式９号）を持参すること。

・貸与期間 令和４年７月１５日（金）午前８時３０分から令和４年９月２日（金）

午後５時まで

12 ヒアリング

提出された企画提案書及び関連書類（以下「企画提案書等」という。）について、次

のとおりヒアリングを行う。

(1) 開催予定日

令和４年９月中旬から９月下旬 予定（詳細は別途通知）

(2) 開催場所

未定（詳細は別途通知）

(3) 出席人数

５人以内

(4) 内容

ア 使用機器等の準備 １０分程度

イ 企画提案書の説明 ２０分以内

ウ 質疑応答 １０分程度

エ 使用機器等の撤去 １０分程度

(5) 注意事項

ア 企画提案書等の説明に当たり、プロジェクター等の機器を使用しても差し支えな

いが、機器等は提案者において準備すること。なお、スクリーンについては当局が

準備したものを使用してもよいものとする。

イ 当日の追加資料等の提出は受け付けない。

ウ ヒアリングにおいては、事業者名が特定可能な表現又は表示はしないこと。また、

名札・社章その他服装又は携帯物品により事業者名が特定できることのないように

すること。

エ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、ヒアリングを

実施しない場合がある。なお、ヒアリングを実施しない場合の審査方法については

別途通知する。

13 審査

(1) 審査委員会

プロポーザルの審査は、評価基準に基づき「徳島市水道事業１００周年記念誌制作

業務に係る公募型プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）におい

て行う。なお、審査委員会は非公開で行う。

(2) 審査基準



- 6 -

審査項目及び配点は、次表のとおりとする。

審査項目 配点

ア 類似業務実績 １０点

イ 基本的な考え方 １０点

ウ 実施体制 ２０点

エ 作業工程 １０点

オ デザイン・レイアウト ２０点

カ 追加提案 ５点

キ 見積金額 １５点

ク ヒアリング １０点

(3) 最優秀提案者の選定

審査委員会は、企画提案書等の提出資料及びヒアリングの内容を審査基準に基づき

評価配点し、評価点が最高点の者を最優秀提案者として選定し、契約交渉の相手方と

して決定する。この場合において、同点の者が複数あるときは、見積金額の安価な者

を最優秀提案者とする。なお、提案者が１者であっても審査を行い、基準（総得点の

６割）を満たしていると判断した場合は、最優秀提案者として特定する。

14 審査結果の通知

通知予定日 令和４年１０月７日（金） 予定

全ての提案者に対して、郵送により審査結果を通知する。

また、当局のホームページ上において、次のとおり公表する。

(1) 最優秀提案者及び契約交渉の相手方と評価点

(2) 全提案者の名称（申込順）

(3) 全提案者の評価点（得点順）

なお、提案者が２者であった場合は、次点者の評価点は公表しない。

15 契約手続等

(1) 契約の締結

契約交渉の相手方決定後、速やかに仕様書、企画提案書等及びヒアリングの内容に

基づき契約条件等について協議の上、契約を締結する。

(2) 次順位者との交渉

契約交渉の相手方と協議が調わなかった場合又は契約交渉の相手方が次の失格事由

に該当した場合は、プロポーザルにおいて次順位以下となった者のうち、評価点が上

位であった者から順に契約交渉を行うものとする。

16 失格事由

次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とする。

(1) 参加資格に該当しない場合

(2) 提出書類を期限内に提出しなかった場合
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(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(4) ヒアリングに参加しなかった場合

(5) 本要領に違反又は著しく逸脱した場合

(6) 審査の透明性・公平性を害する行為があったと認められる場合

(7) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為をした場合

(8) 見積書の見積額（消費税及び地方消費税を除く）が２ (4)の提案限度額を超える場

合

17 参加辞退

参加申込後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに参加辞退届（様式10号）を

「７ 担当部署」に示す場所に持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合

は、その旨を事前に連絡し、配達の記録が残る方法に限る。

18 その他

(1) 当局が必要と認めた場合には、プロポーザルを中止、延期又は取消すことがある。

(2) プロポーザルに関して必要な費用は、全て参加者の負担とする。

(3) 原則として提出後の企画提案書等の内容変更又は追加は認めない。ただし、当局が

やむを得ない理由があると判断した場合は、この限りでない。

(4) 原則として提出された企画提案書等は、プロポーザルに係る事務処理以外の目的に

は使用しない。ただし、それ以外の目的で使用する場合は提案者の同意を得て使用す

る。

(5) 提出された企画提案書等は返却しない。

(6) 当局が交付する資料等は、プロポーザルに係る検討以外の目的で使用することを禁

止する。

(7) 審査結果等についての不服及び異議申立ては、受け付けない。

(8) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、徳島市情報公開条例に基づき

対応する。


