第３ 契約書（案）
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2020～2024年度 中部センター施設管理・運営業務

２.業 務 内 容

付属書Ⅰ「実施要領」のとおり

３.契 約 金 額

金０,０００,０００円（うち消費税額等０,０００円）
内訳は付属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり

４.履 行 期 間

2020年4月1日から2025年3月31日まで

５.受 渡 場 所

独立行政法人国際協力機構指定場所

独立行政法人国際協力機構 中部センター 契約担当役 所長 ◯◯◯◯◯（以下
「発注者」という。
）と、株式会社◯◯◯◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯◯◯◯（以下「受
注者」という。）とは、頭書記載の業務の実施について、以下の各条項により、委託契
約（以下「本契約」という。
）を締結する。
（信義・誠実の義務）
第１条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において、互いに協力し、信
義を守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
（契約の目的）
第２条 受注者は、頭書記載の業務（以下「本業務」という。
）を受託し、発注者
は、頭書に契約金額として記載された金額のうち、付属書Ⅱに定められた対価
を支払う義務を負う。
（業務内容の変更等）
第３条 発注者は、特別の理由により、本業務の内容を変更する必要があると認
められるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通
知により、本業務内容を変更し、又は一部を中止し、若しくは打ち切ることが

できる。
２ 前項の場合において、受注者に増加費用が生じ、又は受注者が損害を受けた
ときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
負担額及び賠償額は発注者及び受注者で協議して定める。ただし、発注者は、
発注者の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた費用、損害、受注者の逸
失利益及び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないもの
とする。
３ 仕様書以外の業務が発生する場合は、受注者から発注者に業務内容と業務費
を記載した打合せ簿を提示し、発注者及び受注者で合意の上、実施するものと
する。また、業務費は別途定める単価に基づき算出する。
（再委託等）
第４条 受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は第三者に請負わせて
はならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときはこの限りではない。
２ 受注者が発注者の承認を得て本業務を第三者に再委託する場合、受注者は、
当該再委託先に対し、本契約に基づき受注者に対して課せられる義務と同等の
義務を負わせなければならず、受注者は、当該第三者の義務違反に基づく賠償
義務についても連帯して責任を負う。
（権利義務の譲渡）
第５条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注
者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供して
はならない。
（消費税額等）
第６条 発注者及び受注者は、頭書の契約金額のうち消費税額等とは、消費税法
及び地方税法の規定に基づき、契約金額に法令の定める消費税額及び地方消費
税額の合計額であることを確認する。
２ 発注者は消費税法及び地方税法、その他これに類する法律の制定及び改定等が
あった場合は、その定めに従いその税額を受注者に支払う。
３ 物価、賃金等に著しく変動が生じた場合、法令変更に基づく契約業務内容の変
更、又は経済情勢の変動、その他の事由により委託金額が不相当となった場合
は、契約期間中であっても、発注者及び受注者協議の上、委託金額を改定する
ことができる。
（契約保証金）

第７条 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
（業務責任者の届け出）
第８条 受注者は、本業務の履行に先立ち、受注者の業務従事者の中から業務責
任者を定め、発注者に届出をしなければならない。又、業務責任者を変更する
ときも同様とする。
２ 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に指導監督させるとともに、
発注者との連絡に当たらせなければならない。
（監督職員）
第９条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力
機構中部センター総務課長 の職にある者を監督職員と定める。
２ 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる権限を有す
る。
(１) 付属書Ⅰに基づく受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
(２) 業務の実施状況についての調査

３ 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、前
項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を、書
面により受注者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職員の指示、承諾又は協議は、原則として書面に
よりこれを行わなければならない。緊急の場合等書面をもってなされなかった
場合には、受注者は発注者に対し事後遅滞なく書面による報告を行わなければ
ならない。
５ 前四項において、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
（１）指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌
権限に係る方針、基準、計画などを示し、実施させることをいう。
（２）承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所
掌権限に基づき了解することをいう。
（３）協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、
結論を得ることをいう。
（業務実施状況の報告、並びに検査及び引渡し）
第 10 条 受注者は、月ごとに当該月の翌月 10 日までに、業務実施報告書を発注
者に提出するものとする。ただし、最終年度の最終月については、業務完了後
速やかに提出するものとし、業務完了報告書を兼ねるものとする。又、報告書
等の作成にあたってはグリーン購入法の基準に適合した仕様とする。

２ 発注者は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その翌日から起
算して 10 営業日以内にその内容について検査を終了しなければならない。
この
場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面により受注者に通知しなけ
ればならない。
３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を
行い、発注者に補正完了の届けを提出し、再検査を受けなければならない。又、
発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の進捗状況について調査
し、又は報告を求めることができる。
（瑕疵担保）
第 11 条 受注者は、前条による引渡し完了後においても、本業務について瑕疵が
発見された場合は、速やかに無償で復旧のための措置、または損害の賠償を行
わなければならない。
（請求金額の確定及び精算）
第 12 条 受注者は、月ごとに、経費精算報告書を発注者に提出しなければならな
い。
２ 発注者は、受注者から提出のあった経費精算報告書の内容を検査し、契約金
額の範囲内で確定金額を決定し、これを受注者に通知しなければならない。
３ 金額の精算は、付属書Ⅱに定められた金額の範囲内において、定められた単
価及び業務実績による。
４ 受注者は、前項の確定金額の通知を発注者から受けたときは、所定の手続き
に従って契約金額の支払を請求することができる。なお、請求にあたって消費
税額等に１円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
５ 発注者は、前項の適法なる請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、当
該金額を口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。
６ 発注者の責に帰する理由により、前項の規定による支払期間内に当該金額の
支払をしないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から起算して支払を
した日までの日数に応じ、その支払金額に対して年（365 日とする。
）5.0 パー
セントの割合で計算した遅延損害金の支払を発注者に請求することができる。
ただし、遅延損害金に１円に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる。
（帳簿等の整備）
第 13 条 受注者は、本契約に係る諸帳簿及び証拠書類を整備し、本業務完了日の
属する年度の終了後 10 年間整備し、保存するものとする。
２ 受注者は、前項に規定する諸帳簿及び証拠書類を、発注者の請求があったと

きは速やかに提示しなければならない。
（履行期間の延長）
第 14 条 受注者は、天災地変その他自己の責に帰することのできない理由により、
履行期間内に本業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞な
くその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれ
を定めるものとする。
２ 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により、受注者が履行期間内に本業務
を完了することができないときは、発注者の定める日数の範囲内で履行期間の
延長を認めることがある。
３ 前項の場合において、発注者は、延長日数に応じ、頭書の契約金額から出来
高部分に相応する金額を控除した額に対し、年（365 日とする。
）5.0 パーセン
トの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。な
お、端数計算については第 12 条に準ずるものとする。
（損害の賠償）
第 15 条 受注者は、
本業務の履行に関し受注者の責により発注者に損害が発生し
た場合、その損害を賠償しなければならない。
２ 受注者は、本業務の履行に関し受注者の責により第三者に損害が発生した場
合、受注者が損害を与えた第三者と協議の上、その損害を賠償若しくはその他
の方法にて解決しなければならない。
３ 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
（談合等不正行為に対する措置）
第 16 条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請
求に基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変
更後の契約金額とする）
の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違
約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
（１）本契約に関し、受注者が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）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事
業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委
員会が受注者に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令
を行い、当該納付命令が確定したとき。

（２）本契約に関し、受注者（法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。
）の
刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定
したとき。
２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、
発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を
請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び
構成員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければな
らない。
３ 受注者が第１項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発
注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年（365日
とする。
）5.0パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収
することができる。なお、端数計算については第12条に準ずるものとする。
４ 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
（発注者の契約解除権）
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要
せず、直ちに本契約を解除することができる。
（１）第 14 条による場合を除き、受注者の責に帰する理由により、受注者が頭
書に定められた履行期間内に本業務を完了しないとき、又は発注者が本業
務を完了する見込みがないと認めたとき。
（２）受注者が本契約の条項に違反したとき。
（３）受注者が他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、そ
の他公権力による処分を受け、若しくは特別清算、会社更生手続、民事再
生手続、破産又は私的整理手続を申し立てられ、又は自らそれらのもの、
若しくは再生手続開始の申立てをしたとき。
（４）受注者が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき。
（５）受注者の資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当
の理由があるとき。
（６）受注者が前条第１項各号の規定の一に該当するものとして発注者から不
正行為に係る違約金の請求をうけたとき。
（７）第 30 条第 4 項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイ
ドライン」に違反したとき。
（８）受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、または、次に掲げる各
号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道（ただし、日刊新
聞紙等、報道内容の正確性について、一定の社会的評価が認められている

報道に限る。
）があったとき。
（イ） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人で
ある場合にはその役員をいう。以下本条において同じ。）が暴力団、暴力
団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団
等（これらに準ずる者又はその構成員を含む。平成 16 年 10 月 25 日付警
察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」とい
う。）であると認められるとき。
（ロ） 役員等が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 6 号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年
間を経過しない者であると認められるとき。
（ハ） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
（二） 法人である賃貸人又はその役員等が自己、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、反社会的勢
力を利用するなどしているとき。
（ホ） 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金
等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢
力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
（へ） 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力であることを知
りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
（ト） 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難
されるべき関係を有しているとき。
（チ） その他賃貸人が、愛知県暴力団排除条例（平成 22 年度愛知県条例第
34 号）に定める禁止行為を行ったとき。
２ 前項各号の規定により本契約を解除したときは、受注者は、発注者に対し、
契約金額の 100 分の 10 に相当する解約違約金を支払わなければならない。
（受注者の契約解除権）
第 18 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了する
ことが不可能となったときは本契約を解除することができる。
２ 前項の規定により本契約を解除したときは、発注者は、受注者に対し、契約
金額の 100 分の 10 に相当する解約違約金を支払わなければならない。
（資料等の帰属）
第 19 条 受注者が作成した業務実施報告書、業務上作成した資料の所有権は、第
10 条に定める検査合格をもって、受注者から発注者に移転する。
２ 業務実施報告書、業務上作成した資料の著作権（著作権法第 27 条、第 28 条

所定の権利を含む。
）は、第 10 条に定める検査合格と同時に受注者から発注者
に譲渡されたものとする。受注者は発注者による業務実施報告書、業務上作成
した資料の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しないものとする。
３ 発注者は、業務実施報告書、業務上作成した資料の作成過程の確認及び検査
の実施に関して必要があると判断するときは、業務実施報告書、業務上作成し
た資料の確認検査が終了するまでの間、受注者に対して、受注者が業務実施過
程において収集、作成した資料等（以下「資料等」という）の提示を求めるこ
とができる。受注者は、発注者が資料等の提示を求めたときは、発注者に対し、
速やかに当該資料等を提示するとともに、業務実施報告書、業務上作成した資
料の確認検査が終了するまでの発注者が必要と認める期間、発注者にこれを使
用させるものとする。発注者は、当該資料等の使用が終了した後、当該資料等
を速やかに受注者に返却する。
４ 業務実施報告書、業務上作成した資料中に受注者又は第三者が従来から著作
権を有している著作物が含まれている場合、これらの著作権は受注者から発注
者に譲渡される対象から除くものとするが、受注者は、これら著作物を発注者
が本業務に利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとする。この場合
において、第三者が著作権を有しているとき、受注者は、責任をもって第三者
から発注者への利用許諾を得るものとする。
５ 第２項から第４項の規定は、第３条第１項、第 17 条第１項、及び第 18 条第
１項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
（秘密の保持）
第 20 条 受注者は、業務の実施上知りえた情報（以下、秘密情報という。
）を発
注者から指示が無い限り秘密として保持し、これを第三者に開示してはならな
い。
２ 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供
又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
３ 受注者は、本業務の従事者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保
持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その
他必要な措置を講じなければならない。
４ 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
（秘密情報の管理等に関する事故の対応と報告）
第 21 条 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に
係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために
必要な措置を講ずるとともに速やかに発注者に報告し、その指示に従わなけれ

ばならない。
２ 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
（秘密情報の返却及び廃棄）
第 22 条 受注者は、本契約履行期間後、速やかに秘密情報を発注者に返却又は判
読不可能な方法により消去しなければならない。ただし、予め発注者の了承を
得た場合は、この限りではない。
（検査の権利）
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において秘密
情報が適切に管理されているかを調査し管理状況が不適切である場合は、改善
を指示することができる。
２ 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
（個人情報保護）
第 24 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報（
「独立行政法人等
の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）
」の第２条第
５項で定義される「保有個人情報」を指す。以下「保有個人情報」という。）を
取り扱う業務を行う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
（１）受注者の業務に従事する者（再委託又は下請負を行う場合には、再委託
の受託者と下請負人を含む。以下、同じとする。）に次の各号に掲げる
行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この
限りではない。
（イ）保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて
利用、提供、複製してはならない。
（ロ）保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
（２）受注者の業務に従事する者が前号に違反したときは、独立行政法人個人
情報保護法第 50 条から第 51 条及び第 53 条に定める罰則が適用され得る
ことを、受注者の業務に従事する者に周知すること。
（３）個人情報保護管理責任者を定めること。
（４）保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理
のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報
保護に関する実施細則（
「細則」という。
）を準用し、細則に定められた
事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の
外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行なってはな
らない。

（５）発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告
すること。
（６）保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が
発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置
を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
（７）本契約履行期間後、速やかに保有個人情報を、発注者に返却又は判読不
可能な方法により消去すること。ただし、予め発注者の承認を得た場合
は、この限りではない。
２ 前項第１号の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
３ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個
人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、
改善を指示することができる。
（情報セキュリティ）
第 25 条 受注者は、
発注者が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリ
ティ管理細則（以下「規程等」という。
）を準用し、規程類に定められた事項に
つき適切な措置を講じるものとする。
（便宜供与）
第 26 条 発注者は、本業務を発注者の事務所内で行わせる場合には、本業務に必
要な事務スペース及び机、椅子等の物品を無償で受注者に使用させることがで
きる。
２ 前項の場合において、光熱水料費、通信料（発注者が本業務に必要と認める
ものに限る）は発注者の負担とし、その他は受注者の負担とする。
３ 受注者は、第１項の事務スペース及び物品について、善良な管理者の注意を
もってこれを使用し、管理しなければならない。
４ 受注者は、第１項の事務スペース及び物品をき損又は滅失したときは、直ち
に発注者に届け出、その損害を負担するものとする。ただし、発注者がやむを
得ない理由によると認めた場合は、この限りではない。
（安全対策）
第 27 条 受注者は、本業務に従事する者（下請負人がある場合には下請負人を含
む）の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要
な安全対策を講じて、業務従事者の安全確保に努めるものとする。
（業務災害補償等）

第 28 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事
者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責
任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れ
るものとする。
（業務引継に関する留意事項）
第 29 条 本業務の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他本契
約の終了理由の如何を問わず、本件業務が終了した場合には、受注者は発注者
の求めによるところに従い、本件業務を発注者が継続して遂行できるように必
要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
（契約の公表）
第 30 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一
般に公表されることに同意するものとする。
２ 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、受注
者の名称及び事業概要、当該在籍者の氏名、受注者における役職及び発注者に
おける最終役職並びに直近の会計年度における発注者と受注者との取引高が公
表されることに同意するものとする。
（１）発注者において役員を経験した者
（２）発注者において部長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の取締役である
者
（合意管轄）
第 31 条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって
第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
（準拠法）
第 32 条 本契約は、
日本国の法律に準拠し、
同法に従って解釈されるものとする。
（疑義の決定）
第 33 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合
には、必要に応じて発注者及び受注者で協議の上、これを定めるものとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自１
通を保有するものとする。
2020 年○○月○○日
発注者
愛知県名古屋市中村区平池町
4-60-7
独立行政法人国際協力機構
中部センター 契約担当役
所長 ○○○○○

受注者
（住所）
株式会社 ○○○○○○○
代表取締役 ○○○○○○

