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　　参　考　資　料
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　兵庫県淡路市



1　条例制定関係

淡路市香りの公園管理規則（案）

【議案第35号　淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例制定の件】

　　淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備管理規則（案）

【議案第36号　淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備の設置及び管

理に関する条例制定の件】



淡路市規則第　　号

淡路市香りの公園管理規則（案）

　（趣旨）

第1条　この規則は、淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例（平成29

　年淡路市条例第　号。以下「条例」という。）第14条の規定に基づき、淡路市

　香りの公園（以下「公園」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとす

　る。

　（行為の許可の申請書の記載事項等）

第2条　条例第4条第2項で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

　（1）　行為の目的

　（2）　行為の内容

　（3）　行為の期間又は時間

　（4）　行為を行う場所及びその面積

　（5）前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2　条例第4条第2項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

　（許可書の様式等）

第3条　条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可書の様式は、様式第2号の

　とおりとする。

2　市長は、前条第2項の申請書の提出があった場合において、条例第4条第1項

　の許可をしないときは、その理由を付して当該申請者に文書で不許可の通知をす

　るものとする。

　（使用料の納入時期）

第4条　使用料の納入時期は、条例第4条第1項の許可を受けたときとする。

　（使用料の減免）

第5条　条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者

　は、淡路市香りの公園使用料免除申請書（様式第3号）を市長に提出しなけ

　ればならない。

2　市長は、使用料の減額又は免除について承認したときは、その旨を当該申

請をした者に通知するものとする。

　（使用料の還付）

第6条　条例第11条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者

　は、淡路市香りの公園使用料還付請求書（様式第4号）に、必要な書類を添

　えて市長に提出しなければならない。

　（氏名又は住所の変更の届出）
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第7条　条例第4条第1項に基づき許可を受けた者は、氏名又は住所（団体に

　あっては、名称、代表者の氏名又は所在地）を変更したときは、10日以内

　にその旨を市長に届け出なければならない。

　（損傷等の届出）

第8条　公園の施設又は植物を損傷し、又は滅失した者は、速やかに淡路市香

　りの公園施設等損傷（滅失）届（様式第5号）により、市長に届け出て、そ

　の指示に従わなければならない。

　（補則）

第9条　この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長

　が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

2　この規則の施行の日の前日までに、淡路市公園条例施行規則（平成21年淡路

　市規則第28号）の規定により、淡路市香りの公園についてなされた手続その他

　の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
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様式第1号（第2条関係）

　　　　　　　淡路市香りの公園行為許可（変更許可）申請書

淡路市長 様

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

申請者　住所又は居所

　　　　（法人その他の団体にあっては、

　　　　その主たる事務所の所在地）

　　　氏　　名

　　　　（法人その他の団体にあっては、

　　　　名称及び代表者の氏名）

　　　担当者氏名

　　　　（申請者が法人その他の団体である場合）

　　　電話番号（　　）　　一　　　番

　淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例第4条第1項の規定により、淡路

市香りの公園において、次のとおり行為の許可・許可の変更を受けたいので、申請

をします。

行　為　の　目 的

行為の期間又は時間
年

年

．月

．月

日

日

時

時

分から

分まで

行　為　の　場

又　は公園施設

所

行為の利用面積 ㎡

行　為　の　内 容

使用する機材等

後始末の方法
使　　　用 料 円

その他必要な事項
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備考

　1　行為の内容の欄には、次の事項のほか、必要と思われる事項を記入してく

　　ださい。

　　（1）　商行為の場合は、販売品目及びその値段並びに入場料

　　（2）集会等の場合は、主催者等の人数及び参加者又は利用者の予定人数

　　（3）　写真、映画等の撮影の場合は、使用目的、被写体、撮影枚数又は時間

　2　その他必要な事項の欄には、次の事項のほか、許可を受けようとするに当

　たって特に必要と思われる事項を記入してください。

　　（1）　他の法令に基づいて資格又は許可等を必要とするときは、その名称並

　　　びにそれを受けた年月日及び番号

　　（2）　多数の人が利用すると予想されるときは、整理員等の配置計画

　　（3）既に受けた許可を変更しようとするときは、既に受けた許可の年月日

　　　及び番号並びに変更事項及び理由

　3　添付図書

（1）

（2）

（3）

（4）

位置図、平面図、丈量図その他

他の法令による許可等の写し

申請人が団体の場合は、その団体の定款又は規約

計画書、予定プログラム等参考となる資料
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様式第2号（第3条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　淡路市香りの公園行為許可（変更許可）書

　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡路市長　　　　　　　印

　　　　年月日付けで申請のあった行為について、次のとおり許可・変
更を許可します。

行　為　の　目　的

行為の期間又は時間
年

年

．月

．月

日

日

時

時

分から

分まで

行　為　の　場　所

又は公園施設

行為の利用面積 ㎡

行　為　の　内　容

使用する機材等

後始末の方法

許　　可　　条　　件

備考

　1　この許可書は、利用の際に携帯し、職員の指示があったときは提示してく

　ださい。

　2　この許可書は、他人に譲渡し、又は転貸することはできません。
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様式第3号（第5条関係）

　　　　　　　　　淡路市香りの公園使用料免除申請書

淡路市長 様

申請者

年　　月

住所又は居所

（法人その他の団体にあっては、

　その主たる事務所の所在地）

氏　　名

（法人その他の団体にあっては、

名称及び代表者の氏名）

担当者氏名

電話番号（　　）　　一

日

（申請者が法人その他の団体である場合）

番

許可年月日及び番号

許可を受けた場所

許可を受けた事項

免除を受けよう
と　　す　　る　　額

円

免除を受けよう
と　す　る　理　由

備　　　　　　　　考
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様式第4号（第6条関係）

　　　　　　　　　　淡路市香りの公園使用料還付請求書

淡路市長 様

申請者

年　　月

住所又は居所

（法人その他の団体にあっては、

　その主たる事務所の所在地）

氏　　名

（法人その他の団体にあっては、

名称及び代表者の氏名）

担当者氏名

電話番号（　　）

日

（申請者が法人その他の団体である場合）

番

許可年月日及び番号

許可を受けた場所

許可を受けた事項

納付済使用料額 円

還付を受けよう
と　す　る　理　由

備　　　　　　　考
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様式第5号（第8条関係）

　　　　　　　　　淡路市香りの公園施設等損傷（滅失）届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

　　　淡路市長　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　利用者　住所又は居所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その主たる事務所の所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人その他の団体にあっては、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者が法人その他の団体である場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（）番

　下記のとおり、淡路市香りの公園の施設等を損傷（滅失）しましたのでお届けし

ます。

　ついては、淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例第8条第3項の規定に

基づき、指示された方法により賠償します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

損傷（滅失）

　した日時

損傷（滅失）

箇所（場所）
数量

損傷（滅失）の内容

　　又は程度

年　　月　　日

　　時　　分
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淡路市規則第　　号

淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備管理規則（案）

　（趣旨）

第1条　この規則は、淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備の設置及び管理

　に関する条例（平成29年淡路市条例第　　号。以下「条例」という。）第18

　条の規定に基づき、淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備（以下「照明設

　備」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

　（利用の許可の申請等）

第2条　条例第7条第1項の規定により照明設備の利用の許可を受けようとする

　者は、淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備利用許可申請書（様式第1号）

　を淡路市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。

2　前項の利用許可申請書は、照明設備を利用しようとする日の当日の午後5時ま

　で受け付けるものとする。ただし、教育委員会が照明設備の管理上支障がないと

　認めるときは、この限りでない。

3　第1項の利用許可申請書の受付時間は、火曜日、土日及び祝日、12月29日

　から翌年1．月3日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の

　理由がある場合は、この限りでない。

　（利用の許可等）

第3条　教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係る照明設備の利用を許可

　したときは、淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備利用許可書（様式第2

　号）を当該申請者に交付するものとする。

2　教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係る照明設備の利用を許可しな

　いときは、その理由を付して、当該申請者に文書で不許可の通知をするものとす

　る。

3　照明設備の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用許可書

　を携帯し、係員の求めがあったときは、提示しなければならない。

　（競合したときの順位）

第4条　利用許可の申請が競合したときは、当該申請のあった順序により許可を行

　う。

　（利用許可の取消しの申出）

第5条　利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、淡路市佐野運動

　公園第1野球場夜間照明設備利用取消申出書（様式第3号）に利用許可書を添え

　て、利用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

　ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

一 9一



　（使用料の減免）

第6条　条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、

　あらかじめ淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備使用料免除申請書（様式

　第4号）を教育委員会に提出しなければならない。

　（使用料の還付）

第7条　条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合

　は、次に定めるとおりとする。

　（1）　照明設備の管理上特に必要があるため、教育委員会がその利用の許可を取

　　り消した場合　100分の100

　（2）災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、照明設備を利

　　用することができない場合　100分の100

　（3）使用料を納めた者が利用しようとする日の7日前までに照明設備の利用

　　の取消しを申し出た場合において、教育委員会がやむを得ない理由があると認

　　める場合　100分の100

2　条例第12条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、淡路市佐野運

　動公園第1野球場夜間照明設備使用料還付請求書（様式第5号）に、利用許可書

　を添えて教育委員会に提出しなければならない。

　（遵守事項）

第8条利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

　（1）火気を使用しないこと。

　（2）利用の許可が必要とされている照明設備を許可なしに利用しないこと。

　（3）許可を得ないで、宣伝文、ポスター、ビラ等を掲示し、又はくぎ等を打た

　　ないこと。

　（4）　照明設備に特別の設備、装飾等をしないこと。

　（5）　前各号に掲げるもののほか、照明設備の管理上必要な職員の指示に従うこ

　　と。

　（損傷の届出等）

第9条　照明設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに淡路市佐野運動公園第1

　野球場夜間照明設備損傷（滅失）届（様式第6号）により、教育委員会に届け出

　て、その指示に従わなければならない。

　（利用終了の届出）

第10条　利用者は、照明設備の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出な

　ければならない。

　（指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定）

第11条　第2条から第7条まで及び第9条の規定は、条例第15条第1項の規定

　により指定管理者に照明設備の管理を行わせる場合に準用する。この場合におい
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　て、第2条中「淡路市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」とあるのは「指

　定管理者」と、「教育委員会が」とあるのは「指定管理者が」と、第3条から第

　5条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し

　及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指

　定管理者」と、第7条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

　「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「教育委員会」とあるの

　は「指定管理者」と読み替えるものとする。

　（補則）

第12条　この規則に定めるもののほか、照明設備の管理に関し必要な事項は、別

　に定める。

　　　附　則

　この規則は、平成30年4月1日から施行する。
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様式第1号（第2条関係）

年　　月 日

淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備利用許可申請書

利用目的

年　　月 日から 年　　月 日まで
利用日時

時 分から 時 分まで

口 興行のために利用

利用区分 口　野球に利用 口 野球以外に利用

口 興行のため以外に利用

照度区分 口 全点灯　　口 2／3点灯 口　1／3点灯

口 市内の学校等の行事又はクラブ活動に利用 【 人】

利用者の
口 その他の利用

区分及び
【市内在住者 児童・生徒等 人、障害者等 人、その他　　人】

人　　数
【市外在住者 児童・生徒等 人、障害者等 人、その他　　人】

兵庫県立佐野運動公園第1野球場の使用許可の有無
その他

口　有り 口　無し

上記のとおり利用したいので申し込みます。

（申請先） 様

申請者 住　　所

（法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地）

氏　　名 ㊥

（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

備考

　1　該当するものに図印を記入してください。

　2　学校等には、保育所（園）及び認定こども園を含み、大学を除きます。

　3　児童・生徒等は、学校等に通所（園）又は通学する園児、児童又は生徒をい

　　います。

　4　障害者等は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷

　　病者手帳のいずれかを有している者をいいます。

※　指定管理者がこの様式を使用するときは、必要な修正を加えること。
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様式第2号（第3条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備利用許可書

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（許可者）　　　　　　　　　　印

　　　　　年月日付けで申請のあった淡路市佐野運動公園第1野球場照

明設備の利用について、次のとおり許可します。

利用目的

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
利用日時

時　　分から　　　　　　　時　　分まで

口　興行のために利用

利用区分 口　野球に利用　　口　野球以外に利用

口　興行のため以外に利用

照度区分 口　全点灯　　口　2／3点灯　　口　1／3点灯

口　市内の学校等の行事又はクラブ活動に利用【　人】
利用者の

口　その他の利用
区分及び

【市内在住者　児童・生徒等　　人、障害者等　　人、その他　　人】
人　　数

【市外在住者　児童・生徒等　　人、障害者等　　人、その他　　人】

使用料 円

許可条件

備　　考

※　指定管理者がこの様式を使用するときは、必要な修正を加えること。
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様式第3号（第5条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備利用取消申出書

　（申請先）　様

　　　　　　　　　　　　申出者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　淡路市佐野運動公園第1野球場照明設備管理規則第5条の規定により、利用許可

を取り消したいので、次のとおり申し出ます。

利用日時
年 ．月

時

日から

分から

年 月
時

日まで

分まで

使用料 円

許可年月日 年 月 日

許可番号 第 号

備　　考

※　指定管理者がこの様式を使用するときは、必要な修正を加えること。

一
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様式第4号（第6条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備使用料免除申請書

　（申請先）　様

　　　　　　　　　　　　申出者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　次のとおり、淡路市佐野運動公園第1野球場照明設備の使用料を免除くださるよ

う申請します。

利用日時
年 月

時

日から

分から

年 ．月

時

日まで

分まで

利用人数 人

免除申請額 円

免除を受

けようと

する理由

許可年，月日 年 月 日

許可番号 第 号

備　　考

※　指定管理者がこの様式を使用するときは、必要な修正を加えること。

一
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様式第5号（第7条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備使用料還付請求書

　（申請先）　様

　　　　　　　　　　　　申出者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　次のとおり、淡路市佐野運動公園第1野球場照明設備の使用料を還付くださるよ

う申請します。

利用日時
年 ．月

時

日から

分から

年 ．月

時

日まで

分まで

利用人数 人

納付済
使用料額

円

還付を受

けようと

する理由

許可年月日 年 月 日

許可番号 第 号

備　　考

※　指定管理者がこの様式を使用するときは、必要な修正を加えること。

一
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様式第6号（第9条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月

　　　　　淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備損傷（滅失）届

日

　（届出先）　様

　　　　　　　　　　　　申出者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　下記のとおり、淡路市佐野運動公園第1野球場夜間照明設備等を損傷（滅失）し

ましたので、お届けします。

　ついては、淡路市佐野運動公園第1野球場照明設備の設置及び管理に関する条例

第14条の規定に基づき、指示された方法により賠償します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

損傷（滅失）した日時
損傷（滅失）

　　箇所
数　量 損傷（滅失）の内容又は程度

年　　月　　日

　　　時　　分

※　指定管理者がこの様式を使用するときは、必要な修正を加えること。

一
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2　事件決議関係

　　建設工事請負契約書（仮）及び開札結果表

【議案第40号　津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設工事（機械・電気）

請負契約締結の件】
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工事番号 淡下施第29021号

建設工事請負契約書

欝魎
　輿｛：

灘雛壕型，ノIN

10α00

k

魎羅源、ρ

薩謙
一一　　　　　＼

）6α900円

1工事名　津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設工事（機械・電気）

2工事場所　　淡路市生穂新島地内

3　工　　　期　　着手　平成29年　　月　　日

完成平成31年3月22日 日間

4請負代金額 556，200，000円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　41，200，000円）

（注）　「うち取引に係る消費税額汲び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29

　　　条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代

　　　金額に8／108を乗じて得た額である。」

5　契約保証金

　上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条

項により公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書によ

り契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

平成29年8月8日

頼欝灘響舗
受注者

住　所紳戸

氏　　名

　汀目播78号

翫シ
鰭

1

－
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（総則）

第1条　発注者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」という。）は、この約款（契

約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書側冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書

及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、こ

の契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行し

　なければならない。

2　乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すもの

　とし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3　仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（「施工方法等」と

いう。以下同じ。）については、ζの約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙

がその責任において定める。

4　乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5　この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな

　らない。

6　この契約の履行に関して申乙間で用いる言語は、目本語とする。

7　この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8　この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を

除き、計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとする。

9　この約款及び設計図書における期間の定めにっいてば民法（明治29年法律第89号）及び

商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11　この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所と

する。

12　乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を

共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づ

　くすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、

甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければな．

　らない。

（関連工事の調整）

第2条　甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工土密接

　に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。こ

の場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけれ

　ばならない。

（工程表）

第3条　乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出

　しなければならない。

2　工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

（契約の保証）

第4条　乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。

ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に

寄託しなければならない。

　（1）契約保証金の納付

　（2）契約保証金に代わる揖保となる有価証券等の提供

　（3）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を保証する銀行、甲が確実と認

　　める金融機関又は保証事業会社（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。以下同じ。）の保証

　（4）この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

　（5）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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　－20一



逗
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2前項の保証に係る…灘詮の額保詮額又は保齢額（第4項において「傭正の額」

　という。）は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3　第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証

は勢蘇証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同囎4号又は第5号に掲げる

　保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4　請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達する

　まで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求すること

　ができる。

　（権利義務の譲渡等）

第5条置乙は、この契約により生ずる藩ll又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

　ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2　乙は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第2項の

　規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けた

　ものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただ

　し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

　（一括委任又は一括下請負の禁止）

第6条　乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮

　する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

　（下請負人の通知）

第條甲ぽ乙に対して、下請負人婦号又1焔称そ曜・要な額の脚を請求ずること

　ができる。

　（牛寺言午権等（z）侵朔）

　　　　乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される
第8条

　第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料・施工万法等を使

　用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工

　事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が

　なく、かっ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、ζがその使用に関して要した費用

　を負担しなければならない。

　（監督員）

第9条　甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変

　更したときも同様とする。
2　監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項

　のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次

　に掲げる権限を有する。
　　（1）鱗勺の腐テについての乙又は乙の現捌糎人に対する指示・承諾又は購

　　（2）設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図

　　等の承諾
　　（3）設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若し

　　　くは検査（確認を含む。）
3　甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督

　員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっ

　ては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。　　　　　　　　　　、

4　第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな

　　らない。
　5　甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知・報告・申出・承諾及び解除に

　　ついては、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする・この場合にお
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いては、監督員に到達した目をもって甲に到達したものとみなす・

6　甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。

（現揚代理人及び主任技術者等）

第10条乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところによ

　り、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したとき

　も同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　（1）現場代理人
　（2）主任技術者健i設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者）　、

　　又は監理技術者健設業法第26条第3項の規定に該当する場合は，監理技術者資格者証の

　　交付を受けた専任の監理技術者）

　（3）専門技術者健i設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。）

2　現揚代理人は、この契約の履行に関し、工事現揚に常駐し、その運営、取締りを行うほか、

請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決

定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行

使することができる。
3　乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現揚代理人に委任せず自ら行使

しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならな

　い。

4　現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。

（履行報告）

第11条　乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければなら

　ない。

（工事関係者に関する措置請求）

第12条　甲は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼圧

する現揚代理人にあってはそれらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認めぢ．

れるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請

　求することができる。
2　甲又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（これらの者と現揚代理

　人を兼任する者を除く。）その他乙が工事を施工するために使用している下請負人・労働昔

　等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、

　その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3

の結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項にっいて決定し、そ

4

の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは・甲に対して・そ

5

結果を請求を受けた目から10日以内に乙に通知しなければならない。

甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し・その

（工事材料の品質及び検査等）

第13条工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が

　明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2　乙は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下本条において同じ。）を受けて

　使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなけれ

　ばならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3　監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じな

ければならない。　　　　　　　　　　　．，
4　乙は、工事現揚内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
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はならない。

5　乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当

該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。　　　　　　・

，

、

0

（監督員の立会い及び工事記録の整備等）

第14条　乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受

　けるものと指定された工事材料にっいては、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査

　に合格したものを使用しなければならない。

2　乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、

　当該立会いを受けて施工しなければならない。

3　乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工

事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、

設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請

求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4　監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求

を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5　前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その

後の工程た支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受

けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合に

おいて、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又

は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日

以内に提出しなければならない。

6　第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の

整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

伎給材料及び貸与品）

第15条　甲が乙に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具

　（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又ぽ性能、引渡場所及び引渡時期は、

設計図書に定めるところによる。

2　監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担におい

て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結

　果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適

　当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

3　乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受

領書又は借用書を提出しなければならない6

4　乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査

　により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、そ

　の旨を直ちに甲に通知しなければならない。

5　甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると

認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引

き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは陛能を変更し、

又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければ

　ならない。

6　甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは1生能、引渡揚所又は引渡時期を変更することができる。

7　甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を

変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8　乙は、支給材料友び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9　乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用とな

った支給材料及び貸与品を甲に返還しなければならない。

10　乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不
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可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し・又

は返還に代えて損害を賠償しなければならない・
11乙は、辮材料又は貸与品α胡方法力穀計図書に明示されていないとき1ま・監韻の指

示に従わなければならない。

（工事用地の確保等）

第16条甲は、工事用地その他設計図書1こおいて定められた工事の施工秘要な用地（以下

　「工事用地等」という。）を乙が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがある

　ときは、その定められた日）までに確保しなければならない。

2　乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3　工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において・当該工

事用地等に乙漸叡は羅する工事材料、建設機騰具、仮設物その他の物件（下言青負人

　の所有又ほ管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ・）があるときは・乙は・

当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し諏り片付けて・甲に明｝ナ灘なけ

　ればならない。
4　前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工

事用購の修儲しくは取片付けをそテわないときは、甲は・乙に代わって当該物件を処分し・

　工事用地等⑦修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の

処分又は修儲しくは取片付け1こついて異議を申し出ることができず・また・甲の処分又は

　修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5第3項に規定する乙のとるべき措置の郷艮、方騰については・甲が乙の意見を聴いて定

　める。

　（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

第17条乙は、工事の施工部分が詣＋図書に齢しない場合において濫督員がその改造を請

求したときは、当編求に従わなければならない．この場合において・当該不適合が監韻

　の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められ

るときは瑚若しく騰負代金額を変更し・又は乙に損害を及ぼしたときは必要績用を負

　担しなければならない。
2監韻は、乙が第13籟2項又は第14条第・項から第3項までの規定に違反した場合｝こお

　いて、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3前項に規定するほか濫韻は、工事の施工部分澱計図書に齢しなレ’と認められる相

当の理由がある場合において、必要があると認められるときは・当該相当の融を乙1こ患ロ

　して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4　前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。

轟雛鮎事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときばその旨

　を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

　　（1）図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これら

　　の優掲憤位が定められている場含を除く。）

　　（2）設計図書に誤謬又は脱漏があること

　　（3）設計図書の表示が明確でないこと
　　（4）工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は

　　人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
　　（5）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

　　　じたこと
　2　監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見

　　したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない・ただし・乙が立会いに

　応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3甲は、乙の意見を聴いて、縫の結果（これに対してとるべき措置を指示する腰カミある
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　ときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知

　しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、

あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4　前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めら

れるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければなら

ない。

　（1）第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を　　甲が行う

　　訂正する必要があるもの

　（2）第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で　　甲が行う

　　工事目的物の変更を伴うもあ

　（3）第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で　　甲乙協議して甲が行う

　　工事目的物の変更を伴わないもの

5　前項の規定により設計図書の言正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると

認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。

、 （設計図書の変更）

第19条　甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を

変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若し

　くは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

　ない。

（工事の中止）

第20条工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、

　落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は入為的な事象（以下「天災等」という。）であ

　って乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の

状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容

　を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2　甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知し

　て、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3　甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認め

　られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持

　し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

　らない。　　　　　　　　　　　　　　’

）

（乙の請求による工期の延長）

第21条　乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰

すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明

示した書面により、、甲に工期の延長変更を請求することができる。

J

（甲の請求による工期の短縮等）

第22条　甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請

　求することができる。

2　甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があ

　るときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3　甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は

　乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工期の変更方法）

第23条工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の目から14日以内に
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2驚灘擦撫感灘
搬黛齢鑓こっいてぽ甲乙協議して韻ただ騰開始の日から14日

2雛難瓢難講1謡朧繍鶴こ
3は 漏耀糊導藤離重乞犠ま損害を受け齢甲が負担
　する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

鞘灘灘灘撫灘庭難欝
2鎌羅i灘灘難
3識難難灘瀦船離諜撫糠

鰻難懸響綴鱗事翻灘た
5謙繕羅灘擁離羅膿懇の

6驚1灘撫備罷躍果雛簾総
7難灘継講難簿無下論ロ

擁灘懲難難総鰻
　　ことができる。

1羅繹鍵穣羅羅維灘撫
3ら 轄撫災害防止その他工事の施工湘こ腰があると認めるときは乙に対して騰
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し
L

旧
引

の措置をとることを請求することができる。

4　乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費

用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分にっ

いては、甲が負担する。

ヨ

γ
」

（一般的損害）

第27条　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料にっいて生じた損害その他工事の

施工に関して生じた損害（次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除

　く。）については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害（第51条第1項の規定によ

　り付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち甲の責に帰すべき事由により生

　じたものについては、甲が負担する。

日

質

対

か

動

す

つ

（第三者に及ぼした損害）

第28条工事の施工にっいて第三者に損害を及ぼしたときは、乙かその損害を賠償しなければ

ならない。ただし、その損害（第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補され

た部分を除く。以下本条において同じ。）のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものに

　ついては、甲が負担する。

2　前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤

沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担し

　なければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務

　を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3　前2項の場合その他工事の施工にっいて第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲

　乙協力してその処理解決に当たるものとする。

等

に

と

に

、

の

は、

口

。

女

け
ら
る

ち

聴

！な

磯

（不可抗力による損害）

第29条　工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基

準を超えるものに限る。）で甲乙双方の責に帰すことができないもの（以下「不可抗力」と

　いう。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械

器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければ

　ならない。

2　甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（乙が善良

　な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険

等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認し、その結果を

　乙に通知しなければならない。

3　乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請

　求することができる。

4　甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の

　額（工事目的物、仮設物又は工事現揚に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって

　第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査・立会いそ

　の他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該

　損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金

　額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5　損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算

　定する。

　（1）工事目的物に関する損害

　　　損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価

　　額を差し引いた額とする。

　（2）工事材料に関する損害

　　　損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価

　　値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

　（3）仮設物又は建設機械器具に関する損害
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　　　　で欝欝駆欝灘藩齢離1脂1礫醗
　　　　る償績噸を差し引い禰とする。ただし、擁によりその擁を回復することができ・

’2 礁難灘難雛灘家騰
　　　繭に騰開始の日を融・しない場合には、乙は・臆開始の日を定め・甲に麹するこ

　　　とができる。

騨撫騰灘灘1難織
査の結果を乙に飾しなければならない．この場含において・甲は・腰があると認められ

るときは、その舳を乙に灘・して、工事目的物撮小噺皮壊して樋することカミできる・

蒲囎垣繕際響黙繋乞象響論渡しを申し出

5撚羅羅懲謙1鞭響驚
6に 甕灘講嚇髄に合格しなレ・とき｝埴ちに働甫して甲の樋受けなければ

ならない。この場合においては、修ネ甫の完了を工事の完成とみなして前r項の齪を翻す

　る。

燃囎よ必要がある棚こぽ麟工の中途において、甲の指定する出辮区分につ

　いて検査を行うことができる。

講灘諜1条第2項の髄に合格したと繍難の支払を請柑ることができ

2る
扁瀬の齪による請求があったとき瞬求を受けた日から4・日胴こ言韻代金を

31灘灘聾雛響灘謙曹難
るときは、約糊間は遅延日数が約趨間の日数を猷た日において満了したものとみな
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す。

（部分使用）

第34条　甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部

　又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2　前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ

　ばならない。

3　甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を

及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（前金払）

第35条　乙は、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号

　に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成の

　時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結

　し、その保証証書を甲に提出して、甲の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金

　の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2　甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支

払わなければならない。

3　乙は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、

契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に提出

　して、甲の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の10分の2以内の前払金の

支払を甲に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4　乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定

する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指

定する者は、乙から請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知し

　なければならない。

5　乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の

　4（第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6）から受領済みの箭

払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この

場合においては、第2項の規定を準用する。

6　乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負

代金額の10分の5（第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6）を

超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなけれ

　ばならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとすると

　きは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

7　前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、

増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還

　しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、乙は、

受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5（第3項の規定により中間前

払金の支払を受けているときは10分の6）の額を差し引いた額を返還しなければならない。

8　第6項及び前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著

　しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、

請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知す

　る。

9　甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項

　の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ年2・7パーセン

　トの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

） （保証契約の変更）

第36条乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－29一



2な 塞1㌔瀬に定める齢のほ力儲負代金額が灘れた鵬において、繍勺を変更

　したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない・

3乙は、前払鎌の変甦伴わない工期の変更が行われた場合には・甲に代わりその旨を保

証事業会社に直ちに通知するものとする。

艦灘撫蝶こ譲轡難灘響藷
労瀦災舗償保険料及蘇証網目当する額として腰な韻以外の郊に充当しては

2な 塞1㌔瀬の鱒翫麟勺が解糸勺謙瀦珊こ支払われた隷直ち

　に甲に返還しなければならない。

爆鐵購蝶蕩講懸窓離懇
検査に合格しだもの濫韻の検査を要しなレ・ものにあっては調図書で部分払の対象とす

　ることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、

次項以下に定めるところにより部分払旙求することができる・ただし・この請朗・瑚

2鰭轍隷聾するとき1よあらかじ脳翻孫る出繍分又1ま工

事賜こ撒瀞の工事材糖しG灘工場等にある工場製品の麟を甲備求しな｝ナれ

3ば 鞭紬棚こおいて、当翻を受けた日かお14日以内に乙の立会レ・吐設計

図書に定めるところにより、前項の翻をするための樋を行い・当言旛忍の結果を乙に通

知しなければならない．この場創こおいて、甲は、腰があると認められるときは・その理

　由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

5乙は、第3項の規定による翻があったときは部分払を請求することができる・この場

合においては、甲ぽ当編求を受｝ナた日から・4日以内に部分払銃支払わなければならな

61’善磁の額は次の式により算定する。この鵬において第・項の請難ホ目当鰍

甲乙騰して定める．ただし、甲が前項の請求を受けた目から1・日以内に騰樫わない場

　合には、甲が定め、乙に通知する。
　　部分払金の額≦第・項の請負代金相当額×（9／1・一前払鎌／請餓鋼

7第箏叢鶴灘繍矯ま礁灘離灘露
　　となった請負代金相当額」と読み替えるものとする。

講1鍵鰯目的物に蝋甲が設計図書において工事嚇に先だって弓1塑しを受けるべ

　　きことを指定した部分（以下「指韻分」という．）カミある場合において・当該指錦分の

　　工事が完了したときについては藻3・条中「葺」とあるのは「指韻分に係る工事」と・

　　「工事目的物」とあるのは「指趨分｝こ係る工事目働と・同条第5項及齢33条中儲

　　負代金」とあるのは職引渡uこ係る講代翻と読籍えて・これらの規蓮準用する・

2前項の規定により糊される第33条第・項の規定により請求することができる首区分引渡し

　　に係る請負代金の額は、次の式により算定する．この場合において・指蹄区分に相応する請

　　負代金の額は、甲乙騰して定める。ただし、甲が前項の規定により糊される第33条第1

項蠣議撚課轄霧鰭撫器乙に騨
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X（1一前払金額／請負代金額）

（債務負担行為に係る契約の特則）

第垂0条　債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額（以

　下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。

　　　　　　　　　　　平成29年度　　100，000，000円

　　　　　　　　　　　平成30年度　　456，200，000円

2　支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

　　　　　　　　　　　平成29年度　　111，112，000円

　　　　　　　　　　　平成30年度　　445，088，000円

3　甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予

定額を変更することができる。

、

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）

第41条　債務負、担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時

期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、

　各会計年度末）」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来

　高予定額（前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額（以下本条及び次条におい

　て「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、

　当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、こ

れらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」とい

　う。）以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払

　を請求することはできない。

2　前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められ

ているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、乙は、契

約会計年度にっいて前払金の支払を請求することができない。

3　第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図

書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわ

　らず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分（　一　　円以内）を

含めて前払金の支払を請求することができる。

4　第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高

予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわら

ず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前

払金の支払を請求することができない。

5　第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高

予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延

長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。

o

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則）

第42条債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年

　度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額

　（以下「出来高超過額」という。）にっいて部分払を請求することができる。ただし、契約

　会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支

払を請求することはできない。

2　この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額にっいては、第38条第

　6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

　　部分払金の額≦請負代金相当額×9／10

　　　　　　　　－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額

　　　　　　　　一｛請負代金相当額一（前年度までの出来高予定額＋出来高超過鶴｝

　　　　　　　　×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額

3　各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
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ぐ

　　　　　　　　平成29年度　　　　　　　2回

　　　　　　　　平成30年度　　　　　　　4回

轟案者雅鱗馨を得て請鱒噸又は細獺こつき、縮を燭とする

2ζ鰐論嗣こより乙が第三者をイ謝とした棚こおいて、乙の塑する支払請求

書に当該第三者が乙の代臥である旨の明記がなされているときは・当該第二者1こ対して第

　33条（第39条において準用する場合を含む。）又は第38条の規定に基づく支払をしなければ

　ならない。

燃響繍螺塁又は第39条｝こおいて準用される第33条糊こ基づく支払

　を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工

事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において1ま・乙は・その理

　由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において・腰があると認められ

るときは工賭しく騰負代鱒を変更し、又は乙が工事の纐テに徹工事醐を擶し若

しくは労働者、建議囎購を保持する勘噴用その他の工事の施工の一榊止1こ伴う

増加醐を腰とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは腰な翻を鯉しな1ナればならな

　い。

鎌：諜臓繕：灘難禦難
だし、かしが重要ではなく、かつ、その｛彦補に過分の翻を要するときは・甲1ま・修補を請

　求することができない。
2　前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項（第39条に

おいてこれらの規定を糊する場籠含む。）の規定による引渡しを受けた日から2年以内

に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の臆又は重大な過失1こより生じた場合に

　は、請求を行うことのできる期間は5年とする。
3甲は、工事目的物の引渡しの際にカ・しがあることを知ったときは藻・項璽規定にかかわ

　らず1その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすること

　はできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

4　この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号！第94条第1項に

定める住宅を新築する建設工事の請鱗勺である場合には・工朝的物のうち住宅の蹟確

保釧腱等に関する辮施行令（平成12年政令第64号）第5条第・項及び第2項に定める部

分のかし（構造肋又は献の浸入に影響のないものを除く・）について働甫又は損害貝韻、

　の請求を行うことのできる期間は10年とする。
5甲は、工事目的物が第・項のかしにより灘又はき損したときは・第2項又1ま第4項の定

　める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日力・ら6朋内に第・項の藩llを行使しなければ

　ならないむ
6第、項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の腰又は聴しくは監韻のキ旨図により

　生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを

　知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

7　乙がかしの修補に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補することができる。この

　　ためにおいて乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。

　（履行遅延の場合における損害金等）

鄭条乙の責に帰すべき軸により工期内に工事を完成することができない場合において1ヰ・

　　甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
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2　前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控

除した額につき、遅延日数に応じ、年1α75パーセントの割合で計算した額とする。

3　甲の責に帰すべき事由により、第33条第2項（第39条において準用する場合を含む。）の

規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に

応じ、年2．7パーセントの割合で計算した額の遅莚利息の支払を甲に請求することができる。

4前2項の場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日とし、計

算した額に100円未満があるとき又は100円未満であるときは、その額又はその全額を切り捨て

　る。
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（甲の解除梱

第47条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

　（1）正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

　（2）その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工

　　事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

　（3）第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

　（4）前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達ずることが

　　できないと認められるとき。

　（5）第49条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

（契約が解除された場合等の違約金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

第47条の2　次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当

　する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

　（1）前条の規定によりこの契約が解除された揚合

　（2）乙がその債務の履行を拒否し、又は、．乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行

不能となった場合

2　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなすゐ

　（1）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定

　　により選任された破産管財人

　（2）乙にっいて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の

　規定により選任された管財人

　（3）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の

　規定により選任された再生債務者等

3　第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供

が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することがで

きる。
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（協議解除）

第48条　甲は、工事が完成するまでの間は、第47条及び前条第1項の規定によるほか、

　必要があるときは、契約を解除することができる。

2　甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害

　を賠償しなければならない。

（乙の解除禰

第49条乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

’（1）第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。’

　（2）第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5（工期の10分の5が180日

　　を超えるときは、180日）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一

　　部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、レなおその中止が解除されない

　　とき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　（3）　甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2　乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠

償を甲に請求することができる。
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霧灘騰勺が簾れた鵬こおいてぽ出来纐分灘吐当灘に合格し
た部分及梛分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし・当該引渡しを受けた

ときは、当該引渡しを受けた出来形音区分に相応する講代金を乙に支払わな1ナればならない・

この場合において、甲は、腰があると認められるときは・その融を乙に麹して・出来

　形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は・乙の負担とする。

3第、項の場合において、第35条働1条1こおいて糊する場合を含む・）の網こよる前

払金があったときは、当謝ム金の額傷38条及び鯉条の規定による部分払をしていると

きは、その部分払において償却した前払金の額を控除し襯を第・項前段の出来形部分に

相応する言韻代金額から圭鮒る．この場合において・受領済みの前払金額になお姻があ

るときは、乙は、解嚇卸7叙は獺7条の2第2項の規定によるときにあっては・その姻

額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応膵27・｛一セントの害恰（年当たりの害1」

合は、閏年の日を含醐間についても365日の割合とする・）で計算し纈の禾ll息を付し瀬

　　（講し纈に1・・円未満があるとき又は…円未満であるときは・その額又はその全額を切り

捨てる．）を、解除が郷叙は前条の規定によるときにあっては・その姻額を甲に返還し

4な 野鎌藤れた淵こおいて、燗料があるとき麟・項の出繍分の検

査に合格した部分に闘されているものを除き、甲に返還しなければならなレ’・この場合に

おいて、当言妓給材料が乙の臆若しく剛鉄により漱若しく噸傷したとき・又は出来

形部分の検査に合格しなかった部分｝ご使用されているときは・代品を納め・若しくは原状に

　復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5乙は、…慈勺が解除された場含におレ・て、貸与品があるときは・当讃与品を甲に返還しな

ければならない。この場合において、当該貸与品が乙の臆又は過失により嶽又はき損し

たときは、代品を納め、若しくは原状1こ復して返還し、又は返還に代えてその損害を礁し

6禦灘撫謙捌こおいて、工事騰に乙が所有又は罷する工事材鍵

議撚具、鳳物その他の物件（下言韻人の所叡は罷するこれらの物件を含む・以下

本条において同じ。）があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに・工朝購を修

　復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

7前項の場合において、乙が正当な舳なく、相当の媚内に当該物件を撤去ぜず・又は工

事用地等の傾鰭しくは取片付けを行わなレ・ときは、甲は・乙に代わって当該物件を処分し・

　工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の

処分又は修儲しくは取片付け1こついて異議を申し出ることができず・また・甲の処分又は

　修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき雛の期限・旅等については・…慈勺

の鰍が鋤叙は第7条の2第2項の規定｝こよるときは甲が定め・獺8条又は前条の規定による

　　ときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし藻4項後段・第5項後段及び第6項に規定

する乙のとるべき措置の期限、方騰については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする・

第鰹呆蟹工事目的物及び工事材料伎糸合材料漁以下本条において同購を設

　　計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他α呆険（これに準ずるものを含

　　む。以下本条において同じ。）に付さなければならない。

2乙は揃項の規定により保険契約齢結したときは、その証券又はこれに代わるものを直

　　ちに甲に提示しなければならない。
　3　乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、

　　直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

　儲償金等の徴収）
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第52条　乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わない

　ときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した目から請負代金額支払の日

　まで年5．0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを

相殺し、なお、不足があるときは追徴する。

2　前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延目数にっき年5．0パーセントの割合で計算

　した額の遅延利息を徴収する。　　　　　　　　　　　　　　　　，

（相殺）

第53条　甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証返還請求

権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。

（あっせん又は調停）

第54条　この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに

　甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合に

　は、甲及び乙は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という・）の

　あっせん又は調停によりその解決を図る。

2　前項の規定にかかわらず、現揚代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監

理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等

　の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12

　条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行っ

　た後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後で

　なければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

（仲裁）

第55条　甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決

する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会

　の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

（補則）

第56条．この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める・

（本契約の確定）

第57条　この契約にっいて、議会の議決に付ずべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平

成17年淡路市条例第55号）第2条の規定による淡路市議会の議決を経た後本契約を締結する。

この場合において、この契約書は地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第5項の規定

に基づく契約書となるものとする。

議会の議決があったことを了知し、本契約の締結を確認した。

平成　　年　　月　　日

発注者

住所兵庫県淡路市生穂新島8番地

氏　　名　　兵庫県淡路市長　　門　　康彦，　㊥

受注者

住　　所

氏　　名

一
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＼

（建設工事請負契約書用）

暴力団排除に関する特約

　（趣旨）

1　発注者及び受注者は、淡路市暴力団排除条例（平成25年淡路市条例第9号。以下「条

例」という。）第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を

実施することとして、以下の各項のとおり合意する。

　　　（契約からの暴力団の排除）

　　2　受注者は、暴力団（条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団

　　　員（同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第

　　　3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）（以下これらを〔暴力団等」とい

　　　う。）と、この建設工事の一部について第三者と締結する請負契約及び資材又は原材料の

　　　購入契約その他のこの契約の履行に伴い第三者と締結する契約（以下「下請契約等」と

　　　いう。）を締結してはならない。

　　3　受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合において、この特約の第

　　　2項から第6項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項に準じた規定を当該下

　　　請契約等に定めなければならない。

　　4　受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者及び兵庫県淡路警察署長（以下「警

　　察署長」という。）に報告しなければならない。

　　　（1）下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
　
　　　（2）　この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。

　　　（3）　下請契約等の受注者からその者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規

　　　　定に基づく報告を受けたとき。

　（役員等に関する情報提供）

5　発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するた

め、受注者に対して、次に掲げる者（受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合

はその者を含む。以下「役員等」という。）についての名簿その他の必要な情報の提供を

求めることができる。

　（1）役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談

　役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の

　受注者に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以

　上の支配力を有するものと認められる者を含む。）

　（2）　受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し、監督する責任を有する者（前

一
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　号の役員を除く。）として使用し、又は代理人として選任している者（支店又は常時建

　設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。）

6　発注者は、受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。 1

　（警察署長から得た情報の利用）

7　発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するか否かについて、警

察署長に意見を聴くことができる。

8　発注者は、警察署長から得た情報を他の契約において、第1項の趣旨に従い暴力団等

を排除するために利用することができる。

1

］

　（発注者の解除権）

9　発注者は、受注者（受注者が共同企業体である場合にあっては、その構成員のいずれ

かの者。以下この項において同じ。）が、次のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる。こ蝪合において、轍工事静契約書第47条の2第・項及び第3

項の規定を準用する。

（1）

（2）

（3）

役員等が、暴力団員であると認められるとき。　　　　，

暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。　　一

（4）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。

（5） 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

（6） 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ぐ7）受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方

　としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約

　の解除を求め、受注者がこれに従わなゆったとき。

（8）　下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して、第1号から第5号までのいずれ

　かに該当する者を相手方としていた場合において、受注者がその事実を知りながら、

　正当な理由がなく、発注者への報告を怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者との

　特約に準じた条項を定めた下請契約等を締結していなかったとき、その他受注者が正

　当な理由がないにもかかわらず、特約の条項に故意に違反し、その違反より暴力団を

　利する行為をしたと認められるとき。
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　（解除に伴う措置）

10　前項の解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその

損害を請求することはできない。

11　第9項の規定により、この契約が解除された場合において、建設工事請負契約書第

　50条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第47条又は第47条の2第2項」

とあるのは、「暴力団排除に関する特約第9項」とする。

　（違約金の徴収）

12　第9項において準用する建設工事請負契約書第47条の2第1項の規定による違約

金の徴収については、建設工事請負契約書第52条の規定を適用する。

　（誓約書の提出等）

13　受注者は、この契約の契約金額が200万円を超えるときは、発注者に対し、この

契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。

　（1）　受注者が暴力団等でないこと。

　（2）　下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。

　（3）　受注者は、この特約の条項に違反したときは、第9項の規定に基づく契約の解除、

　前項の規定に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述

　べないこと。　　6

14　受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の

下請契約等を締結する場合には、その合計金額）が200万円を超えるときは、前項の

規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し（第3項

の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを

含む。）を発注者に提出しなければならない。

　（受注者からの協力要請）

15　受注者は、特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発

注者及び警察署長に協力を求めることができる。
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下請契約等における暴力団排除に関する特約（第3項関係）

　発注者及び受注者は、淡路市暴力団排除条例（平成25年淡路市条例第9号。以下「条

例」という。）第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないような必要な措置を

実施することとして、次のとおり合意する。

1
§
遷

韮

｝

1　受注者は、暴力団（条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団

　員（同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第

　3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）（以下これを「暴力団等」という。）

　と、この建設工事の一部にっいて締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その

　他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」という。）を締結してはな

　らない。

2　受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合において、この特約に準

　じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。

3　受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者及び兵庫県淡路警察署長（以下「警

察署長」という。）に報告しなければならない。

　（1）　下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。

　（2）　この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。

　（3）下請契約等の受注者からその者が発注した下請契約等におけるこの項｝と準じた規

　　定に基づく報告を受けたとき。

4　発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するた

　め、受注者に対して、次に掲げる者（受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合

　はその者を含む。以下「役員等」という。）についての名簿その他の必要な情報の提供を

　求めることができる。

　（1）役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談

　　役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の

　　受注者に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる同等以上の

　　支配力を有するものと認められる者を含む。）

　（2）受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者前号の

　役員を除く。）として使用し、又は代理人として選任している者（支店又は常時建設工

　事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。）

5　発注者は、この契約に係る建設工事の注文者（当該建設工事を発注した淡路市長）を

通じて受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。

6　発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

（1）役員等が暴力団員であると認められるとき。

　（2）暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
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　（3）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

　　加える目的をもって、暴力団等を利用していると認められるとき。

　（4）　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

　　ど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与していると認

　　められるとき。

　（5）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

　　られるとき。

　（6）　下請契約等を締結するに当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに

　　該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

　（7）受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方

　　としていた場合（前号に該当する場合を除く。）において、発注者が受注者に対して当

　　該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

　（8）下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して第1号から第5号までのいずれか

　　に該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への

　　報告を正当な理由がなく怠ったときは、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準

　　じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由が

　　ないのにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利す

　　る行為をしたと認められるとき。

7　前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対

　して、その損害を請求することはできない。

8　受注者は、この契約の契約金額（発注者と複数の下請契約等を締結する場合は、その

合計金額）が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事

項に関しての誓約書を提出するものとする。

　（1）　受注者が暴力団等でないこと。

　（2）　下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。

　（3）　受注者は、この特約の条項に違反したときは、第6項に基づく契約を解除、違約

　金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。

9　受注者は、下請契約等を締結する場合において、前項の規定に準じて当該下請契約等

の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し（第2項の規定によりこの特約に準じ

て下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を発注者に提出しな

ければならない。
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開　札　結　果　表

淡下施第29021号

入札に付した事項
津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設工事（機械・電気）

入札・開札の日時 平成29年8月2日　　　10時00分

入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

※契約締結後に公表 ※契約締結後に公表

入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 ￥515，000，000一

※契約締結後に公表 ※契約締結後に公表

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第1回

入札金額
再入札金額 備考

種別　金額

1
㈱神鋼環境ソリュ

ー ション

￥515，000，000 落札

2

3

4

5 免除

6

7

8

9

10

契約予定金額　　　　　￥556，200，000一 （うち消費税及び地方消費税）　　　　　　￥41，200，000一

業者選定理由

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者

・建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）に基づく電気工事及び機械器

具設置工事に係る特定建設業の許可を受けていること

・電気工事及び機械器具設置工事に係る総合評定値Pが1000以上であること

近畿2府4県（兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）に建設業の許可

を受けた主たる営業所（本社・本店・支店）を有し、当該事業所が有資格者名簿に登録さ

れていること

次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

る

履行場所　　　　淡路市　生穂新島

工期（履行期間）契約締結日から平成31年3月22日

淡路市
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