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（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業 基本協定書（案） 

 

（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業（以下「本事業」という。）に関して、美濃加茂

市（以下「甲」という。）と●、●、●、●及び●により構成される【●●共同事業体】（以下

個別に又は総称して「乙」という。）との間で、次のとおり基本協定（以下「本協定」という。）

を締結する。1 

 

 （目的） 第1条

 本協定は、本事業に関し、乙が公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として選ばれた1 

ことを確認し、甲と乙の間において、本事業の事業契約（基本契約、設計・建設等請負契約、

保守管理委託業務契約（いずれも仮契約を含む。）の総称又はそのいずれかをいう。以下同じ。）

の締結に向けて、甲及び乙の双方の義務について定めることを目的とする。 

 

 （用語の定義） 第2条

 本協定において用いられる用語の意義は、本文中において特に明示されているものを除き、1 

以下に定めるとおりとする。 

 「募集要項等」とは、本事業の実施に関して甲が作成し、令和元年 11 月●日に公表した募(1)

集要項及び要求水準書その他資料（質問回答書及び公表後の変更を含む。）をいう。 

 「設計・建設等業務」とは、募集要項等に定める設計・建設等業務をいう。 (2)

 「建築設計業務」とは、募集要項等に定める建築設計業務をいう。 (3)

 「道路設計業務」とは、募集要項等に定める道路設計業務をいう。 (4)

 「工事監理業務」とは、募集要項等に定める工事監理業務をいう。 (5)

 「解体・撤去業務」とは、募集要項等に定める解体・撤去業務をいう。 (6)

 「建設業務」とは、募集要項等に定める建設業務をいう。 (7)

 「保守管理業務」とは、募集要項等に定める保守管理業務をいう。 (8)

 「構成企業」とは、乙を構成する企業である●、●、●、●及び●をいう。 (9)

 「代表企業」とは、乙を代表する企業である●をいう。 (10)

 

 （当事者の義務） 第3条

 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。 1 

 乙は、事業契約締結のための協議に当たっては、「美濃加茂市新保育園整備事業プロポーザ2 

ル方式審査委員会」及び甲の要望事項及び指摘事項を尊重するものとする。ただし、当該要

                                                   
1 本協定案は、第 5 条、第 6 条を除いては、SPC（特別目的会社）が設立されないことを想定とした内容としています。

SPC が設立される場合は内容を修正します。 
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望事項等が、募集要項等の記載事項及び募集要項等に関する質問に対する回答から逸脱して

いる場合を除く。 

 

 （本事業の対象地及び対象業務） 第4条

 本事業の対象地及び対象業務は、募集要項等に示したとおりとする。 1 

 

 （SPC の設立）【SPC を設立しない場合は削除】 第5条

 乙は、本協定締結後速やかに、事業契約の仮契約を締結する日までに、本事業の応募手続き1 

において行った SPC の設立に関する提案内容及び次の各号の定めに従い、会社法（平成 17 年

法律第 86 号）に定める株式会社として SPC を市内に設立し、その商業登記履歴事項全部証明

書の原本、印鑑証明書の原本、株主名簿の写し(原本証明付き)及び現行定款の写し(原本証明

付き)を甲に提出するものとする。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。 

 SPC を設立する発起人には、提案書に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。(1)

ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 SPC の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを記載する。 (2)

 SPC は、会社法第 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項について定款に定めることにより、(3)

SPC の全部の株式を譲渡制限株式とする。ただし、同法第 107 条第 2 項第 1 号ロに定める

事項、同法第 139 条第 1 項ただし書きに定める事項及び同法第 140 条第 5 項ただし書きに

定める事項については、SPC の定款に定めてはならない。 

 SPC の定款には、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、会社法第 108 条第 1 項各(4)

号に定める事項についての定めを置いてはならず、かつ同法第 109 条第 2 項に定める株主

ごとに異なる取り扱いを行う旨を定めてはならない。 

 SPC は、募集株式の割り当てに関する会社法第 204 条第 1 項に定める決定について、SPC の(5)

定款に同法第 204 条第 2 項ただし書きにある別段の定めを定めてはならない。 

 SPC は、募集新株式予約権の割り当てに関する会社法第 243 条第 1 項に定める決定につい(6)

て、SPC の定款に同法第 243 条第 2 項ただし書きにある別段の定めを定めてはならない。 

 SPC は、会社法第 326 条第 2 項の定めるところにより、監査役を置かなければならない。 (7)

 SPC は、SPC の本店所在地を市外に移転させないものとする。 2 

 

 （株式の譲渡等）【SPC を設立しない場合は削除】 第6条

 乙は、その保有する SPC の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、1 

事前に書面による甲の承諾を得なければならない。 

 乙は、前項の規定により、甲の承諾を得て SPC の株式に担保権を設定した場合には、担保権2 

設定契約書の写し(原本証明付き)をその締結後速やかに甲に提出する。 



3 

 乙は、第 1 項の甲の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、かかる譲渡の際の譲3 

受人をして、当該譲渡と同時に、甲に対して、次の各号に掲げる事項を誓約させる。 

 保有する SPC の株式の譲渡、担保権の設定、その他の方法による処分を行う場合には、甲(1)

から事前の書面による承諾を受けること。 

 前号の甲の書面による承諾を得て、株式を譲渡する場合には、譲受人に本項各号と同じ内(2)

容の誓約書を作成させ、当該譲渡と同時にこれを甲に提出すること。 

 SPC の株式について担保権の設定等の処分を行う場合には、担保権設定契約書等処分に係(3)

る契約書の写しをその処分の終了後速やかに甲に提出すること。 

 

 （財政負担）  第7条

 本事業の実施に係る費用として、甲の財政負担は以下のとおりとする。 1 

(1)設計・建設等業務及び保守管理業務に要する費用については、●億●千万円（税抜き）を上

限とする。 

 

 （役割分担） 第8条

 本事業の実施において、乙は、それぞれ次の各号に定める役割を担うものとする。 1 

 設計・建設等業務のうち建築設計業務は、建築設計企業である●●が行う。 (1)

 設計・建設等業務のうち道路設計業務は、道路設計企業である●●が行う。 (2)

 設計・建設等業務のうち工事監理業務は、工事監理企業である●●が行う。 (3)

 設計・建設等業務のうち解体・撤去業務は、解体・撤去企業である●●が行う。 (4)

 設計・建設等業務のうち建設業務は、建設企業である●●が行う。 (5)

 保守管理業務は、保守管理企業である●●が行う。 (6)

 乙は、前項に規定する担当業務を事業契約に基づき誠実に行わなければならない。 2 

 

 （事業契約） 第9条

 甲及び乙は、本協定締結後、令和 2 年●月●日を目途に、本事業に係る基本契約の仮契約、1 

設計・建設等請負契約の仮契約及び保守管理委託業務契約の仮契約を締結できるよう最大限

努力するものとする。 

 甲及び乙は、前項に規定する仮契約の締結後、美濃加茂市議会（以下「市議会」という。）2 

において設計・建設等請負契約の締結が可決された後、事業契約の本契約を締結するものと

する。 

 事業契約の締結までに、乙のいずれかに、募集要項等における参加資格を欠く事態が発生し3 

たとき、又は本事業の事業者募集に係る不正行為が判明したときは、甲は事業契約の仮契約

及び本契約を締結しない。 
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 甲は、前項の規定に基づき事業契約の仮契約及び本契約を締結しなかったときは、乙に対し、4 

【事業契約の契約金額となるべき金額のうち、設計・建設等業務の予定価格の 10 分の 1 に消

費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額】を違約金として請求することができ

るものとする。この場合において、乙は、当該違約金の支払義務を連帯して負担するものと

する。 

 甲は、本事業に係る募集要項に添付の各事業仮契約書（案）の文言に関し、乙の求めに応じ、5 

趣旨を明確にするものとする。 

 甲及び乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。 6 

 

 （準備行為） 第10条

 事業契約締結前であっても、乙は、自己の責任と費用において、本事業に関してスケジュー1 

ルを遵守するために必要な準備行為（設計に関する打ち合わせを含む。）を行うことができる

ものとし、甲は必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。 

 

 （事業契約締結不調等の場合の処理） 第11条

 甲又は乙の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合又は事業契約の1 

締結が遅延した場合において、当該事由を生じさせた者は、事業契約の締結に至らなかった

又は事業契約の締結が遅延したために、本事業の準備に関して相手方が要した合理的な範囲

の費用（前条の準備行為に係る費用を含む。）を負担するものとする。 

 双方いずれの責めにも帰すことができない事由（事業契約の締結について、市議会の議決が2 

得られない場合を含む。）により、事業契約の締結に至らなかった場合又は事業契約の締結が

遅延した場合において、甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とする。 

 

 （債務不履行等） 第12条

 甲及び乙は、本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償1 

しなければならない。 

 

 （秘密保持） 第13条

 甲及び乙は、本協定又は本事業に関して相手方から開示を受けた一切の情報を本協定の履行1 

及び本事業の遂行以外の目的に使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除き、

相手方の同意を得ずして第三者に開示してはならない。ただし、次に掲げる情報を使用又は

開示する場合は、この限りではない。 

 開示の時に公知である情報 (1)

 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (2)
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 甲及び乙が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 (3)

 正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報 (4)

 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (5)

 裁判所等により開示が命ぜられた情報 (6)

 甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (7)

 甲が市議会の請求に基づき開示する情報 (8)

 甲及び乙が、本事業の遂行を目的に守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する(9)

情報 

 甲及び乙は、本協定の履行及び本事業の遂行を目的に業務委託先、請負発注先等への見積依2 

頼や契約の締結、弁護士、公認会計士等への相談依頼などを行う場合に限り、当該第三者に

前項に規定する守秘義務（法令上守秘義務を負う者は当該法令上の守秘義務で足りるものと

する。）を負わせた上で、相手方から開示を受けた情報を開示することができる。 

 

 （個人情報保護） 第14条

 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票、資料等に1 

記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報（以下「個人情報」という。）

を、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び美濃加茂市個人情報保護条

例（平成 11 年美濃加茂市条例第 21 号）を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳

重な注意を払わなければならない。 

 乙は、個人情報を本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。 2 

 乙は、個人情報の管理に関して漏えいその他の事故が生じた場合には、甲に対し、速やかに3 

報告する。 

 前 3 項に定めるほか、乙は、個人情報の保護に関する事項について、甲の指示に従わなけれ4 

ばならない。 

 

 （構成企業等の変更） 第15条

 乙の代表企業及び構成企業は、原則として変更できないものとする。ただし、構成企業（代1 

表企業を除く。）については、やむを得ない事由であり、かつ変更後も本事業の適正な実施

に支障がなく、公共サービスの水準が保たれると甲が認めた場合に限り、変更することがで

きるものとする。 

 乙は、前項の規定により構成企業を変更しようとするときは、書面をもって甲に対して構成2 

企業の変更を申し出なければならない。 

 甲は、前項に規定する申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 3 
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 （基本協定の変更） 第16条

 本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとす1 

る。 

 

 （準拠法及び管轄裁判所） 第17条

 本協定は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。 1 

 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、岐阜地方裁判所を第一審の専2 

属所轄裁判所とすることに合意する。 

 

 （基本協定の有効期間） 第18条

 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から全ての事業契約が締結されたときまでとする。 1 

 前項の規定にかかわらず、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結不調が確2 

定した日をもって本協定は終了する。ただし、第 13 条及び第 14 条に定める事項については、

本協定終了後も効力を有するものとする。 

 

 （定めのない事項） 第19条

 本協定に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めるものとする。 1 
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以上を証するため、本基本協定書を●通作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

令和 2 年  月  日 

 

（甲）美濃加茂市 

      所在地 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

代表者 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 ㊞ 

 

（乙）事業者 

    ●●共同事業体 

【構成企業（代表企業）】 

所在地 

商号又は名称 

代表者             ㊞ 

 

【構成企業】 

所在地 

商号又は名称 

代表者             ㊞ 

 

【構成企業】 

所在地 

商号又は名称 

代表者             ㊞ 

 

【構成企業】 

所在地 

商号又は名称 

代表者             ㊞ 
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【構成企業】 

所在地 

商号又は名称 

代表者             ㊞ 

 

【構成企業】 

所在地 

商号又は名称 

代表者             ㊞ 

 

【構成企業】 

所在地 

商号又は名称 

代表者             ㊞ 

 


