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第１章 募集要項等の定義 

この募集要項は、徳島市（以下「市」という。）が、徳島市新ホール整備事業（以下「本事業」

という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を公募型プロポーザル方式で選定す

るにあたり、本事業への参加を希望する民間事業者（以下「応募者」という。）を対象に公表する

ものであり、応募者は募集要項等の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出すること。 

募集要項の別添資料等下記に示す資料一式を、以下「募集要項等」とする。 

 

＜募集要項及び別添資料一覧＞ 

・募集要項（本資料） 

・別添1：要求水準書 

・別添2：事業者選定基準 

・別添3：様式集 

・別添4：施設整備仮契約書（案） 

 

※別添4については、応募者に別途配布する。配布を希望する場合は「第７章 3．担当窓口」に

問い合わせること。 

 

 



 

2 

第２章 事業の概要 

1 事業内容に関する事項 

(1)  事業名称 

徳島市新ホール整備事業 

 

(2)  事業対象地の概要 

本事業敷地 ：徳島市徳島町城内 1番地 

   ※別紙‐１ 事業対象地の案内図 参照 

敷地面積 ：約4,675㎡（建築可能な敷地面積：4,023㎡） 

   ※別紙‐２ 事業対象地 参照 

建ぺい率 ：80％ 

容積率 ：400％ 

地域地区等 ：市街化区域、商業地域、防火地域 

 

(3)  施設の設置者 

徳島市 

 

(4)  事業目的 

市では、阿波おどりや人形浄瑠璃に代表される伝統芸能をはじめ、音楽、舞踊、演劇など、多彩

な舞台芸術の分野において、市民や文化団体等が主体となって創作活動、普及活動を展開し、優れ

た文化芸術に触れる機会の提供や徳島らしい文化の創造、さらに、文化を通じた交流活動が行われ

ている。また、市の文化芸術の拠点として、多くの市民に親しまれてきた徳島市立文化センター（以

下「文化センター」という。）は、徳島県内でも数少ない集客性を持った公共ホールとして、約半

世紀の間、市の文化振興において重要な役割を担ってきた。 

こうした中、施設の老朽化や、多様化する施設利用者のニーズに対応するための機能が十分で

なく、市民や文化団体からの強い要望もあり、文化センターに代わる新しい施設として、規模や

機能を充実させた新ホール整備の検討を行ってきた。 

その後、耐震性の問題により、平成２７年度から文化センターの利用が中止になり、市内に１，

０００席以上の客席規模の公共ホールがない状況が続いており、早急な対応が求められることか

ら、平成３０年１２月に、早期に開館が期待できる「旧文化センター跡地」を建設予定地として、

１，５００席程度の大ホールやリハーサル室を備えた新ホールの整備方針を定め、令和元年６月

には「徳島市新ホール整備基本計画」を策定した。 

本事業は、このような状況を踏まえ、令和５年度中の新ホール開館を目指し、実施していくも

のである。 

 

(5)  事業方式 

本事業は、受注者が設計及び建設工事を一括して実施する「設計・施工一括発注方式」とする。 

 

(6)  本事業の対象施設 

  施設名称 ア

徳島市新ホール及び附属施設等（以下「本施設」という。） 

なお、附属施設等については要求水準書に示すものとし、外構等を含む事業対象地内の施設

全体を「本施設」という。 
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  本施設の位置づけ イ

市は、本施設を「地方自治法」（昭和 22年法律第67号）第244条に定める公の施設として

位置付ける。 

  本施設の基本コンセプト ウ

「徳島市新ホール整備基本計画」では、次のとおり本事業の基本的なコンセプトを示してい

る。 

 

⑴ 基本理念 

市民の芸術文化の創造拠点 
 

新ホールは、市民が文化芸術を享受する場としてだけでなく、市民が活発に文化活動を

行う中心的な場として活用することで、本市の文化振興を促進するということが期待され

ます。また、これまでに市民が培ってきた伝統ある文化活動をさらに活性化させるととも

に、幅広い文化芸術の交流を促進し、文化を通じたネットワークを築くことで、新たな文

化が生み出される場となることを目指していきます。このようなホールを目指し、基本理

念を「市民の芸術文化の創造拠点」とします。 

 

⑵ 基本方針 

基本理念を具現化するため、次の基本方針に基づき、整備を進めます。 

文化芸術の創造活動

を支援します【創造】 

これまで市民が培ってきた文化活動の蓄積を生かし、新たな

文化芸術を創造する活動を支援するために必要な施設や機能

の充実を図ります。 

また、音楽や舞台作品の公演を行うためのホール施設を充実

するだけでなく、市民が行う様々な文化芸術の創造活動を支援

するための施設運営や事業運営を目指します。 

文化芸術の交流を推

進します【交流】 

多くの市民が気軽に交流の場として施設を利用でき、また、

市民と文化団体、市民とアーティスト、市民と市民など様々な

新たな出会いと交流が生まれる機会をつくることで、文化芸術

の交流を促進します。 

また、市内外のホール、文化施設や文化団体とのネットワー

クを築き、活動状況等の情報交換ができるような情報機能の充

実に努めます。 

文化芸術の鑑賞機会

を提供します【鑑賞】 

子供から大人まで様々な市民が文化芸術を鑑賞できる機会

を増やすとともに、これまで鑑賞する機会の少なかった舞台芸

術などの公演が可能となる上演空間を整備し、それを支える舞

台設備や機能の充実を図ります。 

また、他の公共施設等とも連携し、文化芸術の魅力を普及す

る公演活動の相互支援や共同開催など幅広い鑑賞機会の提供

に努めます。 

 

⑶ 施設の使命（ミッション） 

新ホールは、基本理念である「市民の芸術文化の創造拠点」として、また、基本理念を具

現化するための基本方針、さらに「劇場法」において規定されている劇場、音楽堂等に期待
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される役割等をもとに、次の使命（ミッション）を担います。 

 

さらに、近年の社会情勢や文化芸術基本法等の趣旨を踏まえ、新ホールは、文化を通じて

人々の社会参加へのきっかけとなる社会包摂（ソーシャル・インクルージョン）の機能を備

えた施設としての役割も担っていく必要があります。文化の持つ力を教育、福祉、まちづく

り、産業等、幅広い分野への波及効果を生かした地域コミュニティの活性化や地域の発展を

下支えすることができる施設を目指し、取り組みます。 

◆市民とともに、徳島に根ざした新たな文化芸術を創造・発信します。 

◆市民とともに、未来の文化芸術を担うひとを育てます。 

◆市民とともに、いきいきとした魅力あるまちを創ります。 

 

  本施設の内容 エ

本施設の具体的な内容については「別添 1 要求水準書」に示すとおりである。 

 

(7)  事業者の業務範囲 

本事業は、本施設の設計及び建設を業務範囲とする。事業者の業務概要は、次のとおりである。

また、市と事業者の役割分担の詳細及び各項目の具体的な内容については「別添 1 要求水準書」

に示すとおりである。 

  設計業務 ア

  工事監理業務 イ

  解体業務※ ウ

  建設業務 エ

※文化センターの地下構造物等の解体 

 

(8)  履行期間 

本事業の履行期間は、次に示す期間とする。 

 

施設整備契約締結日の翌日から令和５年７月３１日まで 

※ ただし、特定された提案書に履行期間短縮に係る内容があった場合は、当該提案書に記

載された履行期間とする。 

※ 事業者の責めによる履行期間の延長に係る交渉には応じない。 

※ 建設工事の完成を確認するための事業者の完了自主検査及び、市の監督員による確認

（下検査）を済ませ、令和５年７月３１日までに市に工事を完成した旨を通知すること。

その後、市が検査を行う者として定めた職員等によるしゅん工検査を受け、検査結果に

より必要な修補を行い、８月３１日までに引き渡しを完了すること。 

 

2 本事業のスケジュール  

本事業実施のスケジュール（予定）は次のとおりである。 

施設整備仮契約の締結  令和元年１１月上旬 

議会の議決（施設整備契約）  令和元年１２月下旬 

設計・建設期間   令和元年１２月～令和５年７月 
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第３章 事業者の選定方法 

1 事業者の選定方法 

本事業は、公募型プロポーザル方式によって事業者を選定する。 

市は、事業者の選定にあたり、徳島市新ホール整備事業者選定委員会設置要綱に基づき、外部の

学識経験者等から構成する徳島市新ホール整備事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

を設置し、最優秀提案及び次点を選定する。 

審査は、募集要項等に基づき、応募者から提出される提案書を対象に、提案価格その他の事項に

ついて総合的に評価する。選定方法の詳細は「別添2 事業者選定基準」に示す。 

 

2 選定委員会 

選定委員会の委員は、次の委員により構成されるものとする。 

 

徳島市新ホール整備事業者選定委員会委員（五十音順） 

大久保 充代 八尾市文化会館 館長 

佐藤 慎也 日本大学理工学部建築学科 教授 

関谷 潔司 兵庫県立芸術文化センター 舞台技術部長 

山中 英生 徳島大学大学院 教授 

吉森 章夫 徳島県音楽協会 会長 

 

本事業の優先交渉権者の決定までの間に、事業者選定に関して、応募者やそれと同一と判断され

る団体等が、選定委員会委員に面談を求めたり、応募者の PR 書類等を提出することにより、自己

を有利に、又は他の応募者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。 
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第４章 応募に関する条件・手続き等 

1 応募者の備えるべき参加資格要件 

本事業への応募は、複数の企業等で構成されるグループで応募するものとする。また、応募者は、

建設企業の代表構成員を応募手続きを代表して行う企業（以下「代表企業」という。）として定め

るものとする。 

 

(1)  応募者の構成等 

応募者の構成等は次のとおりとする。 

ア  応募者は、次に掲げる企業で構成するものとし、市が実施する資格審査の結果、資格を有す

ると認められた者でなければならない。資格審査の詳細については「別添 2 事業者選定基準」

に示す。 

  設計企業 (ア)

  工事監理企業 (イ)

  建設企業（２者以上） (ウ)

イ  応募者は、応募にあたり、代表企業、構成企業を明らかにし、いずれの業務を実施するかを

明らかにすること。なお、１者が複数の業務を兼ねて実施することや業務範囲を明確にした上

で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本面若し

くは人事面において関連のある者が建設業務と工事監理業務とを実施することはできない。さ

らに、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者が建設業務と設計業務

（設計業務のうち、意匠設計部分）とを実施することはできない。 

ウ  上記において「資本面若しくは人事面において関連のある者」とは次に該当する者をいう。 

  資本面において関連のある者とは、当該企業の発行済株式総数の 100分の 50を超える普通(ア)

株式を有し、又は企業の出資総額の 100分の50を超える出資をしている者をいう。 

  人事面において関連のある者とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。 (イ)

エ  応募者の変更は原則として認めない。ただし、構成企業については、やむを得ない事情が生

じた場合は、市の承認を得て変更することができる。 

オ  応募者を構成する企業は、他の応募者の代表企業、構成企業になることはできない。 

 

(2)  応募者の参加資格要件 

応募者は、次の資格要件を満たすものとする。 

  共通事項 ア

  地方自治法施行令第 167条の4に掲げる者でないこと。 (ア)

  会社更生法（平成 14年法律第154号）による更生手続又は民事再生法（平成 11年法律第(イ)

225号）による再生手続（以下「更生手続き又は再生手続」という。）開始の申立てがなされ

ている者等経営状態が著しく不健全である者でないこと。ただし、更生手続又は再生手続の

開始決定を受けた後、市に競争入札参加資格の再申請を行っている者を除く。 

  ２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、更生手続又は再生手続(ウ)

の開始決定を受けた後、再度、市の競争入札参加資格を有することとなった者を除く。 

  前６箇月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。ただし、更生手続又(エ)

は再生手続の開始決定を受けた後、再度、市の競争入札参加資格を有することとなった者を

除く。 
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  債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続き(オ)

の開始決定がなされている者でないこと。 

  提案書の提出日から施設整備契約の締結日までの間に、建設業法第 28条に定める指示又は(カ)

営業停止を受けている者でないこと。 

  提案書の提出日から施設整備契約の締結日までの間に、徳島市建設業者指名停止等措置要(キ)

綱による指名停止措置を受けている者でないこと。 

  建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査結果通知を受けている者であること。 (ク)

  徳島市暴力団等排除措置要綱による排除措置を受けるものでないこと。 (ケ)

  徳島県暴力団排除条例（平成 22年徳島県条例第 40号）の規定に違反する者でないこと。 (コ)

  国税、地方税のいずれも滞納している者でないこと。 (サ)

  本事業に係るアドバイザリー業務を委託した八千代エンジニヤリング株式会社（同協力事(シ)

務所として有限会社空間創造研究所及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所）と資本関係

又は人的関係のある者でないこと。 

  選定委員会の委員が所属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係のある者でな(ス)

いこと。 

  設計業務又は工事監理業務を行う企業は、次の要件を満たしていること。 イ

  平成３０・３１年度徳島市競争入札参加資格者名簿の建築設計に登録があること。ただし、(ア)

徳島市競争入札参加資格者名簿の建築設計に登録されていない場合は、提案書の提出期限の

日までに競争入札参加資格の認定を受けること。 

  建築士法（昭和 25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行(イ)

っていること。 

  設計企業の代表構成員（設計企業が単体企業の場合はその単体企業）は、平成１１年以降(ウ)

に業務が完了した、又は令和元年度（平成３１年度）内に業務が完了予定の観客席数７５０

席以上のホール・劇場施設（会議目的のコンベンション施設等を除く）の新築工事の実施設

計実績があること。 

  設計企業の代表構成員は、設計業務のうち意匠設計部分を担当する企業とすること。 (エ)

  工事監理企業の代表構成員（工事監理企業が単体企業の場合はその単体企業）は、平成１(オ)

１年以降に業務が完了した、又は令和元年度（平成３１年度）内に業務が完了予定の延床面

積３，０００㎡以上の公共施設の工事監理実績があること。 

  建設業務を行う企業は、次の要件を満たしていること。 ウ

  共同企業体に関する要件 (ア)

a 特定建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。）を結成すること。 

b 代表構成員は出資比率が最大である者であること。 

c 構成員当たりの出資比率の最小限度基準は、２０％以上であること。 

  ＪＶの構成員は、次の要件を満たしていること。 (イ)

a 代表構成員 

(a)  令和元年度・２年度徳島市競争入札参加資格者名簿の建築一式工事について登録され

ていること。 

(b)  建設業法第3条第1項の規定により建築一式工事につき特定建設業の許可を受けてい

ること。 

(c)  参加申請時における最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書におけ
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る建築一式工事の総合評定値が１,５００点以上であること。 

(d)  平成１１年以降に完成、引渡しが完了した、観客席数１,０００席以上のホール・劇

場施設（会議目的のコンベンション施設等を除く）の新築工事の施工実積があること。

(共同企業体の構成員としての実績は出資比率２０%以上を対象とする。) 

(e)  建設業法に従い適正な技術者を配置でき、契約時に技術者の資格・会社との雇用関係

を示す書類を提出できること。 

b その他の構成員 

(a)  令和元年度・２年度徳島市競争入札参加資格者名簿の建築一式工事について登録され

ていること。 

(b)  建設業法第3条第1項の規定により建築一式工事につき特定建設業の許可を受けてい

ること。 

(c)  その他の構成員のうち１者以上が、徳島市内に建設業法上の主たる営業所（本店）を

有していること。 

(d)  最新の徳島市登録業者名簿における建築一式工事の等級が特Ａであること。 

(e)  建設業法に従い適正な技術者を配置でき、契約時に技術者の資格・会社との雇用関係

を示す書類を提出できること。 

 

(3)  資格基準日 

上記(2)の参加資格確認基準日は、提案書の提出日から施設整備契約の締結時に至るまでの期間

とする。 

 

2 事業者の募集及び選定の手順 

(1)  事業者の募集・選定スケジュール（予定） 

事業者の募集及び選定のスケジュールは次の通りである。 

 

 

募集要項等の公表 令和元年７月１日（月） 

直接対話の参加申込締切 令和元年７月９日（火） 

直接対話の実施 令和元年７月１６日（火）～１７日（水） 

募集要項等に関する質問の締切 令和元年７月２２日（月） 

募集要項等に関する質問の回答 令和元年８月９日（金） 

提案書類の受付締切 令和元年９月２５日（水） 

提案内容に関するヒアリングの実施 令和元年１０月下旬 

優先交渉権者の選定、公表 令和元年１０月下旬 

施設整備仮契約の締結 令和元年１１月上旬 

議会の議決（施設整備契約の締結） 令和元年１２月下旬 
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(2)  事業者の募集手続等 

  直接対話の実施 ア

本事業及び募集の趣旨について、応募者の理解促進を図るため、直接対話を実施する。 

直接対話の日時 

令和元年７月１６日（火）、１７日（水） 

直接対話への参加申込者に対して、別途、市から開催時間を通知

する。 

会場 徳島市役所又は周辺施設 

参加申込期限 令和元年７月９日（火） １７時まで 

参加申込方法 

直接対話参加申込書（別添3 様式１－１）に必要事項を記入の上

「第７章 ３.担当窓口」に電子メールにて提出すること。件名は「徳

島市新ホール整備事業 直接対話申込○○」（○○は提出企業名）と

する。 

なお、参加人数は、１グループ８名までとする。 

※原則、応募グループでの受付とする。 

留意事項 

原則非公開とする。ただし、市が公平性の観点から全ての応募者

に共通で明示すべき条件が明らかになった場合は、募集要項等の修

正を行い公表する場合がある。 

なお、優先交渉権者を選定する際の審査に影響するものではなく、

対話内容は、優先交渉権者を選定するための提案内容を拘束するも

のではない。 

 

  募集要項等に関する質問及び回答 イ

募集要項等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

質問提出締切 令和元年７月２２日（月） １７時まで 

質問への回答 
令和元年８月９日（金） 

市のホームページにて公表する。 

提出方法 

募集要項等に関する質問書（別添3 様式１－２）に必要事項を記

入の上「第７章 ３.担当窓口」に電子メールにて提出。件名は「徳

島市新ホール整備事業 質問書○○」（○○は提出企業名）とする。 

留意事項 
質問を提出した企業名は公表せず、また、意見表明と解されるも

のには回答しないことがある。 

 

  提案書類の受付 ウ

応募者は、本事業の提案書類を次の要領で提出する。 

  提出期限 (ア)

令和元年９月２５日（水） １７時まで 

※ 応募者は、提案書を提出する日時を、提出する日の 3 日前まで（最終９月２０日（金）

１７時まで）に担当窓口に電話で連絡すること。 

  提出場所 (イ)

「第７章 ３.担当窓口」に示す担当課 

  提出方法 (ウ)

持参により提出すること。 
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  提案書類様式 (エ)

提案書類は「別添３ 様式集」に従い作成すること。 

 

  提案内容に関するヒアリングの実施 エ

優先交渉権者の選定にあたり、応募者に対し、提案の内容に関するヒアリングを実施する。

実施時期及び開催場所等詳細については、代表企業に後日連絡する。 

 

  選定結果の通知及び公表 オ

市は、優先交渉権者の選定後、選定結果を速やかに代表企業に文書にて通知する。なお、電

話等による問い合わせには応じない。 

 

3 応募に関する留意事項 

(1)  提出書類の作成等に関する費用 

応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

(2)  募集要項等の承諾 

応募者は、提案書類の提出をもって、募集要項等の記載内容を承諾したものとする。 

 

(3)  使用言語、使用通貨、単位及び時刻 

「別添3 様式集」に指定するもの以外は、応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法

（平成4年法律第51号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

(4)  応募の無効 

次の事項に該当する場合は、本事業への応募を無効とする。 

  虚偽の記載をした場合 ア

  複数の提案を行った場合 イ

 

(5)  提出書類の取り扱い・著作権等 

  提出書類の変更等の禁止 ア

誤字等を除き、提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

 

  著作権 イ

本事業に関する提案書類の著作権は、応募者に帰属するが、優先交渉権者として選定された

場合は原則として公開する。また、応募者の提案書類について、優先交渉権者の選定に関わる

審査及び公表、その他本事業に関する業務以外に応募者に無断で使用しない。なお、提案書類

は返却しない。 

 

  特許権等 ウ

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護さ

れる第三者の権利を使用した結果生じた責任は、応募者が負う。 
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(6)  市からの提示資料の取り扱い 

市が本事業の募集手続きにおいて提示する資料は、本事業応募に係る検討以外の目的で使用する

ことはできない。 

 

(7)  参加の辞退 

提案書類を提出した応募者で、事業への参加を辞退するときには、参加辞退届（別添３ 様式

２－８）を「第７章 ３.担当窓口」に示す担当課に持参にて提出する。 

 

4 提案価格の上限 

本事業に係る事業費の上限額は次のとおりであり、応募者は、事業費上限額の範囲内で提案を行

うこと。 

なお、提案にあたっては、消費税率は１０％として提案すること。 

 

事業費上限額：９,４５０,０００,０００円（消費税等相当額１０%を含む税込） 

＜内訳＞ 

(1)  設計業務（敷地測量、地盤調査に係る調査（設計業務に必要となる調査）、その他調査（電波障

害、家屋調査等）、基本設計、実施設計、各種申請業務) 

(2)  工事監理業務 

(3)  解体業務（文化センターの地下構造物の解体） 

(4)  建設業務（建設工事（本施設の整備に伴う一切の工事）、建設工事に伴う各種申請業務、本施設

に関する保険付保、什器備品の調達・設置（市調達分を除く）） 
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第５章 事業実施に関する事項 

1 誠実な業務遂行 

事業者は、関係法令等及び徳島県並びに市の条例等を遵守し、募集要項等、市に提出した提案書

類、施設整備契約書に定めるところにより、誠実に業務を遂行するものとする。 

 

2 事業期間中の事業者と市の関わり 

市は、代表企業に対して連絡調整を行うが、必要に応じて市と構成企業との間で直接連絡調整を

行う場合がある。この場合において、市と構成企業との間で直接連絡調整を行った事項については

代表企業に報告する。 

施設整備契約等の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は、誠意をもって協議するものと

し、協議が整わない場合は、施設整備契約に規定する具体的措置に従うものとする。 

 

3 市による監視（モニタリング） 

市は、事業者が実施する業務について、定期的に監視を行う。 

 

第６章 契約に関する事項 

1 契約の締結 

(1)  市と優先交渉権者は、施設整備仮契約書（案）に基づき速やかに事業に関する協議を行い、施

設整備仮契約を締結する。 

(2)  徳島市議会の議決が得られたことを条件に、本契約とする。 

(3) あらかじめ出資比率、組織、役割等を記載した代表企業及び構成員による共同企業体結成の協定

書及び共同企業体の代表企業への委任状を施設整備仮契約の締結までに提出すること。共同企業

体の存続期間は、契約期間とする。 

 

2 契約保証金 

契約保証金は納付すること。有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付

に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行

った場合は、 契約保証金を免除するものとする。 

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、徳島市契約規則（平成3年徳島市規則第 5号）

による。 

 

3 支払い条件 

契約に係る費用（前払金及び部分払い金を含む。）は、施設整備仮契約書（案）に基づく支払い

条件により、優先交渉権者から提出される事業工程計画を市と優先交渉権者にて確認・協議の上決

定する。 

なお、初年度の支払い（前払金及び部分払い金を含む。）は行わないものとする。 
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4 事業者の権利義務等に関する制限 

事業者は、事前に市の書面による承諾を得た場合を除き、施設整備契約上の地位及び権利義務を

譲渡、担保提供その他の方法により処分してはならない。 

 

5 市と事業者の責任分担 

(1)  基本的な考え方 

本事業におけるリスク分担の考え方は、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、適切

なリスク分担を実現することにより、低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものであ

る。 

 

(2)  予想されるリスクと責任分担 

予想されるリスク及び市と事業者の責任分担は、原則として施設整備仮契約書（案）に定める

とおりとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で提案を行うものとする。 

なお、これらの資料に示されていないリスク分担等については、市と事業者双方の協議により

定めるものとする。 

 

第７章 その他 

1 債務負担行為 

市は、令和元年６月２７日に議会の議決を経て、本事業の請負代金の債務負担行為の設定を行っ

た。 

 

2 情報提供等 

募集要項等に定めるほか、事業者選定に際し必要な事項が生じた場合は、市ホームページに掲載

する。 

 

3 担当窓口 

徳島市市民環境部文化振興課 

 

住  所  〒770-8571 徳島県徳島市幸町 2丁目5番地 

電  話  088-621-5178 

FAX  088-624-1281 

Eメール  bunka_sinko@city-tokushima.i-tokushima.jp 

窓口対応時間 ８時３０分～１７時００分 

(土・日・祝日を除く。) 
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別紙－１ 事業対象地の案内図 

本事業敷地：徳島市徳島町城内 1番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 事業対象地位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 事業対象地周辺航空写真 
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別紙－２ 事業対象地 

 

 

 

 


