
小田原市学校給食センター整備事業に係る基本協定書（案）

小田原市学校給食センター整備事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、小田原

市（以下「発注者」という。）及び●●●●共同事業体 代表者●●●●株式会社（以下「優

先交渉権者」という。）は、以下のとおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。

（目的）

第１条 本協定は、発注者が実施した小田原市学校給食センター整備事業公募型プロポー

ザル方式による手続（以下「本公募手続」という。）において、優先交渉権者を特定した

ことを確認し、発注者及び優先交渉権者が相互に協力して円滑かつ確実に本事業を遂行

するため、当事者が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。

（当事者の義務）

第２条 発注者及び優先交渉権者は、本協定にかかる一切を、信義に従い誠実に行う。

２ 発注者及び優先交渉権者は、本協定の締結の日から価格等の交渉の不成立が確定する

までの間、又は本事業が完了するまでの間、本協定を履行する。

３ 優先交渉権者の代表者は、業務の一部を事業体の構成員に担わせる場合においても、事

業全体の円滑な実現に向けた最善の努力を行う。

（規定の適用関係）

第３条 本事業は、次の各号に掲げる書類等に準拠する。

（１）本協定第６条及び第８条に基づき締結する第Ⅰ期事業及び第Ⅱ期事業に係る契約書

類（以下「契約書」という。）

（２）発注者が本公募手続において配布した実施要領、要求水準書等の一切の資料（以下「要

求水準書等」という。）

（３）要求水準書等に係る質問回答書

（４）本公募手続において優先交渉権者が発注者に提出した一切の資料（以下「提案書」と

いう。）

２ 前項各号に掲げる書類同士の記載内容に矛盾又は相違があるときは、契約書、本協定、

質問回答書、要求水準書等、提案書の順に優先して適用する。

３ 第１項各号に掲げる書類同士の記載内容で矛盾又は相違があるとの疑義が生じた場合

は、発注者と優先交渉権者との間において協議の上、記載内容に関する事項を前項に従

い決定する。

４ 第２項の規定にかかわらず、契約書、本協定、質問回答書及び要求水準書等（以下「本

協定等」という。）と提案書の内容に差異がある場合には、提案書に記載された提案内容

が本協定等に記載された水準を上回るときに限り、提案書の内容が優先して適用される。



（有効期間）

第４条 本協定は、本協定の締結の日から、価格等の交渉の不成立が確定した日、又は本事

業が完了した日のいずれか早く到来した日まで有効とする。

（事業の概要）

第５条 本事業は、次の各号に掲げる業務から構成され、上限提案事業費については、提案

書記載の各業務の提案価格書記載の金額とする。

（１）第Ⅰ期事業 基本設計、実施設計 

上限提案事業費     円（消費税及び地方消費税を含み、税率は 10％で算出する。）
（２）第Ⅱ期事業 建設工事（調理機器・敷地内の外構整備を含む。） 

上限提案事業費     円（消費税及び地方消費税を含み、税率は 10％で算出する。）
（３）第Ⅱ期事業 工事監理、開業準備支援

上限提案事業費     円（消費税及び地方消費税を含み、税率は 10％で算出する。）

（第Ⅰ期事業の契約手続等）

第６条 発注者及び優先交渉権者は、発注者が別途反対の意思表示を行う場合を除き、本協

定締結後速やかに、第Ⅰ期事業に関する見積り合わせを行い、要求水準書等に基づく第Ⅰ

期事業に係る契約（以下「第Ⅰ期事業契約」という。）を締結する。

（第Ⅱ期事業の価格等の交渉）

第７条 発注者は、第Ⅰ期事業の契約に基づく設計成果物の引き渡し前に価格交渉をするた

め、優先交渉権者に対し事業費の内訳が確認できる見積書及び内訳書（要求水準書で規

定する積算基準に基づき数量、単価を明記のこと）、見積条件書（以下「当初見積書等」

という。）の様式及び内容並びにそれぞれの提出方法、提出期日等を通知する。

２ 優先交渉権者は、前項の通知に従った様式及び内容の当初見積書等（設計後見積書）を

作成し、発注者の指定する提出方法等により提出する。

３ 当初見積書等（設計後見積書）における事業費は、第Ⅰ期事業において実施する積算業

務（小田原市公共建築工事積算基準による積算業務）における工事価格及び上限提案事

業費を超えてはならない。

４ 発注者及び優先交渉権者は、前項に示す当初見積書等（設計後見積書）の内容について、

価格等の交渉を行い、見積条件等を見直す必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。

５ 前項に基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉不成立が

確定するものとする。

（第Ⅱ期事業の契約手続等）

第８条 優先交渉権者は、前条第４項により価格等の交渉が成立した場合は、その内容に基

づき、交渉結果を踏まえた見積書等（以下「改定見積書等」という。）を、前条第１項に



定める様式及び内容で作成し、発注者の指定する提出方法により提出期日までに提出す

る。

２ 発注者は、改定見積書等に基づき予定価格を定める。

３ 優先交渉権者は、前条第１項に定める様式及び内容の最終的な見積書等（以下「最終見 

積書等」という。）を作成し、発注者の指定する提出方法により提出し、発注者と見積り

合わせを行う。

４ 発注者及び優先交渉権者は、前項の見積合せの結果、最終見積書等における事業費が予 

定価格以下となった場合は、要求水準書等に含まれる様式及び内容による第Ⅱ期事業に

係る契約（以下「第Ⅱ期事業契約」という。）を締結する。

５ 第４項の第Ⅱ期事業契約については、仮契約を締結後に地方自治法（昭和 22年法律第
67号）第 96条第１項第５号の規定により、議会の議決を得た日から本契約とする。ただ
し、議会において当該契約に係る事件が否決された場合は、この限りでない。

（価格等の交渉の不成立等）

第９条 価格等の交渉が不成立となった場合又は議会において地方自治法第 96 条第１項第
２号又は第５号の掲げる事件で本事業に係るもの（以下「議決事項」という。）が否決さ

れた場合、発注者は、非特定となった旨及びその理由を書面により通知する。

２ いずれの責にも帰すべからざる事由により、価格等の交渉が不成立となった場合、第Ⅰ

期事業契約に基づく業務委託料を除き、本協定の履行に関し既に支出した費用について

は各自の負担とし、第 16 条から第 21 条までの規定に基づくものを除き相互に債権債務
関係の生じないことを確認する。

（統括管理技術者等）

第 10条 優先交渉権者は、統括管理技術者を置き、その氏名その他必要な事項を直ちに発
注者に通知しなければならない。また、統括管理技術者を変更したときも同様とする。

２ 統括管理技術者は、本事業に係る契約の履行に関し、事業の管理及び統括を行うほか、

次の各号に掲げる権限を除く、本事業に係る契約に基づく優先交渉権者の一切の権限を

行使することができる。

（１）契約代金額の変更

（２）履行期間の変更

（３）契約代金額の請求及び受理

（４）第 11条第１項の請求の受理
（５）第 11条第２項の決定及び通知
（６）本事業に係る契約の解除

３ 優先交渉権者は、本事業に係る契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除

を、統括管理技術者を経由して行い、発注者は、本事業に係る契約に定める請求、通知、

報告、申出、確認、承諾等を、統括管理技術者を経由して行う。



４ 優先交渉権者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち統括管理技術

者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

発注者に通知しなければならない。

５ 優先交渉権者は、統括管理技術者に委任する権限のうち、工事施工に係る権限に限り、

現場代理人に委任することができる。なお、現場代理人に委任する権限がある場合は、

あらかじめ、委任する権限の内容を発注者に通知しなければならない。

６ 統括管理技術者は、案として示している第Ⅱ期事業における工事請負契約約款第１０

条第１項第１号に規定する現場代理人及び第２号に規定する監理技術者を兼ねることが

できる。

（本事業関係者に関する措置の請求）

第 11 条 発注者は、統括管理技術者、優先交渉権者の使用人又は優先交渉権者から業務の
一部を委任され若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき、本事業の適正かつ

確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、優先交渉権者に対し

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 優先交渉権者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、

その結果について請求を受けた日から７日以内に発注者に通知しなければならない。

（提案事業費の遵守）

第 12条 優先交渉権者は、第５条に提示した次の提案事業費を遵守する。
２ 優先交渉権者は、第５条における第Ⅱ期事業契約の締結までの間において、要求水準

（要求水準書等に基づき発注者が本事業について優先交渉権者に求める水準をいい、提

案書に記載された提案内容が要求水準等に示された水準を上回る場合は、第３条第４項

に基づき当該上回る部分については提案書の提案内容の水準を適用するものをいう。以

下同じ。）の変更又は法令変更（消費税等の税率変更を除く。）等の事態が生じた場合に

おいても、上限提案事業費を超えない範囲内の金額で第Ⅱ期事業契約を締結するよう最

大限の努力をするものとする。

３ 前項の場合において、優先交渉権者は、自らの努力のみでは合理的に要求水準を満た

すことができず、その変更を必要とする場合、上限提案事業費を超えない範囲内の金額

で要求水準の変更の提案を行い発注者と協議するものとする。

４ 第Ⅱ期事業契約締結までの物価変動については、原則として上限提案事業費若しくは

要求水準の変更又はその協議を行うべき事由には該当しないものとする。ただし、予期

することのできない特別な事情により、日本国内において著しい物価変動が生じ、本事

業における上限提案事業費が不適当となったと発注者が判断した場合に限り、発注者は

優先交渉権者と協議するものとする。

５ 発注者は、前２項の協議を行った場合には、協議の過程及び結果について、公表するこ



とができる。

（業務完了期限の遵守）

第 13条 優先交渉権者は、提案書記載の各業務の完了期限を遵守する。
２ 優先交渉権者は、本協定の締結後 14 日以内に、本協定の締結日から業務完了期限まで
の総合工程表を発注者に提出し、確認を受けなければならない。

３ 優先交渉権者は、本事業を総合工程表に従い実施し、総合工程表に基づく工程の管理

を、自らの責任において、適正に行わなければならない。

４ 優先交渉権者は、総合工程表について変更があった場合には、速やかに発注者に当該

変更後の総合工程表を提出して、確認を得なければならない。

５ 発注者は、前項の確認の結果、総合工程表の内容が要求水準に適合しないと認める場

合には優先交渉権者に是正を求めることができる。この場合、優先交渉権者は、自らの

責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受けなければならない。

６ 優先交渉権者は、第８条における第Ⅱ期事業の契約手続において、要求水準の変更又

は法令変更（消費税等の税率変更を除く。）等の事態が生じた場合においても、業務完了

期限を遵守するよう最大限の努力をするものとする。

７ 優先交渉権者は、前項の場合において、自らの努力のみでは合理的に業務完了期限を

遵守することができず、要求水準の変更が必要と認めるときには、要求水準の変更の提

案を行い、発注者と協議する。

８ 発注者は、前項の協議を行った場合には、協議の過程及び結果について、公表すること

ができる。

（関連工事等の調整）

第 14 条 優先交渉権者は、発注者又はその他関係者が本事業により整備される施設に関し
て個別に発注する第三者の実施する工事等が、本業務の遂行上密接に関連する場合は、

第三者の行う当該工事等（以下「関連工事等」という。）の円滑な施工に協力し、その施

工に必要な調整を行う。

２ 関連工事等が実施される場合においても、原則として完成期限の延期及び事業費の増

額は行わない。ただし、発注者がやむを得ないものとして認めた場合はこの限りではな

い。

３ 優先交渉権者は、関連工事等が実施される場合、関連工事等を実施する第三者及びそ

の使用人等に対して、統括衛生管理義務を負うものとする。

（会議体の設置）

第 15 条 発注者及び優先交渉権者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する
調整を行うことを目的とし、発注者、優先交渉権者及びその他の関係者により構成する

会議体を設置する。



２ 会議体の構成員は発注者と優先交渉権者で協議して定める。

（履行の担保）

第 16 条 優先交渉権者は、要求水準を遵守し、発注者と十分協議を行いながら本事業を実
施しなければならない。

２ 優先交渉権者は、本公募手続において提出した提案書の内容を実現するため、第Ⅰ期

事業契約締結後に提出する技術提案実施計画書に基づき、本事業を確実に履行するもの

とする。なお、基本設計・実施設計、建設工事の各段階等において、提案書の内容に不

一致があると認められた場合には、発注者は優先交渉権者の責任及び費用負担において

修正することを求めることができる。

（設計成果の取扱い等）

第 17 条 優先交渉権者は、本事業に関して発注者に提出する資料等（提案書及び成果物を
含むがこれらに限定されない。）が、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標

権、著作権その他の法令の定めにより保護される第三者の権利（以下、「特許権等」とい

う。）等を侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。優先交渉権者は、当

該資料等が第三者の有する特許権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は

必要な措置を講じなければならないときは、優先交渉権者がその賠償額を負担し、又は

必要な措置を講ずるものとする。

２ 発注者は、発注者及び優先交渉権者の間で価格等の交渉の不成立が確定した場合も、

成立した場合と同様に、設計業務の成果物の完成検査を行い、成果物の引き渡しを受け、

委託料の支払いを行うものとする。また、その場合には優先交渉権者は、本事業に関し

て必要な範囲で成果物の利用を無償で発注者及び発注者の指定する者に許諾するものと

する。

３ 発注者及び優先交渉権者の間で価格等の交渉の不成立が確定した場合において、その

時点までの成果物に当初の優先交渉権者の特許権等が含まれ又は当該特許権等を使用す

ることが前提となっており、前項に基づく成果物の無償許諾に加えて、発注者の指定す

る者が当該特許権等（前項に基づく成果物の無償許諾の範囲に含まれるものを除く。）の

使用を希望するときは、発注者の指定する者が当該特許権等の使用の許諾を申請すると

ともに合理的な許諾料を支払うことを前提として、当初の優先交渉権者は、当該特許権

等の使用を許諾するものとする。

（権利義務の譲渡等）

第 18条 優先交渉権者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位及び本
協定に基づく権利義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ又は担保に供することその

他一切の処分を行わない。



（秘密保持等）

第 19条 優先交渉権者は、本協定に関連して発注者から知り得た情報を秘密情報として保
持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は発注者の承

諾なしに第三者に開示してはならない。

（協定内容の変更）

第 20 条 本協定に規定する各事項は、発注者及び優先交渉権者の書面による同意がなけれ
ば変更することはできない。

（準拠法及び管轄裁判所）

第 21条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定等に関して生
じた当事者間の紛争について、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（その他）

第 22 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、発注者と優先交
渉権者が誠実に協議するものとする。

２ 第Ⅰ期事業契約の締結後は、「優先交渉権者」とあるのは「受注者」と読み替えるもの

とする。

本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有

する。

令和●年(●年)●月●日

発注者  神奈川県小田原市荻窪３００

小田原市長 守屋 輝彦

優先交渉権者

住所（代表構成員の住所）

氏名（代表構成員名及び代表者名） 印

※以下にグループ全構成員の住所、名称、氏名、印


