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第１ 募集要項の定義 

徳島市立高等学校校舎整備等事業募集要項（以下「募集要項」という）は、徳島市（以下「市」

という。）が民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）に基

づく事業（以下「PFI事業」という。）として平成 19年 5月 16日に特定事業の選定を行った、徳

島市立高等学校校舎整備等事業（以下「本事業」という。）に対して、本事業を実施する民間事業

者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり配布するものである。 

募集要項に添付されている、本事業の要求水準書（以下「要求水準書」という。）、本事業の事

業契約書（案）（以下「事業契約書（案）」という。）、本事業の基本協定書（案）（以下「基本協定

書（案）」という。）、本事業の事業者審査基準（以下「事業者審査基準」という。）及び本事業の

様式集（以下「様式集」という。）は一体のものとする（以下「募集要項等」という。）。 

なお、募集要項等と「実施方針」、「実施方針の質問に関する回答」、平成 19年 5月 16日に

公表した「要求水準書（案）」と「事業契約書（案）」、及び「要求水準書（案）、事業契約書

（案）の質問に関する回答」に相違のある場合は、募集要項等の規定内容を優先するものとする。

また、募集要項等に記載がない事項については、「実施方針」、「実施方針の質問に関する回答」、

平成 19年 5月 16日に公表した「要求水準書（案）」と「事業契約書（案）」、「要求水準書（案）、

事業契約書（案）の質問に関する回答」、及び「募集要項等に関する質問・回答」によることと

する。 
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第２ 事業概要 

1  事業内容に関する事項 

(1) 事業名称 

徳島市立高等学校校舎整備等事業 

 

(2) 事業の目的 

ア 事業の背景 

徳島市立高等学校（以下「市立高校」という。）は、市が市民を挙げての要望を受けて、

高い理想を担った市民の高等学校として昭和 37年に開校した。以来、市民の期待のもと、

市の将来の担い手となる人材の育成を行ってきている。 

一方、文部省（現文部科学省）においては、生徒をめぐる状況の変化（受験戦争の過熱、

いじめ・不登校の問題、学校外での社会体験不足等）や社会環境の変化（国際化、情報化、

科学技術の発展、環境問題への関心の高まり、少子高齢化等）への対応が急務であること

を受けて、「各学校が「ゆとり」の中で「特色ある教育」を展開し、子どもたちに学習指

導要領に示す基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせることはもとより、自ら学び自

ら考える力などの「生きる力」をはぐくむこと。」の方針の下、小学校、中学校、高等学

校等の学習指導要領（小学校及び中学校等の学習指導要領は平成 10年 12月告示、高等学

校等の学習指導要領は平成 11年 3月告示（14年 5月、15年 4月、15年 12月 一部改正、

以下「新学習指導要領」という。））を改正した。特に高等学校においては、選択学習の幅

を拡大し、生徒の能力等に応じ、発展的な学習を行うことが方針として示されている。新

学習指導要領の主なポイントは以下のとおりである。 

・ 豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚の育成 

・ 多くの知識を教え込む教育を転換し、子供たちが自ら学び自ら考える力の育成 

・ ゆとりある教育を展開し、基礎・基本の確実な定着と個性を生かす教育の充実 

・ 各学校が創意工夫を生かした特色ある教育、特色ある学校づくり 

このような中、市内の高校では、平成 16 年度入試から普通科高校は総合選抜制度が廃

止され、高校が生徒を選ぶ時代から「生徒が高校を選ぶ時代」へと大きな変遷の時期へと

さしかかっている。 

このような背景の下、市立高校においては、市立高校の教育方針（要求水準書参照）を

踏まえた上で、新たな時代に対応した教育活動を行うことができる教育施設の整備が必要

となっている。 

さらに、市立高校は、既に築後 40数年（「新耐震設計法」以前の建物）が経過し、校舎

や体育館等、施設の老朽化も目立ってきていることから、利用者が安全・快適に過ごせる
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施設づくりが急務となっている。 

 

イ 事業の目的    

本事業は、特定事業を実施する者として選定された民間事業者（以下「選定事業者」と

いう。）が、自らの有する技術能力及び経営能力、創意工夫等を十分に発揮し、当該特定

事業（市立高校の学校施設の設計・建設（既存施設解体含む）、学校施設等の維持管理、

校内情報システムの整備及び保守管理、食堂運営等）が効率的且つ効果的に実施され、低

廉且つ良質な学校教育サービスを施設利用者や市民に対して提供することを目的とする。 

 

ウ 事業に期待すること 

本事業が、地域経済の活性化に寄与する事業となることを期待している。 

 

(3) 事業の概要 

本事業は、市立高校の教育方針を踏まえた上で、選定事業者が、「市立高校の学校施設の設

計・建設（既存施設解体含む）、学校施設等の維持管理、校内情報システムの整備及び保守管

理、食堂運営等」を行うものである。 

具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。 

 

ア 施設整備に係る業務 

(ｱ) 施設整備に係る事前調査業務及びその関連業務  

(ｲ) 施設整備に係る設計（基本設計・実施設計）業務及びその関連業務  

(ｳ) 建築確認申請等の手続き業務及びその関連業務 （市高さわやかロード整備に関連す

る徳島県（以下「県」という。）との協議・申請等含む。） 

(ｴ) 施設整備に係る建設工事及びその関連業務 

(ｵ) 既存校舎解体工事及びその関連業務 

(ｶ) 工事に伴う備品の設置及び移設等の関連業務 

調達・設置を行う什器備品等については、要求水準書の中で示す、各室什器諸元表に従

い行うものとする。 

(ｷ) 工事監理業務  

(ｸ) 工事にかかる近隣対応・対策  

(ｹ) 電波障害調査・対策  

(ｺ) 環境測定業務 

 

イ 施設の所有権移転に係る業務 
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ウ 既存校舎から新設校舎への引越に係る業務 

 要求水準書の中に示す引越対象備品に従い、既存校舎から新設校舎への引越を行う。 

 

エ 施設の維持管理・運営に係る業務 

(ｱ) 施設の維持管理業務 

a 建物保守管理に係る業務 

・ 点検・保守管理、その他一切の修理・修繕業務を含む。 

b  設備保守管理に係る業務 

・ 点検・保守管理、その他一切の修理・修繕業務を含む。 

c  植栽・外構・市高さわやかロード等の保守管理に係る業務 

・ 市高さわやかロード以外の雑草除去は市が行う。 

d 環境衛生管理・清掃に係る業務 

・ 管理部の共用部（共用部とは廊下・トイレ等を示す）の日常清掃及び定期清掃。 

・ 多目的ホールの定期清掃。 

・ 管理部・食堂及び多目的ホールのガラス清掃。 

・ 管理部・共用部のゴミの分別、ゴミ置き場への移動。（なお、ゴミの収集については

市が行う。） 

e  保安警備業務 

 

(ｲ) 校内情報システムに係る業務 

a 校内情報システム整備（設計・調達・設置）業務及びその関連業務  

b 校内情報システム保守管理業務及びその関連業務 

校内情報システムに関する保守管理期間は、情報機器の技術革新への対応等を考慮し、

平成 26年度末までとする。 

 

(ｳ) 食堂運営に係る業務 

食堂運営については、選定事業者の独立採算により行なうものとし、主な内容は以下の

通りとなる。 

a  食堂運営業務に係る収入は、直接選定事業者の収入となる。 

b  食堂運営業務を実施するにあたり、必要な費用は、施設整備費及び調理設備の更新

費を除き、光熱水費も含めてすべて選定事業者の負担とする。 
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c  食堂施設の使用について、市は選定事業者に対し、「行政財産の許可使用にかかる使

用料徴収条例」に従い算出した費用で貸し付ける。 

d  食事の提供時間、提供メニュー等については、要求水準書で示す。 

e  食堂運営については、学校運営に支障のない範囲内で、学校への来客者や市民等が

利用する提案を行なうことも可能とする。 

 

オ 自由提案施設業務 

選定事業者は、市立高校の生徒・教職員の利便性に供するために、敷地の北側（道路沿

い）に自由提案施設を設置することができる。設置の条件は以下の通りである。 

(ｱ) 施設整備費を含め、独立採算で実施する。 

(ｲ) 位置は北側道路沿いとし、敷地面積 500㎡以下とする。 

(ｳ) 利用については、市立高校の生徒・教職員以外の一般市民の利用も可とするが、防犯

に十分配慮すること。 

(ｴ) 敷地の利用料については、市は選定事業者に対し、「行政財産の許可使用にかかる使

用料徴収条例」に従い算出した費用で貸し付ける。 

(ｵ) 自由提案施設については、事業終了後、撤去し更地にして敷地を市に返却するものと

する。ただし、協議により事業終了後も引き続き事業を行なうことも可能とする。 

 

カ その他 

(ｱ) 光熱水費は市が実費を負担する。（建設業務に伴うもの、食堂運営に伴うもの及び自

由提案施設業務に伴うものは選定事業者の負担とする。） 

(ｲ) 購買業務（自動販売機の調達・設置含む。）については市が行うものとする。 

(ｳ) 選定事業者は市が設置する自動販売機とは別に、自動販売機を設置することは可能と

するが、設置場所及び種類については、市と協議すること。 

(ｴ) 大規模修繕（本事業における大規模修繕とは、市が別途発注する経年劣化が全体的に

著しく、耐用に達したために、部分的且つ経常的な修繕では対応できない、または全面

的に更新した方が長い目で見て経済的である時に、これらの施設をある一定の周期で計

画的に全面更新する大規模な修繕をいう。）については市が直接行い、要求水準書に示

す機能を維持するために行う修繕・更新（建築物等の劣化した部分若しくは部材または

低下した性能若しくは機能を、原状または実用上支障のない状態まで回復させることを

いう。）は事業範囲とする。 

 

キ 施設整備の実施に関する留意事項 

本事業の施設整備の実施に関する留意事項は以下のとおりである。 

(ｱ) 市は教育活動への影響を考慮し仮設校舎の建設は認めない。既存校舎での教育活動を
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維持したまま、現グラウンドに新校舎等の施設整備を行う。なお、工事期間中のグラウ

ンド及び弓道場は、市にて別途学校外に手配を行う。 

(ｲ) 本事業の施設整備期間に関しては、調査期間、設計期間、現グラウンドへの新校舎等

の建設完了、既存校舎から新設施設への引越完了までの第一期工事期間、既存校舎解体

からグラウンド整備等の最終施設整備完了までの第二期工事期間を予定している。なお、

第一期工事完了後には、校舎、屋内体育施設、多目的ホール、駐輪場等（以下「第一期

施設」という。同様に、第二期工事で整備される施設を「第二期施設」という。）を主

な引渡・所有権移転対象施設とする。 

(ｳ) 第一期工事期間中においてもテニス部及び野球部の練習は校内で引き続き実施する

予定とする。よって、第一期工事開始時においては、現グラウンド内に仮設のテニスコ

ート 2面と野球場の内野部分（野球場は夜間使用を予定。）を確保（整備）すること。

なお、第二期工事開始時においては、これら施設の撤去等は可能とする。 

 

(4) 事業方式 

本事業は PFI 法に基づき実施するものとし、選定事業者が施設等の整備を行った後、市に所

有権を移転し、事業期間中、維持管理・運営等を行う事業方式（いわゆる BTO（Build, Transfer, 

Operate）方式）とする。 

 

(5) 事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約締結日の翌日から平成 36年 3月までとする。なお、施設の

維持管理・運営期間は、平成 22年 1月から平成 36年 3月までの 14年 3ヶ月、校内情報シス

テムに係る保守管理期間に関しては、平成 22年 1月から平成 27年 3月までの 5年 3ヶ月と

する。 

 

(6) 選定事業者の収入 

ア 選定事業者の収入は、市から支払われる施設等の整備に係る費用、校内情報システムの

整備に係る費用、学校運営段階における維持管理等に係る費用、校内情報システムの保守

管理に係る費用、食堂運営業務及び自由提案施設業務による利用者からの直接収入から構

成される。 

イ 市は、第一期施設の整備及び校内情報システム整備に係る費用については、第一期工事

完了後の施設引渡後、第二期施設の整備に係る費用については、第二期工事完了後の施設

引渡後に、事業期間終了時までの間、あらかじめ定める額を市と選定事業者との間で締結

する事業契約書に基づき選定事業者に支払う。また、学校運営段階における維持管理、校

内情報システム保守管理に係る費用については、各業務の開始時期から事業期間終了時ま
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での間、事業契約書の規定に従い、物価変動等を勘案して定める額を選定事業者に支払う。 

ウ なお、本事業では起債による財源措置を予定している。起債による財源措置を行った場

合、施設等の整備に係る費用のうち施設整備費の 80%程度については、第一期工事終了後

の所有権移転後に一括して支払う予定である。 

エ 一括して支払う対象となる施設整備費の内訳及び支払い方法については事業契約書

（案）を参照すること。 

 

(7) 予定事業スケジュール 

本事業のスケジュールは、以下のとおりを予定している。 

項 目 日 程 （ 予 定 ） 

仮契約の締結 平成 19年 11 月上旬 

事業契約の締結（本契約） 平成 19年 12 月 

施設の設計及び第一期工事（校舎等整備） 平成 20年 1月～平成 21年 12月 

第一期施設の引渡及び引越期限 平成 21年 12 月 

第一期施設供用開始 平成 22年 1月 

第二期工事（既存施設の解体及び外構・グラ

ウンド整備） 
平成 22年 1月～平成 22年 6月 

第二期施設引渡期限 平成 22年 6月 

維持管理業務の実施 

食堂運営業務の実施 

校内情報システム保守管理の実施 

平成 22年 1月～平成 36年 3月(14 年 3ヶ月)

平成 22年 1月～平成 36年 3月(14 年 3ヶ月)

平成 22年 1月～平成 27年 3月(5年 3ヶ月) 

 

(8) 事業に必要と想定される根拠法令等 

本事業を実施するにあたっては、PFI 法及び基本方針のほか、次に掲げる各種法令（関連

施行令・規則等についても含む。）等について遵守すること。また、改正がなされた場合は最

新版によること。 

ア 建築基準法  

イ 学校教育法 ・新学習指導要領 

ウ 都市計画法  

エ 河川法 

オ 道路法 

カ 消防法  

キ 下水道法 

ク 水道法  
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ケ 水質汚濁防止法  

コ 食品衛生法 

サ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

シ 資源の有効な利用の促進に関する法律（ラージリサイクル法） 

ス 建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

セ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法） 

ソ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律  

タ 大気汚染防止法  

チ 騒音規制法  

ツ 振動規制法  

テ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

ト 学校保健法 

ナ 高等学校設置基準  

ニ 徳島市指導要綱他（中高層建築物、狭あい道路整備、省エネ計画書等） 

ヌ 徳島県「ひとにやさしいまちづくり条例」 

ネ 各種建築関係資格法、業法、労働関係法 

ノ その他の関連法規、徳島県条例、徳島市条例 
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第３ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

1  民間事業者の募集及び選定の方法 

民間事業者の選定方法は、提案価格（市が選定事業者へ支払うサービス対価）に加え、本事

業への理解能力、施設整備能力、維持管理能力及び食堂運営能力等を事業者審査基準に従って、

応募者から提出される提案内容を総合的に評価する公募型プロポーザル方式を採用し、優先交

渉権者を決定する。 

 

2  選定の手順及びスケジュール 

民間事業者の選定にあたっての手順及びスケジュールは、下記のとおりとする。 

日程 

年度 月 
内 容 

6月 27日 募集要項等の公表 

7月 2日 説明会と現地見学会 

7月 4日 質問等の受付締切 

7月 20日 募集要項等に関する質問への回答公表 

7月 26日 参加資格確認書類の受付 

8月 8日 参加資格審査結果の通知 

8月 16日 提案書の受付 

9月中旬 提案書のヒアリング 

H19 

 

9 月下旬 優先交渉権者及び次点交渉権者の決定 

 

3  応募者の備えるべき参加資格要件 

(1) 応募者の構成等 

応募者の構成等については、次のとおりとする。 

ア 言葉の定義 

(ｱ) 応募者：単独又は複数の企業により構成される者とする。 

(ｲ) SPC：本事業を実施するために、会社法（平成 17 年法律第 86 号）の定める株式会社

として設立する特別目的会社。 

(ｳ) 構成員：応募者を構成するもののうち、ＳＰＣから業務を直接受託し、かつ出資を行

なう者をいう。なお、受託する業務の内容は問わない。 
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(ｴ) 代表企業：構成員の代表者をいい、入札手続を実施するものをいう。 

(ｵ) 構成企業：代表企業以外の構成員をいう。 

(ｶ) 協力企業：応募者を構成するもののうち、ＳＰＣから業務を直接受託するが、出資を

行なわないものをいう。 

(ｷ) 準協力企業：応募者以外のもので、ＳＰＣから業務を直接受託するものをいう。 

 

イ 応募者は、優先交渉権者として決定された場合は、SPC を仮契約調印までに徳島市内に

設立すること。 

ウ 応募者の構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募者の構成員又は協力企業になるこ

とはできない。 

エ 事業契約の締結に至らなかった応募者の構成員又は協力企業は、SPC の準協力企業にな

ることはできない。 

オ 応募者は、本事業に関し、審査委員会の委員その他本事業関係者に対し接触をしてはな

らない。事実確認のうえ接触の事実が認められた場合には、審査委員会で審議し失格とな

る場合がある。 

カ 応募者の構成員及び協力企業については、参加表明書において明らかにすること。 

キ 準協力企業については、提案書提出時に明らかにする必要はない。 

ク 提案書提出後の応募者の構成員および協力企業の変更は原則として認められない。ただ

し、やむを得ない事情が生じた場合の構成企業および協力企業変更等については、市の承

認を得た場合に限り認める。 

 

(2) 個別業務資格要件 

構成員又は協力企業が、設計業務、建設業務又は工事監理業務を受注する場合は、それ

ぞれ次の要件を満たすこと。 

準協力企業が、設計業務、建設業務又は工事監理業務を受注する場合は、本資格要件の

審査については、SPCからの業務発注時点で行なう。 

なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるが、建設業務に

当たる者と工事監理業務に当たる者は兼ねることができない。 

 

ア 設計業務を受注する者 

(ｱ) 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第１項に基づく一級建築士事務所登録を

行っていること。 

(ｲ) 市における最新の、建設工事に関する測量・建設コンサルタントの業務委託に係る競

争入札参加資格有資格業者名簿に登載されている者であること。 
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(ｳ) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の施設で、過去 10 年（平成 9 年 4 月 1 日

から平成 19 年 3 月 31 日まで。）の間に、徳島県内に本社を置く者については、延床面

積 3,000 ㎡以上の新設もしくは改築の実施設計業務完了の実績を有する者であること。

徳島県外に本社を置く者については、延床面積 15,000 ㎡以上の新設もしくは改築の実

施設計業務完了の実績を有する者であること。 

(ｴ) 「3（3）応募者の制限」に当てはまらないこと。 

 

イ 工事監理業務を受注する者 

(ｱ) 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第１項に基づく一級建築士事務所登録を

行っていること。 

(ｲ) 市における最新の、建設工事に関する測量・建設コンサルタントの業務委託に係る競

争入札参加資格有資格業者名簿に登載されている者であること。 

(ｳ) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の施設で、過去 10 年（平成 9 年 4 月 1 日

から平成 19 年 3 月 31 日まで。）の間に、徳島県内に本社を置く者については、延床面

積 3,000 ㎡以上の新設もしくは改築の工事監理業務完了の実績を有する者であること。

徳島県外に本社を置く者については、延床面積 15,000 ㎡以上の新設もしくは改築の工

事監理業務完了の実績を有する者であること。 

(ｴ) 「3（3）応募者の制限」に当てはまらないこと。 

 

ウ 建設業務を受注する者 

(ｱ) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号 最終改正平成 8 年法律第 110 号）の建築一式工

事、土木一式工事、電気工事、及び管工事の許可を有する者であること。なお、各許可

については、複数の企業で満足すればよいが、どの許可も有していない者が建設業務を

受注する者となることは不可とする。 

(ｲ) 市における最新の、建築一式工事、土木一式工事、電気工事、及び管工事の競争入札

参加資格有資格業者名簿に登載されている者であること。なお、各名簿への登載は、複

数の企業で満足すればよいが、どの名簿にも登載のなされていない者が建設業務を受注

する者となることは不可とする。 

(ｳ) 建設業法第 26条による監理技術者を配置可能な者であること。 

(ｴ) 建設業法第 27条の 23の規定に基づく最新の経営事項審査結果通知書（経営規模等評

価結果通知書・総合評定値通知書）（以下「総合評価値」という。）の建築一式工事の総

合評点が 1200 点以上の者であること。又は、市の建築一式工事での最新の格付けが、A

ランク以上の者であること。なお、本項目については、建築一式工事を実施する全ての

者が満たしていること。 
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(ｵ) 最新の総合評価値の、土木一式工事の総合評点が 1200 点以上の者であること。又は、

市の土木一式工事での最新の格付けが、A ランク以上の者であること。なお、本項目に

ついては、土木一式工事を実施する全ての者が満たしていること。 

(ｶ) 建築一式工事の総合評点が 1,200 点以上の者については、小学校、中学校、高等学校、

中等教育学校の施設で、過去 10年（平成 9年 4月 1日から平成 19年 3月 31日まで。）

の間に、延床面積 10,000 ㎡程度以上の、元請としての施工完了実績を有する者である

こと。また、市の建築一式工事の最新の格付けが、Ａランク以上の者については公共建

築物において、過去 10 年（平成 9 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで。）の間に、

元請としての施工完了実績を有する者であること。 

(ｷ) 建築一式工事の総合評点が 1,200 点以上の者が、市の建築一式工事の最新の格付けが

Ａランク以上の者と複数で建設業務を実施する場合は、建築一式工事の総合評点が

1,200 点以上の者は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の施設で、過去 10年（平

成 9年 4月 1日から平成 19年 3月 31日まで。）の間に、延床面積 5,000 ㎡程度以上の、

元請としての施工完了実績を有していればよい。 

(ｸ) 土木一式工事においては、公共土木において、過去 10 年（平成 9 年 4 月 1 日から平

成 19年 3月 31日まで。）の間に、元請としての施工完了実績を有する者であること。 

(ｹ) 電気工事及び管工事においては、公共施設において、過去 10 年（平成 9 年 4 月 1 日

から平成 19 年 3 月 31 日まで。）の間に、元請としての施工完了実績を有する者である

こと。 

(ｺ) 「3（3）応募者の制限」に当てはまらないこと。 

 

(3) 応募者の制限 

次に該当する者は応募者の構成員および協力企業になることは出来ない。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年法令第 16号）第 167 条の 4の規定に該当する者。  

イ 徳島市長から徳島市工事請負契約等に係る徳島市建設業者指名停止等措置要綱（平成 18

年 4月 1日付け）に基づく指名停止を受けている者。 

ウ 次の法律の規定による申立て又は通告がなされている者。 

(ｱ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生

手続開始の申立て。改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条第 1 項又

は第 2 項の規定による更生手続開始の申立てを含む。（ただし、更生手続開始の決定を

受けている場合を除く。）  

(ｲ) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立て。

（ただし、再生手続開始の決定を受けている場合を除く。） 

エ 最近 2年間の法人税、法人県民税、法人市町村民税、事業税、固定資産税、消費税及び
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地方消費税を滞納している者。ただし、会社の設立から2年未満であり、２年間の納税証

明書の提出ができない場合は、提出可能な期間の納税証明書と当該法人の設立年月日のわ

かる登記簿謄本を提出すること。 

オ 本事業のアドバイザリー業務に関わっている者又はこれらの者と資本面若しくは人事

面において関連がある者。 

 

本事業のアドバイザリー業務に関わっている者は以下のとおりである。 

株式会社 長大 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-20-4 

株式会社 石本建築事務所 東京都千代田区九段南 4-6-12 

株式会社 楠山設計 東京都千代田区猿楽町 1-2-2 

東京丸の内・春木法律事務所 東京都千代田区丸の内 1-4-2 

 

資本面若しくは人事面において関連がある者とは以下のとおりである。 

(ｱ) アドバイザリー業務に関与した者の発行済株式総数の100 分の50 を超える株式を有

する者又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。  

(ｲ) アドバイザリー業務に関与した者が、発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を

有する者又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。 

(ｳ) 代表権を有する役員が、アドバイザリー業務に関与した者の代表権を有する役員を兼

ねている者。 

カ 審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連が

ある者。 

 

(4) ＳＰＣへの出資等 

構成員以外の者がＳＰＣの出資者になることは可能であるが、当該出資者による出資比率

は、事業期間中、常に出資額全体の５０％未満とする。また、代表企業は、事業期間中、常

に最大の出資割合をもつこと。 

なお、すべての出資者は、事業契約が終了するまで SPCの株式を保有するものとし、市の

事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行っ

てはならない。 

 

(5) 参加資格確認基準日 

参加資格の確認基準日は、平成 19年 8月 8日とする。なお、優先交渉権者の決定日までに

応募者の構成員および協力企業が参加資格要件を欠くような事態が生じた場合は失格とする。 
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ただし、参加資格要件を満たさなくなった企業が代表企業以外であり、かつ、参加資格要

件を満たさなくなった企業の補充を行うなど、応募者が必要な措置を講じた上で、本事業の

円滑かつ確実な履行に支障がないと市が認める限りにおいて、当該応募者の参加資格は引き

続き有効とする。 

 

4  応募手続き等 

(1) 募集要項等の公表 

募集要項等の公表は平成 19 年 6 月 27 日とし、市ホームページにおいて公表する。

http://www.city.tokushima.tokushima.jp/（徳島市ホームページ） 

 

(2) 頒布資料の有償頒布 

希望者を対象に頒布資料の有償頒布を行う。 

ア 申込期間 

平成 19年 6月 27日（水）から 7月 3日（火）まで （土日祝祭日を除く。） 

午前 8時 30分から午後 17時 30分まで  

イ 申込方法 

様式集(様式 3)に必要事項を記入の上、指定販売店まで持参すること。申込時に受取

方法（後日身分照会の上指定販売店にて受取、または後日宅配便（着払い）にて受取）

を記入すること。 

ウ 指定販売店 

有限会社 ニッコー 

 〒770－0846 

 徳島市南内町 1丁目 67番地 

 電話 088－622-8527 

 Fax  088－622-8525 

エ 価格 

頒布資料 1部 13,000 円（税別） 

 

(3) 説明会と現場見学会の実施 

募集要項等についての説明会を以下のとおり開催する。 

ア 日時 

平成 19年 7月 2日（月） 午前 10時から（受付開始午前9時 30分から） 

イ 場所 
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〒770-0872 徳島市北沖洲 1-15-60 

徳島市立高等学校大会議室 

ウ 参加申込期間 

平成 19年 6月 27日（水）から 6月 28日（木）まで ＊午後 5時まで（必着） 

エ 申込方法 

説明会に参加される企業は、会社名、申込者氏名、住所、電話及び参加人数等を様式集

（様式 1）に記入の上、次の申込先まで電子メールで送付する。 

参加については参加企業 1社につき最大 3名までとする。 

なお、多数の参加希望者があった場合は、参加人数の制限及び時刻の変更を行うことも

ある。 

当日は、募集要項等の資料配布は予定していないため、各社持参すること。 

オ 申込先 

・徳島市立高等学校事務局 

・電子メール：ichikou100@tgn.tcn.ne.jp 

 

(4) 募集要項等に関する質問及び回答・公表 

募集要項等公表後、募集要項等の内容に関する質問の受付を以下の要領で行う。 

ア 受付期間 

平成 19年 6月 27日（水）から 7月 4日（水）まで ＊午後 5時まで（必着） 

イ 提出方法 

質問の内容を簡潔にまとめ、様式集（様式 2）に記入の上、電子メールでのファイル添

付にて提出のこと。 

ウ 申込先 

・徳島市立高等学校事務局 

・電子メール：ichikou100@tgn.tcn.ne.jp 

エ 回答の公表 

質問に関する回答は、徳島市ホームページで公表する。 

オ 回答予定日 

7月 20日(金) 

 

(5) 参加表明書の受付、資格審査の受付 

応募者は、参加表明書等を提出し参加資格の確認を受けること。 

なお、期限までに参加表明書等を提出しない者及び参加資格がないとされた者は応募する

ことはできない。 
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ア 参加表明書等の受付期間、提出先及び提出方法 

(ｱ) 受付期間 

平成 19年 7月 26日（木）の午前 9時から午後5時まで 

(ｲ) 提出先 

〒770-0872 徳島市北沖洲 1-15-60 

徳島市立高等学校事務局 

電話：088-664-0111 

(ｳ) 提出方法 

参加表明書等の提出は、提出先へ持参すること。郵便、信書便、電子メール等による申

請は受け付けない。 

 

イ 参加表明書等の作成 

参加表明書等は、様式 4～12に従い作成すること。 

 

ウ 参加資格確認結果の通知 

参加資格の確認結果通知は、参加表明書等を提出した者に対して、書面により平成 19

年 8月 8日（水）までに発送する。 

 

エ 参加資格がないとされた場合の扱い 

参加資格の確認の結果、参加資格がないとされた者は、参加資格がないと判断された理

由について、書面により次のとおり説明を求めることができる。 

(ｱ) 提出期間 

平成 19年 8月 10日（金） ＊午後 5時まで（厳守） 

(ｲ) 提出先 

〒770-0872 徳島市北沖洲 1-15-60 

徳島市立高等学校事務局 

(ｳ) 提出方法 

様式集（様式 13）を提出先へ持参すること。郵送、電子メール等による申請は受け付け

ない。 

(ｴ) 回答予定日 

平成 19年 8月 14日（火） 

 

オ 応募者の構成 

参加資格確認後は、応募者の構成企業又は協力企業の変更及び追加は原則として認めな

い。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行うこととする。 



 

 17

 

カ 応募を辞退する場合 

参加表明以後、応募者が応募を辞退する場合は、様式集（様式 14）を提案書提出日まで

に徳島市立高等学校事務局に持参すること。郵送、電子メール等による申請は受け付けな

い。 

 

キ 参加資格確認基準日 

参加資格確認基準日は、平成 19年 8月 8日（水）とする。 

 

ク 参加資格の確認基準日以降の取り扱い 

(ｱ) 参加資格を有するとの確認を受けた応募者に属する企業が、提案書提出日までに､参

加資格要件に定める要件のひとつでも満たさない場合（以下「参加資格を喪失した場合」

という。）は、応募することはできない。ただし、応募者の構成企業又は協力企業が、

参加資格を喪失した場合で、その理由がやむを得ないと市が認めた場合には、応募者は

市と協議を行うこととする。協議の結果、参加資格を有すると市が確認した場合には、

応募者の構成企業又は協力企業を変更することができる。 

(ｲ) 提案書提出日以降であって優先交渉権者決定日までに、応募者に属する企業が、参加

資格を喪失した場合には、当該応募者は失格とする。ただし、構成企業又は協力企業が

参加資格を喪失した場合で、その理由がやむを得ないと市が認めた場合には、応募者は、

市が別途指定する期間内に、当該構成企業又は協力企業を除外し、かつ、提案内容の継

続性を担保するために必要な手当てを行う。その内容を市が承認した場合に限り、優先

交渉権者選定のための審査の対象とすることがある。 

 

ケ その他 

(ｱ) 参加表明書等の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

(ｲ) 市は、提出された参加表明書等を参加資格の確認以外に応募者に無断で使用しない。 

 

(6) 応募方法等 

参加資格の確認を受けた応募者は、価格提案書及び本事業に関する提案内容を記載した審

査資料（以下「提案書」という。価格提案書と提案書を合わせて以下「提案書類」という。）

を次により提出すること。 

 

ア 提案書類の提出 
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(ｱ) 日時 

平成 19年 8月 16日（木） 午前 9時から午後4時まで 

(ｲ) 場所 

〒770-0872 徳島市北沖洲 1-15-60 

徳島市立高等学校事務局  

(ｳ) 提出方法 

提案書は、様式集に定められた部数を提出場所へ持参すること。価格提案書（様式 19）

は封書に入れ、提出場所へ持参すること。郵便、信書便、電子メール等による提出は受

け付けない。 

(ｴ) 提案価格の確認 

価格提案書提出後、確認を行なう。この際、提案価格の公表は行なわない。 

(ｵ) その他 

応募者又はその代理人は提案価格の確認に立ち会わなければならない。応募者又はそ

の代理人が提案価格の確認に立ち会わない場合においては、当該プロポーザル事務に関

係のない職員を立ち会わせるものとする。 

 

イ 応募に当たっての留意事項 

(ｱ) 本件募集要項等の承諾 

応募者は、本件募集要項等の記載内容を承諾の上、提案書類の提出を行うこと。 

(ｲ) 費用負担 

提案書類の作成及び提出等、応募に関し必要な費用は、すべて応募者の負担とする。 

(ｳ) 提案書類の提出方法 

提案書類は、様式集に定めるところにより作成すること。 

提案書類の提出に当たっては、参加資格の確認結果通知書の原本を持参すること。 

(ｴ) 代理人等 

応募者は、代理人をして提案書類を提出させるときは、その委任状を様式集に定めると

ころにより作成し、提出場所に持参すること。 

(ｵ) 応募の辞退 

参加資格の確認を受けた応募者が、提案書類の提出期限までに当該書類を提出しない場

合は、辞退したものとみなす。 

(ｶ) 公正な優先交渉権者の審査の確保 

応募者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律第 54号）

に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に優先交渉権者の審査ができないと認め

られる場合又はその恐れがある場合は、当該応募者を参加させず、又は優先交渉権者の審

査を延期し、若しくは取り止めることがある。 
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なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。 

(ｷ) 提案価格の記載等 

ａ 提案価格の上限 

提案価格の上限 5,557,000 千円 

※提案価格の上限は名目値で、消費税及び地方消費税、物価変動率を含まない。なお、

市の算定根拠は公表しない。 

ｂ 提案価格の記載 

 提案価格は、様式集の様式 83 の「市の支出額計」の行の合計額（15 年分）を加えた

額を記載すること。この際の計算の前提となる金利水準は以下のとおりとし、物価変動

率は見込まないものとする。 

・ 施設整備費、校内情報システム整備費の割賦手数料については、元利均等払を前提と

する支払金利により算定する。支払金利は基準金利に、様式集の様式 24 で提案した

スプレッドを加えたものとする。基準金利は、施設整備費、校内情報システム整備費

ともに 2.1％とする。 

(ｸ) 提案書類の取扱い 

ａ 著作権 

市が提示した参考図書等の著作権は市に帰属する。また、優先交渉権者の審査に関す

る提案書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、本事業において公表及びその他市

が必要と認める時には、市は事前に選定事業者の了解を得た上で、選定事業者の提案

書の全部を使用できるものとする。また、契約に至らなかった応募者の提案について

は、本事業の審査結果の公表に必要な範囲で、一部無償で使用できるものとする。 

ｂ 提案書の返却 

選定に至らなかった応募者の提案書については使用せず、提案書は一部を除き、契約

締結後、希望者には返却を行う。 

ｃ 特許権等 

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令に基づい

て保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等

を使用した結果生じた責任は、応募者が負う。 

ｄ 市からの提示資料の取扱い 

市が提供する資料は、審査に係る検討以外の目的で使用することはできない。 

ｅ 複数提案の禁止 

応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

ｆ 提案書類の変更禁止 

提案書類の変更はできない。ただし、提案書類における誤字等の修正についてはこの

限りではない。 
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ｇ 虚偽の記載をした場合 

応募者が参加表明書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、当該応募を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者について、所要の措置を講ずることがある。 

(ｹ) 使用言語、単位及び時刻 

本件審査に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、

時刻は日本標準時とする。 

(ｺ) 契約保証金 

選定事業者は、契約の履行を確保するため、以下のいずれかの方法をとることとする。 

a 契約保証金の納付  

選定事業者は、施設整備費及び校内情報システム整備費と当該額に係る消費税及び地

方消費税相当額との合計額の 10 分の 3 に相当する金額以上の契約保証金を本契約の締

結時に納付すること。なお、契約保証金は、施設整備期間中（事業契約締結日から第二

期施設引渡時までをいう。）返還しない。また、利息等の付与も行なわない。 

  ｂ 契約保証金の納付に代える場合 

・ 市が認める出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年

法律第 195号）第 3条に規定する金融機関の保証 

・ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社

（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項

に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

ｃ 契約保証金を免除する場合 

・ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

 

(7) 優先交渉権者の審査／優先交渉権者の決定 

「5 優先交渉権者の決定方法等」を参照のこと。 

 

(8) 基本協定の締結 

優先交渉権者は、優先交渉権者の決定後、市と速やかに基本協定を締結しなければならない。 

 

(9) 準協力企業名簿の提出 

・ 応募者は、審査委員会において優秀提案者及び次点提案者に選定されたことが判明した

次の日に、予定している準協力企業の名簿を業務別に提出（事務局に持参）すること。

なお、設計業務、工事監理業務、建設業務を受託する者が準協力企業の場合は、必ず名

簿に記載すること。 

・ 名簿に記載された準協力企業の変更及び追加は原則認めない。ただし、やむを得ない事
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情が生じた場合の準協力企業の変更及び追加については、市の承諾を得た場合に限り認

める。 

・ 名簿の提出は、資料-1に従うこと。 

 

(10) 事業契約の締結 

市は SPCと仮契約を締結する。この仮契約は徳島市議会の議決を経た後に本契約としての効

力を生ずる。 

 

5  優先交渉権者の決定方法等 

応募者の審査は公募型プロポーザル方式とし、審査は「参加資格審査」と「基礎審査」及び「性

能審査」の2段階に分けて実施する。なお、詳細は事業者審査基準を参照のこと。 

(1) 審査委員会 

審査は、「徳島市立高等学校校舎整備等事業事業者選定審査委員会」（平成 19年 4月 12日設

置。以下「審査委員会」という。）が事業者審査基準に基づき行う。審査委員会の委員は次の

とおりである。 

（敬称略） 

座長 中田 愼介 高知工科大教授 

副座長 安藝 武 徳島文理大学事務局長 

委員 植田 和俊 徳島新聞社総務局長 

委員 岡野 眞 香川大学工学部教授 

委員 武知 邦明 徳島市立高校同窓会長 

委員 中村 研二 日本政策投資銀行四国支店企画調査課長 

委員 山中 英生 徳島大学教授 

委員 大栗 敏治 徳島市教育委員会 教育長 

委員 本田 利廣 徳島市企画政策局長 

 

(2) ヒアリングの実施 

提案内容の説明を求めるため、応募者にヒアリングを行う。詳細な日時等については、別途、

応募者に対して通知するものとする。なお、ヒアリングの参加者は、6 名までとし、平成 19

年 9月 10日（月）午後 5時までに、資料-2のヒアリング参加者名簿を提出すること。名簿の

提出は、メール又は持参によるものとする。 

 



 

 22

(3) 優先交渉権者の決定及び公表 

ア 優先交渉権者の決定 

市は、審査委員会の審査結果を踏まえるとともに、市民への説明責任を考慮し、優先交渉

権者及び次点交渉権者を決定する。 

 

イ 結果及び評価の公表 

徳島市ホームページで公表を予定している。 

 

6  契約に関する基本的な考え方 

(1) 基本協定の締結 

市は優先交渉権者と基本協定を締結する。 

優先交渉権者の代表企業、構成企業及び協力企業が基本協定締結時までの間に参加資格を喪

失した場合には、基本協定を締結しない。 

ただし、優先交渉権者の構成企業及び協力企業が基本協定締結時までの間に参加資格を喪失

した場合でその理由がやむを得ないと市が認めた場合には、優先交渉権者は、市が別途指定す

る期間内に、当該構成企業及び協力企業を除外し、かつ、提案内容の継続性を担保するために

必要な手当てを行い、その内容を市が承認した場合に限り、市は基本協定を締結することがあ

る。 

(2) 事業契約の締結 

市は優先交渉権者が設立する SPCと仮契約を締結する。 

優先交渉権者の代表企業、構成企業又は協力企業が事業契約締結時までの間に参加資格を喪

失した場合には仮契約を締結しない、若しくは仮契約の解除を行なう。 

ただし、優先交渉権者の構成企業又は協力企業が事業契約締結時までの間に参加資格を喪失

した場合で、その理由がやむを得ないと市が認めた場合には、優先交渉権者は、市が別途指定

する期間内に、当該構成企業又は協力企業を除外し、かつ、提案内容の継続性を担保するため

に必要な手当てを行う。その内容を市が承認した場合には、事業契約を締結することがある。 

SPC は、事業契約締結までに事業契約書に記載の契約保証金の納付、又は契約保証金の納付

に代える場合は納付に代える保証の提出をしなければならない。 

また、契約保証金の免除が認められた場合には、事業契約締結日までに当該履行保証保険に

加入しなければならない。なお、優秀交渉権者と契約にいたらなかった場合、次点交渉権者と

契約を行なう場合がある。 

 

ア 契約金額の変更 

SPC との契約に際し、契約金額の変更は原則行わない。 
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イ 事業契約に係る契約書作成費用 

事業契約書の検討に係る SPC側の弁護士費用、印紙代など、契約書の作成に要する費用（事

業契約書の作成費用及び市の弁護士費用は除く）は、優先交渉権者の負担とする。 

 

ウ SPC の事業契約上の地位 

市の事前の承諾がある場合を除き、SPC は事業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。 
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第４ 立地並びに規模及び配置に関する事項 

1  施設の立地条件 

事業予定地：徳島市北沖洲 1丁目 15-60 他 

 敷地面積 ：50,250 ㎡ 

 用途地域 ：第一種住居地域（北側市道 1286 側） 

建ぺい率 60％、容積率 200％ 

        日影規制（10M：3.0h、5M：5.0h、GL+4.0m） 

       第二種中高層住居専用地域 

        建ぺい率 60％、容積率 200％ 

        日影規制（10M：2.5h、5M：4.0h、GL+4.0m） 

 周辺道路 ：北 側 市道 1286 

       東 側 市道 1401 

           市道 1053 

       西北側 市道 1213 

その他  ：敷地内に敷地外道路の排水路が2経路あり 

 

2  土地の使用等に関する事項 

市は、本事業の用に供するために必要な期間、本事業に必要があると認められる範囲におい

て、公有財産（市立高校の敷地）を無償で選定事業者に使用させる予定である。 
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3  施設概要・施設規模  

(1) 建設する施設 

基本的には応募者の提案によるが、概要は以下の通りである。 

     総延床面積：19,000㎡程度 

ゾーンニング 必要諸室等 主要設備 
教室ブロック 普通教室 24 室  空調、校内情報システム 等

メディア 

ブロック 
図書室、CAI教室、音楽室、等

主要諸室は空調、校内情報シ

ステム 等 

管理ブロック 校長室、職員室、事務室 等
主要諸室は空調、校内情報シ

ステム 等 

食堂ブロック 食堂、厨房 等 厨房にガス設備 等 

校 
舎 
棟 

特別教室 

ブロック 

物理教室、生物教室、地学教

室、化学教室 等 

主要諸室は空調、校内情報シ

ステム等 

多目的ホール棟 
多目的ホール、会議室、ミキ

シングルーム 等  

空調、可動イス、舞台照明、

メディア製作機器、校内情報

システム 等 

屋内体育施設 
大アリーナ、中アリーナ、卓

球場、柔剣道場 等 
舞台照明 等 

部室棟 
部室、ミーティングルーム、

トレーニング室 

ミーティングルーム兼観覧席

等 

グラウンド 
サッカー、ラグビー、野球、

ソフトボール 等 

夜間照明、防球フェンス 等

サッカーコートは人工芝 

テニスコート テニスコート４面  

弓道場 弓道場  

市高さわやかロード 市高さわやかロード 防護柵、外灯 等 

駐輪場・駐車場 

自転車生徒用 900 台、教職員

用 20台程度の駐輪スペース、

自動車約80台分の駐車スペー

ス（教職員・来客用） 

外灯 等 

※1）建設する施設の構造、階数、配置等は、周辺環境に充分配慮した上で応募者の提案による。  
※2）空調設備のうち、普通教室 24 教室、講義室 5 室については、PTA が空調設備設置費及び維持

管理費を負担するため、提案時には、面積按分によりＰＴＡの負担分が明確になるようにす

ること。 
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(2) 解体する施設  

施設 棟名 構造 階数 延床面積(㎡) 

南校舎 RC 3F 2,769 

中校舎 RC 4F 2,784 

北校舎（渡り廊下含む。） RC 5F 4,651 

東渡り廊下 RC 2F 470 

校舎 

西渡り廊下 RC 2F 156 

中体育館 RC（一部鉄骨） 一部 2F 791 

武道場 RC 2F 747 

食堂・研修 RC 2F 920 

プール RC 1F 1,575 

小体育館（卓球場） 鉄骨 1F 276 

大体育館 RC（一部鉄骨） 一部 2F 1,535 

付属施設 鉄骨 1F 42 

自転車置き場 鉄骨 2F 1,348 

部室 CB 2F 188 

体育館

屋外施

設等 

弓道場 鉄骨 1F 91 

基礎 杭基礎 

延床 

面積計 

RC 造 16,398 ㎡、鉄骨造 1,757 ㎡、CB（コンクリートブロック）造 188㎡   

合計 18,343 ㎡  

※） 解体する施設の延床面積については、一部学校施設台帳より算出した面積のため、実面積とは若干  

異なる場合がある。  
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第５ 事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

事業計画または事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と選定事業者は誠意をもって協

議するものとし、協議が調わない場合は、事業契約書に規定する具体的措置に従う。事業契約に

関する紛争については徳島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
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第６ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 

1  法制上及び税制上の措置に関する事項  

現時点では、本事業に関する法制上及び税制上の措置は想定していない。 

  

2  財政上及び金融上の支援に関する事項  

ア 選定事業者が、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市

は選定事業者がこれらの支援を受けることができるよう協力するものとする。  

イ 市は選定事業者に対する補助、出資、保証等の支援は行わない。 

 

3  その他の支援に関する事項  

ア 市は、事業を実施するにあたって必要となる許認可等に関して、必要に応じて協力を行

う。 

イ 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市と選定事業者で

協議を行う。  
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第７ その他事業の実施に関し必要な事項 

1  議会の議決 

事業契約の締結に関する議案については、平成 19年 12月に開催予定の徳島市議会定例会に提

出する予定となっている。 

2  情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報提供は、市ホームページを通して適宜行う。 

3  募集要項等に関する問合せ先 

募集要項等に関する問い合わせは、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 署：徳島市立高等学校事務局  

住 所：〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲 1-15-60  

受 付 時 間：9:00～17:00（土日･祭日及び学校行事による休日は除く。） 

電 話：088－664-0111 

F A X：088－664-5144 

e－ m a i l：ichikou100@tgn.tcn.ne.jp 


